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複層鋼板の展開
複層鋼板によって焼入ままのマルテンサイ

トを高ひずみ域まで変形させることが可能にな
り、従来十分検討されていなかったマルテンサ
イトの変形挙動の解析も進んできました。マル
テンサイト組織の方向性に起因する変形の異方
性や固溶炭素量の影響などが明らかになりつつ
あります11）〜 13）。

一方、複層鋼板の硬質層はマルテンサイト
鋼だけでなく多様な材料に置き換えて複層化
のメリットを享受することが可能です。例えば
hcp 構造ゆえに延性の低いMg 合金にすると、
図81）に示すように、モノリシックなMg合金
より大きな延性と高比強度化が同時に達成可能
になります。また、Mg合金の場合もマルテン
サイト鋼同様、これまで難しかった高ひずみ
域での変形挙動の検討が可能となり進めていま
す。更に、循環性濃縮元素であるCuやSn濃
度が高いスクラップ鋼ルートの鋼を硬質層に適
用すれば、高温脆化などの製造性を改善する鋼
の成分改質と最終材料の延性改善の両立が可能
であることなども明らかにしてきました14）。

はじめに
私は2003年に鉄鋼業界から大学に移り、

鉄鋼材料の組織や特性、接合に関する基礎的な
研究を続けていますが、同時に、大学の研究と
して、企業の研究とは異なる視点からの鉄鋼材
料の検討や提案も重要と考え、探索的な研究に
も取り組んでいます。ここではその１つである
複層鋼板について述べたいと思います。

複層鋼板は図11）に例を示すように、異なる
組成や組織を持つ鋼と鋼を積層して圧延で製
造するもので、単体の鉄鋼材料では熱力学的
に制約される相の分率や組成の組み合わせを
超えて自由な割合･配置で共存させ、単体のモ
ノリシックな鉄鋼材料で達成できない特性や性
能の実現を目指すものです。このような複数の
構成材の幾何学的な組み合わせはすでに他の材
料では実用化されており、例えばポリマーやガ
ラス、木材では、多層のラミネートポリマーや
積層ガラス、板を重ねた合板などによって、単
一のシートや板と異なる特性やメリットを創出
しています。鉄鋼材料でも古くは刀剣の積層鍛
造があり、近年も制振鋼板やいくつかの積層鋼
の例はありますが2）、単体としての鉄鋼材料の
目覚しい進化のためそれらは限定的でした。し
かし鉄鋼材料に対する性能の要求が高度化する
中で、「microstructure」の制御に、外部設
計の「superstructure」の制御を加えること

は鉄鋼材料の設計の自由度と可能性を拡げる
点で魅力であり、新たな視点を加え、改めて
検討する意味があります。こういった考え方の
材 料 を 最 近、“architectured material” と
呼んでいますが 3）、私達が取り組む複層鋼板も

“architectured steel”と呼ぶことができます。

複層鋼板の設計
構造体の一層の軽量化や環境性能の向上に向

けて、鉄鋼材料には更に高いレベルでの強度と
延性の両立が求められており、複層鋼板の第一
の目的は、高強度化とそれに相反する特性をモ
ノリシックな鉄鋼材料以上の高次元で両立す
ることにあります。高強度化を進めるためにマ
ルテンサイトの利用が必須となりますが、複層
鋼板では高延性層との複層化によってその弱
点である脆性、低延性が克服できます。通常、
マルテンサイトを分散したDP 鋼では硬質のマ
ルテンサイトは変形せず、それゆえ図2 (a)に
模式的に示すように周囲の軟質のフェライトマ
トリックスにひずみが集中して破断に至ります
が 4）、複層鋼板では変形時に硬質層、軟質層に
応力が分配され、かつ複層によってネッキング
が抑制されるため、硬質マルテンサイト層も軟
質層と共に変形し（図2(b)）、これによって高
強度と高延性の両立が達成されます。このこと
は引張試験中のIn-situの中性子線回折によっ

ても確認されています5）。
しかし話はそれほど単純ではなく、従来、金

属－金属の積層材の検討では、強度は構成層の
混合則に従うものの(図3(a))、延性はそれに
従わず、特に硬質層の延性が低いほど、全体の
延性はそれに近づくことが知られています(図
3(b))2）。このような延性の挙動は、従来の複
合材料では、そもそも延性を念頭においていな
いため検討もされませんでしたが、鋼の場合は
延性が重要で、特にマルテンサイトを使う上で
は不可避の課題であり、その点で複層鋼板の考
え方は、従来の複合材料とは異なるといえます。

低延性の原因を検討した結果、積層界面の剥
離とともに硬質層の脆性破断に至るH-shape
クラックや硬質層自身がトンネル状に破断する
トンネルクラックが変形途上に発生し、伸びを
阻害していることを見出し、前者に関しては層
界面強度の確保、後者に関しては硬質層の層厚
の制御が重要であることを示して、それぞれを
定式化して設計指針を確立しました6）,7）。特に
後者では硬質層の破壊靱性や軟質層の加工硬化
特性の影響も明確にしました7）。

複層鋼板の特性・性能
複層鋼板の、特に幾何学設計(superstructure

の設計)の指針を構築することにより、焼入ま
まマルテンサイト層を、オーステナイト鋼や
TRIP鋼、TWIP鋼と組み合わせて、破断なく
高ひずみ域まで変形させることが可能になり、
図4に示すように、強度と延性を高いレベルで
両立できることを明らかにしてきました 1）,8）。
図１の複層鋼板は、これらのうち比較的初期に
作製したもので、マルテンサイト鋼とオーステ
ナイト鋼を25層、交互に圧延法で積層していま
す。25層もの積層の理由は、硬質層として用い
ている高炭素－高Crのマルテンサイト系ステン
レス鋼が焼入ままでは著しく低靱性のためで、層
厚を薄くする必要があったからですが1）,7）、単体
では極めて脆性なこのマルテンサイトを、層厚
を制御した複層化によって20％以上伸ばすこ
とができるのが複層化の効果といえます。通常
の炭素鋼ベースのマルテンサイト鋼の場合は破

壊靱性がこれよりも高く、したがって、層厚を
厚く層数を少なくすることが可能で、現在は強
度1500 ～ 1800MPaクラスの複層鋼板を5
～ 7層程度の複層設計で検討しています8）。

ま た、 複 層 鋼 板 を 実 際 に 適 用 す る 上 で
は、高強度、高延性に加えて、各種モードの
加工性や溶接性なども必要です。図 5 は強
度 1200MPa 級の複層鋼板の成形限界線図
(FLD)および三次元加工の例ですが1）、FLDは
二軸成型試験から、破断ひずみを主ひずみ、副
ひずみ方向（図中点線）でそれぞれ求めてプロッ
トしたもので、図中の緑線がプレス加工など多
軸加工での延性限界を示しています。

これらの結果はこれまで自動車に用いられ
てきたハイテン材と同等であり、複層鋼板が
強度レベルに比して十分な加工性を有してい
ることがわかります。また、図6および図7は
自動車ボディへの適用を視野に入れた衝突模
擬の高速の軸圧壊試験ならびに曲げ試験の結
果ですが 1）、いずれも、比較の従来の高強度鋼
(590DP鋼)の数倍の優れたエネルギー吸収能
を示しています。これらの結果を踏まえて、複
層鋼板を自動車に用いた場合の正面からのオフ
セット衝突や側面衝突のシミュレーションを
行った結果、従来のハイテンを用いた場合と同
様の衝突安全性を確保しつつ、30 ～ 38％の
ボディの軽量化が可能であることが示唆され
ました 9）。さらに、超高強度マルテンサイト層
を含みながら高延性層にオーステナイト鋼を用
いた場合の優れた耐水素脆化特性 9）、摩擦撹
拌接合(FSW)を用いた優れた接合性と継手効
率なども明らかになっています1）,10）。今後とも、
更なる高性能化の検討と共に、実用化に向けた
様々な検討を継続して行く予定です。

おわりに
複層鋼板の検討は、新たな外部設計型の鉄鋼

材料の創製を目指すものですが、同時に、マル
テンサイトの解明など、その過程でモノリシッ
クな鉄鋼材料の解明や性能向上に資する手法や
知見も見出しつつあり、今後とも継続していき
たいと思います。また、紙面の関係で述べるこ
とができませんでしたが、複層鋼板の検討では
異なる鋼同士や鋼と異種金属との複層界面の創
りこみが鍵であり、それについても検討を進め
ています。
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図１ マルテンサイト鋼(dark)オーステナイ
ト鋼(bright)の複層鋼板の例1）

図3 これまでの積層金属の(a) 強度、(b) 延性2）

図5 強度1200MPaの複層鋼板の
(a)FLD
(b)プレス加工例

図7 高速軸曲げ試験結果
(a)1200MPa複層鋼板
(b)590DP鋼（比較）

図8 Mg合金(AZ31)と鋼(SUS304）
の複層金属の応力 ‐ ひずみ曲線

図6　高速軸圧壊試験結果
(a)1200MPa複層鋼板　(b)590DP 鋼（比較）

（a） （b）

図2 (a) DP鋼の伸び・破断4） 
(b) 複層鋼板の伸び

※赤色部：ボイド

（b）

（a）

図4 高強度マルテンサイト(MART)と高延性鋼(A-SUS, TWIP, TRIP)
を組み合わせた複層鋼板の強度－延性1）,8）
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