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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量比で、Ｃ：０．１５～０．６０％、Ｓｉ：０．２％以下、Ｍｎ：０．１０～０．７
０％、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、Ｃｒ：０．１～１．６％、Ｍｏ：０．
６～１．５％、Ｖ：０．０５～０．４０％に加えて、Ｔｉ：０．０１～０．２０％及びＮ
ｂ：０．０１～０．２０％の少なくとも一方を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物で
ある鋼から成り、内部のビッカース硬さが４００Ｈｖ以上、表面から０．０５ｍｍの深さ
位置におけるビッカース硬さが６００Ｈｖ以上であると共に、表面に２５μｍ以下の厚さ
の窒化物層を備えていることを特徴とするシャフト。
【請求項２】
　質量比で、Ｃ：０．１５～０．６０％、Ｓｉ：０．２％以下、Ｍｎ：０．１０～０．７
０％、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、Ｃｒ：０．１～１．６％、Ｍｏ：０．
６～１．５％、Ｖ：０．０５～０．４０％に加えて、Ｐｂ：０．３％以下、Ｂｉ：０．１
％以下及びＣａ：０．１％以下から成る群から選ばれた少なくとも１種の元素を含有し、
残部がＦｅ及び不可避的不純物である鋼から成り、内部のビッカース硬さが４００Ｈｖ以
上、表面から０．０５ｍｍの深さ位置におけるビッカース硬さが６００Ｈｖ以上であると
共に、表面に２５μｍ以下の厚さの窒化物層を備えていることを特徴とするシャフト。
【請求項３】
　質量比で、Ｃ：０．１５～０．６０％、Ｓｉ：０．２％以下、Ｍｎ：０．１０～０．７
０％、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、Ｃｒ：０．１～１．６％、Ｍｏ：０．
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６～１．５％、Ｖ：０．０５～０．４０％に加えて、Ｔｉ：０．０１～０．２０％及びＮ
ｂ：０．０１～０．２０％の少なくとも一方と、Ｐｂ：０．３％以下、Ｂｉ：０．１％以
下及びＣａ：０．１％以下から成る群から選ばれた少なくとも１種の元素を含有し、残部
がＦｅ及び不可避的不純物である鋼から成り、内部のビッカース硬さが４００Ｈｖ以上、
表面から０．０５ｍｍの深さ位置におけるビッカース硬さが６００Ｈｖ以上であると共に
、表面に２５μｍ以下の厚さの窒化物層を備えていることを特徴とするシャフト。
【請求項４】
　ディファレンシャル機構用ピニオンメートシャフトであることを特徴とする請求項１～
３のいずれか１つの項に記載のシャフト。
【請求項５】
　質量比で、Ｃ：０．１５～０．６０％、Ｓｉ：０．２％以下、Ｍｎ：０．１０～０．７
０％、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、Ｃｒ：０．１～１．６％、Ｍｏ：０．
６～１．５％、Ｖ：０．０５～０．４０％に加えて、Ｔｉ：０．０１～０．２０％及びＮ
ｂ：０．０１～０．２０％の少なくとも一方を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物で
ある鋼材に、８８０℃以上の温度で焼入れ処理を施した後、５５０～６５０℃の温度で塩
浴軟窒化又はガス軟窒化処理を施すことを特徴とするシャフトの製造方法。
【請求項６】
　質量比で、Ｃ：０．１５～０．６０％、Ｓｉ：０．２％以下、Ｍｎ：０．１０～０．７
０％、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、Ｃｒ：０．１～１．６％、Ｍｏ：０．
６～１．５％、Ｖ：０．０５～０．４０％に加えて、Ｐｂ：０．３％以下、Ｂｉ：０．１
％以下及びＣａ：０．１％以下から成る群から選ばれた少なくとも１種の元素を含有し、
残部Ｆｅ及び不可避的不純物から成る鋼材に、８８０℃以上の温度で焼入れ処理を施した
後、５５０～６５０℃の温度で塩浴軟窒化又はガス軟窒化処理を施すことを特徴とするシ
ャフトの製造方法。
【請求項７】
　質量比で、Ｃ：０．１５～０．６０％、Ｓｉ：０．２％以下、Ｍｎ：０．１０～０．７
０％、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、Ｃｒ：０．１～１．６％、Ｍｏ：０．
６～１．５％、Ｖ：０．０５～０．４０％に加えて、Ｔｉ：０．０１～０．２０％及びＮ
ｂ：０．０１～０．２０％の少なくとも一方と、Ｐｂ：０．３％以下、Ｂｉ：０．１％以
下及びＣａ：０．１％以下から成る群から選ばれた少なくとも１種の元素を含有し、残部
がＦｅ及び不可避的不純物である鋼材に、８８０℃以上の温度で焼入れ処理を施した後、
５５０～６５０℃の温度で塩浴軟窒化又はガス軟窒化処理を施すことを特徴とするシャフ
トの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、自動車のトランスミッション、差動装置など駆動伝達部品を始めと
する各種の機械装置に用いられるシャフト部品に係わり、特に高い耐摩耗性、耐焼付き性
と共に、繰返し衝撃曲げ強度が要求される部位に好適に用いられるシャフトと、その製造
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高い耐摩耗性、焼付き性に加えて、衝撃入力を繰返し受ける際の曲げ強度を要求される
シャフト部品としては、従来、ＪＩＳ　Ｇ　４０５２に規定されるＳＣｒ４２０Ｈ、ＳＣ
Ｍ４２０Ｈ、ＳＣＭ４４０Ｈ等を母材として、浸炭焼入れ焼戻し後、５５０～６５０℃に
て塩浴軟窒化処理を施したものが使用されている。
　また、従来の差動ピニオン及びメートシャフトとしては、例えば上記ＪＩＳ規格に規定
される構造用鋼鋼材を材料としており、互いの摺動接触部分の耐摩耗性等を高めるために
、差動ピニオンの内周面に摺動接触するメートシャフトの外径面に、軟窒化処理又はニッ
ケル－リンめっきを施したものがあった（例えば、特許文献１参照）。
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【特許文献１】特開２００２－３０３３８号公報
【０００３】
　一方、窒化用鋼としては、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖと共に、Ａｌを適量添加することによって、
焼入れ焼戻し処理を行うことなくフェライト＋ベイナイト組織とし、もって優れた被削性
と素材強度を両立させることが開示されている（特許文献２参照）。
【特許文献２】特開平８－１７６７３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、浸炭焼入れ後の焼戻し温度１３０～
２００℃に対して、塩浴軟窒化処理温度が５５０～６５０℃と高いため、浸炭材が本来有
している衝撃曲げ強度が低下するという問題がある。
　また、特許文献２に記載の窒化用鋼は、フェライト＋べイナイトの金属組織であるため
、マルテンサイト金属組織からなる素材よりは強度が劣ることになる。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の問題点に着目してなされたものであって、その目的と
するところは、良好な耐衝撃曲げ性を有し、しかも良好な耐摩耗と耐焼付き性を備えたシ
ャフト部品を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく、シャフトに用いる鋼の成分組成や、熱処理条件
等について鋭意検討を重ねた。その結果、ＭｏとＶを含有させることによって、これらの
炭窒化物の析出による二次硬化が生じ、５５０～６５０℃の条件下で軟窒化処理を施して
もシャフトの耐衝撃曲げ性が低下せず、上記目的が達成されることを見出し、本発明を完
成するに到った。
【０００７】
　本発明は上記知見に基づくものであって、本発明のシャフトは、質量比で、０．１５～
０．６０％のＣ、０．２％以下のＳｉ、０．１０～０．７０％のＭｎ、０．０３％以下の
Ｐ、０．０３％以下のＳ、０．１～１．６％のＣｒ、０．６～１．５％のＭｏ、０．０５
～０．４０％のＶに加えて、０．０１～０．２０％のＴｉ及び０．０１～０．２０％のＮ
ｂの少なくとも一方を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物である鋼から成り、内部の
ビッカース硬さが４００Ｈｖ以上、表面から０．０５ｍｍの深さ位置におけるビッカース
硬さが６００Ｈｖ以上であると共に、表面に２５μｍ以下の厚さの窒化物層を備えている
ことを特徴とする。
　また、本発明のシャフトは、上記範囲のＣ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｐ、Ｓ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖに加
えて、０．３％以下のＰｂ、０．１％以下のＢｉ及び０．１％以下のＣａから成る群から
選ばれた少なくとも１種の元素を含有すると共に、上記した内部硬さ、表面硬さを有し、
上記厚さの窒化層を備えていることを特徴とする。さらに、上記範囲のＣ、Ｓｉ、Ｍｎ、
Ｐ、Ｓ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｃａに加えて、０．０１～０．２０％のＴｉ及び
０．０１～０．２０％のＮｂの少なくとも一方の元素を含有すると共に、上記した内部硬
さ、表面硬さを有し、上記厚さの窒化層を備えていることを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明のシャフトの製造方法においては、上記成分組成の鋼材に、８８０℃以上
の温度で焼入れ処理を施した後、５５０～６５０℃の温度で塩浴軟窒化あるいはガス軟窒
化処理を施すことを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、質量比で、０．１５～０．６０％のＣ、０．２％以下のＳｉ、０．１
０～０．７０％のＭｎ、０．０３％以下のＰ、０．０３％以下のＳ、０．１～１．６％の
Ｃｒ、０．６～１．５％のＭｏ、０．０５～０．４０％のＶに加えて、０．０１～０．２
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０％のＴｉ及び０．０１～０．２０％のＮｂの少なくとも一方の元素及び／又は０．３％
以下のＰｂ、０．１％以下のＢｉ及び０．１％以下のＣａから成る群から選ばれた少なく
とも１種の元素を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物である鋼から成るものであり、
内部のビッカース硬さが４００Ｈｖ以上、表面から０．０５ｍｍの深さ位置におけるビッ
カース硬さが６００Ｈｖ以上、さらに表面に２５μｍ以下の厚さの窒化物層を備えている
ため、耐衝撃曲げ性、耐摩耗、耐焼付き性に優れたシャフトとすることができる。
　また、このようなシャフトは、上記成分の鋼材に、８８０℃以上の温度で焼入れ処理を
施した後、５５０～６５０℃の温度で塩浴軟窒化又はガス軟窒化処理を施すことにより得
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明のシャフトとその製造方法について、各合金成分の作用及びその数値限定
理由と共に、さらに詳細に説明する。なお、本明細書において「％」は、特記しない限り
、質量百分率を意味するものとする。
【００１１】
　本発明は、上記したように、ＭｏとＶを含有させると、これら元素の炭窒化物が析出し
て二次硬化をするため、５５０～６５０℃という高温度の条件下で軟窒化処理を施しても
シャフトの耐衝撃曲げ性が低下しないという知見に基づくものである。
　そして、本発明によれば、良好な耐衝撃曲げ性と共に、良好な耐摩耗、耐焼付き性を備
えたシャフト部品を実現することができ、例えばディファレンシャル機構用ピニオンメー
トシャフトなどに適用することができる。
【００１２】
　本発明においては、上記成分に加えて、後述するような所定量のＴｉ及び／又はＮｂを
添加することができ、これによって高温焼入れによる結晶粒の粗大化を防止して、基地の
靭性強化を図ることができる。
　また、素材鋼の被削性を向上させる観点からは、Ｐｂ、Ｂｉ及びＣａのうちの少なくと
も１種を後述する範囲内で添加することが望ましい。
【００１３】
　以下に、本発明における各成分元素の作用と共に、その数値限定理由について説明する
。
【００１４】
Ｃ：０．１５～０．６０％ 
　Ｃは、熱処理によって所要の強度を得るために有効であるので、そのために含有させる
元素である。
　しかし、Ｃの含有量が０．１５％未満では効果に乏しい。一方、０．６０％を超えると
靭性低下による衝撃曲げ強度の低下をもたらすと共に、素材の硬さの上昇を招き、加工コ
ストの増大を招くことがある。したがって、Ｃ含有量については、０．１５～０．６０％
の範囲内とすることが必要となる。
【００１５】
Ｓｉ：０．２％以下
　Ｓｉは、オーステナイト化時の高温加熱による粒界酸化を助長する元素であり、粒界強
度低下により衝撃曲げ強度を劣化させる。また、ＰやＳなどの不純物元素の粒界への偏析
を助長する作用があり、これも衝撃曲げ強度を劣化させる要因となる。さらに、素材の硬
さの上昇を招くことがある。
　これらのことから、Ｓｉ含有量は低い方が望ましく、０．２％以下に限定することが必
要となる。
【００１６】
Ｍｎ：０．１０～０．７０％
　Ｍｎは、鋼溶製時の脱酸剤として有効であると共に、焼入性の向上に寄与する元素であ
るが、Ｓｉと共に焼入れ時の粒界酸化を助長し、衝撃曲げ強度を劣化させる。また、Ｓｉ
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と同様にＰやＳなどの不純物元素の粒界への偏析を助長し、衝撃曲げ強度を劣化させる要
因になる元素である。さらに、素材の硬さの上昇を招くことがある。
　したがって、Ｍｎ含有量は、脱酸剤としての有効量以上に添加することは望ましくなく
、０．１０～０．７０％とする必要がある。
【００１７】
Ｐ：０．０３％以下
　Ｐは、オーステナイト域に加熱するとオーステナイト粒界に偏析し、粒界を脆化させて
耐衝撃特性を劣化させるので、低い方が望ましく、その含有量を０．０３％以下とする必
要がある。
【００１８】
Ｓ：０．０３％以下
　Ｓは、Ｐと同様にオーステナイト域に加熱するとオーステナイト粒界に偏析し、粒界を
脆化させて耐衝撃特性を劣化させるので、低いことが望ましく、その含有量を０．０３％
以下とすることが必要である。
【００１９】
Ｃｒ：０．１～１．６％
　Ｃｒは、焼入性を向上させる作用があるので、そのために含有させる元素である。この
ような効果を得るためには、０．１％以上含有させる必要があるが、１．６％を超えて過
剰に添加すると、ＳｉやＭｎと同様に粒界酸化を助長して、オーステナイト粒界の脆化を
招いて耐衝撃特性を却って低下させることになる。
　したがって、Ｃｒ含有量は、０．１～１．６％の範囲内とする。
【００２０】
Ｍｏ：０．６～１．５％
　Ｍｏは、鋼の焼入れ性を向上させるとともに、結晶粒の微細化及びオーステナイト粒界
の強度向上に寄与すると共に、焼戻し時に十分な二次硬化をもたらし、良好な母材強度を
得るのに効果的な元素である。すなわち、５５０℃を超える条件の軟窒化処理温度におい
ても、ビッカース硬さ４００Ｈｖ以上の高い硬さを得るために添加する元素である。
　しかし、含有量が０．６％未満では効果に乏しい一方、多くなると効果が飽和するばか
りでなく、巨大な一次炭化物が析出して靭性低下による衝撃曲げ強度の低下をもたらすの
で、その上限を１．５％とする。
【００２１】
Ｖ：０．０５～０．４０％
　Ｖは、Ｍｏと同様に、焼戻し時にバナジウム炭化物を形成させて、十分な二次硬化及び
母材強度を得るために含有させる元素である。
　このような効果を得るためには、０．０５％以上含有させる必要があるが、過剰に添加
すると巨大な一次炭化物が晶出し、焼入れ時に残存して二次硬化に寄与するＶ固溶量が飽
和するばかりでなく、靭性低下による衝撃曲げ強度の低下をもたらすので、その上限を０
．４０％とする。
【００２２】
Ｔｉ：０．０１～０．２０％、Ｎｂ：０．０１～０．２０％
　Ｔｉ及びＮｂは、いずれも結晶粒の微細化に寄与し、強靱化に有効な元素であるため、
必要に応じて、これらの一方又は両方を上記範囲内で添加することができる。
【００２３】
　Ｔｉは、焼戻し時の二次硬化に寄与するＭｏ及びＶを焼入れ時に十分溶け込ますために
は８８０℃以上の高温焼入れが必要であるが、一方において結晶粒の粗大化を招くので、
これを抑えるために添加する元素である。すなわち、Ｔｉは、微細な炭化物を形成し、結
晶粒の微細化に寄与する。このような効果を得るには、０．０１％以上含有させる必要が
あるが、多くなり過ぎても効果が飽和するばかりでなく、素材硬さの上昇を招くので、そ
の上限を０．１０％とする。
　一方、Ｎｂは、微細な炭・窒化物を形成し、結晶粒の微細化に寄与し、基地の靭性強化
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に有効な元素であるが、含有量が０．０１％未満では効果に乏しい。また、０．２０％を
超えて添加しても、効果が飽和するので、その上限を０．２０％とする。すなわち、Ｎｂ
は、ＴｉＣによる結晶粒微細化効果が不十分な場合、Ｎｂ（Ｃ，Ｎ）を析出させ、その析
出物を利用するために含有させる。
【００２４】
Ｐｂ：０．３％以下、Ｂｉ：０．１％以下、Ｃａ：０．１％以下
　Ｐｂ、Ｂｉ、Ｃａは、いずれも被削性を向上させるのに有効な元素であり、さらに良好
な被削性が要求される場合に、必要に応じてこれらのうちから選ばれる１種又は２種以上
を適量添加することができる。
【００２５】
　すなわち、Ｐｂ及びＢｉは、金属粒として鋼中に分散し、切欠き効果により切削抵抗を
減らすと共に、切削熱により溶融することによって工具と切屑の摩擦を減らし、被削性の
さらなる改善効果を発揮する。しかし、過剰に添加すると、その鋼の靭性を低下させるた
め、Ｐｂの上限を０．３％、Ｂｉの上限値については０．１％とすることが望ましい。
　また、Ｃａは、鋼中でアノールサイト，ゲーレナイトといったＣａを含有した酸化物系
介在物を形成し、切削時に工具すくい面にベラーグと呼ばれる皮膜を形成することによっ
て、特に旋削工具寿命を改善する機能を有する。しかし、０．１％を超えると鋼の靭性を
低下させるため、その含有量を０．１％以下に限定する。
【００２６】
　次に、本発明の高強度シャフトの製造方法において、焼入れ温度を８８０℃以上に、軟
窒化処理温度を５５０～６５０℃に限定する理由について説明する。
　本発明の高強度シャフトの製造方法においては、ＭｏやＶ系炭化物の析出による二次硬
化を利用するようにしており、この二次硬化を十分に得るためには焼入れ前のＭｏやＶ系
炭化物を十分に固溶させる必要があるため、焼入れ温度を８８０℃以上とする。８８０℃
に満たない温度で焼入れを行うと、衝撃曲げ強度の劣化を招く。　
【００２７】
　一方、軟窒化処理については、この処理の間に、焼入れ組織が焼戻しされるため、これ
らの炭化物を析出させて十分な二次硬化を得るためには、当該軟窒化処理温度を５５０℃
以上とする必要がある。また、軟窒化処理温度が６５０℃を超えると焼戻しによる軟化が
始まり、鋼母材で４００Ｈｖ以上のビッカース硬さが得られなくなるので、その上限温度
を６５０℃とする必要がある。
【００２８】
　本発明においては、衝撃曲げ強度を確保するために、２つの破損形態に対する強度向上
方策を講じている。
　すなわち、シャフトの内部硬さを４００Ｈｖ以上とすることにより耐変形性を確保し、
さらに、シャフト外形表面からの深さが０．０５ｍｍの位置におけるビッカース硬さを６
００Ｈｖ以上とすることによって、衝撃入力があった際にシャフト表層で破壊が生じる限
界を向上させている。
【００２９】
　また、軟窒化処理を施すことにより、シャフト外形面に厚さ２５μｍ以下の窒化物層、
すなわち鉄と窒素の化合物からなる窒化物層が形成される。
　なお、本発明において「窒化物層」とは、鋼母材の表層付近に炭素や窒素などが拡散し
て強化される層を含まない。すなわち、母材の表面上に形成される化合物層を意味するも
のとする。
【００３０】
　この窒化物層は、ビッカース硬さで約１０００～１２００Ｈｖ程度であり、良好な耐摩
耗性、耐焼き付き性を有している一方、硬くて脆いという性質があるため、窒化物層が厚
すぎると、摺動時の振動や衝撃入力によって、割れが発生する恐れがある。このような理
由によって、窒化物層の厚さ上限を２５μｍとする必要がある。
【実施例】
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【００３１】
　以下、本発明を実施例及び比較例に基づいて、さらに詳述するが、本発明はこれらの実
施例に限定されるものではない。
【００３２】
〔試験片の準備〕
　表１に示す化学組成を有する鋼を溶製し、続いて、常法に基づいて圧延、焼きならした
後、図１に示すように、径１５ｍｍ、長さ１０７ｍｍの棒状をなし、機械加工仕上げによ
り一端側に５ｍｍ径の貫通孔を備えた耐衝撃特性試験片に加工した。そして、各試験片に
ついて、表２に示すそれぞれの条件のもとに、熱処理と、軟窒化や被膜処理などの表面処
理を行った。これら処理後の試験片の硬さや硬質表面処理膜の厚さの測定結果を表２に併
せて示す。
【００３３】
　また、焼付き試験に供するために、径５ｍｍ、長さ３０ｍｍのシャフト状試験片に加工
し、同様の熱処理及び表面処理を行ったのち、その表面粗さをＲａで０．２μｍ程度に仕
上げた。
　なお、鋼を電炉溶製する場合には、Ｃｕ、Ｎｉが不純物として混入することがあるが、
これらの成分量がそれぞれ０．３０％以下であれば、何ら問題ないことを確認している。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
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【表２】

【００３６】
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〔耐衝撃特性試験〕
　上記によって得られた耐衝撃特性試験片（図１）を図２に示すように４点で支持し、そ
のうちの２点に４８０Ｎの衝撃入力を繰返し加える試験を行い、破断に到るまでの回数、
及び１００回の繰返し入力時の変形量を測定した。その結果を表３に示す。
　なお、試験結果については、比較例２の結果を「１」とする相対比で表記した。また、
破断回数については、比較例２に対する破断回数比が５．０を超えるものを「○」、１０
０回入力時の変形量については、比較例２に対する変形量比が３．０を超えないものを「
○」と評価した。
【００３７】
　その結果、比較例１～３、５、７、９に較べて、Ａ鋼、Ｂ鋼、Ｃ鋼、Ｄ鋼を用いた実施
例１～４の破断に到るまでの回数が多く、また、繰返し入力に対する塑性変形量について
は、実施例１～４のものが、比較例１、３、５～７、８よりも少ないことから、耐衝撃性
が必要なシャフト部品として、実施例１～４によるものが有利であることを示している。
【００３８】
　また、５５０～６５０℃の温度条件下でガス軟窒化又は塩浴軟窒化処理を施した実施例
１～４、及び比較例４においては、シャフト内部がビッカース硬さ４００Ｈｖ以上、かつ
シャフト外形表面からの深さ０．０５ｍｍ位置でのビッカース硬さが６００Ｈｖ以上であ
った。これに対して、同様の温度条件下で塩浴軟窒化を施した比較例１では、Ｍｏ，Ｖ成
分の添加量が不足しており、シャフト内部のビッカース硬さが４００Ｈｖに達していない
ために、耐衝撃性が劣る結果となった。
　また、比較例２では、浸炭焼入れ焼戻しの後、９５℃で燐酸マンガン皮膜処理を実施し
ており、シャフト内部硬さ４００Ｈｖ以上、シャフト外形表面からの深さ０．０５ｍｍ位
置でのビッカース硬さ６００Ｈｖ以上が得られているものの、炭素濃度の高い浸炭層を有
していることから、シャフト表層付近の靭性が不足しており、耐衝撃特性に劣る結果とな
った。
【００３９】
　比較例３では、焼入れ処理の後、５５０℃以上での焼戻し処理を施すことにより、シャ
フトの靭性は比較例２によりも向上するものの、シャフト内部及びシャフト外形表面から
の深さ０．０５ｍｍ位置でのビッカース硬さが３０９Ｈｖと不足しているために、実施例
よりも耐衝撃性に劣ることが確認された。
　さらに、比較例５、６、７の化学成分組成では、Ｍｏ，Ｖ成分の添加量が不足しており
、熱処理によってシャフト内部硬さ４００Ｈｖ以上を確保できず、耐衝撃特性に劣る結果
であった。また、比較例９では、焼入れ焼戻しの熱処理を行っていないために、シャフト
内部の硬さについて４００Ｈｖ以上を確保することができず、耐衝撃特性に劣る結果とな
った。
【００４０】
〔焼付き試験〕
　図３に示すように、上記によって得られたシャフト状試験片Ｓを周速０．４ｍ／ｓで回
転させ、これにブロック状試験片Ｂ（１０×１０×３０ｍｍ）を押し付け、焼付きが発生
するときの荷重を測定した。
　このとき、両試験片Ａ，Ｂの摺接面には、潤滑油を毎分３ｃｃ滴下し、ブロック状試験
片Ｂのシャフト状試験片Ｓとの摺接面の表面粗さについては、Ｒａで１．５μｍ程度とし
た。
【００４１】
　その結果を表３に併せて示す。
　なお、試験結果については、比較例２の結果を「１」とする相対比で表記した。また、
比較例２に対する焼付き荷重比が１．８以上のものを「○」評価した。
【００４２】
　表３に示すように、窒化物層を有する実施例１～４、及び比較例１、９では、窒化処理
無しの比較例２、３、５、６、８に対して、耐焼付き性が向上していることが判明した。
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　また、比較例４では、窒化処理によって形成される窒化物層の厚さが２７μｍと厚すぎ
るために、試験時に割れが発生した。
【００４３】
【表３】

【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】耐衝撃特性試験に用いる試験片の形状を示す平面図及び側面図である。
【図２】耐衝撃特性試験の実施要領を示す説明図である。
【図３】焼付き試験の実施要領を示す説明図である。
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