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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ　：０．１５～０．４０％、
　Ｓｉ：０．４０％以上、１．０％未満、
　Ｍｎ：０．２～２％、
　Ｐ　：０．０３％以下（０％を含まない）、
　Ｓ　：０．０２％以下（０％を含まない）、
　Ｃｒ：０．０１～１．２％、
　Ｔｉ：０．００５～０．１％、
　Ｂ　：０．００５％以下（０％を含まない）、
　Ｎ　：０．００２～０．０１５％
を含有し、残部が鉄および不可避不純物であることを特徴とする冷間コイルばね用鋼。
【請求項２】
　更に、Ｎｉ：２％以下（０％を含まない）およびＣｕ：０．５％以下（０％を含まない
）から選択される少なくとも一種を含有する請求項１に記載のばね用鋼。
【請求項３】
　更に、Ｎｂ：０．０５％以下（０％を含まない）およびＶ：０．２５％以下（０％を含
まない）から選択される少なくとも一種を含有する請求項１または２に記載のばね用鋼。
【請求項４】
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　更に、Ｍｏ：０．６％以下（０％を含まない）を含有する請求項１～３のいずれかに記
載のばね用鋼。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のばね用鋼を、焼入れした後、焼戻しをすることなく、
スキンパス伸線して得られ、引張強さが１９００ＭＰａ以上、０．２％耐力／引張強さで
計算される耐力比が０．９０以上であることを特徴とするばね用鋼線。
【請求項６】
　請求項５に記載のばね用鋼線を、冷間でコイリングして得られるばね。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コイルばね（例えば、懸架ばね）の素材として有用なばね用鋼、ばね用鋼線
、及びばねに関するものであり、より詳細には焼入れ後の焼戻しを省略しても高強度と高
耐力比を有するばね用鋼線およびそれに用いるばね用鋼に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等に用いられるコイルばね（例えば、エンジンやサスペンション等に使用される
弁ばね、懸架ばねなど）は、排ガスの低減や燃費向上のために軽量化が求められており、
高強度化が要求されている。
【０００３】
　上記したようなコイルばねの製造方法としては、熱間巻きと冷間巻きがある。熱間巻き
は、ばね用鋼（線材）を引抜き、磨棒した後、加熱したままコイリングし、その後、焼入
れと焼戻しを行い、セッチング、ショットピーニング、塗装を行って製造される。冷間巻
きは、ばね用鋼（線材）を伸線し、焼入れと焼戻しを行い、冷間でコイリングした後に、
歪取り焼鈍し、セッチング、ショットピーニング、塗装を行って製造される。
【０００４】
　このように、コイルばねの製造工程では通常、焼入れと焼戻しを行って強度と靭性を調
整しているが、近年では、地球環境に対する負荷を低減するため、ＣＯ2の削減が求めら
れており、焼戻しを行わない焼入れのままで高強度、高靭性を確保する方法が要求されて
いる。
【０００５】
　コイルばねとは全く異なる技術分野であるが、例えば特許文献１には、化学成分組成を
調整した鋼をスタビライザ形状に熱間成形し、熱間成形後に直ちに水焼入れし、焼戻しを
行わないスタビライザの製造方法が提案されている。しかし、特許文献１で対象としてい
るスタビライザは、コイリングするものではなく、コイルばねとは全く技術分野が異なっ
ており、引張強さのレベルが大きく異なっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４４０６３４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、コイルばねの製造方法において、鋼の焼戻しを省略して単に焼入れままにする
と、得られるコイルばねの引張強さはある程度確保できたとしても、靭性や、コイルばね
に通常要求される耐力比を所定以上確保することは難しく、コイルばねとして使用するこ
とができない。特に０．２％耐力が低く、耐力比が小さくなる場合、弾性変形領域が狭く
なり、コイルばねに重要な耐へたり性が小さくなる。そこで、本発明は、焼入れ後の焼戻
し処理を省略しても高強度、高靭性、及び高耐力比を確保できるばね、ならびにこれに用
いるばね用鋼線及びばね用鋼を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を達成した本発明のばね用鋼は、質量％で、Ｃ：０．１５～０．４０％、Ｓｉ
：０．４０％以上、１．０％未満、Ｍｎ：０．２～２％、Ｐ：０．０３％以下（０％を含
まない）、Ｓ：０．０２％以下（０％を含まない）、Ｃｒ：０．０１～１．２％、Ｔｉ：
０．００５～０．１％、Ｂ：０．００５％以下（０％を含まない）、Ｎ：０．００２～０
．０１５％を含有し、残部が鉄および不可避不純物であることを特徴とする。本発明のば
ね用鋼は、必要に応じて更に、（ａ）Ｎｉ：２％以下（０％を含まない）およびＣｕ：０
．５％以下（０％を含まない）から選択される少なくとも一種、（ｂ）Ｎｂ：０．０５％
以下（０％を含まない）およびＶ：０．２５％以下（０％を含まない）から選択される少
なくとも一種、（ｃ）Ｍｏ：０．６％以下（０％を含まない）を含有しても良い。
　本発明は、上記したばね用鋼を、焼入れした後、焼戻しをすることなく、スキンパス伸
線して得られ、引張強さが１９００ＭＰａ以上、耐力比が０．９０以上であるばね用鋼線
、およびこのばね用鋼線を、冷間でコイリングして得られるばねも包含する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、ばね用鋼の化学成分を適切に調整するとともに、焼入れ後にスキンパス伸
線などの軽度の冷間加工を行っているため、高強度、高耐力比及び高靭性であるばね用鋼
線を実現することができる。本発明のばね用鋼線は、高耐力比であり、かつ組織が実質的
にマルテンサイト組織であるため、これを用いたばねは耐へたり性及び耐食性に優れる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明者らは、ばね用鋼をコイリングしてばねを製造するにあたり、焼入れ後の焼戻し
処理を省略したとしても、高強度、高靭性、高耐力比のばねを実現すべく検討を重ねた。
その結果、化学成分を適切に調整した鋼に、焼入れ後に焼戻しを行うことなく軽度の冷間
加工を行えば、強度、靭性および耐力比のいずれにも優れたばね用鋼線及びばねを実現で
きることを見出した。化学成分のうち、特にＢ（ボロン）の添加は靭性の向上に有効であ
り、また焼入れ後の軽度の冷間加工は強度と耐力比の向上に有効である。焼入れ後の軽度
の冷間加工は、冷間巻きでばねを製造する場合は、スキンパス伸線（例えば、減面率が１
０％以下の伸線）とすることができる。
【００１１】
　以下、本発明のばね用鋼の化学成分について説明する。
【００１２】
　Ｃ：０．１５～０．４０％
　Ｃは、鋼の焼入れ性を高め、強度を確保するために有用な元素である。そこで、Ｃ量を
０．１５％以上と定めた。Ｃ量は、好ましくは０．１８％以上、より好ましくは０．２１
％以上である。一方、Ｃ量が過剰になると強度が向上して靭性が低くなり、引抜き加工中
に断線する。そこでＣ量を０．４０％以下と定めた。Ｃ量は、好ましくは０．３７％以下
、より好ましくは０．３５％以下である。
【００１３】
　Ｓｉ：０．４０％以上、１．０％未満
　Ｓｉは、固溶強化により鋼の強度と耐力を確保するために有用な元素である。そこでＳ
ｉ量を０．４０％以上と定めた。Ｓｉ量は、好ましくは０．４５％以上であり、より好ま
しくは０．５０％以上である。一方、Ｓｉ量が過剰になるとフェライト生成することによ
って伸線性が低下し、また粒界酸化が顕著となる。そこで、Ｓｉ量は１．０％未満と定め
た。Ｓｉ量は、好ましくは０．９５％以下であり、より好ましくは０．９０％以下である
。
【００１４】
　Ｍｎ：０．２～２％
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性を高め、強度を確保するために有用な元素である。また、硫化物
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系介在物を形成することによって、Ｓによる粒界脆化を抑制し、靭性を向上させることが
できる。そこで、Ｍｎ量を０．２％以上と定めた。Ｍｎ量は、好ましくは０．５％以上で
あり、より好ましくは０．８％以上である。一方、Ｍｎ量が過剰になると、熱間圧延後に
過冷組織が発生し、靭性が劣化する。また硫化物系介在物が過剰に生成したり、粗大化し
て、靭性が劣化する。そこでＭｎ量を２％以下と定めた。Ｍｎ量は、好ましくは１．８％
以下であり、より好ましくは１．６％以下である。
【００１５】
　Ｐ：０．０３％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るので、できるだけ抑制する必
要がある。そこでＰ量を０．０３％以下と定めた。Ｐ量は、好ましくは０．０２０％以下
であり、より好ましくは０．０１５％以下である。Ｐ量の下限は特に限定されないが、通
常０．００３％程度である。
【００１６】
　Ｓ：０．０２％以下（０％を含まない）
　Ｓは、Ｐと同様に、旧オーステナイト粒界に偏析して粒界を脆化させるので、できるだ
け抑制する必要がある。そこで、Ｓ量を０．０２％以下と定めた。Ｓ量は、好ましくは０
．０１５％以下であり、より好ましくは０．０１０％以下である。Ｓ量の下限は特に限定
されないが、通常０．００３％程度である。
【００１７】
　Ｃｒ：０．０１～１．２％
　Ｃｒは、Ｍｎと同様に、鋼の焼入れ性向上に有用な元素である。そこでＣｒ量を０．０
１％以上と定めた。Ｃｒ量は、好ましくは０．０３％以上であり、より好ましくは０．０
５％以上である。一方、Ｃｒ量が過剰になると、焼入れ時に炭化物の溶け込みが起こりに
くくなり、所定の強度を達成できなくなる。そこで、Ｃｒ量を１．２％以下と定めた。Ｃ
ｒ量は、好ましくは１．０％以下であり、より好ましくは０．７％以下である。
【００１８】
　Ｔｉ：０．００５～０．１％
　Ｔｉは、焼入れ後の旧オーステナイト結晶粒を微細化して靭性を向上させる効果を有す
る元素である。そこでＴｉ量は、０．００５％以上と定めた。Ｔｉ量は、好ましくは０．
０１％以上であり、より好ましくは０．０２％以上である。一方、Ｔｉ量が過剰になると
粗大な介在物（例えば、Ｔｉ窒化物）が析出し、焼入れ後の軽度の冷間加工（スキンパス
伸線など）時に鋼線が破断する。そこでＴｉ量は、０．１％以下と定めた。Ｔｉ量は、好
ましくは０．０８％以下であり、より好ましくは０．０６％以下である。
【００１９】
　Ｂ：０．００５％以下（０％を含まない）
　Ｂは、鋼の焼入れ性を向上させ、また鋼線またはばねの延性や靭性を向上させるのに有
用な元素である。このような効果を有効に発揮させるため、Ｂ量は０．０００５％以上と
することが好ましく、より好ましくは０．００１０％以上である。一方、Ｂ量が過剰にな
っても上記効果が飽和するため、Ｂ量は０．００５％以下とする。Ｂ量は、好ましくは０
．００４０％以下であり、より好ましくは０．００３５％以下である。
【００２０】
　Ｎ：０．００２～０．０１５％
　Ｎは、ＣｒやＴｉなどと窒化物を形成して結晶粒を微細にする効果を有する元素である
。そこで、Ｎ量を０．００２％以上と定めた。Ｎ量は、好ましくは０．００３％以上であ
り、より好ましくは０．００４％以上である。一方、Ｎ量が過剰になると、前記窒化物が
粗大化して伸線中に断線する可能性がある。そこでＮ量を、０．０１５％以下と定めた。
Ｎ量は、好ましくは０．０１２％以下であり、より好ましくは０．００９％以下である。
【００２１】
　本発明のばね用鋼の基本成分は以上の通りであり、残部は実質的に鉄である。但し、原
料、資材、製造設備等の状況によって持ち込まれる不可避不純物が、各成分元素の作用効
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果やばねの特性を阻害しない範囲で鋼中に含まれることは当然に許容される。また、本発
明のばね用鋼は、本発明の作用効果を阻害しない範囲で、以下の任意元素を含有している
ことも好ましい。
【００２２】
　Ｎｉ：２％以下（０％を含まない）およびＣｕ：０．５％以下（０％を含まない）から
選択される少なくとも一種
　ＮｉおよびＣｕは、いずれも鋼の焼入れ性を高めて、強度を向上させるのに有用な元素
である。さらに、Ｎｉは、鋼の低温脆化を防ぐ作用があり、Ｃｕはフェライト脱炭を抑制
し、表層部の初析フェライト分率を低下させ、表層硬度を上昇させる作用を有する。この
ような作用を有効に発揮させるために、Ｎｉ量、Ｃｕ量はいずれも、０．０５％以上とす
ることが好ましく、より好ましくは０．１０％以上であり、さらに好ましくは０．１５％
以上である。一方、Ｎｉ量が過剰になると焼入れ時に残留オーステナイトが多量に残り、
強度が低下してしまう。またＣｕ量が過剰になると前記効果は飽和し、むしろ熱間圧延に
よる素材の脆化を引き起こす恐れが生じる。そこでＮｉ量は２％以下とすることが好まし
く、Ｃｕ量は０．５％以下とすることが好ましい。Ｎｉ量は、より好ましくは１．０％以
下であり、さらに好ましくは０．８％以下である。Ｃｕ量は、より好ましくは０．４％以
下であり、さらに好ましくは０．３５％以下である。
【００２３】
　Ｎｂ：０．０５％以下（０％を含まない）およびＶ：０．２５％以下（０％を含まない
）から選択される少なくとも一種
　ＮｂおよびＶは、いずれも焼入れ後の旧オーステナイト結晶粒を微細化して強度や耐力
比を向上させ、また靭性を向上させて耐へたり性の向上に寄与する元素である。このよう
な作用を有効に発揮させるため、Ｎｂ量は０．００５％以上とすることが好ましく、Ｖ量
は０．０５％以上とすることが好ましい。Ｎｂ量は、より好ましくは０．０１０％以上、
さらに好ましくは０．０１３％以上である。Ｖ量は、より好ましくは０．１０％以上、さ
らに好ましくは０．１３％以上である。一方、Ｎｂ量及びＶ量が過剰になると、粗大な炭
窒化物を形成することによって靭性が劣化し、伸線ができなくなる。そこでＮｂ量は０．
０５％以下とすることが好ましく、Ｖ量は０．２５％以下とすることが好ましい。Ｎｂ量
は、より好ましくは０．０４％以下、さらに好ましくは０．０３％以下である。Ｖ量は、
より好ましくは０．２３％以下、さらに好ましくは０．２０％以下である。
【００２４】
　Ｍｏ：０．６％以下（０％を含まない）
　Ｍｏは、靭性を高めて耐へたり性の向上に寄与する元素であり、また焼入れ性を高めて
、鋼の強度と靭性を高める元素である。こうした効果を有効に発揮させるため、Ｍｏ量は
０．０５％以上とすることが好ましい。Ｍｏ量は、より好ましくは０．１０％以上であり
、さらに好ましくは０．１５％以上である。一方、Ｍｏ量が過剰になっても、上記効果は
飽和するため、Ｍｏ量は０．６％以下とすることが好ましい。Ｍｏ量は、より好ましくは
０．５０％以下であり、さらに好ましくは０．４０％以下である。
【００２５】
　本発明のばね用鋼線は、上記した化学成分の鋼を、焼入れした後、焼戻しをすることな
く、軽度の冷間加工を行うことによって得られる。焼入れままの鋼に軽度の冷間加工を行
うことによって、引張強さを向上できるとともに、０．２％耐力も向上でき、高耐力比を
実現することができる。ばねを冷間巻きで製造する場合、前記した軽度の冷間加工として
は、例えばスキンパス伸線が挙げられる。スキンパス伸線は、例えば減面率が１０％以下
の伸線（例えば、引抜き加工）である。前記減面率の下限は特に限定されないが、通常１
％程度である。焼入れままの鋼に軽度の冷間加工を行うことによって得られる本発明の鋼
線は、具体的には引張強さを１９００ＭＰａ以上（好ましくは１９５０ＭＰａ以上）、耐
力比を０．９０以上（好ましくは０．９２以上）とすることができる。引張強さ及び耐力
比の上限は特に限定されないが、引張強さの実用化可能な上限は２１００ＭＰａ程度であ
り、耐力比の上限は通常０．９９程度である。また、本発明では、焼入れ後に焼戻しをす
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【００２６】
　ばね用鋼線の線径は、例えば９～２０ｍｍである。特に冷間巻きでばねを製造する場合
は、約９～１２ｍｍの鋼線を用いることが好ましい。
【００２７】
　前記した軽度の冷間加工を行った後の鋼線及びばねの組織は実質的にマルテンサイト組
織（具体的には、マルテンサイト組織が９０面積％以上であり、好ましくは９５面積％以
上であり、特に１００面積％）である。
【００２８】
　焼入れの条件は特に限定されないが、例えば９００～９５０℃で５～３０分間加熱した
後、３０～６０℃の油浴に３～１０分間入れるという条件を採用することができる。
【００２９】
　上記ばね用鋼線を冷間でコイリングすることによってばねが得られる。コイリング後は
、通常、歪取り焼鈍、セッチング、ショットピーニング、塗装を行う。
【００３０】
　本発明のばねは、強度、耐力比及び靭性に優れるため、自動車等のエンジンやサスペン
ション等に使用される弁ばねや懸架ばねといったコイルばねに好適に用いられる。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。本発明は以下の実施例によって
制限を受けるものではなく、前記、後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加えて実
施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される。
【００３２】
　表１に示す化学成分の鋼（残部は鉄および不可避不純物）を、１５０ｋｇの真空溶解炉
で溶製して鋼塊を得、鋼塊を１２００℃で保持した後、熱間鍛造して１５５ｍｍ角のビレ
ットを作製した。該ビレットを熱間圧延して直径１９．０ｍｍのばね用線材を得た。なお
、実操業では通常のばね用線材と同様の製造方法を採用することができ、例えば鋼片の熱
間圧延前の加熱温度を１２００℃以上、熱間圧延開始温度を８５０～９５０℃、熱間圧延
後の載置温度を９００℃以上、載置温度から７００℃までの冷却速度を３℃／秒以上とし
て線材を製造すれば良い。本実施例で行った製造条件は、実操業における上記製造条件に
相当する。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　上記ばね用線材を１０００ｍｍに切断し、実験Ｎｏ．１～１５については、９２５℃で
１０分間加熱した後、５０℃の油浴に５分間入れて、焼入れを行い、その後、減面率７．
５％の引抜き加工を行った。また、実験Ｎｏ．１６は、懸架ばねとして用いられる鋼材で
あり、上記切断後、９００℃、１０分の焼入れと、３９０℃、６０分の焼戻しを行った。
【００３５】
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　（１）機械的性質の評価
　実験Ｎｏ．１～１５については、焼入れままの線材および引抜き加工後の線材について
、実験Ｎｏ．１６については、焼入れ・焼戻し後の線材について、ＪＩＳ　Ｚ２２４１に
基づいて引張り試験を行い、引張強さ（ＴＳ）、０．２％耐力（表２では、「０．２％Ｙ
Ｐ」と示す）、破断面の最小断面積（Ａ）を測定した。引張強さ（ＴＳ）と０．２％耐力
（０．２％ＹＰ）から耐力比（０．２％耐力／引張強さ）を計算し、引張り試験片の原断
面積（Ａ0）と破断面の最小断面積（Ａ）から減面率（ＲＡ）を計算した。
【００３６】
　（２）耐食性の評価
　実験Ｎｏ．１～１５は引抜き加工後の線材から、実験Ｎｏ．１６は焼入れ・焼戻し後の
線材から、機械加工によって腐食試験片を切り出し、下記の手順によって腐食試験を行っ
た。５％ＮａＣｌ水溶液を用いて、前記腐食試験片に８時間、塩水噴霧を行った後、３５
℃、相対湿度６０％の湿潤環境で１６時間保持するという組み合わせを１サイクルとし、
これを１４サイクル繰り返した。試験前後の試験片の質量差を腐食減量とした。
【００３７】
　上記（１）及び（２）の評価の結果を表２に示す。
【００３８】
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【表２】

【００３９】
　実験Ｎｏ．２、３、７、８、１０、１２～１５は、本発明のばね用鋼の化学組成を満足
する鋼を用い、焼入れ後にスキンパス伸線を行ったため、焼戻しを省略しても高強度、高
耐力比、高靭性を実現することができた。また、実験Ｎｏ．２、７、１３の引抜き加工後
の線材について、組織観察を行った。組織観察は、線材を軸方向に垂直な断面で切断し、
任意のＤ／４位置（Ｄは線材の直径）の２２０μｍ×２４０μｍの範囲を光学顕微鏡（倍
率：１０００倍）で観察した。その結果、マルテンサイト組織が９６面積％であり、残り
の４面積％がベイナイト組織であった。
【００４０】
　一方、Ｎｏ．１はＢ（ボロン）無添加の例であり、引抜き加工後にほとんど加工硬化せ
ず、またＲＡも１％と低く、靭性が不十分であった。Ｎｏ．４はＳｉ量が多かった例であ
り、引抜き加工中に断線した。Ｎｏ．５はＳｉ量が少なかった例であり、引抜き加工後の
引張強さ及び０．２％耐力が不十分であった。Ｎｏ．６はＣ量が多かった例であり、焼入
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れ後の引張強さが高くなりすぎて引抜くことができなかった。Ｎｏ．９はＣｒ量が多かっ
た例であり、引抜き加工後の引張り強さと耐力比が不十分であった。Ｎｏ．１１はＣ量が
少なかった例であり、引抜き加工後の引張強さと耐力比が不十分であった。
【００４１】
　また、通常、懸架ばねとして用いられている実験Ｎｏ．１６の腐食減量は１０８３ｇ／
ｍ2であったのに対し、本発明の要件を満たす実験Ｎｏ．２、３、７、８、１０、１２～
１５の腐食減量は、いずれも１０８３ｇ／ｍ2を大きく下回っており、優れた耐食性を示
した。
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