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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロックウェル硬さがＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６であって、
　ロックウェル硬さＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６の範囲において、ロックウェル硬さをＨとし
たときの転位密度Ｄ（ｃｍ－２）が、下記式（１）を満足しており、
　　　Ｄ≧１．４×１０１１×Ｈ－６．７×１０１２・・・（１）
　旧オーステナイト結晶粒度番号がＮＯ．１０以上であって、
　焼戻マルテンサイトを含んでいるとともに、Ｓｉを質量％で２．１％以上２．４％以下
含んでいることを特徴とするばね。
【請求項２】
　前記焼戻マルテンサイトに含まれる炭化物のうち、最小長さが１５ｎｍ未満の炭化物の
数が炭化物の全数の４０％以上であることを特徴とする請求項１に記載のばね。
【請求項３】
　質量％で、炭素を０．３５％以上０．５５％以下、マンガンを０．２０％以上１．５０
％以下、クロムを０．１０％以上１．５０％以下含んでおり、
　さらに、ニッケル、モリブデン、バナジウムから選択される１種又は２種以上を、質量
％で、ニッケル０．４０％以上３．００％以下、モリブデン０．０５％以上０．５０％以
下、バナジウム０．０５％以上０．５０％以下含んでおり、
　残部が鉄及び不可避不純物からなることを特徴とする請求項１又は２に記載のばね。
【請求項４】
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　マンガンを０．４０％以上０．５０％以下含んでいることを特徴とする請求項３に記載
のばね。
【請求項５】
　Ｎｉを０．５０％以上０．６０％以下含んでいることを特徴とする請求項３又は４に記
載のばね。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ばねに関する。特に、高強度でありながら、腐食疲労強度に優れるばねに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高強度のばねが求められるようになってきている。一般的に、ばねの高強度化を
図ると、靭性、腐食疲労強度等が劣化する傾向が見られる。特許文献１では、高強度であ
るとともに高い靭性を有するばねとして、旧オーステナイト平均粒径Ｄが２０μｍ以下で
、平均マルテンサイトラス長さが旧オーステナイト平均粒径Ｄの３０％以下であるばねが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２６１０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されているばねであっても、ばねの要求特性を必ずしも十分に満足し
ているとはいえない。特に、車両用懸架装置等に使用されるばねでは、腐食環境中でも高
い耐久性を有するばねが求められている。以下の説明では、腐食した状態におけるばねの
耐久性を、腐食疲労強度と称する。腐食疲労強度のレベルを測る試験方法として、繰返し
腐食疲労試験が知られている。繰返し腐食疲労試験は、ばねの一部に脆弱部を形成し、ば
ねが腐食する環境中で、ばねに繰返し荷重を加える。ばねに破損が生じたときの繰返し回
数で腐食疲労強度のレベルを判断する。高い腐食疲労強度が要求される分野では、繰返し
腐食疲労試験を４万回行っても破損しないばねが求められている。本明細書で開示する技
術は、高強度でありながら、腐食疲労強度に優れたばねを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書で開示する技術は、はねを構成している鋼材の転位密度と、その鋼材の旧オー
ステナイト結晶粒度とを所定の条件とすることで、ロックウェル硬さがＨＲＣ５３～５６
と高強度でありながら、腐食疲労試験を繰返し４万回実施しても破損しないばねを提供す
るものである。
【０００６】
　本明細書で開示するばねは、ロックウェル硬さがＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６である。さら
に、ロックウェル硬さがＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６の範囲において、ロックウェル硬さをＨ
としたときの転位密度Ｄ（ｃｍ－２）が、下記式（１）を満足しており、旧オーステナイ
ト結晶粒度番号がＮＯ．１０以上である。
Ｄ≧１．４×１０１１×Ｈ－６．７×１０１２・・・（１）
【０００７】
　従来より、ばねの旧オーステナイト結晶粒度（あるいは、旧オーステナイト粒径）を調
整したり、転位密度を調整することは行われてきた。しかしながら、旧オーステナイト結
晶粒度のみ、あるいは、転位密度のみを調整するだけでは、４万回の繰返し腐食疲労試験
に合格する高強度ばね（ロックウェル硬さがＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６となるばね）は得ら
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れなかった。例えば、ロックウェル硬さをＨＲＣ５５としたばねでは、旧オーステナイト
結晶粒度番号がＮＯ．１０以上であっても、転位密度が１．０×１０１２以上でなければ
、４万回の繰返し腐食疲労試験に合格しない。一方、転位密度が１．０×１０１２以上で
あっても、旧オーステナイト結晶粒度番号がＮＯ．１０未満であれば、４万回の繰返し腐
食疲労試験に合格しない。すなわち、ロックウェル硬さをＨＲＣ５５としたばねでは、旧
オーステナイト結晶粒度番号がＮＯ．１０以上であり、かつ、転位密度が１．０×１０１

２以上となる場合にのみ、４万回の繰返し腐食疲労試験に合格する。本発明者らは、旧オ
ーステナイト結晶粒度と転位密度との関係について種々検討することにより、上記条件を
見出すことにより、繰返し腐食疲労試験を４万回実施しても破損しないばねを得ることに
成功した。
【０００８】
　なお、ばねの転位密度は、ばねのロックウェル硬さにほぼ比例する。ロックウェル硬さ
がＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６の範囲においては、実際の転位密度が下記式（２）の計算式か
ら得られる転位密度Ｄ以上であれば、腐食疲労試験に合格するための転位密度に関する条
件を満足する。例えば、下記式（２）のＨ（ロックウェル硬さＨＲＣ）に５５を代入する
と、転位密度Ｄは１．０×１０１２となる。すなわち、下記式（２）は、４万回の繰返し
腐食疲労試験に合格した鋼材種の異なるばねについてロックウェル硬さと転位密度の関係
を研究し、最も転位密度Ｄの値が小さくなる鋼材種から得た計算式である。よって、実際
の転位密度が上記式（１）を満足するものであれば、腐食疲労試験に合格するための転位
密度に関する条件を満足する。上記式（１）を用いることにより、ロックウェル硬さがＨ
ＲＣ５３～ＨＲＣ５６の範囲において、４万回の繰返し腐食疲労試験に合格するか否かを
判断することができる。
Ｄ＝１．４×１０１１×Ｈ－６．７×１０１２・・・（２）
【０００９】
　ここで、繰返し腐食疲労試験について説明する。ばねが腐食疲労により破壊する原因と
して、腐食によってばねの表面に微細な穴（ピット）が生じ（以下、腐食ピットと称す）
、その腐食ピットに応力が集中することが挙げられる。腐食ピットの生成を抑制すること
は困難であり、腐食ピットが生成しても疲労強度が低下しないばねが望まれる。ばねの腐
食疲労強度は、繰返し腐食疲労試験により数値化することができる。すなわち、腐食疲労
試験を繰り返し行い、ばねが破壊するまでの繰り返し回数により、ばね用鋼の腐食疲労強
度を評価することができる。腐食疲労試験の詳細については後述する。
【００１０】
　本明細書で開示するばねは、焼戻マルテンサイトを含んでいるとともに、Ｓｉ（ケイ素
）を質量％で２．１％以上２．４％以下含んでいてもよい。Ｓｉ量を上記範囲に調整する
ことにより、焼入れ焼戻しにより所望の強度、典型的にはばねのロックウェル硬さをＨＲ
Ｃ５３～ＨＲＣ５６に容易に調整することができる。なお、本明細書でいう「焼戻マルテ
ンサイト」とは、ばね用鋼を高温で加熱した後に急冷することによってオーステナイト組
織からマルテンサイト組織に変態させ、さらに所定温度（オーステナイトに変態する温度
よりも低温）に加熱した後に冷却したものをいう。
【００１１】
　本明細書で開示するばねは、焼戻マルテンサイトに含まれる炭化物のうち、最小長さが
１５ｎｍ未満の炭化物の数が炭化物の全数の４０％以上であってもよい。なお、本明細書
でいう「最小長さ」とは、炭化物の外縁に接する矩形を形成したときに、その矩形の短辺
の長さのことをいう。炭化物の形状が球の場合、直径に相当する。炭化物が針状の場合、
厚み（幅）に相当する。
【００１２】
　本明細書で開示するばねは、質量％で、炭素を０．３５％以上０．５５％以下、マンガ
ンを０．２０％以上１．５０％以下、クロムを０．１０％以上１．５０％以下含んでおり
、さらに、ニッケル、モリブデン、バナジウムから選択される１種又は２種以上の元素を
、ニッケル０．４０％以上３．００％以下、モリブデン０．０５％以上０．５０％以下、
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バナジウム０．０５％以上０．５０％以下含んでおり、残部が鉄及び不可避不純物からな
るものであってもよい。
【００１３】
　さらに、本明細書で開示するばねは、マンガンが０．４０％以上０．５０％以下であっ
てもよい。さらにまた、本明細書で開示するばねは、ニッケルが０．５０％以上０．６０
％以下であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ばねのロックウェル硬さと、転位密度の関係を示す。
【図２】炭化物のサイズと、炭化物の全数に対する累積割合の関係を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　ばねの転位密度及び旧オーステナイト結晶粒度を適値に調整することにより、ばねの腐
食疲労強度を向上させることができる。それにより、繰返し腐食疲労試験を４万回行って
も破損しないばねを得ることができる。すなわち、ロックウェル硬さＨＲＣ５３～ＨＲＣ
５６の範囲において、下記式（１）を満足し、旧オーステナイト結晶粒度番号をＮＯ．１
０以上とすることにより、４万回の繰返し腐食疲労試験に合格する。例えば、ロックウェ
ル硬さがＨＲＣ５５のときの転位密度が１．０×１０１２以上である否かについては、下
記式（１）で判断することができる。下記式（１）を満足する場合、ロックウェル硬さが
ＨＲＣ５５のときの転位密度が１．０×１０１２以上となる。下記式（１）を満足しない
場合、ロックウェル硬さがＨＲＣ５５のときの転位密度が１．０×１０１２未満となる。
繰返し腐食疲労強度の試験方法については後述する。
Ｄ≧１．４×１０１１×Ｈ－６．７×１０１２・・・（１）
【００１６】
　上記式（１）は、様々な組成のばねについて、ロックウェル硬さを変化させ、各々のロ
ックウェル硬さのときの転位密度を計算することによって導かれた式である。詳細につい
ては後述する。
【００１７】
　ばねを構成している鋼材中に、焼戻マルテンサイトが含まれることが好ましい。その場
合、鋼材中に含まれるＳｉを質量％で２．１％以上２．４％以下に調整することで、焼入
れ焼戻しにより所望の強度、典型的にはロックウェル硬さＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６程度の
ばねを容易に得ることができる。Ｓｉ量が２．１％未満の場合、焼戻マルテンサイト中に
大きなサイズの炭化物が析出しやすくなる、その結果、高い強度（ＨＲＣ５３～ＨＲＣ５
６）を維持しつつ、高い腐食疲労強度のばねを得ることが困難になることがある。Ｓｉ量
が２．４％を超えると、ばね用鋼を圧延するときに脱炭が生じやすくなる。その結果、高
い強度を維持しつつ、高い腐食疲労強度のばねを得ることが困難になることがある。高い
強度と高い腐食疲労強度を容易に両立するという観点から、ばねを構成している鋼材中に
含まれるＳｉ量を２．１％以上２．４％以下とすることが好ましい。より好ましくは、Ｓ
ｉ量は、２．２％以上２．４％以下である。
【００１８】
　本実施例に開示するばねは、上記転位密度及び旧オーステナイト結晶粒度の条件だけを
充足することもできるが、好ましくは、上記Ｓｉ量の範囲を充足する。これにより、強度
や腐食疲労強度に優れたばねを容易に得ることができる。
【００１９】
　ばねを構成している鋼材中に含まれる炭化物について説明する。炭素鋼をオーステナイ
トから急冷すると、マルテンサイトに変態する。その後、所定の温度に加熱することによ
って、焼戻マルテンサイトになる。焼戻マルテンサイト中には炭化物が存在する。ばねを
製造するための鋼（以下、ばね用鋼という）では、焼戻マルテンサイト中の炭化物のサイ
ズが、強度，腐食疲労強度に影響を及ぼす。焼戻マルテンサイトに含まれる炭化物のうち
、最小長さが１５ｎｍ未満の炭化物の数が炭化物の全数の４０％以上になるように調整す
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ることが好ましい。なお、最小長さが１５ｎｍ未満の小サイズ炭化物の数が増加すると、
相対的に最小長さが１５ｎｍ以上の粗大な炭化物の数が減少する。以下の説明では、最小
長さが１５ｎｍ未満の炭化物を「小サイズ炭化物」と称し、最小長さが１５ｎｍ以上の炭
化物を「粗大炭化物」と称すことがある。
【００２０】
　焼戻マルテンサイト中の粗大炭化物の割合を減少させることにより、良好な強度を維持
しつつ、腐食疲労強度に優れたばね用鋼が得られる。そのばね用鋼を用いてばねを製造す
れば、ＨＲＣ５３～ＨＲＣ５６の強度を実現しつつ、腐食疲労強度が良好なばねを得るこ
とができる。なお、焼戻マルテンサイト中の小サイズ炭化物の割合は、好ましくは５０％
以上であり、より好ましくは６０％以上である。
【００２１】
　ばね用鋼（あるいは、ばね）は、質量％で、炭素（Ｃ）を０．３５％以上０．５５％以
下、マンガン（Ｍｎ）を０．２０％以上１．５０％以下、クロム（Ｃｒ）を０．１０％以
上１．５０％以下含んでいてもよい。
【００２２】
　Ｃは、質量％で０．３５％以上０．５５％以下含まれていることが好ましい。ばね用鋼
に含まれるＣがこの範囲であると、焼入れ焼戻しによって高い強度が得られやすい。Ｃ量
が０．３５％未満の場合、焼入れ焼戻しによって高い強度が得られにくい。また、Ｃ量が
０．５５％を超えると、靭性が低下するおそれがある。その結果、ばね用鋼の製造過程に
おける水焼入れの際に、焼割れが生じるおそれがある。また、Ｃ量が０．５５％を超える
と、腐食疲労強度が低下するおそれがある。高い腐食疲労強度を容易に得るという観点か
ら、他の合金成分との関係もあるが、好ましくは、Ｃ量は、０．４５％以上０．５０％以
下である。この範囲であると、良好な強度を実現しやすいとともに、他の合金成分との関
係でも良好な腐食疲労強度を得られやすくなる。より好ましくは、上限は、０．４９％で
あり、さらに好ましくは０．４８％である。また下限は、好ましくは０．４６％であり、
より好ましくは０．４７％である。
【００２３】
　Ｍｎは、質量％で０．２０％以上１．５０％以下含まれていることが好ましい。ばね用
鋼に含まれるＭｎがこの範囲であると、高い腐食疲労強度が得られやすい。Ｍｎ量が１．
５０％を超えると、腐食疲労強度が低下する傾向にあり、Ｍｎ量が０．２０％未満である
と、強度や焼入れ性が不足する傾向がある。また、ばね用鋼の製造過程における圧延の際
に、鋼材が割れやすくなる傾向がある。より好ましくは、Ｍｎ量の上限は０．７０％であ
り、さらに好ましくは０．４５％である。また、より好ましくは、Ｍｎ量の下限は０．４
０％である。
【００２４】
　Ｃｒは、質量％で０．１０％以上１．５０％以下含まれていることが好ましい。ばね用
鋼に含まれるＣｒがこの範囲であると、高い強度が得られやすく、焼入れ性を向上させる
こともできる。Ｃｒ量が０．１０％未満であると、上記の効果が得られにくい。なお、Ｃ
ｒ量が１．５０％を超えると、焼戻し後の鋼材の組織が不均一になり易く、ばねの耐へた
り性を低下させるおそれがある。より好ましくは、Ｃｒ量の上限は０．３０％である。ま
た、Ｃｒ量の下限は０．１５％であることがより好ましく、０．２５％以上であることが
特に好ましい。
【００２５】
　ばね用鋼は、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）及びバナジウム（Ｖ）から選択さ
れる１種又は２種以上を、質量％で、Ｎｉ：０．４０％以上３．００％以下、Ｍｏ：０．
０５％以上０．５０％以下、Ｖ：０．０５％以上０．５０％以下含んでいてもよい。これ
により、高い腐食疲労強度が得られつつ、良好な靭性が得られる。なお、ばね用鋼は、Ｎ
ｉ、Ｍｏ及びＶの全ての元素を上記濃度で含んでいることが好ましい。
【００２６】
　Ｎｉは、質量％で０．４０％以上３．００％以下であることが好ましい。ばね用鋼に含
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まれるＮｉがこの範囲であると、耐腐食性を向上させることができる。すわなち、錆にく
いばねを得ることができる。Ｎｉ量が０．４０％未満であると、錆にくくなる効果が不十
分である。また、Ｎｉ量が３．００％を超えると、耐腐食性の向上効果が飽和する傾向に
ある。そのため、他の特性との兼ね合いより、Ｎｉ量は３．００％以下であることが好ま
しい。より好ましくは、Ｎｉ量の上限は１．００％であり、さらに好ましくは、０．５５
％である。また、より好ましくは、Ｎｉ量の下限は０．５０％である。ばね用鋼は、上記
したＮｉ、Ｍｏ及びＶのうち、少なくともＮｉを含有していることが好ましい。
【００２７】
　Ｍｏは、質量％で０．０５％以上０．５０％以下であることが好ましい。ばね用鋼に含
まれるＭｏがこの範囲であると、腐食疲労強度をより高くさせることができる。Ｍｏ量が
０．０５％未満であると、腐食疲労強度の向上効果を十分に得ることができない。Ｍｏ量
が０．５０％を超えると、腐食疲労強度の向上効果が飽和する傾向がある。他の特性との
兼ね合いより、Ｍｏ量は０．５０％以下であることが好ましい。Ｍｏ量は、０．２０％以
下であることがより好ましく、０．１０％以下であることが特に好ましい。
【００２８】
　Ｖは、質量％で０．０５％以上０．５０％以下であることが好ましい。ばね用鋼に含ま
れるＶがこの範囲であると、ばね用鋼の結晶が微細化されやすい。すなわち、旧オーステ
ナイト結晶粒度番号が大きく（旧オーステナイト粒径が小さく）なりやすい。Ｖ量が０．
０５％未満であると、結晶の微細化効果を十分に得ることができない。Ｖ量が０．５０％
を超えると、靭性が低下しやすくなる。また、ばねの表面に腐食ピットが形成されやすく
なり、亀裂破壊の起点となるおそれがある。腐食ピットが形成されやすいということは、
ばねの耐久性が低下しやすいことを意味する。Ｖ量は、０．１５％以下あることがより好
ましく、０．１０％以下であることがさらに好ましい。
【００２９】
　ばね用鋼は、Ｐ（リン）を含有していてもよい。しかしながら、Ｐは、ばね用鋼の結晶
粒界を脆弱化させる傾向がある。そのため、Ｐは、質量％で０．０１０％以下とすること
が好ましく、０．００５％以下とすることがより好ましい。
【００３０】
　ばね用鋼は、Ｓ（硫黄）を含有していてもよい。Ｓは、Ｐと同様に、ばね用鋼の結晶粒
界を脆弱化させる傾向がある、そのため、Ｓは、質量％で０．０１０％以下であることが
好ましく、０．００５％以下であることがさらに好ましい。
【００３１】
　ばね用鋼は、Ｃｕ（銅）を含有していてもよい。本ばね用鋼においては、好ましくは、
質量％で０．２５％以下であることが好ましく、より好ましくは、０．０１％以下である
。
【００３２】
　ばね用鋼は、以上説明した合金成分のほか、Ｔｉ（チタン：好ましくは、質量％で０．
００５％以上０．０３０％以下）を含有することができる。また、Ｂ（ホウ素：好ましく
は、質量％で０．００１５％以上０．００２５％以下）を含有することができる。ばね用
鋼は、上記した合金成分に加えて不可避不純物を含有しており、残部はＦｅ（鉄）からな
る。
【００３３】
　ここで、ばねの製造方法について説明する。ばねは、ばね用鋼を、公知の熱間成形法、
冷間成形法、温間成形法により製造することができる。以下に、コイル状のばねの製造方
法について説明する。まず、ばね用鋼を丸鋼、線材又は線あるいは板材等に加工する。そ
の後、ばね用鋼をコイル状に成形し、成形後のコイルに対して温間ショットピーニングを
行う。その後、コイルに対してホットセッチングを行うことによりばねを製造することが
できる。各工程の間に、熱処理、冷間ショットピーニング、冷間セッチング等の工程を経
ることもある。上記の製造方法により、例えば、自動車懸架用コイルばねを製造すること
ができる。
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【００３４】
　コイル成形工程は、熱間（ばね用鋼が再結晶する温度以上の温度）で行ってもよいし、
温間（ばね用鋼が再結晶する温度未満の温度）又は冷間（典型的には室温）で行ってもよ
い。また、コイル状に成形する方法としては、公知の種々の方法を用いることができる。
例えば、コイリングマシンを用いてコイル状に成形してもよいし、心金に巻き付ける方法
によってコイル状に成形してもよい。
【００３５】
　熱処理工程は、コイル成形工程後に行われる。熱処理工程は、コイル成形工程が熱間で
行われたか、温間又は冷間で行われたかによって異なる方法で行われる。コイル成形工程
が熱間で行われた場合、熱処理工程では、焼入れと焼戻しを行う。焼入れ焼戻しにより、
コイルに強度と靭性が付与される。コイル成形工程が冷間で行われた場合、低温焼鈍を行
う。低温焼鈍を行うことにより、コイル内部及び表面の残留応力（典型的には、引張りの
残留応力）を除去することができる。コイルの焼入れ焼戻し、並びに、コイルの低温焼鈍
は、公知の種々の方法によって行うことができる。
【００３６】
　温間ショットピーニング工程は、上記の熱処理が行われたコイルを温間でショットピー
ニングする。温間ショットピーニングにより、コイル表面に大きな圧縮残留応力が付与さ
れ、コイルの耐久性、腐食疲労強度が向上する。ここで、ショットピーニングを行う温度
は、線材の再結晶温度以下で、かつ、室温より高い温度となる温度範囲内で適宜設定する
ことができる。例えば、コイルの温度を１５０℃以上４００℃以下程度とすることができ
る。なお、鋼球のショット方法としては、公知の種々の方法を用いることができる。
【００３７】
　ホットセッチング工程は、コイルの温度を温間とした状態で行う。ホットセッチングを
行うことにより、コイルに方向性のある圧縮残留応力が付加される。これにより、コイル
の耐久性が向上する。また、ホットセッチングを行うことにより、コイルが弾性限界を超
え、コイルに塑性変形が生じる。これにより、コイルの耐へたり性が向上する。ホットセ
ッチングを行う温度は、室温より高い温度であり、ばね用鋼が再結晶する温度未満の温度
範囲内において適宜設定することができる。例えば、ホットセッチングは、１５０℃以上
４００℃以下程度の温度範囲で行うことができる。このような温度範囲でホットセッチン
グを行うことにより、コイルに生じる塑性変形量を大きくすることができ、コイルの耐へ
たり性を向上させることができる。ホットセッチングは、公知の種々の方法によって行う
ことができる。なお、例えば自動車懸架用コイルばねの場合、セッチングのへたり代δｈ
は、自動車懸架用コイルばねの全長Ｌ（あるいは、コイルばねをセットしたときの全長Ｌ
ｓ）に応じて適宜決定することができる。
【００３８】
　冷間ショットピーニング工程は、コイルの温度を常温にした状態で行う。上記した温間
ショットピーニングに加えてさらに冷間ショットピーニングを行うことによって、コイル
の耐久性をより向上させることができる。なお、冷間ショットピーニングで用いる鋼球の
径は、温間ショットピーニングで用いる鋼球の径より小さいことが好ましい。例えば、温
間ショットピーニングに使用する鋼球の径が直径１．２ｍｍの場合、冷間ショットピーニ
ングに使用する鋼球の径は０．８ｍｍとする。温間ショットピーニングと冷間ショットピ
ーニングを行うことより、先に行われる温間ショットピーニングでコイルに大きな圧縮残
留応力が付与され、後に行われる冷間ショットピーニングでコイルの表面粗さが改善され
、コイルの耐久性、腐食疲労強度等が一層向上する。なお、鋼球のショット方法としては
、公知の種々の方法を用いることができる。
【００３９】
　冷間セッチング工程は、コイルの温度を常温にした状態行う。上記ホットセッチングに
加えてさらに冷間セッチングを行うことによって、コイルの耐へたり性をより向上させる
ことができる。例えば自動車懸架用コイルばねの場合、冷間セッチングのへたり代δｃは
、自動車懸架用コイルばねの全長Ｌ（セット時の全長Ｌｓ）に応じて適宜決定することが
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できる。なお、冷間セッチングのへたり代δｃは、温間セッチングのへたり代δｈより小
さいことが好ましい。
【００４０】
　なお、ばね用鋼をコイル状に成形した後にホットセッチングを行い、その後温間ショッ
トピーニングを行ってもよい。また、上記した冷間ショットピーニング工程及び冷間セッ
チング工程を省略し、温間ショットピーニング工程及びホットセッチング工程のみを行う
こともできる。さらに、上記の各工程以外の他の工程を含んでいてもよい。例えば、ホッ
トセッチング後に水冷する工程を行ってもよい。
【００４１】
　以上説明したように、本発明によれば、高強度でかつ腐食疲労強度など耐久性に優れる
ばねを得ることができる。これらのばねは、車両用懸架装置等で使用されるコイルばね，
板ばね，トーションバー，スタビライザ等に好適に用いることができる。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例について説明する。なお、以下の実施例は、本発明を説明するための具体
例であって、本発明を限定するものではない。
【００４３】
　以下の表１に示す化学組成を有する実施例及び比較例の鋼を、真空溶解炉で２トン溶解
した後、分塊圧延し、その後線材に圧延することにより、ばね用鋼を製造した。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　これらのばね用鋼の線材について、旧オーステナイト結晶粒度、転位密度、炭化物の密
度割合の測定を行った。まず、上記試験及び測定に用いた試料の製造方法について説明す
る。ばね用鋼の線材を、表面研削後、焼入れ加熱し、その後熱間でコイルに成形し、さら
に焼入れ焼戻しすることにより、ばねとした。そのばねを試験試料とした。なお、焼入れ
加熱条件は、高周波誘導加熱９９０℃とし、ばね硬さ（焼戻し後硬さ）をＨＲＣ５５に調
整した。得られたばねの概要を以下の表２に示す。また、実施例１～３及び比較例２の鋼
については、ばね硬さＨＲＣ５３のばねも製造した。
【００４６】
【表２】

【００４７】
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　旧オーステナイト結晶粒度の測定方法について説明する。旧オーステナイト結晶粒度は
、上記方法で得られたＨＲＣ５５のばねについて、ＪＩＳ Ｇ ０５５１に基づいて算出し
た。結果を表３に示す。
【００４８】
【表３】

【００４９】
　次に、転位密度の測定方法について説明する。転位密度は、旧オーステナイト結晶粒度
と同様にＨＲＣ５５のばねについて試験試料を作成した。ばねの一部を長手方向に直交す
る面で切りだし、その面について鏡面仕上げした後に、塩化アンモニウム水溶液を使用し
て電解研磨を実施し、電解研磨した横断面の中心部についてＸ線回折測定を実施した。Ｘ
線回折測定の条件を表４に示す。
【００５０】
【表４】

【００５１】
　その後、測定プロファイルから、バックグラウンド及びＫα２成分を除去した。バック
グラウンド除去は、Ｓｏｎｎｅｖｅｌｔ法を利用して両端５点で行った。また、Ｋα２成
分の除去は、Ｒａｃｈｉｎｇｅｒ法を利用して強度比０．５０で行った。
【００５２】
　転位密度（ρ）は、バックグラウンド及びＫα２成分を除去した回折プロファイルにつ
いて擬フォークト（ｐｓｅｕｄｏ　Ｖｏｉｇｔ）関数を用いて算出した。転位密度の結果
は、表３に示す。なお、実施例１～３については、ＨＲＣ５３に調整したばねについても
転位密度を算出した。ばねの硬さ（ＨＲＣ）と転位密度（ｃｍ－２）の関係について図１
に示す。
【００５３】
　擬フォークト関数を用いて転位密度を計算する方法は、例えば、「放射光による応力と
ひずみの評価、出版社：養賢堂」に開示されている。以下に、擬フォークト関数を用いて
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ォークト関数で近似し、粒子径とひずみを計算し、得られた粒子径とひずみから下記数式
１を用いて計算した。数式１において、Ｄは粒子径、εはひずみ、ｂはバーガースベクト
ルを示す。
【数１】

【００５４】
　擬フォークト関数から粒子径とひずみを計算できる理由として、回折プロファイルのひ
ずみによる幅広がりがガウス関数で近似でき、粒子径による広がりがコーシー関数で近似
できることが挙げられる。擬フォークト関数は、下記数式２で示すことができる。数式２
において、ＩＧ（２θ）はガウス関数を示し、Ｉｃ（２θ）はコーシー関数を示し、ηは
ガウス分率を示す。

【数２】

【００５５】
　ガウス関数ＩＧ（２θ）は、下記数式３で示すことができる。数式３において、Ｊは積
分強度、２θは回折角、２θ０はピーク位置、Ｂは半価幅を示す。

【数３】

【００５６】
　上記数式３より、ピーク強度は下記数式４で示され、積分値βと半価幅Ｂの関係は下記
数式５で示される。
【数４】

【数５】

【００５７】
　また、コーシー関数Ｉｃ（２θ）は下記数式６で示すことができる。
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【数６】

【００５８】
　上記数式６より、ピーク強度は下記数式７で示され、積分値βと半価幅Ｂの関係は下記
数式８で示される。

【数７】

【数８】

【００５９】
　上記したように、擬フォークト関数では、回折プロファイルのひずみによる幅広がりが
ガウス関数で近似でき、粒子径による広がりがコーシー関数で近似できる。よって、ガウ
ス関数の積分幅をβＧとし、コーシー関数の積分幅をβｃとすると、ひずみεとパーテク
ル径Ｄは、夫々数式９及び１０で示される。
【数９】

【数１０】

【００６０】
　数式１に、数式９及び数式１０を代入することにより、転位密度を計算することができ
る。
【００６１】
　次に、ばねに含まれる炭化物割合の測定方法について説明する。まず、試料の作成方法
について説明する。炭化物割合については、１０×５×３～５ｍｍの試料を切り出し、切
断面を鏡面仕上げした後に、電解液を利用して電解研磨した。炭化物割合の測定では、電
解研磨液として、８ｖｏｌ％の過塩素酸、１０ｖｏｌ％のブトキシエタノール、７０ｖｏ
ｌ％のエタノール及び１２ｖｏｌ％の蒸留水を混合した電解液を使用した。
【００６２】
　試料の切断面を鏡面仕上げした後に、その試料の電解研磨面をFE-SEM (Field Emission
 - Scanning Electron Microscope)で観察した。観察は、一般的な部位について２５００
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０倍でおこなった。その後、観察した一般的な部位を３箇所写真撮影し、写真上で炭化物
を特定した。なお、写真撮影も、２５０００倍でおこなった。また、写真上のサイズは、
５．１３×３．８２μｍである。
【００６３】
　特定された炭化物の全てについて、炭化物の最小長さ、すなわち、炭化物の幅を計測し
、その炭化物のサイズを特定した。その後、炭化物の個数を５ｎｍ毎に計測し、夫々のサ
イズの個数を炭化物の全数で除すことにより、炭化物の全数に対するサイズ毎の割合を算
出した。炭化物のサイズと、炭化物の全数に対する累積割合の関係を図２に示す。グラフ
の横軸は炭化物のサイズ（ｎｍ）を示し、縦軸は炭化物の全数に対する累積割合（％）を
示す。なお、図２は、実施例１～３と比較例１の累積割合について示す。また、実施例１
～３と比較例１のばねについて、サイズが１５ｎｍ以下の炭化物の割合を表３に併せて示
す。
【００６４】
　腐食疲労試験の方法について説明する。腐食疲労試験は、上記方法で得られたばねに人
工的にピットを付与し、腐食環境中で疲労試験（ＪＡＳＯＣ６０４）を行った。ピットは
、主応力振幅が最大となる箇所（コイル端末から３．１巻）におけるばねの外側表面に小
さな穴のあいたマスキングをし、電解研磨により直径６００μｍ、深さ３００μｍの半球
状の穴（人工ピット）を付与した。このピットによるねじり負荷における垂直応力（主応
力）の応力集中係数は，有限要素法解析によると２．２である。電解液としては、塩化ア
ンモニウム水溶液を用いた。腐食環境は、腐食液として５％ＮａＣｌ水溶液を用いて、噴
霧装置にて人工ピット部のみを１６時間腐食させた後、５％ＮａＣｌ水溶液を含ませた脱
脂綿で人工ピット部周辺を覆い、その周りをエチレンラップで包んで乾燥を防いだ状態と
した。
【００６５】
　上記の試料について腐食疲労試験を繰返し実施し、折損までの繰返し回数（以下、腐食
耐久回数と称す）を評価した。腐食疲労試験は、繰返し速度2Hzとし、フラットな座を使
用して平行圧縮で加振した。試験高さは人工ピット付与位置における人工ピットがない状
態での主応力条件が５０７±１９６ＭＰａとなる条件（最大荷重（４０３１Ｎ）時高さ２
２０ｍｍ、最小荷重（２０７９Ｎ）時高さ２７０ｍｍ）とした。結果を表３に併せて示す
。表４は、実施例１～３及び比較例１～３の試料について、転位密度と旧オーステナイト
結晶粒度番号の数値毎にまとめた結果を示す。表５に示す転位密度は、ロックウェル硬さ
ＨＲＣ５５のときの値である。
【００６６】
【表５】

【００６７】
　表３に示すように、実施例１～３は、比較例１～３と比べ、いずれも腐食耐久回数を有
している。実施例１～３は、いずれも腐食耐久回数が４．０万回を超えている。表５に示
すように、転位密度が１．０×１０１２ｃｍ－２未満であり、旧オーステナイト結晶粒度
番号がＮＯ．１０未満の試料（比較例１）は、最も腐食耐久回数が少ない。転位密度が１
．０×１０１２ｃｍ－２以上であっても、旧オーステナイト結晶粒度番号がＮＯ．１０未
満の試料（比較例２）も腐食耐久回数が４万回を超えない。また、旧オーステナイト結晶
粒度番号がＮＯ．１０以上であっても、転位密度が１．０×１０１２ｃｍ－２未満の試料
（比較例３）も腐食耐久回数が４万回を超えない。表４に示すように、ロックウェル硬さ
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ＨＲＣ５５のときの転位密度が１．０×１０１２ｃｍ－２以上であり、旧オーステナイト
結晶粒度番号がＮＯ．１０以上であれば、腐食耐久回数が４万回を超える。
【００６８】
　なお、図１に示すように、ばねの組成に依らず、ロックウェル硬さの値が大きいほど、
転位密度が高くなる傾向がある。また、グラフの傾きもほぼ等しい。そのため、ばねのロ
ックウェル硬さがＨＲＣ５５でなくても、ロックウェル硬さＨＲＣ５５のときの転位密度
を計算することが可能である。実施例３のグラフは、転位密度をＤとし、ロックウェル硬
さをＨとしたときに、Ｄ＝１．４×１０１１×Ｈ－６．７×０１２で示される。実施例３
のばねは、表３に示すように、ロックウェル硬さＨＲＣ５５のときの転位密度が１．０×
１０１２ｃｍ－２である。実施例１及び２のように、実施例３のグラフよりも上方に位置
する直線は、ロックウェル硬さＨＲＣ５５のときの転位密度が１．０×１０１２ｃｍ－２

以上になる。すなわち、下記式（１）を満足すれば、ロックウェル硬さＨＲＣ５５のとき
の転位密度が１．０×１０１２ｃｍ－２以上になる。
Ｄ≧１．４×１０１１×Ｈ－６．７×１０１２・・・（１）
【００６９】
　表３及び図２に示すように、実施例１～３は、いずれも、小サイズ炭化物の累積割合が
４０％以上という特徴を有している。より詳細には、実施例１～３の小サイズ炭化物の累
積割合は５０％を超えている。小サイズ炭化物の割合が増えるほど、腐食疲労強度のレベ
ルが向上する。また、実施例１～３は、いずれも、Ｓｉ量が２．１％以上という特徴を有
している（表１を参照）。表１及び表３から明らかなように、ばねのＳｉ量が増えるほど
、腐食疲労強度のレベルが向上する。
【００７０】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であ
るいは各種の組み合わせによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項に
記載の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術
は複数の目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で
技術的有用性を持つものである。
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