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(57)【要約】
【課題】冷間鍛造性に優れるとともに、高温で浸炭処理を行っても結晶粒の粗大化が生じ
ない肌焼鋼の製造方法を提供する。
【解決手段】肌焼鋼の製造方法であって、鋼素材を熱間加工して鋼片を製造する工程と、
前記鋼片を熱処理する工程と、前記熱処理された鋼片を熱間加工して肌焼鋼を製造する工
程とを有し、前記鋼素材が所定の成分組成を有し、前記熱処理が、下記（１）式で定義さ
れるＰが、下記（２）式を満たす条件で実施される肌焼鋼の製造方法。
　Ｐ＝Ｔ（２５＋ｌｏｇ　ｔ）                    ……　（１）
　４．００×１０4　≦Ｐ≦４．３０×１０4　      ……　（２）
［ここで、Ｔ：温度（Ｋ）、ｔ：時間（ｈ）である］
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌焼鋼の製造方法であって、
　鋼素材を熱間加工して鋼片を製造する工程と、
　前記鋼片を熱処理する工程と、
　前記熱処理された鋼片を熱間加工して肌焼鋼を製造する工程とを有し、
　前記鋼素材が、質量％で、
　　Ｃ　：０．０５％以上、０．４０％以下、
　　Ｓｉ：１．０％以下、
　　Ｍｎ：０．５％以上、１．５％以下、
　　Ｐ　：０．０３％以下、
　　Ｓ　：０．０３％以下、
　　Ｃｒ：０．６％以上、２．０％以下、
　　Ａｌ：０．１０％以下、
　　Ｔｉ：０．００５％未満、
　　Ｎ　：０．００２％以上、０．０２０％以下、
　　Ｏ　：０．００２０％以下、
　　残部のＦｅおよび不可避的不純物からなり、
　前記熱処理が、下記（１）式で定義されるＰが、下記（２）式を満たす条件で実施され
る肌焼鋼の製造方法。
　Ｐ＝Ｔ（２５＋ｌｏｇ　ｔ）                    ……　（１）
　４．００×１０4　≦Ｐ≦４．３０×１０4　      ……　（２）
　［ここで、Ｔ：温度（Ｋ）、ｔ：時間（ｈ）である］
【請求項２】
　前記鋼素材が、質量％でさらに、
　　Ｍｏ：１．０％以下、
　　Ｎｉ：３．０％以下、および
　　Ｃｕ：２．０％以下のうちから選択される１種または２種以上を含有する請求項１記
載の肌焼鋼の製造方法。
【請求項３】
　前記鋼素材が、質量％でさらに、
　　Ｂ　：０．００３０％以下を含有することを特徴とする請求項１または２に記載の肌
焼鋼の製造方法。
【請求項４】
　前記鋼素材が、質量％でさらに、
　　Ｃａ：０．０１０％以下を含有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項
に記載の肌焼鋼の製造方法。
【請求項５】
　前記鋼素材が、質量％でさらに、
　　Ｐｂ：０．１％以下および
　　Ｂｉ：０．１％以下のうちから選択される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乃至４のいずれか一項に記載の肌焼鋼の製造方法。
【請求項６】
　前記鋼素材が、質量％でさらに、
　　Ｎｂ：０．５％以下、
　　Ｖ　：０．５％以下、
　　Ｚｒ：０．５％以下、および
　　Ｗ　：０．５％以下のうちから選択される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乃至５のいずれか一項に記載の肌焼鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車や建産機分野などにおいて、機械構造部品の素材として用いられる肌
焼鋼の製造方法に関するものである。特に、浸炭処理において結晶粒が粗大化せず、かつ
冷間鍛造性にも優れ、歯車やシャフト、軸受などの素材として好適に使用できる肌焼鋼に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車、建設機械、その他各種の産業機械に用いられる機械部品には、疲労強度や耐摩
耗性に優れることが求められる。そのため、それらの用途においては、浸炭、窒化、およ
び浸炭窒化などの表面硬化処理が施された鋼材が広く用いられている。このように表面硬
化処理を施して使用するための鋼材は、肌焼鋼と呼ばれ、代表的なものとして、ＪＩＳ　
Ｇ　４０５３に規定されているＳＣｒ（クロム鋼）、ＳＣＭ（クロムモリブデン鋼）、Ｓ
ＮＣＭ（ニッケルクロムモリブデン鋼）などがある。
【０００３】
　肌焼鋼から機械部品を製造する際には、まず、棒鋼などの形態の肌焼鋼を、鍛造や切削
などの機械加工によって所望の部品形状に成形する。その後、浸炭などの処理によって表
面を硬化し、さらに、研磨などの仕上げ処理を施して、最終的な製品が得られる。
【０００４】
　近年、自動車、建設機械、その他の産業機械に使用される部品の製造コストの低減が強
く望まれている。そこで、機械加工にかかるコストを低減するために、従来、切削によっ
て行われていた加工を、鍛造によって行うといった、加工方法の切り替えが進められてい
る。また、鍛造加工を行う場合においても、熱間鍛造に代えて、冷間鍛造が採用されるこ
とが増えている。冷間鍛造は、寸法精度が高く、鍛造後の切削仕上を省略できるため、コ
ストの低減に有効である。
【０００５】
　また、浸炭処理に関しては、従来のガス浸炭に代えて、真空浸炭が用いられるようにな
ってきている。ガス浸炭では、被処理部品表面の粒界酸化により浸炭異常層が生成し、そ
の結果、表層の硬度が低下する。そのため、浸炭処理後、研磨などの方法により浸炭異常
層を除去する必要があった。これに対し、真空浸炭には、浸炭異常層が生成しないという
利点がある。また、真空浸炭は高温で行うことができるため、浸炭処理にかかる時間を短
縮することが可能である。
【０００６】
　しかし、浸炭処理を高温で行った場合、オーステナイト粒（γ粒）の粗大化が生じやす
いという問題がある。結晶粒が粗大化すると、焼入れ後に熱歪が生じ、部品寸法が変化す
る。そのため、仕上げ加工や研磨などの余分な工程が必要となり、生産性が低下し、製造
コストが上昇する。
【０００７】
　そこで、冷間鍛造に適し、しかも、高温での浸炭処理にも適用できる肌焼鋼を実現する
ために、種々の研究が行われてきた。特に、浸炭時における結晶粒粗大化を防止するため
に、鋼にＡｌ、Ｎｂ、Ｔｉなどの元素を添加する手法が広く提案されている。これらの元
素は、窒化物、炭化物、炭窒化物を形成する性質を有しているため、鋼に添加されると、
ＡｌＮ、Ｎｂ（ＣＮ）、ＴｉＣなどの微細析出物を形成する。これらの微細析出物は、結
晶粒界をピン止し、結晶粒の成長を抑制する作用を有している。
【０００８】
　例えば、特許文献１および２には、鋼材におけるＡｌ、Ｎｂ、およびＮの含有量を調整
することによって、浸炭処理時の加熱による結晶粒の粗大化を抑制した肌焼鋼が記載され
ている。
【０００９】
　特許文献３および４には、Ａｌ、Ｎｂ、Ｔｉ含有量と、各析出物の大きさ、個数密度、
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ベイナイトの組織分率、フェライトバンド評点、および圧延条件を制御することによって
、結晶粒の粗大化に起因する熱歪みの発生を抑制した肌焼鋼が記載されている。
【００１０】
　また、肌焼鋼の製造時に特定条件で熱処理を行うことによって、結晶粒の粗大化を抑制
する方法も提案されている。
　例えば、特許文献５には、Ｔｉを含有する肌焼鋼の製造において、粗塑性加工により得
られた鋼片を再加熱することが記載されている。前記再加熱によって、その後の浸炭処理
における結晶粒の粗大化が抑制されるとともに、鋼材の疲労特性や被削性が向上する。
【００１１】
　特許文献６～９には、鋳造によって得た鋳片を熱間加工して棒鋼を製造する際に、前記
熱間加工に先立って鋳片を熱処理（均熱処理、均熱）する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開昭５８－４５３５４号公報
【特許文献２】特開昭６１－２６１４２７号公報
【特許文献３】特開平１１－５０１９１号公報
【特許文献４】特開平１１－３３５７７７号公報
【特許文献５】特開２００７－３１７８７号公報
【特許文献６】特開２００３－３０６７４３号公報
【特許文献７】特開２００７－１６２１２８号公報
【特許文献８】特許第４４４０８４５号公報
【特許文献９】特開２０１１－２３１３７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、特許文献１～９に記載された技術には、以下に挙げるような様々な問題があっ
た。
　例えば、特許文献１、２に記載されている方法では、工業的に安定して粗大化の発生を
抑制することができなかった。また、特許文献３、４に記載されている方法では、極めて
多くの条件を制御する必要があるため、種々の寸法、形状の鋼材を製造する実操業に適用
することは事実上困難である。
【００１４】
　特許文献５に記載された技術では、鋼にＴｉが添加されているため、鋳造時にＴｉＮが
生成する。その結果、得られる肌焼鋼は熱間加工性に劣っている。また、棒鋼を冷間鍛造
する前に、ピーリング（表面の切削）を行うことがあるが、特許文献５の方法で得た棒鋼
では、そのピーリングの際に、表面にむしれが生じやすいという問題がある。そのような
棒鋼を冷間鍛造すると、表面疵が発生しやすい。
【００１５】
　特許文献６～９に記載されている方法では、鋳片を熱処理することによって偏析を低減
している。しかし、鋳片においては、偏析した成分間の距離が長いため、熱処理によって
偏析をなくし、鋼の組成を均一化するためには膨大な時間を要する。また、棒鋼圧延後の
鍛流線に沿った元素の偏析を軽減することが出来ず、その後の圧延工程や圧延後の焼鈍、
鍛造を経ても、冷間鍛造後の浸炭時の結晶粒粗大化を十分に改善できないという問題があ
った。
【００１６】
　本発明は、上記の実情に鑑み開発されたものであり、冷間鍛造性に優れるとともに、高
温で浸炭処理を行っても結晶粒の粗大化が生じない肌焼鋼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】
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【００１７】
　発明者らは、上記の目的を達成すべく、鋭意研究を行った結果、特定の成分組成を有す
る鋼素材を使用し、かつ、鋳片の熱間加工と、前記鋳片の熱間加工によって得た鋼片の熱
間加工との間に、所定の条件で熱処理を行うことによって、優れた結晶粒度特性と冷間鍛
造性を兼ね備えた肌焼鋼を製造できることを見出した。本発明は、前記知見に立脚するも
のである。
【００１８】
　すなわち、本発明の要旨構成は、次のとおりである。
（１）肌焼鋼の製造方法であって、
鋼素材を熱間加工して鋼片を製造する工程と、
前記鋼片を熱処理する工程と、
前記熱処理された鋼片を熱間加工して肌焼鋼を製造する工程とを有し、
前記鋼素材が、質量％で、
　Ｃ　：０．０５％以上、０．４０％以下、
　Ｓｉ：１．０％以下、
　Ｍｎ：０．５％以上、１．５％以下、
　Ｐ　：０．０３％以下、
　Ｓ　：０．０３％以下、
　Ｃｒ：０．６％以上、２．０％以下、
　Ａｌ：０．１０％以下、
　Ｔｉ：０．００５％未満、
　Ｎ　：０．００２％以上、０．０２０％以下、
　Ｏ　：０．００２０％以下、
残部のＦｅおよび不可避的不純物からなり、
前記熱処理が、下記（１）式で定義されるＰが、下記（２）式を満たす条件で実施される
肌焼鋼の製造方法。
　Ｐ＝Ｔ（２５＋ｌｏｇ　ｔ）                    ……　（１）
　４．００×１０4　≦Ｐ≦４．３０×１０4　      ……　（２）
［ここで、Ｔ：温度（Ｋ）、ｔ：時間（ｈ）である］
【００１９】
（２）前記鋼素材が、質量％でさらに、
　Ｍｏ：１．０％以下、
　Ｎｉ：３．０％以下、および
　Ｃｕ：２．０％以下のうちから選択される１種または２種以上を含有する前記（１）記
載の肌焼鋼の製造方法。
【００２０】
（３）前記鋼素材が、質量％でさらに、
　Ｂ　：０．００３０％以下を含有することを特徴とする前記（１）または（２）に記載
の肌焼鋼の製造方法。
【００２１】
（４）前記鋼素材が、質量％でさらに、
　Ｃａ：０．０１０％以下を含有することを特徴とする前記（１）乃至（３）のいずれか
一に記載の肌焼鋼の製造方法。
【００２２】
（５）前記鋼素材が、質量％でさらに、
　Ｐｂ：０．１％以下および
　Ｂｉ：０．１％以下のうちから選択される１種または２種以上を含有することを特徴と
する前記（１）乃至（４）のいずれか一に記載の肌焼鋼の製造方法。
【００２３】
（６）前記鋼素材が、質量％でさらに、
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　Ｎｂ：０．５％以下、
　Ｖ　：０．５％以下、
　Ｚｒ：０．５％以下、および
　Ｗ　：０．５％以下のうちから選択される１種または２種以上を含有することを特徴と
する前記（１）乃至（５）のいずれか一に記載の肌焼鋼の製造方法。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、冷間鍛造性に優れるとともに、高温で浸炭処理を行っても結晶粒の粗
大化が生じない肌焼鋼を製造することができる。かかる肌焼鋼は、各種機械部品用の素材
として極めて有用である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　次に、本発明を実施する方法について具体的に説明する。
　本発明の肌焼鋼の製造方法においては、上記成分組成を有する鋼素材を使用することが
重要である。そこで、まず、本発明において鋼の成分組成を上記のように限定する理由を
説明する。なお、成分に関する「％」表示は、特に断らない限り「質量％」を意味するも
のとする。
【００２６】
Ｃ：０．０５％以上、０．４０％以下
　Ｃは、鋼の強度を高める作用を有する元素である。機械部品として必要な強度を確保す
るためには、鋼が０．０５％以上のＣを含有する必要がある。Ｃ量が０．０５％未満であ
ると、硬さが不足し、部品として十分な強度を得ることができない。一方、Ｃ含有量が高
すぎると、鋼が過度に硬くなり、鍛造性や被削性が低下する。そのため、Ｃ含有量は０．
４０％以下とする必要がある。以上の理由から、本発明ではＣ含有量を０．０５％～０．
４０％の範囲とした。なお、Ｃ含有量は０．１５～０．４０％の範囲とすることが好まし
い。
【００２７】
Ｓｉ：１．０％以下
　Ｓｉは、鋼の強度を向上させる作用を有する元素である。また、Ｓｉは、焼き戻し軟化
抵抗を向上させ、浸炭部の表層硬さを確保するのに有効な元素でもある。これらの効果は
、Ｓｉ含有量が多いほど高くなるが、Ｓｉ含有量が多すぎると鋼素材の変形抵抗が増し、
鍛造性が劣化する。また、過剰のＳｉは、浸炭時の粒界酸化を助長し、面疲労強度を低下
させる。そのため、本発明ではＳｉ含有量を１．０％以下に限定する。なお、Ｓｉ含有量
は０．７５％以下とすることが好ましく、０．５０％以下とすることがより好ましい。一
方、Ｓｉ含有量の下限については特に限定されないが、０．０５％以上とすることが好ま
しく、０．１０％以上とすることがより好ましい。
【００２８】
Ｍｎ：０．５％以上、１．５％以下
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性と強度を向上させる作用を有する元素である。これらの効果を得
るために、本発明ではＭｎ含有量を０．５％以上とする。一方、Ｍｎが過剰であると、偏
析が顕著となり、鋼の組成が不均一となる。この偏析は、鋼の冷間加工性を低下させるだ
けでなく、浸炭時の粒界酸化を助長し、面疲労強度を低下させる。そのため、Ｍｎ含有量
は１．５％以下とすることが重要である。なお、Ｍｎ含有量は０．５％以上、１．２％以
下とすることが好ましく、０．６％以上、１．０％以下とすることがより好ましい。
【００２９】
Ｐ：０．０３％以下
　Ｐは、鋼中に不可避的に混入し、結晶粒界に偏析して靭性を低下させる。そのため、Ｐ
含有量は極力低くすることが望ましい。そこで、本発明においては、Ｐ含有量を０．０３
％以下とする。なお、Ｐ含有量は０．０２％以下とすることが好ましく、０．０１５％以
下とすることがより好ましい。一方、下限については限定されないが、工業的には０％超



(7) JP 2016-74951 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

である。また、過度の低Ｐ化は精錬時間の増加やコストの上昇を招くため、０．００１％
以上とすることが好ましい。
【００３０】
Ｓ：０．０３％以下
　Ｓは、Ｍｎと硫化物を形成し、部品の疲労強度や靭性を低下させる作用がある。そのた
め、Ｓ含有量は低くすることが望ましい。そこで、本発明では、Ｓ含有量を０．０３％以
下とする。Ｓ含有量は、０．０２％以下とすることが好ましく、０．０１５％以下とする
ことがより好ましい。なお、下限については限定されないが、工業的には０％超である。
また、過度の低Ｓ化は精錬時間の増加やコストの上昇を招くため、０．０００３％以上と
することが好ましく、０．００１％以上とすることがより好ましい。また、Ｍｎの硫化物
は被削性を向上させる作用を有している。そこで、被削性を向上させるために、上記範囲
内でＳ含有量を適宜調整することもできる。
【００３１】
Ｃｒ：０．６％以上、２．０％以下
　Ｃｒは、強度および靭性の向上に有効な元素である。また、焼入れ性を向上させる効果
も有する。これらの効果を得るために、本発明ではＣｒ含有量を０．６％以上とする。一
方、Ｃｒ含有量があまりに多くなると、鋼素材の硬さが高くなり、被削性および加工性が
低下する。そのため、本発明ではＣｒ含有量を２．０％以下とする。なお、Ｃｒ含有量は
０．８％～１．５％とすることがより好ましい。
【００３２】
Ａｌ：０．１０％以下
　Ａｌは、脱酸剤として作用し、鋼材の品質を向上させる効果を有する元素である。しか
し、Ａｌ含有量があまりに多くなると、Ａｌ2Ｏ3からなる粗大な非金属介在物がクラスタ
ー状に生成する。また、Ａｌは浸炭時の粒界酸化を助長し、面疲労強度を低下させる。そ
のため、本発明では、Ａｌ含有量を０．１０％以下とする。なお、Ａｌ含有量は０．０５
％以下とすることが好ましく、０．０４％以下とすることがより好ましい。また、下限に
ついては特に限定されないが、脱酸剤としての効果を得るために、０．００３％以上とす
ることが好ましく、０．０１％以上とすることがより好ましい。
【００３３】
Ｔｉ：０．００５％未満
　Ｔｉは、Ｎと結合して粗大なＴｉＮを形成する性質を有する元素である。ＴｉＮが生成
すると、冷間鍛造時に表面疵が発生しやすくなり、また、浸炭表層の炭化物の粗大化によ
る結晶粒度特性の低下や耐疲労特性の低下を招く。そのため、Ｔｉ含有量は極力低くする
ことが好ましい。そこで、本発明では、Ｔｉ含有量を０．００５％未満とする。なお、Ｔ
ｉ含有量は０．００３％以下とすることが好ましい。一方、下限は特に限定されないが、
製造上の観点から０．０００５％以上とすることが好ましく、０．００１％以上とするこ
とがより好ましい。
【００３４】
Ｎ：０．００２％以上、０．０２０％以下
　Ｎは、素材の硬さ、変形抵抗を増大させて、冷間加工性を低下させる。そのため、本発
明ではＮ含有量を０．０２０％以下とする。一方、Ｎは、ＡｌやＮｂなどの元素と結合し
、窒化物や炭窒化物として析出する。これらの析出物は、浸炭時の結晶粒粗大化を抑制す
る作用を有している。この効果を得るために、本発明ではＮ含有量を０．００２％以上と
する。なお、Ｎ含有量は０．００５％以上とすることがより好ましい。
【００３５】
Ｏ：０．００２０％以下
　Ｏは、鋼中に不可避的に含まれる不純物元素である。Ｏが過剰に含まれると、粗大な酸
化物系介在物が生成して、疲労特性や靭性が低下する。そのため、Ｏ含有量は極力低くす
ることが望ましい。そこで、本発明ではＯ含有量を０．００２０％以下とする。Ｏ含有量
は０．００１５％以下とすることが好ましく、０．００１０％以下とすることがより好ま
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しい。一方、下限については特に限定されないが、工業的には０％超である。また、過度
の低Ｏ化は精錬時間の増加やコストの上昇を招くため、０．０００１％以上とすることが
好ましい。
【００３６】
　本発明における鋼素材の成分組成の内、上記した元素以外の残部はＦｅと不可避的不純
物である。不可避的不純物としては、原料、製造設備等から不可避的に混入する不純物が
挙げられる。また、本発明では、必要に応じて、以下に述べる元素をさらに鋼素材に添加
することができる。
【００３７】
Ｍｏ：１．０％以下
　Ｍｏは、浸炭焼入れにおける焼入れ性を向上させる作用に加え、靭性を向上させる作用
を有する元素である。さらに、Ｍｏは、浸炭時のＳｉやＡｌ、Ｃｒ、Ｍｎといった元素の
粒界酸化に起因する浸炭異常層の生成を抑制する働きも有している。これらの効果を得る
ために、Ｍｏ含有量を０．０５％以上とすることが好ましい。一方、Ｍｏ含有量が１．０
％を超えると、その効果が飽和するだけでなく、鋼素材の硬さが増して被削性や冷間鍛造
性、靭性が低下する。そのため、Ｍｏ含有量は１．０％以下とすることが好ましい。なお
、Ｍｏ含有量は０．１０～０．５０％とすることがより好ましい。
【００３８】
Ｎｉ：３．０％以下
　Ｎｉは、鋼材の耐食性を向上させる作用を有する元素である。また、Ｎｉは、鋼の靭性
の向上させる作用も有している。これらの効果を得るために、Ｎｉ含有量を０．１％以上
とすることが好ましく、０．３％以上とすることがより好ましい。一方、過剰なＮｉの添
加はコストの上昇を招く。そのため、Ｎｉ含有量は３．０％以下とすることが好ましく、
２．０％以下とすることがより好ましく、１．５％以下とすることがさらに好ましい。
【００３９】
Ｃｕ：２．０％以下
　Ｃｕは、鋼の焼入れ性を向上させる作用を有する元素である。この効果は微量のＣｕに
よって得ることができる。そのため、本発明ではＣｕ含有量を０．１％以上とすることが
好ましい。一方、Ｃｕを２．０％を超えて添加すると、鋼の硬さが増し、冷間加工性が低
下する。そのため、Ｃｕ含有量は２．０％以下とすることが好ましい。
【００４０】
Ｂ：０．００３０％以下
　Ｂは、鋼材の焼入れ性を高める作用を有する元素である。さらに、Ｂは、結晶粒界に偏
析することで粒界を強化し、鋼の靭性を大幅に高める作用を有している。これらの効果を
得るために、Ｂ含有量は０．００１０％超とすることが好ましい。一方、Ｂ含有量が０．
００３０％を超えると、その効果は飽和する。また、Ｂが過剰であると、Ｂ窒化物が生成
し易くなり、冷間加工性および熱間加工性が低下する。そのため、Ｂ含有量を０．００３
０％以下とすることが好ましく、０．００２０％以下とすることがより好ましい。
【００４１】
Ｃａ：０．０１０％以下
　Ｃａは、硫化物の展伸を抑制して、鋼の衝撃特性を向上させる作用を有する元素である
。この効果を得るために、Ｃａ含有量を０．０００５％以上とすることが好ましく、０．
０００８％以上とすることがより好ましい。一方、Ｃａが過剰であると、粗大な酸化物が
生成し、鋼の強度が低下する。そのため、Ｃａ含有量を０．０１０％以下とすることが好
ましく、０．００３０％以下とすることがより好ましく、０．００２０％とすることがさ
らに好ましい。
【００４２】
Ｐｂ：０．１％以下、および
Ｂｉ：０．１％以下のうちから選択される一種または二種以上
　ＰｂおよびＢｉは、いずれも、鋼材の被削性を向上させる作用を有する元素である。か
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かる効果を得るために、これらの元素を、必要に応じて鋼素材に含有させることができる
。Ｐｂ含有量とＢｉ含有量は、それぞれ、０．０２％以上とすることが好ましく、０．０
３％以上とすることがより好ましい。一方、これらの元素が過剰であると、鋼の強度が低
下する。そのため、Ｐｂ含有量とＢｉ含有量は、それぞれ、０．１％以下とすることが好
ましく、０．０７％以下とすることがより好ましく、０．０６％以下とすることがさらに
好ましい。
【００４３】
Ｎｂ：０．５％以下、
Ｖ　：０．５％以下、
Ｚｒ：０．５％以下、および
Ｗ　：０．５％以下のうちから選択される一種または二種以上
　Ｎｂ、Ｖ、Ｚｒ、およびＷは、いずれも、炭素および窒素と親和力が強い元素である。
そのため、これらの元素は微細な析出物を生成することで、γ粒の粗大化を抑制する効果
があり、この効果の面からいずれも０．５％以下の範囲で含有させることができる。より
好ましくは０．３％以下、さらに好ましくは０．２％以下である。
【００４４】
　次に、本発明の肌焼鋼の製造工程について、具体的に説明する。本発明では、上記成分
組成を有する鋼素材を使用するとともに、以下に述べる特定の製造条件を採用することが
重要である。
【００４５】
・　鋼素材の製造
　まず、熱間加工に供するための鋼素材を製造する。鋼素材の製造方法は特に限定されず
、熱間加工が可能な素材を得られる方法であれば、各種公知の方法を使用できる。代表的
な方法としては、連続鋳造法が挙げられる。
【００４６】
・　熱間加工（１段階目）
　次に、連続鋳造などの方法によって得られた鋼素材（鋳片）を熱間加工して鋼片とする
。前記熱間加工の種類は限定されず、熱間鍛造や熱間圧延など、各種公知の方法を用いる
ことができる。中でも、熱間鍛造を用いることが好ましい。
【００４７】
　なお、本発明においては、後述するように上記熱間加工後に熱処理を行う。したがって
、上記熱間加工前に元素偏析低減を目的とした熱処理を行う必要が無い。上記熱間加工前
に元素偏析低減を目的とした熱処理を行う場合、鋳片では偏析バンド間距離が長いため、
熱処理による偏析軽減が十分なされない。また、鋳片に熱処理をすることによって偏析を
軽減しようとすると、処理に膨大な時間が必要となり、製造効率が低下する。そのため、
上記熱間加工の前には元素偏析を低減することを目的とした熱処理を行わないことが好ま
しい。
【００４８】
　上記熱間加工を鍛造で行う場合、鋼素材（鋳片）は、熱間で鍛造されて鋼片（鍛片）と
なる。この処理は、鋼片鍛造処理とも呼ばれる。前記鋼片鍛造処理は、鋳片を１０００℃
以上の温度に加熱した後、加工率５０％以上の条件で行うことが好ましい。加熱温度が１
０００℃に満たない場合、熱間変形能が低く、鍛造機への負荷が大きくなるだけでなく、
熱間鍛造時に表面割れなどの欠陥が生じやすい。このため、上記加熱温度は１０００℃以
上とすることが好ましく、１０５０℃以上とすることがより好ましく、１１００℃以上と
することがさらに好ましい。また、加工率が５０％に満たない場合、鋳片内部の引け巣や
ポロシティといった欠陥が鍛造後も残存し、内部割れが生じやすくなる。それに加え、加
工率が低いと、鍛造後の偏析バンドの間隔が大きくなるため、次工程の熱処理による成分
元素の拡散が十分になされない。そのため、鍛造時の加工率は５０％以上が好ましい。ま
た、より好ましくは６０％以上である。なお、ここで加工率とは、断面減少率のことを表
す。
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【００４９】
　また、上記熱間加工を圧延で行う場合、鋳片は熱間で圧延されて鋼片となる。この処理
は、鋼片圧延とも呼ばれる。前記鋼片圧延は、鋳片を１０００℃以上の温度に加熱した後
、加工率５０％以上の条件で行うことが好ましい。加熱温度が１０００℃に満たない場合
、熱間変形能が低く、圧延機への負荷が大きくなるだけでなく、熱間圧延時に表面割れな
どの欠陥が生じやすい。このため、上記加熱温度は１０００℃以上とすることが好ましく
、１０５０℃以上とすることがより好ましく、１１００℃以上とすることがさらに好まし
い。また、加工率が５０％に満たない場合、鋳片内部の引け巣やポロシティといった欠陥
が圧延後も残存し、内部割れが生じやすくなる。それに加え、加工率が低いと、圧延後の
偏析バンドの間隔が大きくなるため、次工程の熱処理による成分元素の拡散が十分になさ
れない。そのため、鋼片圧延時の加工率は５０％以上が好ましい。また、より好ましくは
６０％以上である。なお、ここで加工率とは、断面減少率のことを表す。
【００５０】
・　熱処理
　次に、上記熱間加工によって得られた鋼片に対し、熱処理を施す。この熱処理によって
、鋼中における元素の偏析を軽減し、組織を均一化させることができる。その意味におい
て、この熱処理を、均熱処理または拡散焼鈍処理と呼ぶこともできる。本発明では、この
熱処理を、下記（１）式で定義されるＰが、下記（２）式を満たす条件で実施することが
重要である。
　Ｐ＝Ｔ（２５＋ｌｏｇ　ｔ）                    ……　（１）
　４．００×１０4　≦Ｐ≦４．３０×１０4　      ……　（２）
［ここで、Ｔ：温度（Ｋ）、ｔ：時間（ｈ）である］
【００５１】
　以下、熱処理の条件を上記の通り限定する理由について説明する。
　本発明では、後述する棒鋼圧延などの熱間加工の前に熱処理を行うことによってＣｒや
Ｍｏといった元素を拡散させ、熱間加工後の組織における偏析を軽減する。前述したよう
に、熱間加工される前の鋳片に対して熱処理を行う方法では、熱処理される鋳片における
偏析バンド間の距離が長いため、十分な均一性を得るためには膨大な時間熱処理するか、
極めて高い温度で熱処理を行う必要がある。それに対し、本発明のように鋳片を熱間加工
して鋼片とした後に熱処理を行う方法では、最初の熱間加工によって、鋼における偏析バ
ンド間の距離が短くなっているため、比較的短い時間または低温での処理で組織を均質化
することができる。
【００５２】
　上記熱処理において、Ｐ値が４．００×１０4未満であると、元素を十分に拡散させる
ことができない。そのため、最終的に得られる肌焼鋼における組織を均一にすることがで
きない。一方、Ｐ値が４．３×１０4超であると、スケール生成量が多くなる。そのため
、多量のスケールを除去する必要が生じ、生産性が大きく低下する。以上の理由から、Ｐ
値の範囲は４．０×１０4以上、４．３×１０4以下とする。なお、より好ましいＰ値の範
囲は、４．０５×１０4　≦Ｐ≦４．２５×１０4である。
【００５３】
　なお、本発明においては、熱処理の温度と時間は上記（１）、（２）式によって規定さ
れるが、それぞれ個別には、以下の範囲内とすることが好ましい。加熱温度：好ましくは
１１００～１４００℃、より好ましくは１１５０～１３５０℃。均熱時間：好ましくは３
～８００時間、より好ましくは５～６００時間。
【００５４】
　熱処理における他の条件は、特に限定されないが、好ましい条件は次の通りである。熱
処理用炉として、連続式炉、調整雰囲気炉などが適宜使用できる。また、加熱方式は、バ
ーナーによる直接加熱方式や、マッフル炉などの間接加熱方式などを使用できる。加熱炉
の雰囲気としては、大気、あるいは窒素ガスなどの不活性ガス、また、一酸化炭素や水素
ガスなどの還元性雰囲気のいずれも使用できる。以上のようにして熱処理が施された鋼片
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は、空冷した後に、次の熱間加工に供される。
【００５５】
・　熱間加工（２段階目）
　次に、上記熱処理が施された鋼片を熱間加工して肌焼鋼を得る。先に述べた熱処理前の
熱間加工を１段階目の熱間加工とすると、この熱処理後の熱間加工は２段階目の熱間加工
といえる。この２段階目の熱間加工の種類は限定されず、熱間鍛造や熱間圧延など、各種
公知の方法を用いることができるが、熱間圧延を用いることが好ましい。また、前記熱間
加工後の肌焼鋼の形態は特に限定されないが、棒鋼とすることが好ましい。前記熱間加工
を圧延で行って棒鋼を得る場合、その熱間圧延は棒鋼圧延とも呼ばれる。
【００５６】
　上記熱処理後の熱間加工を熱間圧延で行う場合、熱処理された鋼片を、９００℃以上の
温度に加熱した後、加工率５０％以下で圧延することが好ましい。加熱温度が９００℃に
満たない場合、熱間変形能が低く、圧延機への荷重負荷が大きくなるだけでなく、圧延時
に表面割れなどの欠陥が生じやすい。このため、加熱温度は９００℃以上とすることが好
ましく、９３０℃以上とすることがより好ましい。
【００５７】
　次に、本発明における熱処理の効果を確認するために、以下の実験を行った。
　まず、ＪＩＳ　ＳＣＭ４２０　相当鋼の鋳片を、連続鋳造法によって作製した。前記鋳
片の成分組成は以下の通りであった。
Ｃ　：０．２０％、
Ｓｉ：０．２０％、
Ｍｎ：０．８２％、
Ｐ　：０．０２％、
Ｓ　：０．０２％、
Ａｌ：０．０１５％、
Ｃｒ：１．１５％、
Ｍｏ：０．１９％、
Ｎ　：０．００６５％、
残部Ｆｅおよび不可避的不純物。
【００５８】
・　実験例１
　次に、得られた鋳片を熱間圧延（１段階目）した。前記熱間圧延では、鋳片を１２００
℃に加熱し、３０分間保持した後、熱間圧延により１５０ｍｍ角の鋼片とした（圧延加工
）。なお、前記加熱は、鋳片全体を、熱間圧延を行うために必要な温度にするためのもの
であり、熱処理ではない。その後、前記熱間圧延によって得た鋼片に対し、熱処理と熱間
圧延（２段階目）を行って、棒鋼を得た。前記熱処理は、１２５０℃で３６時間実施し、
熱処理された鋼片を空冷した後、熱間圧延（棒鋼圧延）に先立って、ダミービレットに溶
接した。前記熱処理後の熱間圧延においては、鋼片を１１００℃に加熱し、この温度で３
０分保持した後、圧延して直径：３０ｍｍの棒鋼を得た。以上の条件での肌焼鋼の製造を
実験例１とする。
【００５９】
・　実験例２
　実験例２においては、鋳片に１２５０℃で３６時間の熱処理を実施した。熱処理後の鋳
片を、熱間圧延（１段階目）により１５０ｍｍ角の鋼片とした。得られた鋼片を空冷した
後、次の熱間圧延に先立ってダミービレットに溶接した。その後、前記鋼片に対し、熱間
圧延（２段階目）を行って棒鋼を得た。前記熱処理後の熱間圧延（棒鋼圧延）においては
、鋼片を１１００℃に加熱し、その温度で３０分保持した後、圧延して直径：３０ｍｍの
棒鋼を製造した。以上の条件での肌焼鋼の製造を実験例２とする。
【００６０】
・　実験例３
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　実験例３においては、鋳片の熱間圧延（１段階目）の前と後のいずれにおいても熱処理
を行わなかった点以外は実験例１と同じ条件で、棒鋼を製造した。すなわち、鋳片を熱間
圧延した後、さらに熱間圧延して棒鋼とした。
【００６１】
・　Ｃｒ偏析度の評価
　実験例１～３において得られた棒鋼のそれぞれについて、偏析度を評価した。前記評価
は、偏析が生じやすい性質を有するＣｒに着目して実施した。Ｃｒ偏析度の測定方法は、
以下の通りである。
【００６２】
　棒鋼の中心部に存在し、圧延方向に伸びる偏析バンドにおけるＣｒ－Ｋ殻励起の特性Ｘ
線強度を、電子線マイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）を用いて測定した。前記測定は、圧
延方向と垂直径方向のそれぞれについて、長さ５ｍｍに渡り行った。測定値から、下記（
３）式に基づいてＣｒ偏析度を求めた。
　Ｃｒ偏析度＝Ｉmax／Ｉave　　　　……　（３）
［ここで、Ｉmax：偏析部におけるＣｒ－Ｋ殻励起の特性Ｘ線強度の最大値、
Ｉave：Ｃｒ－Ｋ殻励起の特性Ｘ線強度の平均値］
【００６３】
　その結果、実験例１におけるＣｒ偏析度が１．１５であったのに対して、実験例２では
１．５５，実験例３では１．６４であった。Ｃｒ偏析度が１．３０以下であれば、Ｃｒに
代表される合金元素の偏析が十分に軽減されているものといえる。この結果は、本発明で
規定するように、熱間加工後に熱処理を行うことにより、偏析を効果的に軽減できること
を示している。
【００６４】
・　冷間鍛造性
　次に、上記実験例１～３で得られた棒鋼に、７４０℃における球状化熱処理を施した後
、冷間鍛造性の試験を実施した。試験方法は次の通りである。
【００６５】
　前記球状加熱処理後の棒鋼の、断面の直径方向の１／４位置から、φ８ｍｍ×１２ｍｍ
の冷間鍛造性試験片を採取した。前記試験片を用い、プレス機を用いて据込圧縮試験を行
った。圧下率：７０％での圧縮時における割れの有無を観察することによって、冷間鍛造
性を評価した。なお、試験では、工具として端面拘束金型を使用した。実験例１～３のそ
れぞれについて、３０回ずつ試験を行った。その結果、実験例１では割れが１つも発生し
なかったのに対して、実験例２では６個、実験例３では１５個の試験片について割れが発
生した。この結果から、本発明の方法で得られる肌焼鋼は、実験例２、３のような方法で
得られる肌焼鋼に比べて、冷間鍛造性にも優れることが分かる。
【００６６】
・　組織観察
　次に、以下に述べる手順で実験例１～３の棒鋼に対して浸炭処理を施し、浸炭後の組織
を観察した。まず、上記球状加熱処理後の棒鋼の断面の直径方向の１／４位置から試験片
を採取した。次に、前記試験片に対し端面拘束条件で加工率：７０％の圧縮加工を行った
後、浸炭処理を施した。前記浸炭処理には真空浸炭炉を使用し、処理条件は温度：１００
０℃、均熱時間：９０分、浸炭および拡散時間：８０分、雰囲気：アセチレンとした。そ
の後、８６０℃で３０分保持してから８０℃まで油冷した。
【００６７】
　得られた試験片の組織を、倍率１００倍の条件で、光学顕微鏡を用いて観察した。無作
為に選択された２０視野においてオーステナイト結晶粒を観察し、粒径１００μｍ以上の
粗大粒の個数を求めた。その結果、実験例１では粗大粒が観察されなかったのに対し、実
験例２では２２個、実験例３では７８個の粗大粒が観察された。この結果から、本発明の
方法で得られる肌焼鋼では、実験例２、３のような方法で得られる肌焼鋼に比べて、浸炭
処理による結晶粒の粗大化が、効果的に抑制できていることが分かる。



(13) JP 2016-74951 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

【００６８】
　次に、実施例に基づいて本発明を具体的に説明する。以下の実施例は、本発明の好適な
一例を示すものであり、本発明は、該実施例によって何ら限定されるものではない。本発
明の実施形態は、本発明の趣旨に適合する範囲で適宜変更することが可能であり、それら
は何れも本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００６９】
・　発明例および比較例：Ｎｏ．１～５１
　以下の手順に従って棒鋼を製造した。
１）連続鋳造：表１に示す成分組成の鋳片を、連続鋳造法により製造した。
２）熱間加工：得られた鋳片を１２００℃に加熱し、３０分間保持した後、１５０ｍｍ角
に鍛伸加工して鋼片を得た。
３）熱処理：前記鋼片に対し、表２－１、２－２に示す温度および時間にて熱処理を行っ
た。
４）熱間加工：熱処理された鋼片を空冷した後、ダミービレットに溶接した。次いで、１
１００℃に加熱して３０分間保持した後、熱間圧延により直径：３０ｍｍの棒鋼を製造し
た。
　すなわち、上記製造方法においては、１段階目の熱間加工、すなわち、鋳片（鋼素材）
に対する熱間加工の後に熱処理を行っている。
【００７０】
・　比較例：Ｎｏ．５２
　比較のため、以下の手順に従って棒鋼を製造した。
１）連続鋳造：表１に示す成分組成の鋳片を、連続鋳造法により製造した。
２）熱処理：前記鋳片に対し、１２５０℃で３６時間の熱処理を施した。
３）熱間加工：熱処理された鋳片を１２００℃に加熱し、３０分間保持した後、１５０ｍ
ｍ角に鍛伸加工して鋼片を得た。
４）熱間加工：得られた鋼片をダミービレットに溶接した後、１１００℃に加熱して３０
分間保持した後、熱間圧延により直径：３０ｍｍの棒鋼を製造した。
　すなわち、上記製造方法においては、１段階目の熱間加工、すなわち、鋳片（鋼素材）
に対する熱間加工の前に熱処理を行っている。
【００７１】
・　比較例：Ｎｏ．５３
　さらに、比較のため、以下の手順に従って棒鋼を製造した。
１）連続鋳造：表１に示す成分組成の鋳片を、連続鋳造法により製造した。
２）熱間加工：鋳片を１２００℃に加熱し、３０分間保持した後、１５０ｍｍ角に鍛伸加
工して鋼片を得た。
３）熱間加工：得られた鋼片をダミービレットに溶接した後、１１００℃に加熱して３０
分間保持した後、熱間圧延により直径：３０ｍｍの棒鋼を製造した。
　すなわち、上記製造方法においては、鋳片に対する熱間加工の前と後のいずれにおいて
も熱処理を行っていない。
【００７２】
　上記方法で得られた棒鋼のそれぞれについて、浸炭処理による結晶粒の粗大化の有無（
結晶粒度特性）、冷間鍛造性、およびＣｒ偏析度を評価した。なお、各項目の評価方法は
、実験例１～３についての記載において説明した通りである。ただし、浸炭処理における
処理温度は１０００℃および９５０℃の２条件とした。冷間鍛造性の評価においては、３
０回の据込圧縮試験において、一つでも割れが観察されたものは不良（×）、割れが観察
されなかったものは良好（○）とした。また、浸炭処理による結晶粒の粗大化（結晶粒度
特性）の評価においては、２０視野の観察において粒径１００μｍ以上の粗大粒が一つで
も観察されたものは不良、一つも観察されなかったものは良好とした。そして、浸炭処理
温度が１０００℃の条件において良好であったものを◎、１０００℃の条件では不良であ
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るが、９５０℃の条件では良好であったものを○、９５０℃の条件で不良であったものを
×とした。
【００７３】
　評価結果は表２－１、２－２に示した通りである。熱間加工後に熱処理を行ったＮｏ．
１～５１のうち、熱処理が、本願発明の（１）、（２）式を満たす条件で行われた発明例
では、結晶粒度特性、冷間鍛造性、Ｃｒ偏析度がともに優れていた。一方、本発明の条件
を満たさない比較例では、Ｃｒ偏析度が高く、結晶粒度特性や冷間鍛造性が劣っていた。
【００７４】
　また、熱間加工の前に熱処理を行った比較例Ｎｏ．５２や、熱処理を行わなかった比較
例Ｎｏ．５３においても、結晶粒度特性や冷間鍛造性が劣っていた。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
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【表２－１】

【００７７】
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【表２－２】
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