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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０４～０．０８％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｍｎ：１．８～３
．０％、Ｐ：０．００８％以下、Ｓ：０．０００６％以下、Ｏ：０．００３％以下、Ｎ：
０．００６％以下、Ａｌ：０．００３～０．０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％、Ｃｒ：０
．０１～０．５％、Ｎｂ：０．０１～０．０５％、Ｔｉ：０．００５～０．０２０％を含
有し、残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり、金属組織におけるベイナイトの面積率を
８５％以上とし、前記ベイナイト中に第２相として島状マルテンサイトが面積率５～１５
％で均一分散し、旧オーステナイト粒界に存在するフェライトの面積率が全金属組織の５
％以下であって、－３０℃の試験温度でシャルピー衝撃試験を行った際の、シャルピー衝
撃試験片の破面に存在するセパレーションが下記式（１）で定義されるセパレーションイ
ンデックスが０．０５（ｍｍ－１）以下であることを特徴とする、高靱性かつ高変形性高
強度鋼管用鋼板。

【数１】

【請求項２】
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　さらに、質量％で、Ｃｕ：０．１０～１．０％、Ｍｏ：０．０１～０．５％、Ｖ：０．
００３～０．０８％の中から選ばれる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に記載の高靱性かつ高変形性高強度鋼管用鋼板。
【請求項３】
　さらに、質量％で、Ｂ：０．０００５～０．００３０％を含有し、かつ、ＢとＴｉとＮ
が下記式（２）を満足することを特徴とする請求項１または２に記載の高靱性かつ高変形
性高強度鋼管用鋼板。
【数２】

なお、上記式中の［Ｍ］は、鋼中に含有される元素Ｍの量（質量％）を示す。
【請求項４】
　さらに、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００４０％を含有し、かつ、ＣａとＯと
Ｓが下記式（３）を満足することを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の高靱性か
つ高変形性高強度鋼管用鋼板。

【数３】

なお、上記式中の［Ｍ］は、鋼中に含有される元素Ｍの量（質量％）を示す。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかに記載の組成を有する鋼を、連続鋳造して鋼片を製造し、該鋼
片をＡｃ３変態点以上１１００℃以下に加熱後、熱間圧延を開始し、９５０℃以下の温度
域における累積圧下率を４０～６６％とする熱間圧延を行った後、Ａｒ３変態点以上の温
度から冷却速度１０～８０℃／ｓで加速冷却を開始し、４００～６００℃の温度域で加速
冷却を停止した後、３００秒以内に、６００～６８０℃の温度範囲に再加熱し、以後、空
冷することを特徴とする高靱性かつ高変形性高強度鋼管用鋼板の製造方法。
【請求項６】
　さらに、９５０℃以下の温度域での熱間圧延における各圧延パス１回当りの圧下率の平
均が１０％以下であることを特徴とする請求項５に記載の高靱性かつ高変形性高強度鋼管
用鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高張力厚鋼板およびその製造方法に関し、引張強度６００ＭＰａを超える高
強度と、降伏比が８０％以下の優れた変形能と、シャルピー衝撃試験やＤＷＴＴ（Ｄｒｏ
ｐ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ｔｅａｒ　Ｔｅｓｔ：落重引裂試験）などで評価した場合の高靭性と
、を兼ね備え、かつ、パイプとしたときの延性亀裂伝播停止性能にも優れる、天然ガス輸
送用の鋼管素材として好適な鋼板およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、天然ガスや原油の輸送用として使用されるラインパイプは、高圧化による輸送効
率の向上や薄肉化による現地溶接施工効率の向上のため、年々高強度化している。特に、
天然ガス輸送パイプラインにおいては、パイプに延性亀裂が発生した場合、亀裂部からの
ガス流出によるガス圧低下速度より、亀裂伝播速度の方が速い場合には、亀裂開口力が低
下しないため、延々と亀裂が伝播してしまうことが想定され、亀裂伝播速度を抑えるため
に、ラインパイプ母材に高いシャルピー衝撃試験での吸収エネルギー（以下、単にシャル
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ピー吸収エネルギーとも称する）を要求される。寒冷地にあるガス田からのガス輸送の場
合には、－３０℃といった低温でも２００Jを超えるシャルピー吸収エネルギーを満足さ
せなくてはならない場合がある。
【０００３】
　また、大地震や凍土地帯における地盤変動によって、ラインパイプに大変形が生じても
、延性亀裂発生にいたらないための、高変形能の要求もなされるようになってきた。
【０００４】
　高変形能の指標として、降伏強度を引張強度で割った降伏比（ＹＲ）が使われ、低ＹＲ
化されるほど亀裂発生の限界歪が向上する。
【０００５】
　鋼材の金属組織を軟質なフェライトと、硬質なベイナイトやマルテンサイトなどが適度
に分散した硬質相の２相組織とすることで、低ＹＲとなることが知られており、例えば特
許文献１には、上記のような軟質相の中に硬質相が適度に分散した組織を得る製造方法と
して、焼入れ（Ｑ）と焼戻し（Ｔ）の中間に、フェライトとオーステナイト相の２相域か
らの焼入れ（Ｑ’）を施す熱処理方法が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、軟質相を加工フェライトとしたフェライト＋ベイナイト＋マル
テンサイト組織により低ＹＲ化が達成されることが開示されている。
【０００７】
　さらに、特許文献３には、ベイナイト中に島状マルテンサイトを分散させて低ＹＲと高
シャルピー吸収エネルギーを両立させることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５５－９７４２５号公報
【特許文献２】特開平０８―２０９２９１号公報
【特許文献３】特開２００６―２６５５７７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に記載の技術では多数回の熱処理を行う必要があり、生産性
が低下し、製造コストが上昇する。
【００１０】
　特許文献２に記載の技術による高靱性化は延性－脆性破面率の改善のために、フェライ
トの集合組織を積極的に発達させることによって得られるもので、シャルピー衝撃試験片
の破面にはセパレーションが発生し、シャルピー吸収エネルギーはむしろ低下する。
【００１１】
　特許文献３に記載の技術による低ＹＲと高シャルピー吸収エネルギーの両立は、上述の
フェライトの集合組織に起因したセパレーションの発生を抑制するよう、圧延終了温度を
Ａｒ３変態点を超える高い温度としているが、近年の研究では、このようなフェライトが
生成しにくい圧延終了温度としても、セパレーション生成に伴うシャルピー吸収エネルギ
ーの低下が起こりうることが判明した。
そこで、本発明は、生産性の低下や製造コストの上昇を伴わず、高強度、低ＹＲ、および
高シャルピー吸収エネルギーを兼ね備えた厚鋼板およびその製造方法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】
【００１２】
　発明者等はまず、目標とする脆性亀裂伝播停止性能を得るために、許容されるセパレー
ション発生量を定量化した。図１に示すようなシャルピー衝撃試験片の破面上に生成する
セパレーションに対し、図２に示すように、長さが1ｍｍ以上の全てのセパレーションの



(4) JP 5621478 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

長さを測定し、それらの総和を破面断面積（すなわち、被検面の面積）で除した値（ＳＩ
：セパレーションインデックス）を用い、シャルピー吸収エネルギーとの関係を求めたと
ころ、図３に示すような関係が得られることがわかった。これらの結果より、試験温度が
－３０℃のときに２００Jを超えるような高いシャルピー吸収エネルギーを得るためには
、少なくともセパレーションインデックスを０．０５（ｍｍ－１）以下とする必要がある
ことを知見した。
次に、ベイナイトを主体とする母相と、前記母相中に分散して存在する第２相として島状
マルテンサイトを有する二相組織鋼板を製造するにあたり、特に、圧延終了温度をＡｒ３

変態点を超える高い温度としても、シャルピー衝撃試験片にセパレーションが発生してし
まう原因について鋭意研究を行った。
（１）その結果、延性-脆性遷移挙動を向上させるために実施する９５０℃以下のオース
テナイト未再結晶温度域での強圧下により、オーステナイト組織に形成された集合組織が
、その後の加速冷却の際に変態して生成するベイナイトに受け継がれること、
（２）および、この強圧下により、オーステナイト粒界での拡散変態が促進され、加速冷
却を開始する温度がＡｒ３変態点以上であっても一部のオーステナイト粒界で初析フェラ
イトが生成し、この粒界上のフェライトもまたセパレーション発生の原因となること、
（３）さらに、鋼中に存在するＭｎＳが、前記オーステナイト粒界からの初析フェライト
生成を促進すること、ただしＣａ添加による硫化物形態制御によりＭｎＳをＣａＳのよう
なＣａ系介在物とすることで無害化できること、
を見出した。
【００１３】
　本発明は上記した知見を元に、さらに検討を加えてなされたもので、その要旨は以下の
通りである。
【００１４】
　第一の発明は、質量％で、Ｃ：０．０４～０．０８％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｍ
ｎ：１．８～３．０％、Ｐ：０．００８％以下、Ｓ：０．０００６％以下、Ｏ：０．００
３％以下、Ｎ：０．００６％以下、Ａｌ：０．００３～０．０５％、Ｎｉ：０．１～１．
０％、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｎｂ：０．０１～０．０５％、Ｔｉ：０．００５～０
．０２０％を含有し、残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり、金属組織がベイナイトを
主体とし、前記ベイナイト中に第２相として島状マルテンサイトが面積率で５～１５％均
一分散し、旧オーステナイト粒界に存在するフェライト相の面積率が全金属組織の５％以
下であって、－３０℃の試験温度でシャルピー衝撃試験を行った際の、シャルピー衝撃試
験片の破面に存在するセパレーションが下記式（１）で定義されるセパレーションインデ
ックスが０．０５（ｍｍ－１）以下であることを特徴とする、高靱性かつ高変形性高強度
鋼管用鋼板である。
【００１５】
【数１】

【００１６】
　第二の発明は、さらに、質量％で、Ｃｕ：０．１０～１．０％、Ｍｏ：０．０１～０．
５％、Ｖ：０．００３～０．０８％の中から選ばれる1種または２種以上を含有すること
を特徴とする第一の発明に記載の高靱性かつ高変形性高強度鋼管用鋼板である。
【００１７】
　第三の発明は、さらに、質量％で、Ｂ：０．０００５～０．００３０％を含有し、かつ
、ＢとＴｉとＮが下記式（２）を満足することを特徴とする第一または第二の発明に記載
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の高靱性かつ高変形性高強度鋼管用鋼板である。
【００１８】
【数２】

【００１９】
　　　なお、上記式中の［Ｍ］は、鋼中に含有される元素Ｍの量（質量％）を示す。
【００２０】
 
　第四の発明は、さらに、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００４０％を含有しかつ
、ＣａとＯとＳが下記式（３）を満足することを特徴とする第一乃至第三の発明の何れか
に記載の高靱性かつ高変形性高強度鋼管用鋼板である。
【００２１】

【数３】

【００２２】
　　　なお、上記式中の［Ｍ］は、鋼中に含有される元素Ｍの量（質量％）を示す。
第五の発明は、第一乃至第四の発明の何れかに記載の組成を有する鋼を、連続鋳造して鋼
片を製造し、該鋼片をＡｃ３変態点以上１１００℃以下に加熱後、熱間圧延を開始し、９
５０℃以下の温度域における累積圧下率を４０～６６％とする熱間圧延を行った後、Ａｒ

３変態点以上の温度から冷却速度１０～８０℃／ｓで加速冷却を開始し、４００～６００
℃の温度域で加速冷却を停止した後、ただちに、６００～６８０℃の温度範囲に再加熱し
、以後、空冷することを特徴とする高靱性かつ高変形性高強度鋼管用鋼板の製造方法であ
る。
【００２３】
　第六の発明は、さらに、９５０℃以下の温度域での熱間圧延における各圧延パス１回当
りの圧下率の平均が１０％以下であることを特徴とする第五の発明に記載の高靱性かつ高
変形性高強度鋼管用鋼板の製造方法である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、８０％以下の低降伏比と試験温度：－２０℃において８５％以上のＤ
ＷＴＴ延性破面率、および試験温度：－３０℃において２００J以上のシャルピー衝撃値
を達成する、高靱性かつ高変形性能を有する、天然ガス輸送用ラインパイプ用引張強度６
００ＭＰａ超えの厚肉高張力鋼板の製造が可能となり、産業上極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】シャルピー衝撃試験片の破面外観を示す写真である。
【図２】セパレーションインデックス（ＳＩ）の算出方法を説明する図である。
【図３】シャルピー吸収エネルギーとセパレーションインデックスとの関係を説明する図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に本発明の成分組成、金属組織および製造方法について説明する。
【００２７】
　［成分組成］
本発明の鋼の成分組成を規定した理由を説明する。なお、成分％は全て質量％を意味する
。
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【００２８】
　Ｃ：０．０４～０．０８％
　Ｃは本発明においては、鋼のベイナイト組織中に島状マルテンサイトを分散させ、低Ｙ
Ｒを得るために重要な元素である。すなわち、ベイナイト組織より硬質な島状マルテンサ
イト中にＣを濃化させて生成させる必要があり、かつ、低ＹＲとするために十分な島状マ
ルテンサイトの面積率を得るためには０．０４％以上の含有が必要であるが、０．０８％
を超えて含有すると、板厚中央偏析部の島状マルテンサイトが増加し、シャルピー吸収エ
ネルギーの低下を引き起こすため、Ｃ量は０．０４～０．０８％の範囲とする。
【００２９】
　Ｓｉ：０．０５～０．５％
　Ｓｉは固溶強化能を有する元素であり、０．０５％以上含有すると母材およびＨＡＺの
強度を上昇させるので有効である。しかし、０．５％を超えて含有すると母材およびＨＡ
Ｚにおいて島状マルテンサイトが生成しやすくなる。特に、板厚中央偏析部のような、Ｍ
ｎ、Ｐが濃化した領域でこの効果は顕著であり、母材シャルピー吸収エネルギーの低下を
引き起こすため、Ｓｉ量は０．０５～０．５％の範囲とする。
【００３０】
　Ｍｎ：１．８～３．０％
　Ｍｎは焼入性向上元素として作用する。さらに、多量に添加することで、フェライトに
固溶できるＣ量を低減する効果があり、鋼のオーステナイト域から加速冷却でベイナイト
変態させる際、未変態オーステナイト領域へのＣ濃化を大きくするので、島状マルテンサ
イトの生成量を増加させることができる。
後述のように、島状マルテンサイトの面積率を５％以上とするためには、少なくとも１．
８％のＭｎ含有が必要である。一方、連続鋳造プロセスでは中心偏析部の濃度上昇が著し
く、３．０％を超えて含有すると、多量な島状マルテンサイトの生成により母材吸収エネ
ルギーの低下を招くため、Ｍｎ量は１．８～３．０％の範囲とする。
【００３１】
　Ｐ：０．００８％以下
　Ｐは鋼中に不可避不純物として存在する。特に板厚中心部での偏析が著しい元素であり
、島状マルテンサイトの増加を引き起こし、母材のシャルピー吸収エネルギーを低下させ
るため、Ｐ量の上限は０．００８％とする。好ましくは、０．００６％以下である。
【００３２】
　Ｓ：０．０００６％以下
　Ｓもまた鋼中に不可避不純物として存在する。特に介在物として存在し、鋼の清浄度を
低下させ、母材シャルピー吸収エネルギーに悪影響を及ぼすため、Ｓ量の上限は０．００
０６％とする。好ましくは、０．０００４％以下である。
【００３３】
　Ｏ：０．００３％以下
　Ｏは、通常、鋼中の不可避不純物として存在し、酸化物系介在物の生成の原因となる。
特に、０．００３％以上存在すると、粗大な介在物が生成し、母材のシャルピー吸収エネ
ルギー低下を低下させるため、Ｏ量の上限は０．００３％とする。
【００３４】
　Ｎ：０．００６％以下
　Ｎは、通常、鋼中の不可避不純物として存在するが、後述の通りＴｉ添加を行うことで
、ＴｉＮを形成し、オーステナイト粒の粗大化を抑制する。ただし、Ｎ量が０．００６％
を超える場合、溶接部、特に溶融線近傍の１４５０℃以上に加熱された領域でＴｉＮが分
解すると固溶Ｎが鋼の靱性を著しく低下させるため、Ｎ量の上限は０．００６％とする。
【００３５】
　Ａｌ：０．００３～０．０５％
　Ａｌは脱酸元素として作用する。０．００３％以上の含有で十分な脱酸効果が得られる
が、０．０５％超えて含有すると偏析部も含めて鋼の清浄度が低下し、靭性低下の原因と
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なるため、Ａｌ量は０．００３～０．０５％の範囲とする。
【００３６】
　Ｎｉ：０．１～１．０％
　Ｎｉは、焼入性向上元素として作用するほか、多量に添加しても靱性劣化を起こさない
ため、有用な元素である。この効果を得るために、０．１％以上の含有が必要であるが、
高価な元素であるため、Ｎｉ量の上限は１．０％とする。
【００３７】
　Ｃｒ：０．０１～０．５％
　Ｃｒもまた０．０１％以上の含有によって焼入性向上元素として作用し、多量のＭｎ添
加の代替とすることができる。しかし、０．５％を超えて含有するとＨＡＺ靱性が著しく
劣化するため、Ｃｒ量は０．０１～０．５％の範囲とする。
【００３８】
　Ｎｂ：０．０１～０．０５％
　Ｎｂは炭化物を形成することで、特に２回以上の溶接熱サイクルを受ける溶接熱影響部
（ＨＡＺ）の焼戻し軟化を防止して、引張強度６００ＭＰａを超える高強度ラインパイプ
用鋼板として必要なＨＡＺ強度を得るために必要な元素である。
【００３９】
　また、熱間圧延時のオーステナイト未再結晶温度領域を高温側に拡大する効果もあり、
特に９５０℃まで未再結晶温度領域とするためには０．０１％以上の含有が必要である。
一方、０．０５％を超えて含有すると、ベイナイト中の島状マルテンサイトの生成が著し
くなり、母材のシャルピー吸収エネルギーを低下させることから、Ｎｂ量は０．０１～０
．０５％の範囲とする。
【００４０】
　Ｔｉ：０．００５～０．０２０％
　Ｔｉは窒化物を形成し、鋼中の固溶Ｎ量低減に有効であるほか、析出したＴｉＮがピン
ニング効果でオーステナイト粒の粗大化を抑制することで、母材およびＨＡＺの靱性向上
に寄与する。必要なピンニング効果を得るためには０．００５％以上の含有が必要である
が、０．０２０％を超えて含有すると炭化物を形成するようになり、その析出硬化で靱性
が著しく劣化するため、Ｔｉ量は０．００５～０．０２０％の範囲とする。
【００４１】
　本発明の基本成分組成は以上であるが、更に強度を上昇させる場合、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｖの
１種または２種以上を添加することができる。また、靭性向上の観点から、Ｂ、Ｃａを選
択元素として含有することもできる。
【００４２】
　Ｃｕ：０．１～１．０％
　Ｃｕは０．１％以上の含有によって焼入性向上元素として作用し、多量のＭｎ添加の代
替とすることができる。しかし、１．０％を超えて含有すると、過飽和に固溶したＣｕが
加速冷却後の再加熱時に析出し、特に鋼の降伏強度が析出硬化によって上昇する結果、低
ＹＲとすることが困難となるため、Ｃｕを含有する場合は、０．１～１．０％の範囲とす
ることが好ましい。
【００４３】
　Ｍｏ：０．０１～０．５％
　Ｍｏは０．０１％以上の含有によって焼入性向上元素として作用し、多量のＭｎ添加の
代替とすることができる。しかし、高価な元素であり、かつ０．５％を超えて含有しても
強度上昇は飽和するため、Ｍｏを添加する場合は、０．０１～０．５％の範囲とすること
が好ましい。
【００４４】
　Ｖ：０．０１～０．０８％
　ＶはＮｂとの複合添加により、多重溶接熱サイクル時に析出硬化するので、このような
多層溶接時のＨＡＺ軟化防止に寄与する。０．０１％以上含有することで、軟化防止効果
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が発現するが、０．０８％を超えて含有すると析出硬化が著しくＨＡＺ靱性を劣化させる
ため、Ｖを含有する場合は、０．０１～０．０８％の範囲とすることが好ましい。
【００４５】
　Ｂ：０．０００５～０．００３０％
　Ｂはオーステナイト粒界に偏析し、フェライト変態を抑制することで、粒界フェライト
生成に起因した母材シャルピー吸収エネルギーの低下を抑制できる。この効果は、０．０
００５％以上の含有により発揮されるが、０．００３０％を超えて含有してもその効果は
飽和するため、Ｂを添加する場合は、０．０００５～０．００３０％の範囲とすることが
好ましい。
【００４６】
【数２】

【００４７】
　さらに、Ｂは鋼中の固溶Ｎと結合してＢＮを形成しやすいため、十分な固溶Ｂ量を確保
するために、固溶Ｎ量に対応する量を上回るようにしなくてはならない。一方、鋼中のＮ
は上述の通りＴｉと結合してＴｉＮを形成するため、Ｎ量と添加Ｔｉ量の化学量論比より
固溶Ｎ量が計算される。よって、Ｂを含有する場合には、上記式（２）に示すようにＢ量
が固溶Ｎ量（＝［Ｎ］－［Ｔｉ］／３．４）以上となるようＢ、Ｎ、Ｔｉ量を制御するこ
とが好ましい。なお、上記式（２）中の［Ｍ］は、鋼中に含有される元素Ｍの量（質量％
）を示す。
【００４８】
　Ｃａ：　０．０００５～０．００４０％
　製鋼プロセスにおいて、Ｃａ含有量が０．０００５％未満の場合、脱酸反応支配でＣａ
Ｓの確保が難しく靱性改善効果が得られず、一方、Ｃａ含有量が０．００４０％を超えた
場合、粗大ＣａＯが生成しやすくなり、取鍋のノズル閉塞の原因となり、生産性を阻害す
る。このため、Ｃａ含有量を含有する場合には０．０００５～０．００４０％の範囲とす
ることが好ましい。
【００４９】
【数３】

【００５０】
　本パラメータ式（３）は、母材のシャルピー吸収エネルギーを低下させる鋼中非金属介
在物であるＭｎＳを、Ｃａ添加によって無害なＣａＯ・ＣａＳに形態制御するための鋼中
Ｏ、Ｓ含有量とＣａ含有量との関係を規定したものである。式（３）を満たすことにより
、粗大で靱性に悪影響を及ぼすＭｎＳ系の介在物生成を抑制するとともに、過剰なＣａ添
加により生成するＣａＯ・ＣａＳの粗大化を抑制することにより、シャルピー吸収エネル
ギーの低下を防止する。なお、上記式中の［Ｍ］は、鋼中に含有される元素Ｍの量（質量
％）を示す。
【００５１】
　上記パラメータ式（３）を、より具体的に、以下に説明する。
【００５２】
　Ｃａは硫化物形成能を持ち、添加されると製鋼時の溶鋼中でシャルピー吸収エネルギー
を低下させるＭｎＳの生成を抑制し、代わりに比較的靱性に無害なＣａＳを形成する。た
だし、Ｃａは酸化物形成元素でもあるため、まず酸化物として消費される分を見込んだ量
を添加する必要がある。すなわち、粗大で靱性に悪影響を及ぼす介在物生成抑制の観点か
ら、Ｏ：０．００３％以下、Ｓ：０．００１％以下とした上で、ＣａＯ生成分を除いた有
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効ＣａＯ量（以下Ｃａ＊と記す）を実験結果の回帰による下記式（ａ）のように規定し、
さらに下記式（ｂ）に示すように、ＣａとＳの化学量論比１．２５で有効Ｃａ＊を割った
値が鋼中Ｓ量になるようにＣａを添加した場合、鋼中Ｓが全てＣａＳの生成に費やされる
。
【００５３】
　なお、下記式（ａ）、（ｂ）、（ｃ）中の［Ｍ］は、鋼中に含有される元素Ｍの量（質
量％）を示す。
【００５４】
【数４】

【００５５】
【数５】

【００５６】
　一方、Ｃａ含有量が過剰になると、生成するＣａＯ・ＣａＳの粗大化が生じ、シャルピ
ー吸収エネルギーが低下することも判明した。実験室的な検討結果より、このＣａ粗大化
を抑制するには、下記式（ｃ）を満たすことが求められる。
【００５７】

【数６】

【００５８】
以上より、上記式（ｂ）と式（ｃ）で挟まれる範囲として上述したパラメータ式（３）が
規定される。
【００５９】
　本発明の鋼材において、上記以外の成分は、Ｆｅおよび不可避的不純物である。ただし
、本発明の効果を損なわない範囲内であれば、上記以外の成分を含有することができる。
【００６０】
　［金属組織］
　金属組織はベイナイトを主体とし、この母相（第１相）であるベイナイト中に、第２相
として、島状マルテンサイトが面積率で５～１５％均一分散し、旧オーステナイト粒界に
存在するフェライト相の面積率が全金属組織の５％以下とする。
【００６１】
　加速冷却の冷却速度不足等でフェライト主体の組織となった場合、６００ＭＰａを超え
る引張強度の達成が困難となる。一方、マルテンサイト主体の組織とすると、強度は十分
確保できるものの、靱性が低下する。このため、金属組織はベイナイトを主体とした組織
とする。ベイナイトの面積率は、８５％以上が好ましく、９０％以上がさらに好ましい。
【００６２】
　島状マルテンサイトの面積率：５～１５％
　低降伏比を達成するため、ベイナイト中に母相となるベイナイトより硬い第２相として
、島状マルテンサイトを均一に分散生成させる。島状マルテンサイトの面積率が５％未満
では、降伏比が十分に低くならないため、島状マルテンサイトの面積率の下限を５％とす
る。
【００６３】
　一方、面積率が１５％を超えると、母材靱性が著しく劣化するため、島状マルテンサイ
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トの面積率は５～１５％の範囲とする。なお、島状マルテンサイト面積率が１５％以下で
あっても、例えば、旧オーステナイト粒界上にのみ存在するといったような、特定の箇所
に偏在してしまうと、靱性低下をもたらすため、ベイナイトの中に均一に分散しているこ
とが好ましい。
【００６４】
　旧オーステナイト粒界から生成したフェライトの面積率：５％以下
　さらに、旧オーステナイト粒界から生成したフェライト（以下、粒界フェライトとも記
す）の面積率が５％を超えると、シャルピー吸収エネルギーが著しく低下する。これは、
未再結晶温度域圧延等、低温域での圧延によって、オーステナイト粒が圧延方向に伸長し
、オーステナイト粒界が圧延面（鋼板面）に平行に並ぶようになり、これらのオーステナ
イト粒界からフェライト変態が生じると、圧延面（鋼板面）に平行にフェライト粒が並び
、シャルピー衝撃試験時に延性破壊する際、主亀裂の進行に先立ち、鋼板面に平行な方向
でへき開破壊を生じるため、延性亀裂伝播時のエネルギーが低下するからである。逆に、
これらの鋼板面に平行に並ぶ粒界フェライトがなければ、鋼板面に平行な方向のへき開破
壊が抑制されて、高い吸収エネルギーを得ることができる。従って、粒界フェライトの面
積率は５％以下とする。
【００６５】
　本発明の金属組織においては、母相であるベイナイト、および第２相である島状マルテ
ンサイト以外の組織の面積率は小さいほどよい。ただし、前述のように、粒界フェライト
は面積率が５％以下であれば許容されるほか、セメンタイトや残留オーステナイトについ
ても、合計の面積率で１０％未満であれば、強度、靭性を損なわないので許容される。
【００６６】
　セパレーションインデックス（ＳＩ）：０．０５（ｍｍ－１）以下
　さらに、シャルピー衝撃試験片の破面上におけるセパレーションの指標として、本発明
においては、セパレーションインデックス（ＳＩ）を用いる。その定義を図２に示す。そ
して、式（１）で計算されるセパレーションインデックスを０．０５（ｍｍ－１）以下と
する。セパレーションの発生により、シャルピー吸収エネルギーの低下が生じるが、図３
に示すシャルピー吸収エネルギーとセパレーションインデックスとの相関関係より、セパ
レーションインデックスが０．０５（ｍｍ－１）以下であれば、試験温度：－３０℃のシ
ャルピー衝撃試験において、目標とする２００J以上の高い吸収エネルギーを得ることが
できることが判る。
［製造方法］
　本発明の鋼管用鋼板は、以下の製造方法により製造することができる。
【００６７】
　以下、本発明において規定される鋼の温度条件は、鋼片あるいは鋼板板厚方向平均温度
を指すものとする。
【００６８】
　鋳造方法：連続鋳造法
　ラインパイプ用鋼管素材としての経済性、生産性の観点から鋼管用鋼板の素材用である
鋼片の製造は連続鋳造法とすることが好ましい。なお、鋼の製鋼方法については特に限定
しないが、ラインパイプ用鋼としての経済性を確保するため、転炉法による製鋼プロセス
が望ましい。
【００６９】
　鋼片加熱温度：Ａｃ３変態点以上１１００℃以下
　熱間圧延を行う際、鋼片をオーステナイト化するため、鋼のオーステナイト化温度であ
るＡｃ３変態点以上に加熱する。なお、Ａｃ３変態点は鋼の成分組成の値を用いて、例え
ば下記式（４）を用いて計算することができる。一方、１１００℃を超えて加熱を行うと
、結晶粒粗大化が著しく、母材ＤＷＴＴ性能の劣化が生じるため鋼片加熱温度は、Ａｃ３

変態点以上１１００℃以下の範囲とする。
【００７０】
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【数７】

【００７１】
ただし、各元素記号は各元素の含有量（質量％）を示す。
【００７２】
　熱間圧延：９５０℃以下での累積圧下率４０～６６％
　本発明において、オーステナイト再結晶温度域での熱間圧延は実施してもよいし、しな
くてもよい。しかし、オーステナイト未再結晶温度域における熱間圧延は必須である。す
なわち、オーステナイト未再結晶温度域である９５０℃以下で、熱間圧延を行い、オース
テナイト粒を伸展させ、その後の加速冷却で変態生成するベイナイトを微細化する。ただ
し、本発明においては、シャルピー衝撃試験時の破面上へのセパレーション発生を抑制す
るため、９５０℃以下での累積圧下率の上限を６６％とする。９５０℃以下での６６％を
超えるような累積圧下率で熱間圧延を施した場合、セパレーションインデックスが０．０
５を超え、シャルピー吸収エネルギーが著しく低下する。なお、低温で所望のＤＷＴＴ性
能を達成するため、９５０℃以下での累積圧下率を４０％以上とすることが必要であり、
５０％以上とすることが好ましい。
【００７３】
　熱間圧延：９５０℃以下の圧延における各圧延パス圧下率１０％以下
上記オーステナイト未再結晶温度域における熱間圧延において，シャルピー衝撃試験時の
破面上へのセパレーションを抑制するため、累積圧下率の上限を制限する必要があるが、
さらに、各圧延パスの圧下率を低減することで、さらにセパレーションの発生を抑制する
上で有効である。すなわち、各圧延パス圧下率を１０％以下にすると、セパレーションの
発生やこれに伴うシャルピー吸収エネルギーの低下を抑制することができるので好ましい
。
【００７４】
　冷却開始温度：Ａｒ３変態点温度以上
　引張強度６００ＭＰａ超の高強度を達成するため、金属組織をベイナイト主体の組織に
する必要がある。このため、熱間圧延後加速冷却を実施する。熱間圧延をＡｒ３変態点温
度以上で終了させた上で、Ａｒ３変態点温度以上の温度から加速冷却を開始する。冷却開
始温度がフェライト変態開始温度であるＡｒ３変態点を下回ると、熱間圧延後、冷却開始
までの空冷過程においてオーステナイト粒界から初析フェライトが生成し、母材強度が低
下するため、加速冷却を開始する温度をＡｒ３変態点以上とする。なお、Ａｒ３変態点は
鋼の成分組成の値を用いて式（５）により計算することができる。
【００７５】

【数８】

【００７６】
　　ただし、各元素記号は各元素の含有量（質量％）を示す。
【００７７】
　冷却速度：　１０～８０℃／ｓ
　冷却速度が１０℃／ｓ未満の場合、比較的高温で変態が進行するので、十分な強度を得
ることができない。一方、８０℃／ｓを超えた冷却速度の場合、後述の冷却停止温度に制
御することが難しく、特に表面近傍でマルテンサイト変態が生じ、母材靱性が著しく低下
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する。このため、冷却速度は１０～８０℃／ｓの範囲とする。
【００７８】
　冷却停止温度：　４００～６００℃
　本発明において、加速冷却の冷却停止温度の規定は、所望の金属組織（ミクロ組織）を
得るために重要である。加速冷却の停止後に行う後述の再加熱処理によりＣの濃縮した未
変態オーステナイトを生成させ、この未変態オーステナイトをその後の空冷時に島状マル
テンサイトへと変態させるため、ベイナイト変態途中で未変態オーステナイトが存在する
温度域で冷却を停止する必要がある。
冷却停止温度が４００℃未満では、ベイナイト変態が完了するため、後述の再加熱後の空
冷時に島状マルテンサイトが生成せず低降伏比化が達成できない。一方、冷却停止温度が
６００℃を超えると冷却中に析出するパーライトにＣが消費され、その後に再加熱してか
ら冷却しても島状マルテンサイトが生成しない。このため、冷却停止温度は４００～６０
０℃の範囲とする。
【００７９】
　再加熱温度：６００～６８０℃
　加速冷却後ただちに再加熱することで、未変態オーステナイトにＣを濃縮させその後の
空冷過程で島状マルテンサイトを生成させることができる。加速冷却停止後、再加熱開始
までの時間が長い場合、その間の温度低下によって未変態オーステナイトが減少し、加熱
後の空冷過程で生成する島状マルテンサイト量が少なくなるため、加速冷却停止から３０
０秒以内で再加熱を開始することが望ましい。好ましくは１００秒以内である。
【００８０】
　さらに、再加熱温度が６００℃未満では、オーステナイトへのＣ濃化が十分に起こらず
、必要とする島状マルテンサイト量を確保することができない。一方、再加熱温度が６８
０℃を超えると、島状マルテンサイト量が１５％の上限を超えやすく、シャルピー吸収エ
ネルギーの低下につながるため、再加熱温度を６００℃以上、６８０℃以下とする。
【００８１】
　昇温速度が２．０℃／ｓ未満では、目的の再加熱温度に達するまでに長時間を要するた
め製造効率が悪化し、またＭＡの粗大化を招く場合があり、十分な低降伏比、一様伸びを
得ることができない。この機構は必ずしも明確ではないが、再加熱の昇温速度を２℃／ｓ
以上と大きくすることにより、Ｃ濃縮領域の粗大化を抑制し、再加熱後の冷却過程で生成
するＭＡの粗大化が抑制されるものと考えられる。
【００８２】
　なお、再加熱において、加熱保持時間を設定する必要はない。また、再加熱後の冷却過
程においては、冷却速度によらず島状マルテンサイトが生成するため、再加熱後の冷却条
件は特に規定しないが、基本的には空冷とすることが好ましい。
【００８３】
　加速冷却後の再加熱を行うための設備として、加速冷却を行うための冷却設備の下流側
に加熱装置を設置することができる。加熱装置としては、鋼板の急速加熱が可能であるガ
ス燃焼炉や誘導加熱装置を用いることが好ましい。
【実施例１】
【００８４】
　表１に示す化学組成の鋼を用い、表２に示す熱間圧延・加速冷却・再加熱条件で鋼種Ａ
～Ｈに対してＮｏ．１～１６の鋼板を作製した。
【００８５】
　鋼種Ａ～Ｅは発明例、鋼種Ｆ～Ｈは比較例である。比較例ＥはＣが、比較例ＦはＭｎが
、比較例ＧはＮｂがそれぞれ本発明の範囲外となっている。
【００８６】
　作製された鋼板のうち、Ｎｏ．１～９は発明例を、Ｎｏ．１０～１６は比較例を示して
おり、比較例Ｎｏ．１０～１３は製造条件のいずれかが、また、比較例Ｎｏ．１４～１６
は鋼種成分がそれぞれ発明の範囲外である。
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【００８７】
【表１】
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【００８８】
【表２】
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【００８９】
　表２の製造方法により得られた鋼板の板幅中央部より金属組織観察用サンプルを採取し
、圧延長手方向と平行な板厚断面を鏡面研磨したあと、２段エッチング法を用いて島状マ
ルテンサイトを出現させた。
【００９０】
　その後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用い、２０００倍の倍率で無作為に１０視野に
ついて金属組織写真を撮影し、写真中の島状マルテンサイトの面積率を画像解析装置にて
測定した。
【００９１】
　さらに、同試料を再鏡面研磨し、ナイタールエッチングを行ってから、光学顕微鏡を用
いて４００～１０００倍の範囲の倍率で無作為に５視野写真撮影を行い、画像解析処理に
よって粒界フェライト組織の面積率を算出した。
【００９２】
　次に、それぞれの鋼板より圧延方向と直交する方向が、試験片長手方向となるようにＡ
ＰＩ－５Ｌに準拠した全厚引張試験片およびＤＷＴＴ試験片、および板厚中央位置からＪ
ＩＳ　Ｚ２２０２（１９８０改訂版）のＶノッチシャルピー衝撃試験片を採取し、鋼板の
引張試験、ＤＷＴＴ試験、およびシャルピー衝撃試験（ＪＩＳ　Ｚ２２４２）を実施して
、強度と靱性を評価した。
【００９３】
　次に、シャルピー衝撃試験後の残片より破面部の外観写真を１０倍の倍率で撮影し、そ
の画像から、破面中に存在する、１ｍｍ以上の長さを持つ個々のセパレーション長さを計
測し、これを元にしてセパレーションインデックスを求めた。
【００９４】
　母材の金属組織の画像解析結果および強度・靱性調査結果をまとめて表３に示す。
【００９５】
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【表３】

【００９６】
　本発明例であるＮｏ．１～９は、いずれも本発明の鋼板化学組成、ミクロ組織（金属組
織）、圧延・加速冷却・再加熱条件範囲内であり、目標とする引張強度６００ＭＰａ以上
、降伏比８０％以下、－２０℃でのＤＷＴＴ延性破面率８５％以上、および－３０℃での
シャルピー吸収エネルギー２００Ｊ以上を満足した。
【００９７】
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　一方、スラブ加熱温度が、本発明の範囲の上限を上回った比較例であるＮｏ．１０は、
ＤＷＴＴ性能が目標を下回った。９５０℃以下の熱間圧延での累積圧下率が上限を超えた
比較例であるＮｏ．１１は、セパレーションの発生が著しく、シャルピー吸収エネルギー
が目標を下回った。逆に、９５０℃以下の熱間圧延での累積圧下率が下限を下回った比較
例であるＮｏ．１２は、ＤＷＴＴ性能が目標を下回った。加速冷却の冷却開始温度が下限
を下回った比較例であるＮｏ．１３は、旧オーステナイト粒界上に多量のフェライトが生
成した結果、セパレーションの発生が著しく、シャルピー吸収エネルギーが目標を下回っ
た。
【００９８】
　また、母材成分のＣ量が本発明の下限を下回った比較例であるＮｏ．１４は、金属組織
中の島状マルテンサイト分率が必要量確保できなかったため、低降伏比が得られなかった
。逆に、母材成分のＭｎ量、Ｎｂ量が本発明の範囲の上限を上回った比較例であるＮｏ．
１５およびＮｏ．１６は、島状マルテンサイト分率が上限を超えたため、母材シャルピー
吸収エネルギーが目標を下回った。

【図２】

【図３】
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