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まえがき＝近年，地球温暖化に対する意識が高まる中，
自動車をはじめとする輸送機器メーカーでは，走行中の
CO2排出量削減のための燃費改善のみならず，製造工程
中に発生するCO2低減が求められている。そのため，動
力伝達用の歯車では，小型・軽量化が指向されるととも
に，従来の熱間鍛造や切削よりもCO2排出量が少なく，
低コスト化が期待できる冷間鍛造のニーズが拡大してい
る。しかしながら，冷間鍛造では，熱間鍛造に比べて鍛
造時の荷重が増大し，歯車などの複雑形状を成形するこ
とが困難であるとともに，金型への負荷増大による金型
寿命低下が懸念される。そのため，冷間鍛造用の歯車に
は，従来の歯車用鋼よりも変形抵抗を抑制することが求
められる。
　いっぽう，歯車には，強度付与のため，浸炭処理が施
される。浸炭処理の前工程で，冷間鍛造による強加工が
加わった場合，導入されるひずみにより，浸炭時にオー
ステナイト結晶粒の粗大化が発生し易（やす）くなる。
この結晶粒粗大化は，部品の疲労強度や耐衝撃特性の低
下を招く恐れがあるため，素材には，浸炭時の結晶粒粗
大化を抑制することが求められる。
　そこで，ユーザの変形抵抗低減や結晶粒粗大化抑制ニ
ーズに対応可能な冷間鍛造歯車用鋼として，「金型寿命
改善鋼」，「高強度冷鍛歯車用鋼」を開発した。本稿では，

「金型寿命改善鋼」および「高強度冷鍛歯車用鋼」の成
分設計の考え方と特性について紹介する。

1 . 冷間鍛造歯車用鋼の検討

1. 1　変形抵抗低減の考え方 
　従来，冷間鍛造時の変形抵抗に及ぼす合金元素の影響

に関する多くの研究が報告されている。当社において
も，C，Si，Mnなどのフェライト強化元素を低減させる
ことが有効であることを報告している 1 ）。いっぽう，歯
車用鋼は，浸炭処理後の部品に必要な硬さ分布を得るた
めに，焼入れ性が重要な管理項目となる。そのため，焼
入れ性向上元素の低減は，焼入れ性の低下を引き起こ
し，歯車の強度低下を招くこととなる。そこで，計算式
より得られる焼入れ性（Di値）2 ）と実験で得られた変形抵
抗に及ぼす合金元素の影響についてまとめた結果を図 1
に示す。変形抵抗への影響が大きいSi，Mo，Mnに対し，
Crは同等以上の焼入れ性を有しつつ変形抵抗への影響
が少ないことがわかる。さらなる焼入れ性の改善には，
Bの添加が有効であり，低C化および合金元素の低減が
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図 1  合金元素0.1％あたりの焼入性と変形抵抗への影響
Fig. 1  Impact on the deformation resistance and hardenability per 

0.1% alloying elements



神戸製鋼技報/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017） 37

可能となる。そこで，当社では，冷間鍛造歯車用鋼の基
本成分系として，汎用の歯車用鋼であるSCM420Hに対
し，変形抵抗低減の観点からSi，Mn，Mo量を減少させ，
Cr増量，B添加を行い，焼入れ性を確保している。
1. 2　結晶粒粗大化抑制の考え方 3 ）

　冷間鍛造歯車用鋼では結晶粒粗大化抑制のために従来
からAl，Nb，Tiなどの炭窒化物によるピンニング効果
を利用している。このピンニング効果を有効に発揮する
ためには，浸炭中に大きな炭窒化物が周囲の小さな炭窒
化物を吸収し成長するオストワルド成長を抑制すること
が必要となる。このオストワルド成長は原子拡散を伴う
現象であるため，ピンニング効果を有効に発揮する合金
元素は拡散係数が低いことが望ましい 4 ）。このためピン
ニング効果を有効に発揮する元素として表 1 よりTiが
最適であることがわかる。ピン止め効果は，Zenerによ
って提唱されたものであり，結晶粒成長の抑制力とし
て，式（ 1 ）のように表すことができる。

　　　　　　　　　……………………………………（ 1 ）

ここで，ΔGpin：結晶粒成長の抑制力
　　　　d：析出物直径
　　　　n：析出物密度
　　　　σ：粒界エネルギー
　　　　V：モル容積
式（ １ ）より析出物密度が高く，析出物直径が大きい
ほど結晶粒成長の抑止力が大きいことが分かる。このよ
うな観点から，当社の冷間鍛造歯車用鋼には，ピンニン
グ粒子としてTi析出物を利用しており，結晶粒粗大化抑
制に及ぼすTi析出物の粒径および密度の影響に着目し，
20nm以上の析出物密度を増加させることが有効である
と報告している 4 ）。このような粒子分布を得るために，
当社ではTi添加量の最適化に加えて，分塊圧延，製品圧
延などの製造条件の適正化を実施している。

2 . 金型寿命改善鋼：KSG注1 ）

2. 1　開発の背景
　冷間鍛造は，歯車製造コストに占める金型費の構成比

率が高く，冷間金型寿命の優れた歯車用鋼の要望が強
い。そこで，部品に必要な強度を損なうことなく，金型
寿命を大幅に改善することを目的として，金型寿命改善
鋼KSGシリーズを開発した。開発鋼およびJIS鋼の化学
成分を表 2 に示す。前述のとおり，本開発鋼は変形抵抗
低減および結晶粒粗大化抑制のため，合金元素削減並び
にTi添加を実施しておいる。KSG1はSCM420Hと同等，
KSG2，KSG3はSCM415Hと同等の焼入れ性を確保でき
るようにC，Mn，Cr量を調整している。
2. 2　開発鋼KSGの特性
2. 2. 1　ジョミニー焼入れ性
　図 2 に開発鋼のジョミニー曲線を示す。KSG1は，
SCM420HのHバンド中央付近の硬さを有しており，
SCM420Hとほぼ同等の焼入れ性を示す。また，KSG2
およびKSG3は，焼入れ端から 5 mm～12mm位置にお
いて，SCM415Hと同程度の硬さを示す。
2. 2. 2　冷間鍛造性
　図 3 にKSGシリーズとSCM420H，SCM415Hの冷間圧
縮試験による真応力－真ひずみ曲線を示す。同一の焼入
れ性を有する鋼材で比較すると，KSG1の球状化焼鈍材
は，SCM420Hに対して変形抵抗が約10％低減する。ま
た，SCM415Hの変形抵抗に対し，KSG2は約 9 ％，KSG3
は圧延材で約14％，球状化焼鈍材で約23％低減が可能で

ΔGpin≈ nVπdσ
2

表 2  KSGシリーズの化学成分
Table 2  Chemical compositions of KSG series

表 1  炭窒化物を形成する元素の拡散係数
Table 1  Diffusion coefficient of elements forming carbonitride

図 3  冷間圧縮試験による応力－ひずみ線図
Fig. 3  Stress strain carves in compression tests

図 2  ジョミニーカーブ
Fig. 2  Jominy carves

脚注 1 ） KSGは当社の登録商標（第1685419号）である。
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ある。つぎに，かさ歯車を冷間鍛造した結果を図 4 に示
す。KSG1の鍛造時の荷重はSCM420Hに対して，約6.4
％低減することがわかる。本結果を元に，計算ソフト
Forgeを用いて金型に加わる最大振幅応力を求め，金型
材（YHR7）の曲げ疲労試験結果から，金型寿命比を算
出した結果を表 3 に示す。金型が，繰り返し応力負荷に
より破損すると想定した場合，KSG1は，SCM420Hに対
して，約2.3倍の金型寿命が得られると予想される。図
5 に冷間圧縮試験における限界圧縮率について示す。限
界圧縮率は冷間加工時の変形能を示しており，試験片を
加工後，割れが発生しない最大の圧縮加工率である。
KSG1はSCM420Hに対して，圧延材で約38％，球状化焼
鈍材で約25％向上しており，複雑形状の加工が期待でき
る。
2. 2. 3　浸炭特性と強度特性
　KSGシリーズの浸炭特性および強度特性を確認する
ため，硬さ，結晶粒度， 4 点曲げ疲労およびローラピッ
チング疲労について，SCM420Hとの比較試験を行った。
結果を図 6 ～図 9 に示す。試験片は，1,223K× 2 時間の
浸炭処理を行い，433Kの焼戻し処理を実施している。

図 5  切欠き試験片による割れ限界圧縮率測定
Fig. 5  Critical compression rate in crack initiation compression tests

図 4  かさ歯車作製時の鍛造荷重
Fig. 4  Forging load at the time of bevel gear manufacturing

表 3  推定金型寿命比率
Table 3  Estimated die life ratio

図 9  ローラーピッチング疲労試験結果
Fig. 9  Pitting fatigue properties

図 8  4 点曲げ疲労試験結果
Fig. 8  4 -point bending fatigue properties

図 6  浸炭材の硬さ分布
Fig. 6  Hardness profiles of carburizing layer

図 7  結晶粒度測定結果
Fig. 7  Result grain size measurement
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図 6 にKSGシリーズとSCM420HおよびSCM415Hの 4 点
曲げ疲労試験片の硬さ分布を示す。KSG1はSCM420H
と，KSG2およびKSG3はSCM415Hほぼ同一の硬さ分布
を示しており，同等の浸炭特性を有していることがわか
る。次に，φ20mm×30mmLの試験片を加工率75％で
冷間圧縮し，前述した浸炭処理を実施した後の結晶粒度
を図 7 に示す。KSG1とSCM420Hの浸炭層での平均結晶
粒度は，いずれの鋼種でも7.0であり，粗大化は生じて
いなかった。図 8 に 4 点曲げ疲労試験の結果を示す。
KSG1は，SCM420Hに対して，同等以上の疲労強度が得
られている。これは，B添加による靭性（じんせい）向
上 5 ）およびSi低減による粒界酸化層の低減 6 ）によるも
のと考えられる。図 9 にローラピッチング疲労試験結果
を示す。KSG1のピッチング強度は，SCM420Hとほぼ同
等である。

3 . 高強度冷鍛歯車用鋼：KAG注2 ）

3. 1　開発の背景
　自動車用の歯車は，昨今のCO2削減要求に対応するた
め，冷間鍛造の適用が進むとともに，浸炭処理時間の短
縮を狙った高温処理が指向されている。このため，歯車
用鋼には，より高温域での耐結晶粒粗大化特性に優れた
鋼材が要求されている。デファレンシャルユニットにお
いては，小型軽量化やエンジン出力向上に伴う高トルク
化に対応するため，デファレンシャルギヤの高強度化ニ
ーズがあり，とくに低サイクル域での疲労強度の向上が
要望されている 7 ）。低サイクル域での歯車の損傷には，
歯元折損とスポーリング（内部破壊）やケースクラッッ
シング（浸炭層の広範囲の破壊）による歯面損傷がある
が，疲労強度向上には，両者を考慮した設計が必要とな
る。低サイクルの歯元折損については，破断寿命がき裂
伝播（でんぱ）寿命に支配されるため，材料の靭性を高
めることが有効であると報告されている 8 ），9 ）。いっぽ
う，歯面損傷型のスポーリングについては，歯面の深さ
方向に対して，付与されるせん断応力が材料強度を上回
る位置を起点に発生するため，浸炭後の硬化層を深くす
ることが有効である 9 ）。また，ケースクラッシングにつ
いては，平均断面硬さを増加させて歯先の塑性変形を抑
制し，浸炭層の靭性を上げて，脆性破壊を抑制すること
が有効であると当社は報告している10）。さらに低サイク
ル疲労強度を向上させた場合は，高サイクル域での歯面
の表面起点型であるピッチングに損傷形態が移行する。
ピッチングは，歯車がかみ合う際の摩擦熱による熱軟化
が生じた箇所から発生するため，ピッチング抑制には，
焼戻し軟化抵抗性の向上が有効な手法となる11）。
　このようなニーズに対応すべく，SCM420Hに対して，

低サイクル疲労強度向上を図り，さらに高温浸炭に対応
可能な鋼材として，高強度冷鍛歯車用鋼KAGシリーズ
を開発した。開発鋼およびJIS鋼の化学成分を表 4 に示
す。KAG421HSは，SCM420Hに 対 し て，Si，Mn，Mo
を低減することで冷間鍛造時の変形抵抗増加を抑制し，
B添加により鋼材の焼入れ性を高め，P低減と合わせて
靭性を向上させている。KAG421HPは，Cr量を高めて
さらなる焼入れ性増加を図り，耐ピッチング特性向上を
狙いSi量を高めることで573K焼戻し硬さを増加させた
鋼材である。さらに，KAGシリーズでは，高温浸炭時
の結晶粒粗大化を抑制するため，Tiに加えてNbを増量
することで微細炭化物（図10）を分散させ，ピンニン
グ粒子の増加を図っている。前述した通り，効率的にピ
ンニング効果を得るにはTi添加が有効であるが，多量に
Tiを添加した場合には粗大なTi系窒化物を形成し，製品
強度に有害となる場合がある12）。そのため，強度に悪影
響を与えない範囲で，耐結晶粒粗大化特性を最大化する
ため，TiとNbの複合添加を実施した。
3. 2　開発鋼の特性
3. 2. 1　ジョミニー焼入れ性
　図11に開発鋼のジョミニー曲線を示す。KAG421HS
およびKAG421HPはSCM420Hの上限以上の硬さを有し
ており，高い焼入れ性を示す。

図11  ジョミニーカーブ
Fig.11  Jominy carves

図10  開発鋼（Nb, Ti添加）における析出物の観察例
Fig.10 Observation example of a precipitate in the developed steel 

(Nb, Ti addition)

表 4  KAGシリーズの化学成分
Table 4  Chemical compositions of KAG series

脚注 2 ） KAGは当社の登録商標（第4382241号）である。
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3. 2. 2　冷間鍛造性
　開発鋼とSCM420，SCM415Hの60％冷間圧縮試験時
の変形抵抗とジョミニー試験における水冷端から
1/2 inch（12.7mm）位置の硬さとの関係を図12に示す。
焼入れ性向上に伴い変形抵抗は増加する傾向にあるが，
SCM420Hの変形抵抗に対して，KAG421HPは焼入れ性
を向上させつつ同等の値を示し，KAG421HSは 4 ％低
減可能である。
3. 2. 3　浸炭特性および強度特性
　KAGシリーズの強度特性を確認するため， 4 点曲げ
疲労試験およびローラピッチング疲労試験を行い，
SCM420Hとの比較を行った。図13にローラピッチング
試験による耐スポーリング特性評価結果を示す。本試験
では，表面起点型のピッチングを抑制し，スポーリングを
生じさせるため，すべり率を 0 ％としている。KAG421HS
は， 焼 入 れ 性 向 上 に よ る 肌 焼 き 深 さ 増 加 に よ り
SCM420Hに対してスポーリング強度が約 8 ％向上する。
図14に 4 点曲げ疲労試験の結果を示す。KAG421HSお
よびKAG421HPは，SCM420Hに対して，極低サイクル

（100回）で約18％の強度上昇が認められる。これは，P
低減およびB添加による粒界強化によるものと考えら
れ，歯車の低サイクル歯元疲労強度向上が期待できる。
図15にローラピッチング試験による耐ピッチング特性を
示す。本試験では，ピッチングを発生させるため，すべ
り率－40％で実施した。SCM420Hに対して，KAG421HS
は同等以上，KAG421HPは疲労限（107）が約14％上昇
する。これは，Si増量による573K焼戻し硬さ上昇によ
るものと考えられる。耐結晶粒粗大化特性を評価するた
め，球状化焼鈍後の円柱試験片を用い，70％の冷間圧縮
を行った後，各温度で 3 時間擬似浸炭処理した後に粒度
の観察を行った。結果を表 5 に示す。SCM420Hは擬似
浸炭温度1,223Kで一部混粒が発生したが，KAG421HSと
1,298Kでは混粒が発生せず，優れた耐結晶粒粗大化特性
を有していることがわかった。

図15 ローラーピッチング疲労試験による耐ピッチング特性評価
結果

Fig.15 Results of pitting resistance property evaluation by the roller 
pitting fatigue test

図13 ローラーピッチング疲労試験による耐スポーリング特性評
価結果

Fig.13 Results of spalling characteristic evaluation by the roller 
pitting fatigue test

図14 4 点曲げ疲労試験結果
Fig.14  4 -point bending fatigue properties

図12 60％圧縮時の変形抵抗とジョミニー試験時の水冷端から
1/2 inch位置の硬さとの関係

Fig.12 Relationship between true stress at 60％ compression and 
hardness of 1/2 inch position from quenched end by Jominy 
test 

表 5  結晶粒粗大化特性調査結果
Table 5  Grain coarsening characteristics survey results



神戸製鋼技報/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017） 41

むすび＝近年，歯車への適用が進んでいる冷間鍛造に対
し，金型寿命を改善可能なKSGシリーズと優れた低サイ
クル疲労特性および耐結晶粒粗大化特性を有するKAG
シリーズの考え方と諸特性について紹介した。CO2排出
削減を背景に，部品の小型化に加えて，ネットシェイプ
化や高温浸炭化が図られていく中，強度を確保しつつ，
ますます重要となる鍛造荷重や結晶粒粗大化抑制可能な
技術として，本冷鍛歯車用鋼は今後の適用拡大が期待さ
れる。
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