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(57)【要約】
【課題】耐摩耗性、曲げ加工性および溶接性に優れた板厚６ｍｍ未満の耐摩耗鋼板および
その製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】質量％で、Ｃ：０．１８～０．２２％、Ｓｉ：０．０１～０．４５％、Ｍｎ
：０．３０～２．００％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００８％以下、Ａｌ：０．０
１０～０．１００％、Ｎｂ：０．０１０～０．０３０％、Ｔｉ：０．００５～０．０２５
％、Ｂ：０．０００４～０．００２０％を含み、かつ（１）式で示すＣｅｑ値が０．４８
％以下であり、残部Ｆｅ及び不可避的不純物からなる成分組成を有し、マルテンサイトの
面積率が９０％以上であり、旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに対する圧延方向粒
径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）が８．０以上である組織を有し、ブリネル硬さで４００ＨＢＷ
５／７５０以上の硬さを有する耐摩耗鋼板。
【選択図】なし



(2) JP 2021-21139 A 2021.2.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．１８～０．２２％、Ｓｉ：０．０１～０．４５％、Ｍｎ：０．３０
～２．００％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００８％以下、Ａｌ：０．０１０～０．
１００％、Ｎｂ：０．０１０～０．０３０％、Ｔｉ：０．００５～０．０２５％、Ｂ：０
．０００４～０．００２０％を含み、かつ（１）式で示すＣｅｑ値が０．４８％以下であ
り、残部Ｆｅ及び不可避的不純物からなる成分組成を有し、
マルテンサイトの面積率が９０％以上であり、旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに
対する圧延方向粒径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）が８．０以上である組織を有し、ブリネル硬
さで４００ＨＢＷ５／７５０以上の硬さを有する耐摩耗鋼板。
Ｃｅｑ＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｃｕ＋Ｎｉ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・（１）
上記式（１）において、元素記号は各元素の含有量（質量％）を意味する。ただし、含有
しない元素は０％とする。
【請求項２】
　前記成分組成が、質量％で、Ｃｕ：０．０５～０．５０％、Ｎｉ：０．０５～０．５０
％、Ｃｒ：０．０５～１．００％、Ｍｏ：０．０５～０．５０％、Ｖ：０．００５～０．
０８０％のうちから選ばれる１種または２種以上をさらに含有する請求項１に記載の耐摩
耗鋼板。
【請求項３】
　前記成分組成が、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００２０％、ＲＥＭ：０．００
０５～０．００２０％のうちから選ばれる１種または２種をさらに含有する請求項１また
は２に記載の耐摩耗鋼板。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の成分組成を有する鋼スラブを１１８０～１３００
℃に加熱し、加熱された鋼スラブに、仕上圧延温度９８０～８５０℃において、圧下比（
仕上圧延機入側厚／仕上圧延機出側厚）が４．０以上の仕上圧延を行い、Ａｒ３変態点以
上の温度から冷却を開始し、８００～３００℃の間における平均冷却速度が５０℃／ｓ以
上の条件で加速冷却し、巻取温度２５０℃以下で巻取り、調質圧延を行う耐摩耗鋼板の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板厚６．０ｍｍ未満の耐摩耗鋼板に関し、特に圧延後の熱処理を必要とせず
、低コストで、耐摩耗性、曲げ加工性、溶接性および靭性に優れた耐摩耗鋼板およびその
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建設、土木、鉱山等の現場で使用される、例えばパワーショベル、ブルドーザー、ホッ
パー、ダンプトラックの架台等の産業機械や輸送機器の部材は、使用時にモース硬度１０
０以上の土砂等により経時的に摩耗するため、耐摩耗鋼板が用いられている。
【０００３】
　鋼板の耐摩耗性は、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、
Ｃｒ、Ｍｏ等の合金元素を大量に添加し焼入れ特性を向上させた厚板の高硬度鋼板が、耐
摩耗鋼板として幅広く用いられてきた。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、Ｃを０．１０～０．１９％含有し、さらに適正量のＳｉ、Ｍ
ｎを含有して炭素等量Ｃｅｑを０．３５～０．４４とした素材を熱間圧延し、その熱間圧
延から直接、または冷却して９００～９５０℃に再加熱した後に、焼入れを行い、さらに
引き続き３００～５００℃で焼戻しを行なうことによって、表面硬さを３００Ｈｖ（ビッ
カース硬さ）以上とする耐摩耗鋼板の製造方法が提案されている。
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【０００５】
　特許文献２には、Ｃを０．０７～０．１７％含有し、さらに適正量のＳｉ、Ｍｎ、Ｖ、
Ｂ、Ａｌを含有し、あるいはさらにＣｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏのうちの１種以上を含有する
素材を熱間圧延し、その熱間圧延から直接、または一旦空冷して再加熱した後に焼入れを
行うことによって、表面硬さを３２１ＨＢ以上とする耐摩耗鋼板の製造方法が提案されて
いる。特許文献１～３に開示された技術は、合金元素を多量に添加し、固溶硬化、変態硬
化、析出硬化等の現象を活用し、硬度を高めることによって、耐摩耗性を向上させている
。
【０００６】
　一方、特許文献３には、Ｃを０．１０～０．４５％、Ｔｉを０．１０～１．０％含有し
、さらに適正量のＳｉ、Ｍｎ、Ｐ、Ｓ、Ｎ、Ａｌを含有し、あるいはさらにＣｕ、Ｎｉ、
Ｃｒ、Ｍｏ、Ｂのうちの１種以上を含有する溶鋼を連続鋳造して、０．５μｍ以上の大き
さを有するＴｉＣを主体とする析出物を１ｍｍ２あたり４００個以上析出させた耐摩耗鋼
が提案されている。特許文献３に開示された技術は、連続鋳造の凝固の際に、硬度が高い
ＴｉＣを主体とする粗大な析出物を生成させ、その析出物によって耐摩耗性を向上させる
ので、耐摩耗鋼のマトリックスの硬度を高める必要はない。そのため、加工性や溶接性に
優れた耐摩耗鋼を得ることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭６２－１４２７２６号公報
【特許文献２】特開平１－１４２０２３号公報
【特許文献３】特開平６－２５６８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１および２は、多量の合金元素を含有するため、これらの元素
が固溶や析出したり、変態挙動を変化させることによって鋼材の硬度が上昇し、溶接性お
よび加工性が著しく低下するという問題がある。また、特許文献３では、Ｔｉを多量に含
有するため、粗大な析出物により靭性が劣化するという問題がある。
【０００９】
　近年、環境規制が強まり、ダンプトラックの荷台などには軽量化、長寿命化が求められ
ており、板厚６ｍｍ未満の薄物耐摩耗鋼板の需要が高まっている。また、部品加工時に予
熱緩和など溶接性の改善も求められている。
【００１０】
　しかしながら、特許文献１～３の耐摩耗鋼板は、いずれも厚板圧延および焼入れ処理で
製造する板厚６ｍｍ以上の鋼板に適した製造方法である。このため、製品板厚が６ｍｍよ
り薄い場合には、熱間圧延時の温度低下が大きく、特に４ｍｍ以下の板厚の鋼板は製造で
きないという課題がある。また、焼入れ処理により鋼板に冷却歪が発生し、形状（平坦度
）確保が困難であるという課題もある。
【００１１】
　本発明は、上記のような事情を鑑みてなされたものであり、耐摩耗性、曲げ加工性およ
び溶接性に優れた板厚６ｍｍ未満の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】
【００１２】
　本発明者らは、板厚６ｍｍ未満の耐摩耗鋼板およびその製造方法について鋭意検討を重
ねた。その結果、以下の知見を得た。
（１）母材の基地相をマルテンサイトとし、旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに対
する圧延方向粒径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）を８．０以上とすることにより、耐摩耗性と曲
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げ加工性を両立することができる。
（２）（１）の鋼組織とするためには、Ｎｂを添加してオーステナイト未再結晶温度域を
拡げ、熱延鋼帯プロセスにおいて未再結晶域で圧下比４．０以上の仕上圧延を行い、ラン
ナウト冷却設備を用いて加速冷却してコイルに巻取る。次いで、このコイルを高い圧延荷
重と前方－後方張力をかける調質圧延を行うことにより、板厚６ｍｍ未満の耐摩耗鋼板を
製造できる。
【００１３】
　本発明はこのような知見に基づいてなされたものであり、以下を要旨とするものである
。
［１］質量％で、Ｃ：０．１８～０．２２％、Ｓｉ：０．０１～０．４５％、Ｍｎ：０．
３０～２．００％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００８％以下、Ａｌ：０．０１０～
０．１００％、Ｎｂ：０．０１０～０．０３０％、Ｔｉ：０．００５～０．０２５％、Ｂ
：０．０００４～０．００２０％を含み、かつ（１）式で示すＣｅｑ値が０．４８％以下
であり、残部Ｆｅ及び不可避的不純物からなる成分組成を有し、
マルテンサイトの面積率が９０％以上であり、旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに
対する圧延方向粒径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）が８．０以上である組織を有し、ブリネル硬
さで４００ＨＢＷ５／７５０以上の硬さを有する耐摩耗鋼板。
Ｃｅｑ＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｃｕ＋Ｎｉ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・（１）
上記式（１）において、元素記号は各元素の含有量（質量％）を意味する。ただし、含有
しない元素は０％とする。
［２］前記成分組成が、質量％で、Ｃｕ：０．０５～０．５０％、Ｎｉ：０．０５～０．
５０％、Ｃｒ：０．０５～１．００％、Ｍｏ：０．０５～０．５０％、Ｖ：０．００５～
０．０８０％のうちから選ばれる１種または２種以上をさらに含有する［１］に記載の耐
摩耗鋼板。
［３］前記成分組成が、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００２０％、ＲＥＭ：０．
０００５～０．００２０％のうちから選ばれる１種または２種をさらに含有する［１］ま
たは［２］に記載の耐摩耗鋼板。
［４］［１］～［３］のいずれかに記載の成分組成を有する鋼スラブを１１８０～１３０
０℃に加熱し、加熱された鋼スラブに、仕上圧延温度９８０～８５０℃において、圧下比
（仕上圧延機入側厚／仕上圧延機出側厚）が４．０以上の仕上圧延を行い、Ａｒ３変態点
以上の温度から冷却を開始し、８００～３００℃の間における平均冷却速度が５０℃／ｓ
以上の条件で加速冷却し、巻取温度２５０℃以下で巻取り、調質圧延を行う耐摩耗鋼板の
製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、耐摩耗性、曲げ加工性、低温靭性および溶接性に優れた板厚６．０ｍ
ｍ未満の耐摩耗鋼板を製造することが可能となる。
【００１５】
　なお、板厚は１．０ｍｍ以上であることが好ましい。また、本発明において、ブリネル
硬さで４００ＨＢＷ５／７５０以上の硬さを有する鋼板を、耐摩耗性に優れるものとする
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明について詳細に説明する。なお、本発明はこの実施形態に限定されるもの
ではない。
【００１７】
　［成分組成］
　まず、本発明の耐摩耗鋼板の成分組成について説明する。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。
【００１８】
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　Ｃ：０．１８～０．２２％
　Ｃは、鋼の硬度を増加させ、耐摩耗性を確保するために有用な元素である。所望の表面
硬さを確保するためには、０．１８％以上必要である。一方、過度の添加は溶接性や低温
靭性を劣化させるため、０．２２％以下とする。好ましくは、０．２０％以下とする。
【００１９】
　Ｓｉ：０．０１～０．４５％
　Ｓｉは、脱酸剤として作用するとともに、鋼中に固溶し母材の強度を増加させる。その
効果を得るためには、０．０１％以上必要である。好ましくは、０．１０％以上とする。
また、０．４５％を超える含有は、スケール性の欠陥の原因となって、母材の表面品質を
低下させるため、Ｓｉの含有は０．４５％以下とする。好ましくは、０．４０％以下とす
る。
【００２０】
　Ｍｎ：０．３０～２．００％
　Ｍｎは、固溶して母材の硬度を増加させる作用を有する元素である。また、安価である
ため、高価な他の合金元素の含有を最小限に抑えるためにも有効である。本発明では、所
望の硬さを確保するために、０．３０％以上の含有を必要とする。好ましくは、０．６０
％以上とする。一方、２．００％を超える含有は、母材の靱性や遅れ破壊特性を著しく低
下させるため、２．００％以下とする。好ましくは、１．６０％以下とする。
【００２１】
　Ｐ：０．０２０％以下
　Ｐは、不純物元素であり、母材の靭性を劣化させる。０．０２０％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量は０．０２０％以下とする。好ましくは、０．
０１５％以下である。一方、Ｐ含有量はできる限り低くすることが望ましいため、Ｐ含有
量の下限は特に限定されないが、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、過度の低減は精錬コストの高騰を
招くため、Ｐ含有量は０．００５％以上とすることが好ましい。
【００２２】
　Ｓ：０．００８％以下
　Ｓは、不純物元素であり、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とともに、鋼スラブの板厚中央部に多量に偏在して欠陥を発
生しやすくする。このような傾向は、０．００８％を超える含有で顕著となる。このため
、Ｓ量は０．００８％以下とする。好ましくは、０．００５％以下である。一方、Ｓ含有
量はできる限り低くすることが望ましいため、Ｓ含有量の下限は特に限定されないが、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、過度の低減は精錬コストの高騰を招くため、Ｓ含有量は０．００１％
以上とすることが好ましい。
【００２３】
　Ａｌ：０．０１０～０．１００％
　Ａｌは、脱酸剤として作用する元素であり、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。このような効果を得るためには、０．０１０％以上
必要である。一方、０．１００％を超える含有は、酸化物系介在物が増加して母材の靱性
が低下する。好ましくは、０．０６０％以下とする。
【００２４】
　Ｎｂ：０．０１０～０．０３０％
　Ｎｂは未再結晶域を拡大し、熱延工程でオーステナイト粒を展伸させ、曲げ加工性を改
善する効果を有する重要な元素である。また、ＮｂはＮｂ系炭化物として微細に析出する
ことにより母材組織が微細化するため、靭性を改善する効果も有する。これらの効果を得
るためには、０．０１０％以上の含有が必要である。一方、０．０３０％を超える含有は
、粗大なＮｂ系炭化物が増加し、母材靭性を劣化させる。そのため、０．０３０％以下と
する。好ましくは、０．０２５％以下とする。
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【００２５】
　Ｔｉ：０．００５～０．０２５％
　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の含有により、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の両者を含有することで、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は０．００５％以上とする。好ましくは、０．００８％以上とする。一方で、Ｔｉが
０．０２５％を超えると、ＴｉＣが多量に析出し、母材靭性を低下させる。そのため、Ｔ
ｉは０．０２５％以下とする。好ましくは、０．０１５％以下とする。
【００２６】
　Ｂ：０．０００４～０．００２０％
　Ｂは、微量の含有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を含有することによりマルテンサイトの形成を助長し、所望の耐摩耗性を得ること
ができる。このような効果を得るために、Ｂを０．０００４％以上とする。一方、０．０
０２０％を超える含有は、粒界等に偏析し、ホウ化物などの介在物を形成して破壊の起点
になるなど母材の靱性が劣化する。このため、０．００２０％以下とする。好ましくは、
０．００１５％以下とする。
【００２７】
　本発明は、さらに、下記（１）式で示されるＣｅｑ（％）値が０．４８％以下である必
要がある。
Ｃｅｑ＝Ｃ＋Ｍｎ／６＋（Ｃｕ＋Ｎｉ）／１５＋（Ｃｒ＋Ｍｏ＋Ｖ）／５・・・（１）
上記式（１）において、元素記号は各元素の含有量（質量％）を意味する。ただし、含有
しない元素は０％とする。
【００２８】
　Ｃｅｑ（炭素当量）は、溶接性を示す指標である。０．４８％を超えると、ソリッドワ
イヤでのガスメタルアーク溶接前に予熱が必要になったり、溶接割れが発生するなどの溶
接性に悪影響が生じる。そのため、Ｃｅｑ値は０．４８％以下とする。好ましくは、０．
４５％以下とする。Ｃｅｑ値の下限値は特にないが、０．４０％未満では、所望の硬度が
確保できないので、０．４０％以上とすることが好ましい。
【００２９】
　以上が本発明の基本化学成分である。本発明では、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖのうち
から選ばれる１種または２種以上をさらに含有してもよい。
【００３０】
　Ｃｕ：０．０５～０．５０％
　Ｃｕは、焼入れ性を向上させる作用を有する元素であり、母材硬度を向上させるために
任意に添加することができる。Ｃｕを添加する場合、このような効果を得るためにはＣｕ
含有量を０．０５％以上とする。一方、Ｃｕ含有量が０．５０％を超えると合金コストの
上昇を招く。このため、Ｃｕを添加する場合、Ｃｕ含有量を０．５０％以下とする。
【００３１】
　Ｎｉ：０．０５～０．５０％
　Ｎｉは、Ｃｕと同様に焼入れ性を向上させる作用を有する元素であり、母材硬度を向上
させるために任意に添加することができる。Ｎｉを添加する場合、このような効果を得る
ためにＮｉ含有量を０．０５％以上とする。一方、Ｎｉ含有量が０．５０％を超えると合
金コストの上昇を招く。このため、Ｎｉを添加する場合、Ｎｉ含有量を０．５０％以下と
する。
【００３２】
　Ｃｒ：０．０５～１．００％
　Ｃｒは、Ｃｕと同様に焼入れ性を向上させる作用を有する元素であり、母材硬度を向上
させるために任意に添加することができる。Ｃｒを添加する場合、このような効果を得る
ためにＣｒ含有量を、０．０５％以上とする。一方、Ｃｒ含有量が１．００％を超えると
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合金コストの上昇を招く。このため、Ｃｒを添加する場合、Ｃｒ含有量を１．００％以下
とする。
【００３３】
　Ｍｏ：０．０５～０．５０％
　Ｍｏは、Ｃｕと同様に焼入れ性を向上させる作用を有する元素であり、母材硬度を向上
させるために任意に添加することができる。Ｍｏを添加する場合、このような効果を得る
ためにＭｏ含有量を０．０５％以上とする。一方、Ｍｏ含有量が０．５０％を超えると合
金コストの上昇を招く。このため、Ｍｏを添加する場合、Ｍｏ含有量を０．５０％以下と
する。
【００３４】
　Ｖ：０．００５～０．０８０％
　Ｖは、Ｃｕと同様に焼入れ性を向上させる作用を有する元素であり、母材硬度を向上さ
せるために任意に添加することができる。Ｖを添加する場合、このような効果を得るため
にＶ含有量を、０．００５％以上とする。一方、Ｖ含有量が０．０８０％を超えると合金
コストの上昇を招く。このため、Ｖを添加する場合、Ｖ含有量を０．０８０％以下とする
。
【００３５】
　さらに本発明では、Ｃａ、ＲＥＭのうちから選ばれる１種または２種を含有してもよい
。
【００３６】
　Ｃａ：０．０００５～０．００２０％
　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、母材の靭性等を向上させることができる。このような効果を得るために、
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．
００２０％を超えると、介在物増加により母材靭性が劣化する。そのため、Ｃａを添加す
る場合、Ｃａ含有量は０．００２０％以下とする。
【００３７】
　ＲＥＭ：０．０００５～０．００２０％
　ＲＥＭ（希土類金属）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、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、母材の靭性等を向上させることができる。
このような効果を得るために、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０．００２０％を超えると、介在物増加により母材靭性
が劣化する。そのため、ＲＥＭを添加する場合、ＲＥＭ含有量は０．００２０％以下とす
る。
【００３８】
　上記以外の残部は、Ｆｅ及び不可避的不純物からなる。
【００３９】
　［組織］
　次に、本発明の耐摩耗鋼板の組織について説明する。本発明の耐摩耗鋼板は、マルテン
サイトの面積率が９０％以上であり、旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに対する圧
延方向粒径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）が８．０以上である組織を有する。なお、本発明にお
ける組織の面積分率は、鋼板の板厚ｔの１／２位置（１／２ｔ位置）における値を指すも
のとする。組織の測定は、鋼板の圧延方向に平行な断面をエッチングし、１／２ｔ位置を
観察することにより行う。より具体的には、実施例に記載した方法で面積率およびｄＺ／
ｄＬを求めることができる。
【００４０】
　マルテンサイトの面積率：９０％以上
　本発明においては、マルテンサイトの面積率を９０％以上とする。マルテンサイトの面
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積率が９０％未満であると、鋼板の基地組織の硬度が低下するため、耐摩耗性が劣化する
。加えて、低靭性である上部ベイナイト組織が増加し、靭性が劣化する。そのため、マル
テンサイトの面積率を９０％以上とする。
【００４１】
　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、ベイナイト組織などの他の組織が１種または２種以上存在してよい。一方、
マルテンサイトの面積率は高いほどよいため上限は特に限定されず、１００％であってよ
い。
【００４２】
　旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに対する圧延方向粒径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）
：８．０以上
　曲げ加工性を改善するためには、旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに対する圧延
方向粒径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）を８．０以上とする。ｄＺ／ｄＬとすることにより、特
に圧延方向と直角方向の曲げ加工性が向上する。なお、ここでいう板厚方向粒径とは、板
厚方向のフェレ径であり、圧延方向粒径とは圧延方向のフェレ径を示している。すなわち
、圧延方向粒径を板厚方向粒径の８．０倍以上とする。
【００４３】
　［表面硬度］
　ブリネル硬さ：４００ＨＢＷ５／７５０以上
　本発明の耐摩耗鋼板は、ブリネル硬さで４００ＨＢＷ５／７５０以上の硬さを有する。
鋼板の耐摩耗性は、鋼板の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。本発明において、硬度がブリネル硬さで４００ＨＢＷ未満では、十分な耐摩耗性を得
ることができない。そのため、硬度がブリネル硬さで４００ＨＢＷ以上とする。好ましく
は、４２５ＨＢＷ以上とする。一方、曲げ加工性を考慮すると、その上限を４９０ＨＢＷ
以下とすることが好ましい。さらに好ましくは、４７５ＨＢＷ以下とする。なお、本発明
における硬度は、耐摩耗鋼板の表面から０．５ｍｍの深さの位置におけるブリネル硬さを
指すものとする。また、ブリネル硬さは、直径５．０ｍｍのタングステン硬球を使用し、
荷重７５０ｋｇｆで測定した値（ＨＢＷ５／７５０）とする。より具体的には、実施例に
記載した方法で測定することができる。
【００４４】
　［製造方法］
　次に、本発明の耐摩耗鋼板の製造方法について説明する。本発明の耐摩耗鋼板は、上述
した成分組成を有する鋼スラブを、加熱し、熱間圧延した後に、加速冷却しコイルに巻取
り、調質圧延を行うことによって製造することができる。なお、特にことわらない限り、
各温度は板厚中心部の温度とする。
【００４５】
　鋼素材（鋼スラブ）
　鋼素材の製造方法はとくに限定されないが、例えば、上記した組成を有する溶鋼を常法
により溶製し、鋳造して製造することができる。溶製は、転炉、電気炉、誘導炉等、任意
の方法により行うことができる。また、鋳造は、生産性の観点から連続鋳造法で行うこと
が好ましいが、造塊－分解圧延法により行うこともできる。鋼素材としては、例えば、鋼
スラブを用いることができる。
【００４６】
　１１８０～１３００℃に加熱
　得られた鋼スラブは、熱間圧延に先立って加熱温度に加熱される。加熱は、鋳造などの
方法によって得た鋼素材を一旦冷却した後に行ってもよく、また、得られた鋼素材を冷却
することなく直接、加熱に供することもできる。加熱温度は、１１８０～１３００℃とす
る。Ｎｂによる未再結晶域拡大効果を得るためには、圧延前にＮｂを固溶させておく必要
がある。そのためには、加熱温度を１１８０℃以上とする。加熱温度が１１８０℃未満の
場合、Ｎｂによる未再結晶域拡大効果が得られないばかりか、Ｎｂ系析出物が粗大化して
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母材靭性が劣化する。一方、加熱温度が１３００℃を超えると鋼スラブの酸化が顕著とな
り、酸化によるロスが増大するだけでなく、酸化スケールに起因する表面疵が発生する。
そのため、１１８０～１３００℃の範囲とする。
【００４７】
　熱間圧延
　次いで、加熱された鋼スラブを熱間圧延により熱延鋼板とする。
【００４８】
　仕上圧延温度：９８０～８５０℃
　旧オーステナイト粒の板厚方向粒径に対する圧延方向粒径の比（ｄＺ／ｄＬ）を８．０
以上とするために、仕上圧延温度を９８０℃以下とする。仕上圧延温度が９８０℃を超え
ると、ｄＺ／ｄＬを８．０以上とすることができず、所望の曲げ加工性を得ることができ
ない。また、次工程の冷却時にＡｒ３変態点以上の温度域から加速冷却を開始するために
、仕上圧延温度を８５０℃以上とする。
【００４９】
　仕上圧延の圧下比（仕上圧延機入側厚／仕上圧延機出側厚）：４．０以上
　ｄＺ／ｄＬを８．０以上とするために、仕上圧延機での圧下比を４．０以上の圧延を実
施する。仕上圧延の圧下比が４．０未満の場合、ｄＺ／ｄＬを８．０以上とすることがで
きず、所望の曲げ加工性を得られない。
【００５０】
　加速冷却および巻取り
　次いで、得られた熱延鋼板を加速冷却し、コイルに巻き取る。この加速冷却処理は、製
造工期短縮や製造コストの高騰を避ける理由で、熱延鋼帯製造プロセスにおいて圧延終了
後から巻取りまでの間、ランナウトテーブル上で鋼板を水冷で加速冷却するランナウト冷
却とすることが好ましい。
【００５１】
　冷却開始温度：Ａｒ３変態点以上
　フェライト生成する前に冷却開始するために、冷却開始温度をＡｒ３変態点以上とする
。なお、Ａｒ３変態点は、例えば、次の（２）式で求めることができる。
Ａｒ３（℃）＝９１０－２７３×Ｃ－７４×Ｍｎ－５７×Ｎｉ－１６×Ｃｒ－９×Ｍｏ－
５×Ｃｕ・・・（２）
ただし、（２）式中の各元素記号は、各元素の含有量（質量％）であり、含有されていな
い元素は０％とする。
【００５２】
　冷却開始温度がＡｒ３変態点未満であると十分に焼きが入らないため、鋼板の硬度を十
分に向上させることができず、その結果、最終的に得られる鋼板の耐摩耗性が低下する。
一方、冷却開始温度の上限は特に限定されないが、９５０℃以下とすることが好ましい。
【００５３】
　８００～３００℃の間での平均冷却速度：５０℃／ｓ以上
　加速冷却後のマルテンサイト面積率を９０％以上とし、所望の母材硬度と均一な鋼板形
状を得るために、加速冷却時、８００～３００℃間の平均冷却速度を５０℃／ｓ以上とす
る。平均冷却速度が５０℃／ｓ未満の場合、フェライトやベイナイトが生成して所望の母
材硬度が得られない。また、冷却が不均一となり、鋼板に波形状の歪が発生する。このよ
うな歪が発生した場合、次工程のスキンパスによる調質圧延でも形状矯正ができなくなる
。したがって、高硬度と形状改善のためには、平均冷却速度を５０℃／ｓ以上とする。一
方、平均冷却速度は９５℃／ｓ以下とすることが好ましい。平均冷却速度が９５℃／ｓ以
下であれば、鋼板が形状悪化することなく、平坦度に優れた耐摩耗鋼板を得ることができ
る。
【００５４】
　冷却停止（巻取）温度：２５０℃以下
　冷却停止温度は２５０℃以下とし、この温度でコイルに巻取る。冷却停止温度（巻取温
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度）が２５０℃より高いと、マルテンサイトの面積率を十分に高めることができず、鋼板
の硬度が低下する。冷却停止温度は、２００℃以下とすることが好ましい。
【００５５】
　巻取り後は、室温まで空冷する。
【００５６】
　調質圧延
　コイルに巻取った鋼板は、冷却歪による鋼板形状（平坦度）不良を矯正する目的で、調
質圧延を行う。調質圧延は、圧延機とテンションレベラーを備えた設備を用い、圧延荷重
７００トン以上、前方－後方張力２０トン以上、伸び率０．１０％以上で行うことが好ま
しい。
【実施例】
【００５７】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【００５８】
　表１に示す化学成分を有する鋼を溶製し、表２に示す条件で熱延コイルを製造した。次
いで熱延コイルを空冷したのちに、スキンパスラインに挿入し、伸び率０．１０％以上の
条件で調質圧延を行った。次いで調質圧延後のコイルを巻き戻し、シートを作製した後に
、ブリネル硬さ試験、シャルピー衝撃試験、溶接性試験、組織観察、曲げ試験および平坦
度を行った。各試験方法は以下の通りである。
【００５９】
　＜ブリネル硬さ試験＞
　各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
拠してブリネル硬さを測定した。測定は、耐摩耗鋼板表面に存在するスケールおよび脱炭
層の影響を除くため、鋼板表面から０．５ｍｍの深さまでの領域を研削除去したのちに実
施した。したがって、測定された硬度は、鋼板表面から０．５ｍｍの深さの面における表
面硬度である。なお、測定に際しては、直径５．０ｍｍのタングステン硬球を使用し、荷
重は７５０ｋｇｆとした。また、測定位置は、鋼板の幅方向中央とし、各５箇所測定し算
術平均を求めた。
【００６０】
　＜シャルピー衝撃試験＞
　各鋼板の板幅中央部から、ＪＩＳ　Ｚ　２２０２の規定に準拠してＶノッチ試験片を採
取した。Ｖノッチ試験片を用い、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２の規定に準拠してシャルピー衝撃
試験を実施し、－４０℃におけるシャルピー吸収エネルギー（ｖＥ－４０℃）を求め、靭
性を評価した。板厚３．２ｍｍ以上の鋼板は、試験片サイズ２．５ｍｍ厚×１０ｍｍ×５
０ｍｍの試験片を使用した。また、板厚２．５ｍｍ以下の鋼板は、板厚×１０ｍｍ×５５
ｍｍの試験片（ＪＩＳに規定はない試験片であるが、ＪＩＳ通りの試験片が採取できない
ため、板厚×１０ｍｍ断面とした）を使用した。試験片は３本とし、得られた吸収エネル
ギー値の算術平均を求めた。ｖＥ－４０℃は、１０Ｊ以上を合格とした。
【００６１】
　＜溶接性試験＞
　各鋼板の幅方向中央部からサンプルを採取した。ＪＩＳ　Ｚ　３１５４「重ね継手溶接
割れ試験方法」に準拠し、溶接部の割れの有無を調査した。なお、下板には対象材をもち
い、上板には板厚１９ｍｍのＳＳ４００を用いた。溶接方法はガスシールドアーク溶接と
し、溶接入熱１０～１１ｋＪ／ｃｍで試験ビードを置いた。
【００６２】
　＜組織観察＞
　マルテンサイトの面積率
　各鋼板の幅方向中央部からサンプルを採取した。サンプルを３０ｍｍ角に切断し、圧延
方向に平行な断面が観察面となるように樹脂に埋込み、表面を鏡面研磨し、さらにナイタ
ールエッチングした後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて、板厚中央部を倍率２００
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０倍で撮影した。撮影された像を、画像解析装置を用いて解析することによってマルテン
サイトの面積分率を求めた。
【００６３】
　旧オーステナイト粒の板厚方向粒径ｄＬに対する圧延方向粒径ｄＺの比（ｄＺ／ｄＬ）
　各鋼板の幅方向中央部からサンプルを採取し、サンプルを３０ｍｍ角に切断した後、圧
延方向に平行な断面が観察面となるように樹脂に埋込み、鏡面研磨しエッチングした後、
ＳＥＭを用いて板厚中央部を圧延方向に沿って撮影した。撮影された像を、画像解析装置
を用いて解析することによって、ｄＺ／ｄＬを求めた。
【００６４】
　＜曲げ試験＞
　得られた鋼板から、幅４０ｍｍ×長さ（圧延方向）２００ｍｍの曲げ試験片を採取し、
ＪＩＳ　Ｚ　２２４８の規定に準拠して、曲げ半径２．５ｔ（ｔは板厚）で１８０°曲げ
試験を行い、割れの有無を確認し、曲げ性を評価した。
【００６５】
　＜平坦度＞
　調質圧延後、リコイル設備にて、鋼板幅×圧延方向長さ６メートルのシート状にした後
、ＪＩＳ　Ｇ３１９３に記載される方法で水糸を用いて、大きさ３ｍｍ以上の歪の個数を
計測した。
【００６６】
　以上の方法により得られた評価結果を表２に示す。
【００６７】
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【表１】

【００６８】
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【表２】

【００６９】
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　本発明の条件を満たす鋼板は、いずれもブリネル硬さ：４００ＨＢＷ５／７５０以上、
ｖＥ－４０℃：１０Ｊ以上であるとともに、優れた溶接性と曲げ加工性を備えていた。一
方、比較例の鋼板は、硬さ、靭性、溶接性、曲げ加工性のうち、少なくとも１つの特性が
劣っていた。
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