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(57)【要約】
【課題】通常の球状化焼鈍処理を施すことによって、十分な軟質化を実現できる冷間加工
用機械構造用鋼及びその製造方法を提供する。
【解決手段】本発明は、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｎ、及びＣｒを含有し、残部が
鉄および不可避不純物であり、金属組織が、パーライトと初析フェライトを有し、全組織
に対するパーライトと初析フェライトの合計面積率が９０％以上であるとともに、初析フ
ェライトの面積率Ａが、下記式（１）で表されるＡｅと、Ａ＞Ａｅの関係を有し、初析フ
ェライト及びパーライト中のフェライトの平均粒径が１５～２５μｍであることを特徴と
する冷間加工用機械構造用鋼である。
　Ａｅ＝（０．８－Ｃｅｑ）×９６．７５・・・（１）
但し、式（１）において、Ｃｅｑ＝［Ｃ］＋０．１×［Ｓｉ］＋０．０６×［Ｍｎ］＋０
．１１×［Ｃｒ］であり、［（元素名）］は各元素の含有量（質量％）を意味する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ　：０．２～０．６％（質量％の意味。以下、化学成分組成について同じ）、
　Ｓｉ：０．０１～０．５％、
　Ｍｎ：０．２～１．５％、
　Ｐ　：０．０３％以下（０％を含まない）、
　Ｓ　：０．００１～０．０５％、
　Ａｌ：０．０１～０．１％、
　Ｎ　：０．０１５％以下（０％を含まない）、及び
　Ｃｒ：０．５％超、２．０％以下を含有し、残部が鉄および不可避不純物であり、
　金属組織が、パーライトと初析フェライトを有し、全組織に対するパーライトと初析フ
ェライトの合計面積率が９０％以上であるとともに、
　初析フェライトの面積率Ａが、下記式（１）で表されるＡｅと、Ａ＞Ａｅの関係を有し
、
　初析フェライト及びパーライト中のフェライトの平均粒径が１５～２５μｍであること
を特徴とする冷間加工用機械構造用鋼。
　Ａｅ＝（０．８－Ｃｅｑ）×９６．７５・・・（１）
但し、式（１）において、Ｃｅｑ＝［Ｃ］＋０．１×［Ｓｉ］＋０．０６×［Ｍｎ］＋０
．１１×［Ｃｒ］であり、［（元素名）］は各元素の含有量（質量％）を意味する。
【請求項２】
　更に、
　Ｍｏ：１％以下（０％を含まない）、
　Ｎｉ：３％以下（０％を含まない）、
　Ｃｕ：０．２５％以下（０％を含まない）、及び
　Ｂ　：０．０１０％以下（０％を含まない）よりなる群から選択される１種以上を含有
する請求項１に記載の冷間加工用機械構造用鋼。
【請求項３】
　更に、
　Ｔｉ：０．２％以下（０％を含まない）、
　Ｎｂ：０．２％以下（０％を含まない）、及び
　Ｖ：０．５％以下（０％を含まない）よりなる群から選択される１種以上を含有する請
求項１又は２に記載の冷間加工用機械構造用鋼。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の化学成分組成を有する鋼を、
　８５０～１１００℃で仕上圧延した後、１０℃／秒以上の平均冷却速度で７２０～７８
０℃まで冷却し、その後、１℃／秒以下の平均冷却速度で６８０℃以上まで冷却し、更に
０．５℃／秒以下の平均冷却速度で６４０℃以下まで冷却することを特徴とする冷間加工
用機械構造用鋼の製造方法。
【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各種部品の製造に用いられる冷間加工用
機械構造用鋼に関し、特に球状化焼鈍後の変形抵抗が低く冷間加工性に優れた鋼材、及び
その製造方法に関する。より具体的には、本発明は、冷間鍛造、冷間圧造、冷間転造等の
冷間加工によって製造される自動車用部品、建設機械用部品等の各種部品（例えば、ボル
ト、ねじ、ナット、ソケット、ボールジョイント、インナーチューブ、トーションバー、
クラッチケース、ケージ、ハウジング、ハブ、カバー、ケース、受座金、タペット、サド
ル、バルグ、インナーケース、クラッチ、スリーブ、アウターレース、スプロケット、コ
アー、ステータ、アンビル、スパイダー、ロッカーアーム、ボディー、フランジ、ドラム
、継手、コネクター、プーリー、金具、ヨーク、口金、バルブリフター、スパークプラグ
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、ピニオンギヤ、ステアリングシャフト、コモンレール等の機械部品、伝送部品等）に用
いられる高強度機械構造用線材および棒鋼を対象としており、上記の各種機械構造用部品
を製造するときの室温および加工発熱領域における変形抵抗が低く、且つ金型や素材の割
れが抑制されることで優れた冷間加工性を発揮できる。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用部品、建設機械用部品等の各種部品を製造するにあたっては、炭素鋼、合金鋼
等の熱間圧延材に冷間加工性を付与する目的で、球状化焼鈍処理を施してから冷間加工を
行い、その後切削加工などを施して所定の形状に成形した後、焼入れ焼戻し処理を行って
最終的な強度調整が行われている。
【０００３】
　近年は、部品形状が複雑化、大型化する傾向にあり、それに伴って冷間加工工程では、
鋼材を更に軟質化し、鋼材の割れの防止や金型寿命を向上させるという要求がある。鋼材
を更に軟質化させるためには、より長時間の球状化焼鈍処理を施すことも方法の一つであ
るが、省エネルギーの観点からは、熱処理時間を長くし過ぎることには問題がある。
【０００４】
　これまでにも球状化を促進するための鋼材がいくつか提案されている。例えば、特許文
献１では、初析フェライトとパーライトを有し、平均結晶粒径が６～１５μｍであり、且
つ初析フェライトの体積率が所定範囲である鋼線材が、迅速な球状化焼鈍処理と冷間鍛造
性を両立できることが開示されている。しかし、組織を微細にする場合には、球状化焼鈍
処理時間の短縮化は図れるものの、１０～３０時間程度の通常の球状化焼鈍処理を行った
時の素材の軟質化は不十分である。
【０００５】
　一方、特許文献２では、転位セルの大きさとフェライト結晶粒度番号を特定することに
よって、熱間圧延のままで軟質化を図る技術が開示されている。しかし、この技術も更な
る軟質化には未だ不十分である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１１９８０９号公報
【特許文献２】特許第３４７４５４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はこうした状況の下になされたものであって、その目的は通常の球状化焼鈍処理
を施すことによって、十分な軟質化を実現できる冷間加工用機械構造用鋼及びその製造方
法を提供することにある。本発明は、特にＣｒなどの合金元素を含む合金鋼を対象とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成した本発明は、Ｃ：０．２～０．６％（質量％の意味。以下、化学成分
組成について同じ）、Ｓｉ：０．０１～０．５％、Ｍｎ：０．２～１．５％、Ｐ：０．０
３％以下（０％を含まない）、Ｓ：０．００１～０．０５％、Ａｌ：０．０１～０．１％
、Ｎ：０．０１５％以下（０％を含まない）、及びＣｒ：０．５％超、２．０％以下を含
有し、残部が鉄および不可避不純物であり、金属組織が、パーライトと初析フェライトを
有し、全組織に対するパーライトと初析フェライトの合計面積率が９０％以上であるとと
もに、初析フェライトの面積率Ａが、下記式（１）で表されるＡｅと、Ａ＞Ａｅの関係を
有し、初析フェライト及びパーライト中のフェライトの平均粒径が１５～２５μｍである
ことを特徴とする冷間加工用機械構造用鋼である。
　Ａｅ＝（０．８－Ｃｅｑ）×９６．７５・・・（１）
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但し、式（１）において、Ｃｅｑ＝［Ｃ］＋０．１×［Ｓｉ］＋０．０６×［Ｍｎ］＋０
．１１×［Ｃｒ］であり、［（元素名）］は各元素の含有量（質量％）を意味する。
【０００９】
　本発明の冷間加工用機械構造用鋼は、必要に応じて更に（ａ）Ｍｏ：１％以下（０％を
含まない）、Ｎｉ：３％以下（０％を含まない）、Ｃｕ：０．２５％以下（０％を含まな
い）、及びＢ：０．０１０％以下（０％を含まない）よりなる群から選択される１種以上
、（ｂ）Ｔｉ：０．２％以下（０％を含まない）、Ｎｂ：０．２％以下（０％を含まない
）、及びＶ：０．５％以下（０％を含まない）よりなる群から選択される１種以上を含有
することも好ましい。
【００１０】
　本発明は、上記冷間加工用機械構造用鋼の製造方法も包含し、具体的には上記のいずれ
かの化学成分組成を有する鋼を、８５０～１１００℃で仕上圧延した後、１０℃／秒以上
の平均冷却速度で７２０～７８０℃まで冷却し、その後、１℃／秒以下の平均冷却速度で
６８０℃以上まで冷却し、更に０．５℃／秒以下の平均冷却速度で６４０℃以下まで冷却
することを特徴とする冷間加工用機械構造用鋼の製造方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、各種成分を適切に調整するとともに、パーライトと初析フェライトを
９０面積％以上有する組織とし、更にフェライト（初析フェライトとパーライト中のフェ
ライト）結晶粒径及び初析フェライトの面積率を所定範囲にしているため、球状化焼鈍化
後の軟質化を実現でき、冷間加工に適した機械構造用鋼を提供できる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の鋼材は、（i）パーライトと初析フェライトを有する組織であって、全組織に
対するパーライト及び初析フェライトの合計面積率が９０％以上であること、（ii）初析
フェライトの面積率が、平衡初析フェライト量の７５％を超えること、及び（iii）初析
フェライト及びパーライト中のフェライトの平均粒径が１５～２５μｍである点に特徴を
有している。
【００１３】
　（i）金属組織がパーライトと初析フェライトを有する組織であること、及び全組織に
対するこれら組織の合計面積率について
　金属組織がベイナイトやマルテンサイト等の微細な組織を含む場合には、一般的な球状
化焼鈍を行っても、球状化焼鈍後はベイナイトやマルテンサイトの影響によって組織が微
細となり、軟質化が不十分となる。従って、金属組織はパーライトと初析フェライトを有
する組織とし、これらの合計面積率を９０面積％以上と定めた。パーライトと初析フェラ
イトの合計面積率は、好ましくは９５面積％以上であり、より好ましくは９７面積％以上
である。なお、パーライトと初析フェライト以外の金属組織として、例えば製造過程で生
成し得るマルテンサイトやベイナイト等が挙げられるが、これら組織の面積率が高くなる
と強度が高くなって冷間加工性が劣化することがあるため、できるだけ含まれていないこ
とが好ましい。よって、パーライトと初析フェライトの合計面積率は１００面積％が最も
好ましい。
【００１４】
　（ii）初析フェライトの面積率について
　本発明では、球状化焼鈍前の初析フェライトの面積率をできるだけ多く確保することに
よって、球状化焼鈍前にあらかじめセメンタイトが局在化することとなり、球状化焼鈍に
よってセメンタイトの球状化が促進されることで軟質化を実現できる。本発明者らは、初
析フェライトを平衡量程度まで析出させるという観点から検討し、実験に基づき平衡初析
フェライト量は（０．８－Ｃｅｑ）×１２９で表されることを明らかにした。更に、球状
化焼鈍の後に軟質化を実現するためには、前記した平衡初析フェライト量の７５％を超え
る量の初析フェライト量を確保すれば良いことを見出した。すなわち、本発明における初
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析フェライトの面積率Ａは、下記式（１）で表されるＡｅと、Ａ＞Ａｅの関係を有する。
　Ａｅ＝（０．８－Ｃｅｑ）×１２９×０．７５
　　　＝（０．８－Ｃｅｑ）×９６．７５　　　　　　　・・・（１）
但し、式（１）において、Ｃｅｑ＝［Ｃ］＋０．１×［Ｓｉ］＋０．０６×［Ｍｎ］＋０
．１１×［Ｃｒ］であり、［（元素名）］は各元素の含有量（質量％）を意味する。
【００１５】
　（iii）初析フェライト及びパーライト中のフェライトの平均粒径について
　初析フェライト及びパーライト中のフェライトの平均粒径は１５μｍ以上とする。この
ようにすることで、球状化焼鈍後の軟質化が可能となる。一方、前記平均粒径が大きくな
りすぎると、通常の球状化焼鈍では再生パーライト等の強度が増加し、軟質化が困難とな
る。そこで、初析フェライト及びパーライト中のフェライトの平均粒径は２５μｍ以下と
する。前記平均粒径の下限は、好ましくは１６μｍ以上、より好ましくは１７μｍ以上で
あり、好ましい上限は２３μｍ以下であり、より好ましくは２１μｍ以下である。
【００１６】
　前記平均粒径の測定に際しては、隣り合う２つの結晶粒の方位差が１５°よりも大きい
大角粒界で囲まれたフェライト（初析フェライト及びパーライト中のフェライト）結晶粒
（ｂｃｃ－Ｆｅ結晶粒）を対象とする。これは、方位差が１５°以下の小角粒界では、球
状化焼鈍による影響が小さいからである。方位差が１５°よりも大きい大角粒界で囲まれ
た前記フェライト結晶粒の大きさを上記範囲とすることで、球状化焼鈍後に十分な軟質化
を実現できる。
【００１７】
　上記平均粒径とは、同一面積の円に換算したときの直径（円相当直径）の平均値を意味
する。また、前記方位差は、「ずれ角」又は「斜角」と呼ばれているものであり、方位差
の測定にはＥＢＳＰ法（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｐａｔｔｅ
ｒｎ法）を採用すれば良い。
【００１８】
　次に、本発明に係る機械構造用鋼の化学成分組成について説明する。
【００１９】
　Ｃ：０．２～０．６％
　Ｃは、鋼の強度（最終製品の強度）を確保する上で有用な元素である。こうした効果を
有効に発揮させるため、Ｃ量を０．２％以上と定めた。Ｃ量は、好ましくは０．２５％以
上であり、より好ましくは０．３０％以上である。一方、Ｃ量が過剰になると強度が高く
なりすぎて冷間加工性が低下する。そこでＣ量を０．６％以下と定めた。Ｃ量は、好まし
くは０．５５％以下であり、より好ましくは０．５０％以下である。
【００２０】
　Ｓｉ：０．０１～０．５％
　Ｓｉは、脱酸作用を有するとともに、固溶体硬化による最終製品の強度向上に有効な元
素である。このような作用を有効に発揮させるため、Ｓｉ量を０．０１％以上と定めた。
Ｓｉ量は、好ましくは０．０２％以上であり、より好ましくは０．０３％以上（特に０．
０５％以上）である。一方、Ｓｉ量が過剰になると、硬度が過度に上昇して冷間加工性が
劣化する。そこで、Ｓｉ量を０．５％以下と定めた。Ｓｉ量は、好ましくは０．４５％以
下であり、より好ましくは０．４０％以下である。
【００２１】
　Ｍｎ：０．２～１．５％
　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
。そのような作用を有効に発揮させるため、Ｍｎ量を０．２％以上と定めた。Ｍｎ量は、
好ましくは０．３％以上であり、より好ましくは０．４％以上である。一方、Ｍｎ量が過
剰になると、硬度が過度に上昇して冷間加工性が劣化する。そこで、Ｍｎ量を１．５％以
下と定めた。Ｍｎ量は、好ましくは１．１％以下であり、より好ましくは０．９％以下で
ある。
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【００２２】
　Ｐ：０．０３％以下（０％を含まない）
　Ｐは、鋼中に不可避的に含まれる元素であり、鋼中で粒界偏析を起こし、延性の劣化の
原因となる元素である。そこで、Ｐ量は０．０３％以下に抑制する。Ｐ量は好ましくは０
．０２％以下であり、より好ましくは０．０１５％以下である。Ｐは少なければ少ないほ
ど好ましいが、製造工程上の制約から、通常０．００１％程度は含まれる。
【００２３】
　Ｓ：０．００１～０．０５％
　Ｓは、鋼中に不可避的に含まれる元素であり、鋼中でＭｎＳとして存在し、延性を劣化
させるため冷間加工に有害な元素である。従って、Ｓ量は０．０５％以下に抑制する。Ｓ
量は、好ましくは０．０４％以下であり、より好ましくは０．０３％以下である。但し、
Ｓは被削性を向上させる作用があるので、０．００１％以上含有することは有用である。
Ｓ量は、好ましくは０．００２％以上であり、より好ましくは０．００３％以上である。
【００２４】
　Ａｌ：０．０１～０．１％
　Ａｌは、脱酸元素として有用であるとともに、鋼中に存在する固溶ＮをＡｌＮとして固
定するのに有用な元素である。こうした作用を有効に発揮させるため、Ａｌ量を０．０１
％以上と定めた。Ａｌ量は、好ましくは０．０１３％以上であり、より好ましくは０．０
１５％以上である。一方、Ａｌ量が過剰になると、Ａｌ2Ｏ3が過剰に生成して冷間加工性
を劣化させる。そこで、Ａｌ量は０．１％以下と定めた。Ａｌ量は、好ましくは０．０９
０％以下であり、より好ましくは０．０８０％以下である。
【００２５】
　Ｎ：０．０１５％以下（０％を含まない）
　Ｎは、鋼中に不可避的に含まれる元素であり、鋼中に固溶Ｎが含まれると、歪み時効に
よる硬度上昇及び延性低下を招き、冷間加工性を劣化させる。そこで、Ｎ量を０．０１５
％以下と定めた。Ｎ量は、好ましくは０．０１３％以下であり、より好ましくは０．０１
０％以下である。Ｎ量は、少なければ少ない程好ましいが、製造工程上の制約により、通
常０．００１％程度含まれる。
【００２６】
　Ｃｒ：０．５％超、２．０％以下
　Ｃｒは、鋼材の焼入れ性を向上させることによって最終製品の強度を増加させるのに有
効な元素であるとともに、球状炭化物中に少量含まれるため、球状化焼鈍時の炭化物の安
定性を高め、再生パーライトを抑制するなどの作用によって球状化促進に有用な元素であ
る。このような作用を有効に発揮させるため、Ｃｒ量を０．５％超と定めた。Ｃｒ量は、
好ましくは０．６％以上であり、より好ましくは０．７％以上である。一方、Ｃｒ量が過
剰になると、強度が高くなりすぎて冷間加工性を劣化させる。そこで、Ｃｒ量を２．０％
以下と定めた。Ｃｒ量は、好ましくは１．８％以下であり、より好ましくは１．５％以下
である。
【００２７】
　本発明の機械構造用鋼の基本的な化学成分組成は上記の通りであり、残部は実質的に鉄
である。なお、「実質的に鉄」とは、鉄以外にも本発明の鋼材の特性を阻害しない程度の
微量成分（例えば、Ｓｂ、Ｚｎ等）を許容できる他、Ｐ、Ｓ、Ｎ以外の不可避不純物（例
えば、Ｏ、Ｈ等）も含み得ることを意味する。また、本発明の機械構造用鋼は、必要に応
じて、以下の元素を含んでいても良い。
【００２８】
　Ｍｏ：１％以下（０％を含まない）、Ｎｉ：３％以下（０％を含まない）、Ｃｕ：０．
２５％以下（０％を含まない）、及びＢ：０．０１０％以下（０％を含まない）よりなる
群から選択される１種以上
　Ｍｏ、Ｎｉ、Ｃｕ及びＢは、いずれも鋼材の焼入れ性を向上させることによって最終製
品の強度を増加させるのに有用な元素であり、必要に応じて単独で又は２種以上用いるこ
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とができる。このような作用を有効に発揮させるため、Ｍｏ、Ｎｉ及びＣｕはいずれも０
．０２％以上とすることが好ましく、より好ましくは０．０５％以上である。Ｂは、好ま
しくは０．００１％以上であり、より好ましくは０．００２％以上である。一方、Ｍｏ、
Ｎｉ、Ｃｕ及びＢの含有量が過剰になると、強度が高くなり過ぎ、冷間加工性が劣化する
。そこで、Ｍｏ量は１％以下が好ましく（より好ましくは０．９０％以下、さらに好まし
くは０．８０％以下）、Ｎｉ量は３％以下が好ましく（より好ましくは２．５％以下、さ
らに好ましくは２．０％以下）、Ｃｕ量は０．２５％以下が好ましく（より好ましくは０
．２０％以下、さらに好ましくは０．１５％以下）、Ｂ量は０．０１０％以下が好ましい
（より好ましくは０．００７％以下、さらに好ましくは０．００５％以下）。
【００２９】
　Ｔｉ：０．２％以下（０％を含まない）、Ｎｂ：０．２％以下（０％を含まない）、及
びＶ：０．５％以下（０％を含まない）よりなる群から選択される１種以上
　Ｔｉ、Ｎｂ及びＶは、Ｎと化合物を形成し、固溶Ｎを低減することで変形抵抗低減の効
果を発揮するため、必要に応じて単独で又は２種以上用いることができる。このような効
果を有効に発揮させるため、Ｔｉ及びＮｂはいずれも０．０３％以上が好ましく、より好
ましくは０．０５％以上であり、Ｖは０．０３％以上が好ましく、より好ましくは０．０
５％以上である。一方、これらの元素の含有量が過剰になると、形成される化合物が変形
抵抗の上昇を招き、却って冷間加工性を低下させる。そこで、Ｔｉ及びＮｂは、いずれも
０．２％以下が好ましく、より好ましくは０．１８％以下、さらに好ましくは０．１５％
以下である。Ｖは、好ましくは０．５％以下であり、より好ましくは０．４５％以下、さ
らに好ましくは０．４０％以下である。
【００３０】
　本発明の機械構造用鋼は、線材又は棒鋼を対象とし、その直径は特に限定されないが、
例えば５．０～２０ｍｍ程度である。
【００３１】
　本発明の機械構造用鋼を製造するためには、仕上圧延温度及び仕上圧延後の冷却条件を
適切に調整することが重要である。具体的には、仕上圧延温度を８５０～１１００℃とし
、その後の冷却では、１０℃／秒以上の平均冷却速度で７２０～７８０℃まで冷却し（冷
却１）、その後１℃／秒以下の平均冷却速度で６８０℃以上まで冷却し（冷却２）、更に
０．５℃／秒以下の平均冷却速度で６４０℃以下まで冷却する（冷却３）。以下、それぞ
れの条件について詳述する。
【００３２】
　仕上圧延温度：８５０～１１００℃
　仕上圧延温度は、上述したフェライト（初析フェライト及びパーライト中のフェライト
）の平均粒径に影響する。仕上圧延温度が１１００℃を超えると、前記フェライトの平均
粒径が２５μｍを超え、仕上圧延温度が８５０℃未満となると、前記フェライトの平均粒
径が１５μｍ未満となる。仕上圧延温度の下限は、好ましくは９００℃以上であり、より
好ましくは９５０℃以上であり、上限は、好ましくは１０５０℃以下であり、より好まし
くは１０００℃以下である。
【００３３】
　冷却１：仕上圧延後、１０℃／秒以上の平均冷却速度で７２０～７８０℃まで冷却
　仕上圧延後の平均冷却速度が遅いと、オーステナイト粒が粗大化して焼入れ性が上がる
ことによって、（i）上記したＡ＞Ａｅの関係を満足する量の初析フェライトを確保でき
ない、及び／又は（ii）初析フェライトとパーライトの合計面積率を９０面積％以上確保
できない。従って仕上圧延後の平均冷却速度は１０℃／秒以上とする。該平均冷却速度は
、好ましくは１５℃／秒以上であり、より好ましくは２０℃／秒以上であり、上限は特に
限定されないが、現実的な範囲は通常１００℃／秒以下である。
【００３４】
　また、冷却１における冷却停止温度が低いと上記したＡ＞Ａｅの関係を満足する量の初
析フェライト量を確保できない。そこで、冷却停止温度は７２０℃以上とする。冷却停止
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温度の下限は、好ましくは７３０℃以上であり、より好ましくは７４０℃以上である。一
方、冷却停止温度が高いと、オーステナイト粒が粗大化して焼入れ性が上がることによっ
て、（i）上記したＡ＞Ａｅの関係を満足する量の初析フェライトを確保できない、及び
／又は（ii）初析フェライトとパーライトの合計面積率を９０面積％以上確保できない。
従って、冷却停止温度は７８０℃以下とする、冷却停止温度の上限は、好ましくは７７０
℃以下であり、より好ましくは７６０℃以下である。
【００３５】
　冷却２：１℃／秒以下の平均冷却速度で６８０℃以上まで冷却
　冷却１の後の平均冷却速度が速いと、上記したＡ＞Ａｅの関係を満足する量の初析フェ
ライトを確保できない。従って、平均冷却速度は１℃／秒以下とする。平均冷却速度は好
ましくは０．８℃／秒以下であり、より好ましくは０．６℃／秒以下であり、その下限は
特に限定されないが、通常０．１℃／秒程度である。
【００３６】
　冷却２における冷却停止温度が低いと、初析フェライトとパーライトの合計面積率を９
０面積％以上とできない。そこで、冷却停止温度は６８０℃以上とした。冷却停止温度は
、好ましくは６８５℃以上であり、より好ましくは６９０℃以上である。なお、冷却２に
おける平均冷却速度が０．５℃／秒以下の場合は、冷却停止温度を６８０℃以下とするこ
ともできる。冷却停止温度の上限は、７８０℃以下であれば良い。
【００３７】
　冷却３：０．５℃／秒以下の平均冷却速度で６４０℃以下まで冷却
　冷却３における平均冷却速度が速い場合や、冷却停止温度が高い場合は、初析フェライ
トとパーライトの合計面積率を９０面積％以上とすることができない。平均冷却速度は、
０．５℃／秒以下であり、好ましくは０．４℃／秒以下、より好ましくは０．３℃／秒以
下であり、下限は特に限定されないが、通常０．１℃／秒程度である。また、冷却停止温
度は６４０℃以下であり、好ましくは６３０℃以下、より好ましくは６２０℃以下である
。
【００３８】
　冷却３の後は、放冷などによって、室温まで冷却すればよい。上記のような条件で圧延
及び冷却を行った後、球状化焼鈍を行えば良いが、球状化焼鈍の前に、必要に応じて伸線
を行ってもよい。伸線減面率は特に限定されないが、例えば５～３０％程度である。
【００３９】
　本発明の機械構造用鋼は、球状化焼鈍化後に十分に軟質化できるため、冷間加工性に優
れており、冷間鍛造、冷間圧造、冷間転造等の冷間加工によって製造される自動車用部品
、建設機械用部品等の各種部品に好適に用いることができる。
【実施例】
【００４０】
　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。
【００４１】
　下記表１に示す化学成分組成の鋼を用い、表２及び表４に示した各条件（仕上圧延温度
、冷却１～３における平均冷却速度及び冷却停止温度）で、φ８．０ｍｍ～１７ｍｍの線
材を作製した。
【００４２】
　得られた各線材（圧延材）について、以下に示す方法によって、組織の観察及び面積率
の測定、フェライト平均粒径の測定、球状化焼鈍後の硬さの測定を行った。これらはいず
れも各線材の縦断面（軸線に平行な断面）が観察できるように樹脂埋めした試料を作製し
、Ｄ／４（Ｄは、線材の直径）位置で観察又は測定した。
【００４３】
　１．フェライトの平均粒径の測定
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　平均粒径の測定には、ＥＢＳＰ解析装置及びＦＥ－ＳＥＭ（電解放出型走査電子顕微鏡
）を用いた。結晶方位差（斜角）が１５°を超える境界、すなわち大角粒界を結晶粒界と
して結晶粒を定義し、フェライト（初析フェライト及びパーライト中のフェライトの両者
を含む）結晶粒の平均粒径を測定した。測定領域は任意の４００μｍ×４００μｍ、測定
ステップは０．７μｍ間隔とし、測定方位の信頼性を示すコンフィデンス・インデックス
（Ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ　Ｉｎｄｅｘ）が０．１以下の測定点は解析対象から削除した。
【００４４】
　２．組織の観察及び面積率の測定
　各試料について、ナイタールエッチングによって組織を現出させ、光学顕微鏡にて倍率
４００倍で１０視野を撮影した。撮影した写真を画像解析し、初析フェライト及びパーラ
イトの合計面積率（表中、「Ｐ＋Ｆの割合」と表す）、及び初析フェライトの面積率を判
定した。なお、組織の解析に際しては、上記各写真について、ランダムに１００点（すな
わち、合計で１０００点測定した）選び、各組織（初析フェライト、パーライトの他、ベ
イナイト、マルテンサイトなどの組織）が存在した点数を全点数で割ることによって組織
分率を求めた。
【００４５】
　３．球状化焼鈍後の硬さの測定
　各試料について、球状化焼鈍後の硬さ測定は、ビッカース硬度計を用い、荷重１ｋｇｆ
で５点測定し、その平均値（ＨＶ）を求めた。この時の硬さの基準として、下記式（２）
を用い、前記平均値が下記式（２）よりも小さい場合を合格と判断した。
　硬さの基準値＝８８．４×Ｃｅｑ２＋８８．０　・・・（２）
　但し、Ｃｅｑ２＝［Ｃ］＋０．２×［Ｓｉ］＋０．２×［Ｍｎ］であり、［（元素名）
］は各元素の含有量（質量％）を意味する。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
　実施例１
　上記表１に示した鋼種Ａを用いて、ラボの加工フォーマスタ試験装置を用い、仕上加工
温度（仕上圧延温度に相当）、冷却条件を下記表２に示すように変化させて、組織の異な
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るサンプルをそれぞれ作製した。このとき、加工フォーマスタサンプルはφ８．０ｍｍ×
１２．０ｍｍとし、熱処理後に２等分して、それぞれ組織調査用（球状化焼鈍前）サンプ
ル、及び球状化焼鈍後の硬さ測定用サンプルとした。これらサンプルについて、フェライ
トの平均粒径、組織の面積率、球状化焼鈍後の硬さを測定し、下記表３に示した。球状化
焼鈍では、各サンプルをそれぞれ真空封入し、大気炉にて７６０℃で６時間保持後、一旦
６８０℃まで冷却して再度７６０℃に加熱し（トータルで４時間）、７６０℃で６時間保
持後、平均冷却速度６℃／時間で６８０℃まで冷却した。なお、鋼種Ａについて上記式（
２）に基づいて求めた硬さの基準値はＨＶ１３４である。
【００４８】
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【００４９】
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【表３】

【００５０】
　本発明の要件を満たす試験Ｎｏ．１～４は、球状化焼鈍後に十分に軟質化している。一
方、Ｎｏ．５は仕上加工温度が低かったため、フェライトの平均粒径が小さくなり、Ｎｏ
．６は、冷却１における冷却停止温度が低く初析フェライト量が確保できず、Ｎｏ．７は
冷却３における平均冷却速度が速かったため、初析フェライトとパーライトの合計面積率
が確保できず、またＮｏ．８は仕上加工温度が高かったため、フェライトの平均粒径が大
きくなり、いずれも球状化焼鈍後の硬さが高くなった。
【００５１】
　実施例２
　上記表１に示した鋼種Ｂ～Ｊを用い、下記表４に示す条件（仕上圧延温度、冷却条件）
で圧延し、組織の異なるサンプルを作製した。球状化焼鈍は実施例１と同様の方法で実施
した。なお、試験Ｎｏ．１２、１６については、圧延材作製後、約２０％の減面率で伸線
した後に球状化焼鈍を実施した。これらサンプルについて、フェライトの平均粒径、組織
の面積率、球状化焼鈍後の硬さを測定し、下記表５に示した。
【００５２】
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【表４】

【００５３】
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【表５】

【００５４】
　本発明の要件を満たす試験Ｎｏ．９～１６は、球状化焼鈍後に十分に軟質化している。
一方、Ｎｏ．１７は冷却２における平均冷却速度が速かったため、初析フェライト量が確
保できず、Ｎｏ．１８は冷却１における平均冷却速度が遅く、冷却３における冷却停止温
度が高かったため初析フェライトとパーライトの合計面積率が低く、Ｎｏ．１９は冷却１
における冷却停止温度が高く、かつ冷却２における冷却停止温度が低かったため、初析フ
ェライトとパーライトの合計面積率が低く、かつ初析フェライト量が確保できず、Ｎｏ．
２０はＮ量とＣｒ量が多い鋼種Ｊを用いたため、初析フェライトとパーライトの合計面積
率が低く、いずれも球状化焼鈍後の硬さが高くなった。
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