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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％でＣ：０．１～０．３０％、Ｓｉ：０．０１～０．５％、Ｍｎ：０．３～０．９
％、残部Ｆｅ及び不可避不純物からなる鋼であって、ＪＩＳ　Ｇ　０５５２で規定するフ
ェライト結晶粒度番号が９以上であり、フェライト組織分率が３０面積％以上、残部がパ
ーライト、ベイナイト、マルテンサイト又はこれらの混合組織から成り、ベイナイト＋マ
ルテンサイト組織分率が残部の５０面積％以上であることを特徴とする冷間鍛造用熱間圧
延線材。
【請求項２】
　質量％で更にＣｒ：０．２～２．０％、Ｍｏ：０．１～１．０％、Ｎｉ：０．３～１．
５％、Ｃｕ：１．０％以下、Ｂ：０．００５％以下のうち１種又は２種以上を含有するこ
とを特徴とする請求項１記載の冷間鍛造用熱間圧延線材。
【請求項３】
　質量％で更にＴｉ：０．００５～０．０４％、Ｎｂ：０．００５～０．１％、Ｖ：０．
０３～０．３％のうち１種又は２種以上を含有することを特徴とする請求項１または２記
載の冷間鍛造用熱間圧延線材。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の鋼成分を有する鋼を、Ａｒ３点からＡｒ３点＋１５０
℃の温度範囲で仕上圧延後、Ａｒ１点から３００℃の間を５～４０℃／秒の冷却速度で冷
却することにより、ＪＩＳ　Ｇ　０５５２で規定するフェライト結晶粒度番号が９以上で
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あり、フェライト組織分率が３０面積％以上、残部がパーライト、ベイナイト、マルテン
サイト又はこれらの混合組織から成り、ベイナイト＋マルテンサイト組織分率が残部の５
０面積％以上とすることを特徴とする冷間鍛造用熱間圧延線材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用部品、建設機械用部品等の機械構造用部品の製造に用いる冷間鍛造
用熱間圧延線材、及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車用部品、建設機械用部品等の機械構造用部品、例えばボルトやナット等は
、機械構造用炭素鋼あるいは合金鋼の熱間線材を冷間鍛造等することによって製造されて
いる。
【０００３】
　通常、冷間鍛造等での冷間加工性を確保するために、線材に、必要に応じて粗引き伸線
をした後、球状化焼鈍を行い、しかる後に冷間鍛造、引き抜き、切削等の冷間加工により
成形し、焼入れ焼戻しを施して成形部品とされている。
【０００４】
　粗引き伸線の実施有無や球状化焼鈍での保持温度、時間は冷間加工量に依って適宜選択
され、例えば、冷間加工量の多いフランジ付きボルト等では、粗引き伸線をした後、高温
、長時間の球状化焼鈍が施される。
【０００５】
　本発明者は、高温、長時間の球状化焼鈍を行なっても従来は必要であった粗引き伸線を
省略できる冷間鍛造用線材とその製造方法を提案した（特許文献１参照）。
【０００６】
　しかし、一方では、粗引き伸線を行なった上で、球状化焼鈍を低温・短時間化すること
による生産能力の向上やエネルギーコストの低減が要求されている。
【０００７】
　本発明者は、球状化焼鈍の短時間化を可能とする機械構造用熱間圧延線材・棒鋼とその
製造方法を提案したが（特許文献２参照）、この発明は従来粗引き伸線を必要としないレ
ベルのものに適用されるものであり、従来粗引き伸線が必要なものには採用されない。
【０００８】
　特許文献３には、体積含有率４０～７５％のフェライトと残部がマルテンサイト、ベイ
ナイト又はこれらの混合組織からなる低温変態生成相との混合組織とすることにより球状
化焼鈍の省略を可能とする製造方法が提案されている。この発明はＭｎ含有量が１．０％
以上の鋼を対象としており、高硬度のため球状化焼鈍を簡省略すると加工量の多い冷間鍛
造が困難であるという問題がある。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－３３６４５７号公報
【特許文献２】特開２０００－３３６４６０号公報
【特許文献３】特開昭６１－１３０４２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明は上記実情に鑑み、熱間圧延線材の鋼組織を適正に制御することにより
粗引き伸線後の球状化焼鈍を低温かつ短時間で処理可能とする冷間鍛造用熱間圧延線材と
その製造方法を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、熱間圧延線材の鋼組織を制御することについて鋭意研究を行い、熱間圧
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延線材のフェライト粒度、フェライト組織分率、残部組織中のベイナイト＋マルテンサイ
ト組織分率を適正に制御すれば、粗引き伸線後の球状化焼鈍を低温かつ短時間で処理して
も従来並みの冷間加工性が得られることを知見し、本発明を完成した。
【００１２】
　本発明の要旨は、以下のとおりである。
【００１３】
　（１）　質量％でＣ：０．１～０．３０％、Ｓｉ：０．０１～０．５％、Ｍｎ：０．３
～０．９％、残部Ｆｅ及び不可避不純物からなる鋼であって、ＪＩＳ　Ｇ　０５５２で規
定するフェライト結晶粒度番号が９以上であり、フェライト組織分率が３０面積％以上、
残部がパーライト、ベイナイト、マルテンサイト又はこれらの混合組織から成り、ベイナ
イト＋マルテンサイト組織分率が残部の５０面積％以上であることを特徴とする冷間鍛造
用熱間圧延線材。
【００１４】
　（２）質量％で更にＣｒ：０．２～２．０％、Ｍｏ：０．１～１．０％、Ｎｉ：０．３
～１．５％、Ｃｕ：１．０％以下、Ｂ：０．００５％以下のうち１種又は２種以上を含有
することを特徴とする請求項１記載の冷間鍛造用熱間圧延線材。
【００１５】
　（３）　質量％で更にＴｉ：０．００５～０．０４％、Ｎｂ：０．００５～０．１％、
Ｖ：０．０３～０．３％のうち１種又は２種以上を含有することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の冷間鍛造用熱間圧延線材。
【００１６】
　（４）　上記（１）～（３）のいずれかに記載の鋼成分を有する鋼を、Ａｒ３点からＡ
ｒ３点＋１５０℃の温度範囲で仕上圧延後、Ａｒ１点から３００℃の間を５～４０℃／秒
の冷却速度で冷却することにより、ＪＩＳ　Ｇ　０５５２で規定するフェライト結晶粒度
番号が９以上であり、フェライト組織分率が３０面積％以上、残部がパーライト、ベイナ
イト、マルテンサイト又はこれらの混合組織から成り、ベイナイト＋マルテンサイト組織
分率が残部の５０面積％以上とすることを特徴とする冷間鍛造用熱間圧延線材の製造方法
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、従来よりも低温（例えば、３０℃以下）かつ短時間（例えば３．５時
間短縮）の球状化焼鈍処理でも球状化焼鈍後の硬さ、球状化率、限界圧縮率等は従来並み
であって、従来と同等の冷間鍛造性を得ることができ、生産能力の向上やエネルギーコス
トの低減を享受できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に本発明の規定理由を述べる。
【００１９】
　本発明の冷間鍛造用熱間圧延線材では、フェライト結晶粒度番号がＪＩＳ　Ｇ　０５５
２で規定する９以上とする必要がある。フェライト結晶粒度番号が９番未満と小さい場合
、粗引き伸線かつ球状化焼鈍処理を施しても十分な球状化率が得られず、所望の変形能を
達成することができない。
【００２０】
　またフェライト組織分率を３０面積％以上とする必要がある。このフェライト組織率が
これ未満になると、球状化焼鈍後の硬さが増加し、球状化焼鈍時間を短縮できないので、
フェライト組織分率の下限を３０面積％と規定した。フェライト組織分率が１００面積％
であっても良いが、後述する鋼成分では実操業上セメンタイトが必ず生成し１００面積％
には成ることはない。
【００２１】
　また、本発明の線材では、上記フェライト組織以外の残余の部分は、ベイナイトまたは
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マルテンサイトを主体とする組織からなるものであるが、両組織の他にパーライトが存在
していても良い。しかしながら、多量のパーライトが存在すると、球状化焼鈍後も球状化
率が悪く、硬さが低下せず、冷間鍛造時のつば割れ等の原因になるので、パーライト分率
は残部の５０面積％未満、即ち、ベイナイトとマルテンサイトの組織分率がフェライト組
織以外の残部の５０面積％以上とすべきである。
【００２２】
　次に、本発明における対象鋼の成分を限定した理由について述べる。
　Ｃは、機械構造用部品としての強度を増加するために必要な元素であるが、０．１％未
満では最終製品の強度が不足し、また０．３０％を超えると球状化焼鈍後の硬さが軟化せ
ず、むしろ最終製品の靭性の劣化を招くので、Ｃ含有量を０．１～０．３０％とした。
【００２３】
　Ｓｉは、脱酸元素として及び固溶体硬化による最終製品の強度を増加させることを目的
として添加するが、０．０１％未満ではこれらの硬化は不充分であり、一方、０．５％を
超えるとこれらの硬化は飽和し、むしろ靭性の劣化を招くので、Ｓｉ含有量を０．０１～
０．５％とした。なお、鋼の精錬において、鋼の脱酸は、Ｓｉによる脱酸のほかにＡｌ脱
酸も採用される。特に酸素含有量を低くするには強力なＡｌ脱酸の適用が望ましい。この
ような場合、鋼中に０．２％以下のＡｌが残留することがあるが、本発明ではかかるＡｌ
の残留を不純物として許容できる。
【００２４】
　Ｍｎは、焼入れ性の向上を通じて、最終製品の強度を増加させるのに有効な元素である
が、０．３％未満ではこの効果が不十分であり、一方、０．９％を超えると球状化焼鈍後
の硬さが高いため良好な冷間加工性が得られず、むしろ靭性の劣化を招くので、Ｍｎ含有
量を０．３～０．９％とした。
【００２５】
　また、Ｓは鋼中に不可避的に含有される成分であって、鋼中でＭｎＳとして存在し、被
削性の向上及び組織の微細化に寄与するので、本発明においてはＳ：０．１％以下許容で
きる。しかし、Ｓは冷間成形加工にとっては有害な元素であるから、被削性を必要としな
い場合には、０．０３５％以下に抑制することが好ましい。
【００２６】
　さらに、Ｐも鋼中に不可避的に含有される成分であるが、Ｐは鋼中で粒界偏析や中心偏
析を起こし、靭性劣化の原因となるので、０．０３５％以下に抑制することが好ましい。
【００２７】
　以上が本発明が対象とする鋼の基本成分であるが、本発明ではさらに、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎ
ｉ、Ｃｕ、Ｂの１種又は２種以上を含有させることができる。これらの元素は焼入れ性の
増加等により最終製品の強度を増加させるために添加する。ただし、これらの元素の多量
添加は熱間圧延ままでベイナイト、マルテンサイト組織を生じて硬さの増加を招き、また
経済性の点で好ましくないため、その含有量を、Ｃｒ：０．２～２．０％、Ｍｏ：０．１
～１．０％、Ｎｉ：０．３～１．５％、Ｃｕ：１．０％以下、Ｂ：０．００５％以下とし
た。
【００２８】
　さらに、本発明においては、粒度調整の目的で、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｖの１種又は２種以上を
含有させることができる。しかしながら、Ｔｉ含有量が０．００５％未満、Ｎｂ含有量が
０．００５％未満、Ｖ含有量が０．０３％未満では、その効果が不充分であり、一方、Ｔ
ｉ含有量が０．０４％超、Ｎｂ含有量が０．１％超、Ｖ含有量が０．３％超となると、そ
の効果は飽和し、むしろ靭性を劣化させるので、これらの含有量を、Ｔｉ：０．００５～
０．０４％、Ｎｂ：０．００５～０．１％、Ｖ：０．０３～０．３％とした。
【００２９】
　次に、本発明の製造方法における各要件について説明する。本発明方法では、Ａｒ３点
からＡｒ３点＋１５０℃の温度範囲で仕上圧延する必要がある。この熱間仕上圧延温度が
Ａｒ３点＋１５０℃を超えると組織の粗大化が起こってフェライト結晶粒度番号９以上が
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得られない。一方、熱間仕上げ圧延温度がＡｒ３点未満となると、オーステナイトとフェ
ライトの２相域での圧延となり、製品の寸法不良や圧延後に均一なフェライト・ベイナイ
ト・マルテンサイト組織が得られないため好ましくない。仕上圧延温度は、最終仕上圧延
機出側での表面温度で規定したものである。
【００３０】
　熱間仕上げ圧延した後は、まず５℃／秒以上４０℃／秒以下の冷却速度でＡｒ１点から
３００℃までの温度範囲を冷却するものであるが、この冷却工程ではオーステナイトの成
長を抑制しつつ微細化に有利に作用する。即ち、冷却速度が５℃／秒未満になると、オー
ステナイトが粗大になる為に最終的に得られる圧延材組織も粗大かつベイナイト＋マルテ
ンサイト組織分率も小さくなり、球状化し難くなる。また４０℃／秒を超えると圧延後の
強度が高くなりすぎて、粗引き伸線かつ球状化焼鈍後の強度も所望の軟質レベルまで達成
しなくなる。また、冷却温度範囲については、Ａｒ１点から３００℃までの温度範囲が好
ましい。冷却開始温度がＡｒ１点よりも低い温度では、パーライト変態が開始してしまう
ため、冷却終了後のパーライト分率が大きくなりすぎて所望の組織を得られなくなる。ま
た、冷却最終温度が３００℃以下では、すでに変態が完了しているため、これ以下の温度
域を空冷または急冷しても特に材質には影響を及ぼさない。
【００３１】
　更に上記方法で得られた冷間鍛造用熱間圧延線材に通常の粗引き伸線(減面率２０～３
５％)を施せば、従来の焼鈍パターンにおける高温保持温度を約３０℃低下かつ高温保持
時間を約１/２以下で従来と同等な硬度・変形能を有する機械構造用線材・棒鋼を得るこ
とが可能となる。また、熱間圧延後の組織は、微細なベイナイト組織を主体となるため、
粗引き伸線後の球状化焼鈍では、従来よりも約３０℃低い７３０℃、かつ従来よりも１/
２短時間な２．５時間保持すれば、十分に炭化物が溶解して、均一な球状化組織(球状化
率８５％以上)が得られ、かつ軟質化度も従来同様のレベルとなる。
【実施例】
【００３２】
　以下に、本発明を実施例により、さらに具体的に示す。
【００３３】
　表１に供試材の化学成分を示す。これらはいずれも転炉溶製後に連続鋳造で製造された
。１６２ｍｍ角鋼片に分塊圧延後、表２に示す圧延条件で１５ｍｍ径線材に圧延した後、
同表で示す条件で粗引き伸線後、球状化焼鈍を施した。表３に圧延後の試料の組織及び球
状化焼鈍後の特性(硬さ、球状化率、限界圧縮率)について示す。限界圧縮率は８Φｍｍ×
長さ１０ｍｍの冷間据え込み試験片を製作して試験した。
【００３４】
　表２、３において、水準１～１３は従来例、水準１４～２５は本発明例、水準２６～３
１は比較例である。従来例は、仕上圧延後に冷却速度２℃／秒で空冷し、粗引き伸線後に
保定温度を７３０℃、保持時間を６時間の球状化焼鈍を行なった。
【００３５】
　発明例は、球状化焼鈍での保持温度、時間を従来例より夫々３０℃低下、３．５時間短
縮したにも拘わらず、球状化焼鈍後の硬さ（ＨＲＢで６４～６８）、球状化率（８５～９
０％）、限界圧縮率（８５～９０％）は、従来例並みである。このため、従来と同等の冷
間鍛造性を得ることができた。なお、表３中において、冷間鍛造性の評価が良好な場合を
○、不良の場合を×で表記した。
【００３６】
　比較例の水準２６は鋼成分のＭｎ含有量が規定上限を超えているため、球状化焼鈍後の
硬度が高くなり限界圧縮率が低くなった例である。水準３１は冷却速度が規定上限を超え
たため、フェライト組織分率が３０％未満となり硬度が高くなり、限界圧縮率が低くなっ
た例である。水準２７は仕上げ温度が高かったためにフェライト結晶粒度番号が９未満と
なり、球状化率が８５％未満になり結果として硬度が高くなり、限界圧縮率が低くなった
例である。水準２８、２９、３０は夫々、冷却開始温度外れ、冷却終了温度外れ、冷却速
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度下限外れにより、ベイナイト＋マルテンサイト組織分率が残部の５０％未満となり、球
状化率が低下した結果、硬度が高く、限界圧縮率が低くなった例である。
【００３７】
【表１】

【００３８】
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【表２】

【００３９】
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【表３】
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