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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄鋼材料製焼結合金からなり、表層部に他の部分よりも炭素濃度が高い硬化層が形成さ
れるとともに、前記硬化層の外側に前記硬化層よりも炭素濃度が低く前記硬化層の最高硬
さよりも硬さがＨｖ５０以上低い軟化層が形成され、前記軟化層が表面となっており、
　表面から内部にかけて連続して変化する硬さ分布を有し、
　前記軟化層の表面の硬さがＨｖ７３０以下であり、
　前記硬化層において表面から１５０～３００μｍの範囲で硬さが最大となるとともに、
その最大硬さがＨｖ６００以上であることを特徴とするピニオンギヤ。
【請求項２】
　全体の密度比が９７．８％以上であることを特徴とする請求項１に記載のピニオンギヤ
。
【請求項３】
　スタータ用ピニオンギヤであることを特徴とする請求項１または２に記載のピニオンギ
ヤ。
【請求項４】
　鉄鋼材料製焼結合金を構成する原料粉末を混合する混合工程と、
　前記原料粉末を圧縮して圧粉体とする成形工程と、
　前記圧粉体を焼結して焼結体とする焼結工程と、                               
　前記焼結体を鍛造して鍛造体とする鍛造工程と、
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　前記鍛造体を雰囲気中の炭素量が０．７～１．２質量％の浸炭性ガス雰囲気中で、８５
０～９５０℃に加熱する浸炭工程と、
　前記浸炭工程の後に雰囲気中の炭素量が０．３～０．６質量％のガス雰囲気中で、８０
０～９５０℃に加熱する脱炭工程と、
　前記脱炭工程の後に急冷する焼入れ工程と、
　前記焼入れ工程の後に、１５０～２８０℃に加熱して常温まで冷却する焼戻し工程と、
を備えることにより、
　表面の硬さをＨｖ７３０以下とし、
　表面から１５０～３００μｍの範囲で硬さを最大とするとともに、その最大硬さをＨｖ
６００以上とすることを特徴とするピニオンギヤの製造方法。
【請求項５】
　前記浸炭工程に引き続き、加熱したまま雰囲気を置換して前記脱炭工程を行うことを特
徴とする請求項４に記載のピニオンギヤの製造方法。
【請求項６】
　前記浸炭工程の直後に油中に投入して焼入れした後、再度加熱して前記脱炭工程を行う
ことを特徴とする請求項４に記載の焼結部材ピニオンギヤの製造方法。
【請求項７】
　前記鍛造により、密度比を９７．８％以上にすることを特徴とする請求項４～６のいず
れかに記載のピニオンギヤの製造方法。
【請求項８】
　請求項４～７のいずれかに記載のピニオンギヤの製造方法により製造されることを特徴
とするスタータ用ピニオンギヤの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焼結部材およびスタータ用ピニオンギヤ並びにそれらのピニオンギヤおよび
その製造方法に係り、特に、鍛造により溶製材と同等の高い強度を得る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　粉末冶金法は、金属粉末等からなる原料粉末を所定の形状および寸法に圧縮成形し、こ
れを溶融しない温度で加熱して焼結することにより、粉末粒子を強固に結合して金属製品
を製造する技術であり、ニアネットシェイプに造形することができ、かつ、大量生産に向
くこと、および溶製材料では得られない特殊な材料を製造できること、等の利点から、自
動車用機械部材や各種産業用の機械部材に適用が進んでいる。
【０００３】
　しかしながら、粉末冶金法による焼結部材は、一般に、原料粉末を圧縮成形した際の粉
末間の空隙が、焼結後に気孔として残留するため、溶製材に比してその強度が低くなると
いう欠点がある。たとえば、自動車用のエンジン始動装置として減速型のスタータが多く
使用されている。この減速型スタータは、モータの回転速度を減速するため、インターナ
ルギヤやプラネタリギヤを有する減速装置を備え、当該減速装置の出力軸に連結されるピ
ニオンギヤを有し、ピニオンギヤをエンジンのリングギヤに噛み合わせてエンジンを始動
するものである。このスタータにおいては、インターナルギヤやプラネタリギヤ等の内部
減速ギヤ部品への焼結部材の適用は進んでいるが、内部減速ギヤ部品に比して約６倍の荷
重がかかるピニオンギヤに対しては強度不足のため焼結部材の適用が見送られてきた。
【０００４】
　この欠点に対しては、焼結部材に多量の合金成分を与えて合金元素により基地を強化す
ること、すなわち、溶製材料で用いられるよりも上位のグレードの鋼種とすることで対応
してきた。しかしながら、合金化による基地強化作用にも限度があるとともに、近年の各
種合金元素の価格高騰により、原料粉末のコストの増加が問題となってきている。
【０００５】
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　一方、焼結部材の気孔を少なくする、もしくは消失させることで焼結部材の強度を向上
させる手法が検討されている。液相焼結法は、焼結時に液相を発生する成分を添加して、
液相で気孔を満たし気孔を消失させる技術であるが、寸法精度を確保することが難しく、
焼結後に機械加工が必要となり、ニアネットシェイプに造形できるという粉末冶金法の利
点が乏しくなる。また、原料粉末を加熱して、加熱された金型で鍛造する粉末鍛造法、あ
るいは粉末冶金法により成形・焼結した素材を熱間で鍛造する焼結鍛造法は、原料粉末も
しくは焼結体を加熱する装置や金型を加熱する装置が必要となり、コストがかかるもので
ある。
【０００６】
　このような状況の中、粉末冶金法により成形・焼結した素材を冷間で鍛造することによ
り高密度化する焼結冷間鍛造法が検討されている（特許文献１，２等）。このような焼結
冷間鍛造法で製造された部材は、溶製鋼による機械部品と同様に、部材硬さ、強さを得る
ために浸炭焼入れが施されることが多い。すなわち、機械部品の硬さを一様に高くすると
、靱性が低下するため、相手部材と摺動したり、繰り返し面圧が作用する表面のみ硬さを
高くして、耐摩耗性や繰り返し面圧に対する疲れ強さを向上させるとともに、内部の硬さ
をある程度に低く抑制することで、機械部品の靱性を両立させる手法として浸炭焼入れが
広く採用されている。
【０００７】
　浸炭焼入れ法では、オーステナイト変態温度よりも１００℃ほど高い温度下で被熱処理
物の基地の炭素濃度よりも高いＣｐ（カーボンポテンシャル：雰囲気ガス中の炭素の濃度
［質量％］）値の浸炭性ガス雰囲気に被熱処理物を曝すことにより、雰囲気ガスから被熱
処理物への炭素の拡散を行い、所望の浸炭層を形成した後、油中等に被熱処理物を投入し
て急速冷却して焼入れし、マルテンサイト、ベイナイトなどの硬質な基地を形成する。こ
の後、靭性の向上などを目的に２００℃前後にて適宜時間焼き戻される。このような汎用
的な焼入れ方法においては、焼入れ時間の延長により、Ｈｖ５５０以上の浸炭硬化層の層
厚を制御することができる。この場合、表層からの硬さは、最表層が最も硬さが高く、内
部に向かって硬さが漸次減少する硬さ分布を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－２５３３７２号公報
【特許文献２】特表２００１－５１３１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記の焼結冷間鍛造法による到達密度は、鍛造圧力に応じて真密度に向かって漸近して
ゆくが、工業生産的な圧力下では残留気孔は１～２体積％程度であり、焼結体表面にあっ
た残留気孔も圧下により体積は減ずるものの、内部とほぼ同じ個数比率で存在する。この
ように焼結体表面に残留する気孔は、深さが鉄粉の平均粒径である７０μｍほどに達する
が、その一方で表面平均粗さは１～２μｍに抑えられているため、気孔の形状は鋭い形状
となっている。このような鋭い形状の気孔を表面に有する冷間鍛造された焼結体を焼入れ
すると、焼入れにより表層は硬化するが、同時に切り欠き感受性が増加する結果、冷間鍛
造された焼結体の表面に残留する鋭い形状の気孔が切り欠き部となって、この切り欠き部
に応力が集中して、曲げ加工性や衝撃値などが低下する。
【００１０】
　このような不都合を回避するために、焼入れ前の素材表面に機械加工を施し、表層に残
留する気孔を除去するか、もしくは、表層を塑性流動させて残留気孔を埋めて消失させる
ことにより無害化すると、鍛造体密度に応じた機械特性を得ることができる。しかしなが
ら、冷間鍛造後に機械加工工程あるいは塑性加工工程が追加されることとなり、製造コス
トが増加することとなる。
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【００１１】
　したがって、本発明は、機械加工工程や塑性加工工程による残留気孔の除去を行わずと
も冷間鍛造された焼結体の表面に残留する気孔の影響を排除し、溶製材と同等の強度を得
ることができ、スタータのピニオンギヤにも適用可能なピニオンギヤ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】
　本発明者等は、焼結後に鍛造した焼結部材の強度を高めるべく鋭意研究を重ねた結果、
上記の機械加工による残留気孔の無害化と同等の効果を、より簡便に発揮する方法として
、鍛造体の浸炭焼入れ条件により得られる方法を見出した。すなわち、残留気孔への応力
の集中は、表面の硬さの影響が大きく、表面硬さを要求仕様の範囲内で低減することがで
きれば、応力の集中を回避でき、表面に気孔が残留していてもその影響が排除できること
を見出した。また、従来の浸炭焼入れ方法では、最表層が最も硬さが高く、内部に向かっ
て硬さが漸次減少する硬さ分布となるが、浸炭工程後に、雰囲気のカーボンポテンシャル
を調整することで、最表層の硬さを低減させることができることを見出した。
【００１３】
　本発明は、上記知見に基づくものであり、本発明のピニオンギヤは、鉄鋼材料製焼結合
金からなり、表層部に他の部分よりも炭素濃度が高い硬化層が形成されるとともに、硬化
層の外側に硬化層よりも炭素濃度が低く硬化層の最高硬さよりも硬さがＨｖ５０以上低い
軟化層が形成され、軟化層が表面となっており、表面から内部にかけて連続して変化する
硬さ分布を有し、軟化層の表面の硬さがＨｖ７３０以下であり、硬化層において表面から
１５０～３００μｍの範囲で硬さが最大となるとともに、その最大硬さがＨｖ６００以上
であることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明のピニオンギヤの製造方法は、鉄鋼材料製焼結合金を構成する原料粉末を
混合する混合工程と、前記原料粉末を圧縮して圧粉体とする成形工程と、前記圧粉体を焼
結して焼結体とする焼結工程と、前記焼結体を鍛造して鍛造体とする鍛造工程と、前記鍛
造体を雰囲気中の炭素量が０．７～１．２質量％の浸炭性ガス雰囲気中で、８５０～９５
０℃に加熱する浸炭工程と、前記浸炭工程の後に雰囲気中の炭素量が０．３～０．６質量
％のガス雰囲気中で、８００～９５０℃に加熱する脱炭工程と、前記脱炭工程の後に急冷
する焼入れ工程と、前記焼入れ工程の後に、１５０～２８０℃に加熱して常温まで冷却す
る焼戻し工程と、を備えることにより、表面の硬さをＨｖ７３０以下とし、表面から１５
０～３００μｍの範囲で硬さを最大とするとともに、その最大硬さをＨｖ６００以上とす
ることを特徴とする。なお、焼入れ工程における急冷方法としては、加熱した鍛造体を水
中や油中に投入する方法や、風や水ミストを鍛造体に吹き付ける方法など種々の方法を採
用することができるが、鍛造体を油中に投入する方法が好適である。また、鍛造工程は冷
間で行うことが望ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の焼結部材によれば、表面の硬さが抑えられているので、鍛造後の表層に残留し
ている気孔の弊害を消失させ、溶製材と同等の強度を得ることができ、スタータのピニオ
ンギヤにも適用可能である。また、本発明の焼結部材の製造方法では、表面の硬さが抑え
られるので、機械加工工程や塑性加工工程の追加なしに溶製材と同等の強度を得ることが
でき、産業上有益なものである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態で製造するギヤの一例を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態における硬さ分布の測定箇所を説明する図である。
【図３】冷間鍛造および浸炭焼入れされた従来の焼結歯車の硬さ分布を示す図である。
【図４】冷間鍛造および浸炭焼入れされた本発明の焼結歯車の硬さ分布を示す図である。
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【図５】実施例における、脱炭工程の雰囲気中の炭素量を変化させたときの表面からの硬
さ分布の変化を示すグラフである。
【図６】実施例における、脱炭工程の加熱温度を変化させたときの表面からの硬さ分布の
変化を示すグラフである。
【図７】実施例における、浸炭工程の雰囲気中の炭素量を変化させたときの表面からの硬
さ分布の変化を示すグラフである。
【図８】実施例における、浸炭工程の加熱温度を変化させたときの表面からの硬さ分布の
変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態における冷間鍛造焼結部材について、図１に示す平歯車Ｇへの適用を
例として以下に説明する。図１に示す平歯車Ｇは、円板状をなす平歯車本体１０の外周に
、半径方向へ突出する複数の歯部１１を等間隔に形成するとともに、平歯車本体１０の中
央部に取付孔１２を形成したものである。この平歯車Ｇは、原料粉末を圧縮して得られた
圧粉体を焼結した後、冷間鍛造を行い、さらに従来の条件で浸炭焼入れおよび焼戻しされ
たものである。この平歯車Ｇを、図２（ａ）に示すように、平歯車Ｇの取付孔１２に鉛直
な平面Ａで切断したときの平歯車Ｇの断面を図２（ｂ）に示す。
【００１８】
　従来の浸炭焼入れにおいては、冷間鍛造された焼結歯車を、雰囲気ガス中の炭素の濃度
が０．７～１．２質量％の浸炭性ガス雰囲気中で、８５０～９５０℃に加熱保持する浸炭
工程の後、油中等に投入して急速に冷却する焼入れ工程により焼入れされる。このように
して得られた従来の冷間鍛造焼結歯車の場合、雰囲気ガスからオーステナイト化した表面
に炭素が供給されるとともに、炭素が内部に拡散して、図２（ｂ）のＢ部に示す歯部の硬
さ分布は図３のようになる。すなわち、冷間鍛造焼結歯車の歯部の表面Ｓから歯部の内部
Ｏにかけての硬さ分布は、図３（ｂ）に示すように、冷間鍛造焼結部材は、表面Ｓから内
部Ｏにかけて連続して変化する硬さ分布を有し、表面Ｓから深さ（表面からの距離）Ｃの
範囲に内部よりも硬さが高い浸炭硬化層（Ｓ－Ｃ）が形成される。この浸炭硬化層におい
ては、表面Ｓは雰囲気ガス中の炭素濃度に等しい炭素量となり硬さが最も高く、表面Ｓか
ら深さＣまで内部に向かって炭素の拡散量が漸次減少するため、硬さが漸次減少する硬さ
分布を示す。
【００１９】
　一方、本発明の実施形態における冷間鍛造焼結部材を上記の平歯車Ｇに適用した場合の
、図２（ｂ）のＢ部に示す歯部の硬さ分布の一例を図４に示す。図４（ｂ）の表面からの
硬さ分布の図において、実線が本発明の冷間鍛造焼結部材の硬さ分布の一例であり、破線
が図３（ｂ）に示す従来の冷間鍛造焼結部材の硬さ分布の一例である。本発明の冷間鍛造
焼結部材（実線）においては、歯部の表面Ｓから深さ（表面からの距離）Ｄの範囲に軟化
層（Ｓ－Ｄ）が形成され、この軟化層の内側に浸炭硬化層（Ｄ－Ｃ）が形成される。この
軟化層（Ｓ－Ｄ）から浸炭硬化層（Ｄ－Ｃ）を経て内部Ｏにかけての硬さ分布は、表面か
ら内部にかけて連続して変化するとともに、深さ（表面からの距離）Ｈのところで浸炭硬
化層の硬さが最大であり、表面Ｓの硬さが深さ（表面からの距離）Ｈの硬さより低い値を
示す。本発明の冷間鍛造焼結部材においては、このように表面に軟化層（Ｓ－Ｄ）を設け
ることにより、表面に切り欠きとして作用する残留気孔の切り欠き感受性を低減して残留
気孔への応力の集中を抑制する。なお、実施形態の冷間鍛造焼結部材における軟化層は、
上記のように表層と内部で浸炭量を制御したものであり、異常酸化相等のように製品に悪
影響を与えるものではない。
【００２０】
　ここで、冷間鍛造焼結部材の表面Ｓの硬さは、上記の切り欠き感受性低減のため、Ｈｖ
７３０以下とする。なお、冷間鍛造焼結部材の表面Ｓの硬さの下限は特に限定しないが、
下限は、冷間鍛造焼結部材の材質により異なり、その材質のＣを含まない生材（未熱処理
体）の硬さとなる。ただし、あまりに表面Ｓの硬さを低減すると、歯車等の相手部材と当
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接、摺動する用途に適用した際に、耐摩耗性が低くなり摩耗が進行し易くなる。このため
このような用途への適用の場合は、冷間鍛造焼結部材の表面Ｓの硬さをＨｖ５００以上と
することが好ましく、Ｈｖ６００以上とすることがさらに好ましい。
【００２１】
　軟化層は冷間鍛造焼結部材の表面のみならず、表面に残留し開口する気孔の表面にも形
成されるため、必ずしも残留気孔の深さを越えて形成する必要はないが、軟化層の深さＤ
を残留気孔の深さより大きくすると、軟化層による切り欠き感受性低減の効果を確実に得
ることができる。この場合、表面の残留気孔の深さは７０μｍほどに達するため、軟化層
の深さＤは１００μｍ以上とすることが好ましい。なお、軟化層の深さＤは表面からＨｖ
７３０以下となる範囲の深さである。
【００２２】
　さらに、歯車等の繰り返し面圧が作用する場合、応力（ヘルツ応力）は表面から１５０
～３００μｍの深さのところで最大となるため、繰り返し面圧に対する疲れ強さを向上さ
せるためには、この範囲、すなわち表面から１５０～３００μｍの範囲で硬さが最大とな
るとともに、その硬さはＨｖ６００以上とする。
【００２３】
　上記の硬さ分布を有する冷間鍛造焼結部材は、上記の浸炭工程と焼入れ工程の間に脱炭
工程を設けることで簡便に得ることができる。すなわち、上記の浸炭工程において、被熱
処理物となる冷間鍛造焼結部材は、オーステナイト変態温度以上に加熱されるとともに、
雰囲気中の炭素量が０．７～１．２質量％の浸炭性ガス雰囲気に曝されて浸炭され、冷間
鍛造焼結部材の表面は雰囲気ガス中の炭素量に応じた炭素量（０．７～１．２質量％）と
なっている。ここで、雰囲気ガスの炭素量を低下させて適宜時間保持すると、表層に濃化
していた炭素が部材内部に拡散浸入するとともに、表面からは基地に固溶する炭素が雰囲
気ガス中に放出されて脱炭するため、表面に上記の軟化層を形成するとともに、硬化層深
さはより深くなる。この効果により、切欠き部の硬さが低下するため、切欠き部への応力
集中が解消され、冷間鍛造焼結部材の密度に応じた製品強度を得ることができる。
【００２４】
　上記の脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量は、０．６質量％より高いと表面から放出
（脱炭）される炭素量が乏しくなって、表面の硬さをＨｖ７３０以下とすることが難しい
。一方、脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量が０．３質量％より少ないと、表面から放
出（脱炭）される炭素量が過多となって、表面から１５０～３００μｍの範囲の硬さがＨ
ｖ６００を下回るようになる。このため脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量は０．３～
０．６質量％とする。
【００２５】
　炭素の拡散および脱炭は、温度が高くなるほど進行し易いため、８００℃を下回ると、
脱炭が促進されず、冷間鍛造焼結部材を所望の硬さにするため非常に時間がかかるか所望
の硬さが得られなくなる。一方、９５０℃を超えると、脱炭が過度に進行し内部硬さまで
低下し易くなる。このため、脱炭工程は８００～９５０℃で行う。
【００２６】
　上記の脱炭工程に先立つ浸炭工程は、従来と同様に行えばよく、雰囲気ガスの炭素量は
、上記のように０．７～１．２質量％とする。すなわち、雰囲気ガスの炭素量が０．７質
量％より乏しいと浸炭量が乏しくなって、耐摩耗性や強度の向上が果たせず、一方、１．
２質量％を越えると浸炭量が過多となって、基地中に脆いセメンタイトが析出し易くなる
からである。
【００２７】
　また、浸炭工程における加熱温度は、８５０℃を下回ると、雰囲気ガスから冷間鍛造焼
結部材への炭素の拡散が乏しくなるとともに、９５０℃を超えると雰囲気ガスから冷間鍛
造焼結部材への炭素の拡散が過多となって、冷間鍛造焼結部材の内部まで炭素が拡散して
しまい、冷間鍛造焼結部材の靱性を損なうこととなる。このため、浸炭工程における加熱
温度は、８５０～９５０℃とする。
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【００２８】
　上記のようにして、被熱処理物である冷間鍛造焼結部材の炭素分布を制御した後、冷間
鍛造焼結部材は、油中等に投入されることにより急速冷却されて焼入れ処理される。この
とき、冷間鍛造焼結部材の炭素濃度の高い部分は過飽和の炭素が強制的に固溶される結果
、硬さが硬くなるとともに、内部および表面の脱炭層においては炭素濃度がそれより低い
ことから、低い硬さとなって、上記の硬さ分布を有する冷間鍛造焼結部材が得られる。
【００２９】
　焼入れ処理された冷間鍛造焼結部材は、炭素濃度の高い箇所で歪みが過度に蓄積され硬
くかつ脆い金属組織となっている。このため、従来から行われているように、焼入れ処理
された冷間鍛造焼結部材に対して、再度、１５０～２８０℃の範囲に加熱して常温まで冷
却する焼戻し工程を行う。このような焼戻し工程を焼入れ工程の後に行うことで、焼入れ
処理により変態したマルテンサイトから過飽和の炭素がε炭化物（Ｆｅ２Ｃ）として析出
して低炭素マルテンサイトになることにより、冷間鍛造焼結部材の硬さを低下させること
なく焼入れ処理によって生じた歪みを除去することができる。このとき、焼戻しの加熱温
度は１５０℃に満たないと歪みの除去が不完全となり、２８０℃を超えると低炭素マルテ
ンサイトがフェライトと二次元的セメンタイトに分解し易くなり、硬さの低下が生じる。
【００３０】
　上記の脱炭工程は、被熱処理物を浸炭工程のための加熱温度を維持したまま、雰囲気ガ
スの炭素量のみを制御して浸炭工程と脱炭工程を連続して行った後、焼入れ工程を行って
もよい。また、浸炭工程における加熱温度を、例えば９００～９５０℃の温度範囲として
、被熱処理物への浸炭を促進するとともに、脱炭工程における加熱温度を８００～８７０
℃の温度範囲として、脱炭を精密に制御することが好ましい。このように浸炭工程および
脱炭工程を行うことにより、冷間鍛造焼結部材の炭素分布を所望の状態に制御することが
容易となり、焼入れ処理後の冷間鍛造焼結部材の硬さ分布を所望の状態に制御することが
容易となる。また、この例の場合、８００～８７０℃の温度範囲からの焼入れ処理となり
、９００～９５０℃の温度範囲からの焼入れ処理に比して被熱処理物に蓄積される歪み量
を小さくできるとともに、この歪みに起因する寸法バラツキを小さく抑制することができ
るという効果も得られる。
【００３１】
　上記の例は、被熱処理物を熱処理炉内で加熱するにあたり、熱処理の途中で雰囲気ガス
の炭素量を変更したり、熱処理温度を変更して調整する例であるが、加熱途中での雰囲気
ガスの炭素量の変更や加熱温度の変更が難しい熱処理炉の場合、あるいは生産ライン上こ
れらの変更を行いたくない場合には、浸炭工程のみ行った後、一旦冷却し、浸炭処理され
た冷間鍛造焼結部材を再度加熱して脱炭処理を行ってもよい。このとき、浸炭工程の後に
焼入れ処理を行っても、次いで行う脱炭工程で被熱処理物は再度オーステナイト変態温度
以上に加熱されるため差し支えない。なおこの場合、脱炭工程の後は、再度焼入れ工程処
理される。このようにして熱処理炉を分けて浸炭工程と脱炭工程とを行う場合、脱炭工程
を行わない他の一般の焼結部材と混在させて浸炭工程を行うことができるという利点があ
る。この場合、冷間鍛造焼結部材のみ脱炭工程を行えばよく、製造現場の事情に併せて工
程を設定することができる。
【００３２】
　素材となる焼結体の材料は、従来から用いられている各種機械構造部材用の鉄系焼結材
料を用いることができる。例えば、日本工業規格（ＪＩＳ）のＺ２５５０に規定されてい
るＳＭＦ２種（鉄－銅系）、ＳＭＦ３種（鉄－炭素系）、ＳＭＦ４種（鉄－銅-炭素系）
、ＳＭＦ５種（鉄－ニッケル－銅－炭素系）、ＳＭＦ６種（鉄－銅－炭素系）、ＳＭＦ７
種（鉄－ニッケル系）、ＳＭＦ８種（鉄－ニッケル－炭素系）等のほか、アメリカ鉄鋼協
会規格（ＡＩＳＩ）の４１００種（鉄－クロム－マンガン系）や４６００種（鉄－ニッケ
ル－モリブデン系）等が挙げられる。
【００３３】
　また、これらの鉄系焼結材料においては、鍛造時に変形を起こして緻密化し易くするた
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め、Ｃ含有量を０．６質量％以下に抑えることが好ましい。この場合に、製品として０．
６質量％を超えるＣ含有量が求められる場合、鍛造後に浸炭雰囲気で熱処理を行い、不足
するＣ量を補うことが好ましい。あるいは、鍛造前に球状化焼鈍等を施し、焼結材料の基
地を塑性変形し易くしておくこともできる。
【００３４】
　本発明で使用する原料粉末としては、上記鉄系焼結材料が得られるよう、鉄粉末、各種
合金元素の単味粉末、黒鉛粉末等を混合した原料粉末や、各種合金元素を合金化した鉄合
金粉末、あるいはこれに各種合金元素の単味粉末、黒鉛粉末等を混合した原料粉末等を用
いることができる。その一例として、焼結材料として上記アメリカ鉄鋼協会規格（ＡＩＳ
Ｉ）の４６００種の材料を用いる場合に、例えば、質量％で、Ｎｉ：０．４～１．０％、
Ｍｏ：０．２～１．０％、Ｍｎ：０．１～０．５％、残部：鉄および不可避不純物からな
る鉄合金粉末に、０．２～０．６％の黒鉛粉を混合したものを用いることができる。また
、焼結材料として上記アメリカ鉄鋼協会規格（ＡＩＳＩ）の４１００種の材料を用いる場
合に、例えば、Ｃｒ：０．４～１．０％、Ｍｏ：０．２～１．０％、Ｍｎ：０．１～０．
８％、残部：鉄および不可避不純物からなる鉄合金粉末に、０．２～０．６％の黒鉛粉を
混合したものを用いることができる。
【００３５】
　成形工程は、上記の原料粉末を圧縮して圧粉体とする工程であり、通常の押型法による
成形工程と同じである。すなわち、通常の押型法で用いられる金型の型孔に原料粉末を充
填し、充填された原料粉末を上下パンチで圧縮し、圧縮された圧粉体を型孔から抜き出す
ことにより行われ、図１に示す平歯車Ｇよりも直径方向の寸法が小さく、かつ、厚さが厚
い圧粉体を成形する。圧粉体の密度は、全体として７．０Ｍｇ／ｍ３以上とする。
【００３６】
　焼結工程は、従来の粉末冶金法における一般的な焼結条件で行うことができるが、焼結
工程において酸化が生じると、素材となる焼結体が硬くなり塑性変形し難くなるため、焼
結雰囲気は、窒素ガス、窒素水素混合ガス等の通常の非酸化性ガス雰囲気あるいは真空雰
囲気とすることが好ましい。焼結温度は１０００～１２５０℃程度とすることができる。
【００３７】
　鍛造工程は、焼結工程により得られた焼結体を素材として、これを好ましくは冷間で鍛
造する工程であり、図１に示す平歯車Ｇの形状と等しい型孔を有する冷間鍛造金型を用意
し、冷間鍛造金型の型孔もしくは焼結体の表面に例えばステアリン酸亜鉛等の潤滑剤を塗
布しておき、次いで焼結体を冷間鍛造金型の型孔に挿入し、この焼結体を、例えば、上下
方向からパンチで１５００～２５００ＭＰａの圧力で加圧圧縮することにより行われる。
次いで、鍛造体が型孔から抜き出されて冷間鍛造焼結部材が得られる。鍛造工程における
圧縮率（圧縮厚さ／元の厚さ）は８．１～９．３％とされる。また、鍛造後の冷間鍛造焼
結部材の密度は７．７Ｍｇ／ｍ３以上、密度比は９７．８％以上とされる。なお、本発明
においては、鍛造は焼結体の加熱を必要としない冷間鍛造が望ましいが、熱間鍛造や温間
鍛造を排除するものではない。
【００３８】
　上記の原料粉末を混合する混合工程、成形工程、焼結工程および鍛造工程を経て得られ
た冷間鍛造焼結部材を被熱処理物として、上記の浸炭工程および脱炭工程を行い、上記の
焼き戻し工程を行うことで、上記の硬さ分布を有する冷間鍛造焼結部材を得ることができ
る。この製造方法においては、冷間鍛造焼結部材に機械加工工程や塑性加工工程による残
留気孔の除去を行わず、冷間鍛造焼結部材の表面に気孔が残留している状態で気孔が切り
欠きとして作用することを抑制するため、冷間鍛造後の機械加工工程や塑性加工工程が不
要であり、安価に溶製材と同等の高い強度を有する冷間鍛造焼結部材を製造することがで
きる。
【００３９】
　なお、上記の製造方法は、浸炭工程におけるガス雰囲気中の炭素量に対して、脱炭工程
におけるガス雰囲気中の炭素量を低減することで鍛造焼結部材の表面に軟化層を形成する
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面から鍛造焼結部材の内部に亘って固溶するＣを還元し、脱炭させて軟化層を形成しても
よい。この場合、酸素量が多い雰囲気ガスとして、露点の低いガスを用いてもよく、また
、大気雰囲気や水蒸気雰囲気を用いてもよい。
【実施例】
【００４０】
　以下、具体的な実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
【００４１】
　Ｎｉ：０．５質量％、Ｍｏ：０．５質量％、Ｍｎ：０．２質量％、残部：Ｆｅおよび不
可避不純物からなる鉄系合金粉末（平均粒径：７０μｍ）に、０．３質量％の黒鉛粉末を
添加するとともに、鉄系合金粉末と黒鉛粉末の合計を１００質量部として、さらに０．８
質量部のステアリン酸亜鉛粉末を添加し、これらを混合して原料粉末を調整した。
【００４２】
　上記原料粉末を所定量秤量して金型に充填し、７００ＭＰａの圧力で成形した。成形し
た圧粉体の密度は７．０Ｍｇ／ｍ３、密度比は９０％であった。
【００４３】
　雰囲気をＨ２：５体積％、Ｎ２：９５体積％とした焼結炉に上記圧粉体を入れ、１１２
０℃で２０分保持した後、焼結炉から取り出して冷却した。得られた焼結体の密度は７．
０Ｍｇ／ｍ３、密度比は９０％であった。
【００４４】
　上記焼結体を鍛造用金型に装入した。焼結体と金型およびコアロッドとのクリアランス
は０．１ｍｍに設定した。また、加圧力は１８００ＭＰａ、圧縮率（圧縮厚さ／元の厚さ
）は１０％とした。鍛造で得られた歯車の密度は７．７Ｍｇ／ｍ３、密度比は９７．８％
であった。
【００４５】
　鍛造により得られた歯車を浸炭性ガス雰囲気の加熱炉に入れて表１に示す加熱温度およ
び雰囲気中の炭素量として１３０分保持して浸炭工程を行い、次いで、表１に示す加熱温
度および雰囲気中の炭素量として９０分間保持して脱炭工程を行った後、油中に投入して
急冷し焼入れ工程を行った。なお、雰囲気中の炭素量は、キャリアとなる窒素ガスに添加
する浸炭性ガス（プロパン）の割合を変化させることで行った。その後、１８０℃で９０
分間保持する焼戻し工程を行い試料番号０１～０６および０９～２２の試料を得た。また
、従来例として、表１に示す条件の浸炭工程を行った後、上記条件の焼入れ工程と焼き戻
し工程を行って、脱炭工程を行わない試料番号０７の試料を得た。さらに、他の従来例と
して、溶製鋼から上記と同じ寸法の歯車を切削加工にて作製し、表１に示す条件の浸炭工
程を行った後、上記条件の焼入れ工程と焼き戻し工程を行って、脱炭工程を行わない試料
番号０８の試料を得た。なお、表１中の「Ｃｐ値」の項目は、浸炭工程および脱炭工程に
おける雰囲気中の炭素量である。
【００４６】
　得られた試料０１～２２の試料について、図２に示すように、取付孔に鉛直な平面Ａで
切断した断面の歯部について、表面から内部にかけての硬さをヴィッカース硬さ試験機（
荷重：１００ｇ）で測定した。この結果を表１および図５～８に示す。なお、表面から０
μｍの箇所は、歯部表面の硬さを測定した値である。
【００４７】
　また、歯部３枚を跨いで荷重を付加し、跨ぎ圧壊したときの荷重を測定した。この結果
についても、表１に併せて示す。なお、スタータのピニオンギヤへの適用を考慮すると、
圧壊荷重は３．４ｔｆ以上が必要であることから、この値を合否の判断基準とした。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
［脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量の影響］
　表１の試料番号０１～０７の試料の結果および図５より、脱炭工程における雰囲気ガス
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の炭素量（Ｃｐ値）の影響を調べた。
【００５０】
　従来例である脱炭工程を行わない試料番号０７では、表面の硬さ（表面からの距離＝０
μｍ）が最も高くＨｖ８２０となっており、表面から内部にかけて硬さが低下する硬さ分
布を示しており、このような硬さ分布を示す試料番号０７の試料の跨ぎ圧壊荷重は２．９
ｔｆと低い値となっている。
【００５１】
　一方、脱炭工程を行った試料番号０１～０６の試料においては、表面の硬さ（表面から
の距離＝０μｍ）が、脱炭工程を行わない試料番号０７の表面の硬さより小さい値となっ
ており、脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量（Ｃｐ値）が低い試料ほど、表面の硬さが
低下している。これらの試料のうち、脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量が０．３～０
．６質量％である試料番号０２～０５の試料は、試料表面の硬さがＨｖ７３０以下となっ
ており、跨ぎ圧壊荷重が３．８～４．２ｔｆと高い跨ぎ圧壊荷重を示している。この跨ぎ
圧壊荷重は、溶製鋼である試料番号０８の跨ぎ圧壊荷重に比して遜色ない値となっている
。これは脱炭工程により表面の硬さを低減したことにより、表面に残留する気孔の切り欠
き感受性を低減した結果によるものと考えられる。また、図５に示すように、これら試料
番号０２～０５の試料において、表面から１５０～３００μｍの範囲で硬さが最大となっ
ており、かつ硬さの最大値はＨｖ６００以上である。したがって、繰り返し面圧が作用す
る歯車の歯部等に適用しても、充分な繰り返し面圧疲れ強さを有するものと考えられる。
【００５２】
　しかしながら、脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量が０．３質量％を下回る試料番号
０１の試料では試料表面からの脱炭が著しく、硬さの最大値がＨｖ５５０と低下し、跨ぎ
圧壊荷重も３．２ｔｆと低い値となっている。これは、脱炭により表面の硬さが低下して
表面に残留する気孔の切り欠き感受性を低減する効果に対して、強度向上に必要な炭素ま
で過度に脱炭された影響が大きくなって、跨ぎ圧壊荷重があまり向上しなかったものと考
えられる。
【００５３】
　また、脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量が０．６質量％を超える試料番号０６の試
料では、試料表面からの脱炭が僅かで、表面の硬さがＨｖ７８０となっており、跨ぎ圧壊
荷重は３．１ｔｆと脱炭工程による跨ぎ荷重改善の効果が乏しい。これは、脱炭による表
面に残留する気孔の切り欠き感受性低減の効果が乏しいためと考えられる。
【００５４】
　以上より、表面の硬さをＨｖ７３０以下として、表面に残留する気孔の切り欠き感受性
を低減することにより、冷間鍛造焼結部材の強度を向上させることができることが確認さ
れた。また、脱炭工程を追加するとともに、脱炭工程における雰囲気ガスの炭素量を０．
３～０．６質量％の範囲とすることで上記の表面硬さを有する冷間鍛造焼結部材を得るこ
とができることが確認された。
【００５５】
［脱炭工程の加熱温度の影響］
　表１の試料番号０４および０９～１３の試料の結果および図６より、脱炭工程の加熱温
度の影響を調べた。
【００５６】
　脱炭工程の加熱温度が８００℃に満たない試料番号０９の試料では、試料表面からの脱
炭が僅かで、表面の硬さがＨｖ７７０となっており、跨ぎ圧壊荷重は３．２ｔｆと脱炭工
程による跨ぎ荷重改善の効果が乏しい。これは、脱炭による表面に残留する気孔の切り欠
き感受性低減の効果が乏しいためと考えられる。
【００５７】
　一方、脱炭工程の加熱温度が８００℃の試料番号１０の試料では、試料表面からの脱炭
が促進され、表面の硬さがＨｖ７００まで低下するとともに、跨ぎ圧壊荷重も３．８ｔｆ
と大きく向上している。また、脱炭工程の加熱温度が８６０℃以上の試料番号０４，１１



(12) JP 5959263 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

～１３の試料においては、脱炭が促進され、Ｈｖ５５０～６００程度の硬さとなって、跨
ぎ圧壊荷重が４．０～４．２ｔｆと溶製鋼である試料番号０８の跨ぎ圧壊荷重と同等の高
い値となっている。
【００５８】
　なお、図６に示すように、脱炭工程の加熱温度が８６０℃までの試料番号においては、
加熱温度の上昇にともない、表面の硬さが急激に低下するが、加熱温度が８６０℃を超え
ると表面の硬さの低下割合が小さくなっている。これは、加熱温度が上昇するに従い脱炭
が促進されるが、雰囲気ガスのＣｐ値が０．５％であるため、試料表面の炭素濃度が０．
５質量％以下とはならず、０．５質量％程度で平衡状態となるためである。
【００５９】
　しかしながら、加熱温度が９５０℃を超える試料番号１３の試料では、最大硬さがＨｖ
５８０と低くなっており、繰り返し面圧が作用する用途に適用した場合、繰り返し面圧に
対する疲れ強さの低下が懸念される。
【００６０】
　一方、加熱温度が８００～９５０℃の試料番号０４，１０～１２の試料では、表面から
１５０～３００μｍの範囲で硬さが最大となっており、かつ硬さの最大値はＨｖ６００以
上である。したがって、繰り返し面圧が作用する用途に適用しても、充分な繰り返し面圧
に対する疲れ強さを有するものと考えられる。
【００６１】
　以上より、脱炭工程における加熱温度を８００～９５０℃の範囲とすることで、表面の
硬さをＨｖ７３０以下の範囲内とするとともに、表面から１５０～３００μｍの範囲の硬
さが最大でありかつＨｖ６００以上とすることができることが確認された。
【００６２】
［浸炭工程における雰囲気ガスの炭素量の影響］
　表１の試料番号０４および１４～１８の試料の結果および図７より、浸炭工程の炭素量
（Ｃｐ値）の影響を調べた。
【００６３】
　浸炭工程における雰囲気ガスの炭素量が０．６質量％の試料番号１４では、浸炭量が乏
しいため表面から１５０～３００μｍの範囲の最大硬さがＨｖ５７０と低くなっており、
跨ぎ圧壊加重が３．２ｔｆと低い値となっている。
【００６４】
　一方、浸炭工程における雰囲気ガスの炭素量が０．７質量％以上の試料番号０４，１５
～１８では、図７に示すように、雰囲気ガスの炭素量の増加にともない浸炭量が増加して
、表面～内部ともに、硬さが増加する傾向を示している。これらの試料のうち、雰囲気ガ
スの炭素量が０．７～１．２質量％の試料番号０４，１５～１７の試料では、表面から１
５０～３００μｍの範囲の最大硬さがＨｖ６４０～８７０と高い値となっており、跨ぎ圧
壊荷重が３．８～４．２ｔｆと溶製鋼である試料番号０８の跨ぎ圧壊荷重と同等の高い値
となっている。
【００６５】
　しかしながら、浸炭工程における雰囲気ガスの炭素量が１．２質量％を超える試料番号
１８の試料では、浸炭量が過多となり、後の脱炭工程において充分な脱炭が行われず、表
面の硬さがＨｖ７８０となって、表面に残留する気孔の切り欠き感受性を充分に低減する
ことができない結果、跨ぎ圧壊加重が３．３ｔｆと低い値となっている。
【００６６】
　以上より、浸炭工程における雰囲気ガスの炭素量を０．７～１．２質量％の範囲とする
ことで、溶製鋼と同等の高い跨ぎ加重を得ることができることが確認された。
【００６７】
［浸炭工程における加熱温度の影響］
　表１の試料番号０４および１９～２３の試料の結果および図８より、浸炭工程の加熱温
度の影響を調べた。
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【００６８】
　浸炭工程の加熱温度が８５０℃に満たない試料番号１９の試料では、浸炭量が乏しく、
表面から１５０～３００μｍの範囲の最大硬さがＨｖ５９０と低くなっており、跨ぎ圧壊
加重が３．２ｔｆと低い値となっている。
【００６９】
　一方、浸炭工程における加熱温度が８５０℃以上の試料番号０４，２０～２３では、図
８に示すように、加熱温度の増加に伴い浸炭量が増加して、表面～内部ともに、硬さが増
加する傾向を示している。また、これらの試料は、表面の硬さがＨｖ５８０～６２０とな
っており、跨ぎ圧壊荷重が３．９～５．１ｔｆと溶製鋼である試料番号０８の跨ぎ圧壊荷
重と同等もしくはそれ以上の高い値となっている。
【００７０】
　しかしながら、浸炭工程における加熱温度が９５０℃を超える試料番号２３の試料では
、内部まで浸炭されて内部の硬さも高いことから、靱性の低下が懸念される。このため、
衝撃が加わる用途には不向きであると考えられる。
【００７１】
　以上より、浸炭工程における加熱温度を８５０～９５０℃の範囲とすることで、溶製鋼
と同等もしくはそれ以上の高い跨ぎ加重を得ることができることが確認された。またこの
範囲のものは内部まで浸炭されてはおらず、靱性も高いものと考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、焼結部材に溶製材と同等の強度を付与することができるので、ギヤやスプロ
ケットなどのように相手部材から大きな応力を受ける焼結部材に適用することができると
ともに、スタータのピニオンギヤにも適用することができる。
　

【図１】 【図２】
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