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(57)【要約】
【課題】溶接熱影響部（ＨＡＺ）の靱性に優れた鋼板およびその製造方法の提供。
【解決手段】　質量％で、Ｃ：０．０２～０．２％，Ｓｉ：０．０３～０．５％，Ｍｎ：
０．５～２．０％，Ｐ：０．０２％以下，Ｓ：０．００２％未満，Ａｌ：０．００５～０
．０８％，Ｔｉ：０．００３～０．０２％，Ｎ：０．００２～０．００９％，Ｏ：０．０
０１～０．００３５％，Ｃａ：０．０００３～０．００４５％を含有し、残部はＦｅ及び
不純物からなり、下記の(１)式、（２）式および（３）式を満足する化学組成を有する鋼
板であって、溶接熱影響部のミクロ組織において、島状マルテンサイトの面積率が１．０
％未満であり、かつ鋼中にＡｌとＣａを含む粒径５．０μｍ以下の介在物が存在し、その
介在物のアスペクト比が１．９以下であることを特徴とする溶接熱影響部の靱性に優れた
鋼板。さらに、Ｃｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｖ，Ｎｂ及びＢの１種以上を含有してもよい。
　０．５０≦Ｃａ／Ｏ≦１．３０　・・・・・(１)、
　Ｐｃｍ＊≦０．２３　・・・・・(２)、
　Ｐｃｍ＊－０．７５Ｃ≧０．１　・・・・・(３)
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で
Ｃ：０．０２～０．２％，
Ｓｉ：０．０３～０．５％，
Ｍｎ：０．５～２．０％，
Ｐ：０．０２％以下，
Ｓ：０．００２％未満，
Ａｌ：０．００５～０．０８％，
Ｔｉ：０．００３～０．０２％，
Ｎ：０．００２～０．００９％，
Ｏ：０．００１～０．００３５％，
Ｃａ：０．０００３～０．００４５％
を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなり、下記の(１)式、（２）式および（３）式を満
足する化学組成を有する鋼板であって、溶接熱影響部のミクロ組織において、島状マルテ
ンサイトの面積率が１．０％未満であり、かつ鋼中にＡｌとＣａを含む粒径５．０μｍ以
下の介在物が存在し、その介在物のアスペクト比が１．９以下であることを特徴とする溶
接熱影響部の靱性に優れた鋼板。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　０．５０≦Ｃａ／Ｏ≦１．３０　・・・・・(１)、
　Ｐｃｍ＊≦０．２３　・・・・・(２)、
　Ｐｃｍ＊－０．７５Ｃ≧０．１　・・・・・(３)
ここで、
Ｐｃｍ＊＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／
１５＋Ｖ／３＋Ｎｂ／２＋２３｛Ｂ－１０．８／１４．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）｝
ただし、Ｂ－１０．８／１４．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）≦０のとき、Ｂ－１０．８／１４
．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）＝０として取り扱う。
　また、(１)式、（２）式および（３）式の元素記号はその元素の含有量（質量％）を示
し、アスペクト比とは、鋼板の圧延方向に平行な断面で観察される介在物の長径を短径で
除した値を意味する。
【請求項２】
　さらにＦｅの一部に代えて、質量％で
Ｃｕ：１．５％以下，
Ｎｉ：６．０％以下，
Ｃｒ：１．０％以下，
Ｍｏ：０．８％以下，
Ｖ：０．１％以下，
Ｎｂ：０．０５％以下及び
Ｂ：０．００５％以下
の中から選んだ１種または２種以上を含有することを特徴とする、請求項１に記載の溶接
熱影響部の靱性に優れた鋼板。
【請求項３】
　溶鋼中のＡｌ含有量が０．００５～０．０８質量％の範囲となるようにＡｌを添加して
脱酸し、さらに脱ガス装置で１５分以上処理した後、溶鋼温度１５３０～１６７０℃で溶
鋼中に下記（４）式を満足する量のＣａを添加し、鋳造してなる請求項１または２の化学
組成を有するスラブを熱間圧延することを特徴とする、溶接熱影響部の靱性に優れた鋼板
の製造方法。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　２１＋２．５２・ＯＭ－５≦ＣａＡ≦２１＋２．５２・ＯＭ＋５・・・・・(４)
ただし、ＣａＡは溶鋼１トン当たりのＣａ添加量（ｇ）を、そしてＯＭは溶鋼中の酸素量
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（ｐｐｍ）を、それぞれ表す。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、造船、建築、橋梁、海洋構造物およびラインパイプなどに使用される溶接熱
影響部（Ｈｅａｔ　Ａｆｆｅｃｔｅｄ　Ｚｏｎｅ：以下、「ＨＡＺ」と称す。）の靭性に
優れた鋼板及びその製造方法に関するものである。特に、近年要求の高まっている入熱２
５ｋＪ／ｍｍを超える大入熱溶接を施工した場合にも、ＨＡＺにおいて優れた靭性を有す
る鋼板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　造船、建築、橋梁、海洋構造物およびラインパイプなどの大型構造物に用いられる溶接
構造用鋼板は、溶接部の破壊に対する安全性および信頼性を高める観点から、靱性に対す
る要求が年々厳しさを増しており、母材鋼板の靭性と同様に、ＨＡＺにおいてもより優れ
た靱性を確保することが要求されている。例えば、ＨＡＺ靭性が母材靭性と比較して大幅
に劣る場合、構造物が衝撃荷重を受けた場合にＨＡＺからき裂が発生し、大規模な構造物
の破壊に進展するといった危険性があるからである。
【０００３】
　一方で、この種の大型鋼構造物の建造コストに占める溶接施工コストの割合は大きく、
溶接施工コストを低減するために、高能率の溶接法が用いられるようになった。溶接施工
コストを低下させるために最も有効な方法は、溶接パス数を減らすことであり、このため
には溶接入熱を大きくした高能率溶接法を用いて大入熱溶接施工を行うことが望ましい。
しかし、大入熱溶接を行った場合、ＨＡＺ靭性が低下することは避けられない。したがっ
て、靭性の要求が厳しい構造物に対しては、入熱を制限して溶接パス数を増やし、能率と
経済性を犠牲にして溶接施工せざるを得ないという問題点があった。
【０００４】
　これらの問題を解決するため、これまでにも大入熱溶接ＨＡＺ靱性を改善するための種
々の対策が実施されてきた。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、鋼材中のＣａ，Ｏ，Ｓの含有量を調整し、大入熱溶接をした
際に、溶接熱影響部を微細な組織とすることにより、優れたＨＡＺ靭性を有する大入熱溶
接用鋼材に関する発明が記載されている。加えて、特許文献１には、鋼板を溶製する際の
凝固段階で晶出したＣａＳの表面上にＭｎＳを析出させ、さらにＭｎＳ上には、ＴｉＮ、
ＢＮ、ＡｌＮ、ＶＮ等のフェライト生成核を析出させることにより、大入熱溶接時の高温
下でも溶解しないフェライト変態生成核を微細に分散させ、ＨＡＺ組織を微細なフェライ
ト-パーライト組織として高靭性化を達成させる発明が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、製鋼における脱酸材をＴｉ、Ａｌ、Ｃａの順に添加し、さらに
Ａｌを添加することで酸化物を微細に分散させ、溶接ボンド部近傍で１４００℃以上に加
熱される領域のオーステナイト細粒化、粒内フェライト生成を同時に達成する溶接継手部
靱性の優れた鋼材の製造方法に関する発明が記載されている。加えて、特許文献２では、
Ｃａ、Ａｌ、またはＣａ、Ａｌ、Ｔｉのいずれかを含有する酸化物の微細分散、個数増加
を図り、オーステナイト粒細粒化や微細フェライト生成によって優れたＨＡＺ靭性を有す
る鋼材が得られるとの発明が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開2002-256379号公報
【特許文献２】特開2001-288509号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、これらの発明におけるＣａ含有酸化物やＣａ硫化物は、その一部は溶鋼中にお
いて微細に分散されるものの、凝集粗大化して介在物として存在する。これら粗大介在物
が鋼中に残存すると大入熱溶接ＨＡＺにおいて金属組織を微細化したとしても靱性の低下
が避けられない。また、微細に分散した介在物も、凝固後の圧延過程において破砕、延伸
されることで扁平した形状となり、破壊の起点として作用するため粗大介在物と同様にＨ
ＡＺ靱性の低下を招く原因となる。
【０００９】
　よって、上述のＣａ含有酸化物やＣａ硫化物による靭性改善技術は、粗大介在物や扁平
した介在物の存在によりＨＡＺ靭性改善効果には自ずと限界があった。
【００１０】
　前述の通り、近年、鋼構造物に対する安全性および信頼性の確保に対する要求はますま
す高まっている。鋼板の靱性評価手法として一般的に用いられているシャルピー衝撃試験
においても、従来であれば目的とする温度でくり返し試験をした場合の吸収エネルギの平
均値が規定値を上回れば規格を満足するとされてきた。しかし、最近ではより安定的な高
靭性が求められ、大入熱溶接ＨＡＺにおけるシャルピー衝撃試験においても、くり返し試
験をした場合の吸収エネルギの最低値まで問題にされるようになってきた。
【００１１】
　その背景は、次の(i)および(ii)の２点にある。
【００１２】
　(i) シャルピー衝撃試験において吸収エネルギの平均値が高くても、個々の値にバラツ
キがあるということは、構造物の中に靱性の低い領域が存在していることを示しており、
こうした特定の脆弱な部位で破壊が発生すると構造物全体に甚大な被害を及ぼす可能性が
高いと考えられるようになってきたこと。
【００１３】
　(ii) 重要な鋼構造物に対しては、安全性確認のために、例えば溶接長１００ｍ当り１
回のシャルピー衝撃試験を行い合格することを求められる場合があり、このような場合に
は、シャルピー吸収エネルギの個々の値で安定した高靭性が得られなければ、何度も繰り
返される試験にすべて合格することが困難であること。
【００１４】
　以上の背景から、鋼板中に粗大な介在物や扁平した介在物が多数存在する場合、大入熱
溶接ＨＡＺにおけるシャルピー衝撃試験時の破壊起点として作用する確率が高くなるため
、安定して高靱性を得ることができず、重要構造物への適用は困難であった。
【００１５】
　このため本発明の目的は、溶接熱影響部（ＨＡＺ）の靱性に優れた鋼板およびその製造
方法を提供することにある。特に、重要構造物に用いることができ、入熱２５ｋＪ／ｍｍ
以上の大入熱溶接でのＨＡＺにおけるシャルピー衝撃試験で安定して高い吸収エネルギを
示す靱性に優れた鋼板およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者等は、大入熱溶接熱影響部においても安定した高靭性を有する鋼板を提供する
べく、種々の検討と実験を行った。その結果、次の(a)～(e)に示すとおり、適正な介在物
制御と硬質第二相組織制御の技術を組合せることによって、新たな金属学的効果が得られ
るとの知見を得た。
【００１７】
　(a) 一般に、溶接熱影響部に高靭性が要求される重要構造物には、Ａｌ添加により鋼中
の酸素を固定したＡｌキルド鋼が用いられる。ところが、大入熱溶接を適用する場合には
Ａｌキルド鋼では、充分な靱性を確保することが困難である。そこで上述した通り、Ａｌ
に加えてＣａを添加し、Ｃａを含む介在物を利用した大入熱溶接ＨＡＺ靱性改善技術の開
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発が進められてきた。しかし、これらのＣａ添加鋼板は、溶接熱影響部においてシャルピ
ー衝撃試験をくり返し実施した場合の個々の値のばらつきが大きく、溶接継手中に脆弱な
部位が存在すると考えられる。したがって、溶接構造物の破壊安全性をさらに高めること
ができる鋼板開発が求められている。
【００１８】
　(b) 発明者らは、シャルピー衝撃試験の吸収エネルギ個々の値のばらつきについて鋭意
研究し、鋼中の粗大介在物や圧延で延伸された介在物、または圧延により破砕され点列状
に連なった介在物の集合体が、溶接熱影響部のシャルピー衝撃試験時に、き裂の発生と伝
播を助長し、吸収エネルギの低値発生とばらつきの原因となっていることを見出した。ま
た、従来より、ＨＡＺ靱性の改善に有効とされてきた金属組織の微細化だけでは、これら
の低値発生を抑えられないことが判明した。なお、鋼中の粗大介在物とは、主としてＡｌ
とＣａを含む酸硫化物のことである。そして、これらの介在物の内、比較的小さいサイズ
のものであっても圧延によって延伸、破砕され、点列状に連なった介在物群が生じること
が判明した。
【００１９】
　(c) このような粗大介在物ないし延伸された介在物、または点列状の介在物群が、シャ
ルピー衝撃試験片のノッチ近傍に存在すれば、その周囲に発生する応力集中効果により、
へき開破壊の発生およびき裂の伝播が容易となり、シャルピー衝撃試験の吸収エネルギは
著しく低下する。したがって、鋼板中の介在物サイズおよび形態を制御してこれらの有害
な介在物の生成を防止することが、吸収エネルギの個々の値のばらつきを防止するための
重要な要素となる。このためには、ＡｌとＣａを含む酸硫化物を微細分散させ、かつ圧延
中にも延伸、破砕しないようにすることが肝要である。ＡｌとＣａを溶鋼中に添加した場
合、ある特定の組成の酸化物では融点が低下し、溶鋼中で液体となり、その表面積を最小
にするために球状化する性質があることが判明した。また、この球状化した介在物は凝固
後の圧延過程においても延伸、破砕が生じないことを見出した。この効果を得るためには
Ｃａを酸素で除した値であるＣａ／Ｏが０．５以上、１．３０以下であることが必要であ
り、この条件を満たす介在物が分散した鋼は、介在物の長径を短径で除した値、つまり介
在物のアスペクト比が１．９以下となり、球状に近い介在物が得られるとともに、大入熱
溶接ＨＡＺにおいてくり返しシャルピー衝撃試験を行った場合にも安定して高い吸収エネ
ルギ値が得られた。しかし、溶鋼中の酸素量が著しく高い場合には、鋼中の介在物の絶対
量が増加するため、上述のＣａ／Ｏの値を満足しても粗大介在物の生成を避けることはで
きない。これを防止するためには、溶鋼中の酸素を制御する必要があるが、溶鋼中のＡｌ
含有量が０．００５～０．０８質量％の範囲となるようにＡｌを添加して脱酸し、さらに
脱ガス装置で１５分以上処理して溶鋼の酸素量を充分に下げた後、溶鋼温度を１６００±
７０℃に保った状態でＣａを添加することで粗大介在物の生成を防止し、大入熱溶接ＨＡ
Ｚ靱性のばらつきを抑制することができることを見出した。
【００２０】
　(d) しかし、一方で、入熱２５ｋＪ／ｍｍを超える大入熱溶接ＨＡＺではこれら介在物
影響のみならず、硬質第二相組織の生成もまた、へき開破壊の発生およびき裂の伝播を助
長することが判明した。つまり硬質第二相組織が生成すると介在物サイズならびに形態制
御によるシャルピー吸収エネルギの改善効果が失われてしまうことが新たに判明した。
【００２１】
　(e) その理由は、これらＨＡＺにて生成する硬質第二相組織をつぶさに観察した結果か
ら、マルテンサイト組織とオーステナイト相とが複合した島状マルテンサイト組織（Ｍａ
ｒｔｅｎｓｉｔｅ－Ａｕｓｔｅｎｉｔｅ　ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔ：以下「ＭＡ」と称す
。）が生成したためであると判明した。このようなＭＡは母相と比較して非常に硬度が高
いため、介在物と同じくシャルピー衝撃試験片のノッチ近傍に存在すれば、その周囲に発
生する応力集中効果により、へき開破壊の発生およびき裂の伝播が容易となり、シャルピ
ー衝撃試験の吸収エネルギを著しく低下させる原因となる。したがって、入熱２５ｋＪ／
ｍｍを超える大入熱溶接ＨＡＺの靭性を改善するためには、鋼板中の介在物形態制御に加
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えて、ＭＡの生成を防止し、その生成量を大入熱ＨＡＺにおいて１％未満とする必要があ
る。発明者等が鋭意検討した結果、このためにはＣを始めとする合金元素の制御が必要で
、その組成は溶接低温割れ感受性組成であるＰｃｍ＊を用いて簡便に整理することができ
、Ｐｃｍ＊≦０．２３およびＰｃｍ＊－０．７５Ｃ≧０．１の２つの式を同時に満足する
ことで大入熱溶接ＨＡＺにおけるＭＡの生成量を面積率で１％未満に制御できることを見
出した。ここで、Ｐｃｍ＊＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃ
ｒ／２０＋Ｍｏ／１５＋Ｖ／３＋Ｎｂ／２＋２３｛Ｂ－１０．８／１４．１（Ｎ－Ｔｉ／
３．４）｝と表される。ただし、Ｂ－１０．８／１４．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）≦０のと
き、Ｂ－１０．８／１４．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）＝０として取り扱うこととする。また
各式の元素記号はその元素の含有量（質量％）を示す。
【００２２】
　本発明は、このような知見に基づいて完成したものであり、その要旨は、下記の(1)お
よび(2)の溶接熱影響部の靱性に優れた鋼板並びに(3)溶接熱影響部の靱性に優れた鋼板の
製造方法にある。
【００２３】
　(1) 質量％で
Ｃ：０．０２～０．２％，
Ｓｉ：０．０３～０．５％，
Ｍｎ：０．５～２．０％，
Ｐ：０．０２％以下，
Ｓ：０．００２％未満，
Ａｌ：０．００５～０．０８％，
Ｔｉ：０．００３～０．０２％，
Ｎ：０．００２～０．００９％，
Ｏ：０．００１～０．００３５％，
Ｃａ：０．０００３～０．００４５％
を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなり、下記の(１)式、（２）式および（３）式を満
足する化学組成を有する鋼板であって、
溶接熱影響部のミクロ組織において、島状マルテンサイトの面積率が１．０％未満であり
、かつ鋼中にＡｌとＣａを含む粒径５．０μｍ以下の介在物が存在し、その介在物のアス
ペクト比が１．９以下であることを特徴とする溶接熱影響部の靱性に優れた鋼板。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　０．５０≦Ｃａ／Ｏ≦１．３０　・・・・・(１)、
　Ｐｃｍ＊≦０．２３　・・・・・(２)、
　Ｐｃｍ＊－０．７５Ｃ≧０．１　・・・・・(３)
ここで、
Ｐｃｍ＊＝Ｃ＋Ｓｉ／３０＋Ｍｎ／２０＋Ｃｕ／２０＋Ｎｉ／６０＋Ｃｒ／２０＋Ｍｏ／
１５＋Ｖ／３＋Ｎｂ／２＋２３｛Ｂ－１０．８／１４．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）｝
ただし、Ｂ－１０．８／１４．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）≦０のとき、Ｂ－１０．８／１４
．１（Ｎ－Ｔｉ／３．４）＝０として取り扱う。
　また、(１)式、（２）式および（３）式の元素記号はその元素の含有量（質量％）を示
し、アスペクト比とは、鋼板の圧延方向に平行な断面で観察される介在物の長径を短径で
除した値を意味する。
【００２４】
　(2) さらにＦｅの一部に代えて、質量％で
Ｃｕ：１．５％以下，
Ｎｉ：６．０％以下，
Ｃｒ：１．０％以下，
Ｍｏ：０．８％以下，
Ｖ：０．１％以下，
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Ｎｂ：０．０５％以下及び
Ｂ：０．００５％以下
の中から選んだ１種または２種以上を含有することを特徴とする、上記(1)の溶接熱影響
部の靱性に優れた鋼板。
【００２５】
　(3) 溶鋼中のＡｌ含有量が０．００５～０．０８質量％の範囲となるようにＡｌを添加
して脱酸し、さらに脱ガス装置で１５分以上処理した後、溶鋼温度１５３０～１６７０℃
で溶鋼中に下記（４）式を満足する量のＣａを添加し、鋳造してなる上記(1)または(2)の
化学組成を有するスラブを熱間圧延することを特徴とする、溶接熱影響部の靱性に優れた
鋼板の製造方法。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　２１＋２．５２・ＯＭ－５≦ＣａＡ≦２１＋２．５２・ＯＭ＋５・・・・・(４)
ただし、ＣａＡは溶鋼１トン当たりのＣａ添加量（ｇ）を、そしてＯＭは溶鋼中の酸素量
（ｐｐｍ）を、それぞれ表す。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、溶接熱影響部（ＨＡＺ）の靱性に優れた鋼板およびその製造方法を提
供することができる。特に、重要構造物に用いることができ、入熱２５ｋＪ／ｍｍ以上の
大入熱溶接でのＨＡＺにおけるシャルピー衝撃試験で安定して高い吸収エネルギを示す靱
性に優れた鋼板およびその製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　１．鋼板の化学組成について
　以下、本発明に係る鋼板の化学組成について説明する。なお、含有量に関する「％」お
よび「ｐｐｍ」は、いずれも質量割合を意味する。
【００２８】
　Ｃ：０．０２～０．２％
　Ｃは、母材及び溶接部の強度、靭性を確保するため、０．０２％以上含有させる必要が
ある。しかし、Ｃが多すぎると島状マルテンサイトの生成を助長しＨＡＺ靭性を低下させ
るとともに溶接性を劣化させるため、その上限を０．２％とする。したがって、Ｃの含有
量は０．０２～０．２％とする。
【００２９】
　Ｓｉ：０．０３～０．５％
　Ｓｉは、脱酸作用を有し、鋼の予備脱酸によって鋼中に含有される。また、母材の強度
確保に有効である。これらの効果を得るために、０．０３％以上含有させる。しかし、過
剰に含有させると島状マルテンサイトの生成を助長しＨＡＺ靭性を劣化させるため、上限
を０．５％とする。したがって、Ｓｉの含有量は０．０３～０．５％とする。なお、良好
なＨＡＺ靭性を得るために、Ｓｉの含有量の上限を０．４％以下にするのが望ましい。
【００３０】
　Ｍｎ：０．５～２．０％
　Ｍｎは母材及びＨＡＺ部の強度、靭性の確保に不可欠であり、そのためにＭｎを０．５
％以上含有させる。しかし、Ｍｎの含有量が多すぎると、ＨＡＺ靭性の劣化や、スラブの
中心偏析助長による溶接性劣化などが起こるため、Ｍｎの含有量の上限を２．０％とする
。したがって、Ｍｎの含有量は０．５～２．０％とする。
【００３１】
　Ｐ：０．０２％以下
　Ｐは本発明においては不純物元素である。Ｐの含有量が０．０２％を超えると、スラブ
中心の偏析が大きくなり、母材及びＨＡＺの機械的性質を低下させ、更にはＨＡＺの粒界
破壊が起こるおそれがある。したがって、Ｐの含有量を０．０２％以下とする。
【００３２】
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　Ｓ：０．００２％未満
　Ｓは不純物として存在し、多すぎると板厚中心部で延伸したＭｎＳが多量に生成するた
め、母材及びＨＡＺの靭性が劣化する。また、ＳはＣａとの親和力が大きくＣａＳを生成
して、適正な複合酸化物の生成を阻害する。したがって、Ｓの含有量を０．００２％未満
とする。
【００３３】
　Ａｌ：０．００５～０．０８％
　Ａｌは本発明において重要な元素の一つである。Ａｌを溶鋼中に添加した場合、脱酸剤
として作用し、Ａｌ２Ｏ３を生成する。Ａｌ２Ｏ３は溶鋼中にてクラスターを形成し、圧
延を施した場合にはこれらのクラスターが分離し、点列状につらなって鋼板中に分散する
こととなる。この場合、点状につらなったＡｌ２Ｏ３はシャルピー試験時のき裂の発生起
点となり、母材の靭性を劣化させる。また、Ａｌ２Ｏ３は安定な酸化物であるため溶接に
よっても変化せず、最終的にＨＡＺに残留するため、ＨＡＺ靭性をも劣化させる。
【００３４】
　しかし、本発明ではＡｌとともにＣａを添加することにより、鋼中にＡｌとＣａを含む
介在物を生成せしめ、破壊起点として作用することを防止する。したがって、Ａｌは０．
００５％以上含有させる必要がある。一方、大量に添加すると、鋼中に固溶するＡｌが増
加し、溶接冷却過程において残留オーステナイトのセメンタイトへの分解反応を抑制して
島状マルテンサイトを増加させ、溶接部の靭性を低下させる。したがって、Ａｌ含有量の
上限を０．０８％とする。したがって、Ａｌの含有量は０．００５～０．０８％とする。
なお、Ａｌは０．０２％以上含有させるのが好ましい。
【００３５】
　Ｔｉ：０．００３～０．０２％
　ＴｉはＴｉＮとして析出し、ＨＡＺでのオーステナイトの粗大化抑制効果を有する。ま
た、フェライト変態の核として作用し、その粒内組織微細化効果のために、ＨＡＺ靭性が
向上する。この効果を得るには、Ｔｉを０．００３％以上含有させる必要がある。一方、
Ｔｉの含有量が多くなると固溶Ｔｉが増加し、ＨＡＺ靭性が低下するため、Ｔｉの含有量
の上限を０．０２％とする。したがって、Ｔｉの含有量は０．００３～０．０２％とする
。
【００３６】
　Ｎ：０．００２～０．００９％
　ＮはＴｉＮの析出に極めて重要な元素の１つであり、Ｎの含有量が０．００２％未満で
はＴｉＮの析出量が不足し、冷却時に有害なＴｉ炭化物が生成するため、Ｎを０．００２
％以上含有させる必要がある。一方、含有量が多くなると、固溶Ｎが過剰となりＴｉＮが
粗大化するため、０．００９％以下とする。したがって、Ｎの含有量は０．００２～０．
００９％とする。なお、Ｎは０．００４％を超えて含有させるのが好ましい。
【００３７】
　Ｏ：０．００１～０．００３５％
　Ｏ（酸素）は、本発明において最も重要な元素の１つであり、介在物の球状化のみなら
ず、分散個数や介在物サイズとも直接的に関わるため、厳密に制御されなければならない
。本発明においては、Ｏの含有量が少なければ少ないほど好ましいが、０．００１％未満
にすることは工業的に困難であり、コスト上昇に見合った効果が得られない。よってその
下限を０．００１％とした。一方、０．００３５％を超える過剰なＯは、粗大な酸化物を
形成するとともに、介在物個数を必要以上に増加させ、鋼板の清浄性を劣化させるため母
材およびＨＡＺの靭性に悪影響を及ぼす。よって、その上限を０．００３５％とした。し
たがって、Ｏの含有量は０．００１～０．００３５％とする。
【００３８】
　Ｃａ：０．０００３～０．００４５％
　Ｃａは、本発明において最も重要な元素の１つであり、介在物の球状化を達成するため
には、ＡｌおよびＯとともに厳密に制御する必要がある。Ｃａは脱酸材として作用すると
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ともに、鋼中にＡｌとＣａを含む酸化物を形成せしめ、介在物形態を制御するためにも必
要な元素である。したがって、Ｃａを０．０００３％以上含有させる必要がある。しかし
、大量に添加すると鋼の清浄性を低下させるとともに、Ａｌを含まないＣａＯ主体の酸化
物を生成し、圧延で破砕され点列状に連なりやすい介在物へと変化するため、ＨＡＺの靭
性を劣化させる。このため、Ｃａの含有量を０．００４５％以下とする。したがって、Ｃ
ａの含有量は０．０００３～０．００４５％とする。
【００３９】
　Ｃａ／Ｏ：０．５０～１．３０
　溶鋼中で生成されるＡｌとＣａを含む酸化物において、ＣａＯとＡｌ２Ｏ３がほぼ１：
１で共存した場合、酸化物の融点は溶鋼温度以下に低下し液化する。この時、酸化物には
表面張力が作用し球状となる。この作用を利用してＡｌとＣａを含む物の形態制御をする
ためには、Ｃａ／Ｏを０．５０～１.３０とする必要がある。Ｃａ／Ｏが１．３０を超え
るとＣａＯ主体の酸化物になり、また、Ｃａ／Ｏが０．５０未満であるとＡｌ２Ｏ３主体
の酸化物となって、何れの場合も酸化物の融点が溶鋼温度を超えることとなり、介在物の
球状化は困難となる。なお、より球状化を促進するためには、Ｃａ／Ｏを０．６３～１．
１３とすることが望ましい。
【００４０】
　Ｐｃｍ＊≦０．２３かつＰｃｍ＊－０．７５Ｃ≧０．１
　大入熱溶接ＨＡＺで生成される島状マルテンサイトは、Ｃのみならず他の合金元素が増
加することによっても生成が助長される。Ｐｃｍ＊は、元来ＴＭＣＰ鋼の溶接低温割れ防
止のためのパラメーターとして開発されたものである。しかし、このパラメーターはＨＡ
Ｚの硬度と良い相関を持つことが知られており、ＨＡＺの硬度が高くなるとフェライト主
体の組織からベイナイト主体の組織へと変化し、島状マルテンサイトも増加する。そこで
本発明ではＰｃｍ＊を島状マルテンサイト生成防止のための指標とするとともに、元来の
溶接低温割れ特性を改善する指標とすることから、Ｐｃｍ＊を０．２３以下と規定した。
　一方、靭性もＰｃｍ＊と関連する。ただし、靭性は鋼中のＣが大きく影響する。よって
、Ｐｃｍ＊にＣの影響度を考慮し、Ｐｃｍ＊－０．７５Ｃを靭性の指標とした。そして、
靭性の確保を可能にするために、Ｐｃｍ＊－０．７５Ｃ≧０．１を満足することが必要で
ある。
【００４１】
　本発明に係る鋼板は、上記の元素を含有し、残部がＦｅおよび不純物からなる。ここで
、不純物とは、鋼板を工業的に製造する際に鉱石やスクラップ等のような原料をはじめと
して製造工程の種々の要因によって混入する成分であって、本発明に悪影響を与えない範
囲で許容されるものを意味する。
【００４２】
　本発明に係る鋼板には、必要に応じて、次の元素の中から選んだ１種または２種以上を
含有させることができる。
【００４３】
　Ｃｕ：１．５％以下
　Ｃｕは、必要に応じて含有させることができる。Ｃｕを含有させると、靭性を劣化させ
ずに強度を上昇させることができる。しかし、その含有量が１．５％を超えると、鋼の焼
き入れ性を過度に高め、ＨＡＺ靱性を損なう傾向が強くなる。したがって、Ｃｕの含有量
は１．５％以下とする。なお、Ｃｕによる効果を得たい場合には、Ｃｕを０．１％以上含
有させることが好ましい。
【００４４】
　Ｎｉ：６．０％以下
　Ｎｉは、必要に応じて含有させることができる。Ｎｉの適正量を添加することによって
、溶接性およびＨＡＺ靱性に悪影響を及ぼすこともなく、母材の強度、靱性を向上させる
ことができる。しかし、その含有量が６．０％を超えると、構造用鋼板として極めて高価
になって経済性を失うので、Ｎｉ含有量は６．０％以下とする。なお、Ｎｉによるこれら
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の効果を得たい場合には、Ｎｉを０．１％以上含有させることが望ましい。Ｎｉによる焼
入性向上効果を得たい場合には、Ｎｉを０．１％以上含有させることが望ましい。特に、
Ｃｕを共存させる場合は圧延時のひび割れ（Ｃｕチェッキング）を防止するために、０．
１％以上のＮｉを含有させるのが望ましい。
【００４５】
　Ｃｒ：１．０％以下
　Ｃｒは、必要に応じて含有させることができる。Ｃｒの適正量を含有させることによっ
て、焼入性を高めることができる。一方、Ｃｒの含有量が１．０％を超えると、他の成分
条件を満足させても、ＨＡＺ靭性が劣化するので、Ｃｒ含有量は１．０％以下とする。な
お、Ｃｒのこの様な効果を得たい場合には、Ｃｒの含有量を０．０５％以上とするのが好
ましい。
【００４６】
　Ｍｏ：０．８％以下
　Ｍｏは、必要に応じて含有させることができる。Ｍｏを含有させると、母材の強度と靱
性を向上させる効果がある。一方、Ｍｏの含有量が０．８％を超えると、特にＨＡＺの硬
度が高まり靱性を損なうので、Ｍｏ含有量は０．８％以下とする。なお、Ｍｏによる効果
を得たい場合には、Ｍｏを０．０５％以上含有させるのが好ましい。
【００４７】
　Ｖ：０．１％以下
　Ｖは、必要に応じて含有させることができる。Ｖを含有させると、主に焼戻し時の炭窒
化物析出により母材の強度を向上させる効果がある。一方、Ｖの含有量が０．１％を超え
ると、母材の性能向上効果が飽和し、靱性劣化を招くので、Ｖの含有量は０．１％以下と
する。なお、Ｖによる効果を得たい場合には、Ｖを０．００５％以上含有させるのが好ま
しい。
【００４８】
　Ｎｂ：０．０５％以下
　Ｎｂ母材組織の微細化に有効であり、母材の機械的性質を向上させる効果がある。一方
、Ｎｂの含有量が０．０５％を超えると、母材ならびにＨＡＺの靭性が劣化するので、Ｎ
ｂの含有量は０．０５％以下とする。なお、Ｎｂによる効果を得たい場合には、０．００
４０％以上含有させることが好ましい。
【００４９】
　Ｂ：０．００５％以下
　Ｂは、必要に応じて含有させることができる。Ｂを含有させると焼入れ性を高めて母材
やＨＡＺの機械的性質を向上させる。一方、Ｂの含有量が０．００５％を超えると、ＨＡ
Ｚ靭性や溶接性が劣化するので、Ｂの含有量は０．００５％以下とする。なお、Ｂによる
効果を得たい場合には、０．０００３％以上含有させることが好ましい。
【００５０】
　２．島状マルテンサイトについて
溶接熱影響部のミクロ組織において、島状マルテンサイトの面積率を１．０％未満とする
。ここで、溶接熱影響部は入熱２５ｋＪ／ｍｍ以上の１層溶接により接合されたときの溶
接熱影響部であり、島状マルテンサイトが１．０％以上であると、ＨＡＺ靭性が低下する
。
【００５１】
　３．ＡｌとＣａを含む介在物について
　溶鋼中にＡｌおよびＣａを添加した場合、Ａｌ２Ｏ３およびＣａＯの生成は避けられな
いが、このような介在物が生成すると母材靭性またはＨＡＺ靭性の低下を招く。したがっ
て、適切に介在物を制御する必要がある。以下で述べる介在物では、点列状につらなった
介在物を一つの延伸した介在物と見なして差し支えない。
【００５２】
　粒径：５．０μｍ以下
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　介在物の大きさが粗大となると、シャルピー衝撃試験において破壊の起点となるため、
介在物の粒径は５．０μｍ以下とする。粒径が小さいほど、破壊の起点として作用しにく
くなるため、介在物の粒径の下限は規定しない。
【００５３】
　アスペクト比：１．９以下
　介在物が球状化し、アスペクト比（長径／短径）が１に近い場合、シャルピー試験時の
同介在物および周辺組織への応力集中が緩和されるため、靭性が向上し、安定化する。一
方でアスペクト比の大きい長径化した介在物がシャルピー試験片のノッチ近傍に存在する
場合、応力集中源となり、そこから発生するき裂の伝播によって、靭性が著しく低下する
。このため、アスペクト比を１．９以下とする。
【００５４】
　本発明にかかるＡｌとＣａを含む介在物の粒径およびアスペクト比は、以下のような方
法で定量的に測定すればよい。すなわち、鋼板の圧延方向に対し平行な断面、好ましくは
断面中心部から観察用試料を作成し、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて３０００～１
００００倍の倍率で、少なくとも１００個以上のＡｌとＣａを含む酸化物を観察すればよ
い。具体的には、画像処理により、粒径は介在物の投影面積を同じ面積の円と見立てた場
合の円の直径（いわゆる円相当径）から求めればよく、アスペクト比は介在物の長径を短
径で除した値の平均値を算出すればよい。なお、このときに測定した長径の平均値を、介
在物の粒径として使用することに何ら問題はない。
【００５５】
　Ａｌ２Ｏ３およびＣａＯの介在物は、Ｃａ／Ｏが０．５０～１．３０の範囲であれば、
溶鋼中で球状化し、またこの組成の介在物は圧延によって破砕や延伸されることがないた
め、そのアスペクト比は小さくなる傾向がある。しかし、Ｃａ／Ｏが０．５０を下回るか
、または１．３０を超える場合には、酸化物は溶鋼中で完全に球状化せず、圧延中に破砕
され点列状につらなった形状となり、アスペクト比が大きくなる傾向がある。
【００５６】
　Ａｌ２Ｏ３およびＣａＯの介在物は、上述のＡｌ含有量、Ｃａ含有量およびＯ含有量の
上限とＣａ／Ｏの条件を満たすように組成制御するとともに、後述するような製造方法に
より所定の粒径、アスペクト比を有する介在物とすることができる。
【００５７】
　４．鋼板の製造方法について
　本発明に係る鋼板は、たとえば、その製鋼段階に特徴をもたせることによって製造する
ことができる。すなわち、溶鋼中のＡｌが０．００５～０．０８％となるようにＡｌを添
加して脱酸し、さらに脱ガス装置（ＲＨ）にて１５分以上還流処理した後、溶鋼温度を１
５３０～１６７０℃に保った状態でＣａを添加してスラブを鋳造し、圧延することによっ
て、本発明に係る鋼板の製造方法とすることができる。
【００５８】
　最初に添加するＡｌは脱酸力が強いため、溶鋼中の固溶酸素と結合し、Ａｌ２Ｏ３を生
成する。この時、Ａｌは、溶鋼中のＡｌが０．００５～０．０８％となるようにＡｌを添
加する。溶鋼中のＡｌが０．００５％未満の場合には、Ａｌによる脱酸が不十分となり、
Ｔｉの酸化物が鋼中に生成してしまい、十分に鋼中にＴｉＮを形成することができない。
また、溶鋼中のＡｌが０．０８％を超える場合には、余分なＡｌが鋼中に固溶Ａｌとして
残留し、母材、ならびにＨＡＺの靭性が劣化する。
【００５９】
　続いて脱ガス装置（ＲＨ）にて１５分以上還流することにより、粗大なＡｌ２Ｏ３を浮
上分離させる。ここで「脱ガス装置で１５分以上処理」とは、投入したＡｌが溶鋼中に均
一に混合した後に１５分以上処理することを意味する。
【００６０】
　還流処理によりＡｌ２Ｏ３は基本的に除去されるが、一部溶鋼中に残留する。このよう
な溶鋼にＣａを添加すると、Ａｌ２Ｏ３介在物が一部還元され、ＡｌとＣａを含む酸化物
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が形成される。このとき、溶鋼の温度を１５３０～１６７０℃の範囲に制御することによ
り酸化物は液化が促進され、表面張力が作用するために、同介在物は球状化する。Ｃａを
添加する際の溶鋼の温度は、１５８０～１６２０℃の範囲に制御することが望ましい。
【００６１】
　また、形成されるＡｌとＣａを含む介在物の形態は、Ｃａの添加量に依存する。介在物
の粒径およびアスペクトを調整するために、Ｃａは次の（４）式を満足するように添加す
る。なお、溶鋼中の酸素量ＯＭはその場測定を行えばよい。
　２１＋２．５２・ＯＭ－５≦ＣａＡ≦２１＋２．５２・ＯＭ＋５・・・・・(４)
ただし、ＣａＡは溶鋼１トン当たりのＣａ添加量（ｇ）を、そしてＯＭは溶鋼中の酸素量
（ｐｐｍ）を、それぞれ表す。
【００６２】
　さらにこの後は、鋳造工程、圧延工程を経て溶接熱影響部靭性に優れた溶接構造用鋼板
を製造する。本製造方法においては、製鋼段階後の鋳造および圧延は、通常の方法により
行うことが出来る。圧延以後のプロセスとして、通常圧延まま、制御圧延、さらにこれと
制御冷却と焼もどしの組合せ、及び焼入れ・焼もどしの組合せなどを行っても、酸化物の
形態、組成は変化しないため、靭性への影響にはなんら変化はないため差し支えない。
【実施例】
【００６３】
　表１に示す４３種類の化学組成を有する試験鋼を、１５０ｋｇ真空溶解炉を用いて溶製
した。このとき、溶鋼中にＡｌを添加して脱酸し、さらに脱ガス装置（ＲＨ）にて還流処
理した後、Ｃａを添加して、各１５０ｋｇのスラブを鋳造した。このときの溶鋼中のＡｌ
含有量（質量％）、脱ガス処理時間（分）、Ｃａを添加する際の溶鋼温度（℃）、溶鋼中
の酸素量ＯＭ（ｐｐｍ）および溶鋼１トン当たりのＣａ添加量ＣａＡ（ｇ）を表２に示す
。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
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【表２】

【００６６】
　そして、各鋼塊を鍛造して、厚さ１６０ｍｍの鋼片とした。次いで、各鋼片を表３に示
す温度（℃）に加熱して熱間圧延し、各仕上温度で仕上げた後に冷却した。その後、表３
に示す温度（℃）で１時間保持して焼戻し熱処理を施し、板厚２５～６０ｍｍの鋼板とし
た。
【００６７】
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【表３】

【００６８】
　このようにして得た各鋼板について、開先加工した鋼板突き合わせ部に２５～９５ｋＪ
／ｍｍのエレクトロガスアーク溶接を実施した。また、それぞれの溶接熱影響部（ＨＡＺ
）において小型試験片を採取し、鏡面に研磨した後、光学顕微鏡を用いて観察し、島状マ
ルテンサイトの面積率およびＡｌとＣａを含む粒径０．５～５μｍの介在物のアスペクト
比を測定した。さらに、それぞれのＨＡＺから、ＪＩＳ４号シャルピー衝撃試験片を圧延
方向と平行な方向に採取し、シャルピー衝撃試験を３回実施し、試験温度０℃での吸収エ
ネルギーを測定した。これらの測定結果を合わせて表３に示す。なお、ＨＡＺにおけるシ
ャルピー衝撃試験の目標値は試験温度０℃での吸収エネルギー値で１００Ｊ以上である。
【００６９】
　なお、島状マルテンサイトの面積率およびＡｌとＣａを含む粒径０．５～５μｍの介在
物のアスペクト比に関しては、以下のようにして測定をした。
【００７０】
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　島状マルテンサイトの面積率については、レペラ腐食法を用いて現出した組織を倍率１
０００倍で光学顕微鏡観察し、得られた像を画像解析した。そして、２０視野観察分の全
面積に対する島状マルテンサイトの全面積割合を算出し、その値が１．０％未満か否かを
判断した。
【００７１】
　ＡｌとＣａを含む介在物については、倍率１０００倍での光学顕微鏡観察によって得ら
れた像を画像解析し、その中で粒径０．５～５μｍのもの（粒径を算出する場合には、介
在物の面積から求めた円相当径を粒径とした。）に関して、そのアスペクト比（長径／短
径の比）を、２０視野観察して算出した。そして、個々のＡｌとＣａを含む粒径０．５～
５μｍの介在物のアスペクト比について、算術平均した値が１．９以下か否かを判断した
。
【００７２】
　表３において、鋼の化学組成（Ｃａ／Ｏ比、Ｐｃｍ＊、Ｐｃｍ＊－０．７５Ｃの規定を
含む）並びに溶接熱影響部（ＨＡＺ）における島状マルテンサイトの面積率およびＡｌと
Ｃａを含む粒径０．５～５μｍの介在物のアスペクト比が本発明で規定する範囲内にある
鋼No.１～３０については、いずれも入熱量２５ｋＪ／ｍｍ以上という大入熱溶接である
にもかかわらず、ＨＡＺにおけるシャルピー衝撃試験の目標値（試験温度０℃での吸収エ
ネルギー値：１００Ｊ以上）を満足しており、ＨＡＺの靱性に優れていることが分かる。
【００７３】
　これに対して、鋼No.３１～３９は鋼の化学組成（Ｃａ／Ｏ比、Ｐｃｍ＊、Ｐｃｍ＊－
０．７５Ｃの規定を含む）が本発明鋼の規定から外れるため、ＨＡＺにおけるシャルピー
衝撃試験の目標値（試験温度０℃での吸収エネルギー値：１００Ｊ以上）に達せず、ＨＡ
Ｚの靱性が劣ることが分かる。
【００７４】
　そして、鋼No.４０～４３は鋼の化学組成（Ｃａ／Ｏ比、Ｐｃｍ＊、Ｐｃｍ＊－０．７
５Ｃの規定を含む）は本発明鋼で規定する範囲内にあるが、ＨＡＺにおける島状マルテン
サイトの面積率およびＡｌとＣａを含む粒径０．５～５μｍの介在物のアスペクト比が本
発明鋼の規定から外れるため、ＨＡＺにおけるシャルピー衝撃試験の目標値（試験温度０
℃での吸収エネルギー値：１００Ｊ以上）に達せず、ＨＡＺの靱性が劣ることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明に係る鋼板は、入熱２５ｋＪ／ｍｍ以上の大入熱溶接を経ても溶接熱影響部（Ｈ
ＡＺ）の靱性に優れているので、重要構造物に用いることができる。
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