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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％にて、
Ｃ：０．０８％～０．１５％、
Ｍｎ：０．８０％～１．６０％、
Ｎｉ：３．００％～４．５０％、
Ｃｒ：０．５０％～１．００％、
Ｍｏ：０．５０％～１．００％、
Ａｌ：０．０２０％～０．０８５％、
Ｎ：０．００２０％～０．００７０％、
Ｂ：０．０００５％～０．００２０％、
Ｐ：０．０００％～０．０１０％、
Ｓ：０．０００％～０．００３％、
Ｓｉ：０．００％～０．３０％、
Ｃｕ：０．００％～０．５０％、
Ｖ：０．０００％～０．０５０％、
Ｎｂ：０．０００％～０．０５０％、
Ｔｉ：０．０００％～０．０２０％、
Ｃａ：０．００００％～０．００３０％、
Ｍｇ：０．００００％～０．００３０％、
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ＲＥＭ：０．００００％～０．００３０％、
を含有し、残部がＦｅ及び不純物からなる化学組成を有し、
　板厚ｔｍｍが２００ｍｍ超かつ３００ｍｍ以下であり、
　前記化学組成では、下記式１で定義されるＴｓが３８０～４３０であり、下記式２で定
義されるＣｅｑが０．８５～１．０５であり、下記式３で定義されるＡｃ１が５８０～６
４７であり、下記式４で定義されるｘが４６～９０であり、
　面積％で、マルテンサイトとベイナイトとの合計量が９９％～１００％であり、
　引張強度が７８０ＭＰａ～９３０ＭＰａであり、板厚中心部の－６０℃でのシャルピー
衝撃試験による吸収エネルギーが６９Ｊ以上である
ことを特徴とする鋼板。
Ｔｓ＝７５０－４２４０×（ｔ／２）－１．４×（８０×Ｃ＋１０×Ｍｎ＋７×Ｎｉ＋１
３×Ｃｒ＋１３×Ｍｏ－４０×Ｓｉ）・・・式１
Ｃｅｑ＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｃｕ＋Ｎｉ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・式２
Ａｃ１＝７２０－２５×Ｃ＋２２×Ｓｉ－４０×Ｍｎ－３０×Ｎｉ＋２０×Ｃｒ＋２５×
Ｍｏ・・・式３
ｘ＝Ｃ１／２×（１＋０．６４×Ｓｉ）×（１＋４．１０×Ｍｎ）×（１＋０．２７×Ｃ
ｕ）×（１＋０．５２×Ｎｉ）×（１＋２．３３×Ｃｒ）×（１＋３．１４×Ｍｏ）・・
・式４
【請求項２】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｔｉ／Ｎ≦３．４
を満たす
ことを特徴とする請求項１に記載の鋼板。
【請求項３】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｃ：０．０９％～０．１３％
を満たすことを特徴とする請求項１または２に記載の鋼板。
【請求項４】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｍｎ：０．８０％～１．３０％
を満たすことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の鋼板。
【請求項５】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｎｉ：３．６０％～４．５０％
を満たすことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の鋼板。
【請求項６】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｃｒ：０．７５％～１．００％
を満たすことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の鋼板。
【請求項７】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｍｏ：０．７０％～１．００％
を満たすことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の鋼板。
【請求項８】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｓｉ：０．００％～０．１０％
を満たすことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の鋼板。
【請求項９】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｖ：０．０２０％～０．０５０％
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を満たすことを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の鋼板。
【請求項１０】
　前記化学組成が、さらに、
　Ｔｉ：０．０００％～０．００４％
を満たすことを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の鋼板。
【請求項１１】
　前記化学組成が、さらに、
　前記Ｔｓが３９５～４１５であるという条件
を満たすことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の鋼板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低温靭性に優れ、板厚が大きな高張力鋼板に関する。より詳しくは、板厚が
２００ｍｍ超であり、引張強さが７８０ＭＰａ以上であり、板厚中心部の－６０℃での吸
収エネルギーが６９Ｊ以上である鋼板に関する。この鋼板は、海洋構造物、圧力容器、ペ
ンストック、船舶用大型クレーンなどの構造物に好適に用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　上記の構造物に於いては、構造物の安全性を担保するために母材として使用される鋼板
には低温靭性が要求されるのが一般的である。近年の構造物の規模は著しく大きくなって
おり、そのような構造物には、板厚が大きく強度が高い鋼板が用いられる傾向が有る。
【０００３】
　上記の構造物には一般的に７８０ＭＰａ級の高張力鋼板が使用されている。この高張力
鋼板では、７８０ＭＰａ以上の引張強度を得るために、直接焼入れ法のような焼入れによ
ってベイナイトやマルテンサイトのような低温変態生成物を主体とする組織が形成されて
いる。しかしながら、板厚が増すほど、焼入れ時の鋼板内部の冷却速度が低下するため、
低温変態組織を形成させるのは困難である。そこで、冷却速度が低下しても十分な低温変
態生成物が得られるように、焼入れ性を向上させるＣ、Ｍｎ、Ｃｒ，Ｍｏ，Ｖなどの合金
元素を適量鋼に添加してきた。結果として、板厚を約１５０ｍｍまで大きくしても、７８
０ＭＰａ以上の引張強度が達成されてきた。しかしながら、板厚が２００ｍｍを超える鋼
板では、焼入れ時の実際の冷却速度に変態熱が与える影響が顕著であるため、高温で変態
が進行し、低温変態生成物が十分に得られない。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、Ｃｅｑが０．８０以下であり、Ｃ含有量とＰ含有量とＭｎ含
有量とＮｉ含有量とＭｏ含有量とが所定の式を満たし、鋼板のある領域の硬さの平均値に
対する鋼板の中心偏析部の硬さの割合（ＨＶｍａｘ／ＨＶａｖｅ）とＣ含有量と板厚とが
所定の式を満たす高張力鋼板が開示されている。また、この特許文献１では、鋼板の板厚
が６０ｍｍ～１５０ｍｍであることが開示されている。特許文献２には、ＣｅｑがＣｅｑ
Ｍ以下であり、板厚が７５ｍｍ～２００ｍｍである高張力鋼板が開示されている。特許文
献３には、化学元素の量によって決定されるパラメータｘが２６～４２であり、板厚が７
５～２００ｍｍである靭性の高い高張力鋼板が開示されている。しかしながら、これら３
つの特許文献では、鋼板の板厚が２００ｍｍ超を超えてしまうと、鋼板に狙い通りの効果
を及ぼすことができなかった。
【０００５】
　また、特許文献４には、Ｃ含有量が０．００５～０．０２％であり、板厚が５０～２０
０ｍｍである高張力鋼板が開示されている。また、特許文献５には、Ｃ含有量が０．０２
～０．０５％であり、板厚が７５～２００ｍｍである高張力鋼板が開示されている。さら
に、これら特許文献４及び特許文献５には、焼入れ処理時に板厚中心部の冷却速度が１．
１℃／ｓ以上の急冷を必須とする方法が開示されている。しかしながら、鋼板の板厚が２
００ｍｍ超を超えると、板厚中心部の冷却速度を１．１℃／ｓ以上まで大きくするのは工
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業的に不可能である。そのため、鋼板の板厚が２００ｍｍ超を超えてしまうと、特許文献
４及び特許文献５に開示された方法は実現不可能である。
【０００６】
　特許文献６には、微細なオーステナイト粒が得られるように、熱間圧延時のＡｒ３点～
９００℃の温度域において累積圧下率を５０％以上に高め、焼入れのための加熱温度をＡ
ｃ３点～（Ａｃ３点＋１００℃）の温度範囲に制限する方法が開示されている。また、こ
の特許文献６には、板厚が４０～６５ｍｍである高張力鋼板が開示されている。しかしな
がら、鋼板の板厚が大きくなる程、鋼板の板厚方向における中心において圧延の影響が低
下する。そのため、鋼板の板厚が１００ｍｍを超えると、低温圧延が結晶粒微細化に与え
る効果は小さい。そのため、低温圧延によって結晶粒を微細化しようと試みても、鋼板の
板厚が２００ｍｍ超を超えてしまうと鋼板に狙い通りの効果を及ぼすことができなかった
。また、低温圧延は、変形抵抗を増大させ、鋼板内部の空隙を埋めるのを難しくする。そ
のため、低温圧延は、板厚２００ｍｍを超える鋼板の製造には適していない。
【０００７】
　特許文献７には、Ｃｅｑが０．５０～０．８０であり、化学元素の量によって決定され
るパラメータβが８．４５～１５．２であり、鋼板の板厚中心部における平均結晶粒径が
３５μｍ以下であり、板厚が２５～２００ｍｍである高張力鋼板が開示されている。また
、この特許文献７には、平均結晶粒径が３５μｍ以下となるように、９００～１１５０℃
の温度範囲における累積圧下率を５０％以上まで高める方法が開示されている。しかしな
がら、上述のように、鋼板の板厚が大きくなる程、鋼板の板厚方向における中心において
圧延の影響が低下する。加えて、特許文献７に開示されているように、鋼板の板厚が２０
０ｍｍを超えると、板厚中心部の冷却速度が著しく低下して結晶粒の粗大化が生じる。そ
のため、特許文献７では、鋼板の板厚が２００ｍｍ超を超えてしまうと鋼板に狙い通りの
効果を及ぼすことができない。
【０００８】
　特許文献８には、再結晶によって微細で均一なオーステナイト粒が得られるように、焼
入れ処理を２回以上実施する方法が開示されている。しかしながら、非特許文献１及び非
特許文献２に示されるように、低合金鋼に於いては加熱速度が低下すると再加熱が結晶粒
微細化に与える効果が減じられる。また、特許文献８には、板厚が５０ｍｍである高張力
鋼板が開示されている。しかしながら、鋼板の板厚が厚くなるほど加熱速度は低下する。
そのため、板厚２００ｍｍを超える鋼板の製造に於いては、２回以上の焼入れ処理を実施
しても結晶粒がほとんど微細化されず、製造コストが増えるだけである。したがって、特
許文献８に開示された方法では、鋼板の板厚が２００ｍｍ超を超えてしまうと鋼板に狙い
通りの効果を及ぼすことができなかった。
【０００９】
　また、微細な残留オーステナイト粒にＮｉを濃化させて残留オーステナイトを安定化し
、鋼板の靭性を高める方法が知られている。例えば、特許文献９及び特許文献１０には、
板厚が１５０～２００ｍｍであり、残留オーステナイトの量が１～１０％であって、脆性
破壊（亀裂）の伝播を停止する特性が高い高張力鋼板が開示されている。また、これらの
特許文献には、微細な残留オーステナイトが形成されるように、オーステナイトに変態す
ることができる温度範囲（Ａｃ１よりも高い温度範囲）に鋼板を焼戻す方法が開示されて
いる。しかしながら、鋼板の板厚が２００ｍｍ超の場合には、鋼板の板厚中心部において
、オーステナイトの粒径が粗大になったり、オーステナイトへのＮｉの濃化が不十分にな
ったりする。そのため、残留オーステナイトの安定性が低下し、鋼板の板厚中心部におけ
る靭性が低下してしまう。また、残留オーステナイトの安定性を高めるためには、Ｎｉの
量を増やす必要があるため、コストが高くなりがちである。さらに、特許文献９には、微
細なオーステナイトが得られるように、仕上圧延の温度範囲を７００～８５０℃に、この
温度範囲における累積圧下率を２５～７５％に限定する方法が開示されている。このよう
に、特許文献９では、低温圧延が利用されているので、特許文献９の方法は、板厚２００
ｍｍを超える鋼板の製造には適していない。
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【００１０】
　上述のように、従来の方法では、鋼板の板厚が２００ｍｍを超えると、引張強度が７８
０ＭＰａ以上である低温靭性に優れた高張力鋼板を得ることができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】日本国特開２０１３－９１８４５号公報
【特許文献２】日本国特開２０１１－２０２２１４号公報
【特許文献３】日本国特許第２６６２４０９号
【特許文献４】日本国特開２０１３－１０４０６５号公報
【特許文献５】日本国特許第５５５２９６７号
【特許文献６】日本国特開平６－２４０３５３号公報
【特許文献７】日本国特許第５５９０２７１号
【特許文献８】日本国特開平１０－２６５８４６号公報
【特許文献９】日本国特許第３３３６８７７号
【特許文献１０】日本国特許第３３２７０６５号
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】本間亮介　「Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ－Ｖ鋼のオーステナイト結晶粒の挙動に
およぼすＮｉの影響」　鉄と鋼　Ｖｏｌ．５８（１９７２）　Ｎｏ．１　ｐ．１１９
【非特許文献２】松田昭一ら　「低炭素低合金鋼の逆変態」　鉄と鋼　Ｖｏｌ．６０（１
９７４）　Ｎｏ．２　ｐ．６０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、板厚が２００ｍｍ超であり、低温
靭性に優れ、強度が高い鋼板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】
【００１４】
　本発明者らは、鋼板の板厚が２００ｍｍ超であっても、鋼板の板厚中央部に高い強度と
高い低温靭性とを付与できる新たな化学組成及び組織を見出した。また、本発明者らは、
この新たな化学組成が従来の厚鋼板に高い強度と高い低温靭性とを付与してきた化学組成
と異なっており、その新たな化学組成を有する鋼に従来法とは異なる新たな方法を適用す
ることが好適であることを見出した。
【００１５】
　本発明は、これらの知見をもとになされたものであり、その要旨は、以下の通りである
。
【００１６】
（１）本発明の一態様に係る鋼板は、質量％にて、Ｃ：０．０８％～０．１５％、Ｍｎ：
０．８０％～１．６０％、Ｎｉ：３．００％～４．５０％、Ｃｒ：０．５０％～１．００
％、Ｍｏ：０．５０％～１．００％、Ａｌ：０．０２０％～０．０８５％、Ｎ：０．００
２０％～０．００７０％、Ｂ：０．０００５％～０．００２０％、Ｐ：０．０００％～０
．０１０％、Ｓ：０．０００％～０．００３％、Ｓｉ：０．００％～０．３０％、Ｃｕ：
０．００％～０．５０％、Ｖ：０．０００％～０．０５０％、Ｎｂ：０．０００％～０．
０５０％、Ｔｉ：０．０００％～０．０２０％、Ｃａ：０．００００％～０．００３０％
、Ｍｇ：０．００００％～０．００３０％、ＲＥＭ：０．００００％～０．００３０％を
含有し、残部がＦｅ及び不純物からなる化学組成を有し、板厚ｔｍｍが２００ｍｍ超かつ
３００ｍｍ以下であり、前記化学組成では、下記式１で定義されるＴｓが３８０～４３０
であり、下記式２で定義されるＣｅｑが０．８５～１．０５であり、下記式３で定義され
るＡｃ１が５８０～６４７であり、下記式４で定義されるｘが４６～９０であり、面積％
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で、マルテンサイトとベイナイトとの合計量が９９％～１００％であり、引張強度が７８
０ＭＰａ～９３０ＭＰａであり、板厚中心部の－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸
収エネルギーが６９Ｊ以上である。
Ｔｓ＝７５０－４２４０×（ｔ／２）－１．４×（８０×Ｃ＋１０×Ｍｎ＋７×Ｎｉ＋１
３×Ｃｒ＋１３×Ｍｏ－４０×Ｓｉ）・・・式１
Ｃｅｑ＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｃｕ＋Ｎｉ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・式２
Ａｃ１＝７２０－２５×Ｃ＋２２×Ｓｉ－４０×Ｍｎ－３０×Ｎｉ＋２０×Ｃｒ＋２５×
Ｍｏ・・・式３
ｘ＝Ｃ１／２×（１＋０．６４×Ｓｉ）×（１＋４．１０×Ｍｎ）×（１＋０．２７×Ｃ
ｕ）×（１＋０．５２×Ｎｉ）×（１＋２．３３×Ｃｒ）×（１＋３．１４×Ｍｏ）・・
・式４
【００１７】
（２）上記（１）に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、Ｔｉ／Ｎ≦３．４を満た
してもよい。
【００１８】
（３）上記（１）または（２）に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、
　Ｃ：０．０９％～０．１３％を満たしてもよい。
【００１９】
（４）上記（１）～（３）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、
Ｍｎ：０．８０％～１．３０％を満たしてもよい。
【００２０】
（５）上記（１）～（４）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、
Ｎｉ：３．６０％～４．５０％を満たしてもよい。
【００２１】
（６）上記（１）～（５）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、
Ｃｒ：０．７５％～１．００％を満たしてもよい。
【００２２】
（７）上記（１）～（６）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、
Ｍｏ：０．７０％～１．００％を満たしてもよい。
【００２３】
（８）上記（１）～（７）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、
Ｓｉ：０．００％～０．１０％を満たしてもよい。
【００２４】
（９）上記（１）～（８）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに、
Ｖ：０．０２０％～０．０５０％を満たしてもよい。
【００２５】
（１０）上記（１）～（９）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さらに
、Ｔｉ：０．０００％～０．００４％を満たしてもよい。
【００２６】
（１１）上記（１）～（１０）のいずれか一項に記載の鋼板では、前記化学組成が、さら
に、前記Ｔｓが３９５～４１５であるという条件を満たしてもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、板厚が２００ｍｍ超であり、低温靭性に優れ、強度が高い鋼板を提供
することができる。そのため、より規模の大きな構造物の安全性をより高めることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】ＴｓとｖＥ－６０℃との間の関係の一例を示す図である。
【図２】ＣｅｑとｖＥ－６０℃との間の関係の一例を示す図である。
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【図３】ｘとｖＥ－６０℃との間の関係の一例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る高強度鋼板の組織を示す写真である。
【図５】Ｔｓが焼入れ組織に与える効果を一例として模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の一実施形態に係る鋼板（高張力鋼板）について説明する。
【００３１】
　始めに、本実施形態に係る鋼板の化学組成について説明する。以下において、各化学元
素の量（％）は質量％で示されている。
【００３２】
Ｃ：０．０８％～０．１５％
　Ｃは、焼き入れ後の鋼板の組織の硬さを高めるため、強度向上に有効である。そのため
、Ｃの量が０．０８％以上であることが必要である。一方で、Ｃの量が過剰であると靭性
を損なうため、Ｃの量が０．１５％以下であることが必要である。したがって、Ｃの量は
、０．０８％～０．１５％である。強度をより高めるために、Ｃの量は、０．０９％以上
又は０．１０％以上であると好ましい。また、靭性をより高めるために、Ｃの量は、０．
１４％以下であると好ましく、０．１３％以下又は０．１２％以下であるとより好ましい
。
【００３３】
　Ｍｎ：０．８０％～１．６０％
 　Ｍｎは、脱酸にも焼入れ性の改善にも有効である。鋼の焼入れ性を高めて強度を向上
させるために、Ｍｎの量が０．８０％以上であることが必要である。Ｍｎの量を、０．８
５％以上、０．９０％以上、０．９５％以上、１．００％以上、１．０５％以上又は１．
１０％以上としてもよい。一方で、Ｍｎの量が過剰であると、焼入れ性が過剰であり、組
織が硬質になる。また、過剰な量のＭｎは、焼戻し脆性を助長するので、硬質な組織と焼
戻し脆性との相乗効果により鋼の靭性が低下する。そのため、Ｍｎの量が１．６０％以下
であることが必要である。したがって、Ｍｎの量は、０．８０％～１．６０％である。靭
性をより高めるために、Ｍｎの量は、１．５０％以下であると好ましく、１．４０％以下
であるとより好ましく、１．３５％以下又は１．３０％以下であると最も好ましい。必要
に応じて、Ｍｎの量を１．２５％以下又は１．２０％以下としてもよい。
【００３４】
　Ｎｉ：３．００％～４．５０％
　Ｎｉは、鋼の強度および靭性を向上するのに有効であり、Ｎｉの量が３．００％以上で
あることが必要である。Ｎｉの量が過度であると、Ａｃ１の低下により焼戻し温度を低く
する必要があるので、焼戻し時間が長くなる。また、Ｎｉは、オーステナイトを安定化さ
せるので、残留オーステナイトが残存する虞がある。加えて、Ｎｉは、高価である。その
ため、Ｎｉの量が過剰であると、製造コストが悪化する。そのため、Ｎｉの量が４．５０
％以下であることが必要である。したがって、Ｎｉの量は、３．００％～４．５０％であ
る。また、鋼の強度及び靭性をより高める場合、Ｎｉの量が３．１５％以上、３．３０％
以上、３．４０％以上又は３．５０％以上であると好ましく、３．６０％以上であるとよ
り好ましい。Ｎｉの量は、４．３０％以下、４．１５％以下、４．００％以下、３．９０
％以下又は３．８０％以下としてもよい。
【００３５】
　Ｃｒ：０．５０％～１．００％
　Ｍｏ：０．５０％～１．００％
　Ｃｒ及びＭｏは、鋼の焼入れ性を改善し強度を向上させる。Ｃｒの量は０．５０％以上
であることが必要であり、Ｍｏの量は０．５０％以上であることが必要である。一方、Ｃ
ｒの量もしくはＭｏの量が過剰であると、合金炭化物の形成により靭性が低下する。その
ため、Ｃｒの量が１．００％以下であることが必要であり、Ｍｏの量が１．００％以下で
あることが必要である。したがって、Ｃｒの量は、０．５０％～１．００％であり、Ｍｏ
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の量は、０．５０％～１．００％である。また、鋼の強度を安定的に高めるために、Ｃｒ
の量が、０．６０％以上であると好ましく、０．６５％以上、０．７０％以上、０．７５
％以上又は０．８０％以上であるとより好ましい。Ｃｒの量は、０．９６％以下、０．９
４％以下又は０．９１％以下としてもよい。同様に、Ｍｏの量が、０．６０％以上である
と好ましく、０．７０％以上、０．７５％以上、０．８０％以上又は０．８５％以上であ
るとより好ましい。Ｍｏの量は、０．９６％以下、０．９４％以下、０．９２％以下又は
０．９０％以下としてもよい。
【００３６】
　Ａｌ：０．０２０％～０．０８５％
　Ａｌは、脱酸に有効であり、鋼中の固溶Ｎと結びついてＡｌＮを形成する。このＡｌＮ
が結晶粒を細粒にし、鋼中の固溶Ｎの量の低下によって鋼の焼入れ性に与えるＢの効果が
安定化する。そのため、Ａｌの量が０．０２０％以上であることが必要である。一方、Ａ
ｌの量が過剰であると、ＡｌＮのサイズが大きすぎるため、靭性が低下し、鋳片に割れが
生じる。そのため、ＡｌＮの量が０．０８５％以下であることが必要である。したがって
、Ａｌの量は、０．０２０％～０．０８５％である。Ｂの焼入れ性向上効果をさらに高め
るため、Ａｌの量を０．０３０％以上、０．０４０％以上又は０．０４５％以上としても
よい。粗大なＡｌＮが生成するのをより確実に防止するため、Ａｌの量の上限を０．０７
０％、０．０６５％又は０．０６０％としてもよい。
【００３７】
　Ｎ：０．００２０％～０．００７０％
　Ｎは、合金元素と結びついて化合物（窒化物及び炭窒化物）を形成し結晶粒を細粒にす
る。そのため、Ｎの量が０．００２０％以上であることが必要である。一方で、Ｎの量が
過剰であると、鋼中に固溶Ｎが過剰になったり、化合物（窒化物及び炭窒化物）が粗大に
なったりするため、鋼の靭性が低下する。そのため、Ｎの量が０．００７０％以下である
ことが必要である。したがって、Ｎの量は、０．００２０％～０．００７０％である。Ｎ
の量を０．００２５％以上、０．００３０％以上又は０．００４０％以上としてもよく、
０．００６５％以下又は０．００６０％以下としてもよい。
【００３８】
　Ｂ：０．０００５％～０．００２０％
　鋼がＢを微量含有すると、鋼の焼入れ性が改善し強度が向上する。そのため、Ｂの量が
０．０００５％以上であることが必要である。しかし、Ｂの量が過剰になった場合、金属
の炭硼化物が形成され焼入れ性が低下する。そのため、Ｂの量が０．００２０％以下であ
ることが必要である。したがって、Ｂの量は、０．０００５％～０．００２０％である。
焼入れ性をさらに高めるため、Ｂの量を０．０００７％以上又は０．０００８％以上とし
てもよい。焼入れ性をさらに最適化するために、Ｂの量を０．００１８％以下、０．００
１６％以下又は０．００１４％以下としてもよい。
【００３９】
　本実施形態の鋼板は、上記８種の化学元素（Ｃ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｎ、
Ｂ）を必須の化学元素として含む。これら必須の化学元素に加え、鋼が以下の化学元素を
任意に含んでもよい。
【００４０】
　Ｐ：０．０００％～０．０１０％
　Ｐは、鋼中の不純物であり、粒界脆化を助長し靭性を低下させる。このように、Ｐは鋼
の靭性に対して有害であるため、Ｐの量は出来るだけ少ないことが好ましい。そのため、
Ｐの量が０．０１０％以下であることが必要である。Ｐの量は、０．０００％であっても
構わない。したがって、Ｐの量は、０．０００％～０．０１０％である。Ｐの量を０．０
０７％以下又は０．００５％以下としてもよい。なお、Ｐの量を減らすと、精錬コストが
増大したり、生産性が低下したりするため、Ｐの量を０．０００５％以上又は０．００１
％以上としてもよい。
【００４１】
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　Ｓ：０．０００％～０．００３％
　Ｓは、鋼中の不純物であり、Ｓの偏析および硫化物が靭性を低下させる。そのため、Ｓ
の量は、出来るだけ少ないことが好ましい。よって、Ｓの量が０．００３％以下であるこ
とが必要である。Ｓの量は、０．０００％であっても構わない。したがって、Ｓの量は、
０．０００％～０．００３％である。Ｓの量を０．００２％以下としてもよい。なお、Ｓ
の量を減らすと、精錬コストが増大したり、生産性が低下したりするため、Ｓの量を０．
０００４％以上又は０．０００６％以上としてもよい。
【００４２】
　Ｓｉ：０．００％～０．３０％
　Ｓｉの量が過剰であると、焼戻し脆性を助長し靭性を低下させる。そのため、Ｓｉの量
が０．３０％以下であることが必要である。一方、Ｓｉの量が０．００％でも構わない。
したがって、Ｓｉの量は、０．００％～０．３０％である。なお、Ｓｉは、脱酸にも強度
改善にも有効であるので、鋼がＳｉを任意に含んでもよい。溶鋼を精錬する際の脱酸効率
を高めるために、Ｓｉの量が０．０１％以上、０．０２％以上又は０．０３％以上であっ
てもよい。また、より安定的に靭性を高めるために、Ｓｉの量が０．２５％以下であると
好ましく、０．２０％以下、０．１５％又は０．１０％以下であるとより好ましい。
【００４３】
　Ｃｕ：０．００％～０．５０％
　Ｃｕの量が過剰であると、熱間加工時に割れが生じるほか金属Ｃｕが析出して靭性が低
下する。そのため、Ｃｕの量が０．５０％以下であることが必要である。Ｃｕの量が０．
５０％以下であれば、低温靭性を損なうことなく鋼の強度を高めることができる。また、
Ｃｕの量が増加するとＣｅｑが大きくなるので、焼入れ時にフェライトが生成するのをよ
り安定して抑制することができる。そのため、鋼がＣｕを任意に含んでもよい。但し、Ｃ
ｕが鋼の強度及びＣｅｑに与える効果は、Ｃｕを他の合金元素に代替しても得ることが可
能である。そのため、Ｃｕの量は、０．００％でも構わない。したがって、Ｃｕの量は、
０．００％～０．５０％である。なお、原料として用いられる溶鋼にＣｕが含まれる場合
、精錬によってＣｕの量を０．００％まで低減するのは困難であるため、Ｃｕの量を０．
０１％以上、０．０２％以上又は０．０６％以上としてもよい。Ｃｕの量を０．４５％以
下、０．４０％以下、０．３５％以下又は０．０３０％以下としてもよい。
【００４４】
　Ｖ：０．０００％～０．０５０％
　Ｖの量が過剰であると、合金炭化物の形成により靭性が低下する。そのため、Ｖの量が
０．０５０％以下であることが必要である。一方、Ｖは、炭化物を形成したり、焼入れ性
を改善したりするため、鋼の強度を向上させる。また、Ｖの量が増加するとＣｅｑが大き
くなるので、焼入れ時にフェライトが生成するのをより安定して抑制することができる。
そのため、鋼がＶを任意に含んでもよい。但し、Ｖが鋼の強度及びＣｅｑに与える効果は
、Ｖを他の合金に代替しても得ることが可能である。そのため、Ｖの量は、０．０００％
でも構わない。したがって、Ｖの量は、０．０００％～０．０５０％である。なお、原料
として用いられる溶鋼にＶが含まれる場合、精錬によってＶの量を０．０００％まで低減
するのは困難であるため、Ｖの量を０．００３％以上又は０．００５％以上としてもよい
。鋼の強度を安定的に高めるために、Ｖの量が０．０１０％以上であるとより好ましく、
Ｖの量が０．０２０％以上であると最も好ましい。Ｖの上限を０．０４５％、０．０４０
％又は０．０３５％としてもよい。
【００４５】
　Ｎｂ：０．０００％～０．０５０％
　Ｎｂは、炭窒化物を形成し、鋼内部の結晶粒を細粒にする。そのため、鋼がＮｂを任意
に含んでもよい。一方で、Ｎｂの量は０．０００％であっても構わない。しかし、Ｎｂの
量が過剰であると、炭窒化物のサイズが大きくなり靭性が低下する。そのため、Ｎｂの量
が０．０５０％以下であることが必要である。したがって、Ｎｂの量は、０．０００％～
０．０５０％である。Ｎｂが結晶粒微細化に与える効果を鋼に付与する場合、Ｎｂの量を
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０．００１％としてもよい。この場合、Ｎｂの上限を０．０４０％、０．０３５％、０．
０３０％又は０．０２５％としてもよい。Ｎｂによる結晶粒微細化効果が不要な場合など
、Ｎｂの意図的な添加を行わないこともできる。
【００４６】
　Ｔｉ：０．０００％～０．０２０％
　Ｔｉは、安定な窒化物を形成し、結晶粒を細粒にする。そのため、鋼がＴｉを任意に含
んでもよい。一方で、Ｔｉの量は０．０００％であっても構わない。しかし、Ｔｉの量が
過剰であると、窒化物のサイズが大きくなり靭性が低下する。そのため、Ｔｉの量が０．
０２０％以下であることが必要である。したがって、Ｔｉの量は、０．０００％～０．０
２０％である。Ｔｉが結晶粒微細化に与える効果を鋼に付与する場合、Ｔｉの量を０．０
０１％以上としてもよい。また、ＡｌＮによっても結晶粒微細化を達成できるため、Ｔｉ
の量は、０．０１０％以下であってもよく、０．００４％以下又は０．００２％以下であ
ってもよい。Ｔｉによる結晶粒微細化効果が不要な場合など、Ｔｉの意図的な添加を行わ
ないこととしてもよい。
【００４７】
　Ｃａ：０．００００％～０．００３０％
　Ｍｇ：０．００００％～０．００３０％
　ＲＥＭ：０．００００％～０．００３０％
　Ｃａ、Ｍｇ、ＲＥＭは、何れもＳなどの有害不純物と結合し、無害な介在物を形成する
ため、鋼の機械的性質を改善する。そのため、鋼がＣａ、Ｍｇ、ＲＥＭからなる群から選
択される少なくとも１種を任意に含んでもよい。一方で、Ｃａの量、Ｍｇの量、ＲＥＭの
量は、何れも０．００００％であっても構わない。これら化学元素の量が過剰であると、
鋳造ノズルなどの耐火物が溶損する。そのため、Ｃａの量、Ｍｇの量、ＲＥＭの量は、何
れも０．００３０％以下であることが必要である。したがって、Ｃａの量、Ｍｇの量、Ｒ
ＥＭの量は、何れも０．００００％～０．００３０％である。Ｃａ、Ｍｇ、ＲＥＭが鋼の
機械的性質に与える効果を鋼に付与する場合、Ｃａの量、Ｍｇの量、ＲＥＭの量は、何れ
も０．０００１％以上であると好ましい。この効果は、これら化学元素の量がそれぞれ０
．００３０％に達すると飽和する。Ｃａ、Ｍｇ、ＲＥＭの意図的な添加を行わないことと
してもよい。
【００４８】
　その他一部の化学元素は、本実施形態の鋼板の特性に実質的に不利な効果を与えない限
りにおいて、本実施形態の鋼板に含まれてもよい。例えば、その許容量としては、Ｗの量
が０．００％～０．１０％であり、Ｃｏの量が０．００％～０．１０％であり、Ｓｂの量
が０．０００％～０．０１０％であり、Ａｓの量が０．０００％～０．０１０％であり、
Ｓｎの量が０．０００％～０．０１０％であり、Ｐｂの量が０．０００％～０．０５０％
である。これらの化学元素は、例えば、スクラップ等から溶鋼に混入されることがある。
Ｗの量又はＣｏの量は、それぞれ０．０５％以下、０．０２％以下、０．０１％以下又は
０．００５％以下としてもよい。
【００４９】
　本実施形態の鋼板は、上記８種の必須の化学元素を含有し、残部がＦｅ及び不純物から
なる化学組成、もしくは、上記８種の必須の化学元素と上記任意の化学元素からなる群か
ら選択される少なくとも１種とを含有し、残部がＦｅ及び不純物からなる化学組成を有し
ている。本実施形態に係る鋼板では、さらに、この化学組成が以下の条件を満たす必要が
ある。
【００５０】
　Ｔｓ：３８０～４３０
　Ｔｓは、下記式５によって定義され、板厚が２００ｍｍを超える鋼板が水冷で焼入れさ
れた後の鋼板の組織と比較的強い相関がある。Ｔｓが過度に低い場合には、組織がマルテ
ンサイト主体となり、鋼板の靭性が低下する。そのため、図１に示されるように、Ｔｓが
３８０以上であることが必要である。一方、Ｔｓが過度に高い場合には、組織が上部ベイ
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ナイト主体となり、鋼板の強度及び靭性が低下する。そのため、図１に示されるように、
Ｔｓが４３０以下であることが必要である。したがって、Ｔｓの範囲は、３８０～４３０
である。このようにＴｓの範囲を３８０～４３０と定義しているため、Ｔｓそれ自体は無
次元量である。そのため、Ｔｓの単位を限定する必要はない。仮にＴｓに単位を付与する
とすれば、Ｔｓの単位は、ｍｍ－１．４・％である。また、鋼板の靭性をより安定的に高
めるために、Ｔｓが３８５以上、３９０以上、３９５以上又は４００以上であると好まし
い。同様の理由で、Ｔｓが４２５以下、４２０以下、４１５以下又は４１２以下であると
好ましい。
Ｔｓ＝７５０－４２４０×（ｔ／２）－１．４

×（８０×Ｃ＋１０×Ｍｎ＋７×Ｎｉ＋１３×Ｃｒ＋１３×Ｍｏ－４０×Ｓｉ）　　‥‥
式５
　ここで、ｔは、鋼板の板厚ｍｍであり、各元素記号は、対応する化学元素の量％である
。
【００５１】
　Ｃｅｑ：０．８０～１．０５
　Ｃｅｑは、下記式６によって定義され、鋼の焼入れ性を表す。Ｃｅｑが低すぎると、フ
ェライトが晶出し、鋼板の強度及び低温靭性が十分でない。そのため、図２に示されるよ
うに、Ｃｅｑが０．８０以上であることが必要である。一方、Ｃｅｑが高すぎると、鋼板
の強度が高くなりすぎるとともに鋼板の靭性が著しく低下する。そのため、図２に示され
るように、Ｃｅｑが１．０５以下であることが必要である。したがって、Ｃｅｑの範囲は
、０．８０～１．０５である。このようにＣｅｑの範囲を０．８０～１．０５と定義して
いるため、Ｃｅｑそれ自体は、無次元量である。そのため、Ｃｅｑの単位を限定する必要
はない。仮にＣｅｑに単位を付与するとすれば、Ｃｅｑの単位は、％である。また、鋼板
の強度及び低温靭性をさらに高めるために、Ｃｅｑが０．８０超であると好ましく、Ｃｅ
ｑが０．８５以上、０．８６以上、０．８７以上又は０．８９以上であるとより好ましい
。Ｃｅｑの上限は１．０２、０．９９、０．９６又は０．９４としてもよい。
Ｃｅｑ＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｃｕ＋Ｎｉ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５　　‥‥式６
　ここで、各元素記号は、対応する化学元素の量％である。
【００５２】
　ｘ：４６～９０
　ｘは、下記式７によって定義され、鋼の焼入れ性を表す。ｘが低すぎると、上部ベイナ
イトの量が増加し、鋼板の低温靭性が十分でない。そのため、図３に示されるように、ｘ
が４６以上であることが必要である。一方、ｘが高すぎると、マルテンサイトの量が多く
なりすぎるため、鋼板の低温靭性が十分でない。そのため、図３に示されるように、ｘが
９０以下であることが必要である。したがって、ｘの範囲は、４６～９０である。このよ
うにｘの範囲を４６～９０と定義しているため、ｘそれ自体は、無次元量である。そのた
め、ｘの単位を限定する必要はない。仮にｘに単位を付与するとすれば、ｘの単位は、％
６．５である。ｘの下限を５０，５３、５６、５９、６１又は６３としてもよく、ｘの上
限を８５、８２、７９、７６又は７３としてもよい。
ｘ＝Ｃ１／２×（１＋０．６４×Ｓｉ）×（１＋４．１０×Ｍｎ）×（１＋０．２７×Ｃ
ｕ）×（１＋０．５２×Ｎｉ）×（１＋２．３３×Ｃｒ）×（１＋３．１４×Ｍｏ）・・
・式７
　ここで、各元素記号は、対応する化学元素の量％である。
【００５３】
　β
　βは、下記式８によって定義され、鋼の焼入れ性を表す。βが低すぎると、焼入れ組織
が上部ベイナイト主体となり、鋼板の強度及び低温靭性が十分でない。そのため、βが２
２以上であることが必要である。一方、βが高すぎると、焼入れ組織がマルテンサイト主
体となり、鋼板の低温靭性が十分でない。そのため、βが６０以下であることが必要であ
る。したがって、βの範囲は、２２～６０である。但し、本実施形態では、Ｓｉの量が０
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．００％～０．３０％であり、ｘが４６～９０であるため、βの範囲は、必ず２２～６０
となる。したがって、βの範囲を限定する必要はない。なお、βの範囲を２２～６０と定
義しているため、βそれ自体は、無次元量である。そのため、βの単位を限定する必要は
ない。仮にβに単位を付与するとすれば、βの単位は、％６．５である。βの下限を２５
、２８、３１又は３４としてもよく、βの上限を５６、５３、５０又は４８としてもよい
。
β＝０．６５×Ｃ１／２×（１＋０．２７×Ｓｉ）×（１＋４．１０×Ｍｎ）×（１＋０
．２７×Ｃｕ）×（１＋０．５２×Ｎｉ）×（１＋２．３３×Ｃｒ）×（１＋３．１４×
Ｍｏ）・・・式８
　ここで、各元素記号は、対応する化学元素の量％である。
【００５４】
　Ａｃ１：５８０～６４７
　Ａｃ１は、鋼を加熱する際にオーステナイト変態が始まる温度を示し、下記式９により
定義される。焼戻しマルテンサイト及び焼戻しベイナイトを含む組織を有する鋼では、Ａ
ｃ１が５８０よりも低いと、不純物が結晶粒界に偏析し、鋼の低温靭性が十分でない。そ
のため、Ａｃ１が５８０以上であることが必要である。なお、本実施形態では、Ｃの量、
Ｓｉの量、Ｍｎの量、Ｎｉの量、Ｃｒの量及びＭｏの量が上述の範囲内であることが必要
であるので、Ａｃ１は、６４７以下である。したがって、Ａｃ１の範囲は、５８０～６４
７である。このようにＡｃ１の範囲を５８０～６４７と定義しているため、Ａｃ１それ自
体は、無次元量である。そのため、Ａｃ１の単位を限定する必要はない。Ａｃ１に単位を
付与する場合、Ａｃ１の単位は、℃である。Ａｃ１の上限を６４０、６３５、６３０又は
６２５としてもよく、その下限を５８５、５９０又は５９５としてもよい。
Ａｃ１＝７２０－２５×Ｃ＋２２×Ｓｉ－４０×Ｍｎ－３０×Ｎｉ＋２０×Ｃｒ＋２５×
Ｍｏ‥‥式９
　ここで、各元素記号は、対応する化学元素の量％である。
【００５５】
　Ｔｉ／Ｎ
　鋼にＴｉを添加する場合、ＴｉがＮと結びついてＴｉＮが生成する。この反応において
Ｎに対するＴｉの比率が化学量論比（３．４）よりも小さいと、ＴｉがＮ以外の化学元素
（例えば、Ｃ）と結びつくのを抑止することができる。そのため、ＴｉＮが結晶粒微細化
に与える効果を安定的に得ることができ、より低温靭性を高めることができる。そのため
、鋼の化学組成がＴｉ／Ｎ≦３．４を満たすと好ましい。
【００５６】
　次に、本実施形態に係る鋼板の組織について説明する。
　マルテンサイトとベイナイトとの合計量：９９％～１００％
　マルテンサイト及びベイナイトは、鋼板の強度を高める。そのため、マルテンサイトと
ベイナイトとの合計量が９９％～１００％であることが必要である。組織の残部には、フ
ェライト、パーライト、残留オーステナイトが含まれる場合がある。この残部の量（フェ
ライトとパーライトと残留オーステナイトとの合計量）は、０％～１％である。この残部
の量を０．５％以下、０．２％以下又は０．１％以下としてもよい。すなわち、マルテン
サイトとベイナイトとの合計量を９９．５％以上、９９．８％以上又は９９．９％以上と
してもよい。この残部の量が０％つまりマルテンサイト及びベイナイトの合計量が１００
％であると最も好ましい。
【００５７】
　金属組織には、マルテンサイトとベイナイトとパーライトとフェライトと残留オーステ
ナイトとが含まれる可能性がある。本実施形態では、マルテンサイトとベイナイトとの合
計量が９９％以上であるため、これら２つの組織の合計量を直接特定するのは極めて困難
である。そこで、残部の量、すなわち、フェライトとパーライトと残留オーステナイトと
の合計量を予め下記の方法によって決定する。その後、これら３つの組織の合計量を１０
０％から差し引くことによりマルテンサイトとベイナイトとの合計量が計算される。
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【００５８】
　フェライトの量及びパーライトの量は、面積分率（面積％）により表現され、５００倍
の倍率で光学顕微鏡を通じて撮影された写真から決定される。試料は、鋼板のエッジから
１００ｍｍ超離れた位置の板厚中心部から採取する。この試料の縦断面（板厚方向及び圧
延方向を含む面；巾方向に垂直な面）がナイタールによりエッチングされ、このエッチン
グされた表面から３視野が撮影される。なお、この３つの視野は、互いに重複する領域が
ないように決定される。例えば、フェライトの量は、光学顕微鏡写真中の白い色の領域（
フェライトの領域）を積算した後、積算された面積を測定面積で除し、得られた面積分率
を平均することにより決定される。
【００５９】
　残留オーステナイトの量は、体積分率（体積％）により表現され、Ｘ線回折法により測
定される。試料は、鋼板のエッジから１００ｍｍ超離れた位置の板厚中心部から採取する
。この試料の縦断面（板厚方向及び圧延方向を含む面；巾方向に垂直な面）に対してＸ線
を入射させ、得られたデータから残留オーステナイトの体積分率を決定する。このオース
テナイトの体積分率（体積％）を、残留オーステナイトの面積分率（面積％）と同一視し
、残留オーステナイトの面積分率を決定する。なお、残留オーステナイトの量が、痕跡程
度であり、定量できない場合には、０％であると見なす。このため、マルテンサイトとベ
イナイトとの合計量も、面積分率（面積％）により表現される。なお、本実施形態に係る
鋼板では、採用可能な化学組成範囲の大部分において定量可能な量の残留オーステナイト
が生じる可能性は殆どない。このような場合には、Ｘ線回折法による測定を省略すること
ができる。
【００６０】
　なお、板厚中心部（ｔ／２部）は、鋼板表面から板厚方向に板厚の半分だけ離れた鋼板
内の位置を意味する。この板厚中心部では、マルテンサイト及びベイナイトを生成させる
のが最も困難である。そのため、板厚中心部において、マルテンサイトとベイナイトとの
合計量が９９％～１００％であれば、鋼板表面からの深さ（厚さ）が１ｍｍ程度以下の脱
炭層を除く鋼板全体にわたってマルテンサイトとベイナイトとの合計量が９９％～１００
％であると見なすことができる。そのため、板厚中心部についてのみ組織を評価すれば十
分である。
【００６１】
　本実施形態に係る鋼板の組織の例を図４に示す。この図では、フェライト及びパーライ
トが観察されない。Ｘ線回折法で残留オーステナイトが定量できなかった場合、フェライ
トとパーライトと残留オーステナイトとの合計量が０％であるため、マルテンサイトとベ
イナイトとの合計量が１００％である。
【００６２】
　引張強度：７８０ＭＰａ～９３０ＭＰａ
　板厚中心部の－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸収エネルギー：６９Ｊ以上
　本実施形態では、鋼板の引張強度が７８０ＭＰａ～９３０ＭＰａであり、板厚中心部の
－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸収エネルギーが６９Ｊ以上であることが必要で
ある。この理由を以下に説明する。
【００６３】
　焼戻し下部ベイナイトは、鋼板の強度と低温靭性とを最も効果的に高める。焼戻しマル
テンサイトも、鋼板の強度と低温靭性とを高める。但し、焼戻しマルテンサイトは、焼戻
し下部ベイナイトよりも鋼板の強度を高めるが、焼戻し下部ベイナイトほど鋼板の低温靭
性を高めない。そのため、鋼板が、焼戻し下部ベイナイトからなる組織、もしくは、焼戻
し下部ベイナイトと焼戻しマルテンサイトとからなる組織を有すると最も好ましい。焼戻
し下部ベイナイトと焼戻しマルテンサイトとの合計量が十分であれば、鋼板が焼戻し上部
ベイナイトを含んでもよい。但し、焼戻し上部ベイナイトは、焼戻し下部ベイナイトや焼
戻しマルテンサイトほど鋼板の強度及び低温靭性を高めない。そのため、焼戻し上部ベイ
ナイトの量はできる限り少ないと好ましい。一方、焼戻されないマルテンサイト（virgin
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 (untempered) martensite）、焼き戻されない上部ベイナイト（virgin (untempered) up
per bainite）及び焼戻されない下部ベイナイト（virgin (untempered) lower bainite）
は、低温靭性を大きく低下させる。そのため、焼戻されないマルテンサイト、焼き戻され
ない上部ベイナイト及び焼戻されない下部ベイナイトをできる限り減らす必要がある。な
お、本実施形態に係る鋼板では、鋼が焼き戻された場合において、後述の焼戻し温度がＡ
ｃ１を超えない限り、焼戻されないマルテンサイト、焼き戻されない上部ベイナイト及び
焼戻されない下部ベイナイトは存在しない。つまり、焼戻されないマルテンサイト、焼き
戻されない上部ベイナイト及び焼戻されない下部ベイナイトを生じさせないようにするた
めには、後述の焼戻し温度がＡｃ１を超えないように熱処理（焼戻し）をおこなえばよい
。焼戻されないマルテンサイト、焼き戻されない上部ベイナイト及び焼戻されない下部ベ
イナイトの合計は、０％であることが好ましい。
【００６４】
　したがって、上記のマルテンサイト及びベイナイト中の焼戻しマルテンサイト、焼戻し
上部ベイナイト、焼戻し下部ベイナイト、焼戻されないマルテンサイト、焼き戻されない
上部ベイナイト、焼戻されない下部ベイナイトの量を適切に制御する必要がある。しかし
ながら、組織分率を測定するために通常用いられる光学顕微鏡によって焼戻しマルテンサ
イト、焼戻し上部ベイナイト、焼戻し下部ベイナイト、焼戻されないマルテンサイト、焼
き戻されない上部ベイナイト及び焼戻されない下部ベイナイトを判別することは極めて困
難である。そのため、焼戻しマルテンサイト、焼戻し上部ベイナイト、焼戻し下部ベイナ
イト、焼戻されないマルテンサイト、焼き戻されない上部ベイナイト、焼戻されない下部
ベイナイトの量を適切に測定することは実質的に不可能である。但し、鋼板の化学組成が
上記条件を満たし、鋼板の引張強度が７８０ＭＰａ～９３０ＭＰａであり、板厚中心部の
－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸収エネルギーが６９Ｊ以上であれば、これら６
つの組織の量が適切であると見なすことができる。
【００６５】
　例えば、Ｔｓは、焼入れ組織と比較的強い相関があり、図５に示すように、Ｔｓの調整
によって焼入れ組織（マルテンサイト、下部ベイナイト、上部ベイナイトの量）のかなり
の部分が達成される。しかしながら、Ｔｓのみによって、完全に焼入れ組織が表現される
わけではないし、焼戻し後の組織が決定されるわけでもない。さらには、化学組成のみで
は、焼戻し後の組織（最終組織）中の析出物（例えば、炭化物や窒化物）の形態を表現す
ることができないが、本実施形態では、析出物が非常に微細であったり、粒径分布が非常
に広い場合もあったりするため、析出物の測定は極めて困難である。したがって、化学組
成と引張強度とシャルピー衝撃試験との組み合わせにより上記６つの組織の量及び析出物
の形態を表現する。したがって、上述のように、鋼板の引張強度が７８０ＭＰａ～９３０
ＭＰａであり、板厚中心部の－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸収エネルギーが６
９Ｊ以上であることが必要である。なお、板厚中心部の－６０℃でのシャルピー衝撃試験
による吸収エネルギーの上限は、限定する必要がなく、４００Ｊ以下であってもよい。な
お、焼戻しマルテンサイト及び焼戻されないマルテンサイトは、マルテンサイトの下位概
念であり、焼戻し上部ベイナイト、焼戻し下部ベイナイト、焼き戻されない上部ベイナイ
ト及び焼戻されない下部ベイナイトは、ベイナイトの下位概念である。
【００６６】
　鋼板中の上記６つの組織の量及び析出物の形態をさらに適切にするためには、鋼板の引
張強度が、９３０ＭＰａ未満であると好ましい。このような引張強度の好ましい上限は、
最も好ましいものまで順に並べると、９００ＭＰａ、８８０ＭＰａ、８７０ＭＰａである
。同様に、鋼板の降伏強度が、８８０ＭＰａ以下であると好ましい。このような降伏強度
の好ましい上限は、最も好ましいものまで順に並べると、８５０ＭＰａ、８３０ＭＰａ、
８１０ＭＰａである。また、鋼板の降伏強度は、６６５ＭＰａ以上又は６８５ＭＰａ以上
であると好ましい。
【００６７】
　引張強度は、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１に規定される引張試験により測定される。この試験
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では、ＪＩＳ　Ｚ　２２０１に規定される１４号引張試験片がｔ／４部から採取される。
この１４号引張試験片の長手方向（引張方向）は、Ｔ方向（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｄｉ
ｒｅｃｔｉｏｎ）、すなわち、圧延方向に垂直な方向（Ｃ方向）である。なお、ｔ／４部
は、鋼板表面から板厚方向に板厚の１／４だけ離れた鋼板内の位置を意味する。
【００６８】
　板厚中心部の－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸収エネルギーは、ＪＩＳ　Ｚ　
２２４２に規定されるシャルピー衝撃試験により測定される。この試験では、ＪＩＳ　Ｚ
　２２４２に規定されるシャルピー衝撃試験片が板厚中心部から採取される。このシャル
ピー衝撃試験片の長手方向は、Ｔ方向（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）、
すなわち、圧延方向に垂直な方向（Ｃ方向）である。また、Ｖノッチの深さ方向は、圧延
方向である。なお、板厚中心部の－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸収エネルギー
は、ｖＥ－６０℃と略すこともある。
【００６９】
　板厚：２００ｍｍ超かつ３００ｍｍ以下
　規模の大きな将来の構造物の安全性をより高めるには、鋼板を製造及び取扱い可能な限
りにおいて板厚ができる限り厚いと好ましい。そのため、板厚が２００ｍｍ超であること
が必要であり、板厚の好ましい下限は、最も好ましいものまで順に並べると、２１０ｍｍ
、２１５ｍｍ、２２０ｍｍ、２２５ｍｍ、または、２３０ｍｍである。一方、板厚が厚く
なりすぎると、高い強度及び優れた低温靭性を有する鋼板を製造するのがより困難になる
ことに加え、上述の化学組成が高い強度及び優れた低温靭性に対して与える効果が低下す
る。そのため、板厚が３００ｍｍ以下であることが必要であり、板厚の好ましい上限は、
最も好ましいものまで順に並べると、２９０ｍｍ、２８０ｍｍ、２７０ｍｍ、２６０ｍｍ
である。上記の理由より、板厚が、２００ｍｍ超かつ３００ｍｍ以下であることが必要で
ある。
【００７０】
　本実施形態に係る鋼板は、製造コストを低減する観点から下記実施形態に係る鋼板の製
造方法により製造すると好適である。
【００７１】
　次に、一実施形態に係る鋼板（高張力鋼板）の製造方法について述べる。
【００７２】
　まず、上記化学組成を有する溶鋼を鋳造してスラブを得る。このスラブは、連続鋳造す
ることによってあるいはインゴットを分塊圧延機で分塊することによって得られてもよい
。
【００７３】
　熱間圧延前にスラブを１２００℃以上の温度で均熱しない場合、鋼中に粗大なＡｌＮ（
１．５μｍ以上のＡｌＮ）が残存し、この粗大なＡｌＮが鋼板の靭性を低下させる。その
ため、熱間圧延前にスラブを１２００℃～１３８０℃で均熱する。板厚中心部においてＡ
ｌＮの粒径の最大値をより低減するためには、この均熱温度が１２５０℃以上であると好
ましい。また、生産性をより改善するためには、均熱温度が１３００℃以下であると好ま
しい。なお、１．５μｍ以上のＡｌＮがほとんど存在しないことを判断することは、極め
て困難である。例えば、透過電子顕微鏡を用いて１．５μｍ以上のＡｌＮを観察すること
はできるが、透過電子顕微鏡によって観察される領域は非常に小さい。そのため、現実的
な測定回数では、１．５μｍ以上のＡｌＮがほとんど存在しないことを判断することは不
可能である。一方で、１．５μｍ以上のＡｌＮがほとんど存在しないことは、板厚中心部
の－６０℃でのシャルピー衝撃試験による吸収エネルギー（６９Ｊ以上）によって確認す
ることができる。
【００７４】
　均熱後、スラブを熱間圧延し、２００ｍｍ超かつ３００ｍｍ以下の板厚を有する熱延鋼
板を中間製品として得る。目標とする板厚を除き、熱間圧延の条件は限定されない。鋼板
表面の品質を良好に保ちつつ圧下が結晶粒径等に与える効果を板厚中心部に対して十分に
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加えるためには、９５０℃～１２５０℃の温度から熱間圧延を開始すると好ましい。
【００７５】
　マルテンサイトとベイナイトとの合計量が９９％以上である組織を得るために、焼入れ
処理において、鋼板をＡｃ３℃以上の温度まで再加熱後３００℃未満の温度まで水冷する
。この焼入れ処理において鋼板をＡｃ３℃以上の温度まで再加熱すると、鋼板の組織がオ
ーステナイト単相に変わる。このオーステナイト単相の組織が焼き入れられると、オース
テナイトがマルテンサイトもしくはベイナイトに変態し、鋼板の組織が均一になる。焼入
れ処理では、十分な量のマルテンサイト及び下部ベイナイトを得るために、板厚中心部の
温度が８００℃から５００℃まで低下する間の板厚中心部における平均水冷速度を０．４
℃／ｓ～０．８℃／ｓとする必要がある。なお、この板厚中心部における温度及び水冷速
度は、伝熱計算により決定することができる。Ａｃ３は、下記式１０によって定義される
。
Ａｃ３＝９３７．２－４７６．２×Ｃ＋５６×Ｓｉ－１９．７×Ｍｎ－１６．３×Ｃｕ－
２６．６×Ｎｉ－４．９×Ｃｒ＋３８．１×Ｍｏ＋１２４．８×Ｖ＋１９８．４×Ａｌ＋
３３１５×Ｂ－１９．１×Ｎｂ＋１３６．３×Ｔｉ　　　‥‥式１０
　ここで、各元素記号は、対応する化学元素の量％である。
【００７６】
　熱延鋼板の靭性を高めるために、焼戻し処理において、焼入れ後の鋼板を５８０℃～Ａ
ｃ１℃の温度まで加熱し、その後５８０℃～Ａｃ１℃の温度から３００℃未満の温度まで
水冷する。Ａｃ１℃を超える温度まで鋼板を加熱すると、鋼板中にオーステナイトが生じ
、焼戻し処理後に焼戻しされないベイナイトが残存するため、鋼板の靭性が低下する。一
方、焼戻し温度が５８０℃未満であると、十分な量の焼戻し組織が得られなかったり、焼
戻し脆化が生じたりする。そのため、鋼板の靭性が十分でない。したがって、焼戻し温度
は、５８０℃～Ａｃ１℃であることが必要である。なお、Ａｃ１は、前述の式９で定義さ
れる。
【００７７】
　本実施形態では、熱延鋼板の板厚が２００ｍｍを超えるため、焼戻し処理における冷却
中にも偏析が進行して脆化が生じる。この脆化が生じる温度域は、主に３００℃～５００
℃である。そのため、熱間圧延後に鋼板がこの温度域をできる限り急速に通過することが
必要である。したがって、焼戻し処理においては、板厚中心部の温度が５００℃から３０
０℃まで低下する間の板厚中心部における平均水冷速度を０．３℃／ｓ～０．７℃／ｓと
する必要がある。なお、この板厚中心部における温度及び水冷速度は、伝熱計算により決
定することができる。また、鋼板表面における脆化を防ぐために、水冷を開始する際に鋼
板表面の温度を５８０℃以上とする必要がある。鋼板表面の温度は、放射温度計で実測す
る。
【実施例】
【００７８】
　表１～３に示す化学組成を有する鋼を溶製して得られた鋼片を表５に示す均熱温度で均
熱後、熱間圧延し、室温まで冷却して中間製品としての熱延鋼板を得た。さらに、表５に
示す条件で、この鋼板を再び加熱し、室温まで焼入れた。その後、表６に示す条件で、焼
入れられた鋼板を焼戻し、室温まで冷却して最終製品としての熱延鋼板（Ｎｏ．１～５０
）を得た。表５～６に、鋼片を均熱した温度と、焼入れのために鋼板を加熱した温度と、
焼入れ中の８００℃から５００℃までの平均水冷速度と、焼戻し温度と、焼戻し直後に水
冷が開始される温度（鋼板表面の温度）と、焼戻し直後の水冷中の５００℃から３００℃
までの平均水冷速度とを示す。熱延鋼板の板厚は、２１０ｍｍ～２７０ｍｍであった。
【００７９】
　その後、全ての鋼板のｔ／４部からＪＩＳ　Ｚ　２２０１に規定される１４号引張試験
片を長手方向がＴ方向と一致するように採取し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１に規定される引張
試験を実施した。加えて、全ての鋼板の板厚中心部からＪＩＳ　Ｚ　２２４２に規定され
るシャルピー衝撃試験片を長手方向がＴ方向と一致するように採取し、試験を実施した。
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この結果を表７に示す。
【００８０】
　さらに、板厚中心部から試験片を採取し、この試験片をナイタールによりエッチングし
た。このエッチングされた試験片を圧延方向に直交する巾方向から光学顕微鏡を用いて観
察した。光学顕微鏡の倍率は、５００倍であり、測定視野は、３つであった。なお、視野
が重複しないように圧延方向にのみ試料を移動させて３つの視野の光学顕微鏡写真を撮影
した。これらの光学顕微鏡写真からフェライトならびにパーライトの面積分率を決定した
。その結果、Ｎｏ．１～５０の全てにおいて、パーライトが検出されず、パーライトの量
は、０％であった。また、Ｎｏ．１２、２９、３５及び４１において、フェライトの量は
、０．５％以上かつ１．０％未満であり、Ｎｏ．３７及び３８において、フェライトの量
は、４．５％以上かつ５．０％未満であった。表４に、小数点第１位以下を四捨五入した
フェライトの量を示す。
【００８１】
　別途板厚中心部から試験片を採取し、Ｘ線回折法によってオーステナイトの体積分率を
測定し、この体積分率を面積分率と同一であるとした。Ｘ線回折法では、試験片の巾方向
からＸ線を入射させた。Ｎｏ．１～５０の全てにおいて残留オーステナイトが検出された
が、残留オーステナイトの量は、痕跡程度であったため、定量できなかった。そのため、
残留オーステナイトの量は、Ｎｏ．１～５０の全てにおいて０％であった。
【００８２】
　以下の表に於いて下線が付与された欄は、本発明の必須条件を満足しないことを示す。
【００８３】
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【表１】

【００８４】
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【表２】

【００８５】
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【表３】

【００８６】
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【表４】

【００８７】
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【表５】

【００８８】
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【表６】

【００８９】
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【表７】

【００９０】
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　Ｎｏ．１～１１では、最終製品が本発明の化学組成ならびに組織を有しており、優れた
低温靭性と高い強度とを備えていた。これらＮｏ．１～１１から分かるように、Ｔｉ／Ｎ
を３．４以下まで低減すると、低温靭性をさらに高めることができる。
【００９１】
　Ｎｏ．１２では、Ｃの量が低かったため、引張強さ及び衝撃吸収エネルギーが低かった
。一方、Ｎｏ．１３では、Ｃの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが非常に低かった
。Ｎｏ．１４では、Ｓｉの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
【００９２】
　Ｎｏ．１５では、Ｍｎの量が低かったため、引張強度及び衝撃吸収エネルギーが低かっ
た。一方で、Ｎｏ．１６では、Ｍｎの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが非常に低
かった。
【００９３】
　Ｎｏ．１７では、Ｐの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．１８
では、Ｓの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
【００９４】
　Ｎｏ．１９では、Ｃｕの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．２
０では、Ｎｉの量が低かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
【００９５】
　Ｎｏ．２１では、Ｃｒの量が低かったため、引張強度ならびに衝撃吸収エネルギーが低
かった。一方で、Ｎｏ．２２では、Ｃｒの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低か
った。Ｎｏ．２３では、Ｍｏの量が低かったため、引張強度及び衝撃吸収エネルギーが低
かった。一方で、Ｎｏ．２４では、Ｍｏの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低か
った。Ｎｏ．２５では、Ｖの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
【００９６】
　Ｎｏ．２６では、Ａｌの量が低かったため、引張強さならびに衝撃吸収エネルギーが低
かった。一方で、Ｎｏ．２７では、Ａｌの量が高かったため、衝撃吸収エネルギーが低か
った。Ｎｏ．２８では、Ｎの量が低かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。一方で
、Ｎｏ．２９では、Ｎの量が高かったため、引張強さならびに衝撃吸収エネルギーが低か
った。Ｎｏ．３０では、Ｂの量が低かったため、引張強さおよび衝撃吸収エネルギーが低
かった。一方で、Ｎｏ．３１では、Ｂの量が過剰であったため、引張強さおよび衝撃吸収
エネルギーが低かった。
【００９７】
　Ｎｏ．３２では、Ａｃ１が低かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．３４
及び３６では、Ｔｓが低かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．３３及び３
５では、Ｔｓが高かったため、引張強さおよび衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．３
７及び３８では、Ｃｅｑが低かったため、引張強さおよび衝撃吸収エネルギーが低かった
。Ｎｏ．３９では、Ｃｅｑが高かったため、引張強さが過剰に高く、衝撃吸収エネルギー
が低かった。Ｎｏ．４０では、Ａｃ１が低かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
このＮｏ．４０では、鋼が２相域で焼き戻されないように低い焼戻し温度が用いられた。
【００９８】
　Ｎｏ．４１では、ｘが低かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．４２では
、ｘが高かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．４３では、ｘに加え、βも
低かったため、引張強度および衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．４４では、ｘに加
え、βも高かったため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
【００９９】
　Ｎｏ．４５では、焼戻し温度が５８０℃未満であったため、衝撃吸収エネルギーが低か
った。
【０１００】
　Ｎｏ．４６では、Ａｃ１℃を超える温度で焼戻しを行ったため、衝撃吸収エネルギーが
低かった。Ｎｏ．４７では、水冷を開始する際の鋼板表面の温度が５８０℃未満であった
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ため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
【０１０１】
　Ｎｏ．４８では、スラブの均熱温度が１２００℃未満であったため、衝撃吸収エネルギ
ーが低かった。Ｎｏ．４９では、焼入れ時に板厚中心部の温度が８００℃から５００℃ま
で低下する間の板厚中心部における水冷速度が０．４℃／ｓ未満であった。そのため、引
張強度および衝撃吸収エネルギーが低かった。Ｎｏ．５０では、焼戻し後に板厚中心部の
温度が５００℃から３００℃まで低下する間の板厚中心部における水冷速度が０．３℃／
ｓ未満であった。そのため、衝撃吸収エネルギーが低かった。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明によれば、低温靭性に優れ、板厚が２００ｍｍを超える高張力鋼板を提供するの
で、より規模の大きな構造物の安全性をより高めることができる。そのため、本発明の産
業上の利用可能性は大きい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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