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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．４０～０．５５％、Ｓｉ：０．１５～０．５０％、Ｍｎ：０．６０
～２．００％、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．００５～０．０６０％、Ｃｒ：０．０５
～０．５０％、Ｍｏ：０．３５％以下、Ｂ：０．０００５～０．００８０％、Ｔｉ：０．
０１０～０．０３５％、Ｎ≦０．０１００％を含有し、残部Ｆｅおよび不可避的不純物か
らなる成分組成と、初析フェライト体積率が１５％未満のパーライト主体のミクロ組織を
備え、
　前記成分組成が、更に、下記（１）および（２）式を満足する事を特徴とする高周波焼
入れ用鋼。
０．８０≦Ｃ＋Ｓｉ／７＋Ｍｎ／５＋Ｃｒ／９＋Ｍｏ／２＋Ｖ／２≦１．００　・・・（
１）
１．１１≦０．３６×Ｃ＋０．１８×Ｓｉ＋０．２７×Ｍｎ＋０．３０×Ｃｒ＋０．４３
×Ｍｏ＋１３５×Ｂ＋０．２４≦１．３１　・・・（２）
これらの式において各元素は含有量（質量％）を示し、含有しない元素は０とする。
【請求項２】
　成分組成に、更に、質量％で、Ｖ：０．００５～０．４％、Ｎｂ：０．０１～０．１０
％の１種以上を含むことを特徴とする請求項１記載の高周波焼入れ用鋼。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の高周波焼入れ用鋼を素材とし、圧延、鍛造若しくは機械加工ま
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たはそれらの組み合わせにより軸部を有する部品形状とした後、前記軸部を高周波焼入れ
・焼戻しにより有効硬化層深さ／半径の比が０．４～０．６、焼入れ部の結晶粒度は粒度
７．０以上とした、静捩り破壊強度および捩り疲労強度に優れた高周波焼入れ部品。
【請求項４】
　更に、高周波焼入れ・焼戻しをした後の硬さ分布が、下記（３）式を満足することを特
徴とする請求項３に記載の静捩り破壊強度および捩り疲労強度に優れた高周波焼入れ部品
。

 
【請求項５】
　高周波焼入れ・焼戻しを施した部分に、更に、ショットピーニングを行うことを特徴と
する、請求項４に記載の静捩り破壊強度および捩り疲労強度に優れた高周波焼入れ部品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は高周波焼入れ用鋼および高周波焼入れ部品に関し、特に３０ＫＨｚ以下の周波
数で高周波焼入れされる自動車および各種産業機器で使用されるシャフト等の軸状部品の
素材として好適な鋼および該鋼を素材とする高周波焼入れ部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車や産業機械で、高周波焼入れ・焼戻しを施して製造される部品のうち、静捩り破
壊を起こしたり、捩り疲労破壊したりするものは、軸部を有する部品がほとんどである。
【０００３】
　例えば、ドライブシャフト，アクスルシャフト，ステアリングシャフト，クランクシャ
フト等のシャフト部品や、モーターのシャフトや変速ギヤ用のシャフト等も相当する。
【０００４】
　近年、製品のコンパクト化に対応するため、部品類を高強度化してサイズを小さくする
方法が取られており、これらの高周波焼入れ部品においても同様である。そのため、色々
な手法で高強度化する対策が取られている。
【０００５】
　特許文献１は捩り疲労特性に優れた高周波焼入れ用鋼ならびに高周波焼入れ部品に関し
、破壊の起点になると予想されるＭｎＳの形状を制御し、さらに高周波焼入れのムラの原
因となるフェライトの面積率と粒径を規定している。
【０００６】
　特許文献２は高周波焼入れ部品に関し、衝撃曲げ特性および耐衝撃ねじり特性を向上さ
せるため、高周波焼入れによる硬化深さを特定範囲に規定し、高周波焼入れ部組織をマル
テンサイト率が９０％以上の均一なマルテンサイト組織に規定することが記載されている
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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－０６９５６６号公報
【特許文献２】特開平１０－３６９３７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記載の高周波焼入れ用鋼は、ＭｎＳの形状を変えるために希
土類金属であるＣａ，Ｚｒ，Ｍｇ、Ｙのいずれかを添加しなければならず経済性と製造性
が悪い。また、フェライト量は鋼中の炭素含有量と組織形成時の冷却速度が密接に関係し
てくるために、化学成分ごとに精密なコントロールが必要である。
【０００９】
　さらにフェライト粒微細化においてはフェライト核生成サイトの増大と均一分散が必要
で、鍛造と圧延方法および微細析出物の析出状態をコントロールすることが必要であるが
最適条件の選定は容易でない。
【００１０】
　特許文献２記載の高周波焼入れ部品は、高周波焼入れした領域の板厚方向や径方向の深
さと高周波焼入れして得られる組織とを所定のものとするため、部品形状に応じた高周波
焼入条件を成分組成との関係において選定しなければならず、経済性と作業効率が低下す
る。
【００１１】
　そこで、本発明は、高周波焼入れ用鋼および前記鋼を素材とする静捩り破壊強度および
捩り疲労強度に優れる部品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、上記課題を解決するために、鋭意研究を行い、以下の知見を得た。
１．高周波焼入後に得られる、内部硬さと硬化層深さ、焼入れ部の結晶粒径を規定し、硬
度分布を最適化することで、静捩り破壊強度と捩り疲労強度を向上させることが可能であ
る。
２．高周波焼入れ前の鋼素材の組織をパーライト主体とすると、高周波焼入れによる硬化
層の深さが安定し、且つ、高周波焼入れ・焼戻し後の硬さのバラツキを抑えることが可能
となる。
【００１３】
　本発明は以上の知見を基に更に検討を加えてなされたもので、すなわち、本発明は、１
．質量％で、Ｃ：０．４０～０．５５％、Ｓｉ：０．０５～０．５０％、Ｍｎ：０．６０
～２．００％、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．００５～０．０６０％、Ｃｒ：０．０５
～０．５０％、Ｍｏ：０．３５％以下、Ｂ：０．０００５～０．００８０％、Ｔｉ：０．
０１０～０．０３５％、Ｎ：０．００５０～０．０１００％を含有し、残部Ｆｅおよび不
可避的不純物からなる成分組成と、初析フェライト体積率が１５％未満のパーライト主体
のミクロ組織を備えることを特徴とする高周波焼入れ用鋼。
２．成分組成に、更に、質量％で、Ｖ：０．００５～０．４％、Ｎｂ：０．０１～０．１
０％の１種以上を含むことを特徴とする１記載の高周波焼入れ用鋼。
３．成分組成が、更に、下記（１）および（２）式を満足する事を特徴とする１または２
に記載の高周波焼入れ用鋼。
０．８０≦Ｃ＋Ｓｉ／７＋Ｍｎ／５＋Ｃｒ／９＋Ｍｏ／２＋Ｖ／２≦１．００　・・・（
１）
１．１１≦０．３６×Ｃ＋０．１８×Ｓｉ＋０．２７×Ｍｎ＋０．３０×Ｃｒ＋０．４３
×Ｍｏ＋１３５×Ｂ＋０．２４≦１．３１　・・・（２）
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これらの式において各元素は含有量（質量％）を示し、含有しない元素は０とする。
４．１乃至３の何れか一つに記載の高周波焼入れ用鋼を素材とし、圧延、鍛造若しくは機
械加工またはそれらの組み合わせにより軸部を有する部品形状とした後、前記軸部を高周
波焼入れ・焼戻しにより有効硬化層深さ／半径の比が０．４～０．６、焼入れ部の結晶粒
度は粒度７．０以上とした、静捩り破壊強度および捩り疲労強度に優れた高周波焼入れ部
品。
５．更に、高周波焼入れ・焼戻しをした後の硬さ分布が、下記（３）式を満足することを
特徴とする４に記載の静捩り破壊強度および捩り疲労強度に優れた高周波焼入れ部品。
【００１４】
【数１】

【００１５】
６．高周波焼入れ・焼戻しを施した部分に、更に、ショットピーニングを行うことを特徴
とする、４または５に記載の静捩り破壊強度および捩り疲労強度に優れた高周波焼入れ部
品。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、自動車，産業機械等で従来から使用されている、一般的には５ＫＨｚ
～３０ＫＨｚの高周波焼入れ・焼戻しの条件を変える事無く、優れた、静捩り破壊強度お
よび捩り疲労特性を備えた部品を製造し、またその素材を提供する事が可能で産業上極め
て有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】静捩り破壊試験用および捩り疲労試験用試験片の形状を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係る高周波焼入れ用鋼は、成分組成と高周波焼入れ前のミクロ組織（熱間圧延
後のミクロ組織）を規定する。
［成分組成］説明において％は質量％とする。
Ｃ：０．４０～０．５５％
Ｃは高周波焼入れにおいて硬度確保のために必要で、高周波焼入れ・焼もどし後の表面硬
さを決定する。また、高周波焼入れ前の圧延あるいは鍛造ままの状態における組織形成に
も影響する。
【００１９】
　Ｃ含有量が０．４０％に満たないと高周波焼入れ前組織がパーライト主体ではなく、フ
ェライト・パーライト二相組織となり、フェライト分率が１５％以上になるため、焼入れ
深さのバラツキが大きくなるばかりでなく、高周波焼入れ・焼戻し後の表面硬さが低下し
て部品としての強度を確保できない。一方、０．５５％を超えると焼入性が高くなりすぎ
るために、焼き割れが発生しやすくなるため、０．４０～０．５５％とする。
【００２０】
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　Ｓｉ：０．０５～０．５０％
Ｓｉは脱酸元素である。Ｓｉ添加量が０．０５％未満の場合は脱酸の効果が十分得られず
、内部に酸化物が残存して疲労強度が低下する。一方、０．５０％を超えると硬さが上昇
して靭性が低下するために静捩り破壊強度が低下するため、Ｓｉ添加量は０．０５～０．
５０％とする。
【００２１】
　Ｍｎ：０．６０～２．００％
Ｍｎは焼入性を高める元素である。焼入性を確保するため、０．６０％以上必要で、一方
、２．００％を超えて添加すると、焼入性が高すぎて焼き割れを生じるため、Ｍｎ添加量
は０．６０～２．００％とする。
【００２２】
　Ｐ：０．０３０％以下
Ｐは粒界に偏析して粒界を脆化させる作用があり、０．０３０％を超えると顕著となるた
め、０．０３０％以下とする。不可避的不純物のため、製造コストに悪影響を与えない範
囲で低減させることが望ましい。
【００２３】
　Ｓ：０．０６０％以下
ＳはＭｎと結合してＭｎＳを形成し、切削性を向上させるが、過剰なＭｎＳは焼入れ性を
低下させ、捩り疲労での破壊起点となって疲労強度を低下させるため、０．０６０％以下
とする。不可避的不純物のため、製造コストに悪影響を与えない範囲で低減させることが
望ましい。
【００２４】
　Ｃｒ：０．０５～０．５０％
Ｃｒは焼入性向上元素であり、その作用を得るため０．０５％以上を添加する。一方、０
．５０％を超えると焼入性が高くなりすぎて焼き割れを起こしやすくなるため、０．０５
～０．５０％とする。
【００２５】
　Ｍｏ：０．３５％以下
Ｍｏは焼入性向上元素であり、添加するが、０．３５％を超えると、焼き割れが発生しや
すくなるため０．３５％以下とする。
【００２６】
　Ｔｉ：０．０１０～０．０３５％
ＴｉはＮとの結合力が強く、Ｂよりも優先して結合し、Ｔｉ窒化物あるいはＴｉ炭窒化物
を形成する。Ｔｉが０．０１０％未満の場合、固溶したＮが残ってＢＮを形成して、Ｂの
焼入れ性向上効果が得られない。一方、０．０３５％を超えて添加してもその効果は飽和
するため、０．０１０～０．０３５％とする。
【００２７】
　Ｂ：０．０００５～０．００８０％
Ｂは焼入性向上元素であり、高周波焼入れにおいて硬化層深さを増大させる。その効果を
得るには０．０００５％以上必要であるが、０．００８０％を超えるとその効果は飽和す
るため０．０００５～０．００８０％とする。
【００２８】
　Ｎ：０．０１００％以下
Ｎは、Ｔｉと結合してＴｉＮを形成させ、焼入れ性に寄与する固溶Ｂの確保を行う必要が
ある。Ｎが高いとＴｉと結合出来ずに残留する固溶Ｎが存在し、Ｂと優先して結合するた
めに固溶Ｂの確保が難しくなる。安定して固溶Ｂを確保するためにはＮは０．０１００％
以下である必要がある。よって、Ｎ含有量は０．０１００％以下とした。
【００２９】
　以上が本発明鋼の基本成分組成で、高周波焼入れ・焼戻し処理後において、優れた静捩
り破壊強度および捩り疲労強度の部品が得られるが、更に、部品において静捩り破壊強度
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および捩り疲労強度を向上させる場合、Ｎｂ，Ｖの一種以上を添加する。
【００３０】
　また、下記（１）、（２）式のパラメータ式を満足するように成分設計を行うとＮｂ，
Ｖの一種以上を添加した場合より、更に、捩り疲労強度を向上させることが可能である。
（１）、（２）式のパラメータ式の効果は基本成分組成においても、更に基本成分組成に
Ｎｂ、Ｖの一種以上を添加した場合と同様に得られる。
【００３１】
　Ｎｂ：０．０１～０．１０％、Ｖ：０．０００５～０．４％の１種以上
ＮｂおよびＶはＣと結合して微細析出する事により、内部の硬度を向上させ、静捩り破壊
強度および捩り疲労強度の向上に寄与する。その効果が得られるのはＮｂ：０．０１％以
上、Ｖ：０．０００５％以上で、一方、Ｎｂ：０．１０％超え、Ｖ：０．４％超えではそ
の効果が飽和するため、上記範囲とする。
【００３２】
　０．８０≦Ｃ＋Ｓｉ／７＋Ｍｎ／５＋Ｃｒ／９＋Ｍｏ／２＋Ｖ／２≦１．００　・・・
（１）
１．１１≦０．３６×Ｃ＋０．１８×Ｓｉ＋０．２７×Ｍｎ＋０．３０×Ｃｒ＋０．４３
×Ｍｏ＋１３５×Ｂ＋０．２４≦１．３１　・・・（２）
これらの式において各元素は含有量（質量％）を示し、含有しない元素は０とする。
【００３３】
　（１）式は内部硬度をコントロールするための成分設計指針を示す。内部硬度が低いと
捩り疲労強度が低下しやすく、高いと加工性が悪くなる。強度と加工性のバランスを考慮
した上で最も良好な特性の得るため、（１）式の値を０．８０～１．００とする。
【００３４】
　（２）式は３０ＫＨｚ以下の周波数を用いる一般的な高周波焼入れ条件において、有効
硬化層深さの指標となる式で、捩り疲労強度の向上に、最適な有効硬化層深さ／半径とす
るため、（２）式の値を１．１１～１．３１とする。尚、本発明鋼の被削性を向上させる
ため、Ｐｂ、Ｃａ等の快削元素を含有させてもよい。
【００３５】
　［前組織］
本発明鋼は熱間圧延後、高周波焼入れ前のミクロ組織を初析フェライト体積率が１５％未
満のパーライト主体の組織とする。フェライト分率が１５％以上となると、焼入れ深さの
バラツキが大きくなるばかりでなく、高周波焼入れ・焼戻し後の表面硬さが低下して部品
としての強度を確保できない。
【００３６】
　本発明に係る高周波焼入れ用鋼を素材として、高周波焼入れ部品を製造する場合、一般
的な高周波焼入れに用いられる、３０ＫＨｚ以下の周波数で焼入れして、１．有効硬化層
深さ／半径の比を０．４～０．６、２．焼入れ部の結晶粒度：粒度７．０以上とし、特に
静捩り破壊強度を向上させる場合、後述するパラメータ式（（３）式）を満足させるよう
に、硬度分布と軸寸法（軸径）の関係を調整する。尚、本発明鋼は軸状の形状を有する部
品の素材として好適であるが、限定するものではない。軸状の形状を有する部品でない場
合は、以下の説明において、半径を板厚方向の深さとする。但し、（３）式は軸状部材を
対象とする場合にのみ適用する。
【００３７】
　捩り疲労強度は硬化層深さによって変わり、硬化層深さ／半径の値が０．４未満では、
硬化層が薄くて、疲労亀裂が発生しやすく、一方、硬化層深さ／半径の値が０．６を超え
ると、部品内部から疲労亀裂が発生しやすくなるため、０．４～０．６とする。
【００３８】
　焼入れ部の結晶粒度が粒度７．０未満の場合、鋼中不純物による粒界の脆化が起こりや
すくなり、粒界を起点とした疲労亀裂が発生しやすくなるため、焼入れ部の結晶粒度は粒
度７．０以上とする。
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【００３９】
【数１】

【００４０】
　静捩り破壊強度を向上させる場合、表層から中心までの硬度分布プロファイルを最適化
することが有効で、（３）式を満足するように高周波焼入れ条件を制御する。また、部品
での捩り疲労強度をさらに向上させたい場合は高周波焼入れ・焼戻しを行った部分にショ
ットピーニングを行ってもよい。以下、本発明を実施例により比較例と対比し、その作用
効果を詳細に説明する。
【実施例】
【００４１】
　表１に示す化学成分を有する鋼を常法により溶解ー溶製ー熱間圧延し、直径４０ｍｍの
丸棒鋼を調製した。表中、Ｎｏ．１～３１は、本発明範囲内の成分組成を有する開発鋼で
、Ｎｏ．３２～４６は本発明範囲外の成分組成を有する比較例である。Ｎｏ．４７は従来
鋼でＪＩＳ　Ｓ４５Ｃで、本発明範囲外の成分組成である。
【００４２】
　得られた丸棒鋼を８００ｍｍ長さに切断加工し、両端部それぞれ１００ｍｍ長さ位置ま
でを鍛造して６０φとした後、さらに機械加工により、平行部が圧延ままのサイズである
４０ｍｍφで３００ｍｍ長さの丸棒試験片とし、高周波焼入れ・焼戻し処理を施し、静捩
り破壊試験用および捩り疲労試験用試験片とした。図１に静捩り破壊試験用および捩り疲
労試験用試験片の形状を示す。
【００４３】
　高周波焼入れ・焼戻しは、全ての供試鋼で、周波数５ＫＨｚ、移動速度９ｍｍ／秒で高
周波焼入れを行い、その後１６０℃で２時間の焼戻しを行った。尚、用いた条件は、従来
より、Ｓ４５Ｃを素材とする部品で同じ軸径の部品で採用されている条件である。
【００４４】
　尚、開発鋼Ｎｏ．３２の鋼材については、上記高周波焼入れ条件で作成した試験片（Ｎ
ｏ．３２－１）に加えて、高周波焼入れ条件を変えた捩り試験片も作成した。
【００４５】
　試験片Ｎｏ．３１－２、３１－３、３１－４は、それぞれ周波数１０ＫＨｚ、３０ＫＨ
ｚ、３２ＫＨｚとし、送り速度を調整して、前記高周波焼入れ条件で作成したものと同等
の硬度分布とした。
【００４６】
　試験片Ｎｏ．３１－５は、周波数は５ＫＨｚのままで送り速度を１２ｍｍ／秒と速めて
硬化層深さ／半径の比を本発明範囲よりも小さくした。
試験片Ｎｏ．３１－６は、周波数は５ＫＨｚのままで送り速度を６ｍｍ／秒と遅くして硬
化層深さ／半径の比を本発明よりも大きくした。
【００４７】
　試験片Ｎｏ．３２－２は、周波数３２ＫＨｚ、送り７ｍｍ／秒で焼入加熱時の最高到達
温度を上げて、前記高周波焼入れ条件で作成したものと同等の硬度分布を保ちながら、結
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晶粒を大きくした。
【００４８】
　試験片Ｎｏ．３２－３は、周波数は５ＫＨｚのままで送り速度を１２ｍｍ／秒と速めて
硬化層深さ／半径の比を本発明範囲よりも小さくした。
【００４９】
　試験片Ｎｏ．３２－４は、周波数は５ＫＨｚのままで送り速度を６ｍｍ／秒と遅くして
硬化層深さ／半径の比を本発明よりも大きくした。
【００５０】
　高周波焼入れ、焼戻しを行った後、焼入れ層の結晶粒度を測定した。さらに、高周波焼
入れされた軸部を切断し、ビッカース硬度試験機を用いて表面硬度、内部硬度、および断
面の硬度分布を中心まで測定した。
【００５１】
　有効硬化層深さはビッカース硬さで４５０ＨＶの得られる深さを、断面の円周形状の表
面で４５°づつ位置を変えて８方向において調査した結果の平均を求めて、有効硬化層深
さとした。硬化層深さムラは８方向のそれぞれにおいて求められる有効硬化層深さを比較
して、最大値と最小値の差が０．２ｍｍ以上の場合を硬化層深さムラ有りとした。また、
硬度分布の測定結果を用いて（３）式を計算した。
【００５２】
　静捩り破壊試験は試験片の両端部（鍛造ままで６０Φ）の一方の片端部を固定し、他方
のつかみ部を１°／分で回転させて破断させて、最大トルクを求めて評価した。
【００５３】
　捩り疲労試験は、試験片を固定し、両端部を反対方向に同一変位だけ捩ってトルクを加
えて行い、１千万回の繰り返しの捩りでも破断しない最大トルクを疲労強度として評価し
た。
【００５４】
　表２に高周波焼入れ・焼戻し後の試験片性状および静捩り破壊試験、捩り疲労試験の結
果を示す。尚、供試鋼の高周波焼入れ前の組織は、いずれの供試鋼でも本発明の規定を満
足していた。
【００５５】
　Ｎｏ．１～３１－３の試験片は目標とする有効硬化層深さが得られ、高い静捩り破壊強
度ならびに捩り疲労強度が得られていることが確認された。
【００５６】
　特に、（１）式および（２）式を満足したＮｏ．１、２、４、７、１０～１３、１５～
１８、２３～３１－３の試験片はより高い捩り疲労強度が得られており、（３）式を満足
したＮｏ．１～３、５、６、８、１０～１８、２０～３１－３の試験片はより高い静捩り
破壊強度が得られていた。　
【００５７】
　（１）、（２）、（３）式のすべてを満足したＮｏ．１、２、１０～１３、１５～１８
、２３～３１－３の試験片は静捩り破壊強度および捩り疲労強度ともに、その他の試験片
と比較してより高い値が得られた。
【００５８】
　それに対し、比較例となる試験片Ｎｏ．３２はＣ含有量が本発明範囲より低く、硬化層
深さにムラが認められ、表面硬度も低い値だった。さらに硬化層深さも浅くなっていた。
そのため、静捩り破壊強度が低く、捩り疲労強度も低い結果であった。
【００５９】
　試験片Ｎｏ．３３はＣ含有量が本発明の範囲を超えて多いため、焼入性が高すぎて焼き
割れが発生し、静捩り破壊強度および捩り疲労強度は調査不可能であった。
試験片Ｎｏ．３４はＳｉ含有量が本発明の範囲よりも低いため製鋼での製造時に生成した
酸化物が多く残って疲労起点となって、捩り疲労強度が低下した。
【００６０】
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　試験片Ｎｏ．３５はＳｉ含有量が本発明の範囲を超えて高く、内部硬さが高くなりすぎ
、静捩り破壊強度が低下した。試験片Ｎｏ．３６はＭｎ含有量が本発明の範囲より低く、
焼入性が低く、有効硬化層深さが浅くなりすぎて、静捩り破壊強度、および捩り疲労疲労
強度ともに低下した。
【００６１】
　試験片Ｎｏ．３７はＭｎ含有量が本発明範囲より高いために焼入性が高くて焼き割れが
発生した。試験片Ｎｏ．３８はＰ含有量が本発明の範囲より高くなったために粒界が脆く
なり、静捩り破壊強度および捩り疲労強度がともに低下した。
【００６２】
　試験片Ｎｏ．３９はＳ含有量が本発明の範囲より高く、そのためにＭｎＳ介在物が多く
なりすぎて、焼入性を低下させ、静捩り破壊強度が低下した。また、多量のＭｎＳが存在
したため捩り疲労強度の破壊起点となって捩り疲労強度が低下した。
【００６３】
　試験片Ｎｏ．４０はＣｒ含有量が本発明範囲よりも低く、そのために焼入性が低下して
内部硬さが低く、有効硬化層深さが浅いために静捩り破壊強度および捩り疲労強度が低下
した。
【００６４】
　試験片Ｎｏ４１はＣｒ含有量が本発明範囲よりも高いために焼入性が高く、焼き割れが
発生した。試験片Ｎｏ．４２はＭｏ含有量が本発明の範囲より高く、その結果、硬化層深
さが深くなりすぎて、捩り疲労強度が低下した。
【００６５】
　試験片Ｎｏ．４３はＢ含有量が本発明の範囲より低く、焼入性が低下したために硬化層
深さが浅くなり、静捩り破壊強度および捩り疲労強度が低下した。
【００６６】
　試験片Ｎｏ．４４はＴｉ含有量が本発明の範囲より低く、固溶したＢが確保できずに焼
入性が低下した。そのため硬化層深さが浅くなり、静捩り破壊強度および捩り疲労強度が
低下した。
【００６７】
　試験片Ｎｏ．４５はＴｉ含有量が本発明の範囲より高いため、ＴｉＮ介在物が多くて破
壊起点となり、静捩り破壊強度および捩り疲労強度が低下した。
【００６８】
　試験片Ｎｏ．４６はＮ含有量が本発明の範囲より高く、固溶したＢが確保できずに焼入
性が低下して硬化層深さが浅くなって、静捩り破壊強度および捩り疲労強度が低下した。
【００６９】
　従来鋼Ｎｏ．４７はＢが添加されていないために焼入性が低く、硬化層深さが浅くて、
また結晶粒も大きかった。そのため静捩り破壊強度および捩り疲労強度が低下した。
【００７０】
　また、開発鋼である試験片Ｎｏ．３１を従来よりも高い周波数で高周波焼入れしたＮｏ
．３１－４は結晶粒度が発明範囲よりも小さく、結晶粒が大きいために捩り疲労強度が低
下した。硬化層深さを発明範囲より浅くしたＮｏ．３１－５および、発明範囲よりも硬化
層深さを深くしたＮｏ．３１－６は静捩り破壊強度および捩り疲労強度が低下した。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
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【表２】



(12) JP 5583352 B2 2014.9.3

【図１】



(13) JP 5583352 B2 2014.9.3

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｆ１６Ｃ   3/02     (2006.01)           Ｆ１６Ｃ   3/02    　　　　          　　　　　

(56)参考文献  特開平１１－２３６６４４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２２Ｃ　　３８／００－３８／６０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

