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(57)【要約】
　この鋼線材は、質量％で、Ｃ：０．９５～１．１０％
、Ｓｉ：０．１０～０．７０％、Ｍｎ：０．２０～１．
２０％、Ｃｒ：０．９０～１．６０％、Ｍｏ：０～０．
２５％、Ｂ：０～２５ｐｐｍ、Ｐ：０～０．０２０％、
Ｓ：０～０．０２０％、Ｏ：０～０．００１０％、Ｎ：
０～０．０３０％、Ａｌ：０．０１０～０．１００％を
含有し、表層領域のビッカース硬さがＨＶ３００以上か
つ４２０以下であり、表層領域のパーライトの面積率が
８０％以上であり、表層領域の初析セメンタイトの面積
率が２．０％以下であり、４０μｍを超える円相当径を
有するパーライトブロックの面積率が０．６２％以下で
あり、内部領域のパーライトの面積率が９０％以上であ
り、内部領域の初析セメンタイトの面積率が５．０％以
下であり、表層領域と中心部とのビッカース硬さの差が
ＨＶ２０．０以下である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ：０．９５～１．１０％、
Ｓｉ：０．１０～０．７０％、
Ｍｎ：０．２０～１．２０％、
Ｃｒ：０．９０～１．６０％、
Ｍｏ：０～０．２５％、
Ｂ：０～２５ｐｐｍ、
Ｐ：０～０．０２０％、
Ｓ：０～０．０２０％、
Ｏ：０～０．００１０％、
Ｎ：０～０．０３０％、
Ａｌ：０．０１０～０．１００％、
残部：Ｆｅおよび不純物
からなり、
　長手方向に垂直な断面における、表面から円相当径の半値の０．１倍離れた線と前記表
面との間の領域である表層領域は、パーライトと初析セメンタイトと残部とからなるミク
ロ組織を有し、前記表層領域では、ビッカース硬さがＨＶ３００～４２０であり、前記パ
ーライトの面積率が８０％以上であり、前記初析セメンタイトの面積率が２．０％以下で
あり、前記残部がフェライト、球状セメンタイト、ベイナイトからなる群から選択される
１種以上であり、
　前記長手方向に垂直な断面における、前記表面から前記円相当径の半値の０．１倍離れ
た線によって囲まれた中心を含む領域である内部領域は、前記パーライトと前記初析セメ
ンタイトと残部とからなるミクロ組織を有し、前記内部領域では、前記パーライトの面積
率が９０％以上であり、前記初析セメンタイトの面積率が５．０％以下であり、前記残部
がフェライト、球状セメンタイト、ベイナイトからなる群から選択される１種以上であり
、前記パーライト中に存在するパーライトブロックのうち４０μｍを超える円相当径を有
するパーライトブロックの面積率が０．６２％以下であり、
　前記長手方向に垂直な断面における、前記中心から前記円相当径の半値の０．５倍離れ
た線によって囲まれた前記中心を含む領域である中心部のビッカース硬さと、前記表層領
域のビッカース硬さとの差が、ＨＶ２０．０以下である
ことを特徴とする鋼線材。
【請求項２】
　Ｍｏ：０．０５～０．２５％、Ｂ：１～２５ｐｐｍからなる群から選択される少なくと
も１種をさらに含有することを特徴とする請求項１に記載の鋼線材。
【請求項３】
　線径が直径３．５ｍｍ～５．５ｍｍであることを特徴とする請求項１または２に記載の
鋼線材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、球状化熱処理を施すことなく熱間圧延ままで優れた伸線加工性を有し、かつ
、優れた伸線後のコイル成形性を有する軸受用鋼線材に関する。
　本願は、２０１４年１０月２０日に、日本に出願された特願２０１４－２１３４７９号
に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　軸受用鋼線材は、玉軸受の鋼球やコロ軸受のコロ等の軸受部品の素材として用いられて
いる。それら軸受部品の一般的な製造方法では、伸線加工前に球状化焼鈍などを行ってい
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る。また、一部の細径の軸受部品では、球状化焼鈍を行ったとしても伸線による加工硬化
で伸線材に断線が発生するため、伸線途中に更に焼鈍を行っている。
【０００３】
　ＪＩＳ　Ｇ　４８０５に規定される軸受鋼は、Ｃ量が共析点以上の過共析鋼であり、か
つ、Ｃｒを含んでいる。そのため、通常の鋼線材中には初析セメンタイトやマルテンサイ
トが析出しており、このような鋼線材の伸線加工性は著しく低い。そのため、現状では、
伸線加工前に球状化焼鈍を行って伸線加工性を高めているが、この球状化焼鈍が、生産効
率を悪化させたり、コストを増加させたりしている。近年、この球状化焼鈍を省略してコ
ストを削減するために、熱間圧延ままで伸線加工性に優れた軸受用鋼線材が求められてい
る。
【０００４】
　また、熱間圧延ままで伸線した材料は、強度が高いので、製品形状へ加工するのが困難
であり、伸線材に対して熱処理を行う必要がある。この熱処理では伸線材をコイル状態に
する必要があるので、伸線後コイルへと成形できる加工性を確保することが重要である。
【０００５】
　特許文献１に開示された高炭素鋼線材では、フェライトの平均粒径を２０μｍ以下に、
最大粒径を１２０μｍ以下に制限して伸線加工性を向上させている。しかしながら、特許
文献１では、球状化焼鈍の省略を目的としておらず、Ｃｒ添加量が多い領域において、技
術的な検討はされていない。本発明者らによる検討では、最大粒径を１２０μｍ以下に制
限しても十分な伸線加工性は得られなかった。
【０００６】
　特許文献２では、パーライトコロニーを微細化し、初析セメンタイトの量を増加させる
ことにより、線材の伸線加工性を向上させることが提案されている。しかしながら、本発
明者らによる検討では、パーライトコロニーを微細化しても十分な伸線加工性は得られな
かった。また、特許文献２では、必須要件として、初析セメンタイトを微細に多く分散さ
せている。しかしながら、本発明者らによる検討では、初析セメンタイトの析出量が過剰
であると伸線加工性が低下した。
【０００７】
　また、特許文献３では、初析セメンタイトに囲まれた領域の平均径を２０μｍ以下に制
御することで、伸線加工性を向上させている。しかしながら、本発明者らによる検討では
、初析セメンタイトで囲まれた領域を微細化しても、必ずしも伸線加工性が向上するとい
う結果は得られなかった。また、特許文献２と同様に、特許文献３も、初析セメンタイト
の積極的な析出を示唆している。
【０００８】
　さらに、特許文献４では、初析セメンタイトの面積率を３％以上、ラメラー間隔を０．
１５μｍ以下に制御して伸線加工性を向上させている。しかしながら、本発明者が検討し
たところ、ラメラー間隔を過剰に微細化すれば、線材の強度が高くなり過ぎるので、装置
やダイスへの負担が大きくなり、ダイス寿命が低下した。
【０００９】
　特許文献５および特許文献６では、熱間圧延後の急速冷却によって、初析セメンタイト
の生成を抑制し、初析セメンタイトの粒径を微細化して伸線加工性を向上させている。本
発明者らによる検討でも、初析セメンタイトの量を減らして初析セメンタイトを微細化す
ることにより、伸線加工性が向上した。しかし、本発明者らは、特許文献５および特許文
献６に開示されているような急速冷却によって初析セメンタイトの生成を抑制しても、変
態温度の低下により線材の表層領域の硬さが上昇して伸線後のコイル成形時に断線が発生
するなどの問題を新たに見出した。
【００１０】
　特許文献７では、初析セメンタイトの生成を抑制しつつ、線材の強度を制御することで
伸線加工性を向上させている。しかし、本発明者は、特許文献７に開示されているように
一定の冷却速度で初析セメンタイトの生成を抑制すると、線材の表層領域の硬さが上昇し
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て表層領域と中心部との硬さの差が増加し、コイル成形時に断線が発生するなどの問題を
新たに見出した。
【００１１】
　特許文献８は、熱間圧延ままで伸線加工ができるようなＨＲＣ３０以下の硬さの線材の
製造方法を開示している。しかし、特許文献８は、軸受鋼の成分を開示していない。ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４８０５に開示された軸受鋼の化学成分では、ＨＲＣ３０以下の硬さを有するパ
ーライト組織を得ることは困難であり、硬さがＨＲＣ３０以下であったとしても異常組織
の生成等により十分な伸線加工性を得ることはできなかった。
【００１２】
　特許文献９は、フェライト粒径が小さく、炭化物中のＣｒ量が多い線材を開示している
。この特許文献９に開示された線材では、球状化焼鈍時に炭化物の球状化を促進して球状
化焼鈍に必要な時間を減らしている。このように、特許文献９に開示された線材は、球状
化焼鈍を必須としており、球状化焼鈍を省略することなく、十分な伸線加工性を得ること
ができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】日本国特開２００６－２０００３９号公報
【特許文献２】日本国特開２００４－１０００１６号公報
【特許文献３】日本国特開２００３－１２９１７６号公報
【特許文献４】日本国特開２００３－１７１７３７号公報
【特許文献５】日本国特開平０８－２６００４６号公報
【特許文献６】日本国特開２００１－２３４２８６号公報
【特許文献７】国際公開２０１３／１０８８２８号パンフレット
【特許文献８】日本国特開２００３－４９２２６号公報
【特許文献９】日本国特開２０１２－２３３２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、伸線加工前の焼鈍処理を
省略しうる高い伸線加工性と、伸線後の高いコイル成形性とを有する軸受用鋼線材を提供
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、軸受用鋼線材のミクロ組織や内部硬さが伸線加工性および伸線加工後の
コイル成形性に及ぼす影響を詳細に検討した。その結果、初析セメンタイトの過剰な析出
は伸線加工性を低下させる一方で、初析セメンタイトの析出を過剰に抑制しようとすると
線材の表層領域の硬さが増加しコイル成形性が低下することを見出した。さらに、本発明
者らは、少量の初析セメンタイトが析出したとしても、パーライトブロックの微細化など
により伸線加工性を向上させることができることを見出した。結果として、伸線時の内部
クラックによって線材が断線するのを抑制するためにはパーライトブロックの微細化と初
析セメンタイトの析出の抑制が重要であり、伸線後の線材をコイルに成形する際には、表
層領域の硬さを制御することに加え、表層領域と中心部の硬さの差と表層領域の初析セメ
ンタイトの量とを低減することが重要であるという知見を本発明者らが得て、本発明を完
成するに至った。
【００１６】
　本発明は、以上の知見に基づいて完成したものであり、その要旨は以下の通りである。
【００１７】
（１）本発明の一態様に係る鋼線材は、質量％で、Ｃ：０．９５～１．１０％、Ｓｉ：０
．１０～０．７０％、Ｍｎ：０．２０～１．２０％、Ｃｒ：０．９０～１．６０％、Ｍｏ
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：０～０．２５％、Ｂ：０～２５ｐｐｍ、Ｐ：０～０．０２０％、Ｓ：０～０．０２０％
、Ｏ：０～０．００１０％、Ｎ：０～０．０３０％、Ａｌ：０．０１０～０．１００％、
残部：Ｆｅおよび不純物からなり、長手方向に垂直な断面における、前記表面から円相当
径の半値の０．１倍離れた線と前記表面との間の領域である表層領域は、パーライトと初
析セメンタイトと残部とからなるミクロ組織を有し、前記表層領域では、ビッカース硬さ
がＨＶ３００～４２０であり、前記パーライトの面積率が８０％以上であり、前記初析セ
メンタイトの面積率が２．０％以下であり、前記残部がフェライト、球状セメンタイト、
ベイナイトからなる群から選択される１種以上であり、前記長手方向に垂直な断面におけ
る、前記表面から前記円相当径の半値の０．１倍離れた線によって囲まれた中心を含む領
域である内部領域は、前記パーライトと前記初析セメンタイトと残部とからなるミクロ組
織を有し、前記内部領域では、前記パーライトの面積率が９０％以上であり、前記初析セ
メンタイトの面積率が５．０％以下であり、前記残部がフェライト、球状セメンタイト、
ベイナイトからなる群から選択される１種以上であり、前記パーライト中に存在するパー
ライトブロックのうち４０μｍを超える円相当径を有するパーライトブロックの面積率が
０．６２％以下であり、前記長手方向に垂直な断面における、前記中心から前記円相当径
の半値の０．５倍離れた線によって囲まれた前記中心を含む領域である中心部のビッカー
ス硬さと、前記表層領域のビッカース硬さとの差が、ＨＶ２０．０以下である。
（２）上記（１）に記載の鋼線材は、Ｍｏ：０．０５～０．２５％、Ｂ：１～２５ｐｐｍ
以下からなる群から選択される少なくとも１種をさらに含有してもよい。
（３）上記（１）または（２）に記載の鋼線材では、線径が直径３．５ｍｍ～５．５ｍｍ
であってもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の上記態様に係る軸受用鋼線材は、伸線加工前の焼鈍処理を省略しうる高い伸線
加工性と、伸線後の高いコイル成形性とを有するので、歩留まりを低下させることなく軸
受部材の製造工程を大幅に省略することができ、エネルギーやコストを大幅に削減しなが
ら良好な軸受部材を安定的に製造することができる。
　さらに、本発明の上記態様に係る軸受用鋼線材は、軸受部品の表面硬化のために十分な
焼入れ性を有しており、優れた表面硬さを有する軸受部材を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】過共析鋼におけるパーライトを主とした組織の模式図である。
【図２Ａ】表層領域を示す模式図である。
【図２Ｂ】内部領域を示す模式図である。
【図２Ｃ】中心部を示す模式図である。
【図２Ｄ】線材のＣ断面を示す図である。
【図３】表層領域の初析セメンタイトの面積率と伸線加工性との関係を示す図である。
【図４】表層領域の硬さと伸線材のコイル成形性との関係を示す図である。
【図５】表層領域の硬さと中心部の硬さとの差と、伸線材のコイル成形性との関係を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る伸線加工性および伸線加工後のコイル成形性に優れた軸受用鋼線材
の実施形態について説明する。なお、この実施形態は、本発明の趣旨をより良く理解させ
るために詳細に説明するものであるから、特に指定の無い限り、本実施形態によって本発
明は限定されない。
【００２１】
　まず、本実施形態に係る線材の鋼組成について説明する。以下、化学元素の量の単位に
ついて、％及びｐｐｍは、質量％及び質量ｐｐｍを意味する。
【００２２】
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　Ｃ：０．９５～１．１０％
　Ｃは、軸受用鋼に必要な強度を付与するために必須である。その為、Ｃ量が０．９５％
以上であることが必要である。軸受用鋼から製造される軸受部品の強度をより高めるため
に、Ｃ量が、０．９８％以上であることが好ましく、１．００％超であることがより好ま
しい。一方、Ｃ量が１．１０％を超えると、熱間圧延後の冷却過程において、初析セメン
タイトの析出を抑制することが難しくなり、伸線加工性やコイル成形性が損なわれる。そ
のため、Ｃ量が１．１０％以下であることが必要である。伸線加工性やコイル成形性をよ
り安定的に得るために、Ｃ量が１．０８％以下であることが好ましく、１．０５％未満で
あることがより好ましい。
【００２３】
　Ｓｉ：０．１０～０．７０％
　Ｓｉは、脱酸剤として有用であり、炭素量を減らすことなく初析セメンタイトの析出を
抑制する。更に、Ｓｉは、パーライト中のフェライト強度を増加させる。そのため、Ｓｉ
量が０．１０％以上であることが必要である。軸受鋼部品により安定的な強度及び伸線加
工性を付与するために、Ｓｉ量が、０．１２％以上や０．１５％以上であることが好まし
く、０．２０％超であることがさらに好ましい。しかしながら、Ｓｉが鋼中に過剰に含ま
れると、伸線加工性や軸受部品の製品特性に有害なＳｉＯ２系介在物が発生し易くなる他
、強度が増加しすぎてコイル成形性が低下する。そのため、Ｓｉ量の上限が０．７０％で
あることが必要である。伸線加工性及びコイル成形性をさらに高めるために、Ｓｉ量が０
．５０％以下であることが好ましく、０．３０％以下や０．２５％以下であることがさら
に好ましい。
【００２４】
　Ｍｎ：０．２０～１．２０％
　Ｍｎは、脱酸及び脱硫に有用であるのみならず、鋼の焼入れ性を確保するために有用で
ある。そのため、Ｍｎ量が０．２０％以上であることが必要である。より焼入れ性を高め
るために、Ｍｎ量が、０．２３％以上であることが好ましく、０．２５％超であることが
より好ましい。但し、Ｍｎが過剰に鋼中に含まれると、Ｍｎの上記効果の飽和により経済
的な無駄が生じる他、熱間圧延後の冷却過程で伸線加工性に有害なマルテンサイトなどの
過冷組織が発生しやすくなる。そのため、Ｍｎ量の上限が１．２０％であることが必要で
ある。Ｍｎ量が、１．００％以下であることが好ましく、０．８０％以下や０．５０％未
満であることがより好ましい。
【００２５】
　Ｃｒ：０．９０～１．６０％
　Ｃｒは、焼入れ性を向上させると共に伸線材の熱処理後の球状化を促進させ、炭化物量
も増加させる。さらに、Ｃｒは、圧延後の徐冷時にパーライトブロックの粗大化を抑制す
るのに極めて有効である。しかしながら、Ｃｒ量が０．９０％未満では、十分なＣｒの効
果が得られず、軸受部品の製品特性が低下する。そのため、Ｃｒ量が０．９０％以上であ
ることが必要である。より高い焼入れ性を得るために、Ｃｒ量が、１．００％超や１．１
０％以上であることが好ましく、１．２０％以上や１．３０％以上であることがより好ま
しい。一方、Ｃｒ量が１．６０％超では、焼入れ性が過大となり、熱間圧延後の冷却過程
でベイナイト、マルテンサイトなどの過冷組織が発生しやすくなる。そのため、Ｃｒ量の
上限が１．６０％であることが必要である。より安定的な伸線加工性を得るために、Ｃｒ
量が、１．５０％未満であることが好ましく、１．４０％以下であることがより好ましい
。
【００２６】
　Ｐ：０～０．０２０％
　Ｐは不純物である。Ｐ含有量が０．０２０％を超えると、Ｐが結晶粒界に偏析して線材
の伸線加工性を損ねる恐れがある。したがって、Ｐ含有量を０．０２０％以下に制限する
ことが好ましい。さらに好ましくは、Ｐ含有量を０．０１５％以下に制限する。また、Ｐ
含有量は少ないほど望ましいので、Ｐ含有量の下限が０％であってもよい。しかし、Ｐ含
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有量を０％まで減らすのは、技術的に容易でない。また、安定的にＰ含有量を０．００１
％未満まで減らすと、製鋼コストが高くなる。よって、Ｐ含有量の下限を０．００１％と
してもよい。
【００２７】
　Ｓ：０～０．０２０％
　Ｓは不純物である。Ｓ含有量が０．０２０％を超えると、粗大なＭｎＳが形成して線材
の伸線加工性を損ねる恐れがある。したがって、Ｓ含有量を０．０２０％以下に制限する
ことが好ましい。さらに好ましくは、Ｓ含有量を０．０１５％以下に制限する。また、Ｓ
含有量は少ないほど望ましいので、Ｓ含有量の下限が０％であってもよい。しかし、Ｓ含
有量を０％まで減らすのは、技術的に容易でない。また、安定的にＳ含有量を０．００１
％未満まで減らすと、製鋼コストが高くなる。よって、Ｓ含有量の下限を０．００１％と
してもよい。
【００２８】
　Ｍｏ：０～０．２５％
　Ｍｏは焼入れ性を向上させるのに非常に有効であり、鋼がＭｏを任意（オプション）の
化学元素として含むことが好ましい。しかしながら、Ｍｏ量が０．２５％超では、焼入れ
性が過大となり、熱間圧延後の冷却過程でベイナイト、マルテンサイトなどの過冷組織が
発生しやすくなる。そのため、Ｍｏ量の上限が０．２５％であることが必要である。鋼に
Ｍｏが含まれる場合において、伸線加工性をより安定的に得るために、Ｍｏ量が０．２３
％以下や０．２０％未満であってもよい。一方、Ｍｏ量の下限は、０％でもよく、焼入れ
性をより高めるために、Ｍｏ量が０．０５％以上であってもよい。
【００２９】
　Ｂ：０～２５ｐｐｍ（０～０．００２５％）
　Ｂは、固溶Ｂの粒界への濃化により疑似パーライトやベイナイトの生成を抑制する。し
かしながら、鋼中のＢ量が過剰であると、組織（高温時におけるオーステナイト、すなわ
ち、旧オーステナイト）中にＦｅ２３（ＣＢ）６などの炭化物が形成し、軸受部品の製品
特性を低下させる。そのため、Ｂ量の上限が２５ｐｐｍであることが必要である。Ｂは、
任意（オプション）の化学元素であり、Ｂ量の下限は、０ｐｐｍ（０％）でもよい。疑似
パーライトやベイナイトの生成を抑制し、より安定的な伸線加工性及びコイル成形性を得
るために、Ｂ量が１ｐｐｍ（０．０００１％）以上や２ｐｐｍ（０．０００２％）以上、
５ｐｐｍ（０．０００５％）以上であってもよい。
【００３０】
　Ｏ：０～０．００１０％
　Ｏは不純物である。Ｏ含有量が０．００１０％を超えると、酸化物系介在物が形成され
て、線材の伸線加工性や軸受部品の製品特性が低下する。そのため、Ｏ含有量を０．００
１０％以下に制限する。Ｏ含有量は少ないほど望ましいので、上記制限範囲に０％が含ま
れる。ただし、Ｏ含有量を０％にするのは、技術的に容易ではない。そのため、製鋼コス
トの観点から、Ｏ含有量の下限値は０．０００１％としてもよい。通常の操業条件を考慮
すると、Ｏ含有量は、０．０００５％～０．００１０％が好ましい。
【００３１】
　Ｎ：０～０．０３０％
　Ｎは不純物である。Ｎ含有量が０．０３０％を超えると、粗大な介在物が生成して、線
材の伸線加工性や軸受部品の製品特性が低下する。そのため、Ｎ含有量を０．０３０％と
する。Ｎは、ＡｌやＢと結合して窒化物を形成し、この窒化物がピン止め粒子として機能
して結晶粒を細粒化する。そのため、Ｎ含有量が少量であれば、鋼がＮを含んでもよい。
例えば、Ｎ含有量の下限を０．００３％としてもよい。結晶粒を微細化する効果さらに高
める場合には、Ｎ含有量の下限を０．００５％としてもよい。
【００３２】
　Ａｌ：０．０１０％～０．１００％
　Ａｌは脱酸元素である。Ａｌ含有量が０．０１０％未満であると、脱酸が不十分となり
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、酸化物が析出することによって、線材の伸線加工性や軸受部品の製品特性が低下する。
一方、Ａｌ含有量が０．１００％を超えても、ＡｌＯ系介在物が発生し、線材の伸線加工
性や軸受部品の製品特性が低下する。そのため、Ａｌ含有量を０．０１０％～０．１００
％とする。より確実に伸線加工性や製品特性の低下を防ぐために、Ａｌ含有量は、０．０
１５％～０．０７８％であることが好ましい。さらに好ましくは、Ａｌ含有量は、０．０
１８％～０．０５０％である。
【００３３】
　なお、上記以外の化学元素が不純物として含まれる場合もあるが、そのような不純物の
量はＪＩＳ　Ｇ　４８０５に準じる。すなわち、Ｃｕ含有量を０．２０％以下に制限し、
上記に列挙された元素以外の元素の量を０．２５％以下に制限する。
【００３４】
　本発明の一実施形態に係る鋼は、Ｃと、Ｓｉと、Ｍｎと、Ｃｒとを含み、残部がＦｅお
よび不純物からなる。また、本実施形態に係る鋼は、Ｍｏ、Ｂの群から選択される少なく
とも１つの化学元素を含んでも良い。そのため、本発明の別の実施形態に係る鋼は、Ｃと
、Ｓｉと、Ｍｎと、Ｃｒと、任意（オプション）の化学元素として、Ｍｏ、Ｂから選択さ
れる少なくとも１つを含み、残部がＦｅおよび不純物からなる。本実施形態に係る鋼は、
必須元素の量から過共析鋼に分類され、不純物には、ＰやＳ、Ｏ、Ｎ、Ａｌなどが含まれ
る。
【００３５】
　次に、本実施形態に係る鋼線材の組織について説明する。
　本発明において、図２Ａに示すような、Ｃ断面における鋼線材の表面１００から深さ０
．１×ｒ（ｍｍ）（ｒ：鋼線材の半径（円相当径の半分））までの領域（斜線部）を「表
層領域」１０と呼ぶ。そして、図２Ｂに示すような、表層領域１０の内方にあって表層領
域１０以外の領域（斜線部）を「内部領域」１１と呼ぶ。即ち、鋼線材の半径（円相当径
の半分）をｒ（ｍｍ）と定義したとき、表層領域１０は、鋼線材の表面１００から距離０
．１×ｒ（ｍｍ）だけ離れた面（Ｃ断面における線）と鋼線材の表面１００との間の領域
であり、内部領域１１は、鋼線材の表面１００から距離０．１×ｒ（ｍｍ）だけ離れた面
（Ｃ断面における線）によって囲まれた線材の中心（中心線）１０１を含む領域である。
また、図２Ｃに示すように、線材の中心（中心線）１０１から距離０．５×ｒ（ｍｍ）だ
け離れた面（Ｃ断面における円）によって囲まれた線材の中心１０１を含む領域（斜線部
）を「中心部」１２と呼ぶ。この中心部１２は、内部領域１１に含まれている。なお、図
２Ｄに示すように、Ｃ断面は、線材の長手方向に垂直な断面（斜線部）であり、中心線（
中心）１０１は、線材の長手方向に延在している。
【００３６】
　まず、内部領域の組織について説明する。
【００３７】
　過共析鋼では、図１に示すように、旧オーステナイト粒界１に沿って初析セメンタイト
２が析出し、初析セメンタイト２を除く領域にパーライト組織１ａが形成されている。こ
のパーライト組織１ａ内には、パーライトブロック３と呼ばれる領域、すなわち、フェラ
イト（パーライト中におけるラメラーセメンタイト間のフェライトの各々）の結晶方位が
同じ領域が形成されている。さらに、このパーライトブロック３内には、パーライトコロ
ニー４と呼ばれる領域、すなわち、ラメラーセメンタイトが互いに平行に揃った領域が形
成されている。なお、図１では、パーライトブロック３の一部が省略されている。
【００３８】
　内部領域においてパーライト以外の組織が１０％以上である場合や過冷組織としてマル
テンサイトが存在する場合、伸線時における組織の伸長の量が位置によって変動し、伸線
材内に不均一な歪が生じて線材が断線する。そのため、主組織がパーライトであり、パー
ライトの面積率が９０％以上であることが必要である。より伸線加工性を高めるために、
パーライトの面積率が９２％以上であると好ましい。パーライトの面積率の上限は、１０
０％であってもよいが、線材の製造条件により高い柔軟性を付与するために、９９％や９
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８％であってもよい。ここで、パーライトは、疑似パーライトを含む。また、全てのパー
ライトブロックの円相当径が４０μｍ以下であるパーライトが９０％以上であるとより好
ましい。初析セメンタイトは、少量の析出である限り、特に伸線加工性を阻害しない。し
かしながら、多量の初析セメンタイトが旧オーステナイト粒を囲むように析出すると、伸
線時に旧オーステナイト粒の変形が阻害され、伸線加工性が低下する。そのため、内部領
域における初析セメンタイトの面積率を５．０％以下に制限することが必要である。より
安定的に伸線加工性を得るためには、初析セメンタイトの面積率を３．０％以下に制限す
ることが好ましく、３．０％未満や２．８％以下に制限することがより好ましい。パーラ
イト、初析セメンタイト以外の組織（残部）は、ベイナイト、フェライト、球状セメンタ
イトの群から選択される少なくとも１つであり、残部の面積率を１０％以下に制限するこ
とが必要である。より安定的に伸線加工性を得るためには、残部の面積率を、８．０％以
下に制限することが好ましく、５．０％未満や３．０％以下に制限することが好ましい。
【００３９】
　このように、本実施形態では、少量の初析セメンタイトの析出が許容されるが、上述の
特許文献２とは異なり初析セメンタイトが析出しないことが望ましい。
【００４０】
　パーライトブロックの径（粒径）は、延性と非常に強い相関関係があり、パーライトブ
ロックを微細化すれば、伸線加工性が向上する。特に、パーライトブロックの粒径が粗大
であると、伸線時に内部クラックが生成して線材が断線する可能性が高くなる。そのため
、パーライトブロックの粒径が大きくなり過ぎないように抑制することは重要である。し
たがって、内部クラックの生成を抑制し、伸線加工性を十分に向上させるために、パーラ
イトブロックの最大粒径を４０μｍ以下に制限する。すなわち、４０μｍを超える円相当
径を有するパーライトブロックの面積率が０．６２％以下であることが必要である。また
、パーライトブロックの最大粒径を３５μｍ以下に制限することがより好ましい。すなわ
ち、３５μｍを超える円相当径を有するパーライトブロックの面積率が０．４８％以下で
あることがより好ましい。
【００４１】
　次に、表層領域の組織について説明する。
【００４２】
　伸線材をコイル状に成形する際、曲げやねじりが伸線材に付与される。この曲げやねじ
りによって与えられる変形量は表層領域において最も大きいため、表層領域の組織（パー
ライトの量、初析セメンタイトの量、硬さ、及び、中心部に対する硬さの差）の制御が重
要である。例えば、パーライト量が少ないと、コイル成形時に伸線材が破断する。また、
例えば、図３に示すように、初析セメンタイトの量が多く、初析セメンタイトがネットワ
ーク状に存在すると、コイル成形時に伸線材が破断する。そのため、表層領域において、
パーライトの面積率が８０％以上であり、初析セメンタイトの面積率を２．０％以下に制
限することがコイル成形性を確保するのに必要である。コイル成形性をより高めるために
、表層領域におけるパーライトの面積率が、８５％以上や９０％以上であると好ましく、
９５％超や９７％以上であるとより好ましい。ここでも、パーライトは、疑似パーライト
を含む。パーライト、初析セメンタイト以外の組織（残部）は、ベイナイト、フェライト
、球状セメンタイトの群から選択される少なくとも１つであり、残部の面積率を２０％以
下に制限することが必要である。より安定的にコイル成形性を得るためには、残部の面積
率が、１５％以下や１０％以下に制限されることが好ましく、５．０％未満や３．０％以
下に制限されることが好ましい。
【００４３】
　また、上記のパーライトの量、初析セメンタイトの量、残部の組織及び量に加え、例え
ば、パーライト中のフェライトに含まれるＳｉの量、パーライトのラメラー間隔やパーラ
イトブロックの大きさ（粒径）、パーライト中の疑似パーライトの量、セメンタイトの形
態、介在物の量、粒界偏析した化学元素（溶質）の量、旧オーステナイトの粒径もコイル
成形性に影響を与える。例えば、パーライト中のラメラーセメンタイトが粒状化した疑似
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パーライトが、周りの組織との伸びの違いにより不均一な歪を生じてコイル成形性が低下
することがある。但し、パーライトの量、初析セメンタイトの量、残部の組織及び量以外
の要素を定義したり、測定したりすることは困難であるので、コイル成形性に影響を与え
る上記要素を総括したミクロ組織に係る要素を、表層領域の硬さとして定義する。この表
層領域の硬さがＨＶ４２０を超えると、コイル成形時に線材が破断する。そのため、図４
に示すように、素材の表面から深さ０．１×ｒ（ｍｍ）（ｒ：鋼線材の半径）に至る表層
領域における硬さがＨＶ４２０以下であることが必要である。一方、表層領域における硬
さがＨＶ３００未満であると、十分な量のパーライト組織を得ることが困難である他、旧
オーステナイトやパーライトブロックの粒径も大きくなり、伸線加工性が低下する。その
ため、表層領域の硬さの下限がＨＶ（ビッカース硬度）で３００以上であることが必要で
ある。したがって、表層領域の硬さの範囲は、ＨＶ３００～ＨＶ４２０である。
【００４４】
　さらに、表層領域と内部領域との間の組織の違いもコイル成形性を低下させる。位置に
おける組織の違いは、例えば、化学組成や熱間圧延後の冷却制御の影響やミクロ的な化学
元素の分布の影響を受け、線材の表面と線材の中心との間で最も大きくなる。そのため、
この表層領域と内部領域との間の組織の違いを、表層領域と中心部との間の硬さの差とし
て定義する。この表層領域と中心部との間の硬さの差がＨＶで２０．０を超えると、図５
に示すように、コイル成形時に線材が破断する。そのため、表層領域と中心部との間の硬
さの差をＨＶ２０．０以下に制限することが必要である。すなわち、表層領域と中心部と
の間の硬さの差の範囲は、ＨＶ０～ＨＶ２０．０である。
【００４５】
　上記において説明した組織の測定方法について説明する。
　初析セメンタイトおよびパーライトの面積率は、次のようにして測定した。まず、線材
の任意の位置から試片を切り出し、この試片を樹脂に埋めた後、線材のＣ断面（線材の中
心線に垂直な断面）が表面（切断面）となるように粗研磨を行う。その後、仕上げ研磨と
してアルミナで研磨した後、３％ナイタール溶液およびピクラールで腐食する。その後、
相や組織を同定するために走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）にて腐食された表面を観察する。さ
らに、ＳＥＭにて、表層領域及び内部領域のそれぞれについて１０領域を２０００倍にて
撮影した（１領域あたりの観察視野：０．０２ｍｍ２）。画像解析を用いて初析セメンタ
イトの領域とパーライトの領域とを抽出し、それら領域の面積から初析セメンタイトおよ
びパーライトの面積率を計算する。
【００４６】
　パーライトブロックの大きさは、次のようにして測定した。まず、線材の任意の位置か
ら試片を切り出し、この試片を樹脂に埋めた後、線材のＣ断面（線材の中心線に垂直な断
面）が表面（切断面）となるように粗研磨する。その後アルミナ及びコロイダルシリカで
順次仕上研磨をして、歪を除去する。その後、後方散乱電子回折装置（ＥＢＳＤ）を用い
て、内部領域について総合観察視野２０００００μｍ２以上を分析する。なお、１視野で
２０００００ｍ２を測定する必要はなく、視野を複数に分割してもよい。結晶方位（角度
）の差が９°以上の境界をパーライトブロックの粒界と定義し、パーライトブロックの大
きさ（粒径）を測定する。このパーライトブロックの大きさは、円相当径であり、得られ
たパーライトブロックの中で最も大きなパーライトブロック（粒）のサイズ（径）をパー
ライトブロックの最大径として定義する。
【００４７】
　Ｃ断面の表層領域及び中心部の硬さは、局所的な内部の組織（ミクロ組織や化学成分の
分布等）によって決まるため、線材の降伏強度、引張強度から見積もることはできない。
そのため、表層領域の硬さ及び中心部の硬さは、次のようにして測定した。まず、リング
状に巻き取った線材から連続で３リング採取した後、各リングを８等分したそれぞれの箇
所から長さ１０ｍｍ程度の２４個の試片を採取する。これらの試片から任意に選択された
４個の試片を樹脂に埋め、線材のＣ断面（線材の中心線に垂直な断面）が表面（切断面）
となるように樹脂を切断する。この表面をアルミナで研磨して歪を除去した後、ビッカー
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ス硬度計を用いた硬さ試験にて研磨面における表層領域及び中心部の硬さを測定する。
【００４８】
　表層領域の硬さは、線材の表面から０．１×ｒ（ｍｍ）以内の３点以上の領域を測定し
て得られた結果を平均して評価される。例えば、１つの試片のＣ断面の表層領域内から互
いに等間隔（９０°間隔）になるように４点の領域を選択し、その４点の領域の硬さを評
価する。そして、この評価を残りの３つの試片に対しても行い、１つの線材あたり計１６
点の領域の硬さを測定し、これら１６点の領域の硬さを平均して表層領域の硬さを評価す
る。
【００４９】
　中心部の硬さは、表層領域の硬さを評価したＣ断面と同一のＣ断面内において、試片の
中心（中心線）から０．５×ｒ（ｍｍ）以内の３点以上の領域を測定して得られた結果を
平均して評価される。表層領域と中心部との間の硬さの差は、表層領域の硬さから中心部
の硬さを引いて計算された値を絶対値に変換して得られる。例えば、表層領域の硬さを評
価したＣ断面と同一のＣ断面内において、中心部から３点の領域（計１２点の領域）を選
択し、それらの領域の硬さを評価する。そして、これら１２点の硬さを平均して中心部の
硬さを評価する。上述の表層領域の硬さからこの中心部の硬さを引いて表層領域と中心部
との間の硬さの差が得られる。
【００５０】
　なお、ビッカース硬度計を用いてある領域の硬さを測定した後この領域に形成された圧
痕が残りの硬さの測定に影響を与えないように硬さの測定領域間の距離を圧痕サイズの５
倍以上離す。また、表層領域の硬さを測定する際には、測定領域が線材の表面から圧痕サ
イズの３倍以上離れるようにビッカース硬度計の荷重や測定領域を選択する。
【００５１】
　なお、本実施形態に係る線材の寸法は、特に制限されないが、線材の生産性および玉軸
受の鋼球やコロ軸受のコロ等の軸受部品の生産性を考えると、線材の線径が直径３．５ｍ
ｍ～５．５ｍｍであると望ましく、４．０ｍｍ～５．５ｍｍであるとより望ましい。なお
、線材の線径は、円相当径により評価される。
【００５２】
　次に、製造方法について説明する。なお、以下に説明する製造方法は、伸線加工性およ
び伸線加工後のコイル成形性に優れた軸受用鋼線材を製造する方法の一例である。本発明
に係る軸受用鋼線材の製造方法は、以下の手順および方法に限定されず、本発明に係る軸
受用鋼線材を製造できる方法であれば、軸受用鋼線材の製造方法として如何なる方法も採
用することが可能である。
【００５３】
　熱間圧延（線材圧延）に供される材料には、通常の製造条件（例えば、鋳造条件や均熱
条件）を採用して得られた鋼片を使用することができる。例えば、上述の化学組成を有す
る鋼を鋳造して得られた鋳造片に対して１１００～１２００℃の温度域で１０～２０ｈｒ
の間保持するソーキング処理（鋳造などで発生する偏析を軽減させるための熱処理）を施
す。均熱後の鋳造片から分塊圧延にて線材圧延に適した大きさの鋼片（一般にビレットと
呼ばれる線材圧延前の鋼片）を製造する。なお、上記のソーキング処理を鋳造片に施して
おくと、安定的に線材の組織を上述のように制御するのに有利である。
【００５４】
　その後、鋼片を９００～１３００℃に加熱後、圧延温度を制御しながら圧延する。この
圧延において、仕上圧延を７００℃以上８５０℃以下の温度域から開始する。この場合、
圧延による温度上昇により、仕上圧延を終了する温度は、一般的に８００～１０００℃の
温度域に達している。なお、圧延線材の温度は、放射温度計により測定され、厳密には鋼
材の表面温度を意味する。仕上圧延直後の温度、すなわち、熱間圧延直後の温度から７０
０℃までの温度域における平均冷却速度が５～２０℃／ｓの範囲内であるように熱延線材
を冷却する。その後、７００℃から６５０℃までの温度域における平均冷却速度が０．１
～１℃／ｓであるように熱延線材を冷却し、パーライト変態の温度域が６５０℃～７００
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℃の範囲になるように冷却速度を調整する。なお、冷却速度の切替温度は特に制限されず
、上記温度域における平均冷却速度が維持される限り、７００℃近傍で冷却速度を切り替
えてもよく、熱間圧延後６５０℃まで連続的に（滑らかに）冷却速度を変更してもよい。
また、冷却時に巻取りも行われ、巻取温度は、７００℃以上である。
【００５５】
　仕上圧延を８５０℃以下の温度域から開始するのは、オーステナイト粒を微細化して変
態時のパーライトの核生成サイトを増加させ、パーライトブロックの大きさを微細化する
ためである。８５０℃を超える温度域から仕上圧延を開始すると、パーライトブロックが
十分に微細化しない。そのため、仕上圧延は、８５０℃以下の温度域から開始される。パ
ーライトブロックをより微細化するために、仕上圧延を８００℃以下で開始するとより好
ましい。一方、仕上圧延を７００℃未満の温度域から開始すると圧延時の設備負荷が増加
する他、線材の表層領域が過剰に冷却され、表層領域に割れや異常組織が生成し、伸線加
工性やコイル成形性が低下する懸念がある。そのため、仕上圧延を７００℃以上の温度域
から開始する。線材の表層領域の組織をより安定的に制御するために、仕上圧延を７５０
℃以上で開始するとより好ましい。
【００５６】
　７００℃以上の温度域における平均冷却速度が５℃／ｓ以上であると、初析セメンタイ
トの析出や球状セメンタイトの生成を抑制することができることに加え、仕上圧延で微細
化したオーステナイト粒が仕上圧延時の加工発熱（温度上昇）によって成長するのを抑制
することができる。オーステナイト粒が粗大化すると、パーライトブロックが粗大化する
他、硬さのばらつきも増加する。そのため、表層領域における初析セメンタイトの量を十
分に減らし、微細なパーライトブロックと、Ｃ断面における均一な硬さとをより安定的に
得るためには、７００℃以上の温度域における平均冷却速度が５℃／ｓ以上であることが
必要である。一方、７００℃以上の温度域における平均冷却速度が２０℃／ｓ以上である
と、設備コストが増加して製造コストが増加する他、表層領域の硬さが増加してコイル成
形性が低下する。そのため、この平均冷却速度の上限が２０℃／ｓであることが必要であ
る。表層領域の硬さをさらに低下させるために、平均冷却速度が１５℃／ｓ以下であると
好ましい。なお、線材を７００℃未満でリング状に巻き取ると、線材表面に疵が発生する
可能性が増加するため、７００℃以上で線材を巻き取る。
【００５７】
　７００℃まで５～２０℃／ｓの平均冷却速度で熱延線材を冷却した後熱延線材を７００
℃以下の温度域に冷却すると、オーステナイトがパーライトへ変態する。そのため、７０
０℃以下の温度域での平均冷却速度は、パーライト変態温度を制御する因子である。平均
冷却速度が１．０℃／ｓ超では、パーライト変態温度が６５０℃未満まで低下し、表層領
域の硬さが増加したり、表層領域と中心部の硬さの差が増加したりするので、伸線加工性
の低下や伸線加工後のコイル成形性の低下につながる。そのため、６５０℃～７００℃の
温度域における平均冷却速度は１．０℃／ｓ以下であることが必要である。伸線加工性お
よびコイル成形性をさらに向上させるために、平均冷却速度が０．８℃／ｓ以下であると
好ましい。なお、冷却速度の制御を６５０℃までとしたのは、巻取温度が７００℃以上で
かつ平均冷却速度が１．０℃／ｓ以下であれば、パーライトへの変態が完了しているため
である。一方、平均冷却速度が過剰に小さければ、初析セメンタイトが旧オーステナイト
粒界上にネットワーク状に多量に析出し、伸線加工性が低下する。そのため、内部領域の
初析セメンタイトの面積率（析出量）を５％以下に抑えるために、平均冷却速度の下限が
０．１℃／ｓ以上であることが必要である。内部領域の初析セメンタイトの量をさらに減
らすために、平均冷却速度が０．３℃／ｓ以上であると好ましい。
【００５８】
　本実施形態で規定する化学組成を有する素材に対して上述した製造方法を適用すること
により、熱間圧延後に熱延線材に対して球状化焼鈍を行うことなく、本発明に係る軸受用
鋼線材を製造することができる。熱間圧延後に熱延線材に対してパテンティング熱処理を
行っても良い。
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【００５９】
　上述のように、本実施形態における線材の製造方法では、質量％で、Ｃ：０．９５～１
．１０％、Ｓｉ：０．１０～０．７０％、Ｍｎ：０．２０～１．２０％、Ｃｒ：０．９０
～１．６０％を含有し、オプションとして、Ｍｏ：０．２５％以下、Ｂ：２５ｐｐｍ以下
を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる鋼を鋳造して鋳片を得る。その鋳片
を分塊圧延して鋼片を得る。この鋼片を９００～１３００℃まで加熱し、仕上圧延を７０
０～８５０℃の温度域から開始する熱間圧延を鋼片に対して行って、熱延線材を得る。熱
間圧延の終了温度から７００℃までの温度域の平均冷却速度が５～２０℃／ｓであり、６
５０～７００℃の温度域の平均冷却速度が０．１～１℃／ｓであり、巻取終了温度が７０
０～８２０℃であるように、熱延線材に対して巻取と冷却とを行う。
【実施例】
【００６０】
　以下に、本発明に係る伸線加工性および伸線加工後のコイル成形性に優れた軸受用鋼線
材の実施例を挙げ、本発明の例を具体的に説明する。ただし、本発明は、下記実施例に限
定されず、本発明の目的に適合し得る範囲で適当に実施例に変更を加えて実施することも
できる。そのような変更例も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６１】
　表１及び表２に、線材中の化学成分の量と、線材の組織と、伸線加工性と、伸線後のコ
イル成形性とを示す。
【００６２】
　本実施例では、熱間圧延とその後の冷却とにより表１に示す化学成分を有する鋼からパ
ーライト組織に制御されたサンプルを準備した。
【００６３】
　本実施例に係る線材の基本的な製法は次の通りであり、一部の鋼線材では、この基本的
な製法の条件の一部または全部を変更した。ビレットを加熱炉にて１０００～１２００℃
まで加熱したのち、仕上圧延が７００～８００℃の温度域で開始されるように熱間圧延を
行った。その後、熱間圧延完了時の温度から７００℃までの温度域における平均冷却速度
が５～２０℃／ｓであり、６５０～７００℃の温度域における平均冷却速度が０．１～１
℃／ｓであり、パーライト変態温度が６５０～７００℃であるように段階的に冷却条件を
制御した。なお、線材の線径は、φ３．６ｍｍ～５．５ｍｍであった。
【００６４】
　Ｎｏ．１５～２１の線材では、上記基本的な製法の条件を後述のように一部変更した。
また、Ｎｏ．２２の線材では、上記基本的な製法ではなく、次の製法を用いた。すなわち
、熱間圧延条件を制御して、オーステナイト粒度が９．５であり、線径が３．０ｍｍであ
る熱延線材をビレットから得た。その後、パーライトのラメラー間隔が０．０８μｍにな
るように、得られた熱延線材を、６５０℃まで９℃／秒の一定速度で冷却し、６５０℃か
ら４００℃まで１．０℃／秒の一定速度で冷却した。
【００６５】
　まず、表層領域（線材の表面から深さ０．１×ｒ（ｍｍ）（ｒ：鋼線材の半径）以内の
領域）と内部領域（表層領域以外の領域）とにおける初析セメンタイトの面積率及びパー
ライトの面積率を評価し、その後、内部領域におけるパーライトブロックの最大径を評価
した。
【００６６】
　得られた線材を樹脂に埋め込み、線材のＣ断面が表面となるように粗研磨を行った。こ
の表面を、アルミナで仕上研磨した後、３％ナイタールおよびピクラールで腐食した。そ
の後、ＳＥＭを用いた観察により相及び組織を同定し、ＳＥＭを用いた撮像により初析セ
メンタイト及びパーライトの面積率を測定した。
【００６７】
　初析セメンタイトおよびパーライトの面積率は、次のようにして測定した。表層領域及
び内部領域のそれぞれについて１０領域を倍率２０００倍にて撮影（１領域あたりの測定
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総視野：０．０２ｍｍ２）した。得られた画像を画像解析することによって初析セメンタ
イトの領域とパーライトの領域とを抽出し、それら領域の面積から初析セメンタイトおよ
びパーライトの面積率を計算し、表層領域及び内部領域の初析セメンタイトおよびパーラ
イトの面積率を得た。
【００６８】
　パーライトブロックの最大径は、後方散乱回折装置（ＥＢＳＤ）を用いて測定された。
得られた線材を樹脂に埋め込み、線材のＣ断面が表面となるように粗研磨を行った。この
表面をアルミナ及びコロイダルシリカを用いて順次仕上研磨して歪を除去したのち、研磨
面におけるパーライトブロックをＥＢＳＤを用いて、１領域５００００μｍ２で４領域（
総観察視野面積：２０００００μｍ２）測定した。観察視野内において方位差が９°以上
となる境界をパーライトブロックの粒界とみなしてパーライトブロック径を測定した。得
られたパーライトブロック径の中で最も大きなパーライトブロック（粒）の径を最大径に
決定した。
【００６９】
　表層領域の硬さは、次のようにして測定した。得られた線材から３リング採取し、更に
各リングから８等分間隔で（等間隔毎に）１０ｍｍの８つの試片を採取した。その２４個
の試片から任意の試片を４個選択した。選択した試片を樹脂に埋め込み、線材のＣ断面が
表面となるように粗研磨を行った。さらに、アルミナで仕上研磨を行い、研磨面から歪を
除去した後、１つの試片のＣ断面の表層領域内から互いに等間隔（９０°間隔）となるよ
うに４点の領域を選択し、その４点の領域の硬さを測定した。更に、この測定を残りの３
個の試片に対しても行い、一つの線材あたり計１６点の領域の硬さを測定し、これら１６
点の領域の硬さを平均して線材の表層領域の硬さを得た。なお、表層領域の硬さの測定に
おいては、測定領域が線材の表面から圧痕サイズの３倍離れるようにビッカース硬度計の
荷重や測定領域を制御した。
【００７０】
　さらに、表層領域と中心部の硬さの差を上記表層領域の硬さの測定方法と同様の測定方
法によって評価した。表層領域の硬さを評価したＣ断面と同一のＣ断面内において、中心
部（中心から０．５×ｒ（ｍｍ）以内の領域）から３点の領域を選択し、それらの領域の
硬さを測定した。得られた１２点の硬さを平均して中心部の硬さを計算した。上述の表層
領域の硬さからこの中心部の硬さを引いて表層領域と中心部の硬さの差を得た。
【００７１】
　次に、伸線加工性の評価試験について述べる。線材に対して球状化焼鈍を施すことなく
、スケールを除去するために得られた線材を酸洗し、潤滑被膜を形成するために線材をボ
ンデライジングし石灰被膜を線材に対して塗付した。その後、線材の伸線加工性の評価試
験を行った。この試験では、線材を２５ｍ採取し、乾式の単頭式伸線機にて、１パスあた
りの減面率が２０％、伸線速度が５０ｍ／ｍｉｎとなるように線材を伸線し、この伸線を
線材が断線するまで繰り返した。断線した際の伸線材の線径から真歪（－２×Ｌｎ（ｄ／
ｄ０）、ｄ：伸線材の線径、ｄ０：鋼線材の線径）を計算した。この真歪を５回測定し、
５回の真歪の平均を断線発生歪（伸線加工限界歪）として定義した。
【００７２】
　次に、コイル成形性の評価試験について述べる。この試験は、上記の伸線評価試験にお
いて１．８以上の伸線加工限界歪が得られた線材に対して行われた。３００ｋｇの線材を
採取し、球状化焼鈍を施すことなく、スケールを除去するために線材を酸洗し、潤滑被膜
を形成するために線材をボンデライジングし石灰被膜を線材に対して塗付した。その後、
乾式の貯線式連続伸線機にて、１パスあたりの減面率が１７～２３％、総減面率が７０％
以上、最終伸線速度が１５０～３００ｍ／ｍｉｎとなるように線材を伸線し、連続して、
得られた伸線材をコイル状に成形した。その際、線材の破断を検査し、３００ｋｇあたり
の破断回数によってコイル成形性を評価した。なお、コイル径は６００ｍｍであった。
【００７３】
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【表２】

【００７５】
　表２に結果を示す。本発明の範囲から外れる項目にアンダーラインを付している。表２
中の組織の列において、Ｐはパーライト、θは初析セメンタイト、Ｍはマルテンサイトを
意味する。この列に記載された組織以外に、フェライト、球状セメンタイト、ベイナイト
が観察された。表２において、最大粒径は、パーライトブロックの最大粒径を示し、粗大
粒面積率は、ミクロ組織中の４０μｍを超える円相当径を有するパーライトブロックの面
積率を示す。また、コイル成形性について、表２中の数字は、破断回数を、記号－は、評
価試験を行わなかったことを示す。
【００７６】
　Ｎｏ．１～９の線材は全て、発明例であり、線材に対して２．８以上の真歪を加えても
断線せず、優れた伸線加工性を有していた。また、Ｎｏ．１～９の線材は全て、７０％以
上の総減面率で伸線しても破断することなくコイル形状に加工できる優れた成形性を有し
ていた。
【００７７】
　Ｎｏ．１０～１４の線材は全て、比較例であり、その化学組成は、本発明に係る線材の
化学組成の範囲と異なっている。Ｎｏ．１０の線材では、Ｃの量が多いため、表層領域お
よびその他の領域において、初析セメンタイトが過剰に析出し、伸線加工性およびコイル
成形性が低下した。Ｎｏ．１１の線材では、Ｓｉの量が多いため、表層領域の硬さが過剰
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に大きくなり、コイル成形性が低下した。Ｎｏ．１２～１４の線材では、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｍ
ｏのいずれかの量が多いため、線材がマルテンサイトを含んでおり、伸線加工性が低下し
た。
【００７８】
　Ｎｏ．１５～２１の線材も全て、比較例であり、本発明に係る線材の化学組成を有して
いるが、本発明に係る線材と組織において異なっている。Ｎｏ．１５、１９の線材では、
仕上圧延が終了してから７００℃までの平均冷却速度が５℃／ｓ未満であったので、表層
領域に初析セメンタイトが過剰に析出し、コイル成形性が低下した。Ｎｏ．１６の線材で
は、６５０～７００℃の温度域において１．０℃／ｓ超の平均冷却速度で線材を急速に冷
却した結果、変態温度が６５０℃未満まで低下したため、表層領域の硬さが過剰に大きく
なり、コイル成形性が低下した。Ｎｏ．１７の線材では、８５０℃を超える温度で仕上圧
延を開始したため、パーライトブロック粒径が大きくなり、伸線加工性が低下した。この
Ｎｏ．１７の線材では、４０μｍを超える円相当径を有するパーライトブロックの面積率
が０．６２％を超えていた。Ｎｏ．１８の線材では、７００℃未満の温度で仕上圧延を開
始したため、表層領域において、疑似パーライトやパーライト中のセメンタイトが球状化
し、球状セメンタイトの生成によってパーライトの面積率が少なくなり、コイル成形性が
低下した。Ｎｏ．２０の線材では、仕上圧延終了後７００℃まで線材を急速冷却したもの
の、６５０～７００℃の温度域における平均冷却速度が０．１℃／ｓ未満であったため、
表層領域以外の領域において、初析セメンタイトが過剰に析出し、パーライト面積率が低
下したため、伸線加工性が低下した。Ｎｏ．２１の線材では、６５０～７００℃の温度域
における平均冷却速度（一定速度）が１．０℃／ｓ超であったため、表層領域と中心部の
硬さの差がＨＶ２０以上まで増大し、コイル成形性が低下した。Ｎｏ．２２の線材は、初
析セメンタイトの量が０％で、ラメラー間隔が０．０８μｍであるパーライト単相組織を
有していた。しかしながら、このＮｏ．２２の線材では、表層領域の硬さが過剰に大きく
なり、コイル成形性が低下した。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　伸線加工前の球状化焼鈍を省略しても優れた伸線加工性および伸線後のコイル成形性を
有する軸受用鋼線材を提供することができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　旧オーステナイト粒界
　１ａ　　パーライト組織
　２　　初析セメンタイト
　３　　パーライトブロック
　４　　パーライトコロニー
　１０　　表層領域
　１１　　内部領域
　１２　　中心部
　１００　　鋼線材の表面
　１０１　　中心線（中心・中心軸）
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【図２Ｄ】

【図３】
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【国際調査報告】
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