
まえがき＝自動車の衝突安全基準強化および排出ガス削
減のための軽量化を目的として，車体構造部材への高強
度鋼板の適用が進んでいる。当社はこれまで，部材形状
に応じて加工特性を最適化した複数の 980MPa 級冷延鋼
板を提供することによりユーザからの高い評価を得てい
るが 1），これら超高強度鋼板の使用部位拡大に伴い，さ
らなる加工性の向上が望まれている。そこで今回，超高
強度鋼板において一般的には実現が困難であった延性
（Elongation：El.）とλ値に代表される伸びフランジ性
の高次元での両立方策について 2種のアプローチを試
み，従来材の特性バランスを上回る 980MPa 級冷延鋼板
を開発した。以下に開発材の組織制御の考え方および主
要特性について述べる。

1．超高強度鋼板の高 El. 高λ化のための組織制
御指針

　自動車部材用途としての加工性を確保しながら，スポ
ット溶接性や化成処理性などの実用特性に弊害を生じな
い合金成分設計のもとで 980MPa 級以上の超高強度鋼板
を得るためには，通常，鋼板中にマルテンサイト相を導
入することが必要となる。しかしながら，マルテンサイ
ト単相鋼板では，車体部材のプレス成形に必要となる延
性を確保することが一般的に困難である。そのため，軟
質なフェライト相との複合組織化，さらには成形時にマ
ルテンサイト相に変態して歪伝播性を増加させる残留オ
ーステナイト（γ）相の導入など，延性向上のための組
織制御方策が開発されてきた。
1．1　高El. 高λ型 DPタイプ鋼板の開発

　主としてフェライト相とマルテンサイト相から構成さ
れる複合組織鋼板，いわゆるDual phase（DP）鋼板の加

工性向上方策について，当社は精力的に検討を行ってき
ており，水焼入れタイプの連続焼鈍装置を用いてマルテ
ンサイト相の体積率と硬度を独立に制御することによ
り，El. とλのバランスが異なる 980MPa 級冷延鋼板を
製造する技術を確立している1）～4）。これらの開発経緯
は，主としてマルテンサイト相とフェライト相の硬度差
を低減することにより，DP鋼板の弱点であった伸びフ
ランジ性不足を改善する方向に主眼を置くものであっ
た。
　ところで，DP鋼板をはじめとする複合組織高強度鋼
板の延性または伸びフランジ性改善の代表的手法として
は，上述を含めて図 1に示す各種方策 5），6）が知られてい
る。しかしながら，その多くが延性と伸びフランジ性に
対して相反する影響を及ぼすため，双方を高次元で両立
させることが困難であった。
　このような状況において，今回，高延性化のために固
溶強化されたフェライト相を相当量確保しつつ，マルテ
ンサイト相の微細化および分散状態を制御することによ
り，El.- λバランスを改善することを試みた7）。具体的に
は，従来型DP鋼板 4）をベースとして，以下の組織制御
技術を適用，開発した。
１）C量によるマルテンサイト相体積率の制御
２）固溶強化元素添加によるフェライト相硬度の制御
３）熱延板の組織制御 8）

４）連続焼鈍工程での各相の体積率制御 1）

　これらの適用により，固溶強化されたフェライト相の
体積率を増加させながら連結を抑制し，フェライト粒界
に微細に分散したマルテンサイト相を有する鋼板の製造
技術を確立した。
　開発鋼のミクロ組織の一例を，写真 1-a）に示す。比較
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として，写真 1-c）に従来型DP鋼板のミクロ組織を示す
が，開発材の組織はマルテンサイト相が微細であり，ま
たフェライト相の体積率は従来材の約 40％から約 60％
へと増加しているにもかかわらず，連続して存在するフ
ェライト粒が減少する傾向にある。このような組織形
態，すなわち，フェライト相の周囲に比較的連結したマ
ルテンサイト相が存在する状態においては，変形中のフ
ェライトの内部応力が増加して変形後期まで高加工硬化
率を保持することにより，El. が改善されると考えられ
る9）。また，伸びフランジ成形時にマルテンサイト相と

フェライト相の界面に生ずるき裂の進展が抑制されるこ
とにより，λも改善されると推測される。
　開発鋼の代表成分と板厚 1.2mm材の機械的性質を
表1-a）に示す。比較材として従来型DP鋼板の曲げタイ
プ，中間タイプ，絞りタイプ 3），4）の代表成分と機械的性
質を同表 c）-e）に，また，これら鋼種の El.- λバランス
を図 2に示す。開発鋼は従来型DP鋼板に比較して優れ
た El. -λバランス特性を有しており，El. ≧14％，λ≧
50％を安定して確保することが可能である。
1．2　高 El. 高λ型 BFタイプ鋼板の開発

　残留γを含有する鋼板においては，加工時の変態誘起
塑性（Transformation Induced Plasticity : TRIP）効果によ
り高延性を得ることが可能であるが，DP鋼板と同様に
伸びフランジ性に劣ることが弱点であった6），10）。一方，
当社では，伸びフランジ性に優れる高強度鋼板の組織と
して，ベイニティックフェライト（Bainitic Ferrite：BF）
の有効性に早くから着目しており11），これらの利点を兼
備した超高強度鋼板として，BFを母相とし，ラス間に
微細な残留γを含有する TRIP 型 BF（TBF）鋼板を開発
した12）。
　今回，これらの知見に基づき，1）連続焼鈍過程におけ
るオーステナイト域からの高速冷却によるBF組織制御
技術，および，2）合金元素添加量とオーステンパ温度に
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図 1  複合組織鋼板の高 El. ／高λ化のための組織制御方策
������  Metallurgical concepts for improving El. and λ-value in multi-phase high strength sheet steel
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写真 1  a）開発鋼DPタイプ，b）開発鋼BFタイプおよび c）従来鋼の代表的組織写真
�������  Microstructure of a) DP type developed steel, b) BF type developed steel, c) conventional steel (DP-bending type)
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表 1  980MPa 級冷延鋼板の代表成分と機械的性質
���������Chemical compositions and mechanical properties of 980MPa grade cold rolled sheet steels

図 2  980MPa 級冷延鋼板の El. -λ値バランス
������ Elongation and λ-value of 980MPa grade cold rolled sheet 
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よる残留γの体積率 /形態制御技術，を開発することに
より，高El.高λ型BF鋼板の製造技術を確立した。開発
鋼のミクロ組織を写真 1-b）に示す。サブミクロンサイ
ズのラス組織からなるBFを母相としており，また，ラ
ス間にはフィルム状の残留γを含有することを透過型電
子顕微鏡観察により確認している。
　開発鋼の代表成分と機械的性質を表 1-b）に示す。El. -
λバランスとしては，図 2に示したDPタイプ同様に従
来材の特性を上回り，El. ≧14％，λ≧50％を安定して確
保することが可能である。

2．開発鋼板の実用特性

2．1　成形性

　薄鋼板のプレス成形は，伸びフランジ，曲げ，張出し，
深絞りの 4モードに大別される。伸びフランジ性の指標
であるλ値については前章にて詳述したので，以下，開
発材の曲げ性，張出し性，深絞り性の調査結果を記す。
　曲げ性は，図 3に示す金型に 30×100mm（板厚
1.2mm）の試料を配置し，先端�が 0～2.5mmの90°パン
チを圧下した際，試料にクラックを生じない最小半径を
指標とした。曲げ方向は，圧延方向に対して垂直であ
り，比較材として，従来型DP鋼板の中間タイプと曲げ
タイプ（表 1）を用いた。結果を図 4に示す。開発鋼DP

タイプの最小曲げ半径は従来型DP鋼板中間タイプを大
きく上回り，0.5mmである。またBFタイプはR0曲げに
おいてもクラックを生じず，従来型DP鋼板曲げタイプ
に比肩する良好な曲げ性を有している。DP鋼板の曲げ
性優劣はおおむねλ値の序列と相関を有し，これは，鋼
板の曲げ性と伸びフランジ性が，ともに局部延性と相関
を持つ 3），13）ことと符合する。一方，開発鋼BFタイプは
ほぼ同等のλ値を有するDP鋼板に対して優れた曲げ性
を有しており，これは母相と第 2相の分布が非常に微細
であることに起因していると考えられる14）。
　張出し性については，140×140mmの試験片をしわ押
え圧 118kNにて保持し，ダイ径φ53.4mm，パンチ径φ
50.0mmの球頭（R：25mm）金型を用いて成形した際の
破断限界高さにて評価した。比較例として用いた従来型
DP鋼板の曲げタイプ，絞りタイプの結果とともに図 5
に示す。開発鋼DPタイプは比較材として用いた従来型
DP鋼板の中間タイプを上回り，絞りタイプに匹敵する
成形高さの確保が可能であり，またBFタイプは従来型
絞りタイプより良好な張出し性を有する。BFタイプの
El. 値は従来型絞りタイプより小さいにもかかわらず良
好な張出し性を有するのは，残留γの加工誘起塑性によ
り，等二軸変形過程での加工硬化率が増加し，ひずみ分
散性に優れていることに起因すると考えられる14）。
　深絞り性については，ダイ径φ53.4mm，パンチ径φ
50.0mmの円筒（肩�：8mm）金型を用いて，しわ押え
圧9.8kNにてφ80～140mm材を成形し，限界絞り比を調
査した。試験結果を図 6に示す。開発鋼DPタイプは比
較材として用いた従来型DP鋼板の曲げタイプと絞りタ
イプの中間的特性を有し，またBFタイプは従来型絞り
タイプより良好な深絞り性を有する。BFタイプについ
ては，残留γの加工誘起変態挙動が変形モードに応じて
異なるため，パンチ肩部の加工硬化量に対して縮みフラ
ンジ成型荷重が相対的に低下することにより，優れた深
絞り性を有すると考えられる。
2．2　スポット溶接性

　開発鋼のスポット溶接性については，表 2に示す基本
条件にて電流値を 5～17kA の範囲で溶接した継手の強
度を調査することにより評価した。せん断引張強度およ
び十字引張強度測定結果を図7に示す。せん断引張強度
は，DPタイプ，BFタイプともに，ナゲット径φ4.7mm
での JIS-A 級規定荷重：8.78kN を充分満足し，またチリ
発生までの適正溶接電流範囲も 2.5kA 以上の確保が可能

17神戸製鋼技報/Vol. 57 No. 2（Aug. 2007）

図 5  980MPa 級冷延鋼板の張出し性
������  Stretch formability of 980MPa grade cold rolled sheet steels
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図 4  980MPa 級冷延鋼板の曲げ性
������  Bendability of 980MPa grade cold rolled sheet steels
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図 3  曲げ性試験金型
������  Schematic illustration of bendability measurement apparatus
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図 6  980MPa 級冷延鋼板の深絞り性
������  Deep drawability of 980MPa grade cold rolled sheet steels
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である。十字引張強度についても，適正溶接電流範囲内
での延性比（せん断引張強度に対する割合）がDPタイ
プで 0.45 以上，BFタイプで 0.40 以上と良好な値となっ
ている。一般に，残留γを含有する鋼板においては，比
較的多量のC添加による溶接強度低下が懸念されるが，
本開発鋼については，C量の適正化に加えて Si による継
手強度改善効果 15）を活用することにより，良好な溶接
性を確保している。
2．3　化成処理性

　化成処理性の一例として，市販の処理液（日本パーカ

ライジング㈱製：パルボンド L3020）を用いて浸漬によ
り生成した鋼板表面のリン酸塩皮膜を写真 2に示す。
DPタイプ，BFタイプともにスケは認められず，また結
晶粒サイズ，形態も良好である。機械的性質およびスポ
ット溶接性改善効果を有するSiについては，一般に添加
量の増加に伴って化成処理性が劣化する傾向にある。当
社では表面酸化皮膜の構造解析 16）を含め，これまでの
永年にわたる検討により，高Si鋼の実用特性ならびに製
造技術に関する課題を克服してきている1）。

むすび＝新たに開発した高 El. 高λ型DPタイプ，BFタ
イプの 980MPa 級冷延鋼板の特性について述べた。これ
らの El.，λ値はほぼ同等であるが，厳しい絞り，張出し
成形が必要となる部材に対してはBFタイプが，また製
造条件の変動などに対する溶接強度の安定性が求められ
る場合にはDPタイプが適している。
　自動車車体に関しては，今後とも高強度鋼板の適用部
位が拡大する傾向にあると考えられる。当社では，本稿
にて紹介した高 El. 高λ型 980MPa 級冷延鋼板をはじめ
として，これまでに蓄積した技術に基づき，さらなる加
工性，実用特性の向上に取組み，車体軽量化と衝突安全
性向上に寄与してゆく所存である。
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図 7  スポット溶接せん断 /十字引張強度と溶接電流の関係
������ Relation between tensile-sheer/cross-tension strength and 

welding current
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表 2  スポット溶接条件
���������Spot welding conditions

写真 2  開発鋼のリン酸塩結晶皮膜
�������  Micrograph of phosphate crystal on developed steels
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