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まえがき＝軸受部品は様々な産業機械・自動車などに使
用され，高い信頼性が要求される。そのため，軸受部品
に用いられる軸受用鋼には優れた転動疲労特性が求めら
れ，疲労破壊起点となる非金属介在物（以下，介在物と
いう）に着目した研究が行われている。
　これまでの研究の結果，介在物からの転動疲労による
はく離は次の過程を経て起こると考えられている 1 ）。
①介在物を起点としたき裂の発生
②安定的なき裂の伝ぱ
③き裂の急速伝ぱによるはく離
そのうち，介在物を起点としたき裂の発生は，転動疲労
のごく早期に起こると考えられている。宇田川ら 2 ）は，
酸化物系介在物を起点としたき裂の発生時期は，1 ×
10 4 サイクルであると報告している。
　土田ら 3 ）は，介在物を起点としたき裂発生メカニズ
ムを考察している。き裂発生に関しては，介在物のサイ
ズだけでなく，介在物のヤング率や介在物と母相との界
面の密着状況を考慮する必要があることを明らかにして
いる。
　橋本ら 4 ）は，通常のAl脱酸鋼，それとは脱酸方法を
変更した鋼を作製し，介在物と母相との界面性状を観察
した。通常のAl脱酸鋼で生成するAl 2 O 3 系介在物周囲
には隙間がみられるのに対し，脱酸方法を変更した鋼で
生成するAl 2 O 3 ・SiO 2 系介在物は母相との密着性が良
く，脱酸方法を変更した鋼は長寿命となることを報告し
ている。

　しかしながら，脱酸方法の変更による酸化物系介在物
の改質が，き裂の発生時期にどのような違いをもたらす
かについては明らかになっていない。
　そこで当社では，介在物の一種である酸化物系介在物
の改質により転動疲労特性が向上するメカニズムを解明
することを目的に，とくにき裂の発生時期の違いに着目
した検討を行った。また，き裂の発生時期に違いが生じ
る理由について，き裂の発生に影響する要因と考えられ
る，介在物サイズ，介在物－母相間の密着性，介在物の
ヤング率の観点から考察を行った。

1 ．実験方法

　通常のAl脱酸鋼として供試材AL-1とAL-2を作製し
た。また，酸化物系介在物を改質するため，非Al脱酸
鋼として供試材Non AL-1とNon AL-2を作製した。供試
材の化学組成を表 1 に示す。AL-1，Non AL-1，Non AL-2
は，誘導溶解炉（溶解量170 kg）で溶製した後，熱間鍛
造と熱間圧延を行い，直径65 mmの熱間圧延材を作製
した。AL-2は実機工程で製造した鋼片を用いて，直径
65 mmの熱間圧延材を作製した。各熱間圧延材を切断
し，球状化焼鈍（795℃× 6 h），焼入れ（840℃×30 min），
焼戻し（160℃× 2 h），仕上げ研磨を行い，スラスト転
動疲労試験片を作製した。
　AL-1と Non AL-1に対して表 2 の条件でスラスト転動
疲労試験を行い，酸化物系介在物の改質による転動疲労
特性への影響について検討した。また，酸化物系介在物
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の改質がき裂の発生時期にどのような違いをもたらすか
を調べるために，表 2 の条件でAL-2とNon AL-2に対し
てスラスト転動疲労試験を行った。AL-2とNon AL-2に
ついては，転動疲労試験の途中で超音波探傷試験

（Ultrasonic Testing, 以下UTという）を行った。UTの
条件は周波数125 MHzであり，試験片表層0.05～0.45 mm
が検出範囲となるように調整した。試験片全面を観察面
としてUTを行い，鋼球の転送面直下の欠陥数を調べ
た。
　さらに，き裂の発生時期と伝ぱ状況を随時調べるため
に，スラスト転動疲労試験機の試料ホルダにアコーステ
ィック・エミッション（Acoustic Emission, 以下AEと
いう）装置を設置し（図 1 ），転動疲労試験中に試験片
内部から発せられるAE信号を検出した。

2 ．実験結果

2. 1　スラスト転動疲労特性
　転動疲労試験の結果を図 2 に示す。非Al脱酸鋼（Non 
AL-1）は，Al脱酸鋼（AL-1）に比べて，L10寿命注）が
6.1×10 6 回から2.0×10 8 回以上と向上し，脱酸方法の変
更による転動疲労特性の改善が認められた。なお，Non 

AL-1は全ての試験片ではく離が起こらなかったため，
負荷回数2.0×10 8 回で試験を中断した。
2. 2　き裂の発生時期（UT，AE評価）
　Al脱酸鋼（AL-2）について，転動疲労試験の初期（負
荷回数1.0×10 6 回）の段階でUT評価を行った。その結
果，転送面直下で20個の欠陥を検出した（図 3（a））。ま
た，負荷回数が増えるに従い，UTで検出される欠陥数
は増加した（図 3（b），負荷回数6.3×10 6 回）。なお，負
荷回数6.3×10 6 回の時点でAL-2の試験片にはく離が発
生したため試験を中断している。

表 1  供試材の化学組成と脱酸方法 5 ），6 ）

Table 1  Chemical composition and deoxidation type of steel sample 5 ）, 6 ）

表 2  スラスト転動疲労試験の条件 5 ），6 ）

Table 2  Thrust type rolling contact fatigue test condition 5 ），6 ）

図 1  スラスト転動疲労試験機およびAEセンサ概略図
Fig. 1  Schematic diagram of thrust type rolling contact fatigue test 

and AE sensor

図 3  スラスト転動疲労試験片全面のUT調査結果 6 ）

Fig. 3  UT test results of rolling contact fatigue test specimen 6 ）

図 2  Al脱酸鋼（AL-1）と非Al脱酸鋼（Non AL-1）のスラスト
転動疲労試験結果 5 ）

Fig. 2  Thrust type rolling contact fatigue test result of AL-1 and 
Non AL-1 5 ）

脚注）累積破損確率が10％となる負荷回数
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　いっぽう，非Al脱酸鋼（Non AL-2）は，負荷回数 1
×10 7 回の時点ではUTで欠陥は検出されず（図 3（c）），
負荷回数 5 ×10 7 回の時点で 1 個の欠陥が検出された

（図 3（d））。
　つぎに，AEで検出された信号数の推移を図 4 に示す。
Al脱酸鋼（AL-2）は，負荷回数5.7×10 5 回でAE検出信
号数の合計が100回を超えたのに対し，非Al脱酸鋼（Non 
AL-2）は，AE検出信号数の合計が100回を超えたのは
負荷回数1.0×10 7 回の時点であった。図 4 にはUTで検
出された欠陥数の推移も併せて示しており，非Al脱酸
鋼（Non AL-2）はAl脱酸鋼（AL-2）と比べてAE検出
信号数やUT検出欠陥数が少なく，検出される時期も遅
いことがわかった。

3 ．き裂の発生時期に及ぼす酸化物系介在物の
改質の影響

　 2 章で述べたとおり，通常のAl脱酸鋼から，酸化物
系介在物を改質した非Al脱酸鋼において転動疲労特性
の改善が認められた。また，UTおよびAE評価の結果，
Al脱酸鋼は転動疲労試験の初期の段階で，UT検出欠陥
数やAE検出信号数の増加が認められた。いっぽう，非
Al脱酸鋼はUT検出欠陥数やAE検出信号数が少なく，
検出される時期も遅かった。これらのことから，非Al
脱酸鋼は，酸化物系介在物を起点としたき裂の発生が抑
制されていると考えられる。そこで，酸化物系介在物の
改質によってき裂の発生時期に違いが生じた理由につい
て試験と考察を行った。
3. 1　介在物の改質
　脱酸方法の変更による介在物の改質を確認するため， 
スラスト転動疲労試験前の介在物をSEM（Scanning 
Electron Microscope）で観察した（図 5 ）。介在物の組
成をEDS（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy）を
用いて分析した結果，Al脱酸鋼（AL-1）では，Al 2 O 3

系介在物とMnSの複合介在物が観察された。いっぽう，
非Al脱酸鋼（Non AL-1）では，Al 2 O 3 系介在物は観察
されず，SiO 2 系介在物が観察された。
3. 2　介在物サイズ
　き裂の発生に影響する要因として考えられる，介在物
サイズの影響を調査した。介在物サイズは次式で表され
る。

 　　　　 ………………………………………………（ 1 ）

ここで，a（μm）：介在物の短径，b（μm）：介在物の長径
Al脱酸鋼（AL-1）と非Al脱酸鋼（Non AL-1）の最大
介在物サイズを極値統計法で予測した。
　解析結果を図 6 に示す。グラフの縦軸は，累積分布関
数Fと基準化変数yjである。Al脱酸鋼（AL-1）の最大
介在物サイズは21.0μm，非Al脱酸鋼（Non AL-1）は
33.9μm であった。
　Al脱酸鋼の方が非Al脱酸鋼よりも介在物サイズが小
さく，介在物サイズの観点からは非Al脱酸鋼において
き裂の発生が抑制された理由は説明できない。
3. 3　介在物－母相間の密着性
　介在物－母相間の密着性を調査した。図 5 に示したと
おり，Al脱酸鋼（AL-1）では，介在物－母相の界面に
空隙が認められた。空隙は介在物の両端に存在してお
り，熱間圧延方向と一致していた。いっぽう，非Al脱
酸鋼（Non AL-1）では，介在物－母相の界面および
SiO 2 系介在物の内部に空隙は認められなかった。
　すなわち，非Al脱酸鋼の改質介在物は，Al脱酸鋼で
生成する介在物に比べ，介在物－母相間の密着性に優れ
ることがわかった。
3. 4　介在物のヤング率
　介在物のヤング率を調査した。Al脱酸鋼の場合，Al 2 O 3

系介在物として生成するAl 2 O 3 のヤング率は約380 GPa
である 7 ）。また，同時に生成しているMnSのヤング率

a×b

図 6  Al脱酸鋼（AL-1）と非Al脱酸鋼（Non AL-1）の極値統計
解析結果

Fig. 6  Predicted maximum size of non-metallic inclusion of AL-1 and 
Non AL-1

図 5  スラスト転動疲労試験前の介在物のSEM観察結果 5 ）

Fig. 5  SEM observation results of non-metallic inclusion before 
rolling contact fatigue test 5 ）

図 4  転動疲労試験の負荷回数とAE検出信号数とUT検出欠陥数
の関係 6 ）

Fig. 4  Relationship between rolling contact fatigue cycles and 
number of AE detection signals and UT detection defects 6 ）
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は137 GPa，母相のヤング率は206 GPaと報告されてい
る 8 ）。母相のヤング率EMatrixと介在物のヤング率EInclusion

の差ΔE（EMatrix－EInclusion）は，Al 2 O 3 が約－174 GPaで，
MnSが69 GPaである。
　いっぽう，非Al脱酸鋼（Non AL-1）で生成している
SiO 2 系に改質された介在物（以下，改質介在物という）
のヤング率は不明であるため，ナノインデンタの連続剛
性測定法により，励起振動振幅 2 nm，ひずみ速度
0.05 s－ 1 という条件で改質介在物のヤング率を測定した

（図 7 ）。ヤング率の値が比較的安定した押し込み深さ範
囲でヤング率を読み取ると，非Al脱酸鋼の改質介在物
のヤング率は250～300 GPa（押し込み深さ20 nm以上）
である。同時に測定した母相のヤング率は，図 7 に示す
ように200～250 GPa（押し込み深さ40 nm以上）である。
すなわち，非Al脱酸鋼の改質介在物のΔEは－100～
0 GPaであり，Al脱酸鋼（AL-1）で観察されたAl 2 O 3

系介在物に比べてΔEの絶対値が小さいことがわかった。
3. 5　き裂の発生に及ぼす介在物－母相間の密着性と介

在物のヤング率の影響
　非Al脱酸鋼の改質介在物は，Al脱酸鋼で生成する
Al 2 O 3 系介在物に比べて介在物－母相間の密着性に優れ
ており母相と介在物のヤング率差が小さい。これらの特
徴が介在物を起点とした転動疲労き裂の発生にどのよう
な影響を及ぼすかを検討するため，転動負荷中の介在物

近傍のひずみ分布を土田らの手法 3 ）を用いて解析した。
　解析において，介在物は直径20μmの円形形状と仮定
し，介在物－母相間の密着状態を接着状態とはく離状態
の 2 とおりとした。また，介在物のヤング率EInclusionは，
100 GPa（MnS模擬），200 GPa（非Al脱酸鋼の改質介在
物模擬），400 GPa（Al 2 O 3 系介在物模擬）の 3 とおりと
した。介在物起点のき裂は，モードⅠ変形により発生す
ると仮定し，解析結果から任意の方向の引張成分のひず
みの変化Δεを求め，Δεの最大値Δεmaxを算出した。
　解析結果を図 8 に示す。介在物－母相間の密着状態が
接着状態の場合は，はく離状態に比べてすべての計算条
件（ヤング率）においてΔεmaxが小さくなった。接着状
態の中でも，介在物のヤング率が母相に近い（すなわち，
非Al脱酸鋼の改質介在物を模擬した）場合に，Δεmax

が極小値を取ることがわかった。
　Al脱酸鋼で生成するAl 2 O 3 系介在物を模擬した解析

（はく離状態，EInclusion=400 GPa）では，Δεmaxは3.0×
10－ 2 であるのに対し，非Al脱酸鋼の改質介在物を模擬
した解析（接着状態，EInclusion=200 GPa）では，Δεmaxは
5.8×10－ 3 まで小さくなる。このため，非Al脱酸鋼の改
質介在物からは介在物を起点としたき裂が発生し難いと
考えられる。

図 8  引張成分のひずみの変化（Δε）の最大値（Δεmax）に及ぼ
す介在物－母相間の密着状態と介在物のヤング率の影響

Fig. 8  Influence of interface condition and young’s modulus of 
inclusion on maximum value of Δε

図 7  非Al脱酸鋼（Non AL-1）のSiO 2 系介在物と母相のナノイ
ンデンタによるヤング率測定結果

Fig. 7  Nanoindentation test result of SiO2 -based inclusion and 
matrix of non Al-killed steel (Non AL-1)

図 9  酸化物系介在物改質による転動疲労き裂発生の抑制メカニズム
Fig. 9  Mechanism for suppressing rolling fatigue crack initiation by oxidation inclusion change
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4 ．酸化物系介在物の改質による転動疲労寿命
の向上メカニズム

　Al脱酸鋼は，疲労試験前に介在物－母相間に空隙が
存在するとともに，Al 2 O 3 系介在物と母相のヤング率差
が大きい。そのため，転動負荷中の介在物近傍の引張成
分のひずみ変化が大きくなり，介在物を起点とした初期
き裂が発生しやすいと考えられる。
　いっぽう，非Al脱酸鋼は，介在物－母相間に空隙が
存在せず接着状態であるとともに，非Al脱酸鋼の改質
介在物と母相のヤング率差が小さいため，介在物近傍の
引張成分のひずみ変化が小さくなる。その結果，介在物
を起点とした初期き裂の発生が抑制され，非Al脱酸鋼
はAl脱酸鋼に比べて転動疲労特性が改善したと考えら
れる（図 9 ）。

むすび＝当社では，酸化物系介在物の改質により転動疲
労特性が向上するメカニズムを解明することを目的に，
き裂の発生時期の違いに着目して検討を行った。

　その結果，非Al脱酸鋼はAl脱酸鋼に比べて転動疲労
特性が改善していることが認められた。また，非Al脱
酸鋼の改質介在物は，介在物－母相間の密着性に優れ，
介在物と母相のヤング率差が小さいことが明らかになっ
た。解析によると，非Al脱酸鋼において転動負荷中に
介在物近傍に生じるひずみ変化量が小さくなる。その結
果，初期き裂の発生が抑制され，転動疲労特性が改善で
きることがわかった。
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