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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ：０．０１～０．０８％、
Ｓｉ：０．０１～０．５０％、
Ｍｎ：０．５～２．０％、
Ｓ：０．０００１～０．００５％、
Ｔｉ：０．００３～０．０３０％、
Ｍｏ：０．０５～１．００％、
Ｂ：０．０００３～０．０１０％、
Ｏ：０．０００１～０．００８％
を含み、
Ｐ：０．０５０％以下、
Ａｌ：０．０２０％以下
に制限し、残部が鉄及び不可避的不純物からなる成分組成を有し、下記（式１）によって
求められるＣｅｑが０．３０～０．５３であり、下記（式２）によって求められるＰcmが
０．１０～０．２０であり、金属組織のポリゴナルフェライトの面積率が２０～９０％で
あり、残部がベイナイト、マルテンサイトの一方又は双方からなる硬質相であることを特
徴とする低温靭性に優れた高強度鋼板。
　Ｃｅｑ＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｎｉ＋Ｃｕ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・（式１
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）
　Ｐcm＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋（Ｍｎ＋Ｃｕ＋Ｃｒ）／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｍｏ／１５＋Ｖ／
　　　　１０＋５Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式２）
　ここで、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、及び、Ｂは、各元素の含有量
［質量％］である。
【請求項２】
　さらに、質量％で、
Ｃｕ：０．０５～１．５％、
Ｎｉ：０．０５～５．０％
の一方又は双方を含有することを特徴とする請求項１に記載の低温靭性に優れた高強度鋼
板。
【請求項３】
　さらに、質量％で、
Ｃｒ：０．０２～１．５０％、
Ｗ：０．０１～０．５０％、
Ｖ：０．０１～０．１０％、
Ｎｂ：０．００１～０．２０％、
Ｚｒ：０．０００１～０．０５０％、
Ｔａ：０．０００１～０．０５０％
のうち１種又は２種以上を含有することを特徴とする請求項１又は２に記載の低温靭性に
優れた高強度鋼板。
【請求項４】
　さらに、質量％で、
Ｍｇ：０．０００１～０．０１０％、
Ｃａ：０．０００１～０．００５％、
ＲＥＭ：０．０００１～０．００５％、
Ｙ：０．０００１～０．００５％、
Ｈｆ：０．０００１～０．００５％、
Ｒｅ：０．０００１～０．００５％
のうち１種又は２種以上を含有することを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の
高強度鋼板。
【請求項５】
　金属組織のポリゴナルフェライトの面積率が２０～８０％であることを特徴とする請求
項１～４の何れか１項に記載の高強度鋼板。
【請求項６】
　母材が請求項１～５の何れか１項に記載の鋼板であることを特徴とする低温靭性に優れ
た高強度鋼管。
【請求項７】
　請求項１～４の何れか１項に記載の成分からなる鋼片を、９５０℃以上に再加熱し、熱
間圧延を行い、該熱間圧延の最終工程として、開始温度がＡｒ3＋６０℃以下、終了温度
がＡｒ3以上、圧下比が１．５以上である歪み導入圧延を行い、その後、空冷し、Ａｒ3－
１００℃～Ａｒ3－１０℃の温度から、１０℃／ｓ以上の冷却速度で、下記（式３）によ
って求められるＢｓ以下の温度まで加速冷却することを特徴とする低温靭性に優れた高強
度鋼板の製造方法。
　Ｂｓ（℃）＝８３０－２７０Ｃ－９０Ｍｎ－３７Ｎｉ－７０Ｃｒ－８３Ｍｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式３）
　ここで、Ｃ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、及び、Ｍｏは、各元素の含有量［質量％］である。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法で製造した鋼板を、ＵＯ工程で管状に成形し、突き合せ部を内外
面からサブマージドアーク溶接し、その後、拡管することを特徴とする低温靭性に優れた
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高強度鋼管の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、原油及び天然ガス輸送用のラインパイプに好適な、低温靭性に優れた
高強度鋼板及び鋼管に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、原油及び天然ガスの輸送効率向上のために、パイプラインの内圧の高圧化が検討
されている。これに伴い、ラインパイプ用鋼管の高強度化が要求されている。さらに、高
強度ラインパイプ用鋼管には、靭性、変形性能、耐アレスト性なども要求される。そのた
め、ベイナイト、マルテンサイトを主体とし、微細なフェライトを生成させた鋼板及び鋼
管が提案されている（例えば、特許文献１～３）。しかし、これらは、米国石油協会（Ａ
ＰＩ）規格Ｘ１００（引張強さ７６０ＭＰａ以上）以上の高強度鋼管である。
【０００３】
　一方、幹線パイプラインの素材として実用化されている、ＡＰＩ規格Ｘ７０（引張強さ
５７０ＭＰａ以上）や、ＡＰＩ規格Ｘ８０（引張強さ６２５ＭＰａ以上）の高強度鋼管の
高性能化も要求されている。これに対しては、ベイナイト中に微細なフェライトを生成さ
せた母材を有する鋼管の溶接熱影響部（ＨＡＺ）を加熱処理し、変形性能と低温靭性を高
める方法が提案されている（例えば、特許文献４）。
【０００４】
　このように、強度と靭性を両立させたベイナイト、マルテンサイトを主体とする鋼板及
び鋼管を基に、さらに、フェライトを生成させて、変形性能などの特性を向上させる方法
が提案されている。しかし、最近では、低温靭性に対する要求がますます高くなり、－６
０℃以下といった極低温での母材靭性が要求されている。また、母材だけでなく、ＨＡＺ
の低温靭性も非常に重要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２９３０７８号公報
【特許文献２】特開２００３－３０６７４９号公報
【特許文献３】特開２００５－１４６４０７号公報
【特許文献４】特開２００４－１３１７９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＨＡＺ靭性の向上のためには、炭素当量Ｃeq及び割れ感受性指数Ｐcmを制御し、更にＢ
及びＭｏを添加し、焼入れ性を高めて、ベイナイトを主体とする微細な金属組織とするこ
とが有効である。しかし、その一方では、母材にフェライト生成させることが困難になる
。特に、ＢとＭｏとを複合添加して焼入れ性を高めると、フェライトの変態が起こり難く
なる。特に、熱間圧延の終了直後に空冷し、ポリゴナルフェライトを生成させることは、
極めて困難であった。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑み、炭素当量Ｃeq及び割れ感受性指数Ｐcmを制御し、更
にＢ及びＭｏの添加により焼入れ性を高めた高強度鋼板に、ポリゴナルフェライトを生成
させるものである。本発明は、特に、母材の低温靭性を改善し、更に、この高強度鋼板を
母材とする高強度鋼管及びそれらの製造方法の提供を課題とするものである。
【０００８】
　なお、本発明では、圧延方向に延伸していない、アスペクト比が４以下のフェライトを
ポリゴナルフェライトという。ここで、アスペクト比はフェライト粒の長さを幅で除した
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値である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　従来、Ｂ及びＭｏを同時に添加し、焼入れ性の指標Ｃeq及び溶接性の指標である割れ感
受性指数Ｐcmを最適な範囲に制御し、ＨＡＺ靭性の向上させた高強度鋼板の金属組織に、
ポリゴナルフェライトを生成させることは困難であった。本発明は、焼入れ性の高い成分
組成を有する鋼板の金属組織を、熱間圧延の条件の最適化によって、ポリゴナルフェライ
トと硬質相との複相組織としたものである。本発明の要旨は、以下のとおりである。
【００１０】
　（１）質量％で、Ｃ：０．０１０～０．０８％、Ｓｉ：０．０１～０．５０％、Ｍｎ：
０．５～２．０％、Ｓ：０．０００１～０．００５％、Ｔｉ：０．００３～０．０３０％
、Ｍｏ：０．０５～１．００％、Ｂ：０．０００３～０．０１０％、Ｏ：０．０００１～
０．００８％を含み、Ｐ：０．０５０％以下、Ａｌ：０．０２０％以下に制限し、残部が
鉄及び不可避的不純物からなる成分組成を有し、下記（式１）によって求められるＣeqが
０．３０～０．５３であり、下記（式２）によって求められるＰcmが０．１０～０．２０
であり、金属組織のポリゴナルフェライトの面積率が２０～９０％であり、残部がベイナ
イト、マルテンサイトの一方又は双方からなる硬質相であることを特徴とする低温靭性に
優れた高強度鋼板。
【００１１】
　Ｃeq＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｎｉ＋Ｃｕ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・（式１）
　Ｐcm＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋（Ｍｎ＋Ｃｕ＋Ｃｒ）／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｍｏ／１５＋Ｖ／
　　　　１０＋５Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式２）
　ここで、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、及び、Ｂは、各元素の含有量
［質量％］である。
【００１２】
　（２）さらに、質量％で、Ｃｕ：０．０５～１．５％、Ｎｉ：０．０５～５．０％の一
方又は双方を含有することを特徴とする上記（１）に記載の低温靭性に優れた高強度鋼板
。
【００１３】
　（３）さらに、質量％で、Ｃｒ：０．０２～１．５０％、Ｗ：０．０１～０．５０％、
Ｖ：０．０１～０．１０％、Ｎｂ：０．００１～０．２０％、Ｚｒ：０．０００１～０．
０５０％、Ｔａ：０．０００１～０．０５０％のうち１種又は２種以上を含有することを
特徴とする上記（１）又は（２）に記載の低温靭性に優れた高強度鋼板。
【００１４】
　（４）さらに、質量％で、Ｍｇ：０．０００１～０．０１０％、Ｃａ：０．０００１～
０．００５％、ＲＥＭ：０．０００１～０．００５％、Ｙ：０．０００１～０．００５％
、Ｈｆ：０．０００１～０．００５％、Ｒｅ：０．０００１～０．００５％のうち１種又
は２種以上を含有することを特徴とする上記（１）～（３）の何れかに記載の高強度鋼板
。
【００１５】
　（５）金属組織のポリゴナルフェライトの面積率が２０～８０％であることを特徴とす
る上記（１）～（４）の何れか１項に記載の高強度鋼板。
【００１６】
　（６）母材が上記（１）～（４）の何れかに記載の鋼板であることを特徴とする低温靭
性に優れた高強度鋼管。
【００１７】
　（７）上記（１）～（４）の何れかに記載の成分からなる鋼片を、９５０℃以上に再加
熱し、熱間圧延を行い、該熱間圧延の最終工程として、開始温度がＡｒ3＋６０℃以下、
終了温度がＡｒ3以上、圧下比が１．５以上である歪み導入圧延を行い、その後、空冷し
、Ａｒ3－１００℃～Ａｒ3－１０℃の温度から、１０℃／ｓ以上の冷却速度で、下記（式
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３）によって求められるＢｓ以下の温度まで加速冷却することを特徴とする低温靭性に優
れた高強度鋼板の製造方法。
【００１８】
　Ｂｓ（℃）＝８３０－２７０Ｃ－９０Ｍｎ－３７Ｎｉ－７０Ｃｒ－８３Ｍｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式３）
　ここで、Ｃ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、及び、Ｍｏは、各元素の含有量［質量％］である。
【００１９】
　（８）上記（７）に記載の方法で製造した鋼板を、ＵＯ工程で管状に成形し、突き合せ
部を内外面からサブマージドアーク溶接し、その後、拡管することを特徴とする低温靭性
に優れた高強度鋼管の製造方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、炭素当量Ｃeq及び割れ感受性指数Ｐcmを制御し、更にＢ及びＭｏを添
加し、焼入れ性を高めた成分組成を有する高強度鋼板の金属組織において、ポリゴナルフ
ェライトを生成させることが可能になる。これにより、強度及びＨＡＺ靭性を向上させ、
かつ、低温靭性にも極めて優れ、金属組織がポリゴナルフェライトと硬質相とからなる高
強度鋼板、更に、これを母材とする高強度鋼管、及び、それらの製造方法の提供が可能に
なり、産業上の貢献が極めて顕著である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】熱間加工温度とポリゴナルフェライト面積率との関係を示す図である。
【図２】水冷開始温度とポリゴナルフェライト面積率との関係を示す図である。
【図３】ポリゴナルフェライト面積率と靭性及び強度との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　高強度鋼板の靭性の向上、特に、－４０℃、更には、－６０℃という極低温での靭性の
確保には、結晶粒の微細化が必要である。しかし、ベイナイト、マルテンサイトからなる
金属組織を、圧延によって微細化することは困難である。また、軟質であるフェライトを
生成させると、靭性は向上する。しかし、オーステナイトとフェライトとが共存する温度
域で熱間圧延を行い、加工フェライトを生成させると、靭性が低下することがわかった。
【００２３】
　そこで、本発明者らは、熱間圧延の終了後、高温での冷却時にポリゴナルフェライトを
生成させ、高強度鋼板の低温靭性を向上させる方法を指向した。しかし、ＨＡＺの強度及
び靭性を確保するために焼入れ性を高めた高強度鋼板では、ポリゴナルフェライトを生成
させることは難しい。
【００２４】
　ポリゴナルフェライトを生成させるには、鋼板を熱間圧延した直後、即ち、空冷前に、
未再結晶のオーステナイトの転位密度を高めておくことが有効である。本発明者らは、ま
ず、金属組織がオーステナイトであり、再結晶しない温度域、即ち、未再結晶γ域での圧
延の条件について検討を行った。
【００２５】
　質量％で、Ｃ：０．０１～０．０８％、Ｓｉ：０．０１～０．５０％、Ｍｎ：０．５～
２．０％、Ｓ：０．０００１～０．００５％、Ｔｉ：０．００３～０．０３０％、Ｏ：０
．０００１～０．００８％を含み、Ｐ：０．０５０％以下、Ａｌ：０．０２０％以下に制
限し、Ｍｏの含有量を０．０５～１．００％、Ｂの含有量を０．０００３～０．０１０％
とし、焼入れ性の指標である炭素等量Ｃeqを０．３０～０．５３、及び、溶接性の指標で
ある割れ感受性指数Ｐcmを０．１０～０．２０とした鋼を溶製し、鋳造して鋼片を製造し
た。
【００２６】
　次に、得られた鋼片から高さ１２ｍｍ、直径８ｍｍの試験片を切り出し、熱間圧延を模
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擬した加工熱処理を施した。加工熱処理として、圧下比を１．５とする１回の加工を施し
、空冷に相当する０．２℃／ｓで冷却し、更に、水冷に相当する１５℃／ｓで加速冷却し
た。なお、加工フェライトの生成を避けるため、加工温度は冷却時の変態温度Ａｒ3以上
の温度とした。冷却時の変態温度Ａｒ3は、熱膨張曲線から求めた。加工熱処理後、試験
片のポリゴナルフェライトの面積率を測定した。なお、圧延方向に延伸していない、アス
ペクト比が１～４のフェライトをポリゴナルフェライトとした。
【００２７】
　水冷に相当する１５℃／ｓでの加速冷却を開始する温度は、Ａｒ3－９０℃、Ａｒ3－７
０℃、Ａｒ3－４０℃とし、加工を加える温度（加工温度）を変化させて、ポリゴナルフ
ェライトが生成する条件を検討した。結果を、図１に示す。図１は、ポリゴナルフェライ
トの面積率を加工温度とＡｒ3との差に対してプロットしたものであり、「○」、「□」
、「△」は、加速冷却の開始温度を、それぞれ、Ａｒ3－９０℃、Ａｒ3－７０℃、Ａｒ3

－４０℃とした結果である。図１に示したように、熱間加工の加工温度をＡｒ3＋６０℃
以下にすれば、面積率２０％以上のポリゴナルフェライトが生成することがわかった。
【００２８】
　更に、熱間圧延機を用いて、加速冷却開始温度とポリゴナルフェライトの面積率との関
係、及びポリゴナルフェライトの面積率と靭性との関係について検討を行った。熱間圧延
は、再加熱温度を１０５０℃とし、パス回数を２０～３３回とし、Ａｒ3以上で圧延を終
了し、空冷した後、加速冷却として水冷を行った。なお、熱間圧延の最終工程、即ち、Ａ
ｒ3＋６０℃以下から終了までの圧延を歪導入圧延という。Ａｒ3＋６０℃以下から終了ま
での圧下比、即ち、歪み導入圧延の圧下比を１．５以上とし、空冷した後、種々の温度か
ら水冷（加速冷却）を開始した。歪み導入圧延のパス回数は４～２０回とした。
【００２９】
　得られた鋼板のポリゴナルフェライトの面積率を光学顕微鏡を用いて測定し、引張試験
と落重試験（Drop Weight Tear Test、ＤＷＴＴという。）を行った。引張特性は、ＡＰ
Ｉ規格の試験片を用いて評価した。ＤＷＴＴは－６０℃で行い、き裂の延性破面率（Shea
r Area，ＳＡという。）を求めた。
【００３０】
　加速冷却の開始温度と、ポリゴナルフェライトの面積率との関係を、図２に示す。図２
から、熱間圧延後の加速冷却の開始温度をＡｒ3－１００℃～Ａｒ3－１０℃とすれば、鋼
板のポリゴナルフェライトの面積率が２０～９０％となることがわかった。即ち、熱間圧
延の終了後、Ａｒ3以上の温度から、Ａｒ3－１００℃～Ａｒ3－１０℃の範囲内の温度ま
で空冷すると、面積率２０～９０％のポリゴナルフェライトを生成させることができる。
【００３１】
　また、ポリゴナルフェライトの面積率と、引張強さ及び－６０℃での延性破面率ＳＡと
の関係を、図３に示す。図３から、ポリゴナルフェライトの面積率を２０％以上とすれば
、極めて良好な低温靭性が得られることがわかる。また、図３から、Ｘ７０に相当する５
７０ＭＰａ以上の引張強さを確保するにはポリゴナルフェライトの面積率を９０％以下に
することが必要であることがわかる。更に、図３に示したように、Ｘ８０に相当する６２
５ＭＰａ以上の引張強さを確保するには、ポリゴナルフェライトの面積率を８０％以下と
することが好ましい。
【００３２】
　以上のように、本発明者らは、ポリゴナルフェライトを確保するには、熱間圧延を行う
際に、未再結晶域での圧延による歪の導入が重要であることを見出した。本発明者らは、
更なる詳細な検討を行い、以下の知見を得て本発明を完成させた。
【００３３】
　熱間圧延では、Ａｒ3＋６０℃以下での圧下比の確保が重要である。そのため、熱間圧
延の最終工程として、歪み導入圧延を行うことが必要である。歪み導入圧延は、熱間圧延
における、Ａｒ3＋６０℃以下、圧延終了までのパスであり、少なくとも１パスは必要で
あり、複数のパスとしてもよい。熱間圧延後の空冷によってポリゴナルフェライトを生成
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させるために、歪み導入圧延の圧下比は１．５以上とする。なお、歪み導入圧延の圧下比
は、Ａｒ3＋６０℃の板厚と圧延終了後の板厚の比である。
【００３４】
　圧延後、空冷してポリゴナルフェライトを生成させた後、ベイナイト変態による強度の
向上のため、１０℃／ｓ以上の冷却速度で加速冷却する。また、強度を確保するために、
加速冷却はベイナイト生成温度Ｂｓ以下で停止させることが必要である。
【００３５】
　以下、本発明の鋼板について詳細に説明する。なお、％は質量％を意味する。
【００３６】
　Ｃ：０．０１～０．０８％
　Ｃは、鋼の強度を向上させる元素であり、金属組織にベイナイト、マルテンサイトの一
方又は双方からなる硬質相を生成させるため、０．０１％以上の添加が必要である。また
、本発明では、高強度と高靭性を両立させるため、Ｃの含有量を０．０８％以下とする。
【００３７】
　Ｓｉ：０．０１～０．５０％
　Ｓｉは、脱酸元素であり、効果を得るために０．０１％以上の添加が必要である。一方
、０．５０％超のＳｉを含有させると、ＨＡＺの靭性が劣化するので、上限を０．５０％
とする。
【００３８】
　Ｍｎ：０．５～２．０％
　Ｍｎは、焼入れ性を高める元素であり、強度及び靭性の確保のために、０．５％以上の
添加が必要である。一方、Ｍｎの含有量が２．０％を超えると、ＨＡＺの靭性を損なう。
したがって、Ｍｎの含有量を０．５０～２．０％する。
【００３９】
　Ｐ：０．０５０％以下
　Ｐは、不純物であり、０．０５０％超を含有すると、母材の靭性が著しく低下する。Ｈ
ＡＺの靭性を向上させるには、Ｐの含有量を０．０２％以下とすることが好ましい。
【００４０】
　Ｓ：０．０００１～０．００５％
　Ｓは、不純物であり、０．００５％超を含有すると粗大な硫化物を生成して、靭性を低
下させる。また、鋼板にＴｉの酸化物を微細に分散させると、ＭｎＳが析出して、粒内変
態が生じ、鋼板及びＨＡＺの靭性が向上する。この効果を得るには、Ｓを０．０００１％
以上含有させることが必要である。また、ＨＡＺの靭性を向上させるには、Ｓ量の上限を
０．００３％とすることが好ましい。
【００４１】
　Ａｌ：０．０２０％以下
　Ａｌは、脱酸剤であるが、介在物の生成を抑制して鋼板及びＨＡＺの靭性を高めるには
、上限を０．０２０％にすることが必要である。Ａｌの含有量を制限することにより、粒
内変態に寄与するＴｉの酸化物を微細に分散させることができる。粒内変態の生成を促進
させるには、Ａｌ量を０．０１０％以下にすることが好ましい。更に好ましい上限は、０
．００８％である。
【００４２】
　Ｔｉ：０．００３～０．０３０％
　Ｔｉは、鋼板及びＨＡＺの粒径の微細化に寄与するＴｉの窒化物を生成する元素であり
、０．００３％以上の添加が必要である。一方、Ｔｉを過剰に含有させると粗大な介在物
を生じて靭性を損なうため、上限を０．０３０％とする。また、Ｔｉの酸化物は、微細に
分散させると、粒内変態の生成核として有効に作用する。
【００４３】
　Ｔｉを添加する際の酸素量が多いと、粗大なＴｉの酸化物を生成するため、製鋼時には
、Ｓｉ、Ｍｎにより脱酸を行い、酸素量を低下させておくことが好ましい。この場合、Ａ
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ｌの酸化物は、Ｔｉの酸化物よりも生成し易いので、過剰なＡｌの含有は好ましくない。
【００４４】
　Ｂ：０．０００３～０．０１０％
　Ｂは、焼入れ性を著しく高め、また、ＨＡＺでの粗大な粒界フェライトの生成を抑制す
る重要な元素である。この効果を得るには、Ｂを０．０００３％以上添加することが必要
である。一方、Ｂを過剰に添加すると粗大なＢＮを生じ、特にＨＡＺの靭性を低下させる
ため、Ｂ量の上限を０．０１０％とする。
【００４５】
　Ｍｏ：０．０５～１．００％
　Ｍｏは、特に、Ｂとの複合添加によって、焼入れ性を著しく高める元素であり、強度及
び靭性の向上のために、０．０５％以上を添加する。一方、Ｍｏは、高価な元素であり、
添加量の上限を１．００％とすることが必要である。
【００４６】
　Ｏ：０．０００１～０．００８％
　Ｏは、不純物であり、介在物の生成による靭性の低下を避けるために、含有量の上限を
０．００８％にすることが必要である。粒内変態に寄与するＴｉの酸化物を生成させるた
めには、鋳造時に鋼中に残存するＯ量を、０．０００１％以上とする。
【００４７】
　更に、強度及び靭性を向上させる元素として、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｖ、Ｎｂ、Ｚｒ
、及び、Ｔａのうち、１種又は２種以上を添加してもよい。また、これらの元素は含有量
が好ましい下限未満の場合は、特に悪影響を及ぼすことはないので、不純物と見做すこと
ができる。
【００４８】
　Ｃｕ及びＮｉは、靭性を損なうことなく強度を上昇させる有効な元素であり、効果を得
るためには、Ｃｕ量、及び、Ｎｉ量の下限を０．０５％以上とすることが好ましい。一方
、Ｃｕ量の上限は、鋼片の加熱時及び溶接時の割れの発生を抑制するために、１．５％と
することが好ましい。Ｎｉは、過剰に含有させると溶接性を損なうため、上限を５．０％
とすることが好ましい。
【００４９】
　なお、ＣｕとＮｉは、表面傷の発生を抑制するために複合して含有させることが好まし
い。また、コストの観点からは、Ｃｕ及びＮｉの上限を１．０％とすることが好ましい。
【００５０】
　Ｃｒ、Ｗ、Ｖ、Ｎｂ、Ｚｒ、及び、Ｔａは、炭化物、窒化物を生成し、析出強化によっ
て鋼の強度を向上させる元素であり、１種又は２種以上を含有させてもよい。強度を効果
的に上昇させるためには、Ｃｒ量の下限は０．０２％、Ｗ量の下限は０．０１％、Ｖ量の
下限は０．０１％、Ｎｂ量の下限は０．００１％、Ｚｒ量、及び、Ｔａ量の下限は、共に
、０．０００１％とすることが好ましい。
【００５１】
　一方、Ｃｒ、Ｗの一方又は双方を過剰に添加すると、焼入れ性の向上により強度が上昇
し、靭性を損なうことがあるため、Ｃｒ量の上限を１．５０％、Ｗ量の上限を０．５０％
とすることが好ましい。また、Ｖ、Ｎｂ、Ｚｒ、Ｔａの１種又は２種以上を過剰に添加す
ると、炭化物、窒化物が粗大化し、靭性を損なうことがあるので、Ｖ量の上限を０．１０
％、Ｎｂ量の上限を０．２０％、Ｚｒ量及びＴａ量の上限を、共に、０．０５０％とする
ことが好ましい。
【００５２】
　更に、介在物の形態を制御して、靭性の向上を図るため、Ｍｇ、Ｃａ、ＲＥＭ、Ｙ、Ｈ
ｆ、及び、Ｒｅのうち、１種又は２種以上を添加してもよい。また、これらの元素も、含
有量が好ましい下限未満の場合は特に悪影響を及ぼすことはないため、不純物と見做すこ
とができる。
【００５３】
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　Ｍｇは、酸化物の微細化や、硫化物の形態抑制に効果を発現する元素である。特に、微
細なＭｇの酸化物は粒内変態の生成核として作用し、また、ピニング粒子として粒径の粗
大化を抑制する。これらの効果を得るためには、０．０００１％以上のＭｇを添加するこ
とが好ましい。一方０．０１０％を超える量のＭｇを添加すると、粗大な酸化物が生成し
て、ＨＡＺの靭性を低下させることがあるので、Ｍｇ量の上限を０．０１０％とすること
が好ましい。
【００５４】
　Ｃａ及びＲＥＭは、硫化物の形態制御に有用であり、硫化物を生成して圧延方向に伸長
したＭｎＳの生成を抑制し、鋼材の板厚方向の特性、特に、耐ラメラティアー性を改善す
る元素である。この効果を得るためには、Ｃａ量及びＲＥＭ量の下限を、共に、０．００
０１％とすることが好ましい。一方、Ｃａ、ＲＥＭの一方又は双方は、含有量が０．００
５％を超えると酸化物が増加して、微細なＴｉ含有酸化物が減少し、粒内変態の生成を阻
害することがあるため、０．００５％以下とすることが好ましい。
【００５５】
　Ｙ、Ｈｆ、及び、Ｒｅも、Ｃａ及びＲＥＭと同様の効果を発現する元素であり、過剰に
添加すると粒内変態の生成を阻害することがある。そのため、Ｙ、Ｈｆ、及び、Ｒｅの量
の好ましい範囲は、０．０００１～０．００５％である。
【００５６】
　更に、本発明においては、特に、ＨＡＺの焼入れ性を確保して靭性を高めるため、Ｃ、
Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｍｏ、及び、Ｖの含有量［質量％］から計算される、下記（式
１）の炭素当量Ｃeqを０．３０～０．５３とする。炭素当量Ｃeqは溶接部の最高硬さと相
関があることが知られており、焼入れ性や溶接性の指標となる値である。
【００５７】
　Ｃeq＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｎｉ＋Ｃｕ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・（式１）
【００５８】
　また、鋼板及びＨＡＺの低温靭性を確保するために、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、ＣｕＣｒ、Ｎｉ
、Ｍｏ、Ｖ、及び、Ｂの含有量［質量％］から計算される、下記（式２）の割れ感受性指
数Ｐcmを０．１０～０．２０とする。割れ感受性指数Ｐcmは溶接時の低温割れの感受性を
推測できる係数として知られており、焼入れ性や溶接性の指標となる値である。
【００５９】
　Ｐcm＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋（Ｍｎ＋Ｃｕ＋Ｃｒ）／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｍｏ／１５＋Ｖ／
　　　　１０＋５Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式２）
　なお、選択的に含有される元素である、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｖは、上述した好ましい下
限未満である場合、不純物であるから、上記（式１）及び（式２）においては、０として
計算する。
【００６０】
　鋼板の金属組織は、ポリゴナルフェライトと硬質相とを含む、複合組織とする。ポリゴ
ナルフェライトは、熱間圧延後の空冷時に比較的高温で生成したフェライトである。ポリ
ゴナルフェライトは、アスペクト比が１～４であり、圧延されて延伸した加工フェライト
や、加速冷却時に比較的低温で生成し、粒成長が不十分である微細フェライトとは区別さ
れる。
【００６１】
　なお、硬質相は、ベイナイト、マルテンサイトの一方又は双方からなる組織である。鋼
板の光学顕微鏡組織では、ポリゴナルフェライト及びベイナイトとマルテンサイトとの残
部として残留オーステナイト、ＭＡを含むことがある。
【００６２】
　ポリゴナルフェライトの面積率は２０％以上とする。上述のように、焼入れ性を高めた
成分組成を有する鋼板では、ポリゴナルフェライトを生成させ、かつ、残部をベイナイト
とマルテンサイトの硬質相とすることで強度と靭性のバランスが良好になる。特に、ポリ
ゴナルフェライトの面積率を２０％以上とすることにより、図３に示されるように、低温
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靭性は著しく向上し、－６０℃でのＤＷＴＴの結果、ＳＡを８５％以上とすることができ
る。
【００６３】
　一方、強度を確保するためには、ポリゴナルフェライトの面積率を９０％以下とするこ
とが必要である。図３に示されるように、ポリゴナルフェライトの面積率を９０％以下と
することにより、Ｘ７０以上に相当する引張強さを確保することができる。更に、強度を
高め、Ｘ８０以上に相当する引張強さを確保するには、ポリゴナルフェライトの面積率を
８０％以下とすることが好ましい。
【００６４】
　また、ポリゴナルフェライトの残部はベイナイト、マルテンサイトの一方又は双方から
なる硬質相である。硬質相の面積率は、ポリゴナルフェライトの面積率が２０～９０％で
あることから、１０～８０％になる。一方、例えば、圧延終了温度がＡｒ３を下回り、ア
スペクト比が４を超える加工フェライトが生成すると、靭性が低下する。
【００６５】
　本発明において、ポリゴナルフェライトとは、光学顕微鏡組織において、粒内に粗大な
セメンタイトやＭＡなどの析出物を含まない、アスペクト比１～４である、白い丸みを帯
びた塊状の組織として観察される。ここで、アスペクト比は、フェライト粒の長さを幅で
除した値である。
【００６６】
　また、ベイナイトは、ラスもしくは塊状フェライト間に炭化物が析出したもの、又はラ
ス内に炭化物が析出した組織と定義される。更に、マルテンサイトは、ラス間又はラス内
に炭化物が析出していない組織である。残留オーステナイトは、高温で生成したオーステ
ナイトが変態せず、残留したオーステナイトである。
【００６７】
　次に、本発明の鋼板を得るための製造方法について説明する。
【００６８】
　上述した成分は、ＨＡＺの靭性を向上させるために焼入れ性を高めたものであり、鋼板
の低温靭性を向上させるためには、熱間圧延の条件を制御し、フェライトを生成させるこ
とが必要である。特に、本発明によれば、板厚が２０ｍｍ以上の鋼板のように、熱間圧延
工程での圧下比を高めることが難しい場合であっても、比較的低温での圧下比を確保する
ことにより、フェライトを生成させることができる。
【００６９】
　まず、製鋼工程で鋼を溶製した後、鋳造して鋼片とする。鋼の溶製及び鋳造は常法で行
えばよいが、生産性の観点から連続鋳造が好ましい。鋼片は熱間圧延のために再加熱され
る。
【００７０】
　熱間圧延時の再加熱温度は９５０℃以上とする。これは、熱間圧延を鋼の組織がオース
テナイト単相になる温度、即ちオーステナイト域で行い、母材鋼板の結晶粒径を微細にす
るためである。上限は規定しないが、有効結晶粒径の粗大化抑制のためには、再加熱温度
を１２５０℃以下とすることが好ましい。なお、ポリゴナルフェライトの面積率を高める
ためには、再加熱温度の上限を１０５０℃以下にすることが好ましい。
【００７１】
　再加熱された鋼片は、温度と圧下比を制御しながら複数回のパス熱間圧延を実施し、終
了後、空冷して、加速冷却を行う。また、熱間圧延は、母材の組織がオーステナイト単相
になるＡｒ3温度以上で終了することが必要である。これは、Ａｒ3温度未満で熱間圧延を
行うと、加工フェライトが生成し、靭性が低下するためである。
【００７２】
　本発明では、熱間圧延の最終工程として、歪み導入圧延を行うことが、極めて重要であ
る。これは、圧延終了後、未再結晶オーステナイトに、ポリゴナルフェライトの生成サイ
トとなる歪みを多く導入するためである。歪み導入圧延は、Ａｒ3＋６０℃以下から圧延
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初のパスの温度である。歪み導入圧延の開始温度は、より低温であるＡｒ3＋４０℃以下
の温度が好ましい。
【００７３】
　歪み導入圧延の圧下比は、熱間圧延後の空冷時にポリゴナルフェライトを生成させるた
め、１．５以上とする。本発明において、歪み導入圧延の圧下比とは、Ａｒ3＋６０℃に
おける板厚、又は、歪み導入圧延の開始温度での板厚を、熱間圧延終了後の板厚で除した
比である。圧下比の上限は規定しないが、圧延前の鋼片の板厚と圧延後の母材鋼板の板厚
を考慮すると、通常、１２．０以下である。焼入れ性を高めた成分組成の鋼板のポリゴナ
ルフェライトの面積率を増加させるには、歪み導入圧延の圧下比を、２．０以上とするこ
とが好ましい。
【００７４】
　なお、歪み導入圧延の前に、再結晶圧延、未再結晶圧延を行ってもよい。再結晶圧延は
、９００℃超の再結晶域での圧延であり、未再結晶域圧延は、９００℃以下の未再結晶域
での圧延である。再結晶圧延は、鋼片を加熱炉から抽出後、直ちに開始してもよいため、
開始温度は特に規定しない。鋼板の有効結晶粒径を微細化するためには、再結晶圧延の圧
下比を、２．０以上することが好ましい。
【００７５】
　更に、圧延終了後、空冷し、加速冷却を実施する。面積率が２０～９０％のポリゴナル
フェライトを生成させるためには、Ａｒ3未満の温度まで空冷することが必要である。し
たがって、加速冷却を、Ａｒ3－１００℃～Ａｒ3－１０℃の範囲内の温度で開始する必要
がある。また、パーライトやセメンタイトの生成を抑制し、引張強さ及び靭性を確保する
には、加速冷却の冷却速度を、１０℃／ｓ以上とすることが必要である。
【００７６】
　加速冷却は、パーライトやセメンタイトの生成を抑制し、ベイナイト、マルテンサイト
の一方又は双方からなる硬質相を生成させるために、停止温度を（式３）のＢｓ以下にす
る必要がある。なお、Ｂｓはベイナイト変態開始温度であり、（式３）により、Ｃ、Ｍｎ
、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏの含有量から求められることが知られている。Ｂｓ以下の温度まで加
速冷却すれば、ベイナイトを生成させることができる。
【００７７】
　Ｂｓ（℃）＝８３０－２７０Ｃ－９０Ｍｎ－３７Ｎｉ－７０Ｃｒ－８３Ｍｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式３）
【００７８】
　水冷停止温度の下限は規定せず、室温まで水冷してもよいが、生産性や水素性欠陥を考
慮すると、１５０℃以上とすることが好ましい。
【実施例】
【００７９】
〔実施例１〕
　表１に示す成分組成を有する鋼を溶製し、２４０ｍｍの厚みを有する鋼片とした。これ
らの鋼片を、表２に示す条件で熱間圧延し、冷却して、鋼板を製造した。各鋼種のＡｒ3

は、溶製した鋼片から高さ１２ｍｍ、直径８ｍｍの試験片を切り出し、熱間圧延を模擬し
た加工熱処理を施した後、熱膨張測定によって求めた。
【００８０】
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【表１】

【００８１】
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【表２】

【００８２】
　鋼板の板厚中央部のミクロ組織を光学顕微鏡によって観察し、ポリゴナルフェライトと
、残部であるベイナイト及びマルテンサイトの面積率を測定した。更に、鋼板から、ＡＰ
Ｉ、５Ｌ３、ＡＳＴＭ、Ｅ４３６に準拠して、板幅方向を長手方向とし、ノッチを板厚方
向と平行にして設けたプレスノッチ試験片を作製した。ＤＷＴＴは－６０℃で行い、ＳＡ
を求めた。引張特性は、ＡＰＩ規格の試験片を用いて評価した。
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【００８３】
　結果を表３に示す。
【００８４】
【表３】

【００８５】
　製造Ｎｏ．１～３、６、７、１０、１２、１４、１６～１９は、本発明例であり、アス
ペクト比１～４のポリゴナルフェライトが面積率で２０～９０％になっている。これらは
、Ｘ７０以上、更にはＸ８０以上の強度を満足し、ＤＷＴＴでのＳＡが８５％以上となる
低温靭性に優れた鋼板である。
【００８６】
　これらの鋼板をＵＯ工程で造管し、突き合せ部を内外面からサブマージドアーク溶接し
、拡管して鋼管を製造した。これらの鋼管の組織は、鋼板と同様であり、強度は鋼板より
も２０～３０ＭＰａ高く、低温靭性は鋼板と同等であった。
【００８７】
　一方、製造Ｎｏ．４は、加速冷却の開始温度が低く、フェライトの面積率が増加し、強
度が低下した例である。また製造Ｎｏ．５は、加速冷却の冷却速度が遅く、強度を確保す
るための硬質相が得られず、強度が低下した例である。製造Ｎｏ．８は、圧延終了温度が
Ａｒ3を下回っているため、アスペクト比が４を超える加工フェライトが生成し、ポリゴ
ナルフェライトが減少し、低温靭性が低下した例である。
【００８８】
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　なお、製造Ｎｏ．８において、ポリゴナルフェライトおよび硬質相の残部は、アスペク
ト比が４超のフェライトである。
【００８９】
　製造Ｎｏ．９、１３、１５は、加速冷却の開始温度が高く、製造Ｎｏ．１１は、歪導入
圧延の圧下比が低く、フェライトの生成が不十分になり、靭性が低下した例である。
【００９０】
　また、製造Ｎｏ．２０～２２は、化学成分が本発明の範囲外の比較例である。製造Ｎｏ
．２０は、Ｂ量が少なく、製造Ｎｏ．２２は、Ｍｏを添加していないため、本発明の製造
条件は、ポリゴナルフェライトが増加し、強度が低下した例である。製造Ｎｏ．２１は、
Ｍｏ量が多く、本発明の製造条件でもポリゴナルフェライトの面積率が低く、靭性が低下
した例である。
【要約】
【課題】フェライト変態が起こり難い成分を有する鋼板にポリゴナルフェライトを生成さ
せ、低温靭性を向上させた高強度鋼板、これを母材とする高強度鋼管及びそれらの製造方
法を提供する。
【解決手段】Ｍｏ：０．０５～１．００％、Ｂ：０．０００３～０．０１００％を含有し
、Ｃeqが０．３０～０．５３であり、Ｐcmが０．１０～０．２０であり、ポリゴナルフェ
ライトの面積率が２０～９０％であり、残部が、ベイナイト、マルテンサイトの一方又は
双方からなる硬質相である金属組織を有する。開始温度がＡｒ3＋６０℃以下、終了温度
がＡｒ3以上、圧下比が１．５以上である歪み導入圧延を行い、その後、空冷し、Ａｒ3－
１００℃～Ａｒ3－１０℃の温度から１０℃／ｓ以上で加速冷却する。
【選択図】図３

【図１】

【図２】

【図３】



(16) JP 4358900 B1 2009.11.4

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ２１Ｃ  37/08    　　　Ｅ          　　　　　

(72)発明者  藤城　泰志
            東京都千代田区大手町二丁目６番３号　新日本製鐵株式会社内
(72)発明者  坂本　真也
            東京都千代田区大手町二丁目６番３号　新日本製鐵株式会社内
(72)発明者  原　卓也
            東京都千代田区大手町二丁目６番３号　新日本製鐵株式会社内
(72)発明者  朝日　均
            東京都千代田区大手町二丁目６番３号　新日本製鐵株式会社内

    審査官  井上　猛

(56)参考文献  国際公開第２００８／６９３３５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００６－２９１３４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－６０８３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４３５０９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２２Ｃ　　３８／００－３８／６０
              Ｃ２１Ｄ　　　８／００－８／１０
              　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

