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(57)【要約】
【課題】多段熱処理を行うことなく製造可能で、非調質で６９０ＭＰａ以上の引張強さと
８０％以下の降伏比とを兼ね備えた非調質低降伏比高張力厚鋼板を提供する。
【解決手段】所定の成分からなり、Ｎ含有量（質量％）に対するＴｉ含有量（質量％）の
比として定義されるＴｉ／Ｎが、２．０以上、４．０以下である成分組成を有し、面積率
で、島状マルテンサイト：１５％以上、うち旧オーステナイト粒内に存在する島状マルテ
ンサイト：４％以上、フェライト：０～１０％、を含み、残部がパーライト相、ベイナイ
ト相、マルテンサイト相、またはそれらの混合相からなる、板厚１／４位置におけるミク
ロ組織を有し、引張強さが６９０ＭＰａ以上、降伏比が８０％以下であり、板厚１／４位
置における破面遷移温度が－２５℃以下である、非調質低降伏比高張力厚鋼板。
【選択図】なし



(2) JP 2019-199649 A 2019.11.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　　Ｃ　：０．０５～０．１０％、
　　Ｓｉ：０．１５～０．４０％、
　　Ｍｎ：０．６～１．８％、
　　Ｐ　：０．０１０％以下、
　　Ｓ　：０．００３％以下、
　　Ａｌ：０．０５％以下、
　　Ｎ　：０．００５０％以下、
　　Ｔｉ：０．００５～０．０２０％、
　　Ｍｏ：０．１５～０．５０％、
　　Ｎｂ：０．００５～０．０３０％、
　　Ｃｒ：０．０５～０．５０％、および
　　Ｖ　：０．００５～０．０７０％を含有し、
　残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、かつ、
　Ｎ含有量（質量％）に対するＴｉ含有量（質量％）の比として定義されるＴｉ／Ｎが、
２．０以上、４．０以下である成分組成を有し、
　面積率で、
　　島状マルテンサイト：１５％以上、うち旧オーステナイト粒内に存在する島状マルテ
ンサイト：４％以上、
　　フェライト：０～１０％、を含み、
　　残部がパーライト相、ベイナイト相、マルテンサイト相、またはそれらの混合相から
なる、板厚１／４位置におけるミクロ組織を有し、
　引張強さが６９０ＭＰａ以上、降伏比が８０％以下であり、板厚１／４位置における破
面遷移温度が－２５℃以下である、非調質低降伏比高張力厚鋼板。
【請求項２】
　前記成分組成が、さらに質量％で、
　　Ｃｕ：０．０５～１．０％、
　　Ｎｉ：０．０５～２．０％、および
　　Ｂ　：０．０００３～０．００５０％からなる群より選択される１または２以上を含
有する、請求項１に記載の非調質低降伏比高張力厚鋼板。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の成分組成を有する鋼素材を、１０５０～１２５０℃の加熱温
度に加熱し、
　前記鋼素材を、表面温度で９５０℃以下の温度域での累積圧下率が３０％以上、かつ、
圧延終了温度が表面温度でＡｒ３変態点以上の条件で熱間圧延して熱延鋼板とし、
　前記熱延鋼板を、
　　表面温度で、Ａｒ３変態点以上の冷却開始温度から３００℃以上の冷却停止温度まで
、
　　板厚の１／４位置における平均冷却速度８℃／ｓ以上で加速冷却し、
　前記加速冷却後の復熱温度をベイナイト変態開始温度以下とする、非調質低降伏比高張
力厚鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築等の溶接構造物用として好適な非調質低降伏比高張力厚鋼板に関し、と
くに、建築ボックス柱の施工に使用される、高い強度と塑性変形能力を有することにより
耐震性に優れた非調質低降伏比高強度厚鋼板に関する。ここで、「非調質」とは、焼入れ
焼戻しを行わずに製造した鋼板をいうものとする。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、建築鋼構造物などでは地震時の安全性確保の観点から、優れた耐震性を有する鋼
板が要求されている。鋼板は降伏比ＹＲ（降伏強さＹＳ／引張強さＴＳ）が低いほど塑性
変形能が高く耐震性に優れるため、建築構造物にはＹＲが８０％以下の鋼板を使用するこ
とが義務付けられている。一方で最近では、構造物の大型化、高層化、大スパン化に伴い
、従来より高い強度の鋼板が要求されるようになっている。
【０００３】
　鋼板の強度を高めるためには、組織を硬質化する必要があるが、硬質化によりＹＲが高
くなるため、上述の基準を満足できなくなるという課題があった。
【０００４】
　このような問題に対し、例えば、特許文献１では、組織を軟質相であるフェライト主体
の組織にすることで引張強さを５９０ＭＰａ以上とした、低降伏比非調質鋼板が提案され
ている。
【０００５】
　また、特許文献２では、鋼板の製造過程で多段熱処理を施すことにより、引張強さ７８
０ＭＰａ以上の低降伏比調質鋼板を製造する方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１７７３２５号公報
【特許文献２】特開２００７－１７７２６６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、特許文献１で提案されている低降伏比非調質鋼板は、軟質相であるフェライト
を主体としているため、６９０ＭＰａ以上の引張強さを確保することができない。
【０００８】
　また、特許文献２で提案されている方法では、高強度と低降伏比を両立するために多段
熱処理を施す必要があるため、製造コストが増大する。
【０００９】
　さらに、鉄骨が脆性破断に至るまでの変形能力は鋼材のシャルピー吸収エネルギーの影
響を受ける。シャルピー吸収エネルギーは温度と共に減少する傾向が知られており、特に
、破面遷移温度を下回ると、シャルピー吸収エネルギーが大きく低下する。したがって、
破面遷移温度が低いことも同時に求められる。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、多段熱処理を行うことなく製造可能
で、非調質で６９０ＭＰａ以上の引張強さと８０％以下の降伏比とを兼ね備え、かつ、破
面遷移温度が－２５℃以下である非調質低降伏比高張力厚鋼板を提供することを目的とす
る。また、本発明は、前記非調質低降伏比高張力厚鋼板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】
【００１１】
　本発明者らは、上記した目的を達成するために、鋭意検討し、以下の知見を得た。
【００１２】
（１）Ａｒ３変態点以上で熱間圧延を終了した後に加速冷却を開始し、復熱後の鋼板表面
温度がベイナイト変態開始温度（ＢＳ点）以下、３００℃以上となる温度で前記加速冷却
を停止することにより、ベイナイトなどの硬質相を生成させると同時に、さらに硬質な島
状マルテンサイト（Martensite-Austenite Constituent、ＭＡ）組織を旧オーステナイト
粒内に多量に生成させることができる。
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【００１３】
（２）ＭＡ中には可動転位が高密度に残留するため、ＭＡを旧オーステナイト粒内に生成
させることによってＹＲを下げることができる。厚鋼板の組織を、ベイナイトなどの硬質
相とＭＡの２相組織とすることにより、非調質でも強度と低降伏比の両立を達成できる。
【００１４】
　本発明は、上記知見に基づき、さらに検討を加えて完成されたものである。すなわち、
本発明の要旨は次のとおりである。
【００１５】
１．質量％で、
　　Ｃ　：０．０５～０．１０％、
　　Ｓｉ：０．１５～０．４０％、
　　Ｍｎ：０．６～１．８％、
　　Ｐ　：０．０１０％以下、
　　Ｓ　：０．００３％以下、
　　Ａｌ：０．０５％以下、
　　Ｎ　：０．００５０％以下、
　　Ｔｉ：０．００５～０．０２０％、
　　Ｍｏ：０．１５～０．５０％、
　　Ｎｂ：０．００５～０．０３０％、
　　Ｃｒ：０．０５～０．５０％、および
　　Ｖ　：０．００５～０．０７０％を含有し、
　残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、かつ、
　Ｎ含有量（質量％）に対するＴｉ含有量（質量％）の比として定義されるＴｉ／Ｎが、
２．０以上、４．０以下である成分組成を有し、
　面積率で、
　　島状マルテンサイト：１５％以上、うち旧オーステナイト粒内に存在する島状マルテ
ンサイト：４％以上、
　　フェライト：０～１０％、を含み、
　残部がパーライト相、ベイナイト相、マルテンサイト相、またはそれらの混合相からな
る、板厚１／４位置におけるミクロ組織を有し、
　引張強さが６９０ＭＰａ以上、降伏比が８０％以下であり、板厚１／４位置における破
面遷移温度が－２５℃以下である、非調質低降伏比高張力厚鋼板。
【００１６】
２．前記成分組成が、さらに質量％で、
　　Ｃｕ：０．０５～１．０％、
　　Ｎｉ：０．０５～２．０％、および
　　Ｂ　：０．０００３～０．００５０％からなる群より選択される１または２以上を含
有する、上記１に記載の非調質低降伏比高張力厚鋼板。
【００１７】
３．上記１または２に記載の成分組成を有する鋼素材を、１０５０～１２５０℃の加熱温
度に加熱し、
　前記鋼素材を、表面温度で９５０℃以下の温度域での累積圧下率が３０％以上、かつ、
圧延終了温度が表面温度でＡｒ３変態点以上の条件で熱間圧延して熱延鋼板とし、
　前記熱延鋼板を、
　　表面温度で、Ａｒ３変態点以上の冷却開始温度から３００℃以上の冷却停止温度まで
、
　　板厚の１／４位置における平均冷却速度８℃／ｓ以上で加速冷却し、
　前記加速冷却後の復熱温度をベイナイト変態開始温度以下とする、非調質低降伏比高張
力厚鋼板の製造方法。
【発明の効果】



(5) JP 2019-199649 A 2019.11.21

10

20

30

40

50

【００１８】
　本発明によれば、多段熱処理を行うことなく製造可能で、非調質で６９０ＭＰａ以上の
引張強さと８０％以下の降伏比とを兼ね備え、かつ、破面遷移温度が－２５℃以下である
非調質低降伏比高張力厚鋼板を提供することができる。また、本発明の製造方法によれば
、多段熱処理を行うことなく、前記非調質低降伏比高張力厚鋼板を製造することができる
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について具体的に説明する。なお、以下の説明は、本発明の好
適な実施形態を示すものであって、本発明はこれに限定されない。
【００２０】
［成分組成］
　本発明の非調質低降伏比高張力厚鋼板（以下、単に「厚鋼板」という場合がある）、お
よび前記厚鋼板の製造に用いる鋼素材は、上述した成分組成を有する必要がある。以下、
前記成分組成に含まれる各成分について説明する。なお、特に断らない限り、各成分の含
有量を表す「％」は、「質量％」を意味する。
【００２１】
Ｃ：０．０５～０．１０％
　Ｃは、鋼の強度を増加させ、構造用鋼材として必要な強度を確保するのに有用な元素で
ある。さらにＣは、硬質相の体積率を増加させ、降伏比を低下させる作用を有する。前記
効果を得るためには０．０５％以上の含有を必要とする。そのため、Ｃ含有量は０．０５
％以上、好ましくは０．０６％以上とする。一方、０．１０％を超える含有は、溶接性と
靭性を顕著に低下させる。そのため、Ｃ含有量は０．１０％以下、好ましくは０．０９％
以下とする。
【００２２】
Ｓｉ：０．１５～０．４０％
　Ｓｉは、脱酸剤として作用するとともに、鋼中に固溶し鋼材の強度を増加させる。前記
効果を得るためには０．１５％以上の含有を必要とする。そのため、Ｓｉ含有量は、０．
１５％以上、好ましくは０．１７％以上とする。一方、０．４０％を超える含有は、母材
の靱性を低下させるとともに、溶接熱影響部（ＨＡＺとも言う）靱性を顕著に低下させる
。そのため、Ｓｉ含有量は０．４０％以下、好ましくは０．３０％以下とする。
【００２３】
Ｍｎ：０．６～１．８％
　Ｍｎは、固溶して鋼の強度を増加させる作用を有する元素である。また、Ｍｎは他の合
金元素に比べて安価である。したがって、他の高価な合金元素の含有を最小限に抑えるこ
とを目的の一つとする本発明では、所望の高強度（引張強さ６９０ＭＰａ以上）を確保す
るために、Ｍｎ含有量を０．６％以上、好ましくは０．８％以上とする。一方、１．８％
を超える含有は、母材の靱性およびＨＡＺ靱性を著しく低下させる。そのため、Ｍｎ含有
量は１．８％以下、好ましくは１．６％以下とする。
【００２４】
Ｐ：０．０１０％以下
　Ｐは、鋼の強度を増加させる作用を有する元素であるが、靱性、とくに溶接部の靱性を
低下させる。したがって、Ｐ含有量はできるだけ低減することが望ましい。０．０１０％
を超えて含有すると、上記した悪影響が顕著となるため、Ｐ含有量は０．０１０％以下と
する。一方、Ｐ含有量は低ければ低いほど好ましいため、Ｐ含有量の下限は特に限定され
ない。しかし、過度の低減は精錬コストの上昇を招く場合がある。そのため、コスト低減
という観点からは、Ｐ含有量を０．０００５％以上とすることが好ましく、０．００１％
以上とすることがより好ましい。
【００２５】
Ｓ：０．００３％以下
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　Ｓは、鋼中ではＭｎＳ等の硫化物系介在物として存在し、母材および溶接部の靱性を劣
化させる。また、Ｓは、鋳片中央偏析部などに多量に偏在して鋳片等における欠陥を発生
しやすくする。このような傾向は０．００３％を超える含有で顕著となる。そのため、Ｓ
含有量は０．００３％以下とする。なお、Ｓ含有量の下限は特に限定されないが、過度の
Ｓ低減は精錬コストを高騰させ、経済的に不利となるため、Ｓ含有量は０．００１％程度
以上とすることが好ましい。
【００２６】
Ａｌ：０．０５％以下
　Ａｌは、脱酸剤として作用する元素であり、高張力鋼の溶鋼脱酸プロセスにおいては、
脱酸剤として、もっとも汎用的に使われる。しかし、０．０５％を超える含有は、母材の
靱性を低下させるとともに、溶接時に溶接金属に混入して溶接金属部靱性を低下させる。
そのため、Ａｌ含有量は０．０５％以下、好ましくは０．０４５％以下とする。一方、Ａ
ｌ含有量の下限は特に限定されないが、Ａｌの添加効果を高めるという観点からは、Ａｌ
含有量を０．０１％以上とすることが好ましい。
【００２７】
Ｎ：０．００５０％以下
　Ｎが鋼中に固溶していると、冷間加工後に歪時効を起こし、靭性を劣化させる。そのた
め、Ｎ含有量はできるだけ低減することが望ましい。０．００５０％を超えて含有すると
、靭性の劣化が著しくなる。そのため、Ｎ含有量は０．００５０％以下とする。一方、Ｎ
含有量は低ければ低いほど好ましいため、Ｎ含有量の下限は特に限定されない。しかし、
過度の低減は精錬コストの上昇を招く場合がある。そのため、コスト低減という観点から
は、Ｎ含有量を０．０００５％以上とすることが好ましく、０．００１０％以上とするこ
とがより好ましい。
【００２８】
Ｔｉ：０．００５～０．０２０％
　Ｔｉは、Ｎとの親和力が強い元素であり、凝固時にはＴｉＮとして析出する。その結果
、鋼中の固溶Ｎが減少するため、Ｎの歪時効による冷間加工後の靭性劣化が抑制される。
また、析出したＴｉＮは、ＨＡＺの組織を微細化して、ＨＡＺ靭性の向上にも寄与する。
これらの効果を得るためには、０．００５％以上の含有を必要とする。そのため、Ｔｉ含
有量は０．００５％以上、好ましくは０．００７％以上とする。一方、０．０２０％を超
えて含有すると、ＴｉＮ粒子が粗大化し、上記した効果が期待できなくなる。そのため、
Ｔｉ含有量は０．０２０％以下、好ましくは０．０１５％以下とする。
【００２９】
Ｍｏ：０．１５～０．５０％
　Ｍｏは、靭性の改善と強度の上昇に有効な元素である。ＴＳ：６９０ＭＰａ以上の鋼板
を安定して製造するためには０．１５％以上の含有を必要とする。そのため、Ｍｏ含有量
は０．１５％以上、好ましくは０．２０％超とする。一方、０．５０％を超えて添加する
と溶接性や耐ＨＩＣ性が劣化する。そのため、Ｍｏ含有量は０．５０％以下、好ましくは
０．４０％以下とする。
【００３０】
Ｎｂ：０．００５～０．０３０％
　Ｎｂは、焼入れ性向上効果を有する元素である。前記効果を得るためには、０．００５
％以上の含有を必要とする。そのため、Ｎｂ含有量は０．００５％以上、好ましくは０．
０１０％以上とする。一方、０．０３０％を超えて添加すると、ＨＡＺ靭性および母材靭
性が劣化する。そのため、Ｎｂ含有量は０．０３０％以下、好ましくは０．０２５％以下
とする。
【００３１】
Ｃｒ：０．０５～０．５０％
　Ｃｒは、焼入性向上を介して母材の強度を増加させる効果を有し、厚鋼板の高強度化に
有用な元素である。前記効果を得るためには、０．０５％以上の含有を必要とする。その
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ため、Ｃｒ含有量は０．０５％以上、好ましくは０．１０％以上とする。一方、０．５０
％を超える含有は、合金コストの増加を招く。そのため、Ｃｒ含有量は０．５０％以下、
好ましくは０．４０％以下とする。
【００３２】
Ｖ：０．００５～０．０７０％
　Ｖは、析出強化によって、強度を増加させる効果を有する元素である。前記効果を得る
ためには、０．００５％以上の含有を必要とする。そのため、Ｖ含有量は０．００５％以
上、好ましくは０．０１０％以上とする。一方、０．０７０％を超えて添加すると、ＨＡ
Ｚ靭性および母材靭性が劣化する。そのため、Ｖ含有量は０．０７０％以下、好ましくは
０．０６０％以下とする。
【００３３】
　本発明の一実施形態においては、以上の各元素を含み、残部がＦｅおよび不可避的不純
物からなる成分組成とすることができる。
【００３４】
　また、本発明の他の実施形態においては、上記成分組成は、さらにＣｕ、Ｎｉ、および
Ｂからなる群より選択される１または２以上を、以下に述べる量で任意に含有することが
できる。
【００３５】
Ｃｕ：０．０５～１．０％
　Ｃｕは、固溶強化および焼入性向上により厚鋼板の強度を向上させる効果を有する元素
である。前記効果を得るためには、０．０５％以上含有することが好ましい。そのため、
Ｃｕを添加する場合、Ｃｕ含有量は０．０５％以上、好ましくは０．１０％以上とする。
一方、１．０％を超える含有は合金コストの増加や熱間脆性による表面性状の劣化を招く
。そのため、Ｃｕを添加する場合、Ｃｕ含有量を１．０％以下、好ましくは０．５０％以
下とする。
【００３６】
Ｎｉ：０．０５～２．０％
　Ｎｉは、靱性をほとんど劣化させることなく、鋼板の強度を増加させる効果を有する元
素である。しかも、ＨＡＺ靱性への悪影響も小さいので、厚鋼板の高強度化にきわめて有
用な元素である。前記効果を得るためには、０．０５％以上含有することが望ましい。そ
のため、Ｎｉを添加する場合、Ｎｉ含有量を０．０５％以上、好ましくは０．１０％以上
とする。一方、Ｎｉは高価な元素であるため、２．０％を超える含有は合金コストの増加
を招く。そのため、Ｎｉを添加する場合、Ｎｉ含有量を２．０％以下、好ましくは１．０
％以下とする。
【００３７】
Ｂ：０．０００３～０．００５０％
　Ｂは、焼入れ性の向上を介し、鋼の強度増加に寄与する元素である。前記効果を得るた
めには、０．０００３％以上含有することが望ましい。そのため、Ｂを添加する場合、Ｂ
含有量を０．０００３％以上、好ましくは０．０００６％以上とする。一方、０．００５
０％を超える含有は母材やＨＡＺの靭性を劣化させる。そのため、Ｂを含有する場合、Ｂ
含有量を０．００５０％以下、好ましくは０．００３０％以下とする。
【００３８】
Ｔｉ／Ｎ：２．０～４．０
　上記成分組成は、さらに、Ｎ含有量（質量％）に対するＴｉ含有量（質量％）の比とし
て定義されるＴｉ／Ｎが、２．０以上、４．０以下という条件を満たす必要がある。以下
、その理由について説明する。
【００３９】
　本発明の厚鋼板においては、Ｎ含有量に見合う量のＴｉを含有させることによって、固
溶ＮをＴｉＮとして固定する。そのためには、Ｔｉ／Ｎを２．０以上とする必要がある。
Ｔｉ／Ｎが２．０未満では、Ｎに比べてＴｉが少なすぎ、多くのＮが固溶Ｎとして残存す
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る。そしてその結果、ＨＡＺ靭性が低下し、溶接部からの脆性破壊発生により部材変形性
能が低下する。Ｔｉ／Ｎは、２．５以上とすることが好ましい。
【００４０】
　一方、Ｔｉ／Ｎが４．０を超えると、ＴｉＮ粒子が粗大化して、所望の効果を確保でき
なくなる。そのため、Ｔｉ／Ｎは４．０以下とする必要がある。Ｔｉ／Ｎは、３．５以下
とすることが好ましい。
【００４１】
［ミクロ組織］
　本発明の厚鋼板は、面積率で、島状マルテンサイト：１５％以上、フェライト：０～１
０％、を含み、残部がパーライト相、ベイナイト相、マルテンサイト相、またはそれらの
混合相からなる、板厚１／４位置におけるミクロ組織を有する。以下、厚鋼板のミクロ組
織を上記の範囲に限定する理由について説明する。
【００４２】
（島状マルテンサイト）
　島状マルテンサイト（ＭＡ）は、ＹＳよりもＴＳを顕著に向上させる組織であり、低Ｙ
Ｒ化および高靭性化に寄与する、とりわけ重要な組織である。この効果を得るために、Ｍ
Ａの面積率を１５％以上とし、うち旧オーステナイト粒内に存在するＭＡの面積率を４％
以上とする。ＭＡの面積率は、２０％超とすることが好ましい。一方、ＭＡの面積率の上
限は特に限定されないが、ＭＡの面積率が過度に高くなると靭性が低下する場合がある。
そのため、ＭＡの面積率は３０％以下とすることが好ましい。なお、ここで「旧オーステ
ナイト粒内に存在するＭＡの面積率」とは、旧オーステナイト粒内に存在するＭＡの、組
織全体に対する面積率を指すものとする。また、前記ＭＡの面積率は、旧オーステナイト
粒内に存在するＭＡを含む、全ＭＡの面積率を指すものとする。
【００４３】
（フェライト）
　フェライトは軟質相であるため、面積率が１０％を超えると所望の強度を満足できない
。そのため、フェライトの面積率を１０％以下とする。一方、強度を向上させるという観
点からは、フェライトの面積率は低ければ低いほど好ましいため、フェライト面積率の下
限は０％とする。
【００４４】
（残部組織）
　上記以外の残部組織は、強度確保の観点から、硬質相である下記（１）～（４）のいず
れかの相とする。
（１）パーライト相
（２）ベイナイト相
（３）マルテンサイト相
（４）上記（１）～（３）より選択される２相または３相の混合相
【００４５】
　なお、厚鋼板のミクロ組織とその面積率は、後述するように、厚鋼板の圧延方向に垂直
な断面を、４００倍の光学顕微鏡と２０００倍の走査電子顕微鏡で観察することにより測
定することができる。
【００４６】
［引張特性］
　本発明の非調質低降伏比高張力厚鋼板は、以下に述べる引張特性を備える。なお、これ
らの特性は、実施例に記載した条件で引張試験を行うことで測定できる。
【００４７】
ＴＳ：６９０ＭＰａ以上
　本発明の非調質低降伏比高張力厚鋼板は、６９０ＭＰａ以上の引張強さ（ＴＳ）を備え
る。一方、ＴＳの上限については特に限定されないが、例えば、８００ＭＰａ以下であっ
てよく、７８０ＭＰａ以下であってもよい。
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【００４８】
ＹＲ：８０％以下
　本発明の非調質低降伏比高張力厚鋼板は、８０％以下の降伏比（ＹＲ）を備える。なお
、ここで降伏比ＹＲ（％）は、（降伏強さＹＳ／引張強さＴＳ）×１００（％）である。
一方、ＹＲの下限については特に限定されないが、例えば、７０％以上であってよい。
【００４９】
ｖＴｒｓ：－２５℃以下
　本発明では、靭性の指標である破面遷移温度（ｖＴｒｓ）を－２５℃以下とする。ここ
で、前記破面遷移温度は、板厚１／４位置における値とする。一方、破面遷移温度が低い
ほど靭性に優れるため、破面遷移温度の下限は特に限定されない。しかし、通常は、－４
５℃以上であってよい。なお、前記破面遷移温度は、シャルピー衝撃試験により測定する
ことができ、具体的には、実施例に記載した方法で求めることができる。
【００５０】
［板厚］
　本発明において、「厚鋼板」とは、板厚１９ｍｍ以上の鋼板を指すものとする。なお、
板厚の上限は特に限定されないが、５０ｍｍ以下とすることが好ましい。
【００５１】
［製造方法］
　次に、本発明の一実施形態における非調質低降伏比高張力厚鋼板の製造方法について説
明する。
【００５２】
　本発明の厚鋼板は、上述した成分組成を有する鋼素材に対して、次の（１）～（３）の
処理を特定の条件で順次施すことで製造することができる。以下、各工程について説明す
る。
（１）加熱
（２）熱間圧延
（３）加速冷却
【００５３】
［鋼素材］
　鋼素材としては、上記成分組成を有するものであれば任意のものを用いることができる
。また、前記鋼素材は、特に限定されることなく、任意の方法で製造することができる。
例えば、上記した成分組成を有する溶鋼を、転炉、電気炉等を用いる常用の溶製方法で溶
製し、連続鋳造法等の常用の鋳造方法で所定寸法の鋳片（鋼素材）とすることができる。
なお、鋳片にさらに熱間圧延を施して所望の寸法形状とした鋼片を鋼素材として用いるこ
ともできる。また、造塊－分塊圧延法により製造した鋼片を鋼素材として用いることもで
きる。
【００５４】
［加熱］
加熱温度：１０５０～１２５０℃
　次に、前記鋼素材を加熱する（加熱工程）。前記加熱においては、鋼素材を１０５０～
１２５０℃以下の加熱温度に加熱する。前記加熱温度が１０５０℃未満では、焼入れ性が
低下し、所望の強度を確保することができない。そのため、前記加熱温度は１０５０℃以
上、好ましくは１０８０℃以上とする。一方、前記加熱温度が１２５０℃より高いと、結
晶粒が粗大化し、靭性が劣化する。そのため、前記加熱温度は１２５０℃以下、好ましく
は１１５０℃以下とする。
【００５５】
［熱間圧延］
　次いで、加熱された前記鋼素材に熱間圧延を施して熱延鋼板とする（熱間圧延工程）。
前記熱間圧延の条件について、以下、説明する。なお、以下の説明における温度は、特に
断らない限り鋼板の表面温度を表すものとする。
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【００５６】
９５０℃以下の温度域での累積圧下率：３０％以上
　ミクロ組織を適度に微細化するため、鋼板の表面温度が９５０℃以下の温度域で累積圧
下率：３０％以上の制御圧延を行う。前記温度域での累積圧下率が３０％未満では、圧下
量の不足により組織が微細化せず、また焼入性が増加しすぎて、所望の靭性を確保できな
くなる。そのため、表面温度で９５０℃以下の温度域での累積圧下率を３０％以上とする
。一方、前記累積圧下率の上限は特に限定されないが、５０％以下とすることが好ましい
。
【００５７】
圧延終了温度：Ａｒ３変態点以上
　Ａｒ３変態点未満の温度で圧延を行うと、圧延中に粗大なフェライトが生成し、所望の
高強度を確保できなくなる。そのため、圧延終了温度をＡｒ３変態点以上とする。一方、
前記圧延終了温度の上限は特に限定されないが、８７０℃以下とすることが好ましい。な
お、Ａｒ３変態点としては、下記（１）式を用いて算出した値を用いるものとする。
　Ａｒ３変態点（℃）＝９００－３３２Ｃ＋６Ｓｉ－７７Ｍｎ－２０Ｃｕ－５０Ｎｉ－１
８Ｃｒ－６８Ｍｏ…（１）
ここで、上記（１）式における元素記号（Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、およびＭ
ｏ）は、各元素の含有量（質量％）を指す。鋼中に含まれていない元素の含有量はゼロと
する。
【００５８】
［加速冷却］
　次いで、前記熱延鋼板を加速冷却する（加速冷却工程）。前記加速冷却においては、冷
却開始温度、冷却停止温度および平均冷却速度を、以下の範囲とする。
【００５９】
冷却開始温度：Ａｒ３変態点以上
　加速冷却を開始する温度（冷却開始温度）がＡｒ３変態点未満であると、粗大なフェラ
イトが生成し、所望の高強度を確保できなくなる。そのため、加速冷却を開始する温度で
ある冷却開始温度を、Ａｒ３変態点以上とする。
【００６０】
冷却停止温度：３００℃以上
　加速冷却を停止する温度（冷却停止温度）が３００℃未満であると、ＭＡの面積率を所
望の値とすることができず、所望の降伏比を得ることができない。そのため、冷却停止温
度を３００℃以上とする。
【００６１】
平均冷却速度：８℃／ｓ以上
　加速冷却における平均冷却速度が８℃／ｓ未満では、フェライトが多量に生成してしま
い、所望の強度を得ることができない。そのため、前記平均冷却速度は８℃／ｓ以上とす
る。なお、前記平均冷却速度は、上記冷却開始温度から冷却停止温度までの温度域におけ
る、板厚１／４位置の温度での平均冷却速度を指すものとする。
【００６２】
　上記加速冷却終了後は、特に限定されないが、通常は放冷（空冷）すればよい。前記放
冷は、例えば、室温まで行うことができる。
【００６３】
［復熱］
復熱温度：ＢS点以下
　加速冷却を停止した時点における鋼板の温度は、表面よりも内部において高い状態にあ
る。そのため、加速冷却停止後、鋼板の表面温度は鋼板内部からの伝熱によって上昇する
（復熱）。冷却停止後の復熱で表面温度がベイナイト変態開始温度（ＢS点）を超えると
、フェライトが多量に生成してしまい、所望の引張強度を満足できない。そのため、上記
加速冷却後の復熱温度をベイナイト変態開始温度（ＢＳ点）以下とする。なお、ここで「
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復熱温度」とは、加速冷却を停止した後、復熱によって鋼板の表面温度が最も高くなった
際の温度を指すものとする。
【００６４】
　なお、ＢS点としては、下記（２）式を用いて算出した値を用いるものとする。
　ＢS（℃）＝８３０－２７０Ｃ－９０Ｍｎ－３７Ｎｉ－７０Ｃｒ－８３Ｍｏ…（２）
ここで、上記（２）式における元素記号（Ｃ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、およびＭｏ）は、各元
素の含有量（質量％）を指す。鋼中に含まれていない元素の含有量はゼロとする。
【００６５】
　なお、上記した加速冷却および復熱の後、強度および靭性の調整を目的として、任意に
、焼戻を施してもよい。前記焼戻は、４００℃以上７００℃以下の焼戻温度で行うことが
好ましい。焼戻温度が４００℃未満では、所望の効果を期待できない。一方、７００℃を
超える焼戻温度では、強度低下が著しくなる。
【実施例】
【００６６】
　以下、実施例に基づき、本発明についてさらに具体的に説明する。
【００６７】
　表１に示す成分組成を有する鋼素材に対し、表２に示す条件での加熱、熱間圧延、およ
び加速冷却を順次施して、表２に示した板厚を有する非調質厚鋼板を製造した。なお、表
２に示した累積圧下率は表面温度９５０℃以下の温度域での累積圧下率である。また、表
２に示した冷却開始温度および冷却停止温度は表面温度、平均冷却速度は、板厚の１／４
位置における平均冷却速度である。
【００６８】
　得られた厚鋼板から試験片を採取し、組織観察、引張試験、および衝撃試験を実施した
。得られた結果を表３に示す。なお、試験方法は次のとおりとした。
【００６９】
（１）組織観察
　板厚全厚の組織観察用試験片の圧延方向に平行な断面を鏡面に研磨し、ナイタール液で
エッチング後にピクリン酸ソーダ液中で電解エッチングを行う２段エッチング法を用いて
ＭＡを現出させた。その後、前記断面における板厚１／４位置を光学顕微鏡（倍率：４０
０倍）または走査型電子顕微鏡（倍率：２０００倍）を用いて観察した。前記観察では、
３視野以上でミクロ組織を撮像し、画像解析により、組織の種類および島状マルテンサイ
トの面積率および旧オーステナイト（旧γ）粒内に存在する島状マルテンサイトの面積率
を求めた。
【００７０】
（２）引張試験
　引張方向が圧延方向となるように、ＪＩＳ　Ｚ　２２０１の規定に準拠して、ＪＩＳ５
号全厚引張試験片を採取した。得られた試験片を用いて、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１の規定に
準拠して引張試験を実施し、引張特性（降伏強さＹＳ、引張強さＴＳ）を求めた。また、
得られた測定値から、降伏比ＹＲ（＝ＹＳ／ＴＳ×１００％）を算出した。
【００７１】
（３）衝撃試験
　板厚１／４位置から、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２に準拠して、Ｖノッチ衝撃試験片を採取し
た。得られた試験片を用いてシャルピー衝撃試験を実施し、破面遷移温度ｖＴｒｓ（℃）
を求めた。なお、ｖＴｒｓが、－２５℃以下である場合を靭性に優れるとした。
【００７２】
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【表１】

【００７３】
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【表２】

【００７４】
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【表３】

【００７５】
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　本発明の条件を満たす非調質低降伏比高張力厚鋼板は、いずれも引張り強さ：６９０Ｍ
Ｐａ以上、降伏比：８０％以下、破面遷移温度：－２５℃以下であり、高強度、低降伏比
であるとともに、靭性にも優れていた。一方、本発明の条件を満たさない厚鋼板は、強度
、降伏比、および靭性のうち、少なくとも１つの特性が劣っていた。
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