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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学成分が、単位質量％で、
　Ｃ：０．１５％～０．４０％、
　Ｍｎ：０．１０％～１．５０％、
　Ｓ：０．００２～０．０２０％、
　Ｔｉ：０．００５％～０．０５０％、
　Ｂ：０．０００５～０．００５０％、
　Ｂｉ：０．００１０％～０．０１００％、
　Ｐ：０．０２０％以下、
　Ｎ：０．０１００％以下、
　Ｓｉ：０％以上０．３０％未満、
　Ｃｒ：０～１．５０％、
　Ａｌ：０～０．０５０％、
　Ｍｏ：０～０．２０％、
　Ｃｕ：０～０．２０％、
　Ｎｉ：０～０．２０％、及び
　Ｎｂ：０～０．０３０％を含有し、
残部がＦｅおよび不純物からなり、
　以下の式１によって定義されるＮ固定指数ＩＦＮが０以上であり、
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　以下の式２によって定義されるＴｉ－Ｎｂ系析出物生成指数ＩＰが０．０１００以下で
ある
ことを特徴とする鋼。
ＩＦＮ＝［Ｔｉ］－３．５×［Ｎ］…（式１）
　ここで［Ｔｉ］は単位質量％でのＴｉ含有量であり、［Ｎ］は単位質量％でのＮ含有量
である。
ＩＰ＝０．３×［Ｔｉ］＋０．１５×［Ｎｂ］－［Ｎ］…（式２）
　ここで［Ｔｉ］は単位質量％でのＴｉ含有量であり、［Ｎｂ］は単位質量％でのＮｂ含
有量であり、［Ｎ］は単位質量％でのＮ含有量である。
【請求項２】
　前記化学成分が、単位質量％で、
　Ｓｉ：０．０１％以上０．３０％未満、
　Ｃｒ：０．０１～１．５０％、及び
　Ａｌ：０．００１～０．０５０％
からなる群から選択される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に記載の鋼。
【請求項３】
　前記化学成分が、単位質量％で、
Ｍｏ：０．０２～０．２０％、
Ｃｕ：０．０２～０．２０％、
Ｎｉ：０．０２～０．２０％、及び
Ｎｂ：０．００２～０．０３０％
からなる群から選択される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又は２に記載の鋼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷間鍛造（転造を含む）は、熱間鍛造に比べて製品の表面肌、及び寸法精度等を良くす
ることができ、さらに歩留まりも良好であるため、ボルトのような比較的小型の機械部品
の製造方法として広く適用されている。冷間鍛造によって機械部品を製造する場合は、素
材として例えばＪＩＳ　Ｇ　４０５１、ＪＩＳ　Ｇ　４０５２、ＪＩＳ　Ｇ　４１０４、
ＪＩＳ　Ｇ　４１０５、ＪＩＳ　Ｇ　４１０６等に規定されている中炭素の機械構造用炭
素鋼や合金鋼を用い、例えば熱間線材圧延－焼鈍（あるいは球状化焼鈍）－伸線－冷間鍛
造－焼入れ・焼戻しのような製造工程を経て最終製品とすることが多い。上記の一般的な
製造工程は、冷間鍛造の前に焼鈍、あるいは球状化焼鈍の工程を付加していることが特徴
である。冷間鍛造の前に焼鈍、あるいは球状化焼鈍を付加している理由は、中炭素の炭素
鋼や合金鋼は、熱間圧延のまま（即ち、熱間圧延後に熱処理を行わずに空冷した場合）で
は圧延材の硬さが高く、冷間鍛造時の金型の損耗が著しいため製造コストが高くなること
、及び熱間圧延のままでは素材の延性が不足するため冷間鍛造時に割れが生じやすくなる
ため歩留まりが低下する等の製造上の問題があるためである。
【０００３】
　しかしながら、焼鈍には多大なコストがかかるため、部品の製造コストを低減するため
に、焼鈍工程の省略を可能とする鋼材の開発が求められてきた。このような要請から、鋼
材に微量のＢを添加した、いわゆるボルト用のボロン鋼が開発されてきた（例えば、特許
文献１、及び特許文献３）。ボロン鋼の特徴は、鋼材の炭素含有量、及びＣｒ、Ｍｏ等の
合金元素の添加量を低減することによって熱間圧延のままの線材の硬さを低減するととも
に延性を向上することによって焼鈍を不要とし、合金元素の添加量の低減による焼入性の
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低下を、圧延材の硬さを増加しない、微量のＢの添加による焼入性の向上効果によって補
うことにある。
【０００４】
　微量Ｂ添加による焼入性向上効果を発現させるためには、Ｂがオーステナイト中で固溶
状態にあることが必要である。一方、鋼中に固溶状態の窒素が存在している場合にはＢＮ
が生成し、固溶Ｂ（鋼中に固溶したＢ）の量が減少することによってＢの持つ焼入性向上
効果が失われてしまう。このためボロン鋼においては、Ｎと強い親和力を持つＴｉを添加
することによって鋼中のＮを予めＴｉＮとして固定し、ＢＮの生成を抑制することが一般
に行われている。例えば、特許文献４には、Ｔｉ／Ｎ（質量％比）を４以上とすることに
よってＢＮの析出を抑制することが記載されている。原理的には、Ｔｉ／Ｎを３．４２以
上にすればＢＮの析出を抑制できる。
【０００５】
　しかしながら上記のような一般的なボロン鋼は、従来鋼に比べて、焼入れ加熱時に一部
のオーステナイト結晶粒が異常粒成長を起こして粗大化する、いわゆる粗大粒が発生しや
すくなる。粗大粒が発生した部品では、焼入れ時に発生する熱処理歪が大きくなることに
よる寸法精度の劣化、並びに衝撃値、疲労強度、及び遅れ破壊特性等の部品の特性の低下
が生じる。従って、特に引張強さが８００ＭＰａ以上の高強度ボルトにおいては、粗大粒
発生の防止が実用上の大きな課題である。このような異常粒成長による粗大粒の発生を抑
制するためには、オーステナイト結晶粒の粒界をピン止めするために、組織中にピン止め
粒子（析出物等）を数多く分散させること、すなわち微細な粒子を多量に分散させること
が有効である。
【０００６】
　ボロン鋼に粗大粒が発生しやすい理由は、以下の２つが主なものである。
【０００７】
　（１）ボロン鋼を部品材料とする場合、ボロン鋼の冷間鍛造後の焼鈍工程が省略される
ので、ボロン鋼は冷間加工組織から直接オーステナイト域に加熱されることになる。この
場合、冷間加工の影響によってオーステナイト結晶粒の過度の微細化や結晶粒径の部分的
な不均一が生じるので、一部の結晶粒が異常粒成長を起こしやすい状態となる。
【０００８】
　（２）上述のボロン鋼では、Ｔｉの添加によって鋼中のＮがＴｉＮとして固定されるの
で、従来鋼である炭素鋼や合金鋼においてピン止め粒子として有効に作用しているＡｌＮ
が生成せず、なおかつＴｉＮはＡｌＮに比べて粗大であるため微細に分散させることがで
きず、粗大粒の防止のために必要なピン止め粒子の数を確保することが困難である。
【０００９】
　焼鈍工程の省略のためには上記（１）の要因は不可避であるので、（２）の要因の改善
のためにボロン鋼においてピン止め粒子の数をいかにして確保するかが粗大粒の発生防止
のポイントとされてきた。
【００１０】
　このような状況から、ボロン鋼の粗大粒の発生を防止するための技術が提案されてきた
。例えば、特許文献５及び特許文献６には、ピン止め粒子としてＡｌＮやＴｉＮの代わり
に、ＴｉＮよりも微細な析出物であるＴｉＣ及びＴｉ（ＣＮ）を利用することが記載され
ている。これらの技術では、粗大粒の防止のために必要なピン止め粒子の数を確保するた
めに、焼入れ加熱前且つ熱間圧延後の鋼中に直径が０．２μｍ以下のＴｉＣとＴｉ（ＣＮ
）とを総個数にして２０個／１００μｍ２以上分散させることが規定されている。焼入れ
加熱前にあらかじめこのような微細な析出物を多量に分散させておくことにより、焼入れ
加熱時にこれらの析出物がオーステナイト結晶粒界をピン止めするピン止め粒子として機
能する。この技術によって、ボロン鋼において粗大粒の発生を安定的に防止することが可
能となるので、この技術が適用された鋼は焼鈍工程を省略できる安価なボルト用鋼材とし
て現在広く使用されている。
【００１１】
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　しかしながら、上記の技術には欠点がある。すなわち、熱間圧延後の組織中に微細なＴ
ｉＣやＴｉ（ＣＮ）が多量に分散している場合には、微細な析出物粒子による析出強化に
よってフェライトの硬さが増加するという副作用があるため、ボロン鋼化による熱間圧延
材の軟質化効果が目減りするという問題である。すなわち、微細なＴｉＣやＴｉ（ＣＮ）
の量を増やした場合、粗大粒の発生は抑制できるが、圧延材の硬さが析出強化によって増
加することにより冷間鍛造用金型の寿命が低下する。逆に、微細なＴｉＣやＴｉ（ＣＮ）
の量を抑制すると、圧延材の硬さは抑制できるが粗大粒が発生する。即ち、微細なＴｉＣ
やＴｉ（ＣＮ）を利用する場合、粗大粒の発生の抑制と、冷間鍛造前の圧延材の硬さの抑
制とは、背反の関係にある。したがって、圧延材の軟質化と安定した粗大粒の抑制との両
方を完全に達成することは、上記の技術のみでは困難である。
【００１２】
　特許文献７にも、上記のボロン鋼の粗大粒の発生を防止する技術と同様の技術思想が記
載されている。すなわち、Ｔｉ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｎの含有量の関係をある範囲内にすること
によって、これらの元素の炭窒化物を鋼中に分散させ、結晶粒の粗大化を防止する技術で
ある。特許文献７にはさらに、Ｂｉを０．０１％以上添加することによって、切削性を高
める効果についても記載されている。しかしながら、特許文献７において、Ｂｉの効果と
しては切削性を高める効果のみ開示されている。Ｂｉと、結晶粒の粗大化特性との関係に
ついての記述は全くない。切削性向上効果を目的としてＢｉが添加されているので、特許
文献７においては比較的多量のＢｉを添加することについてしか検討されていない。この
場合、特許文献７に記載されているように、Ｂｉ添加による熱間加工性の低下が懸念され
る。
【００１３】
　特許文献８には、従来例よりも高温で浸炭を行なった場合でも優れた耐結晶粒粗大化特
性を発揮し、且つ軟化焼鈍をせずとも優れた冷間加工性を示す肌焼用鋼を提供することを
目的とした肌焼用鋼が開示されている。しかし特許文献８でも、耐結晶粒粗大化特性を確
保する手段として微細なＴｉ炭化物及びＴｉ含有複合炭化物等の利用しか提案されていな
い。特許文献８では、冷間加工性の確保のために熱間圧延温度が極めて低くされており、
このため肌焼用鋼の生産性が損なわれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】日本国特開平５－３３９６７６号公報
【特許文献２】日本国特公平５－６３５２４号公報
【特許文献３】日本国特開昭６１－２５３３４７号公報
【特許文献４】日本国特開平３－４７９１８号公報
【特許文献５】日本国特許第３４４３２８５号公報
【特許文献６】日本国特許第３４９０２９３号公報
【特許文献７】日本国特開２０００－３２８１８９号公報
【特許文献８】日本国特開２００６－２６５７０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　冷間鍛造用の鋼の課題の一つは、鋼の冷間鍛造性及び鋼の生産性の向上のために、熱間
圧延後かつ冷間鍛造前に焼鈍を行うことなく、且つ生産性を損なうような製造条件を用い
ることなく、鋼を軟質に保つことである。冷間鍛造用の鋼の別の課題は、機械部品に高強
度を付与するために、冷間鍛造後に高い焼入性を発揮することである。そして、冷間鍛造
用の鋼のさらなる課題は、機械部品の寸法精度、衝撃値、疲労強度、及び遅れ破壊特性等
の劣化を防止するために、冷間鍛造後の焼入れの際の粗大粒発生を抑制することである。
上述のように、従来技術はこれらすべてを同時に解決することができない。粗大粒発生の
抑制手段として従来技術で提案されたＴｉＣ及びＴｉ（ＣＮ）の利用は、熱間圧延後かつ
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冷間鍛造前の鋼を析出強化によって硬質化させるので、鋼の冷間鍛造性及び生産性を損な
う。
【００１６】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明は、ＴｉＣ及びＴ
ｉ（ＣＮ）等のＴｉ炭化物及びＴｉ炭窒化物を用いることなく焼入れ時の粗大粒の発生を
抑制し、これにより製造性、冷間鍛造性、及び焼入れ後の機械特性の全てに優れた鋼を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の要旨は以下のとおりである。
【００１８】
（１）本発明の一態様に係る鋼は、化学成分が、単位質量％で、Ｃ：０．１５％～０．４
０％、Ｍｎ：０．１０％～１．５０％、Ｓ：０．００２～０．０２０％、Ｔｉ：０．００
５％～０．０５０％、Ｂ：０．０００５～０．００５０％、Ｂｉ：０．００１０％～０．
０１００％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｎ：０．０１００％以下、Ｓｉ：０％以上０．３０
％未満、Ｃｒ：０～１．５０％、Ａｌ：０～０．０５０％、Ｍｏ：０～０．２０％、Ｃｕ
：０～０．２０％、Ｎｉ：０～０．２０％、及びＮｂ：０～０．０３０％を含有し、残部
がＦｅおよび不純物からなり、以下の式１によって定義されるＮ固定指数ＩＦＮが０以上
であり、以下の式２によって定義されるＴｉ－Ｎｂ系析出物生成指数ＩＰが０．０１００
以下である。
ＩＦＮ＝［Ｔｉ］－３．５×［Ｎ］…（式１）
　ここで［Ｔｉ］は単位質量％でのＴｉ含有量であり、［Ｎ］は単位質量％でのＮ含有量
である。
ＩＰ＝０．３×［Ｔｉ］＋０．１５×［Ｎｂ］－［Ｎ］…（式２）
　ここで［Ｔｉ］は単位質量％でのＴｉ含有量であり、［Ｎｂ］は単位質量％でのＮｂ含
有量であり、［Ｎ］は単位質量％でのＮ含有量である。
（２）上記（１）に記載の鋼は、前記化学成分が、単位質量％で、Ｓｉ：０．０１％以上
０．３０％未満、Ｃｒ：０．０１～１．５０％、及びＡｌ：０．００１～０．０５０％か
らなる群から選択される１種又は２種以上を含有してもよい。
（３）上記（１）または（２）に記載の鋼は、前記化学成分が、単位質量％で、Ｍｏ：０
．０２～０．２０％、Ｃｕ：０．０２～０．２０％、Ｎｉ：０．０２～０．２０％、及び
Ｎｂ：０．００２～０．０３０％からなる群から選択される１種又は２種以上を含有して
もよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、冷間鍛造前の軟質化と、冷間鍛造後の焼入れ時の粗大粒の発生の抑制
との両方を達成することができる鋼を提供できる。また、本発明に係る鋼は、鋳造時及び
圧延時等に割れが生じることがなく、さらに製造設備に負荷を掛けない範囲内の条件で製
造可能であるので、製造性に優れる。本発明に係る鋼を冷間鍛造部品に適用することで、
冷間鍛造時の金型の損耗を抑制し、金型の寿命が向上できる。また、本発明に係る鋼を冷
間鍛造部品に適用することで、高価な金型のコストを低減できるので、特に引張強さが８
００ＭＰａ以上の高強度ボルトの製造コストの低減に寄与することができる。さらに、本
発明に係る鋼は切削性にも優れる。そのため、本発明は産業上の貢献が極めて大きい。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の一実施形態に係る鋼について説明する。本実施形態に係る鋼は、以下の特徴を
有する。
【００２１】
（ａ）本実施形態に係る鋼は、化学成分が、単位質量％で、Ｃ：０．１５％～０．４０％
、Ｍｎ：０．１０％～１．５０％、Ｓ：０．００２～０．０２０％、Ｔｉ：０．００５％
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～０．０５０％、Ｂ：０．０００５～０．００５０％、Ｂｉ：０．００１０％～０．０１
００％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｎ：０．０１００％以下、Ｓｉ：０％以上０．３０％未
満、Ｃｒ：０～１．５０％、Ａｌ：０～０．０５０％、Ｍｏ：０～０．２０％、Ｃｕ：０
～０．２０％、Ｎｉ：０～０．２０％、及びＮｂ：０～０．０３０％を含有し、残部がＦ
ｅおよび不純物からなる。
（ｂ）上記（ａ）に記載の鋼は、前記化学成分が、単位質量％で、Ｓｉ：０．０１％以上
０．３０％未満、Ｃｒ：０．０１～１．５０％、及びＡｌ：０．００１～０．０５０％か
らなる群から選択される１種又は２種以上を含有してもよい。
（ｃ）上記（ａ）または（ｂ）に記載の鋼は、前記化学成分が、単位質量％で、Ｍｏ：０
．０２～０．２０％、Ｃｕ：０．０２～０．２０％、Ｎｉ：０．０２～０．２０％、及び
Ｎｂ：０．００２～０．０３０％からなる群から選択される１種又は２種以上を含有して
もよい。
（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）のいずれか一項に記載の鋼は、以下の式１によって定義される
Ｎ固定指数ＩＦＮが０以上であってもよい。
ＩＦＮ＝［Ｔｉ］－３．５×［Ｎ］…（式１）
　ここで［Ｔｉ］は単位質量％でのＴｉ含有量であり、［Ｎ］は単位質量％でのＮ含有量
である。
（ｅ）上記（ａ）～（ｄ）のいずれか一項に記載の鋼は、以下の式２によって定義される
Ｔｉ－Ｎｂ系析出物生成指数ＩＰが０．０１００以下であってもよい。
ＩＰ＝０．３×［Ｔｉ］＋０．１５×［Ｎｂ］－［Ｎ］…（式２）
　ここで［Ｔｉ］は単位質量％でのＴｉ含有量であり、［Ｎｂ］は単位質量％でのＮｂ含
有量であり、［Ｎ］は単位質量％でのＮ含有量である。
　また、本実施形態に係る鋼に対して、公知の方法でボルト加工・焼入れ・焼戻しを行う
ことにより、優れた生産性で、粗大粒の発生がないボルトが得られる。
【００２２】
　本発明者らは、析出強化による顕著なフェライトの硬さの増加を生じさせ、従って鋼の
硬さの増加を生じさせて鋼の冷間加工性を損なう粒子であるＴｉＣ及びＴｉ（ＣＮ）等を
微細分散させる従来技術とは別の、粗大粒の発生抑制技術について検討した。上記の特徴
は、鋼の焼入れ加熱時におけるオーステナイト結晶粒の異常粒成長の抑制技術について本
発明者らが鋭意研究して得られた以下の知見に基づいている。
【００２３】
（１）０．０１００％以下という極めて微量のＢｉによって、焼入れ加熱時のオーステナ
イト結晶粒の異常粒成長を抑制し、寸法精度及び機械特性などに優れた冷間加工部品を得
ることができる。
【００２４】
（２）上述のＢｉの効果によって、従来ピン止め粒子として利用していた析出物（ＴｉＣ
、Ｔｉ（ＣＮ）、ＮｂＣ）に依存することなく（即ち鋼の冷間加工性を損なうことなく）
オーステナイト結晶粒の異常粒成長を抑制することができる。これにより、熱間圧延後の
圧延材の硬さを抑制し、鋼の冷間加工性を高めることができる。
【００２５】
（３）一方、Ｂｉ含有量が０．０１００％を超えると、鋼の熱間延性が低下することによ
り鋼の製造工程（鋳造、圧延工程等）において割れ、きずが発生しやすくなり、鋼の歩留
まりが低下することがわかった。さらに、Ｂｉ含有量が０．０１００％を超えると、焼入
れ後の鋼において粒界脆化が生じ、鋼の機械特性が損なわれることもわかった。従って、
本実施形態に係る鋼においてＢｉの含有は必須であるものの、その含有量は極めて低い水
準に抑制される必要があることもわかった。
【００２６】
　以下、本実施形態に係る鋼について詳細に説明する。
　まず、本発明の鋼の化学成分について説明する。以下、化学成分に関する単位「％」は
、「質量％」を示す。
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【００２７】
［Ｃ：０．１５～０．４０％］
　Ｃは、焼戻しマルテンサイト組織を持つ鋼の強度を高めるために必要な元素である。焼
入れ後の引張強さを８００ＭＰａ以上とするために、Ｃ含有量を０．１５％以上とする必
要がある。好ましいＣ含有量の下限は、０．１７％、０．１９％、又は０．２３％である
。
　他方、Ｃ含有量が０．４０％を超えると熱間圧延後の圧延材の硬さが高くなりすぎるの
で、冷間鍛造用金型の寿命が著しく低下する。そのため、Ｃ含有量の上限を０．４０％と
する。好ましいＣ含有量の上限は０．３５％、０．３４％、０．３３％、又は０．３０％
である。
【００２８】
［Ｍｎ：０．１０～１．５０％］
　Ｍｎは鋼の焼入性を向上させるのに有効な元素である。焼入れによってマルテンサイト
を得るために必要な焼入性を確保するために、Ｍｎ含有量を０．１０％以上とする必要が
ある。好ましいＭｎ含有量の下限は０．２０％、０．３５％、又は０．４０％である。
　他方、Ｍｎ含有量が１．５０％を超えると、熱間圧延後且つ冷間鍛造前の圧延材の硬さ
が高くなりすぎるので、冷間鍛造用の金型の寿命が著しく低下する。そのため、Ｍｎ含有
量の上限を１．５０％とする。好ましいＭｎ含有量の上限は１．３０％、１．００％、又
は０．８０％である。
【００２９】
［Ｓ：０．００２～０．０２０％］
　Ｓは、ＭｎＳ、ＴｉＳ、及びＴｉ２Ｃ２Ｓとして鋼中に存在し、焼入れ加熱時にピン止
め粒子として働くことによりオーステナイト結晶粒の異常粒成長を抑制する効果を持つ。
このため、Ｓ含有量を０．００２％以上とする必要がある。好ましいＳ含有量の下限は０
．００３％である。
　しかし、本実施形態に係る鋼ではＢｉを用いて異常粒成長を抑制するので、Ｓ含有量は
従来技術より少なくても足りる。さらに、Ｓ含有量が０．０２０％を超えると、Ｓが焼入
れ後の鋼の旧オーステナイト粒界を脆化させ、耐遅れ破壊特性（耐水素脆化特性）を低下
させる。加えて、上述のＴｉ２Ｃ２Ｓは鋼の切削性を損ねる粒子であるので、Ｓ含有量が
０．０２０％を超えると鋼の切削性の劣化が生じるおそれがある。そのため、Ｓ含有量を
０．０２０％以下に制限する必要がある。好ましくは、Ｓ含有量の上限値は０．０１５％
、０．０１０％、又は０．００５％である。
【００３０】
［Ｔｉ：０．００５％～０．０５０％］
　Ｔｉは、鋼中のＣ、Ｎ、Ｓと化合物を形成してＴｉＮ、Ｔｉ（ＣＮ）、ＴｉＣ、ＴｉＳ
、Ｔｉ２Ｃ２Ｓ等のＴｉ系介在物として鋼中に存在し、焼入れ加熱時にピン止め粒子とし
て働くことによりオーステナイト結晶粒の異常粒成長を抑制する効果を持つ。またＴｉは
、鋼中の固溶Ｎと強い親和力を持つので、鋼中の固溶Ｎを予めＴｉＮとして固定し、ＢＮ
の生成を抑制するのに極めて有効な元素である。ボロン鋼においては、焼入性の向上に有
効である固溶Ｂの含有量を確保するために、ＢＮの生成を抑制することが必要である。よ
って、Ｔｉ含有量を０．００５％以上とする必要がある。好ましいＴｉ含有量の下限は０
．０１０％、０．０１５％、又は０．０２０％である。
　しかし、本実施形態に係る鋼ではＢｉを用いて異常粒成長を抑制するので、Ｔｉ含有量
は従来技術より少なくても足りる。さらに、Ｔｉ含有量が０．０５０％を超えると、Ｔｉ
系介在物粒子が析出強化を生じさせ、熱間圧延後の圧延材の硬さが高くなりすぎるので、
冷間鍛造用の金型の寿命が著しく低下する。Ｔｉ系介在物粒子の含有量を高めながら熱間
圧延後の圧延材の硬さを抑制するためには、熱間圧延温度を低くする必要があるが、この
ことは生産性、及び設備寿命等の点で好ましくない。さらに、Ｔｉ含有量を高めた場合、
鋼の切削性を損ねる粒子であるＴｉ２Ｃ２Ｓが大量に生じ、切削性の劣化が生じるので、
本実施形態に係る鋼に切削加工を適用することが困難になる。そのため、Ｔｉ含有量の上
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限を０．０５０％とする。好ましいＴｉ含有量は、０．０４０％以下、０．０３０％以下
、０．０３０％未満、または０．０２５％以下である。
【００３１】
［Ｂ：０．０００５～０．００５０％］
　Ｂは、微量に含有された場合に鋼の焼入性の向上に寄与する元素であり、熱間圧延後且
つ冷間鍛造前の圧延材の硬さを増加させることなく、焼入性の向上効果を得て冷間鍛造及
び焼入れ後の硬さを増大させることができる。Ｂは、特にボルト用ボロン鋼に必須の元素
である。また、Ｂは旧オーステナイト粒界に偏析して旧オーステナイト粒界を強化するこ
とによって粒界破壊を抑制する効果を有する。上記の効果を得る場合には、Ｂ含有量を０
．０００５％以上とする必要がある。好ましくは、Ｂ含有量の下限値は０．００１０％、
０．００１２％、または０．００１５％である。
　他方、Ｂ含有量が０．００５０％を超えると、その効果は飽和する。そのため、Ｂ含有
量を０．００５０％以下とする。好ましくは、Ｂ含有量の上限値は０．００３０％、０．
００２５％、０．００２０％、又は０．００１８％である。
【００３２】
［Ｂｉ：０．００１０％～０．０１００％］
　約０．００１０％～０．０１００％程度の微量のＢｉが鋼の焼入れの際に組織に及ぼす
影響について、これまで詳細に検討された例は無い。本発明者らは、微量のＢｉが焼入れ
加熱時のオーステナイト結晶粒の異常粒成長を抑制することによって、粗大粒の発生を防
止する効果があることを知見した。また、異常粒成長を抑制するために必要なＢｉ含有量
は微量であるので、焼入れ加熱時の粗大粒の発生を抑制する上述のＢｉの効果が、熱間圧
延後の圧延材の硬さを増加させることなく得られることも、本発明者らは知見した。上記
の効果を得る場合には、Ｂｉ含有量を０．００１０％以上とする必要がある。Ｂｉ含有量
の下限値は、好ましくは０．００２０％、０．００２５％、又は０．００３０％である。
　他方、Ｂｉ含有量が０．０１００％を超えると、その効果は飽和するのみならず、鋼の
熱間延性が低下するので鋼の製造工程（鋳造、圧延工程等）において割れ、きずが発生し
やすくなり、歩留まりが低下する。さらに、Ｂｉ含有量が０．０１００％を超えると、焼
入れ後の鋼において粒界脆化が生じ、鋼の機械特性が損なわれる。そのため、Ｂｉ含有量
を０．０１００％以下とする。Ｂｉ含有量は好ましくは０．０１００％未満、０．００８
０％以下、又は０．００６０％以下である。
【００３３】
［Ｐ：０．０２０％以下］
　Ｐは不純物であり、旧γ粒界を脆化させ、鋼の耐遅れ破壊特性（耐水素脆化特性）を低
下させる元素である。そのため、Ｐ含有量を０．０２０％以下に制限する必要がある。好
ましくは、Ｐ含有量の上限値は０．０１５％、０．０１３％、又は０．０１０％である。
　Ｐは本実施形態にかかる鋼の課題を解決するために必要とされないので、Ｐ含有量の下
限値は０％である。しかし、Ｐ含有量を低減するための精錬工程のコストを抑制するため
に、Ｐ含有量の下限値を０．００１％としてもよい。
【００３４】
［Ｎ：０．０１００％以下］
　Ｎは、Ｂと化合物を形成してＢＮとして鋼中に存在している場合には、固溶Ｂ量を減少
させて、Ｂによる焼入性の向上効果を損なう。Ｎは、本実施形態に係る鋼では有害である
ので、Ｎ含有量の下限値は０％である。しかし、Ｎ含有量を低減するための精錬工程のコ
ストを抑制するために、Ｎ含有量の下限値を０．０００１％、０．０００５％、又は０．
００１０％としてもよい。
　Ｎ含有量が多い場合には、鋼中のＮをＴｉＮとして固定するために必要なＴｉ含有量が
増加するので、できるだけＮ含有量を低減することが望ましい。そのためＮ含有量を０．
０１００％以下に制限する必要がある。好ましくは、Ｎ含有量の上限値は０．００７０％
、０．００５０％、又は０．００４０％である。
【００３５】
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　本実施形態に関わるばね用鋼には、必要に応じてＳｉ、Ｃｒ、及びＡｌからなる群から
選択される１種又は２種以上を、後述する範囲でさらに含有させても良い。ただし、Ｓｉ
、Ｃｒ、及びＡｌは必須ではないので、Ｓｉ、Ｃｒ、及びＡｌそれぞれの含有量の下限は
０％である。
【００３６】
［Ｓｉ：０％以上０．３０％未満］
　上述の通り、本実施形態に係る鋼において、Ｓｉ含有量の下限値は０％である。しかし
、Ｓｉは、鋼の焼入性を向上させ、マルテンサイトの焼戻し軟化抵抗を向上させるのに有
効な元素である。上記の効果を得る場合には、Ｓｉ含有量を０％超または０．０１％以上
とすることが好ましい。Ｓｉ含有量の下限値を、０．０５％、又は０．１５％としても良
い。
　しかしＳｉ含有量が０．３０％以上になると、熱間圧延後且つ冷間鍛造前の鋼（圧延材
）の硬さの上昇量が大きくなるので、冷間鍛造用の金型の寿命が低下する。そのため、Ｓ
ｉ含有量を０．３０％未満とする。好ましいＳｉ含有量の上限は０．２７％、０．２５％
、又は０．２０％である。
【００３７】
［Ｃｒ：０～１．５０％］
　上述の通り、本実施形態に係る鋼において、Ｃｒ含有量の下限値は０％である。しかし
、Ｃｒは鋼の焼入性を向上させ、またマルテンサイトの焼戻し軟化抵抗を向上させるため
に有効な元素である。上記の効果を得る場合には、Ｃｒ含有量を０％超または０．０１％
以上とすることが好ましい。Ｃｒ含有量の下限値を、０．１０％、０．２０％、又は０．
３０％としても良い。
　他方、Ｃｒ含有量が１．５０％を超えると、熱間圧延後且つ冷間鍛造前の圧延材の硬さ
が高くなりすぎるので、冷間鍛造用の金型の寿命が著しく低下する。そのため、Ｃｒ含有
量の上限を１．５０％とする。好ましいＣｒ含有量の上限は１．２０％、１．００％、又
は０．８０％である。
【００３８】
［Ａｌ：０～０．０５０％］
　Ａｌは鋼の脱酸に有効な元素であるが、他の元素（Ｓｉ、Ｔｉ等）によって脱酸を行う
場合は必ずしも含有させなくても良い。従って、Ａｌ含有量の下限値は０％である。しか
しながら、Ａｌによる脱酸効果を得るためには、０．００１％以上、０．００５％以上、
又は０．０１０％以上含有させることが好ましい。
　他方、Ａｌ含有量が０．０５０％を超えると、粗大な介在物が生成して鋼の靭性が低下
するなどの問題が顕著になる。そのため、Ａｌを含有させる場合でも、Ａｌ含有量の上限
は０．０５０％とする。Ａｌ含有量の上限は好ましくは０．０４０％、０．０３０％、又
は０．０２５％である。
【００３９】
　本実施形態に関わるばね用鋼には、必要に応じてＭｏ、Ｃｕ、Ｎｉ、及びＮｂからなる
群から選択される１種又は２種以上を、後述する範囲でさらに含有させても良い。ただし
、Ｍｏ、Ｃｕ、Ｎｉ、及びＮｂは必須ではないので、Ｍｏ、Ｃｕ、Ｎｉ、及びＮｂそれぞ
れの含有量の下限は０％である。
【００４０】
［Ｍｏ：０～０．２０％］
　上述の通り、本実施形態に係る鋼において、Ｍｏ含有量の下限値は０％である。しかし
、Ｍｏは、その含有量が少量であっても鋼の焼入性の向上に寄与する元素である。上記の
効果を得る場合には、Ｍｏ含有量を０．０２％以上とすることが好ましい。さらに好まし
くは、Ｍｏ含有量の下限値は０．０３％、０．０４％、又は０．０５％である。
　他方、Ｍｏは高価な合金元素であるので、Ｍｏ含有量が０．２０％超となると製造コス
ト上不利である。そのため、Ｍｏを含有させる場合でも、Ｍｏ含有量を０．２０％以下と
する。好ましくは、Ｍｏ含有量の上限値は０．１６％、０．１３％、又は０．１０％であ
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る。
【００４１】
［Ｃｕ：０～０．２０％］
　上述の通り、本実施形態に係る鋼において、Ｃｕ含有量の下限値は０％である。しかし
、Ｃｕは鋼の耐食性を向上させる元素である。上記の効果を得る場合には、Ｃｕ含有量を
０．０２％以上とすることが好ましい。さらに好ましくは、Ｃｕ含有量の下限値は０．０
５％である。
　他方、Ｃｕ含有量が０．２０％を超えると、鋼の熱間延性が低下し、連続鋳造時の製造
性が損なわれるなどの問題が顕著になる。そのため、Ｃｕを含有させる場合でも、Ｃｕ含
有量を０．２０％以下とする。好ましくは、Ｃｕ含有量の上限値は０．１５％、０．１０
％、又は０．０８％である。
【００４２】
［Ｎｉ：０～０．２０％］
　上述の通り、本実施形態に係る鋼において、Ｎｉ含有量の下限値は０％である。しかし
、Ｎｉは鋼の耐食性を向上させる元素であり、また、鋼の靭性の向上にも有効な元素であ
る。上記の効果を得る場合には、Ｎｉ含有量を０．０２％以上とすることが好ましい。さ
らに好ましくは、Ｎｉ含有量の下限値は０．０３％、０．０４％、又は０．０５％である
。
　他方、Ｎｉは高価な合金元素であるので、Ｎｉ含有量が０．２０％を超えると製造コス
ト上不利である。そのため、Ｎｉを含有させる場合でも、Ｎｉ含有量を０．２０％以下と
する。好ましくは、Ｎｉ含有量の上限値は０．１５％、０．１２％、０．１０％、又は０
．０８％である。
【００４３】
［Ｎｂ：０～０．０３０％］
　上述の通り、本実施形態に係る鋼において、Ｎｂ含有量の下限値は０％である。しかし
、Ｎｂは鋼中のＣと化合物を形成してＮｂＣ、あるいはＴｉＮｂ（ＣＮ）等のＮｂ系介在
物として鋼中に存在し、焼入れ加熱時にピン止め粒子としてオーステナイト結晶粒の異常
粒成長を抑制する効果を持つ。上記の効果を得る場合には、Ｎｂ含有量を０．００２％以
上とすることが好ましい。さらに好ましくは、Ｎｂ含有量の下限値は０．００３％、０．
００５％、又は０．００６％である。
　他方、Ｎｂ含有量が０．０３０％を超えると、その効果が飽和するだけでなく、Ｎｂ系
介在物が析出強化を生じさせるので、連続鋳造時の製造性が損なわれる。あるいはこの場
合、Ｎｂ系介在物が析出強化を生じさせるので、熱間圧延後の圧延材の硬さが高くなりす
ぎる。従って、Ｎｂ含有量が０．０３０％を超えると、製造性の低下、及び冷間鍛造用の
金型の寿命の著しい低下などの問題が顕著になる。そのため、Ｎｂを含有させる場合でも
、Ｎｂ含有量を０．０３０％以下とする。好ましくは、Ｎｂ含有量の上限値は０．０１５
％、０．０１３％、又は０．０１０％である。
【００４４】
　本実施形態に係る鋼は、上記の合金成分を含有し、その化学成分の残部がＦｅ及び不純
物を含む。本実施形態において、不純物とは、鋼材を工業的に製造する際に、鉱石、スク
ラップ等の原料、その他の要因により混入する成分であって、本実施形態に係る鋼の作用
効果を損なわない水準の量であるものを意味する。
【００４５】
［Ｎ固定指数ＩＦＮ：好ましくは０以上］
　上述したＢ含有による効果を得るためには、鋼中に固溶したＮ（固溶Ｎ）を低減するこ
とによってＢＮの生成を抑制することが必要である。したがって、鋼中のＮの含有量を低
減するとともに、Ｔｉを鋼中に含有させることによって、ＮをＴｉＮの形で安定的に固定
し、これにより固溶Ｎ量を低減することが望ましい。ＴｉによりＮを固定して上記の効果
を得るためには、下記式１によって定義されるＮ固定指数ＩＦＮを０以上とすることが好
ましい。Ｎ固定指数ＩＦＮの下限値を０．０００５、０．００１０、０．００１４、又は
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０．００５０としても良い。ただし、Ｎ固定指数ＩＦＮを特に限定しなくても、上述され
た範囲内にＴｉ含有量及びＮ含有量が制御されている限り、本実施形態に係る鋼は冷間鍛
造前に軟質化され、焼入れ時の粗大粒の発生を抑制できる。
　ＩＦＮ＝［Ｔｉ］－３．５×［Ｎ］…（式１）
　なお、上記式１における［Ｔｉ］、及び［Ｎ］は、単位質量％での鋼中のＴｉ含有量、
及びＮ含有量を示し、これらの元素が含有されない場合は０％とする。
【００４６】
［Ｔｉ－Ｎｂ系析出物生成指数ＩＰ：好ましくは０．０１００以下］
　上述したように、Ｔｉを用いてＮをＴｉＮとして固定して固溶Ｎ量を減少させることが
好ましい。しかしながら、ＴｉＮを固定するために必要な量を超過する量のＴｉを含有す
ることは好ましくない。上述したように、ＴｉはＣ及びＳ等とも結合して微細析出物を形
成し、これら微細析出物が本実施形態に係る鋼の特性に悪影響を及ぼすおそれがある。ま
た、Ｎｂについても、Ｔｉと同様の働きを有することを本発明者らは知見した。
【００４７】
　具体的には、鋼中に存在する析出物である微細なＴｉＣ、Ｔｉ（ＣＮ）、ＮｂＣ、Ｔｉ
Ｎｂ（ＣＮ）、及びＴｉ２Ｃ２Ｓ等のＴｉ－Ｎｂ系析出物は、焼入れ加熱時にピン止め粒
子としてオーステナイト結晶粒の異常粒成長を抑制することによって粗大粒の発生を抑制
する効果を持つ。しかしながら、熱間圧延後の組織中にこれらのＴｉ－Ｎｂ系析出物粒子
が多量に分散している場合には、微細な析出物粒子による析出強化によってフェライトの
硬さが増加するという副作用がある。このため、これらのＴｉ－Ｎｂ系析出物粒子が鋼中
に過度に多量に分散している場合には熱間圧延後の圧延材の硬さが高くなりすぎるので、
冷間鍛造用の金型の寿命が著しく低下するなどの問題が顕著になる。さらに、上述したよ
うに、Ｔｉ２Ｃ２Ｓは切削性の劣化を生じさせる。そのため、本実施形態に係る鋼では、
これらのＴｉ－Ｎｂ系析出物粒子の量を制限することが好ましい。
【００４８】
　熱間圧延後の圧延後の硬さを抑制するためには、下記式２によって算出されるＴｉ－Ｎ
ｂ系析出物生成指数ＩＰを０．０１００以下とすることが望ましい。Ｔｉ－Ｎｂ系析出物
生成指数ＩＰを０．００７５以下、０．００５０未満、０．００４５以下、０．００４０
以下、又は０．００３５以下としてもよい。ただし、Ｔｉ－Ｎｂ系析出物生成指数ＩＰを
特に限定しなくても、上述された範囲内にＴｉ含有量、Ｎｂ含有量、及びＮ含有量が制御
されている限り、本実施形態に係る鋼は冷間鍛造前に軟質化され、焼入れ時の粗大粒の発
生を抑制できる。
　ＩＰ＝０．３×［Ｔｉ］＋０．１５×［Ｎｂ］－［Ｎ］…（式２）
　なお、上記式２における［Ｔｉ］、［Ｎ］及び［Ｎｂ］は、単位質量％での鋼中のＴｉ
含有量、Ｎ含有量、及びＮｂ含有量を示し、これらの元素が含有されない場合は０％とす
る。
【００４９】
　次に、本実施形態の鋼の好適な製造方法について説明する。
　本実施形態の鋼を製造するためには、上述された化学成分の鋼を転炉において溶製し、
必要に応じて二次精錬工程を経て、連続鋳造によって鋳片とする。この鋳片を再加熱し、
分塊圧延を行うことによって断面が例えば１６２ｍｍ角（縦１６２ｍｍ×横１６２ｍｍ）
の線材圧延用の素材（鋼片）とする。次に、鋼片を１０００～１２８０℃程度の温度で加
熱し、引き続いて線材圧延を行うことによって、直径６～２０ｍｍの線材形状とする。そ
の後熱間において巻取装置によってコイル形状に巻取った後、室温まで冷却する。このよ
うにして、本実施形態の鋼が得られる。
【００５０】
　なお、本実施形態に係る鋼では、析出強化を生じさせるＴｉ系析出粒子の量が抑制され
ているので、本実施形態に係る鋼の製造方法では、鋼の硬さを抑制するために熱延温度を
下げて熱延設備に負荷をかけることは必要とされず、また、硬度上昇に起因する割れ及び
疵などの欠陥が鋼に生じにくい。さらに、本実施形態に係る鋼は、熱間圧延後に焼鈍を行
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うことなく、その硬さが抑制される。従って、本実施形態に係る鋼は、生産性が高い点に
おいても優れている。
【００５１】
　本実施形態の鋼によれば、冷間鍛造前の軟質化と、焼入れ時の粗大粒の発生の抑制とを
両立することができる。また、本実施形態の鋼は、鋳造時や圧延時に割れが生じることが
なく、製造性に優れる。
【００５２】
　本実施形態に係る鋼の硬度は、用途に応じて適宜調整することができるので特に限定さ
れない。しかし冷間鍛造性の確保が必要な場合には、本実施形態に係る鋼の硬度は、Ｈｖ
１８０以下とされることが好適であり、Ｈｖ１７０以下、又はＨｖ１６０以下とされるこ
とがさらに好適である。本実施形態に係る鋼の硬度の下限値は特に限定されないが、その
化学成分に鑑みて、実質的には約Ｈｖ１３０または約Ｈｖ１４０になると考えられる。本
実施形態に係る鋼は、熱間圧延後に焼鈍をしなくても、その硬度を上述の好適範囲内とす
ることができる。また、本実施形態に係る鋼は切削性にも優れる。
【００５３】
　また、本実施形態に係る鋼に対して、例えば８４０℃～１１００℃の温度に加熱して３
０分間保持し、その後水冷あるいは油冷する条件で焼入れを行い、更に１５０℃から４５
０℃の温度範囲で加熱保持する焼戻処理を行った場合、その引張強さを８００ＭＰａ以上
とすることができる。従って本実施形態に係る鋼は、高強度を要求される部品の材料とし
て好適である。ただし、本実施形態に係る鋼を焼入れ用鋼として用いる場合に、熱処理条
件は特に限定されず、用途に応じて適宜選択することができる。
【００５４】
　本実施形態に係る鋼の用途は特に限定されないが、冷間鍛造及び焼入れによって製造さ
れる高強度機械部品、特に高強度ボルトに適用されることが好適である。冷間鍛造性が高
い本実施形態に係る鋼を高強度機械部品の材料として用いる場合、冷間鍛造時の金型の損
耗を抑制し、金型の寿命が向上できる。また、高価な金型のコストを低減できるので、特
に引張強さが８００ＭＰａ以上の高強度ボルトの製造コストの低減に寄与することができ
る。
【実施例】
【００５５】
　次に、実施例を用いて本発明を説明するが、本発明は、以下の例に限定されない。
【００５６】
　まず、表１－１及び表１－２に示す化学成分を有する鋼を転炉により溶製し、更に連続
鋳造により鋳片とした。なお、表１－１及び表１－２において、含有量が不純物水準以下
である元素については、その含有量の表示を空白とし、Ｎ固定指数ＩＦＮ及びＴｉ－Ｎｂ
系析出物生成指数ＩＰの算出の際は「０質量％」と見なした。また、表１－１及び表１－
２において、本発明の規定範囲外である値には下線を付した。これにより得られた鋳片に
、鋳片表面割れが生じているか否かを確認した。鋳片表面割れの確認においては、チェッ
クスカーフによって鋳片表面のスケールを除去した後、鋳片表面を観察し、割れ深さを調
査した。鋳片の表面に深さ１ｍｍ以上の割れが検出されたものは、連続鋳造時の鋳片表面
割れ「あり」と判定し、製造性について「不合格」と判定した。製造性評価結果を表２－
１及び２－２に示す。
【００５７】
　この鋳片に必要に応じて均熱拡散処理、分塊圧延を行い、断面が１６２ｍｍ角（縦１６
２ｍｍ×横１６２ｍｍ）の線材圧延用の素材（鋼片）を得た。次に、鋼片を１０００～１
２８０℃程度の温度で加熱し、引き続いて線材圧延を行うことによって、直径１０ｍｍの
線材（ばね用鋼）とした。
【００５８】
　圧延後の線材からビッカース硬さ測定用の試験片を切り出した。具体的には、圧延方向
に対して平行方向で、線材の中心軸を含む断面を有する試験片を切り出した。切り出した
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部）のビッカース硬さを測定した。試験荷重は１０ｋｇｆとし、４点を測定した平均値を
「圧延後硬さ」として表２－１及び表２－２に記載し、これを冷間鍛造用の金型の寿命を
予測する指標とした。圧延材の硬さがＨＶ１８０を超えるものについては、冷間鍛造用の
金型の寿命の十分な改善効果が得られないので「冷間鍛造性」が「不合格」であると判定
した。冷間鍛造性の評価結果を表２－１及び２－２に示す。
【００５９】
　また、線材をボルト形状に加工する際の伸線や冷間鍛造（冷間加工）の影響をシミュレ
ートするために、線材に対して減面率７０％の冷間引き抜き加工を行った後、８４０℃～
１１００℃の温度に３０分間加熱し、水冷による焼入れを行って、オーステナイト組織を
マルテンサイト組織の旧オーステナイト粒界として凍結した。その後、焼入れを行った試
験片に対して必要に応じてＡ１点以下の温度域で焼戻しを行い、圧延・引抜方向に対して
平行方向で、引き抜き材の中心を含む断面を有する試験片を切り出した。切り出した試験
片の断面に対して研磨を行った後、腐食によって旧オーステナイト粒界を現出し、光学顕
微鏡で観察することによって、焼入れ及び焼戻し後の旧オーステナイト結晶粒度を測定し
た。旧オーステナイト結晶粒度の測定は、ＪＩＳＧ０５５１に準じて行った。測定視野は
倍率４００倍で１０視野以上とし、旧オーステナイト粒度が５番以下の大きな結晶粒が１
つでも存在する試験片は、粗大粒が発生しているものと判定した。種々の温度に加熱した
試験片に対して旧オーステナイト粒度の観察・測定を行うことにより明らかになる、粗大
粒が発生する限界（最低）の加熱温度を、その試験片の結晶粒粗大化温度と定義し、耐結
晶粒粗大化特性の指標とした。結晶粒粗大化温度が９００℃以下のものは耐結晶粒粗大化
特性に劣るので「不合格」と判定した。結晶粒粗大化温度測定結果を表２－１及び表２－
２に示す。
【００６０】
　表２－１及び表２－２より、本発明例であるＡ１～Ａ３２は圧延後の線材の硬さが低く
、冷間鍛造用金型の寿命を向上させることが期待できるので、冷間鍛造性に優れており、
冷間加工後の焼入れ加熱時において９００℃を超えて加熱しても粗大粒が発生せず、しか
も連続鋳造時に鋳片の表面割れが発生しないので鋳片の屑化率が低く、従って製造性に優
れていることが明らかである。なお、上述の旧オーステナイト結晶粒度測定のための熱処
理を行った後の本発明例Ａ１～Ａ３２は、すべて８００ＭＰａ以上の引張強さを有してい
た。
【００６１】
　これに対して比較例の場合には、上記冷間鍛造性、粗大粒防止特性、製造性のいずれか
が劣っている。すなわち、Ｂ１～Ｂ４はＢｉ添加量が多すぎるので熱間延性が低下し、製
造性が劣った。Ｂ５～Ｂ７はＢｉが添加されていない、あるいは添加量が少なすぎるので
粗大粒防止特性が劣った。Ｂ８、Ｂ９はＴｉの添加量が多すぎる、あるいはＴｉ添加量に
対してＮ含有量が少量でＴｉ－Ｎｂ系析出物生成指数ＩＰが超過したので圧延後の線材の
硬さが高く、冷間鍛造性に劣った。
【００６２】
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【表１－１】

【００６３】
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【表１－２】

【００６４】
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【表２－１】

【００６５】
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【表２－２】

【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明によれば、冷間鍛造時の軟質化と、冷間鍛造後の焼入れ時の粗大粒の発生の抑制
との両方を達成することができる鋼を提供できる。また、本発明に係る鋼は、鋳造時や圧
延時に割れが生じることがなく、さらに製造設備に負荷を掛けない範囲内の条件で製造可
能であるので、製造性に優れる。本発明に係る鋼を冷間鍛造部品に適用することで、冷間
鍛造時の金型の損耗を抑制し、金型の寿命が向上できる。また、本発明に係る鋼を冷間鍛
造部品に適用することで、高価な金型のコストを低減できるので、特に引張強さが８００
ＭＰａ以上の高強度ボルトの製造コストの低減に寄与することができる。さらに、本発明
に係る鋼は切削性にも優れる。そのため、本発明は産業上の貢献が極めて大きい。
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