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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ：０．０４～０．１１％、
Ｓｉ：０．０２～０．３０％、
Ｍｎ：１．７０～２．５０％、
Ｐ：０．０１０以下、
Ｓ：０．００７％以下、
Ｎｂ：０．００５～０．０３０％、
Ｃｕ：０．０５～０．７０％、
Ｎｉ：０．０５～０．７０％、
Ｖ：０．０２～０．０７％、
Ｎ：０．００２０～０．００６０％、
Ａｌ：０．０４％以下、
Ｔｉ：０．００５～０．０３０％、
Ｃａ：０．００３５％以下、
Ｏ：０．０００５～０．００３０％
を含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなる化学成分の鋼であって、かつ、
Ｃｅｑ（Ｍ）＝Ｍｎ／１５＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０
が０．１より高く、
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Ｃｅｑ（ＷＥＳ）＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６＋Ｎｉ／４０＋Ｃｒ／５＋Ｍｏ／４＋Ｖ／
４
が０．４８未満であり、
Ｐｃｍ＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／１
５＋Ｖ／１５＋５Ｂ
が０．２４未満であり、入熱が３０ｋＪ／ｍｍ以上の超大入熱溶接での溶接熱影響部（Ｈ
ｅａｔ　Ａｆｆｅｃｔｅｄ　Ｚｏｎｅ；ＨＡＺ）でのＨＡＺ組織において粒内フェライト
（Ｉｎｔｒａｇｒａｎｕｌａｒ　Ｆｅｒｒｉｔｅ；ＩＧＦ）が面積率で３０％以上、島状
マルテンサイト（ｍａｒｔｅｎｓｉｔｅ－ａｕｓｔｎｉｔｅ　ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔ；
ＭＡ）が面積率で１％未満で構成されることを特徴とする溶接熱影響部の靱性が優れた溶
接構造物用鋼。
【請求項２】
　前記鋼が、さらに、質量％で、
Ｃｒ：０．８０％以下、
Ｍｏ：０．３０％以下、
Ｂ：０．０００３～０．００３０％、
の一種または二種以上を含有することを特徴とする請求項１記載の溶接熱影響部の靱性が
優れた溶接構造物用鋼。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の化学成分を有する鋳片を、連続鋳造法により鋳造し、該鋳片
を１２５０℃以下の温度に再加熱後、未再結晶温度域において累積圧下率で４０％以上の
熱間圧延をし、８５０℃以上で熱間圧延を完了させた後、８００℃以上の温度から５℃／
ｓ以上の冷却速度で４００℃以下まで冷却することを特徴とする溶接熱影響部の靱性が優
れた溶接構造物用鋼の製造方法。
【請求項４】
　前記冷却後、さらに４００～６５０℃で焼戻し処理を施すことを特徴とする請求項３記
載の溶接熱影響部の靱性が優れた溶接構造物用鋼の製造方法。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の溶接構造溶鋼を、入熱が３０ｋＪ／ｍｍ以上の超大入熱で溶
接することを特徴とする溶接鋼構造物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は溶接性に優れるとともに溶接熱影響部（ＨＡＺ：Ｈｅａｔ　Ａｆｆｅｃｔｅｄ
　Ｚｏｎｅ）の靱性に良好な廉価な溶接構造物用鋼とその製造方法および溶接構造物の製
造方法に関するものである。特に四面ボックス柱などの建築用鋼柱材に適用されるもので
ある。また、本発明は建築用鋼材として、炭酸ガス溶接等の比較的低入熱溶接法から、多
電極サブマージアーク溶接、エレクトロスラグ溶接等の大入熱で高能率溶接法が適用され
た場合、ＨＡＺ靭性の優れた溶接用鋼板およびその製造法を提供するものである。
【０００２】
　本発明は橋梁、海洋構造物、建機、造船といった分野にも適用可能である。
【背景技術】
【０００３】
　一般に、高強度鋼では炭素当量や焼入れ指数を上昇させることが必要とされている。し
かし、単純に炭素当量を上昇させた場合、ＨＡＺ靭性などの溶接性の低下を招く。溶接性
に優れた鋼の製造方法として、熱間圧延後の冷却速度を制御することで炭素当量や焼入れ
指数を低減させることができる技術が知られている。
【０００４】
　建築用鋼では、近年の鋼構造物の大型化により構造物の施工効率向上の要求が高まり溶
接効率の向上が必要となり、多電極サブマージアーク溶接、エレクトロスラグ溶接等に代
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表される超大入熱溶接が適用されている。たとえば、建築用の鋼管柱（四面ボックス）で
は角溶接に多電極サブマージアーク溶接が、柱スキンプレートとダイヤフラムの溶接では
３０ｋＪ／ｍｍ以上のエレクトロスラグ溶接が適用されている。
【０００５】
　超大入熱溶接ではＨＡＺ部において１２００℃以上に滞留する時間が通常の溶接と比較
して著しく長いため、著しい結晶粒の粗大化が起こり、ＨＡＺ靭性の劣化を招く。建築用
鋼の超大入熱での溶接性を確保しつつ高強度化をはかることは以上の観点で困難である。
そこで、超大入熱溶接におけるＨＡＺ靭性向上の観点から下記の対策が取られてきた。
【０００６】
　まず、鋼中内に均一に粒子（介在物など）を分散し、ピニング効果により組織の粗大化
を抑制する技術である。たとえばＴｉＮを鋼中に分散させたＴｉＮ処理鋼が挙げられる（
例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
　また、旧オーステナイト粒内の変態促進による組織の微細化技術が挙げられる。たとえ
ば、高温域でも安定なＴｉ酸化物を微細に分散させ、酸化物または酸化物上に複合析出さ
せ粒内フェライト変態を積極的に促進し、有効結晶粒を微細化する技術が提案されている
（例えば、特許文献２参照）。Ｔｉ酸化物は超大入熱溶接のような１４００℃以上の温度
域で長時間さらされても安定であり、フェライト等生成核としての効果を有しているため
、ＨＡＺ靭生は低下が抑制される。さらに、組織としてアッパーベイナイト等の生成を抑
えるためＭＡ（ｍａｒｔｅｎｓｉｔｅ－ａｕｓｔｎｉｔｅ　ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔ）に
代表される局所的な脆化組織の生成も抑制される。
【０００８】
　ＴｉＮ処理鋼に超大入熱溶接を適用した場合、溶融線近傍の１４００℃以上の温度に長
時間さらされるＴｉＮの大部分が固溶するため、そのピニング効果は失われＨＡＺ靭生は
低下する。また、Ｔｉ酸化物を微細に分散させた鋼では、Ｔｉ酸化物を鋼中に均一、分散
させるためには製鋼プロセスにおいて特別な脱酸技術と鋳造技術を有するため制御技術等
が複雑であるため廉価技術としては適さない。
【０００９】
【特許文献１】特開平２－２５０９１７公報
【特許文献２】特開昭５７－５１２４３公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで本発明では、溶接性およびＨＡＺの靱性に良好な廉価な建築用高強度鋼等に適し
た溶接構造物用鋼とその製造方法および溶接構造物の製造方法を提供することを目的とす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、前記した課題を解決するために、比較的合金コストの低いＭｎを多量添加す
ることによって、低コストでかつ強度靱性を確保しながら、ＴｉＮのピン止め効果による
結晶粒粗大化抑制あるいは、ＭｎＳ、ＶＮによるＩＧＦ生成の促進、Ｎｂの添加量の低減
によるＭＡ生成の抑制を複合的に使うことで、優れたＨＡＺ靱性を確保しようとするもの
である。
【００１２】
　本発明は、溶接熱影響部（Ｈｅａｔ　Ａｆｆｅｃｔｅｄ　Ｚｏｎｅ；ＨＡＺ）の靱性が
優れた溶接構造物用鋼を廉価にするために、高Ｍｎで強度とＨＡＺ靭性の確保をはかった
ものである。高強度化にはＭｎ添加は有効であるものの、焼入れ性を上昇させるため大入
熱溶接では過量に添加するとかえって靭性を劣化させるとされていた。しかし、高Ｍｎ添
加鋼に対して本発明者らは詳細な研究を実施し溶接性およびＨＡＺの靱性を確保しつつ高
強度化をはかるためには以下のことが必要であること見出した。
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【００１３】
　（１）大入熱溶接の場合、Ｎｂ添加はＨＡＺ組織の焼入れ性を著しく上昇さるとともに
ＭＡの生成を助長させるため極力添加を抑える必要がある。
【００１４】
　（２）適正なＶとＮの複合添加はＶＮを形成し、ＩＧＦの生成核としてＨＡＺ組織を微
細化し靭性を向上させる。ＩＧＦの生成はアッパーベイナイトの生成率を下げるため、結
果としてＭＡの生成を抑制する。
【００１５】
　（３）ＣｕとＮｉ複合添加はＨＡＺ靭性を劣化させずに高強度化がはかれる。なお、Ｎ
ｉの単独添加でもその効果は認められるが多量に添加する必要があり、廉価とはならない
。
【００１６】
　一般に溶接用鋼構造物部材として高強度化をはかった材料の大入熱溶接部のＨＡＺ組織
は粒界フェライト、フェライトサイドプレート、アッパーベイナイトなどの脆性を低下さ
せる組織となりやすい。また、大入熱溶接では、アッパーベイナイトの生成は靭性を著し
く劣化させるＭＡを多量に生成させる。特に超大入熱溶接ではこの傾向が顕著である。こ
のため靭性を確保するためには適切な量のＩＧＦの生成が必要である。ＩＧＦの生成は高
強度鋼においてＨＡＺ靭性を劣化させるアッパーベイナイトやＭＡの生成を抑制するとと
もに有効結晶粒径を微細化し靭性を向上させる。
【００１７】
　一方で、多量のＩＧＦの生成は低温変態生成組織であるアッパーベイナイトの生成が減
少するためＨＡＺ軟化が懸念される。しかし、高Ｍｎ化と適正なＮｉ、Ｃｕの複合添加に
より軟化はほとんど起こらない。
【００１８】
　本発明は、これらの新たに見出した事項に基づいて完成したもので、その発明の要旨は
、以下のとおりである。
【００１９】
　（１）　質量％で、
Ｃ：０．０４～０．１１％、
Ｓｉ：０．０２～０．３０％、
Ｍｎ：１．７０～２．５０％、
Ｐ：０．０１０以下、
Ｓ：０．００７％以下、
Ｎｂ：０．００５～０．０３０％、
Ｃｕ：０．０５～０．７０％、
Ｎｉ：０．０５～０．７０％、
Ｖ：０．０２～０．０７％、
Ｎ：０．００２０～０．００６０％、
Ａｌ：０．０４％以下、
Ｔｉ：０．００５～０．０３０％、
Ｃａ：０．００３５％以下、
Ｏ：０．０００５～０．００３０％
を含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなる化学成分の鋼であって、かつ、
Ｃｅｑ（Ｍ）＝Ｍｎ／１５＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０
が０．１より高く、
Ｃｅｑ（ＷＥＳ）＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６＋Ｎｉ／４０＋Ｃｒ／５＋Ｍｏ／４＋Ｖ／
４
が０．４８未満であり、
Ｐｃｍ＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／１
５＋Ｖ／１５＋５Ｂ
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が０．２４未満であり、入熱が３０ｋＪ／ｍｍ以上の超大入熱溶接での溶接熱影響部（Ｈ
ｅａｔ　Ａｆｆｅｃｔｅｄ　Ｚｏｎｅ；ＨＡＺ）でのＨＡＺ組織において粒内フェライト
（Ｉｎｔｒａｇｒａｎｕｌａｒ　Ｆｅｒｒｉｔｅ；ＩＧＦ）が面積率で３０％以上、島状
マルテンサイト（ｍａｒｔｅｎｓｉｔｅ－ａｕｓｔｎｉｔｅ　ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔ；
ＭＡ）が面積率で１％未満で構成されることを特徴とする溶接熱影響部の靱性が優れた溶
接構造物用鋼。
【００２０】
　（２）　前記鋼が、さらに、質量％で、
Ｃｒ：０．８０％以下、
Ｍｏ：０．３０％以下、
Ｂ：０．０００３～０．００３０％、
の一種または二種以上を含有することを特徴とする上記（１）記載の溶接熱影響部の靱性
が優れた溶接構造物用鋼。
【００２２】
　（３）　上記（１）または（２）に記載の化学成分を有する鋳片を、連続鋳造法により
鋳造し、該鋳片を１２５０℃以下の温度に再加熱後、未再結晶温度域において累積圧下率
で４０％以上の熱間圧延をし、８５０℃以上で熱間圧延を完了させた後、８００℃以上の
温度から５℃／ｓ以上の冷却速度で４００℃以下まで冷却することを特徴とする溶接熱影
響部の靱性が優れた溶接構造物用鋼の製造方法。
【００２３】
　（４）　前記冷却後、さらに、４００～６５０℃で焼戻し処理を施すことを特徴とする
上記（３）記載の溶接熱影響部の靱性が優れた溶接構造物用鋼の製造方法。
【００２４】
　（５）　上記（１）または（２）に記載の溶接構造溶鋼を、入熱が３０ｋＪ／ｍｍ以上
の超大入熱で溶接することを特徴とする溶接鋼構造物の製造方法。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば超大入熱溶接によるＨＡＺの結晶粒粗大化を抑制し、極めてＨＡＺ靱性
の安定な高強度の溶接鋼構造物鋼が得られるため、産業上極めて有用なものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に本発明について詳細に説明する。
【００２７】
　まず、本発明鋼の化学成分の限定理由について説明する。
【００２８】
　Ｃ：０．０４～０．１１％
　Ｃは強度を確保するために必要な元素であり、０．０４％以上の添加が必要であるが、
多量の添加はＨＡＺの靱性低下を招くおそれがあるために、その上限値を０．１１％とす
る。好ましくは０．４～０．０８％である。
【００２９】
　Ｓｉ：０．０２～０．３０％
　Ｓｉは脱酸元素として、また固溶強化により鋼の強度を増加させるのに有効な元素であ
るが、０．０２未満の添加ではそれらの効果が認められない。また、０．３０％を超えて
添加すると、ＨＡＺ靱性を劣化させる。このため、Ｓｉの添加量は０．０２～０．３０％
とした。
【００３０】
　Ｍｎ：１．７０～２．５０％
　Ｍｎは、鋼の強度を増加するため高強度化には有効な元素である。またＭｎはＳと結合
してＭｎＳを生成するが、粒内フェライトの生成核となり溶接熱影響部の微細化を促進す
ることで、ＨＡＺ靱性の劣化を抑制する。そのため、強度を維持しつつ、溶接熱影響部の
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靱性を確保するためには１．７０％以上の添加が必要である。しかし、２．５０％を超え
ると、ＨＡＺ靱性が著しく劣化する。このため、Ｍｎの添加量の適正範囲を１．７０～２
．５０％とした。
【００３１】
　Ｐ：０．０１０％以下
　Ｐは、０．０１０％超となると粒界に偏析して鋼の靱性を著しく劣化させる。このため
添加量の上限を０．０１０％とした。なお、靭性値の低下の観点からはできるだけ低減す
ることが望ましい。
【００３２】
　Ｓ：０．００７％以下
　Ｓは、ＭｎＳを形成して鋼中に存在し、圧延冷却後の組織を微細にする作用を有するが
、０．００７％を超えると母材および溶接部の靭性を劣化させる。このため、Ｓは０．０
０７％以下とした。
【００３３】
　Ｎｂ：０．００５～０．０３０％、
　Ｎｂ添加は、スラブ再加熱時や焼入れ時の加熱オーステナイトの細粒化により高強度化
がはかれる。そのためには０．００５％以上添加する必要がある。しかしながら、過量な
Ｎｂ添加はＨＡＺの硬化やＭＡの生成を助長するためかえってＨＡＺ靭性を劣化させる。
そのため、Ｎｂ添加量の上限値を０．０３０％とした。特に大入熱溶接を実施した場合、
ＨＡＺ靭性を劣化が著しいため望ましくは０．００５～０．０１５％がよい。
【００３４】
　Ｃｕ：０．０５～０．７０％、
　Ｃｕは高強度化をはかるために必要不可欠な元素である。Ｃｕによる析出効果を確保す
るためには０．０５％以上の添加が必要である。しかし過剰な添加は溶接性を害するため
その上限を０．７０％とした。好ましくは０．１０～０．５％である。
【００３５】
　Ｎｉ：０．０５～０．７０％、
　Ｎｉは溶接性に悪影響をおよぼすことなく、強度、靭性を向上させるほか、Ｃｕ割れの
防止にも効果がある。これらの効果が得られるためには０．０５％以上の添加が必要であ
る。しかし、Ｎｉは効果であるため０．７０％以上とすると廉価に鋼を製造できなくなる
ため０．７０％以下とした。
【００３６】
　Ｖ：０．０２～０．０７％、
　Ｖは、Ｎｂとほぼ同様の作用を有するものであるが、Ｎｂに比べてその効果は小さい。
Ｎｂと同様の効果は０．０２％未満では効果が少ない。しかし、０．０７％を超えるとＨ
ＡＺ靭性が著しく劣化する。このため、Ｖの添加量の適正範囲を０．０２～０．０７％と
した。
【００３７】
　Ｎ：０．００２０～０．００６０％、
　Ｎは、Ｔｉと結合して鋼中にＴｉＮを形成させるために、０．００２０％以上の添加が
必要である。ただし、Ｎは固溶強化元素としても非常に大きな効果があるため、多量に添
加するとＨＡＺ靱性を劣化するおそれが考えられる。そのため、ＨＡＺ靱性に大きな影響
を与えずＴｉＮの効果を最大限に得られるように、Ｎの上限を０．００６０％とした。
【００３８】
　Ａｌ：０．０４％以下、
　Ａｌは脱酸上必要な元素であるが、０．０４％を超える過度の添加は溶接性を低下させ
る。特にフラックスを使用するＳＡＷ等で顕著であり溶接金属の靭性を劣化させ、ＨＡＺ
靱性も低下する。このため、Ａｌの上限を０．０４％としたが、上限を０．０３％とする
ことが好ましい。本発明ではＡｌの下限値を規定しない。本発明の範囲内でＡｌを高値と
するとＨＡＺ組織のＩＧＦ生成核はＴｉＮが主となり、低値ではＴｉＯとなる。両鋼とも
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にＨＡＺ靭性を向上させるため溶接性を劣化させる上限値のみを規制した。
【００３９】
　Ｔｉ：０．００５～０．０３０％、
　Ｔｉは、Ｎと結合して鋼中にＴｉＮとＯと結合して鋼中にＴｉＯを形成させるために、
０．００５％以上の添加が望まれる。ただし、０．０３０％を超えてＴｉを添加すると、
介在物を粗大化させ、本発明の目的であるＴｉＮによる結晶粒径粗大化抑制効果を低下さ
せるおそれがある。このため、Ｔｉは０．００５～０．０３０％の範囲としたが、０．０
１０～０．０２５％とすることが好ましい。
【００４０】
　Ｃａ：０．００３５％以下、
　Ｃａは硫化物（ＭｎＳ）の形態を制御し、シャルピーの吸収エネルギーを増大させ低温
靭性を向上させる効果がある。ただし、０．００３５％を超えると粗大なＣａＯやＣａＳ
が多量に発生するため鋼の靱性と耐ラメラテア性に悪影響を及ぼすため、０．００３５％
上限と限定した。なお、厚手建築用鋼で耐ラメラテア性を確保するためには０．０００５
～０．００２５％が望ましい。
【００４１】
　Ｏ：０．０００５～０．００３０％
　ＯはＴｉ酸化物等を生成しＨＡＺ靭性を向上させるために必要な元素であり、その最低
必要量は０．０００５％である。しかし、高強度項の場合、０．００３０％を超えると鋼
の清浄度、靱性劣化を招く。このため上限値を０．００３０％とした。
【００４２】
　さらに上記成分が満足されても下記の式を満足する必要がある。一般に合金元素の添加
は強度を上昇させ、靭性や溶接性を低下させることが知られている。強度と靭性、溶接性
を両立させるためには合金元素の単独での規定だけでは意味がない。強度の指標としては
本発明者らの検討により、Ｃｅｑ（Ｍ）を用いて０．１超を確保できないと所定の強度が
得られない。すなわち、母材強度を確保するためにはＭｎ，Ｎｉ，Ｃｕのバランスを確保
する必要がある。そのためにはＣｅｑ（Ｍ）＞０．１とする必要がある。
Ｃｅｑ（Ｍ）＝Ｍｎ／１５＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＞０．１
【００４３】
　一方、これらの多量の添加はＨＡＺ靭性の低下や溶接割れ感受性の上昇を招く。建築用
鋼として主としてＨＡＺの硬さの上限を規制する必要がある。すなわち、ＨＡＺ組織が硬
化しすぎるとのＨＡＺ靭性が劣化するため、一般に採用されている炭素当量Ｃｅｑ（ＷＥ
Ｓ）を用いて、少なくとも０．４８未満とする。望ましくは０．４５以下がよい。
　Ｃｅｑ（ＷＥＳ）＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６＋Ｎｉ／４０＋Ｃｒ／５＋Ｍｏ／４＋Ｖ
／４＜０．４８
【００４４】
　また、一般に溶接割れ感受性についてはＰｃｍが採用されており、本発明では建築用鋼
として主として溶接性を確保するためには溶接割れ感受性（Ｐｃｍ）を少なくとも０．２
４以下とする必要がある。
Ｐｃｍ＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／１
５＋Ｖ／１５＋５Ｂ＜０．２４
　望ましくは０．２２以下がよい。
【００４５】
　本発明では主として溶接用鋼構造物部材として３０ｋＪ／ｍｍ以上の超大入熱溶接を可
能とするものである。特に大入熱であるためにフュージョンライン（ＦＬ）近傍（ＦＬか
ら１ｍｍ以内）のＨＡＺ組織においてＩＧＦが３０％以上、ＭＡが１％未満で構成される
ことを必要とする。ＩＧＦの生成率が３０％未満となるとアッパーベイナイトやフェライ
トサイドプレートの量が増加するとともに有効結晶粒径が増加し著しく靭性を劣化させる
。
【００４６】
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　また、アッパーベイナイトの増加はＭＡの生成を助長する。ＭＡは脆性亀裂の発生起点
となりやすく、存在そのものが靭性の低下をまねく。そのため、ＭＡ分率の上昇は、シャ
ルピーの吸収エネルギーを低下させる。このため、ＭＡの生成率を１％未満とした。
【００４７】
　本発明鋼の特徴はＩＧＦを生成させ、ＭＡ量の減少と微細分散化である。そのためにＩ
ＧＦの生成核となるＴｉＮやＴｉＯを鋼中に分散させ、生成核にＭｎＳ等を複合析出させ
る。そのため、複合介在物の周囲はＭｎ欠乏層が形成されるγ－α変態が促進される。高
Ｍｎ化は生成核のＭｎ欠乏層の形成を著しく助長するとともに、Ｃｕ－Ｎｉ系では欠乏層
の形成を阻害しない。
【００４８】
　本発明での基本成分は以上の通りであり、十分に目標値を達成できるが、さらに特性を
高めるために、必要に応じて一種または二種以上を選択元素として添加する。
【００４９】
　Ｃｒ：０．８０％以下
　Ｃｒは母材および溶接部の強度を高める元素であり、０．８０％を超えると大入熱溶接
ＨＡＺ靭性を劣化させる。そのため上限値を０．８０％とした。大入熱溶接ＨＡＺ靭性を
低下させず、強度を確保するためには、望ましくは０．０５～０．３０％添加がよい。
【００５０】
　Ｍｏ：０．３０％以下
　Ｍｏは母材強度および靱性を高める元素である。また、少量の添加でＨＡＺ軟化を抑制
する効果がある。しかし、０．３０％を超えると大入熱溶接ＨＡＺ靭性を劣化させる。そ
のため上限値を０．３０％としたが、好ましくは０．１０％以下である。Ｍｏは大入熱溶
接ＨＡＺ靭性を確保する観点では著しく有害な元素であるため極力添加量を減らすことが
望ましい。
【００５１】
　Ｂ：０．０００３～０．００３０％
　Ｂは鋼中に固溶して焼入れ性を高め強度を上昇させる元素である。また、溶接時に粒界
フェライトの生成を抑制し、ＨＡＺ靭性を向上させる。これらの効果が得られるためには
０．０００３％以上の添加が必要である。しかし、Ｂを過多に添加すると母材靭性やＨＡ
Ｚ靭性を低下させるためその上限値を０．００３０％とした。
【００５３】
　次に、本発明鋼材の製造条件限定の理由について説明する。
【００５４】
　再加熱温度が１２５０℃を超えると、結晶粒径の粗大化が著しく、また、加熱によるス
ケールが鋼表面に多量に発生し表面の品質が著しく低下する。このため再加熱温度の上限
を１２５０℃とした。
【００５５】
　未再結晶温度域において累積圧下率で４０％以上の熱間圧延を行う必要がある。未再結
晶温度域における圧下量の増加は、圧延中のオーステナイト粒の微細化に寄与し、結果と
してフェライト粒を微細化し機械的性質を向上させる効果がある。このような効果を得る
ためには、未再結晶域での累積圧下率が４０％以上必要である。このため、未再結晶域で
の累積圧下量を４０％以上に限定した。
【００５６】
　鋼片は８５０℃以上で熱間圧延を完了させた後、８００℃以上の温度から５℃／ｓ以上
の冷却速度で℃以下まで冷却する必要がある。８５０℃より低い温度で熱間圧延を終了し
た場合、フェライトが加工効果を受けるため靭性値が低下をする。
【００５７】
　また、８００℃未満の温度域より冷却を開始すると焼入れ性が不利となり、所要の強度
が得られない。また、その時の冷却速度が５℃／ｓ未満でも冷却速度が遅くなり高強度が
はかれない。さらに、本発明鋼においては、５℃／ｓ以上の冷却速度にて４００℃以下ま
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用でき廉価な製造方法となる。
【００５８】
　靱性値が特に要求され、熱間圧延後に焼戻し処理を施す場合は、４００～６５０℃の焼
戻し処理温度でとする必要かある。焼戻し処理を行う場合、６５０℃を超えると著しく軟
化し強度の低下を招く。また、４００℃未満の焼戻し処理では、低温変態組織やＭＡ等の
分解が不十分でありその効果が充分に得られない。これらの理由により、熱間圧延後に焼
戻し温度の範囲を、４００～６５０℃とした。
【実施例】
【００５９】
　次に、本発明の実施例について述べる。
【００６０】
　表１の化学成分を有する溶鋼を鋳造したスラブを、表２にて示す条件にて熱間圧延を行
い鋼板とした後、機械的性質を評価するために試験を実施した。引張試験片は各鋼板のＪ
ＩＳ４号試験片を採取し、ＹＳ（０．２％％耐力）、ＴＳを評価した。母材靱性は鋼板よ
り２ｍｍＶノッチ試験片を採取し、０℃でシャルピー衝撃試験を行い得られる衝撃吸収エ
ネルギー値にて評価した。ＨＡＺ靱性は、溶接入熱４０ｋＪ／ｍｍ相当の再現熱サイクル
試験を実施した鋼材を、０℃でのシャルピー衝撃試験により得られる衝撃吸収エネルギー
値によって評価した。表３に示すＩＧＦの分率（面積率％）とＭＡの分率（面積率％）は
エッチングした鋼材の組織を光学顕微鏡で観察することによって評価した。
【００６１】
　表３は、各鋼における機械的性質をまとめたものを示す。鋼ａ～ｃ、ｆ～ｏは本発明の
実施例である。表１および表２から明らかなようにこれらの鋼板は化学成分と製造条件の
各要件を満足しており、表３に示すように、母材強度や靭性は良好であり、大入熱溶接に
おいても０℃でのシャルピー衝撃エネルギー値は７０Ｊ以上と高靱性を有している。
【００６２】
　これに対し、鋼ｐ～ｙは本願発明の範囲を逸脱する比較鋼は、母材の機械的性質あるい
はＨＡＺ靭性などの一つまたは複数の点で本願発明鋼に劣っている。鋼ｐ～ｔまでは製造
条件が、鋼ｕ～ｙは化学成分が合わないため本発明より機械的性質が低下している例であ
る。
【００６３】
　鋼ｕはＣ量が高いためＨＡＺ靱性が低下した。鋼ｖはＭｎ量が高いためＨＡＺ靱性が低
下した。また、鋼ｗは化学成分は満足しているが、Ｃｅｑ（Ｍ）が低いため強度不足とな
った。鋼ｘは炭素当量（Ｃｅｑ（ＷＥＳ））や溶接割れ感受性（Ｐｃｍ）が高いため、鋼
ｙはＮｉ，Ｃｕ量が高いためそれぞれＨＡＺ靱性が低下した。鋼ｐは圧下量が少ないため
母材組織が細粒にならず、母材の機械的性質が低下した例である。鋼ｑは水冷開始温度が
低く母材靱性が低下した例である。鋼ｒ、ｓはそれぞれ冷却速度が低く、あるいは水冷停
止温度が高いため母材の強度が得られない。また、鋼ｔは焼戻し温度が高いため母材の機
械的性質が劣化した例である。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
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【表２】

【００６６】
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