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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーステナイト系ステンレス鋼よりなる鍛造用柱状素材を１０００～１０８０℃に加熱
し、その後加熱することなく、該素材を鍛造装置に対して軸方向一方端から他端に向かっ
て送り、次いで逆方向に送る鍛造動作を繰り返す往復鍛造により、該素材の全長を鍛造比
１．５以上で円柱状に鍛造して一次鍛造材を得るステップと、
　再加熱することなく、該一次鍛造材の表面温度が前記素材の加熱温度より２００℃以上
低くならない温度で鍛造を開始し、該一次鍛造材を前記鍛造装置に対して、軸方向一方端
から所定位置に向かって送り、次いで逆方向に送る鍛造動作を繰り返す往復鍛造により小
径の軸部を形成していき、最終鍛造部分の表面温度が前記素材の加熱温度より３００℃以
上低くなる前に鍛造を終了して、大径のフランジ部と小径の軸部とを形成した二次鍛造材
を得るステップと、
　該二次鍛造材を１０４０～１１００℃で３０分以上加熱して固溶化熱処理を行うステッ
プと、
　を具備することを特徴とする段付鍛造材の製造方法。
【請求項２】
　一次鍛造材を得る鍛造比を１．５～１．９、一次鍛造材から二次鍛造材の小径の軸部を
得る鍛造比を３．０以下とすることを特徴とする請求項１に記載の段付鍛造材の製造方法
。
【請求項３】
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　鍛造は、被鍛造材の軸の半径方向であって直交する４方向から同時に鍛造するとともに
、前記軸を回動させつつ軸方向に送ることで鍛造する四面鍛造装置により行うことを特徴
とする請求項１または２に記載の段付鍛造材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーステナイト系ステンレス鋼を鍛造してフランジ部と小径の軸部とを形成
する段付鍛造材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オーステナイト系ステンレス鋼よりなるフランジ部と小径の軸部を有する部品は
、航空機、原子力といった分野の機械部品等に利用されており、特に優れた靭性と強度を
要求される場合がある。
　フランジ部と小径の軸部とを有する形状に鍛造する、いわゆる段付鍛造を実施する上で
、靭性と強度を両立するために必要なのは、合金組織の適正化である。例えば特開平４－
１９０９４１号公報（特許文献１）によれば、１ヒートのみ、すなわち鍛造途中で再加熱
しないで鍛造する場合の加工熱による組織の粗大化の問題、あるいは鍛造途中で再加熱し
た場合による細粒組織の不均一の発生といった課題を指摘している。そして、特許文献１
では、この問題を解決するために、４面鍛造機を適用するとともに、小径部分の鍛伸を一
度に行わず、２段階以上の鍛伸に分けて行い、かつ、鍛伸を一方向のみに行う手法を開示
している。
　また、特開２００３－３３４６３３号公報（特許文献２）によれば、フランジ部と軸部
とを歩留まり良く短時間で形成する手法として、２個、４個取りといった鍛造方案も提供
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平４－１９０９４１号公報
【特許文献２】特開２００３－３３４６３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１が指摘する課題は、特に段付鍛造における小径部の組織に着目した手法であ
る。
　ところで、本発明者等のオーステナイト系ステンレス鋼の段付鍛造の検討によれば、加
工熱による組織粗大化の課題は、加熱温度と鍛造比の最適化によって解決を図ることが可
能であるが、特に大径のフランジ部の組織の微細化を達成することが困難であるという課
題に直面した。
　詳しく言うと、柱状の素材からの製造においては、大径であるフランジ部に比べて、小
径である軸部は、鍛造比を大きく取ることができ、形成時の温度と鍛造比の調整において
、歪を蓄積させることができ、鍛造後の固溶化熱処理において、微細な再結晶粒を有する
組織を得ることができる。ところが、大径であるフランジ部は、小径の軸部に比べて鍛造
比を大きくすることができず、均一微細な組織が得にくい。
　また、小径の軸部の形成の前、あるいはその途中で加熱工程が入った場合は、鍛造後の
固溶化熱処理によりフランジ部の組織が粗大化してしまうといった問題が発生したのであ
る。
　本発明の目的は、組織が粗大化しやすい大径であるフランジ部を均一微細な組織とする
ことができ、小径の軸部の組織をも均一微細な組織とすることができる段付鍛造材の製造
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明者等は、フランジ部を鍛造形成する前に加熱した以降は、鍛造工程においては加
熱を行わない工程を適用し、この工程に適合した均一微細組織を得ることのできる鍛造条
件を見出し本発明に到達した。
　すなわち本発明は、オーステナイト系ステンレス鋼よりなる鍛造用柱状素材を１０００
～１０８０℃に加熱し、その後加熱することなく、該素材を鍛造装置に対して軸方向一方
端から他端に向かって送り、次いで逆方向に送る鍛造動作を繰り返す往復鍛造により該素
材の全長を鍛造比１．５以上で円柱状に鍛造して一次鍛造材を得るステップと、
　再加熱することなく、該一次鍛造材の表面温度が前記素材の加熱温度より２００℃以上
低くならない温度で鍛造を開始し、該一次鍛造材を前記鍛造装置に対して、軸方向一方端
から所定位置に向かって送り、次いで逆方向に送る鍛造動作を繰り返す往復鍛造により小
径の軸部を形成していき、最終鍛造部分の表面温度が前記素材の加熱温度より３００℃以
上低くなる前に鍛造を終了して、大径のフランジ部と小径の軸部とを形成した二次鍛造材
を得るステップと、
　該二次鍛造材を１０４０～１１００℃で３０分以上加熱して固溶化熱処理を行うステッ
プと、
　を具備する段付鍛造材の製造方法である。
【０００６】
　本発明において、好ましくは一次鍛造材を得る鍛造比を１．５～１．９、一次鍛造材か
ら二次鍛造材の小径の軸部を得る鍛造比を３．０以下とする。
　また、本発明に適用する鍛造は、被鍛造材の軸の半径方向であって直交する４方向から
同時に鍛造するとともに、前記軸を回動させつつ軸方向に送ることで鍛造する四面鍛造装
置により行うことが好ましい。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の段付鍛造材の製造方法によれば、段付鍛造材の全長にわたって均一微細な組織
を得ることができるため、高信頼性を要求される航空機、原子力といった分野の機械部品
を得るために有効な手段となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明方法により得られる段付鍛造材の一例を示す図である。
【図２】本発明により製造された段付鍛造材のフランジ部の結晶粒径観察の一例を示す顕
微鏡組織写真である。
【図３】本発明により製造された段付鍛造材の軸部の結晶粒径観察の一例を示す顕微鏡組
織写真である。
【図４】比較例により製造された段付鍛造材のフランジ部の結晶粒径観察の一例を示す顕
微鏡組織写真である。
【図５】比較例により製造された段付鍛造材の軸部の結晶粒径観察の一例を示す顕微鏡組
織写真である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　上述したように、本発明の重要な特徴はフランジ部を鍛造形成する前に加熱した以降は
、鍛造工程においては加熱を行わない工程を適用し、この工程に適合した鍛造条件を見出
したことにある。以下、詳しく説明する。
　本発明においては、対象をオーステナイト系ステンレス鋼とする。オーステナイト系ス
テンレス鋼は、たとえば日本工業規格のＧ４３０３や３２１４のうち、オーステナイト系
に分類される組成の合金やその改良合金である。
　これらのオーステナイト系ステンレス鋼は、炭素を低く規制された鋼であり、耐食性に
優れ多くの航空機、原子力分野の機械部品として利用されている材質である。そして、オ
ーステナイト系ステンレス鋼は、熱間加工工程において微量に存在する炭素によってＣｒ
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炭化物が析出するため、これを固溶させ耐食性を増大させる固化熱処理を適用する必要が
ある。固溶熱処理の温度は再結晶温度よりも高いため、熱間加工工程において残留する歪
により再結晶が起こる。固溶化熱処理の前に十分に歪が残留するようにしないと、組織が
粗大化してしまい、強度と靭性がともに優れた均一微細組織を得ることができなくなる。
　本発明は、最終的に組織を決定するこの固溶化熱処理において、均一微細な組織を得る
ことのできる工程を見出したものである。
【００１０】
　本発明においては、まず鍛造用柱状素材を１０００～１０８０℃に加熱し、その後加熱
することなく、該素材を鍛造装置に対して軸方向一方端から他端に向かって送り、次いで
逆方向に送る鍛造動作を繰り返す往復鍛造により該素材の全長を鍛造比１．５以上で円柱
状に鍛造して一次鍛造材を得る。
　本発明において、鍛造前の加熱温度が１０８０℃を超えると加熱温度が高すぎて歪が開
放されてしまい、鍛造において得るべき大径のフランジ部に十分な歪を残留させることが
できない。また、鍛造前の加熱温度が１０００℃未満では材料を十分に軟化することがで
きず、鍛造時に割れが発生しやすくなる。また、大径部の結晶粒度があれて混粒組織にな
る。そこで、本発明では、加熱温度を１０００～１０８０℃に規定した。
【００１１】
　また、本発明において、鍛造工程中で加熱を行うと、少なからず歪が開放されてしまい
固溶化熱処理において微細な組織を得ることができなくなる。従い、鍛造工程中で加熱し
ないことは本発明における基本的な要件である。
　また、本発明においては、鍛造装置に対して軸方向一方端から他端に向かって送り、次
いで逆方向に送る鍛造動作を繰り返す。このように往復鍛造により鍛造していくことで、
全体を均一に鍛造することができる。往復鍛造することによって、一方向に行う鍛造より
も鍛造時間が短くなり、一定の温度範囲内で鍛造することが出来、均一な歪を残留させる
ことができる。
　この本発明に適用する鍛造装置としては、被鍛造材の軸の半径方向であって直交する４
方向から同時に鍛造するとともに、前記軸を回動させつつ軸方向に送ることで鍛造する四
面鍛造装置が有効である。４面鍛造機は直交上の４方向から同時に加圧することが出来、
円柱状の形状を作ることに対して２面鍛造機より優れているからである。
　また、本発明における大径のフランジ部を決定するこのステップにおいては、十分な歪
を残留付与させるために鍛造比１．５以上が必要である。
　なお、鍛造比が大きすぎるということは、もともとの素材を大きくするということであ
り、効率的ではなく、鍛造比の上限としては、１．９とすることが好ましい。
【００１２】
　次に、得られた一次鍛造材を再加熱することなく、一次鍛造材の表面温度が前記素材の
加熱温度より２００℃以上低くならない温度で鍛造を開始し、前記一次鍛造材を前記鍛造
装置に対して、軸方向一方端から所定位置に向かって送り、次いで逆方向に送る鍛造動作
を繰り返す往復鍛造により小径の軸部を形成していき、最終鍛造部分の表面温度が前記素
材の加熱温度より３００℃以上低くなる前に鍛造を終了して、大径のフランジ部と小径の
軸部とを形成した二次鍛造材を得る。
　二次鍛造材を得る上で、鍛造温度が低くなり、フランジ部を形成する一次鍛造材を得る
鍛造温度条件と大きく異なってくると延性低下による鍛造疵の問題が発生する。これを避
けるため本発明では、小径の軸部を形成する二次鍛造材を得るステップでは、一次鍛造材
の表面温度が前記素材の加熱温度より２００℃以上低くならない温度で鍛造を開始するも
のとし、前記加熱温度より３００℃以上低くなる前に鍛造を終了するものとしている。
　二次鍛造材を得るステップにおいて、一次鍛造材を得るステップと同様な往復鍛造を適
用したのは、均一な歪を残留させるためである。
【００１３】
また、本発明における小径の軸部を決定する上記ステップにおいては、円柱状部材の端面
から所定位置までの鍛造比は３．０以下とすることが好ましい。鍛造比が大きくなりすぎ
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ると、疵、割れなどが発生しやすくなる。そのため、本発明では柱状部材の端面から所定
位置までの鍛造比は３．０以下とする。
　なお、ここでいう鍛造比とは、円柱状部材からの鍛造比のことを表す。
【００１４】
　次に、二次鍛造材を１０４０～１１００℃で３０分以上加熱する固溶化熱処理を行う。
上述したとおりこの固溶化熱処理のステップは、Ｃｒ炭化物を固溶させ耐食性を増大させ
る重要なステップである。固溶化処理の温度が低い場合、再結晶が十分に進まず、結晶粒
の微細化が困難となる。一方、固溶化処理の温度が高い場合、結晶粒があれてしまい、結
晶粒の微細化が困難となる。固溶化処理の時間は３０分以上が必要である。
【実施例】
【００１５】
　以下の実施例で本発明を更に詳しく説明する。
　ＪＩＳ　Ｇ３２１４　ＳＵＳ３１６鋼よりなる鍛造用柱状素材から図１に示す段付鍛造
材を製造した。先ず、８角３２０ｍｍ×１７００ｍｍＬの鍛造用素材を１０５０℃に加熱
し、その後加熱することなく、４面鍛造装置で鍛造を開始した。用いた４面鍛造機は、４
方向にラムシリンダーを具備しており、１ストローク当りの送り速度５０ｍｍ、回転角３
０°で鍛造を行うものとした。
　上記素材を４面鍛造装置に対して軸方向一方端から他端に向かって送り、次いで逆方向
に送る鍛造動作を繰り返して、鍛造比１．６で該素材の全長を往復鍛造して直径２６０ｍ
ｍ、長さ２７００ｍｍの一次鍛造材を得た。
【００１６】
　次に、再加熱することなく、一次鍛造材の表面温度を表１に示す温度で鍛造を開始し、
鍛造装置に対して、軸方向一方端から長手方向３／４の位置に向かって送り、次いで逆方
向に送る鍛造動作を繰り返す往復鍛造により、一次鍛造材に対して鍛造比２．３で直径１
７０ｍｍの小径の軸部を形成した。このとき、最終鍛造部分の表面温度が表１の温度にな
る前に鍛造を終了し、本発明の二次鍛造材を得た。
【００１７】
【表１】

【００１８】
　また、比較例として、本発明と同様に一次鍛造材を得た後に、１０５０℃の３時間の加
熱保持で再加熱を行い、そのまま小径の軸部を形成する鍛造を開始した。その後の鍛造条
件は本発明と同様として、比較例の二次鍛造材を得た。
　得られた本発明および比較例の二次鍛造材を１０５０℃で１２０分保持して固溶化熱処
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　図１に得られた段付鍛造材の概略図を示す。図１に示すＡ，Ｂの部分からそれぞれ金属
組織観察用試験片を採取した。本発明、比較例の平均の結晶粒度番号を表１に、代表的（
本発明Ｎｏ．１及び比較例）な金属組織の写真を図２～５に示す。
【００１９】
【表２】

【００２０】
　表２、図２および図３に示すように、本発明では、組織が粗大化しやすい大径であるフ
ランジ部を均一微細な組織とすることができ、小径の軸部の組織をも均一微細な組織とす
ることができた。また、鍛造疵の発生も確認されなかった。
　一方、比較例では、表２、図４及び図５に示すようにフランジ部の結晶粒度は２．０と
粗い結果となった。また、軸部の結晶粒度も本発明と比較して粗く、ばらつきも大きいこ
とが確認され、本発明に対して劣る組織となっていた。
【符号の説明】
【００２１】
１　フランジ部
２　軸部
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【図３】
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