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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．１５～０．３０％、Ｓｉ：０．０３～１．００％、Ｍｎ：０．２０
～１．５％、Ｓ：０．０４～０．０６％、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｍｏ：０．４０～
１．５％、Ｎｂ：０．００５～０．０５％、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、Ｖ：０．２
～０．４％、Ｎｉ：０．０５～１．５％、Ｎ：０．００２～０．０１０％を含有し、残部
がＦｅ及び不可避的不純物からなり、前記不可避的不純物のうち、Ｐ：０．０２％以下に
規制し、更に、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％
）を［Ｍｎ］、Ｐ含有量（％）を［Ｐ］、Ｓ含有量（％）を［Ｓ］、Ｃｒ含有量（％）を
［Ｃｒ］、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含有量（％）を［Ｖ］、Ｎｉ含有量（％）［
Ｎｉ］としたとき、下記数式（１）で定義されるＣｅｑ．の値が０．６５～０．８５であ
り、下記数式（２）で定義されるＤＩの値が８０～１５５であり、下記数式（３）で定義
されるｌｏｇＫｐの値が２．５～８であり、更に、Ｓｉ含有量とＭｎ含有量との関係が下
記数式（４）を満たす組成を有する鋼材を、
１１５０～１２８０℃に加熱した後、熱間鍛造にて部品形状に成形し、鍛造後に０．５～
１．５℃／秒の冷却速度で冷却して、ミクロ金属組織中のベイナイト組織の比率が５０％
以上の熱間鍛造品を得る工程と、
　前記熱間鍛造品を、機械加工した後、５５０～６５０℃の温度条件下で３０分間以上軟
窒化処理する工程と、を有することを特徴とする鋼製軟窒化機械部品の製造方法。
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【請求項２】
　質量％で、Ｃ：０．１５～０．３０％、Ｓｉ：０．０３～１．００％、Ｍｎ：０．２０
～１．５％、Ｓ：０．０４～０．０６％、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｍｏ：０．４０～
１．５％、Ｎｂ：０．００５～０．０５％、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、Ｖ：０．２
～０．４％、Ｎｉ：０．０５～１．５％、Ｎ：０．００２～０．０１０％、Ｃｕ：０．２
～１．５％を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、前記不可避的不純物のう
ち、Ｐ：０．０２％以下に規制し、更に、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（％）を
［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍｎ］、Ｐ含有量（％）を［Ｐ］、Ｓ含有量（％）を［
Ｓ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含有量（％）を［
Ｖ］、Ｎｉ含有量（％）［Ｎｉ］、Ｃｕ含有量（％）を［Ｃｕ］としたとき、下記数式（
５）で定義されるＣｅｑ．の値が０．６５～０．８５であり、下記数式（６）で定義され
るＤＩの値が８０～１５５であり、下記数式（７）で定義されるｌｏｇＫｐの値が２．５
～８であり、更に、Ｓｉ含有量とＭｎ含有量との関係が下記数式（８）を満たす組成を有
する鋼材を、
１１５０～１２８０℃に加熱した後、熱間鍛造にて部品形状に成形し、鍛造後に０．５～
１．５℃／秒の冷却速度で冷却して、ミクロ金属組織中のベイナイト組織の比率が５０％
以上の熱間鍛造品を得る工程と、
　前記熱間鍛造品を、機械加工した後、５５０～６５０℃の温度条件下で３０分間以上軟
窒化処理する工程と、を有することを特徴とする鋼製軟窒化機械部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、熱間鍛造後に調質処理又は焼ならし等の熱処理を施さずに切削等の機械加工
を行い、その後軟窒化処理をする鋼製軟窒化機械部品の製造方法に関し、特に、クランク
シャフト等の機械部品の製造に好適な鋼製軟窒化機械部品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動車、産業機械及び建設機械等に使用される機械部品は、ＪＩＳ　Ｇ４０５
１に規定されているＳ４５Ｃ等の機械構造用炭素鋼材を熱間鍛造によって成形し、その後
、調質及び焼ならし等の熱処理を施し、更に仕上げの切削等の機械加工をして製造される
。また、このような機械部品の中でも特にクランクシャフト等のように高い疲労強度及び
耐摩耗性が要求される機械部品は、最終工程において上述の処理に加えて、更に軟窒化処
理、高周波焼入れ処理又は浸炭処理等の表面硬化熱処理が施される。これらの表面硬化処
理のうち、軟窒化処理には、加熱温度が６００℃前後と低く、熱処理歪が小さいという利
点がある。しかしながら、軟窒化処理は、硬化層深さが小さいため、高周波焼入れ処理又
は浸炭処理を施した場合に比べて、疲労強度の向上効果が小さいという問題点もある。こ
のため、疲労強度が高い機械部品が得られる鋼製軟窒化機械部品の製造方法が要求されて
いる。
【０００３】
　そこで、従来、コスト削減及び生産性向上のために、熱間鍛造後の調質又は焼ならしを
省略して軟窒化処理しても、疲労強度等の機械的性質及び曲げ矯正性等の加工性を改善す
ることができる鋼材が提案されている（例えば、特許文献１～３参照。）。例えば、特許
文献１に記載の軟窒化用非調質鋼は、Ｃ、Ｍｎ、Ｃｒ、ｓ－Ａｌ、Ｔｉ及びＯの含有量を
適正化することにより、強度、窒化性及び疲労強度の改善を図ると共に、Ｏ含有量とＴｉ
含有量との関係及びＯ含有量とＮ含有量との関係を適正化することにより、熱間鍛造時の
旧オーステナイト粒の成長を抑制して、曲げ矯正性の向上を図っている。
【０００４】
　また、特許文献２の非調質軟窒化鋼部品においては、調質又は焼ならしを施さずに軟窒
化処理を行っても、焼ならしを施したものと同等以上の疲労強度を得るために、加工前の
鋼素材の組成について、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｐ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎ、Ａｌ、Ｐｂ、Ｓ及び
Ｃａの含有量を規定すると共に、Ｃ、Ｍｎ及びＮの含有量から求められるＦｎ1～Ｆｎ３
の値の範囲を規定している。更に、特許文献３には、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｎ、
Ｓ、Ｃａ、Ｐ、Ｃｒ及びＶの含有量を適正化した組成の鋼素材を使用した非調質クランク
軸が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２２６９３９号公報
【特許文献２】特開２００１－１３１６８７号公報
【特許文献３】特開平１１－６２９４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述の特許文献１～３に記載の従来の技術は、鋼素材の組成を適正化し
ているだけであり、また、疲労強度だけでなく、機械部品への加工性等をも考慮している
ため、肝心の疲労強度については、ＪＩＳ　Ｇ４０５１に規定されているＳ４５Ｃ～４８
Ｃの機械構造用炭素鋼材と同等か、又はこれらの鋼材よりも１０～２０％高い程度しか得
られないという問題点がある。
【０００７】
　本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、熱間鍛造後に熱処理を省略
して機械加工しても、その後軟窒化処理を施すことにより疲労強度が高い機械部品が得ら
れる鋼製軟窒化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】
【０００８】
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　本発明に係る鋼製軟窒化機械部品の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．１５～０．３０％
、Ｓｉ：０．０３～１．００％、Ｍｎ：０．２０～１．５％、Ｓ：０．０４～０．０６％
、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｍｏ：０．４０～１．５％、Ｎｂ：０．００５～０．０５
％、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、Ｖ：０．２～０．４％、Ｎｉ：０．０５～１．５％
、Ｎ：０．００２～０．０１０％を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、前
記不可避的不純物のうち、Ｐ：０．０２％以下に規制し、更に、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］
、Ｓｉ含有量（％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍｎ］、Ｐ含有量（％）を［Ｐ］
、Ｓ含有量（％）を［Ｓ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］
、Ｖ含有量（％）を［Ｖ］、Ｎｉ含有量（％）［Ｎｉ］としたとき、下記数式（１）で定
義されるＣｅｑ．の値が０．６５～０．８５であり、下記数式（２）で定義されるＤＩの
値が８０～１５５であり、下記数式（３）で定義されるｌｏｇＫｐの値が２．５～８であ
り、更に、Ｓｉ含有量とＭｎ含有量との関係が下記数式（４）を満たす組成を有する鋼材
を、１１５０～１２８０℃に加熱した後、熱間鍛造にて部品形状に成形し、鍛造後に０．
５～１．５℃／秒の冷却速度で冷却して、ミクロ金属組織中のベイナイト組織の比率が５
０％以上の熱間鍛造品を得る工程と、前記熱間鍛造品を、機械加工した後、５５０～６５
０℃の温度条件下で３０分間以上軟窒化処理する工程と、を有することを特徴とする。
【０００９】
【数１】

【００１０】
【数２】

【００１１】

【数３】

【００１２】
【数４】

【００１３】
　本発明に係る他の鋼製軟窒化機械部品の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．１５～０．３
０％、Ｓｉ：０．０３～１．００％、Ｍｎ：０．２０～１．５％、Ｓ：０．０４～０．０
６％、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｍｏ：０．４０～１．５％、Ｎｂ：０．００５～０．
０５％、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、Ｖ：０．２～０．４％、Ｎｉ：０．０５～１．
５％、Ｎ：０．００２～０．０１０％、Ｃｕ：０．２～１．５％を含有し、残部がＦｅ及
び不可避的不純物からなり、前記不可避的不純物のうち、Ｐ：０．０２％以下に規制し、
更に、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍ
ｎ］、Ｐ含有量（％）を［Ｐ］、Ｓ含有量（％）を［Ｓ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］
、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含有量（％）を［Ｖ］、Ｎｉ含有量（％）［Ｎｉ］、
Ｃｕ含有量（％）を［Ｃｕ］としたとき、下記数式（５）で定義されるＣｅｑ．の値が０
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．６５～０．８５であり、下記数式（６）で定義されるＤＩの値が８０～１５５であり、
下記数式（７）で定義されるｌｏｇＫｐの値が２．５～８であり、更に、Ｓｉ含有量とＭ
ｎ含有量との関係が下記数式（８）を満たす組成を有する鋼材を、１１５０～１２８０℃
に加熱した後、熱間鍛造にて部品形状に成形し、鍛造後に０．５～１．５℃／秒の冷却速
度で冷却して、ミクロ金属組織中のベイナイト組織の比率が５０％以上の熱間鍛造品を得
る工程と、前記熱間鍛造品を、機械加工した後、５５０～６５０℃の温度条件下で３０分
間以上軟窒化処理する工程と、を有することを特徴とする。
【００１４】
【数５】

【００１５】

【数６】

【００１６】
【数７】

【００１７】
【数８】

【００１８】
　本発明においては、上記数式（１）で定義されるＣｅｑ.の値、上記数式（２）で定義
されるＤＩ値及び上記数式（３）で定義されるｌｏｇＫｐの値が所定の範囲内であり、且
つＳｉ含有量及びＭｎ含有量が上記数式（４）を満たす組成の鋼材、又は上記数式（５）
で定義されるＣｅｑ.の値、上記数式（６）で定義されるＤＩ値及び上記数式（７）で定
義されるｌｏｇＫｐの値が所定の範囲内であり、且つＳｉ含有量及びＭｎ含有量が上記数
式（８）を満たす組成の鋼材を使用しているため、熱間鍛造後の熱処理を省略しても、優
れた機械的性質及び疲労強度が得られる。また、本発明の鋼製軟窒化機械部品の製造方法
においては、鋼組成の最適化だけでなく、鍛造前の加熱温度及び鍛造後の冷却速度も最適
化しているため、熱間鍛造品のミクロ金属組織におけるベイナイト組織の比率が５０％以
上となる。更に、本発明では、軟窒化処理条件も最適化しているため、従来の製造方法に
比べて、疲労強度が高い鋼製軟窒化機械部品が得られる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、鋼材の組成を最適化し、更に、鍛造前の加熱温度及び鍛造後の冷却速
度を最適化することにより、熱間鍛造品のミクロ金属組織におけるベイナイト組織の比率
を５０％以上にすると共に、軟窒化処理条件を最適化しているため、熱間鍛造後に調質及
び焼ならし等の熱処理を行わなくても、切削等の機械加工が工業生産的に可能な程度の機
械的性質を備え、且つ疲労強度が高い鋼製軟窒化機械部品が得られる。その結果、鋼製軟
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できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、詳細に説明する。本発明者等は、
上述した問題点を解決するために鋭意検討を重ねた結果、以下に示す知見を得た。第１に
、軟窒化処理前の熱間鍛造品のミクロ金属組織をベイナイト主体の組織とし、更に、この
熱間鍛造品を５５０～６５０℃の温度条件下で軟窒化処理することにより、引張強度等の
機械的性質を改善することができることである。第２に、鋼材の化学成分中に、Ｎｂ、Ｔ
ｉ、Ｖ及びＣｕ等の析出強化に寄与する元素を複合で添加することにより、上述の条件で
の軟窒化処理において析出強化現象が起こり、更に機械的性質の改善がなされると共に疲
労強度が高い機械部品が得られることである。
【００２１】
　第３に、調質及び焼ならし等の熱処理が施されていない熱間鍛造品に対する切削等の機
械加工を、工業生産的に可能にするためには、鋼材の各成分の含有量に基づいて規定され
、炭素当量の指標となるＣｅｑ．の値、焼入れ性の指標となるＤＩ値、及びパーライト発
生の臨界冷却速度の指標となるＫｐの値を、夫々適正な範囲にすることが有効であるとい
うことである。第４に、Ｓｉ含有量とＭｎ含有量との関係が特定の条件を満たす場合、具
体的には、Ｓｉ含有量の２．９倍とＭｎ含有量との和が２．０以上である場合には、軟窒
化処理後の疲労強度が顕著に向上することである。
【００２２】
　本発明は、上記知見に基づき完成されたものであり、その要旨は、鋼材を、１１５０～
１２８０℃に加熱した後、熱間鍛造にて部品形状に成形し、鍛造後に０．５～１．５℃／
秒の冷却速度で冷却して、ミクロ金属組織中のベイナイト組織の比率が５０％以上の熱間
鍛造品とし、更にこの熱間鍛造品を、機械加工した後、５５０～６５０℃の温度条件下で
３０分間以上軟窒化処理することである。
【００２３】
　また、本発明において使用する鋼材の組成は、質量％で、Ｃ：０．１５～０．３０％、
Ｓｉ：０．０３～１．００％、Ｍｎ：０．２０～１．５％、Ｓ：０．０４～０．０６％、
Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｍｏ：０．４０～１．５％、Ｎｂ：０．００５～０．０５％
、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、Ｖ：０．２～０．４％、Ｎｉ：０．０５～１．５％、
Ｎ：０．００２～０．０１０％を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、前記
不可避的不純物のうち、Ｐ：０．０２％以下に規制し、下記数式（９）で定義されるＣｅ
ｑ．の値が０．６５～０．８５であり、下記数式（１０）で定義されるＤＩの値が８０～
１５５であり、下記数式（１１）で定義されるｌｏｇＫｐの値が２．５～８であり、更に
、Ｓｉ含有量とＭｎ含有量との関係が下記数式（１２）を満たす組成を有するものとする
。なお、下記数式（９）～（１２）における［Ｃ］はＣ含有量（％）であり、［Ｓｉ］は
Ｓｉ含有量（％）であり、［Ｍｎ］はＭｎ含有量（％）であり、［Ｐ］はＰ含有量（％）
であり、［Ｓ］はＳ含有量（％）であり、［Ｃｒ］はＣｒ含有量（％）であり、［Ｍｏ］
はＭｏ含有量（％）であり、［Ｖ］はＶ含有量（％）であり、［Ｎｉ］はＮｉ含有量（％
）である。
【００２４】
【数９】

【００２５】



(7) JP 4385019 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

【数１０】

【００２６】
【数１１】

【００２７】
【数１２】

【００２８】
　以下、本発明の鋼製軟窒化機械部品の製造方法において、各種因子を上述のように特定
した理由について説明する。なお、以下の説明においては、鋼材に含まれる各成分の含有
量を示す質量％は、単に％と記載する。先ず、鋼材の化学組成に関して、各成分の添加理
由及び数値限定理由について説明する。
【００２９】
Ｃ：０．１５～０．３０％
　Ｃは、内質強度を高めると共に、軟窒化処理中に炭化物を析出して析出強化に寄与する
元素である。しかしながら、Ｃ含有量が０．１５質量％未満では、これらの効果が得られ
ない。一方、Ｃ含有量が０．３０％を超えると、熱間鍛造品の機械加工性が劣化する。よ
って、Ｃ含有量は０．１５～０．３０％とする。
【００３０】
Ｓｉ：０．０３～１．００％
　Ｓｉは、鋼精錬時には脱酸剤として作用し、また、鋼材の焼入れ性向上にも寄与すると
共に、焼戻し軟化抵抗を高めて軟窒化処理後の強度を向上させる効果がある。しかしなが
ら、Ｓｉ含有量が０．０３％未満の場合、その効果が得られない。一方、Ｓｉ含有量が１
．００％を超えると、熱間鍛造品の機械加工性が劣化する。よって、Ｓｉ含有量は０．０
３～１．００％とする。
【００３１】
Ｍｎ：０．２０～１．５％
　Ｍｎは、鋼材の焼入れ性向上及び熱間鍛造品のミクロ金属組織のベイナイト化に寄与す
る元素である。しかしながら、Ｍｎ含有量が０．２０％未満の場合、これらの効果が得ら
れない。一方、Ｍｎ含有量が１．５％を超えると、熱間鍛造品の機械加工性が劣化する。
よって、Ｍｎ含有量は０．２０～１．５％とする。
【００３２】
Ｓ：０．０４～０．０６％
　Ｓは、鋼材中で硫化物を形成し、切削加工性を向上させる効果がある。しかしながら、
Ｓ含有量が０．０４％未満の場合、その効果が得られない。一方、Ｓ含有量が０．０６％
を超えると、疲労強度の向上を阻害する。よって、Ｓ含有量は０．０４～０．０６％とす
る。
【００３３】
Ｃｒ：０．０１～０．５％
　Ｃｒは、鋼材の焼入れ性向上及び熱間鍛造品のミクロ金属組織のベイナイト化に寄与す
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る元素である。しかしながら、Ｃｒ含有量が０．０１％未満の場合、これらの効果が得ら
れない。一方、Ｃｒ含有量が０．５％を超えると、熱間鍛造品の機械加工性が劣化する。
よって、Ｃｒ含有量は０．０１～０．５％とする。
【００３４】
Ｍｏ：０．４０～１．５％
　Ｍｏは、鋼材の焼入れ性の向上及び熱間鍛造品のミクロ金属組織のベイナイト化に寄与
する元素である。また、Ｍｏには、析出強化により軟窒化処理後の強度を向上させて、鋼
製軟窒化機械部品の疲労強度の向上する効果もある。しかしながら、Ｍｏ含有量が０．４
０％未満の場合、これらの効果が得られない。一方、Ｍｏ含有量が１．５％を超えると、
熱間鍛造品の機械加工性が劣化すると共に、材料コストが高くなる。よって、Ｍｏ含有量
は０．４０～１．５％とする。
【００３５】
Ｎｂ：０．００５～０．０５％，Ｔｉ：０．００５～０．０３％，Ｖ：０．２～０．４％
　Ｎｂ、Ｔｉ及びＶは、軟窒化処理中に炭窒化物を形成し、析出強化に寄与する元素であ
る。特に、疲労強度を向上させるには、Ｎｂ、Ｔｉ及びＶを同時に添加し、鋼材中にこれ
らの複合炭窒化物を析出させることが有効である。しかしながら、Ｎｂ含有量が０．００
５％未満、Ｔｉ含有量が０．００５％未満又はＶ含有量が０．２％未満であると、これら
の効果が得られない。一方、Ｎｂ含有量が０．０５％を超えるか、Ｔｉ含有量が０．０３
％を超えるか又はＶ含有量が０．４％を超えると、その添加効果が飽和し、更に、熱間鍛
造品の機械加工性を阻害する。よって、Ｎｂ含有量は０．００５～０．０５％、Ｔｉ含有
量は０．００５～０．０３％、Ｖ含有量は０．２～０．４％とする。
【００３６】
Ｎｉ：０．０５～１．５％
　Ｎｉは、熱間鍛造品のミクロ金属組織をベイナイト化する場合に有効な元素である。ま
た、Ｎｉは、軟窒化処理後の鋼製軟窒化機械部品の強度を高める効果、及びＣｕを添加す
ることにより生じる熱間圧延傷を防止する効果もある。しかしながら、Ｎｉ含有量が０．
０５％以上の場合、これらの効果が得られない。Ｎｉ含有量が１．５％を超えると、熱間
鍛造品の強度が高くなりすぎて、切削加工性が低下する。よって、Ｎｉ含有量は０．０５
～１．５％とする。
【００３７】
Ｎ：０．００２～０．０１０％
　Ｎは、ＴｉＮ、ＮｂＮ及びＡｌＮ等の窒化物を形成して結晶粒を微細化し、鋼材の衝撃
特性を向上させる効果がある。しかしながら、Ｎ含有量が０．００２％未満では、十分な
量の窒化物が生成せず、粗大粒が生成するため、鋼材の衝撃特性が劣化する。また、Ｎ含
有量が０．０１０％を超えると、軟窒化処理の際に炭化物の生成が阻害され、析出強化特
性が劣化する。よって、Ｎ含有量は０．００２～０．０１０％とする。
【００３８】
Ｐ：０．０２％以下
　Ｐは、鋼材中に含まれる不可避的不純物であり、Ｐ含有量が０．０２％を超えると、鋼
製軟窒化機械部品の疲労強度が低下する。よって、Ｐ含有量は０．０２％以下に規制する
。
【００３９】
　本発明においては、熱間鍛造品のミクロ金属組織を確実にベイナイト化すると共に、そ
の硬さが必要以上に増加することを抑制して機械加工性を確保するため、鋼材の各成分の
含有量を上述した範囲内とすることに加えて、更に、上記数式（９）で定義され、炭素当
量の指標となるＣｅｑ.の値、上記数式（１０）で定義され、焼入れ性の指標となるＤＩ
値、上記数式（１１）で定義され、パーライト発生の臨界冷却温度の指標となるＫｐの値
を、夫々以下に示す範囲とする。
【００４０】
０．６５≦Ｃｅｑ．≦０．８５
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　上記数式（９）で定義されるＣｅｑ．の値が０．６５未満の場合、鋼製軟窒化機械部品
の硬さが低下し、高い疲労強度が得られない。また、Ｃｅｑ．の値が０．８５を超えると
、熱間鍛造品の硬さが増加しすぎて、切削加工性が劣化する。よって、Ｃｅｑ.の値は、
０．６５～０．８５とする。
【００４１】
８０≦ＤＩ≦１５５
　上記数式（１０）で定義されるＤＩ値が８０未満の場合、焼入れ性が低下すると共に、
熱間鍛造品の組織をベイナイト組織にすることが困難となる。また、ＤＩ値が１５５を超
えると、熱間鍛造品のミクロ金属組織において、マルテンサイト組織が主体となり、切削
加工性が劣化する。よって、ＤＩ値は８０～１５５とする。
【００４２】
２．５≦ＬｏｇＫｐ≦８
　上記数式（１１）で定義されるｌｏｇＫｐの値が２．５未満の場合、パーライトが生成
し、軟窒化処理後の鋼製軟窒化機械部品における析出強化特性が劣化する。また、ｌｏｇ
Ｋｐの値が８を越えると、熱間鍛造品の硬さが増加しすぎて切削加工性が劣化する。
【００４３】
２．９×［Ｓｉ］＋［Ｍｎ］≧２．０
　本発明者らは、鋼製軟窒化機械部品の疲労強度の影響因子としては、硬さ以外に鋼材の
Ｓｉ含有量及びＭｎ含有量があり、特に、これらの元素の含有量の影響が大きいことを見
出した。そこで、本発明においては、鋼材のＳｉ含有量及びＭｎ含有量を上述した範囲内
にすると共に、Ｓｉ含有量とＭｎ含有量との関係が上記数式（１２）を満たすようにして
いる。これにより、鋼製軟窒化機械部品の疲労強度を顕著に向上させることができる。
【００４４】
　更に、本発明においては、上記各成分に加えて、更に、Ｃｕ：０．２～１．５％を含有
する鋼材を使用することもできる。その場合、Ｃｕ含有量（％）を［Ｃｕ］としたとき、
下記数式（１３）で定義されるＣｅｑ．の値を０．６５～０．８５とし、下記数式（１４
）で定義されるＤＩの値を８０～１５５とし、下記数式（１５）で定義されるｌｏｇＫｐ
の値を２．５～８とすると共に、Ｓｉ含有量とＭｎ含有量との関係が下記数式（１６）を
満たすようにする。
【００４５】
【数１３】

【００４６】

【数１４】

【００４７】
【数１５】

【００４８】
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【数１６】

【００４９】
Ｃｕ：０．２～１．５％
　Ｃｕは、軟窒化処理中にＣｕ単体として析出し、鋼材の析出強化に寄与する元素である
。しかしながら、Ｃｕ含有量が０．２％未満の場合、鋼製軟窒化機械部品の疲労強度向上
の効果が得られない、一方、Ｃｕ含有量が１．５％を超えると、鋼材の熱間脆化が促され
る。よって、Ｃｕを添加する場合は、その含有量を０．２～１．５％とする。
【００５０】
　なお、Ｃｕ以外の元素の含有量及びその数値限定理由、上記数式（１３）で定義される
Ｃｅｑ．の値、上記数式（１４）で定義されるＤＩの値、上記数式（１５）で定義される
ｌｏｇＫｐの値の数値限定理由、並びにＳｉ含有量とＭｎ含有量との関係が上記数式（１
６）を満たすようにする理由は、Ｃｕが添加されていない鋼材を使用する場合と同様であ
る。
【００５１】
　次に、本発明の鋼製軟窒化機械部品の製造方法における各製造条件の数値限定理由につ
いて説明する。
【００５２】
鍛造前の加熱温度：１１５０～１２８０℃
　本発明においては、上述した範囲に化学組成を特定した鋼材を、１１５０～１２８０℃
に加熱した後、熱間鍛造にて所定の形状に成形する。これにより、一般的な形状の部品で
あれば、鍛造後の熱間鍛造品のミクロ金属組織におけるベイナイト組織の比率を５０％以
上にすることができる。一方、鍛造前の加熱温度が１１５０℃未満の場合、熱間鍛造時の
変形抵抗が高くなり不経済であると共に、粗大な未溶解の炭化物が残存し、軟窒化処理の
際に析出強化に作用する微細炭化物の量が低下する。また、鍛造前の加熱温度が１２８０
℃を超えると、熱間脆化現象が顕在化し、熱間鍛造品に割れ及び欠陥等の不具合が発生す
る。よって、熱間鍛造前の加熱温度は１１５０～１２８０℃とする。
【００５３】
鍛造後の冷却速度：０．５～１．５℃／秒
　特に大型の部品を製造する場合には、鍛造後に自然に放冷すると、冷却速度が小さくな
る。その結果、熱間鍛造品のミクロ金属組織中のベイナイト組織の比率が５０％以上にな
らず、鋼製軟窒化機械部品の疲労強度を向上させる効果が十分に得られないことがある。
具体的には、熱間鍛造後の冷却速度が０．５℃／秒未満の場合、熱間鍛造品のミクロ金属
組織におけるベイナイト組織の比率が５０％未満となり、鋼製軟窒化機械部品の疲労強度
を向上させる効果が低下する。一方、熱間鍛造後の冷却速度が１．５℃／秒を超えると、
熱間鍛造品の硬さが高くなり、切削加工性が劣化する。よって、熱間鍛造後には、衝風装
置等を設置して、冷却速度が０．５～１．５℃／秒となるようにして冷却する。これによ
り、熱間鍛造品のミクロ金属組織におけるベイナイト組織の比率を５０％以上にすること
ができる。
【００５４】
熱間鍛造品のミクロ金属組織におけるベイナイト組織の比率：５０％以上
　軟窒化処理前の熱間鍛造品のミクロ金属組織は、ベイナイト主体でないと予想通りの疲
労強度向上効果が得られない。具体的には、熱間鍛造品のミクロ金属組織におけるベイナ
イト組織の比率が５０％未満の場合、鋼製軟窒化機械部品の疲労強度を向上させる効果が
低下する。このため、軟窒化処理前、即ち、鍛造後の熱間鍛造品のミクロ金属組織におけ
るベイナイト組織の比率は、少なくとも５０％とする。なお、軟窒化処理前に調質処理又
は焼ならし処理を行うことにより、熱間鍛造品のミクロ金属組織を同様の組織にすること
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理を実施する分の製造コストが増加する。
【００５５】
軟窒化処理条件：５５０～６５０℃で３０分間以上
　また、本発明の鋼製軟窒化機械部品の製造方法においては、上述の条件で調整された熱
間鍛造品を、所定の形状に機械加工した後、５５０～６５０℃の温度条件下で３０分間以
上軟窒化処理する。軟窒化処理温度が５５０℃未満の場合、鋼製軟窒化機械部品の表面に
形成される窒化層の厚さが薄くなり、疲労強度の高い部品が得られない。一方、軟窒化処
理温度が６５０℃を超えると、熱処理歪が小さいという軟窒化処理の利点が失われる。ま
た、軟窒化処理時間が３０分未満の場合も同様で、鋼製軟窒化機械部品の表面に形成され
る窒化層の厚さが薄くなり、疲労強度の高い部品が得られない。よって、軟窒化処理は、
５５０～６５０℃の温度条件下で３０分間以上実施する。
【００５６】
　以上、詳述したように、本発明の鋼製軟窒化機械部品の製造方法においては、使用する
鋼材に含まれる各成分の含有量を最適化すると共に、炭素当量の指標となるＣｅｑ.の値
、焼入れ性の指標となるＤＩ値及びパーライト発生の臨界冷却温度の指標となるＫｐの値
を夫々最適な範囲にし、更に、Ｓｉ含有量の２．９倍とＭｎ含有量との和が２．０以上に
なるようにしているため、熱間鍛造後の熱処理を省略しても、機械的性質及び疲労強度が
優れた鋼製軟窒化機械部品が得られる。また、本発明の鋼製軟窒化機械部品の製造方法に
おいては、鋼組成の最適化だけでなく、鍛造前の加熱温度及び鍛造後の冷却速度を規定す
ることにより、熱間鍛造品のミクロ金属組織におけるベイナイト組織の比率を５０％以上
にすると共に、軟窒化処理条件を最適化しているため、従来の方法に比べて、鋼製軟窒化
機械部品の疲労強度を向上させる効果を大幅に高めることができる。
【実施例】
【００５７】
　次に、実施例及び比較例を挙げて、本発明の効果について具体的に説明する。本実施例
においては、先ず、下記表１に示す組成の鋼を真空溶解炉にて溶製した後、熱間圧延して
直径が９０ｍｍの熱間圧延棒鋼を作製した。次に、各熱間圧延棒鋼を、下記表２に示す温
度に加熱した後、熱間鍛造により直径が５０ｍｍになるように加工し、更に下記表２に示
す冷却速度で冷却した。その際、冷却速度は、衝風装置又は保温材を利用して制御した。
そして、冷却後の熱間鍛造品についてミクロ組織観察を行い、組織中のベイナイト比率、
及びビッカース硬さを測定した。ベイナイト比率の測定は、直径が５０ｍｍの丸棒の中心
付近から任意に選んだ２０視野について、光学顕微鏡により組織観察を行い、ベイナイト
組織の面積率（％）を求めた。また、ビッカース硬さは、マイクロビッカース硬さ試験機
を使用して測定した。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
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【表２】

【００６０】
　次に、冷却後の熱間圧延品を機械加工して、図１に示す形状の回転曲げ疲労試験片を作
製し、この疲労試験片に対して、上記表２に示す温度及び時間で軟窒化処理を行った。そ
の際、軟窒化炉の雰囲気は、ＮＨ３：５０体積％、Ｎ２：４５体積％、ＣＯ：２体積％の
混合ガスとした。そして、軟窒化処理後の各試料について、回転曲げ疲労試験により１×
１０７回で破断しない疲労限度（疲労強度）σｗ（ＭＰａ）、及びビッカース硬さを測定
した。以上の結果を下記表３に示す。なお、下記表３には、軟窒化処理後の硬さと軟窒化
処理前の硬さの差、即ち、析出強化ΔＨＶ（＝（軟窒化処理後の硬さ）－（軟窒化処理前
の熱間圧延品の硬さ））も併せて示す。また、下記表３に示す熱間鍛造品のミクロ組織に
おいては、Ｂはベイナイト、Ｍはマルテンサイト、Ｆはフェライト、Ｐはパーライトを示
す。
【００６１】
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【表３】

【００６２】
　本発明の範囲内で作製した実施例Ｎｏ．１～５、Ｎｏ．１３及びＮｏ．１４の試料は、
熱間鍛造後の硬さが低く、最も高い実施例Ｎｏ．２の試料でもＨＶが２９８であった。こ
れに対して、Ｃ含有量が本発明の範囲外で、更にＣｅｑ.値及びＤＩ値が本発明の範囲か
ら外れている比較例Ｎｏ．２０及び２１の試料は、夫々熱間鍛造後の硬さがＨＶ４２７及
びＨＶ７３３と高く、切削加工性の劣化が懸念されるものであった。また、熱間鍛造後の
冷却速度が本発明の範囲外である比較例Ｎｏ．１２の試料も熱間鍛造後の硬さがＨＶ４１
２と高く、同様に切削加工性の劣化が懸念されるものであった。
【００６３】
　また、本発明の範囲内で作製した実施例Ｎｏ．１～５、Ｎｏ．１３及びＮｏ．１４の試
料は、いずれも析出強化が高く、最も小さい実施例Ｎｏ．２の試料でもΔＨＶが１０４で
あった。これに対して、本発明の成分範囲を外れる鋼種Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎを夫
々使用した比較例Ｎｏ．１５，１６，１７，１８，１９，２０，２１の試料では、前述し
た実施例の各試料に比べて析出強化が著しく低かった。特に、熱鍛後のミクロ金属組織の
主体がマルテンサイト組織となっていた比較例Ｎｏ．１５，２０，２１の試料では析出強
化が小さかった。更に、本発明はＮｂ，Ｔｉ及びＶの同時添加が特徴の１つである。本発
明の範囲内でこれらの元素が添加されている鋼種を使用した実施例Ｎｏ．５の試料は析出
強化ΔＨＶが１１５であったが、Ｎｂ及びＴｉの含有量が本発明の範囲から外れている鋼
種Ｉを使用した比較例Ｎｏ．１６の試料、並びにＴｉ及びＶの含有量が本発明の範囲から
外れている鋼種Ｊを使用した比較例Ｎｏ．１７の試料は、他の成分の含有量が実施例Ｎｏ
．１５の試料と略同等であるにもかかわらず、析出強化は夫々ΔＨＶ６３、ΔＨＶ５８と
著しく低かった。このことから、Ｎｂ、Ｔｉ及びＶの同時添加が析出強化に有効であるこ
とがわかった。
【００６４】
　更にまた、本発明は、析出強化を高めることにより、軟窒化処理前の熱間鍛造品は軟質
で切削等の加工性が優れたものとし、且つ軟窒化処理後の鋼製軟窒化機械部品では高い疲
労強度が得られるようにしていることが特徴の１つである。図２は横軸に軟窒化処理前の
熱間鍛造品の硬さＨＶをとり、縦軸に軟窒化処理後の疲労強度σｗをとって、本発明の実
施例及び比較例の試料における軟窒化処理前の硬さと軟窒化処理後の疲労強度との関係を
示すグラフ図である。図２に示すように、本発明の実施例の試料は、軟窒化処理前の熱間
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った。
【００６５】
　一方、熱間鍛造前の加熱温度が本発明の範囲内である実施例Ｎｏ．５の試料は、析出強
化がΔＨＶ１１５であったが、熱間鍛造前の加熱温度が本発明の下限未満である比較例Ｎ
ｏ．６の試料の析出強化はΔ６５であり、前述の実施例Ｎｏ．５の試料に比べて析出強化
が著しく低かった。また、実施例Ｎｏ．５の試料は、疲労限度σｗが５７０ＭＰａであっ
たが、熱間鍛造前の加熱温度が本発明の上限を超えていた比較例Ｎｏ．７の試料の疲労限
度σｗは５１０ＭＰａであり、実施例Ｎｏ．５の試料に比べて著しく低下していた。更に
、軟窒化処理温度が本発明の下限未満である比較例Ｎｏ．８の試料、軟窒化処理温度が本
発明の上限を超えている比較例Ｎｏ．９の試料、及び軟窒化処理時間が本発明の下限未満
である比較例Ｎｏ．１０の試料は、析出強化が夫々ΔＨＶ４８、ΔＨＶ４２及びΔＨＶ６
６と小さく、その結果として疲労限度σｗも夫々５００ＭＰａ、４９０Ｍｐａ及び５００
ＭＰａとなり、前述の実施例Ｎｏ．５の試料に比べて、著しく劣っていた。更にまた、熱
間鍛造後の冷却速度が本発明の下限未満である比較例Ｎｏ．１１の試料は、パーライト組
織及びフェライト組織が生成して、ミクロ金属組織におけるベイナイト組織の比率が本発
明の下限未満の４０％となったため、析出強化がΔＨＶ４２、疲労限度σｗが５１０ＭＰ
ａとなり、共に前述の実施例Ｎｏ．５の試料に比べて低い値となった。更にまた、熱間鍛
造後の冷却速度が本発明の上限を越えていた比較例Ｎｏ．１２の試料は、ミクロ金属組織
がマルテンサイト主体の組織となっていたため、熱間鍛造後の硬さがＨＶ４１２と高く、
切削加工性の劣化が懸念されるものであった。
【００６６】
　更にまた、本発明の鋼製軟窒化機械の製造方法においては、鋼材の組成に関して、Ｓｉ
含有量の２．９倍とＭｎ含有量との和が２．０以上になるようにしていることも特徴の１
つである。図３は横軸に軟窒化処理後の硬さをとり、縦軸に疲労強度をとって、軟窒化処
理後の硬さ及び疲労強度と鋼材中のＳｉ及びＭｎの含有量との関係を示すグラフ図である
。なお、図３に示す直線は、Ｓｉ含有量の２．９倍とＭｎ含有量との和が２．０であると
きの値である。また、図３に示す各試料は、鍛造条件、冷却条件及び軟膣窒化条件を同一
としている。図３に示すように、軟窒化処理後の硬さと疲労限度との間には対応関係が認
められ、Ｓｉ含有量の２．９倍とＭｎ含有量との和が２．０以上である鋼材を使用した試
料は、Ｓｉ含有量の２．９倍とＭｎ含有量との和が２．０未満である鋼材を使用した試料
に比べて、疲労限度が高かった。
【００６７】
　上述の如く、本発明の鋼製軟窒化機械の製造方法によれば、高い疲労強度を有する鋼製
軟窒化機械部品が製造できることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施例の回転曲げ疲労試験片の形状を示す図である。
【図２】横軸に軟窒化処理前の熱間鍛造品の硬さＨＶをとり、縦軸に軟窒化処理後の疲労
強度σｗをとって、本発明の実施例及び比較例の試料における軟窒化処理前の硬さと軟窒
化処理後の疲労強度との関係を示すグラフ図である。
【図３】横軸に軟窒化処理後の硬さをとり、縦軸に疲労強度をとって、軟窒化処理後の硬
さ及び疲労強度と鋼材中のＳｉ及びＭｎの含有量との関係を示すグラフ図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　回転曲げ疲労試験片
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