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(57)【要約】
　このばね鋼用圧延線材は、化学成分が質量％で、Ｃ：
０．４２～０．６０％、Ｓｉ：０．９０～３．００％、
Ｍｎ：０．１０～１．５０％、Ｃｒ：０．１０～１．５
０％、Ｂ：０．００１０～０．００６０％、Ｎ：０．０
０１０～０．００７０％、Ｍｏ：０～１．００％、Ｖ：
０～１．００％、Ｎｉ：０～１．００％、Ｃｕ：０～０
．５０％、Ａｌ：０～０．１００％、Ｔｉ：０～０．１
００％、Ｎｂ：０～０．１００％、を含有し、Ｐ：０．
０２０％未満、Ｓ：０．０２０％未満、に制限し、残部
がＦｅおよび不純物からなり、炭素当量（Ｃｅｑ）が０
．７５～１．００％であり、金属組織が面積分率で９０
％以上の焼戻しマルテンサイトおよびベイナイトを含み
、引張強度が１３５０ＭＰａ以下、かつ絞り値が４０％
以上である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学成分が質量％で、
Ｃ：０．４２～０．６０％、
Ｓｉ：０．９０～３．００％、
Ｍｎ：０．１０～１．５０％、
Ｃｒ：０．１０～１．５０％、
Ｂ：０．００１０～０．００６０％、
Ｎ：０．００１０～０．００７０％、
Ｍｏ：０～１．００％、
Ｖ：０～１．００％、
Ｎｉ：０～１．００％、
Ｃｕ：０～０．５０％、
Ａｌ：０～０．１００％、
Ｔｉ：０～０．１００％、
Ｎｂ：０～０．１００％、
を含有し、
Ｐ：０．０２０％未満、
Ｓ：０．０２０％未満、
に制限し、残部がＦｅおよび不純物からなり、
　下記式（１）で規定される炭素当量（Ｃｅｑ）が０．７５～１．００％であり、
　金属組織が面積分率で９０％以上の焼戻しマルテンサイトおよびベイナイトを含み、
　引張強度が１３５０ＭＰａ以下、かつ絞り値が４０％以上である、
ばね鋼用圧延線材。
　Ｃｅｑ＝［Ｃ％］＋「Ｓｉ％」／２４＋［Ｍｎ％］／６＋［Ｃｒ％］／５＋［Ｍｏ％］
／４＋［Ｖ％］／１４＋「Ｎｉ％」／４０・・・（１）
【請求項２】
　さらに質量％で、Ｍｏ：０.１０～１．００％、Ｖ：０．０５～１．００％、Ｎｉ：０
．０５～１．００％、Ｃｕ：０．０５～０．５０％、Ａｌ：０．００５～０．１００％、
Ｔｉ：０．００５～０．１００％、Ｎｂ：０．００５～０．１００％、の１種又は２種以
上を含有する、請求項１に記載のばね鋼用圧延線材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ばね鋼用圧延線材に関する。
　本願は、２０１７年０６月１５日に、日本に出願された特願２０１７－１１８１１０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】
　自動車の高性能化や軽量化に伴い、自動車部品に用いられるばねも高強度化されつつあ
る。ばねの高強度化のため、既に、熱処理後に引張強度１８００ＭＰａを越えるような高
強度鋼が、ばねの製造に供されている。近年では引張強度２０００ＭＰａを超える鋼もば
ね材料として使用され始めている。
　一方、自動車の懸架ばねには高強度だけでなく、路面の凹凸等に起因する衝撃荷重でも
破損しないための高靱性が求められる。
【０００３】
　近年、ばねに対する一層の高強度化への要求に伴い、強度と靭性との両立を図る方法が
提案されている。
　例えば特許文献１では、合金元素の添加量を最適化し、焼入れ焼戻し後の炭化物析出を
制御することで、高強度と高靭性とを両立する方法が示されている。しかしながら、鋼材
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の化学成分及び焼入れ焼戻し工程以外については特段の言及は無く、焼入れ焼戻しの前工
程である線材圧延工程や圧延線材のミクロ組織が、焼入れ焼戻し後の材質に及ぼす影響に
ついては言及がない。
【０００４】
　また、特許文献２では、圧延前の組織について言及されており、フェライト及びパーラ
イトを主体とし、マルテンサイト及びベイナイトを低減することで、圧延線材の伸線加工
性が向上し、焼入れ焼戻し後の耐水素脆性が改善することが示されている。しかしながら
、強度や靭性などの機械的特性と、圧延線材のミクロ組織の関係については言及がない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】日本国特許第３５７７４１１号公報
【特許文献２】日本国特開２０１５－１４３３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、焼入れ焼戻し等の熱処理後に２０００ＭＰａ以上の引張強度かつ、高靱性を
有するばね鋼に適した、ばね鋼用圧延線材の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、検討を行った結果、化学成分だけでなく、圧延線材の組織を制御するこ
とで、その後の焼入れ焼戻し熱処理によって高強度かつ高靭性なばね鋼が得られることを
見出した。本発明は、次に示す鋼を要旨とする。
【０００８】
（１）本発明の一態様に係るばね鋼用圧延線材は、化学成分が質量％で、Ｃ：０．４２～
０．６０％、Ｓｉ：０．９０～３．００％、Ｍｎ：０．１０～１．５０％、Ｃｒ：０．１
０～１．５０％、Ｂ：０．００１０～０．００６０％、Ｎ：０．００１０～０．００７０
％、Ｍｏ：０～１．００％、Ｖ：０～１．００％、Ｎｉ：０～１．００％、Ｃｕ：０～０
．５０％、Ａｌ：０～０．１００％、Ｔｉ：０～０．１００％、Ｎｂ：０～０．１００％
、を含有し、Ｐ：０．０２０％未満、Ｓ：０．０２０％未満に制限し、残部がＦｅおよび
不純物からなり、下記式（１）で規定される炭素当量（Ｃｅｑ）が０．７５～１．００％
であり、金属組織が面積分率で９０％以上の焼戻しマルテンサイトおよびベイナイトを含
み、引張強度が１３５０ＭＰａ以下、かつ絞り値が４０％以上である。
　Ｃｅｑ＝［Ｃ％］＋「Ｓｉ％」／２４＋［Ｍｎ％］／６＋［Ｃｒ％］／５＋［Ｍｏ％］
／４＋［Ｖ％］／１４＋「Ｎｉ％」／４０・・・（１）
【０００９】
（２）上記（１）に記載のばね鋼用圧延線材では、前記化学成分が、さらに質量％で、Ｍ
ｏ：０．１０～１．００％、Ｖ：０．０５～１．００％、Ｎｉ：０．０５～１．００％、
Ｃｕ：０．０５～０．５０％、Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｔｉ：０．００５～０
．１００％、Ｎｂ：０．００５～０．１００％、の１種又は２種以上を含有してもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の上記態様に係るばね鋼用圧延線材によれば、焼入れ焼戻し等の熱処理を行うこ
とによって、２０００ＭＰａ以上の引張強度を示し、かつ、高い靱性を示すばね鋼を得る
ことができる。すなわち、本発明の上記態様に係るばね鋼用圧延線材は、高強度かつ高靭
性のばね鋼の素材として、好適に用いることができる。特に、懸架ばね等のばね鋼の素材
として好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】本実施形態に係るばね鋼用圧延線材の組織の一例を示す組織写真（倍率４００
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倍）である。
【図１Ｂ】本実施形態に係るばね鋼用圧延線材の組織の一例を示す組織写真（倍率１００
０倍）である。
【図２Ａ】従来のばね鋼用圧延線材の組織の一例を示す組織写真（倍率４００倍）である
。
【図２Ｂ】従来のばね鋼用圧延線材の組織の一例を示す組織写真（倍率１０００倍）であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明者らは、焼入れ焼戻し後の引張強度が２０００ＭＰａ以上の高強度であっても十
分な靱性を有するばね鋼を得るための素材である、ばね鋼用圧延線材について検討した。
　その結果、本発明者らは、焼入れ焼戻し前のばね鋼用圧延線材のミクロ組織を制御する
ことが、焼入れ焼戻し後に高強度と高靭性を両立するばね鋼を得るために有効であること
を知見した。
【００１３】
　一般に、ばね鋼（懸架ばね鋼）は、圧延線材を伸線処理して、真円度を高めつつ所望の
線径に調整した後に、焼入れ焼戻し処理を行うことで、所望の強度に調整する。このため
圧延線材は、一般に、伸線処理性の優れた軟質のパーライトまたはフェライト及びパーラ
イトを含む複相組織に調整される。圧延線材中に、軟質のフェライト及びパーライトと、
硬質のベイナイト及びマルテンサイトが混在すると、軟質相、硬質相のそれぞれの変形挙
動が異なり、伸線時に断線することがあるので、従来、圧延線材の組織中にベイナイト及
びマルテンサイトが混在しないように制御されてきた。
【００１４】
　一方で、近年、圧延線材を焼入れ焼戻して得られる懸架ばね鋼の引張強度を向上させる
ことが求められている。焼入れ焼戻し後の引張強度を高めるためには、焼入れ性を向上さ
せるＣｒやＭｏ、Ｖなどの合金元素を添加することが考えられる。しかしながら、焼入れ
性が高くなると、圧延後の冷却中にベイナイト及びマルテンサイトが生成しやすくなり、
圧延線材中に軟質のフェライト及びパーライトと、硬質のベイナイト及びマルテンサイト
とが混在しやすくなる。このため、従来は圧延後の冷却速度を低下させたり、合金成分を
調整したりすることで、圧延線材の組織に、ベイナイト及びマルテンサイトの混在を抑制
する方法が採用されてきた。
【００１５】
　これに対し、本発明では、熱間圧延後の線材を直接冷却水槽に投入するインライン焼入
れを行うことで、ベイナイト及びマルテンサイトを主相として含む組織とし、その後に軟
化焼鈍して伸線加工性を確保することを特徴とする。なお、インライン焼入れによって生
成したマルテンサイトは、軟化焼鈍を経ることによって焼戻しマルテンサイトになる。従
って本発明のばね鋼用圧延線材は、ベイナイト及び焼戻しマルテンサイトを９０％以上含
む組織を有するものとなる。
【００１６】
　上述したように、従来、圧延線材の組織に、ベイナイト及びマルテンサイトが混在する
ことは好ましくないと考えられていた。しかしながら、本発明者らは、圧延後の組織がベ
イナイト及びマルテンサイトを主相として含む組織であっても、軟化焼鈍によって、一定
以下の引張強度と、一定以上の絞り値を有するようにすることで、組織がパーライトであ
る場合と同等の伸線加工性を確保できることを新たに見出した。また、圧延後の冷却速度
が不足したり、鋼材の化学成分の影響で焼入れ性が不足したりすることで、ベイナイト及
びマルテンサイトとともに一定以上のフェライトやパーライトが混在すると、伸線加工性
が低下することも知見した。
【００１７】
　さらに、本発明者らが検討を行った結果、圧延後の組織をベイナイト及びマルテンサイ
ト主相とし、焼鈍によってベイナイト及び焼戻しマルテンサイトを主相とすることで、従
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来のパーライトと比較して、鋼材中の炭化物を均一微細に分散できることが分かった。圧
延線材の組織を、このような組織とすることにより、ばね鋼用圧延線材に対する焼入れ焼
戻し処理時の炭化物の固溶が容易となる。この結果、焼入れ温度の低減による旧オーステ
ナイト粒度の微細化を図りつつ、焼入れ後の未溶解炭化物の残存も抑制できる。すなわち
、本発明者らは、圧延線材について、圧延後の組織をベイナイト及びマルテンサイト主相
とし、焼鈍によってベイナイト及び焼戻しマルテンサイトを主相とすることで、焼入れ焼
戻し後の靭性も向上することを知見した。
【００１８】
　このように、本発明者らは、圧延後の組織を主としてベイナイト及びマルテンサイトと
して、その後軟化焼鈍することで、ばね鋼を製造するために行われる後工程（伸線処理）
での伸線加工性を確保しつつ、焼入れ焼戻し後の機械的特性の改善（高強度化及び高靭性
化）を図ることが可能となることを知見した。
　以下に、この知見に基づく本発明の一実施形態に係るばね鋼用圧延線材（本実施形態に
係るばね鋼用圧延線材）について説明する。
【００１９】
　本実施形態に係るばね鋼用圧延線材の化学成分の限定理由について説明する。
【００２０】
［Ｃ：０．４２～０．６０％］
　Ｃは、鋼の強度に大きな影響を及ぼす元素である。焼入れ焼戻し後の鋼に十分な強度を
付与するために、Ｃ含有量を０．４２％以上とする。Ｃ含有量は、好ましくは０．４３％
以上、より好ましくは０．４５％以上である。
　一方、Ｃ含有量が過剰であると、焼入れ焼戻し後の鋼において未変態オーステナイト（
残留オーステナイト）が増加して、Ｃ含有による強度上昇効果が減少する。また、靭性が
著しく低下する。従って、Ｃ含有量を０．６０％以下とする。Ｃ含有量は好ましくは０．
５８％以下である。
【００２１】
［Ｓｉ：０．９０～３．００％］
　Ｓｉは、ばね鋼用圧延線材から製造されるばね鋼の強度を上昇させる元素であり、特に
焼入れ後に行われる焼戻し時の軟化を抑制する。さらに、Ｓｉは、ばねの使用中の形状変
化であるへたりに対する耐性（耐へたり特性）を向上させる元素である。このような効果
を得るために、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材では、Ｓｉ含有量を０．９０％以上と
する。Ｓｉ含有量は好ましくは１．２０％以上、より好ましくは１．４０％以上である。
　一方、Ｓｉ含有量が過剰であると、鋼が顕著に脆化する。従って、Ｓｉ含有量を３．０
０％以下とする。Ｓｉ含有量は、好ましくは２．５０％以下である。
【００２２】
［Ｍｎ：０．１０～１．５０％］
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性を向上させる元素であり、熱間圧延後の直接焼入れ時にベイナイ
ト及びマルテンサイトを得るために必要な元素である。このような効果を得るために、本
実施形態に係るばね鋼用圧延線材では、Ｍｎ含有量を０．１０％以上とする。Ｍｎ含有量
は、好ましくは０．３０％以上である。
　一方、Ｍｎ含有量が過剰であると、焼入れ焼戻し後に軟質の残留オーステナイトが増加
して引張強度が低下する。本実施形態に係るばね鋼用圧延線材では、残留オーステナイト
の生成を抑制するため、Ｍｎ含有量を１．５０％以下とする。Ｍｎ含有量は、好ましくは
１．００％以下であり、更に好ましくは０．７０％以下である。
【００２３】
［Ｃｒ：０．１０～１．５０％］
　Ｃｒは、鋼の焼入れ性を向上させるとともに、熱間圧延後の直接焼入れ時にベイナイト
及びマルテンサイトを得るために必要な元素である。またＣｒは、炭化物の析出状態を制
御し、焼入れ焼戻し後の鋼の強度を確保するために必要な元素である。このような効果を
得るために、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材では、Ｃｒ含有量を０．１０％以上とす
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る。Ｃｒ含有量は、好ましくは０．３０％以上、より好ましくは０．５０％以上である。
　一方、Ｃｒ含有量が過剰であると、焼入れ焼戻し後に軟質の残留オーステナイトが増加
して引張強度が低下すると共に、鋼材が脆化する。このため、本実施形態に係るばね鋼用
圧延線材では、Ｃｒ含有量を１．５０％以下とする。Ｃｒ含有量は、好ましくは１．００
％以下である。
【００２４】
［Ｂ：０．００１０～０．００６０％］
　Ｂは、鋼の焼入れ性を向上させるとともに、熱間圧延後の直接焼入れ時にベイナイト及
びマルテンサイトを得るために必要な元素である。さらにＢは、破壊の起点となりやすい
旧オーステナイト粒界に優先的に偏析することによって粒界へのＰ及びＳなどの偏析を抑
制し、結果として粒界強度の上昇および靭性の向上に寄与する元素である。これらの効果
を得るために、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材では、Ｂ含有量を０．００１０％以上
とする。Ｂ含有量は、好ましくは０．００２０％以上である。
　一方、過剰にＢを含有させても、これらの効果が飽和するだけでなく、粒界にＦｅ２３

（ＣＢ）６などが析出して鋼の靭性が低下するおそれがある。従って、Ｂ含有量を０．０
０６０％以下とする。Ｂ含有量は、好ましくは０．００５０％以下である。
【００２５】
［Ｎ：０．００１０～０．００７０％］
　Ｎは、鋼中で各種窒化物を生成する元素である。高温でも安定な窒化物粒子は、オース
テナイト粒成長のピン止め効果による旧オーステナイト粒の微細化に寄与する。本実施形
態に係るばね鋼用圧延線材では、Ｎ含有量を０．００１０％以上とする。Ｎ含有量は、好
ましくは０．００２０％以上である。
　一方で、Ｎ含有量が過剰であると、破壊の起点となる粗大な窒化物が形成され、靭性お
よび疲労特性が低下する。さらに、Ｎ含有量が過剰である場合、ＮがＢと結びついてＢＮ
を生成し、固溶Ｂ量を減少させる。固溶Ｂ量が減少すると、上述のＢによる焼入れ性の向
上効果および粒界強度の向上効果が損なわれるおそれがある。従って、Ｎ含有量を０．０
０７０％以下とする。Ｎ含有量は、好ましくは０．００６０％以下である。
【００２６】
［Ｐ：０．０２０％未満］
　Ｐは、不純物元素として鋼中に存在し、鋼を脆化させる元素である。特に、旧オーステ
ナイト粒界に偏析したＰは、粒界強度を低下させて鋼材の脆化を引き起こす原因となる。
そのため、Ｐ含有量は少ない方がよい。鋼の脆化を防ぐために、本実施形態に係るばね鋼
用圧延線材ではＰ含有量を０．０２０％未満に制限する。Ｐ含有量は、好ましくは０．０
１５％以下である。
【００２７】
［Ｓ：０．０２０％未満］
　Ｓは、Ｐと同様に不純物元素として鋼中に存在し、鋼を脆化させる元素である。Ｓは、
Ｍｎを含有させることによりＭｎＳとして固定することができるが、ＭｎＳは、粗大化す
ると破壊起点として働き、鋼の破壊特性を劣化させる。これらの悪影響を抑制するために
、Ｓ含有量は少ない方が好ましく、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材ではＳ含有量を０
．０２０％未満に制限する。Ｓ含有量は、好ましくは０．０１５％以下、より好ましくは
０．０１０％以下である。
【００２８】
　本実施形態に係るばね鋼用圧延線材は、上記元素を含み、残部がＦｅ及び不純物からな
ることを基本とする。しかしながら、Ｆｅの一部に代えて、さらに、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｉ、Ｃ
ｕ、Ａｌ、ＴｉおよびＮｂのうち１種または２種以上を含有しても良い。ただし、Ｍｏ、
Ｖ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、ＴｉおよびＮｂは任意元素であり、本実施形態に係る鋼の化学成
分はこれらを含有しなくてもよい。従って、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、ＴｉおよびＮ
ｂそれぞれの含有量の下限は０％である。
　不純物とは、鋼材を工業的に製造する際に、鉱石若しくはスクラップ等のような原料か
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ら、又は製造工程の種々の環境から混入する成分であって、鋼に悪影響を与えない範囲で
許容されるものを意味する。
【００２９】
［Ｍｏ：０～１．００％］
　Ｍｏは、鋼の焼入れ性を向上させるとともに、熱間圧延後の直接焼入れ時にベイナイト
及びマルテンサイトを得るために有効な元素である。また炭化物の析出状態を制御し、焼
入れ焼戻し後の鋼の強度を確保するために有効な元素である。このような効果を得るため
に、Ｍｏ含有量を０．１０％以上としてもよい。一方、Ｍｏ含有量が１．００％を超える
場合、これらの効果が飽和する。Ｍｏは高価な元素であり、必要以上に含有させることは
好ましくないので、含有させる場合でも、Ｍｏ含有量を１．００％以下とする。Ｍｏ含有
量は、好ましくは０．６０％以下である。
【００３０】
［Ｖ：０～１．００％］
　Ｖは、鋼の焼入れ性を向上させるとともに、熱間圧延後の直接焼入れ時にベイナイト及
びマルテンサイトを得るために有効な元素である。また炭化物の析出状態を制御し、焼入
れ焼戻し後の鋼の強度を確保するために有効な元素である。このような効果を得るため、
Ｖ含有量を０．０５％以上としてもよい。一方、Ｖ含有量が１．００％を超える場合、粗
大な未固溶析出物が生成して鋼が脆化する。従って、含有させる場合でも、Ｖ含有量の上
限を１．００％以下とする。Ｖ含有量の好ましい上限は０．５０％以下である。
【００３１】
［Ｎｉ：０～１．００％］
　Ｎｉは、鋼の焼入れ性を向上させる元素であり、鋼の耐食性を向上させる効果も有する
。これらの効果を得るために、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材ではＮｉ含有量を０．
０５％以上、より好ましくは０．１０％以上としてもよい。一方、Ｎｉ含有量が過剰であ
ると、焼入れ焼戻し後に軟質の残留オーステナイトが増加して引張強度が低下する。この
ため、含有させる場合でも、Ｎｉ含有量を１．００％以下とする。Ｎｉ含有量の好ましい
上限は０．５０％以下である。
【００３２】
［Ｃｕ：０～０．５０％］
　Ｃｕは、鋼の焼入れ性を向上させる元素であり、鋼の耐食性を向上させる効果も有する
。これらの効果を得るために、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材ではＣｕ含有量を０．
０５％以上、より好ましくは０．１０％以上としてもよい。一方、Ｃｕ含有量が過剰であ
ると、鋼の熱間延性が低下し、熱間圧延時に割れが生じる原因となるおそれがある。この
ため、含有させる場合でも、Ｃｕ含有量を０．５０％以下とする。Ｃｕ含有量の好ましい
上限は０．３０％以下である。
【００３３】
［Ａｌ：０～０．１００％］
　Ａｌは脱酸元素として使用される元素であり、鋼中のＮと反応してＡｌＮを形成する。
このＡｌＮは熱処理時のオーステナイト結晶粒の成長をピン止めして粗大化を抑制するの
で、Ａｌは結晶粒微細化に有効な元素である。また、Ａｌは、Ｎを固定することでＢＮの
形成を抑制し、Ｂの効果を向上させる効果も有する。これらの効果を得るため、Ａｌ含有
量を０．００５％以上、より好ましくは０．０１０％以上としてもよい。一方、Ａｌ含有
量が過剰であると粗大なＡｌＮが生成して靭性が低下する。本実施形態に係るばね鋼用圧
延線材ではＡｌ含有量を０．１００％以下とする。Ａｌ含有量は、好ましくは０．０５０
％以下、より好ましくは０．０３５％以下である。
【００３４】
［Ｔｉ：０～０．１００％］
　Ｔｉは、鋼中のＮやＣと反応してＴｉＮやＴｉＣを形成して、熱処理時のオーステナイ
ト結晶粒の成長をピン止めして粗大化を抑制する。そのため、Ｔｉは、結晶粒微細化に有
効な元素である。また、Ｔｉは、Ｎを固定することでＢＮの形成を抑制し、Ｂの効果を向
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上させる効果もある。これらの効果を得るため、Ｔｉ含有量を０．００５％以上、より好
ましくは０．０１０％以上としてもよい。一方、Ｔｉ含有量が過剰であると粗大なＴｉＮ
が生成して靭性が低下する。そのため、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材では含有させ
る場合でも、Ｔｉ含有量を０．１００％以下とする。Ｔｉ含有量は、好ましくは０．０７
０％以下である。
【００３５】
［Ｎｂ：０～０．１００％］
　Ｎｂは、鋼中のＮやＣと反応してＮｂ（ＣＮ）を形成して、熱処理時のオーステナイト
結晶粒の成長をピン止めして粗大化を抑制し、結晶粒微細化に有効な元素である。また、
Ｎｂは、Ｎを固定することでＢＮの形成を抑制し、Ｂの効果を向上させる効果もある。こ
れらの効果を得るため、Ｎｂ含有量を０．００５％以上、より好ましくは０．０１０％以
上としてもよい。一方、Ｎｂ含有量が過剰であると粗大なＮｂ（ＣＮ）が発生して靭性が
低下する。本実施形態に係るばね鋼用圧延線材では含有させる場合でも、Ｎｂ含有量を０
．１００％以下とする。Ｎｂ含有量は、好ましくは０．０５０％以下である。
【００３６】
　本実施形態に係るばね鋼用圧延線材は、熱間圧延後の直接焼入れ時にベイナイト及びマ
ルテンサイトを得ることを特徴とする。そのため、焼入れ性を確保するために、以下の式
（１）で計算されるＣｅｑ（炭素当量）を０．７５％以上とする。Ｃｅｑの好ましい下限
は０．８０％以上である。また、Ｃｅｑが高すぎると焼入れ時の焼割れや、残留オーステ
ナイトの増加が問題となる。更に、Ｃｅｑが高すぎると、ばね鋼用圧延線材を焼入れ焼戻
しした際に未溶解炭化物が残存するおそれもある。従って、Ｃｅｑの上限は１．００％以
下とする。Ｃｅｑの好ましい上限は０．９０％以下である。式（１）における元素記号に
は、各元素の質量％を代入する。すなわち、例えば［Ｃ％］であれば、質量％でのＣ含有
量を代入する。また、Ｍｏ、Ｖ又はＮｉを積極的に含有しない鋼の場合は、［Ｍｏ％］、
［Ｖ％］、又は「Ｎｉ％」に、０％を代入する。
【００３７】
　Ｃｅｑ＝［Ｃ％］＋「Ｓｉ％」／２４＋［Ｍｎ％］／６＋［Ｃｒ％］／５＋［Ｍｏ％］
／４＋［Ｖ％］／１４＋「Ｎｉ％」／４０・・・（１）
【００３８】
　本実施形態に係るばね鋼用圧延線材の金属組織は、面積分率でベイナイト及び焼戻しマ
ルテンサイトの合計が９０％以上、より好ましくは９５％以上となる組織である。ベイナ
イト及び焼戻しマルテンサイトの合計は１００％でもよい。ベイナイトと焼戻しマルテン
サイトとのそれぞれの面積率については限定する必要がない。残部組織は０％以上１０％
未満、より好ましくは０％以上５％未満である。残部組織はフェライト、パーライト、残
留オーステナイトのいずれか１種または２種以上を含む。ベイナイト及び焼戻しマルテン
サイトの合計面積率が９０％未満（残部組織が１０％以上）になると延性が低下し、引張
試験における絞り値が低下し、伸線加工性が低下する。
　この金属組織は、熱間圧延後の急冷、及び、その後の強度調整のための軟化焼鈍を経る
ことで形成される。
【００３９】
　本実施形態に係るばね鋼用圧延線材は、引張強度が１３５０ＭＰａ以下であり、絞り値
は４０％以上である。引張強度が１３５０ＭＰａを超えたり、絞り値が４０％未満になる
と、その後、ばね鋼の製造時に行われる伸線加工時に破断しやすくなる。急冷後の圧延線
材は、引張強度が高くなっているので、伸線加工に好適な強度とするために、引張強度が
１３５０ＭＰａ以下になるように軟化焼鈍される。軟化焼鈍によって、引張強度が１３５
０ＭＰａ以下となり、絞り値が４０％以上になる。
【００４０】
　ばね鋼用圧延線材の金属組織は、ばね鋼用圧延線材から組織観察試験片を採取し、観察
する。具体的にはばね鋼用圧延線材を中央Ｌ断面で切断し、成形・研磨後に３％ナイター
ル（３％硝酸‐エタノール溶液）で腐食し、Ｌ断面のうち、圧延線材表面から直径の１／
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４だけ内部の位置を観察位置とし、倍率４００倍の金相顕微鏡で５視野観察し、得られた
面積率を平均すればよい。
　観察された組織は、「ベイナイト及び焼戻しマルテンサイト」、「フェライト」、「パ
ーライト」に分離判定し、「ベイナイト及び焼戻しマルテンサイト」の面積分率を求める
。ベイナイトと焼戻しマルテンサイトとの識別は困難であるので、両者をまとめて扱えば
よい。
　図１Ａ、図１Ｂは、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材の組織の一例であり、ベイナイ
ト及び焼戻しマルテンサイトからなる組織である。これに対し、図２Ａ、図２Ｂは、従来
のばね鋼用圧延線材の組織の一例であり、フェライトとパーライトとからなる組織である
。
【００４１】
　引張強度の測定は、「ＪＩＳ　Ｚ　２２４１」の引張試験方法に準拠して、丸棒の２号
試験片を用いて引張試験を実施し、破断までの最大引張強度を測定する。また、絞り値は
、破断後の最大減面部の直径から測定する。
【００４２】
　次に、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材の製造方法の例について説明する。本実施形
態に係るばね鋼用圧延線材は、製造方法によらず、上述の構成を有していれば、その効果
が得られるが、例えば以下のような製造方法によれば、安定して得られるので好ましい。
【００４３】
　上述した化学成分を有する鋼塊を、例えば、９５０℃以上１２００℃以下の温度で、１
２０ｍｉｎを超えない時間だけ加熱し、熱間圧延によって線径１２～１８ｍｍ程度の圧延
線材とする（熱間圧延工程）。赤熱状態の圧延線材を巻取りに適したリング形態となるよ
うに加工した後、水槽に投入する（冷却工程）。
　熱間圧延工程における圧延完了温度は９００～１０００℃とし、圧延完了から水槽投入
までの時間は３０ｓ以下とする。
　冷却工程において、水槽に投入された圧延線材は、２００℃以下に冷却する。圧延線材
が２００℃以下になった後に冷却後に水槽から引き上げることで、５～３０℃／ｓの平均
冷却速度で冷却する。鋼材の加熱温度、鋼材の圧延完了温度および冷却時の鋼材の温度は
、鋼材の表面温度とする。また、平均冷却速度は、冷却開始時の鋼材の温度と冷却終了温
度との温度差を分子とし、冷却開始時刻と冷却終了時刻との時間差を分母とする平均冷却
速度である。また、冷却開始は水槽投入時とし、冷却終了は水槽からの引き上げ時とする
。
【００４４】
　熱間圧延工程及びその後の冷却工程によって、金属組織をベイナイト及びマルテンサイ
トを主相とする組織とする。圧延完了温度が９００℃未満または１０００℃超であったり
、冷却時の平均冷却速度が５℃／ｓ未満になると、フェライトやパーライトが析出しやす
くなり、ベイナイト及びマルテンサイトの面積分率が低下してしまう。平均冷却速度は、
好ましくは１０℃／ｓ以上である。平均冷却速度は高いほどよいが、３０℃／ｓ超ではそ
の効果が飽和するので、３０℃／ｓ以下を上限とする。
【００４５】
　冷却後の圧延線材に対し、伸線可能な強度である引張強度で１３５０ＭＰａ以下となる
ように、圧延線材のコイル材を３００～５００℃で２～２４ｈｒの条件で軟化焼鈍する。
軟化焼鈍によって、マルテンサイトが焼戻しマルテンサイトになる。この焼鈍条件であれ
ば、引張強度を１３５０ＭＰａ以下とし、絞り値を４０％以下にできる。
【００４６】
　以上の製造方法によって、本実施形態に係るばね鋼用圧延線材が製造される。
　上記のばね鋼用圧延線材から、ばね鋼を得るには、ばね鋼用圧延線材を、伸線加工後、
焼入れおよび焼戻しを行う。焼入れは高周波焼入れにより実施するとよい。また、焼入れ
焼戻しの条件は、ばね鋼の引張強度が２０００ＭＰａ以上になる条件で実施するとよい。
本実施形態に係るばね鋼用圧延線材によれば、焼入れ焼戻しによって引張強度を２０００
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ＭＰａ以上にしても、高い靱性、例えば、２３±５℃において６０．０Ｊ／ｃｍ２以上の
シャルピー衝撃値を併せ持つばね鋼を得ることができる。
【実施例】
【００４７】
　次に、本発明の実施例について説明する。実施例での条件は、本発明の実施可能性及び
効果を確認するために採用した一条件例であり、本発明は、この一条件例に限定されるも
のではない。本発明は、本発明の要旨を逸脱せず、本発明の目的を達成する限りにおいて
、種々の条件を採用し得る。
【００４８】
　実施例および比較例の各成分を表１および表２に示す。表１および表２において、記号
「－」は、その記号にかかる元素を積極的に含有させていないことを示す。また、表１、
表２の残部はＦｅ及び不純物である。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
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【表２】

【００５１】
　表１、表２に示す成分を有する鋼塊を９５０℃以上１２００℃以下の温度で、１２０ｍ
ｉｎを超えない時間まで加熱し、熱間圧延によってφ（直径）１２～１８ｍｍの線材とし
た。最終の熱間圧延後、赤熱状態の圧延線材を巻取りに適したリング形態となるように加
工した後、ベルトコンベアで運搬して水槽に投入した。この際、圧延完了の温度は９００
～１０００℃とし、圧延完了から水槽投入までの時間は３０ｓ以下とした。水槽に投入さ
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れた圧延線材は、引き上げまでの平均冷却速度が１０℃／ｓとなるように冷却した。
【００５２】
　得られた圧延線材に対し、伸線可能な強度である引張強度である１２５０～１３５０Ｍ
Ｐａとなるように、圧延線材のコイル材を焼鈍温度３００～５００℃、焼鈍時間４ｈｒの
条件で軟化焼鈍を行った。焼鈍条件は、例えば予備試験として３００℃、４００℃、５０
０℃で焼戻したのち強度を測定することで、所定の強度となる焼戻し温度を推定して決定
した。このようにして、ばね鋼用圧延線材を製造した。
【００５３】
　また、得られたばね鋼用圧延線材に対して、高周波焼入れおよび焼戻しを行うことによ
り、熱処理線材とした。この熱処理線材は、ばね鋼用圧延線材を素材とする、ばね鋼に相
当するものである。高周波焼入れは、加熱温度９２０～１０４０℃、加熱時間１２秒の条
件とした。また、焼戻しは、３６０～５４０℃、２０～２４秒の範囲で、引張強度が２０
００ＭＰａ以上となるように焼戻し条件を調整した。
【００５４】
　＜引張試験＞
　軟化焼鈍後のばね鋼用圧延線材から、試験片の長手方向が線材の圧延方向となるように
、引張試験片を採取し、引張試験を行った。引張試験は、「ＪＩＳ　Ｚ　２２４１」に準
拠して、丸棒の２号試験片を用いて引張試験を実施した。破断までの最大引張強度を測定
し、破断後の最大減面部の直径から絞り値を測定した。このようにして、ばね鋼用圧延線
材の引張強度および絞り値を測定した。
　また、熱処理線材から試験片の長手方向が線材の圧延方向となるように、引張試験片を
採取し、「ＪＩＳ　Ｚ　２２４１」に準拠して、丸棒の２号試験片を用いて引張試験を実
施した。破断までの最大引張強度を測定することで、熱処理線材の引張強度を求めた。
【００５５】
＜金属組織観察＞
　軟化焼鈍後のばね鋼用圧延線材から組織観察試験片を採取し、金属組織を観察した。軟
化焼鈍後のばね鋼用圧延線材を中央Ｌ断面で切断し、成形・研磨後に３％ナイタール（３
％硝酸‐エタノール溶液）で腐食し、金相顕微鏡で観察した。Ｌ断面のうち、圧延線材表
面から直径の１／４だけ内部の位置を観察位置とし、倍率４００倍の金相顕微鏡で５視野
観察した。観察された組織は、「ベイナイト及び焼戻しマルテンサイト」、「フェライト
」、「パーライト」に分離判定し、「ベイナイト及び焼戻しマルテンサイト」の面積分率
を求めた。軟化焼鈍後のベイナイトと焼戻しマルテンサイトとの識別は困難であるため、
両者をまとめて扱った。
【００５６】
＜シャルピー衝撃試験＞
　「ＪＩＳ　Ｚ　２２４２」に準拠して、熱処理線材の中心から試験片の長手方向が線材
の圧延方向となるように、厚さ５ｍｍサブサイズの２ｍｍＵノッチシャルピー試験片を採
取した。そして、「ＪＩＳ　Ｚ　２２４２」に準拠してシャルピー衝撃試験を実施し、シ
ャルピー衝撃値（Ｊ／ｃｍ２）を求めた。測定温度は２３±５℃の範囲とした。
【００５７】
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【表３】

【００５８】

【表４】

【００５９】
　結果を、表３と表４に示す。熱処理材の引張強度が２０００ＭＰａ以上を示し、かつ、
シャルピー衝撃値が６０．０Ｊ／ｃｍ２以上を示す場合に、好ましい特性が得られている
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と判断した。
【００６０】
　本発明の実施例１～２０はいずれも、引張強度を１１５０～１３５０ＭＰａに調整した
際の絞り値が４０％を超えており、伸線性が十分に確保されていると判定できる。また全
ての実施例において、ミクロ組織はベイナイト及び焼戻しマルテンサイトが面積分率で９
０％以上を占めていた。
【００６１】
　さらに実施例の圧延線材を高周波焼入れ焼戻しすると、２０００ＭＰａ以上の引張強度
と６０．０Ｊ／ｃｍ２以上のシャルピー衝撃値を示す熱処理線材が得られ、高い水準で強
度と靭性を両立した。
【００６２】
　一方、比較例２１、２２では、炭素当量が０．７５％未満になり、合金元素の添加量が
少なすぎて焼入れ性が不足し、熱間圧延後にインライン焼入れした組織がフェライトまた
はパーライトにベイナイト及びマルテンサイトが混在した組織となり、ばね鋼用圧延線材
の絞り値が低下した。また、熱処理線材のシャルピー衝撃値が６０．０Ｊ／ｃｍ２未満と
なり、靱性が不足した。
【００６３】
　また、比較例２３では、炭素当量が１．００％を超えており、ばね鋼用圧延線材に焼き
割れが発生し、評価を行うことが出来なかった。
　更に、比較例２４では、ばね鋼用圧延線材の組織はベイナイト及び焼戻しマルテンサイ
トであった。しかし、炭素当量が１．００％を超えたため、高周波焼入れ焼戻し後に未溶
解炭化物が残存し、熱処理線材のシャルピー衝撃値が低かった。
【００６４】
　比較例２５、２９、３０では、それぞれＣ含有量、Ｍｎ含有量、Ｃｒ含有量が過剰にな
り、ばね鋼用圧延線材の絞り値が低くなった。また、高周波焼入れ焼戻しした熱処理線材
のシャルピー衝撃値も低かった。
【００６５】
　比較例２６では、Ｃ含有量が不足した。その結果、高周波焼入れ焼戻しの条件を適宜変
更しても熱処理線材の引張強度を２０００ＭＰａ以上に高めることができなかった。
【００６６】
　比較例２７では、Ｓｉ含有量が不足した。その結果、高周波焼入れ焼戻し後の引張強度
が低くなる傾向にあった。そのため、熱処理線材の引張強度が２０００ＭＰａ以上になる
ように焼戻し条件を調整した場合、焼戻し温度を過剰に低くする必要があり、十分なシャ
ルピー衝撃値が得られなかった。すなわち、比較例２７のばね鋼用圧延線材では、引張強
度と靱性の両方に優れた熱処理線材を得ることが困難であった。
【００６７】
　比較例２８では、Ｓｉ含有量が過剰であった。そのため、冷却後の圧延線材を所定の温
度範囲で軟化焼鈍しても引張強度が低下せず、引張強度が高すぎ、絞り値が低くなった。
またＳｉ含有量が過剰なため焼入れ焼戻しした熱処理線材のシャルピー衝撃値も低かった
。
【００６８】
　比較例３１、３２では、鋼材成分は本発明範囲内であったが、圧延後の平均冷却速度が
小さかった。そのため、パーライトとフェライトとが混在して、ベイナイト及びマルテン
サイト組織の面積分率が不足した。その結果、圧延線材の絞り値が不足した。また、熱処
理線材の組織も不均一となったので、十分なシャルピー衝撃値が得られなかった。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明に係るばね鋼用圧延線材は、線材圧延後に直接焼入れしてベイナイト及びマルテ
ンサイトとし、伸線可能な強度に軟化焼鈍処理することで、高周波焼入れ焼戻し時に炭化
物が固溶しやすく、引張強度とシャルピー衝撃値を高いレベルで両立できる。従って、本
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発明によれば、高周波熱処理によって２０００ＭＰａ以上の高強度を有しながら衝撃値を
確保できる、ばね鋼用圧延線材を得ることができる。そのため、本発明は、産業上の利用
可能性が高い。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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