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(57)【要約】
【課題】熱間鍛造の後に焼準を施さなくとも、切削加工
における被削性に優れ、浸炭熱処理での歪の発生が少な
い鍛造方法を提供する。
【解決手段】
肌焼鋼として用いられるＣｒ鋼、ＣｒＭｏ鋼など構造用
合金鋼を、１１５０～１２００℃で加熱し、熱間鍛造の
最終加工を９００～１１００℃で鍛錬比１．５以上の鍛
造を与えた後、６５０～７５０℃まで強制空冷し、オー
ステナイト結晶粒度を細粒にすることにより、焼入性倍
数（Ｄｉ値）を９５以下に制御し、かつ７００～６００
℃間を５～２０℃／分の冷却速度で徐冷することによっ
て、５０％以上のフェライト分率で、結晶粒度番号が５
番以上の細粒の（フェライト＋パーライト）組織に変態
させることを特徴とする熱間鍛造方法。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌焼鋼用構造用合金鋼の熱間鍛造素材を、下記（１）～（５）の工程で処理することに
より、５０％以上のフェライト分率で結晶粒度番号が５番以上の細粒の（フェライト＋パ
ーライト）組織を得ることを特徴とする熱間鍛造品の製造方法。
（１）鋼材を１１００～１２００℃に加熱する工程、
（２）加熱された鍛造素材を熱間鍛造し、その最終加工における温度を９００～１１００
℃の範囲で、鍛錬比を１．５以上で鍛造する工程、
（３）熱間鍛造された高温の鍛造品を（フェライト＋パーライト）変態の開始直前の６５
０～７５０℃まで強制空冷する工程、
（４）（フェライト＋パーライト）変態の開始直前の温度まで強制空冷された鍛造品の焼
入性倍率（Ｄｉ値）が９５以下になるよう、合金元素量に応じて、加熱温度と最終加熱温
度を設定し熱間鍛造する工程、
但し、Ｄｉ値＝（炭素鋼のＤｉ）×ｆＳｉ×ｆＭｎ×ｆＮｉ×ｆＣｒ×ｆＭｏ
炭素鋼のＤｉは図４のγ粒度から求め、各合金元素の焼入倍数（ｆＳｉ、ｆＭｎ、ｆＮｉ
、ｆＣｒ、ｆＭｏ）は表６より読み取り求める。
（５）Ｄｉ値が９５以下に調整された鍛造品を引き続いて冷却する際、７００～６００℃
の（フェライト＋パーライト）変態域を５～２０℃／分の冷却速度で徐冷する工程。
【請求項２】
　肌焼鋼である構造用合金鋼が０．８５～１．２５質量％のクロムを含有するクロム鋼で
ある請求項１に記載の熱間鍛造品の製造方法。
【請求項３】
　肌焼鋼である構造用合金鋼が０．８５～１．２５質量％のクロムと０．１５～０．４５
質量％のモリブデンを含有するクロムモリブデン鋼である請求項１に記載の熱間鍛造品の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として自動車のカウンターギアシャフト、メインシャフト、インプットシ
ャフト、アウトプットシャフトなどに採用される肌焼鋼（構造用合金鋼）の熱間鍛造品の
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　肌焼鋼の熱間鍛造品は、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｍｎなどの合金元素量が高く、かつ熱間鍛造でオ
ーステナイト粒が粗大化するため、焼入性が非常に高くなっている。そのため、鍛造後に
鍛造品を放冷すると、図１に示すように、粗大なベイナイト～パーライトの硬質組織に変
態する。肌焼鋼熱間鍛造品には、機械加工、浸炭、焼入れが施されるが、ベイナイトを含
んだ硬質組織は被削性が悪く、粗大な硬質組織は浸炭、焼入れ時の歪の原因になる。その
ため、従来より、熱間鍛造後に焼準を施し、図２に示すような、軟質で微細な（フェライ
ト＋パーライト）組織に整えることによって、被削性を改善し、その後の熱処理時の歪発
生を防止している。
【０００３】
　近年、製造コスト低減、省エネの観点から、焼準の省略が求められており、熱間鍛造の
ままで良好な被削性、耐歪性をもつ鍛造方法が提案されつつある。例えば、特開２００２
－３１６２３１には、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａなどを含む非調質型機械構造用炭素鋼を熱間鍛造後
、５００～７００℃で３０～６０分保持することによって、微細な（フェライト＋パーラ
イト）組織に変態して機械的性質を高め、焼入れ焼戻しを省略する技術が示されている。
しかしながら、当技術はＶ、Ｎｂ、Ｔａなどを含む非調質型機械構造用炭素鋼を用いた鍛
造法であり、これらの鋼材は基本的には炭素鋼でありＣｒ、Ｍｏなど合金元素量をほとん
ど含んでないので、本発明の肌焼鋼に要求される高い強度、靭性が得られない。また、Ｖ
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、Ｎｂ、Ｔａなどの炭窒化物を析出させて強化するために、５００～７００℃で３０～６
０分の長時間保持を行っているが、このような長時間の保持は省エネ、生産性の観点で好
ましくない。
【０００４】
　また、特開２００１－３０３１７４にも、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎなどを含んだ特定の鋼材を、
１１５０℃以上の温度で加熱し熱間鍛造した後、８００～５００℃間を徐冷する鍛造方法
が示されている。当技術は加熱温度を１１５０℃以上と規定しているが、好適範囲を１２
００～１３００℃としており、実施例でもＡｌＮ、Ｎｂ（ＣＮ）を固溶するため加熱温度
のほとんどが１２２５～１３５０℃の高温で加熱している。しかし、このような高温で加
熱を行った場合は結晶粒が著しく粗大化するので、この粗大粒を鍛造で細粒化することは
困難である。オーステナイト粒度の粗い肌焼鋼（構造用合金鋼）は、焼入性が高いため、
当技術の実施例である冷却速度０．１～１℃／秒で徐冷しても、軟質の細粒の（フェライ
ト＋パーライト）組織に変態させることはできない。さらに、当技術の規定するミクロ組
織によれば、パーライト分率が７５％以下と示されているが、これはフェライト分率に換
算すると２５％以上となる。しかし、このように少ないフェライト分率では、所望の低い
硬さが得られないので良好な被削性は得られない。以上のとおり、いずれも従来の熱処理
を省こうとするものではあるが、本発明の課題とする熱間鍛造のままで良好な被削性と耐
熱処理歪性を兼備させるという技術ではなく、またその製造方法も異なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３１６２３１号公報
【特許文献２】特開２００１－３０３１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、熱間鍛造の後に焼準を施さなくとも、切削加工における被削性に優れ、浸炭
熱処理での歪の発生が少ない鍛造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の要旨は以下のとおりである。肌焼鋼である構造用合金鋼のＣｒ鋼、ＣｒＭｏ鋼
を、下記（１）～（５）の工程で処理することにより、５０％以上のフェライト分率で結
晶粒度番号が５番以上の細粒の（フェライト＋パーライト）組織を得ることを特徴とする
熱間鍛造品の製造方法。
　（１）鋼材を１１００～１２００℃に加熱する工程。
　（２）加熱された鍛造素材を熱間鍛造し、その最終加工における温度を９００～１１０
０℃の範囲で、鍛錬比を１．５以上で鍛造する工程。
　（３）熱間鍛造された高温の鍛造品を（フェライト＋パーライト）変態の開始直前の６
５０～７５０℃まで強制空冷する工程。
　（４）（フェライト＋パーライト）変態の開始直前の温度まで強制空冷された鍛造品の
焼入性倍率（Ｄｉ値）が９５以下になるよう、合金元素量に応じて、加熱温度と最終加熱
温度を設定し熱間鍛造する工程。
但し、Ｄｉ値＝（炭素鋼のＤｉ）×ｆＳｉ×ｆＭｎ×ｆＮｉ×ｆＣｒ×ｆＭｏ
炭素鋼のＤｉは図４のγ粒度から求め、各合金元素の焼入倍数（ｆＳｉ、ｆＭｎ、ｆＮｉ
、ｆＣｒ、ｆＭｏ）は表６より読み取り求める。
　（５）Ｄｉ値が９５以下に調整された鍛造品を引き続いて冷却する際、７００～６００
℃の（フェライト＋パーライト）変態域を５～２０℃／分の冷却速度で徐冷する工程。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明方法によれば、熱間鍛造、強制空冷および徐冷の工程だけで、切削加工において



(4) JP 2012-125838 A 2012.7.5

10

20

30

40

50

良好な被削性が得られ、かつ浸炭、熱処理時において歪の発生が小さい、肌焼鋼（構造用
合金鋼）の熱間鍛造品が製造できる。よって、従来、鍛造後に施していた、焼準が省略で
きるので、製造コストを大きく低減することができる。また、この方法は、熱間鍛造の後
に連続して強制空冷および徐冷を行うので、生産性が高い。さらに、徐冷においては、鍛
造品の保有熱と徐冷ラインの保温だけで賄うので、熱エネルギー投入が不要の省エネ処理
である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】従来の熱間鍛造後に放冷した場合の粗大なベイナイト組織
【図２】従来の熱間鍛造後に焼準を施した場合の微細な（フェライト＋パーライト）組織
【図３】本発明の熱間鍛造法で得られた（フェライト＋パーライト）組織
【図４】炭素鋼のＤｉに及ぼすｃ含有量、結晶粒度の影響
【図５】鍛造結晶粒度に及ぼす加熱温度、仕上温度の影響
【図６】各種合金元素の含有量と焼入性倍数
【図７】ＨＢ硬さに及ぼす焼入性倍数、冷却速度の影響
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　発明者らは、熱間鍛造後の冷却時に鍛造品を焼準する技術を確立するために、肌焼鋼の
焼入性、鍛造時の細粒化および冷却時の変態特性を調べ、以下のことを明らかにした。
１）熱間鍛造条件を制御し、その後の高温域を強制空冷することによって、従来、粗大で
あった、オーステナイト結晶粒度をかなりの細粒に調整することができる。
２）オーステナイト結晶粒度を細かくすることによって、合金元素量の高い肌焼鋼（構造
用合金鋼）でも焼入性（Ｄｉ値）を小さく抑えることができる。
３）さらに、鍛造後の冷却速度を徐冷することにより、軟質かつ微細な（フェライト＋パ
ーライト）組織に変態させることができることが判った。
　すなわち、熱間鍛造（および冷却）の工程だけであっても、上記のとおり、鍛造時のオ
ーステナイト粒度を細かく制御し、かつ鍛造後の冷却を徐冷することによって、図３に示
すように、焼準で得られる（フェライト＋パーライト）組織と同様の組織に変態できるこ
とが可能になる。
【００１１】
　まず、熱間鍛造条件を限定した理由を説明する。
　鋼材の加熱温度は、従来よりも低い１１００～１２００℃とする。加熱温度を低くする
のは、加熱時の結晶粒の粗大化を防止するためである。加熱温度が１２００℃以上になる
と、オーステナイト粒度の粗大化が顕著となり、粒度番号で１番以下の粗大粒となってし
まうため、鍛造での再結晶細粒化が困難になり、鍛造後に粒度番号で３番以上の細粒が得
難くなくなる。一方、１１００℃より低温での加熱では素材の変形抵抗が大きくなり、ハ
ンマー鍛造のブロー数（時間）の増加、金型の磨耗増加を招くことになる。よって、加熱
温度は１１００～１２００℃に限定する。
【００１２】
　熱間鍛造は通常、再結晶温度域で行うが、細粒化のためにとくに重要になるのは最終加
工温度である。　最終加工温度が高いと、鍛造で再結晶細粒化を図っても、高温であるた
めに粒成長を起こして粗大粒になってしまう。粒成長を抑制し粒度番号で３番以上の細粒
を得るためには、最終加工温度を１１００℃以下に抑える必要がある。粒成長抑制の観点
からは、最終加工温度は低い方が望ましいが、９００℃以下になると、素材の変形抵抗が
大きくなりハンマー鍛造成形が困難になる。したがって、鍛造仕上温度は９００～１１０
０℃に限定する。
【００１３】
　最終加工での鍛錬比を大きくとるほど、再結晶が活発になるので細粒化が図れる。しか
し、鍛錬比が１．５未満の小さい加工量では、再結晶が起こり難いので細粒化がほとんど
図れない。再結晶細粒化のために、鍛錬比を１．５以上に限定する。最終加工で所定の鍛
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造品（シャフト）形状に仕上げる際の鍛造法として、一般に鍛伸および型打ちがある。最
終加工における鍛錬比は、（１）式に示すように、鍛伸と型打ちの両鍛錬比の積で求める
。まず、鍛伸では多数回の鍛造ブローを加えるが、その鍛錬比は、各ブロー毎の圧下比（
直径比Ｄ０／Ｄ１）の積の１／２乗とし、（２）式で求める。次に、型打ちの鍛錬比は、
型打ち前の断面積Ａ０と型打ち後の断面積Ａ１との比（Ａ０／Ａ１）より求める。段付き
シャフトでは部位によって直径（断面積）が異なるので鍛錬比も異なるが、この場合は鍛
錬比が最も小さくなる部位で、鍛錬比１．５以上を確保する。
　最終加工の鍛錬比＝鍛伸の鍛錬比×型打ちの鍛錬比・・・・・・・・・・（１）式

　型打ちの鍛錬比＝型打ち前の断面積Ａ０÷型打ち後の断面積Ａ１・・・・（３）式
【００１４】
　次に、鍛造後の冷却を強制空冷する理由を説明する。鍛造後を強制空冷する理由は３つ
ある。
　１つ目は、鍛造後の高温からを強制空冷することによって、フェライト変態温度までの
冷却時間を極力短くするためである。本発明では７００～６００℃間を徐冷して（フェラ
イト＋パーライト）変態を進行完了させるが、それより高温域（鍛造後～７５０℃）の冷
却は変態特性にほとんど関与しないので、この間の冷却は強制空冷して時間短縮を図るた
めである。
　２つ目の理由は、鍛造品の温度差を小さくすることにある。段付き形状のシャフト鍛造
品を大気中で放冷した場合、鍛造品の小径部、端部は冷却が速いのに対し、大径部、中央
部は冷却が遅くなり、鍛造品の部位による温度差が生じる。この部位による温度差は、そ
の後の徐冷時の変態特性（ミクロ組織、硬さ）にバラツキを生じさせるので、冷却の遅い
（温度の高い）大径部、中央部を強制空冷することによって、鍛造品の温度差を揃えるこ
とができる。
　３つ目の理由は、結晶粒の粗大化抑止にある。本発明では、鍛造の最終加工温度を９０
０～１１００℃に規定することで、結晶粒の粗大化抑止を図っているが、最終加工温度が
規定範囲内であっても高め側の場合は粗大化が若干起きている。この若干の粗大化抑止に
対しても、強制空冷が有効に作用する。以上の３つの理由で、鍛造後を強制空冷している
。強制空冷の冷却速度は、各部位の温度を揃えたり、停止温度を制御するのに、１５０℃
／分程度が望ましい。
【００１５】
　強制空冷の停止温度を７５０～６５０℃に限定した理由を説明する。強制空冷を７５０
℃以上の高温で停止してしまえば、変態開始までの徐冷にかなりの時間を要することにな
る。徐冷時間の増加は、生産性を低下させるし、設備的に徐冷のコンベアを非常に長くし
なければならないという欠点を招く。一方、強制空冷の停止温度が６００℃以下になると
、被削性の悪いベイナイトが変態生成するとともに、フェライト変態が緩慢になり十分に
低い硬さが得られなくなるので、強制空冷の停止温度下限は過冷却を考慮して６５０℃に
止めるのが望ましい。したがって、強制冷却の停止温度は６５０～７５０℃に限定する。
【００１６】
　次に、焼入性倍率（Ｄｉ値）を限定した理由を説明する。オーステナイト化温度域から
冷却した際に得られる変態組織は、鋼材の焼入性に依存する。焼入性は、鋼材の化学組成
とオーステナイト結晶粒度で決まる、焼入性倍数（Ｄｉ値）で示されるが、熱間鍛造時の
Ｄｉ値と変態組織との関係についてはよく判っていない。本発明者らは、熱間鍛造時のＤ
ｉ値とその後の冷却で得られる変態組織について調査した。その結果、通常の熱間鍛造で
は、結晶粒が粗いので必然的にＤｉ値が大となり、その後の空冷でベイナイトを含んだ硬
質組織に変態してしまう。しかし、熱間鍛造条件を制御し結晶粒を細かくすれば、鍛造時
のＤｉ値を小さく抑えることができ、その後の冷却でベイナイト変態を抑制できることが
わかった。さらに、適正Ｄｉ値について調査した結果、Ｄｉ値が９５以下になるように鍛
造条件を制御すれば、その後の冷却を徐冷することで、軟質の（フェライト＋パーライト
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）組織に変態できることが判った。すなわち、細粒のフェライトを適量確保し、硬質のベ
イナイトおよび粗大なパーライトの生成を抑止するために、Ｄｉ値を９５以下に抑える必
要がある。よって、鍛造時のＤｉ値は９５以下に限定した。
【００１７】
　なお、Ｄｉ値は以下の式より計算できる。
　Ｄｉ値＝（炭素鋼のＤｉ）×ｆＳｉ×ｆＭｎ×ｆＮｉ×ｆＣｒ×ｆＭｏ
　炭素鋼のＤｉは、オーステナイト結晶粒度とＣ含有量で決まるもので、図４より読み取
り求める。図中の結晶粒度４～８のデータは一般に示されているものであるが、結晶粒度
１～３の粗粒のデータは発明者らが調査して明らかにし、図中に追記したものである。
【００１８】
　鍛造時のオーステナイト結晶粒度についても、発明者らが調査して明らかにした、図５
の加熱温度と最終鍛造温度の関係から簡易的に求めることができる。合金元素の含有量に
よる焼入倍数（ｆＳｉ、ｆＭｎ、ｆＮｉ、ｆＣｒ、ｆＭｏ）は、一般に示されている、図
６より求めることができる。
【００１９】
　鍛造後の冷却条件および変態組織を限定した理由を説明する。
　徐冷する温度域を７００～６００℃間に規定したのは、（フェライト＋パーライト）変
態を効率的に短時間で完結させるためである。肌焼鋼の（フェライト＋パーライト）変態
は、６５０℃程度の温度で最も速く進行する。温度が７００℃よりも高かかったり、６０
０℃よりも低くかったりすると、（フェライト＋パーライト）変態の開始、完了が著しく
遅いので、そこを徐冷しても（フェライト＋パーライト）変態はほとんど進行しないので
、限られた徐冷時間では変態が完結できない。その場合、未変態オーステナイトはその後
の冷却で硬質のベイナイトに変態する。したがって、徐冷域は７００～６００℃範囲に限
定した。
【００２０】
　７００～６００℃間を５～２０℃／分の冷却速度で徐冷するのは、（フェライト＋パー
ライト）変態を完了させるためである。発明者らは、軟質の（フェライト＋パーライト）
が得られる、焼入倍数（Ｄｉ値）と冷却速度の関係を調査し、図７の結果を得た。それに
よると、鍛造品のＤｉ値を７０～９５程度に調整し、かつその後の冷却を２０℃／分以下
の徐冷却にすることにより、硬さがＨＢ１８０以下の軟質の（フェライト＋パーライト）
に変態できることが判る。この徐冷却は、鍛造品の保有熱と徐冷コンベアの保温とで賄う
もので、基本的には自然冷却であるので、徐冷可能な速度範囲が存在する。遅い側の冷却
速度の下限は５℃／分程度である。また、これより冷却が遅くなると処理時間が長くなり
作業性が低下する。よって、徐冷の範囲を５～２０℃／分に限定した。
【００２１】
　このようにして得た（フェライト＋パーライト）組織は、フェライトの分率が５０％以
上で、その結晶粒度は粒度番号で５番以上の細粒となる。また、フェライト分率の増加と
ともに、パーライト、ベイナイトの分率が減り、硬さが低くなる。フェライトの分率を５
０％以上にすることによって、ベイナイトの生成が抑止でき、被削性に優れた軟質の（フ
ェライト＋パーライト）組織に変態させることができる。したがって、フェライトの分率
を５０％以上に限定した。
【００２２】
　前述のとおり、鍛造時のオーステナイト粒度を３番以上の細粒とし、その粒界に微細な
フェライトを５０％以上　生成させることにより、パーライト粒（未変態オーステナイト
粒）を５番以上の細粒に縮小できる。結晶粒度で５番以上の細粒、すなわち粗大パーライ
トを含まない、均一かつ細粒の（フェライト＋パーライト）組織を得ることができる。こ
の細粒かつ均一な（フェライト＋パーライト）組織は、浸炭熱処理時の歪の発生が少ない
と考えられている。したがって、（フェライト＋パーライト）組織の結晶粒度を５番以上
の細粒に限定した。
【００２３】
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　Ｃｒ鋼、ＣｒＭｏ鋼の主要合金元素であるＣｒ、Ｍｏ含有量の上下限を説明する。Ｃｒ
、Ｍｏは焼入性、機械的性質の確保に有効な合金元素であるが、その含有量が高くなり過
ぎるとＤｉ値が大となり所望の（フェライト＋パーライト）組織が得難くなる。
　Ｃｒ鋼におけるＣｒ含有量は、０．８５％未満では十分な焼入性、機械的性質が得られ
ず、１．２５％を超えると構造用合金鋼として通常用いられるＣｒ含有量の範囲を外れる
ので、本発明の対象外とした。以上より、Ｃｒ鋼のＣｒ含有量を０．８５～１．２５％に
限定した。
　ＣｒＭｏ鋼におけるＭｏ含有量についても同様に、０．１５％未満では十分な焼入性、
機械的性質が得られず、０．４５％を超えると適正Ｄｉ値が得難くなるとともに、構造用
合金鋼として通常用いられるＭｏ含有量の範囲を外れるので、本発明の対象外とした。以
上より、ＣｒＭｏ鋼のＣｒ含有量を０．８５～１．２５％に、Ｍｏ含有量を０．１５～０
．４５％に、限定した。
【実施例】
【００２４】
　φ５０～９０ｍｍ丸棒鋼材を熱間鍛造用素材に使用した。鍛造用素材の化学組成は表１
に示すとおり、ＪＩＳ　Ｇ４０５２構造用合金鋼に相当する鋼材である。
【００２５】
　鍛造用素材を１１２０～１１８０℃に加熱し、１／４トンのエアハンマーで素材を予備
成形した後、１．５トンのエアドロップハンマーで仕上げ鍛造を行った。　仕上げ鍛造、
すなわち、最終加工を９００～１１００℃で鍛錬比１．５以上の加工を加えて所定の製品
形状に鍛錬成形した後、鍛造品の表面を７００℃前後まで強制空冷した。その際、鍛造素
材の焼入倍数（Ｄｉ値）が９５以下になるように、加熱温度と最終加工温度を調節し鍛造
した。
【００２６】
　次に、保温材でカバーしたコンベア上に鍛造品を搬送することによって、７００～６０
０℃間を５～２０℃／分の冷却速度で徐冷した。６００℃以降は、製品缶の中に投入し室
温まで放冷した。これらの熱間鍛造条件は、本発明規定の範囲で行ったものである。
【００２７】
　鍛造冷却後の鍛造品についてミクロ組織を観察し、ブリネル硬さ（ＨＢ）を測定した。
これまでの肌焼鋼鍛造品の調査結果から、熱処理歪の防止に関しては、フェライト分率が
５０％以上で、結晶粒度が粒度番号で５番以上の細粒であることが有効と判断している。
被削性については、硬さがＨＢ１８０を超えるもの、ミクロ組織が粘っこいベイナイトを
含むものは、被削性が劣ると判定した。
【００２８】
　これらの調査結果を整理して表２に示す。本発明により製造した鍛造品は、ミクロ組織
はベイナイトをほとんど含まない（フェライト＋パーライト）組織で、その結晶粒度は粒
度番号で５番以上の細粒であった。かつ、その硬さはいずれもＨＢ１８０以下に調節され
ていた。本発明によれば、熱間鍛造のままでも良好な耐歪性、被削性を有していると判断
される。従って、従来より、熱間鍛造の後に施していた焼準が省略できる。
【００２９】
　一方、本発明規定の範囲から外れた比較例では、ミクロ組織にベイナイトを含んだり、
硬さが高くなり過ぎていた。また、粗大なベイナイトもしくはパーライトを含む、不均一
なミクロ組織となっていた。そのため、被削性が劣り、耐歪性も悪いと判断された。これ
らの比較例では、鍛造ままでの被削性、耐歪性が劣るので、焼準を省略することができな
いのは明白である。
【００３０】
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