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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
連続鋳造機の鋳型通過後の鋳片に、鋳片厚さ方向にバルジングを起こさせた後、軽圧下帯
で圧下を付与して製造したスラブ鋳片を熱間圧延して熱延鋼板を製造する方法において、
前記バルジングによる鋳片厚みの増加量を３～１０ｍｍとし、
鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの２次冷却帯の比水量を０．１５Ｌ／
ｋｇ以上として前記軽圧下帯の直前位置における鋳片厚み変動量を０．２ｍｍ以下とし、
鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍより下流側の２次冷却帯の比水量と幅切り
量を調整して軽圧下開始位置で完全凝固した鋳片短辺部の断面平均温度を１０５０℃以上
とすることによって、鋳片凝固末期の実績圧下速度を０．３～１．０ｍｍ／ｍｉｎとし、
前記スラブ鋳片の厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔を１．６ｍｍ以下とすること
によって、
前記スラブ鋳片の厚み中心部における、Ｍｎ偏析度が１．３３以上の偏析スポットの長軸
径を５００μｍ以下に制御し、
その後、前記スラブ鋳片に圧下比を１０以上とする熱間圧延を施すことを特徴とする熱延
鋼板の製造方法。ここで、上記圧下比とは、鋳片の厚みを熱延鋼板の厚みで除した値であ
り、上記スラブ鋳片の厚み中心部とは、スラブ鋳片厚み方向の最終凝固位置から鋳片の表
面側に±１０ｍｍの範囲のことをいう。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱延鋼板の製造方法に関し、具体的には、中心偏析が軽微な連続鋳造方法に
よって製造した鋳片を熱間圧延して、水素誘起割れ（ＨＩＣ）が起こり難いラインパイプ
用熱延鋼板を得ることができる熱延鋼板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鋼の凝固過程では、炭素、燐、硫黄、マンガンなどの溶質元素が、凝固時の再分配によ
って未凝固の液相側に濃化され、その結果、デンドライト樹間には、ミクロ偏析が形成さ
れる。連続鋳造機で鋳造され、凝固しつつある連続鋳造鋳片（以降、単に「鋳片」ともい
う）では、凝固収縮や熱収縮、連続鋳造機のロール間で発生する凝固シェルのバルジング
などによって、厚み中心部に空隙が形成されたり、負圧が生じたりすると、この部分に溶
鋼が吸引される。しかし、凝固末期の未凝固層には十分な量の溶鋼が存在していないため
、上述した溶質元素が濃縮したデンドライト樹間の溶鋼が鋳片の厚み中心部に流入して凝
固する。このようにして形成された偏析スポットは、溶質元素の濃度が溶鋼の初期濃度に
比べ格段に高い値となる。この現象は、一般に「マクロ偏析」と呼ばれており、その存在
部位から「中心偏析」とも呼ばれている。
【０００３】
　上記鋳片の中心偏析は、原油や天然ガスなどの輸送用ラインパイプ材の品質を著しく悪
化させることが知られている。というのは、中心偏析部にＭｎＳやＮｂ炭化物等が生成す
ると、腐食反応により鋼内部に侵入した水素が上記ＭｎＳやＮｂ炭化物等の周りに拡散・
集積し、その内圧によって割れが発生する。また、中心偏析部は、高い濃度の溶質元素に
より硬質化しているので、上記割れはさらに周囲に伝播・拡張する。これが水素誘起割れ
（ＨＩＣ：Hydrogen Induced Cracking）である。従って、鋳片厚さ中心部の中心偏析を
低減することは、鋼製品の品質向上を図る上で、極めて重要である。
【０００４】
　これに対処するべく、従来から、連続鋳造工程から圧延工程に至るまでの間で、鋳片の
中心偏析を低減する、あるいは、無害化する技術が多数提案されている。例えば、特許文
献１や特許文献２には、連続鋳造機内において、未凝固層を有する凝固末期の鋳片を、鋳
片支持ロールによって凝固収縮量と熱収縮量との和に相当する程度の圧下量で徐々に圧下
しながら鋳造する、「軽圧下」あるいは「軽圧下法」と呼ばれる技術が提案されている。
この軽圧下技術は、鋳造方向に並んだ複数対のロールを用いて鋳片を引き抜く際、凝固収
縮量と熱収縮量の和に見合った圧下量で鋳片を徐々に圧下して未凝固層の体積を減少させ
、鋳片中心部における空隙あるいは負圧部の形成を防止すると同時に、デンドライト樹間
への濃化溶鋼の流動を防止し、鋳片の中心偏析を軽減する技術である。
【０００５】
　また、厚み中心部のデンドライト組織の形態と、中心偏析との間には、密接な関係があ
ることから、例えば、特許文献３には、連続鋳造機の二次冷却帯の鋳込み方向における特
定の位置の比水量を０．５Ｌ／ｋｇ以上に設定することで、凝固組織の微細化、等軸晶化
を促進し、偏析を低減する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０８－１３２２０３号公報
【特許文献２】特開平０８－１９２２５６号公報
【特許文献３】特開平０８－２２４６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来技術には、以下の問題点があった。例えば、特許文献１や特許
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文献２に開示の技術は、軽圧下することにより偏析度をある程度低減することはできるが
、近年のラインパイプ材に要求される偏析レベルの厳格化に対応するには十分ではない。
また、特許文献３に開示の技術は、軽圧下に加えて二次冷却を強化し、凝固組織の微細化
を図っているため、より偏析が改善されることが期待された。しかし、発明者らの研究に
よれば、ＨＩＣは、ある特定の偏析度以上の偏析スポットが特定のサイズ以上になった場
合に発生することが明らかになっているが、特許文献３には、デンドライト組織の微細化
や、偏析低減に関する具体的な開示がないため、そのまま採用することができない。また
、軽圧下を行う前に２次冷却を強め過ぎると、完全凝固した短辺部の温度が低下し過ぎて
、鋳片の変形抵抗が増大し、圧下を付与することが困難となるため、却って偏析が悪化し
てしまうおそれもある。
【０００８】
　本発明は、従来技術が抱える上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、
鋼の鋳片およびその鋳片を熱間圧延して得られる熱延鋼板の厚み中心部における中心偏析
を軽減し、耐水素誘起割れ性（耐ＨＩＣ性）に優れ、ラインパイプの素材に用いて好適な
熱延鋼板の製造方法を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明者らは、上記課題を解決するため、鋭意検討を重ねた。その結果、鋳片中心部の偏
析を改善するためには、鋳片に適正量のバルジングを起こさせるとともに、２次冷却帯の
比水量や軽圧下帯の圧下勾配を適正範囲に調整して、鋳片に実績圧下速度で０．３～１．
０ｍｍ／ｍｉｎの軽圧下を付与する必要があること、また、鋳片中心部におけるＨＩＣの
発生を防止するには、上記に加えてさらに、Ｍｎ偏析度が１．３３以上で長軸径が５００
μｍ超えの偏析スポットを無くしてやる必要があり、そのためには、２次冷却帯における
比水量の分布を調整して、鋳片厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔を１．６ｍｍ以
下とすることが重要であること、さらに、上記のようにして得た鋳片を圧下比１０以上で
熱間圧延して鋼板板厚中心部の偏析スポットの厚みを低減することが有効であることを見
出し、本発明を開発するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、連続鋳造機の鋳型通過後の鋳片に、鋳片厚さ方向にバルジングを
起こさせた後、軽圧下帯で圧下を付与して製造したスラブ鋳片を熱間圧延して熱延鋼板を
製造する方法において、前記バルジングによる鋳片厚みの増加量を３～１０ｍｍとし、鋳
型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの２次冷却帯の比水量を０．１５Ｌ／ｋ
ｇ以上として前記軽圧下帯の直前位置における鋳片厚み変動量を０．２ｍｍ以下とし、鋳
型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍより下流側の２次冷却帯の比水量と幅切り量
を調整して軽圧下開始位置で完全凝固した鋳片短辺部の断面平均温度を１０５０℃以上と
することによって、鋳片凝固末期の実績圧下速度を０．３～１．０ｍｍ／ｍｉｎとし、前
記スラブ鋳片の厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔を１．６ｍｍ以下とすることに
よって、前記スラブ鋳片の厚み中心部における、Ｍｎ偏析度が１．３３以上の偏析スポッ
トの長軸径を５００μｍ以下に制御し、その後、前記スラブ鋳片に圧下比を１０以上とす
る熱間圧延を施すことを特徴とする熱延鋼板の製造方法を提案する。ここで、上記圧下比
とは、鋳片の厚みを熱延鋼板の厚みで除した値である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、鋳片（スラブ）の厚さ方向に適正量のバルジングを起こさせ、鋳型直
下における２次冷却帯の比水量を制御し、軽圧下帯直前位置における鋳片の厚み変動量を
低減した上で、適正な圧下速度で軽圧下を付与するので、凝固末期における固液共存域の
濃化溶鋼の流動を抑止し、鋳片厚み中心部のマクロ偏析を大幅に軽減することができる。
また、本発明によれば、上記に加えて、２次冷却帯における比水量を調整し、鋳片厚み中
心部のデンドライト１次アーム間隔を低減することで、ＨＩＣの発生原因となるＭｎ偏析
度が１．３３以上、長軸径が５００μｍ以上の鋳片厚み中心部の偏析スポットの発生を抑
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止し、さらに得られた鋳片に、圧下比１０以上の熱間圧延を施して、鋼板の板厚中心部の
偏析スポットの厚みを低減するので、耐ＨＩＣ性に優れた熱延鋼板を製造することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】湾曲型連続鋳造機の概要を示す模式図である。
【図２】鋳片の最終凝固位置を説明する図である。
【図３】鋳片厚み変動量を説明する図である。
【図４】偏析スポットおよび偏析スポットの長軸径を説明する図である。
【図５】熱延鋼板の板幅方向断面における偏析スポットの長軸径と熱間圧延の圧下比がＨ
ＩＣの発生有無に及ぼす影響を示すグラフである。
【図６】デンドライト１次アーム間隔とＭｎ偏析度１．３３以上の偏析スポットの長軸径
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】
【００１３】
　図１は、連続鋳造機の一形式である湾曲型連続鋳造機の概要を示したものである。連続
鋳造機１には、溶鋼２を注入して凝固させ、鋳片の外殻形状を形成するための鋳型３が設
置され、この鋳型の上方には、図示のない取鍋から供給される溶鋼２を鋳型３に中継供給
するためのタンディッシュ４が設置されている。タンディッシュ４の底部には、溶鋼の流
量を調整するための図示のないスライディングノズルが設置され、このスライディングノ
ズルの下面には浸漬ノズル５が設置されている。
【００１４】
　鋳型３の下方には、サポートロール、ガイドロールおよびピンチロール等、複数対の鋳
片支持ロール６が配設され、鋳込み方向（鋳片の引抜方向）に隣り合う鋳片支持ロール６
の間隔には、水スプレーノズルやエアーミストノズルなどのスプレーノズル７を設置した
２次冷却帯が設けられており、２次冷却帯のスプレーノズル７から噴霧される冷却水（「
２次冷却水」ともいう）によって鋳片８は引き抜かれながら冷却される。鋳片８の凝固完
了位置８ｂ付近と、その上流側には、鋳片を挟んで対向した複数対の鋳片支持ロール群か
ら構成され、鋳片厚さ方向のロール間隔（この間隔を「ロール開度」という）を鋳込み方
向下流に向かって順次狭くなるように設定して鋳片に軽圧下を付与する軽圧下帯９が設け
られている。因みに、鋳込み方向下流に向かって順次狭くなるように設定したロール開度
の状態は、鋳込み方向の単位長さ（ｍ）当りのロール開度の減少量（ｍｍ）で定義される
「圧下勾配」（ｍｍ／ｍ）で表される。
【００１５】
　なお、近年の連続鋳造機では、図１に示すように、上記複数対の鋳片支持ロール群を、
複数のロール対を備えた複数のセグメント１０で構成する方式のものが主流であり、軽圧
下帯９も複数のセグメント１０ａから構成されている。軽圧下の付与は、ロール開度を、
セグメントの入側よりも出側を小さく設定することで行われる。この際、ロール開度の調
整は、セグメントの上面側あるいは内Ｒ側（湾曲部の内側）のロール群を構成する個々の
ロール位置を、鋳込み中あるいは鋳込み間に遠隔操作で調整することによって実施するの
が望ましい。なお、セグメント毎に上面側あるいは内Ｒ側のロールを支持するフレームの
位置と傾斜を鋳込み間で調整することで、複数のロールの開度を一括して調整してもよい
。
【００１６】
　また、鋳造方向最終の鋳片支持ロールの下流側には、完全に凝固した鋳片８を搬送する
ための複数の搬送ロール１１が設置されており、この搬送ロールの上方には、鋳片８を所
定の長さに切断する図示のない鋳片切断機が配置されている。なお、図中の８ａは鋳片中
心部の溶鋼の未凝固部を、１２は連続鋳造機の下部矯正位置を示している。
【００１７】
　ところで、連続鋳造機の軽圧下セグメント（以下、単に「セグメント」ともいう）に掛
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かる荷重は、主に鋳片のサイズや設定した圧下勾配、鋳片の引抜き速度、セグメント内に
ある鋳片の液相の割合（液相率）により決定される。マクロ偏析の原因となる、凝固末期
での溶鋼流動を防止するには、凝固収縮量や熱収縮量に見合った量の軽圧下を鋳片に付与
する必要があるが、設定した圧下勾配が大きい場合や、セグメント内での鋳片内部の液相
率が少ない場合、あるいは、鋳片サイズが大きい等の場合には、セグメントに掛かる荷重
は大きくなる。セグメントに掛かる荷重が大きくなると、セグメント内の鋳片厚さ方向の
ロール間隔は、ロールやセグメントフレームの撓みにより拡大する。そのため、鋳片サイ
ズや圧下勾配の設定は同じでも、セグメントに掛かる荷重が増加すると、その荷重に応じ
てロール開度も変化するため、鋳片に付与される圧下速度（実績値）も設定値から変化し
てしまう。また、セグメントに掛かる過大な負荷は、セグメントの寿命の短命化を招くと
いう問題もある。
【００１８】
　そこで、発明者らは、厚さ２５０ｍｍ×幅２１００ｍｍのサイズの鋳片（スラブ）を、
鋳片の引抜速度（連続鋳造速度）や軽圧下帯における圧下勾配（設定値）を種々に変更し
、様々な条件で鋳造した。その際、軽圧下前に内Ｒ側の支持ロールの位置調整によってロ
ール間隔を調整して鋳片の長辺面にバルジングを起こさせ、幅方向中央部の厚さを増大さ
せた後、軽圧下帯において元の鋳片厚み程度まで軽圧下する、いわゆるＩＢ（Intentiona
l Bulging）法を採用し、ＩＢ量（鋳片厚みの増大量）を２～１３ｍｍの範囲で種々に変
化させた。また、上記鋳造時には、予め伝熱計算によって求めた鋳片鋳込み方向で最も遅
く凝固が完了する位置、すなわち、最終凝固位置（図１の８ｂ）が存在するセグメントに
おける鋳片厚さ方向のロール開度の鋳片鋳込み方向の変化を非接触のセンサーで測定し、
鋳片に加わる実際の圧下速度を調査した。なお、鋳片の最終凝固位置は、鋳片幅方向によ
って異なり、一般には図２に示すようにＷ型を示すが、本発明の上記最終凝固位置は、鋳
片幅方向で最も遅く凝固が完了する位置（図２に示した８ｂの位置）のことをいう。
【００１９】
　その結果、ＩＢ量が３ｍｍ以下では、ＩＢ量が小さ過ぎて、セグメントを構成するロー
ルが、完全凝固している鋳片の短辺側をも圧下するため、セグメント荷重が過大となり、
鋳片に軽圧下をほとんど付与することができなかった。一方、ＩＢ量が１０ｍｍを超える
と、鋳片内部に割れ（内部割れ）が発生した。したがって、ＩＢ法を採用する場合には、
ＩＢ量は３～１０ｍｍに設定する必要があることがわかった。
【００２０】
　また、鋳片の引抜速度（ｍ／ｍｉｎ）と、上記非接触センサーで測定した最終凝固位置
が存在するセグメントにおける鋳片鋳込み方向へのロール開度の変化率（圧下勾配）（ｍ
ｍ／ｍ）とを乗算して求めた実際に鋳片に付与される圧下速度（実績値）（ｍｍ／ｍｉｎ
）と、偏析形態との関係について調査した。その結果、圧下速度（実績値）が０．３ｍｍ
／ｍｉｎ未満では鋳片の厚さ中心部にＶ偏析が発生し、一方、１．０ｍｍ／ｍｉｎを超え
ると鋳片の厚さ中心部に逆Ｖ字偏析が発生するようになること、従って、Ｖ偏析や逆Ｖ偏
析を防止するためには、凝固末期の鋳片に付与する圧下速度は０．３～１．０ｍｍ／ｍｉ
ｎの範囲に制御する必要があることがわかった。
【００２１】
　上記のように、ＩＢ量と鋳片に加えられる圧下速度を適正範囲に制御することで、鋳片
中心部の偏析は大きく改善されるが、これらの制御だけでは、昨今、要求されている偏析
レベルには対応できない。そこで、発明者らは、さらに研究を重ねた結果、偏析レベルを
さらに改善するには、軽圧下帯直前におけるスラブ厚み変動量を低減することが重要であ
ることが明らかとなった。ここで、上記鋳片厚み変動量とは、軽圧下帯の直前のロール間
中心部で、距離計を用いて鋳片厚みを鋳込み方向に１００ｍｍ以下のピッチで５０～１５
０点程度測定したときの、上記鋳片厚みの標準偏差のことをいう。なお、鋳片厚み変動量
は、図３に示したように、非接触式の距離計を鋳片の厚み方向片側（図３の例では鋳片上
面側（内Ｒ側））に設置して鋳片表面までの距離を測定し、鋳込み方向に１００ｍｍ以下
のピッチで５０～１５０点程度測定したときの、上記距離の標準偏差の２倍として求めて
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もよい。また、実際の鋳片表面からロールパスラインまでの距離を測定する場合には、ロ
ールパスラインから鋳片表面までの距離の自乗平均値の正の平方根を２倍した値、あるい
は、上記距離の絶対値の平均値を２倍した値を上記鋳片厚み変動量としてもよい。なお、
鋳片表面からロールパスラインまでの距離を用いるときは、鋳片厚み変動量には定常バル
ジング分も含まれることになるが、軽圧下帯の直前位置では、定常バルジングの量は十分
小さいため無視できる。ここで、上記ロールパスラインとは、図３に示したように、鋳造
方向に隣り合う２つのロールの共通接線（直線あるいは予め設定された鋳片の曲率と等し
い曲率の円弧）のことである。
【００２２】
　上記軽圧下帯直前でのスラブ厚みの変動は、主に非定常バルジングによって生じること
が知られている。ここで、上記非定常バルジングとは、鋳片が鋳込み方向に配設されたロ
ール間を通過する際には、鋳片は静鉄圧によってロール間で膨らんだまま下流のロールに
移動するが、上記膨らみが、下流のロール圧下によっても元の形に戻らなくなる現象のこ
とをいう。一般に、メニスカスから近い位置では、膨らみが元に戻る「定常バルジング」
であるが、上記定常バルジングは、鋳込み長の増加すなわち下流側にいくに従い、非定常
バルジングに徐々に推移していくと考えられている。
【００２３】
　発明者らは、実機の連続鋳造機において、最終凝固部が位置する軽圧下帯セグメントの
直前のセグメント間、もしくは、その前のセグメント間と、鋳型直下から軽圧下帯までの
鋳造方向の複数個所に、水柱を経由した超音波式の距離計を設置し、非定常バルジングの
発生位置を調査した。その結果、従来の予想とは異なり、鋳型直下から２．５ｍの位置で
、非定常バルジングは既に発生しており、この時点での非定常バルジング量によって、軽
圧下帯直前における非定常バルジング量が決定されることが判明した。この結果から、鋳
型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの間において十分なシェル厚を確保する
ことが、非定常バルジングを抑制するためには重要であると考えられる。
【００２４】
　そこで、鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの２次冷却帯における比水
量と、軽圧下帯直前の非定常バルジング量との関係を調査した。その結果、鋳型直下から
鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの２次冷却帯における比水量を０．１５Ｌ／ｋｇ以
上に増大し、さらに、その後の２次冷却を通常の適正な条件で行うことで、軽圧下帯直前
のスラブ厚み変動量を０．２ｍｍ以下に低減できることがわかった。そして、後述するが
、スラブ厚み変動量を０．２ｍｍ以下に制御することは、ＨＩＣの発生起点となる鋳片厚
み中心部の偏析スポットを低減するためには必須である。鋳型直下から鋳片引抜き方向に
沿って２．５ｍまでの２次冷却帯における比水量の上限は、特に制限しないが、鋳片曲げ
時の鋳片表面温度を下げ過ぎないことが求められるような場合には、要求される条件に応
じて、上記比水量の上限を設定してもよい。
【００２５】
　上記のように、ＩＢ量と圧下速度を適正範囲に制御することに加えて、鋳型直下から鋳
片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの２次冷却帯の比水量を適正化することによって、鋳
片中心部の中心偏析はさらに低減される。しかし、上記の制御だけでは、鋳片厚み中心部
におけるＨＩＣの発生を防止するには未だ不十分である。
【００２６】
　そこで、発明者らは、さらに、実機の連続鋳造機で鋳造した厚さ２５０ｍｍの鋳片を鋳
込み方向を圧延方向として熱間でロール圧延して製造した各種板厚の厚板（熱延鋼板）か
ら採取したサンプルを用いて、ＮＡＣＥ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＴＭ－０２８４に準拠し、
ｐＨ３．０（Ｈ２Ｓ飽和時）、温度２５℃のＮＡＣＥ試験溶液（５％ＮａＣｌ、０．５％
ＣＨ３ＣＯＯＨ、Ｈ２Ｓ：２４８０ｐｐｍ（Ｈ２Ｓ飽和時））中に９６ｈｒ浸漬するＨＩ
Ｃ試験を実施し、熱延鋼板の段階での偏析形態、具体的には、熱延鋼板の圧延方向に垂直
な断面（板の幅方向断面）における偏析スポットのＭｎ偏析度および長軸径と、鋳片の厚
みを熱間圧延後の鋼板厚みで除して得られる圧下比が、ＨＩＣの発生に及ぼす影響を調査
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した。
【００２７】
　まず、厚板の厚み中心部でＨＩＣが発生している箇所のＭｎの偏析形態を調査したとこ
ろ、ＨＩＣの発生箇所では、Ｍｎ偏析度が１．３３以上のスポット状になっていることが
判明した。そこで、以下では厚み中心部のＭｎ偏析度が１．３３以上のスポット状の領域
を「偏析スポット」と定義する。また、上記の調査結果から、ＨＩＣの発生箇所では、上
記偏析スポットの長軸径（板幅方向断面における幅方向径）が５００μｍ以上になってい
ることも判明した。
【００２８】
　ここで、上記Ｍｎ偏析度とは、板厚中心部から十分に離れた位置におけるＭｎ濃度の平
均値に対する、ＥＰＭＡで分析した偏析スポットのＭｎ濃度の比のことをいう。
　また、上記偏析スポットは、鋳片の段階では、図４に示したように、鋳片厚み中心部の
最終凝固段階で発生したスポット部（空隙）に、その周りの固液共存域の濃化溶鋼が流入
した部分であり、流入した濃化溶鋼が凝固することで、その最終凝固位置のＭｎ偏析度は
さらに高まる。
【００２９】
　また、熱間圧延後の厚板の段階におけるＭｎの偏析形態について、発明者らは、次のよ
うに考えている。
　熱延薄鋼板（鋼帯）のように圧延方向と鋳造方向が一致している場合には、鋳片の偏析
スポットは圧延方向に延ばされるだけであり、また、Ｍｎは固相内での拡散速度が小さい
ため、熱延鋼板段階における偏析スポットの幅方向の径およびＭｎの偏析度は、鋳片段階
からほとんど変化しない。従って、この場合には、鋳片段階での偏析スポットは、熱延鋼
板段階での偏析スポットと同様、厚み中心部のＭｎ偏析度が１．３３以上のスポット状の
領域として定義することができるので、逆に、鋳片段階での偏析スポットの長軸径は、熱
延鋼板の幅方向断面におけるＭｎ濃度の分布から求めた偏析スポットの長軸径と等しいと
しても求めることができる。
【００３０】
　一方、鋳片段階におけるＭｎ偏析度は、ＥＰＭＡで分析した、鋳片厚み中心部から十分
に離れた位置、例えば、１０ｍｍ以上離れた位置のＭｎ濃度（平均値）に対する、偏析ス
ポットのＭｎ濃度の比のことをいう。また、鋳片段階における偏析スポットの長軸径とは
、鋳片の鋳込み方向に垂直な断面における、Ｍｎ偏析度が１．３３以上の領域が連続する
偏析スポットの鋳片幅方向径のことをいう。
【００３１】
　熱延鋼板における偏析スポットの長軸径および圧下比と、ＨＩＣの発生状況との関係を
調査した結果を図５に示した。この図から、熱延鋼板段階あるいは鋳片段階で、Ｍｎ偏析
度が１．３３以上の偏析スポットの長軸径が５００μｍ以下の場合には、熱間圧延におけ
る圧下比が１０以上ではＨＩＣは発生しないが、圧下比が１０未満では、軽微なＨＩＣの
発生が認められた。これは、圧下比の増加によって、偏析スポット部が圧延方向に延ばさ
れ、偏析スポットが薄くなるため、ＨＩＣ試験に対して有利に働いたためと考えられる。
　一方、熱延鋼板段階あるいは鋳片段階で、Ｍｎ偏析度が１．３３以上の偏析スポットの
長軸径が５００μｍよりも大きい場合には、圧下比を１０以上にしてもＨＩＣが発生する
。この場合、ＨＩＣの発生を抑えるためには、圧下比をさらに大きくすることが有効であ
ると考えられるが、製品板厚が厚い場合には、圧下比を確保するための鋳片厚みが増大し
、製造不可能な厚さになってしまう。
【００３２】
　また、鋳片の鋳込方向、幅方向の２方向に熱間圧延する厚板圧延の場合についても、同
様の調査を行ったところ、熱延鋼板段階における偏析スポットの長軸径は鋳片幅方向の圧
延によって大きくなるが、圧延後の長軸径では、ＨＩＣの発生挙動を説明することは難し
く、鋳片段階の偏析スポットの長軸径で説明した方がＨＩＣの挙動を説明し易いことがわ
かった。すなわち、前述した１方向に圧延する熱延鋼板に関する図５の縦軸を、鋳片段階
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の偏析スポットの長軸径と読み替えて、鋳片段階でのＭｎ偏析度が１．３３以上の偏析ス
ポットの長軸径を５００μｍ以下とし、かつ、熱間圧延の圧下比を１０以上にすることに
より、ＨＩＣの発生を効果的に抑制できることが確認された。
【００３３】
　ここで、鋳片のＭｎ偏析度が１．３３以上の偏析スポットの長軸径が５００μｍ以下で
あるということは、鋳片の鋳込み方向に垂直な断面において観察されるＭｎ偏析度が１．
３３以上の領域が連続する偏析スポットの鋳片幅方向の長軸径が５００μｍ以下であるこ
とを意味するが、このような偏析スポットは、連続鋳造条件に応じて、鋳片幅方向の広い
範囲にわたって生じ得るので、観察視野は少なくとも鋳片の１／２幅以上とすることが望
ましく、全幅とすることがより望ましい。なお、Ｍｎ偏析度が１．３３以上の偏析スポッ
トの長軸径は、鋳片幅方向の１断面について測定すれば十分に信頼性のある結果が得られ
るが、複数断面について測定し、そのうちの最大値をその鋳片の代表値とすることで、よ
り信頼性を高めることができる。
【００３４】
　次いで、発明者らは、Ｍｎ偏析度が１．３３以上で長軸径が５００μｍ以上の偏析スポ
ット（重偏析スポット）の発生を防止するため、実機の連続鋳造機において、２次冷却帯
の比水量を種々に変化させて、鋳片厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔を変える実
験を行い、デンドライト１次アーム間隔とＭｎ偏析度１．３３以上の偏析スポットの長軸
径との関係を調査し、その結果を図６に示した。
【００３５】
　ここで、上記デンドライト１次アーム間隔とは、鋳片の鋳込み方向に垂直な断面内で凝
固が最も遅く完了する幅方向位置（一般には図２に８ｂで示すＷ型の底部）における鋳片
厚み中心部を、幅方向に５０ｍｍ以上、厚さ方向に厚み中心部（最終凝固位置）から鋳片
の上面側に１０ｍｍに亘って腐食して組織を現出させ、該組織を投影機で５倍に拡大して
撮像した後、画像処理して、少なくとも３０本のデンドライトの１次アーム間隔を測定し
たときの平均値のことをいう。
【００３６】
　図６から、鋳片への軽圧下の付与を適正な条件で行ったとしても、Ｍｎ偏析度１．３３
以上の偏析スポットの長軸径の最大値が５００μｍを超えてしまう場合があり、その場合
には、ＨＩＣの発生を完全に防止することはできないことがわかる。また、Ｍｎ偏析度１
．３３以上の偏析スポットの長軸径を５００μｍ以下とする、すなわち、重偏析スポット
を無くすには、適正な条件の軽圧下の付与と軽圧下帯直前でのスラブ厚み変動量の制限に
加えて、厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔を１．６ｍｍ以下に制御することが必
須であることもわかる。
　上記の結果から、ＨＩＣの発生を防止するためには、軽圧下の付与やスラブ厚み変動量
の抑制に加えて、鋳片厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔を１．６ｍｍ以下に制御
して、重偏析スポットの発生を防止する必要があることが明らかとなった。
【００３７】
　また、図６から、鋳片への軽圧下の付与やスラブ厚み変動量の制限を行わずに、デンド
ライト１次アーム間隔を小さくすることによって偏析スポットの長軸径を制御しようとし
た場合、凝固の最終段階で発生する濃化溶鋼のスポットのサイズが同じでも、スポット部
の濃化溶鋼のＭｎ濃度が、軽圧下の付与やスラブ厚み変動量の制限を行った場合に比べて
高くなるため、Ｍｎ偏析度１．３３以上の偏析スポットの長軸径は５００μｍを大きく超
えてしまう。なお、このような場合でも、極端にデンドライト１次アーム間隔を短くすれ
ば、偏析スポットの長軸径を５００μｍ以下とすることができると推測されるが、そのた
めには実現不可能なアーム間隔が必要となり、現実的ではない。
【００３８】
　次に、鋳片厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔を１．６ｍｍ以下に制御する方法
について説明する。
　デンドライトの１次アームの間隔は、主に溶鋼中の成分と、デンドライトの成長方向（
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鋳片厚さ方向）の温度勾配と、鋳片厚さ方向の凝固速度によって決定されるが、鋼の成分
は、製品に要求される機械特性等から決められ、凝固速度は、鋳片厚さ方向の温度勾配と
、鋳片の引抜速度によって決定される。したがって、連続鋳造時に制御可能なパラメータ
ーは、厚み中心部の凝固初期から中期における鋳片厚さ方向の温度勾配である。
【００３９】
　鋳片厚さ方向の温度勾配は、主に２次冷却帯の比水量で決定される。上記温度勾配を大
きくするには、熱抵抗となる凝固シェルの厚さに応じて冷却水量を増加させることが有効
であり、デンドライト１次アーム間隔を１．６ｍｍ以下にする有効な手段となる。しかし
、前述したように、ＨＩＣを引き起こす重偏析スポットの発生を防止するには、鋳片への
最適な軽圧下の付与が必須であるが、凝固シェルが厚くなる凝固末期に冷却水量を増やし
て冷却すると、鋳片表面の温度低下が大きくなり、鋳片の全厚が完全に凝固した鋳片短辺
部の温度低下が過大になると、該部分の変形抵抗が増大して軽圧下セグメントに掛かる荷
重も増大するため、適正量の軽圧下付与が困難となるおそれがある。
【００４０】
　そこで、発明者らは、実機の連続鋳造機を用いて、２次冷却帯の比水量と幅切り量を種
々に変えた実験を行い、伝熱・凝固計算により求めた、軽圧下開始直前位置での鋳片の全
厚が完全に凝固した鋳片短辺部の断面平均温度と、実際に鋳片に付与された圧下速度（実
績値）との関係を調査した。ここで、上記の鋳片の全厚が完全に凝固した鋳片短辺部には
、ＩＢ法によって鋳片厚みが部分的に増大している箇所も含まれる。なお、この際、ＩＢ
量は５ｍｍ、鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの２次冷却帯の比水量は
０．２０Ｌ／ｋｇに設定し、圧下速度を０．６ｍｍ／ｍｉｎに制御した。その結果、鋳片
短辺の断面平均温度が１０５０℃を下回ると、軽圧下セグメントに掛かる荷重が過大とな
り、鋳片に設定通りの軽圧下を付与することが困難となるので、例えデンドライト１次ア
ーム間隔を１．６ｍｍ以下としても、圧下不足のために、偏析度が１．３３以上の偏析ス
ポットの長軸径が５００μｍを超える重偏析スポットが発生してしまうことが判明した。
なお、軽圧下セグメントに掛かる荷重を低減するには、ＩＢ量を増加することも考えられ
るが、前述したように、ＩＢ量を増加し過ぎると、内部割れの可能性が高まるので好まし
くない。
【００４１】
　また、鋳型直下から強冷却するときには、以下の問題点がある。
　軽圧下付与の効果は、厚み中心部の固相率が０．３未満（液相率が０．７超え）の位置
から圧下を付与しないと十分に得られない。しかし、該位置から軽圧下を付与する場合、
鋳片の凝固完了位置は、軽圧下帯の範囲内に位置することになる。そのため、凝固シェル
が薄い鋳型直下から２次冷却帯の比水量を上げると、軽圧下帯直前の位置での厚み中心部
の固相率が大きくなり過ぎてしまうため、軽圧下を効果的に付与することができず、ＨＩ
Ｃを引き起こす偏析スポットが発生してしまう。そのため、デンドライト１次アーム間隔
を１．６ｍｍ以下に制御するための、２次冷却帯における強冷却は、鋳型直下からではな
く、鋳片の中心位置において固相が晶出し始める位置よりも前で、軽圧下開始位置よりも
前の湾曲部から行うのが望ましい。
【００４２】
　また、デンドライト１次アーム間隔は、溶鋼中の成分、成長方向（鋳片厚み方向）の液
相温度勾配、凝固速度、冷却速度などの影響を受けることが知られており、これらを関連
付ける種々の理論式や実験式が提案されている。従って、鋳片厚み中心部のデンドライト
１次アーム間隔を１．６ｍｍ以下に制御するには、上記公知の関係式に、鋼の成分などの
操業上必要な条件を入力して、必要とされる液相温度勾配、凝固速度、冷却速度などの条
件を導出し、この必要条件を満たし得る２次冷却水量などの調整可能な連続鋳造の操業条
件を、伝熱・凝固計算などによって確認あるいは導出して調整する方法を用いることがで
きる。
【００４３】
　例えば、製品の板厚から上記の圧下比の条件を満たす鋳片厚みを算出しておき、公知の



(10) JP 6384679 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

関係式と伝熱・凝固計算とによって、鋳片厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔が１
．６ｍｍ以下となる２次冷却や鋳造速度などの操業条件を決定して、連続鋳造を実施すれ
ばよい。また、鋳片厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔が１．６ｍｍ以下となる２
次冷却条件やその他の連続鋳造条件は、過去の連続鋳造条件と、そのときの鋳片の調査結
果との実績に基づいて経験的に決定することもできる。
【００４４】
　なお、デンドライト１次アーム間隔算出式としては、例えば、下記のKurz-Fisherの式
がある。

　ここで、λ１：デンドライト１次アーム間隔（ｍ）
　　　　　ΔＴ０：固液共存温度範囲（Ｋ）
　　　　　Ｄ：溶質の液相中拡散係数（ｍ２／ｓ）
　　　　　Γ：Gibbs-Thomson係数（ｍ／Ｋ）
　　　　　ｋ：溶質の平衡分配係数（－）
　　　　　Ｒ：凝固速度（ｍ／ｓ）
　　　　　Ｇ：固液界面での液相中温度勾配（Ｋ／ｍ）
【００４５】
　上記式を用いてデンドライト１次アーム間隔が１．６ｍｍ以下となる冷却条件を導く方
法としては、例えば、連続鋳造条件から、伝熱・凝固計算によって厚み中心部の凝固速度
や液相中の温度勾配などを求め、それらの値を上記のKurz-Fisherの式に入力して、デン
ドライト１次アーム間隔が１．６ｍｍ以下となるか否かを判定することによって、試行錯
誤的に連続鋳造条件を決定することができる。伝熱・凝固計算を行う鋳片厚み中心部の範
囲としては、鋳片厚み中心から１５ｍｍ程度以内の範囲であればよく、この範囲の固相率
が０より大きくなった時から、０．３程度となる時までの時間における凝固速度や液相中
の温度勾配を使用すればよい。
【実施例】
【００４６】
　メニスカスから１９～２１ｍの位置にあるＮｏ．７セグメント、メニスカスから２１～
２３ｍの位置にあるＮｏ．８セグメント、メニスカスから２３～２５ｍの位置にあるＮｏ
．９セグメントの３つの軽圧下セグメントから構成される軽圧下帯を有し、下部矯正位置
（図１の符号１２）がメニスカスから２０ｍの位置にある連続鋳造機で低炭素アルミキル
ド鋼（Ｃ：０．０４０～０．０４５ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．２９～０．３１ｍａｓｓ％、
Ｍｎ：１．２８～１．３２ｍａｓｓ％、Ｐ：０．００３～０．００４ｍａｓｓ％、Ｓ：０
．０００４～０．０００５ｍａｓｓ％）を連続鋳造し、厚さ２２０～３００ｍｍ×幅２１
００ｍｍの連続鋳造鋳片を、引抜速度１．１ｍ／ｍｉｎで製造した。この際、鋳片の厚み
や鋳造速度、２次冷却条件などから、例えば特開平４－２３１１５８号公報に開示されて
いるような伝熱・凝固計算によって凝固完了位置を予め求めておき、その凝固完了位置を
含むセグメントで軽圧下を付与した。
【００４７】
　また、上記連続鋳造においては、鋳片厚み、ＩＢ量、軽圧下帯における圧下速度の設定
値、鋳型直下から鋳込長２．５ｍまでの比水量、鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２
．５ｍより下流側の２次冷却帯の比水量および二次冷却帯における幅切量を、表１に示す
ように種々に変化させて、各条件につき１チャージ分（約２５０ｔ）の溶鋼を連続鋳造し
て複数枚の鋳片（スラブ）を製造し、軽圧下帯直前位置での鋳片厚み変動量（各チャージ
における定常鋳込み時のスラブ厚み変動量の最大値）、および、鋳片に付与された実績圧
下速度を測定し、その結果を表１に併記した。
　ここで、上記のスラブ厚み変動量は、軽圧下帯最初のセグメントであるＮｏ．７セグメ
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ント入側フレームの鋳片の内Ｒ側に、水柱を経由した超音波式の距離計を設置して、鋳片
表面までの距離を鋳片の引抜き長０．１ｍ毎に５０点測定し、その測定した距離の標準偏
差を２倍した値を用いた。
　また、上記の軽圧下開始位置における完全凝固した鋳片短辺部の断面平均温度は、各チ
ャージの定常鋳込み時の温度であり、上記の凝固完了位置の算出と同様、伝熱・凝固計算
手法を用いて算出し、その結果を表１に示した。
　また、上記の鋳片に付与された実績圧下速度は、鋳片幅方向の最終凝固位置を伝熱・凝
固計算によって求めたとき、最終凝固位置が存在する、最も下流側のセグメントにおける
実際のロール開度を非接触のセンサーで測定し、測定したロール開度の変化率から圧下速
度を求めたときの、各チャージの定常鋳込み部における測定値の平均値である。
　なお、上記の伝熱・凝固計算で求めた鋳片厚み中心部の温度は、凝固完了後の鋳込み長
３０ｍの位置で、鋳片厚み方向に縦波の超音波を透過し、その伝播時間から鋳片厚み中心
部の温度を推定した結果とほぼ一致することを確認している。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
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　次いで、上記条件で製造した連続鋳造鋳片から調査用スラブ鋳片を切断して採取し、偏
析や内部割れの有無、Ｍｎ偏析度が１．３３以上で長軸径が５００μｍ以上の偏析スポッ
トの個数およびデンドライト１次アーム間隔を以下の方法で測定し、その結果を表１に併
記した。
＜偏析、割れの評価＞
　上記調査用スラブ鋳片の鋳込み方向に垂直な断面あるいは鋳片幅方向に垂直な断面を塩
酸で腐食し、Ｖ偏析や逆Ｖ偏析など比較的粗大なマクロ偏析の有無、内部割れの有無を、
目視で観察し、偏析、割れの評価を行った。
＜偏析スポットの個数および長軸径の大きさ＞
　上記調査用スラブ鋳片の鋳込み方向に垂直な断面から、幅が２５ｍｍで中心部に中心偏
析部を含み、長さが約８８０ｍｍ（幅中心から片側の３重点（短辺側と長辺側の凝固殻が
成長して出会った点）までの長さ）のサンプルを採取し、小分割した後、ＥＰＭＡを用い
て電子ビーム径１００μｍでＭｎ濃度を全面に亘って面分析し、Ｍｎ偏析度の分布を求め
、上記Ｍｎ偏析度が１．３３以上のＭｎスポットが鋳片幅方向に５００μｍ以上に亘って
繋がっている箇所（重偏析スポット）の数をカウントした。ここで、上記Ｍｎスポットの
Ｍｎ偏析度とは、厚み中心部から１０ｍｍ離れた位置におけるＭｎ濃度Ａに対するＭｎス
ポットのＭｎ濃度Ｂの比（Ｂ／Ａ）のことをいう。
＜デンドライト１次アーム間隔＞
　上記調査用スラブ鋳片の鋳込み方向に垂直な断面で、凝固が最も遅く完了した幅方向位
置（一般には、図２に８ｂで示したＷ型の底部である）の厚み中心部を、幅方向に５０ｍ
ｍ以上、厚さ方向に、厚さ中心部（最終凝固部）から鋳片の上面側に１０ｍｍに亘って、
ピクリン酸で腐食して凝固組織を現出させ、該凝固組織を投影機で５倍に拡大して撮像し
た後、画像処理して、少なくとも３０本のデンドライト１次アームの間隔を測定し、その
平均値をその鋳片のデンドライト１次アーム間隔とした。
【００５０】
　次いで、各鋳造チャージにおける定常鋳込み部の複数のスラブ鋳片を、表１に示した圧
下比で熱間圧延して厚板とし、ＨＩＣ試験に供し、その結果を表１に併記した。
　ここで、上記ＨＩＣ試験用の試験片は、寸法が、鋳造方向長さＬ：１００ｍｍ×幅方向
長さＷ：２０ｍｍ×板厚ｔのもので、上記のようにして製造した複数の厚板から、無作為
に３枚の厚板を抽出し、凝固が最も遅く完了する幅方向位置（図２に８ｂで示したＷ型の
底部）に近い、鋳片幅の１／４に相当する位置から採取した。
　また、ＨＩＣ試験は、ＮＡＣＥ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＴＭ－０２８４に準拠し、ｐＨ３
．０（Ｈ２Ｓ飽和時）、温度２５℃のＮＡＣＥ試験溶液（５％ＮａＣｌ、０．５％ＣＨ３

ＣＯＯＨ、Ｈ２Ｓ：２４８０ｐｐｍ（Ｈ２Ｓ飽和時））中に９６ｈｒ浸漬した後、超音波
探傷でＣスキャンし、割れが発生した面積率（ＣＡＲ；Crack Area Ratio）を測定し、３
枚の厚板より採取した試験片のうちの最も高い値のＣＡＲを、その鋳造条件の代表値とし
た。なお、３枚の試験片のうち１枚でもＣＡＲが２％以上であったときは、その試験片を
採取したチャージから製造した厚板は全て不合格とした。
【００５１】
　以下、表１に記載された実験結果について説明する。
　表１に示したＮｏ．１～６は、本発明に適合する発明例１～６であり、鋳片の最終凝固
部に対応する軽圧下セグメントにおいて鋳片に付与される実際の圧下速度が０．３～１．
０ｍｍ／ｍｉｎになるように、予めセグメントの荷重と変位を数値計算し、その結果から
、２００～３００ｍｍの鋳片厚みに対してＩＢ量を３～９ｍｍの範囲、圧下速度の設定値
を０．５５～０．９５ｍｍ／ｍｉｎの範囲に設定するとともに、鋳型直下から鋳片引抜き
方向に沿って２．５ｍより下流側の２次冷却帯の比水量および幅切り量を、軽圧下開始位
置での鋳片厚み方向全長（全厚）にわたって完全凝固した鋳片短辺部の断面平均温度が１
０５０℃以上となるよう、伝熱・凝固計算の結果に基づいて調整した。その結果、発明例
１～６では、上記断面平均温度は１０５０～１１５０℃の範囲に調整され、上記の軽圧下
セグメントにおいて付与された圧下速度の実績値は０．４８～０．９４ｍｍ／ｍｉｎの範
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囲となった。
　また、上記の比水量は、過去に、同じ鋼種で、鋳片厚み、引抜き速度や２次冷却水量パ
ターンなどの連続鋳造条件とデンドライト１次アーム間隔との関係を調査した実績に基づ
いて、鋳片厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔が１．６ｍｍ以下となる範囲で設定
した。その結果、上記デンドライト１次アーム間隔は１．４５～１．５８ｍｍの範囲とな
った。さらに、発明例１～６では、鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの
２次冷却帯の比水量を０．１５～０．２２Ｌ／ｋｇの範囲で調整したことにより、軽圧下
帯のセグメントの直前位置における上記のスラブ厚み変動量は０．１０～０．１６ｍｍの
範囲となった。　その結果、上記Ｎｏ．１～６の発明例１～６は、適切なＩＢ量と圧下速
度設定で、かつ、鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍより下流側の２次冷却帯
の比水量および幅切り量の調整によって、軽圧下開始位置での鋳片短辺部の断面平均温度
を１０５０℃以上としたため、鋳片に付与された実績圧下速度は０．３～１．０ｍｍ／ｍ
ｉｎの範囲に入っており、また鋳型直下から鋳片引抜き方向に沿って２．５ｍまでの２次
冷却帯の比水量を０．１５Ｌ／ｋｇ以上としたので、スラブ厚み変動量も０．２ｍｍ以下
であり、熱間圧延における圧下比は１０以上であった。その結果、Ｖ偏析も逆Ｖ偏析も観
察されず、また、厚み中心部のデンドライト１次アーム間隔は１．６ｍｍ以下で、Ｍｎ偏
析度が１．３３以上の偏析スポットの長軸径を５００μｍ以下とすることができ、重偏析
スポットは鋳片全幅において皆無であった。また、ＨＩＣも発生はなく、全て合格となっ
た。また、表面割れや内部割れも発生していなかった。
【００５２】
　これに対して、Ｎｏ．７の比較例１は、Ｎｏ．１の発明例１において、ＩＢ量を２ｍｍ
に設定した例であり、ＩＢ量が少な過ぎたため、セグメントに掛かる荷重が過大となり、
ロール開度が拡がって実測の圧下速度が小さくなり過ぎたため、Ｖ偏析が観察された。ま
た、デンドライト１次アーム間隔は１．６ｍｍ以下であったものの、Ｍｎ偏析度が１．３
３以上の偏析スポットの長軸径が５００μｍ以上である重偏析スポットが多数存在したた
め、ＨＩＣが発生し、ＣＡＲは最大で１０．８％にも達したため不合格となった。
　また、Ｎｏ．８の比較例２は、Ｎｏ．１の発明例１において、ＩＢ量を７ｍｍに、圧下
勾配を１．３０ｍｍ／ｍｉｎに設定した例であり、ＩＢ量は十分であったが、圧下勾配が
大き過ぎたため、鋳片に付与された圧下速度が過大となり、逆Ｖ偏析が観察された。また
、デンドライト１次アーム間隔は１．６ｍｍ以下であったものの、重偏析スポットが多数
存在したため、ＨＩＣが発生し、ＣＡＲは最大で８．４％にも達して不合格となった。
　また、Ｎｏ．９の比較例３は、Ｎｏ．１の発明例１において、２次冷却帯の比水量を調
整し、軽圧下開始位置での短辺部の断面平均温度が１０５０℃以下になるようにした例で
ある。この例では、ＩＢ量を適正範囲に設定し、厚み中心部の１次アーム間隔が１．６ｍ
ｍ以下であるが、軽圧下開始位置での短辺部の断面平均温度が低過ぎるため、軽圧下セグ
メントに掛かる荷重が過大となり、０．３ｍｍ／ｍｉｎ以上の軽圧下を付与することがで
きず、重偏析スポットが発生してＨＩＣが発生し、ＣＡＲは最大で４．８％にも達して不
合格となった。
　また、Ｎｏ．１０の比較例４は、Ｎｏ．１の発明例１において、鋳型直下から鋳片引抜
き方向に沿って２．５ｍまでの２次冷却帯の比水量を０．０８Ｌ／ｋｇに設定した例であ
る。この例では、上記比水量が少な過ぎたため、軽圧下帯直前のスラブ厚み変動量が０．
２ｍｍ以上となり、デンドライト１次アーム間隔は１．６ｍｍ以下であったものの、重偏
析スポットが多数存在してＨＩＣが発生し、ＣＡＲは最大で７．１％にも達したため不合
格となった。
　また、Ｎｏ．１１の比較例５は、Ｎｏ．１の発明例１において、厚み中心部の１次アー
ム間隔が１．６ｍｍ以上になるように、２次冷却帯の比水量を調整した例である、この例
では、ＩＢ量や鋳片に付与される圧下速度を適正範囲に設定しているため、Ｖ偏析も逆Ｖ
偏析も観察されなかったが、１次アーム間隔が１．６ｍｍ以上であったために、重偏析ス
ポットが発生してＨＩＣが発生し、ＣＡＲは２．３％で、不合格となった。
　また、Ｎｏ．１２の比較例６は、Ｎｏ．１の発明例１において、熱間圧延における圧下
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比を１０未満とした例である。この例では、重偏析スポットの発生はなかったが、熱間圧
延での圧下比が小さかったため、より軽微なスポット状の偏析に起因してＨＩＣが発生し
、ＣＡＲは２．１％で、不合格となった。
　また、Ｎｏ．１３の比較例７は、Ｎｏ．５の発明例５に近い条件において、熱間圧延に
おける圧下比を１０未満とした例である。この例でも、重偏析スポットの発生はなかった
が、熱間圧延での圧下比が小さかったため、より軽微なスポット状の偏析に起因してＨＩ
Ｃが発生し、ＣＡＲは２．５％で、不合格となった。
　また、Ｎｏ．１４の比較例７は、Ｎｏ．３の発明例３に近い条件において、ＩＢ量を１
０ｍｍ超えに増大した例である。この例では、ＩＢ量を大きくしたため、鋳片内部に多数
の内部割れが発生したため、不良材となった。ただし、１次アーム間隔は１．６ｍｍ以下
で、重偏析スポットの発生もなく、熱間圧延後のＨＩＣ試験は合格となった。
【符号の説明】
【００５３】
　１：連続鋳造機
　２：溶鋼
　３：鋳型
　４：タンディッシュ
　５：浸漬ノズル
　６：鋳片支持ロール
　７：スプレーノズル
　８：鋳片
　８ａ：鋳片内の固相率１未満の未凝固部
　８ｂ：凝固完了位置
　９：軽圧下帯
　１０：セグメント
　１０ａ：軽圧下セグメント
　１１：搬送ロール
　１２：下部矯正位置
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