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お詫びと訂正

　2019年7月31日に発行いたしました本誌「Vol.69, No.１特集：自動車軽量化」におきまして、記載に誤りがご
ざいましたので以下のように訂正いたします。
　ご愛読いただいている皆さま、ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

誤：

正：



神戸製鋼技報/Vol. 69 No. 1（Jul. 2019） 39

まえがき＝自動車を構成する材料は，従来の金属材料に
加えて樹脂材が使用されるなど，いわゆるマルチマテリ
アル化が確実に進んでいる。その一方で，衝突安全性や
高強度・軽量化などを担う骨格部品や足回り部品には今
後も金属系材料が主たる構成材料であり続けるものと考
えられる 1 ）。金属系材料では現在，鉄鋼およびアルミ合
金材料がその主流である。鉄鋼材料に関しては高張力鋼
板（以下，ハイテンという）のプレスによる成形が一般
的であり，アルミ合金材の場合には一部を除いてダイカ
スト，熱間鍛造あるいは押出による成形が行われてい
る。本稿で取り上げるハイテンは近年，自動車構造材に
占める比率と引張強さは増加する傾向にあり，それらを
成形する金型への負荷が増大することによる金型短寿命
化が自動車部品生産における問題の一つとなってい
る 2 ），3 ）。
　ハイテンを使用した自動車部品のプレス成形には大き
く分けて，成形を室温で行う冷間プレス法と，鋼板を一
定温度以上に加熱して成形性を高めた上で成形を行うホ
ットプレス法がある。本稿では成形時の負荷が大きく，
金型の短寿命化が問題となっていた冷間プレス法に使用
される金型向けに開発した高耐久性表面処理（以下，開
発皮膜という）について述べる。

１ ．冷間プレス成形用金型の損傷機構

　冷間プレスは，室温のハイテンを油圧あるいはメカニ
カルプレスで成形する方式であり，サイクルタイムが短
く量産性に優れることがメリットである。いっぽうで，
成形時における金型への負荷は大きく，使用するハイテ

ンの引張強さの増加に伴う金型の短寿命化が問題となっ
ている。冷間プレスでは従来，足回り部品を構成するハ
イテン厚物では引張強度590 MPa以下，またピラーなど
の骨格部品を構成する薄板では980 MPa以下が主流であ
った。しかし現在では，それぞれ780 MPaおよび1,180 MPa
クラスのハイテンが量産採用されている。
　このような動きを受けて当社鉄鋼事業部門では自動車
部品向けのハイテンを製造しており，また当社グループ
会社の日本高周波鋼業株式会社では冷間プレス金型に使
用される冷間工具鋼を製造販売している。すなわち，当
社グループでは早くから自動車部品の高強度化・ハイテ
ン化に伴う金型の短寿命問題に着目しており，早い段階
からこの解決策に関して検討を開始している 4 ）。
　皮膜開発初期に強度の異なるハイテンを冷間プレスで
成形した場合の損傷形態や寿命について顧客にヒアリン
グを行った。その結果，SPC440以下のハイテンでは，
おおむねどのような加工形態であっても成形に伴う金型
の損傷が早期に生じることはまれであることが分かっ
た。さらに，ハイテンの引張強さが増加する場合，ある
いは曲げや絞りの条件が厳しくなると成形製品表面の焼
付きが早期に生じることが把握できた。また，製品に焼
付きが生じるショット数は，引張強さの小さいハイテン
の成形では数万ショットレベルであるのに対して，高強
度のハイテンでは数千ショットと極端に短いこともヒア
リングの結果判明した。すなわち，同様の加工形態や部
品形状であっても，ハイテンの引張強さの増加に伴って
早期に製品焼付きが生じることが明らかになった。製品
に焼付きが生じた使用後のプレス金型を調査した結果を
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図 1 に示す。
　図中に示した金型は，金型向け表面処理として一般的
に用いられるバナジウム炭化物（VC）を高温拡散処理
により被覆したものである。成形の模式図および対応す
る観察部分を図 1（a）に示す。成形した製品の焼付き（図
1（b））に対応する金型部分は皮膜が損傷している（図
1（c））。損傷部分と未損傷部分の界面を断面方向から観
察したところ（図 1（d）），損傷部は皮膜が消失して母
材が露出し，母材と被加工材（製品）が成形中に直接接
触することによって金型と製品間に焼付きが発生してい
ることが分かった（図 1（e））。またここには示していな
いが，成形時の母材の塑性変形に皮膜が追随できずに割
れなどが発生する場合に皮膜が損傷すること，あるいは
母材に析出した粗大な炭化物と母材マトリックスを起点
として皮膜損傷が生じていることが別の損傷金型の調査
から分かった。このことから，母材起因の損傷を抑制す
るためには，母材の硬さアップあるいは粗大な炭化物を
抑制することが有効であると考えられた。母材について

は，従来のJIS－SKD11鋼に対して硬さをアップし，粗
大炭化物を極力減らした鋼種を開発している 5 ），6 ）。
　また図 1 に示した損傷金型を観察すると，皮膜が消失
して母材が露出した部分の近傍に変色部が確認できる。
当該部分の調査結果を図 2 に示す。表面SEMによる観
察結果（図 2（b），（c））からは，変色部は健全部に比
較して表面が粗くなっているように見え，またエネルギ
ー分散型X線分析 （Energy dispersive X-ray spectrometry, 
以下EDXという）による元素分析からは変色部にのみ
十数at%程度のOが検出された（図 2（d））。VCは硬質
炭化物ではあるが，高温で酸化しやすく，Vを含有する
化合物は550℃付近から緩やかな酸化重量増加を示し，
約600℃でV酸化物であるV2O5を生成することが報告さ
れている 7 ）。
　本調査が対象とした金型は冷間プレス成形に使用され
たものであるが，冷間加工に類するプロセスであっても
金型と被加工材（ハイテン）の接触界面は摺（しゅう）
動発熱によりVCの酸化開始温度付近以上に達する。そ

図 1  損傷した表面処理金型の損傷部位調査結果
Fig. 1  Investigation results of damaged area of surface treated die

図 2  金型焼付き部近傍の変色部分調査結果
Fig. 2  Analysis results of discolored area of die
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の摺動発熱によるV酸化物の形成と摺動による形成酸
化物の摩耗のサイクルである，いわゆる酸化摩耗が生じ
ると考えられ，耐酸化性の低い炭化物皮膜ではハイテン
の高強度化に伴う金型摺動環境の過酷化には対応できな
いと考えられる。

2 ．冷間プレス金型用高耐久性皮膜の開発

　前章で述べた損傷金型の調査結果を踏まえると，ハイ
テン成形金型向け表面処理（皮膜）の必要特性としては，
成形時の摺動摩擦に耐え得る高耐酸化性が重要であるこ
とが分かった。また，成形時には母材に塑性変形が生じ
るほどの高面圧での摺動が生じることを考えると，皮膜
は，母材の塑性変形を抑制するには厚膜が有利であり，
また高面圧下における摺動にも耐える高い密着性も必要
と考えられる。
　そこで開発皮膜の基本組成としては，切削工具向けの
皮膜として実績のあるTiAlN系膜をベースに，耐酸化
性を改善するための元素を添加したものを耐摩耗層とし
て用いた。さらにその下層には母材となる鉄系材料に対
して密着性が良いCrN系膜を用いた 2 層構造とした。
また母材の塑性変形を抑制するために，全体の膜厚を10
μm程度の厚膜とした。
　上記炭化物膜（VC，TiCなど）は高温拡散処理で被
覆されているが，その処理温度は900～1,000℃であり，
処理に伴う金型のひずみが生じる。そこで本開発におい
ては，金型に熱ひずみが生じない500℃以下で処理可能
なAIP（Arc Ion Plating）法を選択した。表 1 にプレス
金型に適用される表面処理の特徴一覧を示す。AIP法は
真空中のアーク放電による真空成膜法（物理的蒸着法：
Physical Vaper Deposition，以下PVDという）である。
ほかの手法に比べて蒸着粒子のイオン化率が高く緻密な
皮膜が形成できるのが特徴である。AIP法を用いた
PVD装置は当社，機械事業部門高機能商品部で製造販
売しており，主に切削工具や自動車部品向けの耐摩耗性
改善のための硬質膜形成に広く使用されている 8 ）。図 3
にAIP法で形成したハイテン成形金型向け開発皮膜の

断面SEM像を，表 2 には開発皮膜の特徴を示す。
2. 1　開発皮膜の密着性
　開発したハイテン成形用皮膜に対して各種試験を行
い，金型用皮膜としての特性評価を行った。図 4 に開発
皮膜，および従来皮膜として高温拡散処理で成膜した
VC，TiC膜に対して，ロックウエル圧子押込み試験 9 ）

を行った結果を示す。ロックウエル圧子の押込み試験は
硬質薄膜の密着性評価に広く用いられており，図 4（d）
の模式図で示すように，先端半径200μmのダイヤモン
ド圧子を150 kgfで押込んだときに形成される圧痕周囲
の皮膜の損傷状況に基づくHF 1 ～ 6 のスケールによっ
て密着性を評価する。HF 1 ，2 は圧痕周囲に放射状の
クラックが発生するだけであり，開発皮膜（図 4（a））
がそれに相当する。HF 3 ，4 は部分的に皮膜の剥（はく）
離が認められる場合であり，従来の炭化物皮膜（図 4

表 1  プレス用金型に適用される表面処理の特徴
Table 1  Characteristics of surface treatments for forming die

図 3  開発皮膜の断面SEM像
Fig. 3  Cross-sectional SEM image of developed coating

表 2  開発皮膜の特徴
Table 2  Characteristics of developed coating
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（b），（c））はこのレベルである。開発皮膜の 2 層構造
によって優れた密着性が得られていることが分かった。
2. 2　開発皮膜の摺動および高温酸化特性
　つぎにハイテンプレス成形時の摺動による金型の温度
上昇を考慮し，各種金型用皮膜の耐摩耗性を高温摺動試
験により比較した結果を図 5 に示す。比較材としては
AIP法で形成したCrN，TiNおよび高温拡散処理で形成

したTiC，VCを使用した。試験温度370℃で，距離500 
m摺動後のディスク側の摩耗量を表面粗さ計で測定し
た。ディスク側摩耗痕の摩耗面積で比較すると，開発皮
膜はCrN，TiNあるいは炭化物皮膜に比べて摩耗量が小
さく，高温摺動下における耐摩耗性に優れていることが
実証された。
　摺動試験後の開発皮膜およびVCの摩耗部分を光学顕
微鏡ならびに断面TEMで分析した結果を図 6（a）～（f）
に示す。VCについては，図 6（a）に示す光学顕微鏡像
からも分かるように摩耗が進行している。また断面
TEM（図 6（b））および表面近傍のEDX（図 6（c））に
よる元素分析の結果，表面から約200 nm程度の深さの
領域までOが検出され，摺動試験時の温度上昇によって
皮膜の酸化が進行していることが分かった。これに対し
て開発皮膜は，図 6（d） の光学顕微鏡像に示すように表
面に酸化を示唆する変色も確認できず，また断面TEM
像（図 6（e））およびEDX分析（図 6（f））からも表面
にきわめて薄い10 nm程度の酸化膜が形成されているの
みであった。すなわち，酸化およびそれによる摩耗が進
行しないため，高温摺動環境下においても優れた耐摩耗
性が発揮されたものと考えられる。
　これを確認するために700℃までの温度域において各
種窒化物および炭化物皮膜について30分間大気加熱を行
い，加熱後にEDXにより表面O量を測定した結果を図
7 に示す。VC，TiCは500℃ですでに酸化が開始してお
り，またTiNでは600℃において10 at%以上Oが検出さ
れている。それ対して開発皮膜は600℃までは表面にほ
とんどOが検出されず，700℃においてようやく数at%
のOが検出されている程度であり，酸化の進行がきわめ
て遅いことが分かる。この優れた耐酸化性により，開発
皮膜では高温摺動試験で観察されたように酸化摩耗の進
行が抑制されたものと推定される。
　ハイテン成形金型向け皮膜への要求特性として，成形
時のきわめて高い局部面圧に対しても皮膜が損傷しない
ことを挙げた。これを評価するため，耐高面圧特性試験
を実施した。この試験では，先端がR形状を有する

図 4  ロックウエル圧子押込み試験結果
Fig. 4  Results of Rockwell indentation test

図 6  VC膜および開発皮膜における摺動試験摩耗部の光学顕微鏡および断面TEM分析結果
Fig. 6  Optical micrograph and TEM analysis results of worn area after wear test

図 5  高温摺動試験による各表面処理耐摩耗性評価結果
Fig. 5  Results of high temperature wear test
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780 MPaハイテン製のピンを成膜したディスクに押し当
て，全荷重を100～1,000Nの範囲で変化させて試験中の
摩擦係数変動によりコーティングの損傷を評価した。試
験方法の概略ならびに試験結果を図 8 に示す。TiCは比
較的低荷重で皮膜に損傷が生じているのに対して，10μ
m程度まで厚膜化した開発皮膜は，VCと同じく試験時
の最高荷重である300 Nまで負荷しても損傷は生じず，
ハイテン鋼板成形時の高面圧に耐え得る優れた特性を有
していることが明らかになった。
2. 3　開発皮膜を成膜した模擬金型による性能評価
　開発した皮膜を模擬金型に成膜を行い，590 MPa-
3.2 mm厚のハイテンを相手材として模擬プレス試験を
実施した。プレス試験の模式図を図 9（a），（b）に，試
験結果を（c）に示す。
　プレス試験は連続的にハイテンを供給するプレス装置
を用い，プレスサイクル55 spm，パンチ幅60 mm，パ
ンチ肩R5 mm，ダイ肩R10 mm，クリアランス-12%で

実施した。評価方法としては，成形された製品温度を焼
付きの指標とした。すなわち，成形開始から製品温度が
ほぼ一定となる50ショット時点の温度を 0 として，ショ
ット数と製品温度上昇の関係を成形時における摩擦の大
小の指標として測定した。TD-VC炭化物皮膜は，ショ
ット数が100を超えたあたりから製品温度の上昇が認め
られ，成形時の摩擦係数が増加していることが示唆され
た。これは，先に述べた成形時摺動発熱に伴うVC膜の
酸化摩耗，およびそれによる面粗さの増加が生じたため
と推察している。これに対して開発皮膜は，50ショット
以降の製品温度上昇はほとんどなく，摺動に伴う摩擦な
どによる摩耗がほとんどないことを示している。すなわ

図 9  模擬プレス試験時のショット数と製品温度の関係
（a）試験方法の模式図（成型前），（b）試験方法の模式図（成型後），（c）成型品のプレス数と温度変化との関係

Fig. 9  Temperature change of formed product during simulated stamping test
  (a) schematic drawing of press test (before forming), 

 (b) schematic drawing of press test (after forming) ,  (c)  relative temperature change of pressed product during test

図 8  高面圧における焼付き試験面圧評価結果
Fig. 8  Results of high contact pressure galling test

図 7  各温度で30分大気酸化後サンプルの表面O量分析結果
Fig. 7  Amount of O after annealed in air for 30 minutes at each 

temperature
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ち，開発皮膜は高面圧下における摺動においても耐摩耗
性に優れることを示している。
2. 4　母材窒化処理との組み合わせによる皮膜密着性向上
　まえがきで述べたように，自動車部品などに使用され
るハイテンの引張強さは今後とも増加する傾向にあり，
皮膜にもより一層の耐久性が求められる。そこで，成形
時の局部面圧の増加による母材の変形抑制および皮膜の
密着性改善を目的として，窒化処理と硬質膜との組み合
わせによる密着性の向上を検討した。通常，鉄系材料に
対して窒化処理を行った場合，最表面にはFe2-3Nあるい
はFe4Nなどの窒素化合物層が形成され，その下に窒素
固溶層が形成される。窒化処理上に開発皮膜のような被
覆型の硬質膜を形成する場合，最表面の窒素化合物層に
よって密着性は大きく影響されることが知られてい
る10）。本開発では，上記窒素化合物層を制御した窒化に
より，無窒化材に比較して密着性を大幅に向上させるこ
とに成功した。図10に窒化および無窒化冷間工具鋼

（KD-11MAX：日本高周波鋼業製）上に開発皮膜を形成
し，スクラッチ試験を行った結果を示す。スクラッチ試
験は，サンプル表面にダイヤモンド圧子（先端R：200
μm）によって負荷した垂直荷重を増加させながら一方
向に移動させ，皮膜に損傷が生じたときの垂直荷重値か
ら密着性を評価するものである11）。皮膜と母材界面で剥
離が生じる垂直荷重を計測した結果，無窒化材では50 N
程度の値であるのに対して，窒化材では90 N以上の高
い密着性を得ることができた。
2. 5　開発皮膜の実用化
　冷間プレス用の開発皮膜は現在，KS－G® 注）の商品名
で株式会社カムスにおいて実用化されており，自動車会
社あるいは自動車部品メーカを中心に採用いただいてい
る。図11にはハイテンの引張強さと板厚で整理したKS
－Gの適用実績を示す。
　KS－Gは1,180 MPaまでの引張強さを有するハイテン
の 冷 間 プ レ ス 成 形 用 金 型 に 量 産 採 用 さ れ て お り，
1500 MPa級ハイテン向け金型については顧客にて現在
評価中である。また， KS－Gに関して中国深圳市和勝金
属技術有限公司にライセンス契約を締結しており，近年

中国でも増加しているハイテン使用の増加に伴う成形用
金型への表面処理需要に対応している。

むすび＝ハイテンの高強度化に伴う冷間プレス成型用金
型の損傷の問題に対応するために，従来の炭化物皮膜に
おける酸化摩耗，および母材の塑性変形といった損傷メ
カニズムに立脚した新しいコンセプトの皮膜を開発し
た。開発皮膜は，冷間プレス金型に従来使用されていた
炭化物皮膜に比較して耐酸化性が高く，酸化摩耗が起こ
りにくい。模擬プレス試験の結果では，従来の炭化物皮
膜に比べて被加工品の温度上昇が起こりにくく，酸化摩
耗を抑制できていることが示唆された。また，厚膜化お
よび鉄系母材への密着性に優れる中間層を採用すること
により，高面圧下でも皮膜の損傷が起こりにくいことが
確認できた。また，母材に最適化した窒化処理を行うこ
とでより密着性を向上させることができる。このハイテ
ン成型用金型向けの開発皮膜は実用化されており，自動
車部品メーカを中心に採用されている。
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図11  開発皮膜（KS－G）の適用実績
Fig.11 Applicable region of developed coating (KS-G) in relation to 

AHSS thickness and tensile strength

図10  窒化+開発皮膜のスクラッチ試験結果
Fig.10 Scratch test result of developed coating on nitrided and un-

nitrided steel substrate
脚注） KS－Gは株式会社カムスの登録商標（米国，日本：登録番

号5558384）である。


