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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０２～０．０６％、Ｓｉ：０．５％以下、Ｍｎ：０．５～１．５％
、Ｐ：０．０１％以下、Ｓ：０．００１％以下、Ａｌ：０．０８％以下、Ｎｂ：０．００
５～０．０３５％、Ｔｉ：０．００５～０．０２５％、Ｃａ：０．００１０～０．００３
５％を含有し、さらに、Ｃｕ：０．５％以下、Ｎｉ：１％以下、Ｃｒ：０．５％以下、Ｍ
ｏ：０．５％以下、Ｖ：０．１％以下の中から選ばれる１種または２種以上を含有し、残
部がＦｅ及び不可避不純物からなる鋼を、１０００～１２００℃に加熱し、熱間圧延を行
った後、冷却開始温度が鋼板表面温度で（Ａｒ３－１０℃）以上、冷却停止温度が鋼板断
面平均温度で２５０～５００℃、となる加速冷却を行い、次いで誘導加熱により鋼板表面
温度で５５０～７００℃、鋼板断面平均温度で４００～５８０℃に加熱することを特徴と
する板厚が３０ｍｍ以上の高強度耐サワーラインパイプ用鋼板の製造方法。
【請求項２】
　下記式（１）で表されるＣＰ値が１．０以下、式（２）で表されるＣｅｑ値が０．３以
上であることを特徴とする、請求項１に記載の板厚が３０ｍｍ以上の高強度耐サワーライ
ンパイプ用鋼板の製造方法。
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【数１】

【数２】

【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法で製造された鋼板であって、鋼板表層部の金属組織が、
島状マルテンサイトの体積分率が２％以下であり、残部がベイナイトまたはベイナイトと
フェライトの混合組織であることを特徴とする板厚が３０ｍｍ以上の高強度耐サワーライ
ンパイプ用鋼板。
【請求項４】
　請求項３に記載の鋼板を、冷間成形により鋼管形状とし、突き合せ部をシーム溶接して
製造された高強度耐サワーラインパイプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐水素誘起割れ性（耐ＨＩＣ性）に優れた、主にＡＰＩ規格Ｘ６５グレード
以上の強度を有するラインパイプ用鋼板の製造方法、及び該鋼板を用いて製造された鋼管
に関するものであり、特に、冷間成形時の成形性に優れた材質ばらつきの小さな高強度耐
サワーラインパイプ用鋼板とその製造方法、及び該鋼板を用いて製造された鋼管に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　硫化水素を含む原油や天然ガスの輸送に用いられるラインパイプは、強度、靭性、溶接
性の他に、耐水素誘起割れ性（耐ＨＩＣ性）や耐応力腐食割れ性(耐ＳＣＣ性)などのいわ
ゆる耐サワー性が必要とされる。さらに、これらの要求に加え、ラインパイプの円周溶接
の作業効率を高めたり、高精度の構造設計を行ったりするために、寸法精度の高いライン
パイプが要求されている。
【０００３】
　ＵＯＥ鋼管等冷間成形によって製造される鋼管は、それに用いる鋼板の材質ばらつきや
残留応力の影響を強く受けるため、強度や延性などの材質ばらつきや残留応力の小さな鋼
板を用いることが、寸法精度を向上するためにきわめて有効である。
【０００４】
　材質ばらつきの低減に対しては、従来、鋼板製造条件の厳格管理等、生産管理面での対
応がなされており、大量製造した場合の材質ばらつき、特に強度のばらつき低減が計られ
ているが、上述の寸法精度向上のためには、個々の鋼板の板内においても材質ばらつきを
低減することが必要である。
【０００５】
　一般に、引張強度が５００ＭＰａ以上の高強度鋼板は加速冷却によって製造されており
、鋼板の長手方向端部が過冷されやすく、長手方向端部の強度が中央部に比較して高くな
りやすい。また、圧延前の加熱炉でスラブの長手方向端部が過加熱されたことに起因して
、長手方向端部の強度が中央部に比較して高くなる場合もある。
【０００６】
　これらのバラツキを低減するための対策としては、特許文献１には、加速冷却を２段階
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に分けて行い、前段と後段の冷却の間に空冷区間をもうけることで、温度ムラを低減する
方法が開示されている。この方法は、材質ばらつき低減に対して一定の効果があるものの
、後段の冷却では依然として板長方向の温度ムラを生じるため、材質ばらつきを十分に解
消することはできない。
【０００７】
　この方法では、一般に焼戻し前の強度が高い部分の方が焼戻しによる軟化量が大きいの
で、焼戻し後の強度の差が縮まるが、焼き戻す必要のない部分の強度も低下するという問
題があり、さらに、焼戻し処理に時間を要するため、炭化物が粗大化し靱性の劣化、特に
ＤＷＴＴ性能の劣化を生じていた。
【０００８】
　靱性を劣化させない焼戻し方法としては、特許文献２には、加速冷却装置と同一の製造
ライン上に設置された誘導加熱装置を用いて急速加熱焼戻しを行う方法が開示されている
。この方法によれば、焼戻し時に生成する炭化物が微細になるため、高靱性の鋼板を得る
ことが可能であるが、鋼板を均一に加熱するために、板内の強度ばらつきの低減に関して
は効果がない。
【０００９】
　また、加速冷却過程での冷却停止温度を２００℃以下の温度として、誘導加熱前のミク
ロ組織をマルテンサイトとすることで、急速加熱焼戻しによる炭化物微細化が図られるが
、冷却停止温度が高くベイナイト主体の組織となる場合は、焼戻しによって炭化物が粗大
化し、靱性が劣化する場合がある。
【００１０】
　また上記の問題を解決するため、特許文献３には、加速冷却後の焼戻しを高周波誘導加
熱で行う際に、鋼板の長手方向に加熱方法を変化させる焼戻し方法が提案されている。こ
の方法により、鋼板の長手方向端部などの強度が高すぎる部分のみの強度を低減できるた
め、強度ばらつきの大幅な低減が可能となる。
【００１１】
　しかしながら、その効果を十分に得るためには加速冷却後の鋼板板長方向の強度分布を
正確に予測して、強度が高い部分のみを適切な温度に加熱する必要があり、強度ばらつき
の小さな鋼板を安定的に得ることは困難であった。
【００１２】
　誘導加熱装置を適用した鋼板の製造方法として，特許文献４や特許文献５には、加速冷
却後に鋼板表面を内部より高い温度に加熱する耐サワーラインパイプ用鋼板の製造方法が
開示されている。
【００１３】
　これらの方法によれば、加速冷却によって硬化した表層部の硬度が低減でき、鋼板の板
厚方向の硬さ分布が平準化されるが、板厚中心部の加熱が十分でないため、鋼板の長手方
向の強度ばらつきは改善されないままであった。
【００１４】
　さらに，３０ｍｍ以上の厚肉材になると、強度確保のため成分を高める必要があるが、
特許文献４や特許文献５に記載の鋼板は、化学成分の検討が不十分であるため，HAZ靭性
が劣化するという問題もあった。
【特許文献１】特開昭６２－４７４２６号公報
【特許文献２】特開平４－３５８０２２号公報
【特許文献３】特開２００３－２７１３６号公報
【特許文献４】特開２００２－３２７２１２号公報
【特許文献５】特開２００３－１３１３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、高強度で優れた母材及びＨＡＺ靱性と耐サ
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ワー性能を有し、さらに鋼板内の強度のバラツキを低減することで優れた成形性を有する
板厚３０ｍｍ以上の高強度耐サワーラインパイプ用鋼板およびその製造方法、及び該鋼板
を用いて製造された高強度耐サワーラインパイプを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者等は、加速冷却によって生じる鋼板内の材質ばらつきの要因を、そのミクロ組
織変化の観点から詳細に調査した結果、以下の知見を得るに至った。加速冷却時の鋼板長
手方向端部の強度上昇は、上述の通り過冷、すなわち冷却終了温度の低下によるが、この
とき、鋼板内部より鋼板表層部の温度低下が大きくなるため、鋼板表層部が島状マルテン
サイト（ＭＡ）を含んだ組織となるため、表層部の硬度が大幅に上昇する。
【００１７】
　図４にＣ：０．０４％、Ｍｎ：１．２％を含有する鋼板（板厚３２ｍｍ）の加速冷却後
の板厚方向分布を鋼板長手方向の端部と中央部で測定した例を示す。鋼板長手方向端部は
中央部に比べ表層部の硬度が高くなっており、そのため、鋼板の全厚強度も上昇する結果
となっている。図５は表層部を２段エッチングにより腐食し、ＳＥＭによって観察した結
果であるが、表層部は島状マルテンサイトを含んだ組織となっている。一方、鋼板の板厚
中心部は島状マルテンサイトがみられるもののその体積分率は小さく、鋼板内のミクロ組
織の不均一性が、鋼板材質ばらつきの原因の一つであるといえる。
【００１８】
　上述のミクロ組織の不均一性、具体的には鋼板表層部の島状マルテンサイトの量を抑制
することで、材質ばらつきの小さな鋼板を得ることが可能であるが、そのためには、加速
冷却によって表層部に生成した島状マルテンサイトを分解することが有効である。しかし
、一般的な燃焼炉による焼戻しや、特許文献２に開示された誘導加熱による焼戻しでは、
鋼板の板厚方向中心部まで加熱されるため、前述のように強度の高い鋼板長手方向端部以
外の強度も低下することとなり、鋼板の強度ばらつきは十分に低減されない。
【００１９】
　この問題を解決するためには、加速冷却後の鋼板を焼戻す際に、鋼板表層部の焼戻し温
度を、鋼板の板厚方向中央部に比べ高くすればよく、加熱温度を鋼板表層部と板厚方向中
央部の最適な範囲にコントロールすることで、鋼板の板厚方向でミクロ組織変化が小さな
鋼板を得ることが可能となり、これによって鋼板内の材質ばらつきの低減が可能となる。
【００２０】
　上記のように鋼板表層部と内部とで異なる温度の加熱を行うためには、高周波誘導加熱
を用いることが効果的である。図１は図４と同様の成分で、ほぼ同様の圧延－加速冷却を
行った後、誘導加熱により鋼板表面の最高加熱温度６２０℃、鋼板断面平均加熱温度４７
０℃の加熱を行った鋼板の板厚方向硬度分布である。また、このときの鋼板表層部のミク
ロ組織を図２に示す。
【００２１】
　図５の加速冷却ままの鋼板表層部で見られるような島状マルテンサイト組織は見られず
、鋼板表層部と板厚方向中央部で均一なミクロ組織が得られている。そして、図１の通り
に、鋼板の長手方向端部と長手方向中央部のいずれも、表層部と板厚方向中央部との硬度
の差が小さくなっている。また、鋼板の板厚方向中央部の加熱温度を制限することで、鋼
板全体の強度低下を抑制することができ、板長方向の強度ばらつき低減が可能となる。
【００２２】
　また、鋼板の板長方向の強度ばらつきだけでなく、板厚方向の硬度差が小さいため、冷
間成形時の曲げ加工性がよく、さらには加速冷却で導入される内部歪に起因する残留応力
が、その後の誘導加熱によって低減されるため、冷間成形性がよく、成形後の寸法精度が
大幅に改善されるものである。
【００２３】
　本発明は、上記の知見に基づき、さらに検討を重ねてなされたもので、
　第一の発明は、質量％で、Ｃ：０．０２～０．０６％、Ｓｉ：０．５％以下、Ｍｎ：０
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．５～１．５％、Ｐ：０．０１％以下、Ｓ：０．００１％以下、Ａｌ：０．０８％以下、
Ｎｂ：０．００５～０．０３５％、Ｔｉ：０．００５～０．０２５％、Ｃａ：０．００１
０～０．００３５％を含有し、さらに、Ｃｕ：０．５％以下、Ｎｉ：１％以下、Ｃｒ：０
．５％以下、Ｍｏ：０．５％以下、Ｖ：０．１％以下の中から選ばれる１種または２種以
上を含有し、残部がＦｅ及び不可避不純物からなる鋼を、１０００～１２００℃に加熱し
、熱間圧延を行った後、冷却開始温度が鋼板表面温度で（Ａｒ３－１０℃）以上、冷却停
止温度が鋼板断面平均温度で２５０～５００℃、となる加速冷却を行い、次いで誘導加熱
により鋼板表面温度で５５０～７００℃、鋼板断面平均温度で４００～５８０℃に加熱す
ることを特徴とする板厚が３０ｍｍ以上の高強度耐サワーラインパイプ用鋼板の製造方法
である。
【００２４】
　第二の発明は、下記式（１）で表されるＣＰ値が１．０以下、式（２）で表されるＣｅ
ｑ値が０．３以上であることを特徴とする、第一の発明に記載の板厚が３０ｍｍ以上の高
強度耐サワーラインパイプ用鋼板の製造方法である。
【００２５】
【数１】

【００２６】
【数２】

【００２７】
　第三の発明は、第一または第二の発明に記載の方法で製造された鋼板であって、鋼板表
層部の金属組織が、島状マルテンサイトの体積分率が２％以下であり、残部がベイナイト
またはベイナイトとフェライトの混合組織であることを特徴とする板厚が３０ｍｍ以上の
高強度耐サワーラインパイプ用鋼板である。
【００２８】
　第四の発明は、第三の発明に記載の鋼板を、冷間成形により鋼管形状とし、突き合せ部
をシーム溶接して製造された高強度耐サワーラインパイプである。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、鋼板長手方向の強度のバラツキが大幅に低減でき、さらに板厚方向の
硬さのバラツキも低減できるため、優れた強度靱性と高い材質均質性と冷間成型後の寸法
精度が必要とされるラインパイプ用鋼板へ適用することができる。さらには、安定して優
れた耐ＨＩＣ性能が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　発明の実施に当たっては、後述する本発明の成分組成範囲に調整した鋼を溶製し、連続
鋳造後、得られた鋼スラブを加熱炉等に装入して加熱し、熱間圧延を行う。圧延条件は、
本発明の圧延条件を満たす限り任意に選択してよく、熱間圧延終了温度は、加速冷却の冷
却開始温度の下限 (Ar3-10℃)以上であればよい。
【００３１】
　熱間圧延終了後は、本発明の冷却条件により、所定の冷却開始温度以上の温度から、所
定の平均冷却速度以上で、所定の冷却停止温度範囲の温度まで加速冷却を行う。加速冷却
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後は、引続き再加熱、あるいは冷却停止温度からさらに冷却床等で冷却した後、再加熱を
行う。
【００３２】
　加速冷却後の再加熱は、誘導加熱装置を用いて実施する。特に、加熱が鋼板表層部に集
中するよう、高周波誘導型の加熱装置を用いることが望ましい。このように、誘導加熱に
より表層部を加熱すると、鋼板中央部に比べて表層部の温度が高くなるような温度分布を
与えることができる。高周波で誘導加熱することにより、鋼板の表層部に誘導電流を集中
させ、電流密度を内部に比べて高くすることができる。
【００３３】
　図３は、誘導加熱装置により厚鋼板を加熱したときの鋼板表面と中心部の温度変化を模
式的に示す図である。誘導加熱装置を用いれば、鋼板表層部の電流密度が内部より高くな
るため、鋼板表面温度が最も高くなり、中心部の温度が最も低くなる。誘導加熱を開始す
ると、表面温度は急速に上昇するが、誘導加熱を停止すると表面温度は速やかに低下する
。それとともに、鋼板の内部は表層部からの伝熱により若干の昇温を生じ、鋼板の表面と
内部の温度はほぼ等しい温度となる。
【００３４】
　なお、板厚方向の温度分布については、従来技術のガス燃焼炉を用いる方法では鋼板の
板厚中心部まで均一となり、本発明のように鋼板中央部の材質を劣化させることなく表層
部の硬度を低下させることはできなかった。
【００３５】
　再加熱処理後の冷却については、空冷でもＤＷＴＴ特性の劣化は見られず、冷却速度を
特に規定する必要はない。但し、板厚３５ｍｍ程度を超えるような厚鋼板において、冷却
速度が遅くなり、炭化物の凝集粗大化による靭性劣化が懸念される場合は、再加熱処理後
に水冷やミスト冷却を行ってもよい。
【００３６】
　以下に本発明の各構成要件の限定理由について説明する。
【００３７】
　１．化学成分について
　はじめに、本発明の高強度耐サワーラインパイプ用鋼板が含有する化学成分の限定理由
を説明する。なお、成分％は、全て質量％を意味する。
【００３８】
　Ｃ：０．０２～０．０６％
　Ｃは、加速冷却によって製造される鋼板の強度を高めるために最も有効な元素である。
しかし、０．０２％未満では十分な強度を確保できず、０．０６％を超えると靭性および
耐ＨＩＣ性を劣化させる。従って、Ｃ量は０．０２～０．０６％の範囲とする
　Ｓｉ：０．５％以下
　Ｓｉは脱酸のために添加するが、０．５％を越えると靭性や溶接性を劣化させる。従っ
てＳｉ量は０．５％以下の範囲とする。
【００３９】
　Ｍｎ：０．５～１．５％
　Ｍｎは鋼の強度および靭性の向上のため添加するが、０．５%未満ではその効果が十分
ではなく、１．５％を越えると溶接性と耐ＨＩＣ性が劣化する。従って、Ｍｎ量は０．５
～１．５％の範囲とする。
【００４０】
　Ｐ：０．０１％以下
　Ｐは不可避不純物元素であり、溶接性と耐ＨＩＣ性とを劣化させる。この傾向は０．０
１％を超えると顕著となる。従って、Ｐ量は０．０１％以下とする。
【００４１】
　Ｓ：０．００１％以下
　Ｓは、鋼中においては一般にＭｎＳ系の介在物となるが、Ｃａ添加によりＭｎＳ系から
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ＣａＳ系介在物に形態制御される。しかしＳの含有量が多いとＣａＳ系介在物の量も多く
なり、高強度材では割れの起点となり得る。この傾向は、Ｓ量が０．００１％を超えると
顕著となる。従って、Ｓ量は０．００１％以下とする。
【００４２】
　Ａｌ：０．０８％以下
　Ａｌは脱酸剤として添加されるが、０．０８％を超えると清浄度の低下により延性を劣
化させる。従って、Ａｌ量は０．０８％以下とする。
Ｎｂ：０．００５～０．０３５％
　Ｎｂは、圧延時の粒成長を抑制し、微細粒化により靭性を向上させる。しかし、Ｎｂ量
が０．００５％未満ではその効果がなく、０．０３５％を超えると溶接熱影響部の靭性が
劣化する。従って、Ｎｂ量は０．００５～０．０３５％の範囲とする。
【００４３】
  Ｔｉ：０．００５～０．０２５％
　Ｔｉは、ＴｉＮを形成してスラブ加熱時の粒成長を抑制するだけでなく、溶接熱影響部
の粒成長を抑制し、母材及び溶接熱影響部の微細粒化により靭性を向上させる。しかし、
Ti量が０．００５％未満ではその効果がなく、０．０２５％を越えると靭性を劣化させる
。従って、Ｔｉ量は０．００５～０．０２５％の範囲とする。
【００４４】
　Ｃａ：０．００１～０．００３５％
　Ｃａは硫化物系介在物の形態を制御し、延性を改善するために有効な元素であるが、０
．００１％未満ではその効果がなく、０．００３５％を超えて添加しても効果が飽和し、
むしろ清浄度の低下により靱性を劣化させる。従って、Ｃａ量は０．００１～０．００３
５％の範囲とする。
【００４５】
　本発明では上記の化学成分の他に、以下の元素の中から選ばれる１種または２種以上を
選択元素として添加する。
【００４６】
　Ｃｕ：０．５％以下
　Ｃｕは、靭性の改善と強度の上昇に有効な元素であるが、０．５％を超えて添加すると
溶接性が劣化する。従って、Ｃｕを添加する場合は０．５％以下とする。
【００４７】
  Ｎｉ：１％以下
　Ｎｉは、靭性の改善と強度の上昇に有効な元素であるが、１％を超えて添加すると溶接
性が劣化する。従って、Niを添加する場合は１．０％以下とする。
【００４８】
  Ｃｒ：０．５％以下
　Ｃｒは、焼き入れ性を高めることで強度の上昇に有効な元素であるが、０．５％を超え
て添加すると溶接性を劣化させる。従って、Ｃｒを添加する場合は０．５％以下とする。
【００４９】
　Ｍｏ：０．５％以下
　Ｍｏは、靭性の改善と強度の上昇に有効な元素であるが、０．５％を超えて添加すると
溶接性が劣化する。従って、Ｍｏを添加する場合は０．５％以下とする。
【００５０】
  Ｖ：０．１％以下
　Ｖは靭性を劣化させずに強度を上昇させる元素であるが、０．１％を超えて添加すると
溶接性を著しく損なう。従って、Ｖを添加する場合は、０．１％以下とする。
なお、本発明の鋼の残部は実質的にＦｅであり、上記以外の元素及び不可避不純物につい
ては、本発明の効果を損なわない限り含有することができる。
【００５１】
　本発明では、さらに、下記式（１）で表されるＣＰ値が１．０以下、および下記式（２
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）で表されるＣｅｑ値が０．３以上であることが望ましい。ここで、Ｃ（％）、Ｍｎ（％
）、Ｃｒ（％）、Ｍｏ（％）、Ｖ（％）、Ｃｕ（％）、Ｎｉ（％）、Ｐ（％）は、それぞ
れの元素の含有量（質量％）である。
【００５２】
【数１】

【００５３】
【数２】

【００５４】
　ＣＰ値は各合金元素の含有量から中心偏析部の材質を推定するために考案された式であ
り、ＣＰ値が高いほど中心偏析部の濃度が高くなり、中心偏析部の硬さが上昇する。この
ＣＰ値を１．０以下とすることで中心偏析部の硬さを低減することができ、ＨＩＣ試験で
の割れを抑制することが可能となる。ＣＰ値が低いほど中心偏析部の硬さが低くなるため
、さらに高い耐ＨＩＣ性能が必要な場合はその上限を０．９５とすることが望ましい。
【００５５】
　また、Ｃｅｑ値は鋼の焼き入れ性指数であり、Ｃｅｑ値が高いほど鋼材の強度が高くな
る。本発明は板厚が３０ｍｍ以上の厚肉の耐サワーラインパイプのＨＩＣ性能向上を目的
としており、厚肉材で十分な強度を得るためにはＣｅｑ値が０．３０以上であることが望
ましい。
【００５６】
　２．製造条件について
　本発明は、上記の化学成分を含有する鋼スラブを、加熱し熱間圧延を行った後、加速冷
却を施し、引き続いて誘導加熱による焼戻しを行う製造方法である。以下に、鋼板の製造
条件の限定理由を説明する。
【００５７】
　スラブ加熱温度：１０００～１２００℃
　スラブ加熱温度は、１０００℃未満では十分な強度が得られず、１２００℃を越えると
、靱性やＤＷＴＴ特性が劣化する。従って、スラブ加熱温度は１０００～１２００℃の範
囲とする。
【００５８】
　熱間圧延工程において、高い母材靱性を得るには圧延終了温度は低いほどよいが、その
反面、圧延能率が低下するため、圧延終了温度は、必要な母材靱性と圧延能率を鑑みて任
意に設定できる。また，高い母材靱性を得るためには未再結晶温度域での圧下率を６０％
以上とすることが望ましい。
【００５９】
　熱間圧延後、加速冷却を以下の条件で実施する。
【００６０】
　冷却開始時の鋼板表面温度：（Ａｒ３－1０℃）以上
　熱間圧延後に加速冷却を行うが、冷却開始時の鋼板表面温度が低いと，加速冷却前のフ
ェライト生成量が多くなり、Ａｒ３変態点からの温度低下が10℃を超えると耐ＨＩＣ性が
劣化する。よって、冷却開始時の鋼板表面温度は（Ａｒ３－１０℃）以上とする。
ここで、Ａｒ３温度は鋼の成分から下記式（３）で与えられる。
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【００６１】
【数３】

【００６２】
　冷却停止時の鋼板断面平均温度：２５０～５５０℃
　加速冷却は、ベイナイト変態によって高強度を得るために重要なプロセスである。しか
し、冷却停止時の鋼板断面平均温度が５５０℃を超えると、ベイナイト変態が不完全であ
り、十分な強度が得られない。また、冷却停止時の鋼板断面平均温度が２５０℃未満では
、鋼板表層部の硬度が高くなりすぎるだけでなく、鋼板に歪みを生じやすくなり成形性が
劣化する。よって、冷却停止時の鋼板断面平均温度は２５０～５５０℃とする。
【００６３】
　加速冷却における冷却速度は、十分な強度を安定して得るため、５℃／ｓ以上の冷却速
度とすることが好ましい。
【００６４】
　加速冷却に引続き、誘導加熱による焼戻しを行う。ここで、誘導加熱装置を用いるのは
、急速な加熱が可能で、さらに本発明の重要な要件である鋼板の加熱温度を、鋼板表層部
と板厚中央部とで変化させることが可能であるためである。以下に、誘導加熱による加熱
条件の限定理由を説明する。
【００６５】
　鋼板表面温度：５５０～７００℃
　鋼板表層部の加熱によって、加速冷却によって生成した島状マルテンサイトが分解され
、表層部の硬度が低減される。しかし、表面温度が５５０℃未満では島状マルテンサイト
の分解が十分でないため、硬度低下が不十分であり、また、７００℃を超えると、鋼板中
央部の加熱温度も上昇するため大きな強度低下をまねく。従って、誘導加熱での鋼板表面
温度は５５０～７００℃の範囲とする。また、誘導加熱により表層部を加熱し、熱伝導に
よって鋼板内部が加熱されるため、鋼板内部よりも表層部の温度が高くなるが、鋼板断面
平均加熱温度の上昇を抑制し、表層部の硬度を効果的に低減するために、誘導加熱による
鋼板表面温度は、鋼板断面平均加熱温度よりも１００℃以上高い温度とすることが望まし
い。
【００６６】
　鋼板断面平均加熱温度：４００～５８０℃
　加速冷却後の誘導加熱によって、鋼板内部の強度バラツキが大幅に低減できる。しかし
、鋼板中央部の加熱温度が４００℃未満ではバラツキの低減が不十分であり、また、５８
０℃を超えると、焼戻しによる強度低下をまねくだけでなく、ＤＷＴＴ性能が劣化する。
従って、誘導加熱による鋼板断面平均加熱温度は４００～５８０℃の範囲とする。また，
さらに強度のバラツキを低減するためには、誘導加熱による鋼板断面平均加熱温度を４５
０～５８０℃の範囲とすることが望ましい。
【００６７】
　なお、鋼板断面平均加熱温度は、鋼板板厚方向に温度分布がある場合は、その断面内で
平均した温度である。ただし、加速冷却または誘導加熱直後に生じた鋼板表面温度と鋼板
中心温度の差は、しばらくすると、熱伝導によって鋼板内でほぼ均一な温度分布となるた
め、均熱化後の鋼板表面温度としても良い。
【００６８】
　３．金属組織について
　本発明では加速冷却後の加熱処理によって、鋼板表層部の硬度が低下し、板厚方向の硬
度分布が平滑化されるが、鋼板表層部の金属組織は以下のように規定される。
【００６９】



(10) JP 5223511 B2 2013.6.26

10

20

30

　鋼板表層部の島状マルテンサイトの体積分率：２％以下
　島状マルテンサイト（ＭＡ）は加速冷却によって生成する組織であり、島状マルテンサ
イトが生成することで硬度が大きく上昇する。しかし、体積分率で２％未満であれば鋼板
中央部との硬度差が十分小さくなるので、島状マルテンサイトの体積分率の上限を２％と
する。残部は、ベイナイトまたはベイナイトとフェライトの混合組織である。
【００７０】
　なお、本発明は板厚３０ｍｍ以上の鋼板に適用し、強度及びＤＷＴＴ性能を劣化するこ
となく鋼板表層部の硬度を低減できる技術である。板厚が３０ｍｍ以上の鋼板の加速冷却
では，鋼板内部の温度より鋼板表面の温度が低くなり、所定の鋼板断面平均温度を得るた
めに鋼板表層部の温度を十分低い温度にする必要がある。この時鋼板表層部では島状マル
テンサイトの生成量が多くなるため、鋼板表層部の硬度が高くなる。従って、本発明の誘
導加熱による熱処理が重要となる。しかし、板厚が３０ｍｍ未満の比較的薄い鋼板の加速
冷却では、鋼板表層部の温度低下が小さく、鋼板表層部の硬さの上昇も大きくないため、
本発明を適用する必要はない。よって、本発明を適用する鋼板の板厚は３０ｍｍ以上とす
る。
【００７１】
　４．鋼管の製造方法について
　本願発明の第四の発明は上記の鋼板を用いて製造された耐サワーラインパイプであり、
以下に鋼管の製造方法について説明する。
【００７２】
　鋼管の成形方法は、ＵＯＥプロセスやプレスベンド等の冷間成形によって鋼板を鋼管形
状に成形する。その後、突き合わせ部をシーム溶接するが、このときの溶接方法は十分な
継手強度及び継手靱性が得られる方法ならいずれの方法でもよいが、優れた溶接品質と製
造能率の点からサブマージアーク溶接を用いることが好ましい。突き合わせ部の溶接を行
った後に、溶接残留応力の除去と鋼管真円度の向上のため、拡管を行う。このときの拡管
率は、所定の鋼管真円度が得られ、残留応力が除去される条件として、０．５～１．５％
とすることが好ましい。
【実施例１】
【００７３】
　表１に示す化学成分の鋼（鋼種Ａ～Ｊ）を連続鋳造法によりスラブとし、これを用いて
板厚３０～３８ｍｍの厚鋼板（Ｎｏ.１～２１）を製造した。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
　加熱したスラブを熱間圧延により圧延した。熱間圧延後の鋼板の長さは２５ｍとした。
熱間圧延後直ちに水冷型の加速冷却設備を用いて冷却を行い、加速冷却設備と同一ライン
上に設置した誘導加熱炉を用いて再加熱を行った。また、一部の鋼板は比較のため再加熱
を行わなかった。各鋼板（Ｎｏ.１～２１）の製造条件を表２に示す。
【００７６】
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【表２】

【００７７】
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　以上のようにして製造した鋼板の引張特性は、圧延垂直方向の全厚試験片を引張試験片
として引張試験を行い、引張強度を測定した。引張強度５３０ＭＰａ以上を本発明に必要
な強度とした。ここで，鋼板内の強度のバラツキを確認するため、鋼板の長手方向端部及
び長手方向中央部から引張試験片を採取し、その差を強度のバラツキとした。
【００７８】
　さらに、鋼板長手方向中央部について、鋼板の金属組織の観察及び硬さを測定した。鋼
板表層部の組織は、ナイタールエッチング後、電解エッチングを行い（２段エッチング）
、島状マルテンサイト（ＭＡ）の面積分率を測定した。
【００７９】
　硬さ試験は荷重１０ｋｇのビッカース硬度計を用いて，鋼板表層部（表面下１ｍｍ）及
び板厚中央部の硬さを測定した。そして、その差を硬さのバラツキとした。硬さバラツキ
は２５以下を本発明例とした。
【００８０】
　溶接熱影響部（ＨＡＺ）靭性については、再現熱サイクル装置によって、入熱４０kJ/c
mに相当する熱履歴を加えた試験片を用いて、種々の温度でシャルピー試験を行った。そ
して、脆性破面率５０％となる温度を破面遷移温度（ｖＴｒｓ）として求めた。
【００８１】
　また，これらの鋼板について、耐ＨＩＣ性、及びＤＷＴＴ特性を調べた。耐ＨＩＣ性は
、ｐＨが約３の硫化水素を飽和させた５％ＮａＣｌ＋０．５％ＣＨ３ＣＯＯＨ水溶液(通
常のＮＡＣＥ溶液)中で行ったＨＩＣ試験により調べた。ＨＩＣ試験では、試験片の３断
面（等間隔に切断）について、割れの長さを測定し、試験片の幅に対する割れの長さを全
ての断面で平均した値を、割れ長さ率（ＣＬＲ）として評価した。そして、割れ長さ率が
１０％以下の場合を本発明例とした。また、ＤＷＴＴ特性は、１９ｍｍに減厚したＡＰＩ
規格のプレスノッチ試験片によるＤＷＴＴ試験(Ｄｒｏｐ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ｔｅａｒ　Ｔ
ｅｓｔ)による延性破面率が８５％となる温度(８５％ＳＡＴＴ)で評価した。８５％ＳＡ
ＴＴは－２０℃以下を本発明例とした。
【００８２】
　表２において、本発明例であるＮｏ.１～７及びＮｏ．１８～２１はいずれも、化学成
分および製造方法及びミクロ組織が本発明の範囲内であり、引張強度５３０ＭＰａ以上の
高強度でかつ鋼板内の強度バラツキが２０ＭＰａ以下と小さい。さらに，板厚方向の硬さ
のバラツキも小さいため冷間成形時の曲げ加工性がきわめて良好といえる。そして、溶接
熱影響部靭性、ＤＷＴＴ特性も良好で、耐ＨＩＣ性も割れ長さ率が１０％以下で良好であ
った。また、ＣＰ値およびＣｅｑ値が本発明の好適範囲であるＮｏ．１～７、１８、１９
は、特に高強度かつ優れた耐ＨＩＣ性を示した。
【００８３】
　一方，Ｎｏ.８～１４は、化学成分は本発明の範囲内であり溶接部靭性に優れているが
、製造方法が本発明の範囲外であるため強度が不足するか、冷却開始温度が低すぎるため
耐ＨＩＣ性能が劣るか、また鋼板表層部の島状マルテンサイト（ＭＡ）量が本発明の範囲
を超えるため、強度や硬さのバラツキが大きい。Ｎｏ.１５～１７は化学成分が本発明の
範囲外であるので、十分な強度が得られないか、溶接熱影響部靭性または耐ＨＩＣ性が劣
っていた。
【００８４】
　次いで、表２に示したＮｏ．１、７、１０、１２、１６、１８の鋼板を用いて、ＵＯＥ
プロセスにより鋼管を製造した。突き合わせ部の溶接は内外面各１パスの４電極サブマー
ジアーク溶接により行った。そして、溶接後に鋼管の外周変化で１％の拡管を施した。製
造した鋼管は、前述の鋼板の材料試験と同様に、全厚引張試験，硬さ試験，ＤＷＴＴ試験
，及びＨＩＣ試験を行った。また、ＨＡＺ靱性は外面溶接部の熱影響部にノッチを導入し
たシャルピー試験を実施し、試験温度－２０℃での吸収エネルギーで評価した。ＤＷＴＴ
試験は－１７℃で試験を行い、このときの延性破面率（ＳＡ）で評価した。
【００８５】
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　鋼管の材料試験結果を表３に示す。
【００８６】
【表３】

【００８７】
　Ｐ１～Ｐ３は本発明の範囲の鋼板を用いて製造した鋼管であり、強度，表層硬さ，ＨＡ
Ｚ靱性，ＤＷＴＴ特性及び耐ＨＩＣ性のいずれも優れている。一方、Ｐ４～Ｐ６は本発明
範囲外の鋼板を用いて製造した鋼管であり、耐ＨＩＣ性が劣るか、または、表層硬さが高
くなっている。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明によれば、引張強度５３０ＭＰａ以上の高強度と高い溶接部靭性、耐ＨＩＣ性及
びＤＷＴＴ特性を有し、かつ鋼板長手方向の強度のバラツキが大幅に低減でき、さらに板
厚方向の硬さのバラツキも低減できるため、冷間成形性の優れた鋼板が得られる。このた
め、優れた強度靱性と高い材質均質性と冷間成型後の寸法精度が必要とされるラインパイ
プ用途へ適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
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【図１】誘導加熱後の板厚方向硬度分布を説明する図である。
【図２】誘導加熱後の鋼板表層部のＳＥＭ観察写真である。
【図３】誘導加熱時の鋼板表面と鋼板中心部の温度履歴を説明する模式図である。
【図４】加速冷却後の板厚方向硬度分布を説明する図である。
【図５】加速冷却後の鋼板表層部のＳＥＭ観察写真である。

【図１】

【図３】

【図４】
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【図２】
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