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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋳片をバルジングさせた後、未凝固部を含む鋳片を圧下する連続鋳造方法であって、
　バルジング量を２mm～２０mmとし、
　鋳片幅方向の平均中心固相率が０．８５以上、１．０未満である凝固末期の鋳片を、
　少なくとも一対の圧下ロール対を用いて圧下する際に、
　圧下直前に鋳片中心部が等軸晶で満たされて鋳片厚み中心部から上半面側の等軸晶厚み
が５mm以上の場合に、鋳片厚み方向の圧下率が２％以上となる条件で強圧下することを特
徴とする鋼の連続鋳造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法を用いて得られる鋳片であって、
　鋳片の全幅方向において鋳片厚み中心部のポロシティ体積が２×１０-4（cm3／g）以下
であることを特徴とする鋼の連続鋳造鋳片。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば橋梁や建築部材等の極厚鋼板用の鋼を連続鋳造する方法、及び、この
連続鋳造方法を用いて製造される連続鋳造鋳片に関するものである。なお、本明細書にお
いて、極厚鋼板とは厚さが７０mm以上、１２０mm以下の鋼板を言う。
【背景技術】
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【０００２】
　例えば極厚鋼板の製造において、連続鋳造スラブ鋳片を圧延する場合、圧延比が大きく
とれないために、鋳造欠陥であるポロシティが十分に圧着されずに残り、製品欠陥となる
問題がある。
【特許文献１】特開平２－１５６０２２号公報
【０００３】
　この問題を解決すべく、圧下比を大きくとるために、大断面鋳片の連続鋳造を想定した
場合、連続鋳造機の長さ限界から低速で鋳造せざるを得ないので、能率が非常に悪くなる
。また、連続鋳造しないで通常の造塊法で大径の鋳塊を鋳造することも考えられるが、連
続鋳造法に較べ能率がさらに悪くなるのは言うまでもない。
【０００４】
　そこで、発明者らは、特願２００４－１２７０５４号において、上記問題を解決すべく
、連続鋳造方法において鋳片を圧下する前に２mm～２０mmバルジングさせた後、鋳片の厚
さ中心の固相率が０．８０以上のときに、鋳片の幅中央部を３mm～１５mm圧下することを
特徴とする連続鋳造方法を提案した。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記提案した連続鋳造方法では、その実施例に記載した程度の鋳造速度
でも最終の鋼板における超音波探傷試験検査（以下、ＵＳＴと称する。）結果に満足な結
果が得られない場合があることが判明した。
【０００６】
　そして、その鋳片を詳細に調査した結果、鋳片の全幅方向でポロシティの一部に粗大な
部分が存在する事が確認され、それがＵＳＴの結果に反映されている事が判明した。
【０００７】
　本発明が解決しようとする問題点は、従来の連続鋳造では、最終の鋼板におけるＵＳＴ
結果に満足な結果が得られない場合があるという点である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の連続鋳造方法は、
　鋳造条件によらないで、鋳片全幅に亘る厚み中心部のポロシティを低減し、これを圧延
加工した極厚鋼板の内部品質を確実に保証するために、
　鋳片をバルジングさせた後、未凝固部を含む鋳片を圧下する連続鋳造方法であって、
　バルジング量を２mm～２０mmとし、
　鋳片幅方向の平均中心固相率が０．８５以上、１．０未満である凝固末期の鋳片を、
　少なくとも一対の圧下ロール対を用いて圧下する際に、
　圧下直前に鋳片中心部が等軸晶で満たされて鋳片厚み中心部から上半面側の等軸晶厚み
が５mm以上の場合に、鋳片厚み方向の圧下率が２％以上となる条件で強圧下することを最
も主要な特徴としている。
【０００９】
　また、本発明の鋼の連続鋳造鋳片は、
　前記本発明の連続鋳造方法を用いて得られる鋳片であって、
　鋳片の全幅方向において鋳片厚み中心部のポロシティ体積が２×１０－４（cm３／g）
以下であることを最も主要な特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ポロシティの著しく低減されたスラブ鋳片の製造が可能となるので、
この鋳片を用いることにより低圧延比でも高品質の極厚鋼板を製造できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
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　以下、本発明を実施するための最良の形態について、発明成立に至るまでの過程と共に
詳細に説明する。
　発明者らの研究の結果、以下の３点についての知見が得られた。
【００１２】
(1)スラブ鋳片の凝固末期に圧下を加えてポロシティを低減しようとする場合、圧下する
直前の鋳片中心部の組織形態によって、その低減の度合いが異なることが判明した。すな
わち圧下する直前に鋳片中心部が等軸晶で満たされている場合に、ポロシティの低減効果
が向上する事が判明した。
【００１３】
(2)一方、湾曲型あるいは垂直曲げ型のような湾曲部を有し未凝固で水平状態に矯正して
鋳造する通常のスラブの連続鋳造において、鋳造速度を増加していくと鋳片中心部の等軸
晶がスラブの幅方向に必ずしも十分に充填されない場合がある事が判明した。この場合、
鋳片中心部の等軸晶を十分に充填させるべく、この鋳片を凝固末期で強圧下することで、
鋳片全幅方向のポロシティが向上した。
【００１４】
(3)鋳片中心部の内質は、後に述べる密度測定を応用したポロシティ体積で指標化でき、
この指標と圧延加工された鋼板のＵＳＴ成績とは良く合致する。従って、全幅でこの指標
の限界値を規定した鋳片を供給することで、良好な鋼板を供給できる。
【００１５】
　本発明は、以上の知見に基づいてなされたもので、
　鋳片をバルジングさせた後、未凝固部を含む鋳片を圧下する連続鋳造方法であって、
　バルジング量を２mm～２０mmとし、
　鋳片幅方向の平均中心固相率が０．８５以上、１．０未満である凝固末期の鋳片を、
　少なくとも一対の圧下ロール対を用いて圧下する際に、
　圧下直前に鋳片中心部が等軸晶で満たされて鋳片厚み中心部から上半面側の等軸晶厚み
が５mm以上の場合に、鋳片厚み方向の圧下率が２％以上となる条件で強圧下する鋼の連続
鋳造方法である。
【００１６】
　本発明の鋼の連続鋳造方法において、鋳片を一旦２mm～２０mmバルジングさせて圧下す
る理由は、完全に凝固しておりかつ低温で変形抵抗の高い鋳片端部の圧下を回避し、鋳片
の幅方向端部から中央部寄りの部分を強圧下するためである。
【００１７】
　また、バルジング量の下限を２mmとするのは、２mmは、鋳片の幅方向端部である短辺部
の圧下を回避し、幅方向中央寄りの部分の圧下が進む（少なくとも圧下率が２％となる）
最低の値だからである。また、バルジング量の上限を２０mmとするのは、２０mmを超える
と圧下の進行効果が飽和するからである。
【００１８】
　また、本発明において、鋳片厚み中心部から上半面側の等軸晶厚みを５mm以上とする理
由は、前記のようなポロシティ低減効果の知見に基づくものである。
【００１９】
　一般に等軸晶は溶鋼に較べて比重が大きいので、鋳造中の未凝固溶鋼の中でゆっくりと
沈降していく。そして、湾曲部を有する連続鋳造機の場合、鋳造速度を大きくすると水平
部での凝固時間が長くなり、等軸晶は下面側に集積しやすくなる。その際、スラブ鋳造の
ように幅が大きな鋳片を鋳造した場合、幅方向の溶鋼内の等軸晶の浮遊数にバラツキがあ
るので、必ずしも幅方向で等軸晶の充填が均一でない。また、等軸晶の絶対量が少ない場
合、鋳片の厚み中心部で等軸晶がすべて充填される訳ではない。
【００２０】
　従って、これらの鋳片を圧下しても鋳片の幅方向でポロシティの低減にバラツキが生じ
る。また、鋳片の厚み中心の等軸晶の量もある程度必要で、発明者らの研究によれば、そ
の下限は鋳片厚み中心部から上側で少なくとも５mmは必要である事が判明した。なお、等
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軸晶を多く確保するためには低温鋳込み、電磁撹拌（以下、ＥＭＳと称する。）の適用等
の手段が考えられる。
【００２１】
　次に、鋳片の凝固末期の鋳片幅方向の平均中心固相率が０．８５以上、１．０未満の間
に、少なくとも１対の圧下ロールを用いて、鋳片厚み方向に２％以上の圧下を加える理由
について述べる。
【００２２】
　鋳片内部に効率的に圧下を加えるためには鋳片中心と表面の温度差ができるだけ大きい
方が望ましく、かつ、凝固末期のポロシティ形成時期（中心ｆｓ=０．６～１）に圧下を
加えるのが得策である。従って、内部が未凝固の状態で圧下を与えるのが有効である。
【００２３】
　一方、圧下時の中心固相率が小さな場合は、Ｃ、Ｐ、Ｓ他の偏析し易い元素を多数含む
ような鋼種によっては、偏析による濃化溶鋼が圧下によって鋳造方向とは反対方向に逆流
し、濃化溶鋼の塊まりとなって圧下ロール上流に滞留する。
【００２４】
　この濃化溶鋼の塊まりは、鋳造引き抜きによって圧下ロールまで再度到達する。この際
、圧下ロールによって完全に上流側に排出されれば問題は生じないが、この塊まりの存在
による凝固の不均一により、圧下時、鋳片の幅方向で内部の効き目にバラツキが生じる。
【００２５】
　すなわち、鋳片幅方向における未凝固の大きな部分に濃化溶鋼の塊まりが存在すると、
上下凝固シェルによる圧搾が不十分となり、濃化溶鋼が完全に排出されずにそのまま鋳片
内に残り偏析欠陥となる場合がある。
【００２６】
　鋳片幅方向の凝固の不均一は、元来から鋳片表面のスプレー等による冷却の不均一や鋳
型内の凝固シェルの接触状況の不均一、溶鋼内流動の不均一によって生じるとされている
が、上述したように等軸晶の堆積についてもその均一性が必ずしも保証されている訳では
ない。
【００２７】
　従って、鋳片幅方向のある一点で仮に中心固相率が０.８であったとしても他の部分で
は凝固が遅れ、中心固相率が０.５程度であることもあり得る。
　一般に中心固相率が０.８以上になると、溶鋼はデンドライト樹間に閉じ込められた状
態で流動性はなくなるとされているが、これを圧下開始の基準ととると鋳片幅方向の不均
一性を考えた場合、甚だ危険である。
【００２８】
　発明者らが、本発明の範囲において種々試験を繰り返した結果、鋳片の幅方向端部の完
全凝固部を除く未凝固部分の中心固相率の平均で０.８５を基準とすれば、鋳片幅方向の
すべての位置で濃化溶鋼の逆流によると考えられる偏析欠陥を防止できる事が判明した。
【００２９】
　また、中心固相率を１未満とした理由は、未凝固で凝固潜熱が十分に残っており中心の
温度が十分に高い状況が内部への圧下浸透上極めて有効だからである。当然ながら幅方向
の凝固の不均一を考えると一部で凝固完了部もあると言えるが、後述するように圧下量を
大きめに設定しておけば良い。
【００３０】
　中心固相率ｆsは、溶鋼の液相線温度ＴLと固相線温度Ｔsと鋳片の厚さ中心温度Ｔから
、ｆs＝（ＴL－Ｔ）／（ＴL－Ｔs）で求めることができる。
　鋳片の厚さ中心温度Ｔが溶鋼の液相線温度ＴL以上の場合はｆs＝０であり、前記厚さ中
心温度Ｔが溶鋼の固相線温度Ｔsより小さい場合はｆs＝１．０である。また、鋳片の厚さ
中心温度Ｔは、鋳造速度、鋳片の表面冷却、鋳造鋼種の物性等を考慮した非定常伝熱解析
計算によって求めることができる。
【００３１】
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　鋳片幅方向の中心固相率は、鋳片厚み方向と幅方向の２次元の非定常伝熱解析によって
求められる。この解析の精度は、未凝固鋳片への打鋲試験や表面温度測定等で通常行われ
ている方法で確認した。これらの試験と伝熱解析から、鋳片幅方向の平均中心固相率は、
鋳片の幅中央と幅の１／４の両位置、両端より鋳造鋳片厚相当の距離＋１０cmの位置の合
計５点の平均でほぼ全幅の平均に等しい事が判明した。
【００３２】
　次に圧下量についてであるが、鋳片の中心には前記中心固相率範囲においても、固液共
存相が鋳片厚み方向にある程度の幅をもって存在している。この中にポロシティが形成さ
れる訳であるが、この厚み方向の固液共存相幅の大きさは鋳造する鋳片の厚みと相関があ
り、鋳片厚が厚くなれば、これに応じてその幅も大きくなる。
【００３３】
　また、前述のように不均一凝固によりその幅の大きさは鋳片幅方向で分布しており、鋳
片幅方向すべての位置のポロシティを低減するためには、鋳片の厚みに応じて最低限の圧
下率を設定しておく必要がある。ここで言う圧下率とは、｛（圧下前の鋳片厚－圧下後の
鋳片厚）／圧下後の鋳片厚｝×１００（％）である。
【００３４】
　発明者らが種々試験を繰り返した結果、その最低の圧下率を２％とすれば良い事が判っ
た。圧下率を求めるには、ロールの変形が無い場合は、例えば圧下前の鋳片厚として、圧
下ロールより上流の上下ロール間隔、圧下後の鋳片厚として圧下ロールの上下ロール間隔
としておけば良い。
【００３５】
　前記のように鋳造した鋳片を詳細に調べると、鋳片圧下開始時に凝固が完了していた両
端部を除く鋳片全幅方向において、鋳片厚み中心部のポロシティ体積が２×１０－４（cm
３／g）以下であり、この鋳片圧延加工した極厚鋼ＵＳＴを行った場合には、未圧着のポ
ロシティ欠陥が発見されなかった。これが本発明の鋼の連続鋳造鋳片である。
【００３６】
　ここで、ポロシティ体積（以下、Ｐvとする。）は、同じ鋳片の１／４厚み部の代表サ
ンプルの密度をρ0とし、中心部のサンプル密度をρとすると、Ｐv＝（１／ρ）－（１／
ρ0）（cm３／g）として求まる。
【００３７】
　この場合、サンプルの大きさは３０mm×３０mm×３０mm以内とするのが良い。サンプル
をあまりに大きくすると、元来、ポロシティのほとんどない鋳片の厚み中心から外れた部
分まで入ってしまい、中心部のポロシティの検出感度が鈍くなってしまうからである。
【００３８】
　同じ鋳片の１／４厚み部の代表サンプルの密度ρ0を基準として選定した理由は、この
部分は、ほとんどポロシティが検出されない部分（例えば顕微鏡での検査等により）であ
り、素材本来の密度に等しいとして置き換えることができるからである。
【００３９】
　なお、圧延後の極厚鋼板は、ＪＩＳ　Ｇ　０８０１－１９９３「圧力容器用鋼板の超音
波探傷検査方法」に基づいて、未圧着のポロシティを評価した。ＵＳＴ装置は、Ａスコー
プ表示式探傷器で、振動子直径３０mm、公称周波数２MHzの垂直探傷子を用いた。
【実施例】
【００４０】
　以下、本発明を検証するために行った試験について説明する。
　図１は試験に用いた垂直曲げ型の連続鋳造機を示したものである。試験に用いた鋳型３
は出側鋳片厚さが、３１０mm、２３０mm、幅は双方とも２３００mmの大きさのものを使用
した。試験に用いた鋼種は０．１５質量%Ｃの４０kg級鋼である。
【００４１】
　鋳造速度と二次冷却強度を変更して圧下前のそれぞれの鋳片厚（バルジングを含む）に
おける中心固相率を調整した。二次冷却水量は０．７５～０．８５L／kg－steelとした。
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【００４２】
　タンディッシュ（図示せず）から浸漬ノズル１を経て鋳型３に注入された溶鋼４は、鋳
型３及びその下方の二次冷却スプレーノズル群（図示せず）から噴射されるスプレー水に
よって冷却され、凝固シェル５が形成される。凝固シェル５の内部に未凝固部１０を保持
したまま、圧下ロール７で強圧下され未凝固部１０が排除された鋳片８は、ガイドロール
６群を経てピンチロール１１により引き抜かれる。
【００４３】
　圧下ロール７は、鋳型３のメニスカス２より２１m下方の位置に設置した。圧下ロール
７の径は４５０mmで、圧下力は最大６００tonとした。なお、試験に用いた連続鋳造機は
垂直曲げ型連続鋳造機であるが、湾曲型連続鋳造機を使用しても良いことは言うまでもな
い。
【００４４】
　ガイドロール６群は、鋳片の厚み方向の間隔を一定値に制御できるように配置されてお
り、鋳片の内部に未凝固部１０が存在するとき（Ｂ1～Ｂ2の間）にバルジングさせ、鋳片
の短辺長さより幅中央部の厚さを大きくして、その後の圧下ロール７により該幅中央～端
部を圧下する。
【００４５】
　バルジング量は、鋳片の短辺長さ方向に配置された対を成すガイドロール６群の厚み方
向の間隔を鋳型出側の鋳片の厚みより大きく調整することにより調節できる。先に述べた
圧下率とはバルジングした鋳片と圧下後の鋳片の厚み、すなわち前述のようにそれぞれの
ロール間隔から求めた。
【００４６】
　圧下時の中心固相率は、主に鋳造速度と、鋳片の幅中央部の厚さ、すなわち鋳片バルジ
ング量によって定まるため、鋳片バルジング量に合わせて、種々鋳造速度を変えて２元の
伝熱計算を行い、前記の方法で幅方向の平均中心固相率ｆsを求めた。
【００４７】
　また、タンディッシュ内の溶鋼温度は、△Ｔ＝４０℃～５０℃の間でほぼ一定とした。
なお、ΔＴは溶鋼温度と液相線温度の差である。
【００４８】
　さらに図１に示したように中心部の等軸晶を確保するために連続鋳造機内に電磁撹拌装
置９を設置して、ＥＭＳを実施した。ＥＭＳの条件としては電流値９００Aで１．５Hz、
鋳片中心の磁束密度を４００ガウス、３０秒正転－５秒停止－３０秒反転の交番撹拌とし
た。鋳片の等軸晶の厚みは下記の横断面サンプルを研磨、酸腐食により確認し厚み中心の
上側を＋、下側を－として数値標記した。
【００４９】
　得られた鋳片は、ポロシティと組織調査のために一部からサンプルを採取した後、９５
０～１１７０℃に加熱し、１０５０～７５０℃の範囲で仕上げ圧延を行い極厚材を製造し
た。
【００５０】
　鋳型出側サイズで、３１０mmの厚鋳片からは１００mm厚の、また、２３０mmの厚鋳片か
らは７５mm厚の鋼板とした。使用した仕上げ圧延機のワークロール径は１０４０mm、最大
圧下力は６３００tonである。
【００５１】
　ポロシティ体積（Ｐv）調査用のサンプルは定常部の鋳片横断面ブロックより幅方向に
均等に１５点、中心部から採取した。サンプルの大きさは横断面に平行な面を３０mm×３
０mmとして厚みを２０mmとした。同様に基準密度（ρ）測定用のサンプルを同サイズで鋳
片幅中央の１／４厚み位置から採取した。また、同時に鋳片横断面からマクロ板を採取し
、研磨後、１０質量％ピクリン酸水溶液で研磨面を腐食して排出濃化溶鋼の偏析部の有無
の調査を行った。
【００５２】
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　密度はそれぞれの重量と体積から算出した。体積は水中にサンプルを浸漬し、水中での
重量を測定することで浮力を求め水の密度とから算出した。これらより幅方向のＰvを求
めその最大値を記した。
【００５３】
　圧延後の極厚鋼板は、上述のＵＳＴ装置を用いて検査した。測定された欠陥の個数、欠
陥１個の最大指示長さ、密集度、占積率等が当該ＪＩＳに規定された値以下の場合に、そ
の極厚鋼板は合格とし、ＵＳＴ欠陥はないものと判断した。
　下記表１に本発明の効果を確認するために実施した一連の試験条件を、下記表２にその
結果を示す。
【００５４】
【表１】

【００５５】
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【表２】

【００５６】
　実施例１～７は本発明の要件をすべて満たしており、その鋳片の中央部のポロシティの
状況は大変良好であり、中心部ポロシティ体積は鋳片の全幅位置で２×１０-4（cm3／g）
以下となっていた。この鋳片を圧延して厚鋼板を製造し、ＵＳＴ検査を実施したところす
べて合格した。
【００５７】
　一方、詳細は後述するが、排出濃化溶鋼による偏析が残存し、圧延を中止した比較例７
、８および１３以外の比較例では、ポロシティの状況は悪くスラブ幅方向に２×１０-4（
cm3／g）を超える部分が存在した。その鋳片を圧延し厚鋼板にしたところ、ＵＳＴはすべ
て不合格であった。以下に、各比較例について詳細に説明する。
【００５８】
　比較例１と比較例２は、それぞれ実施例１と実施例２からＥＭＳのみOFFにして鋳造し
たものである。その結果、上面側充填等軸晶の厚みは４mmと２mmとなりポロシティが悪く
なった。
【００５９】
　同じく比較例９と比較例１０は、実施例５と実施例６からＥＭＳのみOFFにして鋳造し
たものである。この場合も、やはり上面側充填等軸晶の厚みは－２mmと１mmと極めて小さ
くなり、その結果、ポロシティも悪化した。
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　比較例３と比較例１１は実施例２と実施例５からバルジング量のみを１mmと小さくした
ものであるが、その分、圧下量そのものがそれぞれ１mm低下し、その結果、鋳片圧下率が
２％以下に低下してポロシティが悪化した。
【００６１】
　比較例４、比較例５及び比較例１２は、それぞれ実施例１、実施例４、実施例７から圧
下量のみを低下させて圧下率を２％以下に低減したものであるが、その結果、やはりポロ
シティは悪くなった。
【００６２】
　比較例６と比較例１４は、それぞれ実施例３と実施例５と鋳造速度を少々低下させて鋳
造した。その結果、圧下ロールの時点で、鋳片は完全に凝固（ｆs=１．０）しておりポロ
シティの改善効果は小さくなった。
【００６３】
　比較例７、比較例８、及び比較例１３は、それぞれ実施例１、実施例２、実施例７から
鋳造速度を多少増加させた。その結果、圧下時の中心固相率は小さくなり０．８５未満の
値となった。その鋳片の横断面を調査したところ、多数の排出濃化溶鋼の偏析が見られた
ので、極厚鋼板への圧延は取り止めた。
　以上より、本発明の効果は明らかである。
【００６４】
　本発明は上記の例に限らず、各請求項に記載された技術的思想の範囲内で、適宜実施の
形態を変更しても良いことは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、実施例に示したような中炭素鋼鋳片のみならず低炭素鋼や高炭素鋼などの連
続鋳造にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】試験に用いた垂直曲げ型の連続鋳造機の模式図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　浸漬ノズル
　２　　メニスカス
　３　　鋳型
　４　　溶鋼
　５　　凝固シェル
　６　　ガイドロール
　７　　圧下ロール
　９　　電磁撹拌装置
　１０　　未凝固溶鋼
　１１　　ピンチロール
　Ｂ１～Ｂ２　　バルジングゾーン
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