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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ：０．０６～０．１２％、
Ｓｉ：０．０５～０．４０％、
Ｍｎ：０．８０～１．２０％、
Ｐ：０．０１５％以下、
Ｓ：０．００３％以下、
Ａｌ：０．００５～０．０６０％、
Ｎ：０．００４０％以下、
Ｍｏ：０．２０～０．５０％、
Ｖ：０．０２０～０．０８０％を含有し、
さらにＮｂ：０．００５～０．０３０％、Ｃｕ：０．１０～０．５０％、Ｎｉ：０．１～
１．０％、Ｃｒ：０．１０～０．８０％、Ｂ：０．０００３～０．００３０％のうちから
選ばれた１種または２種以上を下記（１）式、下記（２）及び下記（３）式を満足し、残
部Ｆｅおよび不可避不純物からなる組成を有し、ミクロ組織が面積率で８０％以上の焼戻
しマルテンサイト相からなり、該焼戻しマルテンサイト相の旧オーステナイト粒の公称粒
径が１２μｍ以上３０μｍ以下であり、温間加工後の特性に優れることを特徴とする引張
強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
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　　　　　０．４５≦（Ｍｏ＋４．９Ｖ＋５．８Ｎｂ）≦０．８５　　　‥‥（１）
　　　　　　　４．０≦Ｍｏ／Ｖ≦１６．０　　　　　　　　　　　‥‥（２）
０．２０≦Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／
１５＋Ｖ／１０＋５Ｂ≦０．２７　・・・（３）
　ここで、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ、Ｂ：各元素の含有量（
質量％）、但し、含有しないものは０とする。
【請求項２】
　前記組成に、さらに、質量％で、Ｔｉ：０．００５～０．０２０％を含有することを特
徴とする請求項１に記載の引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板。
【請求項３】
　前記組成に、さらに、質量％で、
Ｃａ：０．０００５～０．００５０％、
ＲＥＭ：０．００１０～０．００５０％の１種または２種を含有することを特徴とする請
求項１または２記載の引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板。
【請求項４】
　鋼素材を、加熱したのち、熱間圧延を行い厚鋼板とする熱間圧延工程と、該熱間圧延工
程終了後の厚鋼板に、加速冷却を行う加速冷却工程と、該加速冷却工程終了後に、再加熱
焼戻しを行う焼戻し工程を施す、引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板の製造方法に
おいて、
請求項１ないし３の何れか一つに記載の高張力厚鋼板の製造方法であり、前記熱間圧延工
程が、加熱温度：１０５０～１２００℃に加熱した後、９５０℃以下での累積圧下量が３
０～６０％で、圧延終了温度：９００℃以下Ａｒ３変態点以上とする熱間圧延で、前記加
速冷却工程が、熱間圧延終了後、Ａｒ３変態点以上の温度から４００℃以下の温度まで、
７００～５００℃の平均冷却速度で２℃／ｓ以上の加速冷却で、前記焼戻し工程が、焼戻
し温度：４５０～６５０℃に再加熱することを特徴とする引張強さ７８０ＭＰａ以上の高
張力厚鋼板の製造方法。
【請求項５】
　鋼素材を、加熱後、熱間圧延し、４００℃以下の温度まで冷却した後、再加熱焼入工程
および該再加熱焼入工程後に再加熱焼戻し工程を施す、引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張
力厚鋼板の製造方法において、
請求項１ないし３の何れか一つに記載の高張力厚鋼板の製造方法であり、前記再加熱焼入
工程が、８８０～９８０℃に再加熱した後、２００℃以下の温度まで、７００～５００℃
の平均冷却速度で２℃／ｓ以上の冷却を行う工程であり、前記再加熱焼戻し工程が、焼戻
し温度：４５０～６５０℃に再加熱する工程であることを特徴とする引張強さ７８０ＭＰ
ａ以上の高張力厚鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海洋構造物用や建築構造部材用として用いられる円形鋼管の素材として好適
な、引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板及びその製造方法に係り、とくに温間プレ
スベンドあるいは温間ロールベンドによって成形される厚肉大径鋼管の素材として好適な
、温間加工後の材質劣化が少ない、温間加工性に優れるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建築構造物の高層化、柱間隔の長スパン化に伴い、使用される鋼材の高強度化お
よび厚肉化が強く要求されるようになっている。例えば、主に、建築構造物の柱材として
用いられる円形鋼管では、従来、外径：６００～８００ｍｍで肉厚：２０～４０ｍｍの大
きさの鋼管が中心であったが、最近では、外径：８００ｍｍ以上で肉厚：４０ｍｍ超の大
きさの大径で厚肉の鋼管が要求されるようになっている。
【０００３】
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　厚肉大径の鋼管は、通常、プレスベンドまたはロールベンドによる成形により製造され
ることが多い。プレスベンドまたはロールベンドは、成形の簡便さから、通常、冷間で行
う。しかし、使用する素材（鋼材）の厚肉化および高強度化に伴い、冷間成形では、使用
する成形装置への負荷荷重が増大し、成形そのものが不可能になるという問題がある。
【０００４】
　また、冷間成形は、成形に際して生じる鋼材の加工硬化により、塑性変形能の低下や靱
性低下など、成形品の著しい材質劣化を伴うという問題もある。そのため、成形時の素材
（鋼材）の変形抵抗を減少したり、加工硬化を少なくするために、素材（鋼材）を、熱間
域あるいは温間域で成形する場合がある。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、厚肉鋼管丸柱の製造方法が記載されている。特許文献１に記
載された技術は、重量％で、Ｃ：０．０６～０．１７％、Ｓｉ：０．０６～０．５％、Ｍ
ｎ：０．５～１．６％、Ｍｏ：０．１～０．２５％、Ｔｉ：０．０１～０．０２％、Ｂ：
０．０００５～０．００２％、Ａｌ：０．０７％以下、Ｎ：０．００４％以下を含有し、
さらにＮｂ：０．００５～０．０５％、Ｖ：０．０１～０．１％から選ばれた１種または
２種を含有する鋼を圧延し、その鋼板を９００～１０００℃に加熱し、Ａｒ３変態点以上
の温度域で曲げ加工を終了する厚肉鋼管丸柱の製造方法である。特許文献１に記載された
技術によれば、大きな製造設備を必要とすることなく、高強度で低降伏比を有し、均一な
材質を有する厚肉鋼管丸柱を製造できることが記載されている。
【０００６】
　しかしながら、素材（鋼材）を、熱間域あるいは温間域での鋼管とする、プレスベンド
による造管の場合には、図１に示すように、素材である鋼板１の板端部から板中央部に向
けて、プレス金型２による成形を進めて鋼管とするため、鋼板温度が徐々に低下すること
が避けられない。加工開始から完了までに長時間を要する厚肉大径鋼管の場合には、造管
加工中の温度低下量は、例えば５５０℃で加工を開始して完了温度が約４００℃になるな
ど、最大１５０℃程度にまで達する。
【０００７】
　そのため、熱間または温間成形後の製品（鋼管）材質を、一定範囲内に管理することは
極めて困難であった。プレスベンドによる大量生産において安定して製品特性を確保する
ためには、加工硬化による延靱性の低下、降伏比の増加などを解決することが必要で、ロ
ールベンドによる造管の場合にも、板端部の温度低下や鋼管毎の成形温度のばらつきは避
けられず、得られる製品（鋼管）の材質ばらつきが大きな問題となることがあった
　特許文献２は、低降伏比の厚肉建築用鋼管柱の製造方法に関し、重量％で、Ｃ：０．０
５～０．２５％、Ｓｉ：０．１０～０．５０％、Ｍｎ：０．５～２．０％、ｓｏｌ．Ａｌ
：０．００５～０．１０％、Ｍｏ：０．０５～０．２５％を含有する鋼板を、Ａｃ１以上
Ａｃ３以下の二相領域の温度範囲に加熱し、加工をＡｒ１以上の温度域で板端部から開始
し、変態終了温度以上の温度領域で板中央部にて終了し、空冷する鋼管の製造方法により
、大きな製造設備を必要とすることなく、また靭性および溶接性を損なうことなく、板厚
各部において、高強度で低降伏比を有する建築用厚肉鋼管丸柱を製造可能であることが記
載されている。
【０００８】
　特許文献３は、温間加工後の材質特性に優れた高張力鋼の製造方法に関し、重量％で、
Ｃ：０．０３～０．２０％、Ｓｉ：０．６％以下、Ｍｎ：０．５～２．０％、ｓｏｌ．Ａ
ｌ：０．００５～０．０８％、更にＮｂ、Ｖ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｍｏ、Ｂのうち
から選ばれた１種または２種以上を含有する鋼に、９００℃以下の累積圧下率を少なくと
も３０％以上とした熱間圧延を施し、或いは熱間圧延後に加速冷却を施した後、さらに、
７５０～４００℃、好ましくはＡｃ１～４００℃に加熱し、直ちにまたは放冷し、加工温
度を７５０～２５０℃、望ましくはＡｃ１～４００℃として熱間加工を行う、高張力鋼の
製造方法が記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平９－２７９２４４号公報
【特許文献２】特開平８－２８３８５０号公報
【特許文献３】特開昭６２－５４０１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　温間または熱間加工により製造される厚肉大径の鋼管の場合、従来は、引張強さ：４９
０ＭＰａ級～５７０ＭＰａ級以下の比較的低強度の円形鋼管が要求されていたが、東京ス
カイツリーなど意匠性が重視される建築構造物では、溶接性に優れた、引張強さ：７８０
ＭＰａ以上の高張力鋼管の需要が高まっている。
【００１１】
　特許文献１～３記載の技術による鋼管はいずれも引張強さ：７８０ＭＰａ未満で、更に
溶接性に関する記載はない。高強度と優れた溶接性とを両立させるため、素材となる鋼板
の製造時にＴＭＣＰ技術が適用されるが、特許文献１では鋼板をγ域まで再加熱して曲げ
加工し、鋼管丸柱とするので鋼板のＴＭＣＰ技術による効果が失われるため、曲げ加工後
、空冷ままで高強度が確保できる高成分系とするので、鋼管での靭性や溶接性が劣化する
。
【００１２】
　そこで、本発明は、温間加工後の材質低下の小さい、板厚４０ｍｍ以上で引張強さ：７
８０ＭＰａ以上の高張力鋼管用の高張力厚鋼板およびその製造方法を提供することを目的
とし、具体的には、４００～５５０℃の温間加工（温間成形）によって、降伏強さ：６３
０ＭＰａ以上９００ＭＰａ以下、引張強さ：７８０ＭＰａ以上、降伏比９５％以下で、シ
ャルピー衝撃試験の破面遷移温度ｖＴｒｓ：－４０℃以下、かつ溶接性に優れた円形鋼管
を工業的に容易にかつ安定して大量生産することができる高張力厚鋼板およびその製造方
法を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、温間加工（温間成形）後の材質低下に及ぼ
す各種要因の影響について、鋭意研究し、以下の知見を得た。なお、「材質低下」とは、
降伏強さの低下と過度の上昇、引張強さの低下、降伏比の上昇、シャルピー試験の破面遷
移温度の上昇を指す。
１．鋼板の組成を、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂを含有させた組成とし、さらに、鋼板の組織を、焼戻
しマルテンサイト相を主体とし、さらに、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ等の析出物を最適な状態に制御
したミクロ組織とすることにより、温間加工（温間成形）後の材質低下を抑制することが
できる。
２．Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂの含有は、析出強化による強度上昇が期待でき、これにより、温間加
工（温間成形）温度に加熱されることに伴う強度低下を補償できる。過度の析出強化は脆
化を伴うが、（１）式を満足するＭｏ、Ｖ、Ｎｂの含有量とすると、析出強化に伴う脆化
を抑えることができる。
０．４５≦（Ｍｏ＋４．９Ｖ＋５．８Ｎｂ）≦０．８５　　　‥‥（１）
　　　　（ここで、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ：各元素の含有量（質量％））
３．Ｍｏ析出物（炭化物）は、温間加工（温間成形）後の強度確保に大きく寄与する。し
かし、Ｍｏ析出物（炭化物）には、Ｖが固溶して、Ｍｏ析出物（炭化物）の安定性を大き
く変動させるため、温間加工後に、安定して所望の高強度を確保することが難しくなる場
合がある。温間加工後に、強度の過度の上昇や低下を抑え、安定して所望の強度と所望の
靭性を確保するためには、（１）式に加えて、さらに、Ｍｏ、Ｖの含有量を（２）式を満
足するように調整することが必要である。
４．０≦Ｍｏ／Ｖ≦１６．０　　‥‥（２）
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　　　　　　（ここで、Ｍｏ、Ｖ：各元素の含有量（質量％））
４．所望の強度と溶接性を確保するためには、溶接割れ感受性組成（Ｐｃｍ＝Ｃ＋Ｓｉ／
３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／１５＋Ｖ／１０＋５Ｂ
）を（３）式を満足するように調整することが必要である。
０．２０≦Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／
１５＋Ｖ／１０＋５Ｂ≦０．２７　・・・（３）
（ここで、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｂ：各元素の含有量（質量％
）、含有しないものは０とする。）
　本発明は、かかる知見に基づき、さらに検討を加えて完成されたもので、すなわち、本
発明は、
１．質量％で、
Ｃ：０．０６～０．１２％、
Ｓｉ：０．０５～０．４０％、
Ｍｎ：０．８０～１．２０％、
Ｐ：０．０１５％以下、
Ｓ：０．００３％以下、
Ａｌ：０．００５～０．０６０％、
Ｎ：０．００４０％以下、
Ｍｏ：０．２０～０．５０％、
Ｖ：０．０２０～０．０８０％を含有し、
さらにＮｂ：０．００５～０．０３０％、Ｃｕ：０．１０～０．５０％、Ｎｉ：０．１～
１．０％、Ｃｒ：０．１０～０．８０％、Ｂ：０．０００３～０．００３０％のうちから
選ばれた１種または２種以上を下記（１）式、下記（２）及び下記（３）式を満足し、残
部Ｆｅおよび不可避不純物からなる組成を有し、ミクロ組織が面積率で８０％以上の焼戻
しマルテンサイト相からなり、該焼戻しマルテンサイト相の旧オーステナイト粒の公称粒
径が１２μｍ以上３０μｍ以下であり、温間加工後の特性に優れることを特徴とする引張
強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板。
【００１４】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　　　０．４５≦（Ｍｏ＋４．９Ｖ＋５．８Ｎｂ）≦０．８５　　　‥‥（１）
　　　　　　　４．０≦Ｍｏ／Ｖ≦１６．０　　　　　　　　　　　‥‥（２）
０．２０≦Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋
Ｍｏ／１５＋Ｖ／１０＋５Ｂ≦０．２７　・・・（３）
　ここで、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ、Ｂ：各元素の含有量（
質量％）、但し、含有しないものは０とする。
２．前記組成に、さらに、質量％で、Ｔｉ：０．００５～０．０２０％を含有することを
特徴とする１に記載の引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板。
３．前記組成に、さらに、質量％で、
Ｃａ：０．０００５～０．００５０％、
ＲＥＭ：０．００１０～０．００５０％の１種または２種を含有することを特徴とする１
または２記載の引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板。
４．鋼素材を、加熱したのち、熱間圧延を行い厚鋼板とする熱間圧延工程と、該熱間圧延
工程終了後の厚鋼板に、加速冷却を行う加速冷却工程と、該加速冷却工程終了後に、再加
熱焼戻しを行う焼戻し工程を施す、引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張力厚鋼板の製造方法
において、前記鋼素材が１ないし３の何れか一つに記載の組成を有し、前記熱間圧延工程
が、加熱温度：１０５０～１２００℃に加熱した後、９５０℃以下での累積圧下量が３０
～６０％で、圧延終了温度：９００℃以下Ａｒ３変態点以上とする熱間圧延で、前記加速
冷却工程が、熱間圧延終了後、Ａｒ３変態点以上の温度から４００℃以下の温度まで、７
００～５００℃の平均冷却速度で２℃／ｓ以上の加速冷却で、前記焼戻し工程が、焼戻し
温度：４５０～６５０℃に再加熱することを特徴とする引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張
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力厚鋼板の製造方法。
５．鋼素材を、加熱後、熱間圧延し、４００℃以下の温度まで冷却した後、再加熱焼入工
程および該再加熱焼入工程後に再加熱焼戻し工程を施す、引張強さ７８０ＭＰａ以上の高
張力厚鋼板の製造方法において、
前記鋼素材が１ないし３の何れか一つに記載の組成を有し、前記再加熱焼入工程が、８８
０～９８０℃に再加熱した後、２００℃以下の温度まで、７００～５００℃の平均冷却速
度で２℃／ｓ以上の冷却を行う工程であり、前記再加熱焼戻し工程が、焼戻し温度：４５
０～６５０℃に再加熱する工程であることを特徴とする引張強さ７８０ＭＰａ以上の高張
力厚鋼板の製造方法。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、温間成形後の材質低下を抑制できる、板厚４０ｍｍ以上、引張強さが
７８０ＭＰａ以上の厚鋼板を安定して製造でき、得られた厚鋼板を温間成形することによ
り、降伏強さ：６３０ＭＰａ以上９００ＭＰａ以下、引張強さ：７８０ＭＰａ以上、降伏
比９５％以下で、シャルピー衝撃試験の破面遷移温度ｖＴｒｓ：－４０℃以下と靭性に優
れ、かつ溶接性に優れた円形鋼管を工業的に容易にしかも材質ばらつきが少なく、安定し
て大量生産することができ、鋼構造物の大型化、安全性向上、施工効率の向上等産業上格
段の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】プレスベンド（プレス曲げ）による円形鋼管の製造方法の一例を模式的に示す説
明図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明では成分組成、ミクロ組織を規定する。説明において％は質量％とする。
［成分組成］
Ｃ：０．０６～０．１２％
　Ｃは、固溶して鋼の強度を増加させるとともに、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ等の炭化物形成元素と
結合して炭化物を形成し、析出強化により鋼の強度増加に寄与する元素である。構造用鋼
材として所望の高強度を確保するために、本発明では、Ｃは０．０６％以上の含有を必要
とする。一方、０．１２％を超える含有は、母材靭性および溶接熱影響部（ＨＡＺ）靭性
を著しく低下させるとともに、溶接割れを誘起し、耐溶接割れ性を低下させるなどの悪影
響を及ぼす。このため、Ｃは０．０６～０．１２％の範囲に限定した。なお、好ましくは
０．０６～０．１１％である。
【００１８】
　Ｓｉ：０．０５～０．４０％
　Ｓｉは、脱酸剤として作用する元素であり、固溶強化によって強度を増加する効果も有
する。これらの効果を確保するためには、少なくとも０．０５％の含有を必要とする。一
方、０．４０％を超えて含有すると、母材靭性およびＨＡＺ靱性を低下させる。このため
、Ｓｉは０．０５～０．４０％の範囲に限定した。なお、好ましくは、０．０５～０．３
５％である。
【００１９】
　Ｍｎ：０．８０～１．２０％
　Ｍｎは、固溶して、あるいは焼入れ性の増加を介して、鋼の強度を増加させる作用を有
する安価な元素である。本発明では、他のより高価な元素の含有を最小限にして、所望の
強度（引張強さ：７８０ＭＰａ以上）を確保するために、Ｍｎは０．８０％以上の含有を
必要とする。一方、１．２０％を超えて含有すると、凝固時の中央偏析部への濃化が著し
くなり、スラブ欠陥を増加させるなどの問題がある。また、１．２０％を超えるＭｎの多
量含有は、さらに、母材靭性およびＨＡＺ靱性の著しい低下を招く。このため、Ｍｎは０
．８０～１．２０％の範囲に限定した。
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【００２０】
　Ｐ：０．０１５％以下
　Ｐは、旧γ粒界等に偏析し、鋼の靱性を低下させる元素であり、とくにマルテンサイト
相やベイナイト相を有する鋼材の靱性への悪影響が大きい。このため、Ｐは極力低減する
ことが望ましいが、０．０１５％以下まで低減すれば、上記した悪影響は許容できる範囲
となる。このため、Ｐは０．０１５％以下に限定した。
【００２１】
　Ｓ：０．００３％以下
　Ｓは、Ｍｎと結合してＭｎＳを形成する。Ｓ含有量が多くなると熱間圧延で伸長した粗
大なＭｎＳが増加する。粗大なＭｎＳが増加すると、特に、板厚方向（Ｚ方向）のシャル
ピー試験吸収エネルギーが低下し、板厚方向の靭性が低下する。このため、Ｓは極力低減
することが望ましいが、０．００３％以下まで低減すれば、このような悪影響は許容でき
る程度までになる。このため、Ｓは０．００３％以下に限定した。
【００２２】
　Ａｌ：０．００５～０．０６０％
　Ａｌは、脱酸剤として作用する元素であり、高張力鋼の溶鋼脱酸プロセスにおいて、最
も汎用的に使われる元素である。また、Ａｌは、鋼中のＮをＡｌＮとして固定し、Ｎによ
る靭性低下や割れ発生を防止する作用も有する。このような効果を得るためには、０．０
０５％以上の含有を必要とする。一方、０．０６０％を超える含有は、母材の靱性を低下
させるとともに、溶接時に溶接金属に混入して靱性を低下させる。このため、Ａｌは０．
００５～０．０６０％の範囲に限定した。なお、好ましくは、０．０１０～０．０４５％
である。
【００２３】
　Ｎ：０．００４０％以下
　Ｎは、鋼中に固溶して、母材靭性およびＨＡＺ靭性を低下させる元素であり、本発明で
は、極力低減することが望ましい。０．００４０％を超えて含有すると、上記した靭性の
低下が著しくなる。このため、Ｎは０．００４０％以下に限定した。
【００２４】
　Ｍｏ：０．２０～０．５０％
　Ｍｏは、鋼中でＣと結合して形成するＭｏ炭化物の析出強化により、温間成形時の成形
温度上昇による軟化を抑制する作用を有し、さらに、焼入れ性を向上させることによって
フェライト生成を抑制し、マルテンサイト相を主体とする組織を形成するために必須の元
素である。これらの効果を得るためには、０．２０％以上の含有を必要とする。一方、０
．５０％を超える含有は、ＨＡＺ靭性や耐溶接割れ性を低下させる。このため、Ｍｏは０
．２０～０．５０％の範囲に限定した。
【００２５】
　Ｖ：０．０２０～０．０８０％
Ｖは、Ｎｂと同様に、炭化物を形成し析出強化によって温間成形時の成形温度上昇による
軟化を抑制する作用を有する元素であり、本発明において重要な元素のひとつである。ま
た、Ｖは、Ｍｏ炭化物中に固溶して、Ｍｏ炭化物の安定性を高め、温間成形中のＭｏ炭化
物の粗大化を抑制する作用を有する。このような効果を得るためには、０．０２０％以上
の含有を必要とする。一方、０．０８０％を超える含有は、母材靭性およびＨＡＺ靱性の
著しい低下を招く。このため、Ｖは０．０２０～０．０８０％の範囲に限定した。なお、
好ましくは、０．０４０～０．０６０％である。
【００２６】
　Ｎｂ：０．００５～０．０３０％、Ｃｕ：０．１０～０．５０％、Ｎｉ：０．１～１．
０％、Ｃｒ：０．１０～０．８０％、Ｂ：０．０００３～０．００３０％、の１種または
２種。所望の強度と靭性を得るため、Ｎｂ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｂの１種または２種以上
を含有する。
【００２７】
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　Ｎｂ：０．００５～０．０３０％
　Ｎｂは、微細な炭化物を形成し析出強化によって温間成形時の成形温度上昇による軟化
を抑制する元素であり、本発明において重要な元素のひとつである。また、Ｎｂは、オー
ステナイトの再結晶を抑制する作用を有し、制御圧延による、微細結晶粒の形成を助長す
る作用を有する。このような効果を得るためには、０．００５％以上の含有を必要とする
。一方、０．０３０％を超えると、ＨＡＺ靱性の著しい低下を招く。このため、Ｎｂを添
加する場合は０．００５～０．０３０％の範囲に限定した。なお、好ましくは、０．００
８～０．０２５％である。
【００２８】
　Ｃｕ：０．１０～０．５０％
　Ｃｕは、固溶強化や焼入性の向上を介して、鋼の強度を増加させる元素である。このよ
うな効果を得るためには、０．１０％以上含有することが必要となるが、０．５０％を超
える含有は、材料（合金）コストの増加や熱間脆性による表面性状の劣化を招く。このた
め、含有する場合には、Ｃｕは０．１０～０．５０％の範囲に限定することが好ましい。
【００２９】
　Ｎｉ：０．１～１．０％
　Ｎｉは、靱性をほとんど劣化させることなく、鋼の強度を増加させる元素である。しか
も、ＮｉはＨＡＺ靱性への悪影響も小さい。このような効果を得るためには、０．１％以
上の含有を必要とする。一方、１．０％を超える多量の含有は、Ｎｉが高価であるため、
材料（合金）コストの高騰を招く。このため、含有する場合には、Ｎｉは０．１～１．０
％の範囲に限定することが好ましい。
【００３０】
　Ｃｒ：０．１０～０．８０％
　Ｃｒは、焼入性の向上を介して、鋼の強度を増加させる元素である。このような効果を
得るためには、０．１０％以上含有することが必要となるが、０．８０％を超える多量の
含有は、材料（合金）コストの高騰を招く。このため、含有する場合には、Ｃｒは０．１
０～０．８０％の範囲に限定することが好ましい。
【００３１】
　Ｂ：０．０００３～０．００３０％
　Ｂは、微量の含有で焼入れ性を向上させ、焼入れ性の向上を介して、鋼の強度を増加さ
せる作用を有する元素である。また、Ｂは、ＴｉＮが固溶するような高温に晒されるＨＡ
Ｚの溶接ボンド部近傍で、ＢＮを形成して、フェライト変態核として作用するとともに、
固溶Ｎを低減して、ＨＡＺ靱性を向上させる。このような効果を得るためには、０．００
０３％以上の含有を必要とする。
【００３２】
　一方、０．００３０％を超える含有は、母材靭性およびＨＡＺ靱性の低下を招くととも
に、母材の降伏強さを著しく上昇させて、所望の低降伏比を確保することが困難になる。
このため、含有する場合には、Ｂは０．０００３～０．００３０％の範囲に限定すること
が好ましい。なお、より好ましくは、０．０００７～０．００２０％である。
【００３３】
　０．４５≦（Ｍｏ＋４．９Ｖ＋５．８Ｎｂ）≦０．８５・・・（１）　
　（ここで、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ：各元素の含有量（質量％））
　本発明では、温間成形温度に加熱されることに伴う強度低下を補償し、析出強化に伴う
脆化を抑えるため、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂの含有量を、各元素の含有範囲内で（１）式を満足す
るように調整する。
【００３４】
　Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂは、いずれも、析出物（炭化物）を形成し、析出強化を介して、温間成
形後の鋼材（鋼管）強度と靭性に大きな影響を及ぼす。析出物（炭化物）を形成すること
により、析出強化による強度の上昇が期待でき、温間成形温度に加熱されることに伴う強
度低下を補償できるが、析出強化による強度増加が多大となると、鋼材が脆化する。
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【００３５】
　Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂの析出強化能は、Ｎｂが最も大きく、次にＶが、そして、Ｍｏが最も小
さい。各元素の析出強化能の合計である（Ｍｏ＋４．９Ｖ＋５．８Ｎｂ）が、０．４５未
満では析出物の量が十分でなく、析出強化が不足し、温間成形温度の上昇に伴う強度低下
が大きくなりすぎる。
【００３６】
　一方、（Ｍｏ＋４．９Ｖ＋５．８Ｎｂ）が０．８５を超えると、析出物の量が過剰とな
り、析出強化が大きくなりすぎて脆化し、母材靭性の低下や降伏比の増加が著しくなる。
そのため、（Ｍｏ＋４．９Ｖ＋５．８Ｎｂ）を０．４５～０．８５の範囲に限定した。な
お、好ましくは、０．５５～０．７７である。
【００３７】
　４．０≦Ｍｏ／Ｖ≦１６．０　　　　　　　　　‥‥（２）
（ここで、Ｍｏ、Ｖ：各元素の含有量（質量％））
さらに、本発明では、Ｍｏ、Ｖを（２）式を満足するように調整する。適量のＶを、Ｍｏ
炭化物中に固溶させることにより、Ｍｏ炭化物の安定性を高め、温間成形中のＭｏ炭化物
の粗大化を抑えことができ、温間成形温度に加熱されることに伴う強度低下を安定して補
償できるとともに、多大の析出強化に伴う鋼材の脆化を抑制することができる。
【００３８】
　Ｍｏ炭化物中のＶ濃度は、Ｍｏ含有量とＶ含有量の比、Ｍｏ／Ｖ、に依存する。Ｍｏ／
Ｖが、１６．０を超えると、Ｍｏ炭化物中のＶ濃度が少なすぎて、上記した効果が期待で
きない。一方、Ｍｏ／Ｖが、４．０未満では、Ｍｏ炭化物中のＶ濃度が過剰となり、過剰
な析出強化に伴う脆化が大きくなる。このため、Ｍｏ／Ｖは４．０～１６．０の範囲に限
定した。なお好ましくは、５．０～１２．０の範囲である。
【００３９】
　０．２０≦Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ
／１５＋Ｖ／１０＋５Ｂ≦０．２７　・・・（３）
（ここで各元素は含有量（質量％）とし、含有しないものは０とする。）
　溶接割れ感受性組成（Ｐｃｍ＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０
＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／１５＋Ｖ／１０＋５Ｂ）が０．２０未満では、焼入性が不足してマ
ルテンサイト主体の組織が得られず、強度が不足したり、靱性が低下したりする。
【００４０】
　一方、０．２７を超えると溶接性が低下して、５０℃を超える温度の予熱が必須となり
、溶接能率が著しく低下する。このため、０．２０以上０．２７以下の範囲に限定した。
以上が、本発明の基本成分組成で残部Ｆｅ及び不可避不純物である。更に特性を向上させ
る場合、選択元素として、Ｔｉ：０．００５～０．０２０％、Ｃａ：０．０００５～０．
００５０％、ＲＥＭ：０．００１０～０．００５０％のうちから選ばれた１種または２種
以上を含有することができる。
【００４１】
　Ｔｉ：０．００５～０．０２０％
Ｔｉは、ＨＡＺの靭性向上に寄与する元素であり、必要に応じて含有できる。Ｔｉは、Ｎ
との親和力が強く、凝固時にＴｉＮとして析出する。微細に析出したＴｉＮは、とくにＨ
ＡＺでのオーステナイト粒の粗大化を抑制するとともに、フェライト変態核として、ＨＡ
Ｚの高靱性化に寄与する。このような効果を得るためには、０．００５％以上のＴｉ含有
を必要とする。一方、０．０２０％を超える含有は、ＴｉＮ粒子の粗大化を招くとともに
、ＴｉＮ中にＮｂを固溶してＮｂの析出強化能を損ねる。このため、含有する場合には、
Ｔｉは０．００５～０．０２０％の範囲に限定することが好ましい。なお、より好ましく
は、０．００８～０．０１５％である。
【００４２】
　Ｃａ：０．０００５～０．００５０％、ＲＥＭ：０．００１０～０．００５０％のうち
から選ばれた１種または２種
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Ｃａ、ＲＥＭはいずれも、硫化物の形態制御を介して母材の靭性および延性の向上に寄与
する元素であり、また、微細な硫化物粒子を鋼中に分散させた場合には、フェライト変態
核として作用し、ＨＡＺ靱性の向上に寄与する元素であり、必要に応じて選択して含有で
きる。これらの効果を発揮させるには、Ｃａでは少なくとも０．０００５％、ＲＥＭでは
少なくとも０．００１０％含有することが必要であるが、いずれも０．００５０％を超え
て含有すると、介在物が生成して靱性が低下する場合がある。このため、含有する場合に
は、Ｃａは０．０００５～０．００５０％、ＲＥＭは０．００１０～０．００５０％の範
囲に限定することが好ましい。
【００４３】
　［ミクロ組織］
　本発明では、ミクロ組織を面積率で８０％以上の、旧オーステナイト粒の公称粒径が１
２μｍ以上３０μｍ以下の焼戻しマルテンサイト相とする。
【００４４】
　７８０ＭＰａ以上の引張強さを確保するため、焼戻しマルテンサイト相が面積率で８０
％以上の組織とする。焼戻しマルテンサイト相は、ラスやブロックなどの微細な下部組織
で構成されるため、優れた靭性が得られ、焼戻しによって、各種炭化物やセメンタイトの
析出と成長がある程度進行しているので、温間成形温度での組織変化が小さい。
【００４５】
　焼戻しマルテンサイト相が１００％の単相（焼戻しマルテンサイト単相）としてもよい
。単相でない場合には、主相以外の第二相としては、フェライト、パーライト、ベイナイ
ト等が例示できる。第二相の含有量は、合計で面積率で２０％以下とすることが、所定の
靭性、延性、強度を確保するうえで必要である。
【００４６】
　温間成形中には、旧オーステナイト粒界から再結晶粒が生成したり、旧オーステナイト
粒界上の析出物が粗大化したりしやすい。このため、旧オーステナイト粒界が多く存在す
るほど、すなわち旧オーステナイト粒径が小さいほど材質変化が起きやすくなる。
【００４７】
　一方、旧オーステナイト粒径が大きすぎると、靱性が低下する。このため、本発明では
、旧オーステナイト粒界の公称粒径を１２～３０μｍの範囲に限定した。ミクロ組織の観
察方法は実施例において説明する。
【００４８】
　［製造条件］
本発明に係る厚鋼板の好ましい製造方法におけるスラブ加熱温度、熱間圧延条件、加速冷
却条件、焼戻し温度は以下のようである。熱間圧延後、再加熱焼入れ、焼戻しを行っても
良い。特に、断らない限り、温度および冷却速度は、板厚方向平均値とする。
【００４９】
　スラブ加熱温度：１０５０～１２００℃
　スラブ（鋼素材と言う場合がある）は、加熱温度：１０５０～１２００℃に再加熱され
たのち、熱延工程を施される。　加熱温度が１０５０℃未満では、Ｖ、Ｎｂ等の析出物（
炭化物）形成元素が十分に固溶されず、これらの元素の効果が十分に発揮されない場合が
あるうえ、変形抵抗が増大して圧延機の負荷が大きくなる。
【００５０】
　一方、加熱温度が１２００℃を超えると、加熱時にオーステナイト粒が粗大化し、圧延
後のミクロ組織が粗大になるため、母材靭性が低下する。このようなことから、鋼素材の
加熱温度は、１０５０～１２００℃の範囲とすることが好ましい。鋼素材の製造方法はと
くに限定する必要はないが、上記した組成を有するスラブを、転炉等の常用の溶製方法で
溶製し、連続鋳造法等の常用の鋳造方法する。
【００５１】
　熱間圧延
　熱間圧延後、加速冷却を行う場合、１０５０～１２００℃に加熱された鋼素材に、９５
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０℃以下での累積圧下量が３０～６０％で、圧延終了温度：９００℃以下Ａｒ３変態点以
上とする熱間圧延を行うことが好ましい。
【００５２】
　本発明では、ミクロ組織を適度に微細化するため、９５０℃以下で制御圧延を行う。９
５０℃以下での累積圧下量が３０％未満では制御圧延の効果が十分でなく、組織が粗大化
して靱性が低下したり、焼入性が必要以上に増加して表層が硬化しすぎる場合がある。
【００５３】
　一方、９５０℃以下での累積圧下量が６０％を超えると、マルテンサイトパケット・ブ
ロックが顕著に微細化され、温間加工による材質変化を助長する大角境界が過剰に存在す
るようになる。このため、９５０℃以下での累積圧下量は３０～６０％の範囲に限定する
ことが好ましい。
【００５４】
　圧延終了温度が９００℃を超えて高温になると、組織が粗大化して、靱性が低下したり
、焼入性が必要以上に増加して表層が硬化しすぎる場合がある。一方、圧延終了温度がＡ
ｒ３変態点未満では、圧延中あるいは圧延直後にフェライトが生成し、粗大化して、靱性
が低下する場合がある。このため、圧延終了温度は、９００℃以下Ａｒ３変態点以上に限
定することが好ましい。
【００５５】
　なお、Ａｒ３変態点は、次式で算出する値を用いるものとする。
Ａｒ３（℃）＝９００－３３２Ｃ＋６Ｓｉ－７７Ｍｎ－２０Ｃｕ－５０Ｎｉ－１８Ｃｒ－
６８Ｍｏ
　（ここで、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ：各元素の含有量（質量％）、含
有しない元素は０とする。）
　加速冷却
加速冷却は、熱間圧延終了後、Ａｒ３変態点以上の温度から４００℃以下の温度まで、７
００～５００℃の平均の冷却速度（以下、平均冷却速度）：２℃／ｓ以上で冷却すること
が好ましい。加速冷却の冷却速度が、７００～５００℃の平均冷却速度で２℃／ｓ未満で
は、フェライトが多量に析出するため、マルテンサイトを主相（面積率で８０％以上）と
したミクロ組織を得ることが難しくなる。加速冷却の冷却速度の上限はとくに規定する必
要はない。
【００５６】
　加速冷却の冷却停止温度が、４００℃を超えると、フェライト、パーライト、ベイナイ
トが生成し、マルテンサイトを主相とするミクロ組織を確保することが難しくなる。この
ため、加速冷却の冷却停止温度は４００℃以下に限定することが好ましい。加速冷却の冷
却停止温度の下限はとくに規定する必要はない。
【００５７】
　焼き戻し
　加速冷却後、さらに強度と靭性のバランスを調整し、各種炭化物やセメンタイトの析出
と成長を促すため、４５０～６５０℃に加熱する焼き戻しを施す。
【００５８】
　焼戻温度が４５０℃未満では、温間加工前に各種炭化物やセメンタイトの析出と成長を
促し、温間加工中の組織変化を抑えるという所望の焼戻し効果を確保できない。一方、６
５０℃を超えると、析出物が粗大化し、強度が低下するため、上記したＭｏ、Ｖ、Ｎｂに
よる強度上昇効果を確保できなくなる。このため、焼戻温度は４５０～６５０℃とする。
【００５９】
　本発明では、熱間圧延後の加速冷却に代えて、熱間圧延し、４００℃以下の温度まで冷
却した後、８８０～９８０℃に再加熱し、その後に焼き入れる、再加熱焼入を行ってもよ
い。この場合、圧延後の冷却条件は特に限定されず、空冷でも加速冷却でもよい。焼入温
度が８８０℃未満では、オーステナイト粒径が微細で焼入性が不足し、ミクロ組織におけ
る旧オーステナイト粒径が１２μｍ未満となる。一方、焼入温度が９８０℃を超えると、
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旧オーステナイト粒径が３０μｍを超えて、靱性が低下するため、焼入温度は８８０～９
８０℃とすることが好ましい。再加熱焼入れ後、加速冷却の場合と同様の条件で焼き戻し
を行う。なお、再加熱焼入れを行う場合の熱間圧延では、所望の板厚にすれば良く、加速
冷却の場合の制御圧延は不要である。但し、スラブ加熱温度は、１０５０～１２００℃と
する。以下、実施例に基づき、さらに本発明について説明する。
【実施例】
【００６０】
　表１に示す組成を有する鋼素材（スラブ）に、表２に示す条件の熱間圧延、加速冷却を
施し、一部の鋼板には焼き戻しを行って、板厚：６０ｍｍの厚鋼板を製造し、供試鋼とし
た。一部の鋼板は、熱間圧延後、再加熱焼入れ、焼き戻しを行った。
【００６１】
　得られた厚鋼板から、試験片を採取し、以下に述べる方法で、組織観察、引張試験およ
びシャルピー衝撃試験を実施した。また、温間成形後の機械的特性を調査した。
（１）組織観察
　供試鋼から、組織観察用試験片を採取し、圧延方向断面（Ｌ断面）を研磨し、ナイター
ル液で腐食して、光学顕微鏡（倍率：４００倍）および走査型電子顕微鏡（倍率：２００
０倍）で組織を観察し、撮像して、画像解析装置を用いて、組織の種類、分率を測定した
。また、飽和ピクリン酸水溶液を用いた腐食により、旧オーステナイト粒界を現出し、画
像解析によって公称粒径（該領域の平均面積の平方根）を求めた。
【００６２】
　（２）引張試験
　供試鋼の板厚：１／４ｔ位置から、長さ方向が圧延方向に一致するように、ＪＩＳ４号
引張試験片（丸棒試験片）を採取し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１の規定に準拠して、引張試験
を実施し、引張特性（降伏強さＹＳ、引張強さＴＳ、伸びＥｌ、降伏比ＹＲ）を求めた。
（３）シャルピー衝撃試験
　供試鋼の板厚（ｔ）の１／４位置から、長さ方向を圧延方向として、Ｖノッチ試験片を
採取し、ＪＩＳＺ２２４２の規定に準拠して、シャルピー衝撃試験を実施し、破面遷移温
度ｖＴｒｓ（℃）を求めた。
（４）温間加工後の引張試験、衝撃試験
　供試鋼から、曲げ加工用試験材（大きさ：圧延方向１０００×幅方向１５００ｍｍ）を
採取した。得られた試験材を、加熱温度：４００℃、５００℃、５５０℃に加熱したのち
、該加熱された試験材に曲げ方向が圧延方向に垂直になるような温間プレス曲げ加工を施
した。
【００６３】
　曲げ半径ＲはＲ＝５００ｍｍとした。曲げ加工後、加工部の外表面側の板厚（ｔ）の１
／４位置から、試験片長さ方向が圧延方向に一致するように、ＪＩＳ４号丸棒引張試験片
、Ｖノッチ試験片を採取して、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１の規定に準拠して、引張試験を、ま
たＪＩＳ　Ｚ　２２４２の規定に準拠して、シャルピー衝撃試験を実施し、引張特性（降
伏強さＹＳ、引張強さＴＳ、伸びＥｌ、降伏比ＹＲ）および破面遷移温度ｖＴｒｓ（℃）
を求め、温間成形性を評価した。
【００６４】
　表３に試験結果を示す。４００～５５０℃での温間加工後、降伏強さ：６３０ＭＰａ以
上９００ＭＰａ以下、引張強さ：７８０ＭＰａ以上、降伏比９５％以下で、シャルピー衝
撃試験の破面遷移温度ｖＴｒｓ：－４０℃以下を本発明範囲とする。本発明の規定を満足
する鋼板（Ｎｏ．１～１９、Ｎｏ．３０～３２）はいずれも、４００℃、５００℃、およ
び５５０℃での曲げ加工後において、降伏強さ：６３０ＭＰａ以上９００ＭＰａ以下、引
張強さ：７８０ＭＰａ以上、降伏比９５％以下で、シャルピー衝撃試験の破面遷移温度ｖ
Ｔｒｓ：－４０℃以下の特性が得られた。
【００６５】
　一方、比較例のうち、Ｎｏ．２０～２４は成分組成は本発明範囲内であるが、ミクロ組
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織が本発明範囲外で、Ｎｏ．２６～２９は、成分組成が本発明範囲外のため、４００℃、
５００℃、および５５０℃での曲げ加工後において、いずれかの特性が劣っていた。
【００６６】
【表１】

【００６７】
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【００６８】
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【表３】

【符号の説明】
【００６９】
１　鋼板
２　プレス金型
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