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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面から１．５０ｍｍ以上の深さ領域について、
　　化学組成が、質量％で、
　　Ｃ ：０．１０～０．４０％、
　　Ｓｉ：０．１０～３．００％、
　　Ｍｎ：０．５０～３．００％、
　　Ｃｒ：０．１０～３．００％、
　　Ａｌ：０．０１０～０．１００％、
　　Ｎ：０．００３～０．０３０％、
　　Ｓ：０．００３～０．０３０％、
　　Ｐ：０．０２０％以下
　　Ｍｏ：０～３．００％、
　　Ｂ：０～０．００５０％、
　　Ｎｂ：０～０．１００％、
　　Ｔｉ：０～０．１００％、
　　Ｖ：０～０．５０％、
　　ＲＥＭ：０～０．０２０％
残部：Ｆｅ及び不純物であり、
　粒界酸化層が２．０μｍ以下であり、
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　表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍまでの深さ領域について、
　　ビッカース硬さが７５０ＨＶ以上であり、
　　組織が焼戻しマルテンサイト及び残留オーステナイトであり、
　　旧オーステナイトの結晶粒径がＪＩＳ粒度番号で１１番以上であり、
　表面から０．７０ｍｍから１．２０ｍｍまでの深さ領域に、ビッカース硬さが５５０Ｈ
Ｖとなる深さ位置が存在し、
　表面から１．５０ｍｍ以上の深さ領域でのビッカース硬さが２００～４００ＨＶである
、
ことを特徴とする機械部品。
【請求項２】
　化学組成が、質量％で、
　Ｃ ：０．１０～０．４０％、
　Ｓｉ：０．１０～３．００％、
　Ｍｎ：０．５０～３．００％、
　Ｃｒ：０．１０～３．００％、
　Ａｌ：０．０１０～０．１００％、
　Ｎ：０．００３～０．０３０％、
　Ｓ：０．００３～０．０３０％、
　Ｐ：０．０２０％以下、
　Ｍｏ：０～３．００％、
　Ｂ：０～０．００５０％、
　Ｎｂ：０～０．１００％、
　Ｔｉ：０～０．１００％、
　Ｖ：０～０．５０％、
　ＲＥＭ：０～０．０２０％
残部：Ｆｅ及び不純物である鋼材を機械部品形状に成形し、
　浸炭処理温度９５０℃超～１１００℃にて真空浸炭処理を行い、次いで、
　オーステナイト域から焼入れし、
　下記式（１）、（２）を満足し、かつ、周波数を１０～５００ＫＨｚとして、１回以上
高周波焼入れし、次いで、
　１３０～２００℃で焼戻しすることを特徴とする請求項１に記載の機械部品の製造方法
。
　　３００≦ｙ≦－０．３５×Ｔ０＋７５０・・・（１）
　　Ａ＜Ｔ１≦１０００・・・（２）
　但し、Ｔ０は浸炭処理温度（℃）；ｙは高周波加熱時の昇温速度（℃／秒）；Ｔ１は機
械部品の表面から０．５ｍｍにおける最高到達温度；Ａは鋼のオーステナイト化温度であ
る。
【請求項３】
　前記高周波焼入れを２回又は３回行う、請求項２に記載の機械部品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面から深さ方向における硬さ分布を好適化した機械部品、及び真空浸炭処
理と高周波焼入れを併用した機械部品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用トランスミッション部品を製造する過程においては、曲げ疲労強度及びピッテ
ィング強度などの向上を目的として、表面硬化処理が施される。近年、自動車の燃費改善
の観点から、当該トランスミッション部品は、上記の各種強度の向上を通して、その小型
化や軽量化が要請されている。
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【０００３】
　例えば、歯車を製造する場合、表面硬化処理の手段としてはガス浸炭焼入れが一般的に
採用される。ガス浸炭処理時には、鋼材表面に粒界酸化層が形成されるとともに、パーラ
イト等の不完全焼入れ組織が生成し、これらの現象によって歯車に関する各種強度が低下
することが知られている。そのため、酸化性元素であるＳｉ、Ｍｎ、Ｃｒを低減した鋼が
提案されているが、こうした合金元素の調整のみでは、曲げ疲労強度やピッティング強度
を大幅に改善することは困難である。
【０００４】
　一方、ガス浸炭焼入れの代わりに真空浸炭焼入れを採用した場合には、以下の利点があ
る：
　１）鋼材表面に粒界酸化層がみられず、ガス浸炭処理と比較して、各種強度の低減を回
避することができ、また
　２）高温での浸炭処理が可能なため、ガス浸炭処理と比較して、処理時間を短縮するこ
とができる。
　しかしながら、真空浸炭焼入れを採用した場合には、高温で浸炭処理を施すと、旧オー
ステナイト粒が粗大化し、ひいては曲げ疲労特性が低下するという問題がある。
【０００５】
　浸炭処理後の旧オーステナイトの結晶粒の粗大化を防止する手段として、これまでに種
々の方法が提案されている。例えば、特許文献１には、Ｓｉ量を０．３％以下とすること
を特徴とした鋼について、浸炭処理後に高周波加熱により鋼部品全体を１０℃／秒以上の
速度でオーステナイト領域に加熱し、浸炭硬化層の旧オーステナイトの結晶粒度をＪＩＳ
粒度番号で９番以上とする浸炭部品の製造方法が記載されている。
【０００６】
　特許文献２には、ガス浸炭処理後に浸炭時の全硬化深さの０．３～１．５倍をオーステ
ナイト化させる高周波加熱を行い、その後焼入れすることによって、旧オーステナイトの
結晶粒度がＪＩＳ粒度番号で１０番以上であり、また、圧縮残留応力が付与された焼き入
れ部品の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－９２６９０号公報
【特許文献２】特開昭６４－０３６７７９号公報
【特許文献３】特開２０１０－００７１２０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、近年、トランスミッション部品の各種強度を極めて高いレベルで要求す
る車両が利用されている。
【０００９】
　特許文献３には、真空浸炭焼入れ後に１回以上の高周波焼入れを行うことによって、平
均旧オーステナイト結晶粒径を９．３μｍ以下にする浸炭部品の製造方法が開示されてい
る。しかし、特許文献３に開示された製造方法では、浸炭部品の曲げ疲労強度及びピッテ
ィング強度を十分に向上できなかった。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、各種強度を極めて高いレベルで実
現した機械部品を提供することを目的としている。また、本発明は、このような高強度機
械部品を得ることのできる、機械部品の製造方法を提供することを併せて目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究した結果、以下の知見を見出した。
【００１２】
　引例３に開示された製造方法が、曲げ疲労強度及びピッティング強度を十分に向上でき
なかった原因について研究した結果、引例３に開示された製造方法では、浸炭部品の有効
硬化層が深くできない事を、本発明者らは見出した。
【００１３】
　一般的に、浸炭時間が同じである場合、浸炭処理温度を高くすると炭素の拡散が速まる
ため、有効硬化層を深くできるが、旧オーステナイト粒は粗粒になるという問題が生じる
。本発明者らは、鋭意研究した結果、有効硬化層を深く、細粒を維持するための技術的な
知見を見出した。
【００１４】
　以下に、この知見について図１～図５を参照しつつ詳述する。
　なお、図１～図３は、本発明に係る機械部品の製造方法において実施する真空浸炭処理
及び高周波焼入れにおける熱サイクルを説明するための模式図である。ここで、高周波焼
入れとは高周波加熱して冷却する工程をいう。
【００１５】
　図１～図３において、Ｔ０は、真空浸炭処理工程における浸炭処理温度（℃）であり、
８５０℃以上１１００℃以下である。Ｔ１は、高周波焼入れ工程の加熱時において機械部
品の表面から０．５ｍｍにおける最高到達温度である。また、「均熱」とは、真空浸炭処
理工程の浸炭工程の開始までに機械部品の全体の温度が８５０℃以上１１００℃以下にな
るように加熱する工程であり、均熱工程の時間は、特に限定されない。また、均熱工程前
の昇温速度は、特に限定されない。図１～図３は、８５０℃以上１１００℃以下において
、浸炭工程がＳ１分間行われ、次いで拡散工程がＳ２分間行われることを示す。また、「
昇温速度ｙ（℃／秒）」とは、高周波加熱時の昇温速度であり、「水冷」とは、機械部品
が前記高周波加熱後に水で冷却されたことを意味する。
【００１６】
　図４（ａ）は、前記真空浸炭処理及び高周波焼入れの終了段階で得られる機械部品表層
の旧オーステナイト組織の一例を示す写真である。図５は、前記真空浸炭処理及び高周波
焼入れの終了段階で得られる機械部品の深さ方向におけるビッカース硬さ分布例を示すグ
ラフである。
【００１７】
　本発明者らは、機械部品に対して、図１、図２及び図３に示す真空浸炭処理を施すこと
で、機械部品の表面から１．５ｍｍまでの深さ領域における鋼中のＣ濃度を高めることが
できる、との知見を得た。
【００１８】
　また、本発明者らは、真空浸炭処理後、図１、図２及び図３に示す熱サイクルで高周波
焼入れを行うことで、図４（ａ）に示すように表面近傍に浸炭異常層である粒界酸化層が
ほとんどみられず、表面から０．５ｍｍまでの深さ領域における旧オーステナイトの結晶
粒度がＪＩＳ粒度番号で１１番以上の組織を得ることができる、との知見を得た。
【００１９】
　なお、図４（ａ）は表面にニッケルめっきされた試験片の断面写真であり以下の通り作
成した。真空浸炭及び高周波焼入れを施した丸棒のＬ断面から表面を含むように試験片を
作製する。試験片表面全体にニッケルの金属めっきを施し、断面を研磨後、ピクリン酸と
エタノールの混合溶液（アルコール１００ｍｌに対しピクリン酸４ｇ）に５分浸漬させ、
オーステナイト粒界を現出させた後、表面を含むように光学顕微鏡で１０００倍の写真を
撮影する。金属めっきは、試験片の表面が欠けないように施すことが好ましい。
【００２０】
　さらに、本発明者らは、図５に示すように、主に、図１、図２及び図３に示す真空浸炭
及び高周波焼入れを採用することで、機械部品の表面から０．５ｍｍまでの深さ領域（表
面付近の領域Ａ）におけるビッカース硬さを７５０ＨＶ以上とすることができるとともに
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、図１、図２及び図３に示す真空浸炭焼入れを採用することで、表面から０．７ｍｍの深
さから１．２ｍｍの深さまでの領域（領域Ａよりも内部の領域Ｂ）に、ビッカース硬さが
５５０ＨＶとなる深さ位置を存在させることができ、ひいては機械部品の深さ方向におけ
る硬さ分布の好適化を実現することができるとの知見を得た。
【００２１】
　加えて、本発明者らは、上述したＣ濃度の向上、旧オーステナイトの結晶粒度の増加（
結晶粒の微細化）、及び機械部品の深さ方向における硬さ分布の好適化により、機械部品
の各種強度（例えば、曲げ疲労強度やピッティング強度）を向上させることができる、と
の知見を得た。
【００２２】
　本発明は、上記知見に基づき、さらに詳細に検討した結果得られたものであり、その要
旨は以下のとおりである。
【００２３】
　（１）表面から１．５０ｍｍ以上の深さ領域について、
　　化学組成が、質量％で、
　　Ｃ ：０．１０～０．４０％、
　　Ｓｉ：０．１０～３．００％、
　　Ｍｎ：０．５０～３．００％、
　　Ｃｒ：０．１０～３．００％、
　　Ａｌ：０．０１０～０．１００％、
　　Ｎ：０．００３～０．０３０％、
　　Ｓ：０．００３～０．０３０％、
　　Ｐ：０．０２０％以下
　　Ｍｏ：０～３．００％、
　　Ｂ：０～０．００５０％、
　　Ｎｂ：０～０．１００％、
　　Ｔｉ：０～０．１００％、
　　Ｖ：０～０．５０％、
　　ＲＥＭ：０～０．０２０％
残部：Ｆｅ及び不純物であり、
　粒界酸化層が２．０μｍ以下であり、
　表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍまでの深さ領域について、
　　ビッカース硬さが７５０ＨＶ以上であり、
　　組織が焼戻しマルテンサイト及び残留オーステナイトであり、
　　旧オーステナイトの結晶粒径がＪＩＳ粒度番号で１１番以上であり、
　表面から０．７０ｍｍから１．２０ｍｍまでの深さ領域に、ビッカース硬さが５５０Ｈ
Ｖとなる深さ位置が存在し、
　表面から１．５０ｍｍ以上の深さ領域でのビッカース硬さが２００～４００ＨＶである
、
ことを特徴とする機械部品。
【００２４】
　（２）化学組成が、質量％で、
　Ｃ ：０．１０～０．４０％、
　Ｓｉ：０．１０～３．００％、
　Ｍｎ：０．５０～３．００％、
　Ｃｒ：０．１０～３．００％、
　Ａｌ：０．０１０～０．１００％、
　Ｎ：０．００３～０．０３０％、
　Ｓ：０．００３～０．０３０％、
　Ｐ：０．０２０％以下、
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　Ｍｏ：０～３．００％、
　Ｂ：０～０．００５０％、
　Ｎｂ：０～０．１００％、
　Ｔｉ：０～０．１００％、
　Ｖ：０～０．５０％、
　ＲＥＭ：０～０．０２０％
残部：Ｆｅ及び不純物である鋼材を機械部品形状に成形し、
　浸炭処理温度９５０℃超～１１００℃にて真空浸炭処理を行い、次いで、
　オーステナイト域から焼入れし、
　下記式（１）、（２）を満足し、かつ、周波数を１０～５００ＫＨｚとして、１回以上
高周波焼入れし、次いで、
　１３０～２００℃で焼戻しすることを特徴とする機械部品の製造方法。
　　３００≦ｙ≦－０．３５×Ｔ０＋７５０・・・（１）
　　Ａ＜Ｔ１≦１０００・・・（２）
　但し、Ｔ０は浸炭処理温度（℃）；ｙは高周波加熱時の昇温速度（℃／秒）；Ｔ１は機
械部品の表面から０．５ｍｍにおける最高到達温度；Ａは鋼のオーステナイト化温度であ
る。
【００２５】
　（３）前記高周波焼入れを２回又は３回行う、（２）に記載の機械部品の製造方法。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係る機械部品に関する技術では、真空浸炭処理と高周波焼入れを併用すること
で、表面からの深さ方向における硬さ分布を好適化している。従って、本発明に係る機械
部品に関する技術によれば、各種強度（例えば、曲げ疲労強度やピッティング強度）が極
めて高い機械部品を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明に係る機械部品の製造方法において実施する真空浸炭処理及び高
周波焼入れにおける熱サイクルを説明するための模式図である。
【図２】図２は、本発明に係る機械部品の製造方法において実施する真空浸炭処理及び高
周波焼入れにおける熱サイクルを説明するための模式図である。
【図３】図３は、本発明に係る機械部品の製造方法において実施する真空浸炭処理及び高
周波焼入れにおける熱サイクルを説明するための模式図である。
【図４】図４（ａ）は、前記真空浸炭処理及び高周波焼入れの終了段階で得られる機械部
品表層の旧オーステナイト組織の一例を示す写真であり、図４（ｂ）は真空浸炭処理後の
拡大断面写真であり、図４（ｃ）はガス浸炭処理後の拡大断面写真である。
【図５】図５は、前記真空浸炭処理及び高周波焼入れの終了段階で得られる機械部品の深
さ方向におけるビッカース硬さ分布例を示すグラフである。
【図６】図６は、高周波焼入れにおける、昇温速度と真空浸炭処理温度との関係を示すグ
ラフである。
【図７】図７は、部品表面付近に生じた粒界酸化層の拡大断面写真である。
【図８】図８（ａ）は、製造Ｎｏ．１のビッカース硬さの測定の結果を示すグラフであり
、図８（ｂ）は、製造Ｎｏ．１のビッカース硬さが５５０Ｈｖを超える深さ位置及び５５
０Ｈｖ未満の深さ位置の２点を抽出し、２点を結ぶ一次関数を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明に係る機械部品及び機械部品の製造方法についての、各構成要件について
詳細に説明する。なお、以下では、各元素の含有量の「％」は「質量％」を意味する。
【００２９】
＜機械部品＞
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　まず、本実施形態に係る機械部品について詳述する。ここで、機械部品とは、高面圧を
受ける部品を意味し、その素材である鋼の成分塑性の限定理由は、以下のとおりである。
【００３０】
[成分元素]
　本実施形態に係る機械部品の成分組成は、以下のとおりである。但し、ここでいう成分
組成とは、機械部品の表面から１．５ｍｍ以上の深さ領域における成分元素を意味し、表
面から１．５ｍｍ未満の深さ領域における成分元素を意味するものではない。
【００３１】
（必須元素）
　Ｃ ：０．１０～０．４０％
　Ｃは機械部品として必要な強度を得るための元素である。Ｃの含有量が０．１０％未満
であると、機械部品として必要な強度が得られず、一方、Ｃの含有量が０．４０％よりも
多いと、鋼の靭性が劣化し、さらに素材硬さの上昇に起因して疲労強度が顕著に劣化する
。従って、Ｃ量は０．１０～０．４０％とする。
　なお、強度を向上させる観点から含有させる場合のC含有量の下限値は、０．１５、０
．１８％である。疲労強度劣化防止を向上させる観点から含有させる場合のC含有量の上
限値は０．３５、０．３０、０．２５％である。
【００３２】
　Ｓｉ：０．１０～３．００％
　Ｓｉは焼戻し時に析出するε炭化物から比較的粗大なセメンタイトへの遷移を抑制し、
低温焼戻しマルテンサイト鋼の焼戻し軟化抵抗を顕著に増加させるための元素である。Ｓ
ｉを含有することで鋼の面疲労強度が向上する。この効果を得るためには、Ｓｉの含有量
を０．１０％以上とする必要がある。一方、Ｓｉを、３．００％を超えて含有させると、
焼戻し軟化抵抗の増加効果が飽和するばかりでなく、素材硬さの上昇に起因して疲労強度
が顕著に劣化する。また、Ｓｉはフェライトを安定化させるため、３．００％を超えて添
加すると高周波焼入れの加熱時にフェライトが残留し、均一なオーステナイトが得られず
、ひいては、焼入れ後に均一なマルテンサイト組織が得られなくなる場合がある。従って
、Ｓｉ量は０．１０～３．００％とする。
　なお、鋼の面疲労強度向上の観点から含有させる場合のSi含有量の下限値は、０．１５
，０．２０％、０．３０％であり、疲労強度劣化防止の観点から含有させる場合のＳｉ含
有量の上限値は、２．５０、２．００％である。
【００３３】
　Ｍｎ：０．５０～３．００％
　Ｍｎは鋼の焼入性を高め、ひいては高周波焼入れ時にマルテンサイト組織を得るのに有
効な元素である。マルテンサイト組織を得るためには、Ｍｎの含有量を０．５０％以上と
する必要がある。一方、Ｍｎの添加量が３．００％よりも多いと、鋼の靭性が劣化し、さ
らに素材硬さの上昇に起因して疲労特性が顕著に劣化する。従って、Ｍｎ量は０．５０～
３．００％とする。
　なお、鋼の焼入れ性向上の観点から含有させる場合のＭｎ含有量の下限値は、０．６０
、０．７０％であり、疲労特性の劣化をさらに高いレベルで防止する観点から含有させる
場合のＭｎ含有量の上限値は、２．５０、２．００、１．５０％である。
【００３４】
　Ｃｒ：０．１０～３．００％
　Ｃｒは鋼の焼入れ性を高めるとともに、焼戻し軟化抵抗を付与するための元素である。
Ｃｒの含有量が０．１０％未満である場合、焼入れ性向上や焼戻し軟化抵抗付与に関する
効果が得られない。一方、Ｃｒの含有量が３．００％を超えると、焼入れ後に残留オース
テナイト量が多くなり、硬さの低下を招く。また、Ｃｒの含有量が３．００％を超えると
、Ｃｒがセメンタイト中に濃化して安定化することによって、高周波焼入れ時の炭化物の
オーステナイトへの溶け込みを阻害し、焼入領域の硬さムラの原因となる。従って、Ｃｒ
量は０．１０～３．００％とする。
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　なお、鋼の焼入れ性向上の観点から含有させる場合Ｃｒ含有量の下限値は０．２０、０
．３０、０．５０％であり、硬さ低下を更に防止する観点から含有させる場合Ｃｒ含有用
の上限値は２．５０、２．００、１．５０％である。
【００３５】
　Ａｌ：０．０１０～０．１００％
　Ａｌは、Ｎと結合してＡｌＮを形成し、オーステナイト領域での結晶粒の粗大化を抑制
する元素である。結晶粒の粗大化を抑制するには、Ａｌの含有量は０．０１０％以上とす
る必要がある。しかしながら、Ａｌを過剰に含有すると、Ａｌが粗大な酸化物を構成して
残存し易くなり、疲労特性が低下する。従って、Ａｌ量は０．０１０～０．１００％とす
る。
　なお、鋼の結晶粒の粗大化を抑制する観点から含有させる場合Ａｌ含有量の下限値は、
０．０１５、０．０２０％であり、疲労特性の低下を抑制する観点から含有させる場合、
Al含有量の上限値は、０．０７０、０．０６０、０．０５０％である。
【００３６】
　Ｎ：０．００３～０．０３０％
　Ｎは、Ａｌと結合してＡｌＮを形成し、オーステナイト領域での結晶の粒粗大化を抑制
する元素である。結晶粒の粗大化を抑制するには、Ｎの含有量を０．００３％以上とする
必要がある。しかしながら、Ｎを過剰に含有すると、粗大ＡｌＮや粗大ＢＮが生成するこ
とにより、機械部品の内部が著しく脆化し、疲労強度が顕著に劣化する。従って、Ｎ含有
量は０．００３～０．０３０％とする。
　なお、鋼の結晶粒の粗大化を抑制する観点から含有させる場合Ｎ含有量の下限値は、０
．００４、０．００５、０．００６％であり、疲労強度の劣化を抑制する観点から含有さ
せる場合、Ｎ量の上限値は、０．０２５、０．０２０％である。
【００３７】
　Ｓ：０．００３～０．０３０％
　Ｓは、機械部品を製造する上で、切削性を確保する元素である。但し、Ｓは、Ｍｎと結
合してＭｎＳを形成し、このＭｎＳが疲労亀裂の伝播経路となることに起因して疲労強度
や靭性を低下させる。このため、Ｓを過剰に含有すると、機械部品の内部が著しく脆化し
、疲労強度が顕著に劣化するとともに、靱性も劣化する。従って、Ｓ含有量は０．００３
～０．０３０％とする。
　なお、鋼の切削性を向上させる観点から含有させる場合、Ｓ含有量の下限値は、０．０
０５、０．００７％であり、疲労強度の劣化を抑制する効果や、靱性の劣化を抑制する効
果の観点から含有させる場合Ｓ量の上限値は、０．０２５、０．０２０、０．０１５％で
ある。
【００３８】
（残部）
　残部は、Ｆｅ及び不純物である。不純物とは、鉄鋼材料を工業的に製造する際に、原料
としての鉱石、スクラップ又は製造環境などから混入するものを指す。また、不純物とし
ては、Ｐ、及びＡｓ、Ｃｏ、Ｏ等が挙げられ、さらに、Ｎｉ、Ｍｇ、Ｚｒ、Ｔｅ、Ｂｉ、
Ｐｂ、Ｓｎ及びＺｎ等が挙げられる。これらの中で、特に、Ｐは、０．０２０％以下に制
限される。これに対し、Ａｓ、Ｃｏ、Ｏ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｍｇ、Ｚｒ、Ｔｅ、Ｂｉ、Ｐｂ、
Ｓｎ及びＺｎ等は、本発明の効果を阻害しない程度に制限される。Ｃｕは０．２０％以下
に制限され、Ｎｉは０．３０％以下に制限されることが好ましい。なお、Ｐの限定理由は
、以下のとおりである。
【００３９】
　Ｐ：０．０２０％以下
　Ｐは、オーステナイト粒界に偏析して、旧オーステナイト粒界を脆化させることによっ
て粒界割れの原因となるので、できるだけ低減することが望ましい。このため、Ｐ量を０
．０２０％以下の範囲に制限する必要がある。従って、Ｐ含有量は０．０２０％以下とす
る。なお、本願の課題を解決する上で特にＰ量の下限を設定する必要はないが、Ｐ量を０
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．００１％未満に制限しようとするとコストが嵩む。従って、Ｐ含有量は０．００１％以
上とすることが好ましい。
【００４０】
　なお、ＯはＡｌ２Ｏ３やＳｉＯ２等の酸化物を形成し、この酸化物が疲労亀裂の伝播経
路となることに起因して疲労強度や靭性を低下させる。そのため、不純物としてのＯの含
有量はできるだけ低減することが肝要である。好ましいＯ含有量は０．００５％以下であ
り、さらに好ましくは０．００２％以下である。
【００４１】
　また、被削性を改善する元素として知られるＰｂ、Ｂｉ、Ｓｎ及びＴｅは、それぞれ０
．０１％以下を含有しても疲労強度や靱性への影響は小さい。
【００４２】
（任意選択的元素）
　Ｍｏ：０～３．００％
　Ｍｏは、焼入れ性を向上させ、焼戻し軟化抵抗性を高める元素である。本願の課題を解
決する上で特にＭｏ量の上限を設定する必要はないが、Ｍｏを３．００％以上含有すると
、焼入れ性等に関する効果が飽和するだけでなく、製造コストが嵩む。従って、Ｍｏ含有
量は０～３．００％である。
【００４３】
　Ｂ：０～０．００５０％
　Ｂは、オーステナイト中に僅かに固溶させただけで鋼の焼入性を高めるため、高周波焼
入れ時にマルテンサイト組織を効率的に得ることのできる元素である。一方、鋼中へのＢ
添加量が０．００５０％を超えると、多量のＢＮを形成してＮを消費するため、オーステ
ナイト粒を粗大化するおそれがある。従って、Ｂ含有量は０～０．００５０％である。
【００４４】
　Ｎｂ：０～０．１００％
　Ｎｂは、鋼中でＮ、Ｃと結合して炭窒化物を形成する元素である。この炭窒化物はオー
ステナイト結晶粒界をピンニングし、ひいては粒成長を抑制して金属組織の粗大化を防止
する。金属組織の粗大化の防止効果を得るためには、Ｎｂを０．１００％以下含有させて
もよい。一方、鋼中のＮｂ含有量が０．１００％を超えると、素材硬さの上昇に起因して
機械部品の切削・鍛造等の加工性が顕著に劣化する。また、鋼中のＮｂ含有量が０．１０
０％を超えると、炭窒化物が多量に形成され、高周波焼入れ時に焼入領域の硬さムラが発
生する。さらに、Ｎｂを多量に含有させると、１０００℃以上の高温域における延性が低
下し、連続鋳造、圧延時の歩留まりが低下する。従って、Ｎｂ含有量は０～０．１００％
である。
【００４５】
　Ｔｉ：０～０．１００％
　Ｔｉは、鋼中でＮ、Ｃと結合して炭窒化物を形成する元素である。この炭窒化物はオー
ステナイト結晶粒界をピンニングし、ひいては粒成長を抑制して金属組織の粗大化を防止
する。金属組織の粗大化の防止効果を得るためには、Ｔｉを０．１００％以下含有させて
もよい。一方、鋼中のＴｉ含有量が０．１００％を超えると、素材硬さの上昇に起因して
機械部品の切削・鍛造等の加工性が顕著に劣化する。また、鋼中のＴｉ含有量が０．１０
０％を超えると、炭窒化物が多量に形成され、高周波焼入れ時に焼入領域の硬さムラが発
生する。従って、Ｔｉ含有量は０～０．１００％である。
【００４６】
　Ｖ：０～０．５０％
　Ｖは、鋼中でＮ、Ｃと結合して炭窒化物を形成する元素である。この炭窒化物はオース
テナイト結晶粒界をピンニングし、ひいては粒成長を抑制して組織を微細化する。また、
Ｖを含む炭窒化物は、金属材料の析出強化に寄与する極微細な硬質粒子であって、内部硬
さを増加させる。一方、鋼中へのＶ添加量が０．５０％を超えると、添加コストが過大と
なるとともに、素材硬さの上昇に起因して機械部品の切削・鍛造等の加工性が顕著に劣化
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する。従って、Ｖ含有量は０～０．５０％である。
【００４７】
　ＲＥＭ：０～０．０２０％
　ＲＥＭ（希土類元素）とは、原子番号５７のランタンから原子番号７１ルテシウムまで
の１５元素と、原子番号２１のスカンジウム及び原子番号３９のイットリウムと、の合計
１７元素の総称である。鋼にＲＥＭが含有されると、圧延時及び熱間鍛造時にＭｎＳ粒子
の伸延が抑制される。但し、ＲＥＭ含有量が０．０２０％を超えると、ＲＥＭを含む硫化
物が大量に生成され、鋼の被削性が劣化する。従って、ＲＥＭ含有量は０～０．０２０％
である。
【００４８】
[硬さ及び金属組織等]
　次に、本実施形態に係る機械部品の硬さ及び金属組織等について説明する。
　一般に、歯車等の高面圧を受ける機械部品を製造する際には、耐ピッティング特性、曲
げ疲労特性や耐摩耗性を与えるため、鋼素材を部品形状に加工した後、表面硬化処理が施
される。
【００４９】
　本実施形態に係る機械部品では、表面硬化処理として、真空浸炭処理と、その後の高周
波焼入れ処理と、が含まれる。このように真空浸炭処理と高周波焼入れ処理とを経て得ら
れた機械部品（浸炭・高周波部品）は、真空浸炭処理のみを経て得られた機械部品（浸炭
部品）に対して、耐ピッティング特性や曲げ疲労特性を高めることができる。但し、浸炭
・高周波部品において、浸炭部品と比較して、耐ピッティング特性や曲げ疲労特性を高め
るには、表層での硬さを高めるとともに、有効硬化層の機械部品表面からの深さ（有効硬
化層深さ）を大きくすることが肝要である。ここで、本実施形態において、有効硬化層深
さとは、鋼材表面からビッカース硬さが５５０ＨＶとなる位置までの深さ（距離）である
。
【００５０】
　本実施形態に係る機械部品では、粒界酸化層が２．０μｍ以下である。ガス浸炭焼入れ
を行うと、浸炭雰囲気に存在する微量酸素と、酸素と親和性の高いＳｉ，Ｍｎ，Ｃｒなど
の合金元素が優先的に結合し、粒界酸化が生じる。
【００５１】
　粒界酸化は表面から粒界に沿い内部に向かう酸化を総称する。ここで、酸化によっては
、表面から一様に生じるスケール（酸化被膜）も生成するので、スケールの厚さも粒界酸
化に含まれる。本発明において、粒界酸化層の厚さは、部品表面に生じた粒界酸化の前記
部品表面から部品内部側の最深地点までの最大深さである（図７参照）。
【００５２】
　通常、ＪＩＳ規格鋼であるＳＣｒ４２０やＳＣＭ４２０にガス浸炭を施すと、表面から
１０～２０μｍ程度の深さ領域に粒界酸化層が生成する。一方、真空浸炭を施した場合に
は粒界酸化層がほとんど生成しない。
【００５３】
（表面から０．５ｍｍまでの深さ領域（表層）での硬さ及び組織等）
　表面から０．０３ｍｍ及び表面から０．５０ｍｍの硬さを確認し、両方の評価点におい
て７５０ＨＶを満たす場合、表面の硬さが十分といえる。本実施形態に係る機械部品では
、機械部品の表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍまでの深さ領域では、マルテンサイ
ト組織は変わらず、侵入した炭素の拡散に応じて硬さが変化している。深さに従って、炭
素濃度が減少し、硬さが減少している（参照：図８（a）、図５）。よって、前記表面か
ら０．０３ｍｍ及び前記表面から０．５０ｍｍの硬さが７５０ＨＶを満たす場合、本実施
形態に係る機械部品では、その表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍまでの深さの領域
（表層）におけるビッカース硬さが７５０ＨＶ以上を満たすと判断する。これにより、疲
労亀裂が抑制されることで、曲げ疲労強度及びピッティング強度の向上効果が奏される。
【００５４】
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　さらに、本実施形態に係る機械部品においては、組織が焼戻しマルテンサイト及び残留
オーステナイトである。これにより、高硬度が得られ、疲労亀裂が抑制されることで、曲
げ疲労強度及びピッティング強度の向上効果が奏される。
【００５５】
　加えて、本実施形態に係る機械部品においては、旧オーステナイトの結晶粒径がＪＩＳ
粒度番号で１１番以上である。面疲労強度と曲げ疲労強度は旧オーステナイトの結晶粒が
小さいほど高くなり、旧オーステナイト結晶粒度がＪＩＳ粒度番号で１１番以上になると
、浸炭部品よりも高い耐ピッティング特性及び曲げ疲労特性を得ることができる。表面か
ら０．０３ｍｍから０．５０ｍｍまでの深さ領域（表層）での旧オーステナイトの結晶粒
界は、ＪＩＳ粒度番号で１２番以上であることが好ましい。
【００５６】
　なお、旧オーステナイトの結晶粒径の測定は、機械部品表面から０．５０ｍｍ深さの前
記表面と平行な断面を観察する。測定に際しては、上記断面を切り出した後、鏡面研磨を
施し、ピクリン酸とエタノールの混合溶液（アルコール１００ｍｌに対しピクリン酸４ｇ
）に５分浸漬させ、オーステナイト粒界を現出させる。そして、ＪＩＳ　Ｇ　０５５１に
記載の切断法や結晶粒度標準図と比較して、粒度番号を求めることができる。また、前記
断面の代わりに、機械部品表面と垂直な断面を観察面としても良く、その場合は０．５０
±０．０５ｍｍ深さの範囲で結晶粒度を測定するものとする。
【００５７】
（有効硬化層の表面からの範囲）
　本実施形態に係る機械部品においては、表面から０．７ｍｍから１．２ｍｍまでの深さ
領域に、ビッカース硬さが５５０ＨＶとなる深さ位置が存在する。一般に、機械部品にお
いては、有効硬化層が機械部品の表面から近いほど部品内部から破壊が起こり易い。この
ため、有効硬化層深さは表面から０．７ｍｍ以上とする必要がある。これに対し、有効硬
化層が表面から過度に遠くまで存在すると、表層での圧縮残留応力が低下する傾向にある
。このため、有効硬化層深さは１．２ｍｍ以下とする必要がある。なお、有効硬化層深さ
が、機械部品の表面から０．７５ｍｍから１．１ｍｍまでの場合は、部品内部からの破壊
をさらに抑制することができるとともに、表層での残留応力をさらに高めることができる
。
【００５８】
（表面から１．５ｍｍ以上の深さ領域（内部）での硬さ）
　本実施形態に係る機械部品においては、表面から１．５ｍｍ以上の深さ領域でのビッカ
ース硬さが２００～４００ＨＶである。内部の硬さが不十分な場合は、内部起点の疲労強
度や曲げ疲労強度が低くなる。このため、内部の硬さはビッカース硬さが２００ＨＶ以上
とする必要がある。一方、内部の硬さが過度に高い場合は、機械部品の靭性が低くなる。
従って、内部の硬さはビッカース硬さが２００～４００ＨＶである。なお、内部でのビッ
カース硬さが２５０～３５０ＨＶの場合は、疲労強度や曲げ疲労強度がさらに高まるとと
もに、靱性をさらに高いレベルで確保することができる。
【００５９】
　本実施形態に係る機械部品においては、表面から１．５ｍｍ以上の深さ領域でのビッカ
ース硬さが２００～４００ＨＶである。これにより、内部での靱性が得られ、曲げ疲労強
度及びピッティング強度の向上効果が奏される。
【００６０】
　以上に示すとおり、本実施形態に係る機械部品においては、表面から０．５ｍｍまでの
深さ領域（表層）と、表面から０．７ｍｍから１．２ｍｍまでの深さ領域（有効硬化層）
と、表面から１．５ｍｍ以上の深さ領域（内部）と、において、少なくとも硬さを好適に
分布させるとともに、金属組織等についても好適に制御している。特に、有効硬化層深さ
を０．７ｍｍから１．２ｍｍまでとしていることで、表層における粒界酸化層の低減効果
と、旧オーステナイト結晶粒の微細化に関する効果と、が相まって、従来の浸炭部品より
も高い耐ピッティング特性及び曲げ疲労特性を得ることができる。
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【００６１】
＜機械部品の製造方法＞
　次に、本実施形態に係る機械部品の製造方法について詳述する。ここで、機械部品の製
造方法とは、上述した機械部品の製造方法であり、所定の成分からなる鋼材を機械部品形
状に成形する工程（成形工程）と、真空で浸炭処理して、表層及び有効硬化層における炭
素量を調整する工程（真空浸炭処理工程）と、オーステナイト域から焼入れする工程（焼
入れ工程）と、高周波加熱を用いて焼入れする工程（高周波焼入れ工程）と、所定温度で
焼戻しする工程（焼戻し工程）とを含む。以下に、上記各工程について詳述する。
【００６２】
（成形工程）
　機械部品の成形については、特に限られない、例えば、質量％で、Ｃ：０．１０～０．
４０％、Ｓｉ：０．１０～３．００％、Ｍｎ：０．５０～３．００％、Ｃｒ：０．１０～
３．００％、Ａｌ：０．０１０～０．１００％、Ｎ：０．００３～０．０３０％、Ｓ：０
．００３～０．０３０％を含有し、残部がＦｅ及び不純物であり、前記不純物中、Ｐ：０
．０２０％以下に制限された鋼材を機械部品形状に成形する。鋼材には、上記成分の他、
さらに、質量％で、Ｍｏ：０～３．００％、Ｂ：０～０．００５０％、Ｎｂ：０～０．１
００％、Ｔｉ：０～０．１００％、Ｖ：０～０．５０％、ＲＥＭ：０～０．０２０％の１
種又は２種以上を含有させてもよい。
【００６３】
　機械部品の所定形状への加工方法としては、旋削、フライス削り、中ぐり、穴あけ、ね
じ立て、リーマ仕上げ、歯切り、平削り、立て削り、ブローチ削り、及び歯車形削り等の
切削加工、研削、ホーニング仕上げ、超仕上げ、及びラップ仕上げ、バレル仕上げ、及び
液体ホーニング等の研削加工、並びに、放電加工、電解加工、電子ビーム加工、レーザ加
工、及び付加加工（積層造形）等の特殊加工などが挙げられる。例えば、鋼材から、歯車
形状の成形体を得る。
【００６４】
（真空浸炭処理工程）
　成形工程後、成形体に対して、浸炭処理温度９５０超～１１００℃で真空浸炭処理を施
す。真空浸炭処理は、成形体の表層（表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍまでの深さ
領域）において粒界酸化層の生成を抑制しつつ、成形体の表面を硬化させ、機械部品とし
て必要な耐ピッティング特性や曲げ疲労特性を確保するために必要不可欠な処理である。
【００６５】
　真空浸炭処理は拡散現象を利用する処理であり、アセチレン、プロパン及びエチレン等
の炭化水素ガスを用いる。浸炭温度が９５０℃以下では、機械部品中に十分な炭素を拡散
させるために長時間の加熱処理を要し、コストが嵩む。一方、浸炭温度が１１００℃を超
えると、著しい粗粒化や混粒化を生じるおそれがある。そのため、浸炭は９５０超～１１
００℃の温度域で行う。コストの低廉化や、粗粒化の抑制及び混粒化の抑制をさらに高い
レベルで実現させるためには、浸炭温度の下限値を９６０℃以上、好ましくは９７０℃以
上、又は上限値を１０５０℃以下の温度域で行うことが好ましい。
【００６６】
　ここで、本実施形態において真空浸炭を用いる理由は、以下のとおりである。
１）成形体の表層に粒界酸化層を生成せず、ガス浸炭と比較して、疲労強度を向上できる
。
２）高温で真空浸炭処理ができるため、ガス浸炭と比較して、処理時間を短縮できる。
【００６７】
　真空浸炭処理においては、成形体の表面に炭素を導入する浸炭工程の時間（浸炭期）と
、ガスの供給を停止して成形体の表面から成形体の内部へ炭素を拡散させる拡散工程の時
間（拡散期）と、の和（処理時間）を、２０分以上５００分以下とすることが好ましい。
処理時間を２０分未満とすると、成形体の表面及びその内部に十分な炭素が供給されず、
目標の表層硬さや有効硬化層深さを得ることができない。
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【００６８】
　尚、前記「目標の表層硬さ」とは、本実施形態に係る機械部品の表面から０．０３ｍｍ
及び０．５０ｍｍの深さにおいて７５０ＨＶ以上のビッカース硬さを有することであり、
「目標の有効硬化層深さ」とは、鋼材表面からビッカース硬さが５５０ＨＶとなる位置ま
での深さ（距離）が表面から０．７ｍｍ以上１．２ｍｍ以下であることをいう。
【００６９】
　一方、処理時間を５００分超とすると、成形体の表面の炭素濃度が過度に高くなって、
粗大な炭化物が生成し、これが疲労破壊の起点となる。また、ビッカース硬さが５５０Ｈ
Ｖとなる深さ位置が深くなりすぎることで、鋼の靭性が劣化する。なお、目標の表層硬さ
等をさらに高いレベルで得るとともに、粗大な炭化物の生成をさらに高いレベルで抑制す
るためには、上記処理時間を２０分～４００分とすることが好ましい。
【００７０】
　浸炭期の時間は、５分～２００分とすることが好ましい。浸炭期の時間を５分未満とす
ると、成形体の表面に十分な炭素が供給されず、目標の表層硬さや有効硬化層深さを得る
ことができない。一方、浸炭期の時間を２００分超とすると、成形体の表面の炭素濃度が
過度に高くなって、粗大な炭化物が生成し、これが疲労破壊の起点となる。また、ビッカ
ース硬さが５５０ＨＶとなる深さ位置が深くなりすぎることで、鋼の靭性が劣化する。
【００７１】
　拡散期の時間は、１５分～３００分とすることが好ましい。拡散期の時間を１５分未満
とすると、成形体の表面の炭素が十分に内部へ拡散する時間が得られず、目標の有効硬化
層深さを得ることができない。一方、拡散期の時間を３００分超とすると、成形体の内部
へ炭素の拡散が進み過ぎ、表層の炭素濃度が低下することで目標の表層硬さを得ることが
できない。
【００７２】
（焼入れ工程）
　真空浸炭処理終了後、オーステナイト域から焼入れを行う。真空浸炭処理後に焼入れを
行うのは、表層の組織をマルテンサイトとして、後述する高周波加熱工程で結晶粒をより
微細化するためである。また、焼入れ時にはＡ１点以上の温度域において冷却速度が５℃
／秒以上であることが好ましい。５℃／秒以上であることが好ましい理由は、冷却中にセ
メンタイト等の炭化物が旧オーステナイト粒界に析出するのを防止することができるため
である。焼入れ方法は、冷却特性に優れる油焼入れが好ましい。小さな部品であれば高圧
の不活性ガスによる焼入れも可能である。水による焼入れも可能であるが、焼割れ、冷却
ムラの発生に注意が必要である。
【００７３】
（高周波焼入れ工程）
　上記の焼入れ終了後、高周波焼入れを行う。高周波焼入れとは、高周波加熱して冷却す
る工程をいう。高周波加熱では、一旦焼入れした成形体に対して再度加熱することにより
、マルテンサイトから逆変態によって微細化されたオーステナイトを生成する。本発明の
製造方法における高周波焼入れ工程によれば、機械部品として必要な耐ピッティング特性
や曲げ疲労特性を向上させることができる。
【００７４】
　高周波誘導加熱時の周波数は１０ＫＨｚ以上５００ＫＨｚ以下の範囲とする。１０ＫＨ
ｚ未満では、成形体への電流浸透が深くなるため、内部まで熱影響が及び、焼入れ後にパ
ーライトが生成することで脆化する。一方、５００ＫＨｚ超では、成形体への電流浸透が
浅くなるため、成形体表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍの深さ位置（表層の最深部
）において所望の硬さ（７５０ＨＶ以上）を得ることができない。また、成形体への電流
浸透が浅い場合は、成形表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍまでの深さ領域（表層）
において、所望の旧オーステナイト結晶粒度（１１番以上）を得ることができない。以上
により、高周波誘導加熱時の周波数は１０ＫＨｚ以上５００ＫＨｚ以下の範囲とする。な
お、成形体表層の最深部における硬さをさらに高めるとともに、表層での旧オーステナイ
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ト結晶粒度をさらに細かくするためには、高周波誘導加熱時の周波数は１００ＫＨｚ以上
４００ＫＨｚ以下の範囲とすることが好ましい。
【００７５】
　高周波加熱における、成形体表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍの深さ位置におけ
る最高到達温度は、鋼のオーステナイト化温度Ａよりも高く、かつ、１０００℃以下とす
ることが好ましい。鋼のオーステナイト化温度Ａ以下とした場合には、オーステナイト化
が不十分となり、焼ムラを含んだ組織となるおそれがある。ここで、焼ムラを含んだ組織
とは、成形体に元々存在したセメンタイトが焼入れ後も未溶解のままの組織や、成形体で
元々フェライトであった部分への炭素の拡散が不十分であるために、低炭素マルテンサイ
トになった組織をいう。一方、成形体表面から０．０３ｍｍから０．５０ｍｍの深さ位置
における最高到達温度を１０００℃超とした場合は、高周波加熱と焼入れで得られたマル
テンサイト組織が粗大になるおそれがある。以上により、成形体表面における最高温度は
Ａ＜Ｔ1≦１０００の範囲とする。
【００７６】
　前記鋼のオーステナイト化温度Ａとは、組織が１００％オーステナイトとなる温度であ
り、下記の式で示される。
【数１】

　但し、上記オーステナイト化温度Ａの式における各元素記号には、対応する元素記号に
該当する元素成分の含有量（質量％）が代入され、含有しない場合は０を代入する。
【００７７】
　オーステナイト化する部分は、表面から０．５ｍｍまでの深さ領域である。本願におい
ては前記成形体表面から０．５ｍｍの深さ位置における化学成分で上記式を用いてオース
テナイト化温度を算出した。０．５ｍｍの深さ位置での化学成分は炭素を除く成分は表面
から１．５ｍｍ以上の深さ領域（内部領域）の成分と一致しているが、成形体表面から０
．５ｍｍまでの深さ領域におけるＣ量は、浸炭により内部領域のＣ量よりも高い。なお、
前記成形体表面から０．５ｍｍの深さ位置における炭素濃度は、Ｘ線マイクロアナライザ
ー（ＥＰＭＡ）を用いて定量した。
【００７８】
　また、高周波加熱時の昇温速度は３００℃／秒以上（－０．３５×Ｔ０＋７５０）℃／
秒以下（但し、Ｔ０は真空浸炭処理温度（℃））とする。昇温速度を３００℃／秒未満と
した場合には、オーステナイト域で長時間加熱することになる。このため、オーステナイ
ト粒が浸炭焼入れ後の旧オーステナイト粒組織と同程度か或いは当該組織よりも大きく成
長し、高周波加熱による結晶粒を微細化する効果を得ることができない。
【００７９】
　一方、高周波加熱時の昇温速度は（－０．３５×Ｔ０＋７５０）（℃／秒）以下とする
。高周波加熱時の昇温速度の上限値は、好ましくは（－０．３５×Ｔ０＋７３５）（℃／
秒）とする。真空浸炭処理温度Ｔ０が高くなるほど昇温速度の上限値は低くなり、Ｔ０が
低くなるほど上限値が高くなる。真空浸炭処理直後の焼入れでは、Ｔ０が高くなるほど、
旧オーステナイト粒径が粗大になる。
【００８０】
　Ｔ０が高い場合、即ち旧オーステナイト粒径が粗大な場合には、高周波焼入れでの昇温
速度を極端に大きくすると、粗大な旧オーステナイト粒が残存し、旧オーステナイト粒の
粒界近傍でのみ微細粒が生成し、混粒化の度合いが高まる。これは、高周波加熱時のオー
ステナイト核生成サイトが主に旧オーステナイト粒界であるためであり、昇温速度が極端
に大きいと、粗大な旧オーステナイト粒界から新たに生成した粒が成長する前に焼入れさ
れるためである。
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【００８１】
　これに対し、Ｔ０が低い場合には、真空浸炭処理直後の焼入れによって得られる旧オー
ステナイト粒は、比較的均一で、粗大粒が生成することは少ない。そのため、Toが高い場
合より速い昇温速度で高周波加熱を行うことができる。このような好適な昇温温度の上限
値を定めるのに必要な真空浸炭処理温度Ｔ０は９５０超～１１００℃である。
【００８２】
　ここで、高周波加熱の昇温速度が３００℃／秒以上（－０．３５×Ｔ０＋７５０）℃／
秒以下（但し、Ｔ０は浸炭処理温度（℃））であることについて、その根拠を以下に説明
する。
【００８３】
　表１に示す鋼材Ｎｏ．ａ～ｃの組成の鋼を真空溶解炉にて溶製し、１５０ｋｇのインゴ
ットに鋳造し、このインゴットを１２５０℃に再加熱して鍛造で直径４０ｍｍの棒鋼に成
形し、大気中で室温まで冷却した。このようにして、鋼材Ｎｏ．ａ～ｃを製造した。なお
、表１における符号“－”の欄は、各元素が無添加であることを意味する。
【００８４】
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【表１】

【００８５】
　前記鋼材Ｎｏ．ａ～ｃのそれぞれを旋削で直径２６ｍｍに成形して、Ｎｏ．１～１６の
供試材料（表２の“Ｔｅｓｔ”）を得た。前記供試材料Ｎｏ．１～１６のそれぞれを素材
として、表２に示す条件で真空浸炭処理工程及び高周波焼入れ工程を行い、旧オーステナ
イト結晶粒度番号を調査した。その結果を図６に示す。図６中の数字は、旧オーステナイ
ト結晶粒度番号を示す。なお、図６に示す昇温速度ｚは各条件で１～３回の高周波焼入れ
を行った際の最後の高周波焼入れにおける昇温速度である。高周波加熱後の焼入れは、高
周波加熱終了後から１００℃までの冷却速度は、２００～４００℃／ｓにて水冷すること
により行った。表２における符号Ｔ０、Ｓ１及びＳ２は、図１～図３における符号Ｔ０、
Ｓ１及びＳ２にそれぞれ対応する。また、Ｎｏ．１～１６の供試材料の真空浸炭処理に用
いられたガスは、アセチレンである。Ｎｏ．１～１６の供試材料のオーステナイト化温度
Ａは、表２の項目「0.50mm位置でのγ化温度(℃)」に示す。なお、表２における符号“－
”の欄は、該当する工程が行われなかったことを意味する。
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【００８６】
【表２】

【００８７】
　図６によれば、ＪＩＳ粒度番号で１１番以上の細粒組織を得るには、少なくとも、昇温
速度を３００（℃／秒）以上且つ（－０．３５×Ｔ０＋７５０）（℃／秒）以下にする必
要があることがわかる。昇温温度が３００℃/秒未満の場合には、オーステナイト域で長
時間加熱する事になる。このため、オーステナイト粒が浸炭焼入れ後の旧オーステナイト
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粒組織と同程度か或いは当該組織よりも大きく成長し、ＪＩＳ粒度番号で１１番未満の旧
オーステナイト粒径となる。
【００８８】
　Ｔ０が高いほど、すなわちＴ０が１０３０℃以上且つ１１００℃以下では、真空浸炭焼
入れ後の旧オーステナイト粒径は粗大化する傾向がある。特に、高周波焼入れでの昇温速
度を極端に大きくすると粗大な旧オーステナイト粒が残存する一方、旧オーステナイト粒
の粒界近傍でのみ微細粒が生成するので、混粒化の度合いが高まる。
【００８９】
　一方、Ｔ０が９５０℃以上且つ１０３０℃以下では、新たな微細粒が十分に生成されな
い傾向にあり、結晶粒度が１１番以下となるおそれがある。ＪＩＳ粒度番号で１１番以上
を得るためには、真空浸炭温度に応じて高周波加熱時の昇温速度を好適に制御する必要が
ある。尚、図６におけるハーフトーン（網掛）の部分は、本発明における製造方法の範囲
を示す。
【００９０】
　高周波焼き入れにおいて、高周波加熱終了後から１００℃まで冷却速度は１５０℃／秒
以上とすることが好ましく、より好ましくは２００℃／秒以上である。尚、高周波加熱後
の冷却は、水冷或いは油冷等により行うことができ、特に限定されない。
【００９１】
　以上に示す高周波焼入れは、１回行うことでも、上記効果を得ることができるが、２回
又は３回繰り返すことが好ましい。高周波焼入れを２回又は３回行うことで、旧オーステ
ナイト結晶粒度をさらに微細化し、耐ピッティング強度及び曲げ疲労強度を高めることが
できる。但し、高周波焼入れを複数回行う場合、全ての高周波加熱工程の昇温速度は、３
００（℃／秒）以上且つ（－０．３５×Ｔ０＋７５０）（℃／秒）以下にする必要がある
。また、高周波焼入れを複数回行う場合、各高周波加熱工程における最高到達温度は、前
述したように、鋼のオーステナイト化温度Ａよりも高く、かつ、１０００℃以下とするこ
とが好ましい。
【００９２】
（焼戻し工程）
　上記の高周波焼入れ終了後、１３０℃以上且つ２００℃以下で焼戻しを行う。焼戻し温
度を１３０℃以上とした場合には、靱性の高い焼戻しマルテンサイトを得ることができる
。一方、焼戻し温度を２００℃以下とした場合には、焼戻しによる硬さ低下を防止するこ
とができる。なお、これらの効果をそれぞれさらに高いレベルで奏するためには、焼戻し
温度の下限を１５０℃とすることが好ましく、焼戻し温度の上限を１８０℃とすることが
好ましい。この焼戻し工程を経ることで、本実施形態所定の機械部品が得られる。
【００９３】
　以上説明したように、本実施形態に係る機械部品の製造方法は、成形工程、真空浸炭処
理工程、焼入れ工程、高周波焼入れ工程及び焼戻し工程を含み、特に真空浸炭処理工程、
焼入れ工程、及び高周波焼入れ工程における各加熱条件を所定の範囲とした方法である。
【００９４】
　本発明の製造方法によれば、上述したＣ濃度の向上、旧オーステナイトの結晶粒の微細
化、及び機械部品の深さ方向における硬さ分布の好適化により、曲げ疲労強度やピッティ
ング強度等の機械部品の各種強度を向上させることができる。
【００９５】
　トランスミッション部品の各種強度が極めて高いレベルで要求される場合、浸炭硬化層
の旧オーステナイトの結晶粒度をさらに細かく制御することが肝要である。また、トラン
スミッション部品の各種強度を極めて高くするためには、当該部品の表面付近の硬さと、
上記部品の内部での硬さと、を適宜調整し、機械部品の深さ方向における硬さ分布を好適
化することが肝要である。
【００９６】
　本発明の製造方法によれば、得られる機械部品の表層硬さを高めるとともに、有効硬化
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層の深さを最適化し、さらに表層における旧オーステナイトの結晶粒径をＪＩＳ粒度番号
で１１番以上とすることができる。そのため、トランスミッション部品の各種強度が極め
て高いレベルで要求される場合であっても、本発明の製造方法によれば、優れた耐ピッテ
ィング特性や曲げ疲労特性を有する機械部品を得ることができる。
【００９７】
　また、従来技術では、旧オーステナイト粒を細粒化するとともに有効硬化層を深くする
ため、浸炭温度を低温にし、浸炭期の時間を長くする必要があり工業上好ましくない。し
かし、本発明の製造方法によれば、９５０℃超の浸炭温度で真空浸炭することによって有
効硬化層を深くし、限られた条件の高周波焼入れを行う事で、細粒を保持することができ
るので、製品の製造時間を短縮することができる。このように、本発明の製造方法は、工
業的生産の観点において好ましい。
【実施例】
【００９８】
　次に、本発明の実施例について説明するが、実施例で用いた各条件は、本発明の実施可
能性及び効果を確認するために採用した一条件例であり、本発明はこの一条件例に限定さ
れるものではない。本発明は、その要旨を逸脱せず、その目的を達成する限りにおいて、
種々の条件を採用し得るものである。
【００９９】
　表３に示す成分組成を有する鋼（鋼Ｎｏ．Ａ～Ａ０）をそれぞれ溶製し、熱間鍛造によ
り、φ４０ｍｍの棒鋼に成形した。なお、表３における符号“－”の欄は、各元素が無添
加であることを意味する。また、表３中の下線を付した数値は当該数値が本発明の範囲外
であることを示す。
【０１００】
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【表３】

【０１０１】
　次に、得られた各棒鋼から、機械加工により、大径部（試験部）φ２６ｍｍのローラー
ピッティング試験片を作製した。また、得られた各棒鋼から、全長８０ｍｍ、つかみ部φ
１２ｍｍ、平行部φ１０ｍｍ、切欠き部φ８ｍｍ、切欠き部の曲率半径１ｍｍの半円の切
欠付きの小野式回転曲げ試験片を作製した。さらに、得られた各棒鋼から、φ２６ｍｍ×
５０ｍｍの丸棒試験片を作製した。
【０１０２】
　上記のローラーピッティング試験片及び小野式回転曲げ試験片に対して、表４－１及び
表４－２に示す条件で真空浸炭処理、油焼入れ、及び高周波焼入れを行った。高周波焼き
入れにおける高周波加熱後から１００℃までの冷却速度は、２００～４００℃／秒とした
。その後、１５０℃×６０分の条件で焼戻し処理を行った。浸炭工程における炭素化合物
ガス（表４－１中の“ガス”）の圧力は、０．０１ｋＰａ～０．５０ｋＰａに調整した。
尚、表４－１における符号Ｔ０、Ｓ１及びＳ２は、図１～図３における符号Ｔ０、Ｓ１及
びＳ２にそれぞれ対応する。また、同一の棒鋼から形成され、同一の条件下で真空浸炭処
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理、油焼入れ、及び高周波焼入れが行われたローラーピッティング試験片及び小野式回転
曲げ試験片は、表４－１、表４－２及び表５－１、表５－２において同一の製造Ｎｏ．で
参照される。なお、表４－２における符号“－”の欄は、該当する工程が行われなかった
ことを意味する。
【０１０３】
　焼戻し後、試験精度を向上するために、ローラーピッティング試験片及び小野式回転曲
げ試験片のつかみ部に、仕上げ加工を施した。
【０１０４】
　ローラーピッティング試験は、大ローラー：ＳＣＭ４２０浸炭品、クラウニング：１５
０Ｒ、回転数：１５００ｒｐｍ、潤滑油：トランスミッション油、油温：８０℃、すべり
率：－４０％、とし、最大１０００万回の条件で行い、Ｓ－Ｎ線図を作成してローラーピ
ッティング疲労限を求めた。ローラーピッティング疲労限が２５００ＭＰａ（ＳＣＭ４２
０浸炭品相当）に達しないものは面疲労強度が劣ると判断した。
【０１０５】
　また、小野式回転曲げ疲労試験は、ＪＩＳ　Ｚ２２７４に準じて実施した。回転数３０
００ｒｐｍで最大１０００万回の条件で行い、Ｓ－Ｎ線図を作成して回転曲げ疲労限を求
めた。回転曲げ疲労限が４５０ＭＰａ（ＳＣＭ４２０浸炭品相当）に達しないものは曲げ
疲労強度が劣ると判断した。
【０１０６】
　粒界酸化層の測定は、真空浸炭処理及び油焼入れ処理後に行った。油焼入れ処理後の各
試験水準の丸棒試験片の中央部を切断し、切断面を研磨後、ナイタール溶液（硝酸３ｇを
エタノール１００ｍｌで溶解し、必要に応じて界面活性剤を加えた溶液）を用いて、５～
３０秒腐食した後、水洗した。その後、光学顕微鏡で１０００倍の写真を撮影した。撮影
した写真において表面から試験片内部に連続する黒い部分を粒界酸化とした。前記連続す
る黒い部分のうち、前記表面からの最深点を測定し、前記表面から前記最深点まで深さを
粒界酸化層深さとした。
【０１０７】
　さらに、真空浸炭、高周波焼入れ、油焼入れ、及び焼戻し処理を行った各試験水準の丸
棒試験片の中央部を切断し、断面において表面から０．０３ｍｍ深さの位置と、表面から
２．０ｍｍ内側まで一定間隔でビッカース硬さ測定を行い、表層硬さ、有効硬化層深さ、
内部硬さを求めた。表面から０．０３ｍｍの深さ位置で、表面から１．０ｍｍ深さ位置ま
では０．１ｍｍ間隔で、及び表面から１．０ｍｍから２．０ｍｍ深さ位置までについては
０．２ｍｍ間隔でビッカース硬さ測定を行った。
【０１０８】
　なお、硬さ測定は荷重３００ｇで行い、各深さ位置で３点測定した平均値を採用した。
表面から０．０３ｍｍ及び０．５ｍｍ深さ位置での硬さ測定から表層硬さを確認した。ま
た、有効硬化層の深さ位置の確認を次の通り行った。前記０．１ｍｍ間隔及び０．２ｍｍ
間隔のビッカース硬さの測定結果から、ビッカース硬さが５５０Ｈｖを超える深さ位置（
図８（ａ）、（ｂ）のグラフ内の座標“Ｈｖ１”）及び５５０Ｈｖ未満の深さ位置（図８
（ａ）、（ｂ）のグラフ内の座標“Ｈｖ２”）の２点を抽出し、２点を結ぶ一次関数を用
いて、ビッカース硬さが５５０Ｈｖとなる深さ位置（有効硬化層の深さ位置）を求めた。
また、内部の硬さは、表面から１．６ｍｍ、１．８ｍｍ及び２．０ｍｍの深さ位置での３
点でのビッカース硬さの平均値を用いて確認した。
【０１０９】
　製造Ｎｏ．１の上記ビッカース硬さの測定結果を図８（ａ）に示す。図８（ｂ）は、製
造Ｎｏ．１のビッカース硬さが５５０Ｈｖを超える深さ位置及び５５０Ｈｖ未満の深さ位
置の２点を抽出し、２点を結ぶ一次関数を示すグラフである。図８（ｂ）に示す１次関数
を得て、製造Ｎｏ．１の有効硬化層の深さ位置を特定した。この方法を用いて、表４－１
の他の製造Ｎｏ．２～４５の有効硬化層の深さ位置を特定した。なお、図８（ａ）に示す
様に、鋼材は表層から0.50mmまでのビッカース硬さは、炭素の拡散に応じて変化している
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【０１１０】
　また、製造Ｎｏ．１～４５の各試験片のオーステナイト化温度は、各試験片の表面から
０．５ｍｍの深さ位置における炭素濃度を用いて、前述したオーステナイト化温度Ａの式
により算出した。炭素濃度以外の元素の含有量は、表面から１．５ｍｍ以上の深さ領域の
含有量と同じとして、オーステナイト化温度Ａを算出した。各試験片の表面から０．５ｍ
ｍの深さ位置における炭素濃度は、Ｘ線マイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）を用いて定量
した。各試験片のオーステナイト化温度Ａは、表４－２の項目「0.50mm位置でのγ化温度
(℃)」に示す。また、各試験片の表面から０．５ｍｍの深さ位置における炭素濃度の測定
結果は、表５－１及び表５－２の項目「０．５ｍｍＣ量」に示す。
【０１１１】
　さらに、前記断面を研磨後、ピクリン酸とエタノールの混合溶液（アルコール１００ｍ
ｌに対しピクリン酸４ｇ）に５分浸漬させ、オーステナイト粒界を現出させた後、最表面
を含むよう、光学顕微鏡で１０００倍の写真を撮影し、ＪＩＳ　Ｇ　０５５１に記載の切
断法により平均旧オーステナイト結晶粒度を算出した。
【０１１２】
　これらの評価結果を表５－１、表５－２に示す。表４－１、表４－２及び表５－１、表
５－２中の下線を付した数値は、当該数値が本発明の範囲外であることを示す。
【０１１３】
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【表４－１】

【０１１４】
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【表４－２】

【０１１５】
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【表５－１】

【０１１６】
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【表５－２】

【０１１７】
　製造Ｎｏ．１～１９の本発明例は表層硬さ、有効硬化層深さ、旧オーステナイト粒結晶
粒度、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限のいずれも目標を達成した。
【０１１８】
　一方、製造Ｎｏ．２０は、部品の鋼成分のＣ量が不足しており、強度が不足し、表層硬
さ、内部硬さ、及び、有効硬化層深さが目標未達であり、その結果、ローラーピッティン
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グ疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１１９】
　製造Ｎｏ．２１は、部品の鋼成分のＣ量が過剰であり、内部硬さが目標範囲外であり、
内部硬さの上昇に起因して、鋼の靭性が劣化し、その結果、ローラーピッティング疲労限
、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１２０】
　製造Ｎｏ．２２は、部品の鋼成分のＳｉ量が不足しており、焼戻し軟化抵抗が低下し面
疲労強度が不足したため、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であ
った。
【０１２１】
　製造Ｎｏ．２３は、部品の鋼成分のＳｉ量が過剰であり、内部硬さが目標範囲外であり
、内部硬さの上昇に起因して、鋼の靭性が劣化し、その結果、ローラーピッティング疲労
限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
　また、１回目の高周波加熱の最高温度がオーステナイト化温度よりも低く、オーステナ
イト化が不十分となり、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であり、その結果、ローラ
ーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１２２】
　製造Ｎｏ．２４は、部品の鋼成分のＭｎ量が不足しており、焼入れ性向上元素の総量も
少ないため、焼入れ性が低下したため、表層硬さが目標未達であった。
　また、１回目の高周波加熱の最高温度が１０００℃よりも高いため、結晶粒の粗大化が
生じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、ローラーピッティング
疲労限が目標未達であった。
【０１２３】
　製造Ｎｏ．２５は、部品の鋼成分のＭｎ量が過剰であり、内部硬さが目標範囲外であり
、内部硬さの上昇に起因して、鋼の靭性が劣化し、その結果、ローラーピッティング疲労
限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１２４】
　製造Ｎｏ．２６は、部品の鋼成分のＣｒ量が不足しており、焼入れ性向上元素の総量も
少ないため、焼入れ性が確保できず、表層硬さ、有効硬化層深さが目標未達であり、その
結果、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
　また、真空浸炭時の温度が高いため、著しい粗粒化、混粒化が起こり、旧オーステナイ
ト結晶粒度が目標未達であり、その結果、ローラーピッティング疲労限が目標未達であっ
た。
【０１２５】
　製造Ｎｏ．２７は、部品の鋼成分のＣｒ量が過剰であり、高周波焼入れ後の残留オース
テナイト量が増加したため、表層硬さが目標未達であった。
　また、２回目の高周波加熱の最高温度が１０００℃よりも高いため、結晶粒の粗大化が
生じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、ローラーピッティング
疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１２６】
　製造Ｎｏ．２８は、部品の鋼成分のＰ量が過剰であり、旧オーステナイト粒界が脆化し
、その結果、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１２７】
　製造Ｎｏ．２９は、部品の鋼成分のＳ量が過剰であり、ＭｎＳが疲労亀裂の伝播経路と
なり、その結果、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
　また、１回目の高周波加熱の昇温速度が前記式（１）を満たしていない。その結果、粗
粒化、混粒化が起こり旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。
【０１２８】
　製造Ｎｏ．３０は、部品の鋼成分のAｌ量が不足しており、オーステナイト領域での結
晶粒粗大化を抑制できず、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であり、その結果、回転
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曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１２９】
　製造Ｎｏ．３１は、部品の鋼成分のAｌ量が過剰であり、粗大な酸化物が残存したため
、疲労強度が低下し、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった
。
【０１３０】
　製造Ｎｏ．３２は、部品の鋼成分のＮ量が不足しており、オーステナイト領域での結晶
粒粗大化を抑制できず、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であり、その結果、回転曲
げ疲労限が目標未達であった。
【０１３１】
　製造Ｎｏ．３３は、部品の鋼成分のＢ量が過剰であり、多量のＢＮを形成してＮが消費
されたため、ＡｌＮによるオーステナイト領域での結晶粒粗大化を抑制できず、旧オース
テナイト結晶粒度が目標未達であり、その結果、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１３２】
　製造Ｎｏ．３４は、真空浸炭後に高周波焼入れを行っておらず、表層硬さ、旧オーステ
ナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ
疲労限が目標未達であった。
【０１３３】
　製造Ｎｏ．３５は、１回目の高周波加熱の昇温速度が前記式（１）を満たしていない。
そのため、結晶粒の粗大化が生じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その
結果、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１３４】
　製造Ｎｏ．３６は、２回目の高周波加熱の最高温度がオーステナイト化温度よりも低く
、２回目の高周波加熱の昇温速度が式（１）を満たさず、オーステナイト化が不十分とな
り、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、ローラーピッティング疲
労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１３５】
　製造Ｎｏ．３７は、２回目の高周波加熱の昇温速度が前記式（１）を満たしていない。
そのため、結晶粒の粗大化が生じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その
結果、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１３６】
　製造Ｎｏ．３８は、２回目の高周波加熱の昇温速度が前記式（１）を満たしていない。
そのため、混粒化が生じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、ロ
ーラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１３７】
　製造Ｎｏ．３９は、３回目の高周波加熱の最高温度が１０００℃超であり、２回目及び
３回目の高周波加熱の昇温速度は式（１）の要件を満たさないため、結晶粒の粗大化が生
じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、回転曲げ疲労限が目標未
達であった。
【０１３８】
　製造Ｎｏ．４０は、３回目の高周波加熱の最高温度がオーステナイト化よりも低く、２
回目及び３回目の高周波加熱の昇温速度は式（１）の要件を満たさないためオーステナイ
ト化が不十分となり、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、回転曲
げ疲労限が目標未達であった。
【０１３９】
　製造Ｎｏ．４１は、３回目の高周波加熱の昇温速度が前記式（１）を満たしていない。
そのため、結晶粒の粗大化が生じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その
結果、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１４０】
　製造Ｎｏ．４２は、３回目の高周波加熱の昇温速度が式（１）を満たしていないため、
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混粒化が生じ、旧オーステナイト結晶粒度が目標未達であった。その結果、ローラーピッ
ティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１４１】
　製造Ｎｏ．４３は、真空浸炭時の浸炭期の時間、拡散期の時間、及び浸炭期の時間と拡
散期の時間の和のいずれも短いため、表層硬さ、有効硬化層深さが目標未達であり、その
結果、ローラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１４２】
　製造Ｎｏ．４４は、カーボンポテンシャルＣ＝０．８の条件にてガス浸炭を行った。そ
のため、鋼材表面に粒界酸化が生成し、これが疲労試験時の破壊起点となったため、ロー
ラーピッティング疲労限、回転曲げ疲労限が目標未達であった。
【０１４３】
　製造Ｎｏ．４５は、特許文献３に開示された製造方法により製造された浸炭部品である
。真空浸炭処理温度が低く、高周波加熱の昇温速度は式（１）の要件を満たさない為、有
効表面の硬さが目標未達であり、硬化層深さが０．７ｍｍ未満、旧オーステナイト結晶粒
度が目標未達となり、部品性能が目標未達となっている。これに対して、本発明例の製造
Ｎｏ．１、２、４～１９の本発明例は、真空浸炭処理の合計時間（Ｓ１＋Ｓ２）が製造Ｎ
ｏ．４５よりも短い製造条件下で製造されているにも関わらず、表層硬さ、有効硬化層深
さ及び表層における旧オーステナイトの結晶粒の細粒化において、製造Ｎｏ．４５と比較
して優れている。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　以上により、本実施形態に係る機械部品においては、従来部品に比べて、表層硬さが高
く、有効硬化層深さが好適化され、さらに表層組織が微細であるため、機械部品の各種強
度（例えば、曲げ疲労強度やピッティング強度）を向上させることができる。従って、本
発明は、特に、高面圧部品として利用される機械製造産業等の分野において有望である。
【要約】
　本発明は、各種強度を極めて高いレベルで実現した機械部品を提供すること。本発明の
機械部品は、所定の組成を有し、表面から０．５ｍｍまでの深さ領域について、粒界酸化
層が２．０μｍ以下であり、ビッカース硬さが７５０ＨＶ以上であり、組織が焼戻しマル
テンサイト及び残留オーステナイトであり、旧オーステナイトの結晶粒径がＪＩＳ粒度番
号で１１番以上であり、表面から０．７ｍｍから１．２ｍｍまでの深さ領域に、ビッカー
ス硬さが５５０ＨＶとなる深さ位置が存在し、表面から１．５ｍｍ以上の深さ領域でのビ
ッカース硬さが２００～４００ＨＶである。
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