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(57)【要約】
【課題】鋼材の表面窒化法として従来用いられている塩
浴窒化法は、シアン系の塩浴を用いるものが一般的であ
−

り、浴中にはシアン化物イオン（ＣＮ ）が存在する。
そのため、環境問題が厳しくなってきた現在では公害防
止対策に相当な費用と労力をかけなければならず、排水
・排ガスなどの処理コストが増大している。また、ステ
ンレス鋼の表面には不動態皮膜が存在するためステンレ
スの窒化処理においては窒素の侵入が阻止され、窒化が
起こりにくいという問題があり、不動態皮膜を除去する
ための前処理工程としての研磨工程等が必要である。
【解決手段】鉄のほかに少なくとも１種の窒化物生成元
３ −

素を含む鋼材を被処理材とし、窒化物イオン（Ｎ

）

を含有する非シアン系溶融塩を電解質に用い、該電解質
中で被処理材を作用極とし、浴と接触する対極に対し正
の電位に保つことにより被処理材表面に窒化物層を形成
することを特徴とする鋼材の電気化学的表面窒化処理法
。
【選択図】

図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
鉄のほかに少なくとも１種の窒化物生成元素を含む鋼材を被処理材とし、窒化物イオン（
Ｎ

３ −

）を含有する非シアン系溶融塩を電解質に用い、該電解質中で被処理材を作用極と

し、浴と接触する対極に対し正の電位に保つことにより被処理材表面に窒化物層を形成す
ることを特徴とする鋼材の電気化学的表面窒化処理法。
【請求項２】
溶融塩はＬｉＣｌ−ＫＣｌであることを特徴とする請求項１記載の鋼材の電気化学的表面
窒化処理法。
【請求項３】
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被処理材はステンレス鋼部品であり、電解電位を０．３Ｖ〜２．０Ｖに保つことによりス
テンレス鋼表面にＣｒＮを主成分とする窒化物層を形成することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の鋼材の電気化学的表面窒化処理法。
【請求項４】
ステンレス鋼は表面の不動態膜を除去していないステンレス鋼部品であることを特徴とす
る請求項３記載の鋼材の電気化学的表面窒化処理法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、非シアン系溶融塩を電解質に用いた鋼材の電気化学的表面窒化処理法に関する
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。
【０００２】
【従来の技術】
ステンレス鋼、工具鋼、耐熱鋼などの鋼材の表面窒化処理は、窒化物の形成により材料の
表面を硬化させたり、表面圧縮残量応力を生じさせたりすることにより材料特性を向上さ
せることができるため、自動車用エンジン部品の摩擦部分等や工作機械部品、切削工具類
などの表面硬化法として実用化されている。従来のステンレス鋼などの鋼材の表面窒化法
としては、アンモニアガスを用いたガス窒化法があるが、最も広く用いられているものは
塩浴窒化法である（例えば、特許文献１）。
【０００３】
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塩浴窒化法にはシアン系の塩浴が通常用いられるが、このような熱化学的方法に電気化学
的方法を協同させた方法が知られている（特許文献２）。
一方、本発明者等は、これまでに、非シアン系の塩浴を用いた溶融塩電気化学プロセスを
用いた表面窒化の研究に取り組んできた（非特許文献１、２）。
【０００４】
【特許文献１】
特開２０００−７３１５６号公報
【特許文献２】
特開平７−６２５２２号公報
【非特許文献１】
Ｔ．Ｇｏｔｏ，
ａｌ
ｔｅｎ

40
Ｒ

Ｏｂａｔａ

ｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｌｉ−ＫＣｌ−Ｌｉ３ Ｎ

ａｎｄ
ｉｒｏｎ

Ｙ．Ｉｔｏ，「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃ
ｎｉｔｒｉｄｅ

ｆｉｌｍ

ｉｎ

ｍｏｌ

ｓｙｓｔｅｍ」，Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａ

Ａ

ｃｔａ，４５，ｐｐ．３３６７−３３７３（２０００）
【非特許文献２】
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
鋼材の表面窒化法として従来用いられている塩浴窒化法は、シアン系の塩浴を用いるもの
が一般的であり、浴中にはシアン化物イオン（ＣＮ

−

）が存在する。そのため、環境問題

が厳しくなってきた現在では公害防止対策に相当な費用と労力をかけなければならず、排
水・排ガスなどの処理コストが増大している。
【０００６】
また、ステンレス鋼の代表的なものとしては、Ｆｅ−Ｃｒ（１８ｗｔ％Ｃｒ）を主成分と
するＳＵＳ４３０鋼や、Ｆｅ−ＣｒーＮｉ（１８ｗｔ％Ｃｒ−８ｗｔ％Ｎｉ）を主成分と
するオーステナイト系のＳＵＳ３０４鋼があるが、このようにＣｒ含有量の多い鋼材の表
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面には不動態皮膜が存在するためステンレス鋼の窒化処理においては窒素の侵入が阻止さ
れ、窒化が起こりにくいという問題があり、不動態皮膜を除去するための前処理工程とし
ての研磨工程等が必要である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、電解質中で鉄のほかに少なくとも１種の窒化物生成元素を含む鋼材を作用
極とし、浴と接触する対極に対し正の電位に保つ（その結果、実質的な電流が浴中を作用
極から対極に流れる）ことにより、従来法である塩浴窒化法では浴として用いられ得ない
、窒化物イオン（Ｎ

３ −

）を含有する非シアン系溶融塩を電解質に用い、鋼材表面に窒化

物層が形成することを見出した。
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【０００８】
すなわち、本発明は、（１）鉄のほかに少なくとも１種の窒化物生成元素を含む鋼材を被
処理材とし、窒化物イオン（Ｎ

３ −

）を含有する非シアン系溶融塩を電解質に用い、該電

解質中で被処理材を作用極とし、浴と接触する対極に対し正の電位に保つことにより被処
理材表面に窒化物層を形成することを特徴とする鋼材の電気化学的表面窒化処理法、であ
る。
【０００９】
また、本発明は、（２）溶融塩はＬｉＣｌ−ＫＣｌであることを特徴とする上記（１）の
鋼材の電気化学的表面窒化処理法、である。
また、本発明は、（３）被処理材はステンレス鋼部品であり、電解電位を０．３Ｖ〜２．
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０Ｖに保つことによりステンレス鋼表面にＣｒＮを主成分とする窒化物層を形成すること
を特徴とする上記（１）または（２）の鋼材の電気化学的表面窒化処理法、である。
【００１０】
また、本発明は、（４）ステンレス鋼は表面の酸化物層を除去していないステンレス鋼部
品であることを特徴とする上記（３）のステンレス鋼の電気化学的表面窒化処理法である
。
【００１１】
本発明の方法によれば、環境に有害なシアン化物イオン（ＣＮ

−

）を一切用いることなく

、鋼材表面に窒化処理による窒化層を形成することが可能となる。従来の塩浴窒化法で得
られる窒化物相には、炭素等の窒素以外の元素が混入するが、本発明の方法によれば、窒
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素以外の元素の混入していない窒化物相を形成することができる。さらに、従来技術にお
いて、不動態膜除去のために必要である前処理も、本発明の方法では必要ない。
【００１２】
本発明の方法では、窒化反応に電気エネルギーを利用するため、従来法である塩浴窒化法
では浴として用いられ得ない、窒化物イオン（Ｎ

３ −

）を含有する非シアン系溶融塩を電

解質に用いた窒化処理が可能となる。そのため、シアン化物イオン（ＣＮ

−

）を用いる塩

浴窒化と比較して環境負荷ははるかに小さくなり、排水・排ガスなどの処理コストを減少
させることができる。
【００１３】
【作用】
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(4)
電解により、Ｎ

３ −
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は下記の（１）式に従い原子状窒素にまで酸化され、続いて、（２）

式のような反応が進行し、鋼材中に含まれる金属元素と窒素との反応により形成される窒
化物層を鋼材表面に形成すると考えられる。
【００１４】
Ｎ

３ −

→Ｎａ

ｘＭｅ＋Ｎａ
ただし、Ｎａ
（Ｃｒ，

＋３ｅ

ｄ ｓ

ｄ ｓ

→Ｍｅｘ Ｎ

ｄ ｓ

：

Ｆｅ，

−

ａｄｓ

Ｎｉ，

Ｍｎ

（１）
（２）
（ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎ；吸着窒素原子）

，

Ｍｅ

等の鋼材に含まれている金属元素）

【００１５】
基本的にＮは、鋼材に含まれる金属元素の中で最も結合しやすい元素と優先的に窒化物を
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形成し、Ｆｅ，Ｃｒ，Ｎｉ，Ｍｎ等を含むステンレス鋼ではＣｒがＮと最も結合しやすい
ので、ＣｒＮを主成分とする窒化物層を形成するするが、その他の含有成分であるＦｅ，
Ｎｉ，Ｍｎ等とも結合し、それらの窒化物を含有する場合もあり、ステンレス鋼の組成に
よって窒化物層の成分やその割合は異なる。このような反応により、膜厚が１μｍから１
００μｍ程度の窒化物層を容易に形成できる。
【００１６】
（実験例）
溶融ＬｉＣｌ−ＫＣｌ中にＬｉ３ Ｎを１．０ｍｏｌ％添加し、作用極にフェライトステン
レス鋼（ＳＵＳ４３０）電極を用いてサイクリックボルタンメトリーを行った結果、（１
）式の窒化物イオンの酸化反応が約０．３Ｖよりも貴な電位領域で起こることが確認され
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た。
【００１７】
そこで、試験片としてステンレス鋼（ＳＵＳ４３０）電極を用い、電解電位１．０Ｖで１
０時間の定電位電解を行い試料を作成した。電解後の試料についてＸＰＳによる分析を行
った結果、窒化物の形成を示唆する結合エネルギー位置にＮ１ｓピークが確認された。図
１（ａ）、図１（ｂ）にそれぞれ電解前と電解後のＸＲＤによる分析を行った結果を示す
。図１（ｂ）に示すように、試験片のα−Ｆｅに帰属される回折ピークと共に、ＣｒＮに
帰属される回折ピークが確認された。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の方法において、窒化物イオン（Ｎ
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３ −

）を含有する非シアン系溶融塩を電解槽に

入れ、被処理金属である鋼材部品と対極を溶融塩中に浸漬し、被処理金属である鋼材部品
を作用極として対極との間に電解電流を流すようにする。
この際、グローブボックス等の特別な雰囲気制御装置を必要とせず、アルゴンフロー若し
くは窒素フロー下で電解を施せばよい。
【００１９】
鋼材としては、ステンレス鋼、工具鋼、耐熱鋼などの鉄のほかに少なくとも１種の窒化物
生成元素を含む鋼材であればその種類は問わない。フェライト系、オーステナイト系など
のＣｒ含有量の多いステンレス鋼の表面には、ＣｒＮ層を主成分とする窒化物層が形成さ
れる。ＣｒＮは高硬度で耐磨耗性の非常に優れた物質であることが知られている。
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【００２０】
非シアン系溶融塩からなる電解質としてはアルカリ金属の塩化物が適するが、中でも環境
面、コスト面、処理温度の観点からは、共晶組成に混合したＬｉＣｌ−ＫＣｌが好ましい
。窒化物イオン源としては窒素化合物を使用するが、環境面、コスト面、ＬｉＣｌ−ＫＣ
ｌ中への溶解量等を考慮するとＬｉ３ Ｎが好ましい。Ｌｉ３ Ｎは、粉末の状態で添加量と
しては０．１ｍｏｌ％から３．０ｍｏｌ％の範囲が好ましい。
【００２１】
例えば、溶融ＬｉＣｌ−ＫＣｌ中にＬｉ３ Ｎを添加すると、浴中には窒化物イオン（Ｎ
−

３

）が存在する。浴中への窒化物イオンの溶解度およびその安定性の観点から、最も好ま

しい浴はＬｉＣｌ−ＫＣｌ−Ｌｉ３ Ｎ（ＬｉＣｌ：５７．９

ｍｏｌ％，ＫＣｌ：４１．
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Ｌｉ３ Ｎ：１．０ｍｏｌ％）である。溶融塩の融点および蒸気圧の関係

から、浴温度は約４００℃〜５００℃の範囲が好ましい。
【００２２】
この浴内で窒化処理する鋼材を作用極とし、対極に対し正の電位に保つ、その結果、実質
的な電流が浴中を作用極から対極に流れる。窒化物イオンの酸化反応を起こし、かつ作用
極である鋼材の主成分である鉄金属の溶解反応を起こさないために、電解電位は０．３Ｖ
〜２．０Ｖの範囲が好ましい。電流密度は１ｍＡｃｍ

− ２

から１００ｍＡｃｍ

− ２

の範囲

が好ましい。電解電位や電流密度等の電気化学パラメータにより、表面窒化層の構造的特
性（組成、結晶構造、膜厚等）を精密かつ簡便に制御することが可能である。
【００２３】
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【実施例】
実施例１
窒化処理の窒素源として窒化物イオン（Ｎ

３ −

）を含有する非シアン系の溶融塩（ＬｉＣ

ｌ−ＫＣｌ−Ｌｉ３ Ｎ）を調製した。溶融塩には、共晶組成に混合したＬｉＣｌ−ＫＣｌ
を数日間４７３Ｋで真空乾燥させた後、７７３Ｋのアルゴン雰囲気中で溶融させたものを
用いた。窒素源には、窒化リチウム（Ｌｉ３ Ｎ）（添川理化学株式会社製；純度９９．５
％）を用い、添加量は、０．５ｍｏｌ％とした。
【００２４】
この溶融塩中において、被処理材であるフェライトステンレス鋼（ＳＵＳ４３０）板（大
きさ；２ｃｍ×１ｃｍ

厚さ１ｍｍ）を不動態膜を除去せずそのまま作用極とし、対極に
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はＡｌを用いて、アルゴン雰囲気下で浴温を７７３Ｋに保って、作用極を対極に対し１．
０Ｖ正の電位に保つことにより、約６０分間、作用極表面に電気化学的に窒素原子を供給
することにより表面窒化処理を施した。
電気化学測定には、対極としてグラッシーカーボンを用いた三電極方式で行い、参照極に
は（α＋β）共存相のＡｌ−Ｌｉ電極を使用した。なお、参照極の較正用として、Ｎｉ線
上にＬｉ金属を電解により析出させ、電流を切った後に示す再現性の良い電位を用いた。
【００２５】
ＳＥＭを用いて試料断面観察を行った結果、図２（ａ）に示すように、ステンレス鋼表面
に約５０μｍの化合物層Ｅが形成していることがわかった。ＸＰＳ、ＸＲＤの結果と考え
合わせると、この化合物層はＣｒＮを主成分とする窒化物層であると考えられる。マイク

30

ロビッカース硬度計を用いて試料断面の硬さ測定を行った結果、図２（ｂ）に示すように
、表面から深さ６０μｍ（界面から深さ１０μｍ）の位置のステンレス鋼表面の硬さがＨ
ｖ２００程度であったのに対し、窒化物層の硬さは表面から深さ１０μｍの位置でＨｖ約
１２００、深さ２５μｍの位置でＨｖ約１０５０であった。
【００２６】
【発明の効果】
本発明の提供する新規な表面窒化法により、シアンのような有害物質を使用せず、比較的
低温・短時間で、高真空やグローブボックス等の高価な雰囲気制御装置を必要としない単
純な装置を用いて、ステンレス鋼などの鋼材の表面に高硬度で耐磨耗性の非常に優れた窒
化物層を形成できるため、大幅なコストの低減が可能となる。
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【００２７】
また、溶融塩中での電気化学反応であるため、窒化物層の着き回りが良く、被処理金属材
の形状を選ばず、特別な前処理も必要ない。さらに、窒化反応に電気化学反応を利用する
ため、電解時の電位や電流密度等を制御することにより、窒化物層の組成、結晶構造、膜
厚等を精密かつ簡便に制御することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１（ａ）、図１（ｂ）は、それぞれフェライトステンレス鋼（ＳＵＳ４３０）
の電気化学的表面窒化処理前と処理後の試料のＸＲＤ分析結果を示すグラフである。
【図２】図２（ａ）は、実施例１によりフェライトステンレス鋼（ＳＵＳ４３０）を電気
化学的表面窒化処理した試料の断面観察を行った結果を示す図面代用ＳＥＭ写真、図２（
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(6)
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ｂ）は、マイクロビッカース硬度計を用いて試料断面の硬さ測定を行った結果を示すグラ
フである。

【図１】

【図２】

