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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
基材表面に硬質皮膜が蒸着されてなる成形品であって、
前記基材が、主相としてマルテンサイト相を含むマトリックス中に炭化物粒子が分散し
てなる基部と、オーステナイト相を含む表面改質層とを有し、
前記基部が、炭素を０．８〜３質量％含有し、クロム、モリブデン、バナジウム及びタ
ングステンからなる群から選択される少なくとも１種を１〜２０質量％含有し、シリコン
を０．１〜２質量％含有し、マンガンを０．１〜２質量％含有し、残部が鉄及び不可避的
不純物からなる化学組成を有し、
前記表面改質層の表面に前記炭化物粒子が露出しておらず、
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前記表面改質層の厚みが０．１〜１０μｍであり、
前記硬質皮膜が、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤモンドライクカーボ
ンからなる群から選択される少なくとも１種からなり、かつ
前記硬質皮膜の厚みが０．１〜５０μｍであることを特徴とする成形品。
【請求項２】
炭素を０．８〜３質量％含有し、クロム、モリブデン、バナジウム及びタングステンか
らなる群から選択される少なくとも１種を１〜２０質量％含有し、シリコンを０．１〜２
質量％含有し、マンガンを０．１〜２質量％含有し、残部が鉄及び不可避的不純物からな
る基材表面に、電子線を照射した後に、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤ
モンドライクカーボンからなる群から選択される少なくとも１種を蒸着することを特徴と
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する請求項１に記載の成形品の製造方法。
【請求項３】
前記基材表面に電子線をパルス照射する請求項２に記載の成形品の製造方法。
【請求項４】
電子線が照射された前記基材の表面に、イオンプレーティング法又はスパッタリング法
により、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤモンドライクカーボンからなる
群から選択される少なくとも１種を蒸着する請求項２又は３に記載の成形品の製造方法。
【請求項５】
冷間加工用工具である請求項１に記載の成形品。
【請求項６】
冷間金型である請求項１に記載の成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、炭化物粒子を含有する鋼からなる基材表面に硬質皮膜が蒸着されてなる成形
品及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
鋼からなる工具や金型等における耐食性や機械的特性を向上させる手段として、鋼の表
面に硬質皮膜を形成する方法が知られている。この場合に用いられる硬質皮膜として、金
属窒化物、金属炭化物、金属酸化物又はダイヤモンドライクカーボンからなる皮膜等が挙
げられる。これらの硬質皮膜は、イオンプレーティング法やスパッタリング法等の物理的
蒸着（ＰＶＤ）法や化学的蒸着（ＣＶＤ）法等により形成することができる。
【０００３】
ところで、高い硬度が要求される、冷間加工用工具鋼、冷間金型鋼等の鋼材は、炭素含
有量が非常に多く、粒径の大きい一次炭化物粒子を含有する。鋼材中に炭化物粒子が分散
していることにより、所定の硬度が得られる。しかしながら、このような炭化物粒子を含
有する鋼からなる基材に硬質皮膜を形成した場合、基材の表面に露出した炭化物粒子によ
り、硬質皮膜が剥離し易かった。また、硬質皮膜を形成することによって、ある程度耐食
性が向上するものの、なお耐食性が不十分である場合があった。
【０００４】
これらの問題に対して、硬質皮膜と基材の密着性を向上させる方法がいくつか提案され
ている。特許文献１には、母材表面に平均径および平均深さがいずれも０．５〜８μｍで
ある凹部が多数形成されると共に、該母材表面に耐摩耗性硬質皮膜が被覆された硬質皮膜
被覆材料が記載されている。当該材料は、表面に一次炭化物が存在する鉄鋼材料を母材と
して用いた場合であっても、前記硬質皮膜は、前記母材に対して、優れた密着性を有する
と記載されている。しかしながら、特許文献１に記載された硬質皮膜被覆材料は、硬質皮
膜の密着性がなお不十分であったうえに、耐食性も不十分であった。
【０００５】
特許文献２には、ダイス鋼や高速度工具鋼などの、炭化物を有する鋼からなる工具母材
表面に存在する炭化物を化学的溶液処理により溶出させて除去することにより、表面の炭
化物成分の量を低下させた後、当該母材表面に硬質膜を被覆してなる硬質膜被覆工具が記
載されている。当該硬質膜被覆工具に形成された硬質膜は、密着強度が格段に向上してい
ると記載されている。しかしながら、当該硬質膜被覆工具は、耐食性が不十分であったう
えに、硬質膜の密着性も不十分である場合があった。
【０００６】
ところで、鋼からなる基材表面に電子線やレーザーを照射することにより、表面改質を
行う方法が知られている。特許文献３には、鉄合金製機構部品をオーステナイト領域の温
度に急速加熱した後、オーステナイト領域以下の温度まで急速冷却する加熱及び冷却工程
を少なくとも３回以上繰り返す熱処理を施して焼き入れする鉄合金製機構部品の表面改質
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法が記載されている。ここで、前記熱処理の方法として、電子線焼入れによる方法が記載
されている。特許文献３には、前記表面改質法によれば、マルテンサイト、炭化物、ベイ
ナイト等の焼入れ組織を従来よりも微細化できると記載されている。そして、前記表面改
質法によれば、部品の表面の硬度、耐疲労強度、耐摩耗性、耐食性が向上するとともに、
靭性も保持されると記載されている。しかしながら、特許文献３には、鉄合金製機構部品
表面に、硬質皮膜を蒸着することについて一切記載されていない。
【０００７】
特許文献４には、金型用合金工具鋼に対し、電子線を照射してごく微小な表層部分のみ
を瞬間的に溶融させた後に、急冷することにより、表面近傍に微細凝固組織を生成する工
程と、窒化処理もしくは炭化物被覆処理により、表層下方に化合物を析出させる表面改質
工程からなる金型用合金工具鋼の強化方法が記載されている。そして、表面改質をすべき
領域に対する前処理として、予め当該領域に微細組織の化合物を生成することによって、
熱間工具鋼からなる金型表面での摩耗損失や熱疲労によるき裂の生成が抑止され、寿命が
向上すると記載されている。特許文献４には、前記方法により、冷間加工用工具鋼や高速
度工具鋼における、欠けや摩耗の防止を図ることができると記載されている。しかしなが
ら、特許文献４には、鋼の表面に硬質皮膜を形成することについて、一切記載されていな
い。
【０００８】
特許文献５には、電子線を金型材料の表面に照射する金型の表面処理方法が記載されて
いる。当該表面処理方法によれば、金型表面の平滑性、耐食性、光沢性、及び、表面硬さ
が向上すると記載されている。さらに、特許文献５には、炭素鋼に電子線を照射して、当
該炭素鋼の表面をマルテンサイト変態させることにより、当該表面を硬化させることがで
きると記載されている。しかしながら、特許文献５には、金型表面に硬質皮膜を形成する
ことについて、一切記載されていない。
【０００９】
特許文献６には、金属からなる被処理体に電子線を照射して、当該被処理体の表面の改
質を行った後に、前記被処理体の表面にスパッタ粒子を堆積させ被覆処理を行う表面処理
方法、及び、前記処理を行うことができる処理装置が記載されている。そして、電子線パ
ルスにより、金属の表面を急速加熱冷却して清浄化、平滑化、鏡面化、アモルファス化す
ると記載されている。さらに、前記処理装置によれば、電子線照射された被処理体が外気
に曝されることなく次の表面被覆処理が行われるので、付着力が強い良質な被膜が形成さ
れると記載されている。しかしながら、特許文献６には、前記被処理体の種類について具
体的に記載されていない。さらに、前記被処理体を被覆する皮膜として、チタン皮膜が記
載されているのみである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平８−７４０２９号公報
【特許文献２】特開２００５−１８６２２７号公報
【特許文献３】特開２００７−２３１３２３号公報
【特許文献４】特開２００８−１３８２２３号公報
【特許文献５】特開２００４−１０８６号公報
【特許文献６】特開２００９−１１４４８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、炭化物粒子を含有する鋼から
なる基材表面に硬質皮膜が蒸着されてなる成形品であって、前記基材と前記硬質皮膜の密
着性が高く、優れた耐食性を有するとともに、所定の硬度を維持した成形品を提供するこ
とを目的とするものである。また、そのような成形品の製造方法を提供することを目的と

10

20

30

40

50

(4)

JP 5987152 B2 2016.9.7

するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記課題は、基材表面に硬質皮膜が蒸着されてなる成形品であって、前記基材が、主相
としてマルテンサイト相を含むマトリックス中に炭化物粒子が分散してなる基部と、オー
ステナイト相を含む表面改質層とを有し、前記基材が、炭素を０．８〜３質量％含有し、
クロム、モリブデン、バナジウム及びタングステンからなる群から選択される少なくとも
１種を１〜２０質量％含有し、シリコンを０．１〜２質量％含有し、マンガンを０．１〜
２質量％含有し、残部が鉄及び不可避的不純物からなる化学組成を有し、前記表面改質層
の表面に前記炭化物粒子が露出しておらず、前記表面改質層の厚みが０．１〜１０μｍで
あり、前記硬質皮膜が、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤモンドライクカ
ーボンからなる群から選択される少なくとも１種からなり、かつ前記硬質皮膜の厚みが０
．１〜５０μｍである成形品を提供することによって解決される。
【００１３】
上記課題は、炭素を０．８〜３質量％含有し、クロム、モリブデン、バナジウム及びタ
ングステンからなる群から選択される少なくとも１種を１〜２０質量％含有し、シリコン
を０．１〜２質量％含有し、マンガンを０．１〜２質量％含有し、残部が鉄及び不可避的
不純物からなる基材表面に、電子線を照射した後に、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化
物及びダイヤモンドライクカーボンからなる群から選択される少なくとも１種を蒸着する
前記成形品の製造方法を提供することによっても解決される。
【００１４】
このとき、前記基材表面に電子線をパルス照射することが好適である。電子線が照射さ
れた前記基材の表面に、イオンプレーティング法又はスパッタリング法により、金属窒化
物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤモンドライクカーボンからなる群から選択される
少なくとも１種を蒸着することも好適である。
【００１５】
冷間加工用工具である前記成形品が本発明の好適な実施態様である。冷間金型である前
記成形品もまた本発明の好適な実施態様である。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の成形品は、基材と硬質皮膜の密着性が高く、耐食性に優れるとともに、所定の
硬度を有する。また、本発明の製造方法によれば、そのような成形品を簡便に製造できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１及び２における、基材表面のＸ線回折パターンである。
【図２】実施例１における成形品断面の二次電子像である。
【図３】実施例１における成形品断面の組成像である。
【図４】実施例１における、スクラッチ試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真である。
【図５】実施例１における、ロックウェル圧痕試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真であ
る。
【図６】実施例１、比較例１、参考例１及び２において、分極測定により得られた分極曲
線である。
【図７】実施例１における、分極測定後の成形品表面の光学顕微鏡写真である。
【図８】実施例２における成形品断面の二次電子像である。
【図９】実施例２における成形品断面の組成像である。
【図１０】実施例２における、ロックウェル圧痕試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真で
ある。
【図１１】比較例１における、ボンバード処理後の基材表面の電子顕微鏡写真である。
【図１２】比較例１における、スクラッチ試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真である。
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【図１３】比較例１における、ロックウェル圧痕試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真で
ある。
【図１４】比較例１における、分極測定後の成形品表面の光学顕微鏡写真である。
【図１５】参考例２における、分極測定後の基材表面の光学顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明の成形品は、基材表面に硬質皮膜が蒸着されてなる成形品であって、前記基材が
、主相としてマルテンサイト相を含むマトリックス中に炭化物粒子が分散してなる基部と
、オーステナイト相を含む表面改質層とを有し、前記基部が、炭素を０．８〜３質量％含
有し、クロム、モリブデン、バナジウム及びタングステンからなる群から選択される少な
くとも１種を１〜２０質量％含有し、シリコンを０．１〜２質量％含有し、マンガンを０
．１〜２質量％含有し、残部が鉄及び不可避的不純物からなる化学組成を有し、前記表面
改質層の表面に前記炭化物粒子が露出しておらず、前記表面改質層の厚みが０．１〜１０
μｍであり、前記硬質皮膜が、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤモンドラ
イクカーボンからなる群から選択される少なくとも１種からなり、かつ前記硬質皮膜の厚
みが０．１〜５０μｍであるものである。
【００１９】
前記基材は、基部と基材表面の表面改質層とを有する。ここで基部とは、表面改質処理
後の基材において、表面改質処理の影響を受けていない部分のことである。
【００２０】
前記基材における基部は、炭素を０．８〜３質量％含有する。炭素を含有することによ
り、熱処理後の成形品が所定の硬さを有するようになる。基部中の炭素の含有量が３質量
％を超える場合には、熱処理後の成形品が脆くなる。炭素の含有量は、２質量％以下であ
ることが好適である。一方、基部中の炭素の含有量が０．８質量％未満である場合には、
熱処理後の成形品の硬さが低下する。
【００２１】
前記基部は、クロム、モリブデン、バナジウム及びタングステンからなる群から選択さ
れる少なくとも１種を１〜２０質量％含有する。これらの化学成分は、得られる成形品の
硬さや靭性を向上させる効果や、基材の焼入れ性を向上させる効果を有する。これらの元
素は、マルテンサイト相に固溶した状態や、炭化物を形成した状態で基部中に存在する。
クロム、モリブデン、バナジウム及びタングステンの合計含有量が１質量％未満の場合に
は、硬さや靭性を向上させる効果や、基材の焼入れ性を向上させる効果が得られない。前
記合計含有量が６質量％以上であることが好適である。一方、前記合計含有量が２０質量
％を超える場合には、得られる成形品が脆くなる。
【００２２】
前記基部は、クロムを５〜１５質量％含有することが好適である。クロムの含有量が１
５質量％を超える場合には、得られる成形品が脆くなるおそれがある。一方、クロムの含
有量が５質量％未満の場合には、硬さや焼入れ性を向上させる効果が不十分になるおそれ
がある。
【００２３】
前記基部は、モリブデンを０．５〜３質量％含有することが好適である。モリブデンの
含有量が３質量％を超える場合には、得られる成形品が脆くなるおそれがある。
【００２４】
前記基部は、バナジウムを０．１〜２質量％含有することが好適である。バナジウムの
含有量が２質量％を超える場合には、得られる成形品が脆くなるおそれがある。
【００２５】
前記基部は、タングステンを２質量％以下含有することが好適である。タングステンの
含有量が２質量％を超える場合には、得られる成形品が脆くなるおそれがある。
【００２６】
前記基部は、シリコンを０．１〜２質量％含有する。シリコンを含有することにより、
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得られる成形品の硬さが向上するとともに、基材の焼入れ性が向上する。シリコンの含有
量が２質量％を超える場合には、得られる成形品の硬さが低下する。
【００２７】
前記基部は、マンガンを０．１〜２質量％含有する。マンガンを含有することにより、
基材の硬さや焼入れ性が向上する。マンガンの含有量が２質量％を超える場合には、得ら
れる成形品の硬さが低下する。
【００２８】
前記基部中の鉄の含有量は、通常、５０質量％以上であり、７０質量％以上であること
が好適であり、８０質量％以上であることがより好適である。
【００２９】
前記基部は、主相としてマルテンサイト相を含むマトリックス中に炭化物粒子が分散し
てなる。これにより得られる成形品の硬度が向上する。基部中のマトリックスは、本発明
の効果を阻害しない範囲であれば、マルテンサイト相以外の相を含んでいても構わない。
【００３０】
前記マトリックスにおける相の種類は、Ｘ線回折法などにより分析される。このとき、
マルテンサイト相を有する場合には、マルテンサイト結晶に由来する（１１０）面、（２
００）面等のピークが観察される。本発明においては、マトリックスを２θ−θ法により
、２θが２０°から８０°まで測定した際に、マルテンサイト結晶に由来するピーク面積
が、全結晶ピーク面積の５０％以上である場合に、「主相としてマルテンサイト相を含む
マトリックス」であると判断する。また、得られる成形品をより硬くするため、マトリッ
クスを２θ−θ法により測定した際に、オーステナイト結晶に由来する（２００）面のピ
ーク面積に対する、マルテンサイト結晶に由来する（１１０）面のピーク面積の比［（１
１０）面のピーク面積／（２００）面のピーク面積］が７／３以上であることがより好適
であり、９／１以上であることがさらに好適である。
【００３１】
前記基部において、マトリックス中に分散した炭化物粒子は、炭素と、クロム、モリブ
デン、バナジウム、タングステン及び鉄からなる群から選択される少なくとも一種とから
なるものであり、好適には、Ｍ７Ｃ３型炭化物を含むものである。ここで、Ｍは金属であ
る。このような炭化物粒子がマトリックス中に析出していることにより、得られる成形品
の硬さが向上する。
【００３２】
前記基部において、マトリックス中に分散した前記炭化物粒子の平均粒径が３〜５０μ
ｍであることが好適である。炭化物粒子の平均粒径が５０μｍを超える場合には、得られ
る成形品が脆くなるうえに、耐食性が低下する。前記平均粒径は、３０μｍ以下がより好
適である。本発明において、炭化物粒子の平均粒径は、成形品断面の電子顕微鏡写真から
求められる。炭化物粒子の平均粒径は、粒径が２μｍ以上の粒子の個数平均径とし、粒子
径は、円相当径（粒子面積と同面積の円の直径）とする。
【００３３】
本発明においては、基材表面の、硬質皮膜が蒸着される部分に、表面改質層を形成する
。当該表面改質層は、オーステナイト相を含むものである。オーステナイト相を含むこと
により、表面改質層の表面に形成される硬質皮膜の密着性が向上するとともに、得られる
成形品の耐食性が向上する。表面改質層中の相の種類は、上述した、マトリックスにおけ
る相の種類の分析方法と同様の方法により分析することができる。ここで、オーステナイ
ト相の有無は、オーステナイト結晶に由来する、（１１１）面、（２００）面又は（２２
０）面のピークにより判断する。硬質皮膜の密着性を向上させるため、表面改質層を２θ
−θ法により、２θが２０°から８０°まで測定した際に、マルテンサイト結晶に由来す
るピーク面積が、全結晶ピーク面積の５０％未満である必要がある。硬質皮膜の密着性を
より向上させる観点からは、表面改質層を２θ−θ法により測定した際に、マルテンサイ
ト結晶に由来する（１１０）面のピーク面積に対する、オーステナイト結晶に由来する（
２００）面のピーク面積の比［（２００）面のピーク面積／（１１０）面のピーク面積］
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が５／５以上であることが好適であり、７／３以上であることがより好適であり、９／１
以上であることがさらに好適である。
【００３４】
前記表面改質層の厚みが０．１〜１０μｍである必要がある。表面改質層の厚みが０．
１μｍ未満である場合には、硬質皮膜の密着性が不十分になる。表面改質層の厚みは０．
５μｍ以上であることが好適であり、１μｍ以上であることがより好適である。一方、表
面改質層の厚みが１０μｍを超える場合には、生産性が低下する。
【００３５】
本発明の基材においては、表面改質層の表面に、上述した、「基部中の炭化物粒子」と
同じ炭化物粒子が露出していない必要がある。これにより、表面改質層の表面に形成され
る硬質皮膜の密着性が向上するとともに、得られる成形品の耐食性が向上する。
【００３６】
上述のように、基材に表面改質層を設けたことが本発明の成形品の最大の特徴である。
表面に前記炭化物粒子が露出しておらず、かつオーステナイト相を有する表面改質層は、
蒸着により形成される硬質皮膜との密着性が高いうえに、得られる成形品の耐食性を向上
させる。通常、冷間加工用工具鋼や冷間金型鋼などの高い硬度が要求される鋼材は、焼入
れを行うことにより、金属組織をマルテンサイト変態させるとともに、炭化物粒子を析出
させることにより、所定の硬度を得ている。これに対して、比較的柔らかいオーステナイ
ト相を有する表面改質層を形成することにより、所定の硬度を維持しつつ、硬質皮膜の密
着性と耐食性とを向上できたことは、驚くべきことである。
【００３７】
本発明の成形品において、前記表面改質層の表面に硬質皮膜が形成される。当該硬質皮
膜は、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤモンドライクカーボンからなる群
から選択される少なくとも１種からなり、蒸着法により形成される。
【００３８】
上述のように、前記表面改質層と前記硬質皮膜は優れた密着性を有する。さらに、前記
硬質皮膜が形成された本発明の成形品表面は、高い硬度を有する。
【００３９】
前記硬質皮膜は、金属窒化物、金属炭化物、金属酸化物及びダイヤモンドライクカーボ
ンからなる群から選択される少なくとも１種からなる。前記金属窒化物としては、ＣｒＮ
、ＣｒＡｌＮ、ＴｉＮ、ＴｉＡｌＮ、ＺｒＮ、ＭｏＮ、ＶＮ、ＡｌＮ、ＷＮ、ＷＡｌＮ等
が挙げられる。前記金属炭化物としては、ＣｒＣ、ＴｉＣ、ＳｉＣ、ＷＣ等が挙げられる
。前記金属酸化物としては、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｃｒ２Ｏ３，ＺｒＯ２、ＴｉＯ２，
ＷＯ３等が挙げられる。硬質皮膜は、金属窒化物、金属炭化物及び金属酸化物からなる群
から選択される少なくとも１種からなるものであることが好適であり、金属窒化物からな
るものであることがより好適である。
【００４０】
前記硬質皮膜の厚みは、０．１〜５０μｍである必要がある。厚みが５０μｍを超える
場合には、生産性が低下する。硬質皮膜の厚みは、３０μｍ以下であることが好適である
。一方、厚みが０．１μｍ未満である場合には、得られる成形品表面の硬さが不十分にな
る。硬質皮膜の厚みは、０．２μｍ以上であることが好適である。
【００４１】
本発明の成形品は、炭素を０．８〜３質量％含有し、クロム、モリブデン、バナジウム
及びタングステンからなる群から選択される少なくとも１種を１〜２０質量％含有し、シ
リコンを０．１〜２質量％含有し、マンガンを０．１〜２質量％含有し、残部が鉄及び不
可避的不純物からなる基材表面に、電子線を照射した後に、金属窒化物、金属炭化物、金
属酸化物及びダイヤモンドライクカーボンからなる群から選択される少なくとも１種を蒸
着することにより製造することが好適である。
【００４２】
電子線照射に供する基材としては、上記した基部と同じ化学組成を有するものが用いら
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れる。当該基材は、マルテンサイト相を有するマトリックス中に炭化物粒子が分散してな
るものであることが好適である。すなわち、基部の金属組織として上述した、マルテンサ
イト相を有するマトリックス中に炭化物粒子が分散してなる金属組織を有する基材が好適
である。このような金属組織は、上述した化学組成を有する鋼材を、通常用いられる方法
により、焼入れ及び焼戻しを行うこと等により得られる。通常、焼入れ温度は７５０〜１
２００℃であり、焼戻し温度は１５０〜５３０℃である。
【００４３】
前記基材に電子線を照射することにより、基材に上述した表面改質層を形成する。上記
化学組成を有する基材に電子線照射することにより、鋼の結晶構造が、マルテンサイト結
晶からオーステナイト結晶に変化する。さらに、上述した炭化物粒子が基材表面に露出し
ていた場合に、当該炭化物粒子が電子線照射により消滅する。こうして、前記表面改質層
が形成される。
【００４４】
上記製造方法において、結晶構造をオーステナイト結晶に変化させ易くする観点からは
、電子線を照射して、前記基材の表面部分を溶融させることが好適である。
【００４５】
基材に電子線照射するに際し、基材に電子線をパルス照射することが好適である。基材
に電子線照射する際の条件は、形成する表面改質層の厚さ等により、適宜調整すればよい
２
。通常、一回の照射当たりのエネルギー密度は、０．３〜５０Ｊ／ｃｍ であり、パルス
幅 は 、 ０ ． １ 〜 ５ ０ μ ｓ ｅ ｃ .で あ り 、 パ ル ス 発 射 間 隔 は 、 ０ ． ５ 〜 ５ ０ ｓ ｅ ｃ .で あ り 、
パルス回数は、１〜１００回である。
【００４６】
上記製造方法において、結晶構造をオーステナイト結晶に変化させ易くする観点からは
、基材に電子線を照射した後に、当該基材を冷却することが好適である。基材の冷却方法
としては、電子線を照射後、基材を大気に曝す方法等が挙げられる。
【００４７】
電子線照射によって、結晶構造がオーステナイト結晶に変化するとともに、炭化物粒子
が消滅するメカニズムの詳細は不明であるが、以下のようなことが考えられる。
【００４８】
電子線照射により加熱される部分は、概ね、深さ１０μｍまでの表面近傍の部分である
。このため、電子線照射を停止すると、加熱された部分は急激に冷却されると考えられる
。このような急激な加熱と冷却を行うことが、結晶構造がオーステナイト結晶へ変化した
一因であると考えられる。一方、基材表面に露出した炭化物粒子は、電子線照射により、
基材内部（基部）に固溶したり、基材外に放出されたりした可能性がある。
【００４９】
電子線照射により形成された表面改質層の表面に硬質皮膜を蒸着する。本発明の製造方
法において、蒸着方法は特に限定されず、一般的な硬質皮膜の蒸着方法を用いることがで
きる。なかでも、物理的蒸着（ＰＶＤ）法及び化学的蒸着（ＣＶＤ）法が好適であり、前
者がより好適である。物理的蒸着法としては、イオンプレーティング及びスパッタリング
法が好適である。イオンプレーティング法としては、カソードアークイオンプレーティン
グ法又はホローカソードイオンプレーティング法などが例示される。蒸着を行う際の条件
は、蒸着する皮膜の種類などにより、適宜調整すればよい。基材に電子線を照射した後に
、予め基材表面を洗浄してから、硬質皮膜を蒸着することが好ましい。基板を洗浄する方
法としては、アルゴンボンバード処理等が挙げられる。
【００５０】
冷間加工用工具である成形品及び冷間金型である成形品が本発明の好適な実施態様であ
る。本発明の成形品は、基材と硬質皮膜の密着性が高く、耐食性に優れるとともに、高い
硬度を有する。したがって、前記冷間加工用工具及び前記冷間金型は優れた耐久性を有す
る。冷間加工用工具としては、切削工具、かみそり、やすり、剪断刀、ホブ、ゲージ等が
挙げられる。冷間金型としては、プレス金型、打錠用金型、抜型、フォーミングロール等
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が挙げられる。また、機械部品である成形品も本発明の好適な実施態様である。
【実施例】
【００５１】
以下、実施例を用いて本発明をさらに詳細に説明する。
【００５２】
［基材表面及び成形品断面の電子顕微鏡観察］
日本電子株式会社製Ｘ線マイクロアナライザー「ＪＸＡ−８５００ＦＳ」を用いて電子
顕微鏡写真を撮影した。なお、断面測定用の試験片は、以下のとおり作製した。成形品を
フェノール樹脂に包埋した後に、成形品表面に対して垂直方向に切断した。成形品の切断
面をダイヤモンド砥粒による鏡面研磨を行い、測定用の試験片を得た。
【００５３】
［基材断面の元素分布測定］
日本電子株式会社製Ｘ線マイクロアナライザー「ＪＸＡ−８５００ＦＳ」を用いて、基
−８
材断面の元素分布を測定した。測定は、加速電圧１５ｋＶ、試料照射電流１×１０
Ａ
の条件で行った。測定用の試験片は、電子顕微鏡観察における断面測定用の試験片の作製
方法と同様の方法により作製した。
【００５４】
［基材の結晶構造解析］
Ｘ線回折装置（株式会社リガク製「ＭｕｌｔｉＦｌｅｘ」）を用いて、基材表面の結晶
構造解析を行った。測定は下記の条件にて実施した。
Ｘ線管球：
ＣｕＫα
Ｘ線出力：
４０ｋＶ−４０ｍＡ
発散スリット：
１°
散乱スリット：
１°
受光スリット：
０．３ｍｍ
測定モード：
２θ−θスキャン
サンプリング幅：
０．０２０°
サンプリング速度： ２．０００°／ｍｉｎ
【００５５】
［分極測定］
ｓｏｌａｒｔｒｏｎ社製ポテンシオスタット「ＳＩ １２８７」を用い、ｐＨ６．５の
５重量％塩化ナトリウム水溶液中で分極曲線を得た。縦１５ｍｍ、横１５ｍｍの試験片を
用い、測定面積は１０ｍｍ×１０ｍｍとした。参照電極には飽和カロメル電極（ＳＣＥ）
を、対極にはＰｔ電極を用いた。測定中温度は２０℃に保持し、等速電位走査による電流
−電位曲線を測定した。電位走査速度は１ｍＶ／ｓｅｃとした。
【００５６】
［スクラッチ試験］
直径２００μｍのダイヤモンド圧子を用いて成形品表面を引っ掻いた。このとき、成形
品表面に加える荷重を０Ｎから１００Ｎまで徐々に増やした。硬質皮膜が剥離した時の荷
重から硬質皮膜の密着性を評価した。
【００５７】
［ロックウェル圧痕試験］
直径２００μｍであるダイヤモンド圧子を、１５０ｋｇｆの荷重にて成形品に押込んだ
後の圧痕を観察して、成形品表面の硬質皮膜の密着性を評価した。
【００５８】
実施例１
電子線照射に供する基材には、焼入れ、焼き戻しにより、硬さがＨＲＣ（ロックウェル
Ｃスケール）６０に調質された、ＪＩＳ Ｇ４４０４に規定された合金工具鋼であるＳＫ
Ｄ１１の板材（縦１．２ｃｍ、横１．２ｃｍ、厚み５ｍｍ）であり、その表面が鏡面研磨
されたものを用いた。当該基材の化学組成を表１に示す。電子線照射前の前記基材表面の
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マトリックスの部分の結晶構造解析を行った。このとき得られたＸ線回折パターンを図１
に示す。電子線照射には、永田精機株式会社製電子線加工装置「ＣＲＳ−ＳＯＬＯ」を用
いた。前記基材を前記加工装置の処理室内にセットしてから処理室内を真空（０．０５Ｐ
ａ）にした後、以下の条件で基材表面に電子線をパルス照射した。照射後すぐに処理室内
に大気を導入して基材を冷却した。
２
一回の照射当たりのエネルギー密度：５．７Ｊ／ｃｍ
パルス幅：１μｓ
パルス発射間隔：２０ｓｅｃ
パルス回数：１０回
【００５９】
電子線照射後における基材表面のビッカース硬さは、押込み荷重２５ｇで測定した場合
には５０２であり、押込み荷重１０ｇで測定した場合には３８９であった。電子線照射後
における、基材表面の結晶構造解析を行った。このとき得られたＸ線回折パターンを図１
に示す。
【００６０】
【表１】

【００６１】
前記基材の電子線が照射された表面にＣｒＮからなる硬質皮膜を形成した。硬質皮膜の
形成には、日新電機株式会社製マルチアークＰＶＤ装置「Ｍ−５００」を使用した。硬質
皮膜は、カソードアークイオンプレーティング法により形成した。電子線照射された基材
を前記装置にセットした。前処理として、当該基材の電子線照射された表面をアルゴンボ
ンバード処理により洗浄した。このときの処理条件を表２に示す。洗浄後、表３に示す条
件にてＣｒＮ皮膜の形成を行った。このとき、ターゲットとして、純度９９．９％である
Ｃｒを用いた。
【００６２】
【表２】

【００６３】
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【表３】

【００６４】
こうして得られた硬質皮膜が形成された成形品の表面のビッカース硬さは、押込み荷重
２５ｇで測定した場合１８５０であった。得られた成形品断面の電子顕微鏡観察及び元素
分布測定、得られた成形品のスクラッチ試験及びロックウェル圧痕試験、並びに、得られ
た成形品の分極測定を行った。電子顕微鏡により撮影された成形品断面の二次電子像を図
２に示し、組成像を図３に示す。スクラッチ試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真を図４
に示し、ロックウェル圧痕試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真を図５に示す。成形品断
面の電子顕微鏡写真から求めた表面改質層の厚みは３．７μｍであり、硬質皮膜の厚みは
３μｍであり、基部中の炭化物粒子の平均粒径は８．８μｍであった。なお、炭化物粒子
の平均粒径は、円相当径が２μｍ以上である炭化物粒子１０個の個数平均径である。ここ
で、炭化物粒子の粒径は、円相当径（粒子面積と同面積の円の直径）である。
【００６５】
成形品断面の元素分布測定を行った結果、図２及び３中の粒子から、Ｃ、Ｃｒ、Ｍｏ及
びＦｅが検出され、これの粒子は炭化物粒子４であることが確認された。スクラッチ試験
を行った結果、剥離臨界荷重（Ｌｃ−ＡＥ）は３１．６Ｎであった。分極測定により得ら
れた分極曲線を図６に示し、分極測定後の成形品表面の光学顕微鏡写真を図７に示す。
【００６６】
実施例２
基材に電子線を照射する際に、一回の照射当たりのエネルギー密度を表４に示すとおり
に変えたこと以外は、実施例１と同様にして基材に電子線を照射した。電子線照射後にお
ける各基材表面のビッカース硬さを表４に示す。電子線照射後における、基材表面の結晶
構造解析を行った。このとき得られた各基材のＸ線回折パターンを図１に示す。実施例１
と同様にして、基材の電子線が照射された表面にＣｒＮからなる硬質皮膜を形成した。
【００６７】
こうして得られた硬質皮膜が形成された成形品断面の電子顕微鏡観察及び成形品のロッ
クウェル圧痕試験を行った。電子顕微鏡により撮影された成形品断面の二次電子像を図８
に示し、組成像を図９に示す。基部中の炭化物粒子の分散状態は、実施例１における成形
品の基部中の炭化物粒子の分散状態と同じであった。ロックウェル圧痕試験後の成形品表
面の光学顕微鏡写真を図１０に示す。成形品断面の電子顕微鏡写真から求めた各成形品の
表面改質層の厚み及び硬質皮膜の厚みを表４に示す。
【００６８】
比較例１
実施例１において使用したものと同じ、硬さがＨＲＣ６０に調質され、表面が鏡面研磨
されたＳＫＤ１１からなる基材に実施例１と同様にしてボンバード処理を行い、当該処理
後の基材表面の電子顕微鏡観察を行った。このときの電子顕微鏡写真を図１１に示す。
【００６９】
電子線の照射を行わなかったこと以外は実施例１と同様にして、成形品を作製した。こ
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うして得られた硬質皮膜が形成された成形品断面の電子顕微鏡観察、成形品のスクラッチ
試験、成形品のロックウェル圧痕試験及び成形品の分極測定を行った。成形品断面の電子
顕微鏡から求めた硬質皮膜の厚みは３μｍであった。スクラッチ試験後の成形品表面の光
学顕微鏡写真を図１２に示し、ロックウェル圧痕試験後の成形品表面の光学顕微鏡写真を
図１３に示す。スクラッチ試験を行った結果、剥離臨界荷重（Ｌｃ−ＡＥ）は１３Ｎであ
った。分極測定により得られた分極曲線を図６に示し、分極測定後の成形品表面の光学顕
微鏡写真を図１４に示す。
【００７０】
参考例１
実施例１において使用したものと同じ、硬さがＨＲＣ６０に調質され、表面が鏡面研磨
されたＳＫＤ１１からなる基材の分極測定を行った。このとき得られた分極曲線を図６に
示す。
【００７１】
参考例２
実施例１と同様にして電子線照射まで行った基材の分極測定を行った。このとき得られ
た分極曲線を図６に示し、分極測定後の基材表面の光学顕微鏡写真を図１５に示す。
【００７２】
【表４】

【００７３】
図１に示されるように、電子線照射前の基材表面からは、マルテンサイト結晶に由来す
る（１１０）面及び（２００）面のピークが確認された。また、実施例１及び２における
、電子線照射後の各基材表面から、オーステナイト結晶に由来する（１１１）面、（２０
０）面及び（２２０）面のピークが観察されたが、マルテンサイト結晶に由来するピーク
はほとんど確認されなかった。図２、３、８及び９に示されるように、実施例１及び２の
成形品は、基部１の表面に表面改質層２が形成され、表面改質層２の表面に硬質皮膜３が
形成されていることが分かる。ここで、炭化物粒子４は、基部１におけるマトリックス５
中に分散しており、表面改質層２の表面には露出していないことが分かる。
【００７４】
スクラッチ試験及びロックウェル圧痕試験の結果から、実施例１及び２の成形品は、表
面改質層を有さない成形品（比較例１）と比較して、基材と硬質皮膜の密着性が顕著に優
れていることが分かる。
【００７５】
図６に示す分極曲線から、カソード分極での−０．６Ｖにおける電流密度に関して、硬
質皮膜が形成されている実施例１の成形品は、表面改質層を有するが硬質皮膜を有さない
成形品（参考例２）よりも、電流密度が一桁低いことが分かる。これは実施例１の成形品
において、カソード反応が抑制されていることを示しており、表面に、腐食の原因となる
局部電池が形成されにくいことを示している。浸漬電位に対しアノード側に関して、表面
改質層及び硬質皮膜がいずれも形成されていない基材（参考例１）は、−０．２５Ｖ付近
で急激に電流密度が増大し、全面腐食を生じた。表面改質層を有するが硬質皮膜を有さな
い成形品（参考例２）では、急激な電流密度の増加は抑制されたが、掃引電圧の増加とと
もに徐々に増大した。このとき、図１５に示されるように、分極測定後の成形品表面では
、電子線照射により生じたクレータ内部で孔食が観察された。表面改質層を形成せずに硬
質皮膜を形成した成形品（比較例１）も掃引電圧の増加とともに電流密度が増大した。こ
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のとき、図１４に示されるように、ピンホールが起点となる基材の腐食であることが確認
された。これらに対し、表面改質層及び硬質皮膜が共に形成された実施例１の成形品は、
比較例１及び参考例２の各成形品と比較して、０．３Ｖにおける電流密度が顕著に低く、
クレータやピンホールを起点とする腐食が生じなかった。これらのことから、表面改質層
及び硬質皮膜をともに形成することにより、耐食性が飛躍的に向上したことが確認された
。
【符号の説明】
【００７６】
１ 基部
２ 表面改質層
３ 硬質皮膜
４ 炭化物粒子
５ マトリックス

【図１】

【図２】

【図３】

【図６】
【図４】
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【図５】

【図９】

【図１０】
【図７】

【図１１】
【図８】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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