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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】線材表面にＣ濃化層を、ごく薄い範囲で均一な厚さに形成し、成形後の線材に適
切な圧縮残留応力分布を付与することによる高耐久性かつ高耐へたり性の圧縮コイルばね
の提供。
【解決手段】重量％で、Ｃを０．５～０．７％、Ｓｉを１．２～３．０％、Ｍｎを０．３
～１．２％、Ｃｒを０．５～１．９％、Ｖを０．０５～０．５％含むと共に、任意成分と
してＮｉを１．５％以下，Ｍｏを１．５％以下、Ｗを０．５％以下のうち１種以上を含み
、残部が鉄及び不可避不純物からなる鋼線材を用い、表層部に前記鋼線材に含まれるＣの
平均濃度を超えるＣ濃化層を有し、鋼線材の全周に亘ってＣ濃化層の厚さが０．０１～０
．０５ｍｍの範囲に入る圧縮コイルばね。前記鋼線材の任意の横断面における内部硬さが
６００～７１０ＨＶであり、前記Ｃ濃化層における最高硬さが、内部硬さが３０ＨＶ以上
高いことが好ましい、圧縮コイルばね。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量％で、Ｃを０．５～０．７％、Ｓｉを１．２～３．０％、Ｍｎを０．３～１．２％
、Ｃｒを０．５～１．９％、Ｖを０．０５～０．５％含むと共に、任意成分としてＮｉを
１．５％以下，Ｍｏを１．５％以下、Ｗを０．５％以下のうち１種または２種以上を含み
、残部が鉄および不可避不純物からなる鋼線材を用いた圧縮コイルばねにおいて、表層部
に前記鋼線材に含まれるＣの平均濃度を超えるＣ濃化層を有し、前記鋼線材の全周に亘っ
て前記Ｃ濃化層の厚さが０．０１～０．０５ｍｍの範囲に入ることを特徴とする圧縮コイ
ルばね。
【請求項２】
　前期鋼線材の任意の線材横断面における内部硬さが６００～７１０ＨＶであり、前記Ｃ
濃化層における最高硬さが内部硬さよりも３０ＨＶ以上高いことを特徴とする請求項１に
記載の圧縮コイルばね。
【請求項３】
　ＳＥＭ／ＥＢＳＤ法を用いて測定した平均結晶粒径（方位角度差５°以上の境界を粒界
とする）が１．３μｍ以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の圧縮コイル
ばね。
【請求項４】
　コイルばねに圧縮荷重を負荷した場合に生じるコイルばね内径側の最大主応力方向にお
いて、無負荷時の圧縮残留応力の値がゼロとなる前記線材の表面からの深さをクロッシン
グポイントとし、縦軸を残留応力、横軸を表面からの深さとした残留応力分布曲線におい
て表面からクロッシングポイントまでの積分値をＩ－σＲと表したとき、Ｉ－σＲ　が１
５０ＭＰａ・ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の圧縮コイ
ルばね。
【請求項５】
　Ｘ線回折法を用いて測定した残留オーステナイト体積率γＲについて、縦軸を残留オー
ステナイト体積率、横軸を表面からの深さとした残留オーステナイト分布曲線において、
表面から０．５ｍｍ深さまでの積分値をＩγＲとあらわしたとき、ＩγＲが３．４％・ｍ
ｍ以下である請求項１～４のいずれかに記載の圧縮コイルばね。
【請求項６】
　表面粗さＲｚ（最大高さ）が２０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～５のいず
れかに記載の圧縮コイルばね。
【請求項７】
　コイルばね成形機により鋼線材を熱間成形するコイリング工程と、コイリングした後に
切離され温度が未だオーステナイト域にあるコイルをそのまま焼入れする焼入れ工程と、
焼入れされたコイルを調質する焼戻し工程と、線材表面に圧縮残留応力を付与するショッ
トピーニング工程とを備えた圧縮コイルばねの製造方法において、前記コイリング工程で
は、加熱、浸炭および熱間成形を行い、前記コイルばね成形機は、連続的に鋼線材を供給
するためのフィードローラと、鋼線材をコイル状に成形するコイリング部と、鋼線材を所
定巻数コイリングした後に後方より連続して供給されてくる鋼線材とを切断するための切
断手段とを有し、
　前記コイリング部は、前記フィードローラにより供給された鋼線材を加工部の適切な位
置へ誘導するためのワイヤガイドと、前記ワイヤガイドを経由して供給された鋼線材をコ
イル形状に加工するためのコイリングピンもしくはコイリングローラからなるコイリング
ツールと、ピッチを付けるためのピッチツールとを備えており、
　前記コイルばね成形機は、さらに、前記フィードローラの出口から前記コイリングツー
ルの間に鋼線材をオーステナイト域まで昇温する加熱手段を有し、前記加熱手段における
鋼線材入口側から前記コイリングツールに至る間の一部または全域に前記鋼線材の外周を
覆う囲い部材が配置され、前記囲い部材内に炭化水素系ガスを供給するガス供給手段を有
することを特徴とする圧縮コイルばねの製造方法。
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【請求項８】
　前記加熱手段が高周波加熱装置であり、前記ワイヤガイド内における鋼線材の通過経路
上若しくは前記ワイヤガイドにおける鋼線材出口側末端と前記コイリングツールとの空間
における鋼線材の通路経路上に鋼線材と同心となるように高周波加熱コイルが配置されて
いることを特徴とする請求項７に記載の圧縮コイルばねの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば自動車のエンジンやクラッチ内で使用される圧縮コイルばねに関し
、特に、高応力下の使用環境においても優れた耐疲労性と耐へたり性を有する圧縮コイル
ばねおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題を背景に自動車への低燃費化の要求が年々厳しくなっており、自動車部
品に対する小型軽量化がこれまで以上に強く求められている。この小型軽量化の要求に対
し、たとえばエンジン内で使用されるバルブスプリングや、クラッチ内で使用されるクラ
ッチトーションスプリングをはじめとする圧縮コイルばね部品においては、材料の高強度
化や、表面処理による表面強化の研究が盛んであり、その結果をもってコイルばねの特性
として重要な耐疲労性の向上や、耐へたり性の向上を図ってきている。
【０００３】
　一般に、コイルばねの製造方法は、熱間成形法と冷間成形法に大別される。熱間成形法
は、線径ｄが太く、コイル平均径Ｄと線径ｄとの比であるばね指数Ｄ／ｄが小さいなど、
その加工性の悪さから冷間成形が困難であるコイルばねの成形に用いられ、コイルばね線
材としては炭素鋼やばね鋼が用いられている。熱間成形法では、線材を加工し易いように
高温に加熱して芯金に巻き付けてコイルばね形状にコイリングし、焼入れ・焼戻し後に、
さらにショットピーニングやセッチングを施して、コイルばねの性能として主要となる耐
疲労性や耐へたり性を得ている。なお、熱間成形法においては、無芯金でのコイリングは
技術的に非常に困難であるためこれまで実用化には至っていない。よって、熱間成形法は
芯金を用いることが従来の技術では必須であり、成形できるコイルばねとしては、無芯金
でコイリング可能な冷間成形法と比べ形状の自由度が低い。
【０００４】
　一方、バルブスプリングやクラッチトーションスプリングクラスの圧縮コイルばねにつ
いては、比較的線径が細いために冷間成形が可能である。そして、加熱による変態や熱膨
張収縮を伴わないことから高い寸法精度が得やすく、更に、加工速度や設備費等による量
産性（タクト、コスト）も高いことから、このクラスの圧縮コイルばねの製造については
従来から冷間成形法が採用されている。また、この冷間成形法については無芯金での成形
技術が確立されており、コイルばねの形状自由度が高いことも、冷間成形法が用いられる
大きな一因であり、熱間成形法によるバルブスプリングやクラッチトーションスプリング
クラスの圧縮コイルばねの製造技術はこれまでに実用化されていない。なお、冷間成形法
においては、コイルばね線材としては、炭素鋼線、硬鋼線、ピアノ線、ばね鋼線といった
硬引線が従来用いられてきた。しかしながら、近年、軽量化の観点から材料の高強度化が
求められており、高価なオイルテンパー線が広く用いられるようになってきている。
【０００５】
　冷間成形法では、図１（Ｃ）に示すように、線材を冷間でコイルばね形状にコイリング
し、焼鈍後、窒化処理やショットピーニングおよびセッチングを必要に応じて施す。ここ
で、焼鈍は、コイルばねの耐疲労性向上の阻害要因となる加工によって生じた残留応力を
除去することを目的としており、ショットピーニングによる表面への圧縮残留応力の付与
と合わせ、コイルばねの耐疲労性向上に寄与する。なお、バルブスプリングやクラッチト
ーションスプリングのような高負荷応力で使用されるコイルばねについては、窒化処理に
よる表面硬化処理がショットピーニング前に必要に応じて施される。
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【０００６】
　さらなる耐疲労性の向上を目指した研究が盛んに行われている。たとえば、特許文献１
には、冷間成形用のオイルテンパー線が記載されており、残留オーステナイトの加工誘起
変態を利用して耐疲労性を向上させる技術が開示されている。また、特許文献２には、加
熱中から焼入れまでの間に、鋼線材表面に炭化水素系ガスを１本のノズルから直接吹付け
、その鋼線材表面にＣ濃化層を形成する手段が開示されている。特許文献３には、窒化処
理を施した線材の表面に、異なる投射速度での多段ショットピーニングを施すことで大き
な圧縮残留応力を付与し、耐疲労性の向上を図る技術が開示されている。
【０００７】
　特許文献１においてコイリング後のコイルばねには残留応力が生じる。この残留応力、
特にコイル内径側表面に発生する線軸方向の引張残留応力は、コイルばねとしての耐疲労
性向上の阻害要因である。そして、通常はこの加工による残留応力を除去するために焼鈍
を施すが、特許文献１に記載の軟化抵抗が高い線材をもってしても、所望の線材の強度を
維持したうえでこの残留応力を完全に除去することが困難なことは容易に推定でき、当業
者にとっては周知である。したがって、その後ショットピーニングを施したところで、加
工によってコイル内径側に残留した引張残留応力の影響により線材表面に十分な圧縮残留
応力を付与することは困難であり、コイルばねとしての十分な耐疲労性を得ることができ
ない。
【０００８】
　また、特許文献２には、鋼線材をオーステナイト域まで加熱した状態でコイリング加工
を行う際に、同時に鋼線材へ浸炭処理を施すことで、加工に起因した残留応力の発生を解
消するとともに表面にＣ 濃化層を形成し、後に行うショットピーニングやセッチングの
効果を効率的に得ることが開示されている。この場合において、加熱中から焼入れまでの
間に、鋼線材表面に炭化水素系ガスを１本のノズルから直接吹付け、その鋼線材表面にＣ
濃化層を形成している。しかし、この方法では、線材円周方向においてＣ濃化層の厚さ、
表面Ｃ濃度にばらつきが生じることが容易に推定される。そして、そのばらつきは、所望
されるＣ濃化層厚さやＣ濃度に対し、過剰なＣ濃化層厚さやＣ濃度、一方では希薄なＣ濃
化層厚さやＣ濃度の部分を形成する。Ｃ濃度の高い部分ではオーステナイトからマルテン
サイトへの変態が阻害され、残留オーステナイト相の増大を招く。その結果として、耐疲
労性の向上は見込まれるが、耐へたり性の低下は免れられない。ショットピーニングによ
り導入される表面近傍の圧縮残留応力の大きさは、鋼線材においてショットピーニングの
影響を受ける表面近傍の降伏応力、すなわち、Ｃ濃度に比例する。よって、希薄なＣ濃化
層では、ショットピーニングにより導入される表面近傍の圧縮残留応力が所望の大きさに
至らず、表面近傍（最表面を含む）を起点とする疲労亀裂の発生に対しその防止効果が十
分ではない。また、表面硬さの上昇も少ないため、作動時に接触を繰り返す線間部での摩
耗を防ぐことができず、その摩耗部を起点とした早期折損を招くことがある。これらのこ
とから、希薄なＣ濃化層が存在すると、耐疲労性の向上が見込めない。
【０００９】
　一方、従来からバッチ処理による真空浸炭処理が行われている。この処理がなされた浸
炭ばねは深くかつ大きい圧縮残留応力が得られることで耐久性の向上は図れるものの、装
置システム構成に起因する浸炭量のコントロールが難しく、得られる浸炭深さは所望する
深さを超えるものとなってしまう。特に、弁ばねにとっては過剰浸炭となり、過剰なＣ濃
化層厚さにより形成される残留オーステナイト相の増大に伴い、耐へたり性が著しく低下
してしまう。
【００１０】
　さらに、特許文献３では、コイルばねの線材表面近傍（以下、「表面」と称す）の圧縮
残留応力は１４００ＭＰａ程度あり、バルブスプリングやクラッチトーションスプリング
クラスの高負荷応力下で使用するコイルばねとして、表面における亀裂発生抑制に対しそ
の圧縮残留応力は十分である。しかしながら、表面の圧縮残留応力を向上させた結果、線
材内部での圧縮残留応力は小さくなり、介在物などを起点とする線材内部での亀裂発生に
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対しては、その圧縮残留応力の効果が乏しくなる。つまり、特許文献３による手段では、
ショットピーニングにより与えられるエネルギーに限りがあるため、すなわち圧縮残留応
力分布の変化は与えられるものの圧縮残留応力の総和を大きく向上させることは困難であ
る。先述した加工による残留応力の影響を解消することなどは考慮されておらず、よって
、同じ強度の線材に対してその耐疲労性の向上効果は乏しい。
【００１１】
　なお、表面圧縮残留応力を向上させる手段は様々実用化されているが、その結果、たと
えば線径１．５～１０ｍｍ程度のコイルばねにおいては、線材表面からの深さ０．１～０
．４ｍｍの範囲に外部負荷による作用応力と残留応力との和である合成応力の最大値が存
在し、その合成応力の最も高い部分が破壊起点となっているのが実情である。したがって
、深さ０．１～０．４ｍｍの範囲において大きな圧縮残留応力を確保することが、耐疲労
性に対し重要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第３５９５９０１号
【特許文献２】特開２０１４－０５５３４３号公報
【特許文献３】特開２００９－２２６５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記のように、従来の製造方法や特許文献１～３等では、近年の高応力下での耐疲労性
および耐へたり性の更なる向上とコスト低減の両立を求めた要求に対し、その対応は困難
を来す。また、成形後の焼鈍処理で加工による残留応力を完全に解消できていないことか
ら、線材の性能を十分に活用できていない。
【００１４】
　本発明は、このような背景のもと、コイリング加工による引張残留応力を解消すると共
に線材表面にＣ 濃化層を、適切なＣ濃度および適切な厚さ範囲内で均一に形成し、成形
後の線材に最適な圧縮残留応力分布を付与することにより、高耐久性かつ高耐へたり性の
圧縮コイルばねおよびその製造方法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】
【００１５】
　本発明者らは、コイルばねの耐疲労性および耐へたり性について鋭意研究を行った。そ
して、鋼線材の表面に薄く均一な厚さの浸炭層（以下、「Ｃ濃化層」と称する）を形成す
ることに思い至った。これにより、残留オーステナイト相が少なく耐へたり性を向上させ
ることができるとともに、表面近傍を高硬度として降伏応力を向上させ、後に行うショッ
トピーニングの効果を効率的に得ることができ、耐疲労性を向上させることができる。
【００１６】
　すなわち、本発明の圧縮コイルばねは、重量％で、Ｃを０．５～０．７％、Ｓｉを１．
２～３．０％、Ｍｎを０．３～１．２％、Ｃｒを０．５～１．９％、Ｖを０．０５～０．
５％含むと共に、任意成分としてＮｉを１．５％以下，Ｍｏを１．５％以下、Ｗを０．５
％以下のうち１種または２種以上を含み、残部が鉄および不可避不純物からなる鋼線材を
用いた圧縮コイルばねにおいて、表層部に前記鋼線材に含まれるＣの平均濃度を超えるＣ
濃化層を有し、前記鋼線材の全周に亘って前記Ｃ濃化層の厚さが０．０１～０．０５ｍｍ
の範囲に入ることを特徴とする。
【００１７】
　以下に、本発明で規定する数値範囲の限定理由を説明する。まず、本発明で用いる鋼線
材の化学成分の限定理由について説明する。本発明においては、重量％で、Ｃを０．５～
０．７％、Ｓｉを１．２～３．０％、Ｍｎを０．３～１．２％、Ｃｒを０．５～１．９％
、Ｖを０．０５～０．５％含むと共に、任意成分としてＮｉを１．５％以下，Ｍｏを１．
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５％以下、Ｗを０．５％以下のうち１種または２種以上を含み、残部が鉄および不可避不
純物からなる鋼線材を用いる。なお、以下の説明において「％」は「重量％」を意味する
。
【００１８】
（１）材料成分
Ｃ：０．５～０．７％
　Ｃは、強度向上に寄与する。Ｃの含有量が０．５％未満では、強度向上の効果が十分に
得られないため、耐疲労性、耐へたり性が不十分となる。一方、Ｃの含有量が０．７％を
超えると、靭性が低下して割れが発生し易くなる。このため、Ｃの含有量は０．５～０．
７％とする。
【００１９】
Ｓｉ:１．２～３．０％
　Ｓｉは、鋼の脱酸に有効であると共に、強度向上や焼戻し軟化抵抗向上に寄与する。Ｓ
ｉの含有量が１．２％未満では、これらの効果が十分に得られない。一方、Ｓｉの含有量
が３．０％を超えると、脱炭を助長し線材表面強度の低下を招き、また、靭性が大きく低
下することからコイルばねとしての使用時に割れの発生を招く。このため、Ｓｉの含有量
は１．２～３．０％とする。一方、Ｓｉ量が２．４％～３．０％においてコイルばねの性
能に対するその効果は同等ではあるが、この範囲におけるＳｉ含有量の増加は素材製造に
おける鋳造時の割れ発生の危険性を高めるため、Ｓｉの含有量は２．４％以下が好ましい
。
【００２０】
Ｍｎ:０．３～１．２％
　Ｍｎは焼入れ性の向上に寄与する。Ｍｎの含有量が０．３％未満では、十分な焼入れ性
を確保し難くなり、また、延靭性に有害となるＳの固着（ＭｎＳ生成）の効果も乏しくな
る。一方、Ｍｎの含有量が１．２％を超えると、延性が低下し、割れや表面キズが発生し
易くなる。このため、Ｍｎの含有量は０．３～１．２％とする。一方、Ｍｎ量が０．８％
～１．２％においてコイルばねの性能に対するその効果は同等ではあるが、この範囲にお
けるＭｎ含有量の増加は素材製造における伸線加工時の破断発生の危険性を高めるため、
Ｍｎの含有量は０．８％以下が好ましい。
【００２１】
Ｃｒ：０．５～１．９％
　Ｃｒは脱炭を防止するのに有効であると共に、強度向上や焼戻し軟化抵抗向上に寄与し
、耐疲労性の向上に有効である。また、温間での耐へたり性向上にも有効である。このた
め、本発明においてはさらに、Ｃｒを０．５～１．９％含有することが好ましい。Ｃｒの
含有量が０．５％未満では、これらの効果を十分に得られない。一方、Ｃｒの含有量が１
．９％を超えると、靭性が低下し、割れや表面キズが発生し易くなる。
【００２２】
Ｖ：０．０５～０．５％
　Ｖは熱処理により微細炭化物として析出することにより結晶粒微細化され、靱性を損な
わずに強度を向上させるため、耐疲労性の向上に有効であるとともに、耐へたり性を向上
させる。また、Ｖは焼戻し軟化抵抗向上にも寄与する。Ｖの含有量が０．０５％に満たな
い場合には、そのような効果を得ることができない。一方、Ｖを０．５％を超えて含有す
ると、加熱時に炭化物を多く形成し、靭性の低下をもたらす。
【００２３】
　本発明においては、さらに任意成分としてＮｉ、Ｍｏ、Ｗのうち１種または２種以上を
添加することができる。その結果、より高性能ないしは用途により適したコイルばねの製
造も可能である。
【００２４】
Ｎｉ：１．５％以下
　Ｎｉは靱性向上に寄与するため、耐疲労性の向上に有効である。また、Ｎｉは耐食性向
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上に寄与する。一方、Ｎｉの含有量が１．５％を超えると逆に靭性の低下をもたらす。
【００２５】
Ｍｏ：１．５％以下
　Ｍｏは焼入れ性および靱性向上に寄与する。焼入れ性向上に寄与しているＭｎの代わり
にＭｏを添加しても良く、またＭｎとともにＭｏを添加しても良い。靭性向上に寄与する
Ｎｉの代わりにＭｏを添加しても良く、またＮｉとともにＭｏを添加しても良い。一方、
Ｍｏの含有量が１．５％を超えると、加熱時に炭化物を多く形成し、靭性の低下をもたら
す。
【００２６】
Ｗ：０．５％以下
　Ｗは熱処理により微細炭化物として析出することにより結晶粒が微細化され、靱性を損
なわずに強度を向上させるため、耐疲労性の向上に有効である。また、Ｗは耐へたり性を
向上させるとともに、焼戻し軟化抵抗向上にも寄与する。一方、Ｗの含有量が０．５％を
超えると、加熱時に炭化物を多く形成し、靭性の低下をもたらす。
【００２７】
　なお、本発明においては、上記したＮｉ、Ｍｏ、およびＷの任意元素の他に以下の元素
を添加することもできる。
【００２８】
Ｂ：０．０００３～０．００３％
　Ｂは焼入れ性を向上させ、低温脆性を防止する効果がある。また、Ｂは耐へたり性の向
上に寄与する。焼入れ性向上に寄与しているＭｎの代わりにＢを添加しても良く、またＭ
ｎとともにＢを添加しても良い。Ｂの含有量が０．０００３％未満ではそのような効果が
乏しく、０．００３％を超えると、その効果が飽和し、製造性や衝撃強度を劣化させるこ
とがある。
【００２９】
Ｃｕ：０％を超え０．６５％以下
　Ｃｕは電気化学的に鉄よりもイオン化傾向の高い金属元素であり、鋼の耐食性を高める
作用を有するため、耐食性向上に有効である。Ｃｕは、耐食性向上に寄与しているＮｉの
代わりに添加してもよく、またＮｉとともに添加しても良い。Ｃｕの含有量が０．６５％
を超えると、熱間加工時に割れが発生しやすくなる。
【００３０】
Ｔｉ，Ｎｂ：０．０５～０．５％
　ＴｉおよびＮｂはいずれもＶと同様な効果を奏する元素である。これらの元素の含有量
が０．０５％未満ではそのような効果が乏しく、０．５％を超えると、加熱時に炭化物を
多く形成し、靭性の低下をもたらす。
【００３１】
（２）Ｃ濃度分布
　本発明においては、線材表面の硬度を高めて降伏応力を向上させるため、線材の表層部
に浸炭処理によってＣ濃化層を形成する。降伏応力を向上させることにより、後に行うシ
ョットピーニングによって大きな表面圧縮残留応力を付与することができる。また、線材
の表面粗さを改善することができる。このため、耐疲労性をさらに向上させる効果がある
。このＣ濃化層には線材に含有されるＣの平均濃度を超える濃度のＣを含有させる。また
、これらの効果を十分に得るため、Ｃ濃化層における最大Ｃ濃度が０．７～１．２％であ
り、Ｃ濃化層（浸炭深さ）は前記鋼線材の全周に亘って線材表面から０．０１～０．０５
ｍｍの深さの範囲内に形成する。
【００３２】
　Ｃ濃化層の最大Ｃ濃度が１．２％を超える場合やＣ濃化層の厚さが０．０５ｍｍを超え
る場合は、浸炭反応を効率的に行うために高温で処理を行わなければならないため、結晶
粒度が悪化し、耐疲労性の低下を招き易い。また、Ｃ濃度が１．２％を超えた場合は、母
相に固溶できないＣが炭化物として結晶粒界に多く析出することで靭性が低下し、この場
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合も耐疲労性の低下を招き易い。さらに、Ｃ濃化層の厚さが０．０５ｍｍを超える場合に
は、残留オーステナイトの割合が増加して耐へたり性が悪化する。
【００３３】
　一方、Ｃ濃化層における最大Ｃ濃度が０．７％に満たなかったり、Ｃ濃化層厚さが線材
表面から０．０１ｍｍに満たない場合には、以下の不都合を生じる。すなわち、ショット
ピーニングにより導入される表面近傍の圧縮残留応力の大きさは、鋼線材においてショッ
トピーニングの影響を受ける表面近傍の降伏応力、すなわち、Ｃ濃度に比例する。よって
、希薄な（濃度および深さ）Ｃ濃化層では、ショットピーニングにより導入される表面近
傍の圧縮残留応力が所望の大きさに至らず、表面近傍（最表面を含む）を起点とする疲労
亀裂の発生に対しその防止効果が十分ではない。また、表面硬さの上昇も少ないため、作
動時に接触を繰り返す線間部での摩耗を防ぐことができず、その摩耗部を起点とした早期
折損を招くことがある。これらのことから、希薄なＣ濃化層が存在すると、耐疲労性の向
上が見込めない。
【００３４】
（３）硬さ分布
　鋼線材の任意の線材横断面における内部硬さが６００～７１０ＨＶであり、Ｃ濃化層に
おける最高硬さが内部硬さよりも３０ＨＶ以上高いことが好ましい。これは、線材表面の
Ｃ濃化層が内部硬さよりも高いことにより、表面近傍でさらに高い圧縮残留応力を得るこ
とができ、表面近傍（最表面を含む）を起点とする疲労亀裂の発生を防止できるからであ
る。上記数値が３０ＨＶ未満であると、これらの効果が顕著に現れない。
【００３５】
（４）結晶粒径
　ＳＥＭ／ＥＢＳＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂａｃｋ　Ｓｃａｔｔｅｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔ
ｉｏｎ）法を用いて測定した平均結晶粒径（方位角度差５°以上の境界を粒界とする）が
１．３μｍ以下であることが好ましい。平均結晶粒径が１．３μｍを超えた場合には、十
分な耐疲労性を得難くなる。そして、平均結晶粒径が小さいこと、すなわち、旧オーステ
ナイト粒内のブロックやラスが微細であることは、亀裂進展に対する抵抗が大きいため、
耐疲労性の向上に対し好適である。
【００３６】
（５）残留応力分布
　本発明者等は、バルブスプリングやクラッチトーションスプリングとして要求される作
用応力と、疲労折損起点と成りうる様々な要因（延靭性、非金属系介在物、不完全焼入れ
組織等の異常組織、表面粗さ、表面キズ等々）との関係における破壊力学的計算、および
、実際の耐久試験等による検証から、コイルばねの線材表面近傍に必要な圧縮残留応力に
ついて次の結論を得た。なお、本発明における圧縮残留応力は、ばねに圧縮荷重を負荷し
た場合の略最大主応力方向、すなわち、線材の軸方向に対し＋４５°方向におけるもので
ある。
【００３７】
　すなわち、本発明においては、コイルばねに圧縮荷重を負荷した場合に生じるコイルば
ね内径側の最大主応力方向において、無負荷時の圧縮残留応力の値がゼロとなる前記線材
の表面からの深さをクロッシングポイントとし、縦軸を残留応力、横軸を表面からの深さ
とした残留応力分布曲線において表面からクロッシングポイントまでの積分値をＩ－σＲ

と表したとき、Ｉ－σＲ　が１５０ＭＰａ・ｍｍ以上であることが望ましい。これらの数
値に満たない場合、内部起点の疲労破壊を抑制するには不十分である。
【００３８】
　本発明における圧縮残留応力分布は、ショットピーニング処理やセッチング処理により
形成されることが好ましい。ショットピーニング処理において多段ショットピーニングを
施す場合は、後に実施するショットピーニングに用いるショットの球相当直径は、先に実
施するショットピーニングに用いるショットの球相当直径より小さいことが好ましい。具
体的には、ショットピーニング処理は、粒径０．６～１．２ｍｍのショットによる第１の
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ショットピーニング処理と、粒径０．２～０．８ｍｍのショットによる第２のショットピ
ーニング処理と、粒径０．０２～０．３０ｍｍのショットによる第３のショットピーニン
グ処理からなる多段ショットピーニング処理であることが好ましい。これにより、先に実
施したショットピーニングにより増加した表面粗さを後に実施するショットピーニングに
よって低減することができる。
【００３９】
　なお、ショットピーニング処理におけるショット径や段数は上記に限らず、要求性能に
応じて、必要とする残留応力分布や表面粗さ等が得られれば良い。したがって、ショット
径や材質、段数等は適宜選択する。また、投射速度や投射時間によっても導入される圧縮
残留応力分布は異なってくるため、これらも必要に応じて適宜設定する。
【００４０】
（６）残留オーステナイト分布
　Ｘ線回折法を用いて測定した残留オーステナイト体積率γＲについて、縦軸を残留オー
ステナイト体積率、横軸を表面からの深さとした残留オーステナイト分布曲線において、
表面から０．５ｍｍ深さまでの積分値をＩγＲと表したとき、ＩγＲが３．４％・ｍｍ以
下であることが望ましい。このように、残留オーステナイトを制限することにより、耐へ
たり性を向上させることができる。
【００４１】
（７）表面粗さ
　高負荷応力下で使用されるバルブスプリングやクラッチトーションスプリング等として
は、要求される耐疲労性を満足するために、上述の圧縮残留応力分布と共に表面粗さも重
要である。本発明者らが破壊力学的計算とその検証実験を行った結果、表面起点による亀
裂の発生・進展に対しては、表面キズの深さ（すなわち、表面粗さＲｚ（最大高さ））を
２０μｍ以下とすることで、その影響を無害化できることが判明している。このため、表
面粗さＲｚが、２０μｍ以下であることが好ましい。Ｒｚが２０μｍを超える場合、表面
の谷部が応力集中源となり、その谷部を起点とした亀裂の発生・進展が起こり易くなるた
め、早期折損を招き易い。
【００４２】
（８）コイルばね形状
　本発明は、コイリング時の加工度が大きく、高い耐疲労性が必要とされる、次に挙げる
仕様の圧縮コイルばねに好適である。本発明は、線材の円相当直径（線材横断面積から算
出した真円とした場合の直径、角形や卵形をはじめとした非円形断面も含む）が１．５～
１０ｍｍ、ばね指数が３～２０である、一般的に冷間成形されている圧縮コイルばねに利
用できる。
【００４３】
　中でも、コイリング時の加工度が大きく（すなわち、冷間成形ではコイリング加工によ
り発生するコイル内径側の引張残留応力が大きい）、かつ、高い耐疲労性が必要とされる
バルブスプリングやクラッチトーションスプリング等で使用される円相当直径が１．５～
９．０ｍｍ、ばね指数が３～８である圧縮コイルばねに対し好適である。
【００４４】
　また、本発明の圧縮コイルばねは、従来の熱間成形法とは異なり、後述するコイルばね
成形機を用いるため、コイリング加工時に芯金が不要である。したがって、成形できるば
ね形状の自由度が高い。すなわち本発明におけるコイルばね形状としては、コイルばねと
して代表的な全巻目でコイル外径にほぼ変化がない円筒形をはじめ、これ以外の形状のコ
イルばねにも適用できる。たとえば、円錐形、釣鐘形、鼓形、樽形等のばねの成形も可能
である。
【００４５】
　ここで、「円筒形」とはコイル径が一定のばねであり、「円錐形」とはコイル径がばね
の一端から他端に向けて円錐状に変化するばねである。「釣鐘形」とはコイル径が一端に
おいて小であり、中央に向けて拡径しそのままの径で他端に至るばねであり、「片絞り形



(10) JP 2018-178184 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

」ともいう。「鼓形」とはコイル径が両端において大であり、中央において小であるばね
である。「樽形」とはコイル径が両端において小であり、中央において大であるばねであ
り、「両端絞り形」ともいう。
【００４６】
　次に、本発明の圧縮コイルばねの製造方法について説明する。本発明の圧縮コイルばね
の製造方法は、コイルばね成形機により鋼線材を熱間成形するコイリング工程と、コイリ
ングした後に切離され温度が未だオーステナイト域にあるコイルをそのまま焼入れする焼
入れ工程と、焼入れされたコイルを調質する焼戻し工程と、線材表面に圧縮残留応力を付
与するショットピーニング工程とを備えている。コイリング工程では加熱、浸炭および熱
間成形を行う。コイルばね成形機は、連続的に鋼線材を供給するためのフィードローラと
、鋼線材をコイル状に成形するコイリング部と、鋼線材を所定巻数コイリングした後に後
方より連続して供給されてくる鋼線材とを切断するための切断手段とを有している。コイ
リング部は、フィードローラにより供給された鋼線材を加工部の適切な位置へ誘導するた
めのワイヤガイドと、ワイヤガイドを経由して供給された鋼線材をコイル形状に加工する
ためのコイリングピンもしくはコイリングローラからなるコイリングツールと、ピッチを
付けるためのピッチツールとを備えている。コイルばね成形機は、さらに、フィードロー
ラの出口からコイリングツールの間に鋼線材を２．５秒以内でオーステナイト域まで昇温
する加熱手段を有している。また、加熱手段における鋼線材入口側からコイリングツール
に至る間の一部または全域に鋼線材の外周を覆う囲い部材が配置され、囲い部材内に炭化
水素系ガスを供給するガス供給手段を有している。
【００４７】
　上記加熱手段が高周波加熱であり、ワイヤガイド内における鋼線材の通過経路上若しく
はワイヤガイドにおける鋼線材出口側末端とコイリングツールとの空間における鋼線材の
通路経路上に鋼線材と同心となるように高周波加熱コイルが配置されていることが好まし
い。なお、鋼線材を短時間でオーステナイト域まで昇温できれば良いため、高周波加熱以
外の通電加熱やレーザ加熱によって加熱を行っても良い。
【００４８】
　本発明の圧縮コイルばねの製造方法では、炭化水素系ガスと接触させる時点の鋼線材表
面温度が８５０～１１５０℃であることが好ましい。この浸炭条件によれば、線材の結晶
粒の著しい粗大化を防ぎながら浸炭を短時間で効率的に行うことができる。また、本発明
の圧縮コイルばねの製造方法では、炭化水素系ガスの主成分が、メタン、ブタン、プロパ
ン、アセチレンのいずれかであることが好ましい。
【００４９】
　上記製造方法において、焼戻し工程は、焼入れ工程によって硬化されたコイルばねを適
切な硬さと靭性を有するコイルばねに調質するために行う。よって、焼入れたままで所望
の硬さと靭性とが得られる場合には、焼戻し工程は省略しても良い。そして、ショットピ
ーニング工程では、多段ショットピーニングを行っても良く、さらに、弾性限の回復を目
的とした低温時効処理を必要に応じ組み合わせても良い。ここで、低温時効処理はショッ
トピーニング工程後、あるいは多段ショットピーニングの各段の間にて行うことができ、
多段ショットピーニングにおける最終段として粒径０．０２～０．３０ｍｍのショットに
よるショットピーニングを施す場合には、その前処理として行うことが、最表面の圧縮残
留応力をより高める上で好適である。なお、セッチング工程は、鋼線材の降伏応力を高め
て耐へたり性を向上させる処理であり、コイルばねに施すセッチングとしては、コールド
セッチング、ホットセッチング等種々方法はあるが、所望する特性により適宜選択する。
【００５０】
　本発明の圧縮コイルばねの製造方法によれば、加熱手段における鋼線材入口側からコイ
リングツールに至る間の一部または全域に鋼線材の外周を覆う例えば円筒状の囲い部材が
配置され、囲い部材内に炭化水素系ガスが供給されるから、炭化水素系ガスの供給量を制
御することで囲い部材内の炭化水素系ガス濃度を容易に制御することができる。また、炭
化水素系ガスが一様に鋼線材を取り囲むから、浸炭によって形成するＣ濃化層の厚さを均
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一にすることができる。すなわち、鋼線材の全周に亘って厚さが０．０１～０．０５ｍｍ
のＣ濃化層を形成することができる。
【００５１】
　本発明においては、上記のようなコイルばね製造装置で熱間コイリングを行うため、加
工による残留応力が発生しない。そして、鋼線材を２．５秒以内でオーステナイト域まで
昇温するため、結晶粒の粗大化を防ぐことができ、優れた耐疲労性を得ることができる。
また、浸炭処理を施すため、鋼線材表面を高硬度とすることができ、後に行うショットピ
ーニングによって効果的に圧縮残留応力を付与することができる。特に、本発明の圧縮コ
イルばねの製造方法では、熱間コイリング時の熱を利用して浸炭処理を行うため、効率的
に浸炭処理を行うことが可能である。
【００５２】
　本発明は、ばねとして使用される炭素鋼線、硬鋼線、ピアノ線、ばね鋼線、炭素鋼オイ
ルテンパー線、クロムバナジウム鋼オイルテンパー線、シリコンクロム鋼オイルテンパー
線、シリコンクロムバナジウム鋼オイルテンパー線等に対して適用が可能である。ここで
、炭素鋼線、硬鋼線、ピアノ線、およびばね鋼線はオイルテンパー線のような熱処理が施
されていないため、鋼線材としては同等組成のオイルテンパー線と比較して安価である。
また、本発明の製造法では熱処理（焼入れ、焼戻し）を施すため、組成が同等であれば、
炭素鋼線、硬鋼線、ピアノ線、およびばね鋼線を使っても、オイルテンパー線を使っても
、同等の特性を有する圧縮コイルばねを製造することができる。よって、組成が同等であ
れば、炭素鋼線、硬鋼線、ピアノ線、およびばね鋼線を使った方が安価に製造することが
できる。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明によれば、鋼線材の表面に薄く均一な厚さのＣ濃化層を形成するから、残留オー
ステナイト相の総量が少なく耐へたり性を向上させることができるとともに、表面近傍を
高硬度として降伏応力を向上させ、ショットピーニングの効果を効率的に得ることで耐疲
労性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】コイルばねの製造工程の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態におけるコイリングマシンの成形部の概略図である。
【図３】実施例で用いたコイルばねの残留応力分布を示すグラフである。
【図４】実施例で用いたコイルばねの残留オーステナイト分布を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　以下、本発明の実施形態を具体的に説明する。図１に各製造工程を示す。図１（Ａ）は
、本発明の圧縮コイルばねの製造方法であり、他は従来例である。図１（Ａ）に示される
製造工程は、以下のコイリングマシンによる熱間成形法であり、図１（Ｂ）および（Ｃ）
に示される製造工程は、任意のコイリングマシンによる冷間成形法である。
【００５６】
　図１（Ａ）に示される製造工程で用いるコイリングマシン成形部１の概略を図２に示す
。図２に示すように、コイリングマシン成形部１は、連続的に鋼線材Ｍを供給するための
フィードローラ１０と、鋼線材Ｍをコイル状に成形するコイリング部２０とを備えている
。コイリング部２０は、フィードローラ１０により供給された鋼線材Ｍを適切な位置へ誘
導するためのワイヤガイド２１と、ワイヤガイド２１を経由して供給された鋼線材Ｍをコ
イル形状に加工するためのコイリングピン（もしくはコイリングローラ）２２ａからなる
コイリングツール２２と、ピッチを付けるためのピッチツール（図示略）とを備えている
。また、コイリングマシン成形部１は、所定巻数コイリングした後に後方より連続して供
給されてくる鋼線材Ｍとを切り離すための切断刃３０ａおよび内型３０ｂを備えた切断手
段３０と、フィードローラ１０の出口からコイリングツール２２の間において鋼線材Ｍを
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加熱する高周波加熱コイル４０とを備えている。
【００５７】
　高周波加熱コイル４０の内側には、例えばセラミックスからなる囲い部材５０が配置さ
れている。囲い部材５０は、その両端部には小径の鋼線材入口５０ａおよび鋼線材出口５
０ｂを備えている。囲い部材５０の鋼線材入口５０ａの近傍には、囲い部材５０に炭化水
素系ガスを供給するガス供給部（ガス供給手段）６０が設けられている。ガス供給部６０
は、囲い部材５０の例えば鋼線材入口５０ａから内部に炭化水素系ガスを供給する。なお
、炭化水素系ガスは鋼線材出口５０ｂから供給することもできる。
【００５８】
　コイリングマシン成形部１での急速加熱は、高周波加熱コイル４０によって行い、鋼線
材を２．５秒以内でオーステナイト域に昇温させる。高周波加熱コイル４０の設置位置は
図２に示す通りであり、囲い部材５０の外周側に配置されている。囲い部材５０の内部を
通過する鋼線材Ｍは、高周波加熱コイル４０により加熱され、囲い部材５０に充満してい
る炭化水素系ガスにより浸炭される。ガス供給部は、浸炭性に寄与する囲い部材５０内に
おける炭化水素系ガスの密度と流速とを勘案した量の炭化水素系ガスを囲い部材５０内に
供給する。
【００５９】
　高周波加熱コイル４０はワイヤガイド２１の近傍に設置されており、鋼線材Ｍを加熱後
、直ぐに成形できるようにコイリング部２０が設けられている。コイリング部２０では、
ワイヤガイド２１を抜けた鋼線材Ｍをコイリングピン２２ａに当接させて所定の曲率で曲
げ、さらに下流のコイリングピン２２ａに当接させて所定の曲率で曲げる。そして、ピッ
チツールに鋼線材Ｍを当接させて、所望のコイル形状となるようにピッチを付与する。所
望の巻数となったところで、切断手段３０の切断刃３０ａによって内型３０ｂの直線部分
との間でせん断によって切断して、後方より供給される鋼線材Ｍとばね形状の鋼線材Ｍと
を切り離す。
【００６０】
（１）製造工程（Ａ）
　図１の工程（Ａ）は、第１実施形態の製造工程を示す。まず、重量％で、Ｃを０．５～
０．７％、Ｓｉを１．２～３．０％、Ｍｎを０．３～１．２％、Ｃｒを０．５～１．９％
、Ｖを０．０５～０．５％含むと共に、任意成分としてＮｉを１．５％以下，Ｍｏを１．
５％以下、Ｗを０．５％以下のうち１種または２種以上を含み、残部が鉄および不可避不
純物からなる円相当直径が１．５～１０ｍｍの鋼線材Ｍを用意する。この鋼線材Ｍを線出
機（図示省略）によりフィードローラ１０へ供給し、高周波加熱コイル４０によって鋼線
材Ｍを２．５秒以内でオーステナイト域に加熱後、コイリング部２０においてコイリング
を行う（コイリング工程）。
【００６１】
　このとき、囲い部材５０の中の鋼線材Ｍの浸炭処理が同時に行なわれる。浸炭処理は、
線材温度８５０～１１５０℃において行い、鋼線材Ｍの表面に最大Ｃ濃度が０．７～１．
２％であり、厚さが０．０１～０．０５ｍｍのＣ濃化層を形成する。これにより、線材内
部硬さよりも３０ＨＶ以上高い表層部を得ることができる。
【００６２】
　次に、コイリング後に切離され温度が未だオーステナイト域にあるコイルをそのまま焼
入れ槽（図示省略）において焼入れ（焼入れ溶媒としては、たとえば６０℃程度の油）を
行い（焼入れ工程）、さらに焼戻し（例えば１５０～５００℃）を行う（焼戻し工程）。
焼入れを行うことにより、マルテンサイト組織からなる高硬さ組織となり、さらに焼戻し
を行うことにより、靭性に優れた焼戻しマルテンサイト組織とすることができる。ここで
、焼入れ・焼戻し処理は一般的な方法を用いればよく、その焼入れ前の線材の加熱温度や
焼入れ溶媒の種類・温度、そして焼戻しの温度や時間は、鋼線材Ｍの材質によって適宜設
定する。
【００６３】
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　さらに、鋼線材Ｍにショットピーニング処理（ショットピーニング工程）およびセッチ
ング処理（セッチング工程）を施すことにより、所望の耐疲労性を得ることができる。オ
ーステナイト域に加熱した状態でコイリングを行うため、加工による残留応力の発生を防
ぐことができる。このため、加工によりコイル内径側表面に引張残留応力が発生する冷間
成形法と比較してショットピーニングによって圧縮残留応力を付与し易く、高応力となる
ばねの内径側において表面から深くかつ大きい圧縮残留応力を効果的に付与することがで
きる。さらに、セッチング処理を行うことにより、ばねとして使用した場合の最大主応力
方向により深い圧縮残留応力分布が形成され、耐疲労性を向上することができる。
【００６４】
　本実施形態においては、粒径０．６～１．２ｍｍのショットによる第１のショットピー
ニング処理と、粒径０．２～０．８ｍｍのショットによる第２のショットピーニング処理
と、粒径０．０２～０．３０ｍｍのショットによる第３のショットピーニング処理からな
る多段ショットピーニング処理を行う。後に実施するショットピーニング処理において、
先に実施するショットピーニング処理よりも小さいショットを用いるため、線材の表面粗
さを平滑にすることができる。
【００６５】
　ショットピーニングで使用するショットは、スチールカットワイヤやスチ－ルビーズ、
ＦｅＣｒＢ系をはじめとした高硬度粒子等を用いることができる。また、圧縮残留応力は
、ショットの球相当直径や投射速度、投射時間、および多段階の投射方式で調整すること
ができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、セッチング処理としてホットセッチングを行い、１００～３０
０℃に加熱し、かつ線材表面に作用するせん断ひずみ量がばねとして実際に使用する場合
の作用応力でのせん断ひずみ量以上となるようにばね形状の鋼材に対して塑性ひずみを与
える。
【００６７】
　以上のような工程（Ａ）によって作製した本発明の圧縮コイルばねは、表層部に鋼線材
に含まれるＣの平均濃度を超えるＣ濃化層を有し、鋼線材の全周に亘ってＣ濃化層の厚さ
が０．０１～０．０５ｍｍの範囲に入る圧縮コイルばねである。このような圧縮コイルば
ねにおいては、鋼線材の表面に薄く均一な厚さのＣ濃化層を形成するから、残留オーステ
ナイト相が少なく耐へたり性を向上させることができるとともに、表面近傍を高硬度とし
て降伏応力を向上させ、ショットピーニングの効果を効率的に得ることで耐疲労性を向上
させることができる。
【００６８】
　次に、本発明の実施形態との比較のために工程（Ｂ）、（Ｃ）について説明する。
　図１の工程（Ｂ）では、工程（Ａ）において用いた鋼線材Ｍを任意のコイリングマシン
によって冷間コイリングを行う（コイリング工程）。そして、コイリング後の鋼線材を炭
化水素系ガスを含む減圧条件下でオーステナイト域まで昇温し、焼入れ（焼入れ剤として
は、たとえば６０℃程度の油）を行う（浸炭＋焼入れ工程）。次に、工程（Ａ）と同様に
、焼戻し工程、ショットピーニング工程、およびセッチング工程を順に行う。
【００６９】
　工程（Ｃ）は工程（Ｂ）において浸炭、焼入れ、および焼戻しを行わずに焼鈍と窒化を
行うものである。
【実施例】
【００７０】
１．サンプル作製方法
　各製造工程によってコイルばねのサンプルを作製し、耐疲労性の評価を行った。まず、
表１に記載の化学成分を有し、残部が鉄および不可避不純物からなるオイルテンパー線を
用意した。そして、オイルテンパー線に対して、図１に示す製造工程Ａ～Ｃに従って、熱
間成形法または冷間成形法により、線径４．１ｍｍ、ばね指数６、総巻数５．７５巻、有
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効巻数３．２５巻、クローズドエンドのコイルばねを作製した。なお、表１において「Ｏ
Ｔ線」とはオイルテンパー線の意味である。
【００７１】
【表１】

【００７２】
　製造工程Ａでは、高周波加熱コイル、囲い部材、およびガス供給部を備えたコイリング
マシン（図２参照）により鋼線を加熱し、表２に示す処理温度で浸炭処理を行った後コイ
リングを行い、６０℃の油によって焼入れした。表２において、浸炭処理温度は、鋼線の
表面温度である。その後、表２に記載の条件で焼戻し処理を行った（発明例１～７、比較
例１～４）。
【００７３】
　表２において「コイリング＋浸炭方法」とは、コイリングの直前に加熱した鋼線に浸炭
を行うことを示し、「Ａ」は囲い部材およびガス供給部を用いた浸炭方法であり、「Ｂ」
は１本のノズルから鋼線の表面に炭化水素系ガスを吹き付ける浸炭方法である。
【００７４】
　製造工程Ｂでは、任意のコイリングマシンによる冷間コイリング後、コイリングされた
鋼線材を炭化水素系ガスを含む減圧条件下でオーステナイト域まで昇温し、６０℃の油に
よって焼入れを行った後、３００℃において焼戻し処理を行った（比較例６）。製造工程
Ｃでは冷間コイリング後、４３０℃において焼鈍処理を行い、次いで窒化処理を行った。
窒化処理では線材表面に深さ０．０４ｍｍの硬質層を形成した（比較例７，８）。
【００７５】
　次に、各サンプルに対してショットピーニング処理およびセッチング処理を施した。シ
ョットピーニング処理では、球相当直径１．０ｍｍのスチール製ラウンドカットワイヤに
よる第１のショットピーニング処理と、球相当直径０．５ｍｍのスチール製ラウンドカッ
トワイヤによる第２のショットピーニング処理と、球相当直径０．１ｍｍのスチールビー
ズによる第３のショットピーニング処理とを順に行った。セッチングはホットセッチング
とし、コイルばねの加熱温度２００℃、負荷応力１５００ＭＰａで行った。
【００７６】
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【表２】

【００７７】
２．評価方法
　このようにして得たサンプルに対し、以下の通り諸性質を調査した。その結果を表３に
示す。
【００７８】
（１）硬さ（ＨＶ）
　ビッカース硬さ試験機（フューチャテック　ＦＭ－６００）を用いてコイルばねの線材
横断面における硬さを測定した。測定荷重は表面から深さ０．０２ｍｍの位置（表３にお
ける「表面」）では２５ｇｆ、深さｄ（線径）／４ｍｍの位置（表３における「内部」）
では２００ｇｆとし、各深さについて同心上の任意の３点で測定し、その平均値を算出し
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た。
【００７９】
（２）圧縮残留応力積分値（Ｉ－σＲ）、クロッシングポイント（ＣＰ）
　コイルばねの内径側表面において、線材の線軸方向に対し＋４５°方向（ばねに圧縮荷
重を負荷した場合の略最大主応力方向）の圧縮残留応力を、Ｘ線回折型残留応力測定装置
（リガク製）を用いて測定した。測定は、管球：Ｃｒ、コリメータ径：０．５ｍｍとして
行った。また、コイルばねに対して塩酸を用いて線材表面の全面化学研磨後上記測定を行
い、これを繰返すことで深さ方向の残留応力分布を求め、その結果からクロッシングポイ
ントを求めた。また、圧縮残留応力積分値は、深さと残留応力の関係図における、表面か
らクロッシングポイントまでの圧縮残留応力を積分することにより算出した。なお、一例
として発明例１の残留応力分布を図３に示す。
【００８０】
（３）表面Ｃ濃度（ＣＣ）、Ｃ濃化層厚さ（Ｃｔ）
　コイルばねの線材横断面において、６０°毎に６箇所測定し、表面Ｃ濃度の平均値、Ｃ
濃化層の厚さの平均値、最大値、および最小値を測定した。測定にはＥＰＭＡ（島津製作
所　ＥＰＭＡ－１６００）を用い、ビーム径１μｍ、測定ピッチ１μｍとしてライン分析
を行った。Ｃ濃化層厚さは、線材内部と同じＣ濃度となるまでの表面からの深さとした。
【００８１】
（４）残留オーステナイト（ＩγＲ）
　コイルばねの線材横断面において、最表面から０．５ｍｍまでの各測定深さについて、
６０°毎に６箇所残留オーステナイトの体積率を測定し、縦軸を残留オーステナイト体積
率、横軸を素線半径方向とした残留オーステナイト分布曲線において、表面から０．５ｍ
ｍ深さまでの積分値ＩγＲを求めた。測定には、２次元ＰＳＰＣ搭載Ｘ線回折装置（ブル
カーＤ８　ＤＩＳＣＯＶＥＲ）を用いた。なお、一例として発明例１の残留オーステナイ
ト分布を図４に示す。
【００８２】
（５）表面粗さ（Ｒｚ（最大高さ））
　非接触三次元形状測定装置（ＭＩＴＡＫＡ　ＮＨ－３）を用いてＪＩＳ　Ｂ０６０１に
準拠して表面粗さの測定を行った。測定条件は、測定倍率：１００倍、測定距離：４ｍｍ
、測定ピッチ：０．００２ｍｍ、カットオフ値：０．８ｍｍとした。
【００８３】
（６）平均結晶粒径（ｄＧＳ）
　ＳＥＭ／ＥＢＳＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂａｃｋ　Ｓｃａｔｔｅｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔ
ｉｏｎ）法により、ＪＥＯＬ　ＪＳＭ－７０００Ｆ（ＴＳＬソリューションズ ＯＩＭ－
Ａｎａｌｙｓｙｓ　Ｖｅｒ．４．６）を用いて、平均結晶粒径を測定した。ここで、測定
はコイルばねの横断面の深さｄ／４の位置において行い、観察倍率５０００倍で行い、方
位角度差５°以上の境界を粒界として平均結晶粒径を算出した。
【００８４】
（７）耐疲労性（折損率）
　油圧サーボ型疲労試験機（鷺宮製作所）を用いて室温（大気中）において疲労試験を行
った。表１の成分Ａ，Ｂのものについては、試験応力：７３５±６８６ＭＰａ、周波数：
２０Ｈｚ、試験数：各７本であり、２千万回加振時の折損率（折損数／試験本数）で耐疲
労性を評価した。成分Ｃのものについては、試験応力：７６０±７１１ＭＰａ、周波数：
２０Ｈｚ、試験数：各７本であり、２千万回加振時の折損率（折損数／試験本数）で耐疲
労性を評価した。
【００８５】
（８）耐へたり性（残留せん断ひずみ率Δγ）
　コイルばねに対して温間締付試験を行った。その際の条件は、試験応力：１１００ＭＰ
ａ、試験温度：１２０℃、試験時間：４８時間である。そして、下記数１を用いて試験前
に対する試験後の荷重損失量から残留せん断ひずみ率Δγを算出した。
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【００８６】
【数１】

【００８７】
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【表３】

【００８８】
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３．評価結果
（１）硬さ
　表３から分かるように、工程（Ａ）の熱間成形法によって作製した発明例１～７では、
内部硬さが６００～７１０ＨＶであり、高い耐疲労性が得られる。一方、比較例２、３の
結果から、熱間成形法によって作製したコイルばねでも、硬さが６００ＨＶ未満もしくは
７１０ＨＶ以上の場合は十分な耐疲労性が得られない。また、発明例１～７では浸炭によ
って表面の硬さが内部と比較して３０ＨＶ以上高くなっている。これによって表面近傍で
高い圧縮残留応力を得ることができ、表面近傍（最表面含む）を起点とする疲労亀裂の発
生を防止できる（耐疲労性向上）。一方、比較例１では表面の硬さ上昇が３０ＨＶ未満で
あり、作動時に接触を繰り返す線間部での摩耗が激しく、同部からの早期折損に至ってお
り、十分な耐疲労性が得られていない。
【００８９】
（２）残留応力分布
　発明例１～７では、Ｉ－σＲは１８０ＭＰａ・ｍｍ以上であり、深く大きな圧縮残留応
力が得られ、耐疲労性が良好である。一方、比較例７，８ではＩ－σＲは１５０ＭＰａ・
ｍｍ以下であり、圧縮残留応力が浅く小さく、耐疲労性が低下している。この理由は、工
程（Ａ）によって作製した発明例１～７では、冷間コイリングにおいて発生する引張残留
応力（コイル内径側に残存）が、熱間コイリングではほとんど発生しないため、冷間コイ
リングによって引張残留応力が発生した比較例７，８と比べ、ショットピーニングによる
圧縮残留応力が表面から深くまで入り易いためである。
【００９０】
（３）表面Ｃ濃度、Ｃ濃化層厚さ
　発明例１～７では表面Ｃ濃度０．７～１．２％、Ｃ濃化層厚さ（線材内部と同じＣ濃度
となる表面からの深さ）０．０１ｍｍ以上０．０５ｍｍ以下の浸炭がされており、表面近
傍での硬さが高いことから、表面近傍での高い圧縮残留応力が得られ、また、表面粗さも
改善されることで高い耐疲労性を得ることができる。一方、比較例５では平均Ｃ濃化層厚
さは発明例１～７と同等であるが、浸炭方法が異なるためＣ濃化層厚さのばらつきが大き
い。そのため、Ｃ濃化層厚さが大きい箇所では０．０５ｍｍを超えており、過剰な浸炭が
残留オーステナイトの増加を招いている。発明例１～７ではＩγＲ（深さとγＲの関係図
における、γＲの表面から０．５ｍｍ深さまでの積分値）は、３．１％・ｍｍ以下である
のに対し、比較例５では３．５％・ｍｍと大きく、結果として、発明例１～７が残留せん
断ひずみ率Δγが０．０５０～０．０６５と小さく耐へたり性が良好であるのに対し、比
較例５では残留せん断ひずみ率Δγが０．０８０と大きく、耐へたり性が低下している。
また比較例６では表面のＣ濃度が１．１％、Ｃ濃化層厚さが０．９０ｍｍとなっており、
過剰な浸炭がなされていることで、残留オーステナイトの増加を招いており、ＩγＲが３
．５５％・ｍｍと大きく、結果として、発明例１～７に比べ、残留せん断ひずみ率Δγが
０．０９３と耐へたり性が低下している。
【００９１】
（５）表面粗さ
　高い耐疲労性の得られた発明例１～７について、表面粗さＲｚ（最大高さ）は１２．０
μｍ以下であり、所望する表面粗さＲｚ２０μｍ以下を十分に満足している。ここで、Ｒ
ｚが２０μｍを超えた場合は、表面粗さにおける谷部が応力集中源となり、その谷部を起
点として亀裂が発生・進展し、その結果として早期折損を招く。また、この表面粗さは、
コイリング時におけるツール類との擦れや、ショットピーニング処理により形成されるも
のである。そしてショットピーニング処理により形成される表面粗さについては、線材の
硬さと、ショットの粒径・硬さ・投射速度といった条件との組み合わせによりその大きさ
が決まる。よって、Ｒｚが２０μｍを超えないよう、ショットピーニングの条件は適宜設
定する必要がある。
【００９２】
（６）平均結晶粒径
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　発明例では、平均結晶粒径（ｄＧＳ）が０．８４～１．３０μｍであり、微細な結晶構
造を有する。これは、前述のように、高周波加熱によって短時間で加熱を行うことが組織
の粗大化抑制、あるいは微細化に繋がったためであり、その結果、発明例１～７では微細
な平均結晶粒径が得られ耐疲労性が向上している。これに対して、比較例４ではコイリン
グ・浸炭温度が高く、発明例と比べ平均結晶粒径（ｄＧＳ）が１．３５μｍと大きい。そ
のため、耐へたり性・耐疲労性が低下している。
【００９３】
　以上より、本発明の圧縮コイルばねによれば、耐疲労性および耐へたり性を大幅に向上
させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、高耐疲労性および高耐へたり性を有するので、弁ばね、特に高応力下で使用
されるレース用エンジンのバルブスプリングや、クラッチ内で使用されるクラッチトーシ
ョンスプリングなどに利用することができる。
【符号の説明】
【００９５】
　１…コイリングマシン成形部、１０…フィードローラ、２０…コイリング部、２１…ワ
イヤガイド、２２…コイリングツール、２２ａ…コイリングピン、３０…切断手段、３０
ａ…切断刃、３０ｂ…内型、４０…高周波加熱コイル、５０…囲い部材、５０ａ…囲い部
材鋼線材入口、５０ｂ…囲い部材鋼線材出口、６０…ガス供給部（ガス供給手段）、Ｍ…
鋼線材。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月2日(2017.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量％で、Ｃを０．５～０．７３％、Ｓｉを１．２～３．０％、Ｍｎを０．３～１．２
％、Ｃｒを０．５～１．９％、Ｖを０．０５～０．５％含むと共に、任意成分としてＮｉ
を１．５％以下，Ｍｏを１．５％以下、Ｗを０．５％以下のうち１種または２種以上を含
み、残部が鉄および不可避不純物からなる鋼線材を用いた圧縮コイルばねにおいて、表層
部に前記鋼線材に含まれるＣの平均濃度を超えるＣ濃化層を有し、前記鋼線材の全周に亘
って前記Ｃ濃化層の厚さが０．０１～０．０５ｍｍの範囲に入り、
　前記Ｃ濃化層における最大Ｃ濃度が０．７～１．２％であり、
　前期鋼線材の任意の線材横断面における内部硬さが６００～７１０ＨＶであり、前記Ｃ
濃化層における最高硬さが内部硬さよりも３０ＨＶ以上高いこと
を特徴とする圧縮コイルばね。
【請求項２】
　ＳＥＭ／ＥＢＳＤ法を用いて測定した平均結晶粒径（方位角度差５°以上の境界を粒界
とする）が１．３μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の圧縮コイルばね。
【請求項３】
　コイルばねに圧縮荷重を負荷した場合に生じるコイルばね内径側の最大主応力方向にお
いて、無負荷時の圧縮残留応力の値がゼロとなる前記鋼線材の表面からの深さをクロッシ
ングポイントとし、縦軸を残留応力、横軸を表面からの深さとした残留応力分布曲線にお
いて表面からクロッシングポイントまでの積分値をＩ－σＲと表したとき、Ｉ－σＲ　が
１５０ＭＰａ・ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１または２に記載の圧縮コイルば
ね。
【請求項４】
　Ｘ線回折法を用いて測定した残留オーステナイト体積率γＲについて、縦軸を残留オー
ステナイト体積率、横軸を表面からの深さとした残留オーステナイト分布曲線において、
表面から０．５ｍｍ深さまでの積分値をＩγＲとあらわしたとき、ＩγＲが３．４％・ｍ
ｍ以下である請求項１～３のいずれかに記載の圧縮コイルばね。
【請求項５】
　表面粗さＲｚ（最大高さ）が２０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～４のいず
れかに記載の圧縮コイルばね。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　すなわち、本発明の圧縮コイルばねは、重量％で、Ｃを０．５～０．７３％、Ｓｉを１
．２～３．０％、Ｍｎを０．３～１．２％、Ｃｒを０．５～１．９％、Ｖを０．０５～０
．５％含むと共に、任意成分としてＮｉを１．５％以下，Ｍｏを１．５％以下、Ｗを０．
５％以下のうち１種または２種以上を含み、残部が鉄および不可避不純物からなる鋼線材
を用いた圧縮コイルばねにおいて、表層部に前記鋼線材に含まれるＣの平均濃度を超える
Ｃ濃化層を有し、前記鋼線材の全周に亘って前記Ｃ濃化層の厚さが０．０１～０．０５ｍ
ｍの範囲に入り、前記Ｃ濃化層における最大Ｃ濃度が０．７～１．２％であり、前期鋼線
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材の任意の線材横断面における内部硬さが６００～７１０ＨＶであり、前記Ｃ濃化層にお
ける最高硬さが内部硬さよりも３０ＨＶ以上高いことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
（３）硬さ分布
　鋼線材の任意の線材横断面における内部硬さが６００～７１０ＨＶであり、Ｃ濃化層に
おける最高硬さが内部硬さよりも３０ＨＶ以上高いことを必須とする。これは、線材表面
のＣ濃化層が内部硬さよりも高いことにより、表面近傍でさらに高い圧縮残留応力を得る
ことができ、表面近傍（最表面を含む）を起点とする疲労亀裂の発生を防止できるからで
ある。上記数値が３０ＨＶ未満であると、これらの効果が顕著に現れない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　次に、上記圧縮コイルばねの製造方法について説明する。上記圧縮コイルばねの製造方
法は、コイルばね成形機により鋼線材を熱間成形するコイリング工程と、コイリングした
後に切離され温度が未だオーステナイト域にあるコイルをそのまま焼入れする焼入れ工程
と、焼入れされたコイルを調質する焼戻し工程と、線材表面に圧縮残留応力を付与するシ
ョットピーニング工程とを備えている。コイリング工程では加熱、浸炭および熱間成形を
行う。コイルばね成形機は、連続的に鋼線材を供給するためのフィードローラと、鋼線材
をコイル状に成形するコイリング部と、鋼線材を所定巻数コイリングした後に後方より連
続して供給されてくる鋼線材とを切断するための切断手段とを有している。コイリング部
は、フィードローラにより供給された鋼線材を加工部の適切な位置へ誘導するためのワイ
ヤガイドと、ワイヤガイドを経由して供給された鋼線材をコイル形状に加工するためのコ
イリングピンもしくはコイリングローラからなるコイリングツールと、ピッチを付けるた
めのピッチツールとを備えている。コイルばね成形機は、さらに、フィードローラの出口
からコイリングツールの間に鋼線材を２．５秒以内でオーステナイト域まで昇温する加熱
手段を有している。また、加熱手段における鋼線材入口側からコイリングツールに至る間
の一部または全域に鋼線材の外周を覆う囲い部材が配置され、囲い部材内に炭化水素系ガ
スを供給するガス供給手段を有している。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　上記圧縮コイルばねの製造方法では、炭化水素系ガスと接触させる時点の鋼線材表面温
度が８５０～１１５０℃であることが好ましい。この浸炭条件によれば、線材の結晶粒の
著しい粗大化を防ぎながら浸炭を短時間で効率的に行うことができる。また、本発明の圧
縮コイルばねの製造方法では、炭化水素系ガスの主成分が、メタン、ブタン、プロパン、
アセチレンのいずれかであることが好ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　上記圧縮コイルばねの製造方法によれば、加熱手段における鋼線材入口側からコイリン
グツールに至る間の一部または全域に鋼線材の外周を覆う例えば円筒状の囲い部材が配置
され、囲い部材内に炭化水素系ガスが供給されるから、炭化水素系ガスの供給量を制御す
ることで囲い部材内の炭化水素系ガス濃度を容易に制御することができる。また、炭化水
素系ガスが一様に鋼線材を取り囲むから、浸炭によって形成するＣ濃化層の厚さを均一に
することができる。すなわち、鋼線材の全周に亘って厚さが０．０１～０．０５ｍｍのＣ
濃化層を形成することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　上記製造方法においては、上記のようなコイルばね製造装置で熱間コイリングを行うた
め、加工による残留応力が発生しない。そして、鋼線材を２．５秒以内でオーステナイト
域まで昇温するため、結晶粒の粗大化を防ぐことができ、優れた耐疲労性を得ることがで
きる。また、浸炭処理を施すため、鋼線材表面を高硬度とすることができ、後に行うショ
ットピーニングによって効果的に圧縮残留応力を付与することができる。特に、本発明の
圧縮コイルばねの製造方法では、熱間コイリング時の熱を利用して浸炭処理を行うため、
効率的に浸炭処理を行うことが可能である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　コイリングマシン成形部１での急速加熱は、高周波加熱コイル４０によって行い、鋼線
材を２．５秒以内でオーステナイト域に昇温させる。高周波加熱コイル４０の設置位置は
図２に示す通りであり、囲い部材５０の外周側に配置されている。囲い部材５０の内部を
通過する鋼線材Ｍは、高周波加熱コイル４０により加熱され、囲い部材５０に充満してい
る炭化水素系ガスにより浸炭される。ガス供給部６０は、浸炭性に寄与する囲い部材５０
内における炭化水素系ガスの密度と流速とを勘案した量の炭化水素系ガスを囲い部材５０
内に供給する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
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【表２】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】



(25) JP 2018-178184 A 2018.11.15

【００８７】
【表３】
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【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
（６）平均結晶粒径
　発明例では、平均結晶粒径（ｄＧＳ）が０．８４～１．３０μｍであり、微細な結晶構
造を有する。これは、前述のように、高周波加熱によって短時間で加熱を行うことが組織
の粗大化抑制、あるいは微細化に繋がったためであり、その結果、発明例１～７では微細
な平均結晶粒径が得られ耐疲労性が向上している。
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