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(57)【要約】
　　【課題】熱間鍛造のままで、９００ＭＰａ以上の０．２％耐力を確保できる非調質鋼
材の提供。
　　【解決手段】Ｃ：０．３５～０．５５％、Ｓｉ：０．０１～１．０％、Ｍｎ：０．９
～２．０％、Ｐ：０．０５０％未満、Ｓ：０．００５～０．２０％、Ｃｒ：０．０２～０
．４％、Ｖ：０．３５～１．０％、Ａｌ：０．００５～０．０７％、Ｎ：０．００７～０
．０２５％、Ｏ：０．００３５％以下を含有し、残部はＦｅと不純物からなり、「Ｎ－０
．５１９Ａｌ≧０．００２５」、「Ｖ－３．６４×（Ｎ－０．５１９Ａｌ）≧０．３」お
よび「Ｃ－（０．２３６×ｆｎ２）≧０．２」を満足する非調質鋼材。Ｃａ：０．０５％
以下、Ｐｂ：０．４％以下、Ｂｉ：０．３％以下、Ｔｅ：０．１％以下およびＳｅ：０．
５％以下のうちの１種または２種以上を含有してもよい。
　【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．３５～０．５５％、Ｓｉ：０．０１～１．０％、Ｍｎ：０．９～２
．０％、Ｐ：０．０５０％未満、Ｓ：０．００５～０．２０％、Ｃｒ：０．０２～０．４
％、Ｖ：０．３５～１．０％、Ａｌ：０．００５～０．０７％、Ｎ：０．００７～０．０
２５％およびＯ：０．００３５％以下を含有し、残部はＦｅおよび不純物からなり、下記
（１）～（３）式で表されるｆｎ１～ｆｎ３の値がそれぞれ、０．００２５以上、０．３
以上および０．２以上を満足することを特徴とする非調質鋼材。
　ｆｎ１＝Ｎ－０．５１９Ａｌ・・・（１）、
　ｆｎ２＝Ｖ－３．６４×（Ｎ－０．５１９Ａｌ）・・・（２）、
　ｆｎ３＝Ｃ－（０．２３６×ｆｎ２）・・・（３）。
　ここで、（１）～（３）式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を表す。
【請求項２】
　Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０５％以下、Ｐｂ：０．４％以下、Ｂｉ：
０．３％以下、Ｔｅ：０．１％以下およびＳｅ：０．５％以下のうちの１種または２種以
上を含有することを特徴とする請求項１に記載の非調質鋼材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非調質鋼材に関し、詳しくは、降伏特性が良好で、自動車エンジンなどのコ
ネクティングロッドや自動車の足回り部品であるナックルなどの素材として好適な非調質
鋼材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車エンジンなどのコネクティングロッド（以下、「コンロッド」という。）は、ピ
ストンとクランクシャフトを連結するエンジン部品であり、爆発力を駆動軸に伝達する役
割を担っている。このため、コンロッドには高い降伏応力（以下、「０．２％耐力」とい
う。）が要求される。特に、近年のエンジンの高出力化にともなって、コンロッドに要求
される降伏応力はますます大きくなっている。
【０００３】
　また、自動車の足回り部品であるナックルなどについても同様の高強度化の動向があり
、要求される０．２％耐力が大きくなっている。
【０００４】
　ＪＩＳ　Ｇ　４０５１（２００５）に規定された「機械構造用炭素鋼鋼材」のうち、Ｓ
４８Ｃなどのいわゆる「中炭素鋼鋼材」は、これに「焼入れ－焼戻し」のいわゆる「調質
処理」を施せば、安定して６００ＭＰａ以上の０．２％耐力が確保できる。
【０００５】
　このため、従来のコンロッドやナックルは、Ｓ４８Ｃなど中炭素の機械構造用炭素鋼鋼
材を調質処理して製造されてきた。
【０００６】
　しかしながら、最近の厳しい経済情勢や自動車業界の競争を反映して、各種自動車部品
の製造コスト低減や高性能化の動きが活発化しており、この動きはエンジン部品であるコ
ンロッドや足回り部品のナックルなどにおいても例外ではなくなってきている。
【０００７】
　このため、製造コストが嵩む「焼入れ－焼戻し」の調質処理を行うことなく、つまり非
調質で、前記中炭素の機械構造用炭素鋼鋼材を調質処理した場合と同等の０．２％耐力を
確保したいとの要望が大きくなり、一部の車種では採用され始めた。
【０００８】
　また、高性能化のために自動車部品はどんどん軽量化されてきており、そのため軽量な
状態で十分な０．２％耐力を確保する必要があり、従来のＳ４８Ｃなど中炭素の機械構造
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用炭素鋼鋼材を「焼入れ－焼戻し処理」した部品よりも高い０．２％耐力を有するものへ
の要望が大きくなっている。例えば、具体的には０．２％耐力で９００ＭＰａ以上の高強
度を有する部品が必要とされる場合がある。
【０００９】
　そこで、特に自動車部品を対象として、「焼入れ－焼戻し」の調質処理や冷間加工など
の特別な処理を施すことなく、熱間鍛造のままで、９００ＭＰａ以上という大きな０．２
％耐力を確保できる非調質鋼材への要望が大きくなっている。
【００１０】
　このため、例えば、特許文献１～３に、鋼の化学組成や製造方法を制御して高い０．２
％耐力を得るための非調質鋼材の製造方法が開示されている。
【００１１】
　具体的には、特許文献１に、重量比にして、Ｃ ：０．１５～０．５０％、Ｓｉ：０．
００５～２．００％、Ｍｎ：０．４０～２．００％、Ｓ ：０．０１～０．１０％、Ａｌ
：０．０００５～０．０５％、Ｔｉ：０．００３～０．０５％、Ｎ ：０．００２０～０
．０２００％、Ｖ ：０．２０～０．７０％を含有し、必要に応じてさらに、（ａ）Ｃｒ
：０．０２～１．５０％、Ｍｏ：０．０２～１．００％のうちの１種または２種、（ｂ）
Ｎｂ：０．００１～０．２０％、（ｃ）Ｐｂ：０．０５～０．３０％、Ｃａ：０．０００
５～０．０１０％のうちの１種または２種、の群から選ばれる１種または２種以上の元素
を含有し、残部はＦｅならびに不純物元素からなる組成の鋼材を、Ａｃ3点以上の温度に
加熱して熱間鍛造を施し、冷却させて変態が終了した後の金属組織の９０％以上がフェラ
イト＋パーライト組織であるようにし、これにさらに２００～７００℃の温度で時効処理
を行う「疲労特性に優れる非調質鋼の製造方法」が開示されている。
【００１２】
　特許文献２に、重量比にして、Ｃ ：０．１５～０．５０％、Ｓｉ：０．００５～２．
００％、Ｍｎ：０．４０～２．００％、Ｓ ：０．０１～０．１０％、Ａｌ：０．０００
５～０．０５０％、Ｔｉ：０．００３～０．０５０％、Ｎ ：０．００２０～０．０２０
０％、Ｖ ：０．２０～０．７０％を含有し、必要に応じてさらに、（ａ）Ｃｒ：０．０
２～１．５０％、Ｍｏ：０．０２～１．００％のうちの１種または２種、（ｂ）Ｎｂ：０
．００１～０．２０％、（ｃ）Ｐｂ：０．０５～０．３０％、Ｃａ：０．０００５～０．
０１０％のうちの１種または２種、の群から選ばれる１種または２種以上の元素を含有し
、残部はＦｅならびに不純物元素からなる組成の鋼を、Ａｃ3点以上の温度に加熱して、
鍛造仕上げ温度が７５０～９００℃の条件で亜熱間鍛造を施し、冷却させ変態が終了した
後の金属組織の９０％以上がフェライト＋パーライト組織であるようにし、これにさらに
２００～７００℃の温度で時効処理を行う「降伏強度、靱性および疲労特性に優れる亜熱
間鍛造非調質鋼材の製造方法」が開示されている。
【００１３】
　特許文献３に、質量％で、Ｃ：０．１５～０．４０％、Ｓｉ：０．４～１．５％、Ｍｎ
：０．５～２．０％、Ｐ：０．１０～０．１５％、Ｓ：０．０１～０．１５％、Ｖ：０．
１５～０．４０％、Ａｌ：０．００１～０．１％を含有し、必要に応じてさらに、（ａ）
Ｃｒ：０．０５～０．２％、（ｂ）Ｎ：０．００２～０．０３％、（ｃ）Ｔｉ：０．０５
～０．３０％、Ｎｂ：０．０１～０．１０％のうちの１種または２種、の群から選ばれる
１種または２種以上の元素を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる素材鋼を
、１０００℃以上に加熱して熱間鍛造を行い、その後室温にまで冷却してミクロ組織をフ
ェライト・パ－ライト組織とし、さらに加工度が２～１０％の冷間加工を施す「非調質鋼
熱間鍛造部材の製造方法」が開示されている。
【００１４】
【特許文献１】特開平７－１０２３４０号公報
【特許文献２】特開平７－１５７８２４号公報
【特許文献３】特開２００４－１３７５４２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　前記の特許文献１で開示された非調質鋼材の０．２％耐力（降伏強度）は高々８３４Ｍ
Ｐａ（８５．０ｋｇｆ／ｍｍ2）という低いものでしかない。
【００１６】
　同様に、特許文献２で開示された非調質鋼材の０．２％耐力（降伏強度）も高々８２９
ＭＰａ（８４．５ｋｇｆ／ｍｍ2）という低いものでしかない。
【００１７】
　一方、特許文献３で開示された非調質鋼材の場合、９００ＭＰａを超える９５５．８Ｍ
Ｐａという大きな０．２％耐力を達成しているものもあるが、これは前記特許文献３の段
落〔００４３〕に記載されているように、初期降伏応力（０．２％耐力）は冷間加工時の
塑性変形量の増加とともに上昇するため、加工度が５％の冷間加工を施していることによ
るものである。しかしながら、冷間加工を施すと、部品の製造工程が複雑になり、製造コ
ストが過大になってしまう。
【００１８】
　そこで、本発明の目的は、「焼入れ－焼戻し」の調質処理や冷間加工などの特別な処理
を施すことなく、熱間鍛造のままで、９００ＭＰａ以上という大きな０．２％耐力を確保
できる非調質鋼材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明者らは前記した課題を解決するために種々の検討を行った。その結果、先ず、０
．２％耐力を高めるためには、次に示す〈１〉～〈３〉によることが有効であるとの知見
を得た。
【００２０】
　〈１〉窒化物による組織の微細化、
　〈２〉フェライト中に析出するＶ炭化物量の増加、
　〈３〉フェライトとパーライトとの混合組織であるフェライト・パーライト組織におけ
る大きなパーライト比率の確保。
【００２１】
　そこで更に詳細な検討を行った結果、下記（ａ）～（ｄ）の新たな知見を得た。
【００２２】
　（ａ）窒化物による微細化を図るためには、Ｎを高めに含有させ、ＡｌＮやＶ窒化物を
形成させる必要があるが、ＡｌＮとＶ窒化物のうち、より微細化に有効なＶ窒化物を鋼材
中に多く含有させるためには、式中の元素記号をその元素の質量％での含有量として、下
記の（１）式で表されるｆｎ１の値を０．００２５以上とすればよい。
  ｆｎ１＝Ｎ－０．５１９Ａｌ・・・（１）。
【００２３】
　（ｂ）フェライト中に析出するＶ炭化物の量を高めるためには、Ｖの含有量を多くする
だけでは十分でなく、Ｖとの親和力がＣよりも大きいＮがＶとともにＶ窒化物を形成する
よりも多い量のＶを含有させる必要がある。このためには、式中の元素記号をその元素の
質量％での含有量として、下記の（２）式で表されるｆｎ２の値を０．３以上とすればよ
い。
  ｆｎ２＝Ｖ－３．６４×（Ｎ－０．５１９Ａｌ）・・・（２）。
【００２４】
　（ｃ）鋼材の焼入れ性が高いとベイナイト組織が生成しやすく、ベイナイト組織が多い
場合にはフェライト・パーライト組織に比べて降伏比（「０．２％耐力／引張強度」）が
低下して高い０．２％耐力が得られない。しかしながら、鋼材組織を特に、その８０％以
上がフェライト・パーライト組織からなるものとするとともに、そのフェライト・パーラ
イト組織におけるパーライト比率を高め、しかも、フェライト中にＶ炭化物を析出させて
析出強化効果を活用すれば、「焼入れ－焼戻し」の調質処理や冷間加工など特別な処理を
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施すことなく、熱間鍛造のままで、９００ＭＰａ以上という大きな０．２％耐力を確保す
ることが可能である。
【００２５】
　（ｄ）上記（ｃ）における鋼材組織の８０％以上をフェライト・パーライト組織からな
るものとするとともに、そのフェライト・パーライト組織におけるパーライト比率を高め
るためには、Ｖ炭化物を形成することにより欠乏する炭素量を補完する必要があり、その
ためには、式中の元素記号をその元素の質量％での含有量として、下記の（３）式で表さ
れるｆｎ３の値を０．２以上とすればよい。
  ｆｎ３＝Ｃ－（０．２３６×ｆｎ２）・・・（３）。
【００２６】
　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）およ
び（２）に示す非調質鋼材にある。
【００２７】
　（１）質量％で、Ｃ：０．３５～０．５５％、Ｓｉ：０．０１～１．０％、Ｍｎ：０．
９～２．０％、Ｐ：０．０５０％未満、Ｓ：０．００５～０．２０％、Ｃｒ：０．０２～
０．４％、Ｖ：０．３５～１．０％、Ａｌ：０．００５～０．０７％、Ｎ：０．００７～
０．０２５％およびＯ：０．００３５％以下を含有し、残部はＦｅおよび不純物からなり
、下記（１）～（３）式で表されるｆｎ１～ｆｎ３の値がそれぞれ、０．００２５以上、
０．３以上および０．２以上を満足することを特徴とする非調質鋼材。
  ｆｎ１＝Ｎ－０．５１９Ａｌ・・・（１）、
　ｆｎ２＝Ｖ－３．６４×（Ｎ－０．５１９Ａｌ）・・・（２）、
　ｆｎ３＝Ｃ－（０．２３６×ｆｎ２）・・・（３）。
  ここで、（１）～（３）式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を表す。
【００２８】
　（２）Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０５％以下、Ｐｂ：０．４％以下、
Ｂｉ：０．３％以下、Ｔｅ：０．１％以下およびＳｅ：０．５％以下のうちの１種または
２種以上を含有することを特徴とする上記（１）に記載の非調質鋼材。
【００２９】
　以下、上記 （１）および（２）の非調質鋼材に係る発明を、それぞれ、「本発明（１
）」および「本発明（２）」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】
【００３０】
　本発明の非調質鋼材は、「焼入れ－焼戻し」の調質処理や冷間加工などの特別な処理を
施すことなく、熱間鍛造のままで、９００ＭＰａ以上という大きな０．２％耐力を確保で
きるので、高強度化が要求されている近年の自動車エンジンなどのコンロッドや自動車の
足回り部品であるナックルなどの素材として好適であり、製造コスト削減に大きく寄与す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の各要件について詳しく説明する。なお、化学成分の含有量の「％」は「
質量％」を意味する。
【００３２】
　Ｃ：０．３５～０．５５％
　Ｃは、セメンタイトを形成して、フェライト・パーライト組織におけるパーライトの比
率を大きくし、鋼材強度を高めるのに有効な元素である。また、Ｃには、ＶとともにＶ炭
化物を形成してフェライト中に析出し、析出強化によって鋼材強度を高める作用もある。
これらの効果を得るためには、Ｃの含有量は０．３５％以上とする必要がある。しかしな
がら、Ｃの含有量が０．５５％を超えると、その含有量の割りには降伏比が高くならず、
しかも、フェライトに対するパーライトの比率が大きくなりすぎて被削性の低下を招く。
したがって、Ｃの含有量を、０．３５～０．５５％とした。Ｃ含有量の好ましい範囲は、
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０．３８～０．５０％である。
【００３３】
　Ｓｉ：０．０１～１．０％
　Ｓｉは、脱酸に有効であるとともに、固溶強化によって鋼材強度を高める作用を有する
ので、これらの効果を得るために、０．０１％以上含有させる。しかしながら、Ｓｉの含
有量が多くなって１．０％を超えると、固溶強化作用が飽和するし、熱間延性の低下によ
る製造性の悪化を招く。したがって、Ｓｉの含有量を、０．０１～１．０％とした。Ｓｉ
含有量の好ましい範囲は、０．１～０．８％である。
【００３４】
　Ｍｎ：０．９～２．０％
　Ｍｎは、脱酸作用を有するとともに、焼入れ性を高めて鋼材強度を向上させる作用を有
する。また、ＭｎにはＳと結合してＭｎＳを形成し、被削性を向上する作用もある。これ
らの効果を得るためには、Ｍｎの含有量は０．９％以上とする必要がある。しかしながら
、Ｍｎの含有量が２．０％を超えると、熱間加工性が低下し、また、焼れ入性が高くなり
すぎてベイナイト組織を生じやすくなるので降伏比が低下して所望の高い０．２％耐力が
得られなくなる。したがって、Ｍｎの含有量を、０．９～２．０％とした。Ｍｎ含有量の
好ましい範囲は、０．９～１．４％である。
【００３５】
　Ｐ：０．０５０％未満
　Ｐは、不純物として含有される元素であり、靱性や熱間加工性を低下させ、特に、その
含有量が０．０５０％以上になると、熱間加工性の低下が著しくなる。したがって、Ｐの
含有量を、０．０５０％未満とした。極めて良好な靱性が要求される場合には、Ｐの含有
量は低いほど望ましい。
【００３６】
　なお、Ｐは、固溶強化元素として鋼材強度を高める作用を有し、また、フェライトを脆
化するので被削性としての表面粗さや切屑処理性を高める作用がある。したがって、上記
のような効果を得たい場合には、Ｐの含有量は、０．０３０％以上０．０５０％未満とす
ることが望ましい。
【００３７】
　Ｓ：０．００５～０．２０％
　Ｓは、ＭｎとともにＭｎＳを形成し、被削性を改善する作用がある。この効果を得るた
めには、Ｓの含有量は、０．００５％以上とする必要がある。しかしながら、Ｓの含有量
が多すぎてもその効果が飽和するばかりか、熱間加工性を低下させ、特に、０．２０％を
超えると、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、０．００５～０
．２０％とした。Ｓ含有量の好ましい範囲は、０．０３～０．１３％である。
【００３８】
　Ｃｒ：０．０２～０．４％
　Ｃｒは、鋼の焼入れ性を向上させて、鋼材強度を高める作用を有する。この効果を得る
ためには、Ｃｒの含有量は０．０２％以上とする必要がある。しかしながら、Ｃｒの含有
量が０．４％を超えると、合金コストが嵩むばかりではなく、焼入れ性が高くなりすぎて
ベイナイト組織を生じやすくなるので降伏比が低下して所望の高い０．２％耐力が得られ
なくなる。したがって、Ｃｒの含有量を、０．０２～０．４％とした。Ｃｒ含有量の好ま
しい範囲は、０．０５～０．２％である。
【００３９】
　Ｖ：０．３５～１．０％
　Ｖは、本発明において最も重要な元素であって、Ｖ窒化物やＶ炭化物を形成して０．２
％耐力を高める作用を有する。すなわち、まず、Ｖには、窒化物を形成して、組織を微細
化する作用がある。次に、Ｖには、前記（２）式で表されるｆｎ２の値を０．３以上とす
ることによって、フェライト・パーライト組織におけるフェライト中に炭化物として析出
して鋼の強度を高める作用がある。そして、上記作用の相乗効果で、高い０．２％耐力が
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得られるのである。この効果を得るためには、Ｖの含有量は０．３５％以上とする必要が
ある。しかしながら、Ｖの含有量が１．０％を超えると、その効果が飽和するばかりか、
熱間加工性の低下を招く。したがって、Ｖの含有量を、０．３５～１．０％とした。Ｖ含
有量の好ましい範囲は、０．４～０．９％である。
【００４０】
　Ａｌ：０．００５～０．０７％
　Ａｌは脱酸作用を有する元素である。また、Ａｌには、窒化物を形成して組織を微細化
する作用もある。これらの効果を得るためには、Ａｌの含有量は０．００５％以上とする
必要がある。しかしながら、０．０７％を超えてＡｌを含有させても前記の効果が飽和す
るので、コストが嵩むばかりである。したがって、Ａｌの含有量を、０．００５～０．０
７％とした。Ａｌ含有量の好ましい範囲は、０．００８～０．０５％である。
【００４１】
　Ｎ：０．００７～０．０２５％
　Ｎは、本発明において、ＡｌやＶと窒化物を形成することにより組織の微細化を図るた
めに、積極的に含有させる必要がある重要な元素である。すなわち、Ｎは、ＡｌＮやＶ窒
化物による結晶粒界のピン止め効果により、高温域でのオーステナイト粒の粗大化を抑止
して組織を微細化する作用を有する。この効果を得るためには、Ｎの含有量は０．００７
％以上とする必要がある。しかしながら、Ｎの含有量が過剰になり、特に０．０２５％を
超えると、Ｖ窒化物の生成量が多くなりすぎるために、フェライト・パーライト組織にお
けるフェライト中でのＶ炭化物の析出強化作用が阻害されてしまう。したがって、Ｎの含
有量を、０．００７～０．０２５％とした。Ｎ含有量の好ましい範囲は、０．０１０～０
．０２０％である。
【００４２】
　Ｏ：０．００３５％以下
　Ｏは、不純物として含有される元素であり、Ａｌを含有する本発明の場合には硬質なＡ
ｌ酸化物を形成して被削性の低下を招き、特に、その含有量が０．００３５％を超えると
、被削性の低下が著しくなる。したがって、Ｏの含有量を０．００３５％以下とした。な
お、Ｏの含有量は、低ければ低いほどよい。
【００４３】
　ｆｎ１の値：０．００２５以上
　窒化物による微細化を図るためには、前記した量のＮを含有させて、ＡｌＮやＶ窒化物
（ＶＮ）を形成させる必要がある。
【００４４】
　前記の（１）式で表されるｆｎ１は、Ｎの全含有量からＡｌＮとして消費されるＮ量を
引いたものである。このｆｎ１が０を超える場合は、全てのＡｌがＮとＡｌＮを形成して
もなおＮが余っているということであり、これはＶ窒化物が生成することを意味する。そ
して、ｆｎ１の値を０．００２５以上とすることによって、より微細化に有効なＶ窒化物
を鋼材中に多く含有させることが可能になる。したがって、前記の（１）式で表されるｆ
ｎ１の値を０．００２５以上とした。
【００４５】
　ｆｎ２の値：０．３以上
　フェライト中に析出するＶ炭化物（ＶＣ）の量を高めて高強度化を達成するためには、
前記した量のＶを含有させるだけでは十分でなく、Ｖとの親和力がＣよりも大きいＮがＶ
とともにＶ窒化物を形成するよりも多い量のＶを含有させる必要がある。
【００４６】
　前記の（２）式で表されるｆｎ２は、Ｖの全含有量からＶ窒化物（ＶＮ）として消費さ
れるＶ量を引いたものである。つまり、このｆｎ２の値がＶ炭化物としてフェライトの析
出強化に寄与するＶ量である。そして、ｆｎ２の値を０．３以上とすることによって、高
強度化の達成に十分な量のＶ炭化物をフェライト中に析出させることが可能になる。した
がって、前記の（２）式で表されるｆｎ２の値を０．３以上とした。なお、ｆｎ２の値は
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０．３５以上とすることが好ましい。
【００４７】
　ｆｎ３の値：０．２以上
　鋼材組織を特に、その８０％以上がフェライト・パーライト組織からなるものとすると
ともに、そのフェライト・パーライト組織におけるパーライト比率を高め、しかも、前記
したフェライト中へのＶ炭化物の析出による析出強化効果を活用すれば、「焼入れ－焼戻
し」の調質処理や冷間加工など特別な処理を施すことなく、熱間鍛造のままで、９００Ｍ
Ｐａ以上という大きな０．２％耐力を確保することが可能である。
【００４８】
　なお、上記の鋼材組織の８０％以上をフェライト・パーライト組織からなるものとする
とともに、そのフェライト・パーライト組織におけるパーライト比率を高めるためには、
Ｖ炭化物を形成することにより欠乏する炭素量を補完する必要がある。
【００４９】
　前記の（３）式で表されるｆｎ３は、Ｃの全含有量からＶ炭化物（ＶＣ）として消費さ
れるＣ量を引いたものである。つまり、このｆｎ３の値がセメンタイトなどＶ炭化物以外
の炭化物として析出してくるＣ量である。そして、ｆｎ３の値を０．２以上とすることに
よって、鋼材組織の８０％以上をフェライト・パーライト組織からなるものとするととも
に、そのフェライト・パーライト組織におけるパーライト比率を高めることが可能になっ
て、熱間鍛造のままで、９００ＭＰａ以上という大きな０．２％耐力を確保することがで
きる。したがって、前記の（３）式で表されるｆｎ３の値を０．２以上とした。なお、ｆ
ｎ３の値は０．２５以上とすることが好ましい。
【００５０】
　上記の理由から、本発明（１）に係る非調質鋼材は、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｐ、Ｓ、Ｃｒ、
Ｖ、Ａｌ、ＮおよびＯを上述した範囲で含有し、残部はＦｅおよび不純物からなり、前記
（１）～（３）式で表されるｆｎ１～ｆｎ３の値がそれぞれ上述の規定を満たすこととし
た。
【００５１】
　なお、本発明（１）に係る非調質鋼材は、そのＦｅの一部に代えて、必要に応じてさら
に、Ｃａ：０．０５％以下、Ｐｂ：０．４％以下、Ｂｉ：０．３％以下、Ｔｅ：０．１％
以下およびＳｅ：０．５％以下のうちの１種または２種以上を選択的に含有させることが
できる。
【００５２】
　すなわち、被削性を高めるために、前記のＣａ、Ｐｂ、Ｂｉ、ＴｅおよびＳｅのうちの
１種または２種以上を任意元素として添加し、含有させてもよい。
【００５３】
　以下、上記の任意元素に関して説明する。
【００５４】
　Ｃａ：０．０５％以下
　Ｃａは、被削性を高めるのに有効な元素である。この効果を確実に得るには、Ｃａの含
有量は、０．０００５％以上とすることが好ましい。しかしながら、その含有量が０．０
５％を超えると、熱間加工性の低下を招く。したがって、添加する場合のＣａの含有量は
、０．０５％以下とした。なお、添加する場合のＣａの含有量は、０．０００５～０．０
５％とすることが好ましく、０．０００５～０．０１％であればより好ましい。
【００５５】
　Ｐｂ：０．４％以下
　Ｐｂは、被削性を高める作用を有する。この効果を確実に得るには、Ｐｂは０．０２％
以上の含有量とすることが好ましい。しかしながら、その含有量が０．４％を超えると、
熱間加工性の低下を招く。したがって、添加する場合のＰｂの含有量は、０．４％以下と
した。なお、添加する場合のＰｂの含有量は、０．０２～０．４％とすることが好ましく
、０．０９～０．３５％であればより好ましい。
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【００５６】
　Ｂｉ：０．３％以下
　Ｂｉは、被削性を高める作用を有する。この効果を確実に得るには、Ｂｉは０．０３％
以上の含有量とすることが好ましい。しかしながら、その含有量が０．３％を超えると、
熱間加工性の低下を招く。したがって、添加する場合のＢｉの含有量は、０．３％以下と
した。なお、添加する場合のＢｉの含有量は、０．０３～０．３％とすることが好ましく
、０．０５～０．２５％であればより好ましい。
【００５７】
　Ｔｅ：０．１％以下
　Ｔｅは、被削性を高めるのに有効な元素である。この効果を確実に得るには、Ｔｅの含
有量は、０．００２％以上とすることが好ましい。しかしながら、その含有量が０．１％
を超えると、熱間加工性の低下を招く。したがって、添加する場合のＴｅの含有量は、０
．１％以下とした。なお、添加する場合のＴｅの含有量は、０．００２～０．１％とする
ことが好ましく、０．００５～０．０６％であればより好ましい。
【００５８】
　Ｓｅ：０．５％以下
　Ｓｅは、被削性を高める作用を有する。この効果を確実に得るには、Ｓｅは０．０００
５％以上の含有量とすることが好ましい。しかしながら、その含有量が０．５％を超える
と、熱間加工性の低下を招く。したがって、添加する場合のＳｅの含有量は、０．５％以
下とした。なお、添加する場合のＳｅの含有量は、０．０００５～０．５％とすることが
好ましく、０．０００５～０．１％であればより好ましい。
【００５９】
　なお、上記のＣａ、Ｐｂ、Ｂｉ、ＴｅおよびＳｅ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。
【００６０】
　上記の理由から、本発明（２）に係る非調質鋼材は、本発明（１）に係る非調質鋼材の
Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０５％以下、Ｐｂ：０．４％以下、Ｂｉ：０
．３％以下、Ｔｅ：０．１％以下およびＳｅ：０．５％以下のうちの１種または２種以上
を含有することとした。
【００６１】
　なお、本発明に係る非調質鋼材においては、以上に述べた元素以外は、本質的に不純物
であって、意図的に添加することはない。
【００６２】
　ここで、不純物除去のための製鋼工程でのいたずらなコストアップを避け、また、過剰
な含有による熱間割れを防止するなどの観点から、不純物中のＣｕ、ＮｉおよびＭｏの含
有量は、それぞれ、０．３％以下、０．２５％以下および０．３％以下の範囲で許容でき
る。
【００６３】
　なお、本発明に係る非調質鋼材は、例えば、次に示す〔１〕～〔３〕の工程を順に経る
ことにより、製造することができる。
【００６４】
　〔１〕前述した化学組成を有する鋼を、高炉－転炉プロセスや電気炉溶解プロセスによ
って溶製した後、連続鋳造法やインゴット鋳造法によって鋳片や鋼塊を製造する。
【００６５】
　〔２〕前記の鋳片や鋼塊を、例えば１８０ｍｍ角の鋼片に成形して中間素材とし、その
後さらに、直径が２０～２００ｍｍ程度の丸棒に熱間圧延して鍛造用素材を作製する。
【００６６】
　〔３〕上記のようにして得た鍛造用素材を、１２００～１２５０℃に加熱して、１２０
０～９００℃で所望の部品形状に熱間鍛造した後、Ｖ炭化物の析出温度域である８００～
５００℃を、０．１～５℃／秒の冷却速度で冷却し、５００℃を下回る温度域を、大気中
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放冷やミスト冷却など適宜の冷却手段によって室温まで冷却する。
【００６７】
　以下、実施例により本発明を更に詳しく説明する。
【実施例】
【００６８】
　表１に示す化学組成を有する鋼１～２６を真空溶解炉によって溶解し、インゴットを作
製した。
【００６９】
　なお、表１中の鋼１～１５は、化学組成が本発明で規定する範囲内にある鋼である。一
方、鋼１６～２６は、化学組成が本発明で規定する条件から外れた鋼である。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　上記のインゴットを、通常の方法によって鋼片とした後、１２５０℃加熱、１０００℃
仕上げの熱間圧延で直径２０ｍｍの丸棒を作製した。
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【００７２】
　次いで、熱間鍛造を想定した特性を評価した。
【００７３】
　すなわち、上記の直径２０ｍｍの丸棒を、熱間鍛造時の加熱を想定して１２５０℃に加
熱し、大気中で放冷して室温まで冷却した。なお、この時の８００～５００℃における冷
却速度は１℃／秒であった。
【００７４】
　このようにして得た直径が２０ｍｍの加熱放冷した丸棒から各種の試験片を採取して、
ミクロ組織、ビッカース硬さ（以下、「Ｈｖ硬さ」という。）および引張特性を調査した
。
【００７５】
　ミクロ組織は、前記した各丸棒から鍛錬軸に垂直な面を観察面とする試験片を切り出し
、鏡面研磨してナイタルで腐食した後、光学顕微鏡で倍率を４００倍として４視野観察し
、「相」（組織）の判定を行うとともに、通常の方法で画像解析して、各視野中で８０％
以上を占める主体組織についても調査した。
【００７６】
　Ｈｖ硬さは、各丸棒から鍛錬軸に垂直な面を試験面とする試験片を切り出して鏡面研磨
した後、Ｒ／２部位（ただし、「Ｒ」は丸棒の半径を表す。）を４点と中心部位を１点の
計５点について、９８．０７Ｎの試験力で測定し、算術平均して、全硬さとしてのＨｖ硬
さ（以下、「ＴＨｖ」という。）を求めた。
【００７７】
　引張特性は、各丸棒からＪＩＳ　Ｚ　２２０１（１９９８）に記載の１４Ａ号試験片（
ただし、平行部の直径：７ｍｍ）を切り出し、室温で引張試験を行って０．２％耐力を測
定した。
【００７８】
　表２に、組織、ＴＨｖおよび０．２％耐力の結果をまとめて示す。なお、表２の組織欄
には、フェライトを「Ｆ」、パーライトを「Ｐ」、ベイナイトを「Ｂ」として、各視野中
で８０％以上を占める主体組織を記載した。
【００７９】
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【表２】

【００８０】
　表２から、明らかなように、化学組成が本発明で規定する範囲内にある鋼１～１５を用
いた試験番号１～１５の場合には、「焼入れ－焼戻し」の調質処理や冷間加工など特別な
処理を施すことなく、９００ＭＰａ以上という大きな０．２％耐力、具体的には、９０５
～１２５８ＭＰａの０．２％耐力が得られている。
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【００８１】
　これに対して、化学組成が本発明で規定する条件から外れた鋼１６～２６を用いた試験
番号１６～２６の場合には、０．２％耐力は９００ＭＰａを下回るものである。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明の非調質鋼材は、「焼入れ－焼戻し」の調質処理や冷間加工などの特別な処理を
施すことなく、熱間鍛造のままで、９００ＭＰａ以上という大きな０．２％耐力を確保で
きるので、高強度化が要求されている近年の自動車エンジンなどのコンロッドや自動車の
足回り部品であるナックルなどの素材として好適であり、製造コスト削減に大きく寄与す
る。
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