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まえがき＝近年，自動車の車体軽量化や衝突安全性の向
上 の た め，TS1470MPa級 の ホ ッ ト ス タ ン プ 部 品 や
TS980MPa級以上の超ハイテン冷間プレス部品の採用
が拡大している 1 ）。これらの高強度鋼材は，自動車の車
体骨格部材のうち，車両衝突時に強度が必要な部位に適
用されている。このため，衝突時に鋼材が過度に破断し
ない材料特性が求められる。
　一般的に鋼材の基本的な機械的特性は引張試験によっ
て評価される。しかしながら，引張試験から得られる破
断の伸び（突合せ伸び）は，部材圧壊時の割れ挙動を適
切に評価できないことが知られており2 ）～ 5 ），ドイツでは，
ドイツ自動車工業会規格（Verband der Automobilindustrie，
以下VDAという）の中で，部材圧壊時の割れ挙動を評
価することを目的とした板曲げ試験がVDA238-100とし
て規格化されている（以下，VDA曲げ試験という）。
　VDA曲げ試験における最大荷重時の曲げ角度（以下，
VDA曲げ角度という）は，部材が軸方向に圧壊する際
の蛇腹状の座屈変形挙動の安定性との相関があり，軸圧
壊時の破壊挙動を定量的に表す指標となっている 5 ）。い
っぽうで，部材が曲げ変形を受ける際の部材の割れ発生
挙動とVDA曲げ角度との相関について定量的な評価を
行った研究事例は少ない。そこで本稿では，鋼材の合金
成分，表面処理，および熱処理を変化させたTS1470MPa
級のホットスタンプ部材を対象として，曲げ圧壊時の割

れの大きさと鋼材の各種機械的特性との相関について定
量的な分析を行った。さらに，曲げ圧壊時の割れと相関
の高い機械的特性を向上させる材料組織因子についても
冶金学的な考察を行った。

1 . 曲げ圧壊挙動と機械的特性の相関分析

1. 1　実験手法
1. 1. 1　圧壊試験
　図 1 に示す横型の衝突試験設備を用いて 3 点曲げ圧
壊試験を行った。重錘（じゅうすい）を86kgとし，最
大変位量が150mm前後となるように衝突速度を25～
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図 1  3 点曲げ衝突試験の状況および試験条件
Fig. 1  Test set-up and test conditions of 3 points bending crash
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30km/hの間で調整した。図 2 に試験体の断面および各
諸元を示す。
　本稿では， 3 点曲げ圧壊試験後に試験体に発生した割
れの程度を定量的に評価するためにCrash Indexという
指標を定義する。図 3 に示すように，本実験で用いた部
材では想定される最大の割れの長さが約250mmである
ことを考慮した。さらに，割れを板表面の小さな割れ

（Small Crack）と板厚方向に貫通している大きな割れ
（Big Crack）に分類し，Big Crackに対してSmall Crack
の影響は20%と仮定することによって，Crash Indexを
式（ 1 ）で定義した。Crash Indexは，割れ長さ250mm
で正規化し，百分率で表すこととした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 1 ）

ここに，
　LS：板表面の小さな割れ（Small Crack （mm））
　LB：板厚方向に貫通している大きな割れ（Big Crack 

（mm））
であり，試験後の試験体において目視で観察できる割れ
の長さを計測して得られる値である。
　また，圧壊試験の最大変位量は150mmを狙って実施
したが，変位量に若干のばらつきが生じた。このため，
図 4 に示すように変位量150mmのときのCrash Index150
として評価できるように補正を行っている。
1. 1. 2　鋼材の機械的特性評価
（ 1）	VDA曲げ試験
　ドイツでは，衝突試験時の部材の割れに関連する素材
評価として板の曲げ性を重要視している 6 ）, 7 ）。このた

め，ドイツ独自の曲げ試験がVDA（ドイツ自動車工業
会）によってVDA238-100として規格化されている。こ
の曲げ試験は，非常に狭い間隔の支持ロールと鋭利なポ
ンチを特徴とする 3 点板曲げ試験である（図 5 ）。試験
によって得られるストロークを曲げ角度に換算し，割れ
が発生する近傍に相当するVDA曲げ角度（Bending 
Angle：α（deg））で評価を行っている。本稿では，VDA
曲げ角度に加えて，最大荷重後の荷重低下挙動を表す指

Crash Index＝（0.2×（1－　　）＋1.0×（1－　　）－0.2）×100　LS

250
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250

図 3  割れ長さの計測方法
Fig. 3  Measurement of crack length

図 2  試験体の断面諸元
Fig. 2  Crash box geometry

図 4  Crash Indexと最大変位量との関係
Fig. 4  Relationship between Crash Index and max. displacement

図 5  VDA曲げ試験方法およびPost Uniform Slopeの定義
Fig. 5  Set-up of VDA238-100 bending test and definition of Post 

Uniform Slope
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標として，図 5 に示す最大荷重点（αFmax）と荷重低下
中の変曲点とを直線で結んだときの傾き（Post Uniform 
Slope，以下PUSという）の絶対値を定義した。PUSは
荷重低下時の傾きの絶対値であるため，数値が大きいほ
ど荷重低下（割れの進展）が急激に発生したことを表し，
数値が小さいほど荷重低下が緩やかであることを表して
いる。
（ 2）	R5切欠付引張試験
　図 6 にR5切欠付引張試験の試験片形状を示す。この
試験方法は，平面ひずみ状態での破断ひずみを算出する
ための試験方法で，破断面中心でほぼ平面ひずみ状態と
なることが確認されている 8 ）。試験後の評価に関して
は，図 6 に示すとおり，実体顕微鏡にて破断面中央の破
断後の板厚を計測し，板厚方向の破断ひずみから平面ひ
ずみ状態を仮定して，相当塑性ひずみを算出する。
1. 1. 3　供試材の機械的特性
　実験に供したホットスタンプ鋼材およびその機械的特
性の一覧を表 1 に示す。機械的特性は，JIS5号（JIS 2241）
引張試験結果，VDA曲げ試験結果（VDA 238-100），R5
切欠付引張試験結果，穴広げ試験結果（ISO 16630），お
よび 3 点曲げ圧壊試験結果から得られたCrash Index150

である。
1. 2　圧壊試験結果および相関分析
　Crash Index150とJIS5号引張試験における全伸び（突
合せ伸び）との関係，穴広げ率との関係，R5切欠付引
張試験から算出した破断時の相当塑性ひずみとの関係， 
VDA曲げ試験におけるVDA曲げ角度との関係，および
前節で定義したPUSとの関係をそれぞれ，図 7 、図 8 ，

図 6  R5切欠き付引張試験
Fig. 6  Tensile test of R5 notched specimen

表 1  供試材の機械的特性
Table 1  Mechanical properties of hardened investigated steel grades

図 7  Crash Indexと全伸びとの関係
Fig. 7  Relationship between Crash Index and total elongation
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図 9 ，図10，および，図11に示す。図 7 ，8 ，9 ，11に
示す破線は，各グラフにプロットしたデータを線形近似
し た 直 線 を 表 し て お り， グ ラ フ 中 に 縦 軸 のCrash 
Index150と横軸の各機械的特性との相関の程度を示す
R2乗値重相関係数を記載した。図10に示す 2 本の破線
はそれぞれ，めっき材（Coated）および冷延材（Uncoated）
データの線形近似直線である。また，実線はホットスタ
ンプ工程の焼入れ処理後に再度200～300℃で後焼鈍処理
を行った材料を除いたデータの線形近似直線である。
　図 7 に示すとおり， 3 点曲げ圧壊試験における割れの
程度を示すCrash Index150と全伸び（突合せ伸び）と
の関係の相関は緩やかな負の関係にあるが，相関は非常
に小さい。いっぽう，図 8 ，9 に示すとおり，Crash 
Index150と穴広げ率およびR5切欠付引張試験から算出
した破断時の相当塑性ひずみは正の相関関係にあり，こ
れらの機械的特性を向上させることで 3 点曲げ圧壊試験
における割れを低減する効果があることがわかる。
　図10に示すCrash Index150とVDA曲げ角度との関係
について文献 6 ），7 ）では，VDA曲げ試験におけるVDA曲
げ角度と圧壊試験における部材の割れの程度は，線形的
な正の相関となるデータが示されている。しかしながら
本試験結果では，全体的に線形的な強い相関はなく，鋼
材の表面状態（めっき，非めっき）の変化，あるいは後
熱処理による材料組織の変化によってVDA曲げ角度で
整理できない場合があることがわかった。この理由とし
て，VDA曲げ角度は割れの発生起点を表しており，割
れの進展や進展後の割れの大きさを表す指標としては適
切ではない可能性があること，あるいは本試験の供試材
のように，引張強度が同等で材料組織や機械的特性が異
なる材料を比較する場合には，VDA曲げ角度が割れの
程度を表す指標として適さない可能性があると考えた。
　これに対して，図11に示す本稿で定義したPUSで整理
すると，本試験におけるデータを線形的な相関で整理す
ることができた。VDA曲げ角度は割れが発生する起点
を表すのに対して，本稿で定義したPUSは割れが発生し
てからの割れの進展度合を数値化している。したがっ
て，衝突時の部材の割れを予測する材料特性としては，
VDA曲げ角度およびPUSの両方を考慮する必要がある

図11 Crash IndexとVDA曲げ試験におけるPost uniform slopeと
の関係

Fig.11 Relationship between Crash Index and Post Uniform Slope　 
obtained from VDA bending test

図10 Crash IndexとVDA曲げ試験における最大荷重時の曲げ角
度との関係

Fig.10 Relationship between Crash Index and bending angle at 
maximum force

図 9  Crash Indexと切欠付引張試験における破断ひずみとの関係
Fig. 9  Relationship between Crash Index and equivalent plastic 

strain obtained from tensile tests of R5 notched specimens

図 8  Crash Indexと穴広げ率との関係
Fig. 8  Relationship between Crash Index and Hole expansion ratio

図12  Crash Indexの予測値とCrash Index150との関係
Fig.12 Relationship between calculated Crash Index and Crash 

Index150
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と考えることができる。図12にVDA曲げ角度とPUSか
らCrash Indexを予測した値を縦軸に，Crash Index150
を横軸にプロットした関係を示す。縦軸のCalculated 
Crash Indexは，図中の式で算出したものである。予測
値と実験値の重相関係数は0.66を示しており，VDA曲げ
角度に加えてPUSを考慮することで，本稿で対象とした
曲げ圧壊時における割れの程度を精度よく予測できるこ
とがわかる。

2 . 圧壊時の延性に優れる材料組織制御

　本章では，1 章で定義したPUSに着目し，圧壊時の耐
割れ性に優れる材料組織制御について検討を行う。
2. 1　供試材および実験条件
　表 2 に実験に適用した鋼材の化学成分を示す。本実験
では，それぞれ炭素量の異なる 3 種類の鋼材を準備し
た。MnB5は一般的なホットスタンプ鋼（Mn：1.2mass%，
Cr：0.2mass%）をベースに炭素量を変化させたもの，
CrB5はMn：0.2mass%，Cr：1.2mass%を添加して炭素
量を変化させたもの，SiMnB5はMnB5にSi：1.2mass%
を添加したものである。
　実験では，板厚1.4mmの冷延鋼板をホットスタンプ
の工程を模擬した熱処理（1,173K，360s加熱後ダイク
エンチ）を行って組織を制御した。また，いくつかの供
試材については，引張強度が1,500MPa前後となるよう
にホットスタンプ後に焼戻し処理（以下，後熱処理とい
う）を行った。引張試験はJIS5号（JIS Z2241）引張試験
片を用い，VDA曲げ試験は図 5 に示す方法で実施した。
2. 2　実験結果
2. 2. 1　機械的特性
　図13に引張強度と後熱処理温度との関係を示す。図
中の凡例において，表 2 で示した供試材名の頭に追加し
た 2 桁の数字は炭素量のmass%を表している。たとえ
ば22MnB5は，炭素量C：0.22mass%のMnB5鋼を表す。
473Kで後熱処理を行った22MnB5と22CrB5の引張強度
はほぼ1,500MPaを示した。その他の鋼種では，引張強

度を1,500MPaレベルとするために573～673Kより高い
温度に設定する必要があった。本実験では，図13中の引
張強度1,500MPaレベルにある鋼種を供試材とした。
　図14にVDA曲げ角度と炭素量との関係（a），および，
PUSと炭素量との関係（b）を示す。VDA曲げ角度は炭
素量が多くなるに従って小さくなる。いっぽうPUSは，
いずれの鋼種も炭素量が多くなるに従って比例的に大き
くなる傾向を示し，CrB5が最も小さい値（良い特性）
を示す。
2. 2. 2　材料組織
　ホットスタンプ後の金属組織はマルテンサイトで構成
される。また，マルテンサイトはパケット，ブロック，
ラスといった下部組織で構成される。さらに，その内部
に多量の転位，および添加した炭素が過飽和な固溶状
態，もしくはセメンタイトなどの炭化物として析出した
状態で存在する 9 ）, 10）。これらの下部組織のうち，固溶炭
素量ならびにセメンタイトの量やサイズについては，材
料特性に対する影響が強いことに加えて，成分設計やホ
ットスタンプ後の熱処理付与により制御することが比較
的容易である。そこでここでは，ホットスタンプ鋼の組
成ならびに後熱処理を制御することで固溶炭素ならびに
セメンタイトの存在状態を変化させ，その影響について
検討した。図15は添加炭素量ならびに他の合金元素を
変化させたホットスタンプ材のSEM観察結果を示す。
SEM組織写真中に矢印で示すセメンタイト（白いコン
トラスト部分）が，添加炭素量の増加に伴ってサイズが
粗大化すると同時に数密度が増加する傾向を示した。ま
た，鋼種による違いも存在し，CrB5ではMnB5に比べて

図14  VDA曲げ角度と炭素量（a），および，Post Uniform Slopeと炭素量（b）の関係
Fig.14  Relationship between carbon content and (a) bending angle and (b) Post Uniform Slope of hot stamped materials

図13  引張強度と後熱処理温度との関係
Fig.13 Relationship between tempering temperature and tensile 

strength of hot stamped materials

表 2  供試材の化学成分
Table 2  Chemical compositions of steels used
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セメンタイトの数密度が増加したが，ラス界面に析出し
た粗大なセメンタイトが減少し，サイズが細かくなる傾
向を示した。また，SiMn5については，他の鋼種と比べ
てセメンタイトの析出が大幅に抑制されたが，形成され
たセメンタイトサイズは粗大になっていた。
　SEM観察結果を基にセメンタイトのサイズを定量化
し，PUSとの関係を定量化した結果を図16に示す。セ
メンタイトサイズがPUSと強い相関を示し，セメンタイ
トが粗大化するとPUSが大きくなる（劣化する）傾向を
示した。この結果は，セメンタイトサイズが大きくなる
と，ボイドの形成サイトとして寄与することで割れの進
展が容易になることを示唆している。
　いっぽう，図16横軸のセメンタイトサイズ40nm程度
のMnB5のプロットとCrB5のプロットを比較すると，セ
メンタイトサイズがほぼ同等であるにもかかわらずPUS
に差異が見られた。この差異の原因として，固溶炭素に
着目した。固溶炭素の存在はひずみ時効を引き起こすこ
とで鋼の延性を劣化させることが知られている11）。図17
に22CrB5と22MnB5な ら び に34CrB5と34MnB5に つ い

て，X線回折にて測定した固溶Ｃ量とPUSの関係を示す。
　22CrB5と22MnB5の比較では，セメンタイトサイズが
同等の中，固溶炭素が減少するとPUSが低下しており，
母材の延性向上による割れの進展抑制効果が確認され
た。いっぽうで，34MnB5と34CrB5については，固溶炭
素が少ないもののPUSが大きかった。これは，先述のセ
メンタイトサイズが大きいことが原因と考えられる。
　以上の結果のように，セメンタイトサイズおよび固溶
炭素量がそれぞれPUSに影響し，理想的には固溶炭素量
を少なくしながらセメンタイトを微細にすることがPUS
の改善に有効である。このような組織を作り込むための
鋼種およびプロセスを活用すれば，ホットスタンプ部品
の衝突特性を高められるといえる。

むすび＝本稿では，引張強度1500MPa級のホットスタ
ンプ部品の曲げ圧壊の割れに着目し，鋼材の機械的特性
と曲げ圧壊時の耐割れ性との相関について考察を行っ
た。その結果，VDA曲げ角度，および本稿で定義した
VDA曲げ試験における荷重低下挙動を表す指標である

図15  SEM組織
Fig.15  SEM images of hot stamped materials

図16  Post Uniform Slopeとセメンタイトの平均粒径との関係
Fig.16 Relationship between average diameter of cementite and Post 

Uniform Slope of hot stamped materials

図17  Post Uniform Slopeと固溶炭素量との関係
Fig.17 Relationship between solute carbon content and Post Uniform 

Slope of hot stamped materials
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PUSの両方が曲げ圧壊時の割れ程度と相関が強いことを
明らかとした。さらに，材料組織制御についての検討を
行い，セメンタイトのサイズ，および固溶炭素量の制御
によってVDA曲げ角度，およびPUSを向上させる可能
性があることを示唆した。今後，これらの指標を活用し
た材料開発を行い，衝突大変形時の割れに対して良好な
超ハイテン材を開発したいと考えている。
　なお本稿は，著者らが執筆した文献12）, 13）の内容を再
考の上，まとめたものである。
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