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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．２５～０．５０％、Ｓｉ：０．１～０．５％、Ｍｎ：０．３～１．
５％、Ｐ：０．０５％以下、Ｓ：０．１％以下、Ｔｉ：０．００５～０．０５％、Ｃｒ：
０．４０％以下、Ａｌ：０．０５％以下およびＮ：０．００５～０．０３０％を含有し、
残部はＦｅおよび不純物からなり、不純物中のＶが０．０５％未満である鋼を、１１００
～１３００℃に加熱し、仕上げ温度を９００℃以上として熱間鍛造した後、５７０℃以上
で、かつ、下記の（１）式で表されるＡ１℃以下の温度で焼なましすることを特徴とする
軟窒化用鋼材の製造方法。
　Ａ１＝７２３－１０．７（Ｍｎ％）＋２９．１（Ｓｉ％）－１６．９（Ｎｉ％）＋１６
．９（Ｃｒ％）・・・・・（１）
　但し、（１）式中の（Ｍｎ％）、（Ｓｉ％）、（Ｎｉ％）および（Ｃｒ％）はそれぞれ
、Ｍｎ、Ｓｉ、ＮｉおよびＣｒの質量％での鋼材中含有量を表す。
【請求項２】
　鋼がさらに、質量％で、Ｍｏ：０．５０％以下、Ｃｕ：０．６０％以下およびＮｉ：０
．６０％以下のうちの１種以上を含有するものであることを特徴とする請求項１に記載の
軟窒化用鋼材の製造方法。
【請求項３】
　鋼がさらに、質量％で、Ｃａ：０．００５％以下を含有するものであることを特徴とす
る請求項１または２に記載の軟窒化用鋼材の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軟窒化用鋼材の製造方法に関する。詳しくは、自動車、産業機械および建設
機械などに用いられるクランクシャフトやコネクティングロッドなど、所定の形状に熱間
鍛造された後で焼なましを施され、さらにその後、軟窒化を施されて使用される機械構造
部品の素材として好適な軟窒化用鋼材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車、産業機械および建設機械などに用いられるクランクシャフトやコネクティング
ロッドなどの機械構造部品にとって、疲労強度は具備すべき重要な機械的特性である。
【０００３】
　上記した部品の疲労強度を向上させるために、機械構造用炭素鋼鋼材や機械構造用合金
鋼鋼材などを所望の形状に熱間鍛造し、鍛造ままの状態あるいは鍛造後さらに焼ならし処
理を施した状態で、軟窒化が施されることがある。
【０００４】
　軟窒化することによって、確かに機械構造部品の疲労強度は向上するが、例えば、クラ
ンクシャフトなどの部品の場合には、軟窒化を施すと「反り」が生じるので、反りの矯正
が必要となる。なお、機械構造部品に生じた反りの矯正のし易さは、「曲げ矯正性」ある
いは「曲がり取り性」などの用語で呼ばれることが多く、軟窒化を施された機械構造部品
（以下、「軟窒化機械構造部品」という。）にとっては疲労強度とともに具備すべき重要
な特性の一つである。
【０００５】
　しかしながら、反りの矯正のし易さ（以下、「曲げ矯正性」という。）と疲労強度とは
一般にトレードオフの関係にあるため、軟窒化後の機械構造部品に高い疲労強度と優れた
曲げ矯正性を兼備させたいという要望が極めて大きくなっている。
【０００６】
　そこで、前記した要望に応えるべく、Ａ3点直上の温度で行なう焼ならし、合金成分の
最適化、鍛造プロセスの最適化といった技術が提案されている。
【０００７】
　例えば、特許文献１には、「合金元素の含有率が質量％で、Ｃ：０．１５～０．４０％
、Ｓｉ：０．５０％以下、Ｍｎ：０．２０～１．５０％、Ｃｒ：０．０５～０．５０％を
含み、必要に応じてさらに、〈１〉Ｎｉ：０．５０％以下、Ｍｏ：０．５０％以下のうち
の１種または２種、〈２〉Ｎ：０．００５～０．０３０％、Ｖ：０．３％以下、Ｎｂ：０
．３％以下、Ｔｉ：０．２％以下、Ｚｒ：０．１％以下、Ｔａ：０．２％以下のうちの１
種または２種以上、〈３〉Ｓ：０．０１～０．３０％、〈４〉Ｐｂ：０．３％以下、Ｃａ
：０．０５％以下、Ｂｉ：０．２％以下、Ｔｅ：０．０５％以下のうちの１種または２種
以上、の４元素群のうちの少なくとも１つの元素群から選ばれる元素を含み、残部はＦｅ
および不可避不純物からなり、熱間加工後の組織が実質上フェライト・パーライト組織で
あり、フェライトの面積率が３０％以上かつフェライト粒度番号が５番以上の粒度であり
、しかも、パーライトの平均寸法が５０μｍ以下である窒化鋼」が開示されている。
【０００８】
　特許文献２には、「質量％で、Ｃ：０．３０～０．４５％、Ｓｉ：０．１～０．５％、
Ｍｎ：０．６～１．０％、Ｔｉ：０．００５～０．１％およびＮ：０．０１５～０．０３
０％を含有し、必要に応じてさらに、〈１〉Ｎｂ：０．００３～０．１％、Ｍｏ：０．０
１～１．０％、Ｃｕ：０．０１～１．０％、Ｎｉ：０．０１～１．０％およびＢ：０．０
０１～０．００５％の中から選んだ１種以上、〈２〉Ｓ：０．０１～０．１％およびＣａ
：０．０００１～０．００５％のうち１種または２種、の２元素群のうちの少なくとも１
つの元素群から選ばれる元素を含み、残部がＦｅおよび不純物よりなり、ベイナイトおよ
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びフェライトからなる混合組織またはベイナイト、フェライトおよびパーライトからなる
混合組織を有し、その混合組織中のベイナイト分率が５～９０％である軟窒化用非調質鋼
」が開示されている。
【０００９】
　特許文献３には、「重量％で、Ｃ：０．２０～０．５０、Ｓｉ：０．２０～０．４０、
Ｍｎ：０．５０～１．２０、Ｃｒ：１．５０以下、Ｍｏ：１．００以下。Ａｌ：１．００
以下、Ｎｂ：０．０２５以下、Ｖ：０．０５以下を含み、残部Ｆｅおよび不可避的不純物
からなる鋼を、窒化処理前に加熱温度４００～７００℃、加熱時間０．５～１０時間の条
件で焼なまし処理を行うことにより、窒化層表面硬さをＨｖ３５０～５００、窒化層硬さ
勾配を３００～５００Ｈｖ／ｍｍに調整することを特徴とする軟窒化鋼の製造方法」が開
示されている。
【００１０】
【特許文献１】特開平９－２９１３３９号公報
【特許文献２】ＷＯ２００５／０２１８１６号公報
【特許文献３】特開平３－１０４８１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前述の特許文献１で提案された技術は、主に組織を微細化することで、疲労強度と曲げ
矯正性の両立を狙ったものである。しかしながら、曲げ矯正性に悪影響を及ぼすＣｒを疲
労強度確保のために意図的に添加しており、Ｃｒ添加量の多いものについてはＣの添加量
を減らすことで曲げ矯正性を確保している。そのため、切欠き付きの小野式回転曲げ疲労
試験による疲労強度は最大でも４０３ＭＰａであり、高い疲労強度が要求される部材には
使えない可能性がある。
【００１２】
　特許文献２で提案された技術も同様に、組織を微細化することで、疲労強度と曲げ矯正
性の両立を狙ったものである。この技術ではＣｒは曲げ矯正性劣化の原因となるため添加
しないとしており、不純物であるＣｒ量が高いスクラップを使用することができないため
、原料の管理を厳しくする必要がある。
【００１３】
　特許文献３で提案された技術は、窒化処理前に焼なましすることによってＣｒ、Ａｌお
よびＶを窒化物として析出させておき、これらの元素の固溶量を調整してから窒化処理す
ることによって、新たな窒化物の生成量を制御して、窒化層の表面硬さおよび硬さ勾配を
調整することで、疲労強度と曲げ矯正性の両立を図るものである。しかしながら、この特
許文献３で提案されている鋼には、結晶粒微細化のためにＮｂを含有させているものの、
このような鋼では８８０℃程度の焼ならし時の結晶粒微細化効果は期待できても、熱間鍛
造を行う際の加熱温度である１２００℃付近での粒成長を抑制するには十分とはいえず、
熱間鍛造後の組織の粗大化が懸念される。そして、結晶粒が粗大化した組織は曲げ矯正性
を劣化させてしまい、このため、必ずしも十分な高い曲げ矯正性を得ることができないも
のであった。
【００１４】
　そこで、本発明は、軟窒化後の疲労強度と曲げ矯正性に優れ、軟窒化機械構造部品の素
材として好適な軟窒化用鋼材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】
【００１５】
　クランクシャフトなどの機械構造部品には、芯部強度および耐摩耗性の確保が要求され
ることから、その素材としては中炭素鋼鋼材が用いられることが多い。そして、一般的に
中炭素鋼鋼材の熱間鍛造後の組織は、特別な制御鍛造を実施しない限り、フェライトとパ
ーライトの混合組織となる。このため、例えば熱間鍛造後に、さらにオーステナイト域に
加熱して急冷するといったような特別な処理を施すことなく軟窒化を行う場合には、一般
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に、中炭素鋼鋼材を素材とする機械構造部品（以下、「中炭素鋼機械構造部品」という。
）の軟窒化時における組織はフェライトとパーライトの混合組織である。なお、上記の「
フェライト」とは光学顕微鏡観察した場合にいわゆる「ブロック」状に見える相（組織）
であり、以下の説明においては、このフェライトをパーライトを構成するフェライトと区
別するために、「ポリゴナルフェライト」という。これに対して、セメンタイトとともに
パーライトを構成するフェライトは「ラメラーフェライト」ということとする。
【００１６】
　そこで、本発明者らは、軟窒化後の組織がポリゴナルフェライトとパーライトからなる
中炭素鋼機械構造部品の曲げ矯正性と疲労強度の双方を高めるために、種々の検討を行っ
た。その結果、下記（ａ）～（ｉ）の知見を得た。
【００１７】
　（ａ）軟窒化後の組織がポリゴナルフェライトとパーライトからなる中炭素鋼機械構造
部品の曲げ矯正性は、ポリゴナルフェライトの延性とパーライトの延性の両方の影響を受
ける。しかしながら、セメンタイトはほとんど延性を持たないため、パーライトの延性は
ラメラーフェライトの延性に支配されることになり、したがって、軟窒化後の上記中炭素
鋼機械構造部品の曲げ矯正性はポリゴナルフェライトの延性とラメラーフェライトの延性
によって決定される。
【００１８】
　（ｂ）曲げ矯正性に対して、ＣｒやＡｌなどＮ（窒素）との親和力の大きい元素の悪影
響が挙げられ、これらの元素のうちでも特に、鋼に不可避的に混入し易い元素であるＣｒ
が軟窒化時に固溶状態で存在すると、曲げ矯正性は大きく劣化してしまう。
【００１９】
　（ｃ）スクラップや鉄鉱石には、少量のＣｒが含まれており、意図的にＣｒを添加しな
くとも、鋼中には質量％で、０．０５～０．２０％程度のＣｒが混入してしまうことが多
い。そして、Ｃｒが曲げ矯正性に及ぼす悪影響は、僅か０．０５％程度でも顕著に表れ、
その含有量が多くなるほど曲げ矯正性に及ぼす悪影響も大きくなるため、疲労強度と曲げ
矯正性の両立を困難にしている。
【００２０】
　（ｄ）Ｃｒによる曲げ矯正性劣化のメカニズムはＣｒとＮとの相互作用による。すなわ
ち、Ｃｒがマトリックス中に固溶した状態で機械構造部品を軟窒化すると、表層近傍でＣ
ｒ窒化物あるいはＣｒとＮのクラスターを生成するため、上記部品の表層近傍だけが著し
く硬化する。また、固溶Ｃｒの存在によってＮ原子の拡散係数が低下するため、機械構造
部品の芯部方向へのＮの拡散が抑制されることとなる。したがって、固溶Ｃｒが存在する
と、表層から芯部方向への硬さの傾きが急峻になり、曲げ矯正性が劣化する。
【００２１】
　（ｅ）上記のＣｒによる曲げ矯正性の劣化は、Ｃｒが固溶状態にある場合に生じるので
、ポリゴナルフェライト中もしくはラメラーフェライト中の固溶Ｃｒ濃度、あるいは上記
双方のフェライト中のＣｒ濃度を低下させることによって、曲げ矯正性を高めることがで
きる。
【００２２】
　（ｆ）Ｃｒはセメンタイト中に濃化しやすい元素である。したがって、セメンタイトを
マトリックス中に残し、適度な温度で焼なましを施すことにより、マトリックス中に残っ
たセメンタイトにＣｒを固定することによって、特に、ポリゴナルフェライトとパーライ
トの混合組織においてパーライトを形成するラメラーフェライト中の固溶Ｃｒ濃度を低下
させることができる。そして、ラメラーフェライト中のＣｒ濃度が低下すれば、軟窒化を
行ってもＣｒとＮの相互作用によって機械構造部品の表層近傍だけが極端に硬化すること
はなく、しかも、軟窒化後のラメラーフェライトの延性が向上しているので、軟窒化機械
構造部品の曲げ矯正性が向上する。
【００２３】
　（ｇ）軟窒化の前にセメンタイトをマトリックス中に残した状態にするためには、熱間
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鍛造した鋼材の温度を、
　Ａ１＝７２３－１０．７（Ｍｎ％）＋２９．１（Ｓｉ％）－１６．９（Ｎｉ％）＋１６
．９（Ｃｒ％）・・・・・（１）
の式で表されるＡ１℃を超える温度域に上昇させてはならない。したがって、焼なましは
Ａ１℃以下の温度で行う必要がある。
【００２４】
　なお、上記の（１）式における（Ｍｎ％）、（Ｓｉ％）、（Ｎｉ％）および（Ｃｒ％）
はそれぞれ、Ｍｎ、Ｓｉ、ＮｉおよびＣｒの質量％での鋼材中含有量を表す。
【００２５】
　（ｈ）しかしながら、熱間鍛造後の結晶粒が粗大化し、パーライトコロニーの径が１５
０μｍを超えるような場合には、たとえ前記Ａ１℃以下の温度で焼なましを行っても、パ
ーライトを形成するラメラー間隔も広くなるため、焼なまし中のＣｒの拡散に時間がかか
り、Ｃｒのセメンタイトへの濃化が進行しにくくなる。
【００２６】
　（ｉ）熱間鍛造後の結晶粒を粗大化させないためには、熱間鍛造時に１１００～１３０
０℃の温度域に加熱しても安定してピンニング作用を有する粒子を形成するＴｉを含有さ
せることが効果的である。
【００２７】
　本発明は、上記の知見に基づいて完成されたものであり、その要旨は、下記（１）～（
３）に示す軟窒化用鋼材の製造方法にある。
【００２８】
　（１）質量％で、Ｃ：０．２５～０．５０％、Ｓｉ：０．１～０．５％、Ｍｎ：０．３
～１．５％、Ｐ：０．０５％以下、Ｓ：０．１％以下、Ｔｉ：０．００５～０．０５％、
Ｃｒ：０．４０％以下、Ａｌ：０．０５％以下およびＮ：０．００５～０．０３０％を含
有し、残部はＦｅおよび不純物からなり、不純物中のＶが０．０５％未満である鋼を、１
１００～１３００℃に加熱し、仕上げ温度を９００℃以上として熱間鍛造した後、５７０
℃以上で、かつ、下記の（１）式で表されるＡ１℃以下の温度で焼なましすることを特徴
とする軟窒化用鋼材の製造方法。
　Ａ１＝７２３－１０．７（Ｍｎ％）＋２９．１（Ｓｉ％）－１６．９（Ｎｉ％）＋１６
．９（Ｃｒ％）・・・・・（１）
　但し、（１）式中の（Ｍｎ％）、（Ｓｉ％）、（Ｎｉ％）および（Ｃｒ％）はそれぞれ
、Ｍｎ、Ｓｉ、ＮｉおよびＣｒの質量％での鋼材中含有量を表す。
 
【００２９】
　Ａ１＝７２３－１０．７（Ｍｎ％）＋２９．１（Ｓｉ％）－１６．９（Ｎｉ％）＋１６
．９（Ｃｒ％）・・・・・（１）
  但し、（１）式中の（Ｍｎ％）、（Ｓｉ％）、（Ｎｉ％）および（Ｃｒ％）はそれぞれ
、Ｍｎ、Ｓｉ、ＮｉおよびＣｒの質量％での鋼材中含有量を表す。
【００３０】
　（２）鋼がさらに、質量％で、Ｍｏ：０．５０％以下、Ｃｕ：０．６０％以下およびＮ
ｉ：０．６０％以下のうちの１種以上を含有するものであることを特徴とする上記（１）
に記載の軟窒化用鋼材の製造方法。
【００３１】
　（３）鋼がさらに、質量％で、Ｃａ：０．００５％以下を含有するものであることを特
徴とする上記（１）または（２）に記載の軟窒化用鋼材の製造方法。
【００３２】
　以下、上記（１）～（３）の軟窒化用鋼材の製造方法に係る発明を、それぞれ、「本発
明（１）」～「本発明（３）」という。また、総称して「本発明」ということがある。
【発明の効果】
【００３３】
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　本発明の方法によれば、軟窒化後の疲労強度と曲げ矯正性に優れ、軟窒化機械構造部品
の素材として好適な軟窒化用鋼材が得られる。そして、この軟窒化用鋼材を用いれば、疲
労強度が同レベルであっても、５０％以上優れた曲げ矯正性を有する軟窒化機械構造部品
を得ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の各要件について詳しく説明する。なお、各元素の含有量の「％」は「質
量％」を意味する。
【００３５】
　（Ａ）化学組成
　Ｃ：０．２５～０．５０％
　Ｃは、軟窒化機械構造部品の強度、靱性を担うための必須元素であり、熱間鍛造時のオ
ーステナイトの安定化および製品（軟窒化機械構造部品）の耐摩耗性の確保、またＣｒを
固定するためのセメンタイト量を増やすためにも０．２５％以上の含有量が必要である。
一方、その含有量が０．５０％を超えると、焼入れ性が上がり過ぎて被削性を害する硬い
マルテンサイトの生成を招きやすくなる。したがって、Ｃの含有量を０．２５～０．５０
％とした。なお、Ｃの作用をより十分に発揮させるためには、Ｃ含有量の下限を０．３０
％とすることが好ましい。また、焼入れ性の上がり過ぎを抑止してマルテンサイトを生成
し難くするためには、Ｃ含有量の上限を０．４５％とすることが好ましい。
【００３６】
　Ｓｉ：０．１～０．５％
　Ｓｉは、脱酸剤として製鋼工程で添加されるが、フェライトの固溶強化にも効くので０
．１％以上の含有量が必要である。一方、Ｓｉの含有量が０．５％を超えると、鋼の熱間
変形抵抗を高めたり、靱性や被削性を劣化させたりしてしまう。したがって、Ｓｉの含有
量を０．１～０．５％とした。なお、Ｓｉの脱酸およびフェライト強化の作用をより十分
に発揮させるためには、Ｓｉ含有量の下限を０．１５％とすることが好ましい。また、熱
間加工性、靱性の確保のためには、Ｓｉ含有量の上限を０．３％とすることが好ましい。
【００３７】
　Ｍｎ：０．３～１．５％
　Ｍｎは、Ｓｉと同様に脱酸剤として製鋼工程で添加される。また、オーステナイトを安
定化して焼入れ性を向上させる。さらに、Ｍｎは鋼中のＳと結合してＭｎＳを形成し、被
削性改善にも効果がある。そのためには０．３％以上のＭｎの含有量が必要である。一方
、Ｍｎの含有量が１．５％を超えると、焼入れ性が上がり過ぎて切削性に有害なマルテン
サイトの生成を招きやすくなる。したがって、Ｍｎの含有量を０．３～１．５％とした。
なお、Ｍｎの作用をより十分に発揮させるためには、Ｍｎ含有量の下限を０．５％とする
ことが好ましい。また、焼入れ性の上がり過ぎを抑止してマルテンサイトを生成し難くす
るためには、Ｍｎ含有量の上限を１．２％とすることが好ましい。
【００３８】
　Ｐ：０．０５％以下
　Ｐは、鋼に含有される不純物であり、粒界に偏析して粒界脆化割れを助長し、特に、そ
の含有量が０．０５％を超えると粒界脆化割れの発生が著しくなる。したがって、Ｐの含
有量を０．０５％以下とした。なお、Ｐの含有量は０．０３％以下とすることが好ましい
。
【００３９】
　Ｓ：０．１％以下
　Ｓは、鋼に含有される不純物であるが、鋼材の被削性を高める作用を有する元素でもあ
る。しかしながら、Ｓを過剰に含有すると鋼片内での偏析欠陥が発生したり、熱間加工性
の低下を招き、特に、Ｓの含有量が０．１％を超えると、鋼片内での偏析欠陥の発生や熱
間加工性の低下が著しくなる。したがって、Ｓの含有量を０．１％以下とした。なお、鋼
片内での偏析欠陥の発生や熱間加工性の低下を抑止するためには、Ｓの含有量の上限は０
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．０９％とすることが好ましい。一方、Ｓの被削性向上効果は、０．０２％以上の含有量
で確実に得られるので、被削性向上効果を得る場合にはＳの含有量の下限は０．０２％と
することが好ましい。
【００４０】
　Ｔｉ：０．００５～０．０５％
　Ｔｉは、熱間鍛造時の結晶粒粗大化を抑えるためのピンニング粒子を形成させるために
必須の元素である。ピンニング粒子としてはＴｉの窒化物、炭化物および炭窒化物があり
、十分な分布密度のピンニング粒子を生成させるために、０．００５％以上の含有量とす
る必要がある。一方、Ｔｉの含有量が０．０５％を超えても前記の効果が飽和するうえに
、ピンニング粒子として析出しきれなかった固溶Ｔｉが軟窒化後の曲げ矯正性を劣化させ
るといった弊害を生じる。したがって、Ｔｉの含有量を０．００５～０．０５％とした。
なお、固溶Ｔｉによる弊害を抑止するためには、Ｔｉ含有量の上限を０．０３５％とする
ことが好ましい。
Ｃｒ：０．４０％以下
　Ｃｒは、スクラップや鉄鉱石に由来して、溶鋼中に０．０５～０．２０％程度不可避的
に混入する元素である。また、Ｃｒは、軟窒化後の表層硬度を高めて、疲労強度の増大を
図るために意図的に添加されることもある。
【００４１】
　しかしながら、Ｃｒの含有量が上記の不可避的に混入する程度の少量であっても、軟窒
化後の曲げ矯正性が劣化してしまう。具体的には、Ｃｒの含有量が０．０５％以上になる
と、軟窒化後の曲げ矯正性が劣化する傾向がある。この軟窒化後の曲げ矯正性の劣化に対
して、後述する本発明の焼なましを施すことが有効である。すなわち、焼なましすること
によってＣｒの表層硬さの上昇効果は若干低下するものの、Ｃｒによる軟窒化後の曲げ矯
正性の劣化を抑止するという大きな効果が得られる。しかしながら、Ｃｒの含有量が多く
なって０．４０％を超えると、本発明の焼なましを施しても軟窒化後の曲げ矯正性の劣化
を十分には防ぐことができなくなる。したがって、Ｃｒの含有量を０．４０％以下とした
。なお、軟窒化後の曲げ矯正性の劣化を確実に抑止するためには、Ｃｒの含有量を０．２
０％以下とすることが好ましい。
【００４２】
　Ａｌ：０．０５％以下
　Ａｌは、脱酸剤として、通常、溶製時に添加されるが、アルミナ粒子として鋼中に残存
したり、Ｎと結合してＡｌＮを形成して表面硬度を増大させて、軟窒化後の曲げ矯正性を
劣化させてしまう。また、アルミナは硬さの高い酸化物系介在物であり、切削加工に使用
される工具の寿命を短くしてしまう。さらに、Ａｌは、セメンタイト／フェライトの分配
係数、すなわち、セメンタイトとフェライトの両相に固溶する濃度の比率が小さく、後述
する本発明の焼なましを行なってもセメンタイト中にほとんど濃縮することがないので、
軟窒化後の曲げ矯正性を劣化させてしまう。加えて、ＡｌＮは熱間鍛造の際にマトリック
スに固溶してしまうので、ピンニング粒子としての機能は期待できず、結晶粒の微細化に
はほとんど役に立たない。したがって、Ａｌの含有量は低い方がよく、０．０５％以下と
した。なお、Ａｌの含有量は０．００５％以下とすることが好ましい。
【００４３】
　Ｎ：０．００５～０．０３０％
　Ｎは、オーステナイトを安定化したり、結晶粒粗大化を抑えるためのピンニング粒子を
構成したり、Ｆｅ窒化物を形成して析出強化に寄与したり、さらには、固溶窒素として固
溶強化に寄与して母材強度を増大させたりする作用を有するので積極的に含有させる。上
記の効果を得るためには、Ｎを０．００５％以上の量で含有する必要がある。一方、Ｎの
含有量が０．０３０％を超えると、インゴット中で気泡欠陥が生成して材質を損なうこと
がある。したがって、Ｎの含有量を０．００５～０．０３０％とした。なお、Ｎの作用を
より十分に発揮させるためには、Ｎ含有量の下限を０．０１０％とすることが好ましい。
また、インゴット中での気泡欠陥の発生を抑止するためには、Ｎ含有量の上限を０．０２
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５％とすることが好ましい。
【００４４】
　上記の理由から、本発明（１）は、その化学組成が上述した範囲のＣからＮまでの元素
を含有し、残部はＦｅおよび不純物からなる鋼を用いて軟窒化用鋼材を製造することと規
定した。
【００４５】
　なお、本発明の軟窒化用鋼材の製造方法においては、必要に応じてさらに、Ｍｏ、Ｃｕ
、ＮｉおよびＣａの中から選ばれた１種以上の元素を含有した鋼を用いることができる。
【００４６】
　以下、上記の任意元素に関して説明する。
【００４７】
　Ｍｏ、ＣｕおよびＮｉは、いずれも、疲労強度を向上させる作用を有する。このため、
より大きな疲労強度を得たい場合には以下の範囲で含有してもよい。
【００４８】
　Ｍｏ：０．５０％以下
　Ｍｏは、鋼の焼入れ性を高めて高強度化に寄与し疲労強度を向上させるので、この効果
を得るためにＭｏを含有してもよい。しかしながら、Ｍｏの含有量が０．５０％を超える
と、焼入れ性が高くなりすぎて、マルテンサイトの生成が促進されるので、軟窒化後の曲
げ矯正性や靱性の低下を招く。したがって、Ｍｏの含有量を０．５０％以下とした。なお
、軟窒化後の曲げ矯正性や靱性の低下を抑止するためには、Ｍｏの含有量の上限は０．３
０％とすることが好ましい。
【００４９】
　一方、前記したＭｏの疲労強度向上効果を確実に得るためには、Ｍｏの含有量の下限は
０．０３％とすることが好ましく、０．０５％とすれば一層好ましい。
【００５０】
　Ｃｕ：０．６０％以下
　Ｃｕは、フェライトを強化し、疲労強度を向上させるので、この効果を得るためにＣｕ
を含有してもよい。しかしながら、Ｃｕは、融点が１０８３℃と低いので、製鋼工程にお
ける凝固の過程で液相として残存する時間が長くなり、鋼の粒界に偏析して熱間割れを誘
起することとなり、特に、その含有量が０．６０％を超えると、上記の傾向が著しくなる
。したがって、Ｃｕの含有量を０．６０％以下とした。なお、熱間での割れの誘起を抑止
するためには、Ｃｕの含有量の上限は０．５０％とすることが好ましい。
【００５１】
　一方、前記したＣｕの疲労強度向上効果を確実に得るためには、Ｃｕの含有量の下限は
０．０５％とすることが好ましく、０．１０％とすれば一層好ましい。
【００５２】
　Ｎｉ：０．６０％以下
　Ｎｉは、フェライトを強化し、疲労強度を向上させる作用を有する。また、Ｎｉは、鋼
がＣｕを含む場合に、Ｃｕに起因する熱間での割れを防止するのに有効な元素である。し
かしながら、こうした効果はＮｉの含有量が多くなると飽和するので、製鋼コストを高め
ないために、Ｎｉの含有量を０．６０％以下とした。
【００５３】
　Ｎｉの効果を確実に得るためには、Ｎｉの含有量の下限は０．０５％とすることが好ま
しく、０．１０％とすれば一層好ましい。
【００５４】
　なお、上記のＭｏ、ＣｕおよびＮｉは、そのうちのいずれか１種のみ、または２種以上
の複合で含有することができる。
【００５５】
　Ｃａ：０．００５％以下
　Ｃａは、鋼材の被削性を高める作用を有するので、この効果を得るためにＣａを含有し
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てもよい。しかしながら、Ｃａを過剰に含有させると鋼片内での偏析欠陥が発生したり、
熱間加工性の低下を招き、特に、Ｃａの含有量が０．００５％を超えると、鋼片内での偏
析欠陥の発生や熱間加工性の低下が著しくなる。したがって、Ｃａの含有量を０．００５
％以下とした。なお、鋼片内での偏析欠陥の発生や熱間加工性の低下を抑止するためには
、Ｃａの含有量の上限は０．００３％とすることが好ましい。
【００５６】
　一方、前記したＣａの被削性向上効果を確実に得るためには、Ｃａの含有量の下限は０
．０００１％とすることが好ましく、０．０００３％とすれば一層好ましい。
【００５７】
　上記の理由から、本発明（２）は、本発明（１）の鋼に、さらに、Ｍｏ：０．５０％以
下、Ｃｕ：０．６０％以下およびＮｉ：０．６０％以下のうちの１種以上を含有する鋼を
用いて軟窒化用鋼材を製造することと規定した。
【００５８】
　同様に、本発明（３）は、本発明（１）または本発明（２）の鋼に、さらに、Ｃａ：０
．００５％以下を含有する鋼を用いて軟窒化用鋼材を製造することと規定した。
【００５９】
　本発明で用いる鋼においては、前述したＣからＣａまでの元素以外は、意図的に添加す
るものではない。そこで、次に、不純物元素として鋼に混入する可能性のある元素のうち
でも、特に、軟窒化後の曲げ矯正性に影響を及ぼすＶに関して、その上限含有量について
説明する。
【００６０】
　Ｖ：０．０５％未満
　Ｖの含有量が多くなり、特に、０．０５％以上になると、熱間鍛造の冷却速度が空冷程
度であると、冷却中に完全に相界面析出しないので、一部のＶは、マトリックスに固溶し
た状態のままで室温まで残ってしまう。そして、上記の固溶状態のＶは、軟窒化時に析出
して表層近傍を過度に硬化するので、曲げ矯正性が劣化してしまう。したがって、不純物
元素中に多量のＶを含むことは好ましくなく、Ｖの含有量は０．０５％未満とするのがよ
い。より好ましいＶの含有量は０．０２％以下である。
【００６１】
　（Ｂ）熱間鍛造条件
　前記（Ａ）項に記載の化学組成を有する鋼であっても、熱間鍛造時の加熱温度が高くな
りすぎると、結晶粒の粗大化が生じる。結晶粒の粗大化を防ぐためには、熱間鍛造時の加
熱温度の上限は１３００℃にする必要がある。加熱温度の上限は１２５０℃とするのが好
ましい。一方、熱間鍛造時の加熱温度はオーステナイト単相域であれば低ければ低いほど
結晶粒が微細になり、続く軟窒化後の疲労強度と曲げ矯正性は向上するが、鍛造中の素材
の温度が低くなると金型への負担が急激に大きくなるため、下限は１１００℃とする必要
がある。
【００６２】
　同様に、熱間鍛造の仕上げ温度は、オーステナイト単相域であれば低ければ低いほど結
晶粒が微細になり、続く軟窒化後の疲労強度と曲げ矯正性は向上するが、金型の負担を低
減するためには、仕上げ温度の下限は９００℃とする必要がある。好ましくは９５０℃以
上である。
【００６３】
　（Ｃ）焼なまし条件
　前記（Ａ）項に記載の化学組成を有する鋼を、（Ｂ）項に記載の条件で熱間鍛造した鋼
材に、軟窒化を施す前の段階で、
　Ａ１＝７２３－１０．７（Ｍｎ％）＋２９．１（Ｓｉ％）－１６．９（Ｎｉ％）＋１６
．９（Ｃｒ％）・・・・・（１）
の式で表されるＡ１℃以下の温度で焼なましを行えば、マトリックス中に残ったセメンタ
イトにＣｒを固定することができ、しかも、その鋼材は後述するパーライトコロニー径が
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１５０μｍ以下であって、結晶粒が粗大化していないので、軟窒化後に良好な曲げ矯正性
を確保することができる。
【００６４】
　なお、上記の（１）式における（Ｍｎ％）、（Ｓｉ％）、（Ｎｉ％）および（Ｃｒ％）
はそれぞれ、Ｍｎ、Ｓｉ、ＮｉおよびＣｒの質量％での鋼材中含有量を表す。
【００６５】
　なお、焼なましによってＣｒを拡散させ、セメンタイトに固定するためには、Ｃｒの拡
散係数が大きい高温域で処理を行うほうがよいが、前記（１）式で表されるＡ１℃を超え
る温度で焼なましすると、セメンタイトがマトリックス中に固溶するため、セメンタイト
による十分なＣｒの固定効果を確保することができない。一方、焼なまし温度が５７０℃
を下回ると、Ｃｒがセメンタイトに固定されるのに長時間を要することとなる。
【００６６】
　したがって、本発明においては、前記（Ａ）項に記載の化学組成を有する鋼を、（Ｂ）
項に記載の条件で熱間鍛造した後、５７０℃以上で、かつ、前記の（１）式で表されるＡ
１℃以下の温度で焼なましすることとした。
【００６７】
　なお、焼なまし時間が短いとＣｒの拡散が不十分になるため、上記焼なまし時間の下限
は３０分程度とすることが好ましい。一方、焼なまし時間が長くなりすぎるとセメンタイ
トが球状化し、素材の硬度が急激に低くなるため、上記焼なまし時間の上限は１０時間程
度とすることが好ましい。
【００６８】
　（Ｄ）所望の軟窒化部品形状への仕上げ加工
　所望の軟窒化部品形状への仕上げ加工は、例えば、切削加工など適宜の方法で行えばよ
く、部品形状に合わせて適宜選択すればよい。そして、この仕上げ加工は、熱間鍛造後、
（Ｃ）項で述べた焼なましの前に行ってもよいし、熱間鍛造後にさらに（Ｃ）項で述べた
焼なましを行った後で実施してもよい。
【００６９】
　（Ｅ）軟窒化処理
　本発明において軟窒化の方法は特に規定する必要はなく、ガス軟窒化、塩浴軟窒化やイ
オン窒化など通常の方法を用いることができる。
【００７０】
　いずれの方法を用いても、製品（軟窒化機械構造部品）の表面に厚さ２０μｍ程度の化
合物層（窒化物層）とその直下の拡散層を均質に形成させることが可能である。
【００７１】
　ガス軟窒化して、所望の軟窒化機械構造部品を得るためには、例えば、吸熱型変成ガス
（ＲＸガス）とアンモニアガスを１：１に混合した雰囲気中で均熱温度５６０～６２０℃
にて１～３時間処理を行えばよい。
【００７２】
　以下、実施例により本発明を更に詳しく説明する。
【実施例】
【００７３】
　表１に示す化学組成を有する鋼Ａ～Ｇを１８０ｋｇ真空溶解炉によって溶製した後、イ
ンゴットを１２５０℃に加熱し、仕上げ温度が１０００℃となるように熱間鍛造した後、
大気中で放冷して、直径が５０ｍｍの丸棒とした。
【００７４】
　表１中の鋼Ａ～Ｆは、化学組成が本発明で規定する範囲内にある本発明例の鋼であり、
一方、鋼Ｇは、化学組成が本発明で規定する条件から外れた比較例の鋼である。なお、表
１には前記の（１）式で表されるＡ１の値を併記した。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
　上記の熱間鍛造後に大気中で放冷したままの組織の粗さを定量的に比較するために、次
に示す方法でパーライトコロニー径を測定した。
【００７７】
　先ず、上記のようにして得た直径５０ｍｍの各丸棒のＤ／４部（「Ｄ」は丸棒の直径を
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表す。）から、鍛造方向（鍛錬軸）に平行な断面が被検面になるようにミクロ組織観察用
のサンプルを採取し、樹脂に埋め込んで鏡面研磨した後ナイタール腐食液で腐食して、倍
率を２００倍として光学顕微鏡写真を撮影した。
【００７８】
　次いで、写真上でパーライトコロニーを目視で判定して閉曲線で囲み、その面積に相当
する円の直径、すなわち、円相当直径をもってパーライトコロニー径と定義した。
【００７９】
　表２に、上記のようにして測定したパーライトコロニー径を示す。この表２から、比較
例の鋼であるＴｉ非添加とした鋼Ｇは、Ｔｉを含む他の鋼に比べて、粗大な組織であるこ
とがわかる。
【００８０】
【表２】

【００８１】
　また、前記の熱間鍛造後に大気中で放冷して得た直径５０ｍｍの丸棒に対して、種々の
温度と時間で焼なましを行った。なお、焼なましは大気中で行い、焼なまし後は室温まで
大気中で放冷した。
【００８２】
　表３に、上記焼なましの詳細条件を示す。なお、表３の焼なまし欄における「－」は焼
なましを行っていないことを示す。
【００８３】
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【表３】

【００８４】
　焼なまし後の各丸棒のＤ／４部から鍛造方向（鍛錬軸）に平行に、疲労強度測定用の小
野式回転曲げ疲労試験片と曲げ矯正性測定用の三点曲げ試験片を採取した。
【００８５】
　小野式回転曲げ疲労試験片は、深さが１ｍｍでＲが３ｍｍの切欠きをつけた丸棒試験片
であり、図１にその形状を示す。なお、図１における寸法の単位は「ｍｍ」である。
【００８６】
　上記小野式回転曲げ疲労試験片に後述する軟窒化を行い、疲労試験に供した。
【００８７】
　なお、疲労試験は室温、大気中、回転数３４００ｒｐｍの条件で行い、応力付加繰返し
回数１０7回において破断しない最大の応力を疲労強度とした。
【００８８】
　三点曲げ試験片は、深さが５ｍｍで底部曲率半径が１０ｍｍの切欠きをつけた長さ１０
０ｍｍの角状試験片であり、図２にその形状を示す。なお、図２における寸法の単位も「
ｍｍ」である。
【００８９】
　上記三点曲げ試験片に後述する軟窒化を行い、三点曲げ試験に供した。
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【００９０】
　なお、三点曲げ試験は図３の要領で行った。すなわち、切欠きを含む面の長手方向に切
欠きを中心として支点間距離７０ｍｍとなるように二つの支点を設け、押し込み速度を０
．５ｍｍ／分として室温、大気中で実施した。なお、切欠き底の歪量を測定するために、
切欠きの一番底の両エッジ部二ヶ所に、試験片長手方向と平行な向きに歪ゲージを貼付し
、押し込みストロークを一方のゲージが断線するまで増加させた際の、もう一方のゲージ
が示す歪値を矯正限界歪量として曲げ矯正性を評価した。
【００９１】
　なお、小野式回転曲げ疲労試験片と三点曲げ試験片には、ＲＸガスとアンモニアガスを
１：１に混合した雰囲気中で５８０℃にて２時間保持する条件でガス軟窒化を施し、その
後１００℃の油中へ冷却した。
【００９２】
　表３に、上記のようにして求めた疲労強度と矯正限界歪量を併せて示した。また、この
表３における曲げ矯正性の指標である矯正限界歪量と疲労強度との関係を整理して、図４
に示す。
【００９３】
　図４から、本発明例と比較例とを、同レベルの疲労強度で比較すると、本発明例は比較
例に比べて６０％から３４０％程度矯正限界歪量が大きいことがわかる。したがって、本
発明で規定する条件で製造した軟窒化用鋼材を用いれば、軟窒化機械構造部品に高いレベ
ルで疲労強度と曲げ矯正性を兼備させることができることが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明の方法によれば、軟窒化後の疲労強度と曲げ矯正性に優れ、軟窒化機械構造部品
の素材として好適な軟窒化用鋼材が得られる。そして、この軟窒化用鋼材を用いれば、疲
労強度が同レベルであっても、５０％以上優れた曲げ矯正性を有する軟窒化機械構造部品
を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】実施例で用いた疲労強度測定用の小野式回転曲げ疲労試験片の形状を示す図であ
る。
【図２】実施例で用いた曲げ矯正性測定用の三点曲げ試験片の形状を示す図である。
【図３】実施例で実施した三点曲げ試験の方法について説明する図である。
【図４】実施例の試験番号１～１７について、曲げ矯正性の指標である矯正限界歪量と疲
労強度との関係を整理して示す図である。
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