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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ　：０．３５～０．７％（質量％の意味。以下、特に断らない限り、同じ）、
　Ｓｉ：１．５～２．５０％、
　Ｍｎ：０．０５～１．０％、
　Ｃｒ：０．０５～１．９％、
　Ｃｕ：０．０５～０．７％、
　Ｎｉ：０．１５～０．８％、
　Ｐ　：０．０２％以下（０％を含まない）、
　Ｓ　：０．０２％以下（０％を含まない）、
　残部：Ｆｅおよび不可避不純物
を満足するばね用鋼線材であって、
　ＳｉとＣｕとの比（Ｓｉ／Ｃｕ）は、４．０以上の範囲内であり、
　表層のＣｕ濃度と鋼中のＣｕ濃度との差が０．５０％以下、および表層のＮｉ濃度と鋼
中のＮｉ濃度との差が１．００％以下であることを特徴とする酸洗い性に優れたばね用鋼
線材。
【請求項２】
　Ｖ　：０．０７～０．４％、
　Ｔｉ：０．０１～０．１％、および
　Ｎｂ：０．０１～０．１％
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よりなる群から選択される少なくとも一種を更に含有する請求項１に記載のばね用鋼線材
。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のばね用鋼線材を用いて得られるばね。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸洗い性に優れたばね用鋼線材に関し、詳細には、Ｓｉを多く含み、Ｃｒ、
Ｃｕ、Ｎｉを更に含むばね用鋼線材の酸洗い性を高める技術に関している。本発明のばね
用鋼線材は、自動車等のエンジンに使用される弁ばねや、クラッチばね、ブレーキばね、
スタビライザー、トーションバーなどの懸架ばね等に好適に用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　弁ばねや懸架ばね等に用いられるばね用鋼の化学成分は、例えば、ＪＩＳ　Ｇ　３５６
５～ＪＩＳ　Ｇ　４８０１などに規定されており、ばね設計の種類などに応じて適切な鋼
種が用いられている。最近、排ガスや燃費の低減化に伴ってばねの小型軽量化が進むにつ
れ、ばねの設計応力も高くなり、例えば、ばね素線（焼入れ焼戻し処理材）の引張強さが
約１６００ＭＰａ以上の高強度を実現し得るばね用鋼線材の提供が切望されている。また
、ばねの重要な特性の一つである大気下での耐久性を高めるため、耐力の向上も望まれて
おり、固溶強化によって耐力を向上し得るＳｉおよびＣｒを合金元素として多く含む鋼線
材が用いられる傾向にある。更に、上記以外のばねの重要な特性の一つである腐食疲労特
性を高めるため、ＣｕやＮｉを添加して耐食性の改善が図られている。
【０００３】
　一般に、ばねは、鋼片を加熱し、熱間圧延した線材（圧延線材）を、必要に応じて表面
に潤滑剤を施して皮膜処理（表面皮膜処理）を行った後、所定の線径まで引き抜き、加工
（熱間成形または冷間成形）して製造される。加熱は、通常、酸化性雰囲気下で行われる
ため、圧延線材の表面には、「圧延スケール」または「スケール」と呼ばれるＦｅ酸化物
の酸化層が生成する。スケールが付着したままの圧延線材を用いてばねを製造すると、表
面疵などが発生して品質の低下を招くことから、引き抜き処理を行う前に、スケールを除
去するための酸洗い処理が行われる。
【０００４】
　図１に、Ｓｉを多く含み、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉを更に含む鋼の表面にスケールが付着した
圧延線材の断面を、Ｆｅ－ＳＥＭ装置を用いて観察した写真を示す。これは、後記する実
施例のＮｏ．Ｅ－１に相当する。図１に示すように、スケールは、表層側から順に、ヘマ
タイト（Ｆｅ２Ｏ３）、マグネタイト（Ｆｅ３Ｏ４）、ウスタイト（ＦｅＯ）、ファイヤ
ライト（２ＦｅＯ・ＳｉＯ２）から構成されている。鋼（地鉄）とスケールとの間には、
ＳｉやＣｒが濃化したサブスケールが更に生成している。
【０００５】
　このうち、ファイヤライトは、Ｓｉを多量に含む鋼を用いた場合に見られる低融点酸化
物であり、通常の酸洗処理では剥離し難い難剥離性物質である。例えば、ＳｉおよびＣｒ
を含む鋼を、ファイヤライトとウスタイトとの共晶温度（約１１７０℃）以上に加熱する
と、これらの酸化物が複雑に絡み合った緻密な溶融相が形成され、更に、１２００℃以上
に加熱すると、上記の溶融相やファイヤライトにＣｒが侵入し、地鉄との界面に濃化して
濃化層（詳細は後記する。）が形成されるようになる。一旦、濃化したＣｒは、その後の
工程によって除去することが極めて困難であり、酸洗い性が低下する。酸洗い性が低下す
ると、酸洗い処理後にスケールが残存するため、表面に施される潤滑剤（表面皮膜処理に
用いられる）との付着性が低下し、引き抜き加工中に断線する恐れがある。断線に至らな
くても、引き抜き加工中にクラック（亀裂）が生じ、ばね成形（冷間コイリング）中に折
損することがある。これらの問題は、例えば、酸洗い処理時間を長くし、スケールを完全
に除去することによって低減され得るが、酸溶液中の浸漬時間が長くなるため、地鉄への
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酸によるアタックが激しくなって表層粗さの低下を招き、最終的に、大気下での耐久性も
阻害されるようになる。また、鉄地への酸によるアタック時に発生する水素の一部が鋼中
に速やかに拡散して吸収されるため、水素吸蔵量が増加して鋼材の脆化（水素脆化）を招
き、引き抜き中に断線に至る場合がある。
【０００６】
　また、図１には示していないが、鋼（地鉄）とスケールとの間には、ＣｕやＮｉの濃化
層も生成している。この濃化層は、鋼中にＣｕやＮｉを含む場合に見られる。ＣｕやＮｉ
などの鉄より貴な金属は、加熱によって酸化されないため、これらの金属がスケールと地
鉄との界面またはファイヤライト中に濃化し、赤熱脆性による表面割れが発生することが
知られている。例えば、Ｃｕの融点は約１０８０℃であるが、熱間圧延前の鋼材の加熱は
、通常、Ｃｕの融点よりも高い温度（例えば、約１１００～１２５０℃）で行われるため
、溶融状態のＣｕ（液相）がスケールと地鉄との界面に生成し、このＣｕが地鉄の粒界に
侵入してＣｕが濃化し、熱間圧延時のせん断応力や引張応力に耐えられなくなり、赤熱脆
性による表面割れが発生すると考えられている。このような現象は、液体金属溶融脆化と
呼ばれており、結果的に、酸洗い性の低下をもたらすと考えられる。
【０００７】
　Ｃｕの地鉄界面への濃化を防止し、赤熱脆性に起因する表面割れを防止するため、種々
の提案がなされている。
【０００８】
　例えば、特許文献１には、Ｓｉを鋼中に添加し、熱間圧延前の加熱工程でＳｉをスケー
ル中に存在させ、ＳｉＯ２－ＦｅＯ系の低融点酸化物液体スケールを生成させ、Ｃｕ融液
をそのなかに取り込むことによって表面割れを防止する方法が記載されている。
【０００９】
　特許文献２は、特許文献１と同じ出願人によって提案されたＣｕ含有鋼材の加熱方法に
関する技術である。特許文献２では、特許文献１のように鋼成分の変更を行うことなく、
Ｃｕの濃化に起因する表面割れを防止し得る方法として、熱間圧延前の加熱条件において
、加熱雰囲気温度および雰囲気中の酸素濃度を制御する方法が記載されている。
【特許文献１】特開平６－２９７０２６号公報
【特許文献２】特開２００４－２２３５２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前述したように、主に、耐力および腐食疲労特性の向上のため、Ｓｉを多く含み、Ｃｒ
やＣｕ、Ｎｉを含むばね用鋼線材が用いられているが、このようなばね用鋼線材は、スケ
ール（特に、ファイヤライト）と地鉄との界面にＣｕが濃化するため、酸洗い性が低下す
るという問題が懸念されている。
【００１１】
　しかしながら、このようなばね用鋼線材の酸洗い性を充分高める方法は、開示されてい
ない。前述した特許文献２は、Ｓｉを多量に添加することなしにＣｕの濃化に起因する表
面割れを防止する技術であり、Ｓｉの添加による耐力の向上が得られない。一方、前述し
た特許文献１は、その後に提案された上記特許文献２の従来技術の欄に指摘されているよ
うに、「Ｓｉを添加した鋼材はスケールの剥離性が悪く、圧延前の高圧水によるデスケー
リングによってもスケールの剥離・除去が困難となり、スケールが残留し鋼材表面が赤く
なるなど表面性状が損なわれ、その後、酸洗工程がある場合には、酸洗でスケールが溶解
し難いため、酸洗工程のコスト増、生産性の低下の問題がある。」などの問題を抱えてい
る。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、Ｓｉを多く含み、Ｃｒ
、Ｃｕ、Ｎｉを更に含むばね用鋼線材において、酸洗い性が高められたばね用鋼線材を提
供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決することのできた本発明に係る酸洗い性に優れたばね用鋼線材は、Ｃ：
０．３５～０．７％（質量％の意味。以下、特に断らない限り、同じ）、Ｓｉ：１．５～
２．５０％、Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０５～１．９％、Ｃｕ：０．０５～
０．７％、Ｎｉ：０．１５～０．８％、Ｐ：０．０２％以下（０％を含まない）、Ｓ：０
．０２％以下（０％を含まない）、残部：Ｆｅおよび不可避不純物を満足するばね用鋼線
材であって、ＳｉとＣｕとの比（Ｓｉ／Ｃｕ）は、４．０以上の範囲内であり、表層のＣ
ｕ濃度と鋼中のＣｕ濃度との差が０．５０％以下、および表層のＮｉ濃度と鋼中のＮｉ濃
度との差が１．００％以下であることに要旨が存在する。
【００１４】
　好ましい実施形態において、Ｖ：０．０７～０．４％、Ｔｉ：０．０１～０．１％、お
よびＮｂ：０．０１～０．１％よりなる群から選択される少なくとも一種を更に含有する
。
【００１５】
　上記課題を解決することのできた本発明のばねは、上記のいずれかのばね用鋼線材を用
いて得られたものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のばね用鋼線材は、表層部のＣｒおよびＮｉの濃化が著しく抑えられているほか
、スケールの厚さが非常に薄いため、酸洗い性に優れている。本発明のばね用鋼線材を用
いてばねを製造すると、酸洗工程によってスケールが容易に剥離するため、表面性状に優
れたばねを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明者は、Ｓｉを多く含み、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉを更に含むばね用鋼線材の酸洗い性を
高めるため、鋭意検討してきた。その結果、後に詳しく説明するように、特に、（ｉ）熱
間圧延前の脱スケール工程、および（ｉｉ）熱間圧延工程を適切に制御すれば、線材表面
のＣｕおよびＮｉの濃化（特に、ファイヤライト中へのＣｕ、Ｎｉの濃化）が抑えられ、
表層のＣｕ濃度と鋼中のＣｕ濃度との差（以下、ΔＣｕと略記する場合がある。）、およ
び表層のＮｉ濃度と鋼中のＮｉ濃度との差（以下、ΔＮｉと略記する場合がある。）が著
しく低減されるため、酸洗い性が格段に向上することを見出し、本発明を完成した。
【００１８】
　具体的には、（ｉ）熱間圧延前の脱スケール工程において、所定の高水圧シャワーを施
している。これにより、ファイヤライト中に取り込まれたＣｕが剥離され、表層部のＣｕ
濃化量を低減することができる。また、（ｉｉ）熱間圧延工程において、所定の高水圧シ
ャワーを施している。これにより、熱間圧延中に生成したファイヤライトへのＣｕの濃化
を著しく抑えられる。
【００１９】
　以下、本発明について詳しく説明する。
【００２０】
　前述したように、本発明のばね用鋼線材は、Ｃ：０．３５～０．７％、Ｓｉ：１．５～
２．５０％、Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０５～１．９％、Ｃｕ：０．０５～
０．７％、Ｎｉ：０．１５～０．８％、Ｐ：０．０２％以下（０％を含まない）、Ｓ：０
．０２％以下（０％を含まない）、残部：Ｆｅおよび不可避不純物を満足するばね用鋼線
材であって、ＳｉとＣｕとの比（Ｓｉ／Ｃｕ）は、４．０以上の範囲内であり、表層のＣ
ｕ濃度と鋼中のＣｕ濃度との差が０．５０％以下、および表層のＮｉ濃度と鋼中のＮｉ濃
度との差が１．００％以下であることを特徴としている。
【００２１】
　本明細書において、「鋼線材」とは、鋼片を加熱後、線状に熱間圧延された鋼材（圧延
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材）であり、酸洗い処理が施される前のものを意味する。
【００２２】
　まず、鋼中成分について説明する。
【００２３】
　Ｃ：０．３５～０．７％
　Ｃは、焼入れ焼戻し後の強度（硬さ）の向上に寄与し、大気耐久性を高める元素である
。Ｃ量が０．３５％未満では、上記作用を有効に発揮させることができず、一方、０．７
％を超えると、靱延性が劣化し、亀裂が伝播し易くなって耐久性が低下し、耐食性にも悪
影響をもたらす。Ｃ量は、０．３９％以上０．５４％以下であることが好ましい。
【００２４】
　Ｓｉ：１．５～２．５０％
　Ｓｉは、固溶強化元素として強度向上に寄与し、耐力も向上し得る元素である。Ｓｉが
１．５％未満では、マトリックス強度が不充分である。ただし、Ｓｉが２．５０％を超え
て過剰になると、スケール中に占めるファイヤライトの比率が増加し、酸洗い性が低下す
る。Ｓｉは、１．７０％以上２．１％以下であることが好ましい。
【００２５】
　Ｍｎ：０．０５～１．０％
　Ｍｎは、鋼中の焼入れ性を高める元素である。このような作用を有効に発揮させるため
、Ｍｎの添加量は、０．０５％以上とする。しかし、Ｍｎ量が１．０％を超えて過剰に添
加されると、焼入れ性が増大して過冷組織が生成し易くなり、引き抜き加工性が劣化する
。また、後述する「ばね工程（ｃ）」のように、熱間圧延後酸洗い処理前に、線材の軟化
を目的として焼鈍工程を場合、コスト高が避けられなくなる。Ｍｎは、０．１２％以上０
．８％以下であることが好ましい。本発明では、破壊の起点となるＭｎＳの形成を防止す
るため、後記するように、Ｓの含有量を低減したり、Ｃｕなどの他の硫化物形成元素を添
加したりするなどして、ＭｎＳを極力生成させない様にしている。
【００２６】
　Ｃｒ：０．０５～１．９％
　Ｃｒは、腐食条件下で表層部に生成する錆を非晶質で緻密なものとし、耐食性の向上に
寄与する他、Ｍｎと同様、焼入れ性向上にも有効に作用する元素である。このような作用
を有効に発揮させるため、Ｃｒを０．０５％以上添加する。しかし、Ｃｒが１．９％を超
えると、圧延後冷却時に過冷組織が生成し易くなり、引き抜き加工性が低下する。後述す
る「ばね工程（ｃ）」のように、熱間圧延後酸洗い処理前に、線材の軟化を目的として焼
鈍工程を場合、コスト高が避けられなくなる。Ｃｒは、０．１５％以上１．７５％以下で
あることが好ましい。
【００２７】
　Ｃｕ：０．０５～０．７％
　Ｃｕは、電気化学的に鉄より貴な元素であり、耐食性を高める作用がある。このような
作用を有効に発揮させるため、Ｃｕを０．０５％以上添加する。ただし、Ｃｕが０．７％
を超えると、地鉄表層、地鉄と圧延スケールとの界面、およびファイヤライト中へのＣｕ
の濃化量が増加し、酸洗い性を阻害するようになる。Ｃｕは、０．２０％以上０．５％以
下であることが好ましい。
【００２８】
　Ｎｉ：０．１５～０．８％
　Ｎｉは、焼入れ焼戻し後の靱性を高めると共に、腐食条件下で表層部に生成する錆を非
晶質で緻密なものとして耐食性を高める作用がある。また、圧延前および圧延中に生じる
フェライト脱炭を抑制する作用も有する。このような作用を有効に発揮させるため、Ｎｉ
を０．１５％以上添加する。しかし、Ｎｉが０．８％を超えると焼入れ性が増大し、圧延
後に過冷組織が生成し易くなる。また、残留オーステナイト量も増大し、ばね硬さが低下
する。Ｎｉは、０．２５％以上０．５５％以下であることが好ましい。
【００２９】
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　Ｐ：０．０２％以下（０％を含まない）
　Ｐは、旧オーステナイト粒界に偏析して粒界を脆化させ、耐遅れ破壊特性を低下させる
ため、できるだけ少ない方が良い。本発明では、工業生産上、上限を０．０２％とする。
【００３０】
　Ｓ：０．０２％以下（０％を含まない）
　Ｓは、旧オーステナイト粒界に偏析して粒界を脆化させ、耐遅れ破壊特性を低下させる
ため、できるだけ少ない方が良い。本発明では、工業生産上、上限を０．０２％とする。
【００３１】
　ＳｉとＣｕとの比（Ｓｉ／Ｃｕ）：４．０以上
　本発明では、ＳｉおよびＣｕの量を、それぞれ、定めるほか、（Ｓｉ／Ｃｕ）の下限を
更に定めている。これにより、Ｓｉ添加によって生成するファイヤライトと、Ｃｕ添加に
よって地鉄とスケールとの界面に濃化するＣｕ量とが、適切に制御されるため、ファイヤ
ライト中へのＣｕの濃化が抑えられ、ΔＣｕが小さくなる。その結果、酸洗い性が高めら
れる（後記する実施例を参照）。（Ｓｉ／Ｃｕ）の上限は、前述したＳｉおよびＣｕの含
有量により、５０と定められる。（Ｓｉ／Ｃｕ）は、４．５以上３５以下であることが好
ましい。
【００３２】
　本発明のばね用鋼線材は、上記成分を含有し、残部：鉄および不可避不純物である。
【００３３】
　本発明において、耐水素脆性を更に高める目的で、Ｖ：０．０７～０．４％、Ｔｉ：０
．０１～０．１％、およびＮｂ：０．０１～０．１％よりなる群から選択される少なくと
も一種を更に含有することが好ましい。以下、各元素について、詳細に説明する。
【００３４】
　Ｖ：０．０７～０．４％
　Ｖは、微細な炭化物や窒化物を形成して耐水素脆性の向上に寄与する元素である。また
、疲労特性も高められる。更に、結晶粒微細化効果によって靱性や耐力が向上し、耐食性
や耐へたり性の向上にも寄与する。このような作用を有効に発揮させるためには、Ｖを０
．０７％以上添加することが好ましい。ただし、Ｖを０．４％を超えて過剰に添加すると
、焼入れ加熱時に、オーステナイト中に固溶されない炭化物量が増大し、充分な強度と硬
さが得られなくなるほか、残留オーステナイト量も増加してばね硬さが低下する。Ｖは、
０．１％以上０．２％以下であることがより好ましい。
【００３５】
　Ｔｉ：０．０１～０．１％
　Ｔｉは、焼入れ焼戻し後の旧オーステナイト結晶粒を微細化し、耐水素脆性の向上に有
効な元素である。また、大気耐久作用も有している。このような作用を有効に発揮させる
ためには、Ｔｉを０．０１％以上添加することが好ましい。ただし、Ｔｉを過剰に添加す
ると、粗大な窒化物が析出し易くなり、大気耐久性が低下するため、上限を０．１％とす
ることが好ましい。Ｔｉは、０．０４％以上０．０９％以下であることがより好ましい。
【００３６】
　Ｎｂ：０．０１～０．１％
　Ｎｂは、炭化物、窒化物、硫化物、およびこれらの複合化合物よりなる微細な析出物を
形成して耐水素脆性の向上に寄与する元素である。また、結晶粒微細化効果によって靱性
や耐力も向上する。このような作用を有効に発揮させるためには、Ｎｂを０．０１％以上
添加することが好ましい。ただし、Ｎｂを０．１％を超えて過剰に添加すると、焼入れ加
熱時に、オーステナイト中に固溶されない炭化物量が増大し、所定の引張強さが得られな
い。Ｎｂは、０．０２％以上０．０５％以下であることがより好ましい。
【００３７】
　以上、本発明における鋼中成分について説明した。
【００３８】
　表層のＣｕ濃度と鋼中Ｃｕ濃度との差（ΔＣｕ）：０．５０％以下
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　本発明では、ΔＣｕが０．５０％以下と、低く抑えられている。前述したように、加熱
によって生成したスケール（一次スケール）は、熱間圧延前に施される通常の脱スケール
処理により、その殆どが除去され得るが、熱間圧延中および熱間圧延後の冷却中に生成す
るスケール（二次スケール）は、特に、本発明のように高ＳｉおよびＣｕを含む鋼の場合
、通常の脱スケール処理では容易に除去されず、スケール中にＦｅが拡散することによっ
て、スケール（ファイヤライト）と地鉄との界面またはファイヤライト中にＣｕが析出す
る。その結果、酸洗い性が低下する。本発明では、後に詳しく説明するように、熱間圧延
前の脱スケール工程だけでなく、仕上圧延工程を適切に制御しているため、ΔＣｕを低く
抑えられる。ΔＣｕは、少なければ少ないほど良く、例えば、０．４５％以下であること
が好ましく、０．４０％以下であることがより好ましい。
【００３９】
　ここで、「表層のＣｕ濃度」の測定方法を、図２を用いて説明する。図２は、以下のよ
うにして作製した供試材を用い、表層部から内部の中心に向かって０．３ｍｍの範囲で、
下記条件のＥＰＭＡライン定量分析によって測定した図であり、Ｃｕ濃度（％）と表層部
からの距離との関係を示している。ここで、「表層部」とは、Ｆｅに関し、上記と同様に
してＥＰＭＡライン定量分析を行ったとき、ＦｅのＸ線強度（ｃｐｓ）が最大値に達した
ときの地点を地鉄界面（スケールと地鉄との境界）とし、この領域を「表層部」と定義し
、当該表層部におけるＣｕ量の最大値を「表層のＣｕ濃度」と定義する。上記の「表層」
部分は、鋼中成分や線材の製造条件などによっても相違するが、少なくとも、ファイヤラ
イトを含んでいる。
　ＥＰＭＡ測定装置：日本電子製Ｘ線マイクロアナライザー「ＪＸＡ－８８００　ＲＬ」
を使用
　供試材：スケールが付着したままの鋼材を樹脂に埋め込み、圧延方向に垂直な断面を研
磨剤で鏡面仕上げした後、電導性を保持するため、オスミウムを用いて蒸着を行った。
　加速電圧：１５ｋＶ
　照射電流：０．３μＡ
　定量ライン分析：分布の間隔１μｍ、合計３００点を測定
【００４０】
　表層Ｎｉ濃度と鋼中Ｎｉ濃度との差（ΔＮｉ）：１．００％以下
　本発明では、ΔＮｉも１．００％と、低く抑えられている。前述したように、Ｎｉは、
Ｃｕと同様、耐食性向上に寄与する元素であり、加熱工程および熱間圧延工程において、
スケール（ファイヤライト）と地鉄との界面またはファイヤライト中にＮｉが析出する点
でも、Ｃｕと同じである。その結果、酸洗い性が低下する。従って、本発明では、Ｃｕと
同様に、Ｎｉの濃化を抑えることも必要である。ΔＮｉは、少なければ少ないほど良く、
例えば、０．９０％以下であることが好ましく、０．８５％以下であることがより好まし
い。
【００４１】
　ここで、「表層のＮｉ濃度」とは、前述した「表層のＣｕ濃度」の測定に用いたのと同
じ方法で作製した供試材を用い、表層部から内部の中心に向かって０．３ｍｍの範囲で、
上記と同じ条件のＥＰＭＡライン定量分析によってＮｉ量を測定したときの最大のＮｉ量
を意味する。図３に、Ｎｉ濃度（％）と表層部からの距離との関係を示す。
【００４２】
　以上、本発明を特徴付けるΔＣｕ、更にΔＮｉについて説明した。
【００４３】
　本発明のばね用鋼線材は、以下に示すように、スケールの厚さや組成が適切に制御され
ていることが好ましく、これにより、酸洗い性が更に高められる。
【００４４】
　（スケールの厚さ）
　スケールの厚さは、４０μｍ以下であることが好ましい。以下に詳しく説明するように
、スケール内に発生した亀裂（クラック）によるスケール剥離を考慮すると、スケールの
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厚さは、おおむね、５μｍ以上３５μｍ以下であることがより好ましい。
【００４５】
　スケール内には、例えば、圧延後の冷却過程や圧延線材の取扱い中にミクロレベルの亀
裂が生成することがある。亀裂が多いほど、地鉄表面からのスケールの剥離が容易になる
ため、酸洗い性が向上すると考えられている。一般に、亀裂は、スケールの厚さが薄くな
るほど、スケール強さが低下して発生し易くなる傾向にあるが、スケールの厚さが薄くな
り過ぎると、スケール自体の延性が増加して内部応力が減少するため、亀裂は少なくなる
。従って、スケールの厚さは、上記範囲内にあることが好ましい。
【００４６】
　（スケールの組成）
　スケールの組成は、体積比率で、おおむね、ファイヤライト：２～１０％（より好まし
くは３～７％）、ウスタイト：２～２０％（より好ましくは１０～１８％）、マグネタイ
ト：３５～７０％（より好ましくは３７～５０％）、およびヘマタイト：２０～６０％（
より好ましくは３０～５５％）を満足することが好ましい。このように、本発明によれば
、難剥離性のファイヤライトの比率が少なく、スケール剥離性に優れたウスタイトやマグ
ネタイトの比率が多くなるようにスケール組成が制御されているため、酸洗い性が一層高
められる。
【００４７】
　以上、本発明のばね用鋼線材について説明した。
　次に、上記のばね用鋼線材を製造する方法を説明する。
【００４８】
　ばね用鋼線材の製造方法は、（ア）加熱工程と、（イ）均熱工程と、（ウ）熱間圧延工
程前の脱スケール工程と、（エ）熱間圧延工程とを包含している。本発明では、特に、（
ア）加熱工程において、ファイヤライトを含むスケールを速やかに除去するため、例えば
、所定の高水圧シャワーを施しており、（ウ）熱間圧延工程において、熱間圧延中に生成
したファイヤライトへのＣｕの濃化を防止するため、所定の水冷シャワーを施しており、
これにより、ΔＣｕおよびΔＮｉを著しく低く抑えることが可能になった。後記する実施
例に示すように、本発明によれば、Ｓｉを多く含み、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉを含む鋼を用いて
いるにもかかわらず、表層部へのＣｕおよびＮｉの濃化が著しく抑えられ、スケールの厚
さも薄いため、引張強度が約１６００ＭＰａ以上で、表面性状に優れたばねを提供するこ
とができる。
【００４９】
　以下、各工程を詳しく説明する。
【００５０】
　（ア）加熱工程
　加熱条件は、特に限定されないが、おおむね、１０℃／分以上の昇温速度で、７００℃
～１０００℃（７５０℃～９００℃）の温度に加熱する。昇温速度が１０℃／分未満の場
合、表層部へのＣｒの濃化を有効に防止することができない。昇温速度は、できるだけ、
速い方が良く、１５℃／分以上であることが好ましい。また、加熱温度が上記範囲を超え
ると、ＣｕやＮｉの濃化が進み、表層のＣｕ量、Ｎｉ量が多くなる。一方、加熱温度が上
記範囲を下回ると、充分に加熱が行われないため、粗圧延が出来ない。
【００５１】
　（イ）均熱工程
　ここでは、おおむね、1０５０℃～１２５０℃（好ましくは１１００℃～１２００℃）
の温度で、２０分間～６０分間（より好ましくは、３０分間～５０分間）均熱することが
好ましい。この均熱条件は、表層へのＣｕやＮｉの濃化を防止し、粒界酸化の進行を抑え
るために決定されたものであり、例えば、均熱温度や均熱時間が上記範囲を超えると、Ｃ
ｕやＮｉの濃化が進み易く、一方、均熱温度や均熱時間が上記範囲を下回ると、Ｃｕのオ
ーステナイト結晶粒界への濃化が進むようになる。
【００５２】
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　本発明において、加熱工程の加熱温度と均熱工程の均熱温度とは、必ずしも、一致して
いる必要はない。例えば、後記する実施例では、加熱温度よりも均熱温度が約２００～３
００℃程度高くなっているが、これは、加熱後均熱前の滞留時間などによって、均熱時の
温度が上昇したためである。
【００５３】
　（ウ）熱間圧延前の脱スケール工程
　ここでは、ファイヤライト含有スケールを速やかに除去するため、約８０ｋｇｆ／ｍｍ
２（≒７８５ＭＰａ）～１６０ｋｇｆ／ｍｍ２（≒１５６９ＭＰａ）、より好ましくは、
約１００ｋｇｆ／ｍｍ２（≒９８１ＭＰａ）～１２０ｋｇｆ／ｍｍ２（≒１１７６ＭＰａ
）の水圧下で、約１秒間～１０秒間（より好ましくは、３秒間～７秒間）、高水圧シャワ
ーを行うことが好ましい。これにより、後続の熱間圧延工程を速やかに実施することがで
きる。シャワーの水圧が８０ｋｇｆ／ｍｍ２未満の場合、スケールが厚くなり、熱間圧延
中の噛み込みによる表面疵の発生や、表層Ｃｕ濃度の増加を招く恐れがある。一方、シャ
ワーの水圧が１６０ｋｇｆ／ｍｍ２を超えると、熱間圧延前のビレットの温度が低下し、
圧延が困難になる。
【００５４】
　なお、熱間圧延前の脱スケール工程は、上記の高水圧シャワーに限定されず、例えば、
ショットブラストなどのメカニカルデスケーリングを行ってもよい。
【００５５】
　（エ）熱間圧延工程
　ここでは、熱間圧延中に生成したファイヤライトへのＣｕの濃化を防止し、更に、スケ
ールの組成を適切に制御するため、所定の水冷シャワーを施している。
【００５６】
　具体的には、粗圧延を行った後の仕上圧延工程において、シャワーによる冷却を行う。
シャワーの水量は、おおむね、１００ｔ／ｈｒ以上２００ｔ／ｈｒ以下であることが好ま
しく、１２０ｔ／ｈｒ以上１８０ｔ／ｈｒ以下であることがより好ましい。シャワーの水
量が１００ｔ／ｈｒ未満では、所望のスケール（ファイヤライト）除去作用、およびΔＣ
ｕやΔＮｉの低減作用が有効に発揮されない。一方、シャワーの水量が２００ｔ／ｈｒを
超えると、鋼材が過剰に冷却され、過冷組織が析出してしまう。
【００５７】
　仕上圧延温度は、主に、スケールの厚さや組成を適切に制御するため、おおむね、８０
０℃～１０００℃（より好ましくは、９００℃～９５０℃）の範囲で行うことが好ましい
。
【００５８】
　更に、上記と同様の観点から、例えば、仕上圧延の終了後、約７００℃の温度域までの
冷却速度を４℃／ｓｅｃ～２０℃／ｓｅｃ（より好ましくは、６℃／ｓｅｃ～１５℃／ｓ
ｅｃ）の範囲内に制御することが好ましい。上記温度域における冷却速度が４℃／ｓｅｃ
未満の場合、スケール厚さなどが増加し、酸洗い性が低下する。一方、上記の冷却速度が
２０℃／ｓｅｃを超えると、当該温度域の保持時間が短くなって当該温度域で生成するウ
スタイトの比率が低下するため、酸洗い性が低下する。
【００５９】
　本発明には、上記のばね用鋼線材のほか、上記鋼線材を用いて得られるばねも包含され
る。本発明によれば、赤スケールと呼ばれるスケール疵も全く発生せず、表面性状に極め
て優れており、疲労特性も高められたばねを製造することができる。
【００６０】
　ばねを製造する方法は、特に限定されず、通常、用いられる方法を適宜採用することが
できる。代表的には、例えば、下記のばね工程（ａ）から（ｃ）によって製造することが
できる。
　（ａ）酸洗い→表面皮膜処理→引き抜き→焼入れ焼戻し（オイルテンパー）
　（ｂ）鉛パテンティング（ＬＰ）→酸洗い→表面皮膜処理→引き抜き→オイルテンパー
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　（ｃ）焼鈍→酸洗い→表面皮膜処理→皮削り（ＳＶ）→ＬＰ→酸洗い→表面皮膜処理→
　　　　引き抜き→オイルテンパー
【００６１】
　後記する実施例に示すように、本発明によれば、ΔＣｕおよびΔＮｉが低く抑えられた
圧延線材が得られるため、上記のばね工程（ａ）から（ｃ）のいずれの方法を用いても、
表面性状に極めて優れたばねが得られる。
【００６２】
　上記のばね工程(ａ)から（ｃ）に記載の各処理方法は特に限定されず、通常、実施され
る方法を適宜選択することができる。例えば、酸洗い処理は、代表的には、６０℃～９０
℃の温度で５～２５％のＨ２ＳＯ４中に浸漬するか、または、２０℃～５０℃の温度で５
～１５％のＨＣｌ中に浸漬することによって行われる。
【実施例】
【００６３】
　以下、実施例に基づいて本発明を詳述する。ただし、下記の実施例は本発明を制限する
ものではなく、前・後記の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することは、本発明の技術範
囲内に包含される。
【００６４】
　表１に示す種々の鋼（鋼種Ａ～Ｋ、残部は鉄および不可避不純物である。）を小型真空
溶解炉で１５０ｋｇ溶製し、１５５ｃｍ角のビレットに熱間鍛造した後、下記に示す線材
工程１から６の加熱・均熱・熱間圧延条件により、直径１３．５ｍｍ径の鋼線材を作製し
た。上記の線材工程のうち、線材工程１～２は、本発明で規定する製造条件をすべて満足
する本発明例であり、線材工程３～６は、本発明で規定する製造条件のいずれかを満足し
ない比較例である。
【００６５】
　（線材工程１）
　１５℃／分の加熱速度で約９００℃まで加熱した後、約１１５０℃で５０分間均熱し、
１００ｋｇｆ／ｍｍ２（≒９８１ＭＰａ）の水圧下で約５秒間、高水圧シャワーを行って
脱スケールを実施した。次に、粗圧延を行った後、１５０ｔ／ｈｒのシャワー冷却を行い
ながら、仕上圧延を行った（仕上圧延温度９２０℃）後、仕上圧延終了後、約７００℃ま
での範囲を７℃／ｓｅｃの冷却速度で冷却した。巻取温度は、８７５℃とした。
【００６６】
　（線材工程２）
　２０℃／分の加熱速度で約８００℃まで加熱した後、約１１００℃で３０分間均熱し、
１５０ｋｇｆ／ｍｍ２（≒１４７１ＭＰａ）の水圧下で約７秒間、高水圧シャワーを行っ
て脱スケールを実施した。次に、粗圧延を行った後、１３０ｔ／ｈｒのシャワー冷却を行
いながら、仕上圧延を行った（仕上圧延温度９５０℃）後、仕上圧延終了後、約７００℃
までの範囲を６℃／ｓｅｃの冷却速度で冷却した。巻取温度は、９２５℃とした。
【００６７】
　（線材工程３）
　１５℃／分の加熱速度で約１０５０℃まで加熱した後、約１２８０℃で６０分間均熱し
、５０ｋｇｆ／ｍｍ２（≒４９０１ＭＰａ）の水圧下で約１０秒間、高水圧シャワーを行
って脱スケールを実施した。次に、粗圧延を行った後、５０ｔ／ｈｒのシャワー冷却を行
いながら、仕上圧延を行った（仕上圧延温度１０００℃）後、仕上圧延終了後、約７００
℃までの範囲を２℃／ｓｅｃの冷却速度で冷却した。巻取温度は、９８０℃とした。
【００６８】
　線材工程３は、本発明の製造条件を満足しない比較例であり、加熱工程（加熱温度が高
い）、均熱工程（均熱温度が高い）、熱間圧延前の脱スケール工程（水圧が低い）、およ
び熱間圧延工程（仕上圧延温度が高く、シャワーの水量が少ない、仕上圧延温度から７０
０℃までの冷却速度が遅い）のすべてにおいて、本発明の条件を外れている。
【００６９】
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　（線材工程４）
　前述した線材工程３と同様に加熱、均熱、および圧延前の脱スケールを実施した。次に
、前述した線材工程２と同様に仕上圧延、冷却、および巻取を行った。
【００７０】
　線材工程４、および後記する線材工程６は、本発明の製造条件を満足しない比較例であ
り、加熱工程（加熱温度が高い）、均熱工程（均熱温度が高い）、および熱間圧延前の脱
スケール工程（水圧が低い）が本発明の条件を外れている。
【００７１】
　（線材工程５）
　前述した線材工程１と同様に加熱、均熱、および圧延前の脱スケールを実施した。次に
、前述した線材工程３と同様に仕上圧延、冷却、および巻取を行った。
【００７２】
　線材工程５は、本発明の製造条件を満足しない比較例であり、熱間圧延工程（仕上圧延
温度が高く、シャワーの水量が少ない、仕上圧延温度から７００℃までの冷却速度が遅い
）が本発明の条件を外れている。
【００７３】
　（線材工程６）
　前述した線材工程３と同様に加熱、均熱、および圧延前の脱スケールを実施した。次に
、前述した線材工程２と同様に仕上圧延、冷却、および巻取を行った。
【００７４】
　このようにして得られた各鋼線材について、前述した方法によってΔＣｕおよびΔＮｉ
を測定すると共に、酸洗い性およびスケールの厚さを以下のようにして測定し、評価した
。
【００７５】
　（酸洗い性の評価）
　上記の鋼線材を１００ｍｍ長さに切断し、サンプル数（ｎ）を３として、以下の酸洗い
テスト（ビーカテスト）を実施した。ここでは、実操業における酸洗い処理と同様の条件
下で実験を行った。
　　酸溶液：１５％の硫酸
　　　　　　地鉄の溶解防止用としてインヒビター（カチオン性アミン誘導体）を
　　　　　　０．５％
　　　　　　鉄分として２価鉄を２０ｇ／Ｌ
　　浸漬条件：６０℃で１０分間
【００７６】
　次いで、酸洗後のスケール剥離率を以下のようにして測定した。本実施例では、もとも
とのスケール付着率（後記するＡ）に対する、酸洗いを行ったときのスケール剥離率（Ｂ
）の百分率（Ｂ／Ａ×１００（％））で「酸洗後のスケール剥離率」を定義した。
　　（１）Ａ（％）＝［（Ｗ０－Ｗ１）／Ｗ０］×１００
　　　　　式中、
　　　　　Ａは、もともとのスケール付着率（鋼線材のスケール付着率）であり、
　　　　　Ｗ０は、浸漬前の鋼線材（圧延まま、スケール付着あり）の重量（ｇ）、
　　　　　Ｗ１は、上記の浸漬条件で浸漬した後の鋼線材の重量（ｇ）を意味する。
　　（２）Ｂ（％）＝［（Ｗ０１－Ｗ２）／（Ｗ０１）］
　　　　　Ｂは、上記条件での酸洗後のスケール剥離率であり、
　　　　　Ｗ０１は、浸漬前の鋼線材（圧延まま）の重量（ｇ）、
　　　　　Ｗ２は、酸洗い実験後の重量（ｇ）を意味する。
【００７７】
　上式（１）および（２）において、Ｗ０およびＷ０１は、いずれも、圧延ままの鋼線材
の重量を意味するが、「同じ条件で製造した別々のサンプル（圧延まま鋼線材）の重量」
であることを明確にするため、異なる記号を用いた。同じサンプルを用いて、上記のＡお
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【００７８】
　本発明では、上記のようにして測定されたスケール剥離率が１００％のものを酸洗い性
に優れる（合格、○）と判定した。
【００７９】
　（スケールの厚さ）
　上記の鋼線材について、Ｆｅ－ＳＥＭ装置（日立製作所製のＳ－４５００電界放射型走
査電子顕微鏡）を用いて観察された写真（倍率：３０００倍）に基づき、スケールの厚さ
（最大厚さ）を測定した。
【００８０】
　本発明では、上記のようにして測定されたスケールの厚さが４０μｍ以下のものを合格
と判定した。
【００８１】
　（ばね用鋼線の製造）
　次に、上記の各鋼線材を用い、下記の条件（前述したばね工程（ａ）に相当する）の条
件で直径４．０ｍｍのばね用鋼線（オイルテンパー線）を製造した。
　　表面皮膜処理→引き抜き（乾式伸線）→オイルテンパー（加熱温度：９３０℃、
　　焼入油温度：７０℃、焼戻温度：４５０℃、焼戻し後の冷却：水冷）
【００８２】
　（表面粗さ）
　次に、このようにして得られたばねの表面性状を評価するため、表面粗さ（Ｒｙ、最大
粗さ）をＪＩＳ　Ｂ　０６０１　１９９４に基づいて測定した。
【００８３】
　本発明では、上記のようにして測定された表面粗さ（Ｒｙ）が１８．０μｍ以下のもの
は「表面性状に優れる（合格、○）」と判定した。
【００８４】
　これらの結果を表２および表３に示す。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
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【表２】

【００８７】
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【表３】

【００８８】
　表１に示す鋼種ＡからＫのうち、鋼種ＡからＨは、本発明の鋼中成分を満足する例であ
り、鋼種ＩおよびＪは、（Ｓｉ／Ｃｕ）の比が本発明の範囲を下回る比較例、鋼種Ｋは、
Ｓｉ量が本発明の範囲を超える比較例である。
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【００８９】
　表２および表３において、例えば、「Ａ－１」は、表１に示す鋼種Ａを用い、線材工程
１の方法によって製造した例を意味し、「Ａ－２」は、表１に示す鋼種Ａを用い、線材工
程２の方法によって製造した例を意味する。他の例も、同様である。
【００９０】
　表２および表３より、以下のように考察することができる。
【００９１】
　まず、Ｎｏ．１、４、７～８、１１～１２、１５、１８～１９、２２～２３、２６は、
本発明で規定するΔＣｕおよびΔＮｉが本発明の範囲を満足する本発明例であり、いずれ
も、スケール剥離率は１００％と、酸洗い性に極めて優れている。更に、上記線材のスケ
ール組成をＸ線回折法によって調べたところ、いずれも、前述した好ましい範囲に制御さ
れていることを確認している（表には示さず）。また、上記の線材を用いて得られたオイ
ルテンパー線の表面性状は、良好であった。更に、オイルテンパー線の引張強度を、ＪＩ
Ｓ　Ｚ　２２４１に基づいて測定したところ、いずれも、約１９００～２１００ＭＰａ以
上の高強度を有していることが確認された（表には示さず）。
【００９２】
　これに対し、Ｎｏ．２～３、５～６、９～１０、１３～１４、１６～１７、２０～２１
、２４～２５、２７～２８は、いずれも、本発明の製造条件を外れる線材工程３～６のい
ずれかを採用してばねを製造した比較例であり、ΔＣｕまたはΔＮｉが本発明の範囲を外
れるため、スケール剥離率が低下し、所望の酸洗い性が得られなかった。また、上記の線
材を用いて得られたオイルテンパー線の表面性状も低下した。
【００９３】
　また、Ｎｏ．２９～３２は、いずれも、鋼中成分が本発明の要件を外れる比較例であり
、ΔＣｕまたはΔＮｉが本発明の範囲を外れるため、スケール剥離率が低下し、所望の酸
洗い性が得られなかった。また、上記の線材を用いて得られたオイルテンパー線の表面性
状も低下した。
【００９４】
　なお、本実施例では、前述したばね工程（ａ）によってばね用鋼線を製造したが、これ
に限定されず、例えば、前述したばね工程（ｂ）または（ｃ）を用いたとしても、表面性
状に極めて優れたばね用鋼線が得られることを実験によって確認している。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】スケールが付着した圧延線材の断面を観察したＦｅ－ＳＥＭ写真である。
【図２】Ｃｕ濃度（％）と表層部からの距離との関係を示す図である。
【図３】Ｎｉ濃度（％）と表層部からの距離との関係を示す図である。
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