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まえがき＝近年，自動車の乗員の安全を確保する観点か
ら種々の衝突安全性に関する規制 1 ）が制定されている。
また，CO2 排出削減の観点から燃費規制 2 ）が制定され
ている。これらの規制に対応する手段の一つとして，自
動車用部材への高強度鋼の適用が進んでいる。しかしな
がら，1,180MPaを超える強度レベルの鋼材に対しては，
水素が侵入することで生じる「遅れ破壊（水素脆性）3 ）」
が懸念される。
　自動車は世界中のさまざまな環境での走行が想定され
るが，鋼材がさらされる環境としては，降雨や降雪によ
る「濡れ」と好天時の「乾き」が繰り返される「大気腐
食環境」と考えられる。この大気腐食環境下での鋼材の
腐食はEvansモデル 4 ）により整理されている。鋼材表面
が濡れている状態ではアノード反応（Feの溶解：Fe → 
Fe2＋＋2 e－）とカソード反応（O2 の還元： 1 / 2 O2 ＋
H2O＋2 e－→ 2 OH－）が生じ，こうした反応に伴ってさ
び（Feの酸化物や水酸化物）が生じる。また，鋼材表
面が乾燥する際には生成したさびの酸化反応が生じ，さ
らに加水分解を起こすことでFe水酸化物や水素イオン
が発生，蓄積（Fe2＋＋ 2 H2O→Fe（OH）2 ＋ 2 H＋）して
いく 5 ）, 6 ）。これらの反応で発生した水素イオンが電子を
受け取って原子化（H＋＋e－→Had）することで鋼中に
侵入 7 ）する。
　大気腐食環境下では一般的に，時間の経過に伴って鋼

材表面はさびに覆われていく。そのさび性状を制御する
ことにより耐食性を改善した鋼材として耐候性鋼 8 ）, 9 ）

が挙げられる。耐候性鋼は，1930年代に米国で開発され
たものであり，Cu，Ni，Pなどの元素を少量添加するこ
とによって大気腐食環境下で鋼材表面に緻密で密着性の
良いさび層を形成させ，腐食を抑制した鋼10）である。
その後の研究11）～15）により，CuとNiはより保護性の高い
非晶質さびの形成促進作用があるという知見が得られて
いる。
　前述のEvansモデルに基づくと，大気腐食環境下で遅
れ破壊の原因となる水素の発生，鋼材への侵入は腐食反
応に起因するものと考えられる。当社では，鋼材表面に
形成するさび性状を制御することによって鋼材への長期
的な水素侵入性を低減できるかについて，自動車の使用
環境として想定される大気腐食環境下で検討を行った。
また，自動車用部材に適用される鋼板は種々の形状に加
工されることが想定されるため，鋼板に加わった加工が
鋼材に侵入する水素量に与える影響についても検討を行
った。さらに，大気腐食環境下において遅れ破壊が発生
するか否かの判断については，環境から侵入する水素量

（HE）と割れが発生する水素量（HC）において，HC＜
HEの関係になった場合に遅れ破壊が発生する考え
方16）, 17）が提唱されている。そこで，1,180～1,470MPa級
の高強度鋼板において，鋼板の強度レベル，組織形態，
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および鋼板に施した加工や応力状態が大気腐食環境下の
遅れ破壊においても，上記の水素量を基準とした考え方
が当てはまるかについても検討した。

1 . 試験方法

1. 1　供試材
　供試材にはA鋼（1470MPa級TBF鋼），B鋼（1470MPa
級DP鋼），C鋼（1180MPa級DP鋼）を用いた。TBF（Trip-
aided Bainitic Ferrite）鋼18）～20）は，高い転位密度を持
つラス状ベイニティックフェライト組織を母相とし，炭
化物を含まない組織としている。また，ラス状ベイニテ
ィックフェライトの間に安定で微細な残留γを存在させ
ることにより，高い延性と水素トラップ能を兼備させた
鋼組織である。DP（Dual Phase）鋼21）は母相をマルテ
ンサイト，第二相をフェライトとした鋼であり，980MPa
を超える高強度鋼の中でも強度と延性の確保が容易22）

なため一般的に用いられている。
　表 1 にA～C鋼の化学組成を示す。いずれも真空にて
鋼塊を溶製し，熱間圧延および冷間圧延を行った後，A
鋼はオーステンパ処理18）～20）を，B鋼，C鋼は焼入れ・焼
戻しを行って所望の強度レベルに調整した。鋼中への侵
入水素量の評価，および遅れ破壊試験に供する試験片形
状は，自動車用部材への適用を想定して曲げ加工となる
U曲げ試験片を用いた。図 1 にU曲げ試験片の作製手順
を示す。圧延方向を長手とする150×30×t1.2mmの短冊
状鋼片を供試材から採取し，シヤー切断によるせん断加
工ひずみの影響を排除するために鋼片長辺端面をフライ
ス加工した。この鋼片を三点曲げによってU字形状に曲
げ（曲げ半径 5 mm，10mm，15mm，20mm），鋼片
の足部に通したボルトをナットで締め付けることによっ
て曲げ加工部に応力を負荷した。曲げ加工部（凸側）に
貼り付けたひずみゲージによって計測されるひずみ量に
ヤング率を乗じた値に相当する応力を負荷応力とした。
　腐食量の調査では，圧延方向を長手とする150×70×

t1.2mmの試験片を供試材から採取し，150×70mmの一
面以外の不要な腐食を防止する目的で樹脂でマスキング
を行い、試験材とした。
1. 2　試験環境および試験片形状
　前述のように，自動車は世界中のさまざまな地域で使
用されることが想定される。このため，鋼板の腐食量を
指標として試験環境を選定した。腐食試験は，大気腐食
環境下にU曲げ試験片および腐食量調査用試験片を直接
暴露23）した。また，大気の条件（暴露試験地）による
腐食量の違い23）を調べるため，銚子市，加古川市，お
よび宮古島市海岸の 3 箇所で試験を行った。鋼中に侵入
する水素量（HE）は，A～C鋼の曲げ半径10mm，曲げ
加工部への付加応力を0.4TS（1470MPa級：590MPa，
1180MPa級：470MPa）としたU曲げ試験片に対し，試
験期間は銚子市で48か月，加古川市および宮古島市海岸
で12か月とした。
　自動車用部材向け鋼板は種々の形状に加工されて使用
される。そこで，加工の違いが鋼材への水素侵入量に与
える影響を検討するため，曲げ半径および曲げ加工部へ
の応力負荷状態の異なる 2 種類のU曲げ試験片（曲げ半
径10mm，曲げ加工部への負荷応力を1,500MPaとした
試験片，および曲げ半径 5 mm曲げ加工部への負荷応力
を2,000MPaとした試験片）に対し，銚子市で12か月間
の暴露試験を行って侵入水素量を比較した。いずれのU
曲げ試験片も定期的にサンプリングし，鋼中に侵入した
水素の逃散を抑制する目的から，試験片の回収後は極
力，氷点下の温度で試料を取り扱った。
　図 2 にU曲げ試験片の模式図と曲げ頭頂部からの水素

図 1  U曲げ試験片の作製手順
Fig. 1  Preparation procedure of U-bend test pieces

表 1  試験に供した鋼材の化学組成
Table 1  Chemical compositions of sample steels

図 2  U曲げ試験片の頭頂部と水素量測定用試片採取位置
Fig. 2  Image of head area of U-bend test piece and sampling area 

for hydrogen analysis



54 KOBE	STEEL	ENGINEERING	REPORTS/Vol. 66 No. 2（Nov. 2016）

量分析試料の採取位置を示す。鋼中に吸蔵された水素量
の測定では，サンプリングしたU曲げ試験片の曲げ頭頂
部から，温度が上がらないように冷却水で冷却しながら
数分以内に約10×10mmの水素量測定用の鋼片を切り出
した。その後，液体窒素で適宜冷却しながら試験片表面
に付着したさびをショットブラストにて 1 分以内に除去
した後に水素量を測定した。
　長期的なU曲げ試験片の割れ挙動の確認は，A～C鋼
に対して曲げ半径を 5 ～20mm，曲げ加工部への負荷応
力を500～2,000MPaとしたU曲げ試験片を銚子市に48か
月間暴露し，定期的に割れの有無を観察した。
1. 3　分析方法
　鋼中の水素量は大気圧イオン化質量分析計（Atmospheric 
Pressure Ionization Mass Spectrometer，以下API-MS
という）24）を用いて測定した。API-MSの水素定量下限
は0.01ppm以内である。遅れ破壊に影響を与えると考え
られる「拡散性水素量」は，昇温速度12℃/minで室温
から300℃まで昇温したときに放出される水素の積算値
と定義した。鋼材の腐食量は銚子市における12か月間の
暴露試験前後の重量変化から求めた。また，鋼材表面に
形成したさびの性状を調査するため，X線回折（X-ray 
diffraction，XRD） に て 結 晶 質 の さ び（α-，β-，γ
-FeOOH，およびFe3O4）の分率を測定し，さびの全量
から結晶質のさびの分率を除することで非晶質さびの分
率を求めた25）。
　U曲げ試験片の割れ発生水素量（HC）は次の手法を用
い て 求 め た。 透 明 な 樹 脂 製 容 器 中 に0.5M-H2SO4＋
0.01M-KSCN溶液を入れ，容器底に白金製の対極を配置
した。この対極から約10mm程度上部にU曲げ試験片の
曲げ頭頂部（30×30mm）を対置させ，印加電流密度を
変化させることで鋼中に侵入する水素量を変化させた。
電流印加時はU曲げ試験片の頭頂部を観察し，割れが発
生した時点で直ちに電流印加を中止して試験溶液からU
曲げ試験片を取り出した。その後素早く水洗，冷風乾燥
した後，割れ頭頂部から割れ部を含む約10×10mmを切
り出して拡散性水素量を測定した。ここでは，このとき
の水素量を割れ発生水素量（HC）とした。

2 . 試験結果

2. 1　大気暴露試験における腐食量とさび性状
　銚子市において大気に12か月間暴露したときの試験片
の腐食量の測定結果を図 3 に示す。耐食性向上元素であ
るCuやNiが添加されていないC鋼が258g/m2と最も多
く，次にCuおよびNiが添加されているA鋼が226g/m2，
B鋼が216g/m2の順であった。
　また図 4 に，試験片のさび中の非晶質さび分率を示
す。CuおよびNiが添加されているA鋼およびB鋼ではそ
れぞれ42wt%，39wt%と，CuやNiが添加されていない
C鋼の33wt%よりも高い値を示した。
2. 2　鋼中に侵入した水素量の測定結果
　図 5 に，大気腐食環境における曲げ半径10mm，曲げ
頭頂部に590MPa（0.4TS）の応力を負荷したA鋼の各
暴露試験地での曲げ頭頂部水素量経時変化を示す。銚子

市，宮古島市，加古川市のいずれの暴露試験地において
も試験開始から12か月以内に0.12～0.16ppmと各試験地
での最大値を示したが，その後は試験時間の経過によっ
て水素量が増加する傾向は認められなかった。また，試
験時間を48か月とした銚子市において，12か月目以降は
多少の水素量のばらつきは認められるものの，ほぼ一定
の値を示した。なお銚子市での48か月の暴露試験におけ
る 鋼 中 水 素 量 の 最 大 値 は0.12ppm， 平 均 水 素 量 は
0.09ppmであった。
　B鋼での同様の試験結果を図 6 に示す。銚子市では，
試験開始から10か月目で0.18ppmの最大値を示した後減
少し，その後水素量はやや増加して0.10ppm前後の値を
示した。一方，宮古島市では試験開始から 6 か月目まで
水素量は減少した。その後増加に転じて12か月目で最大
値の0.18ppmを示したが，試験時間と水素量の相関は認
められなかった。また，加古川市では試験開始から 2 か
月目と 6 か月目で0.14ppmの最大値を示したが，その後
水素量は減少した。なお銚子市における48か月の暴露試
験での鋼中水素量の最大値は0.18ppm，平均水素量は
0.11ppmであった。
　また、C鋼での試験結果を図 7 に示す。C鋼の試験で
は曲げ頭頂部への応力負荷を470MPa（0.4TS）とした。
銚子市では試験開始から水素量は0.06～0.20ppmの範囲
でばらつく値を示した。また宮古島市では，試験開始か
ら 9 か月目で他の試験地／試験片よりも高い0.27ppmを
示したが，それ以外の測定値はおおよそ0.15ppm前後の

図 4  銚子市において12か月間大気暴露した試験片に形成された
非晶質さびの分率

Fig. 4  Fraction of amorphous rust formed in test pieces exposed in 
Choshi City for 12 months

図 3  銚子市において12か月間大気暴露した試験片の腐食量
Fig. 3  Quantity of rust of specimens under atmospheric corrosion 

condition exposed in Choshi City for 12 months
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値を示した。加古川市では試験開始から 6 か月目で
0.18ppmと最大値を示したが，その後減少した。Cuや
Niが添加されていないC鋼は，CuおよびNiが添加された
A鋼，B鋼よりも試験期間の平均値，最大値とも高い水
準で水素量が推移した。なお銚子市における48か月の暴
露試験での鋼中水素量の最大値は0.27ppm，平均水素量
は0.13ppmであった。
2. 3　U曲げ試験片の加工度の違いと水素量
　試験片の曲げ半径10mm，曲げ加工部への応力負荷を
1,500MPaとしたU曲げ試験を銚子市において実施した。

このときのA～C鋼での水素量経時変化を図 8 に示す。
図 5 ～図 7 での傾向と同じく，12か月の試験期間での平
均水素量の値は，耐食性向上元素であるCuおよびNiが
添加されていないC鋼が0.15ppmと最も多い結果となっ
た。 つ い で，Cuお よ びNiが 添 加 さ れ て い るB鋼 が
0.12ppm，A鋼は0.08ppmであった。また水素量は，試
験開始から 6 ～ 8 か月目まで増加し，その後は多少のばら
つきは伴うもののそれぞれの鋼がほぼ一定の値を示した。
　つぎに，曲げ加工部への応力負荷を2,000MPaとした
同様の試験結果を図 9 に示す。この試験結果も12か月の
試験期間において図 5 ～図 7 での傾向と同様に，試験期
間の平均値としてC鋼が0.14ppmと最も多く，ついでB
鋼が0.10ppm，A鋼が0.09ppmの順であった。また，水
素量は 3 か月時点が最も高く，その後 9 か月目まで減少
して12か月時点ではやや増加した。図 8 および図 9 に示
した 2 水準の応力を負荷したU曲げ試験片においても，
12か月の試験期間中におけるA～C鋼の水素量最大値は，
図 5 ～図 7 で示した銚子市での同じ試験期間の結果とほ
ぼ同等であった。また，水素量の多寡においても，C鋼
が最も多く，ついでB鋼，A鋼の順となる同様の結果と
なった。
2. 4　U曲げ試験片の割れ挙動
　試験片の曲げ半径 5 ～20mm，曲げ加工部への負荷応
力500～2,000MPaとし，48か月間暴露したU曲げ試験を

図 9  銚 子 市 に お け る 大 気 腐 食 環 境 下 で の 試 験 片（R10mm, 
1,500MPa）頭頂部の水素量の経時変化

Fig. 9  Temporal change in amount of diffusible hydrogen content in 
head areas of U-bend test pieces (R5mm, 2,000MPa) under 
atmospheric corrosion condition in Choshi City

図 8  銚 子 市 に お け る 大 気 腐 食 環 境 下 で の 試 験 片（R10mm, 
1,500MPa）頭頂部の水素量の経時変化

Fig. 8  Temporal change in amount of diffusible hydrogen content in 
head areas of U-bend test pieces (R10mm, 1,500MPa) under 
atmospheric corrosion condition in Choshi City

図 7  大気腐食環境下での鋼材Cの試験片（R10mm, 470MPa）頭
頂部の水素量の経時変化

Fig. 7  Temporal change in amount of diffusible hydrogen content in 
head areas of U-bend test pieces (R10mm, 470MPa) of steel C 
under atmospheric corrosion condition

図 6  大気腐食環境下での鋼材Bの試験片（R10mm, 590MPa）頭
頂部の水素量の経時変化

Fig. 6  Temporal change in amount of diffusible hydrogen content in 
head areas of U-bend test pieces (R10mm, 590MPa) of steel B 
under atmospheric corrosion condition

図 5  大気腐食環境下での鋼材Aの試験片（R10mm, 590MPa）頭
頂部の水素量の経時変化

Fig. 5  Temporal change in amount of diffusible hydrogen content in 
head areas of U-bend test pieces (R10mm, 590MPa) of steel A 
under atmospheric corrosion condition
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銚子市において実施した。このときのA～C鋼での割れ
の有無を図10に示す。試験期間中にU曲げ試験片に割れ
が生じたのはB鋼の一部（曲げ半径によらず，負荷応力
が1,500MPa以上のとき）のみであり，その他の試験片
に割れは発生しなかった。A鋼はTBF組織でありB鋼と
同じ1470MPa級の強度レベルであったが，B鋼で割れが
発生したのと同じU曲げ形状の試験片でもいずれも割れ
は生じなかった。
　表 2 にA～C鋼のU曲げ試験片の割れ発生水素量（HC）
を示す。図10で示した暴露試験においてB鋼に割れが発
生した試験片形状を中心に，A～C鋼の割れ発生水素量

（Hc）を測定した。いずれもU曲げ試験片の加工が厳し
い，すなわち曲げ半径が小さく，曲げ加工部への負荷応
力が高いほど低水素量で割れが発生する傾向を示した。
U曲げ試験片に割れが発生する水素量（HC）と試験片の
形状，負荷応力の関係は，今回調査した1470MPa級で
も1180MPa級26）や1670MPa級27）の報告例と類似の傾向
を示した。

3 . 考察

3. 1　腐食量とさび性状が侵入水素量に与える影響
　図 5 ～図 9 に示したように，大気腐食環境下での水素
量はC鋼が最も多かった。これは，耐食性向上元素であ
り保護性の高い非晶質さびの形成促進作用を有するCu
およびNiが添加11）, 12）されていないためと考えられる。
今回の12か月間の大気暴露試験で得られたA～C鋼の腐
食量は，一般的な炭素鋼（SM400B）の銚子での一年間
の腐食量（300g/m2）28）よりも低い。とくにCuおよびNi
が添加されているA鋼，B鋼では，一般的な炭素鋼に比
べて腐食量が 2 ～ 3 割低い値を示した。
　大気腐食環境下で鋼材表面に形成したさび中における
非晶質さびの割合と，図 5 ～図 7 および図 8 ～図 9 に示

した水素量の関係から考えると，長期的な鋼中水素量の
水準は，非晶質さびの割合の高いさびが鋼材表面に形成
しているA鋼およびB鋼の方がC鋼よりも低い傾向が認
められた（図11）。これは，CuやNiなどの耐食性向上元
素の添加により緻密な非晶質さびが生成する11）, 12）こと
によって腐食因子（Cl－，H2O）が鋼素地へ到達するのを
抑制し，耐食性が向上したためと考えられる。
　南雲ら29）は，高強度鋼の陰極水素添加における供給
電気量が増加するに従って吸収水素量が増加することを
報告している。鋼材の腐食量は陰極水素添加における供
給電気量と相間するものと考えられる。鋼材の耐食性を
向上させ保護性の高い非晶質さびの形成を促進させる
Cu，Niを添加することによって腐食反応が低減され，
発生するH＋イオン量もそれに伴って低減されると考え
られる。また，A～C鋼のいずれも同一環境に暴露して
いることから，例えば硫黄（S）のようなH＋イオンの原

図10  銚子市における48か月大気腐食環境下でのU曲げ部の割れ発生状況
Fig.10  Results of delayed fracture of U-bend potion under atmospheric corrosion condition in Choshi City for 48 months

図11  銚子市における大気暴露時間と試験片（R10-0.4TS）の水素
量の関係

Fig.11 Relationship between atmosphere exposure time in Choshi 
City and amount of diffusible hydrogen content of U-bend 
test pieces (R10-0.4TS)

表 2  U曲げ試験片A, B, C鋼での割れ発生水素量（HC）
Table 2  Critical amount of hydrogen content for delayed fracture (HC) of each shape U-bend specimens steel A, b, and C 

measured in laboratory
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子化に影響を与えると考えられる触媒毒作用を及ぼす元
素の状態にも違いは無いと考えられる。
　これらを総合すると，鋼材表面に形成するさびを制御
することで，腐食反応が低減する。それに伴ってH＋イ
オンが低減することから，侵入水素量の低減，および長
期的な水素量水準の低減につながったと考えられる。な
お加古川市での12か月の水素量が徐々に減少した（図 5
～図 7 ）のは，瀬戸内の穏やかな環境であったため，鋼
材表面に形成するさびが安定化して腐食量が少なかった
ためと考えられる。
3. 2　U曲げ試験片の加工の違いが大気腐食環境下での

侵入水素量に与える影響
　2.2節で述べた水素量測定に用いたU曲げ試験片と2.3
節で述べた水素量測定に用いたU曲げ試験片とでは，曲
げ頭頂部での曲げ半径および負荷応力が異なる。このた
め，鋼板表面（曲げ頭頂部外側）に加わるひずみが異な
り26）, 30），定性的には曲げ半径が小さく負荷応力が高い方
が水素量が多くなると推察される。しかしながら今回の
実験結果では，U曲げ試験片の形状，曲げ頭頂部への負
荷応力の大小によらずほぼ同等の水素量となった。本試
験の水素量分析値は10×10mm×板厚の水素量分析試料
の平均値である。田路らの報告26）のように，鋼板の横
断面において引張応力が加わる曲げ外（凸）側では水素
量が多く，圧縮応力が加わる曲げ内（凹）側では鋼板の
加工に伴う水素量の増加は生じないと考えられる。しか
しながら，水素分析試験片の板厚中心を境に曲げ外側で
引張，内側で圧縮の応力分布が存在し，それが対称性を
持つことから，ガス分析で測定できる板厚全体としての
平均水素量では分布が測定値に現れず差異が生じなかっ
たと考えられる。
　一方，ひずみ量が増加するにつれて鋼中に存在する水
素量は増加31）すると考えられる。このため，板厚方向
の水素分布や割れ発生部での局所水素の定量評価，可視
化などが今後の検討課題と考えている。
3. 3　侵入水素量とU曲げ試験片の遅れ破壊挙動
　A～C鋼のU曲げ試験片の割れについては，割れ発生
水素量（HＣ）が低いB鋼でのみ発生しているが（図10），
表 2 で示したHCはHEを超えていない（図 6 ）。今後の考
察は必要だが，HCとHEの差は小さいこと，また今回評
価した水素量はある一定の試験時間で回収した際の水素
量であり，鋼材表面の水素は一日の中でも温度や湿度の
変化によって変動32）することから，U曲げ試験片に割れ
が発生した際には鋼材表面の水素量が一時的に高くなっ
たことが考えられる。それに加え，鋼材の腐食反応に伴
って表面に凹凸が形成33）しており，凹部に応力と水素
が集中することで耐水素脆性が低下34）し，表 2 に示し
たHCよりも低い水素量で割れが生じる可能性が考えら
れる。その結果，一時的にHE≧HCの関係になってU曲
げ試験片に割れが発生したと考えられる。

むすび＝大気腐食環境下において，1180～1470MPa級
の高強度鋼板の曲げ加工部に侵入する水素量はおおよそ
0.2ppm程度であり，耐食性向上元素の添加や鋼材表面
に生成するさび性状を制御することにより，鋼中に侵入
する水素量を低減させることができた。大気腐食環境下
で鋼板に侵入する水素量は，鋼板に加わる加工の状態

（曲げ半径，曲げ部に負荷された応力）によらずほぼ一
定であった。また1470MPa級の鋼板組織では，TBF組
織は同強度レベルのDP組織よりも耐遅れ破壊性に優れ
た。
　本技術は，今後さらなる高強度化の進展が予想される
自動車用高強度鋼板における遅れ破壊制御技術の一つと
して活用され，高強度鋼の適用に際しての安心，安全に
寄与できることを期待している。
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