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(57)【要約】
【課題】　鍛造加工後の後加工を低減して加工工数の低
減を図ると共に、歩留りの向上を図ることができ、かつ
等速ジョイント外輪の剛性も確保できて、材質面からも
実用化が可能な等速ジョイント、等速ジョイント外輪の
製造方法およびその製造装置を提供する。
【解決手段】　外輪１は、カップ部分１ａの内表面に、
トラック溝３、カップ入口チャンファ１１、トラックチ
ャンファ１２、および、トラック入口チャンファ１３を
有し、外輪１は、炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６
１ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼から成り、これら
トラック溝３、カップ入口チャンファ１１、トラックチ
ャンファ１２、および、トラック入口チャンファ１３が
、冷間鍛造により仕上げられている。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カップ部分の内表面に軸方向に沿うトラック溝が形成された外輪と、球形外面に外輪の
トラック溝と同数のトラック溝が形成された内輪と、内外輪のトラック溝間に組込まれた
トルク伝達ボールと、外輪の内径球面および内輪の球形外面に案内され前記トルク伝達ボ
ールを保持するケージとを有する等速ジョイントにおいて、
　前記外輪は、前記カップ部分の内表面に、
　　前記トラック溝、
　　外輪の開口縁全周に沿って形成されるカップ入口チャンファ、
　　前記内径球面とトラック溝との境界部に沿って形成されるトラックチャンファ、およ
び、
　　前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部に沿って形成されるトラック入口
チャンファを有し、
　前記外輪は、炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素
鋼から成り、これら、トラック溝、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、および
、トラック入口チャンファを含むカップ部分が冷間鍛造により仕上げられていることを特
徴とする等速ジョイント。
【請求項２】
　請求項１において、前記外輪は、カップ入口チャンファと前記内径球面との境界部に沿
って形成される内径球面入口チャンファを有し、この内径球面入口チャンファを含む前記
カップ部分が冷間鍛造により仕上げられている等速ジョイント。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、前記カップ入口チャンファは、円すい面状とされる
等速ジョイント。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項において、前記内径球面およびトラック溝に、
高周波熱処理を施している等速ジョイント。
【請求項５】
　カップ部分と、このカップ部分の底部から軸方向に延びる軸部分とを有し、上記カップ
部分は球面状の内表面に、軸方向に沿うトラック溝が周方向に複数形成された等速ジョイ
ント外輪を製造する製造方法であって、
　炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼に熱間鍛造
または温間鍛造を施して、開口端に向けて広がりを持つカップ状の外輪前素材を成形する
外輪前素材成形過程と、
　前記外輪前素材に冷間鍛造を施して、この外輪のカップ部分の内表面における、
　　前記トラック溝、
　　外輪の開口縁全周に沿って形成されるカップ入口チャンファ、
　　外輪の内径球面と前記トラック溝との境界部に沿って形成されるトラックチャンファ
、および、
　　前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部に沿って形成されるトラック入口
チャンファ、
を同時に成形する冷間鍛造過程と、
を有することを特徴とする等速ジョイント外輪の製造方法。
【請求項６】
　炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼に熱間鍛造
または温間鍛造を施して、開口端に向けて広がりを持つカップ状とした外輪前素材を素材
とし、カップ部分と、このカップ部分の底部から軸方向に延びる軸部分とを有し、上記カ
ップ部分は球面状の内表面に、軸方向に沿うトラック溝が周方向に複数形成され、前記カ
ップ部分の開口縁全周に沿って形成されるカップ入口チャンファ、前記カップ部分の内径
球面とトラック溝との境界部に沿って形成されるトラックチャンファ、および、前記トラ
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ック溝とカップ入口チャンファとの境界部に沿って形成されるトラック入口チャンファを
有する等速ジョイント外輪を製造する製造装置であって、
　それぞれ前記トラック溝、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、トラック入口
チャンファ、内径球面の仕上り形状に沿う形状を有するトラック溝成形部、カップ入口チ
ャンファ成形部、トラックチャンファ成形部、トラック入口チャンファ成形部、および内
径球面成形部が一体形成された分割パンチを、パンチベースの周囲に周方向隙間を介して
円形に配列したパンチセットと、
　このパンチセットの前記各成形部を同外輪前素材のカップ部分の内側に挿入した状態で
、前記外輪前素材の外径を絞り込む絞り込みダイスと、
を有し、
　前記パンチセットは、前記パンチベースを分割パンチ配列から軸方向の基端側へ移動さ
せることで、分割パンチの配列径を縮径可能とした等速ジョイント外輪の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、等速ジョイント、等速ジョイント外輪の製造方法およびその製造装置に関
し、外輪を機械構造用炭素鋼を用いて冷間鍛造により加工し、製造コストの低減を図った
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　等速ジョイントとして、球形内面にトラック溝が形成された外輪と、球形外面にトラッ
ク溝が形成された内輪と、内外輪のトラック溝間に組込まれたトルク伝達ボールと、これ
らトルク伝達ボールを保持するケージとからなるものがある。外輪の開口縁には、内外輪
の相互の屈曲時に、内輪を装着した軸に外輪の開口縁が干渉しないようにカップ入口チャ
ンファが設けられている。
【０００３】
　自動車用等の等速ジョイントでは、その外輪の材質として、剛性確保のために、はだ焼
鋼よりも炭素量の多い機械構造用炭素鋼が用いられる。等速ジョイントの外輪に用いられ
る機械構造用炭素鋼は、硬質のため、冷間鍛造が困難な材質である。逆に言えば、室温等
で加工する冷間鍛造では、熱間鍛造に比べて材料の変形能が大幅に低下し、変形抵抗が非
常に高くなるため、鍛造しうる材料は制限される。前記「変形抵抗」とは、材料を変形さ
せるのに必要な応力のことである。この変形抵抗が大きいと加工力が高くなり、金型に作
用する応力が高くなるため、金型の摩耗や変形、破壊が起こしやすくなる。前記「変形能
」とは、破壊することなしに変形しうる性質で、鍛造加工時の割れ発生限度、すなわち加
工率またはひずみの大小で評価される。
【０００４】
　また上記外輪は機械精度が要求される部品である。このため、従来、機械要素である外
輪については一般的な冷間鍛造は不可能という技術常識があって、冷間鍛造という発想は
なく、熱間で鍛造して得た素材を、製品に近い形状に旋削加工し、熱処理後に研削加工を
施して製造していた。具体的には、球形内面、カップ入口チャンファ、およびトラック入
口チャンファを切削加工し、熱処理後に、トラック溝、球形内面に研削加工を施している
。従来は、このように鍛造加工の後工程として、切削加工および研削加工が多用されてい
たため、後工程の工数が大きくなり、製造コストが高くなる。
【０００５】
　このような背景下で、冷間鍛造を採用し、機械加工工程を少なくしようとする提案もな
されてきている。しかし、これらの提案は、冷間鍛造は不可能という技術常識下で改良さ
れるものであって、加工し易い箇所だけを冷間鍛造するものであり、等速ジョイント外輪
のごく一部の冷間鍛造に止まる。等速ジョイント外輪の大部分を冷間鍛造しようとする提
案もなされてはいる（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－３４６６８８号公報



(4) JP 2009-185933 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記の等速ジョイント外輪の大部分を冷間鍛造しようとする提案例は、材質面
からの考察がなされていない。冷間鍛造は、前記変形抵抗および変形能の観点から軟質な
素材であれば、最終製品の形状まで仕上げることが可能であり、実用化されているが、等
速ジョイント外輪は、上記のように剛性を確保する必要があり、硬質の素材を用いる必要
があって、全体の冷間鍛造は非常に困難である。材質面からも考察し、かつ剛性も確保で
きなければ、全体の冷間鍛造の実現は困難である。
【０００７】
　この発明の目的は、鍛造加工後の後加工を低減して加工工数の低減を図ると共に、歩留
りの向上を図ることができ、かつ等速ジョイント外輪の剛性も確保できて、材質面からも
実用化が可能な等速ジョイント、等速ジョイント外輪の製造方法およびその製造装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の等速ジョイントは、カップ部分の内表面に軸方向に沿うトラック溝が形成さ
れた外輪と、球形外面に外輪のトラック溝と同数のトラック溝が形成された内輪と、内外
輪のトラック溝間に組込まれたトルク伝達ボールと、外輪の内径球面および内輪の球形外
面に案内され前記トルク伝達ボールを保持するケージとを有する等速ジョイントにおいて
、
　前記外輪は、前記カップ部分の内表面に、前記トラック溝、外輪の開口縁全周に沿って
形成されるカップ入口チャンファ、前記内径球面とトラック溝との境界部に沿って形成さ
れるトラックチャンファ、および、前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部に
沿って形成されるトラック入口チャンファを有し、
　前記外輪は、炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素
鋼から成り、これら、トラック溝、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、および
、トラック入口チャンファを含むカップ部分が冷間鍛造により仕上げられていることを特
徴とする。前記炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素
鋼は、いわゆる調質鋼の範囲であり、日本工業規格、略称ＪＩＳのＧ４０５１に規定され
るＳ４０Ｃ～Ｓ５８Ｃに相当する。
【０００９】
　この構成によると、この外輪のトラック溝、カップ入口チャンファ、トラックチャンフ
ァ、および、トラック入口チャンファを含むカップ部分の内表面を冷間鍛造により仕上げ
ているため、従来の冷間鍛造後の切削加工や研削加工等を省略することができる。それ故
、歩留まりが向上し、等速ジョイントの製造コストの低減を図ることができる。
　また、前記カップ部分の内表面を冷間鍛造により仕上げているため、従来のものに比べ
て製品の強度を高めることが可能となる。外輪が炭素成分０．３７ｗｔ％以上と炭素量の
多い機械構造用炭素鋼から鍛造仕上げされるので、カップ部分の内表面を所望の硬い表面
硬度にすることができる。これにより、製品寿命を延ばすことが可能となる。素材となる
機械構造用炭素鋼の炭素成分の上限は、０．６１ｗｔ％以下としたので、硬すぎて加工不
能となることなく、冷間鍛造が可能である。また、特に硬い材質を用いなくても、冷間鍛
造で成形するため、加工硬化により、外輪のカップ部分の外径部分の硬度が高くなり、剛
性の高い高強度の外輪となる。前記カップ部分の内表面を冷間鍛造により一体に仕上げる
ことができるため、この内表面のトラック溝、およびチャンファ等の寸法精度をより高め
ることができる。また、これらトラック溝、チャンファ等の寸法の相互差を、従来のもの
より低減することができる。
【００１０】
　前記外輪は、カップ入口チャンファと前記内径球面との境界部に沿って形成される内径
球面入口チャンファを有し、この内径球面入口チャンファを含む前記カップ部分の内表面
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が冷間鍛造により仕上げられていても良い。この場合、内径球面入口チャンファの旋削加
工、研削加工等をも省略して、加工工数を低減することで、歩留まり向上および製造コス
トの低減を図ることができる。
【００１１】
　前記カップ入口チャンファは、円すい面状とされても良い。この場合、内外輪の相互の
屈曲時に、内輪を装着した軸に外輪の開口縁が干渉することを防ぐことができる。このよ
うな円すい面状のカップ入口チャンファを冷間鍛造により仕上げるため、カップ入口チャ
ンファの旋削加工等を省略し、歩留まり向上および製造コストの低減を確実に図ることが
できる。
【００１２】
　前記内径球面およびトラック溝に、高周波熱処理を施しても良い。機械構造用炭素鋼は
はだ焼鋼よりも炭素量が多いため、この高周波熱処理を採用し得る。これにより、熱処理
の時間短縮を図ると共に、焼入れ深さを深くすることができる。
【００１３】
　この発明の等速ジョイント外輪の製造方法は、カップ部分と、このカップ部分の底部か
ら軸方向に延びる軸部分とを有し、上記カップ部分は球面状の内表面に、軸方向に沿うト
ラック溝が周方向に複数形成された等速ジョイント外輪を製造する製造方法であって、
　炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼に熱間鍛造
または温間鍛造を施して、開口端に向けて広がりを持つカップ状の外輪前素材を成形する
外輪前素材成形過程と、前記外輪前素材に冷間鍛造を施して、この外輪のカップ部分の内
表面における、前記トラック溝、外輪の開口縁全周に沿って形成されるカップ入口チャン
ファ、外輪の内径球面と前記トラック溝との境界部に沿って形成されるトラックチャンフ
ァ、および、前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部に沿って形成されるトラ
ック入口チャンファを同時に成形する冷間鍛造過程とを有することを特徴とする。
【００１４】
　この構成によると、外輪前素材成形過程において、特に、炭素成分が０．３７ｗｔ％以
上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼に熱間鍛造または温間鍛造を施して、カッ
プ状の外輪前素材を成形する。その後、冷間鍛造過程において、この外輪前素材に冷間鍛
造を施して、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、およびトラック入口チャンフ
ァを同時に成形する。このため、従来の冷間鍛造後の切削加工等複数の加工工程を省略す
ることができる。それ故、歩留まりが向上し、外輪の製造コストの低減を図ることができ
る。
【００１５】
　この発明の等速ジョイント外輪の製造装置は、炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１
ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼に熱間鍛造または温間鍛造を施して、開口端に向けて
広がりを持つカップ状とした外輪前素材を素材とし、カップ部分と、このカップ部分の底
部から軸方向に延びる軸部分とを有し、上記カップ部分は球面状の内表面に、軸方向に沿
うトラック溝が周方向に複数形成され、前記カップ部分の開口縁全周に沿って形成される
カップ入口チャンファ、前記カップ部分の内径球面とトラック溝との境界部に沿って形成
されるトラックチャンファ、および、前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部
に沿って形成されるトラック入口チャンファを有する等速ジョイント外輪を製造する製造
装置であって、
　それぞれ前記トラック溝、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、トラック入口
チャンファ、内径球面の仕上り形状に沿う形状を有するトラック溝成形部、カップ入口チ
ャンファ成形部、トラックチャンファ成形部、トラック入口チャンファ成形部、および内
径球面成形部が一体形成された分割パンチを、パンチベースの周囲に周方向隙間を介して
円形に配列したパンチセットと、
　このパンチセットの前記各成形部を同外輪前素材のカップ部分の内側に挿入した状態で
、前記外輪前素材の外径を絞り込む絞り込みダイスとを有し、
　前記パンチセットは、前記パンチベースを分割パンチ配列から軸方向の基端側へ移動さ
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せることで、分割パンチの配列径を縮径可能としたものである。
【００１６】
　この構成によると、炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造
用炭素鋼に熱間鍛造または温間鍛造を施して、カップ状の外輪前素材を素材とし、カップ
部分と、このカップ部分の底部から軸方向に延びる軸部分とを有する等速ジョイント外輪
を製造する。
　カップ部分は球面状の内表面に、軸方向に沿うトラック溝が周方向に複数形成される。
また、カップ部分は、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、および、トラック入
口チャンファを有する。
　この外輪前素材のカップ部分の内側に、パンチセットの分割パンチに一体形成された、
トラック溝成形部，カップ入口チャンファ成形部，トラックチャンファ成形部，トラック
入口チャンファ成形部，および内径球面成形部を挿入する。複数の分割パンチは、パンチ
ベースの周囲に周方向隙間を介して円形に配列されている。
　この挿入状態で、絞り込みダイスをパンチセットに対して相対移動させる。これにより
、外輪前素材の外径は、絞り込みダイスによる絞り込み作用を受けて半径方向内方に縮径
する。その絞り込み時に、トラック溝の表面はトラック溝成形部により拘束され、トラッ
ク溝がトラック溝成形部により塑性変形すると共に、内径球面が内径球面成形部により塑
性変形する。またカップ部分の底部が、パンチセットの傘パンチにより塑性変形する。こ
れにより所定の形状、寸法に仕上げられる。その他請求項１と同様の作用、効果を奏する
。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明の等速ジョイントは、カップ部分の内表面に軸方向に沿うトラック溝が形成さ
れた外輪と、球形外面に外輪のトラック溝と同数のトラック溝が形成された内輪と、内外
輪のトラック溝間に組込まれたトルク伝達ボールと、外輪の内径球面および内輪の球形外
面に案内され前記トルク伝達ボールを保持するケージとを有する等速ジョイントにおいて
、
　前記外輪は、前記カップ部分の内表面に、前記トラック溝、外輪の開口縁全周に沿って
形成されるカップ入口チャンファ、前記内径球面とトラック溝との境界部に沿って形成さ
れるトラックチャンファ、および、前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部に
沿って形成されるトラック入口チャンファを有し、
　前記外輪は、炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素
鋼から成り、これら、トラック溝、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、および
、トラック入口チャンファを含むカップ部分が冷間鍛造により仕上げられているため、鍛
造加工後の後加工を低減して加工工数の低減を図ると共に、歩留りの向上を図ることがで
き、かつ等速ジョイント外輪の剛性も確保できて、材質面からも実用化が可能となる。
【００１８】
　この発明の等速ジョイント外輪の製造方法は、カップ部分と、このカップ部分の底部か
ら軸方向に延びる軸部分とを有し、上記カップ部分は球面状の内表面に、軸方向に沿うト
ラック溝が周方向に複数形成された等速ジョイント外輪を製造する製造方法であって、
　炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼に熱間鍛造
または温間鍛造を施して、開口端に向けて広がりを持つカップ状の外輪前素材を成形する
外輪前素材成形過程と、前記外輪前素材に冷間鍛造を施して、この外輪のカップ部分の内
表面における、前記トラック溝、外輪の開口縁全周に沿って形成されるカップ入口チャン
ファ、外輪の内径球面と前記トラック溝との境界部に沿って形成されるトラックチャンフ
ァ、および、前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部に沿って形成されるトラ
ック入口チャンファを同時に成形する冷間鍛造過程とを有するため、鍛造加工後の後加工
を低減して加工工数の低減を図ると共に、歩留りの向上を図ることができ、かつ等速ジョ
イント外輪の剛性も確保できて、材質面からも実用化が可能となる。
【００１９】
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　この発明の等速ジョイント外輪の製造装置は、炭素成分が０．３７ｗｔ％以上０．６１
ｗｔ％以下である機械構造用炭素鋼に熱間鍛造または温間鍛造を施して、開口端に向けて
広がりを持つカップ状とした外輪前素材を素材とし、カップ部分と、このカップ部分の底
部から軸方向に延びる軸部分とを有し、上記カップ部分は球面状の内表面に、軸方向に沿
うトラック溝が周方向に複数形成され、前記カップ部分の開口縁全周に沿って形成される
カップ入口チャンファ、前記カップ部分の内径球面とトラック溝との境界部に沿って形成
されるトラックチャンファ、および、前記トラック溝とカップ入口チャンファとの境界部
に沿って形成されるトラック入口チャンファを有する等速ジョイント外輪を製造する製造
装置であって、
　それぞれ前記トラック溝、カップ入口チャンファ、トラックチャンファ、トラック入口
チャンファ、内径球面の仕上り形状に沿う形状を有するトラック溝成形部と、カップ入口
チャンファ成形部と、トラックチャンファ成形部と、トラック入口チャンファ成形部と、
内径球面成形部とが一体形成された分割パンチを、パンチベースの周囲に周方向隙間を介
して円形に配列したパンチセットと、
　このパンチセットの前記各成形部を同外輪前素材のカップ部分の内側に挿入した状態で
、前記外輪前素材の外径を絞り込む絞り込みダイスとを有し、
　前記パンチセットは、前記パンチベースを分割パンチ配列から軸方向の基端側へ移動さ
せることで、分割パンチの配列径を縮径可能としたため、鍛造加工後の後加工を低減して
加工工数の低減を図ると共に、歩留りの向上を図ることができ、かつ等速ジョイント外輪
の剛性も確保できて、材質面からも実用化が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明を実施するための形態を、複数の形態について説明す
る。以下の説明においては、各形態で先行する形態で説明している事項に対応している部
分には同一の参照符を付し、重複する説明を略する場合がある。構成の一部のみを説明し
ている場合、構成の他の部分は、先行して説明している形態と同様とする。実施の各形態
で具体的に説明している部分の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ
、実施の形態同士を部分的に組合せることも可能である。
【００２１】
　この発明の一実施形態を図１ないし図１６と共に説明する。
　以下、等速ジョイントの全体構成、構成部品、外輪成形金型、および外輪成形方法につ
いて順次説明する。
　図１は等速ジョイントを示す。この等速ジョイントは、自動車のドライブシャフトの固
定側端に設けられる。この等速ジョイントは、外輪１の球形内面２に複数の軸方向に沿う
トラック溝３を形成し、内輪４の球形外面５に上記トラック溝３と同数のトラック溝６を
設け、その外・内輪１，４のトラック溝３，６間に組込んだトルク伝達ボール７を、両輪
１，４間に組込んだケージ８で保持している。トラック溝３，６の本数は、図示の例では
、６本としているが、８本であっても、また他の本数であっても良い。外輪１の球形内面
２は、上記トラック溝３によって、周方向に並ぶ複数の球形内面部分２ａ（内径球面に相
当）に分かれている。
　ケージ８は、外輪１の球形内面部分２ａと内輪４の球形外面５とで接触案内される球面
９ａ，９ｂを内外に有する。外輪１は、カップ部分１ａと、このカップ部分１ａの底部か
ら軸方向に延びる軸部分１ｂとを有する。前記カップ部分１ａの開口縁に沿ってカップ入
口チャンファ１１が形成されている。
【００２２】
　外輪１のトラック溝３は、溝底に沿う断面形状が円弧状の曲線状とされている。この外
輪１のトラック溝３の中心Ｏ1と内輪４のトラック溝６の中心Ｏ2 は、ジョイント角度中
心Ｏ0 に対して左右にオフセットされている。ここで、ジョイントの角度中心Ｏ0 は、外
輪１の球形内面２および内輪４の球形外面５の球面中心と一致する。
【００２３】
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　図２（Ａ），（Ｂ）は外輪１の一部分を拡大して示す。外輪１の開口縁には全周に上記
カップ入口チャンファ１１が設けられている。カップ入口チャンファ１１は、外輪１の球
形内面２からトラック溝３の溝底に対応する半径位置まで設けられ、外輪軸方向Ｌａに対
して所定角度β（図１参照）だけ傾いた円すい面状とされている。所定角度βは、例えば
５０°程度とされる。このカップ入口チャンファ１１は、外輪１の正面つまり外輪軸方向
一方から見ると、図２（Ｂ）、図４のように表される。
　また、図２（Ａ）に示すように、外輪１のトラック溝３の有効深さＨ1 は、外輪１の軸
心と直交して球形内面２の球面中心を含む直線より角度αｓだけ外輪奥側に偏った位置イ
から外輪開口端に至る範囲にわたって均一深さとされている。
【００２４】
　外輪１は機械構造用炭素鋼から成り、その炭素成分は、０．３７ｗｔ％以上０．６１ｗ
ｔ％以下が好ましく、より好ましくは０．５０ｗｔ％以上０．５８ｗｔ％以下である。こ
の機械構造用炭素鋼としては、日本工業規格、略称ＪＩＳ：Japanese Industrial Standa
rdsで規定される、Ｓ４０Ｃ～Ｓ５８Ｃ、望ましくはＳ５３Ｃ～Ｓ５５Ｃが適用される。
例えばＳ５３Ｃは、炭素０．５０ｗｔ％以上０．５６ｗｔ％以下を含む中炭素鋼である。
図２（Ｂ）、図４に示すように、この外輪１の、球形内面部分２ａ、トラック溝３、カッ
プ入口チャンファ１１、トラックチャンファ１２、トラック入口チャンファ１３が、例え
ば、０℃以上５０℃以下の冷間鍛造により仕上げられている。ただし、この冷間鍛造の温
度範囲は必ずしも０℃以上５０℃以下に限定されるものではない。
【００２５】
　前記トラックチャンファ１２は、球形内面部分２ａとトラック溝３との境界部に沿って
形成され、この断面が円弧状等の凸曲線とされる。前記トラック入口チャンファ１３は、
トラック溝３とカップ入口チャンファ１１との境界部に沿って形成され、断面が円弧状等
の凸曲線とされる。
　本実施形態では、外輪１の前記球形内面部分２ａを冷間鍛造だけで仕上げているため、
研削加工の工数を削減し、等速ジョイントの製造コストの低減を図ることができる。ただ
し、球形内面部分２ａは、要求される精度が厳しい場合があり、その場合は、この球形内
面部分２ａのみ研削仕上げとする。
【００２６】
　前記トラック入口チャンファ１３は、トルク伝達ボール７の稼動する有効範囲を確保す
る必要があるため、例えばＲ２．５ｍｍ以下、望ましくはＲ１．５ｍｍ程度の円弧状断面
に設定される。このような設定値にトラック入口チャンファ１３を形成することにより、
トルク伝達ボール７の稼動する有効範囲を容易に確保することができる。
【００２７】
　図４、図５に示すように、外輪１の球形内面２に、軸方向に沿ったスリット溝Ｓｍを各
トラック溝３間に位置するように円周方向一定間隔おきに複数（本実施形態の場合６条）
形成している。ただしスリット溝Ｓｍは６条に限定されるものではない。例えば８条でも
良い。すなわち、外輪１の球形内面部分２ａ、カップ入口チャンファ１１、およびカップ
端面１５に連なるスリット溝Ｓｍを形成している。このスリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ１を、
周方向に隣接するトラック溝３，３間における前記球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に
対して５％以上３０％以下としている。このスリット溝Ｓｍは、後述する分割パンチ間の
すきまδ１に外輪前素材１Ｍ（図１４、図１５参照）の余肉が入らないように設けられる
。
【００２８】
　後述するが、図１５に示すように、外輪前素材成形過程において、外輪前素材スリット
溝Ｓｍａの幅寸法Ｓ３をこの球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に対して１０％以上４０
％以下としている。このため、冷間鍛造後のスリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ１を、図４、図５
に示すように、球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に対して５％以上３０％以下とするこ
とができる。これにより、冷間鍛造の際、周方向に分割した分割パンチ間の隙間δ１いわ
ゆる周方向隙間δ１に、外輪前素材１Ｍの余肉が入り込まないようにすることができる。
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【００２９】
　本実施形態に係る等速ジョイントにおいて、トルク伝達ボール７のボール個数が６個の
場合、前記最大幅寸法Ｓ２は、球形内面２の長手方向中間付近つまり軸方向中間付近にお
ける幅寸法となる。ただし、等速ジョイントの形態やボール個数によっては、この「最大
幅寸法」が球形内面２の軸方向中間付近とはならない場合もある。
【００３０】
　図１において、前記冷間鍛造された外輪１の外径部１６は、ねじり強度を高めるため焼
入れ等の熱処理を施しておらず、この冷間鍛造による加工硬化により製品強度を高くして
いる。
　上記外径部１６は、カップ部分１ａの周壁部のうちカップ開口側の先端１６ｓから、底
部まで繋がる基端１６ｋにわたる外周面全体を言う。一方、この外径部１６の硬度が高過
ぎると、外径部１６のカップ開口側の外径面端縁部１６ａ（図１６参照）、ブーツ溝１６
ｂの旋削加工等の際、旋削工具の短寿命化等の原因になる。このため、外輪１の外径部１
６における外径面端縁部１６ａ、ブーツ溝１６ｂ付近部の表面硬度を２５０ＨＶ以上３５
０ＨＶ以下に規定している。
【００３１】
　ＪＩＳ　Ｚ　２２４４に規定されるビッカース硬さ試験により、これら外径面端縁部１
６ａ、ブーツ溝１６ｂ付近部外周の例えば円周方向複数箇所の表面硬度を測定し、上記規
定範囲内にあるか否かを確認し得る。ただし、測定箇所は一箇所であっても良い。前記外
径面端縁部１６ａ、ブーツ溝１６ｂ付近部は、外径面端縁部１６ａ自体、ブーツ溝１６ｂ
自体をも含む。
　外輪１の外径部１６における外径面端縁部１６ａ、ブーツ溝１６ｂ付近部を、上記規定
範囲内の表面硬度に規定することにより、外輪１のねじり強度を高めることができると共
に、同外径部１６の旋削加工等を容易化して工具寿命を長くすることが可能となる。
【００３２】
　図３に示すように、前記外輪１の軸部分１ｂのうち、基端部から長手方向中間付近部に
わたってスプラインＳＰが形成され、軸部分１ｂの先端部に雄ねじ１７が形成されている
。
　前記冷間鍛造された外輪１のカップ部分１ａのうち、球形内面部分２ａおよびトラック
溝３に、高周波熱処理を施している。これにより、トルク伝達ボール７やケージ８の接触
する外輪接触面を高強度化し、外輪１の耐久性の向上を図っている。
【００３３】
　等速ジョイント外輪の製造装置としての外輪成形金型について、図６ないし図１３と共
に説明する。
　図６、図７は、外輪成形金型となるパンチセット１８と絞り込みダイス１９とを示す。
前記パンチセット１８は、パンチセット本体２０、パンチホルダ２１、複数の分割パンチ
２２、パンチベース２３、傘パンチ２４、およびスプリング２５を含む。このパンチセッ
ト１８において、パンチセット本体２０の上面に、パンチホルダ２１を図示外のボルト等
により固定している。
【００３４】
　パンチセット本体２０は、上方に開放する有底円筒状に形成され、この円筒孔２０ａの
底面の中央部に、傘パンチ２４の基端部を収容する孔部２０ａａが形成されている。パン
チベース２３の下端に設けられる突出部２３ａが前記円筒孔２０ａに入り込み、さらにこ
の突出部２３ａの端部２３ａａが前記底面に当接した状態で、パンチホルダ２１のフラン
ジ部２１ａがパンチセット本体２０の上面の周縁部に固定される。
【００３５】
　パンチホルダ２１はテーパ筒状に形成され、内径孔は上方に向かう程小径化するテーパ
孔２１ｂに形成されている。このテーパ孔２１ｂに、そのテーパ形状に対応した複数の分
割パンチ２２、パンチベース２３等を設けている。パンチベース２３は、複数の分割パン
チ２２を円周方向一定間隔おきに配置するものである。図１３（Ａ），（Ｂ）に示すよう
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に、パンチベース２３は、これら分割パンチ２２を配置するパンチベース本体２３ｂと、
このパンチベース本体２３ｂの下端に連なる前記突出部２３ａとを有する。パンチベース
本体２３ｂのテーパ状外周２３ｂａに、複数（この例では６個）の割型仕切片２６を放射
状に突出させて設けている。なお、前記テーパ状外周２３ｂａは、パンチホルダ２１のテ
ーパ孔に対応したテーパ度に形成されている。
　図１３（Ａ）に示すように、各割型仕切片２６は、横断面が台形状ないし三角形状のテ
ーパ状とされ、かつ図１３（Ｂ）に示すように、各割型仕切片２６の先端が上端側へ狭ま
るテーパ状の側面形状とされている。これら割型仕切片２５間に各分割パンチ２２を介在
させる。
【００３６】
　図１０乃至図１２に示すように、分割パンチ２２は、横断面形状が略扇形のものであり
、内径球面成形部２７、トラック溝成形部２８、トラックチャンファ成形部２９、カップ
入口チャンファ成形部３０、およびトラック入口チャンファ成形部３１とを有し、これら
成形部２７，２８，２９，３０，３１は一体形成されている。
【００３７】
　トラック溝成形部２８が、分割パンチ２２の上記略扇形の外周側面における周方向の中
央に突出していて、トラック溝成形部２８の両側に内径球面成形部２７が設けられている
。前記内径球面成形部２７は、外輪１の球形内面部分２ａを成形するための部分であり、
前記略扇形の円弧に略対応して形成される。また内径球面成形部２７は、特に図１２に示
すように、上下両端から高さ方向中間付近に向けて次第に半径方向外方に突出するような
湾曲形状に形成される。トラック溝成形部２８は、外輪１のトラック溝３を成形するため
の部分で、内径球面成形部２７よりも径方向外方に突出する横断面形状が円弧状の突条に
形成されている。
【００３８】
　トラックチャンファ成形部２９は、外輪１のトラックチャンファ１２を成形するための
部分である。このトラックチャンファ成形部２９は、内径球面成形部２７とトラック溝成
形部２８との境界部に沿って形成され、上端から下端まで延びる横断面形状が円弧状の突
条に形成されている。
【００３９】
　カップ入口チャンファ成形部３０は、外輪１のカップ入口チャンファ１１を成形するた
めの部分である。このカップ入口チャンファ成形部３０は、内径球面成形部２７、トラッ
ク溝成形部２８、およびトラックチャンファ成形部３１の各下端と、この分割パンチ２２
の環状胴部２２ａの上端とによって囲まれている。胴部２２ａは、分割パンチ２２が円周
上に並ぶことで環状部分を構成する。
【００４０】
　また、カップ入口チャンファ成形部３０は、半径方向外方に向かうに従って下方に傾斜
するテーパ状に形成され、このテーパ状のカップ入口チャンファ成形部３０により、外輪
１のカップ入口チャンファ１１の所定角度β（図１）を実現している。トラック入口チャ
ンファ成形部３１は、外輪１のトラック入口チャンファ１３を成形するための部分であり
、カップ入口チャンファ成形部３０とトラック溝成形部２８との境界部に沿って形成され
ている。
【００４１】
　内径球面成形部２７、トラック溝成形部２８、トラックチャンファ成形部２９、カップ
入口チャンファ成形部３０、およびトラック入口チャンファ成形部３１を、全て一体の分
割パンチ２２に形成したため、例えばカップ入口チャンファ成形部を分割パンチとは別体
に形成したもの等に比べて、各成形部の寸法精度を高めると共に、これらの寸法相互差の
低減を図ることが可能となる。これにより、外輪１の球形内面部分２ａ、トラック溝３、
トラックチャンファ１２、カップ入口チャンファ１１、およびトラック入口チャンファ１
３の寸法精度を高めると共に、これらの寸法相互差の低減を図ることができる。
【００４２】
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　各分割パンチ２２は、その扇形中心側の稜線部２２ｂがパンチベース本体２３ｂのテー
パ部に沿うように傾斜している。各分割パンチ２２は、このパンチベース本体２３ｂのテ
ーパ部に沿う上下方向に移動可能に支持されている。各分割パンチ２２の上方への移動は
、傘パンチ２４で拘束される。
【００４３】
　この傘パンチ２４は、パンチベース２３の小径孔２３ｃ、スプリング２５を収容するば
ね収容孔２３ｄ、および支持部材３２の孔部３２ａにわたって設けられている。これら小
径孔２３ｃ、ばね収容孔２３ｄ、孔部３２ａは、同心位置に形成されている。前記小径孔
２３ｃはパンチベース本体２３ｂの上部に形成され、ばね収容孔２３ｄは小径孔２３ｃよ
りもやや大径に形成され、パンチベース本体２３ｂの長手方向中段、下段および突出部２
３ａにわたって形成される。前記支持部材３２は、パンチセット本体２０の孔部２０ａａ
に嵌合されている。この支持部材３２の上端部とばね収容孔２３ｄの上端面との間に、前
記スプリング２５を介在させている。前記傘パンチ２４は、このスプリング２５により弾
性付勢され上端の広がり部分２４ａで各分割パンチ２２の上端面を受けている。
【００４４】
　図６、図７に示すように、絞り込みダイス１９は、外輪１の外径面および底側端面に対
応する内径形状の貫通孔部１９ａを有する。この貫通孔部１９ａの下端開口部が開口端側
に開くテーパ面１９ａａに形成されている。この貫通孔部１９ａの上端から中段にわたり
円筒面状のストレート面１９ａｂを成し、外輪前素材１Ｍを貫通して支持する治具３３が
挿入可能に構成されている。
【００４５】
　パンチセット１８および絞り込みダイス１９による外輪成形方法を、図６、図７、図１
４、図１５等と共に説明する。外輪前素材成形過程の後、冷間鍛造過程を行い、所望の外
輪１を製造する。
　外輪前素材１Ｍは、図１４、図１５に示すように、温間鍛造、熱間鍛造、または亜熱間
鍛造による塑性加工でカップ状に成形され、その開口部付近の周壁部分は開口端に向けて
広がりを持ち、内周には分割パンチ２２（図１０）と同数のトラック溝３Ｍが形成されて
いる。外輪前素材１Ｍの底部外面の中心には軸部１ｂが突出している。また、外輪前素材
１Ｍのカップ部分１ａの開口端面には、カップ入口チャンファ１１Ｍが、おおよその形状
に形成されている。
【００４６】
　図１５に示すように、外輪前素材１Ｍの内径球面には、軸方向に沿った外輪前素材スリ
ット溝Ｓｍａを形成している。周方向に隣接するトラック溝３Ｍ，３Ｍ間における内径球
面の最大幅寸法Ｓ２に対して、この外輪前素材スリット溝Ｓｍａの幅寸法Ｓ３を１０％以
上４０％以下としている。このため、以下の冷間鍛造過程後のスリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ
１（図５）を５％以上３０％以下とすることができる。これにより、冷間鍛造の際、周方
向に分割した分割パンチ２２，２２間の隙間δ１に、外輪前素材１Ｍの余肉が入り込まな
いようにすることができる。
【００４７】
　冷間鍛造過程について説明する。
　図６に示すように、この外輪前素材１Ｍを治具３３に設けたうえで絞り込みダイス１９
の貫通孔部１９ａに挿入する。その後、絞り込みダイス１９に対しパンチセット１８を相
対移動させると、傘パンチ２４が、外輪前素材カップ部分１ａの内表面における球面底部
に当接し、分割パンチ２２が同内表面におけるトラック溝に嵌合する。
【００４８】
　この状態で、図７、図９に示すように、パンチセット１８をさらに相対移動させること
により、外輪前素材１Ｍのカップ部分１ａは、絞り込みダイス１９により絞り込み作用を
受けて半径方向内方へ縮径する。その絞り込み時に、前記トラック溝の表面は分割パンチ
２２のトラック溝成形部２８により拘束され、カップ部分１ａのトラック溝３、球形内面
部分２ａ、およびトラックチャンファ１２のそれぞれが、トラック溝成形部２８、内径球
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面成形部２７、およびトラックチャンファ成形部２９によって塑性変形される。これと共
に、前記絞り込み時に、カップ入口チャンファ１１、およびトラック入口チャンファ１３
のそれぞれが、カップ入口チャンファ成形部３０、およびトラック入口チャンファ成形部
３１によって塑性変形される。
【００４９】
　外輪前素材１Ｍの成形後、絞り込みダイス１９に対し、パンチセット本体２０を相対的
に離隔させると、スプリング２５の復元力により、傘パンチ２４がパンチホルダ２１に対
して上昇する。前記スプリング２５の復元力に抗して、分割パンチ２２がパンチベース２
３のテーパ部に沿って軸方向に若干の滑りを生じ、複数の分割パンチ２２の円形の配列が
縮径する。これにより、分割パンチ２２がカップ部分１ａのトラック溝３から外れ、分割
パンチ２２および傘パンチ２４の先端部が、外輪１から引き抜かれる。
　これにより、外輪１のカップ部分１ａの、トラック溝３、球形内面部分２ａ、トラック
チャンファ１２、カップ入口チャンファ１１、およびトラック入口チャンファ１３のそれ
ぞれが、所定の形状、寸法に仕上げられる。
【００５０】
　以上説明した等速ジョイントによれば、外輪１は、カップ部分１ａの内表面に、トラッ
ク溝３、カップ入口チャンファ１１、トラックチャンファ１２、および、トラック入口チ
ャンファ１３を有し、外輪１は、機械構造用炭素鋼から成り、これら、トラック溝３、カ
ップ入口チャンファ１１、トラックチャンファ１２、および、トラック入口チャンファ１
３を含むカップ部分１ａの内表面全体が冷間鍛造により仕上げられている。
　外輪１が浸炭鋼等ではなく特に機械構造用炭素鋼から成り、この外輪１のトラック溝３
、カップ入口チャンファ１１、トラックチャンファ１２、および、トラック入口チャンフ
ァ１３を含むカップ部分１ａの内表面全体を冷間鍛造により仕上げているため、図１６左
欄に示すような従来の冷間鍛造後の切削加工や研削加工等を省略することができる。それ
故、歩留まりが向上し、等速ジョイントの製造コストの低減を図ることができる。
【００５１】
　また、カップ部分１ａの内表面全体を冷間鍛造により仕上げているため、従来のものに
比べて製品の強度を高めることが可能となる。外輪１が炭素成分０．３７ｗｔ％以上と炭
素量の多い機械構造用炭素鋼から鍛造仕上げされるので、カップ部分１ａの内外表面を所
望の硬い表面硬度にすることができる。これにより、製品寿命を延ばすことが可能となる
。素材となる機械構造用炭素鋼の炭素成分の上限は、０．６１ｗｔ％以下としたので、硬
すぎて加工不能となることなく、冷間鍛造が可能である。また、特に硬い材質を用いなく
ても、冷間鍛造で成形するため、加工硬化により、外輪１のカップ部分１ａの外径部分の
硬度が高くなり、剛性の高い高強度の外輪１となる。カップ部分１ａの内表面全体を冷間
鍛造により一体に仕上げることができるため、この内表面のトラック溝３、およびチャン
ファ等の寸法精度をより高めることができる。また、これらトラック溝３、チャンファ等
の寸法の相互差を、従来のものより低減することができる。
【００５２】
　図２（Ｂ）に示すように、外輪１は、カップ入口チャンファ１１と球形内面部分２ａと
の境界部に沿って形成される内径球面入口チャンファ３４を有し、この内径球面入口チャ
ンファ３４を含む前記カップ部分の内表面全体が冷間鍛造により仕上げられていても良い
。この場合、内径球面入口チャンファ３４の旋削加工、研削加工等をも省略して、加工工
数を低減することで、歩留まり向上および製造コストの低減を図ることができる。
【００５３】
　カップ入口チャンファ１１は、円すい面状とされている。このため、内外輪４，１の相
互の屈曲時に、内輪４を装着した軸３５に外輪１の開口縁が干渉することを防ぐことがで
きる。このような円すい面状のカップ入口チャンファ１１を冷間鍛造により仕上げるため
、カップ入口チャンファ１１の旋削加工等を省略し、歩留まり向上および製造コストの低
減を確実に図ることができる。
　冷間鍛造の後、球形内面部分２ａおよびトラック溝３に、高周波熱処理を施しても良い
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。機械構造用炭素鋼は浸炭鋼よりも炭素量が多いため、この高周波熱処理を採用し得る。
これにより、熱処理の時間短縮を図ると共に、焼入れ深さを深くすることができる。
【００５４】
　本実施形態に係る等速ジョイント外輪の製造方法によると、機械構造用炭素鋼に熱間鍛
造または温間鍛造を施して、開口端に向けて広がりを持つカップ状の外輪前素材１Ｍを成
形する外輪前素材成形過程と、前記外輪前素材１Ｍに冷間鍛造を施して、この外輪１のカ
ップ部分１ａの内表面における、前記トラック溝３、外輪１の開口縁全周に沿って形成さ
れるカップ入口チャンファ１１、外輪１の球形内面部分２ａと前記トラック溝３との境界
部に沿って形成されるトラックチャンファ１２、および、前記トラック溝３とカップ入口
チャンファ１１との境界部に沿って形成されるトラック入口チャンファ１３を同時に成形
する冷間鍛造過程とを有する。
【００５５】
　この構成によると、外輪前素材成形過程において、特に、機械構造用炭素鋼に熱間鍛造
または温間鍛造を施して、カップ状の外輪前素材１Ｍを成形する。その後、冷間鍛造過程
において、この外輪前素材１Ｍに冷間鍛造を施して、カップ入口チャンファ１１、トラッ
クチャンファ１２、およびトラック入口チャンファ１３を同時に成形する。このため、従
来の冷間鍛造後の切削加工等複数の加工工程を省略することができる。それ故、歩留まり
が向上し、外輪の製造コストの低減を図ることができる。
【００５６】
　本実施形態に係る等速ジョイント外輪の製造装置は、トラック溝成形部２８とカップ入
口チャンファ成形部３０とトラックチャンファ成形部２９とトラック入口チャンファ成形
部３１と内径球面成形部２７とが一体形成された分割パンチ２２を円形に配列したパンチ
セット１８と、機械構造用炭素鋼に熱間鍛造または温間鍛造を施して、開口端に向けて広
がりを持つカップ状の外輪前素材１Ｍについて、これら成形部を同外輪前素材１Ｍのカッ
プ部分１ａの内側に挿入した状態で、前記外輪前素材１Ｍの外径を絞り込む絞り込みダイ
ス１９とを有する。
【００５７】
　この構成によると、機械構造用炭素鋼に熱間鍛造または温間鍛造を施して、カップ状の
外輪前素材１Ｍを成形する。この外輪前素材１Ｍのカップ部分１ａの内側に、分割パンチ
２２の、トラック溝成形部２８，カップ入口チャンファ成形部３０，トラックチャンファ
成形部２９，トラック入口チャンファ成形部３１，内径球面成形部２７，およびトラック
溝成形部２８を挿入する。この挿入状態で、絞り込みダイス１９をパンチセット１８に対
して相対移動させる。
【００５８】
　これにより、外輪前素材１Ｍの外径は、絞り込みダイス１９による絞り込み作用を受け
て半径方向内方に縮径する。その絞り込み時に、トラック溝３の表面はトラック溝成形部
２８により拘束され、トラック溝３がトラック溝成形部２８により塑性変形すると共に、
球形内面部分２ａが内径球面成形部２７により塑性変形する。これにより所定の形状、寸
法に仕上げられる。
【００５９】
　この発明の他の実施形態に係る等速ジョイントについて説明する。
　この等速ジョイントは、図１６右欄に示すように、外径面端縁部１６ａおよびブーツ溝
１６ｂを除くカップ部分１ａの外径面が冷間鍛造により仕上げられている。前記「外径面
」とは、カップ部分１ａの周壁部においてカップ開口側の先端１６ｓから、基端１６ｋに
わたる外周面全体のうち、カップ開口側の外径面端縁部１６ａおよび、ブーツの端部を保
持するブーツ溝１６ｂを除く残余の部分である。その他前述の図１に示す実施形態と同様
の構成となっている。
【００６０】
　この他の実施形態に係る等速ジョイントによると、外輪１が浸炭鋼等ではなく特に機械
構造用炭素鋼から成り、この外輪１のトラック溝３、球形内面部分２ａ、カップ入口チャ
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ンファ１１、トラックチャンファ１２、および、トラック入口チャンファ１３を含むカッ
プ部分１ａの内表面全体を冷間鍛造により仕上げている。さらに、ブーツ溝１６ｂ等を除
くカップ部分１ａの前記外径面を冷間鍛造により仕上げているため、従来の冷間鍛造後の
切削加工や研削加工等多くの機械加工を省略することができる。それ故、歩留まりが向上
し、等速ジョイントの製造コストの低減を図ることができる。
　また、ブーツ溝１６ｂを除くカップ部分１ａの前記外径面を冷間鍛造により仕上げてい
るため、このカップ部分１ａの外径面の硬度を高め、ねじり強度を高くすることができる
うえ、加工工数を低減して製造コストの低減を図ることができる。
【００６１】
　この発明のさらに他の実施形態に係る等速ジョイントについて説明する。
　この等速ジョイントは、
　図１、図２（Ｂ）に示すように、外輪１の球形内面部分２ａが、冷間鍛造後、研削また
は焼入れ鋼切削により仕上げられ、
　図１６右欄に示すように、外径面端縁部１６ａおよびブーツ溝１６ｂを除くカップ部分
１ａの前記外径面が冷間鍛造により仕上げられている。その他前述の図１に示す実施形態
と同様の構成となっている。
【００６２】
　この構成によると、外輪１が特に機械構造用炭素鋼から成り、この外輪１のトラック溝
３、カップ入口チャンファ１１、トラックチャンファ１２、および、トラック入口チャン
ファ１３を含むカップ部分１ａの内表面全体を冷間鍛造により仕上げている。さらに、ブ
ーツ溝１６ｂ等を除くカップ部分１ａの前記外径面を冷間鍛造により仕上げているため、
従来の冷間鍛造後の切削加工や研削加工等多くの機械加工を省略することができる。それ
故、歩留まりが向上し、等速ジョイントの製造コストの低減を図ることができる。
【００６３】
　また、前記球形内面部分２ａを研削または焼入れ鋼切削により仕上げているので、球形
内面部分２ａの厳しい要求精度に対応することができる。球形内面部分２ａを研削または
焼入れ鋼切削することにより、より高精度のケージ８の案内面を実現でき、円滑な動作を
得ることができる。このように、特に厳しい精度の要求される球形内面部分２ａのみを研
削加工等することで、機械加工を最小限としながら、優れた機能と生産性とを両立させる
ことができる。
【００６４】
　図１６右上欄に示すように、前記ブーツ溝１６ｂは、トラック溝３を半径方向内方側か
らチャックして切削加工により仕上げられている。トラック溝３等を含むカップ部分１ａ
の内表面全体を冷間鍛造により一体に仕上げることができるため、これらトラック溝３等
の寸法精度をより高めることができる。このように寸法精度を高めたトラック溝３を半径
方向内方側からチャックつまり支持して、図１６右下欄に示すように、外輪１を軸芯まわ
りに回転させ、ブーツ溝１６ｂおよび外径面端縁部１６ａを切削加工するので、このブー
ツ溝１６ｂの寸法精度をも高めることができる。
【００６５】
　この発明のさらに他の実施形態に係る等速ジョイント外輪の製造方法について説明する
。
　この製造方法は、機械構造用炭素鋼に熱間鍛造または温間鍛造を施して、開口端に向け
て広がりを持つカップ状の外輪前素材１Ｍを成形する外輪前素材成形過程と、前記外輪前
素材１Ｍに冷間鍛造を施して、この外輪１のカップ部分１ａにおける外径面の表面硬度を
２５０ＨＶ以上３５０ＨＶ以下に規定する冷間鍛造過程とを有する。
【００６６】
　この構成によると、外輪前素材成形過程において、特に、機械構造用炭素鋼に熱間鍛造
または温間鍛造を施して、カップ状の外輪前素材１Ｍを成形する。その後、冷間鍛造過程
において、この外輪前素材１Ｍに冷間鍛造を施して、カップ部分１ａにおける外径面の表
面硬度を２５０ＨＶ以上３５０ＨＶ以下に規定する。外輪１が炭素成分０．３７ｗｔ％以
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上と炭素量の多い機械構造用炭素鋼から鍛造仕上げされるので、カップ部分１ａの外径面
の表面硬度を高めることができる。これにより製品のねじり強度を高くすることができる
。
【００６７】
　素材となる機械構造用炭素鋼の炭素成分の上限は、０．６１ｗｔ％以下とし、且つ前記
外径面の表面硬度の上限値を３５０ＨＶとしたため、硬すぎて加工不能となることがなく
、外径面の一部を後加工することが容易となる。これにより切削工具の寿命を延ばすこと
が可能となり、その分、製造コストの低減を図ることができる。前記外径面の表面硬度の
上限値を３５０ＨＶとしたため、外径面の一部つまり図１６右欄に示す外径面端縁部１６
ａ、ブーツ溝１６ｂを後加工することが容易となる。これにより切削工具の寿命を延ばす
ことが可能となり、その分、製造コストの低減を図ることができる。
【００６８】
　カップ部分１ａの前記外径面の一部を切削加工等してこの加工後の一部をチャックして
軸部分１ｂ等に加工を施す場合、その振れ精度を高精度に保ち、加工精度を高精度化する
ことが可能となる。
　特に、外輪前素材１Ｍが浸炭鋼等ではなく機械構造用炭素鋼であり、カップ部分１ａに
おける外径面を冷間鍛造により仕上げているため、いわゆる外径面総削り品等よりも加工
工数の低減を図ることができるうえ、加工硬化による強度向上を図ることができる。前記
加工工数の低減により、歩留まりが向上し、等速ジョイント外輪の製造コストの低減を図
ることができる。
【００６９】
　前記外径面の表面硬度を規定する構成において、カップ部分１ａの前記外径面には、熱
処理を施さない非熱処理部分が設けられ、冷間鍛造した球形内面部分２ａおよびトラック
溝３には、高周波熱処理を施す熱処理部分が設けられていても良い。
　機械構造用炭素鋼は浸炭鋼よりも炭素量が多いため、この高周波熱処理を採用し得る。
これにより、熱処理の時間短縮を図ると共に、球形内面部分２ａおよびトラック溝３に対
する焼入れ深さを深くすることができる。
【００７０】
　前記外径面の表面硬度を規定する構成において、高周波熱処理を施した球形内面部分２
ａが研削により仕上げられていても良い。カップ部分１ａの内表面のトラック溝３、カッ
プ入口チャンファ１１、トラックチャンファ１２、および、トラック入口チャンファ１３
を研削しないので、加工工数の低減を図ることができる。球形内面部分２ａを研削するた
め、球形内面部分２ａの厳しい要求精度に対応することができる。
【００７１】
　この発明のさらに他の実施形態に係る等速ジョイントについて説明する。
　この等速ジョイントは、図５に示すように、球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に対し
て、スリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ１を５％以上３０％以下としている。
　この等速ジョイントの外輪１は、機械構造用炭素鋼から成り、トラック溝３、球形内面
部分２ａ、カップ入口チャンファ１１、トラックチャンファ１２、および、トラック入口
チャンファ１３を含むカップ部分１ａの内表面全体が冷間鍛造により仕上げられ、球形内
面部分２ａに軸方向に沿ったスリット溝Ｓｍを形成し、周方向に隣接するトラック溝３，
３間における球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に対して、スリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ１
を５％以上３０％以下としている。
【００７２】
　この構成によると、外輪１が浸炭鋼等ではなく特に機械構造用炭素鋼から成り、この外
輪１のトラック溝３、球形内面部分２ａ、カップ入口チャンファ１１、トラックチャンフ
ァ１２、および、トラック入口チャンファ１３を含むカップ部分１ａの内表面全体を冷間
鍛造により仕上げているため、従来の冷間鍛造後の切削加工や研削加工等を省略すること
ができる。それ故、歩留まりが向上し、等速ジョイントの製造コストの低減を図ることが
できる。
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【００７３】
　また、球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に対して、スリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ１を５
％以上３０％以下としたため、前記冷間鍛造の際、周方向に分割したいわゆる分割パンチ
２２，２２間の隙間δ１に、外輪前素材１Ｍの余肉が入り込まず、球形内面部分２ａにつ
いて所望の形状精度を得ることができる。特に、前記下限値を５％以上としたため、これ
ら分割パンチ２２による鍛造加工後、複数の分割パンチ２２の円径の配列を縮径させて、
これら分割パンチ２２を外輪１から円滑に引き抜くことができる。前記上限値を最大幅寸
法３０％以下としたため、等速ジョイント外輪の内径球面の必要面積が確保できて、強度
不足の問題を解消することができる。また、分割パンチ２２，２２間の隙間δ１に生じて
いた突出部分を未然に防止できるので、この突出部分除去のための後加工が不要となり、
その分、製造コストの低減を図ることができる。
【００７４】
　このスリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ１を規定した構成において、球形内面部分２ａが研削ま
たは焼入れ鋼切削により仕上げられていても良い。この場合、球形内面部分２ａの厳しい
要求精度に対応することができる。前記冷間鍛造後、この球形内面部分２ａの研削または
焼入れ鋼切削前に、球形内面部分２ａおよびトラック溝３に高周波熱処理を施す熱処理過
程を有するものであっても良い。
【００７５】
　この発明のさらに他の実施形態に係る等速ジョイント外輪の前素材について説明する。
　外輪前素材１Ｍは、図１５に示すように、外輪前素材成形過程において、外輪前素材ス
リット溝Ｓｍａの幅寸法Ｓ３をこの球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に対して１０％以
上４０％以下としている。このため、冷間鍛造後のスリット溝Ｓｍの幅寸法Ｓ１を、図４
、図５に示すように、球形内面部分２ａの最大幅寸法Ｓ２に対して５％以上３０％以下と
することができる。これにより、冷間鍛造の際、周方向に分割した分割パンチ間の隙間δ
１いわゆる周方向隙間δ１に、外輪前素材１Ｍの余肉が入り込まないようにすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】この発明の一実施形態に係る等速ジョイントの断面図である。
【図２】（Ａ）は同等速ジョイントの外輪の要部の断面図、（Ｂ）はこの外輪の要部を拡
大して示す側面図である。
【図３】同外輪の冷間鍛造形状を一部破断して表す断面図である。
【図４】図３の一側面図である。
【図５】同外輪における内径球面幅の最大寸法等を表す斜視図である。
【図６】外輪成形金型と外輪前素材との関係を表す縦断側面図である。
【図７】同外輪成形金型の成形時の状態を表す縦断側面図である。
【図８】同外輪成形金型のパンチセットを軸方向一方から視た平面図である。
【図９】同パンチセットの加工時の状態を表す断面図である。
【図１０】同パンチセットの各分割パンチの要部の斜視図である。
【図１１】同分割パンチの平面図である。
【図１２】同分割パンチの側面図である。
【図１３】（Ａ）は同外輪成形金型のパンチベースの平面図、（Ｂ）はこのパンチベース
の断面図である。
【図１４】同外輪の外輪前素材を一部破断して表す断面図である。
【図１５】図１４の一側面図である。
【図１６】従来例と本発明の一例の加工工程の違いを説明する図である。
【符号の説明】
【００７７】
１…外輪
１ａ…カップ部分
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１ｂ…軸部分
１Ｍ…外輪前素材
２ａ…内径球面
３，６…トラック溝
４…内輪
７…トルク伝達ボール
８…ケージ
１１…カップ入口チャンファ
１２…トラックチャンファ
１３…トラック入口チャンファ
１４…センタ孔
１８…パンチセット
１９…絞り込みダイス
２７…内径球面成形部
２８…トラック溝成形部
２９…トラックチャンファ成形部
３０…カップ入口チャンファ成形部
３１…トラック入口チャンファ成形部
３４…内径球面入口チャンファ

【図１】 【図２】
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