
まえがき＝従来引張強度 980MPa 級以上の超高強度冷延
鋼板は，主として自動車のドアガードバーやバンパリイ
ンフォースメントなどの補強部材に使用されてきた。し
かし最近，二酸化炭素排出規制に対する社会的関心の高
まりに伴い，燃費改善に寄与する自動車車体軽量化の
ニーズが再認識されている。また，J-NCAP などで安全
性の評価が公表されるようになり，衝突時に乗員の安全
を確保する衝突安全性能向上への消費者ニーズも大きく
なっている。これらのニーズを両立する目的で，車体部
材であるピラー類やシート部品への超高強度冷延鋼板の
適用が始まっている。
　本稿では，ユーザにて高い評価を得ている 980MPa 級
冷延鋼板の各種特性を概観するとともに，最近の開発状
況を報告する。

1．高延性 980MPa 級冷延鋼板の諸特性

1．1 　鋼板品質設計の考え方

　優れた延性を有する 980MPa 級超高強度冷延鋼板を製
造するために種々検討した結果 1）～5），ミクロ組織として
軟質なフェライト相中に硬質なマルテンサイト相を微細
分散させたいわゆるデュアルフェイズ鋼を採用し，さら
に Si の固溶強化を併せて用いることとした。このような
ミクロ組織を得るため，水焼入れタイプの連続焼鈍ライ
ン（Continuous Annealing Line：CAL，図 11））の熱サイ
クルとしては，以下の要件を満足することが必要である
ことを明確にした。（1）焼鈍温度（Ta）はα＋γ域で，
熱延後の冷却で生成したセメンタイトが短時間で固溶す
る最も低い温度とする。（2）水焼入れ開始温度（TQ）は，
オーステナイト中へ炭素を十分濃縮させたのちマルテン
サイトへ変態させる観点から，ベイナイト変態開始点の
直上とする。（3）焼戻し温度（To）はフェライトを十分

に軟化させ，かつマルテンサイトが軟化しない温度とする。
　また，高延性 980MPa 級冷延鋼板は，ドアガードバー
やバンパリインフォースメントのみでなく，ほかの部品
への適用が検討された。そこで，ユーザの加工方法に合
わせて材料特性面からも組織の造り分けを行う必要性が
生じた。水焼入れタイプの連続焼鈍を用いた場合，温度
条件により，デュアルフェイズ鋼の特徴に大きく影響す
る硬質な第 2相の体積率と硬さを自在に制御することが
できる（図 25））。この自由度を用いて同じ化学成分で第
2相の体積率を増すとともに，マルテンサイトを焼戻し
て軟質化することにより，同一強度で曲げ加工性や伸び
フランジ成形性のより優れた材料の開発を行うことがで
きた。この化学成分を表 1に示す。
1．2 　機械的性質

　CALの温度条件を制御して製造している980MPa級冷
延鋼板の機械的性質を，表 2に示す。なお局部伸びを評
価する指標として日本鉄鋼連盟の定める方法で穴広げ試
験をおこなった。
　　λ（％）＝｛（Ｄ－10mm）／10mm｝×100
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図 1 水焼入連続焼鈍サイクルの模式図
Fig. 1 Schematic thermal cycle of continuous annealing
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　　Ｄ：亀裂が板厚を貫通したときの穴径（mm）
このように，ユーザの要望に沿った材料特性の造り分け
が可能であり，加工様式に合わせた材料を提案すること
ができる。組織の造り分けと加工様式の例を図3に示す。
1．3　実用特性

1．3．1　BH量

　一般的に，成形時には低い降伏点であるほど形状凍結

性に優れることが知られている。一方，超高強度冷延鋼
板を衝突安全性能向上のために車体構造部材に適用した
場合，同じ引張強度では降伏点が高いほど吸収エネルギ
を大きくすることに有効である。したがって，加工後の
塗装焼付け処理（熱処理条件：170℃×20 分）により降
伏点が上昇する量（BH量）が高いことが，部材での降
伏点上昇に有利である。高伸びタイプ及び曲げタイプに
ついて，JIS 5 号引張試験片を用いた 1軸引張によって予
歪み量を変化させた場合のBH量を図 4に示す。
　両タイプとも，予歪み量が約 0.5％で BH量の極大値が
100MPa を越え，予歪み量 3％以上でBH量は若干低下す
るものの，高伸びタイプで約 60MPa，曲げタイプは約
100MPaという値となる。自動車外板に使用されるBH鋼
板のBH量はおおよそ 40MPa 程度であり，それと比較し
ても 980MPa 級冷延鋼板のBH量は非常に大きいことが
わかる。
1．3．2　成形性

　980MPa 級冷延鋼板の成形限界曲線を図 51）に示す。
980MPa 級冷延鋼板の成形限界曲線は軟鋼板に比較して
低いが，一般の 780MPa 級複合組織鋼板と同等の値を示
しており，優れたプレス成形性を有していることがわか
る。なお，図には高伸びタイプの成形限界曲線を示して
いるが，曲げタイプもほぼ同じ位置になることを確認し
ている。
1．3．3　スポット溶接性

　980MPa 級冷延鋼板高伸びタイプの適正溶接条件範囲
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図 2 焼戻し処理によるフェライトと第 2相の硬さ変化
Fig. 2 Changes in ferrite and second phase hardness with over 
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表 2 980MPa 級冷延鋼板の機械的特質
Table 2 Mechanical properties of 980MPa grade cold rolled steel

Additional elements-AlSPMnSiCMaterial
Added0.00470.0010.0141.971.320.16980MPa grade

表 1 980MPa 級冷延鋼板の化学組成
Table 1 Chemical composition of 980MPa grade cold rolled steel 

sheet (mass％)

図 3 組織と加工性の関係
Fig. 3 Relation between schematic microstructures and formabilities
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図 5 980MPa 級冷延鋼板の成形限界曲線
Fig. 5 Forming limit diagram of 980MPa grade cold rolled steel sheet
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図 4 BH に及ぼす予歪み量の影響
Fig. 4 Influence of prestrain on BH of 980MPa grade cold rolled 
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を，図 61）に示す。チリ発生開始は軟鋼板よりも低電流
から発生するが，一般の 780MPa 級複合組織鋼板とほぼ
同等の適正溶接条件範囲であることがわかる。またナゲ
ット内破断をせず，かつチリ発生開始電流以下であって
ナゲット径がほぼ同等となる条件でのスポット溶接継手
強度を測定した。高伸び及び曲げタイプのスポット溶接
継手の引張せん断強度（TSS），十字引張強度（CTS）測
定結果を表 3に示す。両タイプとも引張せん断強度
（TSS）は JIS  A 級を十分満足しており，軟鋼と比較し
ても引張強度の上昇に合わせてその値も高くなってい
る。一方，十字引張強度（CTS）は軟鋼よりも高い値を
示しているが，従来の知見 6）どおり引張強度の上昇分ほ
ど高くなってはいない。

2．シート部材用 980MPa 級冷延鋼板

2．1　シート部材用 980MPa 級冷延鋼板の開発

　従来，シートベルトアンカ（シートベルトにかかる荷
重を支える車体側の支点）はボディ側に設けられていた
のに対し，乗員の安全性向上を目的に，シートベルトア
ンカがシートと一体化したものが開発された。シートベ
ルトアンカとシートが一体化されると，衝突時の乗員の
体重を全てシートで支える必要があるため，シートの強
度向上が必要となっている。一方，軽量化することも求
められており，シートレール，シート本体骨格などのシー
ト部品への 980MPa 級冷延鋼板の適用が増加している。
　シートレールへの適用に関しては，以下のような克服
すべき課題があった。
（1） 内側半径 0.5mm程度の局部曲げ成形
（2） 板流入の無い場所での局所的な張出し成形
これらはいずれも局部伸びと相関があるとの知見に基づ
き，曲げタイプの局部伸びをさらに向上させる検討を行
った。製造面では，水焼入れタイプCALの第 2相硬さと
体積率を自由に変えることができる特徴を十分に生かし
高λ化を達成した。また，焼鈍温度，焼戻し温度も見直

した。その結果，マクロな組織の偏りを低減することが
でき，上記の局部成形が十分可能な鋼板として製品化し
ている。写真 1に，従来の曲げタイプとシート用高曲げ
タイプの断面組織を示す。従来の曲げタイプ（a）は，成
分の偏析が原因のバンド状組織が顕著であるが，高曲げ
タイプ（b）はバンド状組織が改善されていることがわ
かる。
2．2 　機械的性質及び曲げ特性

　この新しく開発したシート用高曲げタイプの El. とλ
値を，従来の各タイプとの比較で図 7に，さらに曲げ性
の評価結果を図 8に示す。なおここでは，より実成形に
近い条件として，曲げ半径を変えてクランクプレスによ
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D
(mm)

CTS
(kN)

TSS
(kN)

JIS Z3140A standardThickness
(mm)TypeGrade

(MPa) D (mm)TSS (kN)

6.116.627.68min. 5.0min. 6.911.4－Mild steel

6.2110.9122.8min. 5.0min. 11.11.4High elongation type980

6.159.4123.89min. 5.0min. 11.11.4Bending type980

表 3 980MPa 級冷延鋼板の引張せん断
強度 (TSS) 及び十字引張強度
(CTS)

Table 3 Tensile shear strength (TSS), 
cross tension strength (CTS) of 
980MPa grade cold rolled steel 
sheet

図 7 980MPa 級冷延鋼板の El. 及びλ値
Fig. 7 Schematic illustration of elongation and λ of 980MPa grade 

cold rolled steel sheet
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図 6 980MPa 級冷延鋼板のスポット溶接性
Fig. 6 Weldability of 980MPa grade cold rolled steel sheet
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写真 1 曲げタイプ及び高曲げタイプの断面組織
Photo 1 Microstructure of 980MPa grade cold rolled steel sheet

a) Conventional bending type

b) Developed high bending type



る 90°L字曲げを行い，曲げ角 R部に亀裂が発生しない
最小曲げ半径を求めた。シート用高曲げタイプではλ値
が向上していると同時に，L字曲げ成形での最小曲げ半
径が大きく改善していることがわかる。写真 2にシート
部材の成形品例を示す。

むすび＝本稿では，980MPa 級高強度冷延鋼板の諸特性
と最近の開発状況について述べた。当鋼板が使用される
成形様式に合わせた機械的性質の造り分けや，材質のバ
ラツキを低減する製造技術の確立を行ってきたことで，

ユーザの信頼を勝ち得てきた。さらに今回，シート用高
曲げタイプをメニュに加えたことで，ユーザニーズへの
対応力が広くなったと考えている。
　超高強度鋼板の車体部材適用は着実に進み，それとと
もにますます要求特性は高くなっていくことが考えられ
る。今後も自動車メーカ，部品メーカのご指導をいただ
きながら，超高強度鋼板の実用化拡大に貢献すべく迅速
な開発を行っていく。また当社は，欧州の鉄鋼メーカで
あるVOEST ALPINE STAHL社と新しい自動車用高強度
鋼板の共同開発を開始しており，日米欧で同一品質の高
強度鋼板が供給できる日も近いと考えている。
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図 8 980MPa 級冷延鋼板の L曲げ性評価
結果

Fig. 8 Minimum bending radius of 980MPa 
grade cold rolled steel sheet
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写真 2 シート部材の成形品例
Photo 2 Application to automotive seat parts


