
まえがき＝近年の自動車業界においては，二酸化炭素排
出規制や運動性能向上として懸架ばねの小型軽量化を志
向する動きは著しく，それに伴って懸架ばねには高い設
計応力が要求されてきている。高応力化に対しては耐へ
たり性および耐久性の観点から，ばね素材の強度を高め
る必要があり，ばね素材強度にてHRC52 から 56 程度の
範囲が高強度懸架ばねと呼ばれる。しかし，ばね素材を
高強度化すると欠陥感受性が増し，例えば冬期の融雪剤
で発生した腐食ピットからの破壊を生じやすく，図 1に
示すように信頼性を確保することが困難である。当社
は，高強度と優れた環境脆化特性（主に腐食疲労特性）
を兼備した最大せん断応力（τmax）が 1200MPa 級である
UHS1900 を展開しているが，さらに設計応力を 100MPa
向上した 1300MPa 級の冷間巻きばね用鋼を開発した。
本稿では，優れた腐食疲労特性を確保しつつ，高強度を
達成する冷間巻きばね用鋼の具体的特性を報告する。

1．高強度懸架ばね用鋼の成分設計の考え方

　従来より，懸架ばねの製造工程は冷間巻きおよび熱間
巻きに分れる。この工程の選択はばねメーカの設備選択
に委ねられるが，工程による鋼材への要求特性も若干異
なる。冷間巻き工程は，熱間圧延線材を引抜き加工後，
焼入れ焼戻し処理したオイルテンパ線を冷間巻きし，そ
の後にひずみ取り焼鈍を施してセッチング，ショットピ
ーニング処理する。熱間巻き工程は，冷間巻き工程と同
様に熱間圧延線材を引抜き加工後磨棒にし，オーステナ
イト領域まで加熱しその状態でコイリングして焼入れ
る。その後に焼戻してセッチング，ショットピーニング
を行う。両工程の大きな違いは，冷間巻き工程は調質後
にひずみ取り焼鈍という熱処理が入るのに対し，熱間巻
き工程は調質後にそのような熱処理がない。そのため，
熱間巻き工程では焼鈍での軟化を考慮する必要がないの
に対し，冷間巻き工程では軟化を考慮する必要がある。
軟化させないための手段としては，
　　①焼戻し温度をひずみ取り焼鈍温度より上げる方法
　　②軟化抵抗を向上する合金元素を添加する方法
がある。現状では，合金コストや熱間圧延製造性を考慮
して，焼戻し温度をひずみ取り焼鈍温度より高く設定す
る方法がとられる。そのため，高い焼戻し温度にて高強
度を得るためにはC, Si, Crなどの増量添加が必要となる。
　腐食疲労特性の向上には腐食疲労の機構を理解するこ
とが重要である。懸架ばねの腐食疲労機構を図 2に示
す。まず飛石などで塗装がはがれた箇所から融雪剤など
の影響で腐食ピットが発生し，ある程度の大きさに成長
した際に腐食ピット底に応力集中が起こることによって
疲労き裂が発生する。その後疲労き裂は進展するが，そ
の際に腐食過程で発生した水素が腐食疲労寿命を低下さ
せると考えられている 1）。
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図 1  懸架ばね用鋼への要求特性
������  General background for suspension spring steel

Conventional 
steel

Tensile strength / Hardness

Fa
tig
ue
 a
nd
 c
or
ro
si
on
 

fa
tig
ue
 li
fe

Conventionally 
used 
strength

sensitivity to 
defects

toughness 
corrosion resistance 

ductility

Conventional 
steel

Needs for 
robust spring 
steel

Conventionally 
used 
strength

sensitivity to 
defects

toughness 
corrosion resistance 

ductility



　腐食ピットの大きさを低減する手段としては，
　　　①合金元素添加による生成さびの非晶質化
　　　②合金元素添加による腐食ピット底の pH増加
がある。生成さびの非晶質化にはCr, Ni, Cu, Tiの添加お
よびC量の低減が必要となる2）。
　水素脆化を抑制する手段としては，
　　　①旧オーステナイト結晶粒の微細化
　　　②炭化物などの析出物による水素トラップ
　　　③結晶粒界の清浄化
　　　④マトリックスの靱性向上
がある。旧オーステナイト結晶粒の微細化および炭化物
形成のどちらにもTi, Vの添加が有効である3）。結晶粒界
の清浄化には不純物元素である P, S の低減が重要であ
る。また，マトリックスの靱性向上にはSiの添加および
C量の低減が必要となる。すなわち，冷間巻きばね用鋼
では，高温での焼戻しで強度を確保しつつ腐食ピットを
小型化し，水素脆化を抑制できる最適なC量と合金元素
のバランスを見いだすことが重要課題となる。
　これらの点を考慮して成分設計した三鋼種を対象に，
材料特性およびばね特性を評価した。

2．実験方法

2．1　供試材

　表1に供試材の化学成分を示す。一般鋼SAE9260を転
炉溶製した。また 1,200MPa 級である 60SCV7Nb および
今回の開発鋼である A, B, C 鋼を電炉溶製した。いずれ
の鋼種もφ13.5mmに熱間圧延し，各試験片を作製した。
2．2　材料特性

　各試験の調質処理は 850～1,050℃×10min 加熱後70℃
に油焼入れし，250～450℃×1h 焼戻した。シャルピー
衝撃試験では，55mmL×10mmH×7.5mmWのサブサイ
ズのJIS 3号Uノッチ試験片を加熱温度925℃で焼入れし，

油焼入れからは上記の条件にて調質して常温で実施し
た。水素感受性の試験においては，65mmL×10mmW×
1.5mmT平板試験片を加熱温度925℃で焼入れを行った。
さらに油焼入れ以降は上記の条件にて調質し，図3に示
す陰極チャージ四点曲げ試験を行った。サンプルは調質
後に機械加工にて切出し，さらに表面を 800 番のエメリ
ー紙で仕上げた。これを初期最大曲げ応力が 1,400MPa
となるように四点曲げ治具にて固定し，そのまま溶液中
で水素をチャージして破断までの寿命を測定した。溶液
は0.5mol/L H2SO4と0.01mol/L KSCNの混合液で陰極電
位は－700mVとした。
　腐食特性については，焼入れ加熱温度を 925℃にし，
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0.022tr.addedadded0.810.150.380.0020.0060.261.720.50C

表 1  供試材の化学組成
���������Chemical compositions of tested steels (mass％)

図 3  陰極チャージ四点曲げ試験の概略図
������ Schematic image of 4-point bending test under cathodic 

hydrogen charge

Potentiostat

Pt
Sample

Sample : 65mmL×10mmW×1.5mmT 
Solution : 0.5mol/L H2SO4＋0.01mol/L KSCN 
Bending tress : 1,400MPa 
Potential : －700mV

図 2  懸架ばねの腐食疲労機構
������  Mechanism for corrosion-fatigue fracture of suspension spring



加熱後 70℃に油焼入れし，250～450℃にて 1h 焼戻した
後に機械加工にて切出し，さらに表面を 800 番のエメリ
ー紙で仕上げたφ10mm×100mmL丸棒試験片を用いた。
8h塩水噴霧（SST）→ 16h 恒温恒湿保持（35℃，60％RH）
を 1サイクルとする複合サイクル試験（CCT）を最長 14
サイクルまで行い，腐食減量および腐食ピットの深さを
評価した。腐食減量は，試験前重量とさび除去後の試験
後重量の差を面積で除した値とした。腐食ピット深さ
は，レーザ顕微鏡によって 753mm2面積におけるピット
深さを測定し，最大深さの上位 3点を平均した。
2．3　ばね特性

　ばね腐食疲労特性を調査するため，表 2に示す工程に
より表 3に示した諸元の実体ばねを作成し，腐食疲労試
験に供した。腐食疲労試験は，30min 塩水噴霧（SST）→
3,000 回加振（100rpm）→ 23h 恒温恒湿保持（26℃，95％
RH）を 1サイクルとして破断まで繰返し，加振回数の合
計にて評価した。

3．実験結果および考察

3．1　材料特性

3．1．1　結晶粒度

　図4に各鋼種の加熱温度と旧オーステナイト結晶粒度
との関係を示す。各開発鋼種で 900～950℃の加熱領域
で 9番以上の結晶粒度を示し，SAE9260 よりも微細な結
晶粒を確保した。
3．1．2　焼戻し軟化抵抗

　図5に各鋼種の焼戻し温度と硬さとの関係を示す。各
開発鋼種は低C含有量のため，400℃ 以下での低温領域
では既存鋼である SAE9260 および 60SCV7Nb より低い
硬さを示すが，425℃ を超えた高温領域では既存鋼より
硬く，優れた軟化抵抗を示した。
3．1．3　靱性

　図 6に，靱性の評価指標であるシャルピー衝撃値と硬

さとの関係を示す。各開発鋼は既存鋼よりも高い衝撃特
性を示し，とくにHRC55 以上の硬さ領域では焼戻し温
度が低下するために既存鋼の靱性が悪化しているのに対
し，各開発鋼は優れた靱性を示した。
3．1．4　水素感受性

　図 7に，陰極チャージ四点曲げ試験による各種鋼の水
素感受性評価結果を示す。既存鋼では焼戻し温度の低下
による硬さの増大にともない，短時間で破断する。しか
し，各開発鋼ではとくにHRC55 以上の硬さ領域で改善
されており，高い耐水素脆性を示した。また，含有する
P量とオーステナイト結晶粒界に偏析する P量が水素感
受性におよぼす影響を図8に示す。水素脆性はP含有量
およびオーステナイト結晶粒度に対して高い相関関係を
示した。さらにオージェ分光分析にて測定したオーステ
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図 4  加熱温度とオーステナイト結晶粒度との関係
������ Relationship between austenitizing temperature and austenitic 

grain size number

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5

Au
st
en
iti
c 
gr
ai
n 
si
ze
 n
um
be
r

Austenitizing temperature (℃)  (10min)
800 850 900 950 1,000 1,050 1,100

SAE9260 
60SCV7Nb 
A 
B 
C

図 5  焼戻し硬さ
������  Effect of tempering temperature on HRC hardness
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図 6  シャルピー衝撃値とHRC硬さとの関係
������  Relationship between Charpy impact value and HRC hardness
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Steel: SAE9260
Billet → Hot rolling (φ13.5mm) → Drawing (φ12.5mm)
→ Hot coiling → Quenching → Tempering → Shot peening → Setting
→ Aging

Steel: 60SCV7Nb
Billet → Hot rolling (φ13.5mm) → Peeling (φ12.5mm)
→ Hot coiling → Quenching → Tempering → Shot peening → Setting
→ Aging

Steel:A,B,C
Billet → Hot rolling (φ12.0mm) → Drawing (φ10.8mm)
→ OT/IT heat treatment → Cold forming → Tempering
→ Shot peening → Setting → Aging

表 2  実体ばねの作製工程
���������Process of preparing spring specimen

A, B, CSAE9260, 60SCV7NbSteel
10.8mm12.5mmWire diameter
110mm110mmAverage coil diameter
5.395.39Active number of coils
382mm382mmFree height
18.6N/mm33.4N/mmSpring constant

表 3  実体ばねの諸元
���������Dimension of spring specimen



ナイト結晶粒界に偏析するP量もP含有量の増加にとも
なって増加し，水素感受性を助長することがわかった。
それらの鋼種のばね腐食疲労結果を，同様にオーステナ
イト結晶粒度と P含有量で整理した（図 9）。P含有量お
よびオーステナイト結晶粒度によってばね腐食疲労寿命
は高い相関で整理できることがわかった。水素感受性に
おけるPとオーステナイト結晶粒度の相関がばね腐食疲
労にも影響していると考えられる。すなわち，間接的で
はあるが，水素感受性がばね腐食疲労に影響をおよぼし
ていることが示唆された。
3．1．5　腐食特性

　複合サイクル腐食試験（以下，CCTという）で得られ
たSAE 9260, A鋼 , B鋼, およびC鋼の4鋼種の腐食減量，
腐食ピット深さおよび腐食ピットのアスペクト比の経時
変化を，それぞれ図 10，図 11および図 12に示す。
SAE9260 と比較して，B鋼およびC鋼は同等の腐食ピッ
ト深さであり，A鋼は優れる結果となった。またアスペ
クト比の比較においてもSAE9260より低く，腐食ピット
底での応力集中を軽減することによる腐食疲労特性の向
上が期待できる。これは，各開発鋼にCu, Ni, Cr を増量
添加したことによって耐食性が向上したと考えられる。
3．2　ばね特性

　実体ばねを対象にばね腐食疲労試験を行った。その結
果を負荷応力と破断寿命の関係で示したのが図 13であ
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図 7  水素感受性と硬さとの関係
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図 8 P 含有量およびオーステナイト結晶粒度が水素感受性にお
よぼす影響
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図11  腐食ピット深さの経時変化
������  Corrosion pit depth after CCT
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図12  腐食ピットのアスペクト比の経時変化
������  Aspect ratio of corrosion pit depth after CCT
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図10  腐食減量の経時変化
������  Weight loss after CCT
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る。SAE9260は，HRC50.5からHRC53.2へとばね硬さを
上げ，1,200MPa の最大せん断応力を負荷すると疲労寿
命は低下し，現行で用られている 1,000MPa 級での疲労
寿命である44,000から52,000回を確保することができな
い。また，既存鋼の 60SCV7Nb でも 1,000MPa 級での
SAE9260 程度の疲労寿命が 1,200MPa の負荷応力で確保
できていないことがわかる。それに対し，HRC54.4 の硬
さのC鋼では1,300MPaの負荷応力でSAE9260と同等も
しくは若干劣る疲労寿命を示した。また，B鋼ではさら
に腐食疲労寿命が向上し，1,000MPa 級での SAE9260 と
同等である。A鋼は最も腐食疲労に優れ，1,000MPa級で
の SAE9260 よりも高い腐食疲労寿命を示した。

むすび＝開発した高強度冷間巻き懸架ばね用鋼の特性を
下記にまとめる。
①冷間巻きに向けたワイヤ熱処理での高温焼戻しでも
高硬さを確保できる。
②汎用鋼 SAE9260 よりも高硬さの領域で耐水素脆性
に優れる。
③汎用鋼SAE9260よりも腐食ピットを小型化，無害化
でき耐食性に優れる。
④A鋼は，1,300MPa級の最大せん断応力を付与しても
HRC55以上の硬さにて1,000MPa級のSAE9260以上
のばね腐食疲労寿命を有する。またB鋼は同等のば
ね腐食疲労寿命であり，市場での使用に十分耐え得
ると判断できる。

　A鋼およびB鋼はHRC55 以上の硬さにて，1,300MPa
の最大せん断応力でばね設計することが可能である。
　本開発鋼は，当社の高強度懸架ばね用鋼シリーズのな
かでもばね設計応力およびばね腐食疲労にて最高位に位
置づけられる。
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図13  ばね腐食疲労試験結果
������  Results of spring fatigue test
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