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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
質量％において、
Ｃ：０．３５～０．８５％、
Ｓｉ：０．９～２．５％、
Ｍｎ：０．１～１．２％、
Ｃｒ：０．１～２．０％、
Ｎ：０．００１～０．００７％
を含み、ＰおよびＳを、
Ｐ＜０．０２、
Ｓ＜０．０２
に制限して残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり
、旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特徴とす
る高強度ばね用鋼材。
【請求項２】
質量％において、
Ｃ：０．３５～０．８５％、
Ｓｉ：０．９～２．５％、
Ｍｎ：０．１～１．２％、
Ｃｒ：０．１～２．０％
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に加え、
Ｔｉ：０．００５～０．０７％、
Ｖ：０．０５～０．５％、
Ｎｂ：０．０１～０．１％
の内の１種または２種以上、および、
Ｎ：０．００１～０．００７％
を含み、ＰおよびＳを、
Ｐ＜０．０２、
Ｓ＜０．０２
に制限して残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり
、旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とす
る高強度ばね用鋼材。
【請求項３】
質量％において、
Ｃ：０．３５～０．８５％、
Ｓｉ：０．９～２．５％、
Ｍｎ：０．１～１．２％、
Ｃｒ：０．１～２．０％
に加え、
Ｔｉ：０．００５～０．０７％、
Ｖ：０．０５～０．５％、
Ｎｂ：０．０１～０．１％
の内の１種または２種以上、および、
Ｂ：０．０００５～０．００６％、
Ｎ：０．００１～０．００７％
を含み、ＰおよびＳを、
Ｐ＜０．０２、
Ｓ＜０．０２
に制限して残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり
、旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とす
る高強度ばね用鋼材。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに規定した化学成分に、さらに、
Ｍｏ：０．０５～１．０％
を含み、残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり、
旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とする
高強度ばね用鋼材。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに規定した化学成分に、さらに、
Ｃｕ：０．０５～０．５％、
Ｎｉ：０．０５～１．０％
の１種または２種を含み、Ｃｕ＞０．３％の場合にはＣｕおよびＮｉの含有率を質量％で
［Ｃｕ％］＜［Ｎｉ％］とし、
残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり、旧オース
テナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とする高強度ば
ね用鋼材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は熱間または冷間でコイリングされ、高強度かつ高靱性を有するばね用鋼材、特に
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ばね用鋼線に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
自動車の軽量化、高性能化に伴い、ばねも高強度化され、熱処理後に引張強度１４７０Ｍ
Ｐａ（１５０ｋｇｆ／ｍｍ2）を超えるような高強度鋼がばねに供されている。近年では
引張強度１９６０ＭＰａ（２００ｋｇｆ／ｍｍ2）を超える鋼も使用されている。その手
法としては特開昭５７－３２３５３号公報ではＶ、Ｎｂ、Ｍｏ等の元素を添加することで
焼入れで固溶し、焼き戻しで析出する微細炭化物を生成させ、それによって転位の動きを
制限し、耐へたり特性を向上させるとしている。
【０００３】
しかしばね用材料としてはばねの過酷な使用環境に耐えうる破壊特性が重要である。特に
腐食などにより水素が侵入すると、通常の大気環境よりもはるかに低い負荷で破断に至る
ことが知られている。この特性は大気強度が高いほど顕著で、実ばねの高強度化のために
は、それに供するばね鋼の大気強度の高強度化だけでなく、水素の侵入する環境での強度
向上が不可欠である。これに対して従来はたとえば特開平９－１２５１９７号公報のよう
に、腐食そのものを抑制することを目的としたＣｕ添加およびＳ低減、Ｐ低減などの粒界
不純物の低減などが考えられてきた。しかしこれらの対策は一般論として知られた手法で
あり、ばねのような高強度材の水素侵入による破壊特性の低下を抑制するのに十分でなく
、根本的な対策を必要とした。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は熱間または冷間でコイリングされ、十分な大気強度と水素の侵入する環境におけ
る耐破壊特性を両立できるばね用鋼材、特にばね用鋼線を提供することを課題としている
。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
発明者らは従来のばね鋼では見られなかった粒界の析出物の粒界における占有率を制限す
ることによって旧オーステナイト粒界の粒界強度を強化することで水素侵入時の耐水素破
壊特性を向上させた鋼材を開発するに至った。
【０００６】
すなわち本発明は次に示す鋼材を要旨とする。
【０００７】
（１）　質量％において、
Ｃ：０．３５～０．８５％、
Ｓｉ：０．９～２．５％、
Ｍｎ：０．１～１．２％、
Ｃｒ：０．１～２．０％、
Ｎ：０．００１～０．００７％
を含み、ＰおよびＳを、
Ｐ＜０．０２、
Ｓ＜０．０２
に制限して残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり
、旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とす
る高強度ばね用鋼材。
【０００８】
（２）　質量％において、
Ｃ：０．３５～０．８５％、
Ｓｉ：０．９～２．５％、
Ｍｎ：０．１～１．２％、
Ｃｒ：０．１～２．０％
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に加え、
Ｔｉ：０．００５～０．０７％、
Ｖ：０．０５～０．５％、
Ｎｂ：０．０１～０．１％
の内の１種または２種以上、および、
Ｎ：０．００１～０．００７％
を含み、ＰおよびＳを、
Ｐ＜０．０２、
Ｓ＜０．０２
に制限して残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり
、旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とす
る高強度ばね用鋼材。
【０００９】
（３）　質量％において、
Ｃ：０．３５～０．８５％、
Ｓｉ：０．９～２．５％、
Ｍｎ：０．１～１．２％、
Ｃｒ：０．１～２．０％
に加え、
Ｔｉ：０．００５～０．０７％、
Ｖ：０．０５～０．５％、
Ｎｂ：０．０１～０．１％
の内の１種または２種以上、および、
Ｂ：０．０００５～０．００６％、
Ｎ：０．００１～０．００７％
を含み、ＰおよびＳを、
Ｐ＜０．０２、
Ｓ＜０．０２
に制限して残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり
、旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とす
る高強度ばね用鋼材。
【００１０】
（４）　上記（１）～（３）のいずれかに規定した化学成分に、さらに、
Ｍｏ：０．０５～１．０％
を含み、残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり、
旧オーステナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とする
高強度ばね用鋼材。
【００１１】
（５）　上記（１）～（４）のいずれかに規定した化学成分に、さらに、
Ｃｕ：０．０５～０．５％、
Ｎｉ：０．０５～１．０％
の１種または２種を含み、Ｃｕ＞０．３％の場合にはＣｕおよびＮｉの含有率を質量％で
［Ｃｕ％］＜［Ｎｉ％］とし、
残部がＦｅと不可避的不純物からなり、引張強度が１８００ＭＰａ以上であり、旧オース
テナイト粒界中の析出物の粒界占有面積率が７０％以下であることを特長とする高強度ば
ね用鋼材。
【００１２】
【発明の実施の形態】
発明者は多くの従来の技術に見られるように多量に合金成分を投入することを避けつつ、
焼入れ焼戻し後に高強度かつ水素環境下での破壊特性の優れる鋼材、特に鋼線を発明する
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に至った。
【００１３】
その詳細を以下に示す。
【００１４】
まず、本発明で鋼成分を限定した理由を説明する。
【００１５】
Ｃは鋼材の基本強度に大きな影響を及ぼす元素であり、十分な強度を得るために０．３５
～０．８５％とした。０．３５％以下では十分な強度を得られず、他の合金元素をさらに
多量に投入せざるを得ず、０．８５％以上では過共析に近くなり、靱性を著しく低下させ
る。
【００１６】
Ｓｉはばねの強度、硬度と耐へたり性を確保するために必要な元素であり、少ない場合、
必要な強度、耐へたり性が不足するため、０．９％を下限とした。またＳｉは粒界の炭化
物系析出物を球状化、微細化する効果があり、積極的に添加することで粒界析出物の粒界
占有面積率を小さくする効果がある。しかし多量に添加しすぎると、材料を硬化させるだ
けでなく、脆化する。そこで焼入れ焼戻し後の脆化を防ぐために２．５％を上限とした。
【００１７】
Ｍｎは硬度を十分に得るため、また鋼中に存在するＳをＭｎＳとして固定し、強度低下を
抑制するために０．１％を下限とする。またＭｎによる脆化を防止するために上限を１．
２％とした。
【００１８】
Ｃｒは耐熱性、焼入れ性を向上させるために有効な元素であるが、添加量が多いとコスト
増を招くだけでなく、脆化するために伸線時に割れを生じやすくする。そこで焼入れ性の
確保のために０．１％を下限とし、脆化が顕著となる２．０％を上限とした。
【００１９】
Ｔｉ、ＶおよびＮｂのこれらの元素が鋼中で窒化物、炭化物、炭窒化物として析出する。
したがってこれらの元素を１種または２種以上を添加すれば、オーステナイト粒微細化効
果があり、安定して靱性を高めることができる。さらにＶまたはＮｂの析出物には腐食環
境下で侵入してきた水素をトラップする効果があり、耐水素遅れ破壊特性も向上する。し
かしＴｉ、ＶおよびＮｂは添加量が多すぎると、それらの析出物が大きくなりすぎ、オー
ステナイト粒微細化効果を失うとともに、破壊特性に悪影響を及ぼす。
【００２０】
さらにこれら元素は焼戻し軟化抵抗を高めるため、強度を制御するために焼戻しを行う場
合、その温度を高めることができる。焼戻し温度を高温化すれば粒界炭化物の形状を球状
化するので、析出物の粒界占有面積率が低下し、水素環境下での破壊特性を高めることが
できる。
【００２１】
Ｔｉについては窒化物の析出温度は高く、溶鋼中で既に析出している。またその結合力は
強いので、鋼中のＮを固定する場合にも用いる。Ｂを添加する場合にはＢをＢＮとさせな
いためにも、Ｎを十分に固定できるだけ添加する必要がある。
【００２２】
そこでＴｉはＮを固定し、オーステナイト粒径が微細化できる最低限の必要添加量０．０
０５％を下限とし、析出物寸法が破壊特性に悪影響を及ぼさない最大量０．０７％を上限
とした。またＶについては０．０５％以下では添加した効果がほとんど認められず、０．
５％以上では粗大な未固溶介在物を生成し、靱性を低下させる。Ｎｂも同様に０．０１％
以下では効果がほとんど認められず、０．１％以上では粗大な未固溶介在物を生成し、靱
性を低下させる。
【００２３】
Ｂは焼入れ性向上元素として知られている。さらにオーステナイト粒界の清浄化に効果が
ある。すなわち、粒界に偏析して靱性を低下させるＰ、Ｓ等の元素をＢを添加することで
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無害化し、破壊特性を向上させる。その際、ＢがＮと結合してＢＮを生成するとその効果
は失われる。添加量はその効果が明確になる０．０００５％を下限とし、効果が飽和する
０．００６％を上限とした。
【００２４】
ＮはＴｉを添加する鋼ではその大部分がＴｉＮを生成する。生成したＴｉＮはその後のオ
ーステナイト化温度においても固溶しない。そのため、炭窒化物の生成が容易になり、オ
ーステナイト粒微細化のピン止め粒子となるＴｉ系析出物の析出サイトになりやすい。そ
のためばね製造までに施される様々な熱処理条件で安定的にピン止め粒子を生成すること
ができる。このような目的から０．００１％以上のＮを添加させる。また粗大なＴｉＮを
析出し、破壊特性を損なわない０．００７％を上限とする。
【００２５】
Ｐは鋼を硬化させるが、さらに偏析を生じ、材料を脆化させる。特にオーステナイト粒界
に偏析したＰは衝撃値の低下や水素の侵入により遅れ破壊などを引き起こす。そのため少
ない方がよい。そこで脆化傾向が顕著となるＰ＜０．０２％と制限した。
【００２６】
ＳもＰと同様に鋼中に存在すると鋼を脆化させる。Ｍｎによって極力その影響を小さくす
るが、ＭｎＳも介在物の形態をとるため、破壊特性は低下する。特にＭｎＳから腐食を発
生することが多く、水素発生源の腐食を誘起しやすいため、Sも極力少なくすることが望
ましい。その悪影響が顕著となる０．０２％を上限とした。
【００２７】
Ｍｏ：０．０５～１．０％を添加することで焼入れ性を向上させるとともに、焼戻し軟化
抵抗を与えることができる。すなわち強度を制御する際の焼戻し温度を高温化させること
ができる。この点は粒界炭化物の粒界占有面積率を低下させるのに有利である。すなわち
フィルム状に析出する粒界炭化物を高温で焼戻すことで球状化させ、粒界面積率を低減す
ることに効果がある。その添加量は０．０５％以下では効果が認められず、１．０％以上
では効果が飽和する。
【００２８】
Ｎｉは焼入れ性を向上させ、熱処理によって安定して高強度化することができる。また耐
食性を向上させる効果もあり、水素発生源である錆の発生を抑制し、腐食環境下での破壊
特性を向上させる。その添加量は０．０５％以下では効果が認められず、１．０％以上で
は効果が飽和する。
【００２９】
Ｃｕについては、Ｃｕを添加することで脱炭を防止できる。脱炭層はばね加工後に疲労寿
命を低下させるため、極力少なくする努力が成されている。また脱炭層が深くなった場合
にはピーリングとよばれる皮むき加工によって表層を除去する。またＮｉと同様に耐食性
を向上させる効果もある。
【００３０】
したがって、脱炭層を抑制することでばねの疲労寿命向上やピーリング工程の省略するこ
とができる。Ｃｕの脱炭抑制効果や耐食性向上効果は０．０５％以上で発揮することがで
き、後述するようにＮｉを添加したとしても０．５％を超えると脆化により圧延きずの原
因となりやすい。そこで下限を０．０５％、上限を０．５％とした。Ｃｕ添加によって室
温における機械的性質を損なうことはほとんどないが、Ｃｕを０．３％を超えて添加する
場合には熱間延性を劣化させるために圧延時にビレット表面に割れを生じる場合がある。
そのため圧延時の割れを防止するＮｉ添加量をＣｕの添加量に応じて［Ｃｕ％］＜［Ｎｉ
％］とすることが重要である。Ｃｕ：０．３％以下の範囲では圧延きずが生じないことか
ら、圧延きず防止を目的としてＮｉ添加量を規制する必要がない。
【００３１】
次に粒界の析出物の粒界占有面積率に関して説明する。水素が侵入した場合、粒界強度が
低下し、その破面に粒界破面が認められるようになる。腐食環境では化学反応によって生
じた水素の一部が鋼中に侵入することで鋼を脆化させ、破壊に至るとされている。そのた
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め粒界強度の強化が必須であるが、通常のばね鋼において、ばねに要求される高強度を達
成するためには焼入れ焼戻し処理が施される。その際、オーステナイト化して焼き入れた
場合、焼戻し過程で旧オーステナイト粒界に炭化物を主体とする析出物が析出する。この
旧オーステナイト粒界の炭化物の形状を制御することが水素環境下における破壊を抑制す
るのに重要であることを見出した。そのため、鋼の成分を調整し、粒界に生じる析出物を
微細化させるように粒界を清浄化し、さらに積極的に粒界の析出物を球状化するＭｏ、Ｓ
ｉ等の元素を添加したり、析出物の成長を抑制する熱処理方法を選択することで粒界の析
出物の粒界占有面積率を７０％以下、好ましくは６０％以下に小さくしたものである。な
お、粒界占有面積率の下限は、特に限定するものではないが２０％程度が製造上現実的で
ある。
【００３２】
また、鋼材の引張強度は、本発明の鋼成分の範囲内に調整し、焼入れ焼戻し処理を施すこ
とにより１８００ＭＰａ以上のばねに要求される高強度を達成でき、かつ、析出物の粒界
占有面積率を７０％以下に制御することにより引張強度１８００ＭＰａ以上の高強度にお
いても十分な遅れ破壊特性を有するばね用鋼材とすることができる。
【００３３】
さらに、本発明の高強度ばね用鋼材（棒鋼・線材）は、線材製造のオンラインで熱処理し
て製造することが好ましいが、オンラインに限らずオフラインで熱処理して製造すること
もできる。
【００３４】
【実施例】
表１に本発明と比較鋼の化学成分、熱処理条件、炭化物の粒界占有面積率、引張強度およ
び遅れ破壊強度、ばねにおける遅れ破壊試験結果を示す。表２に実験条件の詳細を示す。
【００３５】
本発明の実施例１～１３、２２、２３は２５０ｔ転炉によって精錬したものを連続鋳造に
よってビレットを作成した。またその他の実施例は２ｔ－真空溶解炉で溶製後、圧延によ
ってビレットを作成した。その後いずれの場合もビレットからφ１２ｍｍに圧延した。圧
延条件は表２に示す。
【００３６】
【表１】
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【００３７】
【表２】
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【００３８】
熱処理はバッチ炉処理、高周波熱処理、オイルテンパー処理および圧延ライン後端の水槽
を利用したオンライン熱処理に分かれ、実施例２、４、８、１１、１４～２５はバッチ炉
処理、実施例１、７、１２は高周波熱処理、実施例３、６、１３はオイルテンパー処理、
実施例９、１０は圧延ライン後端に設置した水槽に投入することによってオンライン急冷
、その後、焼鈍炉によって焼戻したオンライン熱処理である。
【００３９】
バッチ炉処理では１ｍの試験片を矯直後、加熱炉に投入して加熱し、６０℃のオイル槽に
投入して焼き入れた。加熱時間は３０ｍｉｎで、熱間コイリングして製造する熱間ばねの
温度履歴と対応するようにした。その後、再度加熱炉に投入して焼戻し、大気雰囲気にお
ける引張強度を調整した。焼入れおよび焼戻し時の加熱温度およびその結果得られた大気
雰囲気での引張強度は表１中に明記したとおりである。
【００４０】
オイルテンパー処理では加熱炉にφ１２に圧延した鋼を連続的に加熱炉を通過させ、鋼内
部温度が十分に加熱されるよう、加熱炉通過時間を設定した。本実施例ではでは５００ｓ
ｅｃで加熱炉を通過し即在に５０℃のオイル槽に連続的に投入された。さらに焼戻し温度
に調整されたＰｂ層に投入したパテンティング処理を行い、強度を調整した。本実施例で
はＰｂ槽内を２００ｓｅｃで通過させた。焼入れおよび焼戻し時の加熱温度およびその結
果得られた大気雰囲気での引張強度は表１中に明記したとおりである。
【００４１】
高周波熱処理では図１（ａ）に示すような３５０ｍｍ長に配置され、３０ｋＨｚ、２５０
Ａの条件で高周波加熱するコイル（３５巻）１内部に線材２を通線することで加熱し、コ
イル通過後即座に水冷３して焼入れ処理を行った。さらに図１（ｂ）に示すように、再度
２５０ｍｍ長に配置され、１０ｋＨｚ、２００Ａの条件で高周波加熱する焼戻し処理を行
った。その際の加熱温度、およびその結果得られた大気雰囲気での引張強度は表１中に明
記したとおりである。加熱温度は加熱コイル通過直後に計測された温度で、条件設定は加
熱温度によって行った。
【００４２】
オンライン処理では温度は１２００℃まで加熱、抽出し圧延全域にわたって９００～１０
００℃となるように調整し、オンラインで圧延機後端の水冷槽に投入して急冷したのち巻
き取り、即座に焼戻し用焼鈍炉に投入した。表１の焼入れ温度は水冷槽投入直前の温度、
焼戻し温度は焼鈍炉の設定温度である。その結果得られた大気雰囲気での引張強度は表１
中に明記したとおりである。
【００４３】
図２に遅れ破壊強度評価試験方法を示す。図２（ａ）は試験片５の形状を示し、図２（ｂ
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）は試験方法を示す図である。図２（ｂ）に示すように、装置はノッチ付き試験片５をｐ
Ｈ３．０の硫酸浴の容器内にセットし、定電流電源７から電流密度１０ｍＡ／ｃｍ2の電
流を通電し、試験片５をカソードとし、Ｐｔ電極８をアノードとして硫酸を電気分解する
と、水素が発生する。試験片５に容器内でこの水素をチャージをしながら荷重６を負荷し
、その際の破断時間を計測できるように構成されている。なお、バンドヒーター９により
浴温を３０℃に保持できるようになっている。そのような試験において負荷荷重を変化さ
せた場合、２００ｈｒ経過後も破断しない最大荷重Ｗが計測できる。それをノッチ底断面
積Ｓで除した公称応力（すなわちＷ／Ｓ）を遅れ破壊強度とした。
【００４４】
粒界上の析出物の粒界占有面積率の測定を以下の手順で行った。（１）粒界破面を有する
破面を現出せしめる。（２）電解により破面を腐食（エッチング）、（３）粒界破壊部を
電子顕微鏡によって写真撮影、（４）画像処理装置によって析出物を二値化して粒界破面
における面積率を測定する。この操作を粒界破面１０個において実施し、析出物の粒界占
有面積率を算出した。
【００４５】
ここで電解腐食が重要であるが、オーバーエッチングになると粒界破面の判別がつかなく
なり、粒界占有面積率を測定できなくなる可能性がある。本実施例の場合、その条件は通
常観察の１／１０程度を目安とした。すなわち電解液として１０％アセチルアセトン－１
％テトラメチルアンモニウムクロライド－メタノールを用い、電解電位－１００ｍＶSCE

として電解量は０．１３～０．１５クーロン／ｃｍ2と設定した。
【００４６】
エッチング後の粒界破面観察には高分解能走査型電子顕微鏡（日立製作所製Ｓ４１００）
を用い、加速電圧１５ｋＶで観察した。占有率の計測には１００００倍の倍率で撮影した
写真を用いた。その観察例を図３（ａ）～（ｃ）に示す。電解腐食ではＦｅ部が腐食され
るため、（ａ）では羽毛のように析出物が粒界のほぼ全面を覆っているのが観察された。
（ｂ）では板状、針状の析出物が認められ粒界全域に分布している。（ｃ）では析出物は
粒状で粒界占有面積率が極端に小さい。これらの写真を１００００倍で撮影し、粒界あた
り３０μｍ2以上、１０個の粒界について面積率を算出した。
【００４７】
この析出物の粒界占有面積率と遅れ破壊強度の関係を図４に示す。一般的に大気強度が高
いほど遅れ破壊強度は低い傾向にあるため、図４では大気強度が約１９００ＭＰａの実施
例５～２５を示した。粒界占有面積率が７０％を境に遅れ破壊強度が大きく変化している
ことがわかる。
【００４８】
これらの実施例についてばねを製作し、１％硫酸水溶液中にせん断応力１２００ＭＰａを
負荷して保持し、２００ｈｒ後の折損の有無を確認した。バッチ炉処理材は熱間コイリン
グによって成形され、オイルテンパー処理、高周波熱処理およびオンライン処理材は冷間
コイリングにより成形された。それぞれコイリング後にφ０．５ｍｍ硬球を５０ｍ／ｓで
投射しするショットピーニングを行ったのち、セッチングした。塗装は施さなかった。そ
れによると粒界占有面積率の小さな発明例は折損しなかった。
【００４９】
【発明の効果】
本発明鋼は、ばね鋼を１８００ＭＰａ以上に高強度化するとともに、鋼成分または熱処理
を調整することによって旧オーステナイト粒界に生成する析出物の粒界占有面積率を小さ
くすることで、水素環境下における強度、いわゆる遅れ破壊強度を向上され、腐食環境下
においても優れた破壊特性を発揮できる。よって本発明鋼を用いることで高強度かつ破壊
特性に優れたばねを製造可能になる。
【００５０】
さらに本発明鋼は強度の変化によって延性や衝撃値が損なわれることがないため、広い範
囲の強度のばねに対応可能であり、様々な強度のばねを信頼性を損なうことなく容易に製
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造できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】高周波による熱処理方法を示す図である。
【図２】遅れ破壊強度評価試験方法を示す図である。
【図３】粒界の析出物を観察した顕微鏡写真である。
【図４】析出物の粒界占有面積率と遅れ破壊強度の関係を示す図である。
【符号の説明】
１　コイル（３５巻）
２　線材
３　水冷
４　コイル（２５巻）
５　試験片
６　荷重
７　定電流電源
８　Ｐｔ電極
９　バンドヒーター

【図１】 【図２】
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