
まえがき＝冷間鍛造用鋼線材・棒鋼は，鋼材を積極的に
加熱せず，室温または室温に近い温度での鍛造に用いら
れる鋼材である。冷間鍛造は，熱間鍛造と比較して良好
な寸法精度が得られるものの，鋼材の加工硬化によって
金型に大きな負荷が加わって金型を損傷させることや，
加工度の増加に伴って鋼材が脆（もろ）くなる問題があ
る 1）。これらの問題を解消するためには，冷間鍛造時に
生じる動的ひずみ時効を抑制することによる変形抵抗の
低減が有効である。動的ひずみ時効の抑制方法として，
Cr 添加による固溶C量の低減，Al の増量添加，Nbおよ
びBの添加による固溶N量の低減，および圧延後の過時
効処理などが行われている2）。一方，動的ひずみ時効は，
温度だけでなくひずみ速度にも影響を受ける。動的ひず
み時効とひずみ速度の関係は，主に薄鋼板の引張試験の
ようにひずみの小さい領域での報告が多く，冷間鍛造の
ようなひずみの大きい領域の報告は少ない 3），4）。
　そこで当社では，冷間鍛造時の動的ひずみ時効に及ぼ
す温度およびひずみ速度の影響，その時のミクロ組織変
化を調べることを目的とし，各種実験と解析を実施した
ので以下に報告する。

1．実験方法

1．1　供試材

　供試材には 2種類の冷間鍛造用鋼線材を用いた。表 1
に化学組成，図 1にミクロ組織を示す。Steel（I）は一
般的な 0.25％炭素鋼組成であり，Steel（II）は Bを適量

添加し固溶Nを固着することによって冷間鍛造時の動
的ひずみ時効を抑制した組成である。組織は，両鋼種共
にフェライト・パーライト組織を呈しており，パーライ
ト分率，結晶粒径共にほぼ同等である。
1．2　強度および組織評価方法

　本実験では，鋼材の冷間鍛造性の指標として圧縮加工
における最大変形抵抗を用いた。圧縮加工と変形抵抗の
測定は，容量 20kNの富士電波工機（株）製サーメックマ
スターZで行った。圧縮試験片サイズおよび試験条件を
表 2に示す。圧縮荷重および圧縮率からそれぞれ真応
力，真ひずみを算出する際には，樽型変形を考慮した式
（1）および式（2）を用い，サーメックマスターZの制御PC
で計算した 5）。

　　 
  ……………………………………（1）σ＝� P

Amax（1＋G）�
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冷間鍛造時の変形抵抗に及ぼすひずみ速度の影響

Effect of Strain Rate on Deformation Resistance in Cold Forging Steels

We conducted compression tests using cold forging steels with a wide range of strain rates. We discovered 
that carbon steel which contains dissolved nitrogen shows a distinctive increase in deformation resistance due 
to dynamic strain aging when a static load is applied. In addition, we realized that when a high deformation 
speed is applied, deformation resistance shows a decrease as the strain rate becomes higher due to limited 
dynamic strain aging. Hardness after deformation tends to increase in accordance with the strain rate in carbon 
steel with dissolved nitrogen. This phenomenon is due to a higher dislocation density which is stabilized by the 
dissolved nitrogen. We also observed a tendency that strain concentrates in the pearlite phase, and confirmed 
cementite decomposition along with finer ferrite dislocation cells adjacent to the cementite.
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表 1  供試材の化学組成
���������Chemical composition of samples

φ6×9mmSpecimen size
20％(ε＝0.27)
80％(ε＝2.23)Compressibility

20－600℃Temperature

10－3－102s－1Strain rates

100μsSampling time

表 2  圧縮試験条件
���������Conditions for compression tests

図 1  供試材のミクロ組織
������  Microstructure of samples

20μm 20μm

(a) Steel (I) (b) Steel (II)



　　 
  ……………………………………（2）

ここで，
�：試験荷重，����：試験片の最大直径，�：バレリ
ングに伴う補正値，��：試験片の初期長さ，��：スト
ローク変位量，��：試験機剛性の補正値

　また，圧縮試験片の側面中央部に熱電対を溶着し，圧
縮加工中の温度履歴を記録した。試験後の圧縮試験片
は，試験片中心位置で圧縮方向と平行に切断して冷間樹
脂に埋込み，研磨後，ビッカース，およびナノインデン
タによる硬さ試験を実施した。また，同位置の TEM
（（株）日立製作所製 H-800），および SEM（Carl Zeiss 
NTS社製ULTRA55）による組織観察を行った。なお，硬
さ測定および組織観察は，これらの断面において，素材
の外周表面から中心に向かって直径の 1/4 に相当する位
置にて行った。

2．実験結果および考察

2．1　変形抵抗および加工後硬さのひずみ速度依存性

　図 2に，ひずみ速度 10－3s－1における Steel（I）および
（II）の真応力（σ）―真ひずみ（ε）曲線を示す。図中の
Δσは，ε＝0.3～0.4 および 1.2 ～ 1.3 の間の平均応力変
動量を表している。Steel（I）は，試験雰囲気温度が室温
の場合よりも 200℃の場合の方が変形初期から変形抵抗
が高い。また，ε＝0.7 付近から加工硬化が顕著になる
とともに，平均応力変動量も増加する傾向を示した。こ
れは，固溶Nの転位の固着による繰返し降伏現象（セレ

ε＝� L0

L0－Li＋Lr

ーション）6）と考えられる。一方，Steel（II）の変形抵抗
は，Steel（I）と逆に試験温度が 200℃の方が低かった。
また，Steel（II）は Steel（I）と比較して加工硬化しに
くく，セレーションも小さくなっていることから，Bに
よる固溶Nの固着によって動的ひずみ時効が抑制され
ていることが分かる。
　図3は，ひずみ速度102s－1におけるSteel（I）および（II）
の真応力―真ひずみ曲線を示す。Steel（I），Steel（II）
ともに，全ての真応力―真ひずみ曲線において変形初期
に変形抵抗が急激に増加する降伏挙動を示し，ひずみの
増加に伴う加工硬化はほとんど示さなかった。特に
Steel（I）の真応力―真ひずみ曲線は，10－3s－1の場合と
大きく異なり，変形抵抗は室温よりも 200℃の方が低く
なり，室温での試験においてε＝0.7付近から発生したセ
レーションも確認されなかった。Steel（I）のひずみ速度
102s－1の真応力―真ひずみ曲線は，動的ひずみ時効が抑
制されている Steel（II）とほぼ同様の形状を示したこと
からも，ひずみ速度 102s－1では，Nが固溶している状態
でも動的ひずみ時効が抑制されていることが分かる。
　図 4に Steel（I）および Steel（II）の最大変形抵抗の
ひずみ速度依存性を示す。最大変形抵抗は，Steel（I），
Steel（II）ともにひずみ速度の増加に伴って低下する傾
向を示した。Steel（I）は，ひずみ速度 101s－1以下にお
いて室温よりも 200℃の最大変形抵抗値が高くなってい
る。ひずみ速度の増加に伴って室温と 200℃の最大変形
抵抗値の差は小さくなっていき，102s－1では室温よりも
200℃の方が低くなっていた。一方，Steel（II）の最大変
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図 2 Steel （I）および（II）のひずみ速度 10－3s－1における真応力―真
ひずみ曲線

������ True stress-strain curves of Steel (I) and Steel (II) at a strain 
rate of 10－3s－1
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図 3 Steel （I）および（II）のひずみ速度 102s－1における真応力―真
ひずみ曲線

������ True stress-strain curves of Steel (I) and Steel (II) at a strain 
rate of 102s－1
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形抵抗値もひずみ速度の増加に伴って低下する傾向を示
し，室温と 200℃とで同様の低下傾向を示した。
　圧縮試験後の Steel（I）および Steel（II）におけるビ
ッカース硬さの増分とひずみ速度の関係を図 5に示す。
ここで，ビッカース硬さの増分とは，圧縮率 80％（ε＝
2.23）まで圧縮加工し，100℃×20分の時効熱処理を施し
た後の硬さと，圧縮率 80％まで圧縮加工した直後の硬さ
の差のことである。Steel（I）は，圧縮加工時のひずみ速
度の増加に伴って硬さ増分が大きくなる。一方，Steel
（II）の硬さは，ひずみ速度が増加してもほとんど変化
しないことが分かる。
　ここで，ひずみ速度の増加に伴って変形抵抗が低下す
る要因として，動的ひずみ時効の抑制のほか，加工発熱
に伴う変形抵抗の低下も考えられる。Steel（I）の 102s－1

における圧縮試験直後の実測温度は，室温圧縮材で
184℃，200℃圧縮材で 345℃となった。一般的な炭素鋼
の最大変形抵抗の温度依存性 7）によると，動的ひずみ時
効の影響を除外した場合，温度が 300℃まで上がっても
変形抵抗の低下量は 100MPa 程度である。温度のみによ
る変形抵抗の低下は，図 4（b）に示したとおりであり，
Steel（I）のような変形抵抗の逆転現象は生じないはずで
ある。また，ひずみ速度の増加に伴い，セレーションの
発生が抑制されたことに関して，例えば，セレーション
を伴う Al-Mg 合金の場合，ひずみ速度の増加に伴って流
動応力が減少し，ひずみ速度が 101s－1の時，引張強度が
最小になることが報告されている8）。また，セレーショ
ンが現れる場合に負のひずみ速度依存性が生じる報告も

ある9）。セレーションの発生は，転位の溶質雰囲気によ
る固着と負荷応力による固着からの開放によって生じる
と考えられている。図 6に，Steel（I）の応力―ひずみ
曲線のひずみ速度による変化，および動的ひずみ時効の
開始点を示す。本実験において，変形抵抗が急激に増加
するとともにセレーションが発生し始める点を動的ひず
み時効の開始点とすると，この開始点はひずみ速度の増
加に伴って高ひずみ側にシフトしていることが分かる。
ひずみ速度の増加に伴って動的ひずみ時効が発生しにく
くなる中，ひずみ速度 102s－1でセレーションが消失して
動的ひずみ時効が完全に抑制されることを示している。
動的ひずみ時効の発生条件は，温度とひずみ速度，すな
わち，固溶Nの拡散速度と転位の移動速度によって決定
される10）。ひずみ速度 102s－1でセレーションが抑制され
たのは，ひずみ速度の増加によって固溶Nの拡散速度よ
りも転位の移動速度が相対的に速くなったことに起因し
ている。すなわち，ひずみ速度の増加によって動的ひず
み時効が抑制され，その分だけ変形抵抗が低下したと考
えられる。図5に示したように，加工後の時効熱処理（静
的ひずみ時効）によって硬さが増加したことからも，固
溶Nは，圧縮加工中に転位と固着せずに残存していたも
のが存在すると考えられる。したがって，Steel（I）のひ
ずみ速度に伴う変形抵抗の低下は，動的ひずみ時効の抑
制が最も影響を及ぼしているといえる。
2．2　圧縮加工時のひずみ速度によるミクロ組織変化

　前節で，ひずみ速度の増加に伴って圧縮加工後の硬さ
の増分が大きくなっていることに関して，動的ひずみ時
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図 4  Steel （I）および（II）の最大変形抵抗のひずみ速度依存性
������  Strain rate dependency of the increase in maximum strength of Steel (I) and Steel (II)
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図 5  Steel （I）および（II）のビッカース硬さ増分のひずみ速度依存性
������ Strain rate dependency of the increase in Vickers hardness 
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図 6 Steel （I）の室温での真応力―真ひずみ曲線のひずみ速度に
よる変化

������ True stress-strain curves for Steel (I) at various strain rate 
and temperature of RT
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効に寄与しなかった固溶Nが，圧縮加工後の静的ひずみ
時効によって硬さが増加したことを述べた。ただし，静
的ひずみ時効が発生しない Steel（II）でもひずみ速度の
増加に伴って硬さの増分が増加していることから，硬さ
のひずみ速度依存性には，高速での圧縮加工に起因した
組織変化も影響していることが考えられる。例えば，IF
鋼の転位組織に及ぼすひずみ速度の影響として，高速変
形によって加工転位セルの形成が遅れる。このため，転
位が不均一に分布する傾向があり，全体的に転位密度が
低くなることが報告されている11）。
　図 7に，Steel（I）を 20％圧縮（ε＝0.27）した時のフ
ェライト部分を TEM観察した結果を示す。図 7のよう
に，大きなひずみを付与した圧縮加工の場合，ひずみ速
度が 10－3s－1では数百nmの転位セルが形成されていた。
また，セル内は整理され，転位があまり存在しない。一
方，ひずみ速度 102s－1の場合は，転位セルサイズが細か
くなり，また，セル内にも多数の転位が存在しているこ
とが確認された。転位セルと加工後の硬さの変化を関連
付けると，ひずみ速度が遅い場合は，時効熱処理で硬さ
が変わらず，ひずみ速度の増加に伴って硬さが増加する
ことから，セル内の転位が固溶Nによって固着された可
能性があると考えられる。すなわち，ひずみ速度が低い
場合，動的ひずみ時効によって転位が固着されるため静
的ひずみ時効が発生しない。一方，動的ひずみ時効が発
生しにくい高速変形下では，変形後も転位が移動できた
ため，静的ひずみ時効によって硬さがさらに増加したと

考えられる。
　Steel（I）を 20％圧縮（ε＝0.27）した時のパーライト
部分のTEM観察結果を図8に示す。なお，変形量の指標
として，TEM写真からパーライト中のフェライト間の方
位差とパーライトのラメラ間隔を求め，樽井らによるラ
メラ間隔，転位密度および方位差の関係図からそれぞれ
のひずみ速度における転位密度を算出，比較した 12）。そ
の結果，圧縮試験後のフェライト部分の転位密度は，ひ
ずみ速度 10－3s－1で1.2×1013m－2，102s－1で 2.8×1013m－2

となった。すなわち，同じ圧縮率まで塑性変形を付与し
た時には，ひずみ速度が高いほど，パーライトに塑性変
形が容易に導入されることが分かる。
　図 9に，Steel（I）を 20％圧縮（ε＝0.27）した後の
フェライトおよびパーライト単一組織のそれぞれの硬さ
試験結果を示す。ひずみ速度 10－3s－1と 102s－1の硬さ試
験結果を比較すると，フェライトの硬さは 10－3s－1が高
く，パーライトの硬さは 102s－1が高くなった。ひずみ速
度が低く，かつ，低ひずみ領域において，塑性変形は軟
質なフェライト部分に優先的に導入されるため，フェラ
イト部分が加工硬化しやすく硬さが増加しやすい。一
方，高速変形下では，パーライトの硬さが増加していた。
このことは，高速変形下では，組織の硬さに無関係に塑
性変形が導入されることを表している。
　図10は，Steel（I）を80％圧縮（ε＝2.23）した後のSEM
画像である。ひずみ速度 10－3s－1では，フェライトとパ
ーライトの界面で変形帯が観察されるものの，パーライ
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図 8  Steel （I）における 20％（ε＝0.27）圧縮後のパーライトの TEM写真
������  TEM image of pearlite in Steel (I) after compressed 20％(ε＝0.27)
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図 7  Steel （I）における 20％（ε＝0.27）圧縮後のフェライトの TEM写真
������  TEM image of ferrite in Steel (I) after compressed 20％(ε＝0.27)
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ト内部では，転位セルが形成されているほかは特徴的な
組織は見られない。一方，ひずみ速度 102s－1では，部分
的にセメンタイトが溶解するとともに，その近傍のフェ
ライトの転位セルが微細化する様子が確認された。すな
わち，高速変形下では硬さの高いパーライト部分にも変
形初期から塑性ひずみが導入されやすく，セメンタイト
の分解に伴う固溶Cの増加や転位セルの微細化も圧縮加
工後の硬さの増加に寄与したものと考えられる。

むすび＝固溶N量の異なる2種類の冷間鍛造用鋼線材を
用い，幅広いひずみ速度範囲で圧縮加工を行った。変形
抵抗に及ぼすひずみ速度の影響と，圧縮加工後の組織変
化を詳細に調査し，以下の結論を得た。
１）圧縮加工時のひずみ速度を増加させることによって

動的ひずみ時効を抑制し，変形抵抗を低減させるこ
とができる。

２）鋼中の固溶Nは，高速変形後も転位を固着しない状
態で存在する。加工後に時効熱処理を施すことによ
って固溶Nは転位に固着し，硬さを増加させる。

３）低速変形と高速変形とでは，フェライトとパーライ

トに導入されるひずみの配分が変化する。高速変形
下ではパーライトにより多くの塑性ひずみが導入さ
れ，セメンタイトの分解，その近傍の転位セルの微
細化を生じさせる。このことは，時効熱処理後の硬
さの増加にも寄与していると考えられる。
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図10  Steel （I）における 80％（ε＝2.23）圧縮後のフェライトおよびパーライトの SEM写真
������  SEM image of ferrite and pearlite in Steel (I) after compressed 80％(ε＝2.23)

100nm� 100nm�

(a) 10－3s－1 (b) 102s－1

図 9  Steel （I）における20％（ε＝0.27）圧縮後のフェライトおよびパーライトのナノインデンテーション硬さ
������  Nanoindentation hardness of single-phase of ferrite and pearlite in Steel (I) after compressed 20％(ε＝0.27)

(a) Ferrite (b) Pearlite

6�

5�

4�

3�

2�

1�

0

N
an
oi
nd
en
ta
tio
n 
ha
rd
ne
ss
  (
G
Pa
)

10－3s－1 102s－1 10－3s－1 102s－1

6�

5�

4�

3�

2�

1�

0

N
an
oi
nd
en
ta
tio
n 
ha
rd
ne
ss
  (
G
Pa
)


