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(57)【要約】
【課題】板厚中心部まで高い耐摩耗性を有する、特に板厚が５０ｍｍ以上の厚肉で高硬度
の耐摩耗鋼板を提供する。
【解決手段】Ｃ：０．２７％以上０．３７％以下、Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下
、Ｍｎ：０．１０％以上１．３０％以下、Ｐ：０．０５０％以下、Ｓ：０．０５０％以下
、Ａｌ：０．０５０％以下、Ｃｒ：０．０５％以上１．００％以下、Ｎ：０．０１００％
以下およびＯ：０．０１００％以下を、所定の範囲にて含み、残部Ｆｅおよび不可避的不
純物の成分組成と、鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９５
％以上、かつ前記鋼板の板厚中心部におけるマルテンサイトおよびベイナイトの合計体積
率が９５％以上である組織とを有し、前記鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル
硬さがＨＢＷ５１０～５９０、かつ前記鋼板の板厚中心部におけるブリネル硬さが前記鋼
板の表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル硬さの８０％以上とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ：０．２７％以上０．３７％以下、
　Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｍｎ：０．１０％以上１．３０％以下、
　Ｐ：０．０５０％以下、
　Ｓ：０．０５０％以下、
　Ａｌ：０．０５０％以下、
　Ｃｒ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｎ：０．０１００％以下および
　Ｏ：０．０１００％以下
を、次式（１）を満足する範囲にて含み、残部Ｆｅおよび不可避的不純物の成分組成を有
し、
　鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９５％以上、かつ前記
鋼板の板厚中心部におけるマルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率が９５％以上で
ある組織を有し、
　前記鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル硬さが５１０～５９０ＨＢＷ１０／
３０００、かつ前記鋼板の板厚中心部におけるブリネル硬さが前記鋼板の表面から１ｍｍ
の深さにおけるブリネル硬さの８０％以上であり、板厚が５０ｍｍ以上である、耐摩耗鋼
板。
　exp｛３３．８５×（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×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）＋９３０｝／２５０　≧
ｔ
…（１）
　ただし、上式（１）中の元素記号は各元素の含有量（質量％）であり、含有のない元素
の含有量は０とする。また、上式（１）中のｔは前記鋼板の板厚（ｍｍ）である。
【請求項２】
　前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃｕ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｎｉ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｍｏ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｖ：０．０１％以上１．００％以下、
　Ｗ：０．０１％以上１．００％以下および
　Ｃｏ：０．０１％以上１．００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する請求項１に記載の耐摩耗鋼板。
【請求項３】
　前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｎｂ：０．００５％以上０．１００％以下、
　Ｔｉ：０．００５％以上０．１００％以下および
　Ｂ：０．０００１％以上０．０１００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する請求項１または２に記載の耐摩耗鋼板。
【請求項４】
　前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃａ：０．０００５％以上０．０２００％以下、
　Ｍｇ：０．０００５％以上０．０２００％以下および
　ＲＥＭ：０．０００５％以上０．０２００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する請求項１から３のいずれかに記載の耐摩耗鋼板。
【請求項５】
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　質量％で、
　Ｃ：０．２７％以上０．３７％以下、
　Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｍｎ：０．１０％以上１．３０％以下、
　Ｐ：０．０５０％以下、
　Ｓ：０．０５０％以下、
　Ａｌ：０．０５０％以下、
　Ｃｒ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｎ：０．０１００％以下および
　Ｏ：０．０１００％以下
を、次式（１）式を満足する範囲にて含み、残部Ｆｅおよび不可避的不純物の成分組成を
有する鋼素材に熱間圧延を施して熱延鋼板とし、該熱延鋼板に、開始温度がＡｒ３変態点
以上である直接焼入れ、または、開始温度がＡｃ３変態点以上である再加熱焼入れを行う
耐摩耗鋼板の製造方法。
　exp｛３３．８５×（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×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）＋９３０｝／２５０　≧
ｔ
…（１）
　ただし、上式（１）中の元素記号は各元素の含有量（質量％）であり、含有のない元素
の含有量は０とする。また、上式（１）中のｔは鋼板の板厚（ｍｍ）である。
【請求項６】
　前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃｕ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｎｉ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｍｏ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｖ：０．０１％以上１．００％以下、
　Ｗ：０．０１％以上１．００％以下および
　Ｃｏ：０．０１％以上１．００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する請求項５に記載の耐摩耗鋼板の製造方法。
【請求項７】
　前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｎｂ：０．００５％以上０．１００％以下、
　Ｔｉ：０．００５％以上０．１００％以下および
　Ｂ：０．０００１％以上０．０１００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する請求項５または６に記載の耐摩耗鋼板の製造方法
。
【請求項８】
　前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃａ：０．０００５％以上０．０２００％以下、
　Ｍｇ：０．０００５％以上０．０２００％以下および
　ＲＥＭ：０．０００５％以上０．０２００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する請求項５から７のいずれかに記載の耐摩耗鋼板の
製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建設機械、産業機械、造船、土木および建築等の鋼構造物の各種部材に供し
て好適な、耐摩耗鋼板およびその製造方法に係り、特に、高い耐摩耗性が要求される部位
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に適用される、板厚が５０ｍｍ以上の耐摩耗鋼板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建設、土木、鉱業などの分野で使用される産業機械、部品、運搬機器（例えば、パワー
ショベル、ブルドーザー、ホッパー、バケットコンベヤー、岩石破砕装置）などは、岩石
、砂、鉱石などによるアブレッシブ摩耗、すべり摩耗、衝撃摩耗などの摩耗に晒される。
そのため、上記の産業機械、部品、運搬機器に用いられる鋼には、寿命を向上させるため
に耐摩耗性に優れることが求められる。
【０００３】
　鋼の耐摩耗性は、硬度を高くすることで向上できることが知られている。そのため、Ｃ
ｒ、Ｍｏ等の合金元素を大量に添加した合金鋼に焼入等の熱処理を施すことによって得ら
れる高硬度鋼が、耐摩耗鋼として幅広く用いられてきた。
【０００４】
　例えば、特許文献１、２では、表層部の硬度が、ブリネル硬さ（ＨＢ）で４６０～５９
０である耐摩耗鋼板が提案されている。前記耐摩耗鋼板では、所定の量の合金元素を添加
するとともに、焼入れを行ってマルテンサイト主体の組織とすることによって、高い表面
硬度を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４２５９１４５号
【特許文献２】特許第４６４５３０７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特に、ＨＢ５１０以上の高硬度耐摩耗鋼は、岩石破砕装置などに、板厚が５０ｍｍ以上
の厚肉の鋼板として適用されている。この装置では、厚肉鋼板の板厚中心部付近に摩耗が
進展するまで使用されるのが通例である。このような使途では、板厚中心部まで高い耐摩
耗性を確保することが重要である。しかし、板厚中心部の耐摩耗性を確保するためには、
特許文献１、２に記載された技術では不十分であった。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を解決し、例えば岩石破砕装置などに使用される、板厚中心部ま
で高い耐摩耗性を有する、特に板厚が５０ｍｍ以上の厚肉の耐摩耗鋼板であって、高硬度
耐摩耗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】
【０００８】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、耐摩耗鋼板の耐摩耗性に影響する各種要因
について、鋭意検討を重ねた。その結果、板厚中心部のミクロ組織をマルテンサイトおよ
びベイナイトの混合組織とし、板厚中心部のブリネル硬さが鋼板表面から１ｍｍ深さ位置
のブリネル硬さの８０％以上であれば、板厚中心まで優れた耐摩耗性が発揮されることを
知見した。
【０００９】
　そして、更なる研究により、本発明者らは板厚中心部におけるマルテンサイトおよびベ
イナイトの混合組織の比率を高め、さらに硬度を上昇させるためには、Ｃ、Ｓｉ、Ｃｒ、
Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｗ等の元素を所定量以上で添加することが有効であり、特
に板厚中心部のブリネル硬さが鋼板表面から１ｍｍ深さ位置のブリネル硬さの８０％以上
とするためには、鋼板の板厚ｔ（ｍｍ）に応じて、
　exp｛３３．８５×（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×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）＋９３０｝／２５０　≧
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ｔ
…（１）
　（ただし、上式（１）中の元素記号は各元素の含有量（質量％）であり、含有のない元
素の含有量は０とする。また、上式（１）中のｔは鋼板の板厚（ｍｍ）である。）
を満足する範囲での上記成分の添加が必要であることを見出した。
【００１０】
　本発明は、かかる知見に基づき、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通りである。
【００１１】
１．質量％で、
　Ｃ：０．２７％以上０．３７％以下、
　Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｍｎ：０．１０％以上１．３０％以下、
　Ｐ：０．０５０％以下、
　Ｓ：０．０５０％以下、
　Ａｌ：０．０５０％以下、
　Ｃｒ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｎ：０．０１００％以下および
　Ｏ：０．０１００％以下
を、次式（１）を満足する範囲にて含み、残部Ｆｅおよび不可避的不純物の成分組成を有
し、
　鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９５％以上、かつ前記
鋼板の板厚中心部におけるマルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率が９５％以上で
ある組織を有し、
　前記鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル硬さが５１０～５９０ＨＢＷ１０／
３０００、かつ前記鋼板の板厚中心部におけるブリネル硬さが前記鋼板の表面から１ｍｍ
の深さにおけるブリネル硬さの８０％以上であり、板厚が５０ｍｍ以上である、耐摩耗鋼
板。
　exp｛３３．８５×（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×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）＋９３０｝／２５０　≧
ｔ
…（１）
　ただし、上式（１）中の元素記号は各元素の含有量（質量％）であり、含有のない元素
の含有量は０とする。また、上式（１）中のｔは前記鋼板の板厚（ｍｍ）である。
【００１２】
　ここで、上記「鋼板の表面」とは、製造後の鋼板の表面に残存するスケールおよび脱炭
層の影響を除くために、製造後の鋼板の表面から１ｍｍ厚さ分を研削除去した、研削後の
表面を意味する。
【００１３】
２．前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃｕ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｎｉ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｍｏ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｖ：０．０１％以上１．００％以下、
　Ｗ：０．０１％以上１．００％以下および
　Ｃｏ：０．０１％以上１．００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する前記１に記載の耐摩耗鋼板。
【００１４】
３．前記成分組成はさらに、質量％で、
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　Ｎｂ：０．００５％以上０．１００％以下、
　Ｔｉ：０．００５％以上０．１００％以下および
　Ｂ：０．０００１％以上０．０１００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する前記１または２に記載の耐摩耗鋼板。
【００１５】
４．前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃａ：０．０００５％以上０．０２００％以下、
　Ｍｇ：０．０００５％以上０．０２００％以下および
　ＲＥＭ：０．０００５％以上０．０２００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する前記１から３のいずれかに記載の耐摩耗鋼板。
【００１６】
５．質量％で、
　Ｃ：０．２７％以上０．３７％以下、
　Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｍｎ：０．１０％以上１．３０％以下、
　Ｐ：０．０５０％以下、
　Ｓ：０．０５０％以下、
　Ａｌ：０．０５０％以下、
　Ｃｒ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｎ：０．０１００％以下および
　Ｏ：０．０１００％以下
を、次式（１）式を満足する範囲にて含み、残部Ｆｅおよび不可避的不純物の成分組成を
有する鋼素材に熱間圧延を施して熱延鋼板とし、該熱延鋼板に、開始温度がＡｒ３変態点
以上である直接焼入れ、または、開始温度がＡｃ３変態点以上である再加熱焼入れを行う
耐摩耗鋼板の製造方法。
　exp｛３３．８５×（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×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）＋９３０｝／２５０　≧
ｔ
…（１）
　ただし、上式（１）中の元素記号は各元素の含有量（質量％）であり、含有のない元素
の含有量は０とする。また、上式（１）中のｔは鋼板の板厚（ｍｍ）である。
【００１７】
６．前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃｕ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｎｉ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｍｏ：０．０１％以上３．００％以下、
　Ｖ：０．０１％以上１．００％以下、
　Ｗ：０．０１％以上１．００％以下および
　Ｃｏ：０．０１％以上１．００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する前記５に記載の耐摩耗鋼板の製造方法。
【００１８】
　７、前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｎｂ：０．００５％以上０．１００％以下、
　Ｔｉ：０．００５％以上０．１００％以下および
　Ｂ：０．０００１％以上０．０１００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する前記５または６に記載の耐摩耗鋼板の製造方法。
【００１９】
８、前記成分組成はさらに、質量％で、
　Ｃａ：０．０００５％以上０．０２００％以下、
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　Ｍｇ：０．０００５％以上０．０２００％以下および
　ＲＥＭ：０．０００５％以上０．０２００％以下
のうちから選ばれる１種以上を含有する前記５から７のいずれかに記載の耐摩耗鋼板の製
造方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、鋼板の内部まで高い耐摩耗性を発揮する高強度の耐摩耗鋼板を提供す
ることができるため、産業上格段の効果を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、本発明の耐摩耗鋼板について具体的に説明する。本発明において、耐摩耗鋼板お
よびその製造に供する鋼素材は、上記成分組成を有することが重要である。そこで、まず
本発明において鋼の成分組成を上記のように限定する理由を説明する。なお、成分組成に
関する「％」は、特に断らない限り「質量％」を意味するものとする。
【００２２】
［成分組成］
Ｃ：０．２７％以上０．３７％以下
　Ｃは、鋼板表層の硬さを増加させ、耐摩耗性を向上させる作用を有する元素である。さ
らに、板厚内部の硬度を高めて、板厚内部の耐摩耗性を向上させる重要な元素の１つであ
る。前記効果を得るためには、Ｃ含有量を０．２７％以上とする。さらに、他の合金元素
の含有量を少なくし、より低コストで製造するという観点からは、Ｃ含有量は０．２９％
以上とすることが好ましい。一方、Ｃ含有量が０．３７％を超えると、溶接性および加工
性が低下する。そのため、Ｃ含有量は０．３７％以下とする。さらに、溶接性および加工
性の低下を抑制する観点からは、Ｃ含有量を０．３５％以下とすることが好ましい。
【００２３】
Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下
　Ｓｉは、脱酸剤として作用する元素である。また、Ｓｉは、鋼中に固溶し、固溶強化に
より基地相の硬さを上昇させる作用を有している。これらの効果を得るために、Ｓｉ含有
量を０．０５％以上とする。Ｓｉ含有量は、０．１０％以上とすることが好ましく、０．
２０％以上とすることがより好ましい。一方、Ｓｉ含有量が１．００％を超えると、延性
および靭性が低下し、さらに介在物量が増加するなどの問題が生じる。そのため、Ｓｉ含
有量を１．００％以下とする。Ｓｉ含有量は、０．８０％以下とすることが好ましく、０
．６０％以下とすることがより好ましく、０．４０％以下とすることがさらに好ましい。
【００２４】
Ｍｎ：０．１０％以上１．３０％以下
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性を増加させる作用を有する元素であり、鋼板表層の硬さを増加さ
せ、耐摩耗性を向上させる作用を有する元素である。前記効果を得るために、Ｍｎ含有量
を０．１０％以上とする。Ｍｎ含有量は、０．２０％以上とすることが好ましく、０．３
０％以上とすることがより好ましい。一方、Ｍｎ含有量が１．３０％を超えると、溶接性
と靭性が低下することに加えて、合金コストが過度に高くなってしまう。そのため、Ｍｎ
含有量は１．３０％以下とする。Ｍｎ含有量は、０．９０％以下とすることが好ましく、
０．８０％以下とすることがより好ましい。さらに好ましくは、０．６９％未満である。
【００２５】
Ｐ：０．０５０％以下
　Ｐは、不可避的不純物として含有される元素であり、粒界に偏析することによって母材
および溶接部の靱性を低下させるなど、悪影響を及ぼす。そのため、できる限りＰ含有量
を低くすることが望ましいが、０．０５０％以下であれば許容できる。なお、Ｐ含有量の
下限は特に限定されず、０％であってよいが、通常、Ｐは不純物として鋼中に不可避的に
含有される元素であるため、工業的には０％超であってよい。また、過剰の低減は精錬コ
ストの高騰を招くため、Ｐ含有量は０．０００５％以上とすることが好ましい。
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【００２６】
Ｓ：０．０５０％以下
　Ｓは、不可避的不純物として含有される元素であり、ＭｎＳ等の硫化物系介在物として
鋼中に存在し、破壊の発生起点となるなど、悪影響を及ぼす元素である。そのため、でき
る限りＳ含有量を低くすることが望ましいが、０．０５０％以下であれば許容できる。な
お、Ｓ含有量の下限は特に限定されず、０％であってよいが、通常、Ｓは不純物として鋼
中に不可避的に含有される元素であるため、工業的には０％超であってよい。また、過剰
の低減は精錬コストの高騰を招くため、Ｓ含有量は０．０００５％以上とすることが好ま
しい。
【００２７】
Ａｌ：０．０５０％以下
　Ａｌは、脱酸剤として作用するとともに、結晶粒を微細化する作用を有する元素である
。これらの効果を得るためには、Ａｌ含有量を０．０１０％以上とすることが好ましい。
一方、Ａｌ含有量が０．０５０％を超えると、酸化物系介在物が増加して清浄度が低下す
る。そのため、Ａｌ含有量は０．０５０％以下とする。なお、Ａｌ含有量は０．０４０％
以下とすることが好ましく、０．０３０％以下とすることがより好ましい。
【００２８】
Ｃｒ：０．０５％以上１．００％以下
　Ｃｒは、表層の硬さを増加させ、耐摩耗性を向上させる作用を有する元素である。さら
に、Ｃと同様に板厚内部の硬度を向上させる本発明において重要な元素の１つである。前
記効果を得るために、Ｃｒ含有量を０．０５％以上とする。Ｃｒ含有量は、０．２０％以
上とすることが好ましく、０．２５％以上とすることがより好ましい。一方、Ｃｒ含有量
が１．００％を超えると溶接性の低下を招く。そのため、Ｃｒ含有量は１．００％以下と
する。Ｃｒ含有量は、０．９０％以下とすることが好ましく、０．８０％以下とすること
がより好ましい。
【００２９】
Ｎ：０．０１００％以下
　Ｎは、不可避的不純物として含有される元素であるが、０．０１００％以下の含有は許
容できる。Ｎ含有量は、０．００５０％以下とすることが好ましく、０．００３０％以下
とすることがより好ましい。一方、Ｎ含有量の下限は特に限定されず、０％であってよい
が、通常、Ｎは不純物として鋼中に不可避的に含有される元素であるため、工業的には０
％超であってよい。
【００３０】
Ｏ：０．０１００％以下
　Ｏは、不可避的不純物として含有される元素であるが、０．０１００％以下の含有は許
容できる。Ｏ含有量は、０．００５０％以下とすることが好ましく、０．００３０％以下
とすることがより好ましい。一方、Ｏ含有量の下限は特に限定されず、０％であってよい
が、通常、Ｏは不純物として鋼中に不可避的に含有される元素であるため、工業的には０
％超であってよい。
【００３１】
　本発明の一実施形態における耐摩耗鋼板および鋼素材は、以上の成分を、次式（１）を
満足する範囲で含み、残部はＦｅおよび不可避的不純物である。
　exp｛３３．８５×（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×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）＋９３０｝／２５０　≧
ｔ
…（１）
　ただし、上式（１）中の元素記号は各元素の含有量（質量％）であり、含有のない元素
の含有量は０とする。また、上式（１）中のｔは鋼板の板厚（ｍｍ）である。すなわち、
上記した基本成分の場合は、上式（１）は、
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　exp｛３３．８５×（０．１×Ｃ）０．５）×（０．７×Ｓｉ＋１）×（３．３３×Ｍ
ｎ＋１）×（２．１６×Ｃｒ＋１）＋９３０｝／２５０　≧ｔ
となる。また、後述するＣｕ、Ｎｉ、Ｍｏ、ＶおよびＷをさらに含む場合は、上式（１）
を適用する。
【００３２】
　ここに、板厚ｔ（ｍｍ）に応じて、上記した成分組成において上式（１）を満足するこ
とにより、板厚中心部におけるミクロ組織をマルテンサイト組織およびベイナイト組織と
し、かつブリネル硬さを鋼板表面から１ｍｍ深さ位置のブリネル硬さの８０％以上の値と
し、鋼板内部の耐摩耗性を向上することが肝要である。すなわち、上式（１）の左辺が板
厚ｔ未満では、板厚中心部におけるミクロ組織がマルテンサイト組織およびベイナイト組
織とならないか、ブリネル硬さを表層から１ｍｍ深さ位置のブリネル硬さが８０％以上の
値とならなくなり、内部の耐摩耗性が低下する。このため、上式（１）の左辺が板厚ｔ以
上である必要がある。なお、好ましくは、上式（１）の左辺が１．２ｔ以上である。一方
、上限は特に限定されないが、合金コスト抑制のためには、上式（１）の左辺が２．０ｔ
以下とすることが好ましい。
【００３３】
　以上の成分を含み、残部Ｆｅおよび不可避的不純物の成分組成が本発明における基本の
成分組成である。この成分組成は、さらに鋼板内部の耐摩耗性の向上を目的として任意に
、Ｃｕ：０．０１％以上３．００％以下、Ｎｉ：０．０１％以上３．００％以下、Ｍｏ：
０．０１％以上３．００％以下、Ｖ：０．０１％以上１．００％以下、Ｗ：０．０１％以
上１．００％以下、およびＣｏ：０．０１％以上１．００％以下からなる群より選択され
る１以上を含有することができる。
【００３４】
Ｃｕ：０．０１％以上３．００％以下
　Ｃｕは、鋼板内部の硬度を向上させる作用を有する元素であり、鋼板内部の耐摩耗性を
向上させるため任意に添加することができる。Ｃｕを添加する場合、前記効果を得るため
にＣｕ含有量を０．０１％以上とする。一方、Ｃｕ含有量が３．００％を超えると、溶接
性の劣化や合金コストの上昇を招く。そのため、Ｃｕを添加する場合、Ｃｕ含有量を３．
００％以下とする。より好ましくは、０．２０％以上２．００％以下である。
【００３５】
Ｎｉ：０．０１％以上３．００％以下
　Ｎｉは、Ｃｕと同様に板厚内部の硬度を向上させる作用を有する元素であり、板厚内部
の耐摩耗性を向上させるため任意に添加することができる。Ｎｉを添加する場合、前記効
果を得るためにＮｉ含有量を０．０１％以上とする。一方、Ｎｉ含有量が３．００％を超
えると、溶接性の劣化や合金コストの上昇を招く。そのため、Ｎｉを添加する場合、Ｎｉ
含有量を３．００％以下とする。より好ましくは、０．２０％以上２．００％以下である
。
【００３６】
Ｍｏ：０．０１％以上３．００％以下
　Ｍｏは、Ｃｕと同様に板厚内部の硬度を向上させる作用を有する元素であり、板厚内部
の耐摩耗性を向上させるため任意に添加することができる。Ｍｏを添加する場合、前記効
果を得るためにＭｏ含有量を０．０１％以上とする。一方、Ｍｏ含有量が３．００％を超
えると、溶接性の劣化や合金コストの上昇を招く。そのため、Ｍｏを添加する場合、Ｍｏ
含有量を３．００％以下とする。より好ましくは、０．２０％以上２．００％以下である
。
【００３７】
Ｖ：０．０１％以上１．００％以下
　Ｖは、Ｃｕと同様に板厚内部の硬度を向上させる作用を有する元素であり、板厚内部の
耐摩耗性を向上させるため任意に添加することができる。Ｖを添加する場合、前記効果を
得るためにＶ含有量を０．０１％以上とする。一方、Ｖ含有量が１．００％を超えると、
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溶接性の劣化や合金コストの上昇を招く。そのため、Ｖを添加する場合、Ｖ含有量を１．
００％以下とする。より好ましくは、０．０５％以上０．５０％以下である。
【００３８】
Ｗ：０．０１％以上１．００％以下
　Ｗは、Ｃｕと板厚内部の硬度を向上させる作用を有する元素であり、板厚内部の耐摩耗
性を向上させるため任意に添加することができる。Ｗを添加する場合、前記効果を得るた
めにＷ含有量を０．０１％以上とする。一方、Ｗ含有量が１．００％を超えると、溶接性
の劣化や合金コストの上昇を招く。そのため、Ｗを添加する場合、Ｗ含有量を１．００％
以下とする。より好ましくは、０．０５％以上０．５０％以下である。
【００３９】
Ｃｏ：０．０１％以上１．００％以下
　Ｃｏは、Ｃｕと同様に板厚内部の硬度を向上させる作用を有する元素であり、板厚内部
の耐摩耗性を向上させるため任意に添加することができる。Ｃｏを添加する場合、前記効
果を得るためにＣｏ含有量を０．０１％以上とする。一方、Ｃｏ含有量が１．００％を超
えると、溶接性の劣化や合金コストの上昇を招く。そのため、Ｃｏを添加する場合、Ｃｏ
含有量を１．００％以下とする。より好ましくは、０．０５％以上０．５０％以下である
。
【００４０】
　また、本発明の他の実施形態において、上記成分組成は、任意に、Ｎｂ：０．００５％
以上０．１００％以下、Ｔｉ：０．００５％以上０．１００％以下およびＢ：０．０００
１％以上０．０１００％以下からなる群より選択される１以上をさらに含有することがで
きる。
【００４１】
Ｎｂ：０．００５％以上０．１００％以下
　Ｎｂは、炭窒化物として析出することで旧オーステナイト粒径を小さくし、靭性を向上
させる効果を有する元素である。Ｎｂを添加する場合、前記効果を得るためにＮｂ含有量
を０．００５％以上とする。さらに、Ｎｂ含有量は０．００７％以上とすることが好まし
い。一方、Ｎｂ含有量が０．１００％を超えるとＮｂＣが多量に析出し、加工性が低下す
る。そのため、Ｎｂを添加する場合、Ｎｂ含有量を０．１００％以下とする。Ｎｂ含有量
は、０．０８０％以下とすることが好ましく、０．０６０％以下とするのがさらに好まし
い。
【００４２】
Ｔｉ：０．０１０％以上０．１００％以下
　Ｔｉは、窒化物形成傾向が強く、Ｎを固定して固溶Ｎを低減する作用を有する元素であ
る。そのため、Ｔｉの添加により、母材および溶接部の靭性を向上させることができる。
また、ＴｉとＢの両者が添加される場合、ＴｉがＮを固定することによってＢＮの析出が
抑制され、その結果、Ｂの焼入れ性向上効果が助長される。これらの効果を得るために、
Ｔｉを添加する場合、Ｔｉ含有量を０．０１０％以上とする。Ｔｉ含有量は、０．０１２
％以上とすることが好ましい。一方、Ｔｉ含有量が０．１００％を超えると、ＴｉＣが多
量に析出し、加工性を低下させる。そのため、Ｔｉを含有する場合、Ｔｉ含有量は０．１
００％とする。Ｔｉ含有量は、０．０９０％以下とすることが好ましく、０．０８０％以
下とするのがさらに好ましい。
【００４３】
Ｂ：０．０００１％以上０．０１００％以下
　Ｂは、微量の添加でも焼入れ性を著しく向上させる作用を有する元素である。したがっ
て、Ｂを添加することにより焼入時のマルテンサイトの形成を助長し、板厚内部の耐摩耗
性をさらに向上させることができる。前記効果を得るために、Ｂを添加する場合、Ｂ含有
量を０．０００１％以上とする。Ｂ含有量は、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。一方、Ｂ含有量が０．０１００％を超
えると溶接性が低下する。そのため、Ｂを添加する場合、Ｂ含有量を０．０１００％以下
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とする。Ｂ含有量は０．００５０％以下とすることが好ましい。０．００３０％以下とす
ることがさらに好ましい。
【００４４】
　また、本発明の他の実施形態において、上記成分組成は、任意に、Ｃａ：０．０００５
％以上０．０２００％以下、Ｍｇ：０．０００５％以上０．０２００％以下およびＲＥＭ
：０．０００５％以上０．０２００％以下からなる群より選択される１以上をさらに含有
することができる。
【００４５】
Ｃａ：０．０００５％以上０．０２００％以下
　Ｃａは、Ｓと結合し、圧延方向に長く伸びるＭｎＳ等の形成を抑制する作用を有する元
素である。したがって、Ｃａを添加することにより、硫化物系介在物が球状を呈するよう
に形態制御し、溶接部等の靭性を向上させることができる。前記効果を得るために、Ｃａ
を添加する場合、Ｃａ含有量を０．０００５％以上とする。一方、Ｃａ含有量が０．００
５０％を超えると、鋼の清浄度が低下する。清浄度の低下は、表面疵の増加による表面性
状が劣化と、曲げ加工性の低下を招く。そのため、Ｃａを添加する場合、Ｃａ含有量を０
．００５０％以下とする。より好ましくは、０．００２０％以上０．０１００％以下であ
る。
【００４６】
Ｍｇ：０．０００５％以上０．０２００％以下
　Ｍｇは、Ｃａと同様、Ｓと結合し、圧延方向に長く伸びるＭｎＳ等の形成を抑制する作
用を有する元素である。したがって、Ｍｇを添加することにより、硫化物系介在物が球状
を呈するように形態制御し、溶接部等の靭性を向上させることができる。前記効果を得る
ために、Ｍｇを添加する場合、Ｍｇ含有量を０．０００５％以上とする。一方、Ｍｇ含有
量が０．００５０％を超えると、鋼の清状度が低下する。清浄度の低下は、表面疵の増加
による表面性状が劣化と、曲げ加工性の低下を招く。そのため、Ｍｇを添加する場合、Ｍ
ｇ含有量を０．００５０％以下とする。より好ましくは、０．００２０％以上０．０１０
０％以下である。
【００４７】
ＲＥＭ：０．０００５％以上０．０２００％以下
　ＲＥＭ（希土類金属）は、Ｃａ、Ｍｇと同様、Ｓと結合し、圧延方向に長く伸びるＭｎ
Ｓ等の形成を抑制する作用を有する元素である。したがって、ＲＥＭを添加することによ
り、硫化物系介在物が球状を呈するように形態制御し、溶接部等の靭性を向上させること
ができる。前記効果を得るために、ＲＥＭを添加する場合、ＲＥＭ含有量を０．０００５
％以上とする。一方、ＲＥＭ含有量が０．００５０％を超えると、鋼の清状度が低下する
。清浄度の低下は、表面疵の増加による表面性状が劣化と、曲げ加工性の低下を招く。そ
のため、ＲＥＭを添加する場合、ＲＥＭ含有量を０．００８０％以下とする。より好まし
くは、０．００２０％以上０．０１００％以下である。
【００４８】
　本願発明の耐摩耗鋼板は、上記成分組成を有することに加えて、鋼板の表面から１ｍｍ
の深さにおけるマルテンサイトの体積率が９５％以上、かつ前記鋼板の板厚中心部におけ
るマルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率が９５％以上である組織を有し、さらに
、　前記鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル硬さがＨＢＷ５１０～５９０、か
つ前記鋼板の板厚中心部におけるブリネル硬さが前記鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけ
るブリネル硬さの８０％以上である。鋼の組織および硬度を上記のように限定する理由を
、以下に説明する。
【００４９】
［組織］
　まず、本発明の耐摩耗鋼板の組織について説明する。
［鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９５％以上］
　鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９５％未満であると、
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鋼板の表面組織の硬さが低下するため、鋼板表面の耐摩耗性が劣化する。そのため、マル
テンサイトの体積率を９５％以上とする。マルテンサイト以外の残部組織は特に限定され
ないが、フェライト、パーライト、オーステナイト、ベイナイト組織が存在してよい。一
方、マルテンサイトの体積率は高いほどよいため、該体積率の上限は特に限定されず、１
００％であってよい。なお、前記マルテンサイトの体積率は、耐摩耗鋼板の表面から１ｍ
ｍの深さの位置における値とする。
　前記マルテンサイトの体積率は、後述の実施例に記載した方法で測定することができる
。
【００５０】
［鋼板の板厚中心部におけるマルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率が９５％以上
］
　鋼板の板厚中心部における組織は、マルテンサイトとベイナイトの混合組織とする。こ
の混合組織とは、マルテンサイトおよびベイナイトの体積率を合わせた合計体積率が９５
％以上ということである。マルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率が９５％未満で
あると、鋼板の内部の硬さが低下するだけなく、板厚中心部におけるブリネル硬さが表層
から１ｍｍ深さ位置のブリネル硬さの８０％以上の値を有していても耐摩耗性が低下する
。そのため、マルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率が９５％以上とする。マルテ
ンサイトおよびベイナイト以外の残部組織は特に限定されないが、フェライト、パーライ
ト、オーステナイト組織が存在してよい。一方、マルテンサイトおよびベイナイトの合計
体積率は高いほどよいため、該体積率の上限は特に限定されず、１００％であってよい。
また、マルテンサイト分率５０％以上であることが好ましい。
【００５１】
　なお、前記マルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率は、耐摩耗鋼板の板厚中心に
おける値とする。なぜなら、マルテンサイトおよびベイナイトの合計体積率が９５％未満
であると、鋼板の内部の硬さが低下するだけなく、板厚中心部におけるブリネル硬さが表
層から１ｍｍ深さ位置のブリネル硬さの８０％以上の値を有していても耐摩耗性が低下す
るため、板厚中心部における体積率を規定する必要があるからである。前記マルテンサイ
トおよびベイナイトの合計体積率は、後述の実施例に記載した方法で測定することができ
る。
【００５２】
［硬さ］
［鋼板表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル硬さがＨＢＷ５１０～５９０］
　鋼板の耐摩耗性は、該鋼板表面から１ｍｍの深さ（以下、表層部ともいう）における硬
度を高めることにより向上させることができる。この鋼板表層部における硬さがブリネル
硬さで５１０ＨＢＷ未満では、岩石破砕装置などで使用される際に十分な耐摩耗性を得る
ことができない。一方、鋼板表層部におけるブリネル硬さが５９０ＨＢＷを超えると、加
工性が劣化する。そのため、本発明では、鋼板表層部における硬さを、ブリネル硬さで５
１０～５９０ＨＢＷとする。なお、ここで前記硬さは、耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深
さの位置におけるブリネル硬さとする。また、前記ブリネル硬さは、直径１０ｍｍのタン
グステン硬球を使用し、荷重３０００ｋｇｆで測定した値（ＨＢＷ　１０／３０００）と
する。
【００５３】
［鋼板の板厚中心部におけるブリネル硬さが前記鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるブ
リネル硬さの８０％以上］
　板厚内部の耐摩耗性についても、該鋼板表層部における硬度を高めることにより向上さ
せることができる。板厚内部の硬度がブリネル硬さで表層から１ｍｍ深さ位置のブリネル
硬さ８０％未満では十分な耐摩耗性を得ることができない。一方、板厚内部の硬度は高い
ほど良いため、上限は特に限定されず、１００％であってよい。なお、板厚中心部におけ
るブリネル硬さと表層から１ｍｍ深さ位置のブリネル硬さの比は、耐摩耗鋼板の板厚中心
部におけるブリネル硬さと耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深さの位置におけるブリネル硬
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さの比とする。また、前記ブリネル硬さは、直径１０ｍｍのタングステン硬球を使用し、
荷重３０００ｋｇｆで測定した値（ＨＢＷ　１０／３０００）とする。
【００５４】
　本発明の耐摩耗鋼板の板厚は特に限定する必要はないが、好ましい板厚は５０ｍｍ以上
である。
［板厚５０ｍｍ以上］
　鋼板の厚みが５０ｍｍ未満の場合は、合金成分が低くても十分に板厚中心における硬度
が高くなるため、本発明によって得られる効果が小さくなる。一方で、岩石破砕装置など
に適用される板厚が５０ｍｍ以上の厚肉の鋼板では、厚肉鋼板の板厚中心部付近に摩耗が
進展するまで使用されるのが通例である。このような使途では、板厚中心部まで高い耐摩
耗性を確保することが重要であり、本発明はこのような使途のための厚肉鋼板を対象とし
ている。したがって、本発明の耐摩耗鋼の板厚は５０ｍｍ以上とする。一方、板厚の上限
値は特に規定されないが、製造上の観点からは１００ｍｍ以下とすることが好ましい。
【００５５】
　次に、本発明の耐摩耗鋼板の製造方法について説明する。
　上記した成分組成を有する鋼素材を加熱し、熱間圧延を施して熱延鋼板とし、該熱延鋼
板に、開始温度がＡｒ３変態点以上である直接焼入れ、または、開始温度がＡｃ３変態点
以上である再加熱焼入れを行って耐摩耗鋼板とする。
【００５６】
　まず、鋼素材の製造条件は、とくに限定する必要はないが、上記した成分組成を有する
溶鋼を、転炉等の公知の溶製方法で溶製し、連続鋳造法等の公知の鋳造方法で、所定寸法
のスラブ等の鋼素材とすることが好ましい。なお、造塊－分解圧延法により、所定寸法の
スラブ等の鋼素材としてもなんら問題はない。
【００５７】
　得られた鋼素材は、冷却することなく直接、あるいは冷却したのち、好ましくは加熱温
度：９００℃以上１２５０℃以下に再加熱して、熱間圧延し、所望板厚（肉厚）の鋼板と
する。加熱温度が９００℃未満では、加熱温度が低すぎて変形抵抗が高くなり、熱間圧延
機への負荷が増大し、熱間圧延が困難になる、おそれがある。一方、１２５０℃を超える
高温になると、酸化が著しくなり、酸化ロスが増大し歩留りが低下する、おそれがある。
このようなことから、加熱温度は９００℃以上１２５０℃以下にすることが好ましい。な
お、より好ましくは９５０℃以上１１５０℃以下である。また、圧延終了温度は、熱間圧
延機への負荷の観点から、８００℃以上９５０℃以下とすることが好ましい。
【００５８】
　次に、熱間圧延後の鋼板は、Ａｒ３変態点以上から直接焼入れ処理する。これはオース
テナイト状態からの焼入れによってマルテンサイト組織を得るためである。Ａｒ３変態点
未満の焼入れでは十分に焼きが入らず、硬度が低下し、耐摩耗性が高いミクロ組織は得ら
れない。
【００５９】
　Ａｒ３変態点は例えば、
Ａｒ３（℃）＝９１０－２７３×Ｃ－７４×Ｍｎ－５７×Ｎｉ－１６×Ｃｒ－９×Ｍｏ－
５×Ｃｕ（各元素は含有量（質量％））
で求めることが可能である。
【００６０】
　また、熱間圧延の終了後直ちに焼入れることに代えて、熱間圧延終了後放冷したのち、
Ａｃ３変態点以上の温度に再加熱し焼入れ処理を行ってもよい。これは、オーステナイト
状態からの焼入れによってマルテンサイト組織を得るためである。Ａｃ３変態点未満から
の焼入れでは十分に焼きが入らず硬度が低下し、耐摩耗性が高いミクロ組織は得られない
。
【００６１】
　Ａｃ３点は例えば、
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Ａｃ３（℃）＝９１２．０－２３０．５×Ｃ＋３１．６×Ｓｉ－２０．４×Ｍｎ－３９．
８×Ｃｕ－１８．１×Ｎｉ－１４．８×Ｃｒ＋１６．８×Ｍｏ（各元素は含有量（質量％
））
で求めることが可能である。
【００６２】
　ここで、直接焼入れ処理および再加熱焼入れ処理における冷却速度は、マルテンサイト
相が形成される冷却速度であればとくに限定されない。この冷却速度としては、例えば５
℃／ｓ以上２００℃／ｓ以下が好ましい範囲である。また、冷却の停止温度は、Ｍｆ点以
下とすることが好ましく、より好ましくは２００℃以下である。
【００６３】
　Ｍｆ点はたとえば、
Ｍｆ（℃）＝４１０．５－４０７．３×Ｃ－７．３×Ｓｉ－３７．８×Ｍｎ－２０．５×
Ｃｕ－１９．５×Ｎｉ－１９．８×Ｃｒ－４．５×Ｍｏ（各元素は含有量（質量％））
で求めることが可能である。
【実施例】
【００６４】
　表１に示す成分組成の溶鋼を溶製し、鋼素材（スラブ）とした。これら鋼素材（スラブ
）に、表２に示す条件での加熱温度、圧延終了温度での熱間圧延を施し、表２に示す板厚
の熱延板とした。一部の熱延板には、熱間圧延終了後、直ちに焼入れる直接焼入れ処理を
施した。また、残りの熱延板は、熱間圧延後放冷し、再加熱したのち焼入れる再加熱焼入
れ処理を施した。
【００６５】
　得られた鋼板について、表面から１ｍｍの深さ（表層部）および板厚中心のミクロ組織
分率の測定、表層部および板厚中心の硬さ試験および耐摩耗性の評価を実施した。各試験
方法は次の通りである。
【００６６】
［表層部および板厚中心のミクロ組織分率の測定］
　鋼板の耐摩耗性は、主に表層部分の硬度によって決まる。そのため、表面から１ｍｍの
深さの位置が観察面となるように、得られた各鋼板からサンプルを採取した。前記サンプ
ルの表面を鏡面研磨し、さらにナイタール腐食した後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用
いて１０ｍｍ×１０ｍｍの範囲を撮影した。撮影された像について画像解析装置を用いて
解析することによってミクロ組織の分率を求め、その値を本発明におけるミクロ組織の体
積率とした。さらに、板厚中心のミクロ組織は、鋼板中央の深さの位置が観察面となるよ
うに、得られた各鋼板からサンプルを採取した。前記サンプルの鋼板中央を鏡面研磨し、
さらにナイタール腐食した後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて１０ｍｍ×１０ｍｍ
の範囲を撮影した。撮影された像について画像解析装置を用いて解析することによってミ
クロ組織の分率を求め、その値を本発明におけるミクロ組織の体積率とした。
【００６７】
［表層部および板厚中心の硬さ］
　得られた鋼板から、硬さ測定用試験片を採取し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４３（１９９８）の
規定に準拠して、表面から板厚方向に１ｍｍ深さの位置のブリネル硬さを測定した。なお
、製造後の鋼板の表面に残存するスケールおよび脱炭層の影響を除くために、表面から１
ｍｍ厚さ分を研削除去し、この研削後の表面から１ｍｍ深さの面で表面硬さを測定した。
さらに、板厚中心の硬さは、板厚中央まで研削除去して。なお、測定に際しては、直径１
０ｍｍのタングステン硬球を使用し、荷重は３０００ｋｇｆとした。
【００６８】
［表層部および板厚中心の耐摩耗性］
　表層部１ｍｍおよび板厚中心を評価面とした試験片をそれぞれ作製し、ＡＳＴＭ　Ｇ６
５の規定に準拠して、ラバーホイール摩耗試験を実施した。試験後、試験片の摩耗量を測
定し、軟鋼（ＳＳ４００）板の摩耗量を基準（１．０）として、耐摩耗比＝（軟鋼板の摩
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耗量）／（各鋼板の摩耗量）で評価した。耐摩耗比が大きいほど、耐摩耗性に優れている
ことを意味し、表層部で耐摩耗比：３．３以上、板厚中心で耐摩耗比：２．５以上であれ
ば、耐摩耗に優れていると判断した。
　かくして得られた結果を表２に併記する。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
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【表２】

【００７１】
　表１および２からわかるように、発明例は鋼板表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル
硬さで５１０～５９０ＨＢＷ１０／３０００であり、表層部の耐摩耗性は３．３以上であ
り、内部硬度と表層硬度の比は８０％以上となっており、鋼板内部の耐摩耗比が２．５以
上となっている内部の耐摩耗性に優れた厚肉高硬度耐摩耗鋼板となっている。
【００７２】
　一方、比較例に相当する鋼板Ｎｏ．４、５、６、１０、１１，１２、１６、１７は製造
条件が本発明条件に適合しておらず、表層硬さあるいはマルテンサイト組織分率あるいは
表層の耐摩耗比、内部のマルテンサイト＋ベイナイト組織分率あるいは内部の耐摩耗比が
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発明例と異なっている。また、比較例に相当する鋼板Ｎｏ．２５では、炭素量が低く表層
の硬さが発明例と比較して不足しており、板厚内部の硬さも発明例と比較して不足してい
る。さらに、炭素量が高い鋼板Ｎｏ．２６では、表面から１ｍｍの深さにおけるブリネル
硬さが４９０ＨＢＷ１０／３０００を超えている。
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