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(57)【要約】
【課題】断続切削時の凝着を低減する機械構造用鋼とそ
の切削方法を提供する。
【解決手段】質量％で、Ｃ：０．４０～０．８０％、Ｓ
ｉ：０．０１～０．１５％未満、Ｍｎ：１．００～２．
００％、Ｃｒ：０．０５０～１．６００％、Ｐ：０．０
０１～０．０３０％、Ｓ：０．００２～０．０３０％、
Ｎ：０．００３０～０．０１５０％、Ａｌ：０．００１
～０．０２４％未満、Ｏ：０．００３０％以下を含有し
、残部がＦｅおよび不純物からなり、かつ４８．５＜５
１［Ｍｎ％］－１９０［Ｓｉ％］－３２［Ｃｒ％］－２
３０［Ａｌ％］＜９８．３を満たし、かつ硬さが１６０
～２９０ＨＶであることを特徴とする機械構造用鋼。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ：０．４０～０．８０％、
Ｓｉ：０．０１～０．１５％未満、
Ｍｎ：１．００～２．００％、
Ｃｒ：０．０５０～１．６００％
Ｐ：０．００１～０．０３０％、 
Ｓ：０．００２～０．０３０％、
Ｎ：０．００３０～０．０１５０％、
Ａｌ：０．００１～０．０２４％未満、
Ｏ：０．００３０％以下
を含有し、残部がＦｅおよび不純物からなり、４８．０＜５１［Ｍｎ％］－１９０［Ｓｉ
％］－３２［Ｃｒ％］－２３０［Ａｌ％］＜９８．３を満たし、かつ硬さが１６０～２９
０ＨＶであることを特徴とする機械構造用鋼。
　ここで、［Ｍｎ％］、［Ｓｉ％］、［Ｃｒ％］および［Ａｌ％］は、それぞれ、Ｍｎ、
Ｓｉ、ＣｒおよびＡｌの含有質量％を表す。
【請求項２】
　さらに、質量％で、
Ｃａ：０．０００１～０．００４５％、
Ｍｇ：０．０００１～０．００４５％、
Ｚｒ：０．０００１～０．０２００％、
および、
Ｒｅｍ：０．０００１～０．０２００％
からなる群から選択された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
載の機械構造用鋼。
【請求項３】
　さらに、質量％で、
Ｔｉ：０．００５～０．５００％、
Ｎｂ：０．００５～０．５００％、
および、
Ｖ：０．００５～０．５０％
からなる群から選択された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また
は２に記載の機械構造用鋼。
【請求項４】
　さらに、質量％で、
Ｍｏ：０．０１～０．５０％、
Ｎｉ：０．０５～２．００％、
Ｃｕ：０．０５～２．００％
および、
Ｂ：０．０００３～０．００５０％
からなる群から選択された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１～３
の何れか一項に記載の機械構造用鋼。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の機械構造用鋼を断続切削して素形材を得る方法で
あって、
　最表面にセラミクスコーティングがなされ、その表面粗さがＲａ０．８０μｍ以下であ
る工具を用いることを特徴とする機械構造用鋼の切削方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、断続切削性に優れた機械構造用鋼およびその切削方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鋼部品の高強度化が進むと共に、部品製造工程における切削加工性の低下が問題
となっている。各種の鋼材から製造される自動車の主要部品、例えば歯車、無段変速機（
Continuously Variable Transmission、ＣＶＴ）、クランクシャフト、コネクティングロ
ッド、等速ジョイント（Constant Velocity Joints、ＣＶＪ）などの部品製造工程には、
鋼材の切削加工が含まれる。切削に関するコストは部品製造コストの多くの部分を占める
ことが知られており、製造コスト低減のために工具寿命を低下させない鋼に対するニーズ
が高まっている。この傾向はとりわけ、工具費用が高い歯車の歯切り加工やエンドミル加
工などの断続切削に供される部品用鋼に対して顕著である。
【０００３】
　歯車の歯切り加工はホブを用いて行うのが一般的である。現在使用されているホブは、
主に高速度鋼にＴｉＮ、ＴｉＡｌＮ、ＡｌＣｒＮなどのセラミクスコーティングを施した
ものである。近年、ホブは、摩耗して寿命に達した後は、工具のすくい面を再研磨し、さ
らに再コーティングして繰返し使用されることが多くなってきている。このような再研磨
・再コーティングを行うためには、工具摩耗が均一に進行することが好ましい。これは、
工具摩耗が偏って進行して、刃先が大きく欠損した場合は、再研磨が難しいためである。
また、工具摩耗がばらつき無く安定的に進行すると、寿命が正確に予測できるため、再研
磨・再コーティングを行うまでの部品加工個数を増やすことができ、生産性が向上する。
【０００４】
　ホブの摩耗は、被削材がホブのすくい面に凝着してコーティングと共に剥離することで
進行することが多い。ホブのコーティングが剥離して地鉄が露出すると、摩耗が一層急激
に進行する場合があり、その工具寿命を正確に予測することが難しくなる。このようにホ
ブを用いた歯切り加工に注目すると、工具摩耗が均一で安定的に進行することが、生産性
を向上させるために重要である。
【０００５】
　これまでに断続切削時の工具寿命の向上を目的とした新しい成分組成の快削鋼や、断続
切削方法が開示されている。例えば、特許文献１には、機械構造用鋼の成分を所定範囲に
規定するとともに、工具と機械構造用鋼の接触時間、非接触時間を所定範囲に規定し、５
０ｍ／分以上の切削速度で切削することにより、工具面上に酸化物が主体の保護膜を生成
させることを特徴とする、断続切削における工具寿命に優れた機械構造用鋼の切削方法が
開示されている。
【０００６】
　断続切削では工具が被削材である鋼材に連続的に接触しないため、工具に付着した鋼材
の新生面が空気に晒されて急速に酸化し、酸化摩耗が起きる場合がある。特許文献２には
、切削される機械構造用鋼にＡｌを添加して、断続切削中の工具の酸化摩耗を抑制する発
明が開示されている。特許文献２によれば、工具に付着した鋼材中のＡｌはＦｅよりも酸
化されやすいため、Ａｌは断続切削時の工具の酸化摩耗を抑制するとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－３６７６９号公報
【特許文献２】特開２０１０－２４５４９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、前述した従来の技術には、以下に示す問題点がある。
　特許文献１では、工具摩耗の抑制に効果を有する保護膜を生成させるために、被削材で
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ある鋼材がＳとＡｌを所定量含むことを必須としている。しかし、Ｓは鋼の機械特性を劣
化させる恐れがあるため、高強度が必要とされる機械構造用鋼への添加は制限されること
が望まれる。さらに、Ａｌの添加はＡｌ２Ｏ３などの硬質非金属介在物を生成しやすく、
疲労強度等の機械的特性を低下させる恐れがある。さらに硬質介在物は工具のアブレシブ
摩耗を引き起こすことが知られており、切削条件によっては工具摩耗が促進されてしまう
可能性もある。
【０００９】
　特許文献２記載の機械構造用鋼は、Ａｌを０．０６～０．５質量％含有することを必須
としている。このＡｌ量は機械構造用鋼としては比較的多量であり、そのため、上述のよ
うに硬質非金属介在物を生成しやすく、疲労強度低下や工具のアブレシブ摩耗増大の原因
となる可能性がある。
【００１０】
　また、そもそもこれらの特許文献に記載の技術は、工具摩耗自体を抑制することに主眼
が置かれており、工具摩耗を安定的に進行させる技術は検討していない。そのため、工具
寿命が平均的に向上したとしても、寿命のばらつきが大きくなる可能性がある。
【００１１】
　以上のように、従来の技術は機械構造用鋼の断続切削時において、工具摩耗を精度良く
予想でき、生産性を改善するための技術としては必ずしも適当ではない。
　本発明は、上述の問題点に鑑みて創案されたものであり、その目的は、断続切削時の工
具摩耗を均一かつ安定的に進行させて、生産性を高めることができる機械構造用鋼とその
切削方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究し、特に、工具摩耗を急激に進行させ
る大きな要因となる被削材の工具表面への凝着の抑制が重要と考えた。そこで、様々な合
金元素を添加した鋼材と、種々の工具材を用いて切削実験を行い、その後の工具表面を詳
細に観察する基礎研究を行った。その結果、以下の知見を得た。
【００１３】
（ａ）工具材の表面粗さが大きいと、その粗さの突起部に引っかかるようにして被削材の
鉄の凝着が激しくなる。このため凝着摩耗が生じて工具材のコーティングが剥離し、工具
摩耗が急激に進行する場合がある。そのため、工具材の表面粗さを小さくすることが重要
である。
【００１４】
（ｂ）表面粗さが比較的小さい工具材を用いて、ＦｅよりもＯが結合しやすい元素である
Ｓｉ、Ｃｒ及びＡｌを固溶元素として比較的多く含む鋼材を断続切削すると、工具上にそ
れらの元素の酸化物を主体とする酸化物被膜が工具表面を覆うように形成される。この酸
化物被膜は厚みが均一ではなく、結果、工具表面に凹凸ができるため、その凹凸に引っか
かるようにして被削材の鉄が工具上に凝着しやすい。
【００１５】
（ｃ）Ｍｎも、ＳｉやＣｒ、Ａｌと同様に、ＦｅよりもＯが結合しやすい元素であり、Ｍ
ｎを固溶元素として比較的多く含む鋼材を断続切削した場合、工具上にＭｎ酸化物を主体
とする酸化物被膜（Ｍｎ酸化物被膜）が形成される。しかし、Ｍｎ酸化物は切削界面での
高温高圧環境で脆くなる傾向があり、切削中に工具上には留まらず、切りくずと共に排出
されやすい。そのため、このＭｎ酸化物被膜によってできた凹凸に鉄が凝着したとしても
、凝着物はＭｎ酸化物と共にすぐに排出される。結果として被削材の工具表面への凝着を
抑制することができる。このように、Ｍｎの添加が凝着の抑制に重要である。
【００１６】
（ｄ）Ｍｎ酸化物を主体とする酸化物被膜の形成によって凝着を抑制しても、工具摩耗を
完全に回避できるわけではない。この場合、摩耗機構は主にアブレシブ摩耗である。アブ
レシブ摩耗は被削材である鋼材中の硬質粒子が工具を引っかくことによって進行する摩耗
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であり、工具摩耗は安定的に進行する。硬質粒子はアルミナが主なものであるため、Ａｌ
添加量とＯ量を低減してアルミナ粒子を減らすことで、摩耗の進行速度を遅くすることが
できる。
【００１７】
　本発明者らは、以上のように、被削材の工具上への凝着機構を理解した上で、被削材で
ある鋼材成分と工具の表面粗さを適正化することにより、鋼材の断続切削時の工具上への
凝着を抑制することに成功した。また、摩耗進行の原因となる鋼中の硬質粒子を低減する
ことが、摩耗の進行速度を遅くする上でさらに有効であることも知見した。具体的には、
脆い酸化物被膜を生成して凝着を抑制する目的でＭｎを添加し、Ｍｎよりも酸化物被膜を
生成しやすいＳｉとＡｌを低減する。さらに、アブレシブ摩耗の原因となるアルミナを減
らす目的で、ＡｌとＯを低減する。
　すなわち、本発明に係る機械構造用鋼およびその切削方法は、つぎのとおりである。
【００１８】
（１）質量％で、
Ｃ：０．４０～０．８０％、
Ｓｉ：０．０１～０．１５％未満、
Ｍｎ：１．００～２．００％、
Ｃｒ：０．０５０～１．６００％、
Ｐ：０．００１～０．０３０％、 
Ｓ：０．００２～０．０３０％、
Ｎ：０．００３０～０．０１５０％、
Ａｌ：０．００１～０．０２４％未満、
Ｏ：０．００３０％以下
を含有し、残部がＦｅおよび不純物からなり、４８．０＜５１［Ｍｎ％］－１９０［Ｓｉ
％］－３２［Ｃｒ％］－２３０［Ａｌ％］＜９８．３を満たし、かつ硬さが１６０～２９
０ＨＶであることを特徴とする機械構造用鋼。
　ここで、［Ｍｎ％］、［Ｓｉ％］、［Ｃｒ％］および［Ａｌ％］は、それぞれ、Ｍｎ、
Ｓｉ、ＣｒおよびＡｌの含有質量％を表す。
（２）さらに、質量％で、
Ｃａ：０．０００１～０．００４５％、
Ｍｇ：０．０００１～０．００４５％、
Ｚｒ：０．０００１～０．０２００％、
および、
Ｒｅｍ：０．０００１～０．０２００％
からなる群から選択された１種または２種以上を含有することを特徴とする（１）に記載
の機械構造用鋼。
（３）さらに、質量％で、
Ｔｉ：０．００５～０．５００％、
Ｎｂ：０．００５～０．５００％、
および、
Ｖ：０．００５～０．５０％
からなる群から選択された１種または２種以上を含有することを特徴とする（１）または
（２）に記載の機械構造用鋼。
（４）さらに、質量％で、
Ｍｏ：０．０１～０．５０％、
Ｎｉ：０．０５～２．００％、
Ｃｕ：０．０５～２．００％
および、
Ｂ：０．０００３～０．００５０％
からなる群から選択された１種または２種以上を含有することを特徴とする（１）～（３
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）の何れか一項に記載の機械構造用鋼。
【００１９】
（５）（１）～（４）のいずれか一項に記載の機械構造用鋼を断続切削して素形材を得る
方法であって、最表面にセラミクスコーティングがなされ、その表面粗さがＲａ０．８０
μｍ以下である工具を用いることを特徴とする機械構造用鋼の切削方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の機械構造用鋼とその切削方法によれば、歯切り加工などの断続切削時の凝着を
低減し、工具摩耗を均一かつ安定的に進行させて、生産性を高めることができる。なお、
本発明の機械構造用鋼とは、自動車部品等の機械構造用部材に使用しうる鋼のことを意味
する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】発明例と比較例の切削前の鋼材の硬さ（ＨＶ）と被削性（工具寿命［ｍ］）との
関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の一実施形態に係る機械構造用鋼およびその切削方法について説明する。まず、
機械構造用鋼（以下、単に鋼とも称する。）の成分を限定する理由について説明する。以
下の説明において、各元素の含有量についての「％」は、「質量％」を意味する。
【００２３】
　（Ｃ：０．４０～０．８０％）
　Ｃは、鋼の強度を確保するために含有させる元素である。Ｃの含有量が０．４０％未満
では、硬度が低下し、切削加工後に熱処理されずに使用される場合に強度が不足してしま
う。また、最終加工品をフェライト・パーライト組織で使用する際や焼入れ、焼き戻しを
して使用する際にも十分な強度が得られないおそれがある。このため、Ｃ量は、０．４０
％以上とし、好ましくは０．４５％以上、さらに好ましくは０．５０％以上とする。一方
、Ｃ量が０．８０％より多いと、切削素材としての硬さが上昇して被削性が劣化する。こ
のため、Ｃ量は、０．８０％以下とする。好ましいＣ量は、０．６０％以下である。
【００２４】
　（Ｓｉ：０．０１～０．１５％未満）
　Ｓｉは、製鋼時の脱酸に寄与するとともに、鋼の強度向上に寄与する元素である。Ｓｉ
の含有量が０．０１％未満であるとこの効果が得られない。このため、Ｓｉ量は、０．０
１％以上とし、好ましくは０．０３％以上とする。一方、Ｓｉ量が０．１５％を超えると
、被削材の工具上への凝着を促進してしまう。これは上述のように、Ｓｉは、断続切削中
に工具面上で大気中の酸素と化学反応を起こし、工具上にＳｉ酸化物を主体とする酸化物
被膜を生成することによる。このため、Ｓｉ量は、０．１５％未満とする。好ましいＳｉ
量は、０．１２％以下であり、さらに好ましくは０．１０％以下である。
【００２５】
　（Ｍｎ：１．００～２．００％）
　Ｍｎは本発明で重要な元素である。Ｍｎは断続切削中に工具面上にＭｎ酸化物を主体と
する酸化物被膜が形成されるために必要である。上述のようにこのＭｎ酸化物被膜は被削
材の凝着を抑制する効果を有する。Ｍｎの含有量が１．００％未満であるとこの効果が十
分に得られない。このため、Ｍｎ量は、１．００％以上とし、好ましくは１．２０％以上
とする。一方、Ｍｎ量が２．００％を超えると、鋼材の硬さが高くなり、被削性が低下す
る。このため、Ｍｎ量は、２．００％以下とする。好ましいＭｎ量は、１．９５％以下、
より好ましくは１．９０％以下、さらに好ましくは１．８０％以下である。
【００２６】
　（Ｃｒ：０．０５０～１．６００％）
　Ｃｒは、鋼の固溶強化元素であり、また部品を焼入れ、焼き戻しして使用する場合には
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、焼入れ性を向上すると共に、焼戻し軟化抵抗を付与して焼入れ後の疲労強度を向上させ
る。Ｃｒ含有量が０．０５０％未満だと、これらの効果が得られない。よって、Ｃｒ量を
０．０５０％以上とし、好ましくは０．１００％以上とする。一方、Ｃｒ含有量が１．６
００％を超えると、Ｃｒ炭化物が生成して鋼が脆化する。さらに切削中に工具面上にＭｎ
を主体とする酸化物被膜が生成するのを阻害する。よって、Ｃｒ量を１．６００％以下と
する。好ましくは０．５５０％以下である。
【００２７】
　（Ｐ：０．００１～０．０３０％）
　Ｐは、不純物である。Ｐはオーステナイト粒界に偏析して、熱間加工時に粒界割れの原
因となるので、Ｐ量を０．０３０％以下にする。Ｐはできるだけ低減することが望ましい
が、Ｐ量を０．００１％未満に制限するには過剰なコストがかかる。したがって、Ｐ量の
範囲は０．００１～０．０３０％とする。
【００２８】
　（Ｓ：０．００２～０．０３０％）
　ＳはＭｎと結合してＭｎＳを形成する。ＭｎＳは、被削性を向上させる効果があるが、
その効果を得るためには、Ｓを０．００２％以上含有させる必要がある。よって、Ｓ含有
量は０．００２％以上とし、好ましくは０．００５％以上である。一方、Ｓ含有量が０．
０３０％を超えると、靭性や疲労強度を低下させる。よって、Ｓ含有量を０．０３０％以
下とする。好ましくは０．０２５％以下である。
【００２９】
　（Ｎ：０．００３０～０．０１５０％）
　Ｎは鋼中でＡｌやＶなどと結合して炭窒化物を形成し、オーステナイト結晶粒界をピン
ニングすることによって粒成長を抑制し、オーステナイトから変態する組織を微細化する
働きがあり、この効果を得るには０．００３０％以上含有させる必要がある。このため、
Ｎ量を０．００３０％以上とし、好ましくは、０．００４０％以上である。一方、Ｎを０
．０１５０％を超えて過剰に含有させると１０００℃以上の高温域における延性が低下し
、連続鋳造、圧延時の歩留まり低下の原因になる。このため、Ｎ量を０．０１５０％以下
とする必要がある。Ｎ量の好適な範囲は０．０１２０％以下である。
【００３０】
　（Ａｌ：０．００１～０．０２４％未満）
　Ａｌは鋼の脱酸に有効な元素であり、その効果を得るには０．００１％以上含有させる
ことが必要である。しかしながらＡｌ量が０．０２４％以上の鋼を断続切削すると、上述
したように、Ａｌ酸化物を主体とする酸化物被膜が工具面上に形成され、この酸化物被膜
が鉄の凝着を促進し、工具の凝着摩耗を促進してしまう。さらにアルミナ等の硬質介在物
を生成し、工具摩耗の進行速度を大きくする場合がある。このため、Ａｌ量は０．０２４
％未満とし、好ましくは０．０１２％未満とする。
【００３１】
　（Ｏ：０．００３０％以下）
　Ｏは酸化物系介在物を形成し、含有量が多い場合は切削時の工具のアブレシブ摩耗の原
因となる大きな介在物が増加し、工具摩耗の進行速度の増加の原因となるので、できるだ
け低減することが望ましい。このため本発明では、Ｏ量を０．００３０％以下に制限する
必要がある。好ましくは、０．００１５％以下である。本発明の課題に関して特にＯ量の
下限は無いが、Ｏ量を０．０００１％以下に制限するには過剰なコストがかかる。従って
、Ｏ量の好適な範囲は０．０００１％超である。
【００３２】
　（４８．０＜５１［Ｍｎ％］－１９０［Ｓｉ％］－３２［Ｃｒ％］－２３０［Ａｌ％］
＜９８．３）　・・・式（１）
　被削材である鋼を、表面粗さが比較的小さい工具材を用いて断続切削した場合に、Ｍｎ
酸化物を主体とする酸化物被膜を工具上に形成させて工具材への被削材の凝着を防ぐため
には、鋼中のＳｉ、Ｍｎ、Ｃｒ及びＡｌの質量％（［Ｓｉ％］、［Ｍｎ％］、［Ｃｒ％］
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及び［Ａｌ％］）が上記式（１）を満たすことが必要である。
　本限定は、以下のようにして定めた。
　種々の成分を持つ鋼材を断続切削し、その工具摩耗量と工具上に生成した酸化物被膜の
組成を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）に付属したエネルギー分散型Ｘ線分光器（ＥＤＳ）に
よって調査した。その結果、工具上への被削材の凝着を抑制するためには、工具上にＭｎ
酸化物を主体とする酸化物被膜を生成させることが有効であることがわかった。他の酸化
物被膜が生成した場合、被膜厚みが均一ではなく、工具表面に凹凸ができるため、その凹
凸に引っかかるようにして被削材の鉄が工具上に凝着する。一方、工具上にＭｎ酸化物を
主体とする酸化物被膜が形成される場合、このＭｎ酸化物被膜が切りくずと共に排出され
やすいため、被削材の凝着を抑制することができる。
　酸化物被膜中のＭｎの割合は、本発明の成分範囲では５１［Ｍｎ％］－１９０［Ｓｉ％
］－３２［Ｃｒ％］－２３０［Ａｌ％］の式によって予測でき、この式の下限が４８．０
超である鋼成分であれば、工具上にＭｎ酸化物を主体とする酸化物被膜が生成されて、凝
着抑制に寄与することが実験的に明らかになった。ここで、［Ｓｉ％］、［Ｍｎ％］、［
Ｃｒ％］および［Ａｌ％］は、それぞれ、鋼中のＳｉ、Ｍｎ、ＣｒおよびＡｌの含有質量
％を表す。式（１）の上限については、上述してきた本発明の鋼成分において、５１［Ｍ
ｎ％］－１９０［Ｓｉ％］－３２［Ｃｒ％］－２３０［Ａｌ％］の最大値が９８．２７と
なるため、小数点第二位を四捨五入して９８．３未満とした。
【００３３】
　本実施形態に係る鋼は、鋼成分として、上記の基本成分に加え、以下に示す元素のうち
から選んだ１種又は２種以上を含有させると特性向上に効果的である。
【００３４】
　（Ｃａ：０．０００１～０．００４５％、Ｍｇ：０．０００１～０．００４５％、Ｚｒ
：０．０００１～０．０２００％、及び、Ｒｅｍ：０．０００１～０．０２００％の１種
又は２種以上）
　Ｃａ、Ｍｇ、Ｚｒ、及びＲｅｍ（希土類元素）は、いずれも脱酸元素であり、鋼中で酸
化物を生成して被削性に有害なＡｌ２Ｏ３の生成を低減し、被削性改善に寄与する。また
、鋼中のＭｎＳの形態を制御して機械特性の向上に寄与する元素である。これらの効果を
得るためには、本実施形態の鋼の優れた特性を損なわない範囲で、Ｃａ、Ｍｇ、Ｚｒ、及
び、Ｒｅｍを、いずれも、０．０００１％以上含有させてもよい。一方、Ｃａ及びＭｇが
０．００４５％を、Ｚｒ及びＲｅｍが０．０２００％を超えて含有させると、酸化物が粗
大化し、疲労強度が低下する。従って、Ｃａ及びＭｇは０．００４５％以下とし、好まし
くは０．００２０％以下とする。Ｚｒ及びＲｅｍは０．０２００以下とし、好ましくは０
．００２０％以下とする。
　なお、Ｒｅｍは希土類金属元素を示し、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓ
ｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、及びＬｕから選択される１種以
上である。前記Ｒｅｍの含有量はこれらの元素の合計含有量を意味する。
【００３５】
　（Ｔｉ：０．００５～０．５００％、Ｎｂ：０．００５～０．５００％、Ｖ：０．００
５～０．５０％のいずれか１種または２種以上を含有）
　Ｔｉ、ＮｂおよびＶは、Ｃ及び／又はＮと微細な炭化物、窒化物、及び／又は、炭窒化
物を形成して、オーステナイト温度域加熱時の結晶粒成長および異常粒成長を抑制して、
組織の微細均質化に寄与し、衝撃特性を改善する。この効果を得るために、Ｔｉ、Ｎｂお
よびＶは、１種または２種以上を、それぞれ０．００５％以上含有させてもよい。いずれ
も元素も、好ましくは０．０１０％以上、より好ましくは０．０２０％以上、さらに好ま
しくは０．０５０％以上である。
　一方、ＴｉおよびＮｂが０．５００％を、Ｖが０．５０％を超えて含有されると、硬質
の炭化物が生成して被削性が低下する。従って、ＴｉおよびＮｂは０．５００％以下を上
限とし、Ｖは０．５０％以下とする。Ｔｉ、Ｎｂの好ましい含有量はそれぞれ０．２００
％以下、より好ましくは０．１５０％以下、さらに好ましくは０．３００％以下である。
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Ｖは、好ましくは０．２０％以下、より好ましくは０．１５％以下、さらに好ましくは０
．３０％以下である。
【００３６】
　（Ｍｏ：０．０１～０．５０％、Ｎｉ：０．０５～２．００％、Ｃｕ：０．０５～２．
００％、及びＢ：０．０００３～０．００５０％のうちの１種又は２種）
　Ｍｏ、Ｎｉ、Ｃｕ及びＢは、いずれも、焼入れ性向上元素である。この効果を得るため
には、本実施形態の鋼の優れた特性を損なわない範囲で、Ｍｏは０．０１％以上、Ｎｉ及
びＣｕはそれぞれ０．０５％以上、Ｂは０．０００３％以上含有させてもよい。一方、Ｍ
ｏが０．５０％を超えると、焼入れ性が高くなりすぎて硬さの大幅な増大を招き、切削や
鍛造時の加工性が低下する。このため、Ｍｏ含有量は０．５０％以下とし、好ましくは０
．３０％以下とする。ＮｉとＣｕがいずれも２．００％を超えると、やはり、Ｍｏと同様
に、焼入れ性が高くなりすぎて、ベイナイト又は島状マルテンサイトが生成して、加工性
が低下する。このため、ＮｉとＣｕの含有量の上限は、いずれも２．００％以下とする。
Ｂは０．００５０％を超えて含有しても効果が飽和する。従ってＢを含有させる場合、Ｂ
量を０．０００３以上、０．００５０％以下の範囲にする。Ｂ量の好適な範囲は０．００
１０～０．００２５％である。
【００３７】
　本実施形態の機械構造用鋼の成分組成は以上の通りであり、残部はＦｅ及び不純物であ
る。なお、原料、資材、製造設備等の状況によっては、不純物（例えばＡｓ、Ｃｏ等）が
鋼中に混入するが、本発明の優れた特性を阻害しない範囲であれば許容される。
【００３８】
　本実施形態の鋼の硬さは１６０～２９０ＨＶの範囲である。すなわち、本実施形態の鋼
を被削材として切削する前の硬さは１６０～２９０ＨＶの範囲内とする。
　切削前の鋼の硬さが１６０ＨＶ未満であると、切削後に熱処理せずに使用する場合に必
要な強度が不足し、一方２９０ＨＶを超えると硬すぎて切削が困難になる。好ましい硬さ
範囲は２００～２６０ＨＶである。硬さをこの好ましい範囲に調整するために、切削工程
の前に鋼に焼鈍、球状化焼鈍等の熱処理を行ってもかまわない。なお、硬さはビッカース
硬さあり、鋼断面の中心と鋼表面の中間位置で、ＪＩＳ　Ｚ　２２４４に準拠して測定す
るとよい。
【００３９】
　一般に、被削材である鋼の組織にベイナイトやマルテンサイトが含まれると被削性が低
下することが知られている。そのため、本実施形態の機械構造用鋼の組織はフェライト-
パーライトあるいはパーライト組織であることが好ましい。すなわち、本実施形態の鋼を
被削材として切削する前の組織はフェライト-パーライトあるいはパーライト組織である
ことが好ましい。
　但し、本発明の凝着抑制の効果は、組織によって影響されるものではなく、どのような
組織でも得られるものであり、例えば組織が焼戻しマルテンサイトであっても本発明の効
果は阻害されことなく享受できる。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態の機械構造用鋼は、上記のとおり、鋼成分を適正化す
ることにより、歯切り加工などの断続切削に供した際の、工具材への凝着を低減し、工具
摩耗を均一かつ安定的に進行させて、生産性を高めることができる。また、鋼のＡｌとＯ
の含有量を適正に制御することで、摩耗進行の原因となる鋼中の硬質粒子を低減し、摩耗
の進行速度を遅くすることができるため、結果的に、工具材の寿命を向上させることが可
能となる。
【００４１】
　本発明の工具寿命向上効果を得るには、上述の成分を有する機械構造用鋼を所定の条件
にて切削加工を行う必要がある。すなわち、上述してきた本実施形態に係る機械構造用鋼
を被削材として用いて素形材に加工する際、以下に説明する切削方法にて加工することで
、断続切削時に工具摩耗を均一かつ安定的に進行させることができ、生産性を高めること
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ができる。その結果、工具の寿命向上効果を十分に享受することができる。
　以下、本実施形態の機械構造用鋼（鋼材）の切削方法について詳述する。
【００４２】
　本実施形態の切削方法で重要な点は、切削中にＭｎ酸化物主体の酸化物被膜が工具上に
形成されることである。このような酸化物被膜が生成されるためには、高温高圧となる鋼
材と工具の接触界面に酸素が供給されなければならない。歯切り加工やエンドミル加工な
どのように、工具と鋼材が切削中に接触と非接触を繰り返す、いわゆる断続切削の場合、
非接触の間に大気から酸素が入り込む。この酸素が酸化物形成反応に寄与する。一方、旋
削などのように、工具と鋼材が切削中に常に接触している連続切削の場合は、大気から酸
素が供給されないため、工具の大部分において酸化物は形成されない。このような理由か
ら、本発明では切削方法を断続切削に限定する。
【００４３】
　切削時の工具と鋼材の界面は高温高圧の苛酷環境となるため、工具には耐摩耗性や耐熱
性が求められる。そこで、現在では、高速度鋼、超硬合金、サーメットなどの基盤工具材
に対して化学蒸着（chemical vapor deposition；ＣＶＤ）や物理蒸着（physical vapor 
deposition；ＰＶＤ）によりセラミックコーティングを施すことで、耐摩耗性や耐熱性を
高めたコーティング工具が主に使用されている。そのため、本発明では使用する工具をコ
ーティング工具とすることが望ましい。コーティングにはＴｉＮ、ＴｉＡｌＮ、ＡｌＣｒ
Ｎ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＣ、ＴｉＣＮなど種々のセラミックスが単層あるいは複層で用いら
れるが、本発明の効果はコーティングの種類、膜厚や作製方法には特に限定されず、現在
産業上に用いられている範囲のものを広く適用することができる。
【００４４】
　工具上にＭｎ酸化物被膜を形成するためには、被削材として上述してきた鋼成分を有す
る鋼を採用する他に、工具材の表面粗さを小さくすることが重要である。表面粗さが大き
くなると、工具の凹凸にＦｅが激しく凝着してしまうおそれがあるためである。Ｍｎ酸化
物被膜を安定的に生成させるためには工具表面粗さをＲａ０．８０μｍ以下とすることが
好ましく、より好ましくは０．４０μｍ以下、さらに好ましくは０．１０μｍ以下である
。このような表面粗さは、例えば工具材をコーティング後あるいはコーティング前後に研
磨することで達成することができる。なお、Ｒａは算術平均粗さであり、ＪＩＳ　Ｂ　０
６０１で定義されている。
【００４５】
　本実施形態では大気中の酸素が切削界面に供給されることが重要であるため、切削はド
ライで行うことが好ましい。しかしながら、水溶性あるいは不水溶性切削油を使用した場
合でもある程度の効果を有するため、本実施形態の切削方法は潤滑方法によって特に限定
されない。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態の切削方法は、上記のとおり鋼成分を適正化した鋼を
被削材として用い、かつ、工具の表面粗さを適正化することにより、工具上にＭｎ酸化物
被膜を形成させ、鋼材の断続切削時の工具上への凝着を抑制することができる。その結果
、断続切削時に工具摩耗を均一かつ安定的に進行させることができ、生産性を高めること
ができる。
【実施例】
【００４７】
　次に、本発明の実施例について説明するが、実施例での条件は、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、本発明の要旨を逸脱せず、本発明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。
【００４８】
　表１に示す成分組成の鋼を真空溶解法で溶解して１８０ｋｇインゴットに鋳造し、さら
に６５φの棒鋼に熱間鍛造した。表1において、番号１～１４が発明例であり、番号１５
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～２４が比較例である。なお、番号１４は鋼材化学成分が本発明範囲内であり、機械構造
用鋼としては発明の範囲内であるが、工具表面粗さＲａが好適な範囲外である例として示
した。
【００４９】
　上記棒鋼を焼ならし処理として、９５０℃で１時間保持し、その後空冷した上で後述す
る切削試験に供した。なお番号１３の棒鋼のみ、焼ならし処理の後に、さらに、９５０℃
で３０分間保持後に水焼入れし、その後に５５０℃で９０分間保持する焼戻し処理を実施
した上で切削試験を行った。
【００５０】
　これらの棒鋼から、長さ方向と垂直な円形断面上の、円の中心と鋼表面の中間位置を観
察できるように試料を切り出して樹脂に埋め、研磨した後、同位置のビッカース硬さをＪ
ＩＳ　Ｚ　２２４４に準拠し測定した。
　また、同様にして試料を切り出し、ナイタール腐食の後、同じ位置を光学顕微鏡で組織
観察した。
　硬さ測定の結果を「切削前の硬さ」として表２に示す。なお、表中の「切削前の硬さ」
とは、上記中間位置にて硬さ測定を３回行い、その平均値を「切削前の硬さ」として評価
した。また、本実施例で用いた切削前の鋼材の組織はフェライト-パーライト組織、パー
ライト組織あるいは焼戻しマルテンサイト組織であった。なお、フェライト、パーライト
、マルテンサイト以外の組織が観察される場合もあったが、その量が極微量であったため
、記載を省略している。
【００５１】
　次に、上記棒鋼に対し、切削試験を行った。
　具体的には、上記の熱処理後の棒鋼から切り出した５０×３５×１００ｍｍの角型試験
片に対し、歯車の歯切り加工（ホブ切り）を想定して、舞いツール（フライツール）で、
マシニングセンタを用いて切削試験を行った。なお、実部品製造時のホブ切り工程で用い
られるカッターは、複数の切れ刃を持つ。これに対し、本実施例の舞いツールはホブ切れ
刃を１枚のみ有するカッターである。複数の切れ刃を持つカッターと舞いツールとの切削
結果は良い対応関係にあることが確認されている。このため、舞いツールはホブ切りの代
用テストに用いられる。本実施例で採用した舞いツール切削による試験方法は、例えば、
「ＴＯＹＯＴＡ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．５２　Ｎｏ．２　Ｄｅｃ
．２００２　Ｐ７８」に詳しく記載されている。表３に、切削試験の各条件を示す。
【００５２】
　切削試験前の工具（舞いツール）の表面粗さＲａは触針式粗さ計で測定した。
　その後、試験片を０．５ｍ切削する毎に、工具の最大すくい面摩耗深さ（クレータ摩耗
の最大深さ）を、触針式粗さ計で測定した。摩耗量が７０μｍ以上になった時点で工具寿
命と判断し、それまでの切削距離（ｍ）を工具寿命とし、試験を終了した。
【００５３】
　また、工具上に生成した酸化物被膜の組成を調べる目的で、別途、試験片を０．５ｍの
み切削した工具を準備した。この工具のすくい面をＳＥＭ観察し、酸化物被膜の組成をＥ
ＤＳにより分析した。酸化物被膜中に含まれる金属元素のうちＭｎの割合（ａｔ％）を求
めて表２に記載した。
【００５４】
　また、被削材の工具への凝着面積を画像解析により測定した。被削材は大部分が鉄であ
るため、ＳＥＭの反射電子像とＥＤＳ分析を組み合わせることで容易にその存在を判断で
きる。測定領域を切れ刃先端を基準として切削深さ（４．５ｍｍ）の１／４（１．１２５
ｍｍ）までの領域とし、工具すくい面上の鉄の凝着面積が０．３０ｍｍ２以下の場合は凝
着特性に優れるとした。
【００５５】
　表１、２中で、本発明の条件を満たさないものについては、下線を引いて示す。
　なお。工具寿命は鋼材硬さによって影響され、硬さが大きいほど工具寿命が短くなるこ
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評価することにした。図１に、発明例と比較例の切削前の鋼の硬さ（ＨＶ）と被削性（工
具寿命［ｍ］）との関係を示した。
【００５６】
　本発明に係る機械構造用鋼は、切削加工後に熱処理を行なわずに部材として使用される
場合、及び焼入れ焼戻しなどの熱処理をして使用される場合の両方を想定している。すな
わち、「切削前の硬さ」はもちろん、切削後に熱処理を施した場合の硬さも確保できるこ
とが望ましい。そのため、焼入れ焼戻し後の硬さを以下のように調べた。
　上述した焼ならし処理後の棒鋼を、さらに、９５０℃で３０分間保持後に水焼入れし、
その後に５５０℃で９０分間保持する焼戻し処理を実施した。続いて、棒鋼の長さ方向と
垂直な円形断面上の、円の中心と鋼表面の中間位置を観察できるように試料を切り出して
樹脂に埋め、研磨した後、同位置のビッカース硬さをＪＩＳ　Ｚ　２２４４に準拠し、３
回測定した。その平均値を、表２中に「焼入れ焼戻し後の硬さ」として示した。この焼入
れ焼戻し後硬さが２５０ＨＶ以上の場合を良好であるとして評価した。
【００５７】
　番号１５、１６の鋼は、Ｍｎ含有量が不足しており、かつ式（１）を満たしていないの
で、発明例の鋼に対して鉄の凝着面積が大きく、発明例の同一硬さレベルの鋼材に対して
工具寿命が短い。
【００５８】
　番号１７、１８の鋼は、それぞれＭｎ、Ｃ含有量が過剰であり、切削前の鋼材の硬さが
２９０ＨＶを超えて増大したため、工具寿命が短い。
【００５９】
　番号１９の鋼は、Ｃ含有量が不足しており、切削前の鋼材硬さが１６０ＨＶ未満となる
ため、熱処理されずに使われる場合は強度不足になる。また、焼入れ焼戻し後の硬さも他
の例に比べ劣る結果となった。
【００６０】
　番号２０の鋼は、式（１）を満たしていないので、発明例の鋼に対して鉄の凝着面積が
大きく、発明例の同一硬さレベルの鋼材に対して工具寿命が短い。
【００６１】
　番号２１～２３の鋼は、それぞれＳｉ、Ａｌ及びＣｒ含有量が過剰であり、かつ式（１
）を満たしていないので、発明例の鋼に対して鉄の凝着面積が大きく、発明例の同一硬さ
レベルの鋼材に対して工具寿命が短い。
【００６２】
　番号２４の鋼は、Ｏ含有量が多いため、硬質介在物が鋼中に存在し、それにより工具の
摩耗進行が早く、発明例の同一硬さレベルの鋼材に対して工具寿命が短い。
【００６３】
　番号１～１３は、成分組成、切削前の硬さ、式（１）、工具表面粗さが本発明の範囲内
となっているため、比較例よりも鉄の凝着面積は小さく、工具寿命が長い。
【００６４】
　番号１４は、工具表面粗さＲａが本発明の好適な範囲外となっているため、番号１～１
３よりも鉄の凝着面積は大きく、他の発明例の同一硬さレベルの鋼材と比べても工具寿命
が多少劣るものの、成分組成、切削前の硬さ、式（１）が本発明の範囲内であり、比較例
よりも鉄の凝着面積は小さく、工具寿命が長い。
【００６５】
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【表１】

【００６６】
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【表２】

【００６７】
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【表３】

【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明によれば、機械構造部材の製造工程における断続切削時の工具への被削材の凝着
を低減可能な機械構造用鋼およびその断続切削方法を得ることができる。また本発明に係
る機械構造用鋼は、特に、歯切り加工やエンドミル加工などの断続切削に供される部品用
鋼として好適である。

【図１】
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