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(57)【要約】
【課題】優れた耐摩耗性、耐食性および磁気特性を備え
た電磁継電器を提供する。
【解決手段】本発明に係る電磁継電器は、表面にＣｒ、
Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１
以上の元素が拡散浸透している合金層を備える磁性部品
であって、上記合金層の厚さが５μｍ以上６０μｍ以下
である磁性部品を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄系材料を加工してなる鉄系部品を備えた磁性部品とコイルとを有する電磁石装置と、
当該電磁石装置の励磁および消磁に連動して開閉する接点とを備える電磁継電器であって
、
　上記鉄系部品は、当該鉄系部品の表面に、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる
群より選ばれる１以上の元素が拡散浸透している合金層を備えており、
　上記合金層の厚さは５μｍ以上６０μｍ以下であることを特徴とする電磁継電器。
【請求項２】
　上記合金層中の任意の複数の位置における上記Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉから
なる群より選ばれる１以上の元素の含有量の最大値の合計が２０重量％以上６５重量％以
下であることを特徴とする請求項１に記載の電磁継電器。
【請求項３】
　上記合金層は、上記鉄系部品に上記Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より
選ばれる１つ以上の元素を５時間以上１５時間以下の処理時間、および、７５０℃以上９
５０℃以下の処理温度で拡散浸透させる処理を行うことにより形成されていることを特徴
とする請求項１または２に記載の電磁継電器。
【請求項４】
　上記鉄系材料の炭素含有量が０重量％以上０．１５重量％未満であることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の電磁継電器。
【請求項５】
　上記鉄系部品の結晶粒度は、ＪＩＳ　Ｇ０５５１（２００５）に規定されるフェライト
結晶粒度番号が１以下であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電磁
継電器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐摩耗性、耐食性および磁気特性を向上させた磁性部品を備えた電磁継電器
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電磁継電器（以下、リレーとも称する）等の電子部品に用いられる磁性部品には、耐食
性を付与することを目的としてＮｉメッキが施されている。図３０は、従来型のリレー２
００の斜視図である。リレー２００は、Ｎｉメッキが施された磁性部品として、ヨーク２
０１、鉄片２０２および鉄心２０３を備えている。Ｎｉメッキは、部品の表面を覆うもの
であり、耐食性を向上させるためには、Ｎｉメッキの膜厚を増加させる必要がある。しか
しながら、Ｎｉメッキの膜厚の増加は、部品の嵌合に影響を与え得る。
【０００３】
　また、Ｎｉメッキの膜厚が薄い場合にも問題が生じる。例えばシール構造のリレーでは
、高電圧・高電流の負荷がかかっている状態で電気的接点を開閉した場合、アーク熱によ
り硝酸が発生する。そして、硝酸によってメッキが侵食され、磁性部品の表面に緑青が生
じる。当該反応が進行すると、リレーが動作しなくなる不具合に至る。
【０００４】
　さらに、例えば摺動部（ヒンジ）を有するリレーにおいては、ヒンジ部が摺動によって
機械的に消耗することで、動作特性が大きく変動するという課題があった。当該課題を解
決するために、上記リレーにおいてはヒンジ部に潤滑油を塗布して組み立てられている。
しかしながら、通常、リレーが寿命になるまでの間、潤滑油は再塗布されることはないの
で、時間の経過と共に摩耗が進むことが避けられなかった。
【０００５】
　そこで、Ｎｉメッキが有する膜厚および耐食性の問題を解決する技術としてクロムを利
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用した技術が提案されている。特許文献１には、クロムを含有するリレー鉄心用軟磁性ス
テンレス鋼が記載されている。また、特許文献２には、クロムを含有するリレー用電磁材
料が記載されている。特許文献１に記載のステンレス鋼および特許文献２に記載の電磁材
料は、クロムを含有する材料として構成されているため、膜厚の問題を生じない。
【０００６】
　また、耐摩耗性の問題を解決する技術としても、クロムを利用した技術が提案されてい
る。特許文献３～５には、クロマイジング処理が施されたチェーンおよびチェーン用ピン
が記載されている。特許文献３～５に記載の技術では、チェーンまたはチェーン用ピンの
表面にクロムを拡散浸透させることで、耐摩耗性を向上させる。また、クロマイジング処
理を施した場合、クロムが母材に拡散浸透するので、膜厚の増加は抑えられる。
【０００７】
　上記クロマイジング処理の方法としては、例えば、特許文献６に記載の技術がある。特
許文献６には、金属Ｃｒ粉末とＺｎ、Ｗ、ＴｉおよびＭｏの１種以上からなる金属粉末と
の混合物を用いてクロム拡散層を形成させる技術が記載されている。特許文献６に記載の
技術では、クロム拡散層を著しく厚くすることができ、その結果耐食性を改善させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平８－２６９６４０号公報（１９９６年１０月１５日公開）
【特許文献２】特開２００３－２７１９０号公報（２００３年１月２９日公開）
【特許文献３】特開平１０－３１１３８１号公報（１９９８年１１月２４日公開）
【特許文献４】特開２００６－１３２６３７号公報（２００６年５月２５日公開）
【特許文献５】特開２００８－２８１０２７号公報（２００８年１１月２０日公開）
【特許文献６】特開平５－５１７３号公報（１９９３年１月１４日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述のような従来技術は、優れた耐摩耗性、耐食性および磁気特性を兼
ね備えた電磁継電器を提供することができないという問題がある。
【００１０】
　例えば、特許文献１および２に記載の技術は、クロムを含有している合金である。上記
合金にはクロムが均一に存在しているため、母材の金属組織が十分に成長していない。従
って、特許文献１および２には上記合金がリレー用部品として記載されているものの、当
該部品は十分な磁性を有していない。つまり、リレー用部品としては未だ十分なものであ
るとは言えない。
【００１１】
　また、例えば、特許文献３～５に記載のチェーンおよびチェーン用ピンは、硬度を高め
るために、材料に炭素を多く含むことが要求される。このような場合も、金属組織を十分
に成長させることができず、材料に十分な磁性を付与することはできない。
【００１２】
　また、特許文献６に記載の技術においては、クロム拡散層が著しく厚くなるため、磁気
抵抗が大きくなる。従って、特許文献６に記載の技術を磁性部品に対して適用することは
困難である。
【００１３】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、優れた耐摩
耗性、耐食性および磁気特性を兼ね備えた電磁継電器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る電磁継電器は、鉄系材料を加工してなる鉄
系部品を備えた磁性部品とコイルとを有する電磁石装置と、当該電磁石装置の励磁および
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消磁に連動して開閉する接点とを備える電磁継電器であって、上記鉄系部品は、当該鉄系
部品の表面に、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１以上の元素
が拡散浸透している合金層を備えており、上記合金層の厚さは５μｍ以上６０μｍ以下で
あることを特徴としている。
【００１５】
　上記構成によれば、鉄系材料を加工してなる鉄系部品が、表面にＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ
、およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素が拡散浸透している合金層を備えて
いるため、磁性部品は十分な硬度を有し、その結果、優れた耐摩耗性を示す。よって、機
械的摺動による摩耗が少なく、寿命の長い電磁継電器を提供することができる。
【００１６】
　また、上記鉄系部品が上記合金層を備えているため、磁性部品は硝酸等に対する優れた
耐食性を有する。よって、接点の開閉に伴うアーク熱により電磁継電器内に硝酸が生じて
も、当該硝酸に対し、優れた耐食性を示す電磁継電器を提供することができる。
【００１７】
　さらに、上記合金層の厚さは５μｍ以上６０μｍ以下であり、鉄系部品の表面から見て
合金層より下層に存在する鉄系材料の金属組織の成長を妨げない厚さである。よって、上
記鉄系部品においては、金属組織が十分に成長している。その結果、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａ
ｌ、およびＳｉのような非磁性体である元素を用いて合金層が形成されているにもかかわ
らず、磁性部品は優れた磁気特性を示す。よって、当該磁性部品を電磁石として使用する
ことにより、優れた磁気特性を示す電磁継電器を提供することができる。
【００１８】
　また、上記合金層は、拡散浸透によって形成されているため、部品そのものの厚みが顕
著に増すことはない。よって、上記合金層は、部品の嵌合に影響を与えない。
【００１９】
　すなわち、上記構成によれば、優れた耐摩耗性、耐食性および磁気特性を兼ね備えた電
磁継電器を提供することができる。
【００２０】
　なお、本発明に係る電磁継電器に備えられた磁性部品を製造する場合は、合金層の形成
および金属組織の成長を一つの工程で行うことができるため、製造工程を簡略化すること
ができる。その結果、磁性部品の製造にかかるコストを削減することができる。
【００２１】
　本発明に係る電磁継電器では、上記合金層中における上記Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およ
びＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素の含有量の最大値の合計が２０重量％以上
６５重量％以下であることが好ましい。
【００２２】
　上記構成によれば、合金層中における上記元素の含有量が、耐摩耗性および耐食性を備
えるために十分な量であり、かつ、金属組織の成長に対する影響がより少ない量であるた
め、優れた耐摩耗性および耐食性を有するとともに、より優れた磁気特性を有する電磁継
電器を提供することができる。
【００２３】
　なお、元素の含有量の最大値とは、合金層中の任意の複数の位置において測定された元
素の含有量の値のうちの最大の値を意味する。
【００２４】
　本発明に係る電磁継電器では、上記合金層は、上記鉄系部品に上記Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａ
ｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素を５時間以上１５時間以下の処理
時間、および、７５０℃以上９５０℃以下の処理温度で拡散浸透させる処理を行うことに
より形成されていることが好ましい。
【００２５】
　上記構成によれば、上記拡散浸透処理を特定の時間および特定の温度の条件下で行うこ
とによって、上記合金層の厚さを制御するとともに上記鉄系部品の金属組織を成長させる
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ことができる。すなわち、上記構成によれば、優れた耐摩耗性、耐食性および磁気特性を
兼ね備えた電磁継電器を提供することができる。
【００２６】
　本発明に係る電磁継電器では、上記鉄系材料の炭素含有量が０重量％以上０．１５重量
％未満であることが好ましい。
【００２７】
　上記構成によれば、鉄系材料の炭素含有量が少ないため、鉄系材料を加工してなる鉄系
部品の金属組織が十分に成長した磁性部品を提供することができる。すなわち、より優れ
た磁気特性を有する電磁継電器を提供することができる。
【００２８】
　本発明に係る電磁継電器では、上記鉄系部品の結晶粒度は、ＪＩＳ　Ｇ０５５１（２０
０５）に規定されるフェライト結晶粒度番号が１以下であることが好ましい。
【００２９】
　上記構成によれば、鉄系部品の結晶粒のサイズが大きく、金属組織が十分に成長してい
るため、より優れた磁気特性を有する電磁継電器を提供することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る電磁継電器は、鉄系材料を加工してなる鉄系部品を備えた磁性部品とコイ
ルとを有する電磁石装置と、当該電磁石装置の励磁および消磁に連動して開閉する接点と
を備える電磁継電器であって、上記鉄系部品は、当該鉄系部品の表面に、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ
、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１以上の元素が拡散浸透している合金層を備
えており、上記合金層の厚さは５μｍ以上６０μｍ以下である構成である。
【００３１】
　それゆえ、優れた耐摩耗性、耐食性、および磁気特性を兼ね備えた電磁継電器を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態に係る電磁継電器の分解斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る電磁継電器に備えられた電磁石装置の斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る電磁継電器に備えられた鉄片の斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る電磁継電器に備えられた磁性部品の外観を示す図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態に係る電磁継電器に備えられた電磁石装置の断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る電磁継電器に備えられる磁性部品を製造する方法を示
す概略図である。
【図７】従来型の磁性部品の製造方法（ａ）と本発明に係る電磁継電器に備えられる磁性
部品の製造方法（ｂ）とを比較した概略図である。
【図８】本発明の実施例における保磁力の測定に用いられる試験片の外観を示す概略図で
ある。
【図９】本発明の実施例における吸引力の測定方法を示す概略図である。
【図１０】（ａ）～（ｅ）は本発明の実施例における保磁力の測定に用いられる試験片に
コイルを巻く方法の概略図であり、（ｆ）はコイルを巻いた試験片の外観を示す概略図で
あり、（ｇ）は（ｆ）のＡ－Ａ’における断面図を示している。
【図１１】保磁力の測定に用いられるＢＨカーブの例を示す図である。
【図１２】本発明の実施例におけるストロークＳＴと吸引力Ｆとの関係を示す図である。
【図１３】本発明の実施例において得られた金属組織を示す図である。
【図１４】（ａ）は本発明の実施例６における合金層断面のクロム濃度分析値を示す図で
あり、（ｂ）は本発明の実施例７における合金層断面のバナジウム濃度分析値を示す図で
あり、（ｃ）は本発明の実施例８における合金層断面のアルミニウム濃度分析値を示す図
である。
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【図１５】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、本発明の実施例９～１１における合金層断面のク
ロム濃度分析値を示す図であり、（ｄ）は本発明の実施例１２における合金層断面のバナ
ジウム濃度分析値を示す図であり、（ｅ）は本発明の実施例１３における合金層断面のア
ルミニウム濃度分析値を示す図である。
【図１６】本発明の実施例１４および比較例７～８の試験結果を示す図である。
【図１７】本発明の比較例７の試験結果を示す図である。
【図１８】本発明の比較例８の試験結果を示す図である。
【図１９】本発明の実施例１４の試験結果を示す図である。
【図２０】本発明の実施例１５および比較例９～１０の試験結果を示す図である。
【図２１】本発明の比較例９の試験結果を示す図である。
【図２２】本発明の比較例１０の試験結果を示す図である。
【図２３】本発明の実施例１５の試験結果を示す図である。
【図２４】本発明の比較例１１の試験結果を示す図である。
【図２５】本発明の実施例１６の試験結果を示す図である。
【図２６】本発明の実施例１７の試験結果を示す図である。
【図２７】本発明の実施例１８の試験結果を示す図である。
【図２８】本発明の実施例１９の試験結果を示す図である。
【図２９】本発明の実施例２０および比較例１２の試験結果を示す図である。
【図３０】従来型のリレーを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態の一例について詳細に説明するが、本発明は、これらに限定
されない。なお、説明の便宜上、同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、
その説明を省略する。また、図面中のｘ軸、ｙ軸、ｚ軸は、それぞれの図面における３次
元空間における方向を規定している。
【００３４】
　〔電磁継電器〕
　図１は、本発明の一実施形態に係る電磁継電器１００の分解斜視図である。本発明に係
る電磁継電器１００は、磁性部品とコイル１４とを有する電磁石装置１０と、電磁石装置
１０の励磁および消磁に連動して開閉する接点９とを備えている。電磁継電器１００は、
ベース２１とケース２２とから構成されていてもよい。電磁石装置１０及び接点９は、ベ
ース２１上に設けられていてもよい。ケース２２は、例えばベース２１の外縁に嵌合し、
ベース２１上の各構成部品を覆う構成であってもよい。
【００３５】
　図２は、電磁石装置１０の斜視図である。電磁石装置１０は、例えばヨーク１、鉄片２
および鉄心３を備えている。ただし、図２では、鉄片２は省略されている。電磁石装置１
０は、ヨーク１、鉄片２および鉄心３のうちの少なくとも１つとして上記磁性部品を備え
ている。好ましくは、ヨーク１、鉄片２および鉄心３の全てが上記磁性部品である。コイ
ル１４は鉄心３に巻きつけられている。なお、本明細書において、鉄心３とコイル１４と
からなる構成を電磁石部１０ａとも称する。
【００３６】
　図３は、鉄片２の斜視図である。鉄片２はヒンジバネ２４を備えていてもよい。鉄片２
はヒンジバネ２４を介してベース２１に組み付けられていてもよい。
【００３７】
　上記接点９の構成は特に限定されないが、例えば図１に示されるように、可動接触片８
ａに備えられた可動接点９ａと固定接触片８ｂに備えられた固定接点９ｂとからなる。可
動接触片８ａ及び固定接触片８ｂはベース２１に組み付けられている。可動接触片８ａは
、例えば中間部材（カード２３）を介して鉄片２と接続されている。コイル１４に電圧が
印加されると、電磁石部１０ａの励磁に伴い、鉄片２が鉄心３に吸着する。また、鉄片２
はヒンジバネ２４によって付勢されているため、電磁石部１０ａの消磁に伴い、鉄心３か
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ら離れる。このような電磁石部１０ａの励磁および消磁に伴う鉄片２の動作に連動してカ
ード２３が動作する。そして、カード２３の動作に連動して、接点９が開閉する。
【００３８】
　本発明に係る電磁継電器の例としては、特に限定されないが、シール型のリレー、ヒン
ジを備えたリレー等が挙げられる。
【００３９】
　なお、本明細書において「磁性」または「磁気特性」とは、後述する吸引力および保磁
力を備えている性質を意味する。また、優れた磁性または磁気特性とは、少なくとも従来
型のＮｉメッキを施された磁性部品と同等またはそれを上回る吸引力および保磁力を備え
ていることを意味する。
【００４０】
　また、本明細書においては、従来型のＮｉメッキを施された磁性部品を単に「Ｎｉメッ
キ品」または「現行品」と称する場合もある。
【００４１】
　＜磁性部品＞
　上記磁性部品は、鉄系材料を加工してなる鉄系部品を備える磁性部品であって、上記鉄
系部品は、当該鉄系部品の表面に、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選
ばれる１つ以上の元素が拡散浸透している合金層を備えており、上記合金層の厚さは５μ
ｍ以上６０μｍ以下である。
【００４２】
　上記磁性部品の例としては、ヨーク１（図４（ａ））、鉄片２（図４（ｂ））、および
鉄心３（図４（ｃ））が挙げられる。なお、磁性部品は、後述する合金層が形成された鉄
系部品そのものであってもよいし、当該鉄系部品に他の部品が組み合わせられたものであ
ってもよい。図５は電磁石装置１０の断面図であり、ヨーク１、鉄片２および鉄心３の位
置関係を示している。
【００４３】
　（鉄系部品）
　上記磁性部品は、鉄系材料を加工してなる鉄系部品を備えている。本明細書において「
鉄系材料」とは、鉄を主成分とする鉄合金全般を意味する。上記鉄系材料としては、例え
ば純鉄、鋼を挙げることができ、鋼としては、冷間圧延鋼鈑、熱間圧延鋼鈑、電磁鋼鈑等
が挙げられる。また、上記鉄系材料は、ケイ素を含んでいてもよく、例えばケイ素鋼鈑等
であってもよい。上記鉄系材料の形状は、特に限定されず、例えば帯状、棒状等が挙げら
れる。
【００４４】
　本明細書において「鉄系部品」とは、鉄系材料を所望の形状に加工した部品を意味する
。鉄系材料から鉄系部品を加工する方法は特に限定されないが、例えばプレス加工等が挙
げられる。また、鉄系部品の形状および大きさ等は、使用目的に応じて適宜決定されうる
。
【００４５】
　上記鉄系材料の炭素含有量は、０重量％以上０．１５重量％以下であることが好ましく
、０重量％以上０．０５重量％未満であることがより好ましく、０重量％以上０．０１重
量％未満であることが特に好ましい。上記構成によれば、鉄系材料の炭素含有量が少ない
ため、鉄系材料を加工してなる鉄系部品の金属組織が十分に成長した磁性部品を提供する
ことができる。よって、優れた磁気特性を有する磁性部品を提供することができる。
【００４６】
　上記鉄系部品の結晶粒度は、ＪＩＳ　Ｇ０５５１（２００５）に規定されるフェライト
結晶粒度番号が１以下であることが好ましい。本明細書において、粒度番号が１以下であ
るとは、例えば、粒度番号が１、０、－１、－２…であることを意味する。上記構成によ
れば、鉄系部品の結晶粒のサイズが大きく、金属組織が十分に成長しているため、優れた
磁気特性を有する磁性部品を提供することができる。また、本明細書において「鉄系部品
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の結晶粒度」は、当該鉄系部品の表面から見て合金層よりも内側の領域の結晶粒度を意味
する。
【００４７】
　また特に説明がない限り、本明細書において、「鉄系部品の表面」とは、鉄系部品が有
する全ての面のうち、少なくとも一部の面を意味する。好ましくは、鉄系部品が有する全
ての面において合金層が形成されている。また、上記面は、面の一部分に上記元素が拡散
浸透しているものでもよいが、面においてできるだけ広い範囲に上記元素が拡散浸透して
いることが好ましく、面全体に上記元素が拡散浸透していることがより好ましい。上記構
成によれば、鉄系部品の全ての面において、優れた耐摩耗性、耐食性を示し、優れた磁気
特性をも有している磁性部品を提供することができる。
【００４８】
　なお、本明細書において、鉄系部品の表面から見て合金層より「内側」または「下層」
とは、換言すれば、鉄系部品においてＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より
選ばれる１つ以上の元素が拡散浸透していない領域である。また例えば、合金層が鉄系部
品の全ての面において形成されている場合、鉄系部品の表面から見て合金層より「内側」
または「下層」に存在する領域とは、合金層によって囲まれている領域である。
【００４９】
　（合金層）
　本発明に係る電磁継電器では、上記鉄系部品は、当該鉄系部品の表面に、Ｃｒ、Ｖ、Ｔ
ｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素が拡散浸透している合金層
を備えており、上記合金層の厚さは５μｍ以上６０μｍ以下である。
【００５０】
　上記構成によれば、鉄系材料を加工してなる鉄系部品に十分な硬度を付与することがで
きる。その結果、優れた耐摩耗性を有する磁性部品を提供することができる。よって、機
械的摺動による摩耗が少なく、寿命の長い電磁継電器を提供することができる。
【００５１】
　また、例えばシール構造のリレーでは、高電圧・高電流の負荷がかかっている状態で電
気的接点を開閉した場合、アーク熱により硝酸が発生する。その結果、Ｎｉメッキが施さ
れた従来型の磁性部品では、硝酸によってメッキが侵食され、磁性部品の表面に緑青が生
じる。これに対し、上記磁性部品では、上記合金層を有するため、緑青の発生を抑えるこ
とができる。その結果、優れた耐食性を有する磁性部品を提供することができる。よって
、優れた耐食性を示す電磁継電器を提供することができる。
【００５２】
　本明細書において、「合金層」とは、鉄系部品の表面から内部へとＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａ
ｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素が拡散浸透して形成された層を意
味する。なお、上記合金層には、上記元素と鉄系材料に由来する炭素などの化合物が含ま
れていてもよい。
【００５３】
　上記合金層は、拡散浸透によって形成されているため、Ｎｉメッキを利用した場合のよ
うに部品そのものの厚みが顕著に増すことはない。従って、上記合金層は、部品の嵌合に
影響を与えることはない。
【００５４】
　合金層の厚さは、耐摩耗性および耐食性の点からすれば、厚ければ厚いほど好ましい。
しかしながら、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉは非磁性体であり、合金層が厚い場合
には磁気抵抗が増加するため、磁性部品として使用するためには好ましくない。また、合
金層が厚ければ、合金層の内側の金属組織の成長も妨げられる。
【００５５】
　上記磁性部品では、上記合金層の厚さが５μｍ以上であるため、優れた耐摩耗性および
耐食性を有する。また、上記合金層の厚さが６０μｍ以下であるため、合金層による磁気
抵抗の増加を抑えることができる。また、上記合金層の厚さが６０μｍ以下であれば、合
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金層の内側の金属組織の成長も妨げられない。よって、上記鉄系部品においては、金属組
織が十分に成長している。よって、優れた磁気特性を有している磁性部品を電磁石等とし
て使用することができるため、優れた磁気特性を有する電磁継電器を提供することができ
る。従って、上記構成によれば、優れた耐摩耗性、耐食性および磁気特性を兼ね備えた電
磁継電器を提供することができる。
【００５６】
　また、上記合金層の厚さは、５μｍ以上３５μｍ以下であることがより好ましい。上記
構成によれば、金属組織の成長に対する影響がより少ない合金層の厚さであるため、優れ
た耐摩耗性および耐食性を有するとともに、より優れた磁気特性を有する磁性部品を提供
することができる。
【００５７】
　なお、合金層の厚さは、鉄系部品において、合金層が形成されている任意の面を垂直に
切断した断面から測定することができる。例えば、鉄系部品が直方体である場合、任意の
面を垂直に切断し、形成された矩形断面において、合金層の厚さを測定してもよい。また
例えば、鉄系部品が球形である場合、断面が球の中心を含むように切断し、形成された円
形断面において合金層の厚さを測定してもよい。
【００５８】
　上記合金層では、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１つの元
素が拡散浸透していてもよく、上記元素のうちの２つ以上が拡散浸透していてもよい。上
記合金層に２つ以上の元素が拡散浸透している場合、上記合金層における上記２つ以上の
元素が存在する割合は任意である。
【００５９】
　また、上記合金層中における上記Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、および／またはＳｉの含有量
の最大値の合計は、２０重量％～６５重量％であることが好ましく、２０重量％～６０重
量％であることがより好ましい。上記構成によれば、合金層における上記元素の含有量が
、耐摩耗性および耐食性を備えるために十分な量であり、かつ、磁性に対する影響がより
少ない量であるため、優れた耐摩耗性および耐食性を有するとともに、より十分な磁性を
有する磁性部品を提供することができる。
【００６０】
　なお、上記元素の含有量の最大値は、例えば電子線マイクロアナライザ（Electron Pro
be Micro Analyzer：ＥＰＭＡ）による元素濃度分析によって求めることができる。上記
「元素の含有量の最大値」とは、上記合金層中の任意の複数の位置においてＥＰＭＡなど
によって測定された元素の含有量の値のうちの最大の値を意味する。例えば、合金層にお
いて、鉄系部品の表面から５μｍの距離の任意の位置におけるＣｒの含有量が５０重量％
であり、鉄系部品の表面から１０μｍの距離の任意の位置におけるＣｒの含有量が１０重
量％であった場合、Ｃｒの含有量の最大値は５０重量％である。
【００６１】
　さらに、上記元素のうち、２種類以上の元素が合金層に含まれている場合、各元素の含
有量の最大の合計が２０重量％～６５重量％であることが好ましく、２０重量％～６０重
量％であることがより好ましい。例えば、上記合金層にＣｒとＶとが拡散浸透している場
合、Ｃｒの含有量の最大値とＶの含有量の最大値との合計が上記範囲であることが好まし
い。
【００６２】
　〔磁性部品の製造方法〕
　上記磁性部品は、例えば、鉄系材料を加工してなる鉄系部品を備える磁性部品の製造方
法であって、上記鉄系部品にＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる
１つ以上の元素を拡散浸透させる処理を行い、合金層を形成する合金層形成工程を含んで
おり、上記元素を拡散浸透させる処理は、５時間以上１５時間以下の処理時間、および、
７５０℃以上９５０℃以下の処理温度にて行われることを特徴とする磁性部品の製造方法
によって製造される。
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【００６３】
　上記構成によれば、鉄系材料を加工してなる鉄系部品の表面にＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、
およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素が拡散浸透している合金層を形成する
ことによって、磁性部品に十分な硬度を付与することができる。その結果、優れた耐摩耗
性を示す磁性部品を製造することができる。
【００６４】
　また、上記構成によれば、鉄系部品の表面に上記合金層を形成することによって、硝酸
等に対する優れた耐食性を磁性部品に付与することができる。
【００６５】
　さらに、上記拡散浸透処理を特定の時間および特定の温度の条件下で行うことによって
、上記合金層の厚さを制御するとともに金属組織を成長させることができる。その結果、
上記合金層による磁気抵抗の増加を抑えることができるとともに、磁性部品に優れた磁気
特性を付与することができる。
【００６６】
　すなわち、上記構成によれば、優れた耐摩耗性、耐食性および磁気特性を兼ね備えた磁
性部品を製造することができる。以下に、本発明に係る電磁継電器に備えられる磁性部品
の製造方法について、詳細に説明する。なお、「鉄系部品」および「合金層」について既
に説明した事項については、ここでは詳細な説明を省略する。
【００６７】
　＜鉄系部品に拡散浸透する元素＞
　上記磁性部品を製造する方法は、上記鉄系部品にＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉか
らなる群より選ばれる１つ以上の元素を拡散浸透させるものである。当該元素を上記鉄系
部品に拡散浸透させることによって、鉄系部品の表面に合金層を形成することができる。
【００６８】
　Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素は、例えば
粉末の形状で使用されてもよい。当該粉末としては、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉ
からなる群より選ばれる１つの元素の粉末を使用していてもよく、上記元素のうちの２つ
以上を含む粉末を使用していてもよい。上記２つ以上の元素を含む粉末を使用する場合、
優れた耐摩耗性、耐食性および磁気特性を実現できる範囲であれば、当該２つ以上の元素
を混合する割合は任意である。また、粉末５は、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉから
なる群より選ばれる１つ以上の元素の単体の粉末であってもよく、上記元素を含む化合物
または合金の粉末であってもよい。上記元素を含む合金としては、例えば上記元素と鉄と
の合金が挙げられる。
【００６９】
　また、上記Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素
を含む粉末は、他の材料と混合した浸透剤として導入されてもよい。例えば、上記元素を
含む粉末と、アルミナ粉末と、塩化アンモニウム粉末とを任意の割合にて混合して浸透剤
としてもよい。上記構成によれば、より効率よく拡散浸透処理を行うことができる。
【００７０】
　＜合金層形成工程＞
　合金層形成工程について、以下に詳細に説明する。
【００７１】
　図６は、上記磁性部品を製造する方法を示す概略図である。まず、鉄系材料を加工して
なる鉄系部品４をボックス６内に導入する。ここで、ボックス内に導入された鉄系部品４
は、互いに接触しないように配置されることが好ましい。上記構成によれば、形成される
合金層の厚さが、鉄系部品４の全表面においてほぼ均一となり、Ｎｉメッキ品において生
じるような部位による膜厚のばらつきを懸念する必要がない。
【００７２】
　その後、ボックス６内に、Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる
１つ以上の元素を含む粉末５を導入する。ここで、鉄系部品４が粉末５中に埋設される状
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態にする。
【００７３】
　次に、ボックス６を炉７内に配置して後述する処理時間および処理温度にて、鉄系部品
４に粉末５を拡散浸透させる。上記処理時間および処理温度の組み合わせによれば、上記
鉄系部品にＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１つ以上の元素を
拡散浸透させて、合金層を形成するとともに、上記鉄系部品の金属組織を成長させること
ができる。なお、本明細書において、鉄系部品にＣｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉから
なる群より選ばれる１つ以上の元素を拡散浸透させる処理を、単に「拡散浸透処理」とも
称する。また、本明細書においては、特にＣｒを拡散浸透させる処理を「クロマイジング
」と称する。
【００７４】
　上記拡散浸透処理の後、ボックス６を炉７から取り出し、ボックス６から鉄系部品４を
取り出す。その後、鉄系部品４を適宜洗浄して乾燥させればよい。
【００７５】
　＜処理時間および処理温度＞
　上記拡散浸透処理において、処理時間は５時間以上１５時間以下であることが好ましく
、８時間以上１０時間以下であることがより好ましい。また、上記拡散浸透処理において
、処理温度は７５０℃以上９５０℃以下であることが好ましく、７５０℃以上９００℃以
下であることがより好ましく、７５０℃以上９００℃未満であることがさらに好ましく、
７５０℃以上８５０℃以下であることが特に好ましい。
【００７６】
　処理時間が５時間以上であり、かつ、処理温度が７５０℃以上であれば、合金層の厚さ
を、耐摩耗性および耐食性を備えるために十分な厚さとすることができるともに、金属組
織を十分に成長させることができる。また、処理時間が１５時間以下であり、処理温度が
９５０℃以下であれば、合金層の厚さを、磁気抵抗を増加させない程度の厚さ、かつ、金
属組織の成長を妨げない厚さに制御することができる。
【００７７】
　上記「耐摩耗性および耐食性を備えるために十分な厚さ」であるとともに「磁気抵抗を
増加させない程度の厚さ、かつ、金属組織の成長を妨げない厚さ」である合金層の厚さと
は、例えば、５μｍ以上６０μｍ以下であり、より好ましくは５μｍ以上３５μｍ以下で
ある。
【００７８】
　また、上記合金層形成工程において、上述の処理時間および処理温度とすることによっ
て、上記鉄系部品の結晶粒を、ＪＩＳ　Ｇ０５５１（２００５）に規定されるフェライト
結晶粒度番号１以下になるまで成長させることが好ましい。上記構成によれば、上記鉄系
部品の金属組織が十分に成長しているため、優れた磁気特性を有する磁性部品を製造する
ことができる。
【００７９】
　＜Ｎｉメッキ品の製造方法との比較＞
　上記磁性部品の製造方法によれば、磁性部品の製造工程を簡略化することができる。そ
の結果、磁性部品の製造にかかるコストを削減することができる。図７は、従来型のＮｉ
メッキ品の製造方法（図７（ａ））と本発明に係る電磁継電器に備えられる上記磁性部品
の製造方法（図７（ｂ））とを比較した概略図である。
【００８０】
　従来型のＮｉメッキ品の製造方法では、第１に主として板状の鉄系材料をプレス加工し
て所定の形状品を作成し、第２に必要な磁気特性を付与するために、非酸化性または還元
性雰囲気下で、８００～９００℃で１５～３０分加熱して熱処理を行う。磁気特性を向上
させるためには、金属結晶粒が大きいことが望ましく、そのためにはさらに長時間加熱す
ることが望ましいが、コストパフォーマンスの観点から最短１５分程度としているのが一
般的である。第３に部品の耐食性の向上を目的としてＮｉメッキが施される。そして上記
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３つの工程はそれぞれ目的および方法が異なるため、どれ一つとして省略することができ
ず、磁性部品製作の必須工程となっている。
【００８１】
　一方、本発明に係る電磁継電器に備えられる磁性部品を製造する場合、熱処理を伴う拡
散浸透処理を行うことによって金属組織の成長と合金層の形成とを同時に行うことができ
るため、プレスおよび拡散浸透処理の２工程で済むことになる。従って、所望の磁気特性
を得ながら従来型のＮｉメッキ品よりも優れた耐摩耗性および耐食性を兼備した磁性部品
が得られるだけではなく、工程を簡素化することが可能である。
【００８２】
　また、Ｎｉメッキは電気メッキ法によって行われるが、部品を１個ずつメッキするので
はなく、コストを最小化するために一定数まとめて籠に入れ、当該籠を回転させながら、
複数の部品に対して同時にメッキを施す。しかしながら、上記方法では、部品の重量およ
び回転時の変位によって部品が変形しやすく、不良品の発生原因となっている。また、メ
ッキは部品の全表面に施されるが、部品同士の表面がこすれ合いながらメッキが進行する
ため、部品の形状によって、部品ごとのメッキ膜厚のばらつきが大きく、さらに１個の部
品の中でも膜厚にばらつきが生じやすい。そのため、部品の全表面で耐食性を担保しよう
とすれば、部品全体の平均メッキ膜厚を必要以上に厚くせざるを得ないのが実情である。
そして、上記メッキ法は大量一括処理が可能であるが、形成できるメッキ膜厚が比較的薄
く、膜厚のばらつきを考慮して２回繰り返しメッキを行い、平均５～１０μｍ程度の膜厚
を得ることが一般的である。この場合、材料から製品を製造するまでに、実質的に４工程
を要することになる。
【００８３】
　一方、本発明に係る電磁継電器に備えられる磁性部品を製造する場合は、Ｎｉメッキを
施す場合のように籠の中で回転させながら処理を行うことはないため、部品の変形が発生
しない。さらに、拡散浸透処理によって生成される合金層の厚さは部品の全表面で安定し
ているため、寸法変化量が安定しており、各部品の嵌合に悪影響を与えることもない。従
って、従来型のＮｉメッキにおいて見られた厚さのばらつきに起因する組み立て不良を防
止することができる。
【００８４】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００８５】
　以下に本発明の実施例を説明するが、本発明の趣旨を逸脱しない限り、本発明はこれら
実施例に限定されるものではない。なお、本実施例においては、上述した元素Ａの含有量
の最大値を「表面Ａ濃度」と称する場合もある。例えば、上記合金層中に含まれるクロム
の含有量の最大値を「表面クロム濃度」と称する場合もある。なお、上記元素は、上記鉄
系部品の表面から内側に向かって次第に減少する様に分布している。また、以下では上記
濃度の単位を「％」とする場合もあるが、「重量％」を意味する。
【００８６】
　〔実施例１～５および比較例１～３〕
　炭素量０．０１重量％の電磁軟鉄（ＳＵＹＰ）を用いて、厚さ１．５ｍｍ、幅１５ｍｍ
、長さ２８ｍｍのヨーク、および、外径４５ｍｍ、内径３３ｍｍ、厚さ１．２ｍｍのリン
グを製造した。図８は、リングの外観を示す概略図である。図８（ａ）中のＤがリング１
１の外径、ｄがリング１１の内径を示している。図８（ｂ）は、図８（ａ）のｘ軸方向か
ら見た図である。図８（ｂ）中のｔはリング１１の厚さを示している。
【００８７】
　実施例１～５および比較例１～２では、上記ヨークおよびリングに対して、異なる温度
条件にて拡散浸透処理を行い、試験片を作製した。当該拡散浸透処理は、クロム粉末４０
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～８０重量％、アルミナ粉末１９．５～５９．５重量％、塩化アンモニウム粉末０．５重
量％を混合してなる浸透剤にヨークおよびリングを埋め込み、半密閉容器に充填し、水素
ガスを流しながら７００℃（比較例１）、７５０℃（実施例１）、８００℃（実施例２）
、８５０℃（実施例３）、９００℃（実施例４）、９５０℃（実施例５）または１０００
℃（比較例２）にて１０時間加熱して行った。比較例３では、Ｎｉメッキを施されたヨー
クおよびリングを試験片として用いた。上記ヨークを用いて、合金層の厚さ、拡散浸透し
た元素の濃度、耐食性、耐摩耗性、および吸引力を調査し、拡散浸透処理による部品の品
質改善効果を確認した。また、上記リングを用いて、保磁力の試験を行った。
【００８８】
　＜合金層の厚さ、表面クロム濃度＞
　合金層の厚さは上記ヨークをカットし、その断面を観察することによって計測した。当
該合金層の厚さは１０か所について計測し、その平均を求めた。また、表面クロム濃度は
、ＳＥＭによる表面元素分析およびＥＰＭＡによる元素濃度分析によって計測した。
【００８９】
　＜合金層表面硬度＞
　合金層表面硬度として、ビッカース硬さを計測した。ビッカース硬さは、ＪＩＳ　Ｚ　
２２４４（１９９２）に基づいて算出した。当該実験では、試験荷重を２５ｇｆとして試
験を行った。
【００９０】
　＜耐食性テスト（塩水噴霧試験）＞
　耐食性テストとして、塩水噴霧試験を行い、試験片の表面の腐食面積の割合を求めた。
３５℃に維持された塩水噴霧試験槽内で、塩濃度５±１％（質量比）、ｐＨ値６．５～７
．２（水温２０±２℃）の塩水を試験片に連続して２時間噴霧し、その後、試験槽内で２
０～２２時間放置することを１サイクルとし、これを３サイクル行った。当該試験は、Ｊ
ＩＳ　Ｃ　００２４（２０００）（ＩＥＣ　６００６８－２－５２（１９９６））、およ
び、ＪＩＳ　Ｃ　５４４２（１９９６）に基づいて行った。
【００９１】
　＜耐摩耗性テスト＞
　試験片を実際にリレーに組み込み、２０００万回開閉させた後の金属摩耗部の表面状態
を外観確認し、摩耗粉の発生程度によって、摩耗の大小を判定した。開閉頻度は１８００
回／分とした。当該試験は、ＪＩＳ　Ｃ　４５３０（１９９６）、ＪＩＳ　Ｃ　５４４２
（１９９６）、および、ＮＥＣＡ　Ｃ　５４４０（１９９９）に基づいて行った。
【００９２】
　＜吸引力試験＞
　図９に、吸引力試験のための装置を示す。試験片であるヨーク１、鉄片２および鉄心３
を用いてリレーを作製し、外部電源により、鉄心３に巻いたコイル１４に定格電流を通電
し、ロードセル１６を用いて、電磁石吸着部１５に発生する吸引力を測定した。
【００９３】
　＜保磁力試験＞
　円形リングとして加工した試験片について、保磁力を測定した。図１０に、試験片にコ
イルを巻く方法を示す。まず、試験片１１（図１０（ａ））を絶縁テープ１７ａで覆う（
図１０（ｂ））。次に、磁束検出用コイル１８として絶縁導線を試験片１１に均等に巻く
（図１０（ｃ））。その後、試験片１１をさらに絶縁テープ１７ｂで覆う（図１０（ｄ）
）。絶縁テープ１７ｂ上に、励磁用コイル１９として、測定の際に最大の磁化電流を流す
ことができる絶縁導線を、最大の磁界の強さを得るために十分な巻き数となるように、１
層または多層巻く（図１０（ｅ））。図１０（ｆ）はコイルを巻いた試験片の外観を示す
概略図であり、図１０（ｇ）は図１０（ｆ）のＡ－Ａ’における断面図を示している。当
該試験では、磁束検出用コイルの磁束密度としては１００Ｔ、励磁用コイルの磁束密度と
しては２００Ｔを採用した。
【００９４】
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　保磁力とは、磁化された磁性体を磁化されていない状態に戻すために必要な反対方向の
磁界の強さである。保磁力の数値が小さいほど、磁気特性は良好である。保磁力の測定は
、ＢＨカーブトレーサによって行った。測定したＢＨカーブから保磁力の値を読み取った
。図１１はＢＨカーブの例を示している。測定は初期磁化曲線の測定を基本とした。なお
、測定ごとに消磁を確実に行った。当該試験は、ＪＩＳ　Ｃ　２５０４（２０００）に基
づいて行った。
【００９５】
　＜実施例１～５および比較例１～３の結果＞
　実施例１～５および比較例１～３の結果を表１に示す。耐摩耗性テストの結果は、比較
例３（Ｎｉメッキ品）の摩耗粉発生量を１００％とした場合の、各実施例および比較例の
摩耗粉発生量の割合として示している。当該摩耗粉発生量の数値が小さいほど、耐摩耗性
が良好であると言える。吸引力試験の結果は、比較例３の吸引力を１００％とした場合の
、各実施例および比較例の吸引力の割合として示している。
【００９６】
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【表１】

【００９７】
　（合金層表面硬度の結果）
　クロムと鉄との合金層は、母材である電磁軟鉄（ビッカース硬度：９０～１５０ｍＨｖ
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）より硬く、表１に示すように、１６０～６３０ｍＨｖのビッカース硬度を示した。比較
例１はビッカース硬度が１６０ｍＨｖであり、比較例３より劣る結果となった。なお、比
較例１は合金層の厚さも３μｍと薄かった。
【００９８】
　（耐食性テストの結果）
　Ｎｉメッキ品である比較例３の腐食面積は４０～５０％であったのに対し、比較例１は
５０～６０％と悪い結果になったが、実施例１～５はいずれも比較例３よりも腐食が少な
かった。特に、実施例３～５（合金層の厚さ：２０～６０μｍ、クロム濃度：３７～６１
重量％）は、全く腐食しなかった。以上のことから、合金層が厚く、クロム濃度が高いほ
うが、耐食性が優れていると考えられる。また、強磁性体であるＮｉの代わりに、反強磁
性体であるＣｒを使用する場合であっても、合金層の厚さを制御することで、磁気特性を
失うことなく耐食性を向上させることが可能であることがわかった。
【００９９】
　（耐摩耗性テストの結果）
　比較例１の耐摩耗性はＮｉメッキ品である比較例３より劣るものの、実施例１～５およ
び比較例２の耐摩耗性については比較例３と同等または比較例３を上回る結果が得られた
。特にビッカース硬度が高い、実施例３～５においては、ほとんど摩耗しなかった。
【０１００】
　（吸引力試験の結果）
　クロムは反強磁性体であるため、合金層を形成することによって、磁気特性が悪化する
ことが予想されたが、表１の比較例１～２および実施例１～５に示すように、合金層の厚
さが６０μｍ以下であれば、比較例３以上、または比較例３と同等の吸引力が得られた。
ただし、比較例２（合金層の厚さ：８０μｍ）では、吸引力が低下し、磁性部品として使
用できないことがわかった。
【０１０１】
　図１２にストロークＳＴ（ｍｍ）と吸引力Ｆとの関係を示す。実施例４（処理温度：９
００℃）および比較例３の吸引力が同等である。処理温度が上がるほど、吸引力が減少し
、処理温度が下がるほど吸引力が増加することがわかる。
【０１０２】
　（保磁力試験の結果）
　保磁力試験においても、表１の比較例１および実施例１～５に示すように、合金層の厚
さが５０μｍ以下であれば、比較例３以上、または比較例３と同等の保磁力が得られた。
なお、Ｎｉメッキ品である比較例３に比べて＋１０Ａ／ｍ以下であれば、磁性部品として
使用可能であると判断した。ただし、比較例２（合金層の厚さ：８０μｍ）では、保磁力
が低下し、磁性部品として使用できないことがわかった。
【０１０３】
　なお、Ｎｉメッキ等で従来実施されている磁気特性を改善するための加熱温度（８００
～９００℃）と加熱時間（１５～３０分）との組み合わせでは、母材の結晶粒度は、ＪＩ
Ｓ　Ｇ０５５１（２００５）に規定されるフェライト結晶粒度番号が２以上である（断面
積１ｍｍ２あたりの結晶粒の数が３２以下程度、図１３（ａ）参照）。これに対し、実施
例１～５では、加熱温度７５０～９５０℃であり、かつ、加熱時間が１０時間と大幅に長
いため、より結晶粒の粗大化が進行しており、上記フェライト結晶粒度番号が－１以下（
断面積１ｍｍ２あたりの結晶粒の数が４以下程度、図１３（ｂ）参照）となる。なお、図
１３（ｃ）および（ｄ）は、それぞれ、図１３（ａ）および（ｂ）の結晶粒界を顕在化さ
せた図である。
【０１０４】
　以上のことから、合金層の厚さが６０μｍ以下である場合（実施例１～５および比較例
１）は、上記フェライト結晶粒度番号が－１以下であることによって、良好な磁気特性が
得られると考えられる。しかしながら、合金層の厚さが８０μｍに達した場合（比較例２
）、１０００℃×１０時間という最も母材の結晶粒が粗大化する加熱条件で拡散浸透処理
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を行っても、磁気特性の低下が避けられなかった。
【０１０５】
　〔実施例１～５および比較例１～６〕
　ＮＳＳＭＡＧ１（軟磁性ステンレス鋼）（比較例４～５）およびＳＵＹＰ（電磁軟鉄）
（比較例６）についても上述した保磁力試験を行い、クロムを拡散浸透させたＳＵＹＰ（
実施例１～５および比較例１～２）およびＮｉメッキを施したＳＵＹＰ（比較例３）を用
いた場合の結果と比較した。試験結果を表２に示す。
【０１０６】
【表２】

【０１０７】
　表２に示すように、Ｎｉメッキを施した比較例３は、Ｎｉメッキを施していない比較例
６に比べて保磁力の数値が大きくなった。また、クロムの拡散浸透処理を施した実施例の
中でも実施例１および２では、クロムが均等に含有されている比較例４～５に比べて保磁
力が優れていた。
【０１０８】
　〔実施例６〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．０１重量％）を用いて加工したヨーク（図５における
ｚ軸方向における最大の長さ２２ｍｍ、ｘ軸方向における最大の長さ１１ｍｍ、幅（ｙ軸
方向の長さ）１１．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：クロム粉末（４０重量％）、アルミナ粉末（５９．５重量％）、塩化アン
モニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：８００℃
処理時間：５時間
　その結果、合金層の厚さ１５μｍ、表面クロム濃度３０％のヨークが得られた。ＥＰＭ
Ａ分析装置による合金層断面のクロム濃度分析値を図１４（ａ）に示す。
【０１０９】
　得られたヨークについて、実施例１と同様の磁気特性テスト（吸引力試験および保磁力
試験）、耐食性テストおよび耐摩耗性テストを行った。磁気特性については、現行のＮｉ
メッキ品（比較例３）と同様に良好であった。耐食性テストにおいては、腐食面積は１０
～２０％であり、比較例３（４０～５０％）に比べると軽減されており、本発明の効果が
確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られたヨークをリレーに組み込んで２０００
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万回の開閉テストを行った結果、ヨークの摺動面はほとんど摩耗しておらず、良好であっ
た。
【０１１０】
　〔実施例７〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．０１重量％）を用いて加工したヨーク（図５における
ｚ軸方向における最大の長さ２２ｍｍ、ｘ軸方向における最大の長さ１１ｍｍ、幅（ｙ軸
方向の長さ）１１．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：フェロバナジウム粉末（５０重量％）、アルミナ粉末（４９．５重量％）
、塩化アンモニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：９３０℃
処理時間：５時間
　その結果、厚さ２０μｍ、表面バナジウム濃度４９％のヨークが得られた。ＥＰＭＡ分
析装置による合金層断面のバナジウム濃度分析値を図１４（ｂ）に示す。
【０１１１】
　得られたヨークについて、実施例１と同様の磁気特性テスト、耐食性テストおよび耐摩
耗性テストを行った。磁気特性については、比較例３と同様に良好であった。耐食性テス
トにおいては、全く腐食しておらず、比較例３（４０～５０％）に比べるとはるかに優れ
た耐食性を示しており、本発明の効果が確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られ
たヨークをリレーに組み込んで２０００万回の開閉テストを行った結果、ヨークの摺動面
はほとんど摩耗しておらず、優れた耐摩耗性を示した。
【０１１２】
　〔実施例８〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．０１重量％）を用いて加工したヨーク（図５における
ｚ軸方向における最大の長さ２２ｍｍ、ｘ軸方向における最大の長さ１１ｍｍ、幅（ｙ軸
方向の長さ）１１．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：鉄－アルミニウム合金粉末（６５重量％）、アルミナ粉末（３４．５重量
％）、塩化アンモニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：８３０℃
処理時間：５時間
　その結果、厚さ３０μｍ、表面アルミニウム濃度３３％のヨークが得られた。ＥＰＭＡ
分析装置による合金層断面のアルミニウム濃度分析値を図１４（ｃ）に示す。
【０１１３】
　得られたヨークについて、実施例１と同様の磁気特性テスト、耐食性テストおよび耐摩
耗性テストを行った。磁気特性については、比較例３と同様に良好であった。耐食性テス
トにおいては、全く腐食しておらず、比較例３（４０～５０％）に比べるとはるかに優れ
た耐食性を示しており、本発明の効果が確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られ
たヨークをリレーに組み込んで２０００万回の開閉テストを行った結果、ヨークの摺動面
はほとんど摩耗しておらず、優れた耐摩耗性を示した。
【０１１４】
　〔実施例９〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．０１重量％）を用いて加工したヨーク（図５における
ｚ軸方向における最大の長さ２２ｍｍ、ｘ軸方向における最大の長さ１１ｍｍ、幅（ｙ軸
方向の長さ）１１．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：クロム粉末（４０重量％）、アルミナ粉末（５９．５重量％）、塩化アン
モニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：８００℃
処理時間：１３時間
　その結果、合金層の厚さ１５μｍ、表面硬度２７０ｍＨｖ、表面クロム濃度３３％のヨ
ークが得られた。ＥＰＭＡ分析装置による合金層断面のクロム濃度分析値を図１５（ａ）
に示す。
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【０１１５】
　得られたヨークについて、実施例１と同様の磁気特性テスト（吸引力試験および保磁力
試験）、耐食性テストおよび耐摩耗性テストを行った。磁気特性については、現行のＮｉ
メッキ品（比較例３）と同様に良好であった。耐食性テストにおいては、腐食面積は１０
～２０％であり、比較例３（４０～５０％）に比べると軽減されており、本発明の効果が
確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られたヨークをリレーに組み込んで２０００
万回の開閉テストを行った結果、ヨークの摺動面はほとんど摩耗しておらず、良好であっ
た。
【０１１６】
　〔実施例１０〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．１２重量％）を用いて加工した鉄片（図５におけるｘ
軸方向における最大の長さ１３．５ｍｍ、ｚ軸方向における最大の長さ８．５ｍｍ、幅（
ｙ軸方向の長さ）１１．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：クロム粉末（４０重量％）、アルミナ粉末（５９．５重量％）、塩化アン
モニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：８８０℃
処理時間：８時間
　その結果、合金層の厚さ２９μｍ、表面硬度３１０ｍＨｖ、表面クロム濃度４２％の鉄
片が得られた。ＥＰＭＡ分析装置による合金層断面のクロム濃度分析値を図１５（ｂ）に
示す。
【０１１７】
　得られた鉄片について、実施例１と同様の磁気特性テスト（吸引力試験および保磁力試
験）、耐食性テストおよび耐摩耗性テストを行った。磁気特性については、現行のＮｉメ
ッキ品（比較例３）と同様に良好であった。耐食性テストにおいては、表面は全く腐食し
ておらず、比較例３（４０～５０％）に比べるとはるかに優れた耐食性を示しており、本
発明の効果が確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られた鉄片をリレーに組み込ん
で２０００万回の開閉テストを行った結果、鉄片の摺動面はほとんど摩耗しておらず、優
れた耐摩耗性を示した。
【０１１８】
　〔実施例１１〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．０７重量％）を用いて加工した鉄心（直径φ７ｍｍ、
長さ２０．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：クロム粉末（４０重量％）、アルミナ粉末（５９．５重量％）、塩化アン
モニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：９３０℃
処理時間：６時間
　その結果、合金層の厚さ３８μｍ、表面硬度３６０ｍＨｖ、表面クロム濃度４９％の鉄
心が得られた。ＥＰＭＡ分析装置による合金層断面のクロム濃度分析値を図１５（ｃ）に
示す。
【０１１９】
　得られた鉄心について、実施例１と同様の磁気特性テスト（吸引力試験および保磁力試
験）、耐食性テストおよび耐摩耗性テストを行った。磁気特性については、現行のＮｉメ
ッキ品（比較例３）と同様に良好であった。耐食性テストにおいては、腐食面積は１０～
２０％であり、比較例３（４０～５０％）に比べるとはるかに優れた耐食性を示しており
、本発明の効果が確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られた鉄心をリレーに組み
込んで２０００万回の開閉テストを行った結果、鉄心の摺動面はほとんど摩耗しておらず
、優れた耐摩耗性を示した。
【０１２０】
　〔実施例１２〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．０１重量％）を用いて加工した鉄心（直径φ７ｍｍ、
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長さ２０．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：フェロバナジウム粉末（５０重量％）、アルミナ粉末（４９．５重量％）
、塩化アンモニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：９３０℃
処理時間：７時間
　その結果、厚さ１６μｍ、表面硬度４１０ｍＨｖ、表面バナジウム濃度４３％のヨーク
が得られた。ＥＰＭＡ分析装置による合金層断面のバナジウム濃度分析値を図１５（ｄ）
に示す。
【０１２１】
　得られた鉄心について、実施例１と同様の磁気特性テスト、耐食性テストおよび耐摩耗
性テストを行った。磁気特性については、比較例３と同様に良好であった。耐食性テスト
においては、全く腐食しておらず、比較例３（４０～５０％）に比べるとはるかに優れた
耐食性を示しており、本発明の効果が確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られた
鉄心をリレーに組み込んで２０００万回の開閉テストを行った結果、鉄心の摺動面はほと
んど摩耗しておらず、優れた耐摩耗性を示した。
【０１２２】
　〔実施例１３〕
　低炭素鋼（ＳＰＣＣ、炭素量０．１０重量％）を用いて加工した鉄片（図５におけるｘ
軸方向における最大の長さ１３．５ｍｍ、ｚ軸方向における最大の長さ８．５ｍｍ、幅（
ｙ軸方向の長さ）１１．５ｍｍ）に以下の条件にて拡散浸透処理を施した。
浸透剤の組成：鉄－アルミニウム合金粉末（６５重量％）、アルミナ粉末（３４．５重量
％）、塩化アンモニウム粉末（０．５重量％）
処理温度：８００℃
処理時間：５時間
　その結果、厚さ３１μｍ、表面硬度２５０ｍＨｖ、表面アルミニウム濃度２９％の鉄片
が得られた。ＥＰＭＡ分析装置による合金層断面のアルミニウム濃度分析値を図１５（ｅ
）に示す。
【０１２３】
　得られた鉄片について、実施例１と同様の磁気特性テスト、耐食性テストおよび耐摩耗
性テストを行った。磁気特性については、比較例３と同様に良好であった。耐食性テスト
においては、全く腐食しておらず、比較例３（４０～５０％）に比べるとはるかに優れた
耐食性を示しており、本発明の効果が確認できた。耐摩耗性テストにおいては、得られた
鉄片をリレーに組み込んで２０００万回の開閉テストを行った結果、鉄片の摺動面はほと
んど摩耗しておらず、優れた耐摩耗性を示した。
【０１２４】
　上記実施例６～１３から、強磁性体であるＮｉの代わりに、反強磁性体、反磁性体また
は常磁性体であるＣｒ、ＶまたはＡｌを使用した場合であっても、合金層の厚さを制御す
ることで、磁気特性を失うことなく耐食性を向上させることが可能であることがわかった
。
【０１２５】
　〔実施例１４～１５および比較例７～１０〕
　ＳＰＣＣを用いて加工した試験片について、金属組織を観察した。実施例１４および比
較例７～８では、厚さ１．２ｍｍの試験片を使用し、実施例１５および比較例９～１０で
は、厚さ１．６ｍｍの試験片を使用した。実施例１４～１５では、浸透剤（クロム粉末（
４０重量％）、アルミナ粉末（５９．５重量％）、塩化アンモニウム粉末（０．５重量％
））を使用して、処理温度８４０℃、処理時間９時間にて処理を行い、合金層を形成した
。比較例７および９では、熱処理を行わず、比較例８および１０では、８５０℃の熱処理
を行った。なお、比較例７～１０では、拡散浸透処理およびＮｉメッキを行っていない。
【０１２６】
　図１６～１９は、実施例１４および比較例７～８について、異なる倍率の断面図を示し
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ている。図２０～２３は、実施例１５および比較例９～１０について、異なる倍率の断面
図を示している。図１６～２３から、実施例１４～１５では、比較例７～１０に比べて金
属組織が成長していることがわかる。
【０１２７】
　〔実施例１６～１９および比較例１１〕
　純鉄を用いて加工したヨークについて、実施例１と同様の方法で、塩水噴霧試験を行っ
た。実施例１６～１９は、浸透剤（クロム粉末（４０重量％）、アルミナ粉末（５９．５
重量％）、塩化アンモニウム粉末（０．５重量％））を使用して、処理時間８時間にてク
ロムを拡散浸透させたヨークである。なお、処理温度は、実施例１６では７６５℃、実施
例１７では８００℃、実施例１８では８５０℃、実施例１９では９５０℃とした。比較例
１１はＮｉメッキが施されたヨークである。各実施例および比較例では、それぞれ３つの
ヨークを作製した。
【０１２８】
　試験結果を図２４～２８に示す。なお、図２４～２８はヨークの両面から見た写真を示
している。すなわち、図５におけるｘ軸両方向から見た写真を示している。図２４は比較
例１１の結果を示しており、図２５～２８は実施例１６～１９の結果を示している。実施
例１６～１９では、比較例１１に比べて腐食面積が少ないことがわかる。
【０１２９】
　〔実施例２０および比較例１２〕
　ＳＰＣＣを用いて加工した鉄片およびヨークについて、硝酸に対する耐食性を調べた。
実施例２０には、浸透剤（クロム粉末（４０重量％）、アルミナ粉末（５９．５重量％）
、塩化アンモニウム粉末（０．５重量％））を使用して、処理温度８６０℃、処理時間９
時間にてクロムを拡散浸透させた鉄片およびヨークを使用し、比較例１２には、Ｎｉメッ
キを施した鉄片およびヨークを使用した。鉄片およびヨークをリレーに組み込み、接点の
開閉によりアーク熱を発生させ、当該アーク熱によってリレー内部に硝酸ガスが発生する
。
【０１３０】
　試験結果を図２９に示す。比較例１２（図２９（ａ）および（ｂ））では、緑青が発生
しているのに対し、実施例２０（図２９（ｃ）および（ｄ））では、緑青はほとんど見ら
れない。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明は、特に、耐摩耗性、耐食性および磁気特性を兼ね備えることが要求される電磁
継電器に利用することができる。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　ヨーク（磁性部品）
　２　鉄片（磁性部品）
　３　鉄心（磁性部品）
　４　鉄系部品
　５　Ｃｒ、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、およびＳｉからなる群より選ばれる１以上の元素を含む粉
末
　９　接点
　１０　電磁石装置
　１４　コイル
　１００　電磁継電器
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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月17日(2013.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄系材料を加工してなる鉄系部品を備えた磁性部品とコイルとを有する電磁石装置と、
当該電磁石装置の励磁および消磁に連動して開閉する接点とを備える電磁継電器であって
、
　上記鉄系部品は、当該鉄系部品の表面に、Ｃｒ元素が拡散浸透している合金層を備えて
おり、
　上記合金層の厚さは５μｍ以上３５μｍ以下であることを特徴とする電磁継電器。
【請求項２】
　上記合金層中の任意の複数の位置における上記Ｃｒ元素の含有量の最大値の合計が２０
重量％以上６５重量％以下であることを特徴とする請求項１に記載の電磁継電器。
【請求項３】
　上記合金層は、上記鉄系部品に上記Ｃｒ元素を５時間以上１５時間以下の処理時間、お
よび、７５０℃以上９５０℃以下の処理温度で拡散浸透させる処理を行うことにより形成
されていることを特徴とする請求項１または２に記載の電磁継電器。
【請求項４】
　上記鉄系材料の炭素含有量が０重量％以上０．１５重量％未満であることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の電磁継電器。
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【請求項５】
　上記鉄系部品の結晶粒度は、ＪＩＳ　Ｇ０５５１（２００５）に規定されるフェライト
結晶粒度番号が１以下であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電磁
継電器。
【手続補正書】
【提出日】平成26年2月7日(2014.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄系材料を加工してなる鉄系部品を備えた磁性部品とコイルとを有する電磁石装置と、
当該電磁石装置の励磁および消磁に連動して開閉する接点とを備える電磁継電器であって
、
　上記鉄系部品は、当該鉄系部品の表面に、Ｃｒ元素が拡散浸透している合金層を備えて
おり、
　上記合金層の厚さは５μｍ以上３５μｍ以下であり、
　上記電磁石装置の励磁および消磁に伴う上記鉄系部品の動作に連動して、上記接点を開
閉することを特徴とする電磁継電器。
【請求項２】
　上記鉄系部品は、ヨークと、上記コイルが巻きつけられた鉄心と、上記鉄心の励磁に伴
い上記鉄心に吸着され、かつ上記鉄心の消磁に伴い上記鉄心から離れる鉄片とのうちの少
なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の電磁継電器。
【請求項３】
　上記合金層中の任意の複数の位置における上記Ｃｒ元素の含有量の最大値の合計が２０
重量％以上６５重量％以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の電磁継電器
。
【請求項４】
　上記合金層は、上記鉄系部品に上記Ｃｒ元素を５時間以上１５時間以下の処理時間、お
よび、７５０℃以上９５０℃以下の処理温度で拡散浸透させる処理を行うことにより形成
されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電磁継電器。
【請求項５】
　上記鉄系材料の炭素含有量が０重量％以上０．１５重量％未満であることを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の電磁継電器。
【請求項６】
　上記鉄系部品の結晶粒度は、ＪＩＳ　Ｇ０５５１（２００５）に規定されるフェライト
結晶粒度番号が１以下であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の電磁
継電器。
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