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まえがき＝冷間鍛造は，各種機械構造部品を高精度に，
かつ大量生産することができ，部品の製造コスト低減に
有望な加工方法である。また，室温で鍛造するので部品
製造に伴うCO 2 発生も少なく，環境負荷が低い利点も有
する。昨今，工程を省略することによるコストダウンや
環境負荷低減への関心は一層高まっており，部品製造過
程の熱処理を省略できる鋼材の需要は拡大傾向にある。
　当社では，各種冷間鍛造部品の加工工程や要求特性に
応じて，軟化熱処理省略鋼KTCH® 注 1 ）シリーズ 1 ）（Kobe 
Steel long tool life cold heading ｗire rod）と非調質線
材KNCHシリーズ 2 ）（Kobe Steel non heat treatment wire 
rod）を開発，自動車部品を中心に商品化してきた。
　本稿では，上記の工程省略鋼について，鋼材設計の考
え方と代表特性について概説する。

1 . 軟化熱処理省略鋼KTCHシリーズ

　KTCHシリーズは，冷間鍛造前に行う軟化熱処理（球
状化焼鈍，低温焼鈍など）を省略あるいは簡略化可能な
開発鋼である。図 1（a）に適用工程例を示す。低炭素
鋼を冷間鍛造ままで用いる部品などでとくに効果を有

し，現行メニューでは，700MPa級（引張強度換算）ま
での部品強度に対応できる。
　冷間鍛造時には，加工発熱に伴って鍛造部品の温度は
300℃程度まで上昇し，動的ひずみ時効の影響によって
変形抵抗の増大や変形能の低下を招く危険性がある 3 ）。
軟化熱処理を省略して同等の冷間鍛造性を確保するに
は，たんに鋼材の硬度を下げるだけでなく，加工発熱温
度域での変形挙動を考慮した鋼材設計が不可欠となる。
1. 1　KTCH線材：冷間鍛造性向上の考え方
1. 1. 1　動的ひずみ時効の抑制
　動的ひずみ時効は，塑性変形時に導入される転位に鋼
材中の固溶Cや固溶Nが固着することによって転位の移
動抵抗となり，材料の変形を妨げる（硬化する）現象で
ある。
　本開発鋼では，工業的利用面も考慮し，以下の観点か
ら動的ひずみ時効に伴う悪影響を抑制した。

①Crの微量添加：フェライトのC溶解度を下げ，固
溶C量を低減する。

②Bの微量添加：鋼中NをBNとして析出させ，固溶
N量を低減する。
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（解説）

Cold forging enables various mechanical structural parts to be produced with high precision and is 
a promising method for reducing manufacturing cost. Being an ambient temperature process, cold 
forging emits much less CO2 and has the advantage of imposing a low environmental burden. In recent 
years, there has been increased interest in eliminating process steps to reduce the cost and to be 
environmentally responsible, and demand is increasing for steels that can eliminate the heat treatment 
of parts during the manufacturing process. This paper outlines the concept of steel design and the 
representative characteristics of two types of steel (the KTCH® Series & KNCH Series) developed both 
to eliminate softening heat treatment and to prolong the life of forging dies. 

千葉政道＊1（博士（理学））

Dr.	Masamichi	Chiba
坂田昌之＊1

Masayuki	Sakata

＊ 1  鉄鋼事業部門　技術開発センター　線材条鋼開発部

図 1  軟化焼鈍省略線材の適用例
Fig. 1  Examples of manufacturing process

脚注 1 ） KTCHは当社の登録商標である。
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③線材圧延での制御圧延，制御冷却：AlNの固溶を低
減し，固溶N増加を抑制する。さらに，AlNを核に
Fe3Cを析出させ，固溶Cを低減する1 ）。

1. 1. 2　軟化熱処理省略鋼の特性評価方法
　冷間鍛造用鋼の最重要品質である変形抵抗と変形能

（割れ発生限界圧縮率）を日本塑性加工学会鍛造分科会
の推奨方法 4 ）に基づき評価した。供試材は，φ9.5の圧
延材から採取した円柱状試験片［φ8×12mm，据え込
み比1.5（12/8＝1.5）］とし，圧縮率60％の据え込み試験
で室温から加工発熱温度域での変形抵抗を測定した。ま
た，最大圧縮率80％までの据え込み試験を行い，割れが
発生しない最大の圧縮率（n= 5 ）を割れ発生限界とした。
　さらに，鋼材設計コンセプトの妥当性を検証するた
め，同一圧延材から厚さ0.7×幅5.0×長さ105mmの試験
片を作製して内部摩擦試験に供し，自由振動減衰法によ
る内部摩擦ピーク高さから固溶C，N量を求めた。なお，
測定にはULVAC真空理工㈱製IMF-1500Lを用いた。
1. 2　KTCH線材の特性と適用効果
　KTCHシリーズの中で，炭素量が0.25%であるKTCH25K
を代表例に適用効果を述べる。実験材の化学成分および
圧延材での機械的特性をそれぞれ表 1 ，表 2 に示す。
1. 2. 1　冷間鍛造性
　図 2 に変形抵抗の比較を示す。JIS SWRCH25Kに比
べ，開発鋼KTCH25Kでは加工発熱温度域（200～400℃）
での変形抵抗が大きく減少している。また，変形能にも
改善が認められ，圧延まま材で規格鋼の球状化焼鈍材並
みの特性が得られた（表 3 ）。いずれも固溶C，Nの減
少と対応していることから，動的ひずみ時効抑制の効果

が発揮されたものと考えられる。
　また，両材料を用いて鍛造前の軟化焼鈍を省略した工
程でM12フランジボルトを成型した際の鍛造荷重（# 2 パ
ンチ）を図 3 に示す。KTCH25Kでは，規格鋼SWRCH25K
で認められた加工発熱の影響による荷重増加が解消され
ており，実部品成型においても有効性が確認できた。
　開発鋼の化学成分面の特長であるBについて，存在形
態を調査した結果を図 4 に示す。図 4（a）は二次イオ

表 1  KTCHの化学成分例
Table 1  Chemical compositions of developed steel

表 2  供試材（圧延材）の機械的特性例
Table 2  Mechanical properties of wire rods

図 2  試験温度と変形抵抗の関係
Fig. 2  Relationship between testing temperature and flow stress

表 3  固溶元素と冷間鍛造性の関係
Table 3  Relationship between solute elements and cold forgeability

図 4  圧延材のミクロ組織
Fig. 4  Microstructure of wire rod

図 3  M12フランジボルトでの鍛造荷重例
Fig. 3  Forging load of M12 flange bolt
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ン 質 量 分 析 装 置SIMS（CAMECA製 ims5f） に よ るB
（11B+）の分布写真，図 4（b）は図 4（a）のSIMS写真
を光学顕微鏡写真に重ね合わせたものである。本結果か
ら，Bは主にフェライト中に位置しており，旧オーステ
ナイト粒界に分布していると考えられる。また，別途行
ったTEM観察では，約 5μmのBNの分散が認められ，B
の微量添加による固溶Nの低減効果が組織観察からも把
握できる。
　図 5 には，炭素量の異なるKTCH線材を用いて調べた
変形抵抗の低減効果を示す。炭素量が0.10～0.45%にお
いて，上述と同様の改善効果が得られた。また，シリコ
ンキルド鋼だけでなく，アルミキルド鋼でも効果が発揮
できることを確認している 1 ）。
　本開発鋼KTCHシリーズは，冷間鍛造ままで用いるこ
との多い炭素量が0.35％までのシリコンキルド鋼および
アルミキルド鋼の双方でメニューを有し，多くの冷間鍛
造部品で実績がある。冷間鍛造部品は今後，大型化・高
速鍛造化する傾向にあり，加工発熱の影響がより顕在化
すると予想され，開発鋼KTCHシリーズの活用範囲も拡
大すると考えられる。

2 . 非調質線材KNCH注2 ）シリーズ

　KNCHシリーズは，冷間鍛造前の軟化熱処理省略に加
え，部品成型後の調質熱処理を省略できる開発鋼であ
る。図 1 -bに適用工程例を示す。非調質線材では，冷間
鍛造圧前の伸線材強度で製品強度を確保することから，
圧造工具寿命の低下が懸念される。しかしながら，部品
製造工程を大幅に簡略化でき，リードタイム短縮や温室

効果ガスの削減にも貢献できる利点から，ボルトや自動
車用部品などで採用されている。
　表 4 にKNCHシリーズの適用強度と圧延材の機械的
性質例を示す。
2. 1　KNCH線材：冷間鍛造性向上の考え方
　加工度の高い冷間鍛造部品では，同等強度の調質部品
に比べて延性や靭性が低下する傾向にある。したがっ
て，非調質線材では圧造段階で調質材より微細な組織が
求められ，部品の強度や形状に合わせた最適な化学成分
と加工条件の選定が極めて重要となる。
2. 1. 1　変形抵抗の低減
　 1 章で述べた動的ひずみ時効の抑制に加え，伸線や鍛
造加工による影響も考慮して変形抵抗の最小化を図っ
た。具体的には次の 3 点が挙げられる。
　　①動的ひずみ時効の抑制→ N低減，Al増量 3 ）

　　②加工硬化係数の低減→Si低減 5 ）

　　③バウシンガー効果の活用→伸線減面率の適正化 6 ）

　 上 記 の 考 え 方 を 適 用 し たJIS強 度8.8級 の 新 鋼 種
KNCH8Sおよび従来型（基本型）の非調質線材KNCH8，
そして比較例として調質鋼（KCH45KT-W）について，
線材特性とそのボルトでの特性例を以下に述べる。
　新鋼種KNCH8Sでは，基本型KNCH8に対してSi量を
低減し，Al量とN量の比Al/Nを約 2 倍になるように調
整した。なお，調質鋼は球状化処理材を比較材とした。
表 5 に各供試材の化学成分を示す。
2. 1. 2　冷間鍛造性

（ 1 ） 圧縮試験
　線径13.0mmの圧延材を用い，減面率10～67%の範囲
で伸線を行って圧縮試験に供した。伸線後の線径Dが
12.3～7.4mmの範囲で変化するため試験片高さLを調整
し，据え込み比L/Dを1.5と一定として試験を行った。

表 4  非調質線材KNCHのメニューと機械的性質の例
Table 4  Steel grade of non heat treatment wire rod (KNCH) and examples of mechanical properties of bolts

表 5  供試材の化学成分
Table 5  Chemical compositions of steels used in this study

図 5  変形抵抗と炭素量の関係
Fig. 5  Relationship between carbon content and flow stress

脚注 2 ） KNCHは当社の登録商標（第1644338号）である。
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（ 2 ） 工具寿命
　多段フォーマを用い，圧造速度60個／分でM12フラン
ジボルトを圧造し，鍛造荷重が最大の# 3 パンチの工具
寿命摩耗または割れ状況で評価した。

（ 3 ） ボルトとしての諸特性
　ボルト用途でJIS規定のある 3 項目（①打撃試験，②
くさび引張試験，③保証荷重試験）について，圧造試験
で得られた試作ボルトを用いて評価した。なお，いずれ
のボルトも，圧造まま品に加え，降伏比向上と永久伸び
低減を狙ったベーキング処理品を使用した。
2. 2　KNCH線材の特性と適用効果
2. 2. 1　機械的特性と変形抵抗
　新たに開発したKNCH8Sと既存鋼KNCH8のミクロ組
織を図 6 に示す。開発鋼は既存鋼に比べて微細な組織を
有しており，これは制御圧延を採用した成果である。各
供試鋼の伸線加工特性を図 7 に示す。開発鋼は既存鋼に
比べて伸線前，伸線後ともに同程度の強度差が得られて
いる。いっぽう，絞りは開発鋼の方が向上しており，組
織の微細化によって既存鋼よりも強度－延性バランスに
優れているといえる。また，20%以上の減面率で伸線加
工することにより，強度クラス8.8級の引張特性を満足
できることが分かる。
　上記伸線材の変形抵抗を測定した結果を図 8 に示す。
非調質線材では，両鋼種とも30%程度の伸線減面率で変
形抵抗が極小となる傾向が得られた。加工硬化の増加に
もかかわらず変形抵抗が減少するのは，伸線加工と据え
込み加工とでひずみが逆方向に加わるために生じる一種
のバウシンガー効果が原因と考えられる 7 ）, 8 ）。
　伸線減面率30%の加工を施してバウシンガー効果を最
大限に利用することにより，開発鋼KNCH8Sは調質鋼

KCH45KT-Wの球状化材とほぼ同等の変形抵抗が得られ
るうえに，伸線加工を加えても変形抵抗の上昇を低く抑
えた高強度伸線材が得られる可能性が確認できた。
2. 2. 2　工具寿命
　強度クラス8.8級用として，非調質ボルト用の伸線材
3 種類と調質ボルト用球状化処理材，さらに強度クラス
9.8級非調質ボルト用伸線材 1 種類の合計 5 種類でボル
ト圧造実験を行った。
　強度クラス8.8級において，開発鋼KNCH8Sは，既存
鋼KNCH8に対し変形抵抗を低減でき，工具寿命は 3 倍
程度向上でき（図 9 ），さらに強度クラス9.8級の非調質
ボルトでも，既存非調質鋼より工具寿命が改善できる可
能性があることが分かった。開発鋼KNCH8Sでは，伸線
減面率の適正化により，強度クラス8.8級と9.8級の非調
質ボルトを作り分けることができるといえる。
2. 2. 3　ボルト特性
　試作したM12フランジボルトを用いて，JISに規定の
ある頭部打撃試験，くさび引張試験，保証荷重試験を行
った。また，ボルトからJIS14A号試験片を切り出し，
引張試験による機械的性質と硬さも調査した。測定結果
を表 6 に示す。圧造ままでは降伏比YP/TSや永久伸び
を満足できないが，200℃以上のベーキングを施すこと
によって強度クラス8.8級としての規格を達成できた。

図 7  KNCH8/8Sの伸線加工特性
Fig. 7  Mechanical properties of wire drawn in various reduction of 

area

図 6  既存鋼と開発鋼のミクロ組織
Fig. 6  Microstructure of non heat treatment steel in wire rod 

condition

図 9  伸線材の工具寿命評価結果
Fig. 9  Results of tool life test of various drawn wires

図 8  伸線材の引張強さと変形抵抗の関係
Fig. 8  Relationship between tensile strength and flow stress of 

drawn wire
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また，頭部打撃試験での首下の割れ，およびくさび引張
試験での頭飛びなどの異常は認められなかった。
　上述したように，開発鋼KNCH8Sを用いて製造した非
調質ボルトは，強度クラス8.8級と9.8級の双方でJIS規定
のボルト特性を満足することができ，ボルト以外の部品
においても熱処理省略鋼としての活用が可能である。

むすび＝軟化焼鈍省略線材として，開発鋼KTCHシリー
ズとKNCHシリーズについて，設計コンセプトと適用効
果例を概説した。熱処理省略鋼は，部品の製造コスト低
減に加え，温室効果ガス低減の面からも有効であり，さ
らなる適用拡大が期待される。本稿では，M12フランジ
ボルトでの効果事例を示したが，ボルト用途以外も含め

た鍛造部品への適用拡大，さらには部品の高強度化を行
っていきたい。
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表 6  強度クラス8.8級非調質ボルトの機械的特性
Table 6  Mechanical properties of 8.8 class non heat treated bolt


