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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、C：0.3～1.5%と、Ｍｎ：0.2～2.0%と、Ｓｉ：0.5～2.0%、Ｃｒ：0.1～1.5%
、Ｍｏ：0.1～1.5%、Ｖ：0.05～0.5%及びＮｂ：0.005～0.2%からなるグループから選択さ
れた１種又は２種以上と、残部Ｆｅ及び不可避的不純物とからなる鋼素材を用意する工程
と、
　この鋼素材を軟化処理して、フェライト面積率30％以上のフェライトとパーライトとか
らなる金属組織、フェライトと球状炭化物とからなる金属組織、及びフェライトと粒状セ
メンタイトからなる金属組織からなるグループから選択された金属組織とする工程と、
　前記工程で軟化処理された鋼素材を、所定の形状に加工処理する工程と、
　加工処理された鋼素材の表面の金属組織をマルテンサイトとする第１回目の高周波熱処
理工程と、
　第１回目の高周波熱処理工程で生成された表面のマルテンサイトのうち、表層側をマル
テンサイトとし、この表層側マルテンサイトに続く内層側を焼戻しマルテンサイト、又は
、焼戻しマルテンサイトとフェライトとパーライトとする第２回目の高周波熱処理工程と
、
を備えた機械構造部品の製造方法。
【請求項２】
　鋼素材は、質量％で、Ｂ：0.0005～0.05%、Ｔｉ：0.02～0.05%及びＮｉ：0.01～1.5%、
からなるグループから選択された１種又は２種を含有してなる請求項１記載の機械構造部
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品の製造方法。
【請求項３】
　鋼素材を軟化処理して鋼素材の硬さを２８０ＨＶ以下する、請求項１又は２に記載の機
械構造部品の製造方法。
【請求項４】
　機械構造部品は歯車である請求項１～３のいずれかに記載の機械構造部品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波焼入れにより鋼素材表面に硬化層を形成して、歯車等の機械構造部品
を製造する方法の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者らは、炭素鋼に対して２回の高周波焼入れを行なう際に、第２回目の高周波焼
入れの焼入れ深さが第１回目の高周波焼入れよりも浅い高周波加熱、焼入れを行なうこと
により、表面から３．０ｍｍ以内の深さまでのマルテンサイト組織の焼入領域と、焼入領
域に隣接しマルテンサイトとフェライトの混合組織の不完全焼入領域と、不完全焼入領域
に隣接し焼入領域の深さの２．５倍以上７．０倍以下の深さまでの焼戻軟化領域とを有し
、前記不完全焼入領域と焼戻軟化領域の境界における硬さの極小値に対する焼戻軟化領域
内の硬さの最大値との差がＨＶ１５０以内である表面焼入れされた鋼を製造する方法を先
に提案した（特許文献１）。
【０００３】
　この方法によれば、第１回熱処理で焼入れされたが第２回熱処理では焼入れされなかっ
た個所全体を焼戻して軟化させるので、表面硬化領域全体に一様に高い圧縮応力が残存し
て高い疲労強度を得ることができるだけでなく、内部の引張応力を緩和して部材の破壊に
対する信頼性を向上させることができる。
【０００４】
　しかし、この方法に適用される素材は炭素鋼であるため、焼戻し軟化抵抗が低い。この
ため、例えばこの方法により製造された歯車は、使用時の摩擦抵抗で加熱された際に、焼
戻し軟化されやすい。このような理由から、この方法により製造される歯車は、ピッチン
グ特性を改善すべき余地が残されている。
【０００５】
　ところで、炭素鋼にＳｉ，Ｖ等を添加することにより、炭素鋼の焼戻し軟化抵抗を高め
ることが知られている（非特許文献1）。
【０００６】
　また、Ｓｉ，Ｖ等を添加した炭素鋼に対して、２回の高周波焼入れを行なって、面疲労
特性を向上する方法が知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１１９８２５号公報
【特許文献２】特開平７－１１８７９１号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「高周波焼入れ材のピッチング寿命に及ぼす有効硬化層深さとケイ素含
有量の影響」、電気製鋼、71-1、(2000)、１９－２８頁、井上幸一郎、中村貞行、２００
０年発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　しかしながら、炭素鋼にＳｉ，Ｖ等を添加すると鋼素材の硬さが高くなり、硬さの高い
鋼素材を歯車などに加工する際に、切削性等の加工性が悪化する。
【００１０】
　また、Ｓｉを添加すると、鋼のＡＣ３変態点が上昇するので、高周波加熱により鋼素材
をオーステナイト化する際に、鋼素材をより高い温度としなければならない。この結果、
鋼素材が変形する等の問題が生じやすい。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、焼戻し軟化抵抗を高める成分を添加した鋼素材を使用しても、加工性を悪化
させることのない、機械構造部品の製造方法を提供するものであり、更に、鋼のＡＣ３変
態点を上昇させる成分を添加した鋼素材を使用しても鋼素材の変形等を抑制できる機械構
造部品の製造方法を提供するものであって、以下の工程を備えている。
【００１２】
（１）質量％で、C：0.3～1.5%と、Ｍｎ：0.2～2.0%と、Ｓｉ：0.5～2.0%、Ｃｒ：0.1～1
.5%、Ｍｏ：0.1～1.5%、Ｖ：0.05～0.5%及びＮｂ：0.005～0.2%からなるグループから選
択された１種又は２種以上と、残部Ｆｅ及び不可避的不純物とからなる鋼素材を用意する
工程と、
　この鋼素材を軟化処理して、フェライト面積率30％以上のフェライトとパーライトとか
らなる金属組織、フェライトと球状炭化物とからなる金属組織、及びフェライトと粒状セ
メンタイトからなる金属組織からなるグループから選択された金属組織とする工程と、
　前記工程で軟化処理された鋼素材を、所定の形状に加工処理する工程と、
　加工処理された鋼素材の表面の金属組織をマルテンサイトとする第１回目の高周波熱処
理工程と、
　第１回目の高周波熱処理工程で生成された表面のマルテンサイトのうち、表層側をマル
テンサイトとし、この表層側マルテンサイトに続く内層側を焼戻しマルテンサイト、又は
、焼戻しマルテンサイトとフェライトとパーライトとする第２回目の高周波熱処理工程と
、
を備えた機械構造部品の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、鋼素材にＳｉ、Ｖ、Ｎｂ等、鋼の焼戻し軟化抵抗を高める成分を添加して、
ピッチング疲労特性を向上させた歯車等の鋼製品を製造する際に、所定の軟化処理をして
から鋼素材を加工することにより、加工性を確保することができる。
【００１４】
　また、例えば、ＳｉはＡＣ１，ＡＣ3を上昇させる元素である。このため、鋼素材を、
１回の超急速短時間高周波焼入れで実施すると、ＡＣ3点が上昇することと、前組織のフ
ェライト面積が多いため、高温に加熱する必要がある。この結果、鋼素材の変形が大きく
なる。さらに、超急速で高温加熱しても十分なオーステナイト化ができずに、未溶解のフ
ェライト等が焼入組織に残存することにより、部品に必要な強度を得ることができない。
【００１５】
　本発明では、低い加熱温度で長時間高周波焼入れすることにより、変形の変化量が一定
でその値も少ない（定低変形）。さらにその時点で組織はマルテンサイトになるため、２
回目の高周波焼入れでは1回の高温短時間よりも低い温度で加熱してもオーステナイト化
が可能になる。このため、次の２回目の加熱で超急速短時間加熱低温高周波焼入れをする
ことにより、定低変形が得られ、さらに均一なマルテンサイト組織が得られる。この結果
、高強度定低変形部品を作ることができる。
【００１６】
　また１回目焼入部の組織が焼戻しマルテンサイトになることにより、硬さが素地部より
高くなる。この結果、高い疲労強度や高静曲げ強度が得られる。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】本発明の実施例、比較例に係る製品（歯車：Ｗ）の外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００１９】
（鋼素材）
　この鋼素材は、高曲げ強度を必要とする歯車等の鋼製品を製造する際に必要とする成分
を所定量含むとともに、鋼の焼戻し軟化抵抗を高める成分を所定量含む。更に鋼素材は、
必要により更に、鋼の焼入性を向上する元素を含む。また、鋼製品の用途に応じて必要と
する特性により各成分は本発明の範囲内で適宜調整される。
【００２０】
　本発明に係る鋼素材は、C：0.3～1.5%と、Ｍｎ：0.2～2.0%と、Ｓｉ：0.5～2.0%、Ｃｒ
：0.1～1.5%、Ｍｏ：0.1～1.5%、Ｖ：0.05～0.5%、Ｎｂ：0.005～0.2%からなるグループ
から選択された１種又は２種以上と、残部Ｆｅ及び不可避的不純物とからなる組成を有す
る。さらに必要により、Ｂ：0.0005～0.05%、Ｔｉ：0.02～0.05%及びＮｉ：0.01～1.5％
からなるグループから選択された１種又は２種を含む。
【００２１】
以下、各添加成分の添加理由及び添加範囲の限定理由を説明する。
【００２２】
C：0.3～1.5%
　Cは強度確保のために必要な元素であり、また、焼入後の硬さを決定する。その量は0.3
%未満の場合は硬さが550HV以下と低くなるため、歯車などの摺動部品には適用が困難であ
る。このため下限を0.3％とした。一方、1.5%を超えると靱性が低下するので、上限を1.5
%とした。
【００２３】
　Mn：0.2～1.5%
　Mnは焼入性を向上させる元素である．焼入性を確保するために、0.2%以上必要である。
このため、下限を0.2％とした。一方、1.5%を超えて添加しても焼入性が過剰となり靱性
が劣化する．また、加工性も低下するので、上限を1.5%とした。
【００２４】
　[選択元素：Ｓｉ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｖ，Ｎｂ]
　これら元素は、何れも焼戻し軟化抵抗を高める元素である。
【００２５】
　Ｓｉ：0.5～2.0%
　Ｓｉは焼戻し軟化抵抗を高める元素である。このことにより歯面強度を向上させるが、
従来の浸炭焼入れと同等の歯面強度を確保するためには0.5%以上必要である。このため、
下限を0.5％とした。一方、2.0%を超えるとフェライトの固溶強化により硬さが上昇し、
被削性の低下を招くので、上限を2.0%とした。
【００２６】
　Ｃｒ：0.1～1.5% 
　Ｃｒは焼戻し軟化抵抗を高めるとともに焼入性も向上させる。0.1％未満では焼戻し軟
化抵抗を高める効果が発揮され難いため、下限を0.1％とした。一方、1.5%を超える場合
には軟化抵抗を高める効果は飽和し、また、加工性も低下するので、上限を1.5%とした。
【００２７】
　Mo：0.1～1.5% 
　Moは焼戻し軟化抵抗を高めるとともに、焼入層を強靱化して曲げ疲労強度を向上する効
果がある。0.1％未満では、この効果は発揮し難いので、下限を0.1％とした。一方、1.5%
を超えるとその効果は飽和し、加工性も悪化するので、上限を1.5％とした。
【００２８】
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　V：0.05～0.5%
　Vは特にSiと共存する場合、相乗的に焼戻し軟化抵抗を高める効果を持つ。特に、転動
疲労によって短寿命で破壊する現象を防止するのに有効な元素である。またＶは、鋼の結
晶粒界を微細化する効果を持つ。これらの効果を発揮するために、上記Si含有範囲で、0.
05%以上を必要とする。しかし、過剰に添加してもその効果は飽和するので上限を0.5%と
する。
【００２９】
　Ｎｂ：0.005～0.2%
　Ｎｂは特にSiと共存する場合、相乗的に焼戻し軟化抵抗を高める効果を持つ。特に、転
動疲労によって短寿命で破壊する現象を防止するのに有効な元素である。またＮｂは、鋼
の結晶粒界を微細化する効果を持つ。これらの効果を発揮するために、上記Si含有範囲で
、0.005%以上を必要とする。しかし、過剰に添加してもその効果は飽和するので上限を0.
2%とする。
【００３０】
　[選択元素：Ｂ，Ｔｉ，Ｎｉ]
　これら元素は、焼入性を向上させる元素である。
【００３１】
B：0.0005～0.05%
　Bは焼入性を向上させるとともに、粒界強化により疲労特性を改善するだけでなく、強
度を向上させる元素である。その効果のためには0.0005%以上必要で、0.05%を超えて添加
してもその効果は飽和する。
【００３２】
　Ｔｉ：0.02～0.05%
　Ｔｉは焼入性を向上させるとともに、炭窒化物形成により結晶粒を微細化させ、歯元曲
げ疲労強度を向上させる元素である。結晶粒微細化のためには0.02%以上必要で、0.05%を
超えて添加してもその効果は飽和する。
【００３３】
その他の成分
　Ｎｉ：0.01～1.5% 
　Ｎｉは焼入性を向上させる元素である。0.01％未満では、この効果は発揮し難いので、
下限を0.01％とした。一方、Niは高価な元素であり、かつ多すぎると焼き割れを生じる原
因になるので1.5%を上限とした。
【００３４】
　なお、本発明方法に適用される鋼素材は、本発明の特性を阻害させない範囲であれば、
その用途（各種機械構造部品）に応じて他の成分（例えばＴｅ，Ｃａ，Ｍｇ，Ｚｒ等）を
含むことが許容される。
【００３５】
（軟化処理）
　上記組成の鋼素材は、そのままでは硬度が高く、そのため加工処理に手間と時間がかか
る。このため、本発明では、この鋼素材に加工処理前に予め軟化処理を施して、鋼素材を
加工処理しやすい軟らかい金属組織とする。この軟らかい金属組織としては、フェライト
面積率３０％以上のフェライトとパーライトとからなる金属組織、フェライトと球状炭化
物とからなる金属組織、又はフェライトと粒状化パーライトからなる金属組織が挙げられ
る。フェライトとパーライトとからなる金属組織において、フェライト面積率の下限を規
定するのは、フェライト面積率が３０％未満では加工性が悪化するためである。そして、
本発明の軟化処理をした金属組織は、通常、硬さが２８０ＨＶ以下、好適には１９０～２
７０ＨＶ程度である。これは、加工性の良好な炭素鋼素材の硬さと同程度若しくはそれ以
下である。なお、フェライト面積率は、画像解析装置によって測定される。
【００３６】
　上記金属組織、硬さを得るための具体的な熱処理方法(軟化処理)として、例えば以下の
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方法 イ）～ニ）が挙げられる。
【００３７】
イ）鋼素材を完全焼きなまし処理：AＣ3またはAＣ1以上の温度に保持した後、Aｒ1以下の
温度まで徐冷する。
【００３８】
ロ）球状化焼きなまし処理：鋼素材を(a) ＡＣ1点直下の温度で長時間保持する、(b) AＣ

1点直上直下の温度で加熱冷却を繰り返す、又は(c) ＡＣ1点直下またはAＣ1とAＣｍの間
の温度に加熱した後、非常にゆっくり炉冷するかまたはＡＣ1点直下の温度に保持する等
の処理をする。
【００３９】
ハ）焼きならし処理：ＡＣ3またはＡＣm以上の温度に加熱してオーステナイトにした後、
静かな大気中で冷却する。
【００４０】
ニ）熱間、温間による鍛造や圧延後の冷却時に冷却制御を行うことにより処理される焼き
ならしや焼きなましをおこなう。
【００４１】
　上記処理自体は当業者に広く知られている。従って、当業者は上記記載にもとづいて軟
化処理を行なって、鋼素材の金属組織及び硬さを所望の加工しやすいもの（例えば１９０
～２７０ＨＶ程度）とすることができる。
【００４２】
（加工処理）
　本発明に係る機械構造部品を製造するに際して、各種の加工（鍛造、冷間鍛造、転造等
、圧延、プレス、切削加工、旋削加工、穿孔などの任意の加工処理及びこれら加工処理の
組合せ）を行うが、ここでいう加工処理は、熱処理前におこなう切削、旋削、穿孔などの
機械加工を意味する。
【００４３】
　本発明によれば、鋼素材に対して予め軟化処理しているので、加工処理（機械加工）を
容易におこなうことができる。
【００４４】
（高周波焼入れ）
　本発明では、加工処理後、少なくとも２回の高周波焼入れをおこなって、鋼素材の金属
組織を、表面から、マルテンサイト、それに続いて焼戻しマルテンサイト、焼戻しマルテ
ンサイトとフェライトとパーライトとからなる中間層、素地組織とする。
【００４５】
　このような組織を得るために、特許文献１、特許文献２、これら文献で引用している文
献等に記載された公知の少なくとも２回の高周波焼入れを行う方法をそのまま、或いはそ
の原理を利用し処理条件を適宜修正して適用することができる。
【００４６】
　これら公知の２段の高周波焼入れ方法を総括的かつ概略的に説明すれば、まず、第１回
目の高周波焼入れにより、所望する機械構造部品の「マルテンサイト、焼戻しマルテンサ
イト、焼戻しマルテンサイトとフェライトとパーライトとからなる中間層」とすべき領域
をターゲットとして、この領域をオーステナイト組織とした後急冷（焼入れ）してマルテ
ンサイト組織とする。
【００４７】
　次いで、第１回目の高周波焼入れのターゲット領域よりも浅い領域、すなわち、最終製
品としてマルテンサイト層とすべき領域(表面層)をターゲットとして、第２回目の高周波
焼入れをおこなう。この焼入れにより、表面層をマルテンサイト層とし、この層に続く前
記中間層を、焼戻しマルテンサイト、焼戻しマルテンサイトとフェライトとパーライトの
金属組織とする。
【００４８】
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　（第１回目の高周波焼入れ）
　第１回目の高周波焼入れ前の鋼素材は、軟化処理された金属組織を有している。このた
め、第１回目の高周波焼入れの加熱温度を高くし、また、加熱時間を長くとって、表面か
ら所定の深さの領域（「マルテンサイト、焼戻しマルテンサイト、焼戻しマルテンサイト
とフェライトとパーライトとからなる中間層とすべき領域」）が十分なオーステナイト組
織となるようにする。十分なオーステナイト組織とは、亜共析鋼では実質的に１００％オ
ーステナイトを意味し、過共析鋼では、実質的にオーステナイト組織と炭化物を意味する
。
【００４９】
　このような金属組織にするために、第１回目の加熱処理温度、加熱処理時間は、得よう
とするオーステナイト組織の領域の深さにより異なる。例えば、歯車のような小形の機械
構造部品では、加熱温度は、９５０℃以上が好ましいが、１１５０℃を越えると結晶粒が
粗大化するので好ましくない。また、加熱時間は所望の深さの硬化層に十分なオーステナ
イトを得るために１０秒又はそれ以上が好ましいが、６０秒を越えると硬化層が深くなり
、また、変形が大きくなり、さらには、結晶粒が粗大化するので好ましくない。
【００５０】
　第１回目の高周波熱処理に使用される周波数は特に限定されるものではないが、硬化層
深さを深くする観点から、３ｋＨｚ～３０ｋＨｚが好ましい。そして、このような加熱後
に焼入れする。
【００５１】
（第２回目の高周波焼入れ）
　第２回目の高周波焼入れは、第１回目の高周波焼入れよりも浅く、即ち、第１回目の高
周波焼入れで得られたマルテンサイト組織のうち、マルテンサイト層とすべき表層の領域
に高周波焼入れを行なう。このことにより、表層はマルテンサイト層となり、表層に続く
中間層は、焼戻しマルテンサイト、焼戻しマルテンサイトとフェライトとパーライトとな
る。
【００５２】
このような金属組織にするための第２回目の加熱処理温度、加熱処理時間等の加熱条件は
、得ようとするオーステナイト組織の領域の深さにより異なる。歯車のような小形の機械
構造部品では、一例として、６００℃まで５秒で加熱後３秒間放冷し、９５０℃で０．５
秒加熱後、焼入れする方法が挙げられる。
【００５３】
加熱温度は、９００℃以上が好ましいが、１１００℃を越えると結晶粒が粗大化するので
、９００℃以上１１００℃以下が好ましい。また、加熱時間は所望の深さの硬化層に十分
なオーステナイトを得るために０．３秒以上が好ましいが、１秒を越えると硬化層が深く
なり、また、変形が大きくなり、さらには、結晶粒が粗大化するので好ましくない。
【００５４】
　第２回目の高周波熱処理に使用される周波数は特に限定されるものではないが、硬化層
を１回目より浅くする観点から、２５ｋＨｚ～２００ｋＨｚが好ましい。
【００５５】
　そして、第２回目の高周波熱処理後に焼戻しを行って、本発明に係る製品が得られる。
【００５６】
　なお、本発明は、本発明の目的を阻害しない限り、第１回目の焼入れと第２回目の焼入
れとの間に、又は、第２回目の焼入れの後に別の熱処理を施したりすることも、可能であ
る。
【００５７】
（製品の特性）
　本発明方法で作られた製品は、鋼に焼戻し軟化抵抗を高める成分が含まれているために
、例えば２８００～３０００ＭＰａ程度のローラピッチング特性が得られる。
【００５８】
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　本発明方法は、疲労特性や磨耗特性を必要とする機械構造部品、特に歯車等の小形の機
械構造部品の製造に有効である。
【実施例】
【００５９】
　表１に記載された成分を含有する鋼素材(実施例１～８、比較例１～３)をそれぞれ用意
した。実施例鋼種１～８は、本発明に係る鋼素材で、ピッチング特性に優れているが、素
材硬さが硬く難加工性の鋼種である。比較鋼種１～３は、素材硬さが低く加工性に優れて
いるが、ピッチング特性に劣る鋼種である。
【００６０】
　本発明の実施例では、実施例鋼種を鍛造後、軟化処理（前熱処理）して所定の金属組織
とし、次いで所定の形状に加工処理（ホブ切り加工後歯研仕上げ）して、所望の歯型形状
とした。その後、所定の高周波焼入れ・焼戻しをして、所望の製品（歯車）を得た。軟化
処理条件及び加工処理前（軟化処理後）の鋼素材の金属組織を表2に、加工処理前の鋼素
材の硬さ（ＨＶ），加工性（ドリル抵抗Ｎ・ｃｍ）を表3に示す。また、第１回の高周波
焼入れの熱処理条件を表４に、第２回の高周波焼入れの熱処理条件を表５、表６に示す。
また、試験に供した歯車の諸元は以下のとおりである。
【００６１】
モジュール　３
歯数　４０
圧力角　２０°
歯幅　　２０
外径　　１２６
　これらの実施例と比較するために、鋼素材を鍛造後、所定の前熱処理をした後、所定の
加工処理（機械加工）をして、所望の歯型形状とした。その後、所定の高周波焼入れ・焼
戻しをして、所望の製品（歯車）を得た。これらを比較例1～8とし、前熱処理条件及び加
工処理前（前熱処理後）の鋼素材の金属組織を表2に、加工処理前の鋼素材の硬さ（ＨＶ
），加工性（ドリル抵抗Ｎ・ｃｍ）を表３に併記する。また、高周波焼入れの熱処理条件
を表５、表６に併記する。
【００６２】
　また、比較鋼種についても、鋼素材を鍛造後、所定の前熱処理をした後所定の形状に加
工処理（機械加工）して、所望の歯型形状とした。その後、所定の高周波焼入れ・焼戻し
をして、所望の製品（歯車）を得た。これらを比較例9～11とし、前熱処理条件及び加工
処理前（前熱処理後）の鋼素材の金属組織を表2に、加工処理前の鋼素材の硬さ（ＨＶ）
，加工性（ドリル抵抗Ｎ・ｃｍ）を表３に示す。また、高周波焼入れの熱処理条件を表５
、表６に併記する。



(9) JP 5582855 B2 2014.9.3

10

20

30

【表１】

【００６３】
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【表２】

【００６４】
表２中
Ｆ＋Ｐ（Ｆｎ）：フェライト＋パーライト(数値nはフェライト面積率％を示す)
焼戻Ｍ：焼戻しマルテンサイト
Ｆ＋球状Ｃ：フェライト＋球状セメンタイト
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【表３】

【００６５】
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【表４】

【００６６】
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【表５】

【００６７】
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【表６】
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