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　数年前にドイツに出張した折に，某有名自動車会社の

技術展示館を訪問した。その展示手法が非常に分かりや

すいもので，よくぞ保存されていたなと驚くような当時

の実物が時経列に並べられ，そこに解説を添えるという

ものである。その自動車歴史絵巻のスタートを飾る一番

手は，なんと馬車であった。馬車には動力となる馬と運

転する御者が必要であるが，馬に代わる動力が発明され

て，自分で車輪を動かすという「自動車」に変わってい

った。さらに足元では御者に変わる運転機能の開発が進

み，自分で車輪も動かすし運転もこなすという「自動運

転車」も市場投入され始めている。

　このように，陸のうえを自由に移動できる自動車に託

した人間の夢が次々と実現されていくのは，それらを支

える様々な技術が発展してきたからにほかならない。一

台の自動車には広範囲にわたる最新技術が凝縮している。

　神戸製鋼所グループはあらゆる産業分野に対して事業

を行っているが，とりわけ自動車産業はその最大手であ

る。我々が自動車産業に提供させていただいているのは

商品と技術である。すなわち，鉄鋼やアルミなどのいわ

ゆる素材となる商品と，自動車生産現場における課題解

決や性能評価などの支援技術である。

　自動車産業界のニーズや要望に応える形で我々の技術

も発展を続けてきたわけであるが，新しい素材商品や技

術が実際に採用され新型車として世に出ることは，我々

神戸製鋼グループの技術者にとっても達成感にあふれる

喜びを感じる瞬間である。

　今回の特集号では，自動車に対して基準値が設けられ

年々規制強化されている「CO 2 排出量低減」と「衝突安

全性向上」という二つの性能にフォーカスし，我々の最

新の開発商品と最新の技術を紹介させていただく内容と

した。

　CO 2 排出量を低減するためには，動力系革新化と車体

軽量化の両面で対応が進んでいる。動力系では，エンジ

ン効率を高める技術と蓄電池や水素燃料を活用する技術

が進展しており，我々は動力系構造物の小型化（ダウン

サイジング）に対応できる線材条鋼製品の開発を進めて

いる。車体軽量化については，板厚を薄くできるハイテ

ン鋼板化を進めると同時に，比重が軽いアルミ板の新商

品開発に取り組んでいる。

　衝突安全性を向上させるためには，ボデー骨格の高強

度化が進んでいる。事故にあってもキャビン内にいる乗

員の命を守るべく，キャビン回りを高強度部材で固める

とともに，人への衝撃を緩和するための衝突エネルギー

吸収部材も上手く組み合わせた車体設計が進められてい

る。

　このように衝突安全性を高めていくと車体設計重量が

重くなってしまうため，もうひとつの規制項目である燃

費向上を図るためには素材の置き換えが必須となり，強

くて軽い素材（超高強度ハイテン鋼板やアルミ素材）へ

の移行が急ピッチで進んでいる。

　軽くて強い素材は万能かというとそうではなく，実は

使いづらいという問題がある。自動車の生産現場におい

て，プレス加工しにくいとか溶接しにくいといった問題

である。我々は新しい素材を提案する際には必ず，生産

現場で発生する課題を解決するソリューション技術を合

わせて提案させていただくことに心掛けてきた。

　プレス加工では，高強度になると残留応力によるそり

や寸法精度のばらつきが発生しやすくなる。顧客との連

携のもと，プレス金型と材料特性をもとにコンピュータ

シミュレーションで課題を見出し，時には新しい加工技

術も交えてソリューションを提案させていただいている。

　以上のように，神戸製鋼グループは，鉄鋼とアルミと

溶接の事業をもつ総合素材メーカとして自動車軽量化に

お役に立てるよう，これからも製品と技術の開発，それ

らを用いた提案活動を進める所存である。関係各方面か

らのご指導と忌憚のないご意見を頂ければ嬉しい限りで

ある。

自動車用材料・技術特集号の発刊にあたって
水口　誠
専務執行役員　鉄鋼事業部門　鋼材商品技術担当

Progress of Material & Solution Technologies in the Automobiles
Makoto	MIZUGUCHI
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　周知のように，地球温暖化ガス排出抑制を目指した自

動車業界の取り組みは，過去長きにわたり主として

1 ）エンジン駆動系の改良・新動力源の採用と，2 ）車

体軽量化の 2 つの切り口から営々と進められてきた。当

社も素材メーカの立場から，前者に対しては高性能な電

子・電気材料，後者に対してはハイテン鋼およびアルミ

などの車体軽量材料や溶接材料の供給を通じて，各自動

車メーカの目標達成に貢献をしてきている。

　ただし近年では，北米のCAFE（Corporate Average 

Fuel Efficiency：企業平均燃費）規制の強化などが契機

となって排出ガス抑制や燃費向上の緊急度が高まってい

る。その一方で，自動車の衝突安全性や快適性への高い

ニーズに伴う装備類の重量増は避けられず，後者の車体

の軽量化がより重要な課題となっている。

　そのような状況を受け，従来使用されている鉄系材料

に加え，軽量化材料としてアルミ材や樹脂材の使用が増

えてきつつあり，車体のマルチマテリアル化が進展しつ

つある。とくに欧米などでは，高級セダンのみならず生

産台数の多いピックアップトラックなどの車体にもアル

ミ材が多用されて大幅な軽量化を達成していることから

注目を集めている。

　また，米国カリフォルニア州などで実施されている

ZEV（Zero Emission Vehicle：排出ガスを一切出さな

い電気自動車や燃料電池車を指す）規制は，EVやPHV，

燃料電池車などの化石燃料依存度の低い車の普及を加速

させている。ただしこうした新動力源を使用した車両に

おいても，航続距離の延長や装備の充実のため，通常の

ガソリン車以上に車体の軽量化ニーズは高いものがある。

このように軽量化車体材料への期待が過去にないほど高

まっており，アルミ化，マルチマテリアル化は確実に進

展すると考えられる。

　当社アルミ・銅事業部門内には，アルミ板，アルミ押

出加工品，鋳鍛，銅板の製品ユニットを擁しており，そ

のそれぞれにおいて自動車の軽量化に役立つ製品の開発，

供給を行い，お客様から高い評価をいただいてきた。

　アルミ板の製品としては，自動車の外板部品に使うパ

ネル材や熱交換器材などを供給してきている。今後は，

外板部品のみならず車体構造そのものにもアルミ板を使

う動き，および海外市場への安定供給ニーズにも対応し

ていく。

　また，アルミ押出加工品では，軽量で衝突安全性に優

れる高強度7000系バンパーやドアビームなどの部品の供

給を行ってきた。今後はさらに進めて車体骨格にもアル

ミを使う動きにも対応を進め，かつ海外供給ニーズへの

対応力も強化を進めていく。

　さらにアルミ合金鋳鍛品では，当社独自開発の高強度

6000系鍛造合金を用いたサスペンション部品をオンリー

ワン製品として供給してきている。今後は一層の商品力

強化，および日米中の三極体制を通じてワールドワイド

市場への働きかけを強めていく。

　いっぽう，銅合金では自動車用端子材向けに幅広い製

品ラインナップをもっており，今後はさらなる高強度・

高導電率化や大電流対応などの動きを進める。

　以上，事業概要と今後の方向性について述べてきたが，

自動車分野は当社アルミ・銅事業においては最大の事業

分野であり，今後ますますその重要度は増してくる。

　今後も顧客密接体制でニーズを常に聞きながら，時代

を先取りできる材料，素形材メーカになれるよう努力し

ていく所存である。 

自動車向け当社アルミ・銅製品の普及拡大に向けて
藤井拓己
常務執行役員　アルミ・銅事業部門担当

Kobe Steel's Aluminum and Copper Products for Automotive Parts
Takumi	FUJII
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まえがき＝近年，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，超高強度を有す
る鋼板や部材のニーズがますます増大している。現在で
は，自動車のバンパやドアの補強部品には，980MPaを
超える超高強度の鋼板が使用されている。
　本稿では，主としてこれら用途に採用されている
1300MPa級および1500MPa級マルテンサイト鋼板につ
いて紹介する。

1 . 鋼板設計の考え方

　バンパレインフォースメント（以下，バンパR/Fとい
う）は，車両前後に固定されている補強部品であり，衝
突時に衝撃を受け止める役割を担っている。その形状
は，ロの字型断面や図 1 に示すようなBの字型断面など
がある。薄板のコイルから所定の長さに切断して穴あけ
加工した後，ロールフォーム成形またはプレス成形によ
り加工し，シーム溶接やスポット溶接などで最終形状に
組み上げる 1 ）。ロールフォーム成形の場合，成形，シー
ム溶接後に車体のフロント側またはリア側の形状に合わ

せて曲げ加工が施される。したがって，バンパ用途とし
て使用される鋼板には以下の特性が必要となる。
　①母材の曲げ加工性（ロールフォーム成形性）
　②抵抗溶接性（シーム溶接やスポット溶接時の適正電

流範囲の広さ，溶接継手の強度，シーム溶接部の曲
げ加工性）

　③耐遅れ破壊性（高強度材特有の必要特性）
1. 1　曲げ加工性
　1300MPa級および1500MPa級の高強度で優れた曲げ
加工性を得るためには，均一で高強度が得られるマルテ
ンサイト単相組織とすることが有効である。しかし，焼
入れしたままのマルテンサイト組織は高い強度を有する
が脆性（ぜいせい）的であるため，延性や靭性（じんせ
い）を向上させる目的で焼戻し処理を行う。いっぽうで，
曲げ加工性は焼戻し温度の影響を受け，いわゆる低温焼
戻し脆性が生じる焼戻し温度域では曲げ加工性も劣化す
ることが知られている 2 ） 。
　そこで，板厚1.0mmの0.22%Cマルテンサイト鋼板の
引張強度あるいは曲げ加工性（最小曲げ半径）に及ぼす
焼戻し温度の影響について検討した。その結果を図 2 に
示す。本検討結果でも上記と同様の現象が起こることを
確認しており、曲げ加工性が劣化する温度域より低い焼
戻し温度域で高強度と曲げ加工性の両立が可能であるこ
とを確認した。
1. 2　抵抗溶接性
　高張力鋼板の課題として，スポット溶接時の適正溶接
電流の範囲（所定のナゲット径が得られてからちり

4 4

（溶
融金属の飛散）が発生するまでの電流範囲）が狭くなる
こと 3 ），および十字引張強度が上がらないこと 4 ）が挙げ
られる。この現象は，同じ抵抗溶接であるシーム溶接で

1300MPa, 1500MPa級マルテンサイト鋼板
Martensitic Steel Sheets of 1300 and 1500MPa Grades

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（技術資料）

Super-high strength steel sheets with strength exceeding 980MPa have been used for automotive 
bumpers and door reinforcement parts to meet strengthened collision safety standards and to decrease 
weight for the sake of emission reduction. A study has been conducted to improve the bending 
workability, resistance weldability and delayed-fracture immunity required of steel sheets used in parts 
produced by cold forming, such as bumper reinforcements. The study has led to the development of 
martensitic steel sheets of 1300MPa and 1500MPa grades. The newly developed steel has enabled 
the production of bumpers of 1300MPa grade and 1500MPa grade, among the world's highest grades 
for cold worked bumper reinforcements, allowing a 10 to 15% weight reduction compared with 
conventional bumper reinforcements. 

内海幸博＊1

Yukihiro	UTSUMI
白木厚寛＊1

Atsuhiro	SHIRAKI
濵本紗江＊1

Sae	HAMAMOTO
衣笠潤一郎＊2

Junichiro	KINUGASA

＊ 1  鉄鋼事業部門　技術開発センター　薄板開発部　＊ 2  技術開発本部　材料研究所

図 1  バンパR/Fの例
Fig. 1  Example of bumper reinforcement
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も同様であると考えられる。適正溶接電流の範囲を広く
するには，ちり

4 4

発生電流を高電流側にすることが重要
で，このためには鋼の電気抵抗を増加させる元素である
P，Si，Mnなど 5 ）の添加量を少なくすることが有効で
ある。
　ロールフォーム成形で製造される閉断面のバンパー
R/Fに必要な特性は，溶接部の剥離（はくり）強度とシ
ーム溶接部の曲げ加工性である。そこで，シーム溶接に
おける剥離強度および溶接部の曲げ加工性と添加元素と
の関係を調査した。表 1 に示す化学成分でラボ溶製した
鋼を熱間圧延，酸洗，冷間圧延し，ソルトバスにて熱処
理を行って板厚1.2mmのマルテンサイト鋼を作製した。
熱処理条件は900℃で90秒保持しオーステナイト化した
後，水焼入れを行い200℃で360秒の焼戻し処理を行っ
た。得られた材料を 2 枚重ねでシーム溶接し，図 3 に示
すような試験によって溶接部の剥離強度を測定した。ま
た，図 4 に示すように溶接部を溶接線と直角方向に先端
Rが 2 mm， 3 mm， 5 mm，および10mmのダイスでU
曲げ試験を行い，溶接部にクラックが生じない最小曲げ
半径を求めた。そして，これらの測定値と成分との関係
を重回帰分析により求めた。図 5 にシーム溶接部の剥離
強度の測定結果を，図 6 にシーム溶接部の最小曲げ半径
の測定結果を，回帰式で求めたCeq1，Ceq2との関係で
示す。
　溶接部の剥離強度はCeq1＝C＋Mn／ 5 +Si／13との
相関があり，Ceq1が小さくなるほど，向上することが
わかった。いっぽう，溶接部の曲げ性はCeq2＝C＋Mn／
7.5との相関があり，Ceq2が小さくなるほど向上するこ
とがわかった。
1. 3　耐遅れ破壊特性
　鋼材は高強度になると水素脆化による割れ，いわゆる
遅れ破壊に対する感受性が高くなることは良く知られた
問題である 6 ）。鋼板の耐遅れ破壊特性には，強度だけで
なく化学成分やミクロ組織などが影響するといわれてい
る。高強度鋼の遅れ破壊は，鋼材の腐食反応に伴って発
生した水素が鋼中に侵入し，引張応力勾配にしたがって
局部的に集中した箇所において鋼が水素脆化割れを起こ
すと考えられている現象である。すなわち水素脆化は，

（ 1 ）鋼中への水素の侵入しやすさ，（ 2 ）鋼中の水素の
拡散しやすさ，（ 3 ）鋼材組織の水素脆化感受性の高さ，
の三つの要因が相互に関連した現象と理解される。

図 2  焼戻し温度が（a）引張強度および（b）最小曲げ半径に及ぼす影響（0.22%Cマルテンサイト鋼）
Fig. 2  Effect of tempearing temperature on (a) tensile strength and (b) minimum bending radius 

図 3  シーム溶接部の剥離試験
Fig. 3  Peel test of seam weld

図 5  成分とシーム溶接部の剥離強度の関係
Fig. 5  Effect of chemical composition on peel strength of seam weld

図 4  シーム溶接部の曲げ試験
Fig. 4  Bending test of seam weld

表 1  ラボ溶製材の化学成分
Table 1  Chemical composition of steels
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　したがって，水素脆化におけるそれぞれの要因に対す
る鋼材側からの対策としては，（ 1 ）耐食性の向上によ
って水素の侵入を防止すること，（ 2 ）トラップサイト
を導入して鋼中での水素の拡散と引張応力部への集中を
抑制すること，（ 3 ）結晶粒微細化などで鋼自身の水素
脆化感受性を低下することが有効である。本開発鋼にお
いても上記のような観点で実験室的に検討を行い，耐遅
れ破壊対策を講じた。
　また，上述したようにマルテンサイト組織では，曲げ
性ばかりでなく耐遅れ破壊特性も焼戻し温度の影響を受
けることが知られている 7 ）, 8 ）。本稿の検討結果では，曲
げ加工性が劣化する焼戻し温度とほぼ同じ温度域で耐遅
れ破壊特性も劣化することを確認しており，この温度域
より低い焼戻し温度域で高強度と曲げ加工性，耐遅れ破
壊特性の両立が可能であることを確認した。
　薄鋼板は通常，部品に加工される工程で所定の長さや
形状に切断，あるいは穴を開けることが多い。こうした
加工部の端部には非常に大きな塑性ひずみが導入されて
いるため，遅れ破壊が発生しやすいとされている。すな
わち，上記三つの耐遅れ破壊対策のなかでも，母材組織
制御による効果は失われる傾向にあるため，水素の侵
入，拡散を防止する対策が有効になる。この観点からも，
対応できる元素を抽出して最適化した成分設計としてい
る。

2 . 実機で製造したマルテンサイト鋼の特性

　 実 験 室 で の 検 討 結 果 に 基 づ き， 板 厚1.2mmの
1300MPa級および1500MPa級の冷延鋼板を実機で製造
した。鋼板の製造にあたっては，当社の連続焼鈍設備の
特徴である水焼入れプロセスの利点を最大限に活用し，
鋼の曲げ加工性，抵抗溶接性，および耐遅れ破壊特性を
兼備する品質設計を行った。図 7 に本開発鋼のSEM組
織を，表 2 に機械的性質を示す。また，曲げ加工性の確
認にあたっては，90°V曲げ試験およびL曲げ試験を実施
し（図 8 ），最小曲げ半径を求めた。結果を表 3 に示す。
1300MPa級および1500MPa級はいずれも均一なマルテン
サイト単相組織となっており，曲げ加工性も良好である。
　スポット溶接性は，板厚1.2mmの供試材に対し，先
端径φ6mmのDR形電極，加圧力4.1kN，溶接時間10サ
イクル／60Hz，溶接電流 4 ～13kAによる溶接を行っ

図 6  成分とシーム溶接部の最小曲げ半径の関係
Fig. 6  Effect of Chemical composition on minimum bending radius 

of seam weld

表 2  開発鋼の機械的性質
Table 2  Typical mechanical properties of developed steels

図 8  曲げ試験方法
Fig. 8  Experimental procedure of (a) V-bend test and (b) L-bend test

図 7  開発鋼のSEM組織
Fig. 7  SEM image of developed steels

表 3  開発鋼の機械的性質
Table 3  Typical bendability of developed steels
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て評価した。引張せん断強度および十字引張強度をそれ
ぞれ溶接電流値で整理した結果を図 9 に，また適正溶接
電流範囲とその電流範囲で得られるナゲット径，引張せ
ん断強度，および十字引張強度を表 4 に示した。なお，
本評価の適正溶接電流範囲の下限は，ナゲット径がJIS 
Z 3140のB級規格の最小ナゲット径4.4mm（ 4√t）と
なる電流値とした。また，高延性型の980MPa級DP鋼
の評価結果も併せて示した。
　1300MPa級および1500MPa級の引張せん断強度は

980MPa級とほぼ同等である。いっぽう，十字引張強度
は，980MPa級，1300MPa級，1500MPa級の順で低下
傾向にあった。この結果は，及川らの検討結果 9 ），すな
わち，引張せん断強度は1,100MPa以上で飽和してくる
こと，および十字引張強度は590MPaから780MPaで飽
和し780MPa級鋼では鋼板強度が上がるとともに低下傾
向を示すことと一致している。
　1300MPa級および1500MPa級の適正溶接電流範囲
は，980MPa級が1.5kAであるのに対し，1300MPa級が
2.5kA，1500MPa級が 4 kAとかなり広い。また，適正
溶接電流範囲の上限電流で得られるナゲット径は
980MPa級に比べ大きくなっている。このため，1300MPa
級および1500MPa級の適正溶接電流範囲の上限電流で
得られる十字引張強度は980MPa級とほぼ同等となって
おり，実用上の溶接性能は980MPa級とほぼ同等と考え
られる。
　耐遅れ破壊特性は，図10に示すU曲げ─塩酸浸漬法に
より評価した。短冊状の試験片を曲げ半径10mmでU曲
げ を 行 い，1300MPa 級 は1,300MPa，1500MPa 級 は
1,500MPaの応力を負荷した状態で0.1mol/Lの塩酸に
200時間浸漬し，割れ発生の有無を調べた。なお，短冊
状の試験片は通常，エッジを機械仕上げして試験を実施
する。また，薄板成形部品は一般的に切断端面であるこ
とから，エッジの機械仕上げをせずにシヤー切断したま
まの短冊状試験片でも試験を実施した。それらの試験結
果から，1300MPa級および1500MPa級ともに，機械仕
上げ端面，およびシヤー切断まま端面の両試験片とも割
れは発生せず，耐遅れ破壊特性は良好であることが確認
できた。
　本開発鋼を用いることにより，例えば，バンパR/Fの
強度としては世界最高レベルの1300MPa級および
1500MPa級のバンパの製造が冷間成形加工で可能にな
り，さらに従来のバンパR/F部品と比較して10～15%の
軽量化が実現できる。

図10  耐遅れ破壊試験（U曲げ－塩酸浸漬法）
Fig.10  Experimental procedure for delayed fracture resistance test

表 4  開発鋼に対する適正溶接電流範とその時のナゲット径，引張せん断強度，および十字引張強度
Table 4   Suitable welding current for developed steels and their nuget diameters, tensile shear strengths, and cross tensile strengths 

図 9  溶接電流が（a）引張せん断強度および（b）十字引張強度
に及ぼす影響

Fig. 9  Effect of welding current on (a) tensile shear strength and (b) 
cross tensile strength in the developed steels
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むすび＝当社は1180MPa級冷延鋼板を商品化し，バン
パR/F 用として製造販売している。本稿では，さらな
る高強度化のニーズに対応して，新たに開発した
1300MPa級，および1500MPa級マルテンサイト鋼につ
いて紹介した。本開発鋼板は一部の顧客でロールフォー
ム加工のバンパR/Fとして採用され，既に量産を開始し
ている。
　自動車においては，衝突安全性の向上と軽量化の両立
が今後とも重要な課題であり，ボデー用途では980MPa
級および1180MPa級の適用拡大に加え，1470MPa級の
適 用 が 求 め ら れ る。 ま た， バ ン パR/Fに お い て は
1700MPaへのさらなる高強度化が次の課題である。
　このように当社は，さらなる高強度化や高加工性のニ
ーズに寄与できる材料開発を進めていく所存である。
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まえがき＝近年，地球環境問題に関する意識の高まりか
ら，各自動車メーカでは燃費向上を目的として車体の軽
量化が進められている。また，乗員の安全性確保の観点
から自動車の衝突安全基準が強化されており，部材の衝
突特性の向上も求められている。そのため，最近の自動
車ではボデー骨格を中心に高強度鋼板（ハイテン）の使
用比率が一段と上昇している 1 ）。なかでも耐食性を必要
とするサイドシルやメンバ類などでは合金化溶融亜鉛め
っき（以下，GAという）鋼板が積極的に採用されている。
現在は，980MPa級GA鋼板の使用が拡大しており，最
近では1180MPa級への置き換えも進んでいる状況であ
る。置き換えにあたり，1180MPa級には980MPa級と同
等の加工性が強く望まれている。とくに，サイドシルや
その補強材などは，曲げ性や伸びフランジ性が求められ
ることが多い。これらニーズに対応すべく，当社では優
れた曲げ性と伸びフランジ性を有する1180MPa級のGA
鋼板を開発した。本稿では，開発鋼の特長である加工性
を中心とした諸特性について紹介する。

1 . 開発鋼の設計の考え方

　開発にあたり，成形時に重視される曲げ性と伸びフラ
ンジ性を980MPa級と同等レベルに確保しつつ，強度を
1180MPa級に向上させるべく組織と成分の設計を行っ
た。
　従来のGAハイテンは，フェライトとマルテンサイト
の複合組織であるDual Phase（以下，DPという）鋼板
が主である 2 ）～ 6 ）。マルテンサイトの硬度と体積率で強
度を調整し，軟質なフェライトにより高延性を示すのが
特長として挙げられる。しかし，フェライトとマルテン
サイトの硬度差が大きいことで，厳しい加工を受ける部
位では界面からのき裂発生による局部変形能の低下は避

けられず，1180MPa級以上のハイテンでは，曲げ性や
伸びフランジ性の向上が困難であった。それに加えて，
低い降伏強度に起因し，高降伏強度材より部品の衝突特
性が低い 7 ）ことも問題であった。
　これらの解決のため，開発鋼は，フェライトを極力抑
制し，代わりにベイナイトを生成させた複合組織を採用
した。フェライトとマルテンサイトの中間硬度であるベ
イナイトの適量導入により，必要量の延性を確保しつ
つ，マルテンサイトとの硬度差低減による局部変形能の
改善効果が得られる。さらに，フェライト生成の抑制に
より高降伏比を達成でき，部品の衝突特性の向上も実現
できる。
　添加元素の中では，加工硬化能の向上 8 ），およびベイ
ナイト中のセメンタイトの微細化を通じき裂抑制効果が
あるSiの活用を図った。当社では溶融亜鉛めっきライン
での酸化還元法によるめっき性改善技術により，GA鋼
板でも冷延鋼板と同様に1.0%以上のSi添加を可能として
おり 9 ），開発鋼においても適用した。
　上記の組織・成分の鋼板開発にあたっては，熱延工程
からの原板組織の制御技術，連続焼鈍工程における組織
の均質化技術やベイナイト分率の制御技術の確立も重要
な役割を果たしている。

2 . 開発鋼の主要特性

2. 1　引張特性
　開発鋼の特性評価にあたっては，980MPa級および
780MPa級のGAハイテンを比較鋼として用いた。図 1
に開発鋼と比較鋼のミクロ組織を，表 1 に代表成分と引
張特性を示す。引張特性はJIS Z 2241に規定されている
引張試験にて評価した。比較鋼はフェライトとマルテン
サイトのDP組織であるが，開発鋼はベイナイトとマル

1180MPa級合金化溶融亜鉛めっき鋼板
Hot-dip Galvannealed Steel Sheet of 1180MPa Grade

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（技術資料）

With the growing awareness of global environmental issues, automobile manufacturers are promoting 
the weight reduction of vehicle bodies to improve fuel economy, and high-strength steel sheets are 
being increasingly used, particularly for body frames. Lately, the high-strength steel sheets are desired 
to have good workability. To meet these needs, Kobe Steel has newly developed a galvannealed (GA) 
steel sheet of 1180MPa grade with good workability. Suppressing ferrite and taking advantage of Si 
have realized bendability and stretch-flangeability equivalent to those of conventional 980MPa grade 
dual-phase steel sheets. The newly developed steel also features favorable spot-weldability, delayed-
fracture resistance and collision characteristics. 

池田宗朗＊1

Muneaki	IKEDA
中屋道治＊1

Michiharu	NAKAYA

＊ 1  鉄鋼事業部門　技術開発センター　薄板開発部
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テンサイトの複合組織で降伏比が高められている。
2. 2　加工性
　伸びフランジ性はJIS Z 2256に規定されている穴広げ
試験（穴広げ率：λ）にて評価した（図 2 ）。開発鋼は，
比較鋼と同等以上の穴広げ率を有している。前述の成分
設計と組織制御により，局部変形能を向上できたことが
伸びフランジ性改善に起因していると考えられる。
　曲げ性はJIS Z 2248にて規定されている曲げ試験にて
評価した。30×100mm（t=1.4mm）の試料を，先端Rが
0.5～2.5mm（0.5ピッチ）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曲げ半径を板厚で除した
R/tを指標とした。曲げ稜線は，圧延方向に対して平行
である。結果を図 3 に示す。一般に曲げ性は，伸びフラ
ンジ性と同様，強度の上昇とともに劣化することが知ら
れており，比較鋼のR/tは，780MPa級のR/t＜0.4から
980MPa級ではR/t=1.4と劣化している。しかしながら，
開発鋼は1,180MPa級でありながら980MPa級と同じ
R/t=1.4であり，優れた曲げ性を有していることが分か
る。
　図 4 は，開発鋼および比較鋼の成形限界線図を示す。
スクライブドサークル径を6.35mmとし，潤滑としてポ
リシートを 2 枚重ねた条件で，破断限界ひずみを測定し
た。成形限界曲線の比較から，980MPa級は780MPa級
と比べて成形性が劣り，強度に伴い成形性は低下してい
る。いっぽう，開発鋼は980MPa級と同等の成形限界を
示した。開発鋼は980MPa級と比べて引張試験における
伸び特性には劣るが，伸びフランジ性と相関がある局部
変形能には優れている。引張試験（標点距離50mm）よ
りも，標点距離が6.35mmと短い本試験では，局部変形
能の効果がより現れたものと推察される。
2. 3　スポット溶接性
　図 5 に，開発鋼と980MPa級を用いて，スポット溶接
部のせん断引張強度（Tensile Slear Strength：TSS）

図 1  代表的組織写真　（a）開発鋼（1180MPa grade），（b）比較鋼
（980MPa grade），（c）比較鋼（780MPa grade）

Fig. 1  Microstructure of (a) developed steel (1180MPa grade), (b) 
conventional steel (980MPa grade), and (c) coventional steel 
(780MPa grade)

表 1  開発鋼と比較鋼の代表成分と機械的特性
Table 1  Chemical compositions and mechanical properties of developed and coventional steels

図 2  開発鋼（1180MPa）と比較鋼（980MPa，780MPa）の穴広げ率
Fig. 2  Hole expansion ratio of developed steel (1180MPa) and 

conventional steels (980MPa, 780MPa)

図 3  開発鋼（1180MPa）と比較鋼（980MPa，780MPa）の曲げ性
Fig. 3  Bendability of developed steel (1180MPa) and conventional 

steels (980MPa, 780MPa)

図 4  開発鋼（1180MPa）と比較鋼（980MPa，780MPa）の成形
限界線図

Fig. 4  Forming limit diagram of developed steel (1180MPa) and 
conventional steels (980MPa, 780MPa)

図 5  開発鋼（1180MPa）と比較鋼（980MPa, 780MPa）の（a）
せん断引張強度と（b）十字引張強度と溶接電流の関係

Fig. 5  Relationship between welding current and (a) tensile shear 
strength, (b) cross tensile strength in developed steel 
(1180MPa) and conventional steels (980MPa, 780MPa)
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および十字引張強度（Cross Tension Strength：CTS）
を測定し，溶接電流値で整理した結果を示す。なお，供
試材の板厚は1.4mmであり，溶接は表 2 に示した条件
にて行った。開発鋼のせん断引張強度は，従来知見10）

と同様に母材強度に対応して高くなる傾向にあり，ナゲ
ット径5.0mmにおいてJIS Z 3140A級規格である11.1kN
を上回っている。十字引張強度は，高合金化や高強度化
に伴い低下する傾向が知られているが，開発鋼は適正電
流範囲内では980MPa級とほぼ同等の強度となってい
る。低炭素当量で，かつHAZ軟化抑制による継手強度
改善効果を有するSi11）を活用した成分設計によって発揮
された特性だと考えられる。
2. 4　耐遅れ破壊性
　引張強さが1,180MPaを超える鋼材では，使用環境に
おいて鋼中に侵入する水素が原因と考えられる遅れ破壊
の発生が懸念される。これまで種々の加速試験が提案さ
れているが，本稿では酸浸漬法と複合サイクル試験

（Cyclic Corrosion Test，以下CCTという）を用いた。
CCTは，大気暴露と比較して，鋼中水素侵入速度を20
倍にすることでき，かつ腐食挙動を模擬できるため，加
速試験として優れている12）。
　短冊状試験片を曲げ稜線が圧延方向と平行になるよう
に半径 5 mmでU曲げ加工し，ボルト締めによって応力
を負荷した。曲げ加工部凸側に一軸測定用ひずみゲージ
を貼り付け，（ヤング率）×（ひずみゲージで測定した
ひずみ量）が2,000MPa，つまり弾性ひずみのみと仮定
した場合の負荷応力が2,000MPaとなるようにした。作
製したサンプルは，酸浸漬法では 5 %HClに48h浸漬し，
CCTではJASO M609-91で規定された試験に50日間供
し，割れ発生有無を確認した。結果を表 3 に示す。いず
れの促進試験においても遅れ破壊の発生は認められず，
優れた耐遅れ破壊性を有していることが分かる。
2. 5　衝突特性
　部材を模擬したハット形状の試験体を曲げ加工により
作製し，三点曲げ圧壊試験と軸圧壊試験を行うことで，
衝突特性を評価した。図 6 に試験体の断面形状を，図 7
に圧壊試験方法を示す。なお，背板は590MPa級の冷延
ハイテン（板厚：1.4mm）を用い，打点間隔：30mm 
で試験体にスポット溶接した。部材の軸方向長さと圧壊
時の変位は，三点曲げ圧壊試験では900mmと80mm，

軸圧壊試験で300mmと30mmとした。荷重－変位曲線お
よび吸収エネルギー線図を図 8 に示す。いずれの試験に
おいても，最大荷重と吸収エネルギーは材料の母材強度
の増大に伴って上昇している。圧壊試験後の部材の外観
を図 9 に示す。材料間で座屈モードに大きな違いはなく，

表 3  開発鋼（1180MPa）と比較鋼（980MPa）の遅れ破壊評価結果
Table 3  Evaluation result of delayed fracture of developed steel (1180MPa) and conventional steel (980MPa)

図 6  圧壊試験体の断面形状
Fig. 6  Cross section geometry of crash test specimen

図 7  三点曲げ圧壊試験と軸圧壊試験の方法
Fig. 7  Experimental procedure of bending and axial crash test

図 8  開発鋼（1180MPa）と比較鋼（980MPa, 780MPa）の圧壊
試験結果

Fig. 8  Results of crash tests in developed steel (1180MPa) and 
conventional steels (980MPa, 780MPa)

表 2  スポット溶接の条件
Table 2  Spot welding conditions
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母材およびスポット溶接部での破断も発生していない。
　以上より，開発鋼は低強度材よりも最大荷重および吸
収エネルギーに優れることが分かった。今後，サイドシ
ルやメンバなどの衝突特性が必要となる部材への適用拡
大が期待される。

むすび＝今回，980MPa級と同等の曲げ性や伸びフラン
ジ性を有する1180MPa級のGA鋼板を新たに開発し，そ
の組織制御の考え方や主要特性について紹介した。加工
性や継手強度の向上効果があるSiの活用に加え，従来の
DP組織とは異なる複合組織の適用によって，優れた曲
げ性や伸びフランジ性のみならず，良好なスポット溶接
性，耐遅れ破壊性，および衝突特性を兼備していること
が特長である。
　開発鋼は現在，ボデー骨格部品に適用され，顧客から
高い評価を得ている。しかしながら，材料特性に対する
最近の顧客ニーズは一段と厳しくなっている。今後も顧
客の抱える課題に対して，当社は材料面での特性改善を
行うことで貢献し，高強度鋼板の適用拡大に寄与してい
く所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 栗山幸久ほか. 自動車技術. 2001, Vol.55, No.4, p.51-57.
2 ） 中屋道治ほか. R&D 神戸製鋼技報. 2000, Vol.50, No.1, p.75. 
3 ） 大宮良信ほか. R&D 神戸製鋼技報. 2002, Vol.52, No.3, p.10-14.
4 ） 嘉村 学ほか. R&D 神戸製鋼技報. 2001, Vol.51, No.2, p.79. 
5 ） M. Kamura et al. IBEC2002, Proc. of the 2002 IBEC and 

ATT Conf. on CD-ROM, 2002, 2001-01-3094.
6 ） M. Kamura et al. SAE Technical Paper, 2003,  2003-01-0522.
7 ） 渡辺憲一ほか. CAMP-ISIJ, 1996,  Vol.9, No.6, p1381. 
8 ） 弘中 諭ほか. CAMP-ISIJ, 2009, Vol.22, p1330. 
9 ） 二村裕一ほか. R&D 神戸製鋼技報. 2011, Vol.61, No.2, p.41-44. 
10） K. Takakura et al.. SAE Technical Paper, 2006, 2006-01-1586.
11） 須藤正俊ほか. 鉄と鋼. 1982, Vol.68, No.9, p.1411. 
12） 衣笠潤一郎ほか. R&D 神戸製鋼技報. 2011, Vol.61, No.2, p.65-

68. 

図 9  圧壊試験後の開発鋼（1180MPa）と比較鋼（980MPa, 780MPa）
Fig. 9  Developed steel (1180MPa) and conventional steels (980MPa, 

780MPa) after crash test



12 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017）

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，車体骨格部材への高強
度鋼板の適用が進んでいる。当社は種々の冷間成形用高
強度鋼板を提供しており，最近では，自動車ボデー骨格
としては世界で初採用となる1180MPa級を実用化し
た 1 ）, 2 ）。しかし冷間成形用高強度鋼板は，鋼板の強度が
上昇するに従ってプレス荷重が増加し，寸法精度が悪化
するといった問題 3 ）が発生することから，現状では
1180MPa超級の実用化は限られている。
　このような問題を解決する手法としてホットスタン
プ 4 ）, 5 ）の適用が拡大している。ホットスタンプは，オ
ーステナイト域に一度加熱した後，高温で成形し，その
まま金型内で冷却してマルテンサイト組織を得る技術で
あり， 1500MPa級の高強度化を容易に行うことができ
る。ホットスタンプ用鋼板としては一般に22MnB5鋼

（ボロン鋼）が用いられることが多いが，強度確保のた
めの金型での冷却に時間を要し，生産性は冷間成形用鋼
板の10分の 1 程度である 6 ）。そこで，成分設計 6 ）, 7 ）や
金型冷却の工夫 8 ）によるプレス生産性向上が提案され
てきた。
　当社でもホットスタンプ用鋼板における上記のような
問題に着目し，主に成分設計を最適化させた高生産性ホ
ットスタンプ用鋼板を開発したので紹介する。

1 . 開発鋼の成分設計の考え方

　22MnB5鋼を用いたホットスタンププロセスでは，図 1
に示すように，オーステナイト化後，金型内で冷却し，
200℃以下まで保持して離型することにより，1500MPa
を満足するのに必要なマルテンサイト組織を達成してい
る 9 ）。例えば，600℃の離型で強度が達成できるのであ
れば，従来約15s必要だった金型保持による冷却時間を

約 3 sまで大幅に短縮させ，プレス生産性を向上させる
ことができる。また，従来のホットスタンプでは，離型
後の強度が1500MPaとなっており，金型耐久性や切断
部の遅れ破壊問題から，その後のピアス，トリムにはレ
ーザ加工が必要となり，生産性の低下と設備投資による
コストアップとなる。
　いっぽう，金型保持時間を短縮できれば成形後もまだ
鋼板の温度が高く，強度の低い状態を維持できる。そう
すると，成形後に引き続きトリムやピアスも同一プレス
機内で行う多工程ホットスタンプが可能となる。このこ
とにより，ホットスタンプ部品の生産性が大幅に改善さ
れることが期待される。 
　そこで，表 1 に示す成分の冷延鋼板（板厚1.4mm）
を用いて図 2 に示す熱処理を行い，硬さに及ぼす金型離
型温度（To）の影響を調査した。その結果を図 3 に示す。
ここでの開発では，フェライトおよびベイナイト変態を

高生産性ホットスタンプ用鋼板
Steel Sheets for Highly Productive Hot Stamping

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（技術資料）

Rapid progress is being made in the application of hot-stamped, super-high strength parts to 
automobile bodies. Hot stamping is a technology that can solve the problems associated with high-
strength steel sheet, e.g., an increased stamping load and the deterioration of dimensional accuracy; 
however, the method has suffered from low press productivity and the limitation of part shapes. In 
order to overcome these issues, a steel sheet for hot stamping has been developed via compositional 
design. This paper introduces the characteristics of the newly developed steel sheet and its practical 
applications, including a demonstration of the multi-step hot stamping. 
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図 1  既存のホットスタンプにおける鋼板温度変化
Fig. 1  Steel temperature change in conventional hot stamping
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抑制するため，MnとSiの添加に着目した。Siはさらに
マルテンサイトの焼戻し軟化抵抗も増加させることが可
能である。
　22MnB5鋼に対し，Mnを増加したHi-Mn鋼では，い
ずれの離型温度においても硬さを上昇させることが可能
である。しかしながら，1500MPaに相当する450HV以
上を安定的に満足させるには200℃以下への冷却が必要
である。Siを増加したHi-Si鋼でもHi-Mn鋼と同様の結果
を示している。いっぽう，SiおよびMnを同時に増加し
た開発鋼は優れた焼入れ性を示し，600℃の離型でも
450HV以上の硬さが得られるうえに，離型温度による
硬さ変化も小さい。このように，金型冷却によらず硬さ
を確保することが可能な開発鋼は金型保持時間を大幅に
短縮でき，同一プレス機内でさらなる加工工程を追加で
きる。
　図 4 に開発鋼のCCT曲線を示す。開発鋼は，Mnおよ
びSiの添加効果によってフェライトおよびベイナイト変
態が抑制されており，従来の22MnB5鋼では約30℃/sと
なる臨界冷却速度は約 5 ℃/sである。
　部品内で安定した硬さを達成するには，Ms点以下の
冷却速度（二次冷却速度）の依存性が小さいことも必要
である。そこで，図 5 に示すように，冷延鋼板を900℃
まで昇温した後380℃まで急冷し，二次冷却速度（CR2）

を変化させて製作した供試材を用い，硬さに及ぼす二次
冷却速度の影響を調査した。図 6 にその結果を示す。
22MnB5鋼は二次冷却速度の影響を受けて硬さが大幅に
低下しているのに対し，開発鋼は冷却速度依存性が小さ
く，硬さが安定している。これは，22MnB5鋼は冷却速
度の低下に従ってマルテンサイトの自己焼戻しが進む
が，開発鋼はSi添加によって焼戻し軟化抵抗が上昇し，
硬さが安定しているためと考えられる。
　開発鋼ではこのように，MnおよびSiを適切に添加す
ることで加熱後の幅広い冷却条件下で強度確保が可能と
なり，380℃以下の範囲において実用上の冷却速度範囲

図 2  実験方法
Fig. 2  Experimental method

図 3  硬さに及ぼす金型離型温度の影響
Fig. 3  Effect of die open temperature on hardness

図 4  開発鋼のCCT線図
Fig. 4  CCT diagram of the developed steel

図 5  実験方法
Fig. 5  Experimental method

図 6  硬さに及ぼす 2 次冷却速度の影響
Fig. 6  Effect of secondary cooling rate on hardness

表 1  供試材の化学成分
Table 1  Chemical composition of steels
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内（ 5 ℃/s以上）で安定した硬さが得られる。

2 . 開発鋼の特性

2. 1　ホットスタンプ処理後の基本特性
　板厚1.4mmの冷延鋼板を900℃に加熱後，図 7（a）に
示す金型を用いて（b）に示す形状に成形し，（b）に示
す位置から切り出してJIS 5 号試験片を作製した。なお，
金型保持時間は保持なし（ 0 s）と15sで行った。これ
らの試験片を用いて行った引張試験の結果を表 2 に示
す。22MnB5鋼ではホットスタンプ処理後の金型保持時
間15sで1500MPa以上の強度を示すのに対し，開発鋼は
金型保持時間なしでも1500MPa以上の強度を示した。

図 8 に，22MnB5鋼の金型15s保持後，および開発鋼の
金型保持なしの冷却後組織を示す。いずれもマルテンサ
イト単一組織となっているが，開発鋼は22MnB5鋼と比
較して炭化物の生成が少ない。これは，Siによる炭化物
抑制効果によるものと考えられ，焼戻し軟化抵抗を上昇
させ，金型保持時間なしでも高い強度が得られる一因と
推定される。
2. 2　実用特性
　スポット溶接性，化成処理性，および低温靭性を評価
するため，板厚（t）1.4mmの開発鋼冷延鋼板を900℃に
加熱後，380℃まで強制冷却し，放冷した。さらに，エ
アー圧力0.4～0.5MPa，φ0.3mmの鉄球を用いたショッ
トブラストによって表面のスケールを除去して供試材と
した。引張強さ（TS）は1500MPa級であることを確認
している。
　表 3 に示した条件によってスポット溶接を行い，ナゲ
ット径に及ぼす電流の影響を調査した。その結果を図 9
に示す。ナゲット径が 4 √t となる溶接電流値は6.0kA，
ちり
4 4

発生時（溶融金属の飛散）の溶接電流値は8.0kAを
示し，従来の22MnB5鋼や他のハイテン鋼と同程度の約
2.0kAの適正溶接電流範囲が存在する。図10に十字引張

図 8  ホットスタンプ後の組織
Fig. 8  Microstructure of die quenched steel

表 2  機械的特性に及ぼす金型保持時間の影響
Table 2  Effect of holding time of die quenching on mechanical 

properties

図 7  金型プレス実験方法
Fig. 7  Experimental methods for die pressing

表 3  スポット溶接条件
Table 3  Spot welding conditions

図10  スポット溶接電流と十字引張強度の関係
Fig.10 Relationship between spot welding current and cross tension  

strength

図 9  スポット溶接電流とナゲット径の関係
Fig. 9  Relationship between spot welding current and nugget 

diameter
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強度に及ぼす溶接電流の影響を示す。適正溶接電流範囲
内で従来の22MnB5鋼と同程度の7,000 N以上の安定し
た十字引張強度が得られた。
　化成処理性は，市販の処理液（日本ペイント（株）製サ
ーフダインSD6350）を用いて評価した。鋼板表面のり
ん酸塩皮膜を図11に示す。すけ

4 4

（素地の露出）は認め
られず，また結晶サイズや形態も良好である。
　JIS 4 号シャルピー試験片を作製し，評価した結果を
図12に示す。いずれの試験温度においても脆性破面は
確認されず，－40℃と室温で同等の吸収エネルギーを示
しており，低温靭性の実用特性を満足する。

3 . 開発鋼の実用性の評価

3. 1　多工程ホットスタンプの検証
　開発鋼の優れた焼入れ性と硬さ安定性は，多工程ホッ
トスタンプ，あるいはテーラードブランクにおける差厚
材溶接部のような，金型での接触が不十分となりやすい
ホットスタンプ10）にも効果を発揮できることが期待さ
れる。
　そこでここでは，図13に示す工程で多工程ホットス
タンプの検証実験を行った。本検証では，従来の 1 工程
では成形が困難と想定される図13-Stage # 3 のような部
品形状を 3 工程で成形する複数の金型セットを作製し，
2 工程，3 工程それぞれにピアス，トリムを組み込んだ。
これらの金型セットをクランクプレス機に装備した。開
発鋼（板厚1.4mm）のブランクを900℃に加熱してStage 
# 1 金型に移送し，クランクプレス機のサイクルタイム
を20spm（Shot per minute）として金型間はロボットで
搬送した。なお，Stage # 3 の離型温度は約300℃であ
り，寸法精度は良好である。
　得られた部品各部の硬さ分布を図14に示す。上記と
同工程で成形した22MnB5鋼はいずれの測定位置におい図11  開発鋼のりん酸塩結晶皮膜

Fig.11  Micrograph of phosphate crystal on developed steels

図12  開発鋼のシャルピー試験結果
Fig.12  Results of Charpy test of developed steel

図13  多工程ホットスタンピングにおける部材形状変化
Fig.13  Member shape changes in the multi-step hot stamping

図14  部品の硬さ分布
Fig.14  Hardness distributions of specimens
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ても450HVを満足せず，部品内での硬さのばらつきも
大きい。いっぽうで開発鋼は，部品全体で450HV以上
の安定した硬さが得られている。すなわち，開発鋼を用
いることによってこのような多工程ホットスタンプを行
うことが可能であり，複雑形状化のみならず，トリミン
グやピアシングも同一プレス機内での加工が可能である
ことを明らかにした。
3. 2　開発鋼板の表面特性
　22MnB5鋼および開発鋼の冷延鋼板を大気炉加熱によ
り900℃まで昇温した後空冷し，700℃から室温まで金型
冷却を行った。このときのそれぞれの鋼板表面の外観を
図15に示す。22MnB5鋼ではスケールが多く剥（は）が

れ落ちているのに対し，開発鋼はスケール密着性に優
れ，ほとんど剥がれ落ちない。Siは鋼の高温酸化抵抗を
増し11），酸化スケールの生成を抑制することが知られて
いる。開発鋼は1.0%以上のSiを添加していることからス
ケールが薄くなり，密着性が向上したと考えられる。
　このような開発鋼の特性は，実プレスにおいて金型内
スケール剥がれを防止し，スケール噛み込みによる部品
疵を防止できることが期待される。

むすび＝当社では今回，生産性に優れる新たなホットス
タンプ用鋼板を開発し，本稿においてその主要特性につ
いて紹介した。開発鋼は，高生産性に加えて優れたと硬
さ安定性を示す。また，スポット溶接性や化成処理性，
低温靭性についても顧客の要求を満足する特性を有する
ことから，多工程ホットスタンプへの利用へも期待され
る。さらに，優れたスケール密着性は金型内におけるス
ケールの剥離（はくり）を防止できることから，ホット
スタンププロセスの安定化にも寄与する。
　当社では今後も顧客から満足いただける鋼板の開発に
努め，高強度鋼板の適用拡大に寄与していく所存であ
る。
　
参　考　文　献
1 ） 村田忠夫ほか：R&D神戸製鋼技報. 2017, Vol.66, No.2, p.17-20.
2 ） 福原恵美ほか. 日産技報. 2015, No.76, p.5.
3 ） 佐藤章仁. 塑性と加工. 2005, Vol.46, No.534, p.548.
4 ） 中嶋勝司. CAMP-ISIJ, 2004, Vol.17, p.980.
5 ） 小嶋啓達. プレス技術. 2004, Vol.42, No.8, p.38.
6 ） 瀬沼武秀ほか. 塑性と加工. 2008, Vol.49, No.567, p.71.
7 ） 瀬沼武秀ほか. 塑性と加工. 2010, Vol.51, No.594, p.54.
8 ） 森謙一郎ほか. 塑性加工春季講演会. 2015, p.247.
9 ） D. W. Fan et al. MS&T. 2007, p.98.
10） 藍田和雄. プレス技術. 2014, Vol.52, No.8, p.34.
11） 森岡　進. 鉄鋼腐食科学. 朝倉書店, 1972, p.58-60

図15  金型冷却後の外観
Fig.15  Sheet surface after die quenching
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まえがき＝近年，自動車の衝突安全性向上と排出ガス削
減のための車体軽量化を目的として高強度鋼板の適用が
進められている 1 ）, 2 ）。そうしたなか当社はこれまで，部
品形状に応じて加工特性を最適化した冷延／めっき鋼板
を提供し 3 ）～ 6 ），顧客からの高い評価を受けている。
　自動車ボデー骨格部材に対しては，衝突時の搭乗者保
護のためにさらなる高強度化が指向されており，例えば
センタピラーに代表される複雑形状部品への適用におい
て，成形のために低強度鋼板と同等の加工性が求められ
る。しかしながら鋼板は一般的に，高強度化に伴って加
工性が低下する傾向があるため，1180MPa級以上の高
強度鋼板の適用は困難であった。
　そこで当社では，この問題を解消すべく，優れた延性

（Elongation，以下ELという）を有する高強度鋼板の検
討を進め，自動車ボデー骨格用として世界初となる
1180MPa級の超高加工性高強度鋼板を開発した 7 ）。本鋼
板は，従来のDP（Dual Phase）鋼板比で約 2 倍の高い
ELを有する。本稿では，開発材の組織制御の考え方お
よび主要特性について紹介する。

1 . 開発材の組織制御の考え方

　開発材は，複雑形状部品への適用を目的とした高強度
鋼板であり，強度と優れたプレス成形性を両立する。プ
レス成形時の割れを抑制するためには，ELに加えて伸
びフランジ性の指標である穴広げ率（以下，λという）
も重要である。しかしながら一般に，ELとλの両立は
困難である。
　成形性の向上にはC，Siに代表される合金元素の添加
が有効であることが知られている。その一方でこれらの

合金元素の添加は，部品の実用特性として重要なスポッ
ト溶接部の継手強度低下 8 ）や化成処理性の劣化を招
く 9 ）。加えて，高強度鋼板では遅れ破壊への感受性が高
くなる10）ため，耐遅れ破壊性の確保も重要である。こ
のため，高い強度と優れた成形性，実用特性を兼ね備え
た鋼板を実現するために，様々な組織制御方策が開発さ
れてきた。
　図 1 に，当社の代表的な高強度鋼板の特性を示す。冷
間加工用高強度鋼板として当社では，DP鋼板 2 ）, 4 ）, 11），
TBF（TRIP aided Bainitic Ferrite）鋼板12）～14），および
マルテンサイト鋼板15）の製造技術を確立している。開
発材では，これら従来材における組織制御技術を活用す
ると同時に，さらなる特性向上方策の検討を行って以下
の組織制御を適用した。
　 1 ）合金元素（C，Si）添加量とベイナイト変態の活

用による残留オーステナイト体積率の増大
　 2 ）マルテンサイトの導入とその変態を活用した残留

超高加工性1180MPa級冷延鋼板の特性
Characteristics of 1180 MPa Grade Cold-rolled Steel Sheets with 
Excellent Formability

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

High-strength steel sheets are being used in recent years to improve crashworthiness and to 
decrease weight in order to reduce automobile emissions. Higher strength is desired particularly for 
automotive body frame members. In response to this demand, Kobe Steel has developed a 1180MPa 
grade cold-rolled steel sheet with excellent formability. This paper introduces the guidelines for 
the microstructural control and typical characteristics of the steel sheet. The newly developed 
steel exhibits favorable practical characteristics of delayed-fracture resistance, spot weldability and 
conversion treatability, in addition to excellent strength and formability. 
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図 1  冷延鋼板の代表的なTS-ELバランス
Fig. 1  Tensile strength and elongation of cold rolled steel sheets
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オーステナイトの微細化
　 3 ）フェライトの導入による軟質組織と硬質組織の複

合組織化
　開発材および従来のTBF鋼板のミクロ組織の一例を
図 2 に示す。開発材では，ベイナイトおよびマルテンサ
イトで構成される母相中にフェライトが存在し，さらに
微細分散した残留オーステナイトを含有している。こ
の組織では，残留オーステナイトの加工誘起塑性

（TRansformation Induced Plasticity，以下TRIPという）16）

効果および軟質なフェライト相の導入により，優れた均
一変形能を有している。さらに，ベイナイト組織および
マルテンサイト組織を母相とすることで高い強度特性を
実現している。また，残留オーステナイトを微細分散さ
せたことにより，成形時に残留オーステナイトが変態す
ることにより形成される非常に硬質なマルテンサイト組
織と軟質な母相組織の界面におけるボイド生成を低減
し12），穴広げ率λに代表される局所変形能の劣化を抑制
している。
　開発材，および比較としてDP鋼板（980MPa級および
1180MPa級）の代表的な機械的特性を表 1 に示す。開
発材では，均一変形能を改善すると同時に局所変形能の
劣化を抑制したことにより，非常に優れたTS，EL，λ
の特性バランスを達成した。

2 . 開発材の主要な特性

2. 1　成形性
　薄鋼板のプレス成形は，伸びフランジ，曲げ，張り出
し，および深絞りの 4 モードに大別される。伸びフラン

ジ性の指標であるλ値については前章で述べたので，以
下では開発材の曲げ性，張り出し性，深絞り性の調査結
果について述べる。
　図 3 は，90度V曲げ試験における開発材と980MPa級
および1180MPa級DP鋼板の最小曲げ半径（R）の代表特
性を示す。曲げ試験では，曲げ方向が圧延方向に対して
垂直となるように100×40mmの試料を金型に配置し，
先端（R）が 0 ～5.0mmの90度パンチを圧下した際，試
料にクラックが生じない最小の曲げ半径を指標とした。
開発材は高強度であるため，980MPa級DP鋼板よりは低
位であるものの，1180MPa級DP鋼板と同等の曲げ性を
示している。これは，残留オーステナイトを微細分散さ
せたことでひずみの局所集中を抑え，き裂の起点となる
ボイドの発生を抑制できたためと考えられる。
　図 4 に，開発材および980MPa級および1180MPa級DP
鋼板の張り出し成形性の代表特性を示す。試験片をしわ

図 2  （a）開発材と（b）従来TBF鋼板の代表的組織写真
Fig. 2  Microstructure of (a) developed TBF steel, (b) conventional 

TBF steel

表 1  開発材とDP鋼板の代表的な機械的性質
Table 1  Mechanical properties of developed TBF steel and dual 

phase steels

図 5  張出し成形試験金型
Fig. 5  Schematic illustration of measurement apparatus for stretch 

formability

図 4  1180MPa級TBF鋼板（開発材）とDP鋼板の張出し成形性
Fig. 4  Stretch formability of developed TBF steel and dual phase steels

図 3  1180MPa級TBF鋼板（開発材）とDP鋼板の曲げ性
Fig. 3  Bendability of developed TBF steel and dual phase steels
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押さえ力196kNで保持して図 5 に示す金型およびブラ
ンク形状にて成形し，フランジ部からのブランク流入を
抑制した張り出し変形における破断限界高さによって張
り出し成形性を評価した。開発材では，980MPa級DP鋼
板と同等の破断限界高さを示しており，これは前述の組
織制御によりELを改善したことによる効果である。
　図 6 に，開発材および980MPa級および1180MPa級DP
鋼板の深絞り成形性の代表特性を示す。試験片をしわ押
さえ力196kNで保持して図 7 に示す金型およびブラン
ク形状にて成形し，フランジ部からのブランク流入を伴
う深絞り変形における破断限界高さを評価した。開発材
では，980MPa級DP鋼板より優れた破断限界高さを示し
ている。これは，残留オーステナイトの加工誘起変態に
よって優れた深絞り性を呈したためと考えられる。
　図 8 は，開発材および比較として980MPa級DP鋼板の
板厚：1.4mmにおける成形限界線図（Forming Limit 
Diagram：FLD）を示す。開発材は，低強度である980MPa
級DP鋼板と同等の成形限界を示しており，プレス成形
性に優れていることがわかる。
2. 2　耐遅れ破壊性
　耐遅れ破壊性は，U曲げ加工・ボルト締め込みによっ
て応力負荷した試験片を塩酸に浸漬する方法で（図 9 ）
割れ発生の有無を評価した。その結果を表 2 に示す。開
発材では，最も厳しい加工条件においても割れは発生せ
ず，優れた耐遅れ破壊性を示した。これは，開発材に微

細分散させた残留オーステナイトが水素を吸蔵すること
により，水素に起因する割れ発生が抑制されたためと考
えられる17）。
2. 3　スポット溶接性
　残留オーステナイトを活用した鋼板は一般にDP鋼板
より高成分化が必要であり，溶接ナゲットが硬質となる
ため，ナゲット内での破断が発生しやすい。とくに，ナ
ゲット径が小さい場合にこの傾向は顕著であり，溶接部
の継手強度が低下する。ナゲット径の増大には高電流化
が有効であるが，高成分材ではちり

4 4

発生（溶融金属の飛
散）が避けられず，安定して良好な継手強度が得られる
適正電流範囲の確保が困難である。開発材では溶接性を
考慮して極力低成分での材料設計を行い，加えてちり

4 4

発
生抑制のための溶接条件についてさらなる検討を行っ
た。本検討では，二段通電での一段目において低電流通
電を行うことにより，高電流通電時の急激な温度上昇に
伴う溶融金属の体積膨張を緩和し，ちり

4 4

発生の抑制効果

図 7  深絞り成形試験金型
Fig. 7  Schematic illustration of measurement apparatus for deep 

drawing formability

図 6  1180MPa級TBF鋼板（開発材）とDP鋼板の深絞り成形性
Fig. 6  Deep drawing formability of developed TBF steel and dual 

phase steels

図 8  1180MPa級TBF鋼板（開発材）と980MPa級DP鋼板の成形限
界曲線

Fig. 8  Forming limit diagram of developed TBF steel and dual phase 
steel

図 9  遅れ破壊試験方法
Fig. 9  Test procedure of delayed fracture resistance

表 2  開発材の耐遅れ破壊性
Table 2  Effect of bending radius, residual stress on delayed 

fracture performance



20 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017）

を得ている。
　溶接継手強度は，板厚1.2mmの鋼板を溶接し，引張
せん断強度（Tensile Shear Strength：TSS）および十
字引張強度（Cross Tension Strength：CTS）を評価し
た。図10に溶接電流と引張せん断強度，図11に溶接電
流と十字引張強度の関係を示す。開発材では，溶接電流
5.0kA以上において引張せん断強度はJIS-A級の規定荷
重：8.78kNを満足し，ちり

4 4

発生までの適正電流範囲も
3.5kA以上と広い領域を確保可能である。十字引張試験
では，低電流条件においてナゲット径が小さく，ナゲッ
ト内破断が生じるため，十分な継手強度の確保は困難で
あった。いっぽう，溶接電流を増加させてナゲット径を
拡大することにより，破断形態はプラグ形状へ改善し，
良好な十字引張強度が得られた。適正電流範囲も1.5kA
以上の領域を確保でき，良好な溶接継手を安定的に形成
できることを示している。
2. 4　化成処理性
　化成処理性の一例として，図12に開発材および軟鋼
の鋼板表面のりん酸塩皮膜を示す。この皮膜は，開発材

を日本パーカライジング㈱製：パルボンドL3065へ浸漬
することにより生成した。Si添加量の増加に伴い，化成
処理性は一般に劣化する傾向があるが，開発材にすけ

4 4

（りん酸塩結晶の形成不良）は認められない。結晶粒サ
イズや形態も軟鋼と同等であり，化成処理性は良好であ
る。これは，永年にわたる検討により蓄積してきた高Si
鋼板の実用特性や製造技術の改善技術を適用した成果で
ある18）。

むすび＝優れた成形性を有する新開発の1180MPa級高
加工性冷延鋼板について，組織制御の考え方と主要な特
性について紹介した。開発材は良好な強度と成形性を有
するだけではなく，耐遅れ破壊性および化成処理性にも
優れ，十分な継手強度を有するスポット溶接部を安定的
に形成することも可能である。
　当社では，開発材を冷延高強度鋼板製品のなかで高加
工性製品と位置付けている。その他にも高λ型のTBF
鋼板に加え，超高強度のマルテンサイト鋼などのライン
アップを有している。
　しかしながら，今後も自動車骨格の高強度鋼板の適用
が進められ，材料特性に対する顧客ニーズは一段と厳し
さを増していくことが予測される。そうしたなか当社で
は，本稿で紹介した超高加工性1180MPa級冷延鋼板を
はじめとして，これまでに蓄積した技術を活用し，鋼板
のさらなる加工性，実用特性の向上に取り組み，車体の
軽量化と衝突安全性の向上に寄与していく所存である。
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図10  スポット溶接継手の引張せん断強度と溶接電流の関係
Fig.10 Relationship between tensile shear strength of spot welded-

joints and welding current

図12  （a）開発材と（b）軟鋼のりん酸塩結晶皮膜
Fig.12  SEM image of phosphate coating on a) developed TBF steel, b) conventional mild steel

図11  スポット溶接継手の十字引張強度と溶接電流の関係
Fig.11 Relationship between cross tension strength of spot welded-

joints and welding current
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まえがき＝省エネルギーや温室効果ガス削減に向けて自
動車の燃費やCO2排出量の基準が段階的に強化されてい
るなか，その対応として走行抵抗の低減策の一つである
軽量化が強く求められている。いっぽう，衝突安全性の
向上を目指し，安全基準や自動車アセスメントの強化と
拡充が進められ，ボデーの強化やエネルギー吸収量の向
上が求められている。
　こうしたボデーの軽量化と強化という課題を両立させ
る手段として，材料の高強度化，軽量素材への置換，構
造の合理化などが進められている。そのうち最も主要な
方策である鋼板の高強度化においては，それに伴う加工
性の低下から，部品形状の簡略化を強いられるなど，部
品の形状自由度が低下するという問題がある 1 ）。このよ
うな問題に対し，当社は従来の鋼板に比べ加工性を高め
た高強度鋼板（以下，高加工性ハイテン材という）の開
発 2 ）～ 4 ）やその利用技術の開発 5 ）～ 8 ）など，自動車のさ
らなる軽量化に貢献することを目指して技術開発を行っ
ている。
　本稿では，その一例として軽量化ニーズの高い自動車
部品の一つであるシートフレームを対象に，高加工性ハ
イテン材を活用して軽量化を実現する部品形状の導出を
試みたのでその結果を報告する。

1 . 軽量化の課題と対策の考え方

　鋼板の高強度化による軽量化は，薄肉化と引き換えに
低下する部材強度を，材料の高強度化によって補完する
ものである。しかしながら，部材剛性は弾性係数や板厚，
部材形状に依存するため，薄肉化によって低下する剛性
は材料の高強度化によって補完することはできない。そ

のため，薄肉化による軽量化では，剛性の向上が一つの
課題となっている。その課題に対し，部品形状に剛性を
補うための形状（以下，補剛形状という）を形成するこ
とによる対策を考える。形状の追加は重量増を伴うた
め，補剛形状は最小とすべきであるが，部位を限定した
局所的な形状の追加は，部品の成形難度が増すと考えら
れる。そこで，高加工性ハイテン材の優れた加工性を生
かしてその形状を成形することで，剛性と軽量化の両立
を図ることにした。

2 . 検討対象

2. 1　シートフレームに求められる剛性
　自動車のシートは多様な機能を有し，シートフレーム
は様々な外力に対する剛性が求められる。そのうち，後
面衝突時の初期変形域の剛性は，乗員の頸部傷害の軽減
に関係し，アクティブヘッドレストなど機構部品の廃止
にもつながる 9 ）ため，軽量化や原価低減などを期待で
きる非常に重要な特性である。そこで，本検討ではシー
トフレームの車両後方負荷における剛性を目標特性とし
た。
2. 2　構成部品の剛性への寄与
　量産車両のシートフレームからリバースエンジニアリ
ングにて作成した有限要素モデルを使い，3.1節に定義
する剛性値に及ぼす各構成部品の寄与を調査した。構成
部品の板厚を設計変数にグローバル感度解析を行った結
果を図 1 に示す。横軸は剛性値への寄与率を示してい
る。本結果から，バックサイドフレーム，クッションサ
イドフレーム，ロアレール，アッパレールの 4 部品の寄
与がとくに高いことが分かる。

高加工性ハイテン材を活用した自動車用シート部品の軽量化
Weight Reduction of Automotive Seat Components using High-strength 
Steel with High Formability

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

Seat frames are among the automotive parts that need to be lightened. To this end an attempt has 
been made to derive a component shape that achieves weight reduction by utilizing high-strength steel 
with excellent formability. The relationship between weight and stiffness under varying geometric 
parameters was clarified to specify the portions that exhibit strong correlations. On the basis of these 
results, a stiffening shape has been derived for application to the actual parts. The results show that a 
10% weight reduction can be achieved while maintaining stiffness. The resultant shape, however, has 
turned out to be more difficult to form. To resolve this issue, Kobe Steel's high-tensile-strength steel 
with high formability has been adopted and its formability has been verified on an actual machine. It 
has been confirmed that the forming can be accomplished without cracking. 

吉岡典恭＊1

Noriyasu	YOSHIOKA
橘　美枝＊1

Mie	TACHIBANA

＊ 1  鉄鋼事業部門　技術開発センター　プロセス技術開発部



22 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017）

2. 3　検討対象の選定
　前節で述べた 4 部品のうち，ロアレールおよびアッパ
レールは機能面からほぼ一様断面の部品であり，前章の
局所的な補剛形状による軽量化の考え方に沿わない。こ
のため検討の対象から除外し，バックサイドフレームお
よびクッションサイドフレームの 2 部品について量産部
品の板厚を調査した。2009年～2014年に量販された10車
種に適用されている材料の板厚を図 2 に示す。この図か
ら， 2 部品の相対比較においては，クッションサイドフ
レームの板厚が厚く，薄肉化の余地が残ると考えられ
る。そこで，構成部品の中からクッションサイドフレー
ムを検討対象として選択した。

3 . 補剛形状の検討

3. 1　剛性値の定義
　本検討では，シートフレーム上部の中央点（図 1 およ
び図 3 のa点）に後方へ荷重を負荷した際の，その荷重
を負荷点の変位量で除した値（式（ 1 ），以下剛性値と
いう）と定義した。
　　k＝F/x ………………………………………………（ 1 ）
ここに，
　　　　k：剛性値
　　　　F：負荷点の荷重
　　　　x：負荷点の変位量
3. 2　クッションサイドフレームの変形挙動の明確化
　クッションサイドフレームの変形挙動を明らかにする

ため，量産シートフレームの後方載荷実験を行い，クッ
ションサイドフレームの変位量を測定した。
　実験の外観を図 3 に示す。実験では，車体と同様に固
定できる治具を用いてシートフレームを定盤に固定し
た。アジャスタは，JIS D 4610を参考に前後位置を最後
端位置とし，シートバック角度を25°にセットした。そ
してバックフレーム上部の中央（図 3 中のa点）を油圧
ジャッキにて後方へ1.5kN載荷し，クッションサイドフ
レーム上の40点における載荷前後の 3 次元空間座標を非
接触式 3 次元測定機で測定した。ここで得られる座標値
の差は移動量であり，当該部品の変形成分と剛体回転成
分からなる。そこで，前後にある 2 本の連結ロッド （図
1 のConnecting rod）の中心を結ぶ線が定盤となす角
度の変化量を剛体回転量として移動量から減算すること
で当該部品の変位量とした。
　車両の高さ方向（z）および幅方向（y）の変位量を
図 4 に示す。グラフ中の各プロットのマーカは，上部の

図 2  量産車のクッションサイドフレームおよびバックサイドフ
レームの板厚調査結果（当社調べ）

Fig. 2  Trend of sheet thickness of cushion side frame and back side 
frame

図 1  シートフレーム構成部品の剛性への寄与率
Fig. 1  Contribution rate of seat frame components to seat frame 

stiffness

図 3  シートフレームの後方載荷実験の外観
Fig. 3  Load test in rearward direction

図 4  後方載荷実験におけるクッションサイドフレームの変形量
Fig. 4  Deformation of cushion side frame in load test
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写真中のマーカに対応している。図 4（a）からは，当
該部品は側面視で曲げ変形していることが，また図 4

（b）からは，上面視でバックフレーム取付部の近傍で
上部と下部との間に相対変位が発生，つまり車両前後方
向（x）軸回りにねじれ変形していることが確認できる。
3. 3　剛性評価の方法
　剛性評価には汎用有限要素法プログラムを用いた。周
辺部品の変形による現象複雑化の回避，およびモデル作
成や計算時間の短縮化を目的に，シートフレーム全体を
モデル化せず，対象部品のみを単体でモデル化し，前節
で示した変形状態を境界条件で再現した（図 5 ）。
　クッションサイドフレームに連接する周辺部品のう
ち，最も剛とみなせる連結ロッドとの接合点を変位拘束
点とし，図 4（a）の面内曲げ変形を再現するため，前
側のみ車両前後方向（x）の変位を自由とし，前後の連
結ロッドの相対位置が自由に変化できる条件とした。ま
た，図 4（a）の面内曲げと図 4（b）のねじれ変形を再
現させるモーメントを発生させるため，バックフレーム
上部中央（a点）に相当するx方向，z方向ともオフセッ
トした位置（図 5 のa点）に強制変位を与えた。
　本境界条件下で求めた各方向の変位量を図 6 に示す。
図 6（a）からは図 4（a）と同様に側面視の曲げ変形が，
また図 6（b）からは図 4（b）と同様に車両前後方向（x）
軸回りのねじり変形が確認でき，両者の変形挙動は実験
結果と良く一致することが確認できた。
3. 4　剛性と重量に及ぼす設計変数の影響
　薄肉化しながらも剛性を維持し，軽量化効果も得るた
めには，付与する補剛形状の重量変動に対する剛性変動
が，板厚のそれ以上であることが必要である。そこで，
部品形状を決定する設計変数を変動させた際の重量変動
量あたりの剛性変動量を調査した。
　部品の側面視の外形形状を変更しないという制約条件
の下に図 7 に示す設計変数を変動させて線形構造解析
を行い，変動重量あたりの剛性変動量を算出した結果を
図 8 に示す。車両前後方向（x）へ伸びる部品下部のビ
ードの高さ（図 7 中のH2）を増すことが最も重量効率
よく剛性を向上でき，また板厚のそれを上回ることが分
かる。本設計変数は，部品下部の局所剛性に関係するも
のであることから，当該部位の変形が剛性値に影響して
いると考えられる。
3. 5　剛性と部品変形量の関係
　前節の調査の結果，車両前後方向（x）へ伸びる部品
下部のビードの変形が剛性値に影響していることが示唆
されたため，両者の相関分析を行った。
　部品下部のビードの高さについて，無作為に範囲を選
択して変更した15の部品モデルを線形構造解析し，当該
ビード上の各点（図 9 上図）における車両幅方向（y），
および高さ方向（z）それぞれの変位量と剛性値の相関
分析結果を表 1 に，相関係数の分布を図 9 に示す。本結
果は，有意水準 1 ％で検定すると各方向ともx＝350から
450で有意な差が認められ（p＜0.01），母相関係数の
99％信頼区間は，例えばx＝400ではそれぞれ－0.975～
－0.999，－0.789～－0.988と非常に強い負の相関がみら

図 7  部品形状の設計変数
Fig. 7  Geometry parameters

図 6  構造解析におけるクッションサイドフレームの変形量
Fig. 6  Deformation of cushion side frame in structural analysis

図 5  構造解析の境界条件
Fig. 5  Boundary condition in structural analysis
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れる。つまり，剛性値はx＝400付近の変位量と非常に
強い負の相関があり，当部位の変形を抑制することで剛
性値を向上できるものと考えられる。

3. 6　補剛形状の導出
　前節までの調査結果から，重量効率よく剛性を向上さ
せるために設定すべき補剛形状は，x＝400近傍の変位
を抑制することを目的に下部ビードの高さを増して設定
すれば良いと考えられる。そこで，補剛ビードを部品内
で機能するはり

4 4

と見立て，当該部を曲げモーメントが全
長一定の片持ちばりの自由端とみなせば， 当該部変位量
はBernoulli-Eulerのはり理論から導出される式（ 2 ）が
適用できる。式（ 2 ）によれば，たわみ量は固定端まで
の長さの 2 乗に比例するため，その抑制には相対的に剛
な部位と最短距離でつなぐことが有効である。
　　w＝（Ml 2）/（2EIy）  …………………………………（ 2 ）
ここに，
　　　　w：自由端の最大たわみ量
　　　　M：曲げモーメント
　　　　l：固定端から自由端までの長さ
　　　　E：ヤング率
　　　　Iy：y軸回りの断面 2 次モーメント
したがって，変形量を抑制したいx＝400近傍から後部
の連結ロッド近傍をつなぐ区間に補剛のためのビード形
状を設定することで，最小重量で剛性向上が図れるとい
う結論が得られた。

4 . 補剛形状の適用

4. 1　軽量化効果
　前章の結果を量産部品（図10（a））に適用し，軽量
化効果を確認した。ここで使用した量産部品の部品下部
には高さ約14mmのビードが車両前後方向に伸びてお
り，これに対して図10（b）に示すように，前述の部位
に限定して高さを28mmとする補剛形状を追加した。
　補剛形状を追加した部品の剛性と重量の関係を図11
に示す。縦軸，横軸ともにそれぞれの量産部品（t＝
1.6mm）の値で正規化している。板厚を1.4mmにゲー
ジダウンしながら剛性を維持し，10％の軽量化効果を得

図 9  シートフレーム剛性値とクッションサイドフレーム変位の
相関係数の分布

Fig. 9  Distribution of correlation coefficients between seat frame 
stiffness and displacements at lower bead in cushion side 
frame

図 8  設計変数を変化させた際の単位重量あたりの剛性変動量
Fig. 8  Stiffness changes per unit weight for various geometry 

parameter

表 1  シートフレーム剛性値とクッションサイドフレーム下部ビード上の変位との相関分析結果
Table 1  Results of correlation analysis between stiffness value and displacements at lower bead in cushion side frame
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られることが確認できる。
4. 2　成形性の実機検証
　補剛形状を付与したクッションサイドフレームは，局
所が突出した形状となったため，成形難度は元の量産部
品より増したと考えられる。そこで，量産部品（590MPa
級，t＝1.6mm）に比べ高強度かつ薄肉（1180MPa級，
t＝1.4mm）の鋼板を用いて成形可否の検証を行った。
　補剛形状部は厳しい張り出し成形となるため，適用す
る鋼板は伸び特性に優れる材料が好ましいと考えられ
る。そこで，同じ強度クラスの一般的なDual Phase鋼
板に比べて伸び特性に優れる1180MPa級の高加工性ハ
イテン材を用いた。表 2 にその機械的特性を示す。
　実機でプレス成形し，図12に示す成形品を採取した。
局所的な突起形状を有する形状を割れなく成形できるこ
とが確認できた。

むすび＝高加工性ハイテンを活用した軽量化の一例とし
て，自動車用シートの構成部品であるクッションサイド
フレームを対象に軽量化形状の導出を試み，以下の結果
を得た。
　 1 ）後方載荷において，部品下部に車両前後方向に伸

びるビードの高さを増すことにより，重量効率よ
く剛性を向上させることができる。

　 2 ）下部ビードの車両後方部の変形量は，剛性値と強
い負の相関がある。

　 3 ）上記部位から連結パイプ取付部下までの間のビー
ド高さを増加させると，1 ゲージダウンしながら
元の剛性を維持し，10％の軽量化効果が得られ
る。

　 4 ）上記形状は，当社の1180MPa級鋼板で割れなく
成形できる。

　今後ますます高まると予想される軽量化ニーズに対す
る高加工性ハイテン材の活用方法の一つとして本結果が
参考になれば幸いである。
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4 ） 中屋道治ほか. R&D神戸製鋼技報. 2009, Vol.59, No.1, p.46-49.
5 ） 岩谷二郎. R&D神戸製鋼技報. 2002, Vol.52, No.3, p.23-27.
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図11  補剛形状を付与した部品の剛性と重量
Fig.11  Relationship between stiffness and weight in stiffened model

図10  （a）ベンチマーク部品と（b）補剛形状を付与した部品
Fig.10  (a) Benchmark model and (b) stiffened model 

図12  1180MPa級高加工性ハイテンによる試作品
Fig.12 Forming test sample using 1180MPa-class high strength steel 

with high-formability

表 2  使用した材料の機械的特性
Table 2  Mechanical properties of material
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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。

軟化焼鈍省略線材
Wire Rod Capable of Eliminating Softening Annealing Treatment

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（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。



神戸製鋼技報/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017） 27

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。
　
参　考　文　献
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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
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まえがき＝近年，自動車分野における電子制御部品は，
燃費や安全性などの機能を向上させるために不可欠な存
在となっている 1 ）。車載電子機器の増加に伴って，電子
制御部品に組み込まれるモータやソレノイドなどの電磁
制御部品の需要は増加傾向にある。従来，これらの材料
にはC量が0.1％程度の低炭素鋼が多く使用されてきた
が，近年は部品の小型化や省電力化が強く要望されてお
り，材料に対する高性能化が求められている。
　当社は，高い磁気特性を発揮する純鉄系軟磁性材料
ELCH2注）（Extra Low carbon Cold Heading wire rod）
シリーズを開発することによって 2 ）～ 4 ），電磁部品の高
性能化，ひいては自動車の低燃費化や環境負荷低減，安
全性向上に貢献してきた。電磁制御部品に対する要求特
性がますます高度化・厳格化しているなか，高い性能を
維持したまま製造コストや部品コストを低減することに
対する強い要望がある。
　本稿では，当社が開発した純鉄系軟磁性材料ELCH2
およびELCH2Sの主要特性を紹介するとともに，適用効
果を最大限に発揮させるための部品製造工程について概
説する。

1 . 開発鋼の考え方

　図 1 に，自動車用電磁制御部品の代表例としてリニア
ソレノイドの構造を示す。軟磁性材料は，磁気回路を形
成する鉄心材およびカバー材に使用され，鉄心の吸引力
と応答性に寄与する。吸引力は軟磁性材料の磁束密度に
よって左右され，材料の磁気モーメントの大きさで決ま
る。また，応答性は軟磁性材料の保磁力が影響し，保磁
力が小さいほど応答性が良くなる。

　表 1 に，開発鋼（ELCH2およびELCH2S）の化学成
分を示す。当社は，軟磁性材料の磁気特性に悪影響を及
ぼす因子を徹底的に排除することにより，電磁軟鉄の
JISグレードの最良特性（JIS SUY－O）を実現できる純
鉄系軟磁性材料ELCH2を開発した。ELCH2は磁気モー
メントを最大限に発揮するため，鋼材組織のほぼ100％
が強磁性体であるフェライト相となるように設計してい
る。また，磁気特性に悪影響をおよぼすセメンタイトを
徹底的に排除するため，C量を0.01mass％以下に抑制し
ている。さらに，低保磁力の観点から，磁壁移動を妨げ
るその他の不純物元素も極力低減している。Mnは鋼材
の脱酸と脱硫のため添加が必須であり，最小限の添加を

純鉄系軟磁性材料
Soft Magnetic Iron Wire

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（解説）

Recently, in the automotive field, electronic control devices have become indispensable to achieving 
the functional improvement of fuel economy and safety, and the demand is increasing for soft magnetic 
materials that can produce a larger electromagnetic force with low electric power. With their excellent 
magnetic characteristics, the ELCH2 series steels developed by Kobe Steel have contributed to 
the power saving and performance upgrading of electromagnetic parts. This paper introduces the 
major characteristics of the newly developed steel and outlines the part manufacturing process that 
maximizes the application performance. 

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  ソレノイド部品の構造例
Fig. 1  Schematic illustration of a structure of solenoid parts

表 1  開発鋼の化学成分
Table 1  Chemical compositions of developed steels

脚注） ELCHは当社の登録商標（第4812504号）である。
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行っている。いっぽう，純鉄系材料は磁気特性に優れる
反面，通常の炭素鋼に比べて切削加工時の切屑処理性や
工具寿命が低下する。そこで，磁気特性に及ぼす悪影
響を極力排除できる範囲でSを増量したELCH2Sを開発
した。表 2 に，各種材料の磁気特性例を示す。開発した
純鉄系材料（ELCH2およびELCH2S）は高透磁率，高
磁束密度および低保磁力を示すことが分かる。総合的に
軟磁気特性に優れており，開発鋼の適用は電磁制御部品
の小型化および省電力化に大きく寄与する。

2 . 磁気特性を発揮させるための製造条件 

　軟磁性材料の磁気特性は，材料の磁気モーメントと磁
壁移動への抵抗力に依存し，これらは材料のミクロ組織
の影響を大きく受ける。本章では，磁気特性を最大に発
揮できるミクロ組織に制御するための製造条件について
述べる。
2. 1　磁気焼鈍温度の影響
　図 2 に，保磁力と結晶粒径の関係を示す。保磁力は結
晶粒径に反比例し，結晶粒が大きいほど保磁力は小さ
い。結晶粒界は磁壁移動の妨げとなるため，保磁力を低
下させるには，結晶粒径を大きくして金属組織に占める
結晶粒界を極力低減することが望まれる。結晶粒を大き
くするには焼鈍が有効である。結晶粒成長は，焼鈍の温
度と時間の双方に関係する。粒界エネルギーの観点か
ら，再結晶後の平均結晶粒径は式（ 1 ），（ 2 ）で表され
る 5 ）, 6 ）。
　　d 2－d 2

0＝2Mσt ……………………………………（ 1 ）
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　……………………（ 2 ）

ここで，d：平均結晶粒径，d0：初期結晶粒径，M：易動度，
σ：粒界エネルギー，t：時間，Ω：原子体積，δ：原
子ジャンプ距離，Db：粒界拡散係数，D0：粒界拡散定数，
T：温度，Q：活性化エネルギーである。式（ 1 ），（ 2 ）
によると，平均結晶粒径に及ぼす影響は温度の寄与が大
きい。図 3 に，焼鈍温度と保磁力の関係を示す。焼鈍温
度が高いほど結晶粒が粗大化して保磁力は低下するが，
900℃以上の焼鈍温度では保磁力は増加を示す。図 4 に，
ELCH2の熱膨張曲線を示す。Ac1点は867℃であり，そ
れ以上の温度で焼鈍を行うとフェライト相がオーステナ
イト相に変態し，冷却過程でフェライト相が生成するた
め，結晶粒が微細となり保磁力は増加する。そのため，
磁気焼鈍はフェライト単相域での温度で行うことが好ま
しく，加熱炉内の温度のばらつきを考慮し，850℃付近

で処理することが適切である。
2. 2　磁気焼鈍雰囲気の影響
　磁気焼鈍は，酸化による磁気特性の低下，および酸化
スケールの発生によって部品の外観および寸法を損うこ
とを防ぐ目的で，不活性ガス雰囲気，還元ガス雰囲気，
あるいは真空雰囲気で処理されることが多い。いっぽ
う，最近の研究では，焼鈍雰囲気を適正化することは磁
気特性の観点でも有効であることが分かってきた。図 5

M＝ D0exp＝ΩDb

δkT
Ω
δkT

Q
RT

－

表 2  各種鋼材の磁気特性および機械的性質の比較
Table 2  Comparison of magnetic properties and mechanical properties

図 2  結晶粒径と保磁力の関係
Fig. 2  Relationship between grain size and coercive force

図 3  焼鈍温度と保磁力の関係
Fig. 3  Relationship between annealing temperature and coersive force

図 4  熱膨張曲線
Fig. 4  Thermal expansion curve



神戸製鋼技報/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017） 33

は，ELCH2を水素ガス雰囲気で 3 時間焼鈍した後の窒
素量を測定した結果を示す。焼鈍後は窒素濃度が低下し
ており，850℃では 9 ppmまで低下している。窒素は磁
気特性を低下させる有害な不純物元素であり，とくに経
時的に磁気特性が劣化する磁気時効特性に大きく影響す
ることが知られている 7 ）。水素を用いた焼鈍による窒素
濃度の低減が磁気時効特性を向上させる可能性を示唆し
ている。
　鋼中の窒素が放出される効果をより詳細に確認するた
め，ELCH2Sをベースに180ppmの窒素を含有した鋼材
を溶製し，種々の雰囲気で磁気焼鈍を実施した。図 6
に，各雰囲気で焼鈍した後の窒素濃度の測定結果を示
す。大気雰囲気で焼鈍した場合は表層に酸化スケールが
生成してバリアとなるため，窒素濃度の低下は認められ
ない。真空雰囲気，窒素雰囲気，およびアルゴン雰囲気
では窒素濃度の低下が認められたが，水素雰囲気ほどの
低下は認められなかった。水素焼鈍で最も窒素濃度が低
下したのは，水素が非常に高い還元力を有しているため
と考えられ，水上ら 8 ）によると，溶鋼中に水素ガスを
吹き込むことによって脱窒反応が促進されることが報告
されている。図 7 に，窒素濃度と最大比透磁率の関係を
示す。窒素濃度の低下に伴って最大比透磁率は上昇して
おり，水素焼鈍により窒素濃度を低下させることは磁気
特性の向上に有効であることが分かる。
2. 3　加工ひずみの影響
　部品を成形する際の鍛造加工や前工程の伸線加工によ
って加工ひずみが導入される。磁気焼鈍は，こうした加
工ひずみによる磁気特性への悪影響の無害化にも有効で
ある。材料を塑性変形させると材料中に転位（格子欠陥）
が導入される。この転位は磁壁移動の障害物として作用
することから，保磁力が増大する。図 8 にひずみ量と保
磁力の関係を示す。ひずみは伸線加工によって導入し
た。伸線加工ままでは，ひずみ量の増加に伴って転位密
度が増加するため，保磁力は上昇する。磁気焼鈍を施す
と大幅に保磁力が低下するが，磁気焼鈍材でもひずみ量
が増加するほど保磁力は上昇する傾向にある。加工ひず
みは鋼中にエネルギーとして蓄積され，再結晶核生成の
駆動力となる。このため，ひずみ量が大きいほど磁気焼
鈍後の結晶粒が微細となることから，結晶粒界が増加し
て保磁力は上昇する。
　図 9 は，硬さとひずみ量の関係を示す。部品強度が必
要な場合は，伸線加工ひずみを付与することによって高

強度化が可能であるが，前述のとおり磁気特性が低下す
ることは避けられない。伸線加工後に磁気焼鈍を行う
と，転位の回復または再結晶が起こるため，硬さは低下
し，焼鈍前のひずみ量によらずほぼ一定となる。加工硬
化による高強度化を図る場合，強度と磁気特性はトレー

図 7  窒素濃度と最大比透磁率の関係
Fig. 7  Relationship between nitrogen content and maximum relative 

permeability

図 8  保磁力への伸線加工ひずみと磁気焼鈍の影響
Fig. 8  Influences of strain by drawing and annealing on coercive 

force

図 9  硬さへの伸線加工ひずみと磁気焼鈍の影響
Fig. 9  Influences of strain by drawing and annealing on hardness

図 6  各雰囲気での焼鈍後の窒素濃度
Fig. 6  Nitrogen content after annealing in different types of 

atomospheric gases

図 5  水素焼鈍後の窒素濃度
Fig. 5  Nitrogen content after annealing in H2
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ドオフの関係にあるといえる。
2. 4　窒化処理による表面硬化
　純鉄系軟磁性材料に耐摩耗性や耐疲労性が必要な場
合，窒化や軟窒化などの窒化処理によって表層硬度を向
上させるのが有効である。図10に，ガス軟窒化処理を
施したELCH2の表層硬度分布を示す。母材の硬度が約
HV100であるのに対し，最表層ではHV240まで上昇して
いる。注意すべき点は窒化処理を施すタイミングであ
る。前節で紹介したとおり，不活性ガス中，還元ガス中
もしくは真空中で磁気焼鈍を行うと，表面から窒素が抜
け出るため，窒化処理による硬化の効果は消失する。
図11にガス軟窒化ままの場合，およびガス軟窒化後に
水素焼鈍を施した場合の表層の窒素分布の測定結果を示
す。ガス軟窒化ままでは400μm程度の窒素濃化層が認
められる一方で，水素焼鈍の後では窒素濃化層は消失し
ている。
　図12に処理工程による保磁力の変化を示す。ガス軟
窒化処理のみの場合，ひずみが解消されるため保磁力は
若干低下するが，磁気焼鈍ほどの改善は認められない。
いっぽう，磁気焼鈍の後にガス軟窒化処理を施した場
合，磁気焼鈍のみの場合とほぼ同等の保磁力を示す。表
層硬度と磁気特性の両立が必要な場合は，磁気焼鈍の後
に窒化処理を行えばよい。
2. 5　熱間鍛造による磁気焼鈍省略
　ELCH2の磁気特性を最大限に発揮するには磁気焼鈍

が必要であることを前節までで述べた。しかしながら磁
気焼鈍は炉内雰囲気および温度パターンの緻密な制御が
必要であり，生産コストを高める要因となっている。近
年は，部品製造コストの削減要望が高まっており，磁気
焼鈍を行わなくても高い磁気特性を発揮する材料が求め
られている。その対策の一例として，熱間鍛造による部
品成型を紹介する。
　ELCH2Sを用いてφ40×60mmの試験片を作製し，ひ
ずみ速度 3 s－ 1 の条件で種々の温度で据え込み率60％の
端面拘束圧縮試験を行った。空冷後，その中央部から外
形38mm×内径30mm×厚さ 4 mmのリング状試験片を
作製し，磁気測定を行った。図13に据え込み試験を行
った温度と保磁力の関係を示す。据え込み温度の上昇に
伴って保磁力は低下し，900℃以上でほぼ横ばいとなる

（図中の○プロット）。いずれもELCH2Sに磁気焼鈍を施
した場合（図中の実線）ほど保磁力を低下できないが，
900℃以上で加工することで，S10Cの磁気焼鈍材（図中
の一点鎖線）と同等以上の保磁力を発揮できる。
　図14に上記試験片の組織写真を示す。据え込み温度
600℃以下では結晶粒が伸長しており，加工の影響が残
存している。いっぽう，据え込み温度900℃以上では結
晶粒は等軸化しており，加工ひずみの影響は完全に消失
しているが，結晶粒は微細である。900℃の加工では動
的再結晶が起こることによって結晶粒が微細化するた
め，保磁力は磁気焼鈍材ほど低減しなかったと考えられ
る。動的再結晶挙動は温度だけでなくひずみ速度の影響
も大きいため 9 ），熱間鍛造で磁気焼鈍を省略する試みを
行う際は，ひずみ速度の影響を考慮して結晶粒径を適切
に制御することに留意すべきである。

図10  ガス軟窒化後の硬さ分布
Fig.10  Hardness distribution after gas nitrocarburizing

図11  軟窒化処理及び磁気焼鈍後の窒素濃度分布
Fig.11 Nitrogen content distribution in the surface after nitriding 

and annealing

図12  各試験工程後の保磁力
Fig.12  Coersive force after each process

図13  据え込み温度と保磁力の関係
Fig.13  Relationship between upset temperature and coercive force
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むすび＝電気自動車や燃料電池車のみならず，産業機械
や家電製品においてもより精密な電子制御が求められ，
電磁制御部品の需要は今後，より拡大すると予想され
る。純鉄系軟磁性材料ELCH2シリーズは，電磁制御部
品の高性能化や部品製造コストの低減に有効であり，
日々進化を遂げる電装技術を支える材料として適用の拡
大が期待される。
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図14  熱間圧縮後の断面組織
Fig.14  Microstructure after hot upsetting
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まえがき＝近年，地球温暖化に対する意識が高まる中，
自動車をはじめとする輸送機器メーカーでは，走行中の
CO2排出量削減のための燃費改善のみならず，製造工程
中に発生するCO2低減が求められている。そのため，動
力伝達用の歯車では，小型・軽量化が指向されるととも
に，従来の熱間鍛造や切削よりもCO2排出量が少なく，
低コスト化が期待できる冷間鍛造のニーズが拡大してい
る。しかしながら，冷間鍛造では，熱間鍛造に比べて鍛
造時の荷重が増大し，歯車などの複雑形状を成形するこ
とが困難であるとともに，金型への負荷増大による金型
寿命低下が懸念される。そのため，冷間鍛造用の歯車に
は，従来の歯車用鋼よりも変形抵抗を抑制することが求
められる。
　いっぽう，歯車には，強度付与のため，浸炭処理が施
される。浸炭処理の前工程で，冷間鍛造による強加工が
加わった場合，導入されるひずみにより，浸炭時にオー
ステナイト結晶粒の粗大化が発生し易（やす）くなる。
この結晶粒粗大化は，部品の疲労強度や耐衝撃特性の低
下を招く恐れがあるため，素材には，浸炭時の結晶粒粗
大化を抑制することが求められる。
　そこで，ユーザの変形抵抗低減や結晶粒粗大化抑制ニ
ーズに対応可能な冷間鍛造歯車用鋼として，「金型寿命
改善鋼」，「高強度冷鍛歯車用鋼」を開発した。本稿では，

「金型寿命改善鋼」および「高強度冷鍛歯車用鋼」の成
分設計の考え方と特性について紹介する。

1 . 冷間鍛造歯車用鋼の検討

1. 1　変形抵抗低減の考え方 
　従来，冷間鍛造時の変形抵抗に及ぼす合金元素の影響

に関する多くの研究が報告されている。当社において
も，C，Si，Mnなどのフェライト強化元素を低減させる
ことが有効であることを報告している 1 ）。いっぽう，歯
車用鋼は，浸炭処理後の部品に必要な硬さ分布を得るた
めに，焼入れ性が重要な管理項目となる。そのため，焼
入れ性向上元素の低減は，焼入れ性の低下を引き起こ
し，歯車の強度低下を招くこととなる。そこで，計算式
より得られる焼入れ性（Di値）2 ）と実験で得られた変形抵
抗に及ぼす合金元素の影響についてまとめた結果を図 1
に示す。変形抵抗への影響が大きいSi，Mo，Mnに対し，
Crは同等以上の焼入れ性を有しつつ変形抵抗への影響
が少ないことがわかる。さらなる焼入れ性の改善には，
Bの添加が有効であり，低C化および合金元素の低減が
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図 1  合金元素0.1％あたりの焼入性と変形抵抗への影響
Fig. 1  Impact on the deformation resistance and hardenability per 

0.1% alloying elements
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可能となる。そこで，当社では，冷間鍛造歯車用鋼の基
本成分系として，汎用の歯車用鋼であるSCM420Hに対
し，変形抵抗低減の観点からSi，Mn，Mo量を減少させ，
Cr増量，B添加を行い，焼入れ性を確保している。
1. 2　結晶粒粗大化抑制の考え方 3 ）

　冷間鍛造歯車用鋼では結晶粒粗大化抑制のために従来
からAl，Nb，Tiなどの炭窒化物によるピンニング効果
を利用している。このピンニング効果を有効に発揮する
ためには，浸炭中に大きな炭窒化物が周囲の小さな炭窒
化物を吸収し成長するオストワルド成長を抑制すること
が必要となる。このオストワルド成長は原子拡散を伴う
現象であるため，ピンニング効果を有効に発揮する合金
元素は拡散係数が低いことが望ましい 4 ）。このためピン
ニング効果を有効に発揮する元素として表 1 よりTiが
最適であることがわかる。ピン止め効果は，Zenerによ
って提唱されたものであり，結晶粒成長の抑制力とし
て，式（ 1 ）のように表すことができる。

　　　　　　　　　……………………………………（ 1 ）

ここで，ΔGpin：結晶粒成長の抑制力
　　　　d：析出物直径
　　　　n：析出物密度
　　　　σ：粒界エネルギー
　　　　V：モル容積
式（ １ ）より析出物密度が高く，析出物直径が大きい
ほど結晶粒成長の抑止力が大きいことが分かる。このよ
うな観点から，当社の冷間鍛造歯車用鋼には，ピンニン
グ粒子としてTi析出物を利用しており，結晶粒粗大化抑
制に及ぼすTi析出物の粒径および密度の影響に着目し，
20nm以上の析出物密度を増加させることが有効である
と報告している 4 ）。このような粒子分布を得るために，
当社ではTi添加量の最適化に加えて，分塊圧延，製品圧
延などの製造条件の適正化を実施している。

2 . 金型寿命改善鋼：KSG注1 ）

2. 1　開発の背景
　冷間鍛造は，歯車製造コストに占める金型費の構成比

率が高く，冷間金型寿命の優れた歯車用鋼の要望が強
い。そこで，部品に必要な強度を損なうことなく，金型
寿命を大幅に改善することを目的として，金型寿命改善
鋼KSGシリーズを開発した。開発鋼およびJIS鋼の化学
成分を表 2 に示す。前述のとおり，本開発鋼は変形抵抗
低減および結晶粒粗大化抑制のため，合金元素削減並び
にTi添加を実施しておいる。KSG1はSCM420Hと同等，
KSG2，KSG3はSCM415Hと同等の焼入れ性を確保でき
るようにC，Mn，Cr量を調整している。
2. 2　開発鋼KSGの特性
2. 2. 1　ジョミニー焼入れ性
　図 2 に開発鋼のジョミニー曲線を示す。KSG1は，
SCM420HのHバンド中央付近の硬さを有しており，
SCM420Hとほぼ同等の焼入れ性を示す。また，KSG2
およびKSG3は，焼入れ端から 5 mm～12mm位置にお
いて，SCM415Hと同程度の硬さを示す。
2. 2. 2　冷間鍛造性
　図 3 にKSGシリーズとSCM420H，SCM415Hの冷間圧
縮試験による真応力－真ひずみ曲線を示す。同一の焼入
れ性を有する鋼材で比較すると，KSG1の球状化焼鈍材
は，SCM420Hに対して変形抵抗が約10％低減する。ま
た，SCM415Hの変形抵抗に対し，KSG2は約 9 ％，KSG3
は圧延材で約14％，球状化焼鈍材で約23％低減が可能で

ΔGpin≈ nVπdσ
2

表 2  KSGシリーズの化学成分
Table 2  Chemical compositions of KSG series

表 1  炭窒化物を形成する元素の拡散係数
Table 1  Diffusion coefficient of elements forming carbonitride

図 3  冷間圧縮試験による応力－ひずみ線図
Fig. 3  Stress strain carves in compression tests

図 2  ジョミニーカーブ
Fig. 2  Jominy carves

脚注 1 ） KSGは当社の登録商標（第1685419号）である。
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ある。つぎに，かさ歯車を冷間鍛造した結果を図 4 に示
す。KSG1の鍛造時の荷重はSCM420Hに対して，約6.4
％低減することがわかる。本結果を元に，計算ソフト
Forgeを用いて金型に加わる最大振幅応力を求め，金型
材（YHR7）の曲げ疲労試験結果から，金型寿命比を算
出した結果を表 3 に示す。金型が，繰り返し応力負荷に
より破損すると想定した場合，KSG1は，SCM420Hに対
して，約2.3倍の金型寿命が得られると予想される。図
5 に冷間圧縮試験における限界圧縮率について示す。限
界圧縮率は冷間加工時の変形能を示しており，試験片を
加工後，割れが発生しない最大の圧縮加工率である。
KSG1はSCM420Hに対して，圧延材で約38％，球状化焼
鈍材で約25％向上しており，複雑形状の加工が期待でき
る。
2. 2. 3　浸炭特性と強度特性
　KSGシリーズの浸炭特性および強度特性を確認する
ため，硬さ，結晶粒度， 4 点曲げ疲労およびローラピッ
チング疲労について，SCM420Hとの比較試験を行った。
結果を図 6 ～図 9 に示す。試験片は，1,223K× 2 時間の
浸炭処理を行い，433Kの焼戻し処理を実施している。

図 5  切欠き試験片による割れ限界圧縮率測定
Fig. 5  Critical compression rate in crack initiation compression tests

図 4  かさ歯車作製時の鍛造荷重
Fig. 4  Forging load at the time of bevel gear manufacturing

表 3  推定金型寿命比率
Table 3  Estimated die life ratio

図 9  ローラーピッチング疲労試験結果
Fig. 9  Pitting fatigue properties

図 8  4 点曲げ疲労試験結果
Fig. 8  4 -point bending fatigue properties

図 6  浸炭材の硬さ分布
Fig. 6  Hardness profiles of carburizing layer

図 7  結晶粒度測定結果
Fig. 7  Result grain size measurement
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図 6 にKSGシリーズとSCM420HおよびSCM415Hの 4 点
曲げ疲労試験片の硬さ分布を示す。KSG1はSCM420H
と，KSG2およびKSG3はSCM415Hほぼ同一の硬さ分布
を示しており，同等の浸炭特性を有していることがわか
る。次に，φ20mm×30mmLの試験片を加工率75％で
冷間圧縮し，前述した浸炭処理を実施した後の結晶粒度
を図 7 に示す。KSG1とSCM420Hの浸炭層での平均結晶
粒度は，いずれの鋼種でも7.0であり，粗大化は生じて
いなかった。図 8 に 4 点曲げ疲労試験の結果を示す。
KSG1は，SCM420Hに対して，同等以上の疲労強度が得
られている。これは，B添加による靭性（じんせい）向
上 5 ）およびSi低減による粒界酸化層の低減 6 ）によるも
のと考えられる。図 9 にローラピッチング疲労試験結果
を示す。KSG1のピッチング強度は，SCM420Hとほぼ同
等である。

3 . 高強度冷鍛歯車用鋼：KAG注2 ）

3. 1　開発の背景
　自動車用の歯車は，昨今のCO2削減要求に対応するた
め，冷間鍛造の適用が進むとともに，浸炭処理時間の短
縮を狙った高温処理が指向されている。このため，歯車
用鋼には，より高温域での耐結晶粒粗大化特性に優れた
鋼材が要求されている。デファレンシャルユニットにお
いては，小型軽量化やエンジン出力向上に伴う高トルク
化に対応するため，デファレンシャルギヤの高強度化ニ
ーズがあり，とくに低サイクル域での疲労強度の向上が
要望されている 7 ）。低サイクル域での歯車の損傷には，
歯元折損とスポーリング（内部破壊）やケースクラッッ
シング（浸炭層の広範囲の破壊）による歯面損傷がある
が，疲労強度向上には，両者を考慮した設計が必要とな
る。低サイクルの歯元折損については，破断寿命がき裂
伝播（でんぱ）寿命に支配されるため，材料の靭性を高
めることが有効であると報告されている 8 ），9 ）。いっぽ
う，歯面損傷型のスポーリングについては，歯面の深さ
方向に対して，付与されるせん断応力が材料強度を上回
る位置を起点に発生するため，浸炭後の硬化層を深くす
ることが有効である 9 ）。また，ケースクラッシングにつ
いては，平均断面硬さを増加させて歯先の塑性変形を抑
制し，浸炭層の靭性を上げて，脆性破壊を抑制すること
が有効であると当社は報告している10）。さらに低サイク
ル疲労強度を向上させた場合は，高サイクル域での歯面
の表面起点型であるピッチングに損傷形態が移行する。
ピッチングは，歯車がかみ合う際の摩擦熱による熱軟化
が生じた箇所から発生するため，ピッチング抑制には，
焼戻し軟化抵抗性の向上が有効な手法となる11）。
　このようなニーズに対応すべく，SCM420Hに対して，

低サイクル疲労強度向上を図り，さらに高温浸炭に対応
可能な鋼材として，高強度冷鍛歯車用鋼KAGシリーズ
を開発した。開発鋼およびJIS鋼の化学成分を表 4 に示
す。KAG421HSは，SCM420Hに 対 し て，Si，Mn，Mo
を低減することで冷間鍛造時の変形抵抗増加を抑制し，
B添加により鋼材の焼入れ性を高め，P低減と合わせて
靭性を向上させている。KAG421HPは，Cr量を高めて
さらなる焼入れ性増加を図り，耐ピッチング特性向上を
狙いSi量を高めることで573K焼戻し硬さを増加させた
鋼材である。さらに，KAGシリーズでは，高温浸炭時
の結晶粒粗大化を抑制するため，Tiに加えてNbを増量
することで微細炭化物（図10）を分散させ，ピンニン
グ粒子の増加を図っている。前述した通り，効率的にピ
ンニング効果を得るにはTi添加が有効であるが，多量に
Tiを添加した場合には粗大なTi系窒化物を形成し，製品
強度に有害となる場合がある12）。そのため，強度に悪影
響を与えない範囲で，耐結晶粒粗大化特性を最大化する
ため，TiとNbの複合添加を実施した。
3. 2　開発鋼の特性
3. 2. 1　ジョミニー焼入れ性
　図11に開発鋼のジョミニー曲線を示す。KAG421HS
およびKAG421HPはSCM420Hの上限以上の硬さを有し
ており，高い焼入れ性を示す。

図11  ジョミニーカーブ
Fig.11  Jominy carves

図10  開発鋼（Nb, Ti添加）における析出物の観察例
Fig.10 Observation example of a precipitate in the developed steel 

(Nb, Ti addition)

表 4  KAGシリーズの化学成分
Table 4  Chemical compositions of KAG series

脚注 2 ） KAGは当社の登録商標（第4382241号）である。



40 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017）

3. 2. 2　冷間鍛造性
　開発鋼とSCM420，SCM415Hの60％冷間圧縮試験時
の変形抵抗とジョミニー試験における水冷端から
1/2 inch（12.7mm）位置の硬さとの関係を図12に示す。
焼入れ性向上に伴い変形抵抗は増加する傾向にあるが，
SCM420Hの変形抵抗に対して，KAG421HPは焼入れ性
を向上させつつ同等の値を示し，KAG421HSは 4 ％低
減可能である。
3. 2. 3　浸炭特性および強度特性
　KAGシリーズの強度特性を確認するため， 4 点曲げ
疲労試験およびローラピッチング疲労試験を行い，
SCM420Hとの比較を行った。図13にローラピッチング
試験による耐スポーリング特性評価結果を示す。本試験
では，表面起点型のピッチングを抑制し，スポーリングを
生じさせるため，すべり率を 0 ％としている。KAG421HS
は， 焼 入 れ 性 向 上 に よ る 肌 焼 き 深 さ 増 加 に よ り
SCM420Hに対してスポーリング強度が約 8 ％向上する。
図14に 4 点曲げ疲労試験の結果を示す。KAG421HSお
よびKAG421HPは，SCM420Hに対して，極低サイクル

（100回）で約18％の強度上昇が認められる。これは，P
低減およびB添加による粒界強化によるものと考えら
れ，歯車の低サイクル歯元疲労強度向上が期待できる。
図15にローラピッチング試験による耐ピッチング特性を
示す。本試験では，ピッチングを発生させるため，すべ
り率－40％で実施した。SCM420Hに対して，KAG421HS
は同等以上，KAG421HPは疲労限（107）が約14％上昇
する。これは，Si増量による573K焼戻し硬さ上昇によ
るものと考えられる。耐結晶粒粗大化特性を評価するた
め，球状化焼鈍後の円柱試験片を用い，70％の冷間圧縮
を行った後，各温度で 3 時間擬似浸炭処理した後に粒度
の観察を行った。結果を表 5 に示す。SCM420Hは擬似
浸炭温度1,223Kで一部混粒が発生したが，KAG421HSと
1,298Kでは混粒が発生せず，優れた耐結晶粒粗大化特性
を有していることがわかった。

図15 ローラーピッチング疲労試験による耐ピッチング特性評価
結果

Fig.15 Results of pitting resistance property evaluation by the roller 
pitting fatigue test

図13 ローラーピッチング疲労試験による耐スポーリング特性評
価結果

Fig.13 Results of spalling characteristic evaluation by the roller 
pitting fatigue test

図14 4 点曲げ疲労試験結果
Fig.14  4 -point bending fatigue properties

図12 60％圧縮時の変形抵抗とジョミニー試験時の水冷端から
1/2 inch位置の硬さとの関係

Fig.12 Relationship between true stress at 60％ compression and 
hardness of 1/2 inch position from quenched end by Jominy 
test 

表 5  結晶粒粗大化特性調査結果
Table 5  Grain coarsening characteristics survey results
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むすび＝近年，歯車への適用が進んでいる冷間鍛造に対
し，金型寿命を改善可能なKSGシリーズと優れた低サイ
クル疲労特性および耐結晶粒粗大化特性を有するKAG
シリーズの考え方と諸特性について紹介した。CO2排出
削減を背景に，部品の小型化に加えて，ネットシェイプ
化や高温浸炭化が図られていく中，強度を確保しつつ，
ますます重要となる鍛造荷重や結晶粒粗大化抑制可能な
技術として，本冷鍛歯車用鋼は今後の適用拡大が期待さ
れる。
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まえがき＝近年，自動車の軽量化のため，車体へのアル
ミニウム合金の適用が加速している。とくに自動車パネ
ル材には，プレス成形時の優れた成形性およびヘム加工
性と，160～200℃で1.2～3.6ks程度の焼付塗装熱処理後
の高強度化が求められる。このため，プレス成形および
ヘム加工においては耐力を低く，その後の焼付塗装熱処
理時に優れた時効硬化性を発揮して高強度化を図ること
ができる6000系アルミニウム合金（Al-Mg-Si系合金）が
広く使用されている。このような，比較的低温で短時間
の熱処理における時効硬化性のことを，一般にベークハ
ード性（以下，BH性という）と呼ぶ。
　焼付塗装熱処理時に形成する強化析出相（β"相）を
含む6000系合金の析出過程は，一般的に下記が支持され
ている 1 ）。
　　過飽和固溶体→クラスタ→GPゾーン→
　　β"→β'→β ………………………………………（ 1 ）
ここでクラスタとは，溶質元素（Mg，Si）や原子空孔
を含む直径数nm程度の極めて微小な原子集合体のこと
である。その後の析出相の核生成に大きな影響を及ぼす
ため，自動車パネル材の成形性やBH性向上のためには
クラスタ制御が極めて有効な手段である。6000系合金の
場合，溶体化処理後に急冷してMgとSiを過飽和に固溶
させた後に室温で放置すると，焼付塗装熱処理時のβ"
相の形成が遅延化してBH性が低下する。したがって，
本合金の複雑な析出過程を明らかにし，制御することは
工業的にも重要な課題となっている。とくに室温放置，
すなわち自然時効など，焼付塗装熱処理の前段階も含め
た自動車パネル材の一連の製造において，どのようなク

ラスタ形成やその状態変化が起こっているかの解明が不
可欠である。
　本稿では，6000系合金のクラスタ形態の評価方法と，
熱処理条件によるクラスタ形態変化とBH性の関係につ
いて概説する。

1 . クラスタの評価・解析方法

　クラスタはサイズが数nm 以下と非常に微細であるた
め，X線回折手法ではその構造を決定することは困難で
あり，さらに組成に関する情報を得ることは不可能であ
る。また，高分解能の透過型電子顕微鏡（Transmission 
electron microscope: TEM）観察を行えば析出物の観察
や構造解析は可能であるが， 3 次元の原子分布評価は限
定的であり，クラスタの数密度やその濃度を正確に評価
することは難しい。古くからAl-Zn合金やAl-Zn-Mg合金
などの析出強化型合金の研究に多く用いられているX線
小角散乱法も，ナノスケールの析出物解析に極めて有用
な手法であるが，構成元素であるAl，Mg，Siの原子番
号が近接している6000系合金では強い散乱強度が得られ
ず，クラスタの評価は難しい 2 ），3 ）。電気抵抗は母相中の
固溶量の変化や母相に整合な組織の形成などを総合して
変化が生じる。クラスタやGPゾーンの形成により電気
抵抗が増加し，溶質濃度減少によりそれが低下する傾向
を利用して，室温や100℃程度の時効処理を行った6000
系合金にてクラスタが形成し，170℃や250℃のような比
較的高温の時効条件ではβ"相が形成することが示唆さ
れている4 ）～13）。また，示差走査熱分析（Differential 
scanning calorimetry，以下DSCという）では，クラス
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タや析出相の発熱や吸熱ピークが検出される。それらの
ピークの高さや温度域を比較して，6000系合金における
クラスタの形成量や熱的安定性などが議論されてき
た 1 ），4 ），7 ）～10），13）～17）。報告例は多くないが，空孔型格子
欠陥をppm オーダで検出可能な陽電子消滅（Positron 
Annihilation Lifetime Spectroscopy: PALS）法を用い
ることによって，自然時効中の原子空孔の拡散やクラス
タの形成過程が詳細に解析されている11，18）。最近では，
時効処理中のクラスタ形成に及ぼす原子空孔の役割など
の考察にミュオンスピン緩和法が活用されている19），20）。
また，特定の原子周りの局所構造や，電子状態に関する
情報を得ることができるX線吸収微細構造（X-ray 
absorption fine structure: XAFS）法により，6000系合
金で形成するクラスタ内の原子配位距離や電子状態の評
価がなされている21）。
　 3 次元アトムプローブ（Three-dimensional atom probe，
以下 3 DAPという）は，材料内部の原子配置を 3 次元
的にイメージングできる微細領域分析装置である。
3 DAPは，先端の直径が100nm程度の先鋭な針状試料
に数kV程度の正電圧をかけると試料最先端で高電界と
なって試料表面の中性原子が正イオン化し，表面から脱
離する現象（電界蒸発）を利用している。電界蒸発した
イオンは 2 次元検出器により原子配列が特定され，検出
器に到達するまでの飛行時間からイオン種も同定され
る。このように深さ方向へ連続的に検出したイオンを検
出された順番に並べることにより， 3 次元の原子分布が
得られる。3 DAPは高い空間分解能（分析深さ方向で＜
1 nm，分析面内方向で数nm）と優れた質量分解能を
併せ持ち，材料内部のクラスタや析出物などを検出する
ことができ，その数密度や組成などの各種組織因子を定
量評価することが可能である。そのため，6000系合金の
クラスタや析出物の解析においても，新しい知見を得る
ための強力な武器として活用されてきた。
　ここで，アトムプローブを用いた6000系合金のクラス
タ解析結果に関して，従来の報告例と課題を述べる。
個々のイオンの質量と共に検出器上でのイオンの位置を
同時に決定できる位置敏感型検出器を搭載した 3 DAP
が開発される前は，原子が 1 原子層ごとに蒸発するとい
う性質を利用して，分析の深さ方向に 1 原子ずつの濃度
プロファイルを得ていた。いわゆる 1 次元アトムプロー
ブによる解析結果であり，6000系合金のクラスタリング
挙動として，初期にMg原子クラスタとSi原子クラスタ
が形成し，自然時効の進行によってMgとSiの両方を含
むクラスタが形成することが示された 1 ），22）。その後
MurayamaとHonoにより，添加Mg，Si比が平衡相

（β-Mg2Si）の化学量論比に近いバランス合金（Al-0.63Mg-
0.34Si（mass%，以下%と表記する））と，その比よりSi
添 加 量 が 多 い 過 剰Si合 金（Al-0.59%Mg-0.73%Si） の
3 DAP解析結果から，70℃での時効処理材では自然時
効材に比べてサイズが大きめのクラスタ（GPゾーン）
が形成し，それがβ"相の核生成サイトとなることが提
案された23）。70～100℃程度での時効処理，すなわち予
備時効は，BH性向上のためのアプローチとして工業的

にも適用されている。予備時効でサイズが大きめのクラ
スタが形成し，それがその後の焼付塗装熱処理時にβ"
相に遷移してBH性向上に寄与するという考え方は，
Mg，Si添加量の異なる合金の 3 DAP解析結果からも支
持されている12），24）。山田らは，Al-0.94%Mg-0.51%Si合金
とAl-0.96%Mg-0.84%Si合金を対象にして断熱型比熱測定
を行い，約70℃を境にして異なる 2 種類の発熱反応（初
期構造形成）を検出し，約70℃以上でβ"相の核生成サ
イトとして機能するGPゾーンが形成すると推定した 4 ）。
数年後にSatoらのグループが，Al-0.94%Mg-0.49%Si合金
とAl-0.95%Mg-0.81%Si合金のDSCにおける約47℃と約77
℃での発熱ピークに対応するクラスタを，それぞれ
Cluster（ 1 ）とCluster（ 2 ）と呼称した 8 ）。そして，Al-
0.95%Mg-0.81%Si合 金 の 3 DAP解 析 結 果 を も と に，
Cluster（ 1 ）は室温で長期間放置してもサイズが大きく
ならないこと，および予備時効処理で形成するCluster

（ 2 ）のβ"相への遷移しやすさはサイズだけでなく，
個々のクラスタを構成するMgとSi原子の個数比（以下，
Mg/Si比という）も影響することを提案した15）。
　これら以外にも， 3 DAP解析により，Si添加量に比べ
てMg添加量が多い合金ではクラスタ中のMg/Si比が高
いクラスタが，逆にSi添加量が多い合金ではMg/Si比が
低いクラスタがそれぞれ形成しやすいことや，自然時効
で形成したクラスタがその後の170℃で1.8ksの人工時効
処理で溶解することも報告されている25）～27）。ただし，
その溶解するクラスタの種類など，自然時効や予備時効
からその後の人工時効処理（焼付塗装熱処理）までの一
連のクラスタ挙動は不明確な部分が多い。
　ここまでに挙げた 3 DAPを用いた従来調査のほとん
どで，測定領域が10nm角×数10nm程度という非常に
狭い範囲であるため， 1 測定あたりのクラスタの検出数
が数個～数10個程度と少なかった。さらに， 3 DAP測
定用の針状試料先端の結晶学的方位に起因する軌道収差

（Trajectory aberrations）28），29）によって生じるアーチフ
ァクト（偽所見）を除去するのが難しいという問題もあ
った。
　近年では，測定視野や速度など性能が向上した局所電
極型アトムプローブ（Local electrode atom probe）が
開発され，それまでに比べて数10倍以上の測定領域にお
けるクラスタの分布状態を評価できるようになった。
　以下では，広角リフレクトロンを搭載した局所電極型
アトムプローブを用いて調査した，自然時効処理や予備
時効処理にて形成するクラスタ形態の違い，および170
℃での人工時効処理にかけてのクラスタ形態や強度変化
について述べる。

2 . 自然時効によるクラスタ形態とBH性の変化30）

　Al-0.62%Mg-0.93%Si合金について，570℃で1.8ks保持
後に急冷する溶体化処理後に 6 とおりの保持時間で自然
時効処理を行った。各自然時効材について 3 DAP解析
を行うとともに，170℃での人工時効処理におけるビッ
カース硬さ変化を評価した。試料の略称と溶体化処理後
の熱処理条件を表 1 に示す。ここで，NA7800-AA03と
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NA7800-AA1はそれぞれ2.8×104ksの自然時効後に170
℃で1.2ksと3.6ks保持した試料である。
　 3 DAP測定に際しては，電解研磨法にて針状試料を
作製し，CAMECA Instruments, Inc.製の局所電極型
3 DAP装置「LEAP 3000 HRTM」を用いて，試料位置
温度約-243℃，電圧パルス比20%，真空度1.0×10－8 Pa以
下の条件で， 1 測定あたり2,300万個以上の原子数を獲
得した。つづいて，解析ソフトウエア「IVAS」を用い
て 3 次元マッピング（アトムマップの構築）と定量解析
を行った。具体的には，試料先端の結晶学的方位を同定
し，軌道収差の影響が大きい箇所を避けてクラスタ解析
を行った。ここでは，クラスタを構成するMgとSiの総
原子数（本稿では10とした）と隣接する原子間距離（同
0.75nm）を定義するMaximum Separation Method 31）

を適用してクラスタの空間分布を定義した。
　170℃での人工時効処理における硬さ変化を図 1 に示
す。NA0は自然時効なし材で，自然時効を行った試料
に比べて人工時効処理前の硬さが大幅に低い。自然時効
材の中では，その時効時間が長いほど人工時効処理前の
硬さが高い。自然時効時間が短いNA3では，170℃での
保持時間が長くなるにつれて硬さが単調増加する。いっ
ぽう，NA30の硬さは170℃で1.8ks程度の保持まではほ
とんど変わらず，それよりも自然時効時間が長い試料で
はいったん軟化してから硬化に転じる。また，これら二
つの試料間において1.8ks保持以降の硬さの変化に差は
ほとんどみられず，保持時間が長くなるにつれて硬さが
大きく増加し，50ks程度でピーク硬さを示す。ピーク
硬さは自然時効なし材が他に比べて少し高い。一般的な
焼付塗装熱処理時間である1.2ks保持後の硬さは，他の
試料に比べてNA0が突出して高い。すなわち，短い自
然時効時間（10.8ks）であっても，溶体化処理後に室温
で保持されることによってBH性が大きく低下する。
　Mg-Siクラスタの 3 次元分布図（アトムマップ）とし
て，NA3，NA100，NA7800の結果を図 2 に例示する。
また，クラスタの検出数，数密度，個々のクラスタの平
均半径，および平均Mg/Si比を示した一覧を表 2 に示
す。試料 1 種につき少なくとも350個以上のクラスタを
検出できており，従来に比べて高い統計的信頼性を有し
ているといえる。クラスタのサイズを評価するため，こ

こではギニエ半径を算出した32）。クラスタの平均半径と
平均Mg/Si比の両方について，試料間の顕著な違いはみ
られない。自然時効時間が長くなってもクラスタの平均
サイズがほとんど変わらないことは，Si添加量よりMg

図 2  自然時効材におけるMg-Siクラスタの 3 次元分布図（緑色が
Mg原子，青色がSi原子）（a）自然時効10.8ks（NA3），

 （b）360ks（NA100），（c）2.8 x 104ks （NA7800）
Fig. 2  Atom maps showing 3D elemental distribution of Mg (green) 

and Si (blue) atoms found to be clustered in Al-Mg-Si alloy 
after (a) NA for 10.8ks (NA3), (b) NA for 360ks (NA100) and 
(c) NA for 2.8 x 104ks (NA7800)

表 0  ■
Table 0  000

図 1  Al-0.62Mg-0.93Si（mass%）合金の170℃での人工時効処理中
のビッカース硬さ変化

Fig. 1  Change of Vickers hardness during artificial aging at 170℃ in 
Al-0.62Mg-0.93Si (mass％) alloy

表 1  Al-0.62Mg-0.93Si（mass％）合金の溶体化処理後の熱処理条件
Table 1  Heat treatment conditions after solution treatment of Al-0.62Mg-0.93Si (mass％) alloy

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/66_2/662-11-f02.mp4
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添加量の方が多い合金15），あるいは0.7%のCuがさらに
添加された合金でも報告されている33）。
　自然時効時間とクラスタの数密度の関係を図 3 に示
す。クラスタの数密度は，10.8ks保持材（NA3）が最も
小さく，自然時効時間が長くなるほど増加し，7.2×
103ks（NA2000）程度以降はその傾きが小さくなる。
クラスタの数密度が溶体化処理直後から増加し，103ks
のオーダの保持後に横ばいになる挙動は，本稿と類似の
合金組成で調査された従来の論文27），34）と同じ傾向であ
る。
　クラスタのサイズ分布は，半径1.1～1.3nmのクラスタ
の数密度が最も多く，半径がそれより小さく，または大
きくなるほどクラスタの数密度が減少する傾向が全ての
試料に共通してみられる30）。自然時効が長時間化する
と，半径約1.0～1.5nmのクラスタが増加し，最大半径

（3.0nm弱）はほとんど変わらない。また，個々のクラ
スタのMg/Si比は 0 から 5 程度まで幅広いが，クラスタ
の半径が2.0nmより大きいクラスタはMg/Si比のばらつ
きが小さくなり，1.0付近に収束する30）。
　以下では，自然時効で形成したクラスタが，続く170
℃での人工時効処理中にどう変化するかを詳細に調査し
た結果について述べる。
　図 4 は，2.8×104ksの自然時効材（NA7800）と，そ

れ に170 ℃ で1.2ks保 持（NA7800-AA03） と3.6ks保 持
（NA7800-AA1）を加えた試料におけるクラスタのサイ
ズ分布の比較である。170℃で1.2ks保持することでクラ
スタの数密度がいったん減少し，3.6ksまで保持時間を
長くすると再び増加する。170℃での人工時効処理中の
硬さ変化（図 1 ）では，NA7800は0.6～1.2ks保持でい
ったん軟化し，それを超える保持にてピーク硬さまで硬
化していた。すなわち，170℃での人工時効処理におい
て，1.2ks程度の短時間保持で硬さがいったん低下する
のは，クラスタが復元（再固溶）して数密度が低下する
ためである。また，その後硬さが増加に転じるのは，ク
ラスタ形成量の再増加によるものと推察される。さら
に，170℃で30ks程度まで保持する過程でクラスタがβ"
相に遷移し，硬さが大きく増加すると考えられる。
　ここで，170℃での人工時効処理中に増減するクラス
タの特徴について考察する。図 4 から，クラスタ半径に
よらず，NA7800に比べてNA7800-AA03の数密度が小さ
い こ と が 分 か る。NA7800，NA7800-AA03，NA7800-
AA1において，クラスタのMg/Si比の分布を図 5 に示
す。図中にだ円と矢印で示したMg/Si比が0.4以下のクラ
スタは，170℃で3.6ksまでの保持でほとんど増減してい

表 0  ■
Table 0  000

図 4  自然時効と人工時効処理を行った試料におけるクラスタの
半径と数密度の関係

Fig. 4  Comparison of size distribution of clusters in the Al-Mg-Si 
alloy specimens after NA for 2.8 x 104ks (NA7800) and NA 
for 2.8 x 104ks followed by AA at 170℃ for 1.2ks and 3.6ks 
(NA7800-AA03 and NA7800-AA1)

表 2  3 DAPによるクラスタ解析結果
Table 2  Characteristic values of clusters in the Al-Mg-Si alloy specimens, evaluated by 3 DAP analysis

図 3  自然時効時間とクラスタの数密度の関係
Fig. 3  Relationship between number density of clusters in naturally-

aged Al-Mg-Si alloy specimens and natural aging time
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ない。それ以上のMg/Si比をもつクラスタの数密度は，
1.2ks保持でおおむね低下し，そこから3.6ks保持にかけ
て，とくにMg/Si比が0.6～1.4の範囲にあるクラスタの
量が大きく増えている。すなわち，Mg/Si比が0.4以下の
極端にSiリッチなクラスタは，170℃での人工時効処理
中に復元も成長もしにくいといえる。この極端なSiリッ
チクラスタは，溶体化処理後の自然時効において，初期
の100ksまでにかけて主に増加する30）。以上より，自然
時効初期に主に形成する極端なSiリッチクラスタは，
170℃での人工時効処理にて強化析出相のβ"に遷移しに
くく，再固溶して過飽和Mg，Si量を増加させることも
ほとんどない。このため，自然時効していない試料に比
べて時効硬化を遅延化させ，図 1 に示したように1.2ks
程度の保持時間での時効硬化性（BH性）を低下させる
と推察される。

3 . 予備時効によるクラスタ形態とBH性の変化35）

　 1 章で述べたように，6000系合金において，溶体化処
理後に約70℃以上の温度で予備時効処理を行うとBH性
が高くなることが報告されている。これは，予備時効処
理にて形成するクラスタがβ"相に遷移しやすいためと
考えられている。ここでは，前章と同じ合金板を用いて，
溶体化処理後に90℃で18ks保持した予備時効材につい
て，クラスタ形態や170℃での時効硬化挙動を調査した
結果について述べる。
　図 1 に付記した170℃での人工時効処理における予備
時効材（PA）の硬さ変化は，自然時効材でみられた
1.8ks程度の保持までの硬さ停滞はない。また，人工時
効処理時間が長くなるにつれて硬さが増加し，一般的な
焼付塗装熱処理時間である1.2ks保持後の硬さは自然時
効なし材（NA0）に近い。すなわち，90℃で18ksの予
備時効処理を行うことで自然時効材よりもBH性が高く
なる。
　表 2 に示したように，PAは自然時効材に比べてクラ
スタの数密度が高い。PAと自然時効材（NA30）における
クラスタのサイズ分布の比較を図 6 に示す。半径1.2nm

程度のクラスタの数密度が最も多いことは共通してお
り，NA30に比べてPAの方が数密度が全体的に高い。
　図 7 に示すクラスタのMg/Si比の分布において， Mg/
Si比によらず全体的にPAの方が数密度が高いが，Mg/
Si比が0.4以下の極端なSiリッチクラスタの数密度の差は
小さい。
　図 1 に示したように， PAでは170℃で1.2ksの人工時
効処理後の硬さが自然時効材に比べて高い。1 章で述べ
たように，サイズが大きめのクラスタがβ"相に遷移し
てBH性向上に寄与するという考え方がある程度支持さ
れてきており，PAとNA30のBH性の違いはそれで解釈
できる。ただし最近，予備時効後に長時間の自然時効を
行うと大きめのクラスタが増加するにもかかわらず，
BH性は向上しないという結果が報告されている36）。前
章において，Mg/Si比が0.4以下の極端なSiリッチクラス
タは，人工時効処理中に復元も成長もしにくく，時効硬
化を遅延化させる要因となることを示した。Kimら13）に
より，Siリッチクラスタが熱的に安定であること，足立
ら21）により，自然時効材中のクラスタ内のSi原子は引力
相互作用が強いことがそれぞれ提案されている。すなわ
ち，たとえサイズが大きくても，Siの割合が高いクラス

図 7  自然時効材と予備時効材におけるクラスタのMg/Si比と数
密度の関係

Fig. 7  Relationship between Mg/Si ratio and number density of 
clusters in Al-Mg-Si alloy specimens after NA for 108ks 
(NA30) and PA at 90℃ for 18ks (PA)

図 6  自然時効材と予備時効材におけるクラスタの半径と数密度
の関係

Fig. 6  Size distribution of clusters in Al-Mg-Si alloy specimens after 
NA for 108ks (NA30) and PA at 90℃ for 18ks (PA)

図 5  自然時効と人工時効処理を行った試料におけるクラスタの
Mg/Si比と数密度の関係

Fig. 5  Comparison of relationship between Mg/Si ratio and number 
density of clusters in Al-Mg-Si alloy specimens after NA for 
2.8 x 104ks (NA7800) and NA for 2.8 x 104ks followed by AA 
at 170℃ for 1.2ks and 3.6ks (NA7800-AA03 and NA7800-AA1)
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タはβ"相への遷移がしにくいと推察される。したがっ
て予備時効材では，BH性を阻害する極端なSiリッチク
ラスタの形成量は自然時効材と同等で， 組成がSiリッチ
ではない大きめのクラスタの形成量が大幅に増加するた
め，BH性が向上すると考えられる。

むすび＝自動車パネル用6000系アルミニウム合金のクラ
スタ評価方法，および熱処理によるその形態変化とBH
性の関係について概説した。本稿で示したように，アト
ムプローブではクラスタや析出物の組成に関する定量的
な情報を得ることができ，6000系アルミニウム合金の
BH性向上に促進，阻害それぞれの影響をもたらすクラ
スタの特徴付けに成功してきている。このような知見
が，自動車に適用されるアルミニウム合金の部位拡大に
必要な合金組成と熱処理条件の選定に活用されている。
アトムプローブは，クラスタ形成過程や微量添加元素が
析出の核生成に及ぼす影響などを研究するためには最適
の手法といえる。また，アルミニウム合金の時効析出の
速度論に大きな影響を及ぼすのは，単に溶質原子のクラ
スタ挙動だけでなく，原子空孔の挙動，さらには原子空
孔と溶質の相互作用が重要な役割を果たすと考えられて
いる。
　今後，陽電子消滅法などで得られる原子空孔に関する
情報とアトムプローブによる溶質原子に関する情報を総
合することにより，アルミニウム合金の時効析出過程の
解明をより深化させてさらなる材料特性向上を実現し，
自動車軽量化などの社会貢献に結実させたい。
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まえがき＝自動車エンジンなどの輸送機械部品に用いら
れる軸受鋼やばね鋼のような超高強度鋼では，10 7 サイ
クルを超える超高サイクル疲労寿命域において，鋼中の
非金属介在物（以下，介在物という）を起点とした疲労
破壊が生じることが知られており，そのメカニズム解明
に数多くの研究がなされている 1 ）- 6 ）。超高サイクル疲労
では，介在物から生じたき裂が極低速で進展することで
介在物の周囲にODA（Optically Dark Area）1 ）などと
呼ばれる特徴的な領域を形成し，その形成に全寿命の大
部分が費やされる 7 ）とされている。また，超高サイク
ル疲労特性は介在物のサイズや種類に影響されること 8 ）

などが報告されているが，その損傷過程は未だ不明な点
が多い。
　これらの研究は主に，回転曲げ疲労試験機を用いた繰
返しの曲げ応力下，あるいは超音波軸力疲労試験機を用
いた引張－圧縮応力下で行われてきた。いっぽう，コイ
ルばねや軸受などで生じる繰返しせん断応力下の超高サ
イクル疲労破壊については，従来のねじり疲労試験機で
は現実的な時間内で超高サイクル疲労寿命域までの試験
を実施した例がなく，破壊挙動やそのメカニズムは不明
であった。しかし，超音波ねじり疲労試験機の開発によ
って検討が進んでおり 9 ）-12），Xueらは同一の高強度鋼に
対して超音波軸力疲労試験と超音波ねじり疲労試験を実
施し，両試験で破壊起点となる介在物種が異なることを
報告している10）。また筆者らは，介在物種を変えた軸受鋼
に対して超音波ねじり疲労試験を実施し，破壊起点の介在
物種によりき裂発生挙動が異なることを報告している12）。

　本稿では，コイルばねや軸受などの繰返しせん断応力
下で用いられる鉄鋼材料における介在物起点破壊抑制の
ための材料設計指針獲得に資するために，軸受鋼に対し
てねじり荷重を負荷する超音波ねじり疲労試験，および
軸荷重を負荷する超音波軸力疲労試験を実施し，両者の
破壊形態を比較することによって介在物起点疲労破壊挙
動に与える荷重形式の影響を検討した。

1 . 実験方法

1. 1　供試材および試験片
　酸化物を起点として内部起点破壊を生じさせやすくす
るために，溶鋼中の酸素濃度が高くなる大気溶解にて軸
受鋼SUJ2の成分をベースとした鋳塊を作製し，熱間鍛
造によりφ65の棒鋼に加工して供試材とした。表 1 に供
試材の化学成分を示す。この供試材に対して球状化焼鈍
を施した後，1,123Kにて20分間加熱して油焼入れし，
438Kにて150分の焼戻しを行った。供試材の金属組織は
マルテンサイトであり，ビッカース硬さは荷重98Nで
698HVであった。なお，鏡面観察では酸化物と思われ
る球状介在物が多く観察された。疲労試験片は軸方向が
供試材の鍛伸方向となるように採取し，図 1 に示す形状
に機械加工した。なお，ねじり疲労試験では危険体積を

高強度鋼の超高サイクル疲労破壊挙動に与える荷重形式
の影響
Influence of Loading Type on Fracture Behavior of High Strength Steel 
under Very High Cycle Fatigue

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

In high-strength steel, fatigue fracture initiating from internal inclusions occurs in the very high-cycle 
fatigue region; however, the fracture behavior under cyclic shear stress has not been elucidated yet. 
In this study, ultrasonic torsional fatigue tests and ultrasonic axial fatigue tests were performed on the 
same bearing steel to compare the fracture behaviors. The effect of load type on very-high-cycle fatigue 
characteristics was also examined. Both the torsional and axial fatigue tests resulted in fracture originating 
from inclusions, and an optically dark area (ODA) was observed in the vicinity of each fracture origin; 
however, no difference in load type was recognized in the relationship between the ⊿K value, obtained 
from the inclusion size and ODA size, and the number of cycles. Nevertheless, there are differences in 
the types of inclusions that cause fracture. It has been found that, in the case of the torsional fatigue test, 
inclusions elongated in the rolling direction tend to become the originating points of fractures. 

三大寺悠介＊

Yusuke	SANDAIJI

＊ 1  技術開発本部　材料研究所

表 1  化学成分
 Table 1  Chemical compositions (mass%)
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大きくして介在物起点破壊を生じやすくするために，図
1（a）に示す砂時計型試験片に加え，（b）に示す平行部
をもつ試験片を使用した。最大応力の90%以上の応力が
作用する領域を危険体積Vとすると，ねじり疲労試験片
はそれぞれ2.85mm3および8.71mm3であり，軸力疲労試
験片は33.7mm3である。試験片は鏡面研磨後ショットピ
ーニング処理を行い，圧縮残留応力を付与した。試験片
軸方向に対して45°方向の残留応力分布をX線回折法に
より測定した結果を図 2 に示す。残留応力は，試験片表
面は約500MPaの圧縮応力であり，表層より80μm深さ
において最大圧縮応力約1,200MPaとなった。それより
深くなるにつれて圧縮応力は減少し，300μmの深さに
おいて約125MPaであった。
1. 2　疲労試験
　疲労試験は，ねじり疲労試験および軸力疲労試験とも
に島津製作所製超音波疲労試験機（ねじり；UFT-2000T，
軸力；UFT-2000）を用い，両振りにて試験周波数20 
kHzで実施した。なお，疲労試験中に生じる発熱を抑制
するため，圧縮空気を吹き付けて冷却した。さらに，事
前試験にて発振時間110msに対して停止時間を440～
1,100msの範囲で変化させ，試験中の試験片表面の温度
が50℃以下となる間欠条件を明らかにした上で疲労試験
を行った。
1. 3　破面観察
　疲労破面の観察には走査型電子顕微鏡（SEM）と光
学顕微鏡（OM）を用いた。破壊起点の介在物はエネル

ギー分散型X線分析（SEM-EDX）にて同定した。
　介在物サイズ およびODAサイズ は，
それぞれ破面に対して垂直な方向より撮影したSEM像
およびOM像を用いて画像解析により実面積を測定し，
その平方根の値とした。

2 . 実験結果

2. 1　疲労試験結果
　図 3 にS-N曲線を示す。後述する破面観察の結果から，
図中の白抜きプロットは表面起点破壊，黒塗りプロット
は内部起点破壊を示す。また，付記のアルファベットは
破壊起点となった介在物種を示し，AはAl 2 O 3 系介在
物，MはMnS系介在物を示す。ねじり荷重下のS-N曲線
は応力振幅の減少とともに寿命は増加し，τa＝775MPa
で 2 ×10 7 回付近にて破断した点を除き，S-N曲線に危
険体積の影響はみられなかった。また，後述する破面観
察の結果，内部起点破壊と表面起点破壊が混在してい
た。Sakanakaらは，軸受鋼を用いてショットピーニン
グ処理を施さずに超音波ねじり疲労試験を行ったとこ
ろ，10 5 ～10 9 回の寿命では表面起点破壊のみが生じる
ことを報告している13）。本稿では，大気溶解により介在
物を増加させ，さらにショットピーニング処理により表
面を強化したため，内部起点破壊が生じやすくなったと
考えられる。いっぽう，軸荷重下では応力振幅の低下と
ともに寿命は増加し，すべて内部起点破壊であった。
　なお，本検討では介在物起点破壊挙動に着目するため
に，以降では介在物起点破壊が生じた結果について述べ
る。また，ねじり試験片において危険体積の影響はみら
れなかったため，両試験片の結果を区別せず扱う。
2. 2　破面観察結果
　図 4 に介在物起点破壊が生じたねじり試験片の破壊
状況を示す。ねじり荷重下では，最大主応力方向に対し

図 1  疲労試験片形状
Fig. 1  Shapes of specimens

図 2  残留応力分布
Fig. 2  Distribution of residual stresses

図 4  破断疲労試験片の概観
Fig. 4  Overviews of fractured specimens

図 3  疲労試験結果
Fig. 3  Results of fatigue tests
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て垂直な方向である試験片の軸方向に対して約45°方向
にき裂が進展しており，主応力型のき裂進展により破壊
したと考えられる。図 5 は起点近傍のSEM像およびOM
像である。内部起点破壊の起点はすべて介在物であり，
ねじり荷重下の 2 ×10 7 回で破断した試験片を除くすべ
ての起点介在物の周囲にODAが確認された。ねじり荷
重下にて最大せん断応力の方向にき裂が進展する場合
は，破面同士の摩耗により破面が平滑になる。しかしな
がら，本検討では起点近傍に平滑な破面は確認されず，
軸荷重下と同様にODAが確認されたことからも最大主
応力により疲労き裂が進展したと考えられる。
　いっぽう，軸荷重下の破壊挙動は過去の報告 1 ）, 4 ）, 6 ）, 7 ）

と同様に，介在物近傍にはODAが確認され，主応力型
のき裂進展により破壊した。
　図 6 に介在物サイズ と繰返し数Nの関係を示
す。ねじり荷重下では ＝10～80μm，軸荷重下
では ＝ 5 ～20μmの介在物を起点として破壊し
たが，10 8 回以上において は疲労寿命に対して
大きく変化しなかった。図 7 にODAサイズ と
Nの関係を示す。ねじり荷重下では ＝30～60
μm，軸荷重下では ＝20～40μmのODAが形
成されていたが，寿命と に明確な相関はみら
れなかった。

　図 8 に破壊起点となった介在物の種類と内訳を示す。
軸荷重下ではすべてAl 2 O 3 系介在物が起点となったが，
ねじり荷重下ではAl 2 O 3 系介在物とMnS系介在物がほ
ぼ半数ずつとなった。

3 . 考察

3. 1　き裂発生挙動に与える荷重形式の影響
　ねじり荷重下ではAl 2 O 3 系介在物に加えてMnS系介
在物も破壊起点となった。起点の断面観察に基づき，ね
じり荷重下においてAl 2 O 3 系介在物を起点とする場合は
主応力型のき裂が発生，進展して破壊に至るが，MnS
系介在物の場合はせん断型のき裂が発生した後，主応力
型へ遷移し，破壊に至ることを筆者らは報告してい
る12）。後者では，せん断型き裂は最大せん断応力方向に
伸長したMnS系介在物の内部から生じており，最大せ
ん断応力方向の投影面積が大きくなることでせん断型の
き裂が生じたと考えられる。本検討では，鋼材の鍛伸方
向と試験片の軸方向が一致するように試験片を採取して
おり，MnS系介在物は最大せん断応力に方向に伸長して
存在しているため，一部で起点になったと考えられる。
反対に，軸荷重下では最大主応力方向に対する投影面積
が小さくなるため，起点にならなかったと考えられる。
3. 2　き裂進展に与える荷重形式の影響
　き裂進展に与える荷重形式の影響を検討するために，
ねじり荷重下と軸荷重下のそれぞれの起点介在物および
ODAのサイズから求めた応力拡大係数範囲ΔKと寿命の
関係を比較した。軸荷重下およびねじり荷重下におい
て，破壊起点の介在物とODAのサイズより求めたΔKinc

およびΔKODAと寿命の関係をそれぞれ図 9 および図10

図 5  破断疲労試験片の概観
Fig. 5  Overviews of fractured specimens

図 6  介在物サイズと繰り返し数の関係
Fig. 6  Relationship between number of cycles and inclusion sizes

図 8  起点介在物の種類
Fig. 8  Inclusion types of fracture origin

図 7  ODAサイズと繰り返し数の関係
Fig. 7  Relationship between number of cycles and ODA sizes
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に示す。なお，ΔKの計算には式（ 1 ）を用い，
に と をそれぞれ代入することでΔKinc

とΔKODAを求めた。
　　 areaπΔK＝0.5Δσ・   ……………………………（ 1 ）
ここでΔσはき裂に加わる応力範囲であるが，き裂進展
には引張成分のみが作用すると考え，応力振幅を代入し
て求めた。なお，ねじり疲労試験は両振りで行っており，
前述のとおり破壊状況からも最大主応力σpr.に対して垂
直な方向に進展している。このため，式（ 2 ）が成り立
つと考え，応力勾配を考慮して起点に生じた主応力振幅 
σpr.eff.aを式（ 3 ）によって求め，その値を式（ 1 ）に代
入することで求めた。
　　σpr.a＝τa …………………………………………（ 2 ）
　　σpr.eff.a＝τa・（1－D／R） …………………………（ 3 ）
ここで，τaは試験片表面における最大せん断応力振幅，
Dは試験片表面からの起点の深さ，Rは試験片の半径で
ある。
　ねじり荷重下のΔKincは寿命の増加とともに低下する
が（図 9 ），ΔKODAは寿命に依存せず 3 ～ 5 MPa・m1/ 2

でほぼ一定となり，介在物種による差異はみられなかっ
た（図10）。この傾向およびΔKODAの値は軸荷重下と同
様であり，これまでの報告 2 ）とも一致している。これは，
両振りのねじり荷重下では主応力型のき裂進展が生じる
ため，軸荷重下や曲げ荷重下と同様に，き裂はODAを
形成しながら極低速で進展し，ΔKODAが一定値に達する
とODAを形成しない一般的なき裂進展へ遷移すること
を示唆している。すなわち，ねじり荷重下で介在物起点
破壊が生じる場合，き裂発生は介在物の形状の影響を受

けて主応力型のき裂が生じる場合とせん断型のき裂が生
じる場合があるが，いずれのき裂が生じた場合も主応力
型のき裂進展により破壊に至る。また，起点の周囲には
ODAが形成され，ΔKODAが一定値に到達すると通常の
き裂進展に遷移して破壊に至る。軸荷重下ではODAを
形成するき裂進展に全寿命の大部分が費やされることが
報告されており 7 ），ねじり荷重下でも同様にこのき裂進
展が疲労寿命を支配していると考えられる。このため今
後は，このき裂進展を抑制する金属組織的な因子を明ら
かにして組織設計指針の獲得を目指していく。また，ね
じり荷重下では介在物の形状によって発生するき裂発生
挙動が異なることから，例えば介在物形状や硬さなどが
き裂発生寿命に影響を与える可能性があると考えられる
ため，金属組織だけではなく，介在物制御の観点からも
検討を行っていく必要がある。

むすび＝軸受鋼を用いて超音波ねじり疲労試験および超
音波軸力疲労試験を実施し，ねじり荷重下および軸荷重
下の破壊挙動を比較することによって介在物起点破壊挙
動に与える荷重形式の影響を検討した。その結果，以下
の知見を得た。
　（ 1 ）ねじり荷重下のき裂発生では，MnS系介在物の

ように伸長した介在物を起点として疲労破壊する
場合が確認された。

　（ 2 ）ねじり荷重下のき裂進展では，起点介在物種によ
らず，き裂は介在物周囲にODAを形成しながら
主応力型で進展し，ΔKODAが一定に達すると通常
のき裂進展に遷移して破壊に至る。

　（ 3 ）ねじり荷重下と軸荷重下のΔKODA値は同程度であ
る。これは，両荷重下ともに主応力型でき裂進展
が生じたためと考えられる。

　
参　考　文　献
1 ） Y. Murakami et. al. Fatigue & Fracture of Engineering 

Materials & Structures. 1999, Vol.22, p.581.
2 ） K. Tanaka et al. Fatigue & Fracture of Engineering 

Materials & Structures. 2002, Vol.25, p.775.
3 ） C. Bathias. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & 

Structures. 1999, Vol.22, p.559.
4 ） H. Mayer et al. International Journal of Fatigue. 2009, Vol.31, 

p.242.
5 ） K. Shiozawa et al. Fatigue & Fracture of Engineering 

Materials & Structures. 2001, Vol.24, p.781.
6 ） T. Sakai et al. Fatigue & Fracture of Engineering Materials 

& Structures. 2002, Vol.25, p.765.
7 ） W. Ishida et al. Transactions of the Japan Society of 

Mechanical Engineers A. 2012 Vol.78, p.23.
8 ） Y. Furuya et al. Metallurgical and Materials Transactions 

A. 2007, Vol.38, p.1722.
9 ） S. E. Stanzl-Tschegg et al. Ultrasonics. 1993, Vol.31, p.275.
10） H. Q. Xue et al. Engineering Fracture Mechanics. 2010, 

Vol.77, p.1866.
11） Y. Shimamura et al. International Journal of Fatigue. 2014, 

Vol.60, p.57.
12） Y. Sandaiji et al. Procedia Materials Science. 2014, Vol.3, 

p.894.
13） N. Sakanaka et al. NTN TECHNICAL REVIEW. 2011, 

Vol.79, p.104.図10  繰り返し数とΔKODAの関係
Fig.10  Relationship between number of cycles and ΔKODA

図 9  繰り返し数とΔKincの関係
Fig. 9  Relationship between number of cycles and ΔKinc



52 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017）

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，

大気腐食環境下における鋼材の耐食性とさび性状が吸蔵
水素量に与える影響
Effect of Corrosion Resistance and Rust Characteristics on Hydrogen 
Absorption into Steel under Atmospheric Corrosion Conditions

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

In steel having a tensile strength exceeding 1,180MPa, there is a concern about delayed fracture 
(hydrogen embrittlement), which is attributable to hydrogen, due to corrosion reactions, being 
absorbed into the steel. As a means for suppressing the delayed fracture, measures have been devised 
for controlling the hydrogen absorbed during the corrosion reaction of steel under an atmospheric 
corrosion environment, and the actual effectiveness of corrosion-resistance improving elements and 
rust-characteristics control have been studied. As a result, it was found that the amount of hydrogen 
absorbed into steel can possibly be reduced for a long term. An application to automotive parts has 
been conceived of, in which the amount of hydrogen absorbed into U-bent specimens having various 
bending radii under different stress conditions has been studied under an atmospheric corrosion 
environment. The amount of hydrogen has turned out to be almost constant regardless of the worked 
shape and stress conditions. Furthermore, the fracture behaviors of U-bent specimens under the 
atmospheric corrosion environment were investigated, revealing that, in 1,470MPa grade steel, a trip-
aided bainitic ferrite (TBF) structure exhibits anti-delayed fracture properties superior to those of a 
dual phase (DP) structure. 

衣笠潤一郎＊1

Junichiro	KINUGASA
湯瀬文雄＊1（博士（工学））

Dr.	Fumio	YUSE
経澤通高＊2

Michitaka	TSUNEZAWA
中屋道治＊2

Michiharu	NAKAYA

＊ 1  技術開発本部　材料研究所　＊ 2  鉄鋼事業部門　技術開発センター　薄板開発部



神戸製鋼技報/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017） 53

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
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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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まえがき＝ダイヤモンドライクカーボン（以下，DLC
という）膜は，低摩擦と低摩耗を両立する材料として注
目されており，近年，省エネルギー化の観点から自動車
分野での適用が進んでいる。例えば，自動車エンジン部
品であるバルブリフタ 1 ），ピストンリング 2 ），ディーゼ
ルエンジンコモンレール用インジェクタ 3 ），および電磁
クラッチ板 4 ）などへの適用が挙げられる。エンジンオ
イル中で使用される場合には，DLC膜の特性のみにと
どまらず，エンジンオイルとの相性の問題もあることが
指摘されている 1 ）。今後は自動車分野のみならず，機械
部品全般やエレクトロニクス分野など多方面への適用が
期待されている。
　DLC成膜装置として当社では，アンバランスドマグ
ネトロンスパッタ（以下，UBMSという）装置をライン
ナップしている。本稿では，UBMS装置で種々の成膜条
件で成膜されたDLC膜の構造や機械特性を検討すると
ともに，得られたDLC膜の摺動（しゅうどう）特性に
ついても検討した。
　DLC膜の分類は，水素含有量とsp2結合- sp3結合比率
からなる 3 元状態図で表される（図 1 ）5 ）。水素非含有
のものは，水素フリーDLC膜あるいはアモルファスカ
ーボン（a -C）と呼ばれ，なかでもダイヤモンドの結晶
構造である正四面体（テトラヘドラル）構造を形成する
sp3結合の比率が高いものをテトラヘドラルアモルファ
スカーボン（ta -C）と表現される。水素を含有したもの
は，水素化アモルファスカーボン（a -C：H）や水素化
テトラヘドラルアモルファスカーボン（ta -C：H）と区
別される。一般的には，a -C，a -C：H，ta -C，ta -C：H
を総称してDLCと呼ぶことが多い。さらに，水素と炭
素以外の成分を導入することで膜特性を制御でき，各種
金属 6 ）やSi 4 ），あるいは窒素 7 ）を含有させたものも広義

のDLC膜であるが，図 1 の分類に炭素と水素以外の元
素を添加させた膜まで含めることはできない。
　本稿で扱うUBMS法は，図 1 で示されるa -C，a -C：
Hと呼ばれる領域のDLC膜を主に成膜できる。以下では
UBMS法で成膜できるDLC膜の特長および摺動特性に
ついて検討を行った。

1 . 試験方法

　UBMS法で成膜条件を種々変化させたDLC膜を用い，
自動車エンジン部品を想定した潤滑油中の摺動試験を実
施した。この摺動試験によって，DLCの成膜条件と機
械特性の関係に加え，DLC膜の膜中水素含有量および
潤滑油に含まれる添加剤が摺動特性に及ぼす影響を調べ
ることができる。

摺動部品向けDLC膜の機械特性および摺動特性評価
Mechanical and Tribological Properties of DLC Films for Sliding Parts

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

Diamond-like carbon (DLC) film has the advantage of having both low friction and low wear, and 
in recent years it has been applied to various sliding parts, such as parts for internal-combustion 
automotive engines. This paper presents a study on the mechanical characteristics and sliding 
properties of a DLC film deposited by unbalanced magnetron sputtering (UBMS) equipment. It 
was clarified that the UBMS equipment can control the amount of hydrogen in a DLC film and as 
a consequence the mechanical properties of the DLC film can be changed. Furthermore, sliding 
tests using oil lubrication clarified that controlling the amount of hydrogen in DLC and the choice of 
additives in the oil are critical to achieving both low friction and low wear at the same time.

伊藤弘高＊1（博士（工学））

Dr.	Hirotaka	ITO
山本兼司＊1（博士（工学））

Dr.	Kenji	YAMAMOTO

＊ 1  技術開発本部　材料研究所

図 1  DLCの 3 元状態図と構造模式図
Fig. 1  Ternary diagram of DLC and schematic images of DLC 

structure
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1. 1　成膜方法
　UBMS装置の概略図を図 2 に示す。成膜するターゲッ
トの背面に配置しているマグネットが形成する磁場の強
度を内側と外側で非対称とし，磁場を基板側まで到達さ
せることによってプラズマ領域を拡大している。成膜時
に基板へバイアス電圧を印加することで，基板付近のプ
ラズマからアルゴン（Ar）イオン打ち込みを行い，硬
さや表面粗さなどの皮膜特性を制御できる。UBMS法の
詳細については既報の文献を参照されたい 9 ）。
　本稿の成膜には当社製小型UBMS装置（UBMS202）
を使用した。ターゲットには直径 6 インチのカーボン

（C）とクロム（Cr）を用いた。元来化学的に不活性で
あるDLC膜と基材との密着性を得るためには中間層の
形成が重要である。例えば鉄系の基材では，Cr／WC／
WC-C傾斜組成／DLC膜の構成10）とすることで，自動
車エンジン部品などの摺動環境でも耐えうる基材／中間
層，中間層／DLC膜の両界面の密着強度を確保できる。
本稿の実験では実部品レベルの密着性は必要無いことか
ら，より簡便な構成のCr／Cr-C傾斜組成／DLC膜の構
成を採用した。
　DLC成膜は，装置内に基材（超硬製インサート，Si

（100）ウエハ，SKH51製ディスク）をセットし，2 ×
10－ 3 Pa以下になるまで真空引きを行った後，基材表面
の洗浄のためにアルゴン（Ar）イオンボンバードを行い，
つづけて中間層を成膜した。中間層は，始めにCr層を
成膜し，その後成膜時のスパッタ電力と導入ガス（Ar
とCH 4 ）の導入量を制御することでCr-C傾斜組成層を
成膜した。Cr／Cr-C傾斜組成の中間層を形成後に，成
膜条件を変化させたDLC層を成膜した。DLC成膜時に
はArとCH 4 ガスを導入し，全ガス圧が0.6Paとなるよう
に調整した。DLC膜中の水素含有量はArとCH 4 の導入
ガス流量比で制御した。
1. 2　評価方法
　成膜後のDLC膜の表面粗さは原子間力顕微鏡（以下，
AFMという）で測定した。また，硬さはナノインデン
タを使用してBerkovich型ダイヤモンド圧子を用いて測
定し，硬さの値は澤・田中の方法11）で圧子の先端補正
を行って算出した。DLC膜の構造解析はラマン分光分
析，膜密度の測定はラザフォード後方散乱分析（以下，
RBSという），水素含有量分析はRBS装置による弾性反
跳散乱分析法（以下，ERDAという）を用いた。 
　摺動試験は神鋼造機（株）製摺動試験装置（トライボ
ット）を用いて実施した。図 3 に摺動試験の模式図を示
す。SKH51ディスク（φ55× 5 mm）上に各種DLC皮膜
を成膜し，相手材には高炭素クロム軸受鋼（SUJ2）製
のベーン試験片（3.5×5.0×14mm，先端R5mm）を 2
本使用した。
　摺動試験は潤滑油中でベーン上にディスクを配置し，
荷重を加えながらディスクを回転させた。潤滑油には基
油として合成炭化水素であるポリ-α-オレフィン（PAO）
を用いた。添加剤は，水素を含まないDLC膜との組み
合わせで低摩擦係数が発現することが知られているエス
テル系のグリセリンモノオレート（GMO）1 ）に加え，今

回新たにりん系添加剤としてホスファイトおよびアミン
ホスフェートを，それぞれ基油に対して 3 wt.%添加し
た。試験条件は荷重500N，潤滑油温度80℃で，すべり
速度0.09m/sから0.02m/sまで段階的に速度を低下させ
た。
　摺動試験後の試験片は光学顕微鏡にて観察した。摩耗
量は，摺動部の摩耗断面プロファイルを表面粗さ計によ
って測定することで摩耗体積を算出した。より詳細な摺
動部の分析には透過型電子顕微鏡（以下，TEMという）
による摩耗部の断面観察を，組成分析はオージェ電子分
光分析（以下，AESという）を用いた。

2 . 試験結果および考察

2. 1　成膜条件によるDLC膜特性の変化
　DLC成膜時に基材への印加バイアスを制御すること
により，Arイオン打ち込みによるDLC膜の改質効果が
期待される。基材印加バイアスを変化させて成膜したと
きのDLC膜硬さの変化を図 4 に示す。この図から，負
バイアス電圧の増加に伴ってDLC膜の硬さが増加する
が，負バイアス電圧が150Vより大きい場合には硬さは
変化しなくなることが分かる。図 5 は，バイアス電圧が
異なる条件で成膜したDLC膜の表面微細形状をAFMで
観察した結果である。表面粗さ（Ra）は，負バイアス
電 圧 が 0 Vで はRa＝3.9nm，200Vで はRa＝0.43nmで
あり，負バイアス電圧の増加に伴って表面が平滑化して
いることが確認された。バイアス電圧の増加に伴って

図 2  UBMSの概略図 8 ）

Fig. 2  Schematic image of UBMS 8 ）

図 3  摺動試験装置の概略図
Fig. 3  Schematic image of sliding equipment
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DLC膜の成膜速度が低下したこと，および上記結果を
勘案すると，UBMSのバイアス電圧が増加することによ
ってArイオンエッチングによる表面の平滑化や，Arイ
オン打ち込み効果によるDLC膜の硬さが向上したもの
と考えられる。
　つぎに，バイアス電圧を100Vに固定し，水素含有量
を変化させたときのDLC膜の各種特性について検討し
た。水素含有量は，成膜時のArとCH 4 ガスの量比を変
化させることで調整した。ERDAにより測定したDLC膜
中の水素含有量とナノインデンタ測定から得られた硬さ
の変化を図 6 に示す。水素含有量が10at%程度のときに

最大の硬さを示し，それ以上の水素含有量で硬さは直線
的に低下する。
　さらに，皮膜の硬さとDLC膜の構造との相関につい
て検討した。DLC膜はアモルファス（非晶質）構造で
あり結晶構造をもたないことから，金属材料の構造解析
で一般的なX線回折（XRD）などの手法が適用できない。
このため，簡便かつ非破壊で構造解析する手法としてラ
マン分光分析法が一般的に用いられている。本手法は，
試料に特定波長の光を照射し，得られた散乱光の波長の
変化量から原子の結合状態等を推定する方法である。
DLC膜では，グラファイト成分由来のG -ピーク（1,560 
cm－ 1 付近）とsp2結合の無秩序性を示すD -ピーク（1,360 
cm－ 1 付近）のピーク強度比やピーク位置から構造を推
定できる。図 7 は図 6 で示した試験用に作製した試料の
ラマン分光分析結果である。いずれの試料もD -ピーク
位置になだらかな肩をもつG -ピーク形状となり，典型
的なDLC膜のピーク形状を示す。図 7 からピークフィ
ッティングを行いD -ピーク/G -ピークの強度比および
G -ピーク位置を求めたところ，いずれの試料でもそれ
ぞれの値に差は見られなかった。ラマン分光分析法の結
果からは，構造と硬さの相関は見られなかった。
　つづいて，DLC膜の密度をRBS測定から求めた。図 8
にDLC膜中の水素含有量と膜密度の相関を示す。図 8
は，図 6 に示した硬さと水素含有量の関係と同様の傾向
を示しており，UBMS法で成膜されたDLC膜の硬さは
DLC膜の密度に依存することが示唆された。
2. 2　油中摺動特性評価
　潤滑油中でDLC膜を使用する場合の摺動特性は，
DLC膜の特性だけでなく，潤滑油への添加剤の種類に

図 7  水素含有量が異なるDLC膜のラマン分光分析 8 ）

Fig. 7  Raman spectrum of DLC films with various hydrogen content 8 ） 

図 8  DLC膜中の水素含有量による膜密度の変化 8 ）

Fig. 8  Relationship between film density and hydrogen content in 
DLC film 8 ）

図 5  基板バイアスの異なるDLC表面のAFM像　負バイアス
 (a) 0 V, (b) 200V 8 ）

Fig. 5  AFM images of DLC film surface with negative bias voltage 
(a) 0 V, (b) 200V 8 ）

図 6  DLC膜中の水素含有量による硬さの変化 8 ）

Fig. 6  Relationship between DLC film hardness and hydrogen 
content 8 ） 

図 4  基板バイアスの変化によるDLC硬さ依存性 8 ）

Fig. 4  Relationship between DLC film hardness and bias voltage 8 ）
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よっても大きく変化する。DLC膜の特性と潤滑油の添
加剤の組み合わせを摩擦係数と摩耗量の観点から検討し
た。また，摺動試験においては，1.2節で述べた試験装
置（図 3 ）を用いた。
　図 9 は，最も低速（0.02m/s）で試験したときの基油

（PAO）， 3 種の添加剤含有基油（GMO（ 3 wt%），ホ
スファイト（ 3 wt%），およびアミンホスフェート

（ 3 wt%））中での摩擦係数の平均値とDLC膜中の水素
含有量との関係を示したものである。この結果から，基
油（PAO）では10at%程度以下の水素量で0.1以下の摩
擦係数を示し，それ以上の水素量では摩擦係数が増加す
る傾向が見られた。これに対して添加剤入り基油の場
合，摩擦係数は基油単独の場合よりも低く，水素量が10
～30at%の範囲であっても摩擦係数の低減効果が認めら
れた。GMOでは水素フリーDLC膜との組み合わせによ
る摩擦係数の低減が知られている 1 ）が，水素を含む皮
膜でも十分に効果を発揮することが分かった。ホスファ
イト添加したものでは30at%程度の水素含有DLC膜でも
摩擦係数の低減効果が確認され，他の添加剤に比べて多
量の水素を含むDLC膜でも効果があることが分かった。
　図10は，水素含有量が26at%のディスク（DLC膜）を
用いた摺動試験後のDLC膜とベーンの摩耗量を示した
ものである。DLC膜の摩耗量は添加剤を導入すること
で減少しており，GMOに比べてりん酸系の方が摩耗量
の低減効果が大きい。さらに，ベーンの摩耗量は，ホス
ファイトやアミンホスフェートでは添加剤の無い基油と
同等程度であるが，GMO添加では基油より増加してい
る。
　図11は，図10で示した試料のDLC膜およびベーンそ
れぞれの摺動部の光学顕微鏡写真である。DLC膜表面
にはホスファイト添加以外の試料で摺動痕が観察され
た。また，ベーンの摩耗痕観察からは，基油では摺動部
に付着物が形成されているのに対し，ホスファイト添加
では摺動部には付着物がわずかに確認され，非摺動部に
も付着物が確認された。さらに，GMOやアミンホスフ
ェート添加では摺動部には明確な付着物は観察されず，
非摺動部に付着物が観察された。
　付着物と摩擦摩耗挙動との考察を行うために，DLC
膜およびベーンの摺動部の断面をTEM観察した。図11
のアミンホスフェート添加で摺動試験した後のDLC膜
摺動部の断面TEM像を図12に示す。左図（a）は全体像，
右図（b）は最表面（摺動部）付近を拡大したものである。
摺動試験後のDLC膜表面には明瞭な反応生成物は確認
されず，拡大像の回折図形（右図（b））からもDLC膜
のアモルファス構造が確認されるのみであった。さら
に，AESによる組成分析結果からもDLC由来のカーボ
ン成分が主であった。他の試験後のDLC膜表面につい
ても同様の結果であり，いずれのDLC膜も摺動面に明
確な反応生成物は形成されていない。
　いっぽう，ベーン摺動部の断面TEM観察像を示す図
13から，全ての試料において付着物が形成されている
ことが確認された。この付着物は摺動時に形成されたト
ライボフィルム（摺動中に摺動表面形成されるDLC膜，

図10  摺動試験後のディスク（DLC）とベーン（SUJ2）の摩耗量
Fig.10  Abrasion loss of DLC disk and SUJ2 vane after sliding tests

図 9  DLC膜中の水素含有量と摩擦係数の変化
Fig. 9  Relationship between friction coefficients and hydrogen 

content in DLC films

図11 摺動試験後のディスク（DLC）とベーン（SUJ2）の光学顕微
鏡像

Fig.11 Optical microscope images of DLC disk and SUJ2 vane after 
sliding tests

図12 アミンホスフェート添加剤油中での摺動試験後のDLC摺動
部の断面TEM像

Fig.12 Cross-sectional TEM images of DLC surface after sliding test 
in amine phosphate additive oil
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ベーン（SUJ2），およびオイル由来成分からなる反応膜）
と考えられ，トライボフィルムの形成が摩擦摩耗挙動に
大きく影響したと考えられる。表 1 は，摺動試験結果と
図13のTEM観察結果およびAESによるトライボフィル
ムの組成分析結果をまとめたものである。基油および
GMO添加ではFe-C-O系のトライボフィルムがベーン
表面に形成されている。基油ではFe-C-O系の厚いトラ
イボフィルムが形成されており，このトライボフィルム
のせん断抵抗が高いために摩擦係数が高くなったものと
推察される。
　いっぽうで，GMO添加ではFe-C-O系でもせん断抵抗
の低いトライボフィルムが形成されたと考えられる。し
かしながら，GMO添加ではベーン摩耗量が大きく，ト
ライボフィルムの厚さが約10nmと薄いことから，ベー
ン上に保護性の低い皮膜が形成され，ベーンが摩耗して
ゆくことでFe-C-O系のトライボフィルムを供給し続け
ていたと推察される。
　さらに，ホスファイトではFe-P -O系のトライボフィ
ルムが 1 μｍ以上と厚く形成されており，この膜の効果
でベーン摩耗量の低減とせん断抵抗の低減（低摩擦）が
両立できたと考えられる。
　アミンホスフェート添加でもせん断抵抗の低いFe-P -
C -O系の膜が形成されたものと考えられる。ただし，ア
ミンホスフェートでは膜厚が約20nmと薄いトライボフ

ィルムが形成されたにもかかわらず，ベーン摩耗量の低
減と低摩擦を両立できており，りん系の成分を含むこと
でGMOとは異なる挙動を示したものと推察される。
　同じりん系でもホスファイトとアミンホスフェートの
違いは，アミン成分の有無であり，アミンホスフェート
に含まれるアミン成分が摩擦摩耗挙動に寄与しているも
のと推察される。そこで，アミン成分の影響を調べるた
めに，飛行時間型二次イオン質量分析（以下，TOF-
SIMSという）装置を用い，断面TEM観察では確認でき
なかったアミンホスフェート油中摺動試験後のDLC膜
表面の摺動部および非摺動部をより詳細に分析した。そ
の結果，DLC膜の摺動部にはりん酸成分が濃化してお
り，摺動部および非摺動部にかかわらずDLC膜表面全
体にアミン成分由来のC－N系の成分が確認された。こ
のことから，摺動部に濃化しているりん酸成分が耐摩耗
性を向上させるとともに，DLC膜表面全体に存在するC
－N成分が摩擦係数の低減に寄与していると推察され
た。TOF-SIMSでの分析では吸着レベルの分子結合状
態を観察しており，断面TEMでベーン表面に観察され
たトライボフィルムよりも微視的な現象を捕らえてい
る。トライボフィルムの形成と吸着との相関や，添加剤
の各成分の効果の詳細については今後の検討課題であ
る。
　以上の結果から，水素量を制御したDLC膜を適切な
添加剤と組み合わせて使用することにより，低摩擦係数
と耐摩耗性を両立できることが分かった。

むすび＝UBMS装置を用いて成膜条件を制御することに
より，DLC膜中の水素含有量や機械特性を変化させら
れる。自動車エンジン用部品を想定した潤滑油中の摺動
試験結果から，水素含有量の制御と，潤滑油中添加剤を
適切に組み合わせることで低摩擦と低摩耗を両立できる
ことを明らかにした。本技術を自動車エンジン用摺動部
品に適用することで，摩擦損失低減による低燃費化に貢
献することを期待している。
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図13  摺動試験後のベーン摺動部断面のTEM像
Fig.13 Cross-sectional TEM images of vane surface after sliding 

tests

表 1  様々な潤滑油中における摺動試験結果
Table 1  Results of sliding tests in various types of lubricating oil
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まえがき＝近年の世界的な環境意識への高まりから，石
油を代表とする化石燃料の消費抑制，二酸化炭素排出量
の削減が産業界に求められている。なかでも，自動車に
対する風当たりは厳しくなりつつあり，各国で燃費に関
する規制強化が図られる見通しである。燃費の向上策と
しては，パワーユニットとしての効率化や脱ガソリン化
といった動力系の改善と，車体軽量化の二つがある。後
者については，鋼からアルミニウム合金や炭素繊維強化
樹脂（CFRP）といった高級軽量素材に置換する手段の
採用が，主に高級車分野で進みつつある。いっぽう，大
衆車から高級車全般に対して，一般鋼から高張力鋼，さ
らには超高張力鋼に置換することによって得られる板厚
低減策が現実的手段として進められている。
　本稿では，鋼の接合法として抵抗溶接法と並んで主力
であるアーク溶接法について，鋼板板厚減および高張力
化への対応に関する技術動向を紹介する。

1 . 自動車に用いられる接合技術

　本稿が対象とする自動車のみならず，素材に金属を用
いる工業製品の一般的なものづくりの過程を極めて単純
に示すと図 1 のように描ける。素材は，単純無

む く

垢な状態
から加工をスタートするが，①切断→②曲げ→③接合→
④塗装という加工プロセスを経て製品になる。すなわ
ち，無垢状態でいくら優れた特性を示す素材であって
も，加工プロセスに難があれば工業製品としての実用化
は難しくなる。換言すれば，これら加工プロセスの技術
力を向上させない限り，難加工性素材を使いこなすこと
はできない。高張力鋼板はこれに当てはまる素材であ
る。いずれの加工プロセスにおいても課題があり，改善

が求められている素材の一つである。
　図 1 に示した接合工程においては，接合部が一般的に

（a）形状的不連続，（b）材質的不連続という二つの不
連続性を有することから破壊の起点，伝

でん

播
ぱ

対象になりや
すい。このため，部品として，さらには車体としての耐
久性，安全性に強く影響を及ぼすことから接合工程は極
めて重要な工程といえる。
　自動車における具体的な接合技術としては，抵抗スポ
ット溶接法を思い浮かべる人が多いと思われる。しか
し，図 2 に示した国内溶接ロボットの2015年出荷台数統

車体軽量化に貢献するアーク溶接法と溶接材料
Arc Welding Process and Consumable Contributing to Car Body Weight Reduction

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（解説）

With the increasing demand in recent years for weight reduction in automotive bodies, automotive 
steel sheets are becoming stronger and thinner. New welding technologies are emerging in accordance 
with this trend in steel materials. For underbody parts, a new arc-welding process has been developed 
to simultaneously achieve slag reduction to improve paintability and the suppression of porosity 
defects in welding beads of galvanized steel sheets, both of which inhibit the deterioration of corrosion 
resistance due to the reduction in thickness. For body-in-white and upper body parts, a new arc-
welding process has been developed to reduce heat input and spatter generation, thus making it 
suitable for ultra-thin steel sheets. Furthermore, a high-strength arc-welding consumable has been 
developed for ultra-high tensile strength steel sheets. The joint strength achieved by using this arc-
welding consumable is higher than that achieved by conventional resistance spot welding.

鈴木励一＊1（博士（工学））

Dr.	Reiichi	SUZUKI
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Minoru	MIYATA
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図 2  2015年国内溶接用ロボット出荷台数と比率 1 ）

Fig. 2  Domestic shipments of welding robot systems in 2015 1 ）

図 1  一般的な金属加工の工程
Fig. 1  Step of general metal processing
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計 1 ）からわかるとおり，アーク溶接ロボットの方が抵
抗溶接ロボットよりも大きな市場となっている。ただ，
抵抗溶接ロボットのほとんどが自動車市場とされるのに
対し，アーク溶接ロボットは建築鉄骨などの厚板市場向
けが含まれている。したがって，そのまま比較はできな
いが，アーク溶接ロボットの95%は自動車向け 1 ）とされ
ていることから，アーク溶接が自動車の主力接合法の座
にある事実には変わりがない。なお，次世代の溶接技術
と呼ばれて久しいレーザ溶接ロボットはいまだにわずか
0.4%にすぎない。
　表 1 に抵抗スポット溶接法とアーク溶接法の特徴を
示す。抵抗スポット溶接法は非常に薄い鋼板に好適で，
熱ひずみが少なく，スパッタやヒュームといった部材を
汚す短所がない。このため，モノコックボデー骨格

（Body-in-White：BIW）や，これに取り付けられるバン
パなどのハングオンパーツといったアッパボデーの溶接
に多く用いられている（図 3 ）。
　いっぽう，アーク溶接法は比較的厚い鋼板でも高い強
度が得られ，かつ連続線溶接ができるため高い剛性を得
るのに優位である。この特徴から，サスペンションに代
表される足回り部材（Underbody Parts）や，トラック
などの大型車に用いられるラダーフレーム構造に多く用
いられている（図 4 ）。

2 . 足回り部品用アーク溶接技術

　従来，アーク溶接が主対象としてきた足回り部品にお
けるアーク溶接技術の動向，および抵抗スポット溶接が
得意としてきたボデー骨格分野にアーク溶接を適用する
ための技術について紹介する。
　車体重量を支える足回り部品には，静的強度だけでな
く，高い疲労強度や剛性が求められる。そのため，軽量
化のために板厚を薄くするのはアッパボデー部品よりも
難しいとされ，今も590MPa級以下の高張力鋼板が主流
である。今後，780MPaあるいはさらに980MPa級への
チャレンジが活発化してくるであろう。
　足回り部品には上記の機械的性質以外に，特徴的な必
要性能として，さびの経年進行に伴う減厚の抑制，すな
わち耐食性が挙げられる。地面に近い箇所の部品には，
走行時の跳ね上げによる水の付着だけでなく，寒冷地に
おいて融雪剤として散布される塩までもが付着する過酷
な環境に曝

さら

される。鋼素材を高強度化して板厚を薄くし
ても，耐食性能そのままでは腐食進行に伴って早期に耐
久限界を迎えることになる。すなわち保証期間が短くな
る。この問題を回避し，足回り部品を軽量化するには耐
食性能を向上させる必要がある。
　鋼板の耐食性を向上させる現実的手段は，①防せい表
面処理を行うことと，②塗装である。
　防せい表面処理の代表は亜鉛めっきである。亜鉛めっ
きは犠牲防食作用によりさびを防ぎ，めっき塗膜端から
1 mm程度離れた箇所の非めっき部まで防食機能が作用
するとされている。いっぽう，自動車部材における塗装
の代表は電着塗装（カチオン塗装とも呼ばれる）である。
前処理として化成処理を行い，緻密で強固なりん酸塩皮
膜を生成させ，その上に塗装皮膜層を形成させることで
水や塩分から鋼板を保護する。
　しかし，これらの処理をしても実際の部材製品には早
期にさびが発生することが多い（図 5 ）。その主な発生
場所は鋼板切断端面と溶接部である。溶接部にさびが発
生する最大の原因は，溶接スラグの発生に伴う塗装不良
である（図 6 ）。接合の次工程として塗装になることを
図 1 に示したが，接合品質は接合工程のみにとどまら
ず，後工程の品質にも強く影響を及ぼすということにな
る。
　また，亜鉛めっき鋼板を用いても溶接部にはさびが発
生しやすい。その理由は，溶接熱により亜鉛めっきが蒸
発し，結果的に①めっきによる防食機能と②塗装による
防食機能がともに失われるためである（図 7 ）。
　いっぽう、欧州高級自動車メーカの足回り部品を調査

図 4  サスペンション部品やラダーフレームの例
Fig. 4  Example of suspension parts and rudder frame

図 3  モノコックボデー骨格やハングオンパーツの例
Fig. 3  Example of BIW and hang-on-parts

表 1  抵抗スポット溶接法とアーク溶接法の比較
Table 1  Comparison between resistant spot welding and arc 

welding

図 5  サスペンション部品に発生したさび
Fig. 5  Rust generated on suspension parts
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すると，塗装不良によるさび発生はほとんど見られない 
（図 8 ）。日本の自動車メーカ各社は，この品質差異は溶
接技術と化成･塗装技術の差異が原因と認識しており，
問題視しているとのことである。
　さらに，亜鉛めっき鋼板は非常に溶接性が悪いという
短所を持っており，溶接時に気化した亜鉛ガスが溶接金
属内にとどまり，ブローホールやピットといった気孔欠
陥を多量に発生させる 2 ）。
　当社ではこれまで，スラグ低減による塗装性改善およ
び亜鉛めっき鋼板での気孔欠陥低減に取り組んでおり，
それぞれMX-MIG溶接法 3 ），4 ），J-Solution Zn 5 ），6 ）と呼
ばれるアーク溶接法，およびそれを実現する構成要素で
ある溶接材料を開発，実用化してきた。しかし，スラグ

低減のための手段と耐気孔性改善のための方策は，溶接
材料設計やシールドガス組成といった要素が二律背反関
係にあるため，同時に実現することが困難であった。
　それでもなお，足回り部品の今後の軽量化には，高張
力亜鉛めっき鋼板の採用と溶接部のスラグ低減による塗
装性の改善がともに不可欠という要求を受け，さらなる
新溶接法の開発を行ってきた。その結果，マツダ（株）
との共同研究によって開発したのが亜鉛めっき鋼板対応
低スラグ溶接法である 7 ），8 ）。従来溶接法，過去の当社開
発溶接法および新溶接法の比較を表 2 に示す。
　新溶接法は，溶接材料として安価で使い勝手の良いソ
リッドワイヤを前提に，スラグ発生量が少なくかつ凝集
性に優れた成分設計とした。さらに，Ar比率の高いシ
ールドガス組成と汎

はんよう

用パルス溶接電源を組み合わせるこ
とにより，スラグ低減と亜鉛めっき鋼板での耐気孔性を
バランスさせているのが特徴である。
　また，新しい規定として，シールドノズルの径を自動
車用としては比較的大径サイズに制限を設けているのが
もう一つの大きな特徴である。シールドノズルは一般的
に，狭

きょうあい

隘な箇所への侵入性を優先し，内径φ16mm以下
の細径が好まれるのが自動車業界での慣例であった。こ
の程度であれば，スラグ量を気にしない従来溶接法であ
れば特段の問題はなかったが，極限までスラグ量を減ら
すための溶接法では，細径ノズルで生じる微量なシール
ド不良が大気中の酸素分の混入を許し，スラグ生成量を
増やしてしまうことが本取り組みの過程で発見された。
実験結果の一例を表 3 に示す。酸化性の強いAr80%＋
CO2 20%ガスではスラグ量が高位一定で，ノズル径の影
響はあまり見られない。いっぽう，酸化性の低いAr95%
＋CO2 5%ガスではスラグ量が低位であり，かつノズル
径が大きいとビードの際にスラグがほとんど発生してい
ないことがわかる。つぎに，シールドノズル内径とシー
ルドガス流量との相関性を確認した結果を図 9 に示す。
過剰なガス流速が乱流を起こしてシールド不良になると
仮定すれば，細径ノズルではガス流量を下げればスラグ
量が低位となるはずである。しかし図 9 の結果ではそう
はなっておらず、シールドノズル内径が最も支配的な要
因になっている。
　シールドノズル内径が大気の巻き込みに支配的影響を
有する理由はまだ完全には解明できていないが，図10

図 6  スラグと塗装不良およびさびの発生
Fig. 6  Slag, lack of paint, and rust generation

図 7  溶接部における防せい処理の状態
Fig. 7  State of rust preventive treatments neighbor the weld

図 8  メルセデス･ベンツ Cクラス（2014年式）のサスペンション
クロスメンバ外観

Fig. 8  Appearance of suspension cross member of Mercedes-Benz 
C-class 2014 model

表 2  従来溶接法と新溶接法の比較
Table 2  Comparison between conventional and new welding processes
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に示す二つの理由が提唱されている。一つは，シールド
ガスの層流部において，摩擦力による引きずり効果で周
囲の大気を定常的に巻き込んでいるとするモデルであ
る。もう一つは，すみ肉溶接の際，トーチが鋼板に対し
て傾斜している状況において鋭角側でガスが渦を巻き，
局部的に大気を巻き込んでいるとするモデルである。後
者のモデルに対しては，渦の発生が起きていることをガ
ス流の可視化実験によって確認している。しかし，どち
らのモデルにしても，侵入した大気成分はガスの流れに

乗って大半は排出されるなか，中央部のアーク雰囲気に
まで到達する微量大気がスラグ生成量に影響を及ぼすと
考えられる。そのため，経路距離に直接関係するノズル
内径が支配的影響力を持つと考えている。本推論の正否
は今後の検討課題である。ただし，工業的には重要な影
響を及ぼす因子であることは間違いがないため，新溶接
法には不可欠なソリューション構成要素となっている。

3 . ボデー骨格用アーク溶接技術

3. 1　薄板溶接技術～ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法
　ボデー骨格やハングオンパーツでは，足回り部品より
も高張力鋼化が進んでおり，980MPa（1.0 GPa）～
1470MPa（1.5 GPa）にもなるギガクラスハイテン鋼の
採用も増えつつある。1 章で述べたとおり，ボデー骨格
の接合手段は従来，アーク溶接法よりも抵抗スポット溶
接法が主流である。しかし次節で述べるように，鋼板の
超高張力化の進展に伴い，抵抗スポット溶接法では高い
接合強度が得られにくい鋼板成分系が出現している。ま
た，薄板化に伴う部材としての剛性低下を補うために，
点接合から線接合への設計変更が進んできており，ボデ
ー骨格やハングオンパーツにもアーク溶接を適用したい
とするニーズがある。
　鋼板の薄板化が進むボデー骨格に対し，アーク溶接の
適用を増やすには，従来の課題である①過大な入熱に起
因する耐溶落ち性（図11）の改善と，②スパッタ量の
低減が不可欠となる。過去には①の改善手段として交流
溶接電源と細径ワイヤの組み合わせが実用化された
が 9 ），10），②のスパッタが多く，かつランニングコストが
高いという短所があった。これに対して最近は，①およ

図 9  ビード外観およびスラグ発生に及ぼすシールドノズル内径
とガス流量の影響（ガス組成；Ar95％＋CO2 5％）

Fig. 9  Influences of nozzle inner diameter and gas flow of shielding 
gas on bead appearance and slag generation (Gas composition; 
Ar95%+CO2 5%, Welding conditions are same as Fig. 8 's)

図10  シールドノズル径がアーク雰囲気に達する酸素濃度に影響
を及ぼす原因として考えられる 2 つのモデル

Fig.10 Two type models to be considered as the cause that the 
shielding gas nozzle inner diameter affects on oxygen 
composition to reach the arc atmosphere

図11  溶落ち不良
Fig.11  Burn through defect

表 3  シールドガス組成，シールドノズル内径，およびスラグ発生状態の関係
Table 3  Influences of shielding gas composition and inner diameter of shielding gas nozzle on state of slag generation
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び②を同時に達成する画期的な技術が実用化し，普及し
始めた。それがワイヤ送給制御短絡アーク溶接法と呼ば
れる技術で，その代名詞となっているオーストリア
Fronius社のCMT（Cold Metal Transfer）が先

せんべん

鞭をつ
けた11），12）。通常のアーク溶接法ではワイヤ送給を一定速
度で前進させるのに対し、本溶接法では数十Hzの周期
で逆送給をさせることにハードウェア上の特徴がある。
この動作と電流･電圧制御を組み合わせることで大きな
熱を発生させる。また，スパッタが発生しやすいアーク
期間を極力抑制しつつワイヤのジュール発熱を最大限利
用することによって低入熱に溶接することが可能とな
る。逆送給は，溶融池に移行した溶滴を強制的にワイヤ
から引き離す役割を担う（図12）。
　CMTは欧州，韓国，米国の自動車産業で広く普及し
ている。日本にも進出しつつあり，パナソニック溶接シ
ステム（株），（株）安川電機，（株）ダイヘンといった
溶接ロボットメーカが同思想の溶接ロボットシステムを
発売し，対抗している（図13）。これらの動きは，結果
的に顧客から見て選択肢を増やし，アーク溶接の極薄板
市場への進出の敷居を下げることにつながっている。
　ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法は，一般的に流通し
ている直径の溶接ワイヤを用いて極薄板が溶接可能で，
かつスパッタが非常に少ない（図14）。しかし短所の一
つとして，熱量が少ないゆえに溶接金属の広がりが悪
く，凸形状になりがちである。抵抗スポット溶接法では
形状が完全にフラットであるのに対し，過剰な凸形状が
問題となることがある。このようなニーズに対しては，
湯流れ性に優れ，当社固有の成分設計である溶接ワイヤ

「Familiarc注 1 ）MIX-50FS」4 ），16），17）が好適である（図15）。

3. 2　超高張力鋼板用溶接材料～Trustarc注 2 ） MG-S120T
　上述のように，ボデー骨格やハングオンパーツ，さら
にはシート用フレームには軽量化を図るべくギガPaク
ラスの超高張力鋼板が採用され始めている。一般的に，
溶接部には母材同等以上の継手強度が求められるが，超
高張力鋼板になると，従来の溶接材料では強度不足にな
るケースが出てくる。また，抵抗スポット溶接法やレー
ザ溶接法でも同様に強度不足になるケースがあることが
知られている18），19）。このように，溶接法によらず継手強
度の確保が難しくなるが，アーク溶接法はこれらのほか
の溶接法と異なって，溶接金属の成分を溶接材料から供
給し，制御することができるという特徴がある。このた
め，難溶接性鋼板においても現実的改善策を提示しやす
い。
　このような背景から，1180MPa級以下の超高張力薄
鋼板に対応したアーク溶接ワイヤとして，「Trustarc 
MG-S120T」を開発，販売開始した。従来の自動車向け
アーク溶接ワイヤはC-Si-Mn-S系の比較的シンプルな組
成であるが，MG-S120TはさらにCrやMoといった焼入
れ性向上元素を適量添加している一方，厚板市場向けと
異なり，過度な低温靱

じんせい

性性能などは要求されないため，
コストを考慮した最適設計となっている。
　継手性能の一例として，図16に板厚1.4mmの980MPa
級鋼板を重ね，すみ肉溶接した継手の引張強度におよぼ
す溶接ワイヤの影響例を示す。従来ワイヤとは一般的に
最も使われている490MPa級JIS適合材であるが，継手

図12  ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法の周期的挙動13）

Fig.12 Cyclic behavior of wire feed controlled short arc welding 
process13）

図13 ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法機能を持つ溶接ロボット
システム（（a）；Fronius, （b）パナソニック溶接システム, （c）
ダイヘン, （d）安川電機）

Fig.13 Robot systems with wire feed controlled short arc welding 
process ((a) ; Fronius, (b) Panasonic welding system, (c) 
Daihen, (d) Yaskawa electric)

脚注 1 ）Familiarcは当社の登録商標（第5114866号，第5114918号）
である。

脚注 2 ）Trustarcは当社の登録商標（第5114864号，第5114916号）
である。

図15  ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法※に適用した場合の従来溶
接ワイヤと MIX-50FSのビード断面形状の比較

 （※Fronius CMT使用, 平均ワイヤ送給速度一定）
Fig.15 Comparison of bead shape between conventional welding 

wire and Kobelco MIX-50FS applied to wire feed 
controlled short arc process※

  (※Fronius CMT tested. Average wire feed rate:constant)

図14 （a）従来アーク溶接法と（b）ワイヤ送給制御短絡アーク溶
接法※のスパッタ発生状態の比較  （※Panasonic Active 
TAWERS使用）

Fig.14 Comparison of spatter generation between (a) conventional 
arc process and (b) wire feed controlled short arc process※

 (※using Panasonic Active TAWERS)
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強度は母材強度に比べて大幅に低い。いっぽう，MG-
S120Tを適用した場合は，母材同等にまでは達していな
いものの強度は向上している。なお，この場合の破断位
置は溶接金属－母材境界面であった。
　つぎに，抵抗スポット溶接法と同じく点溶接としてア
ーク溶接を用いる，いわゆるアークスポット溶接法を用
いて，JIS Z3137十字引張強さ（以下，CTSという）に
及ぼす鋼板の強度，炭素当量，溶接法および溶接材料の
影響を調査した結果を図17に示す。抵抗スポット溶接
法は，鋼板の強度と炭素当量が上昇するにつれてCTSが
低下する短所がある。いっぽう，アークスポット溶接法
は抵抗スポット溶接法ほど鋼板強度と炭素等量の上昇に
は悪影響を受けず，とくにMG-S120Tと組み合わせた場
合，安定して高いCTSが得られる。前節で述べたワイヤ

送給制御短絡アーク溶接法を組み合わせたアークスポッ
ト溶接法の外観と断面マクロ写真を図18に示す。スパ
ッタ付着がなく，かつ良好な溶込み形状が得られてい
る。

むすび＝アーク溶接法は古くから用いられている接合法
であるが，その溶接法，溶接材料は電気，機械，材料分
野のテクノロジー進化を取り入れて今も発展を続けてい
ることを示した。自動車の足回り部品とボデー骨格では
鋼板の種類や必要とされる溶接継手の性能が異なるが，
アーク溶接法は低コストかつ高強度，つまり費用対効果
に優れた接合法として，鋼板の超ハイテン化が進むとと
もに今後むしろ存在感を増していくと考える。
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図16 980MPa級鋼板に対して，汎用ワイヤ（JIS Z3312 YGW16）
とMG-S120Tを適用した場合の重ね継手引張強度の比較

Fig.16 Comparison of tensile strength of lap weld joint between  
conventional welding wire (JIS Z3316 YGW16) and MG-S120T 
appied to welding of 980MPa class steel sheets

図17 十字引張強度に及ぼす鋼板強度，炭素当量，溶接法，溶接
材料の影響

Fig.17 Influence of tensile strength of steel sheet, carbon equivalent, 
welding method and consumable wire on cross tensile 
strength

図18  アークスポット溶接法の外観と断面マクロ写真
Fig.18  Appearance and cross section of arc spot welding
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まえがき＝近年，自動車の車体軽量化や衝突安全性の向
上 の た め，TS1470MPa級 の ホ ッ ト ス タ ン プ 部 品 や
TS980MPa級以上の超ハイテン冷間プレス部品の採用
が拡大している 1 ）。これらの高強度鋼材は，自動車の車
体骨格部材のうち，車両衝突時に強度が必要な部位に適
用されている。このため，衝突時に鋼材が過度に破断し
ない材料特性が求められる。
　一般的に鋼材の基本的な機械的特性は引張試験によっ
て評価される。しかしながら，引張試験から得られる破
断の伸び（突合せ伸び）は，部材圧壊時の割れ挙動を適
切に評価できないことが知られており2 ）～ 5 ），ドイツでは，
ドイツ自動車工業会規格（Verband der Automobilindustrie，
以下VDAという）の中で，部材圧壊時の割れ挙動を評
価することを目的とした板曲げ試験がVDA238-100とし
て規格化されている（以下，VDA曲げ試験という）。
　VDA曲げ試験における最大荷重時の曲げ角度（以下，
VDA曲げ角度という）は，部材が軸方向に圧壊する際
の蛇腹状の座屈変形挙動の安定性との相関があり，軸圧
壊時の破壊挙動を定量的に表す指標となっている 5 ）。い
っぽうで，部材が曲げ変形を受ける際の部材の割れ発生
挙動とVDA曲げ角度との相関について定量的な評価を
行った研究事例は少ない。そこで本稿では，鋼材の合金
成分，表面処理，および熱処理を変化させたTS1470MPa
級のホットスタンプ部材を対象として，曲げ圧壊時の割

れの大きさと鋼材の各種機械的特性との相関について定
量的な分析を行った。さらに，曲げ圧壊時の割れと相関
の高い機械的特性を向上させる材料組織因子についても
冶金学的な考察を行った。

1 . 曲げ圧壊挙動と機械的特性の相関分析

1. 1　実験手法
1. 1. 1　圧壊試験
　図 1 に示す横型の衝突試験設備を用いて 3 点曲げ圧
壊試験を行った。重錘（じゅうすい）を86kgとし，最
大変位量が150mm前後となるように衝突速度を25～

ホットスタンプ部品の曲げ圧壊挙動と鋼材の機械的特性
との相関
Correlation between Side Impact Crash Behavior of Hot-stamping Parts 
and Mechanical Properties of Steel

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

Lately, hot-stamping steel with tensile strength of 1470 MPa grade is being increasingly used for 
BIW. A study has been conducted on the steel's mechanical properties having strong correlation with 
cracking behavior upon side impact crash. This study was conducted on test steels that have different 
chemical compositions and surface conditions and that are affected differently by heat treatment. The 
parts made of these steels were subjected to three-point bending crash tests, for which a "Crash Index" 
was defined to quantitatively evaluate the size of cracks generated upon side impact crash. The Crash 
Index showed no clear correlation with the total elongation based on a/the JIS No.5 tensile test, nor 
with the hole expansion ratio, the mechanical properties commonly used for steel. Rather, the index was 
found to correlate well with the bending angle based on the VDA238-100 bending test standardized by 
German Association of the Automotive Industry (VDA: Verband der Automobilindustrie e. V.) and with 
a load-lowering behavior (called the "Post Uniform Slope") newly defined in this study for the VDA 
bending test, as well as with the local fracture strain calculated from the results of notched tensile 
tests. Another point discussed is the relationship between Post Uniform Slope and microstructural 
factors of the material.
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図 1  3 点曲げ衝突試験の状況および試験条件
Fig. 1  Test set-up and test conditions of 3 points bending crash
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30km/hの間で調整した。図 2 に試験体の断面および各
諸元を示す。
　本稿では， 3 点曲げ圧壊試験後に試験体に発生した割
れの程度を定量的に評価するためにCrash Indexという
指標を定義する。図 3 に示すように，本実験で用いた部
材では想定される最大の割れの長さが約250mmである
ことを考慮した。さらに，割れを板表面の小さな割れ

（Small Crack）と板厚方向に貫通している大きな割れ
（Big Crack）に分類し，Big Crackに対してSmall Crack
の影響は20%と仮定することによって，Crash Indexを
式（ 1 ）で定義した。Crash Indexは，割れ長さ250mm
で正規化し，百分率で表すこととした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 1 ）

ここに，
　LS：板表面の小さな割れ（Small Crack （mm））
　LB：板厚方向に貫通している大きな割れ（Big Crack 

（mm））
であり，試験後の試験体において目視で観察できる割れ
の長さを計測して得られる値である。
　また，圧壊試験の最大変位量は150mmを狙って実施
したが，変位量に若干のばらつきが生じた。このため，
図 4 に示すように変位量150mmのときのCrash Index150
として評価できるように補正を行っている。
1. 1. 2　鋼材の機械的特性評価
（ 1）	VDA曲げ試験
　ドイツでは，衝突試験時の部材の割れに関連する素材
評価として板の曲げ性を重要視している 6 ）, 7 ）。このた

め，ドイツ独自の曲げ試験がVDA（ドイツ自動車工業
会）によってVDA238-100として規格化されている。こ
の曲げ試験は，非常に狭い間隔の支持ロールと鋭利なポ
ンチを特徴とする 3 点板曲げ試験である（図 5 ）。試験
によって得られるストロークを曲げ角度に換算し，割れ
が発生する近傍に相当するVDA曲げ角度（Bending 
Angle：α（deg））で評価を行っている。本稿では，VDA
曲げ角度に加えて，最大荷重後の荷重低下挙動を表す指

Crash Index＝（0.2×（1－　　）＋1.0×（1－　　）－0.2）×100　LS

250
LS

250

図 3  割れ長さの計測方法
Fig. 3  Measurement of crack length

図 2  試験体の断面諸元
Fig. 2  Crash box geometry

図 4  Crash Indexと最大変位量との関係
Fig. 4  Relationship between Crash Index and max. displacement

図 5  VDA曲げ試験方法およびPost Uniform Slopeの定義
Fig. 5  Set-up of VDA238-100 bending test and definition of Post 

Uniform Slope
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標として，図 5 に示す最大荷重点（αFmax）と荷重低下
中の変曲点とを直線で結んだときの傾き（Post Uniform 
Slope，以下PUSという）の絶対値を定義した。PUSは
荷重低下時の傾きの絶対値であるため，数値が大きいほ
ど荷重低下（割れの進展）が急激に発生したことを表し，
数値が小さいほど荷重低下が緩やかであることを表して
いる。
（ 2）	R5切欠付引張試験
　図 6 にR5切欠付引張試験の試験片形状を示す。この
試験方法は，平面ひずみ状態での破断ひずみを算出する
ための試験方法で，破断面中心でほぼ平面ひずみ状態と
なることが確認されている 8 ）。試験後の評価に関して
は，図 6 に示すとおり，実体顕微鏡にて破断面中央の破
断後の板厚を計測し，板厚方向の破断ひずみから平面ひ
ずみ状態を仮定して，相当塑性ひずみを算出する。
1. 1. 3　供試材の機械的特性
　実験に供したホットスタンプ鋼材およびその機械的特
性の一覧を表 1 に示す。機械的特性は，JIS5号（JIS 2241）
引張試験結果，VDA曲げ試験結果（VDA 238-100），R5
切欠付引張試験結果，穴広げ試験結果（ISO 16630），お
よび 3 点曲げ圧壊試験結果から得られたCrash Index150

である。
1. 2　圧壊試験結果および相関分析
　Crash Index150とJIS5号引張試験における全伸び（突
合せ伸び）との関係，穴広げ率との関係，R5切欠付引
張試験から算出した破断時の相当塑性ひずみとの関係， 
VDA曲げ試験におけるVDA曲げ角度との関係，および
前節で定義したPUSとの関係をそれぞれ，図 7 、図 8 ，

図 6  R5切欠き付引張試験
Fig. 6  Tensile test of R5 notched specimen

表 1  供試材の機械的特性
Table 1  Mechanical properties of hardened investigated steel grades

図 7  Crash Indexと全伸びとの関係
Fig. 7  Relationship between Crash Index and total elongation
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図 9 ，図10，および，図11に示す。図 7 ，8 ，9 ，11に
示す破線は，各グラフにプロットしたデータを線形近似
し た 直 線 を 表 し て お り， グ ラ フ 中 に 縦 軸 のCrash 
Index150と横軸の各機械的特性との相関の程度を示す
R2乗値重相関係数を記載した。図10に示す 2 本の破線
はそれぞれ，めっき材（Coated）および冷延材（Uncoated）
データの線形近似直線である。また，実線はホットスタ
ンプ工程の焼入れ処理後に再度200～300℃で後焼鈍処理
を行った材料を除いたデータの線形近似直線である。
　図 7 に示すとおり， 3 点曲げ圧壊試験における割れの
程度を示すCrash Index150と全伸び（突合せ伸び）と
の関係の相関は緩やかな負の関係にあるが，相関は非常
に小さい。いっぽう，図 8 ，9 に示すとおり，Crash 
Index150と穴広げ率およびR5切欠付引張試験から算出
した破断時の相当塑性ひずみは正の相関関係にあり，こ
れらの機械的特性を向上させることで 3 点曲げ圧壊試験
における割れを低減する効果があることがわかる。
　図10に示すCrash Index150とVDA曲げ角度との関係
について文献 6 ），7 ）では，VDA曲げ試験におけるVDA曲
げ角度と圧壊試験における部材の割れの程度は，線形的
な正の相関となるデータが示されている。しかしながら
本試験結果では，全体的に線形的な強い相関はなく，鋼
材の表面状態（めっき，非めっき）の変化，あるいは後
熱処理による材料組織の変化によってVDA曲げ角度で
整理できない場合があることがわかった。この理由とし
て，VDA曲げ角度は割れの発生起点を表しており，割
れの進展や進展後の割れの大きさを表す指標としては適
切ではない可能性があること，あるいは本試験の供試材
のように，引張強度が同等で材料組織や機械的特性が異
なる材料を比較する場合には，VDA曲げ角度が割れの
程度を表す指標として適さない可能性があると考えた。
　これに対して，図11に示す本稿で定義したPUSで整理
すると，本試験におけるデータを線形的な相関で整理す
ることができた。VDA曲げ角度は割れが発生する起点
を表すのに対して，本稿で定義したPUSは割れが発生し
てからの割れの進展度合を数値化している。したがっ
て，衝突時の部材の割れを予測する材料特性としては，
VDA曲げ角度およびPUSの両方を考慮する必要がある

図11 Crash IndexとVDA曲げ試験におけるPost uniform slopeと
の関係

Fig.11 Relationship between Crash Index and Post Uniform Slope　 
obtained from VDA bending test

図10 Crash IndexとVDA曲げ試験における最大荷重時の曲げ角
度との関係

Fig.10 Relationship between Crash Index and bending angle at 
maximum force

図 9  Crash Indexと切欠付引張試験における破断ひずみとの関係
Fig. 9  Relationship between Crash Index and equivalent plastic 

strain obtained from tensile tests of R5 notched specimens

図 8  Crash Indexと穴広げ率との関係
Fig. 8  Relationship between Crash Index and Hole expansion ratio

図12  Crash Indexの予測値とCrash Index150との関係
Fig.12 Relationship between calculated Crash Index and Crash 

Index150



神戸製鋼技報/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017） 73

と考えることができる。図12にVDA曲げ角度とPUSか
らCrash Indexを予測した値を縦軸に，Crash Index150
を横軸にプロットした関係を示す。縦軸のCalculated 
Crash Indexは，図中の式で算出したものである。予測
値と実験値の重相関係数は0.66を示しており，VDA曲げ
角度に加えてPUSを考慮することで，本稿で対象とした
曲げ圧壊時における割れの程度を精度よく予測できるこ
とがわかる。

2 . 圧壊時の延性に優れる材料組織制御

　本章では，1 章で定義したPUSに着目し，圧壊時の耐
割れ性に優れる材料組織制御について検討を行う。
2. 1　供試材および実験条件
　表 2 に実験に適用した鋼材の化学成分を示す。本実験
では，それぞれ炭素量の異なる 3 種類の鋼材を準備し
た。MnB5は一般的なホットスタンプ鋼（Mn：1.2mass%，
Cr：0.2mass%）をベースに炭素量を変化させたもの，
CrB5はMn：0.2mass%，Cr：1.2mass%を添加して炭素
量を変化させたもの，SiMnB5はMnB5にSi：1.2mass%
を添加したものである。
　実験では，板厚1.4mmの冷延鋼板をホットスタンプ
の工程を模擬した熱処理（1,173K，360s加熱後ダイク
エンチ）を行って組織を制御した。また，いくつかの供
試材については，引張強度が1,500MPa前後となるよう
にホットスタンプ後に焼戻し処理（以下，後熱処理とい
う）を行った。引張試験はJIS5号（JIS Z2241）引張試験
片を用い，VDA曲げ試験は図 5 に示す方法で実施した。
2. 2　実験結果
2. 2. 1　機械的特性
　図13に引張強度と後熱処理温度との関係を示す。図
中の凡例において，表 2 で示した供試材名の頭に追加し
た 2 桁の数字は炭素量のmass%を表している。たとえ
ば22MnB5は，炭素量C：0.22mass%のMnB5鋼を表す。
473Kで後熱処理を行った22MnB5と22CrB5の引張強度
はほぼ1,500MPaを示した。その他の鋼種では，引張強

度を1,500MPaレベルとするために573～673Kより高い
温度に設定する必要があった。本実験では，図13中の引
張強度1,500MPaレベルにある鋼種を供試材とした。
　図14にVDA曲げ角度と炭素量との関係（a），および，
PUSと炭素量との関係（b）を示す。VDA曲げ角度は炭
素量が多くなるに従って小さくなる。いっぽうPUSは，
いずれの鋼種も炭素量が多くなるに従って比例的に大き
くなる傾向を示し，CrB5が最も小さい値（良い特性）
を示す。
2. 2. 2　材料組織
　ホットスタンプ後の金属組織はマルテンサイトで構成
される。また，マルテンサイトはパケット，ブロック，
ラスといった下部組織で構成される。さらに，その内部
に多量の転位，および添加した炭素が過飽和な固溶状
態，もしくはセメンタイトなどの炭化物として析出した
状態で存在する 9 ）, 10）。これらの下部組織のうち，固溶炭
素量ならびにセメンタイトの量やサイズについては，材
料特性に対する影響が強いことに加えて，成分設計やホ
ットスタンプ後の熱処理付与により制御することが比較
的容易である。そこでここでは，ホットスタンプ鋼の組
成ならびに後熱処理を制御することで固溶炭素ならびに
セメンタイトの存在状態を変化させ，その影響について
検討した。図15は添加炭素量ならびに他の合金元素を
変化させたホットスタンプ材のSEM観察結果を示す。
SEM組織写真中に矢印で示すセメンタイト（白いコン
トラスト部分）が，添加炭素量の増加に伴ってサイズが
粗大化すると同時に数密度が増加する傾向を示した。ま
た，鋼種による違いも存在し，CrB5ではMnB5に比べて

図14  VDA曲げ角度と炭素量（a），および，Post Uniform Slopeと炭素量（b）の関係
Fig.14  Relationship between carbon content and (a) bending angle and (b) Post Uniform Slope of hot stamped materials

図13  引張強度と後熱処理温度との関係
Fig.13 Relationship between tempering temperature and tensile 

strength of hot stamped materials

表 2  供試材の化学成分
Table 2  Chemical compositions of steels used
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セメンタイトの数密度が増加したが，ラス界面に析出し
た粗大なセメンタイトが減少し，サイズが細かくなる傾
向を示した。また，SiMn5については，他の鋼種と比べ
てセメンタイトの析出が大幅に抑制されたが，形成され
たセメンタイトサイズは粗大になっていた。
　SEM観察結果を基にセメンタイトのサイズを定量化
し，PUSとの関係を定量化した結果を図16に示す。セ
メンタイトサイズがPUSと強い相関を示し，セメンタイ
トが粗大化するとPUSが大きくなる（劣化する）傾向を
示した。この結果は，セメンタイトサイズが大きくなる
と，ボイドの形成サイトとして寄与することで割れの進
展が容易になることを示唆している。
　いっぽう，図16横軸のセメンタイトサイズ40nm程度
のMnB5のプロットとCrB5のプロットを比較すると，セ
メンタイトサイズがほぼ同等であるにもかかわらずPUS
に差異が見られた。この差異の原因として，固溶炭素に
着目した。固溶炭素の存在はひずみ時効を引き起こすこ
とで鋼の延性を劣化させることが知られている11）。図17
に22CrB5と22MnB5な ら び に34CrB5と34MnB5に つ い

て，X線回折にて測定した固溶Ｃ量とPUSの関係を示す。
　22CrB5と22MnB5の比較では，セメンタイトサイズが
同等の中，固溶炭素が減少するとPUSが低下しており，
母材の延性向上による割れの進展抑制効果が確認され
た。いっぽうで，34MnB5と34CrB5については，固溶炭
素が少ないもののPUSが大きかった。これは，先述のセ
メンタイトサイズが大きいことが原因と考えられる。
　以上の結果のように，セメンタイトサイズおよび固溶
炭素量がそれぞれPUSに影響し，理想的には固溶炭素量
を少なくしながらセメンタイトを微細にすることがPUS
の改善に有効である。このような組織を作り込むための
鋼種およびプロセスを活用すれば，ホットスタンプ部品
の衝突特性を高められるといえる。

むすび＝本稿では，引張強度1500MPa級のホットスタ
ンプ部品の曲げ圧壊の割れに着目し，鋼材の機械的特性
と曲げ圧壊時の耐割れ性との相関について考察を行っ
た。その結果，VDA曲げ角度，および本稿で定義した
VDA曲げ試験における荷重低下挙動を表す指標である

図15  SEM組織
Fig.15  SEM images of hot stamped materials

図16  Post Uniform Slopeとセメンタイトの平均粒径との関係
Fig.16 Relationship between average diameter of cementite and Post 

Uniform Slope of hot stamped materials

図17  Post Uniform Slopeと固溶炭素量との関係
Fig.17 Relationship between solute carbon content and Post Uniform 

Slope of hot stamped materials
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PUSの両方が曲げ圧壊時の割れ程度と相関が強いことを
明らかとした。さらに，材料組織制御についての検討を
行い，セメンタイトのサイズ，および固溶炭素量の制御
によってVDA曲げ角度，およびPUSを向上させる可能
性があることを示唆した。今後，これらの指標を活用し
た材料開発を行い，衝突大変形時の割れに対して良好な
超ハイテン材を開発したいと考えている。
　なお本稿は，著者らが執筆した文献12）, 13）の内容を再
考の上，まとめたものである。
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まえがき＝地球環境への負荷低減に向け，自動車の燃費
やCO2排出量の規制基準は年々強化されており，その対
応策の一つとして自動車車体の軽量化が強く求められて
いる。そのいっぽうで，衝突安全性の向上を目指した衝
突安全基準の厳格化に伴い，ボデーの強化やエネルギー
吸収量の向上が求められている。
　このような自動車車体の軽量化と衝突安全性確保を両
立させるため，引張強度（以下，TSという）980MPa
以上の超高強度鋼材の適用に加え，軽量素材である樹脂
やアルミ材への置換，材料を適材適所に適用するマルチ
マテリアル化が拡大している。
　そうしたなか，材料の高強度化に伴う延性低下，ある
いは軽量化を目的に薄肉化したことに起因する衝突した
際の車体部材の破断が懸念される，このため，衝突時の
部材の変形や破断を数値解析的に予測するなど，設計段
階における材料および強度両面からの十分な検討が重要
となってきている。
　既往の取り組みとしては，材料試験レベル，部材レベ
ルで様々な破断予測モデルを用いた数多くの研究がなさ
れてきている 1 ）～ 3 ） 。しかしながら，これらの報告の多
くは単一の材料を対象とした破断予測精度の検証にとど
まっている。最近では，自動車車体部材に用いられる材
料の多様化，高強度化が進み，同じ強度クラスの材料に
おいても用途に応じた使い分けがなされてきていること
から，耐割れ性の差異に着目した研究が重要となりつつ
ある。
　本稿では，機械的特性の異なる 2 種類のTS980MPa
級Dual -Phase鋼（以下，DP鋼という）を対象に，実験
によって測定した破断ひずみを用いて破断クライテリア

を同定し，材料の機械的特性の違いが破断クライテリア
に及ぼす影響について考察した。さらに，これら破断ク
ライテリアを用いてハット断面部材（以下，ハット部材
という）を対象とした圧壊試験の再現解析を行い，これ
ら 2 種類の材料の耐割れ性の差異と破断クライテリアの
関係を明らかにした。

1 . 破断予測モデル

　図 1 に薄板金属材料の引張試験における変形の局所
化の様相を示す。拡散くびれの開始点であるA点までは
一様に変形し，B点で変形がせん断帯に局所化して局所
くびれが発生（すなわち，塑性不安定が開始）した後，
延性破壊に至る（C点）。
　金属の延性破壊は，静水圧応力成分の影響を受けるこ
とが一般的に知られており，静水圧応力成分の影響を表

高強度薄板金属材料の破断予測シミュレーション
Simulation to Predict Failure in High-Strength Steel Sheet

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

Automotive materials are becoming stronger and thinner to improve fuel economy while ensuring 
collision safety. Now one of the major issues is the fracturing of body frames upon collision, due to the 
decreased ductility associated with increased strength. Thus, it has become important to use numerical 
analysis at the design stage to predict material cracking and member fracture upon collision. This 
study was conducted on two types of dual-phase steels, each having a tensile strength of 980 MPa 
grade. Experimentally measured failure strain was used to identify failure criteria, and discussions 
were held as to how differences in the mechanical properties of the materials affects the failure criteria. 
Furthermore, these failure criteria were used for the reproduction analysis of crush tests on members 
having hat-shaped cross sections to elucidate how the difference in the crack resistance of the materials 
relates to the failure criteria.
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図 1  変形の局所化の概念図
Fig. 1  Schematic image of deformation localization
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す指標として式（ 1 ）に示す応力 3 軸度ηが用いられる 4 ）。

　          　 ……………………………………………（ 1 ）

　　　　　　　　　　…………………………………（ 2 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 3 ）

ここに，
　　σ1，σ2，σ3：主応力
　　σm：静水圧応力
　　σeq：相当応力
　本稿での数値解析には陽解法汎用有限要素法（Finite 
Element Method，以下FEという）ソルバであるLS-
DYNA®を用い，破断予測モデルは破断クライテリアの
自由度が高いGISSMO（Generalized Incremental Stress-
State dependent damage Model）5 ）を用いた。GISSMO
はダメージと呼ばれる損傷値で破断判定を行い，ダメー
ジ値が 1 に達すると破断（要素削除）に至る。ダメージ
値の進展式を式（ 4 ）に示す。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 4 ）

ここに，
　　D：ダメージ値
　　ΔD：ダメージ増分
　　Dexp：ダメージの増加度合いを表すパラメータ
　　Δεeq：相当塑性ひずみ増分
　　εf：応力 3 軸度に応じた破断ひずみ
　破断限界を示す応力 3 軸度の軸上で定義された相当塑
性ひずみεfと相当塑性ひずみ増分Δεeqによってダメー
ジ増分ΔDが算出される。相当塑性ひずみ増分が同等で
も応力 3 軸度が異なる場合は，比較する破断曲線の相当
塑性ひずみが異なるため，ΔDが同等とならない。この
ため，応力 3 軸度の履歴に伴う破断限界の変化も破断判
定に反映されることとなる。また，GISSMOでは塑性不
安定と変形の局所化を考慮できるモデルとなっており，
不安定性指標Fにより応力軟化の開始を判定する。式

（ 5 ）に示すFの進展式によって不安定性指標が 1 に達
すると塑性不安定が開始し，その後の応力軟化挙動は式

（ 6 ）のとおりとなる。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 5 ）

　　　　　　　　　　　　……………………………（ 6 ）

ここに，
　　⊿F：不安定性指標増分
　　εi：応力 3 軸度に応じて塑性不安定が開始するとき

の相当塑性ひずみ
　　Dc：Fが 1 に達したときのダメージ値
　　Fexp：応力軟化の度合いを表すパラメータ

2 . 破断クライテリアの実験的同定手法

2. 1　試験供試材料
　本稿では，耐割れ性の異なる 2 種類のTS980MPa級

DP鋼板を用い，破断クライテリアの同定から破断予測
解析までを実施した。JIS 5 号試験片の引張試験から得
られた機械的特性，および穴広げ率を表 1 に示す。試験
には板厚1.4mmの鋼板を用いた。
　穴広げ率は，塑性不安定が開始してから破断に至るま
での延性である局所延性と相関がある。表 1 に示すとお
り，Aタイプは穴広げ率が高くなるよう開発された曲げ
加工性に優れた材料である。いっぽうで，Bタイプは絞
り成形性に優れた材料として開発し，全伸びおよび均一
伸びを高めた材料となっている。これらの材料は，化学
成分は同一であるが，製造工程の熱処理で造り分けてい
る 6 ）。
2. 2　破断ひずみの測定
　金属の延性破壊は静水圧応力成分の影響を強く受け
る。このため本稿では，図 2 に示すように応力 3 軸度に
応じた破断ひずみを実験により測定した。純粋せん断試
験，小R，大Rの 2 種類の切欠を設けた試験片の引張試
験 7 ），およびエリクセン試験により，それぞれ純粋せん
断（η＝0），単軸引張（η＝ 1  

 3 ），平面ひずみ（η＝ 1  
 √3），

および 2 軸引張（η＝ 2  
 3 ）の応力状態における破断ひず

みを測定した。
　具体的には，せん断試験では破断部近傍で測定したせ
ん断ひずみから，切欠付引張試験では破断起点近傍の板
厚減少率から，エリクセン試験では試験材表面に転写し
たスクライブドサークルの変形と破断起点近傍の板厚減
少率からそれぞれの応力状態における破断ひずみを算出
した。
2. 3　破断クライテリア
　実験により測定した破断ひずみから同定した破断クラ
イテリアを図 3 に示す。図 3 の実線は破断判定のクライ
テリアεf，破線は塑性不安定開始判定のクライテリアεi

を示している。

η＝σmσeq

σm＝
σ1＋σ2＋σ3

3

σeq＝ ｛（σ1－σ2）2＋（σ2－σ3）2＋（σ3－σ1）2｝
1
2

ΔD＝ ΔεeqD
Dexp
εf 

1－ 1Dexp

ΔF＝ ΔεeqF
Dexp
εi 

1－ 1Dexp

σnew＝σold 1－ D－Dc
1－Dc

Fexp

図 2  破断ひずみ測定試験
Fig. 2  Tests for measuring fracture strain

表 1  供試材の機械的特性
Table 1  Mechanical properties of steel sheets
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　破断判定のクライテリアは式（ 7 ），（ 8 ）に示す曲線
式 1 ）により同定した。
　　εf＝d1e－fθ＋d2e

fθ …………………………………（ 7 ）

　　　　　　　　　　　………………………………（ 8 ）

ここに，
　　τmax：最大せん断応力
　　d1，d2，f1，ks，：同定パラメータ
また，図 4 に示すように，切欠付き引張試験の結果とそ
れらの再現解析（破断を考慮しない）結果において，公
称応力－公称ひずみ関係を比較し，両者の応力－ひずみ
線図が乖離（かいり）し始めるときに変形の局所化が開
始するとし，塑性不安定開始を判定する曲線εiを同定し
た。なお，圧縮（η≤ 0 ），および， 2 軸引張（η＝2/3）
の応力状態では塑性不安定は生じないと仮定している。
　Aタイプ，Bタイプは同じ化学成分で同等の引張強度
であるが，伸びおよび穴広げ率の異なる材料である。こ
の機械的特性の違いを破断クライテリア曲線の相違とし
て定量的に表すことができる。図 3 における実線εfと
破線εiの差は，応力軟化を開始してから破断に至るま

でに増加する相当塑性ひずみであるため，材料の局所延
性に相当する。応力 3 軸度が 0 ≤η≤ 2/3 の領域におい
て，実線と破線で囲まれる面積はAタイプ＞Bタイプと
なっており，一般的に局所延性と相関があるとされる穴
広げ率の大小関係とも整合する。このように，実験結果
から破断クライテリアを同定することによって，材料の
破断特性を応力 3 軸度と相当塑性ひずみの関係で表現す
ることができた。

3 . 破断予測解析

3. 1　FE解析モデル
　図 3 の破断クライテリアを用いてハット部材の準静的
軸圧壊試験の破断予測解析を行った。解析条件はハット
部材の形状や接合点位置を含め，実際のハット部材の軸
圧壊試験と同様にした。解析モデルを図 5 に示す。シェ
ル要素のサイズは2.5mmで試験体の板厚は1.4mm，板
厚方向の積分点は 5 点（完全積分）とした。ハット材準
静的軸圧壊試験の破断予測解析（ハット部要素数：
10,560）では，ハット材および裏板材の端部節点を上板，
下板に剛体結合し，押し込み量として上板に150mmの

θ＝
σeq
τmax（1－3ksη）

図 3  破断クライテリア曲線
Fig. 3  Fracture criterion curves

図 4  εiの同定方法
Fig. 4  Identification of εi 
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強制変位を与えた。軸圧壊試験においてスポット溶接部
の破断は生じなかったため，破断予測解析ではスポット
溶接部の破断は考慮していない。
3. 2　FE解析結果
　ハット部材の軸圧壊試験結果と破断予測解析結果（押
し込み変位150mm）を図 6 に示す。実験結果における
図中の破線は割れを示している。AタイプのほうがBタ
イプよりも割れが小さく，これら 2 種類の材料で割れ発
生の程度に差異が見られる。FE解析結果においても，

ハット部の破断要素数はAタイプが21要素，Bタイプが
384要素となっており，試験結果の挙動と一致する。ま
た，破断予測解析結果における割れ発生位置についても，
試験結果の割れ発生位置と一致することが確認できた。
3. 3　考察
　ハット部材の軸圧壊解析結果において，AタイプとB
タイプで破断要素数に差異が見られた。どの応力 3 軸度
における破断クライテリアがこの差異に支配的な影響を
及ぼしているのかを調査するため，図 7 に示す破断近傍
要素の応力 3 軸度と相当塑性ひずみの関係を分析した。
ここで，同図のコンタ（要素の濃淡塗分け）は相当塑性
ひずみの大きさの分布を示している。図中の要素A1と
B1はいずれも，ハット形状のR部に位置していた要素で
あり，座屈変形によって曲げ変形を受けている。また，
要素A2とB2は座屈部の曲げ端部に位置しており，それ
ぞれ同様の変形を受けている要素をAタイプとBタイプ
の解析結果から抽出している。
　要素A1とB1は両要素とも， 1 段目の座屈変形時に破
断に至っており，要素が削除されていた。いっぽうで要
素A2とB2は，同様の変形を受けているにもかかわらず，

図 7  評価した破断部近傍の要素
Fig. 7  Evaluated elements around fracture

図 6  試験結果とFE解析結果
Fig. 6  Results of experiment and FE analysis

図 5  ハット部材軸圧壊FE解析モデル
Fig. 5  FE model for axial crush of HAT member

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/66_2/662-18-f05.mp4
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B2は破断に至っているが，A2は破断に至っていなかっ
た。これらの要素の応力 3 軸度－相当塑性ひずみ関係を
図 8 に示す。図中の要素番号の後に付している数字は板
厚方向の積分点位置（ 1：ハット外側，2：板厚中央，3：
ハット内側）を表している。
　要素A1とB1は，変形開始直後においてハット外側，
内側ともに圧縮の応力状態を示している。変形が進むに
つれてハット外側が圧縮，ハット内側が引張の応力状態
を示しており，曲げ変形を受けていることが分かる。こ
れらの要素は，引張側であるハット内側の積分点が平面
ひずみ付近（η≅0.6）の応力状態で破断に至っている
ことが確認できる。
　要素A2とB2は，変形開始直後はハット外側が引張，
ハット内側が圧縮の応力状態を示しており，要素A1，
B1と同様に曲げ変形を受けていることが分かる。変形
が進むにつれて各積分点の応力状態は純粋せん断（η＝
0 ）の応力状態に近づき，要素B2についてはハット外
側の積分点が破断に至っていたが，要素A2は破断に至
らず，ハット材の変形は 2 段目の座屈変形に移行していた。
　ここで，要素A2，B2におけるハット外側の積分点の
応力 3 軸度とダメージの関係を図 9 に示す。積分点
A2-1におけるダメージの累積は，応力 3 軸度が  1  

 3 ≤η≤
 2  
 3 の範囲では0.19，－  1  

 3 ≤η≤  1  
 3 の範囲では0.39となって

おり，積分点B2-1においては，応力 3 軸度が  1  
 3 ≤η≤  2  

 3

の範囲では0.27，－  1  
 3 ≤η≤  1  

 3 の範囲では0.63のダメージ
が累積されていた。これらの結果から，純粋せん断（η

＝ 0 ）の応力状態近傍でダメージが大きく増加している
ことが分かった。
　以上より，今回の実験で用いたハット部材の軸圧壊時
の割れに関しては，AタイプとBタイプの純粋せん断の
応力状態近傍における破断クライテリアの差異が割れの
大きさの違いになったと考えられる。

むすび＝本稿では，同じ強度クラスの 2 種類の材料にお
ける耐割れ性に着目し，TS980MPa級DP鋼を対象に破
断ひずみを測定した。また，得られた破断ひずみより破
断クライテリアを同定した後，それら破断クライテリア

図 8  応力 3 軸度と相当塑性ひずみの関係
Fig. 8  Relationship between stress triaxiality and equivalent plastic strain

図 9  応力 3 軸度とダメージ値の関係
Fig. 9  Relationship between stress triaxiality and damage
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を用いてハット部材圧壊試験の破断予測解析を行うこと
により，耐割れ性の差異を再現できることを確認した。
今回のハット部材の軸圧壊解析において発生した 2 種類
の材料における割れの大きさの差異については，純粋せ
ん断の応力状態近傍における破断クライテリアが影響し
ていることが分かった。
　本稿で紹介した取り組みによって得られた成果の展開
として，今後は自動車車体の実部品レベルでの圧壊時に
おける耐割れ性について，破断特性がどのように影響す
るのかを明らかにしていきたい。また，その後の展望と
して，フルカーレベルでの衝突時の破断予測解析を行
い，破断特性の差異が車両全体の衝突性能に与える影響
について明らかとしていきたい。
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まえがき＝温暖化対策として自動車の燃費向上が社会的
ニーズとなっており，その有力な手段となる自動車ボデ
ーの軽量化のために，アルミニウム合金板材などの軽量
材料の使用が拡大している。自動車パネル用アルミニウ
ム合金板材に必要とされる表面特性としては，溶接性や
成形加工のための潤滑性がある。また，塗装外観や耐食
性付与のためにりん酸亜鉛処理などの化成処理が均一に
なされる必要があり，脱脂性や化成処理性の確保も必要
である。いっぽうで，最近では欧州を中心に，接着剤に
よる接合部位が塩害環境などで劣化することを抑制する
ために，接着耐久性が重視されている。接着剤による接
合は，機械的接合または溶接の補助的役割とされている
が，剛性，衝突時の安全性，NVH性（Noise, Vibration, 
Harshness）の向上にも寄与する 1 ）。接着剤を用いた接
合における接着耐久性を向上させるために，接着剤と素
材の界面の劣化を抑制するための表面処理が開発されて
いる。
　本稿では，接着耐久性向上のために欧州を中心に広く
採用されている表面処理のTi/Zr処理を，当社製品に適
用した場合の特性評価を行った。また，潤滑性向上のた
めの固形潤滑，および表面粗さを制御する放電テクスチ
ャリング法（Electron Discharge Texturing，以下EDT
という）の当社製品への適用についても検討した。これ
らの結果を報告する。

1 . Ti/Zr処理

　自動車パネル用のアルミニウム合金板材は，焼鈍工程
で生成する酸化皮膜を除去するために，日本国内では酸
洗などが一般的に実施され 2 ），素材として出荷される。
いっぽう，欧州ではこうした酸洗処理などに加えて，表

面処理としてTi/Zr処理が素材段階で適用されてい
る 1 ），3 ）。 Ti/Zr処理はドイツ系を中心とする海外自動車
メーカで広く採用されている技術であり，酸化皮膜を除
去したアルミニウム合金の表面に，TiとZrの 6 ふっ化
化合物を利用してTi, Zrの酸化物皮膜を形成させること
を特徴とする 4 ）。表面に形成された皮膜は接着耐久性能
の向上に寄与することに加えて，成形性や溶接性，りん
酸亜鉛処理性を阻害しないとされている 1 ）。
1. 1　Ti/Zr処理工程
　図 1 に，表面処理に関連する技術からみた自動車パネ
ル用アルミ板の製造・加工工程を示す。また，図 1 の表

アルミニウム合金の自動車用表面処理技術
Surface Treatment Technologies of Aluminum Alloy for Automobiles

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（解説）

Light materials, such as aluminum alloy sheets, are being increasingly used for the weight reduction 
of automotive bodies. Regarding the surface characteristics required for such aluminum alloy sheets, 
emphasis is being placed, especially in Europe, on the bonding durability to suppress the deterioration 
of bonded joints in environments such as salt water spray. Titanium/zirconium (Ti/Zr) treatment is a 
surface treatment adopted by automotive manufacturers outside Japan to improve the bonding durability 
of automotive aluminum materials. In Europe, electric discharge texturing (EDT) surfaces, as well as 
dry lubricants, are being used in addition to Ti/Zr treatment. In order to use materials that are surface 
treated in accordance with European specifications, the process conditions, including conversion coating 
conditions, must be optimized. Kobe Steel can provide Ti/Zr treatment, EDT surfaces and dry lubrication. 

太田陽介＊1

Yosuke	OTA
小島徹也＊1

Tetsuya	KOJIMA

＊ 1  アルミ・銅事業部門　真岡製造所　アルミ板研究部

図 1  自動車用アルミ板の製造・加工工程
Fig. 1  Manufacturing process of automotive aluminum sheet 

(surface related technology)
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面処理工程において実施されるTi/Zr処理工程を図 2 に
示す。熱処理された冷延コイルは，アルカリ脱脂後に実
施する酸洗によってあらかじめ酸化皮膜を除去される
必要がある。その後，Ti/Zr処理の薬剤をスプレー処理
および水洗・乾燥することでTi/Zr処理皮膜が形成され
る。Ti/Zr処 理 用 薬 剤 にChemetall社 のGardobond® 
X4591を使用して，Ti/Zr処理皮膜を形成させた。この
Ti/Zr処理皮膜の断面観察写真を図 3 に示す。これより，
厚さ数十nmのTiおよびZrを含有する酸化皮膜が形成さ
れていることが確認できる。
1. 2　Ti/Zr処理材の接着耐久性と水和量
　当社6022合金のTi/Zr処理材と酸洗洗浄のみを実施し
た材料（以下，洗浄処理材という）について，耐久条件
として塩水噴霧試験3,000h実施後の接着耐久性の評価結
果を図 4 に示す。ここでは，エポキシ樹脂系接着剤を用
いてせん断試験片を作製し，りん酸亜鉛処理・電着塗装
を実施した後，耐久試験前後でのせん断試験を実施し
た。これより，Ti/Zr処理材は洗浄処理材よりも凝集破
壊率や接着強度の低下が小さく，接着耐久性に優れるこ
とが分かる。
　接着剤とアルミ基材との界面における接着耐久性の劣
化因子としては，水分が界面付近に浸透・拡散すること
によりアルミニウム表面に水和酸化物が生じることが挙
げられている 1 ）。表面処理の差異による水和挙動への影
響を調べた結果を図 5 に示す。Ti/Zr皮膜を形成させる

ことによって，接着界面に相当する素材表面の水和が抑
制されることが確認できる。この水和挙動の違いが接着
耐久性に対応すると考えられる 5 ） 。
1. 3　Ti/Zr処理がりん酸亜鉛処理，耐糸さび性，溶接性

に及ぼす影響
　りん酸亜鉛処理および耐糸さび性に対するTi/Zr処理
の影響について，6022合金を用いて一般的な試験条件で
評価した。通常の洗浄処理材とTi/Zr処理材について，
りん酸亜鉛処理浴中のふっ素量を変化させたときのりん
酸亜鉛皮膜量の変化および皮膜形態の観察結果を図 6
に示す。これより，Ti/Zr処理材では洗浄処理材と同等
のりん酸亜鉛処理性が得られていることが分かる。ただ
し，Ti/Zrの皮膜量が多い材料やりん酸亜鉛処理の条件
によっては，りん酸亜鉛皮膜量が低下することがある。
なお，環境対策としてりん酸亜鉛以外の化成処理薬剤も
使用されてきているが 6 ），7 ），処理条件を調整すること
でTi/Zr処理剤はこうした各種化成処理薬剤に対して適
用可能と考えられる。
　りん酸亜鉛処理および電着塗装を行った後に糸さび試
験を実施した結果を図 7 に示す。Ti/Zr処理材では，洗
浄処理材とほぼ同等の耐糸さび性が得られることが確認
された。

図 3  Ti/Zr処理皮膜の断面およびTi, Zr分布
Fig. 3  Cross-sectional image and distribution of Ti, Zr in Ti/Zr 

conversion coating

図 2  アルミ板コイルの表面処理工程
Fig. 2  Process flow of surface treatment for coiled aluminum strip

図 5  Ti/Zr処理の水和量への影響（50℃, 95％RH, 24h）
Fig. 5  Influences of Ti/Zr coating on hydration （50℃, 95%RH, 24h）

図 4  Ti/Zr処理材と洗浄処理材の接着耐久性（凝集破壊率，強度
変化）

Fig. 4  Adhesive durability (cohesive failure ratio and shear strength)  
of 6022 alloy with and without Ti/Zr coating
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　溶接性評価について，当社6016合金を用いてMIGおよ
びレーザ溶接試験を実施した結果を図 8 に示す。いずれ
のサンプルも引張試験後の破断は溶接部ではなく母材で
発生しており，強度も同等であることから，Ti/Zr処理
材では洗浄処理材と同等の溶接性が得られることが確認
された。

2 . EDTおよび固形潤滑　

2. 1　EDTによる表面粗度の制御
　日本国内では，通常の圧延ロールで仕上げた表面Mill 
Finish（以下，MFという）の材料が用いられているが，
欧州ではEDTが広く採用されている。EDTは放電ダル
加工されたロールで圧延することによって形成された表
面形態が特徴である。6022合金のEDT，MFの表面形態
の比較を図 9 に示す。EDTの表面形態はMFの圧延目が
なくなっており，異方性のない凹凸を有する形態である

ことが確認された。
　なお，後述する固形潤滑を使用した場合，積み重ねら
れたアルミ製品板を持ち上げる工程であるデスタック

（de-stacking）時に，2 枚の板が固着した状態となる場
合がある。しかし，素材表面がEDTの形態になってい
れば，固着が抑制されてデスタック時の作業性が改善す
る効果があるといわれている 3 ）。また，成形加工時の加
工方向による影響がなくなること，潤滑剤を保持しやす
くなり加工性向上に寄与すること，塗装後の外観に異方
性がなくなることなど，固形潤滑の利点が挙げられてい
る 8 ）。
2. 2　固形潤滑の適用による加工性向上
　成形加工性を向上させるため，融点が40～50℃程度の
パラフィンワックスや界面活性剤などが固形潤滑とし
て，使用されている。固形潤滑剤を塗布する方法として
は，加熱溶融させて静電塗布する方式が多く採用されて
いる。図10に，6022合金および当社5182合金にZeller＋
Gmelin社製の固形潤滑剤E1を使用した場合の加工性を
示す。液体油と比較して，優れた張り出し高さや絞り高
さが得られている。一方，固形潤滑は脱脂性が劣るため，
液体油と同等の脱脂条件では十分に固形潤滑を除去でき
ない場合がある。固形潤滑適用時には脱脂浴の濃度・温
度の調整が必要と考えられる。

図 9  EDTとMFの表面形態の比較
Fig. 9  Comparison of surface morphology between EDT and MF

図10 張り出し加工に対する固体潤滑の影響（球頭50mmφおよ
び角筒50mm使用時）

Fig.10 Influences of dry lubrication on punch stretch forming with 
spherical head (φ50mm) and with square tube (50mm)

図 6  りん酸亜鉛処理後の表面形態と皮膜量
Fig. 6  Surface morphology and film weight of zinc phosphate coating

図 7  Ti/Zr処理材と洗浄処理材の糸さび試験結果（ 8 サイクル後）
 サイクル：SST 35℃×24h－40℃, 85%RH×120h－r.t. 24h
Fig. 7  Filiform corrosion test results of materials with and without 

Ti/Zr coating after 8  cycle 
 Cycle: SST 35℃×24h－40℃, 85%RH×120h－r.t. 24h

図 8  溶接後引張試験に対するTi/Zr処理の影響
Fig. 8  Tensile strength test after welding
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むすび＝Ti/Zr処理は海外自動車メーカで採用されてい
る処理であり，自動車用アルミニウム材料の接着耐久性
を向上させる。欧州ではTi/Zr処理に加えて，EDT表面
や固形潤滑が成形性向上のために使用されている。ま
た，欧州だけでなく北米も含めて接着耐久性の向上のニ
ーズがあり，クロムフリーでありコロイダルシリカを成
分とするPT2（＝ノベリス社が開発），有機系成分から
なるALCOA951，および薄膜陽極酸化処理などの新規
の表面処理も適用され始めており，海外の自動車メーカ
に供給されている 1 ）。ただし，こうした「海外向けの表
面処理剤」を日本国内で使用する場合，化成処理条件な
どの最適化が必要であるため，当社では国内自動車メー
カの表面処理条件に対応した表面処理技術の開発を推進
している。なお，当社ではTi/Zr処理材, EDTおよび固
形潤滑処理材の生産が可能となっている。
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まえがき＝近年，乗用車に対する燃費規制の厳格化を背
景として車体の軽量化ニーズが高まっており，とりわけ
大幅な軽量化を実現できるアルミニウム合金の活用への
期待は大きい。なかでも，6000系アルミニウム合金板は，
耐食性，成形性が比較的高く，しかも焼付塗装後に強度
が向上する特性を有するため，ボンネットやサイドド
ア，ルーフなどの車体外板部品の素材として採用が拡大
しつつある。
　しかしながら，一部の6000系合金板は，強い引張変形
を受けると圧延方向に沿って筋状の模様が表面に現れ
る。こうした現象はリジングマークもしくはローピング
と呼ばれ，高い外観品質を要求される車体外板部品にお
いては品質不良と見なされる。リジングマークは特定方
位の結晶組織が帯状に集積することで生じるとされてお
り 1 ）～ 4 ），熱処理条件の適正化によるリジングマーク抑
制の検討が進められている。いっぽうで，リジングマー
クは目視による官能評価で判定されるのが一般的であ
り，見る人や環境によって判定が左右される。このため，
詳細な判定が困難で，上記の検討を妨げている。また，
生産現場の品質管理においても同様の課題を抱えている
こともあり，リジングマークの定量的な評価方法の確立
が求められる。
　リジングマークは表面の荒れが筋模様を形成している
か否かで判定され，表面粗さの大きさとは必ずしも関係
がないため，Raなどの一般的な表面形態パラメータで
は表現できない。A.Guillotinらは，砥石掛けした板表面
の画像に対して周波数解析を行い，リジングマークとそ
れ以外の表面粗さ要素を分解して両者の大きさの比から
リジングマークを定量的に表現できることを示した 5 ）。

またC.Schäferらは， 3 次元表面粗さ測定機を用いて測
定した表面粗さを周波数解析し，同様にリジングマーク
を評価できることを示した 6 ）。
　本稿では，これまであまり議論されていなかった，リ
ジングマークを特徴づける筋模様の波長や方向を明らか
にしたうえで，リジングマークを高い精度で数値化でき
ることを示した。また，上記の手法をより簡素な設備に
よって実現させることを目標とし，非破壊的かつ簡便な
測定手法を新たに提案した。

1 . 試験条件

1. 1　試料
　本試験では，リジングマークの発生程度が異なる 8 種
のAA6022アルミニウム合金板を試料として用いた。対
象の板は，板厚がいずれも1.0mmで，200×40mmに切
断したうえで圧延方向（RD）に直交する方向（TD）へ
引っ張り，15%のひずみを与えた。その後，リジングマ
ークの程度を目視評価で 3 段階（良好：Good，中間：
Marginal，不良：Poor）に分類した。目視評価の結果，
良好評価の試料は 2 種，中間評価の 3 種，不良評価の試
料は 3 種だった。以下，良好評価の試料をG1およびG2，
中間評価の試料をM1，M2およびM3，不良評価の試料
をP1，P2およびP3と表記する。なお，M2などの表記に
おける数字が大きい試料ほど，同一評価段階内ではリジ
ングマークが小さいことを意味する。
1. 2　表面形態の測定手法
1. 2. 1　3 次元表面形状の測定
　 3 次元表面粗さ測定機Contour-GTを用いて試料の表
面形状を測定した。測定範囲は30mm四方，測定点ピッ

リジングマークの定量評価技術
Quantitative Evaluation Technique for Ridging Marks

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

In general, ridging marks, one of the defects found on the surfaces of aluminum alloy sheets, are sensory 
evaluated by visual check. This evaluation, however, suffers from large variations and is difficult to 
adapt for quantitative measurement. To resolve this issue, a technique, utilizing Fourier analysis, has 
been developed for evaluating ridging marks quantitatively and easily. The surface roughness of a 
deformed sheet has been analyzed, and as a result, it has been confirmed that a surface exhibiting 
strong ridging marks has a prominently strong wave component at a wave-length of 1 to 5mm in the 
rolling direction. On the basis of this knowledge, the ratio of average surface roughness to the intensity 
of directional pattern along the rolling direction has been assumed to be an indicator of ridging marks, 
which has turned out be consistent with the trend of visual evaluation. It has also been shown that the 
evaluation can be performed by image capture using a camera, instead of roughness measurement. 

市川武志
Takeshi	ICHIKAWA

アルミ・銅事業部門　真岡製造所　アルミ板研究部
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チは14μmとし，試料一つあたり 3 か所測定した。取得
した表面形状は，リジングマークと関係ない粗さ要素を
除くため，ガウシアンフィルタを適用した。ガウシアン
フィルタのカットオフ値は，長波長側を 5 mm，短波長
側を0.5mmとした。最後に，ガウシアンフィルタの効
果が小さい外周部を除き，内側の26mm四方のみを分析
データとして用いた。
1. 2. 2　連続写真撮影による表面形状測定
　上記の表面形状測定に加え，より簡便な装置によるリ
ジングマークの評価を実現するため，カメラ撮影による
表面形状の測定を試みた。引張変形後の試料を塗装し，
蛍光灯にかざした状態での外観写真を図 1 に示す。反射
光の強い領域（図左側）の外周部に筋状の模様が確認で
きるが，その領域は狭く，リジングマークの評価に十分
な広さとはいえない。
　リジングマークは非常に浅い凹凸形状から成ってお
り，反射光が板表面に対して特定の角度を成す場合にの
み視認できるため，1 回の撮影で広域の表面形態を得る
ことは難しい。そこで，図 2 に示すようにカメラと光源
を固定し，試料を移動させながら撮影することによって
複数部位の外観写真を得た。この撮影方法によって，領
域の異なるリジングマーク模様が連続的に多数得られる
ため，それらの画像を合成することによって広範囲のリ
ジングマーク撮影写真を得た。以降，得られた画像を連
続撮影画像と呼ぶ。
1. 3　フーリエ変換
　 3 次元座標データ群や 2 次元画像にフーリエ変換を適
用することにより，入力データを波長および方向の異な
る複数の三角波画像に分解することが可能となる。一例
として，図 3（a）の 2 次元画像にフーリエ解析を行い，
短波長成分を除去して出力すると，図 3（b）のような
長波長成分のみ抽出した画像が得られる。また，横方向

に走る波形成分を除去し，図 3（c）のように縦方向へ
走る波形成分のみを強調させることも可能である。
　取得した表面形態データに対してこうした分析を行う
ことによってリジングマークを抽出し，その強度を評価
した。

2 . 試験結果

2. 1　3 次元粗さ測定結果
　 3 次元表面粗さ測定機を用いて取得した試料の表面形
状を図 4 に示す。不良評価である試料P1には，TD方向
に向かって山部と谷部が連続する波形状（圧延方向に沿
った筋模様）が確認できる。いっぽう，中間評価の試料
M3はP1よりも筋模様が薄くなっており，さらに，良好
評価の試料G3は筋模様がほぼ確認できず，凹凸がラン
ダムに分布している。
2. 2　連続写真撮影による表面形状測定結果
　連続写真撮影法によって得た試料表面の連続撮影画像
を図 5（a）に示す。また，同一の位置で 3 次元表面粗
さ測定機を用いて測定した表面形状，および表面形状か
ら算出したTD方向に対する傾斜度分布をそれぞれ図 5

（b），図 5（c）に示す。TD方向に対する傾斜度とは，
図 5 下部に示すように，測定した表面形状をRD方向に
直交する平面で切断し，得られる断面における表面形状
曲線に対する接線とTD方向軸が成す角度を指す。図 5

（c）の傾斜度分布は，図 5（b）の粗さ分布を傾斜度に
変換したものである。
　連続撮影画像（図 5（a））も表面形状（図 5（b））と
同様，不良評価の試料P1に筋模様が確認できる。また，
連続撮影画像はTD方向に対する傾斜度分布（図 5（c））
と見た目がよく似ている。撮影画像は，対象の表面に映
る光源からの反射光の強さを表したものであり，反射光
の強さは，光源およびカメラの位置，表面形状の傾斜角
で決まる。したがって，連続撮影画像は表面の傾斜度分
布を表現したものといえる。
2. 3　フーリエ変換を用いた表面形状の分析
　リジングマークを波形の集合と見なすことによって表
面形状に対するフーリエ変換を行い，リジングマークを
表すと考えられるTD方向に走る波形成分を抽出した。
試料P1およびG3の表面形状，その表面形状からTD方向
に走る波形成分のみを抜き出した画像，およびTD方向
以外の成分の画像を図 6 に示す。リジングマークの顕著
な試料P1のTD方向に走る波形成分は，試料G3と比べて
コントラストが強く，長い波長を有することが分かっ

図 2  外観写真の撮影および合成手順
Fig. 2  Schematic illustration for composite pictures

図 3  フーリエ変換例 （a）元画像，（b）長波長成分のみ抽出した
画像，（c）縦方向に走る波形成分のみ抽出した画像

Fig. 3  Examples of Fourier transformation (a) Input image, (b) Long 
wavelength component of image, (c) Vertical wave component 
of image

図 1  リジングマークが発生した表面の外観写真
Fig. 1  Photo of surface with ridging patterns
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た。そして，TD，RDおよび45°方向に走る波形成分の
強度－波長関係を図 7 に示す。試料P1では，波長 1 ～
5 mmでTD方向に走る波形の強度がとくに強いことか

ら，これがリジングマークと認識される波長成分である
と考える。
　つぎに，表面形状から波長 1 ～ 5 mm以外の波形成分
を除去したうえで，波形成分をRD方向に対する角度ご
とに分類し，それぞれに含まれる波形成分の振幅を合算
した。波形方向ごとの波形成分の合算振幅強度分布を
図 8 に示す。試料P1はRD方向の波形成分に強度が集中
しており，リジングマークの特徴が強く表れている。こ
れに対して試料G3は平均的な方位分布を示している。
すなわち，方位分布の集中度からリジングマークの程度
が表現できる。
　各試料における方位分布の全体平均強度，およびピー
ク周辺 5 度の平均強度（以降，ピーク強度と呼ぶ）を
図 9 に示す。不良評価の試料P1，P2は全体平均強度に
対してピーク強度が突出して高い。これに対して中間評
価の試料M3は，試料P1，P2に近いピーク強度を有して
いるが，全体平均強度も高い。これは，TD方向に走る
波形成分がそのほかの方向の波形成分に隠れて目立たな
くなっていることを示している。良好評価の試料G1～
G3はピーク強度と平均強度の差は小さく，ほぼ等方的
な形状といえる。

図 7  TD, RDおよび45°方向に走る波形成分の強度－波長関係
Fig. 7  Relationship between amplitude and wavelength of wave components along TD, RD and diagonal direction

図 9  各試料の全体平均強度とピーク強度
Fig. 9  Mean and peak amplitudes of specimens

図 8  表面粗さに含まれる波形成分の強度－方向関係（波長 1 ～
5 mmの波形成分のみ）

Fig. 8  Relationship between intensities of pattern and directions of 
wave components (wavelength: 1-5mm)

図 6  試料P1の表面形状，そのTD方向の波形成分，およびTD方
向以外の波形成分

Fig. 6  Surface profile map, TD wave component of surface profile, 
and surface profile without TD wave component

図 4  3 次元表面粗さ測定機で測定した表面形状
Fig. 4  Surface profile maps measured with three-dimensional 

surface coarseness measuring device

図 5  試料表面の（a）連続撮影画像，（b）表面形状，および（c）
TD方向に対する傾斜度分布

Fig. 5  (a) Composite picture of surface, (b) surface roughness map 
and (c) tilt degree of surface profile sections cut by 
perpendicular plane to RD
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　リジングマークの強さを一つの値で数値化するため，
ピーク強度を平均強度で除した値を指標値とした。各試
料の指標値を図10に示す。指標値の傾向は，目視によ
る評価と一致することが分かった。
2. 4　フーリエ変換を用いた連続撮影画像の分析
　2.3節と同様の分析を連続撮影画像に対して行った。
得られた波形成分の強度－波形方向の分布を図11に，
リジングマーク指標値を図12に示す。いずれも目視評
価と同じ傾向を示しており，外観画像でも表面形状と同
様に評価が可能であることを確認した。

むすび＝変形させた6000系アルミニウム合金板の表面形
状を 3 次元表面粗さ測定機で測定し，これに対してフー
リエ変換を活用した独自の手法を用い，リジングマーク
と認識される波形成分の抽出および分析評価を行った。
その結果， 1 ～ 5 mm程度の波長でTD方向に走る波形成
分を強く含む表面形状ほどリジングマークとして強く認
識されることを確認した。この知見をもとに，TD方向
に走る波形成分の強度と全波形成分の平均強度との比を
リジングマーク強さの指標として提案した。この指標
は，目視評価の傾向と一致した。さらに，この評価手法
は，表面形状だけでなく表面外観を撮影した画像に対し
ても有効であり，3 次元表面粗さ測定機のように複雑な
装置を用いることなく評価できることを示した。
　
参　考　文　献
1 ） H. Jin et al. Mat. Sci. and Tech. 2005, Vol.21, No.4, p.419-428.
2 ） 高木康夫ほか. 軽金属学会第116回春期大会講演概要. 2009, 

p.127-128. 
3 ） 小西晴之ほか. R&D神戸製鋼技報. 2012, Vol.62, No.2, p.39-42.
4 ） 池田賢一ほか. 軽金属. 2014, Vol.64, No.8, p.353-360.
5 ） A. Guillotin et al. Mater. Charact. 2010, Vol.61, p.1119-1125.
6 ） C. Schäfer et al. Int. J. Mater. Res. 2015, Vol.3, p.248-257.

図12  リジングマーク指標値
Fig.12 Quantified ridging level evaluated by different input image to 

Fourier transform

図10  各試料のリジングマーク指標値
Fig.10  Quantified ridging level of specimens

図11 連続撮影画像，表面形状およびTD方向傾斜分布に含まれる
波形成分の強度－波形方向分布

Fig.11 Distribution of normalized amplitude of surface appearance 
picture, surface profile and surface tilt as a function of 
component direction
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まえがき＝近年の環境問題を背景に，国内を始め北米や
欧州などで厳しい自動車の燃費基準が設けられてい
る 1 ）。自動車メーカでは，燃費向上のために自動車車体
の軽量化が進められている。車体軽量化には，比強度の
高いハイテン鋼やアルミニウム（以下，アルミという）
合金を従来の低強度の鉄部品と置換する方法がある。自
動車の衝突時に車内の乗員を保護するためのエネルギー
吸収部材であるバンパは，アルミ化が進められる部品の
一つである。日本国内におけるバンパのアルミ化は，
1990年代の耐力230MPa級の6000系合金に端を発し，そ
の後は耐力300MPaを超える7000系合金も一部で採用さ
れてきた。近年では，さらなる軽量化ニーズと衝突安全
基準の高まりも相まって，耐力400MPa級の7000系合金
のニーズが広がりつつある。
　Al-Zn-Mg系合金である7000系合金は，通常，高強度
化に伴って応力腐食割れ（Stress Corrosion Cracking：
以下SCCという）の感受性が鋭くなる 2 ）。このたび開発
した新合金は，強度と耐SCC性の相反する 2 つの特性を
バランスさせる点に開発の主眼を置いた合金である。新
合金押出材の機械的性質（代表値）を表 1 に示す。強度
は耐力400MPa級であり，従来の代表的な溶接用7000系
合金に比べて100MPa以上高強度である。本稿では，新
合金の開発のポイントであった耐SCC性の向上方法に関
して紹介する。

1 . 応力腐食割れ発生メカニズム

1. 1　粒界析出物の陽極溶解説
　図 1 にSCC発生の模式図を示す。アルミ合金における
SCCは，SCC感受性が鋭い合金が腐食環境にさらされ，
かつ引張応力が臨界応力以上に存在する場合に，結晶粒
界からき裂が発生し伝ぱする現象である。その発生メカ
ニズムには水素脆化説やメカノケミカル説など諸説 3 ）

がある。本合金の開発に関しては，結晶粒界上の析出物
（7000系合金ではMgZn2）が溶解することによって生じ
る，いわゆる陽極溶解説 4 ）に注目した。陽極溶解説を
説明するため，結晶粒界近傍の電位差を表す模式図を
図 2 に示す。結晶粒内を基準とした場合，無析出領域

（Precipitate Free Zone：PFZ，以下PFZという）はZn

耐SCC性に優れる高強度7000系アルミニウム合金押出材
High SCC resistant 7000 series aluminum alloy extrusion

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

A study was conducted to develop extrusions of high-strength 7000 series aluminum alloy with 
excellent stress-corrosion-cracking (SCC) resistance. The target proof stress was 400MPa. Normally, 
the SCC resistance of 7000 series alloys decreases with increasing strength. This study focused on 
the mechanism of SCC; namely, the anodic dissolution of a boundary precipitate, MgZn2. The electric 
potential of this precipitate was controlled to suppress its anodic dissolution and to improve the 
SCC resistance. Also, the addition of Zr was confirmed to suppress recrystallization, and the surface 
recrystallization, which deteriorates SCC resistance, has been suppressed. This paper introduces the 
elemental technologies regarding the development of this alloy for achieving both high strength at the 
level of 400MPa proof stress and SCC resistance.

志鎌隆広＊1（博士（工学））

Dr.	Takahiro	SHIKAMA
吉原伸二＊1（博士（工学））

Dr.	Shinji	YOSHIHARA

＊ 1  アルミ・銅事業部門　長府製造所　アルミ押出工場

図 1  応力腐食割れ発生の模式図
Fig. 1  Schematic of SCC mechanism

表 1  新合金押出材の機械的性質（代表値）
Table 1  Mechanical properties of new alloy extrusion (Typical)
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およびMgの固溶元素が減少しているため，粒内より電
位が高いものと考えられる。いっぽう，結晶粒界上には
粒内析出物に比べサイズの大きい析出物（MgZn2）が点
在している。粒界析出物の電位が最も低いためPFZ部と
の大きな電位差が生じる。このような材料が腐食環境に
置かれた場合，生じた電位差により粒界析出物が優先的
に溶解する。本合金の開発においては，PFZ部と粒界析
出物の電位差を小さくすることで粒界析出物の陽極溶解
を抑制し，耐SCC性を向上させた。PFZ部と粒界析出物
の電位差を小さくする方法については後述する。
1. 2　SCCき裂先端の観察
　7000系合金に発生したSCCのき裂先端の詳細なSEM
観察を行い，陽極溶解によるMgZn2の溶解を観察した。
図 3 にSCCき裂先端のSEM観察写真を示す。供試材は
従来のバンパ用7000系合金押出材のT5調質を用いた。
押出材の押出方向に垂直方向から板厚 2 mm×板幅
10mm×長さ50mmの試験片を切出し，三点曲げ治具で
応力を負荷した。SCC試験はクロム酸を用いた溶液（0.3
％NaCl-3.0％K2Cr2O7-3.6％CrO3）を95～100℃に加熱し，
試験片を浸漬した。2 時間おきに試験片表面を目視観察
してSCCが発生した時点で試験を中断し，SEM観察に
用いた。
　図 3  （c）に示すように，結晶粒界には100～200nm程
度のMgZn2が見られる。き裂先端近傍にはそのMgZn2が
溶解したと推定される空洞が見られた。これら粒界上の
MgZn2の陽極溶解によって生じた空洞が，き裂先端の引
張応力によって連結することでき裂が伝ぱしていくもの

と考えられた。

2 . 開発合金の耐SCC性の向上

2. 1　Cu添加による粒界の電位差コントロール
　7000系合金に電位的に貴な元素であるAgやCuを添加
することで耐SCC性が向上することが知られている 5 ）。
これは，AgやCuが粒界のMgZn2とともに存在すること
でPFZとの電位差を小さくし，MgZn2の陽極溶解を抑制
するためである。本合金ではアルミ合金に多く使用さ
れ，コスト的にもAgに比べて比較的安価なCuを選定し
た。図 4 に新合金のSCC寿命に及ぼすCu添加量の影響
を示す。供試材は開発中の7000系合金をベースにCuの
添加量を無添加，0.2wt％（以下， ％と表記する）およ
び0.35％の 3 水準とした押出ビレットを作製した。板厚
2 mmの中空角パイプに熱間押出したのち人工時効処理
した。押出方向に対して垂直方向より試験片を切出し
た。三点曲げ冶具を用いて応力を負荷し，クロム酸を用
いた浸漬試験にてSCC発生寿命を比較した。Cu添加量
の増加に伴い，SCC発生寿命も長時間化した。負荷応力
が耐力値の50％で比較すると，Cu無添加材が12hでSCC
が発生しているのに対し，0.35％添加材ではSCCが生じ
なかった。0.35％のCu添加により，無添加材に比べ少な
くともSCC寿命が30％以上改善された。
　開発合金のCu添加量を0.15％および0.30％とした押出
材の粒界析出物MgZn2のEDX分析結果を図 5 に示す。
粒界のMgZn2から微量ではあるがCuが検出された。Cu
添加量0.30％材のほうが0.15％材よりもCuのピークが 2
倍程度高い。これはCu添加量の増加に伴って，粒界
MgZn2へのCuの含有量も増加する傾向を示したもので
ある。この効果により耐SCC性が向上したものと考えら
れた。
2. 2　表面再結晶抑制
　SCCは結晶粒サイズにも影響を受ける。7000系合金は
Mn，Cr，Zrなどの遷移元素を添加し，その析出物が結
晶粒界をピン止めすることで結晶粒の微細化を図ってい
る。押出材では結晶粒が押出方向に伸長した繊維状組織

（一部亜結晶）を呈する特徴がある。いっぽう，押出材
表面は押出ダイスを通過する際に，デッドメタルおよび
ダイスとの摩擦により強いせん断変形を受ける。そのひ
ずみおよび加工発熱やダイスとの摩擦熱が駆動力となり

図 3  SCCき裂先端のSEM観察写真（従来7000系合金）
Fig. 3  SEM images of SCC crack tip (Conventional 7000 series alloy)

図 2  結晶粒界近傍の電位差模式図
Fig. 2  Schematic of potential difference of grain boundary

図 4  SCC寿命に及ぼすCu添加量の影響
Fig. 4  The effect of Cu adding on SCC life



92 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017）

表面再結晶が進行する。押出材表面に生じた再結晶粒が
粗大な場合は耐SCC性を低下させる。そこで，開発合金
ではZr添加による表面再結晶の抑制も同時に行った。
図 6 は開発合金をベースとして，Zrの添加量と押出材
の再結晶抑制効果の関係を観察したものである。Zr添
加量が0.08％では部分的に再結晶粒が見られ，再結晶抑
制効果が不十分である。0.14％では再結晶粒のない繊維
状組織が見られた。添加量が最大の0.22％ではさらに粒
界の幅が狭くなり，より微細となった。いっぽうで，
Zr添加量が0.2％を超えると粗大な初晶ZrAl3

6 ）の発生が

懸念されることから，添加量は最大でも0.2％までが良
いと考えられる。組織制御は押出比の影響を受けるた
め，最適化検討は実機バンパ押出で確認を行った。
　図 7 に新合金を用いたバンパ表面再結晶の光学顕微
鏡写真を示す。図 7 では，従来の7000系合金を同一断面
で押出した際の表面再結晶層と新合金とを比較した。開
発合金はZr添加量を下限値の0.14％とした。従来合金に
は厚さが約300μmの表面再結晶層が見られる。一方，
Zr添加量を0.14％とした場合ではほとんど表面再結晶は
見られなかった。Zr添加量を0.14％以上添加することに

図 7  新合金バンパ表面の光学顕微鏡写真
Fig. 7  Micro structure of bumper surface made of new alloy

図 6  新合金押出材の再結晶抑制に及ぼすZr添加量の影響
Fig. 6  Effect of amount of Zr addition on refinement of grain size of new alloy extrusion

図 5  Cu添加した新合金の粒界析出物MgZn2のEDX分析
Fig. 5  EDX analysis of MgZn2 on grain boundary of Cu added new alloys
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より，実際のバンパ断面への押出でも粗大な表面再結晶
を抑制できることを確認した。これらの要素技術を入れ
込み，バンパ用新合金（耐力400MPa）として実用化開
発を行った。

むすび＝本稿では耐SCC性に優れる高強度7000系開発合
金の耐SCC性向上の要素技術に関して紹介した。現在，
耐力400MPa級新合金7K55の技術は完成しており，バ
ンパへの量産適用を予定している。今後はより一層の高
強度化が求められ，耐SCC性の両立の技術開発ハードル

がますます高くなるものと予想される。したがって，こ
れらに主眼を置き，優れた合金の開発を今後も行ってい
く。
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1985. p.44-45.



94 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 66 No. 2（Mar. 2017）

まえがき＝近年，CO2排出による地球温暖化問題や化石
燃料である石油の枯渇などの環境問題がクローズアップ
され，さまざまな分野で取り組みがなされている。自動
車分野においても，車体の軽量化や電気自動車，燃料電
池車などの開発により，燃費を向上させてCO2発生量を
抑制する努力が続けられている。たとえば，これまで，
主として鉄鋼材料が使用されてきた自動車の構造部品に
対して，軽量化のために，従来の鉄鋼材料の高強度化に
よる軽量化構造の開発と並んで，アルミニウム合金の適
用が進められている。アルミニウム合金は鋼の約 3 分の
1 の比重や高い比強度などの特性を持つ。さらにその品
質や量産技術は，二輪車や航空機，新幹線車両などの実
績に裏づけされている。
　またアルミニウム合金素材の製造手段としては，鋼な
どでも適用されている鋳造，鍛造や圧延に加え，熱間押
出加工が可能なことが大きな特長である。熱間押出加工
したアルミニウム合金伸展材は，複雑な断面形状が比較
的自由に得ることが可能であり，自動車用バンパシステ
ムやフレーム部材などへの使用が増加している 1 ）, 2 ）。
　本稿では，自動車部品にアルミ押出材を適用した事例
を紹介する。

1 . 自動車軽量化の背景

　自動車の燃費規制に関しては，古くから多くの法規制
や基準があり，さまざまな取り組みが行われてきた。
1997年の第 3 回気候変動国際枠組条約締結国会議で議決
された京都議定書以降，地球温暖化の原因とされるCO2

排出量の削減を目的とした燃費向上方針が，燃費規制へ
の大きな原動力の一つとなっている。
　世界の自動車の燃費およびCO2排出量規制動向として
は，欧州と北米が規制を強化し，世界を牽引している。

日本や中国でも燃費規制は現在実施されているが，今後
10年で中東，東南アジア，南米でも同様の規制が計画さ
れ て い る。 北 米 のCAFE（Corporate Average Fuel 
Efficiency）や欧州のCO2排出規制は，達成できない場
合は罰金が科せられる非常に厳しい規制となっている。
日本，欧州，中国および北米の2015年～2030年までの燃
費規制の現状と将来の目標値を図 1 に示す 3 ）。2025年以
降，各自動車メーカはCO2排出量を現在の 2 / 3 以下に
しなければならない。現状のガソリンエンジンの機構で
は自動車の重量を軽減することが最良の解決策であると
されており，生産台数の多い車種について，軽量化は必
須となる。たとえば，北米で年間76万台（2014年実績）
生産されているF-150（Ford社）は，現行車からアルミ
ニウムの使用量を大きく増加させ，約320kgの軽量化を
達成した。CT-6（GM社）も，アルミニウムの使用率を
車体重量の62%まで増加させている。
　燃費規制以外では，カリフォルニア州のZEV法（ZERO 

自動車部品へのアルミ押出材の適用
Application of Aluminum Extrusion Materials to Automotive Parts

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（解説）

Recent automobiles have problems of increasing body weight due, for example, to enhanced structural 
strength for improving collision safety, an increase in the number of parts such as sensors and installation 
of large batteries. Meanwhile, it is also necessary to respond to the strengthening of fuel-efficiency 
regulations, and aluminum materials are being increasingly used for the purpose of weight reduction. 
In particular, aluminum extrusions, which enable complicated cross-sectional shapes to be obtained with 
relative freedom, are being increasingly applied to automotive parts such as automotive bumper systems 
and frame members. This paper reports on the current status and future trends of automobile parts 
adopting aluminum extrusions, with its main focus on a 7000-series alloy that is our main product. 

橋本成一
Narukazu	HASHIMOTO

アルミ・銅事業部門　調布製造所　アルミ押出工場

図 1  日米欧中の乗用車における燃費・CO2規準強化の動き（燃
費基準はCO2量に換算）3 ）

Fig. 1  Transition of strength of standard for fuel consumption (CO2 
criteria stricter in passenger car) 3 ）
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emission vehicle）4 ）や，中国が2020年以降実施を予定し
ているNEV法（New energy vehicle）がある。これら
の法律は，電気自動車や燃料電池車のようなCO2を一切
排出しない自動車の生産を自動車メーカに課するもの
で，達成できなかった場合は罰金が科せられる。もしく
は，Tesla社のように電気自動車のみを生産している自
動車メーカからクレジットを購入する必要がある。カリ
フォルニア州は，EV，PHEV，HEVなどのZEVの種類
に応じて車両ごとに「クレジット」と呼ぶ係数を決め，
販売台数に対して達成すべきクレジット基準を定めてい
る。2018－2026のZEV規制における環境車の割り当てク
レジットを図 2 に示す。2025年には，カリフォルニア州
で電気自動車のようなCO2を排出しない自動車が全体の
15%以上を占めるように義務付けられる。
　以上のような背景から，自動車構造材の軽量化ニーズ
はさらに強まろうとしており，鋳鉄や鉄鋼材料を高張力
鋼に置き換えるにとどまらず，アルミニウムやFRPなど
の軽量材料に置換する動きが本格化している。
　当社においても，車体の軽量化を目的としたパネル用
アルミニウム合金板の成形限界向上や，アルミニウム鍛
造品の性能向上に材料技術と加工技術の両面から取り組
んできた。また本稿で述べるアルミ押出材に関しても，
高強度合金の開発を進めると同時に，それを活用したさ
まざまな自動車用安全部材を上市してきた。本稿では，
そういったアルミ押出材の製品群を紹介する。

2 . アルミ押出材

　アルミ押出材は，エンジンの熱交換機用押出管や多穴
形材などの小断面の押出素材として1960年代より適用が
拡大してきた。1980年代には，鋼が主流であった車体構
造材にもアルミニウム合金が適用され，板材や中空押出
形材などが使用されるようになってきた。いっぽうで，
適用が拡大するにつれて部品加工コストの低減や冷間加
工性が課題となり，アルミニウム合金の化学組成や組織
の改良によって対応してきた。さらに1990年代以降に
は， 2 次元の押出材を 3 次元の形状に加工させるために
液圧を使ったハイドロフォーミングなどが登場してい
る。
　アルミ押出材は，軽量性に加えて，鉄では困難な任意
の肉厚配分を持つ複雑な断面形状を得ることが可能であ
るため，自動車軽量化の有効な手段として注目されてい
る。
　当社では1990年以降，バンパシステムやドアビームへ
のアルミ押出材の適用を手始めとして，車体構造部材へ
の適用事例を増してきた。表 1 にこれまでの適用事例を
示す。

3 . バンパシステム

3. 1　バンパシステムの概要
　最近のバンパシステムには図 3 に示すような構造が
多い 2 ）。最外側には薄殻構造の樹脂部品，その内側には
発泡樹脂が取り付けられる。発泡樹脂の内側に金属製の
バンパ補強材がステイ（取り付け支持部品）を介して車
体に取り付けられる。車種によってはバンパ補強材が車
体に直接取り付けられる場合もあるが，衝突安全基準の
強化に伴い，ステイ部材にエネルギー吸収特性（以下，
E/A特性という）が求められることが多くなっている 5 ）。
　バンパシステムの主たる役割は，最初に衝撃力を受け
止め，変形しながらエネルギーを吸収することである。
また，バンパビームで吸収できないエネルギーをステイ
および後方部材に伝える役目もある。軽量構造でより多
くのエネルギーを吸収するために，高強度の材料と素材
断面形状が開発されてきた。最近では，7000系（Al-Zn-
Mg系）の高強度合金（耐力300MPa以上）が用いられ

図 2  ZEV規制における環境車の割り当てクレジット（LVM）4 ）

Fig. 2  ZEV credit percentage requirement for LVMs 4 ）

表 1  アルミニウム合金押出材の自動車構造部品への適用例
Table 1  Applications of aluminum alloy extrusions for automotive structures
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るようになっており 6 ），従来の6000系合金（Al-Mg-Si系）
と比較して約30%の軽量化が実現されるなどの設計例も
ある。さらに，衝突基準の強化に対応して，より高強度
な材料（耐力400MPa以上）も一部で求められるように
なってきている。
　また，バンパシステムなどのエネルギー吸収部材に
は，圧壊時に割れが進展し難いアルミニウム合金が求め
られる。このような耐圧壊割れ性に対して当社は，結晶
粒径と粒内析出物が大きく関与することを明らかに
し 6 ），材料開発に役立てている。
3. 2　バンパビーム
　バンパビームの断面は，「口」「日」「目」などの中空
形状が基本とされている。代表的な断面形状を図 4 に示
す。全体の形状（曲がり）は，両端曲げをはじめとして
多様化してきている。全体形状の例を図 5 に示す。ま
た，車体デザインに対する追随性を確保するため，図 6
に示すような変断面加工を施す必要性も出てきている。
変断面加工は，ナローオフセット衝突のように衝突試験
時のバリアと車体のラップ量が小さくなっていることへ
の対応としても必要である。
　バンパシステムには車両を牽引するためのフックを固
定する部材も取り付けられるようになってきている。衝
突時の曲げ圧縮だけでなく，けん引時の引張や疲労に対
する機能を織り込む必要があるため，設計の難易度は高
まっている。
　最近では，歩行者保護の観点からバンパビームの下側
にもう一つ小型のビームが取り付けられることもある

（図 7 ）。バンパシステムに対しては今後も多機能化の要
求は加速していくと予想される。
3. 3　バンパステイ
　バンパステイは，安全基準の強化に伴ってエネルギー
吸収（E/A）特性が要求されるようになってきており，
衝突時の潰れ方を制御しなければならない部品となって
いる。
　鋼製ステイは溶接で箱状に製作され，アルミニウム製
バンパビームとは機械的に締結される。また，一般的な
アルミニウムステイの場合も溶接構造体が主流である
が，溶接後のひずみや溶接品質の保証が難しく，鋼製と
比較して高コストとなってしまう。

　当社は，電磁成形によるかしめ工法を用いたバンパス
テイを開発した。
3. 4　電磁成形を利用したバンパシステム
　電磁成形は，大容量のコンデンサに充電した高電圧の
電流を一挙に電磁コイルに流すことにより，瞬間的に生
じる高磁場を利用して被成形材を加工する技術であり，
アルミニウムや銅のような高導電性材料の成形に適して
いる。非接触で成形力を負荷することができるため，プ
レス成形法と比較して金型点数の削減が可能である。さ
らに，成形と接合との同時加工による工程削減や，複雑
形状の成形も期待できるため，実用化に向けた研究が行
われてきた 7 ）。
　いっぽうでコイルは，被加工物を成形する際に成形力
とは逆の電磁的な反力を受ける。このため，コイルの寿

図 3  バンパシステムの構造例
Fig. 3  Example of bumper structure

図 4  バンパビーム代表断面
Fig. 4  Typical section type of bumper beam

図 6  両端部が成形されたバンパビーム
Fig. 6  Both-ends-formed bumper beam

図 5  バンパビーム曲げ形状
Fig. 5  Typical bending type of bumper beam

図 7  フロントバンパシステムの例
Fig. 7  Example of front bumper system
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命を高めることが量産のためのポイントの一つであっ
た。当社では，拡管時の電磁力分布を予測する計算シミ
ュレータの開発 8 ）など，高度なシミュレーション技術
を活用し，コイルの耐久性を高める技術開発などを進め
て量産用製造工程への適用を図った結果，電磁成形ステ
イを用いたバンパシステムを実用化した 9 ）。
　従来の鋼製ステイは部材を溶接するため，工数とコス
トがかかり，また完成品に溶接ひずみが残留する問題も
ある。図 8 に示した電磁成形ステイは，アルミニウム合
金製中空円管をステイ胴材に用いる。円管の一端に端板
を取り付け，中空円管を電磁拡管することによって両者
をかしめ結合する。また他端は，電磁拡管時に張り出し
成形を受け，同時に取り付け部位が形成される。
　部品形状にもよるが，電磁力でアルミニウムを拡管
し，かしめることによって溶接が不要となり，作業工程
数はおよそ半分に減少する。また溶接ひずみが生じるこ
ともなく，さらにステイを構成する部品点数も削減する
ことができる。電磁成形ステイは，同じ強度性能を持つ
鋼製の従来品と比較して約 1 / 2 以下の質量となった。
　さらに，バンパビームとステイの結合にプレートを介
さず，直接電磁成形で結合したバンパシステムの例を図
9 に示す。バンパとステイが一体となってかしめ結合さ
れており，部品点数削減，溶接レスによりさらなる軽量
化が達成されている。

4 . ドアビーム

　ドアビームは自動車の側面衝突から乗員を保護するた
めの最も重要な安全部材の一つであり，現在ではほとん
どの自動車のドアに装着されている。ドアビームの一例
を図10に示す。
　ドアビームには衝突時のエネルギーを吸収する能力と
ドアの大変形を防止する機能が要求される。側面衝突に
対する最終的な性能は実車テストで評価されるが，ドア
ビーム単体は，通常両端を単純支持した梁の 3 点曲げ試
験で評価される。ドアビームの形状は，最大曲げ荷重お
よびエネルギー吸収量を要求特性として設計される。

　当社が設計するドアビームは，曲げ効率が最も良いⅡ
の字断面が基本構造となっている。E/A量を同等とした
場合，現状のハイテンパイプと比較して約30%の軽量化
が得られる。
　最近の傾向としては，衝突時の空走距離を短縮するこ
とを目的として大R形状に曲げ加工を施したものや，ド
アインナへの取り付け性を改善するためにドアビーム端
部につぶし加工を施す場合がある。これら加工が加えら
れることは少なからず残留応力が発生することを意味し
ている。当社は，加工で発生した残留応力を制御するこ
とによってSCCのリスクを低減し，実用化につなげてい
る。また,ドアビームには高い形状精度が求められてお
り，加工精度を向上させることが今後の課題になってい
る。

5 . 車体骨格材

　バンパシステムやドアビームのアルミ化は約20年前か
ら取り組んできており，車体軽量化の手法としてはほぼ
確立されたものとなっている。しかしながら，今後の軽
量化ニーズを考えた場合，車体骨格材への高強度アルミ
押出材の適用が期待される。
　Euro Car Body 2015において発表されたCadillac CT6
には，多くのアルミ押出材が適用された10）。クラッシュ
カン，フロントサイドレール，ロッカの 3 部品には当社
の7000系合金が採用され，約100kgの車体軽量化の一要
素となった。適用部位を図1110）に示す。これまでも
6000系合金が車体骨格材に使われることがあったが，
7000系合金の適用例は今回が最初である10）。
　ロッカなど車体前後方向に配置される骨格材のほか
に，車体幅方向に配置される骨格材への適用も始まって
いる。たとえば，シートバックバー（図12）と呼ばれ
るクロスメンバにも7000系合金が適用された事例があ
る。780MPaのハイテン材が使用された前モデルから衝
突安全性が高まったことに加えて，約1.9kgの軽量化を
実現している11）。
　車両に大型電池が搭載されるようになり，バッテリフ
レームもアルミ化されるようになってきた。当社では，
ガードフレームと呼ばれる製品も製作した。これは，後
突時にバッテリが後部座席に貫入しないようにするため
の部材であり，バッテリフレームの一種である。強度が
必要なため，7000系合金を適用している。

図 8  電磁成形法により成形されたアルミステイ
Fig. 8  Bumper stays produced by electro-magnetic forming method

図 9  ステイ一体型バンパシステム
Fig. 9  Bumper system combining stay to beam

図10  アルミ製ドアビーム
Fig.10  Aluminum door beam
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　7000系合金は6000系合金の1.5倍以上の強度を有して
おり，軽量化に対しては有利である。しかしながら，今
後さらなる7000系合金の適用を進めていくためには，残
留応力制御によるSCC抑制，異材接合方法や部品構造の
最適化などの課題を解決していくことが重要である。

6 . 外装部品

　当社は，アルミ押出材と樹脂や鉄製部品とを組み合わ
せた外装部品として，乗員昇降用のサイドステップ

（図13）やバックステップを生産している。デザインが
重視される外観にはPP樹脂が使用され，踏み台として
必要な剛性は6000系のアルミ押出材が受け持つ構造であ
る。両者はねじやクリップによって機械的に取り付けら
れている。
　ブラケットにはコスト的に有利な鉄プレス品が適用さ
れており，アルミ押出材との異材接合部分にはカチオン
塗装によって電食対策が施されている。構成される部品
にはそれぞれ異なった性能が要求され，その特性に最も
適した材料を配置した。サイドステップは適材適所で設
計した自動車部品の一例である。
　軽量化とコストミニマムを両立させるために，今後異
種材料の組み合わせによる部品が増加していくと考える。

むすび＝7000系アルミ押出材は高強度化が可能であり，
中空断面を形成できることから強度部材としての利用価
値が高まってきている。いっぽうで，板のプレス加工の
ような複雑な成形は難しく，外観形状を似せただけの単
なる材料置換だけでは適用が困難な場合も多い。まずは
部品に求められる機能を理解した上で，アルミ押出材に

適した形状に最適化していくことが重要である。
　今後，自動車部品へのアルミ押出材の適用が増加する
にしたがってさまざまな材料との組み合わせが考えられ
る。接合方法や表面処理などの技術も今後ますます重要
となってくると考える。
　当社は今後とも，アルミニウム合金の材料技術，加工
技術，設計技術，シミュレーション技術，接合技術を総
合してアルミ押出材の用途開発を推進する。軽量化およ
びコストダウンを図り，顧客に喜ばれるオンリーワン技
術のさらなる発展を目指す所存である。
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図11  量産車の骨格に適用された7000系押出材10）

Fig.11  7000 series alloy extrusion applied to frames of production vehicles10）

図12  シートバックバー
Fig.12  Seat back bar

図13  サイドステップ
Fig.13  Sidestep
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まえがき＝温暖化を始めとする地球環境問題を背景とし
て,自動車分野においては世界的に燃費規制が強化され
てきている。また，安全性の面から衝突性能の向上も求
められている。これに対して自動車メーカは，ハイブリ
ッド方式などの新しい駆動システムによる燃費の改善に
向けた技術開発を進めている。さらに，安全装備の追加
などによって重くなる傾向にあった車体の軽量化にも取
り組んでおり，従来は鋼や鋳鉄で製造されていた部品に
対して軽量材料への置換も推進している。
　いっぽう，日本の自動車メーカ各社は生産拠点を海外
に移転しており，素材の同一品質での現地調達を求めて
いる。
　このような背景に基づき本稿では，日本・北米・中国
を対象とした当社のアルミ鍛造サスペンション事業にお
けるグローバル展開について紹介する。

1 . グローバル展開の取り組み

　図 1 1 ）にサスペンション部材の一例を示す。サスペ
ンションは人体における脚にあたり，自動車本体とタイ
ヤとをつなぐ重要保安部品である。高強度・高信頼性が
求められ，運動性能や乗り心地にも大きく影響を与える
部品である。また乗り心地に関しては，ボデーやフレー
ムなどの“バネ上”と呼ばれる部位の重量，およびタイ
ヤやサスペンションアームを始めとする“バネ下”との
重量バランスが重要である。軽量化だけを考えると，自
動車の大部分を占めるボデー部の軽量化が最も効果が大
きい。しかしながら，ボデー部のみを軽量化しても上記
の理由から乗り心地が悪化するため，製品性能を維持す
るためにもバネ下であるサスペンション部も併せて軽量

化することが自動車の軽量化では重要である。そのよう
な背景から，当社ではアルミ鍛造品の高い軽量化効果に
着目し，アルミ鍛造サスペンション部材の開発に取り組
み，1980年代末に製造を開始した。
　いっぽう，国内での自動車販売台数の頭打ちにより，
日本の自動車メーカ各社が生産拠点を海外に移転してい
る。また，複数の国・地域で生産販売するグローバルプ
ラットフォーム車へのアルミ鍛造品の採用が加速してき
たことに伴って，アルミ鍛造サスペンション部品の海外
での現地調達化も望まれるようになった。
　これに対して当社は，全世界で求められるアルミ鍛造
品の需要に応えるべく，さらなる拡販のための技術開発
とともに，北米・中国での生産も開始し，同一品質のサ
スペンション部品を世界で供給できる体制を構築した。
当社における技術開発と海外進出の歴史を図 2 に示す。
歴史的に示すと，これまでの事業展開は次の 3 期に分類
できる。

自動車用アルミ鍛造サスペンション事業～日・米・中 ３極
体制の確立～
Globalization of Aluminum Forging Automotive Suspension Business 
-Establishment of Production Bases in Japan, USA and China-

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（解説）

In recent years, the weight reduction of automobiles is being promoted worldwide, and automobile 
manufacturers are globalizing their manufacturing bases. Therefore, there is a strong desire to enable 
the procurement of parts of equal quality in different parts of the world. To this end, we have worked 
on localizing, with "a consistent production system," "the optimization of design technology and design 
proposal," and "a high-strength alloy unique to Kobe Steel."  As a consequence, a trilateral global system 
has been established that enables the proposal and manufacturing of suspension parts with the same 
quality, not only in Japan, but also in North America and China. 

中村　元＊1

Hajime	NAKAMURA
西畑昌亮＊1

Masaaki	NISHIBATA
中野雅司＊1

Masashi	NAKANO

＊ 1  アルミ・銅事業部門　大安工場　サスペンション部

図 1  サスペンション部材の例（ダブル・ウィッシュボーン方式
フロントサスペンション）1 ）

Fig. 1  Example of suspension members (front suspension structure 
of double wishbone type) 1 ）
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　Ⅰ期：一貫生産工程の確立と設計提案（1988年～）
　 アルミ鍛造サスペンション部品の安定生産体制の
構築と軽量化形状提案による拡販体制の構築。

　Ⅱ期：海外展開に向けた技術開発と北米工場の建設
（2005年～）
　海外での受注拡大のため，さらなる軽量化設計技
術・高強度合金の開発と，海外拠点でも日本と同一
品質を生産するべく品質安定生産技術の構築。

　Ⅲ期：中国工場設立によるグローバル生産体制構築
（2012年～）　
　北米工場で得られた海外工場設立の知見を活かし
た，安定生産による中国地域の拡販とグローバル生
産車種への拡販を展開。

　次章からは，海外展開において課題となった「現地従
業員による安定生産体制の構築」と，「現地顧客への迅
速な軽量化設計提案」について，生産技術，設計技術，
および材料技術の観点からそれぞれ解説する。

2 . 生産技術

　当社では，アルミ鍛造ラインに隣接して鍛造用素材で
あるビレットの鋳造ラインを配置しており，鍛造素材か
ら鍛造完成品までのアルミ足回り鍛造品の一貫生産体制

（図 3 2 ））を確立している。この一貫生産体制の確立に
より，鍛造バリの完全リサイクルによる低コスト化，素
材輸送短縮によるリードタイム短縮，さらに品質・生産
などの一元管理が実現し，高効率な生産を可能としてい
る。
　海外においては，日本国内のように鍛造技術の熟練者
を確保するのは困難であり，育成にも時間を要する。こ
のため，現地の経験の浅い作業者でも安定した生産が可
能な体制が必須であり，海外拠点設立においては生産を
さらに安定化させる必要があった。
　当社の鍛造工程では，ロボットによるワークの搬送と
離型剤の散布を行っており，プログラムの変更によって
あらゆる形状の製品に対応できる汎用性の高いラインに
している。国内では，熟練した鍛造技術者がロボット動
作のプログラム変更や微調整を行っているが，熟練度の

高くない海外ではこの微調整が困難である。これに対し
て，材料搬送の安定化技術や離型剤のスプレー量均質化
手法を開発したことによって調整作業が不要となり，経
験の浅い作業者でも安定して操業できるようになった。
　また，技術教育専門のエンジニアを日本から派遣し，
現地作業者への直接指導とともに現地に合わせた作業標
準を作成している。さらに，各部署から選出されたメン
バに対して，日本での研修の受講機会を定期的に設ける
ことによって現地作業者自身の技能の向上も図ってい
る。

3 . 設計技術開発

　足回りアルミ鍛造品の開発フロー例を図 4 2 ）に示す。
当社では，形状設計から試作品の強度評価まで一貫した
開発体制を確立し，効率的かつ短期間での開発を実現し
ている。形状設計には，これまでに得られている材料特
性データや足回り部品の強度実験データなどを反映して
高精度化を図り，日本国内の自動車メーカ向けに設計提
案を行ってきた。
　一方海外では，とくに欧州の自動車メーカはアルミ鍛
造品を積極的に採用していることから，グローバル車種
に対して設計提案を推進するためには，さらに軽量な形
状を提案する必要があった。そこで，軽量化設計の取り
組みとして，位相最適化による軽量化技術 3 ）と塑性流
動解析を組み合せて鍛造形状の最適化を図り，製造性が

図 2  技術開発と海外進出の歴史
Fig. 2  History of technology development and overseas expansion

図 3  一貫生産体制 2 ）

Fig. 3  Consistent production system 2 ）
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良好かつ軽量なサスペンションアームの設計手法を確立
した。本設計手法の開発により，従来の当社設計品より
約20％の軽量化と10％の設計リードタイムの短縮が可能
となった。図 5 に形状設計フローを示す。
　海外顧客に対しては従来，軽量化提案を日本から出張
して対応していた。このため，形状設計自体は短期間で
も，打ち合せ等を含めた開発リードタイムは国内案件よ
り長くなる傾向にあった。そこで，海外顧客にも国内と
同等の期間での提案を実施すべく，北米には設計エンジ
ニアの駐在員を置き，現地でのタイムリーな設計提案・
開発を遂行している。また，中国や欧州には営業窓口を
設置し，日本で設計した軽量化形状を顧客へ提案してい
る。

4 . 合金開発

　鍛造用合金としては，耐摩耗性合金の4000系，耐食合

金の6000系，および高強度合金の7000系など多くの合金
系がある。自動車用足回り部品には，その使用環境から
中強度で高耐食性をもつ6000系（Al-Mg-Si系）合金が用
いられている。その中でも日本国内では6061が一般的な
サスペンション部材であるが，欧州や北米では6082の適
用が一般的である。このため当社では，各国のニーズに
応えるべく6061と6082の両方の生産に対応している。
　世界への拡販に向けた取り組みとしてさらなる軽量化
を推進すべく，当社のオリジナル高強度合金である
KD610を開発した。図 6 に上記各合金の機械的性質を
示す。KD610は従来の6061材よりも平均耐力が30％以上
高いことがわかる。
　この高強度化は，材料成分の変更だけではなく鋳造棒
製作から，鍛造および熱処理工程の全工程を見直したこ
とにより実現している。取り組みの一例として，アルミ
ニウムの熱間加工においては，微細な亜結晶粒を形成す
ることで高強度化を見込めることが知られている 4 ）。鍛
造時の加工ひずみが原因で，後のT6処理工程において
2 次再結晶による結晶粒粗大化を引き起こすため，鍛造
加工ひずみの蓄積を極力防止する必要がある。これら再
結晶の挙動は一般に，次式で示されるZパラメータに影
響される 6 ），7 ）。
　　Z=ε

4

exp（Q/RT） …………………………………（ 1 ）
ここで，Aは材料定数，ε

4

はひずみ速度，Qは活性化エ
ネルギー，Rは気体定数，Tは絶対温度である。
　そこで，加工ひずみや温度といった鍛造条件と鍛造組
織の関係を調査し，Zパラメータと鍛造ひずみ量から，
図 7 5 ）に示す相関関係が得られることを導き出した。
この相関関係を塑性流動解析に適用し，鍛造方案の策定
を行うことによって鍛造組織を考慮した鍛造方案設計が
可能となり，高強度化の一翼を担っている。
　図 8 に各合金の軽量化率を示す。KD610は，6061合金
あるいは6082合金と比較して高い軽量化効果を有してい
ることがわかる。当社は，日本・北米・中国の 3 拠点に
同一の鋳造設備を導入しており，複数の地域で同一品質
の部品が必要とされるグローバル生産車種に対しても高
強度合金による軽量提案が可能となっている。

図 5  最適形状の設計フローチャート
Fig. 5  Design flow of shape optimization

図 6  各合金の機械的性質
Fig. 6  Mechanical properties of aluminum alloys

図 4  アルミ鍛造品の開発フローチャート 2 ）

Fig. 4  Development flow for aluminum forging parts 2 ） 
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むすび＝地球の環境問題が叫ばれる中，自動車の燃料消
費量の削減は最も身近な課題であり，かつ地球環境改善
に与える影響は大きいと考えられる。燃費向上を実現す
る一つの手段としてアルミ鍛造品の採用による軽量化が

あるが，コストや調達の問題から，従来の鋼を採用して
いる車種は多い。このことからも，アルミ鍛造品を安価
にかつ世界のどこでも容易に入手することができるよう
にすれば，アルミ鍛造化の流れを加速させることが期待
される。
　アルミ鍛造品のコストを抑え，多くの自動車メーカが
利用しやすい環境を構築することによって，自動車の軽
量化という観点から地球環境の改善に協力するべくアル
ミ鍛造品のさらなる軽量化と生産性向上に向けた技術開
発に今後とも取り組んでいきたい。
　
参　考　文　献
1 ） 福田篤実ほか. R&D神戸製鋼技報, 2002, Vol.52, No.3, p.87.
2 ） 稲垣佳也ほか. R&D神戸製鋼技報, 2007, Vol.57, No.2, p.64.
3 ） 細井寛哲ほか. 一般社団法人日本機械学会大会（2010）, p.299-

300.
4 ） 細田典史ほか. 軽金属学会第106回春季大会講演概要, 2004, 

p.97.
5 ） 阪本正悟. 塑性と加工, 2015, Vol.56, No.654, p.525.
6 ） 中村正久ほか. 軽金属. 1975, Vol.25, p.81-87.
7 ） 趙　丕植ほか. 軽金属. 2008, Vol.58, p.151-156.

図 7  Z係数，鍛造ひずみと鍛造組織の関係 5 ）

Fig. 7  Relationship between Z factor, forging strain and forging structure 5 ）

図 8  アルミ鍛造品の軽量化効果（鋳鉄比）
Fig. 8  Weight reduction ratio of aluminum forgings (ratio with cast 

iron）
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まえがき＝地球温暖化防止のため，乗用車の炭酸ガス排
出量低減や燃費向上は必要不可欠となっている。近年，
モータとエンジンを組み合わせて走るハイブリット自動
車（以下，HEVという） やモータのみで走る電気自動車 

（以下，EVという）が市場に投入されており，今後も需
要が増大すると予想される。
　HEVやEVには，電池・パワーコントロールユニット・
モータを接続するための高圧回路が搭載されている。電
気部品とハーネスの接続方法としては，高い接触力や振
動などの車両環境に強く，かつ簡素な構造の接続構造を
得ることができることからボルト締結式が多用されてい
る。しかし，取り付け時の管理や工数増加，また作業ス
ペースの確保や解体性の向上を背景に，ばね接続をする
嵌合（かんごう）型が要求されている 1 ）。
　ワイヤハーネスは通電電流が150～200Aと高く，接続
端子にはジュール熱が発生する。この熱を低減するた
め，優れた電気伝導性すなわち導電率が求められる。
ここで，導電率とは，焼鈍された純銅について20℃に
お け る固有抵抗が1.7241μΩcmであるとき，これを
100%IACS（International Annealed Copper Standard，
以下IACSという）としたときの比率をいう。20℃付近
では，導電率は熱伝導率に比例する 2 ）。さらに，良好な
接点を保つために，エンジンルームや室内など搭載部位
を取り巻くいかなる温度環境でも強度やばね性を維持す
る耐応力緩和特性が求められる。そうした要求を満足す
べく，当社は大電流用ワイヤハーネス向け銅合金製端子
材の開発を続けてきた。
　大電流を通電する部材向け銅合金として当社は， 

KFC®注 1 ）3 ） やSuperKFC®注 2 ）4 ） を開発している。しかし，
これらの合金は耐応力緩和特性が低く，例えばばね接続
を利用した嵌合型の端子ではばね性を長期に維持できな
い。いっぽう，耐応力緩和特性と強度を兼備したCAC®注 3 ）

16 もラインナップしているが，導電率が高くない。
　これらの問題に対し，耐応力緩和特性に優れ高導電率
と強度を兼備したCAC®18を開発した。そこで本稿で
は，CAC18の材料特性を紹介する。

1 . 化学組成および物理的特性

　CAC18の代表的化学組成を表 1 に示す。表には比較
としてCDA18070 5 ）も併記した。CAC18は，欧州およ
び米国での入手性を考慮してCDA18070の組成範囲で実
用化した銅合金である。銅母相に主成分としてCr，Ti，
Siを含有し，加工熱処理後の導電率が80%IACSとなる

耐応力緩和特性に優れる高導電率銅合金CAC®18
High Electrical Conductivity and High Heat Resistance Copper Alloy, 
CAC®18

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（技術資料）

Dedicated high-voltage circuits mounted in hybrid cars and electrical vehicles energize 150 to 200A 
of current. Hence, wires are fastened to their harnesses by bolts in order to secure contact reliability, 
while a mating type that ensures spring contact is being required to facilitate installation management, 
secure work space and improve dismantlability. Although we have a lineup of copper alloys for 
energizing high current, including KFC®, Super KFC® and CAC®16, they lack stress-relaxation 
resistance required to maintain the spring contact for an extended period of time and are also deficient 
in conductivity and strength. Against this backdrop, a copper alloy has been developed on the basis 
of Cu-Cr-Ti-Si system, in which Cr and Ti are added to improve stress-relaxation resistance. The 
optimization of the additive amount of Cr, Ti and Si has led to the development of a Cu-Cr-Ti-Si system 
alloy, CAC18, having both high conductivity and excellent stress-relaxation resistance. This paper 
explains the characteristics of CAC18.

隅野裕也＊1（博士（工学））

Dr.	Yuya	SUMINO

＊ 1  アルミ・銅事業門　長府製造所　銅板工場

脚注 1 ）KFCは米国および日本（第1738660号）における当社の登
録商標である。

脚注 2 ）SuperKFCは米国および日本（第5548762号）における当
社の登録商標である。

脚注 3 ）CACは米国および日本（第4003113号）における当社の
登録商標である。

表 1  CAC®18の代表的化学組成
Table 1  Typical chemical compositions of CAC®18
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よう添加量を決定した。
　物理的特性および導電率を表 2 に示す。表には比較と
して当社開発合金であるKFC，SuperKFCおよびCAC16，
また一般材としてSUS316 6 ）とアルミ合金6061-T4 7 ）も
参考として併記した。ばね接続を用いる端子の接触力は
フックの法則に従う。このため，弾性係数が高い方がよ
り高い接圧が得られ接触力は強くなる。CAC18の弾性
係数はこれまでの当社開発材よりも約1.1～1.2倍大きい
ため，従来材よりもばね材として優れると考えられる。

2 . 機械的特性と曲げ性

　代表的な機械的特性を表 3 に示す。KFC，SuperKFC，
CAC16，SUS316およびアルミ合金を比較として併記し
た。引張試験は，圧延方向に対して平行に採取したJIS 
5 号引張試験片を用い，初期ひずみ速度3.3×10－ 3 s－ 1 で
行った。
　CAC18の0.2%耐 力 は，KFCと 比 較 し て 約150MPa， 
CAC16と比較して約100MPa高い。導電率が同等の
SuperKFCと比較してもCAC18は高強度である。
　金属の強化機構には，固溶強化，加工強化，析出強化
および結晶粒微細強化がある 8 ）。Cu-Cr-Ti系合金の強化

機構は，Cr系析出物の析出強化と銅母相中に固溶した
Tiの固溶強化などの強度加算則が成り立つとの報告が
ある 9 ）。CAC18は，添加しているCr，Ti，Siが全て銅母
相中に固溶した状態では導電率が40%IACS程度である
が，加工熱処理によってCr化合物を析出させて導電率
を80%IACSまで向上させている。すなわち，CAC18に
ついても，上述した強化メカニズムと同様にCr系析出
物による強化と固溶強化によって強度が増加していると
考えられる。
　いっぽう，強度と相反するのが成形加工性，とくに曲
げ加工性である。曲げ加工性を評価するため，板厚
0.64mmの材料から圧延方向に対して平行（Good Way，
以下G.W.という）および直角（Bad Way，以下B.W.と
いう）に試験片を切り出し，曲げ半径 rが板厚 tの半分
となる条件（ r＝0.3mm，r/ t≒0.5）にてW曲げ試験を
行った。W曲げ試験は，W字形の上型と下型の間に試験
片を置き，上型を当てて荷重を加えて規定の形に曲げる
試験方法であり，日本伸銅協会JCBA T307：2007に準
拠した。W曲げ後の試験片に対し，頂点部について曲げ
表面外観観察と曲げ軸に垂直断面の観察を行った。
CAC18とCAC16のW曲げ試験の結果を図 1 に示す。い

表 2  高導電率銅合金の物理的特性
Table 2  Physical properties of copper alloys with high electrical conductivity

図 1  W曲げ後の曲げ表面と曲げ部断面の観察
Fig. 1  Images of surface and cross-section after W bending tests (Test conditions :  sample thickness t=0.64mm, bending radius r=0.3mm)

表 3  高導電率銅合金の機械的特性
Table 3  Mechanical properties of copper alloys with high electrical conductivity
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ずれの合金も，曲げ軸方向に伸びたしわ
4 4

状の肌あれが曲
げ表面に認められる。しわ

4 4

の状態は，CAC18の方が幅
が広くまた長さが長い。しかし，曲げ頂点部の断面に割
れは認められない。曲げ加工性は，強度が高くなると
一般的に低下し，また表面しわ

4 4

の状態は均一伸びや結
晶粒組織に影響される。CAC18はCAC16よりも強度が
高いため曲げ性は劣る傾向である。そもそもCu-Cr系合
金は，同程度の伸びを有する他合金系のりん青銅

（C5191）や黄銅（C2600）よりも曲げ性が劣ると報告さ
れている10）。CAC18は，他の当社開発合金と比較して表
面のしわが多いものの，割れは無いため，実用上問題な
い。

3 . 耐応力緩和特性

　ばね接続する嵌合型端子は，長期に安定した接圧が要
求される。端子の接点は，ばね部に応力が負荷された状
態において通電によるジュール熱と雰囲気温度にさらさ
れる。また，突発的に過電流が流れた場合にはさらに高
い温度にさらされる。接点圧力が低下して接触抵抗が増
加すると接点部の温度が上昇し，端子材料自体の温度も
上昇する。温度上昇により材料の機械的性質が変化し，
接点接触力低下につながって温度上昇を助長する。その
ため端子の接点は，いかなる状況においても安定な接圧
を維持し接触抵抗を常に低くする性能が求められる。
　良好な接続を維持するためには，熱環境に対応できる
耐応力緩和特性が必要である11）。耐応力緩和特性は，接
触部同士がボルト締結されるバスバーにも要求され
る12）。
　図 2 にCAC18を180℃で加熱保持した場合の応力緩和
率の変化を示す。従来の回路では，例えばエンジンルー
ムに搭載された場合でも雰囲気温度と通電発熱で150℃
の耐応力緩和特性が要求されていたが，大電流回路では
瞬間的な過電流で接点部が180℃程度まで温度が上昇す
る。このため本試験では，180℃で応力緩和試験を行っ
た。比較としてCAC16とSuperKFCも示す。試験条件は
日本伸銅協会JCBA T309：2004に準拠し，片持ち梁式
にて実施した。試験片は板厚0.64mmの板材から圧延方
向に対して直角方向に切り出し，片持ち梁の自由端を
10mm持ち上げたときに固定端部に生じる応力が0.2%耐

力の80%となるよう標点距離を調整した治具にセットし
た。応力を負荷したまま180℃の恒温槽で加熱した後負
荷 を 除 去 し， 変 形 量 を レ ー ザ 変 位 計 で 測 定 し た。
CAC18の1,000時間加熱後における応力緩和率は約10%
であり，CAC16と比較すると約 1 / 5 である。24時間加
熱後と1,000時間加熱後の応力緩和率の変化量について
も，CAC18が 約 3 %に 対 しCAC16は25%とCAC18が 著
しく小さい。SuperKFCは24時間後の応力緩和率がすで
に大きく，導電率と強度はCAC18と同等であるが耐応
力緩和特性は劣る。CAC18の耐応力緩和特性は，従来
の当社開発合金よりも圧倒的に優れる。
　応力緩和は転位の熱活性化過程により転位が移動する
現象で，加熱時間とともに緩和率は増加する。CAC18
はこの変化が著しく小さい。 

4 . すずめっき特性

　自動車に搭載される端子は，電気伝導性に優れた銅合
金が一般的に用いられる。銅合金の表面は硬い酸化被膜
に覆われており，その状態で端子を嵌合させた場合，接
点は酸化物を介して形成される。通電電流が低い場合は
接触抵抗が増大し，接点部の温度を上昇させる原因とな
る13）。そこで，端子挿入時に酸化被膜を除去して金属新
生面での接触を確保する目的から，端子材料には酸化被
膜の強度が低いすずめっきが施される。自動車向け端子
は近年，エンジンルームへの搭載が多くなることに加
え，電子機器の高機能化により通電電流が増加してい
る。このため，150～180℃の温度環境にさらされること
が予想される。前述したように，端子接点はすずめっき
を介して形成されるため，加熱によってすずめっきが剥
離（はくり）した場合，電気的信頼性の低下につながる
可能性がある。
　当社では，すずと銅の金属間化合物層（IMC, intermetallic 
compound）とすず層の 2 層で構成される一般的なリフロ
ーすずめっきに加え，ニッケル層，すずと銅の金属間化
合物層，すずと金属間化合物の混合層の 3  層で構成さ
れる新リフローめっきを開発し量産している。これらす
ずめっき付銅合金の断面構造の概略を図 3 に示す。
　めっき性能を評価するため，Niめっき，銅めっき，す
ずめっきの順に電気めっきを行い，その後リフロー処理
を施した新リフローめっき付CAC18の接触抵抗を調査
した。なおリフローとは，電着させたすずめっきを加熱
して再溶解させる処理である。160℃の恒温槽で加熱後，

図 2  180℃加熱における応力緩和率の変化
Fig. 2  Change of stress relaxation ratio at 180℃

(Test conditions：sample thickness 0.64mm, 
initial load 0.2%Yield strength×80%)

図 3  すずめっき付銅合金の断面構造の概略
Fig. 3  Schematic image of cross-section of tin plated copper alloy

(A) Reflowed tin plating, (B) New-reflowed 3 layer tin 
plating with Ni undercoat
*IMC:  intermetallic compound layer of Cu and Sn
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印加電流10mA，接触荷重 3 Nの条件により（株）山崎精
機研究所製電気接点シミュレータ（接触電気抵抗測定装
置）CRS-1を用いて測定した。その結果を図 4 に示す。
リフローすずめっきの接触抵抗は加熱時間とともに増加
しており，250時間後には 1 mΩを超える。これに対し
て新リフローすずめっき付きCAC18は，1,000時間経過
後も接触抵抗 1 mΩ以下を維持している。
　高温環境下にさらされると母材成分である銅がすずめ
っき中に拡散し，CuとSnの金属間合金物が形成される。
この金属間合金が成長して材料表面に到達すると酸化銅
が表面に形成され，接触抵抗が増大すると考えられてい
る14）。当社の新リフローめっきは，ニッケル下地めっき
層によってすずめっき層への銅の拡散を抑制し，金属間
化合物の成長を遅延させる技術である。ニッケル下地め
っき層による銅の拡散抑制効果はCAC18においても効
果的であると考える。
　加熱後のSnめっき剥離や端子嵌合時に問題となる微

摺動（しゅうどう）特性については今後引き続き調査を
進める。

むすび＝HEVおよびEV専用回路をはじめとする大電流
ワイヤハーネス用の接続端子向けに，耐応力緩和特性に
優れ高導電率と強度を兼備した銅合金CAC18を開発し
た。自動車のさらなる高機能化を背景に，耐熱性や導電
率の要求はさらに強まることが予想される。接点の電気
接触を良好に維持するには，素材だけでなく表面処理技
術の組み合わせが必要になる。このため当社は，これら
両面からの研究開発を継続していく所存である。
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図 4  160℃加熱における接触抵抗の変化
Fig. 4  Change of contact resistance at 160℃
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まえがき＝自動車電装品の接続端子には銅合金の薄板が
用いられる。端子の電気接点は銅合金の弾性力を利用し
て形成される。この弾性接触力は応力緩和現象により時
間経過とともに低下していく。このため，端子の接触信
頼性を高めるうえで応力緩和現象の把握が重要になる。
　そこでここでは，小型端子でも適用できる可能性を持
つ硬さの変化による応力緩和率測定の試みについて紹介
する。

1 . 検出原理

　残留応力あるいは弾性変形で生じた内部応力を硬さで
測定する方法はこれまでに詳細に検討されている1 ）～ 3 ）。
図 1 にその原理を示す。表面に圧縮の応力が作用してい
るときは，硬さ測定用の圧子の侵入が阻まれる。このた
め，材料に応力が作用していないときに比べて圧痕は小
さくなり硬さの測定値は大きい。いっぽう，表面に引張
応力が作用しているときは圧子挿入時の抵抗が小さくな
り，応力が作用していないときに比べて圧痕（あっこん）
は大きくなって硬さ測定値は小さくなる。したがって，

おす端子とめす端子を嵌合（かんごう）した直後に端子
全体を樹脂埋め込みなどで固定し，研磨によって材料断
面を露出させて応力が作用している部分の硬さ分布を測
定すれば，それが端子の応力分布を反映することにな
る。このような応力測定方法に関してはヌープ硬さの感
度が高いことが報告 3 ）されているが，ヌープ硬さはめ
っきなどの薄膜に適した硬さ測定法である。このときの
圧痕は深さが浅く，圧痕サイズの読み取りに熟練を要す
るので，今回は材料の硬さ測定に適したマイクロビッカ
ース硬さを採用した。
　応力緩和率の測定方法は，まずおす端子とめす端子の
嵌合状態で断面硬さを測定する。ついで，それとは別の
嵌合組み合わせ品を応力緩和現象が促進される温度で所
定の時間だけ加熱する。この間にめす端子のばね部は応
力緩和が進行する。すると材料断面に生じていた応力は
減少し，そこに硬さ圧子を押し込んで硬さ測定すれば，
ばね部の緊張状態は緩和されているので挿入前の硬さに
近づく。嵌合前の硬さと応力緩和前後の硬さを比較する
ことで応力緩和の程度を評価できる。

2 . 供試材および試験片作製

　供試材には当社の自動車端子向け銅合金C50715
（KLF® 注）-5）を用いた。板厚は0.25mm，質別はH，基本
的な特性は引張強さが560MPa，0.2%耐力が530MPa，
破断伸びが10%である。板の断面硬さはHV170である。
伸銅協会技術標準JCBA T309に準拠した方法で150℃×
1,000時間後に測定した板材のままの応力緩和率は44%で

硬さ測定による車載端子用銅合金の応力緩和特性の評価
Evaluation of Stress Relaxation Characteristics of Copper Alloys for 
Automotive Electrical Terminals by Hardness Measurement

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（技術資料）

It is important to evaluate the thermal stability of copper alloys used for automotive electric terminals. A 
study has been conducted on how to prevent the performance deterioration of electrical contacts exposed 
to elevated temperatures for a long period of time. This report outlines the losses of electrical contact 
integrity and contact force, due to stress relaxation characteristics, of electric contacts. In particular, this 
paper reports on a method of measuring hardness to detect the stress relaxation in miniature terminals, 
whose occurrence has been difficult to identify. Hardness can increase or decrease from its initial value 
due to residual stress that generates contact pressure. This increase and decrease change as stress 
relaxation proceeds. This has been confirmed with a U-shaped bending contact. It has also been verified 
that the change in hardness is almost equal to the stress relaxation rate measured with a copper plate.

野村幸矢（博士（工学））

Dr.	Koya	NOMURA

アルミ・銅事業部門　長府製造所　銅板工場

脚注） KLFは当社の登録商標である。

図 1  硬さ測定と残留応力の関係
Fig. 1  Relationship between hardness measurement and residual 

stress
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ある。これは，実端子のばね部を想定して圧延に対して
直角方向を長手とする短冊状試験片の測定値である。こ
のような元板から圧延方向に対し直角方向に幅10mmに
機械加工で仕上げた短冊状試験片を切り出す。この試験
片からさらにU字の180°曲げ試験片を 4 枚作製した。曲
げRは板厚の 2 倍とした。この曲げのU字部断面で硬さ
変化による応力緩和現象を捉える。前述のように，応力
緩和試験は測定標準規格が定められているが，その試験
に使用した試験片の断面硬さを測定しなかったのは，応
力が作用する位置を埋め込み後に正確に捉えにくいため
である。この困難は今後解決する予定であるが，U字の
曲げ部であれば断面研磨後も頂点を狙った硬さ測定を行
いやすい。研磨による残留応力が研磨面に発生しないよ
う，最終研磨では0.2μ砥粒のシリカコロイダル研磨剤
を用いて慎重に仕上げた。
　今回の試行では，曲げた材料の硬さをそのまま測定す
ると硬さのばらつきが非常に大きく，評価が難しかっ
た。このため，すべての試験片は曲げた直後にひずみ取
りの焼鈍を180℃で30分行った。ついで，上記U字曲げ
した試験片を用いて以下の要領で応力緩和の試験を行っ
た。 図 2 に 示 す よ う に，U字 曲 げ し た 合 金 板 を 幅
10mm，高さ 2 mmの矩形に内部がくりぬかれたガラス
製の角筒に挿入し，そこへおすタブに見立てた銅合金板

（厚さ0.64mm）を挿入して接圧を発生させた。ガラス
製角筒は寸法精度の高い分光分析用のガラスセルを用い
た。このような試験片を180℃の雰囲気に30時間さらして
応力緩和させたのち，室温に冷却して硬さ測定を行った。
　試験片は，（i）曲げのみ行ったもの，（ii）おすタブ挿
入のみ行ったもの，（iii）応力緩和させたもの，（iv） お
すタブ挿入後すぐ引き抜いたものの計 4 つを準備した。
なお（iv）の試験片は，おすタブ挿入により塑性変形し
ていないかの確認のために作成したものである。各試験
片は樹脂に埋め込んで断面研磨した。そのうえで図 2 中
に示すように曲げ部表層近くのマイクロビッカース硬さ
分布を測定した。硬さ測定の荷重は100 gとした。端部
の影響を避けるため，端部から圧痕サイズ 5 個分の距離
をおいた内部を測定した。

3 . 硬さ分布測定結果

　（i）曲げのみ（おすタブ挿入なし），（ii）応力緩和現

象発生前（おすタブ挿入直後），（iii）応力緩和現象進行
後の硬さ変化を図 3 に示す。横軸が図 2 で示した測定点
の位置，縦軸が硬さ測定値である。なお，（ⅳ）の硬さ
測定を行ったところ，おすタブ挿入による加工硬化（塑
性変形）は発生していなかったため，図 3 にはその結果
はプロットしていない。
　曲げ直後（無負荷状態）では外周はおおむね板材の
20%冷間圧延に相当する硬さHV187まで加工硬化してい
る。外周 9 番はこの硬さよりも低いが，これは硬さ測定
点が塑性変形の範囲外 4 ）だったためと推測する。
　おすタブを挿入した直後の外周の硬さは挿入前に比べ
て全測定点で低下しており，おすタブ挿入によってU字
曲げの外周には強い引張応力が作用していた。とくに 1
番， 4 番，8 番に集中していた。この引張応力の分布が
生じる原因はまだわかっていないが，異なる銅合金板を
用いた場合や板材の最終矯正法の違いで分布は変化する
ことから，材料の局所的領域の弾性的性質 5 ）が影響し
ているものと考える。
　応力緩和後の硬さは，すべての測定箇所で曲げ直後の
硬さと挿入直後の硬さのほぼ中間の硬さになっていた。
曲げ部に作用した緊張状態の約50%が緩和された。な
お，内周側の硬さ変化も調査したところ，やはり外周と
同様に応力緩和現象が認められた。ただし，外周に比べ
ると曲げ加工による加工硬化量が小さく，また硬さのば
らつきが多いなどの違いが見られたが，図 3 への記載は
省略した。

4 . 板材の応力緩和率測定値との比較

　今回のU字曲げを行ったKLF®- 5の外周部硬さはひず
み取り焼鈍後で平均HV187であった。この硬さをひずみ
取り焼鈍後に得るためには出荷状態のKLF®-5に20%の
冷間圧延を施す必要があった。KLF®-5板材を20%追加
圧延して180℃×30分のひずみ取り焼鈍後に伸銅協会技
術標準JACB T303の応力緩和試験を行うと，180℃×30
時間後の応力緩和率は57%であった。これはU字曲げ部
の硬さ分布測定で得られた板断面の緊張状態の緩和率
50%と近く，硬さ分布測定で応力緩和率を推定すること
は可能であると考える。
　端子内部の応力緩和を硬さ分布で直接測定する方法が
確立すれば，端子のワイヤ圧着部やプレスフィット端子
の応力緩和現象の評価も可能になる。

図 2  試験セルの構成と測定箇所
Fig. 2  Stress relaxation test cell and hardness measurement points

図 3  Ｕ曲げ外周の硬さ測定結果
Fig. 3  Hardness values of outside line along U-shaped bend curvature
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5 . 硬さ測定による応力緩和測定の課題

　材料内部に発生した応力と硬さの関係を示した文献で
は，引張・圧縮の両応力に対する硬さ変化の校正曲線を
取得している 1 ），3 ）。しかしながら，本稿で扱った薄板に
関しては，圧縮応力を付与した状態で硬さ測定を行うこ
とは非常に困難であり，今後の実験方法の開発が望まれ
る。また，圧着部やプレスフィット端子断面のように微
小な領域の硬さ測定を行うため，ナノインデンタとマイ
クロビッカース硬さ計の中間にある超微小硬度計などの
利用や，断面研磨の影響を最小化するための電解研磨に
よる研磨最適化も必要であろう。なお，接圧の減少率予
測についてはさらに検討が必要である。これは，接圧算
出に必要な弾性率が加工によって減少 6 ）し，応力緩和
試験中の加熱で回復 7 ）することが考慮されていないた
めである。今後はこの調査も行う。
　今後はこれらの手法を駆使して，端子や接点の信頼性
を高める銅合金開発を進めていくとともに，端子メーカ
に適切な情報提供を行っていきたい。

むすび＝電気接続部の機構はさらに小型化・巧妙化が進
み，従来の機械的特性の評価法だけでは信頼性の担保が
困難になりつつある。今回は，小型部品の微小接点でも
適用できる可能性を持つ硬さ分布取得による耐応力緩和
特性の評価方法を紹介した。今後の材料開発では，この
ような方法に加えて，顧客の使用方法やサイズにマッチ
した評価法をさらに整備していく考えである。
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まえがき＝自動車におけるアルミニウム材料の適用は拡
大しつつあり，エンジンフードやフェンダ，トランクリ
ッドなどのパネル用薄板材料だけではなく，高強度が必
要で比較的板厚の厚い構造部材からなるサブフレームな
どの足回り部品もアルミ化されている 1 ）。このような自
動車部品の軽量化を目的にアルミニウム材料を適用する
場合，アーク溶接性および成形性が良好なAl-Mg系合
金が候補に挙がる。なかでも，耐食性（耐応力腐食割れ
性）の観点から，自動車用ホイールなどにも適用されて
いる 2 ）5052，5454，5154をはじめとするMg添加量が
3 %前後の中強度Al-Mg系合金が推奨される。
　しかし，溶接構造用合金として代表的な5083合金に比
べ，これら中強度Al-Mg系合金の溶接継手強度に関す
る報告 3 ）は少ない。また，自動車におけるアーク溶接
の継手構造は，突合せ継手よりもすみ肉継手，とくに重
ね継手のすみ肉溶接からなる継手構造が多いが，5554な
どMg添加量が比較的少ない溶加材による継手特性に関
する報告 4 ）もあまり見られない。
　一方，近年，自動車分野に限らずアルミニウム材料の
アーク溶接継手特性を合金組成などの材料面から検討し
たという報告もほとんど見受けられないなかで，4943合
金のように新たに開発されたAl-Si系溶加材が紹介 5 ）さ
れている。4943溶加材は6000系合金や5052などMg添加
量が2.5%未満の合金を対象に開発された溶加材である。
　当社は，Mg添加量が 3 %前後の中強度Al-Mg系合金
を対象に母材および溶加材の組成を検討し，材料開発に
よるミグ溶接継手の引張特性向上を検討した。その結果
の概要を以下に報告する。

1 . ミグ溶接継手強度に及ぼす母材強度の影響

　非熱処理型アルミニウム合金であるAl-Mg系板材の
強度を高めるためには，加工硬化による高強度化の必要
がある。しかしながら，加工硬化によって母材強度を高
めても溶接熱によって軟化するため，継手強度の向上は
あまり期待できない。
　そこで，軟質材であるO調質材の機械的性質が異なる
中強度Al-Mg系合金を準備し，ミグ溶接継手強度に及
ぼす母材強度の影響を調査した。
1. 1　供試材
　供試材は，表 1 に示すように中強度Al-Mg系のJIS合
金である5154および5454に加え，試作合金（alloyX）を
準備した。alloyXはMg添加量を3.3mass%とし，結晶粒
微細化元素であるMnやZrを添加して強度を高めた合金
である。板厚はいずれも3.0mmである。5154および5454
の引張強さは約230 MPaであるのに対し，alloyXは257 
MPaである。耐力と伸びは5454＜5154＜alloyXの順に高
い。
1. 2　実験方法
　母材をシャー切断し，溶接ジグに固定して自動溶接

自動車用中強度Al-Mg系合金のミグ溶接継手特性
Tensile Properties of Medium Strength Al-Mg Alloy MIG Weldments for 
Automotive Structural Members

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（技術資料）

The present work relates to the improvement in joint strength of a MIG-welded, medium strength 
Al-Mg alloy for automotive structural members, such as sub-frames. A study has been conducted 
to improve the joint strength by changing the alloy composition of the parent material and welding 
wire. As a result, a trial parent material, Al-3.3Mg-Mn-Cr, has been found to exhibit the highest joint 
strength in both butt joints and double-side welded lap joints of the medium strength Al-Mg alloy. It 
has been shown that the use of an Al-3.4Mg-0.7Mn-Cr-Ti-Zr alloy wire or Al-2.5Si alloy trial production 
wire can achieve a tensile strength as high as that of the parent material in a butt joint even after 
the weld reinforcement has been removed. In the case of single-sided welded lap joints, however, the 
parent material and welding wire composition have almost no effect on joint strength improvement. It 
has been confirmed that optimizing the welding conditions to ensure a thick throat in welds is effective 
in improving the joint strength of single-sided welded lap joints. 

江間光弘＊

Mitsuhiro	EMA

＊ アルミ・銅事業部門　技術部

表 1  供試母材の機械的特性
Table 1  Mechanical properties of base material
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（トーチ固定）を行った。重ね継手形状は試験板を
10mm重ねたすみ肉継手で，両側溶接と片側溶接の二種
類の継手を作製した。両側は同じ条件で溶接し，パス間
温度は30℃以下とした。主な溶接条件を表 2 に，溶接部
の代表的な断面マクロを図 1 に示す。いずれの母材にお
いても溶接部の断面形状はほぼ同じであった。
　各継手につき溶接線と直角方向のJIS Z2241 5 号試験
片を 2 本採取し，引張試験を実施した。突合せ継手は，
各材料につき余盛を付けたままの場合と機械加工によっ
て余盛を削除した場合について，それぞれ 2 本の引張試
験を実施した。重ね継手は上板と下板でそれぞれその板
厚分の段差があるため，引張試験では母材と同じ板厚の
スペーサを挿入してチャッキングした。また，継手の引
張特性として，破断荷重を平行部における母材の断面積
で除した引張強さを用いた。標点も溶接ビードをまたい
で斜めに取って破断伸びを測定し，参考データとした。

1. 3　実験結果および考察
　継手の引張試験結果を図 2 に示す。突合せ継手の場
合，母材の引張強さが最も高いalloyXの継手引張強さが
最も高くなった。余盛を削除するといずれの合金も若干
引張強さが低下するが，余盛の有無にかかわらず，5154
＜5454＜alloyXの順に継手引張強さが高くなる。継手効
率は，余盛を付けたままの場合でほぼ100%，余盛を削
除した場合でも90%以上であった。
　両側溶接した重ね継手の場合，引張強さは，突合せ継
手の場合と同様に，5154＜5454＜alloyXの順に高くな
り，継手効率もほぼ100%となった一方で，片側溶接の
場合は，母材の引張強さが比較的低い5154の継手引張強
さが最も高い結果となった。
　継手引張試験後の代表的な試験片の外観写真を図 3

図 3  継手引張試験片の破断位置
Fig. 3  Typical fracture points of tensile test pieces

表 2  溶接条件（ 1 ）
Table 2  Welding parameters ( 1 )

図 1  代表的な溶接部の断面マクロ
Fig. 1  Typical cross-sections of welds

図 2  継手の引張試験結果
Fig. 2  Results of tensile tests for butt joints and lap joints
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に示す。いずれの合金においても突合せ継手の破断位置
は，余盛を付けたままの場合は母材部，余盛を削除した
場合は溶接金属で破断した。重ね継手の破断位置は，両
側溶接の場合が母材破断で，片側溶接の場合が溶接金属
破断である。
　突合せ継手の場合は，余盛を削除して溶接金属で破断
しても，母材強度の高い継手の方が引張強さが高くなっ
た。Mgをはじめとする母材添加元素の希釈によって溶
接金属の強度が高くなるため，継手強度も高くなったも
のと推定される。
　しかし，片側溶接の重ね継手の場合は，継手強度に及
ぼす母材組成の影響は認められなかった。突合せ溶接よ
りも重ね継手のすみ肉溶接の方が溶込み率（溶接金属に
おける母材の溶融率）が小さく，母材添加元素の希釈が
少ない。このため，溶接金属の強度があまり高くなって
いないためと推定される。

2 . ミグ溶接継手強度に及ぼすAl-Mg系溶加材組
成の影響

　 1 章において，組成を調整することによって母材（O
調質）の強度を高めても，すみ肉溶接は突合せ溶接より
も母材添加元素の希釈が少ないため溶接金属の強度が高
くならないこと，また，溶接金属部で破断する片側溶接
の重ね継手は，継手強度があまり高くならないことが推
定された。そこで，溶加材の組成を変えることによって
継手強度を向上させることを検討した。
2. 1　供試材
　母材は，表 1 に示す三種類の中強度Al-Mg系合金と
し，溶加材は，JIS Z3604-2002の溶加材選定指針におい
て推奨されている5554，5654，および5183のJIS合金，
およびMg添加量が3.4mass%で結晶粒微細化元素である
MnやZr，Tiなどを添加した試作合金（以下，alloyWと
いう）を準備した。いずれも線径1.2mmの溶接ワイヤ
である。表 3 に供試溶加材の合金成分を示す。
2. 2　実験方法
　 1 章と同様に供試母材をシャー切断し，溶接ジグに固
定して自動溶接を行い，突合せ継手および重ね継手を作
製した。主な溶接条件を表 4 に示す。
　継手特性の評価も 1 章と同様であり，各継手につき溶
接線と直角方向のJIS Z2241 5 号引張試験片を原則的に
2 本採取して引張試験を実施した。突合せ継手は余盛を
付けたままの場合と機械加工によって余盛を削除した場
合について実施した。
2. 3　実験結果および考察
2. 3. 1　突合せ継手の引張特性
　突合せ継手の場合，余盛を付けたまま引張試験を実施
した場合，いずれの母材および溶加材の組み合わせにお
いても母材部で破断した。継手効率はほぼ100%であり,
継手強度に及ぼす溶加材組成の影響は認められなかっ
た。
　一方，機械加工によって余盛を削除した場合は，図 4
のように母材部で破断する場合と溶接金属で破断する場
合があった。母材の強度が最も高いalloyX合金の場合

は，いずれの溶加材を用いても溶接金属で破断した。そ
の引張強さは，溶加材が5554＜5654＜alloyW＜5183の順
に高くなり，Mg添加量の最も多い5183の継手が最も高
くなった。試作溶加材のalloyWはMg添加量が3.4mass%
と比較的少ないものの，Mg添加量が3.7mass%の5654よ
りも高強度となった。これは，MnやZr，Tiなどの添加
元素の効果で溶接金属の強度が高くなったためと推定さ
れる。
　また，母材がalloyXよりも強度の低い5454合金の場合
も，溶加材が5554＜5654＜alloyW＜5183の順に継手の引
張強さが高くなり，溶加材が5183の場合は余盛を削除し
たにもかかわらず母材破断となった。さらに，母材の引
張強さが低い5154合金の場合は，溶加材がalloyWでも
母材破断となった。alloyWによって溶接すると5183に
は及ぼばないものの，5554や5654によって溶接した場合
よりも溶接金属の強度が高いといえる。
2. 3. 2　重ね継手の引張特性
　片側溶接の重ね継手の引張試験結果を図 5 に示す。い
ずれも溶接金属で破断し，母材および溶加材の組み合わ
せと継手強度との顕著な傾向は認められなかった。

表 3  供試溶加材（Al-Mg系）
Table 3  Al -Mg series alloy welding wires for test

表 4  溶接条件（ 2 ）
Table 4  Welding parameters ( 2 )

図 4  Al -Mg系溶加材による突合せ継手（余盛削除）の引張特性
Fig. 4  Tensile properties of butt joint (weld reinforcement removed) 

by Al -Mg series welding wire
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alloyXと5454合金の場合は，いずれの溶加材を用いても
継手引張強さが150～180 MPaで継手効率も60～70%と，
同じ溶接金属で破断した突合せ継手の余盛を削除した場
合よりも低くなった。母材強度が最も低い5154合金の場
合は，5554溶加材で溶接した場合の継手引張強さが約
200MPaと最も高くなり，alloyXや5454合金の場合より
も高くなった。溶接金属のビッカース硬さを測定した結
果，突合せ継手だけではなく重ね継手においても5554＜
5654＜alloyW＜5183の順に溶接金属の硬さも高くなっ
ていることを確認した。突合せ継手の場合，継手の引張
強さと溶接金属の硬さに相関が認められたが，重ね継手
の場合は，相関は認められなかった。

3 . ミグ溶接継手強度に及ぼすAl-Si系溶加材組
成の影響

　 2 章の試験結果から，Al-Mg系溶加材の組成を変え
たものの，片側溶接による重ね継手の引張強さはあま
り高くならなかった。一方，Al-Si系溶加材による溶接
金属のせん断強度はAl-Mg系溶加材よりも低いが，代
表的なAl-Si系溶加材である4043よりもSi添加量が3.6～
4.6mass%と少なくMgが若干添加（0.10～0.30mass%）
されている4643合金であれば，Al-Si系の溶加材の中で
は比較的高い継手強度が得られるという報告 6 ）がある。
　当社においても，Si添加量が4043より少ないAl-Si系
溶加材によって5454などのAl -Mg系合金を溶接すると
継手強度が比較的高くなるという知見 7 ）を得ている。
そこで，5454合金の溶接継手に関し，Al-Si系溶加材を
適用した場合の継手強度をAl-Mg系5554溶加材と比較
した。
3. 1　供試材
　母材は，表 1 に示す三種類の中強度Al-Mg系合金の
うち，5454合金のみを準備し，Al-Si系溶加材は表 5 に
示す 3 種類のミグ溶接ワイヤを用いた。alloySは主添加
元素のSiが2.5mass%のAl -Si系試作合金である。4043と
4047はSi添加量がそれぞれ5.0mass%と12.0mass%のJIS
合金で，市販材を用いた。Al-Mg系の比較溶加材は5554
合金を準備した。いずれも線径は1.2mmである。
3. 2　実験方法
　 2 章と同様に溶接金属の引張特性を比較するため，ミ

グ突合せ溶接継手を作製し，機械加工によって余盛を削
除して引張試験を実施した。また，自動車構造に多用さ
れているすみ肉溶接による重ね継手においても，片側溶
接継手の引張試験によって溶接部の強度に及ぼす溶加材
の影響を調査した。
　溶接方法は， 2 章と同様に供試母材をシャー切断し，
溶接ジグに固定して自動溶接を行い，突合せ継手ならび
に重ね継手を作製した。また，片側すみ肉溶接による重
ね継手の場合は，継手の引張試験を実施すると溶接金属
部で破断しやすく，のど厚が引張強度に影響すると考え
られる。そこで，高溶着量を確保しやすい交流ミグ溶接
によっても継手を作製した。
　主な溶接条件を表 6 に示す。突合せ継手は，溶接速度
を780mm/minに固定して安定的な裏ビードが得られる
溶接条件を検討し，Al-Si系溶加材はいずれも120A×
21V，Al -Mg系の5554は130A×20Vで溶接した。一方，
重ね継手の場合は，同じ電源であればいずれの溶加材で
あってもほぼ同じ溶接速度および溶接電流，アーク電圧
で溶接できたが，交流ミグ溶接における極性比率

（electrode negative ratio）は，Al -Si系の溶加材の場合
は36%，5554溶加材の場合は30%とした。
3. 3　実験結果とその考察
3. 3. 1　突合せ継手の引張特性
　溶接後機械加工によって余盛を削除した継手の引張試
験結果を図 6 に示す。継手の引張強さは，溶加材が4047
と5554で同程度であるのに対し，4047よりもSi添加量の
少ないalloySや4043によって溶接した継手の引張強さは
さらに高い値となった。4047や5554の場合は 3 本すべて
の試験片が溶接金属部で破断したが，alloySや4043の場
合は，3 本の試験片のうち 2 本は母材部で破断した。
alloySや4043において溶接金属部で破断した場合は，
4047や5554によって溶接した継手よりも高い引張強さと
なっており，その値は母材の引張強さに匹敵している。
3. 3. 2　重ね継手の引張特性
　重ね継手の断面マクロを図 7 に示す。直流ミグ溶接の

図 5  Al -Mg系溶加材による重ね継手の引張特性
Fig. 5  Tensile properties of lap joint by Al-Mg series welding wire

表 5  供試溶加材（Al-Si系）
Table 5  Al -Si series alloy welding wire for test

表 6  溶接条件（ 3 ）
Table 6  Welding parameters ( 3 )
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場合，下板における溶込み深さやビード幅などはいずれ
の溶加材においてもほとんど同じであるが，5554溶加材
による溶接金属部の形状は，Al-Si系溶加材の場合より
も若干凸状になっている。交流ミグ溶接の場合は，
Al-Si系溶加材においても凸状のビード形状となってい
て5554の場合と同程度ののど厚になっている。
　重ね継手の引張試験結果を図 8 に示す。直流ミグ溶接
による重ね継手の引張強さは，溶加材が4047＜4043＜
alloyS＜5554の順に高くなり，Al-Si系の中ではSi添加量
の少ないalloySが最も高くなった。しかし，破断荷重を
平行部における母材の断面積で除して求めた引張強さ
は，突合せ継手に比べて低く，最も低い4047の場合で突
合せ継手の約36%，最も高い5554でも77%であった。継
手効率はそれぞれ4047が33.3%，5554が72.2%である。突
合せ継手の場合ほぼ100%の継手効率となったalloySと
4043の 継 手 効 率 は， そ れ ぞ れalloySが53.5%，4043が
43.1%で，突合せ継手に比べ低い。
　交流ミグ溶接によってビード形状が凸状でのど厚が大
きくなると，継手の引張強さが高くなるものの，継手の
引張強さに及ぼす溶加材種の傾向は変わらず，5554が最
も高く，Al-Si系の中ではalloySが最も高くなった。ま
た，参考値として測定した継手の破断伸びも，5554は
10%前後であるのに対し，Al-Si系溶加材の場合は，い
ずれも低く 5 %にも満たないものの，4047＜4043＜alloyS
の順に高くなり，引張強さと同様の傾向となっている。
3. 3. 3　考察
　すべて溶接金属部で破断した重ね継手の場合はもちろ
んであるが，突合せ継手（余盛削除）の場合も溶接金属
部の強度が継手強度の支配因子であると考えられる。そ
こで溶接金属部のビッカース硬さを測定した。その結
果，溶接金属の硬さは，5554（HV=62）よりもAl-Si系溶
加材の方が高く，alloyS（HV=79）＜4043（HV=94）＜4047

（HV=102）の順にSi添加量の増加に伴って高くなってい
る。突合せ継手の場合，5554溶加材よりも溶接金属の硬
さの高いalloySの方が継手の引張強さが高くなっている
が，4043および4047と溶接金属のSi量が増え，硬さが高
くなっているにもかかわらず継手の引張強さは低下す

る。重ね継手の場合は，5554（HV=63）＜alloyS（HV=82）
＜4043（HV=94）＜4047（HV=101）の順に溶接金属の硬さ
が高くなっているが，継手の引張強さは逆に低下する傾
向となっており，溶接金属の硬さが最も低い5554の場
合，継手の引張強さが最も高くなった。溶接金属の硬さ
が高くなっているのでその引張強さも高くなっていると
考えられるが，継手の引張強さが低下している理由は明
らかではない。
　突合せ継手の場合は，Si量の増加に伴って溶接金属の
硬さが高くなる一方，溶接金属のじん性低下が継手引張
強さの低下に寄与しているのではないかと推定される。
片側溶接の重ね継手の場合，継手に引張荷重が負荷され
たときにすみ肉溶接のルート部（上板と下板との界面と
溶接金属との交点）に応力が集中して（図 9 ）き裂の起
点となる。継手の引張強さはこのルート部の応力集中に
支配されるため，継手強度に及ぼす溶接金属の強度の影
響が現れにくいものと推定される。 
　一方，交流ミグ溶接の場合は，のど厚が大きくなって
いるため直流ミグ溶接の場合に比べて継手強度が高くな
っている。片側溶接による重ね継手の引張特性を向上す
るためには，溶接金属の強度を高めるよりものど厚を確
保することの方が有効であるといえる。

図 6  Al -Si系溶加材による突合せ継手（余盛削除）の引張特性
Fig. 6  Tensile properties of butt joints (weld reinforcement removed) 

by Al -Si series and 5554 welding wire
図 7  代表的なすみ肉溶接部の断面マクロ
Fig. 7  Typical cross-sections of fillet welds

図 8  Al -Si系溶加材による重ね継手の引張特性
Fig. 8  Tensile properties of lap joint by Al -Si series and 5554 

welding wire
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むすび＝Mg添加量が 3 %前後の中強度Al-Mg系合金は，
高強度および高耐食性が必要なサブフレームなどの自動
車足回り部品に適用される可能性が高い。そこで当社で
は，Al-3.3Mg-Mn-Cr合 金 の 開 発 母 材 やAl-3.4Mg-
0.7Mn-Cr -Ti -Zr合金，およびAl-2.5Si合金の開発溶加材
によってミグ溶接継手の引張特性向上を検討し，以下の
点を明らかにした。

（ 1 ）軟質材のO調質であっても，強度が高くなるよう母
材の合金成分を調整したAl-3.3Mg-Mn-Cr合金の開
発母材を用いると，両側溶接の重ね継手や余盛を付
けたままの突合せ継手など母材で破断する場合だけ
ではなく，余盛を削除し溶接金属で破断する突合せ
継手も，母材の希釈によって継手強度が高くなっ
た。しかし，片側溶接による重ね継手の場合は溶接
金属で破断し，継手強度に及ぼす母材組成の影響は
ほとんど認められなかった。

（ 2 ）組 成 の 異 な るAl-Mg系 溶 加 材 に よ っ て 中 強 度
Al-Mg系合金の継手強度向上を検討した。Al-3.4Mg-
0.7Mn-Cr -Ti -Zr合金の開発溶加材（alloyW），ある
いはJIS合金でも比較的高強度が得られる5183溶加

材によって5154母材を突合せ溶接した場合は，余盛
を削除しても母材破断となった。余盛を削除した突
合せ継手の引張試験結果や硬さ測定結果などから，
溶接金属部の強度は，溶加材が5554＜5654＜alloyW
＜5183の順に高くなると考えられる。継手引張試験
においては，片側溶接の重ね継手はいずれも溶接金
属で破断し，溶加材と継手強度との顕著な傾向は認
められなかった。

（ 3 ）Si添加量の異なるAl-Si系溶加材によって5454合金
母材の継手強度向上を検討した。余盛を削除した突
合せ継手の場合，5554溶加材よりもAl-2.5Si合金の
開発溶加材の方が引張強さが高く，溶接金属の強度
が高くなっていることを確認した。一方，片側すみ
肉溶接による重ね継手では，Al-Si系溶加材よりも
5554溶加材の方が引張強さが高くなった。溶接部に
引張荷重が付加されたとき，片側溶接の重ね継手の
場合はルート部に応力が集中し，引張強さはこの応
力集中に支配されることから継手強度に及ぼす溶接
金属の強度の影響が現れにくいためと推定された。

（ 4 ）片側溶接による重ね継手の引張特性を向上するため
には，溶接金属の強度を高めるよりも，交流ミグ溶
接法などによってのど厚を大きくするのが有効であ
ることを確認した。
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図 9  片側重ね継手溶接部における応力分布のFEM解析結果
Fig. 9  Stress distribution of single lap joint obtained by FEM 

analysis
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まえがき＝世界各国での燃費規制の強化を背景に自動車
の軽量化が本格化しており，比強度とコストに優れたア
ルミニウム合金（以下，アルミ合金という）の自動車部
材への採用が増加している。なかでも，重要保安部品で
あるサスペンション部材には，機械的性質や形状自由度
に優れる6000系アルミ合金を用いた鍛造品（以下，アル
ミ鍛造サスペンション部材という）が多く採用されてい
る。
　アルミ鍛造サスペンション部材は一般的に，単純な丸
棒形状を熱間温度域で 2 ～ 4 回程度連続的に鍛造し，所
定の熱処理と機械加工を施すことで製造される 1 ）。非常
に複雑な形状への熱間加工のため，ひずみ状態は複雑な
分布を示し，製品内部で機械的性質がばらつく要因とな
っている。
　当社では，熱間鍛造工程を対象とする数値シミュレー
ション技術を約10年前より導入し，アルミ鍛造サスペン
ション部材の欠陥予測や機械的性質の改善に活用してい
る。しかし，熱間鍛造には，材料の流動応力の温度依存
性やひずみ速度依存性，素材と金型との間での過渡的な
熱のやりとりの影響，複雑な摩擦特性など，正確なモデ
ル化が困難な現象が複数含まれているため，数値シミュ
レーションは，構造設計分野でみられる実験の代替の役
割を完ぺきには果たせていない。
　競争力の観点からは今後，本分野においても数値シミ
ュレーションの役割を拡大させ，製品の開発期間短縮や
品質向上に積極的に活用していくことが重要と考えられ

る。そのためには，数値シミュレーション結果の精度検
証と，モデルへのフィードバックを繰り返す作業が欠か
せない。いっぽうで，鍛造サスペンション部材のような
複雑形状のひずみ状態を，実験的に評価した事例は見当
たらない。鍛造材のひずみ状態を実験的に評価する方法
としては，マーカとなる複数の細径丸棒を素材に埋め込
み，それらの変形形状からひずみ状態を求める方法が報
告されているが，比較的単純な形状に限定されてい
る 2 ）。
　本稿では，一般的なアルミ鍛造サスペンション部材を
対象に，ひずみ状態評価用の細径丸棒を素材に埋め込ん
で熱間鍛造に供し，ひずみ状態を評価した。さらに，そ
の熱間鍛造を模擬した数値シミュレーションを行い，ひ
ずみ状態の予測精度に対しても検討を加えた。

1 . 試験条件

　当社が開発した6000系アルミ合金KD610 3 ） 製のφ60
×520mm鋳造ビレットを供試体として，図 1 に示す位
置に，同じくKD610製のφ3.0mm細径丸棒を埋め込ん
だ。なお，埋め込んだ細径丸棒は，素材との界面の識別
を容易とするため，アルマイト処理を施した。埋め込
み位置は，ビレット端面からそれぞれ430，390，260，
208mmの断面A，B，C，Dであり，供試体の軸方向お
よび鍛造方向に対して直交する方向に10mmピッチで各
5 本ずつ，計20本とした。
　供試体は，一般的な略Ｌ字形状の鍛造サスペンション

アルミニウム合金製鍛造サスペンション部材のひずみ状態
の評価
Evaluation of Strain Distribution in Forged Suspensions of Aluminum Alloy

■特集：自動車用材料・技術	 FEATURE	:	New	Materials	and	Technologies	for	Automobiles

（論文）

The process of verifying simulation accuracy is indispensable for utilizing hot-forging simulation to 
shorten the development time of complex-shaped forged aluminum suspension parts. Therefore, a 
study has been conducted on a forged aluminum suspension part made from a billet in which multiple 
round aluminum bars of a small diameter are embedded. The change in the cross-sectional dimensions 
of the small-diameter round bars was examined. The total strain theory has been adapted to calculate 
the equivalent plastic strain,εp , in order to evaluate simulation accuracy. The interfaces between the 
round bars and matrix were clear at each process step, enabling the evaluation of the strain states. The 
value ofεp has turned out not necessarily to increase between the rough shape and the final shape, 
indicating that there are complicated strain paths including the reverse of incremental strain. Although 
theεp values obtained in numerical simulation are slightly lower than the experimental values, a strong 
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experimentally determining the strain distribution in a forged aluminum suspension part and enabling 
the reliability validation of the numerical simulation.
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部材（図 2 ）の鍛造用金型を使用し，6,300トンメカニ
カルプレスを用いて熱間鍛造した。供試体は約500℃に
加熱し，プリフォーム，曲げ加工，荒鍛造，仕上鍛造の
計 4 工程の加工を施した。荒鍛造および仕上鍛造金型は
約100℃に加熱し，焼付き防止のため上下金型に白色系
潤滑剤を塗布した。荒鍛造と仕上鍛造は半閉そく鍛造で
あり，過剰な体積はバリとして排出した。

2 . ひずみ状態の評価方法

　荒形状および仕上形状に対しては，ひずみ状態を評価
するため，細径丸棒の軸方向および鍛造方向と直交する
ように切断し，切断面をバフ研磨して水酸化ナトリウム
によるエッチングの後，光学顕微鏡で細径丸棒の変形形
状を観察した。
　細径丸棒を含んだ切断面の模式図を図 3 に示す。細径
丸棒断面は略だ円形状に変形すると仮定し，ϕ0，d1，d2

はそれぞれ，変形前の直径（今回は3.0mm），変形後の
長径寸法，および短径寸法とおいた。ひずみは，スカラ
量である相当塑性ひずみで評価することとし，その計算

にあたって次の仮定をおいた。
　（ⅰ）加工過程でのひずみ経路の変化は評価できないた

め，各ひずみ成分が一定の比率で変化することを
前提とする全ひずみ理論に基づく相当塑性ひずみ
εpで評価する。

　（ⅱ）切断面は細径丸棒の軸方向に直交し，細径丸棒の
主ひずみ方向は，長径方向，短径方向，および軸
方向に一致する。

　xyz直交座標系の全ひずみ理論に基づく相当塑性ひず
みεpは次式となる。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 1 ） 

ここで，添え字pは塑性ひずみ，εは垂直ひずみ成分，
γはせん断ひずみ成分を表す。x軸，y軸，z軸をそれぞ
れ細径丸棒の長径方向，短径方向，軸方向と考えると，
せん断ひずみ成分はすべて 0 とでき，εp, xx，εp, yy，εp, zz

は次式とできる。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 2 ） 

式（ 2 ）では体積一定条件（εp, xx＋εp, yy＋εp, zz＝ 0 ）を
用いた．式（ 2 ）を式（ 1 ）へ代入すると，全ひずみ理
論に基づく相当塑性ひずみεpとして次式が得られる。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 3 ） 

3 . 数値シミュレーション条件

　熱間鍛造試験条件を模擬し，数値シミュレーションを
行った。ソルバは，有限要素法に基づく市販の塑性流動
解析ソフトFORGE 2011（Transvalor社）を用いた。数
値シミュレーションでは，プリフォーム形状を初期モデ
ルとし，曲げ加工，荒鍛造，仕上鍛造の 3 工程を連続し
て計算した。形状，ひずみ，温度は，工程間で引き継い
だ。要素は四面体 1 次要素を用い，大変形要素に対して
は自動リメッシュを適宜施した。計算時間を考慮し，初
期メッシュサイズおよびリメッシュサイズは 5 mmを与
えた。流動応力には，KD610円柱丸棒のひずみ速度，温
度をパラメータとした高温圧縮試験の結果を，Spittel's 
equation 4 ）を用いて近似した結果を与えた。一例として，
ひずみ速度10s－ 1 条件でのKD610の流動応力と対数ひず
みの関係を図 4 に示す。
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図 1  供試体の概略図
Fig. 1  Schematic illustration of test piece

図 2  鍛造サスペンション部材
Fig. 2  Forged suspension member

図 3  ひずみ評価方法の模式図と記号
Fig. 3  Schematic diagram and symbols of strain evaluation model
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　ひずみ状態を比較するため，荒形状，仕上形状それぞ
れの細径丸棒観察位置における全ひずみ成分を出力し，
式（ 1 ）を用いて全ひずみ理論に基づく相当塑性ひずみ
εpを計算した。

4 . 結果と考察

4. 1　鍛造サスペンション部材のひずみ状態
　数値シミュレーションで得られた各工程の変形形状を
図 5 に示す。この結果をもとに，荒形状，仕上形状まで
鍛造したときの断面A，B ，C ，Dの位置を，ソルバの追
跡機能を利用して求め，細径丸棒の観察位置を決定し
た。図 5 に，断面A，B，C，Dの細径丸棒が観察された
概略位置と断面観察位置（A，B，Dは 3 箇所，Cは 4 箇
所）も示した。
　一例として，A1，C2断面の荒，仕上形状の切断面写
真を図 6 に示す。図中には鍛造方向も示した。すべての
切断面で，細径丸棒と素材との間に隙間は確認されず，
界面の視認が可能であった。
　（ａ）C2断面のように高さ寸法の小さい断面では，細

径丸棒は鍛造方向に極端につぶれ，へん平な断面
形状に変化した。いっぽう，A1断面のように高
さ寸法が比較的大きい断面では，細径丸棒の変形
は比較的小さいことを確認した。

　（ｂ）A1断面では，細径丸棒の近傍に隆起部が形成さ
れていくため，荒形状，仕上形状で隆起部へ向か
うように流動する変形を確認した。

　A1，C2断面で観察された細径丸棒の全ひずみ理論に
基づく相当塑性ひずみεpを図 7 に示す。
　（ｃ）細径丸棒の変形の小さかったA1断面では，εpは

荒，仕上形状いずれも1.0以下となった。細径丸
棒の変形の大きかったC2断面では，εpは荒，仕
上形状いずれも最大で約3.0に達し，大きなひず
みが生じていることを確認した。

　（ｄ）荒形状から仕上形状にかけてεpは必ずしも増加
しておらず，多くの部位において，ひずみ増分の
反転を含む複雑なひずみ経路を経て変形する可能
性が示唆された。

　（ｅ）荒形状ではビレット中心部のεpが最も高くなる
傾向があり，仕上形状ではその傾向が緩和される
傾向が伺えた。

4. 2　ひずみ予測精度の評価
　数値シミュレーションで得られた全ひずみ理論に基づ
く相当塑性ひずみεpと試験結果との比較を図 8 に示す。
数値シミュレーションにおいても，試験と同様に，荒形
状と仕上形状の間でεpは必ずしも増加しなかった。数
値シミュレーションで得られたεpの多くは，試験結果
と比較的一致したが，ひずみ集中やひずみ勾配が大きい
場所では，試験結果との乖離（かいり）が大きくなる傾

図 5  各工程の変形形状
Fig. 5  Deformed shapes of each process

図 6  切断面写真
Fig. 6  Cross sectional pictures

図 4  KD610の流動応力と対数ひずみの関係（ひずみ速度10s－1）
Fig. 4  Relationship between flow stress and logarithmic strain of 

KD610（strain rate 10s－1）
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向が伺えた。その原因には，数値シミュレーションのメ
ッシュサイズ（ 5 mm）では，ひずみの急激な変化に対
する計算精度が低下した可能性が考えられる。
　試験および数値シミュレーションで得られた仕上形状
におけるεpの相関図を図 9 に示す。決定係数R 2は0.90
となり強い相関を確認した。しかし，原点を通る回帰直
線の傾きは0.86と，数値シミュレーションの方がεpを
14%低く見積もる傾向があった。この要因として，上述

したメッシュサイズの影響に加えて，数値シミュレーシ
ョンではプリフォームによるひずみを考慮しなかった影
響も含まれると推測する。

むすび＝多工程の熱間鍛造で製造される複雑形状のアル
ミ鍛造サスペンション部材を対象に，同一材料の細径丸
棒を埋め込むことによって全ひずみ理論に基づく相当塑
性ひずみεp分布を評価した。さらに，数値シミュレー
ションで得られたεpと比較し，ひずみ予測精度を検討
した。
　（ 1 ）細径丸棒と素材の界面は，複数工程を経た後も明

確であり，ひずみ状態の評価が可能であった。
　（ 2 ）εpは，多くの部位で荒形状から仕上形状にかけ

て必ずしも増加しておらず，ひずみ増分の反転を
含む複雑なひずみ経路を経ている可能性が示唆さ
れた。

　（ 3 ）隆起部では，素材が鍛造方向と直交方向に圧縮さ
れ，隆起部先端方向に向けて塑性流動する様子が
観察された。

　（ 4 ）数値シミュレーションで得られたεpは，試験結
果との間に強い相関があることを確認したが，試
験結果に比べてやや低く見積もる傾向があった。

　今回，アルミ鍛造サスペンション部材のひずみ状態を
実験的に求め，数値シミュレーションの信頼性を評価で
きた意義は大きいと考える。今後，本手法を用いたひず
み状態の精度評価によって数値シミュレーションの信頼
性を高め，アルミ鍛造サスペンション部材の開発期間短
縮や品質改善への数値シミュレーションの寄与を拡大し
ていきたい。
　
参　考　文　献
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図 7  全ひずみ理論に基づく相当塑性ひずみεp

Fig. 7  Equivalent plastic strains εp estimated by total strain theory

図 8  全ひずみ理論に基づく相当塑性ひずみεpの試験結果と数値
シミュレーション結果の比較

Fig. 8  Comparison of equivalent plastic strains εp estimated by total 
strain theory between experimental results and simulation 
results

図 9  仕上形状における全ひずみ理論に基づく相当塑性ひずみεp

の試験結果と数値シミュレーション結果の相関図
Fig. 9  Correlation diagram between experimental results and 

simulation results of equivalent plastic strains εp estimated 
by total strain theory in finisher
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まえがき＝近年，Liイオン二次電池の用途が車載用，定
置用へと拡大するとともに，大容量化，高出力化のため
の電極設計開発や，新型電池の研究開発が盛んになって
いる。このような，加速するLiイオン二次電池の研究開
発・評価のニーズに対応するために，㈱コベルコ科研（以
下，当社という）では，二次電池の試作評価，物理解析，
安全性試験，計算機シミュレーションの 4 つの柱を相互
に連携した総合評価に取り組んできた。
　これら 4 つの柱のなかでも，充放電特性や劣化現象，
熱安定性のメカニズムの解明と特性予測において，とく
に現象のモデル化と計算機シミュレーションが果たす役
割はますます重要になっている。
　前稿 1 ）では，電極活物質の 3 次元の実凝集構造での
Liイオンの輸送と反応の解析，電池内部の電流・反応分
布を考慮した充放電発熱解析を紹介した。それに続い
て，電極合剤の断面SEM像を用いることによって，電
極活物質の実凝集構造でのLiイオンの輸送と反応を高
速に解析する充放電シミュレーション技術を開発した。
また，充放電・発熱解析をさらに進め，内部短絡現象で
の発熱・熱暴走現象を精緻にシミュレーションする技術
を開発した。本稿では，それぞれの解析事例を交えて紹
介する。

1 . 電極合剤の断面観察像を用いた充放電シミュ
レーション

　Liイオン電池の充放電特性を評価するシミュレーシ
ョンでは，電池の内部抵抗各成分を線形近似した等価回
路モデル 2 ）や，充放電時の電気化学反応とイオン種の
輸送を考慮する様々な計算方法が提案されている 3 ），4 ）。

とくに最近では，3 D-SEM像による 3 次元活物質の凝集
構造を用いた，より詳細な充放電シミュレーション技術 4 ）

が注目されており，当社においても積極的にこれらの技
術開発や解析サービスを進めてきた 1 ）。
　これら詳細な 3 次元モデルでは，実構造におけるLi輸
送・伝導パスや反応分布を評価することは可能である。
しかしながら，計算負荷が非常に大きくなるため，十分
な解析精度を得るのに必要な解析領域や解析時間を確保
するのが難しい場合が多い。そこで本稿では，実形状に
よる影響を考慮しつつ，かつ計算負荷を下げることを目
的とし，2 次元断面のみを用いる充放電・劣化モデル（疑
似 3 次元モデル）を構築した。この疑似 3 次元モデルに
よって，3 次元モデルと同等なLi分布が再現できるこ
と，および，計算時間も 3 次元モデルと比べて50～100
倍程度の高速化が図られることを確認した。また，この
ような高速化により，長期劣化現象への適用も可能とな
る。
1. 1　計算方法
　Liイオン電池の充放電過程では，活物質内のLiが挿
入・脱離反応および電解液中の泳動・拡散を通して対極
の活物質へ輸送される。代表的な正極材の一つである
LiCoO2の場合，固液界面では
　　

の反応が起こる。
　本モデルでは，代表的な反応・輸送方程式系である
Newmanモデル 3 ）をベースとし，正極の断面画像を用
いた。この断面に対して垂直な方向のLi輸送を逐次予測
しながら，液界面でのButler-Volmer反応方程式を連成

Li（1－x）CoO2＋xLi＋＋xe－1   ⇄   LiCoO2
discharge

charge
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して電極活物質内のLi拡散および電解液中のLiイオン
輸送を解析した。
　図 1 に活物質内のLi，および電解液中のLiイオン拡
散計算の概念図を示す。図 1（a）の活物質内のLi分布
の解析においては， 2 次元の解析領域では断面SEM像

（XY平面）の活物質形状（図中の濃い灰色領域）を用い，
断面に垂直な方向（Z方向）の影響は活物質を球体（図
中の破線領域）と想定し，仮想的に球体中心と表面の濃
度を逐次求めた上で，断面内領域の各点において紙面垂
直方向のLi輸送を計算した。このとき，活物質内でのLi
濃度分布は式（ 1 ）の拡散方程式で記述される。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 1 ）

ここに， cs：活物質内Li濃度
 Ds：活物質内Li拡散係数
 r：活物質の半径
 qsurf：仮想球体の表面からのLiフラックス
 qcenter：仮想球体の中心からのLiフラックス
式（ 1 ）の右辺第 1 項は 2 次元断面内（XY平面），第 2
項は断面に垂直な方向（Z方向）のそれぞれの物質収支
を表す。また，断面に垂直な方向の仮想球体の表面およ
び中心からのLiのフラックスはいずれも，断面での濃度
との差に比例すると仮定した。
　図 1（b）の電解液領域においては，断面内各点のLi
イオン拡散に対してセパレータ位置からの距離に応じた
平均Liイオン濃度との相互作用を加えることによって
断面に垂直な方向へのイオン輸送を考慮する。電解液で
のLiイオン濃度分布は式（ 2 ）の拡散方程式によって解
析する。
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 2 ）

ここに， cL：電解液中のLiイオン濃度

 DL：電解液中のLiイオン拡散係数
 cz：平均Liイオン濃度（セパレータからの距離

に依存）
 l：有効拡散長
1. 2　球体による仮想構造を用いた検証
　本モデルの妥当性を検証するため，球体とした活物質
をランダムに凝集させた仮想構造を構築し，従来の 3 次
元形状を用いた充放電解析と 2 次元断面のみを用いた本
解析（疑似 3 Dモデル解析）の結果を比較した。
　図 2 に球体凝集形状（a）とその断面図（b）を示す。
なお，ここでは負極をLi金属とし，正極方向へ均一にLi
イオンが供給されるものとした。
　 3 次元形状および疑似 3 次元モデルを用い，放電開始
後500秒の活物質内のLi濃度分布を解析した。その結果
を図 3（a）に示す。ただし， 3 次元形状を用いた解析
では 3 次元濃度分布の断面図を示している。疑似 3 次元
モデルにおいても， 3 次元形状を用いた解析と同様に活
物質表面のLi濃度が高く，中心近傍では低い傾向が再現
されている。また，図中破線上でのLi濃度の比較（図 3

（b））を見ても，両者の値はほぼ一致していることが分
かる。
　同様に，放電開始後500秒の電解液中のLiイオン濃度

＝Ds

Δ2cs＋∂cs

∂t
qsurf－qcenter

r

＝DL

Δ2cL＋DL
∂cL

∂t
cz－cL

l 2

図 1  疑似 3  次元モデルにおける断面画像と垂直な方向のLi輸送
計算の概念図（a）活物質領域，（b）電解液領域

Fig. 1  Schematic image of depth direction effect calculation in 
“Quasi 3 D model” (a) active particles, (b) electrolytes

図 3  放電開始後500秒における活物質内Li濃度分布
（（a） 断面内濃度コンター，（b） 破線上の濃度）

Fig. 3  (a) Li concentration contour (500s after start of discharge) and 
(b) Li concentration on broken line

図 2  3 次元球体凝集形状（a），および疑似 3 次元モデルで用いる
正極中央近傍の断面図（b）

Fig. 2  Geometries of (a) 3 D charge/discharge model, and (b) cross 
section of positive electrode for quasi-3D model
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分布を図 4（a）に示す。いずれのモデルにおいてもセ
パレータ側（図上部）から集電体側（図下部）にかけて
の濃度勾配が再現されている。また，活物質同士が近接
する領域では反応比表面積が大きいため，とくにLiイオ
ン濃度が低下することが知られている。この傾向は， 3
次元形状による解析と同様，疑似 3 次元モデルにおいて
も再現されていることが分かる。図 4（a）中の破線上
におけるLiイオン濃度分布の比較を図 4（b）に示した。
両者の傾向はおおむね一致していることが確認された。
1. 3 実形状を用いた疑似 3 次元モデル計算
　つづいて，実際に測定したLiCoO2正極合剤のFIB-
SEM断面像（図 5（a）左図）を用いて，疑似 3 次元モ
デルによる放電解析を実施した。解析においては，図 5

（a）右図のように，FIB-SEM像をグレーレベルから活
物質／空隙に 2 値化した。なお，導電助剤およびバイン
ダ領域は活物質領域として取り扱った。また，解析条件
は1.2節と同様とし，負極Li金属から一様にLiイオンが
輸送されると仮定した。ただし，図 5（b）に示すように，
活物質領域は等しい面積の円で近似し，紙面垂直方向の
LiおよびLiイオン拡散を考慮した。
　図 6 に放電開始後10秒および500秒における（a）活物
質内Li濃度分布，および（b）電解液内Liイオン濃度分
布を示す。図 6（a）より，活物質領域では10秒から500
秒の間でLi濃度が高くなっている。放電過程では，負極
から正極にLiイオンが輸送され，活物質にインターカレ
ーションするためである。500秒後の活物質のLi分布は，
断面上小さい領域（ 3 次元構造では活物質の端部）では
濃度が高く，断面上大きい領域（ 3 次元構造では活物質
の中心近傍）では濃度が低くなっており，活物質形状の
効果が反映されている。また，液相においても，イオン
が拡散しやすい太い流路での濃度が高く，拡散しにくい
細い流路での濃度が低い傾向があり，細孔構造によるイ
オン拡散のばらつき傾向が得られていることが分かる。
　また，放電直後の10秒後のイオン濃度が全体的に小さ
くなっている。放電直後は，あらかじめ正極の細孔に存

在するLiイオンが放電反応に使われることによって細
孔内のLiイオン濃度が低下していると考えられる。いっ
ぽう500秒後は，濃度勾配と電場により輸送されたLiイ
オンが，負極（セパレータ側）から正極の細孔に入って
くることによってLiイオン濃度は増加する。また，図で
は分かりにくいが，全体的にセパレータ側から集電体側
へかけた濃度勾配が形成される。
　このように， 2 次元断面画像を用いた疑似 3 次元モデ
ルにおいても， 3 次元モデルと同等なLiイオン濃度分布
が再現できることが分かった。また，一つの断面での解
析であるため， 3 次元モデルと比べると計算時間も50～
100倍程度の高速化が図られることから，今後，長時間
のサイクル充放電解析や劣化現象，余寿命推定の解析へ
の適用が可能である。

2 . Liイオン電池の安全性シミュレーション

　可燃性の電解液や反応電極が使用されているLiイオン

図 6  放電開始後10秒および500秒における（a）活物質内Li濃度
分布，（b）電解液Liイオン濃度分布

Fig. 6  (a) Li concentration contour of active particles and (b) Li+ 
concentration contour of discharge

図 5  （a） FIB-SEM像（図左）と活物質／電解液領域の 2 値化像（図
右）, （b） FIB-SEMの実画像における断面画像に垂直方向の
計算の概念図

Fig. 5  (a) FIB-SEM image of LiCoO2 electrode (left) and its binary 
image (right), (b) Schematic image of depth direction effect in 

“Quasi 3 D model” by using FIB-SEM image

図 4  放電開始後500秒における電解液内Liイオン濃度分布
 （（a） 断面内濃度コンター，（b） 破線上の濃度）
Fig. 4  (a) Li+ concentration contour 500 s after starting discharges 

and (b) Li concentrations on broken lines
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電池が大型化・大容量化するのに伴い，熱暴走や発火の
防止のための安全性設計は重要な技術課題となっている。
　当社はこれまで，Liイオン電池の加熱オーブン試験お
よび外部／内部短絡現象のシミュレーションを行っ
た 5 ），6 ）。電池の安全性評価試験のなかでも頻繁に利用さ
れるのが，種々の内部短絡現象を容易に模擬できる釘刺
試験である。本章では，釘刺での釘移動を考慮した釘
刺・内部短絡試験シミュレーションについてモデリング
と解析例を紹介する。
2. 1　モデリング
　釘刺短絡のモデルを以下の 4 つの手順に分けて考える。

（ 1 ）釘刺し過程を考慮する釘移動モデル
（ 2 ）短絡電流・ジュール発熱を算出するNewmanモデル
（ 3 ）熱分解反応を考慮する化学反応モデル
（ 4 ）上記（ 1 ）－（ 3 ）を統合した伝熱モデル
2. 1. 1　釘移動モデル
　本稿で紹介するモデルでは釘の移動を考慮する。従
来，図 7 左上に示すような完全短絡状態を想定したシミ
ュレーションが実施されてきた。しかし現実には，釘刺
過程において，釘が一部の層にのみ貫入した部分短絡状
態（図 7 右上）が生じ，未貫入層からの電流流入やタブ
の発熱が起こると考えられる 7 ）。この現象の説明のた
め，完全短絡状態（図 7 左下）と部分短絡状態の等価回
路図（図 7 右下）を示す。完全短絡状態においては各積
層セルにおいて閉回路が形成されるため，タブに電流は
流れない。いっぽう，部分短絡状態においては釘が貫入
していない層も外部短絡状態となるためタブを介して釘
へ向かう電流が生じ，釘に全セルからの放電電流が集中
する。このため，釘の貫入層と未貫入層とに分け，タブ
を介した電流を考慮して両者を連成させ，セル全体から
釘への電流流入を計算する必要がある。ここでは，釘貫
入層と釘未貫入層の比率を釘刺速度と連動させることに
よって釘の移動を考慮する。
2. 1. 2　Newmanモデル
　Liイオン電池の充放電特性と発熱量を評価するシミ
ュレーション手法には主に，Newmanモデルに代表され
る物理モデルと，電気回路に近似する等価回路モデルが

ある。ここでは，内部短絡時の各電極内の電流・発熱分
布の精緻な解析が可能なNewmanモデルを用いる。
　Newmanモデルでは，活物質粒子内部での金属Liの拡
散，電解液でのLiイオンの拡散・マイグレーション，お
よび界面での電荷移動を考慮する（図 8 ）。活物質内部
での金属Liの輸送は式（ 3 ）の拡散方程式に従う。

　　　　　　　　………………………………………（ 3 ）

ここに， cs：活物質内Li濃度
 Ds：活物質内Li拡散係数
　活物質内の固相電流密度 isと固相電位分布φsについて
はオームの法則が成り立つ。また，電気化学反応により
活物質に入る単位体積あたりの反応電流密度をiVとおく
と，固相電位分布φsは，ポアソン方程式で求められる。

　　　　　　　…………………………………………（ 4 ）

ここに，σs：固相電気伝導度
　電解液内の液相電流密度 iLはイオン電流を表し，電解
液の電位分布φLの勾配による電流（マイグレーション）
と，Liイオン濃度CLの勾配によるイオン拡散の和で記
述される。したがって，電解液の電位分布φLは式（ 5 ）
のNernst-Planck式を解くことによって求められる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ……（ 5 ）

ここに， σL：液相伝導率
 f：活量係数
 t＋：Liイオンの輸率
 R：気体定数
 T：温度
 F：ファラデー定数
　固液界面での電荷移動過程は，式（ 6 ）のButler-
Volmer式により解析する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 6 ）

ここに， ireact：活物質表面の電気化学反応電流密度
 i0：交換電流密度
 η：活性化過電圧
 Eeq：平衡電位
上述の単位体積あたりの反応電流密度 iVと活物質表面の
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∂t
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図 7  完全短絡と部分短絡およびその等価回路
Fig. 7  Complete short-circuit and partial short-circuit, and their 

equivalent circuits
図 8  Newmanモデル概念図

Fig. 8  Concept of Newman model
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反応電流密度 ireactの間には，多孔質の電極合剤の比表面
積をβとおくと， iV＝βireactの関係がある。
　以上の式（ 3 ）～（ 6 ）を連成して短絡電流を算出する
ことにより，式（ 7 ），（ 8 ）から発熱量が求められる。
　　　　　　　　　　　　……………………………（ 7 ）

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 8 ）

ここに， Qjoule：ジュール発熱
 Qreact：電気化学反応熱
式（ 7 ）はオーム過電圧による発熱を，式（ 8 ）は電気
化学反応でのエンタルピー発熱およびエントロピー発熱
を表す。
2. 1. 3　熱分解反応モデル
　Newmanモデルで算出したジュール発熱および電気
化学反応熱に加え，材料の熱分解による発熱反応も考慮
する。多くの電池構成材料は高温にさらされると発熱を
伴いながら材料分解を起こし，熱暴走の一要因となる。
正極合材やセパレータ，負極合材の試料を示差走査熱量
測定（Differential Scanning Calorimeter，以下DSCとい
う）によって得られた発熱データ（図 9 ）に基づき，発
熱反応の潜熱や反応速度パラメータをフィッティングし
てモデルに組み込む。発熱特性は，電極材料はもちろん，
充電状態によっても変化する。
　熱分解反応の発熱速度は，多くの場合アレニウス型反
応速度式である式（ 9 ）のように書ける。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 9 ）

ここに， Qchem：熱分解反応の発熱速度
 L：反応潜熱
 ρ：密度
 k：熱分解反応速度
 k0：頻度因子
 ξ：無次元化反応進行度
 m, n：反応次数
 Ea：活性化エネルギー
2. 1. 4　伝熱モデル
　2.1節で述べた（ 1 ）釘移動を考慮した各層の電流配
分から（ 2 ）Newmanモデルで各層のジュール発熱量と
電気化学発熱量を求める。さらに，（ 3 ）材料分解反応
熱を求めることによって式（10）に示す熱伝導方程式の

発熱項が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（10）

以上の手順により，ジュール熱Qjoule，電気化学反応熱
Qreactおよび熱分解反応熱Qchemを考慮した熱暴走シミュ
レーションモデルを構築した。
2. 2　釘刺内部短絡シミュレーション
　解析対象としたセルは図10に示すような片側タブの
積層セルである。正極はLi（NiMnCo）1/3O2，負極はグラ
ファイト，電解液は1EC-1DEC-LiPF6系の36積層電池で
ある。電気化学反応は以下のように書ける。
　　正極：xLi＋＋xe－＋Li（1－x）（NiMnCo）1/3O2 ⇔
 　Li（1－x）（NiMnCo）1/3O2

　　負極：LiC6 ⇔xLi＋＋xe－＋Li（1－x）C6

　ここでは，釘刺し速度 2 mm/sの場合の結果を示す。
電気化学解析により得られた構成部材ごとの発熱量を
図11に示す。横軸は釘貫入後の時刻，縦軸は発熱量の
対数表示で，とくに発熱量の大きい部分のみ示した。短
絡初期（釘が貫入していく途中の部分短絡状態）での集
電箔（はく），釘，タブでの発熱量がとくに大きいこと
が分かる。これは，釘が一部の層を貫通したことにより，
釘が貫通した層が内部短絡状態，未貫通層が外部短絡状
態となり，全ての層から釘をめがけて電流が回り込んで
くるためである。とくに，釘や釘近くの集電箔には小さ
い体積に大きな電流が集中し，莫大なジュール発熱が生
じる。約 3 秒後以降は，釘が貫通したため発熱量は低下
している。
　ついで，これらの発熱量を用いて伝熱解析を行った。
その結果を，ジュール熱の時間変化と併せて図12に示
す。図11で示した結果と同じく，タブや釘周りの集電箔
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Qchem＝Lρk
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図 9  DSCデータ例
Fig. 9  Example of DSC curve

図11  各部材のジュール発熱量
Fig.11  Joule heat of components

図10  解析形状
Fig.10  Geometry for analysis model
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で高い発熱が見られる。そのため，釘の近傍から温度が
上昇する様子がこの解析結果からも分かる。発熱反応
は，ジュール熱の大きい釘の近傍を起点として，波状に
外周部へ向かって進展している。発熱反応は昇温により
生じやすいため，釘近傍とタブのジュール発熱が熱暴走
の起点となり，昇温とそれに伴う発熱反応の連鎖によ
り，熱暴走が生じることが分かった。
　図13にセルの温度変化を実験結果と解析結果を示し
た。解析では釘の移動の有無を考慮した。釘の移動を考
慮することにより，実験での短絡直後の温度の立ち上が
りを良好に再現できる。釘が移動しないモデルにおいて
70秒付近で温度が上昇するのは，発熱反応がこのときに
生じているからである。釘移動モデルではジュール熱が
大きく昇温が短時間に起こっており，発熱反応による昇
温は埋もれている。実測との到達温度が異なるのは，治
具や発生ガスからの放熱の寄与と考えられる。
　以上の結果より，釘刺試験では，釘が貫入する際に過
渡的に生じる部分短絡状態の取り扱いが結果に重大な影
響を及ぼしていることが分かった。
2. 3　応用例（釘刺速度依存性）
　釘が移動するモデルの応用例として，釘刺速度依存性

を 比 較 し た 例 を 紹 介 す る。 釘 刺 速 度 を（ 1 ） 低 速
0.2mm/s （ 2 ）高速20mm/sとした場合の温度の比較を
図14に示す。低速ほど昇温・熱暴走しやすく，高速で
は熱暴走に至っていない。実測試験の傾向を再現してい
る。この理由は，釘移動が遅いほど，大電流が釘近傍に
集中する部分短絡状態が長くなるためである。
　このように，釘の移動を扱う本シミュレーションモデ
ルは，実測の釘刺試験の傾向を再現するとともに，安全
性設計で必要となる様々な短絡状態を想定した解析に適
用可能である。

むすび＝電極活物質の実凝集構造でのLi輸送・反応を可
視化し，充放電特性を評価する技術として， 2 次元断面
のみを用いる疑似 3 次元モデルを構築した。本モデル
は， 3 次元モデルと同等な活物質粒子でのLi分布および
電解液でのLiイオン濃度分布を再現する。また， 3 次元
モデルに比べて計算負荷が極めて小さく高速であるた
め，長期の劣化現象のシミュレーションへの活用にも有
効である。
　また，Liイオン電池の安全性評価シミュレーションの
例として，釘刺過程での釘の移動を考慮した内部短絡・
釘刺試験シミュレーションの例を示した。釘刺時の短絡
電流・発熱反応・放熱を考慮した電気化学・熱分解反応・
伝熱のマルチフィジックス連成解析により，従来手法で
は再現できなかった釘刺過程での急速な発熱を再現し
た。本モデルは，（ 1 ）異物混入や圧壊などを想定した
短絡現象，（ 2 ）巻回セルや積層セルでの短絡現象，（ 3 ）
モジュール・パックの安全性設計と延焼解析への活用・
発展に有効なモデルとなる。
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図12  発熱反応（上），温度（中），ジュール熱（下）
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図13  実験との比較・釘移動の効果
Fig.13 Comparison with experiment data / effect of penetration 

motion of nail
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Fig.14  Dependency on nail’s speed
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◦低Ni，Vフリー高強度懸架ばね用鋼ACROS1950… ……………………………………………… 丸尾知忠ほか　　61/1
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Performance…of…Safety…in…Impacts…and…Reduced…Body…Weight… Michiharu…NAKAYA…et…al.

◦高強度冷間巻き懸架ばね用線材…………………………………………………………………… 吉原　直ほか　　59/1
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◦Al-Mg-Si系合金板の機械的性質に及ぼす鉄量と凝固時の冷却速度の影響……………………… 徳田健二ほか　　58/3
Influences…of…Iron…Content…and…Cooling…Rate…during…Casting…on…Mechanical…Properties…of…Al-Mg-Si…Alloys… Dr.…Kenji…TOKUDA…et…al.
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■鉄鋼事業部門 鋼　　材：線材，棒鋼，厚板，熱延鋼板，冷延鋼板，電気亜鉛めっき鋼板，溶融亜鉛めっき鋼
板，塗装鋼板，異形棒鋼「デーコン」・「ネジコン」，銑鉄

 鋳 鍛 鋼：舶用部品〔クランクシャフト，機関部品，軸系，船体部品〕，産業機械部品〔型用鋼，
ロール，橋梁部品，圧力容器ほか〕，原子力部品

 チ タ ン：航空機エンジン・機体用部品〔鍛造品，リング圧延品〕，薄板〔コイル，シート〕，箔，
厚板，線材，溶接管，各種チタン材〔高強度用，耐食用，成型用，伝熱用，自動車
マフラー用，ゴルフクラブヘッド用，眼鏡用，建材用，医療材料用〕

 鉄　　粉：粉末冶金用鉄粉，圧粉磁芯用磁性鉄粉，土壌・地下水浄化用鉄粉，カイロ用鉄粉，
脱酸素材用鉄粉，金属射出成形用微粉末

 電　　力：電力卸供給，熱供給

■溶接事業部門 溶接材料：被覆アーク溶接棒，半自動溶接用フラックス入りワイヤおよびソリッドワイヤ，サブ
マージアーク溶接用ソリッドワイヤおよびフラックス，ティグ溶接棒，溶接用裏当材

 溶接システム：鉄骨溶接ロボットシステム，建設機械溶接ロボットシステム，そのほか溶接ロ
ボットシステム，オフラインティーチングシステム，溶接ロボット，溶接電源

 高機能材：脱臭・オゾン分解・有毒ガス除去
 全　　般：試験・分析・検査・受託研究，教育指導，コンサルティング業務，産業ロボット・

電源・機器の保守点検

■アルミ・銅 アルミニウム板：飲料缶用アルミ板，熱交換器用アルミ板，自動車用アルミ板，磁気ディスク
　事業部門  用アルミ基板，一般材
	 アルミニウム押出材・加工品：形材，管，棒，加工品〔自動車・輸送機用部材，OA機器用部材，

建材，建設用資材〕
	 アルミニウム合金およびマグネシウム合金鋳鍛造品：アルミ鍛造品〔航空機用部品，自動車用

部品，鉄道用部品ほか〕，鋳造品〔航空機用部品など〕，機械加工品〔半導体・液晶
製造装置部品〕

	 銅板・条：半導体用伸銅板条，自動車端子用伸銅板条，リードフレーム
	 銅　　管：空調用銅管，給湯用銅管，復水管，一般銅管

■機械事業部門 タイヤ・ゴム機械：バッチ式ミキサ，ゴム二軸押出機，タイヤ加硫機，タイヤ試験機，タイヤ・
ゴムプラント

 樹脂機械：大型混練造粒装置，連続混練押出機，二軸混練押出機，成形機，光ファイバ関連製
造装置，電線被覆装置

 高機能商品：真空成膜・表面改質装置〔AIP，UBMS〕，検査・分析評価装置〔高分解能RBS
分析装置〕

 圧 縮 機：スクリュ・遠心・往復圧縮機，スクリュ冷凍機，ヒートポンプ，ラジアルタービン，
汎用圧縮機，スクリュ式小型蒸気発電機

 素材成型機械：棒鋼線材圧延機，分塊圧延機，板圧延機，形状制御装置，連続鋳造装置，等方
圧加圧装置（HIP・CIP），各種高圧関連装置，金属プレス

 エネルギー：アルミニウム熱交換器（ALEX），LNG 気化器（ORV，中間媒体式，空温式，温
水式， 冷水式 ），圧力容器，航空宇宙地上試験設備

■エンジニアリング 新鉄源・石炭エネルギー：直接還元鉄プラント，ペレットプラント，製鉄ダスト処理プラント，
　事業部門  新製鉄プラント（ITmk3，FASTMELT），選鉱プラント，改質褐炭（脱水炭）製造
	 原子力・CWD：原子力関連プラント（放射性廃棄物処理・処分），原子力先端設備，原子炉・

再処理機器，使用済燃料輸送・貯蔵容器，燃料チャネル，濃縮ボロン製品
	 	 化学兵器処理に関するコンサルティング・探査・回収・運搬・保管・化学分析・モ

ニタリング・安全管理・無害化処理施設建設および運営業務
	 	 化学剤により汚染された土壌その他の無害化施設建設及び無害化業務
	 	 爆発性物質・難分解性毒性物質の処理施設建設及び処理業務
	 	 汚染された地域の環境回復業務
	 鉄構・砂防：砂防・防災製品〔鋼製堰堤，フレア護岸〕，ケーブル製作架設工事，防音・防振

システム
	 都市システム：新交通システム〔ゴムタイヤ式中量軌道システム，スカイレール，ガイドウェ

イバス〕，駅ホームドア，列車停止位置検知装置，建築限界測定装置（JKシリーズ），
無線モニタリング，無人運転システム，PFI型事業，医療情報システム

主要製品一覧



Iron & Steel Business
 Iron and Steel Products : Wire rods, Bars, Plates, Hot-rolled sheets, Cold-rolled sheets, Electrogalvanized sheets, 

Hot dip galvanized sheets, Painted sheets, Deformed bars, Pig iron
 Steel Castings and forgings : Marine parts (Crankshafts, Engine components, Shafting, Ship hull parts), 

Industrial machinery parts (Forgings for molds, Rolls, Bridge parts, Forgings for pressure 
vessel), Nuclear parts

 Titanium Products :  Parts for jet engines and airframes (Forgings, Ring rolling products), Coils, Sheets, Foils, 
Plates, Wire rods, Welded tubes, Titanium alloys for high strength applications, corrosion 
resistant applications and heat transfer applications, Titanium alloys for motorbikes and 
automobiles exhaust systems, golf club heads, architecture and medical appliances

 Steel Powders :  Atomized steel powders for Sintered parts, Soft magnetic components, Soil and ground water 
remediation, Handwarmers, Deoxidizers, Metal injection moldings

 Independent Power Producer : Wholesale power supply
 
Welding Business
 Welding Consumables : Covered welding electrodes, flux-cored and solid welding wire for semi-automatic welding, 

solid wire and fluxes for submerged arc welding, TIG welding rods, backing materials
 Welding Systems :  Robot systems for welding steel columns, welding robot systems for construction 

machine, other welding robot systems, offline teaching systems, other welding robots, 
power sources

 High Functional Materials : Filters for deodorization, ozone decomposition, toxic gas absorption
 General :  Testing, analysis, inspection, and commissioned research; educational guidance; consulting; 

maintenance and inspection of industrial robots, power sources, and machinery

Aluminum & Copper Business
 Aluminum and Aluminum Alloy Products : Sheets, strips, plates, shapes, bars, tubes, forgings, castings
 Aluminum Secondary Products : Blank and substrates for computer memory disks, pre-coated materials
 Aluminum Fabricated Products : Construction materials, electronics and OA equipment drums, automotive parts, 

heat exchanger parts, chamber, electrode parts
 Copper and Copper Alloys : Sheets, strips, tubes, pipes
 Copper Secondary Products : Conductivity pipes, inner grooved tubes for air conditioners, Lead frames
 Magnesium castings : Sand mold castings
 
Machinery Business
 Tire and Rubber Machinery : Batch mixers, twin-screw extruders, tire curing presses, tire testing machines, tire & 

rubber plant 
 Plastic Process Machinery : Large-capacity mixing / pelletizing systems, compounding units, twin-screw extruders, 

optical fiber processing equipment, wire-coating equipment, injection-molding machines
 Advanced Products : Surface modification system (AIP, UBMS), inspection and analysis systems(high-resolution 

RBS system)
 Compressor :  Screw compressors, centrifugal compressors, reciprocating compressors, refrigeration 

compressors, heat pomp, radial turbine, standard compressors, micro steam energy generator
 Material Forming Machinery : Bar & wire rod rolling mills, blooming & billeting mills, strip rolling mills, 

automatic flatness control systems, continuous casting equipment, hot isostatic presses, cold 
isostatic presses, various high pressure machinery, metal press machines

 Energy :  Aluminum brazed plate fin heat exchanger(ALEX), LNG vaporizers(Open rack vaporizers, 
Intermediate fluid vaporizer, Hot water vaporizer, Cold water vaporizer, Air-fin vaporizer), 
Pressure vessels, Aerospace ground testing equipment, 

  
Engineering Business
 New Iron･Coal and Energy : Direct reduction plants, Pelletizing plants, Steel mill waste processing plants, New 

ironmaking plants(ITmk3, FASTMELT), Iron ore beneficiation plants, Upgraded brown 
coal

 Nuclear･CWD :  Nuclear plants(radioactive waste processing/disposal), Advanced nuclear equipment, 
Spent fuel storage and transport packaging, Power reactor/Reprocessing plant 
components, Fuel channels

  Chemical weapon destruction(Consulting, search and recovery, Transportation, Storage, 
Chemical analysis, Monitoring, Safety management, CWD plant construction and 
operation), Detoxification of soil and other materials contaminated with chemical agents, 
Destruction of explosive ordnance and persistent toxic substances, Contaminated site 
remediation projects

 Steel Structure･Sabo : Sabo and Disaster Prevention Products(Steel grid sabo dams, Flaring shaped seawalls), 
Cable construction work, Acoustic & vibration absorption systems

 Urban Systems :  Urban transit system (Mass rapid transit system, Automated guideway transit system, 
SKYRAIL, Guideway bus), Platform screen door (PSD), Train stopping place detection 
equipment, Clearance envelope measurement equipment, Wireless monitoring, Automatic 
train control system, Private finance initiative (PFI) business, Medical information system

Business Items
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編集後記
＜特集：自動車用材料・技術＞
＊現在当社では，自動車軽量化材料を中
心とした事業成長戦略を掲げており，研
究開発の面においても多くの経営資源を
この分野に投入しています。こうした中
で企画しました本特集号では，多数の論
文・解説記事が集まりました。紙面の関
係上，それらすべては掲載できません
が，当社の研究開発成果の一端を本号で
ご紹介します。
＊あらためて本号をながめますと，自動
車分野における研究開発対象の多様さに
驚かされます。製品の種別についてみる
と，車体の軽量化や安全性，耐久性確保
に役立つ鉄鋼，アルミなどの素材はもと
より，駆動系などの機構部品用の材料，
電気系部品用の材料など多岐にわたりま
す。
＊また技術開発のねらいについてみます
と，自動車の性能や品質向上に資する材
料の開発に関わるもの，材料の特長を生
かした合理的な設計技術や評価技術に関

わるもの，顧客における生産性向上をね
らったもの，さらにはグローバルに同一
品質のものを生産することをねらったも
のなど実にさまざまです。
＊これらは多様な技術の複合から成り立
ち，かつダイナミックに変革を遂げる自
動車メーカの車づくりに全力で向き合
い，顧客の抱える課題に対して素材メー
カの立場から解決策を提示し続けてきた
結果と思います。引き続き素材メーカと
してこの姿勢を貫いていく所存です。
＊なお，自動車車体用材料については過
去にも特集号を発行しておりますほか，
本号の関連文献一覧に示した多くの記事
を発行しております。これらも併せて参
照いただき，ぜひ今後の車づくりを考え
るヒントにしていただければと存じま
す。
本特集号に対するご意見，ご感想をお待
ちしております。

（鹿礒正人，小西晴之）

次号予告
＜特集：機械（産業機械・圧縮機）＞
＊当社の機械事業は1915年の往復動圧縮
機の製造以来，100年以上の歴史を重ね
ています。その間，世界を取り巻く環境
の変化と世の中のニーズに応じて特徴あ
る機械をメニューに加えてきました。現
在，当社の機械事業は，産業機械事業部
と圧縮機事業部の二つの事業部を軸とし
て運営しています。
＊産業機械事業部では，タイヤ・ゴム機
械，樹脂機械，製鉄機械や等方圧加圧装
置（HIP・CIP）などの広範囲にわたる
機械を製造，販売しています。
＊タイヤ・ゴム機械では，性能が向上し
た自動車用タイヤの生産性向上に貢献す
る新技術を搭載した混練機と試験機を，
樹脂機械ではプラントの大型化や新しい
高性能なプラスチック材料に対応した混
練造粒装置を開発するなど，技術の高度
化に努めて顧客のニーズに広く応えてい
ます。また，製鉄機械においても新技術
を適用した機械設備を開発し，鋼材製品
の高品質化に役立っています。新しい冷
却機構を備えて生産性を向上させたHIP
装置，食品への高圧処理に対応した横型
CIP装置などユニークな製品メニューも
有しています。
＊圧縮機事業部では，圧縮機の総合メー
カとして各種プラント・工場向けにスク
リュ・ターボ・レシプロ式の各圧縮機を

製造，販売しています。それらに加えて，
動力回収ラジアルタービンやバイナリー
発電装置といった省エネルギー・環境対
応製品もラインナップし，幅広い顧客の
ニーズに応えています。
＊スクリュ圧縮機は，世界トップメーカ
として大風量の油冷式スクリュ圧縮機や
高圧の無給油式スクリュ圧縮機を開発
し，各種プロセスガス用途にその適用範
囲を広げています。ターボ圧縮機ではプ
ラントの大型化に対応するため，高効率
で信頼性の高い新インペラを搭載した超
大型ターボ圧縮機を開発しました。レシ
プロ圧縮機では，LNG船エンジンへの
燃料ガス供給用の高圧圧縮機や，水素ス
テーション用の高圧水素圧縮機を開発
し，エネルギー分野でもその用途を拡大
しています。また，プラントからの高温
の排熱を利用して動力を回収するラジア
ルタービンや，船舶のエンジンの排熱を
有効利用して発電するバイナリー発電装
置など，環境面での効果を期待できる製
品も開発しています。
＊次号では，「機械（産業機械・圧縮機）
特集号」として，これら当社の産業機械
ならびに圧縮機の最新の製品動向や新技
術の一端をご紹介いたします。当社の機
械製品をご理解いただける一助となれば
幸いと考えています。

（佐成弘毅）
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「Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報　Vol.66, No.2」お届けの件

変　更　届

㈱神戸製鋼所

技術開発本部

　拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　また平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　このたび、「Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報　Vol.66, No.2」を発行しましたのでお届け致します。

ご笑納のうえご高覧いただきましたら幸甚です。

　なお、ご住所・宛先名称などの訂正・変更がございましたら、下の変更届に必要事項を

ご記入のうえ、ＦＡＸあるいはE-mailにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

神鋼リサーチ株式会社
Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報事務局　行
ＦＡＸ　078－992－5588
rd-office@kobelco.com
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