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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：0.08～0.15％、Si：0.05～1.0％、Mn：0.50～1.80％、Ｐ：0.020％以下
、Ｓ：0.005％以下、Al：0.015～0.080％、Ｂ：0.0005～0.0030％およびＮ：0.0015～0.0
080％を含有し、かつCu：0.1～1.0％、Ni：0.1～1.0％、Cr：0.1～1.0％、Mo：0.05～1.0
％、Ｖ：0.01～0.10％、Nb：0.005～0.05％およびTi：0.003～0.10％のうち１種または２
種以上を含み、さらに下記（1）式で求められるＨ値が60以上68以下であって、残部がFe
および不可避的不純物からなる高張力鋼板において、
　上記高張力鋼板の、引張強度が780MPa以上でかつ組織が、旧γ粒の平均粒径（ｄγ）：
60μm以下の焼戻しベイナイト主体組織であることを特徴とする落重特性に優れた高張力
鋼板。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　Ｈ値＝3.0×104×0.1×（C*）0.5×（0.7×[%Si]+1）×（3.33×[%Mn]+1）×(0.35
×[%Cu]+1)×（0.36×[%Ni]+1）×(2.16×[%Cr]+1)×（3.0×[%Mo]+1）/Ｔ1.5　
・・（1）
　　　ここで、　C*＝[%C]-1/4×（[%Ti]-48×[%N]/14）　　　　　　　
                Ｔ：鋼板板厚（mm）
　　　　　　　  [%Ａ]はＡ元素の鋼中含有量（質量％）を示す。
【請求項２】
　質量％で、Ｃ：0.08～0.15％、Si：0.05～1.0％、Mn：0.50～1.80％、Ｐ：0.020％以下
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、Ｓ：0.005％以下、Al：0.015～0.080％、Ｂ：0.0005～0.0030％およびＮ：0.0015～0.0
080％を含有し、かつCu：0.1～1.0％、Ni：0.1～1.0％、Cr：0.1～1.0％、Mo：0.05～1.0
％、Ｖ：0.01～0.10％、Nb：0.005～0.05％およびTi：0.003～0.10％のうち１種または２
種以上を含み、さらに下記（1）式で求められるＨ値が60以上68以下であって、残部がFe
および不可避的不純物からなる成分組成になる鋼片を、
　1000～1200℃の温度範囲に加熱したのち、900℃以下の温度域における圧下率を30％以
上とし、かつ圧延仕上げ温度を780～880℃の範囲内とした熱間圧延を施し、次いで、該熱
間圧延終了後、冷却開始温度：Ar3変態点以上、冷却停止温度：350℃以下の条件で直接焼
入れしたのち、Ac1変態点以下の温度に焼戻し、引張強度を780MPa以上とし、かつ鋼組織
を圧延後の旧γ粒の平均粒径（ｄγ）が60μm以下の焼戻しベイナイト主体組織とするこ
とを特徴とする落重特性に優れた高張力鋼板の製造方法。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　Ｈ値＝3.0×104×0.1×（C*）0.5×（0.7×[%Si]+1）×（3.33×[%Mn]+1）×(0.35
×[%Cu]+1)×（0.36×[%Ni]+1）×(2.16×[%Cr]+1)×（3.0×[%Mo]+1）/Ｔ1.5　
・・（1）
　　　ここで、　C*＝[%C]-1/4×（[%Ti]-48×[%N]/14）　　　　　　　
                Ｔ：鋼板板厚（mm）
　　　　　　　  [%Ａ]はＡ元素の鋼中含有量（質量％）を示す。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、落重特性に優れた高張力鋼板およびその製造方法に関するものであって、主
として風力発電用構造物、海洋構造物および船舶などの溶接構造物に適用される厚鋼板で
あって引張強度が780MPa以上の高張力鋼板の、特に落重特性の改善に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　風力発電用構造物、海洋構造物および船舶など溶接構造物に適用される厚鋼板は、近年
における溶接構造物の大型化設計や寒冷地環境での適用などに伴い、より厚肉（例えば50
mm以上）で、高強度（例えば降伏強度：690MPa以上）、加えて低温靭性（例えば-40℃に
おける靭性値規定）などの厳しい特性が要求される傾向にある。
　殊に、大型構造物は破壊靱性に優れている必要があり、脆性破壊特性の指標として落重
特性に優れていることが要求される。
【０００３】
　これら特性を有する厚鋼板は、通常、焼入れ・焼戻し熱処理（Q-T処理）により製造さ
れる。しかしながら、鋼板の高強度化、厚肉化に伴い、熱間圧延に引き続いて再加熱する
ことなく焼入れを実施する直接焼入れを主体とする従来の製造方法では、低温靭性や破壊
靱性、さらには落重特性を確保することが困難になっている。
【０００４】
　落重特性を改善する技術として、例えば特許文献１に示されたような技術が提案されて
いる。この技術は、Ｐ含有量を極力低減することによって、粒界の強化を図ると共に、所
定量のＮ添加による細粒効果や、Cr添加による靭性向上効果を図るものである。
【０００５】
　また、特許文献２では、ローラクエンチ式焼入れによって、ベイナイトの生成を抑制し
つつ微細フェライトを生成させることによって、良好な落重特性を達成する技術が提案さ
れている。
【０００６】
　さらに、特許文献３では、適切な鋼成分の調整と、圧延後の直接冷却-再加熱焼入れ-焼
戻しプロセスの適用とによって、鋼板のベイナイト組織を制御し、高強度と共に良好な落
重特性を達成する技術が提案されている。
【０００７】
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　加えて、特許文献４では、鋼板の適切な成分調整と圧延後の直接冷却-焼戻しプロセス
の適用によって、高強度と共に良好な靭性を達成する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平２－９３０４５号公報
【特許文献２】特開昭６０－１５５６２０号公報
【特許文献３】特開２０１１－１７９１０６号公報
【特許文献４】特開平１０－１７２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術で得られる鋼板は、落重特性の指標となる無延
性遷移温度（TNDT）を-50℃程度にできるものの、鋼板の降伏強度は620MPa程度に留まっ
ており、高強度と共に良好な落重特性を確保することはできない。
【００１０】
　また、特許文献２に記載の技術においても、やはり、鋼板の高強度化は困難であり、高
強度と共に良好な落重特性を確保することはできない。
【００１１】
　さらに、特許文献３に記載の技術においても、鋼板の引張強度：780MPa以上の高強度化
は困難であり、高強度と共に良好な落重特性を確保することができないばかりでなく、従
来の製造方法に対して製造工程が増えており、製造コストの増加を招いている。
【００１２】
　加えて、特許文献４に記載の技術では、鋼板の特性として、NDT温度≦-50℃を安定に確
保することができない。また、厚肉で所定の鋼板強度・靭性を得るために１％程度以上の
Niが添加されており、製造コストの増大を招いている。
【００１３】
　本発明は、かかる従来技術の有する種々の問題に鑑みてなされたものであって、直接焼
入れを鋼板に施す方法であっても、鋼板に対して特別な熱処理を付加せずに、引張強度：
780MPa以上の高強度と同時にNDT温度：-50℃以下の優れた落重特性を有する厚鋼板を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　発明者は、上記した目的を達成するために、780MPa以上の引張強度と-40℃以下の低温
靭性、さらにはNDT温度（TNDT）：-50℃以下の落重特性に影響する各種要因について、鋭
意研究を重ねた。その結果、ある一定量以上の焼入性を有する成分系の鋼板を用いて、旧
γ（オーステナイト）粒平均粒径（ｄγ）≦60μmの微細なベイナイトを形成したのち、
さらにこれに焼戻し熱処理を施した焼戻しベイナイト組織を主体とすることによって、78
0MPa以上の引張強度かつ-40℃以下の低温靭性、およびNDT温度：-50℃以下の落重特性の
達成が可能であることを見出した。
【００１５】
　本発明は、上記した知見に基づくものであって、本発明の要旨構成は次のとおりである
。
１．質量％で、Ｃ：0.08～0.15％、Si：0.05～1.0％、Mn：0.50～1.80％、Ｐ：0.020％以
下、Ｓ：0.005％以下、Al：0.015～0.080％、Ｂ：0.0005～0.0030％およびＮ：0.0015～0
.0080％を含有し、かつCu：0.1～1.0％、Ni：0.1～1.0％、Cr：0.1～1.0％、Mo：0.05～1
.0％、Ｖ：0.01～0.10％、Nb：0.005～0.05％およびTi：0.003～0.10％のうち１種または
２種以上を含み、さらに下記（1）式で求められるＨ値が60以上68以下であって、残部がF
eおよび不可避的不純物からなる高張力鋼板において、
　上記高張力鋼板の、引張強度が780MPa以上でかつ組織が、旧γ粒の平均粒径（ｄγ）：



(4) JP 5874664 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

60μm以下の焼戻しベイナイト主体組織であることを特徴とする落重特性に優れた高張力
鋼板。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　　Ｈ値＝3.0×104×0.1×（C*）0.5×（0.7×[%Si]+1）×（3.33×[%Mn]+1）×(0.
35×[%Cu]+1)×（0.36×[%Ni]+1）×(2.16×[%Cr]+1)×（3.0×[%Mo]+1）/Ｔ1.5

・・（1）
　　　　ここで、　C*＝[%C]-1/4×（[%Ti]-48×[%N]/14）　　　　　　　
                  Ｔ：鋼板板厚（mm）
　　　　　　　    [%Ａ]はＡ元素の鋼中含有量（質量％）を示す。
【００１６】
　２．質量％で、Ｃ：0.08～0.15％、Si：0.05～1.0％、Mn：0.50～1.80％、Ｐ：0.020％
以下、Ｓ：0.005％以下、Al：0.015～0.080％、Ｂ：0.0005～0.0030％およびＮ：0.0015
～0.0080％を含有し、かつCu：0.1～1.0％、Ni：0.1～1.0％、Cr：0.1～1.0％、Mo：0.05
～1.0％、Ｖ：0.01～0.10％、Nb：0.005～0.05％およびTi：0.003～0.10％のうち１種ま
たは２種以上を含み、さらに下記（1）式で求められるＨ値が60以上68以下であって、残
部がFeおよび不可避的不純物からなる成分組成になる鋼片を、
　1000～1200℃の温度範囲に加熱したのち、900℃以下の温度域における圧下率を30％以
上とし、かつ圧延仕上げ温度を780～880℃の範囲内とした熱間圧延を施し、次いで、該熱
間圧延終了後、冷却開始温度：Ar3変態点以上、冷却停止温度：350℃以下の条件で直接焼
入れしたのち、Ac1変態点以下の温度に焼戻し、引張強度を780MPa以上とし、かつ鋼組織
を圧延後の旧γ粒の平均粒径（ｄγ）が60μm以下の焼戻しベイナイト主体組織とする特
徴とする落重特性に優れた高張力鋼板の製造方法。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　Ｈ値＝3.0×104×0.1×（C*）0.5×（0.7×[%Si]+1）×（3.33×[%Mn]+1）×(0.35
×[%Cu]+1)×（0.36×[%Ni]+1）×(2.16×[%Cr]+1)×（3.0×[%Mo]+1）/Ｔ1.5　
・・（1）
　　　ここで、　C*＝[%C]-1/4×（[%Ti]-48×[%N]/14）　　　　　　　
                Ｔ：鋼板板厚（mm）
　　　　　　　  [%Ａ]はＡ元素の鋼中含有量（質量％）を示す。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、鋼板の成分組成を適切に調整するとともに、加熱-圧延-冷却工程を規
定することによって、直接焼入れ方法であっても、780MPa以上の引張強度と共に、NDT温
度が-50℃以下の落重特性を有する厚鋼板を製造することができ、産業上格段に優れた効
果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】焼入れ性指標値Ｈと鋼板の焼入性（鋼板強度：TS）との関係を示すグラフである
。
【図２】旧γ粒平均粒径（ｄγ）とTNDT（℃）との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明について具体的に説明する。
　まず、本発明の高張力鋼板（以下、単に鋼板とも言う）の組成を規定した理由について
説明する。なお、以下の％表示は、いずれも質量％を意味する。
[Ｃ：0.08～0.15％]
　Ｃは、鋼板の強度を確保するために必要な元素であり、所望の強度を確保するためには
、0.08％以上含有させる必要がある。一方、Ｃを過剰に含有させると靭性および落重特性
が低下するため、上限は0.15％とする必要がある。好ましい範囲は0.09～0.13％である。
【００２０】
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[Si：0.05～1.0％]
　Siは、鋼板の強度を確保するのに有効な元素であり、必要により含有されるが、その量
は、0.05％以上である。一方、過剰に含有させると、鋼材に硬質な島状マルテンサイト（
MA）の粗大化を招き、落重特性を劣化させる。このため、その上限は1.0％とする。好ま
しい範囲は、0.10～0.50％である。
【００２１】
[Mn：0.50～1.80％]
　Mnは、焼入性を向上させて鋼板強度を確保する上で有効な元素であり、焼入性向上効果
を発揮させるために、0.50％以上含有する必要がある。一方、Mnを過剰に含有すると、鋼
板の落重特性が劣化するため、その上限は1.80％とする。好ましい範囲は、0.60～1.30％
である。
【００２２】
[Ｐ：0.020％以下]、[Ｓ：0.005％以下]
　ＰおよびＳは、不純物として鋼中に存在するが、多量になると靭性を著しく劣化させる
ため、それらの上限をそれぞれ0.020％、0.005％とする。なお、下限は、０％であっても
良い。また好ましい範囲はそれぞれ0.010％以下、0.002％以下である。
【００２３】
[Al：0.015～0.080％]
　Alは、鋼の脱酸および結晶粒の微細化による靭性の向上に必要な元素であり、0.015％
以上の含有が必要である。一方、Alを過剰に含有すると酸化物系非金属介在物を生成して
靭性を劣化させるため、その上限を0.080％とする。好ましい範囲は、0.015～0.060％で
ある。
【００２４】
[Ｂ：0.0005～0.0030％]
　Ｂは、鋼板の強度に有効な元素であり、その効果を有効に得るためには0.0005％以上の
含有が必要である。一方、Ｂを過剰に含有させると溶接部の特性を劣化させるため、その
上限を0.0030％とする。好ましい範囲は、0.0007～0.0015％である。
【００２５】
[Ｎ：0.0015～0.0080％]
　Ｎは、Alと結合して窒化物を形成し、オーステナイト粒の粗大化を抑制して靭性を向上
させるため、その下限を0.0015％とする。一方、過剰の添加はかえって靭性を劣化させる
ため、その上限を0.0080％とする。
【００２６】
　以上の元素の他、Cu：0.1～1.0％、Ni：0.1～1.0％、Cr：0.1～1.0％、Mo：0.05～1.0
％、Ｖ：0.01～0.10％、Nb：0.005～0.05％およびTi：0.003～0.10％のうち、１種または
２種以上を含有させることが必要である。
【００２７】
[Cu：0.1～1.0％]
　Cuは、固溶することにより焼入性を向上させる元素であり、その効果を得るためには0.
1％以上の含有を必要とする。一方、過剰の含有は熱間加工性を低下させるため、その上
限を1.0％とする。
【００２８】
[Ni：0.1～1.0％]
　Niは、固溶することにより焼入性を向上させると同時に、靭性を向上させる元素であり
、その効果を得るためには0.1％以上の含有を必要とする。一方、過剰の含有は経済性を
損なうため、その上限を1.0％とする。
【００２９】
[Cr：0.1～1.0％]
　Crは、焼入れ性を向上させる元素であり、その効果を得るためには、0.1％以上の含有
が必要である。一方、過剰の含有は溶接性を低下させるため、その上限を1.0％とする。
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【００３０】
[Mo：0.05～1.0％]
　Moは、焼入性を向上させる元素であり、その効果を得るためには、0.05％以上の含有が
必要である。一方、過剰の含有は溶接性を低下させるため、その上限を1.0％とする。
【００３１】
[Ｖ：0.01～0.10％]
　Ｖは、主として焼戻しによる析出強化に有効な元素であり、その効果を得るためには、
0.01％以上の含有が必要である。一方、過剰の含有は靭性の劣化および経済性を損なうた
め、その上限を0.10％とする。
【００３２】
[Nb：0.005～0.05％]
　Nbは、焼入性の向上の他、圧延後の組織微細化および焼戻しによる析出強化に有効な元
素であり、その効果を得るためには、0.005％以上の含有が必要である。一方、過剰の含
有は靭性劣化を招くため、その上限を0.05％とする。
【００３３】
[Ti：0.003～0.10％]
　Tiは、Ｎと結合してTiNとして鋼片加熱時のオーステナイト結晶粒を細粒化し、母材靭
性の向上に有効な元素である。その効果を得るためには、0.003％以上の含有が必要であ
る。一方、過剰な含有はかえって靭性劣化を招くため、その上限を0.10％とする。
【００３４】
　つぎに、本発明に従う高張力鋼板の特性について説明する。
[焼入れ性指標値Ｈ]
　　　Ｈ値＝3.0×104×0.1×（C*）0.5×（0.7×[%Si]+1）×（3.33×[%Mn]+1）×(0.35
×[%Cu]+1)×（0.36×[%Ni]+1）×(2.16×[%Cr]+1)×（3.0×[%Mo]+1）/Ｔ1.5　・・（1
）
　　　ここで、　C*＝[%C]-1/4×（[%Ti]-48×[%N]/14）
　　　　　　　Ｔ：鋼板板厚（mm）
　　　　　　　[%Ａ]はＡ元素の鋼中含有量（質量％）を示す。
　上記（1）式で求められる焼入れ性指標値Ｈは、図１に示すように鋼板の焼入性と関連
があり、これが58を下回ると所定の強度・靭性が確保できない。従って、本発明では、安
定に強度・靭性を確保するために、Ｈの範囲は60以上とする。
【００３５】
[旧γ粒平均粒径（ｄγ）：60μｍ以下]
　本発明に従う鋼板は、旧γ粒平均粒径（ｄγ）が60μｍ以下の焼戻しベイナイト主体組
織とする必要がある。
　旧γ粒平均粒径とは、焼入れ前の組織であるオーステナイト（γ）粒の平均粒径である
。焼入れ前のγ粒径が焼入れ後の組織や材質に影響を及ぼすため、本発明では旧γ粒平均
粒径を規定する。
　というのは、図２に示すように、旧γ粒平均粒径（ｄγ）が60μmを超えると落重特性
が劣化するためである。前述した鋼板の成分組成および上記の旧γ粒平均粒径の範囲を満
足した組織とすることで、引張強度が780MPa以上の鋼板が得られる。また、前述した好適
範囲を満足することで、さらに降伏強度が690MPa以上であり、また-40℃以下の低温靭性
とNDT温度：-50℃以下の落重特性とを有する鋼板が得られる。
　旧γ粒平均粒径の下限に特に限定はないが、工業的には、10μｍ程度である。
【００３６】
　なお、焼入れ前のオーステナイト粒の形態は、その後に熱処理を施しても、オーステナ
イト粒界を優先的に腐食する腐食液（たとえばピクリン酸）で腐食して、金属組織を観察
することにより、いわゆる旧オーステナイト粒界として観察することができる。すなわち
、この組織観察結果から線分法や画像処理などの方法を用いて旧オーステナイト粒の円相
当径を求めることにより、加熱時のオーステナイト粒径を把握することができる。一例を
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示すと、200倍以上の倍率視野において、任意の直線上にある粒界を積算する方法により
、少なくとも10個以上のγ粒を含む粒径の平均値を求めればよい。
【００３７】
　上述したように、本発明に従う鋼板の組織は、焼戻しベイナイト主体組織であることが
重要である。というのは、焼戻しベイナイト主体組織が良好な靭性を有するからである。
　本発明における焼戻しベイナイト主体組織とは、鋼板の組織中体積分率で焼戻しベイナ
イト相が50％以上存在することである。好ましくは、80％以上である。他方、焼戻しベイ
ナイト組織の体積分率の上限に特別の制限はないが、工業的には、マルテンサイトとの合
計で98％程度であり、その際の残部組織の相の形態に制限はない。
　また、本発明における厚鋼板とは、板厚：30mm以上であって、さらに板厚：50mm以上の
鋼板が好ましい。他方、その上限に限定はないが100mm程度である。
【００３８】
　本発明では、前記した好適成分組成に調整した鋼片を、熱間圧延し、得られた熱延板に
対して焼入れ焼き戻し処理を施す。
　以下、各製造工程の限定理由について説明する。
　なお、以下の温度は特に記載しない限り鋼板の板厚方向の平均温度を表す。板厚方向の
平均温度は、板厚、表面温度および冷却条件などから、シミュレーション計算により求め
られる。
【００３９】
　鋼素材である鋼片の製造方法は特に限定されるものではなく、例えば、転炉で溶製させ
た溶鋼を連続鋳造してスラブを製造することができる。
[加熱温度：1000～1200℃]
　熱間圧延に先立ち、鋼素材である鋼片を加熱する。
　合金元素の固溶を図って十分な焼入性を確保するために、加熱温度は1000℃以上とする
必要がある。一方、加熱温度が1200℃を超えると、オーステナイト結晶粒の粗大化に伴い
、顕著に靭性が劣化してしまう。よって、加熱温度は1000～1200℃の範囲内とする。
【００４０】
[900℃以下の温度域における圧下率：30％以上]
　熱間圧延を実施するに当たり、未再結晶温度域における熱間圧延、すなわち、いわゆる
制御圧延を実施する。
　制御圧延の条件は、旧γ粒の粗大化、ひいては鋼板の靭性に大きな影響を及ぼす要素で
あり、図２に示すように、旧γ粒平均粒径（ｄγ）が60μmを超えると落重特性が劣化す
るため、厳密に制御する必要がある。特に、オーステナイト未再結晶温度域の中でも低温
側の温度域における圧下率を十分に確保することが重要であるので、本発明においては、
900℃以下の温度域における圧下率（累積圧下率）を30％以上と規定する。900℃以下の温
度域における累積圧下率が30％未満では、再結晶に有効な歪エネルギーが効果的に付与さ
れないため結晶粒が細粒化されず、いずれの場合も靭性劣化が著しくなるからである。
　なお、制御圧延より前の温度域における圧延条件は、特に規定されないが、制御圧延直
前の組織が粗大化していないことが好ましいので、制御圧延実施前に、累積圧下率が50％
以上の熱間圧延を実施することが好ましい。
【００４１】
　従って、本発明においては、900℃以下の温度域における圧下率は30％以上とする。な
お、上記圧延制御温度の下限はAr3変態点であり、後述の式による求めることができる。
一方、圧下率の上限は、設備的な観点から80％以下が好ましい。また、900℃以上の温度
域における圧下率は特に限定されず、常法によれば良い。
【００４２】
[圧延仕上げ温度：780～880℃]
　熱間圧延中の圧延仕上げ温度の制御は、所定の強度・靭性に大きな影響を及ぼす要素で
あり、厳密に限定する必要がある。ここに、圧延仕上げ温度が880℃を超えると再結晶粒
が粗大化し靭性劣化が著しくなり、一方、780℃に満たないと未再結晶粒の変形にともな
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い焼入性が低下する。従って、熱間圧延中の圧延仕上げ温度は、780～880℃の範囲とする
。
【００４３】
[冷却開始温度：Ar3変態点以上]
　上記圧延終了後、速やかに直接焼入れを実施する。このとき、鋼板の冷却開始温度がAr

3変態点を下回っていると、フェライト相が生成して強度が著しく劣化するため、所定の
強度・靭性が確保できない。従って、直接焼入れの冷却開始温度はAr3変態点以上とする
。なお、Ar3変態点は次式による。
　　　Ａｒ3（℃）＝910－310×[%C]－80×[%Mn]－20×[%Cu]－15×[%Cr]－55×[%Ni]－8
0×[%Mo]
　ここで、[%Ａ]はＡ元素の鋼中含有量（質量％）を示す。
【００４４】
[冷却停止温度：350℃以下]
　Ar3点以上の温度から直接焼入れするとき、鋼板の冷却停止温度が350℃を上回ると、十
分な焼入れ組織が得られない場合があり、所定の強度・靭性が確保できない。なお、その
下限に特に限定はない。
【００４５】
[焼戻し温度：Ac1変態点以下]
　直接焼入れした鋼板を焼戻しするとき、その温度は所定の強度確保のためAc1変態点以
下とする。好ましくは、600～680℃の範囲である。ここで、Ac1変態点は次式による。
　　　Ａｃ1（℃）＝751－26.6×[%C]＋17.6×[%Si]－11.6×[%Mn]－22.9×[%Cu]－23.0
×[%Ni]＋24.1×[%Cr]＋22.5×[%Mo]－39.7×[%V]－5.7×[%Ti]＋233×[%Nb]－169×[%Al
]－895×[%B]
　ここで、[%Ａ]はＡ元素の鋼中含有量（質量％）を示す。
【実施例】
【００４７】
　以下、表１および２を参照して本発明の種々の実施例について説明する。
　表１に成分組成、板厚を示す。表１中の１～10は本発明に従う鋼種であり、11～15は成
分組成が本発明の範囲外となる鋼種（比較鋼）を示している。
　これらの組成を有するスラブを表２に記載の各種条件によって製造して、表２の鋼番1-
1～15の鋼板を得た。また、表２に、表１に示した組成の諸性質について調べた結果をま
とめたものを併記する。具体的には、表中の、スラブ加熱温度、制御温度、圧下率、圧延
仕上げ温度、冷却開始温度、冷却停止温度および焼戻し温度で製造したときの、それぞれ
の鋼板における、引張特性（降伏強度、引張強度）、靭性（破面遷移温度）および落重特
性（NDT温度）を示している。また、鋼番1-1と1-2は、表１の鋼種１と同じ組成の鋼板に
ついて制御圧延開始温度を本発明の範囲内および範囲外に変化させて、また鋼番2-1と2-2
は、表１の鋼種２と同じ組成の鋼板について制御圧延の圧下率を本発明の範囲内および範
囲外に変化させて、さらに鋼番3-1と3-2は、表１の鋼種３と同じ組成の鋼板について圧下
率と圧延仕上げ温度を本発明の範囲内および範囲外に変化させて、また鋼番4-1，4-2およ
び4-3は、表１の鋼種４と同じ組成の鋼板について、それぞれ冷却開始温度や、冷却停止
温度を本発明の範囲内および範囲外に変化させて製造したものである。
【００４８】



(9) JP 5874664 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

【表１】

【００４９】
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【表２】

【００５０】
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　以下、諸性質および結果について順に説明する。
(1) 引張特性
　降伏強度ＹＰおよび引張強度ＴＳは、各鋼の板厚中心部からJIS Z 2201の規定に準拠し
てJIS 5号試験片を採取し、JIS Z 2241の規定に準拠して引張試験を実施して求めた。そ
して、引張強度が780MPa以上となるものを合格とした。
　発明鋼では、降伏強度と引張強度のいずれもが合格であったが、比較鋼の鋼番3-2では
圧延仕上げ温度が低いため、また鋼番4-3では冷却停止温度が高いため、また鋼番11～13
では各組成の適正範囲外のため、さらに鋼番14、15ではＨ値が60未満のために、いずれも
強度不良が認められた。

                                                                                
【００５１】
(2) 靭性
　破面遷移温度：ｖTsは、各鋼の板厚中心部から、JIS Z 2201の規定に準拠してJIS 4号
試験片を採取し、JIS Z 2241の規定に準拠して衝撃試験を実施して求めた。なお、ｖTsが
-40℃以下となるものを合格とした。
　発明鋼はいずれも合格であったが、比較鋼の鋼番1-2では制御圧延開始温度が高すぎて9
00℃以下における累積圧下率が低くなったため、また鋼番2-2では制御圧延の圧下率が低
いため、いずれも靭性不良が認められた。
【００５２】
(3) 落重特性
　NDT温度は、各鋼の板厚中心部から試験片を採取し、NRL落重試験を実施して求めた。な
お、NDT温度が-50℃以下となるものを合格とした。
　発明鋼はいずれも合格であったが、比較鋼の鋼番1-2では制御圧延開始温度が高すぎて9
00℃以下における累積圧下率が低くなったため、また鋼番2-2では制御圧延の圧下率が低
いために、いずれも靭性不良が認められた。
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