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おわりに

! はじめに
現在の日本経済を支えている主要な工業技術の多くがそうであるように，わが国鉄鋼技術の
近年の発展は，主として第"次大戦直後のヨーロッパで発明された革新的鉄鋼技術をいち早く
導入し，これを世界的レベルにまで高度化させ操業面に活用したことによりもたらされた，と

（!）
（"）
（#）

言われる。導入された主要技術は鉄鋼製造の前段工程を構成する精錬・造塊が中心であること

＊
（!）
（"）
（#）

新日鉄住金株式会社
８１ No．
１１ １９９５ N５３４〜N５４０頁。
三好俊吉「鉄鋼技術の進歩発展と将来展望」
『鉄と鋼』Vol．
下村泰人「各国の鉄鋼業と技術発展の特徴」
『Tekkohkai』２０００―５ ２０頁。
中岡哲郎編「戦後日本の技術形成」
，日本経済評論社 ２００２ １９３〜２２７頁。
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から，鉄鋼プロセスの生産性・品質特性への影響が大であることは当然であるが，同時に溶鋼
中の化学成分の調整や凝固時の介在物削減などを通して優れた製品性能を創出するのに寄与し
た点も無視できない。特に，製銑・製鋼から焼鈍・調質まで多数工程を経て造られる自動車用
鋼板の場合には，プレス成形性や表面性状，時効性などを同時に満たすように，各プロセス技
術を組み合わせて製造されている。
本稿では，最初にアメリカにおいて深絞り用鋼板の製造技術が発達した過程を回顧する。続
いて，戦後の日本で推進された自動車用鋼板の研究開発，特に欧米で発明された革新的要素技
術を十分習熟し実用レベルまでに高度化させるとともに，それらの技術を巧みに組み合わせる
ことにより，優れた性能の超深絞り用鋼板を誕生させた経緯を考察する。また，この高純鋼が
素材の熱処理および製品プレス加工の過程において発揮する特異性が，オイルショック以降に
起きた鉄鋼プロセスの変革と自動車素材の高防錆化という大きな技術変化の中で，重要な役割
を演じている状況についても言及する。

! アメリカにおける深絞り用鋼板の開発
１８８０年代にドイツで発明されたガソリン自動車はヨーロッパでは受容されなかったが，２０世
紀に入って新大陸アメリカで大発展した。広大な土地と拡大する経済活動，それに大型油田の
発見などがその要因と考えられている。その突破口は１９０８年に登場した T 型フォードで，大
量生産方式で造られた安価な車は広く庶民階級に普及した。続いて１９２０年代には GM がフルラ
インやモデルチェンジなどの販売戦略を考案して生産量を増やし，２０世紀半ばまでには世界の
自動車生産をアメリカが独占するに至ったが，その終盤の５０年代に自動車ボディー向け深絞り
用鋼板が開発された。

"―!

自動車ボディーへの鋼板の適用

自動車の構造材料の変遷をみると，当初のボディーは馬車と同様に木骨・木製であったが，
これが強度上から構造部を鋼製とした鉄骨・木製に進化する。次に，自動車の大量生産が始まっ
た１９１０年代半ば，車両メーカーのバッド社は自動車メーカーのダッジ社からボディーの製造を
大量に依頼された際に，鉄道車両にならって鋼板を適用したところ，安全性の向上だけでなく
（"）

製造コストも大幅低減した。これが鋼板製ボディーの始まりと言われる。その後，１９２０年代半
ばにアームコ社で広幅ストリップミルが開発され，量産化により鋼板が入手しやすくなってか
らは，ボディーへの鋼板使用が主流になった。

（"） 松本康平訳「自動車の世界史」
，グランプリ出版 １９９６ １０１頁。
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"―"

深絞り用鋼板の製造技術の研究

１９４９年，カーネギー・イリノイ・スチールの Lankford が材料のプレス成形性評価指標とし
て異方性ひずみ比 R 値（＝引張り試験の板幅ひずみと板厚ひずみの比）を提案した。プレスメーカー
に出荷した低炭素 Al キルド鋼板の R 値が n 値とともに，４６種類のフェンダー部品のプレス成
（"）

績とよく対応するという報告であった（図!）。当時，加工硬化指数 n 値は材料の延性を表わ
す材料特性値として知られていたが，異方性はプレス成形に有害なものとされていたため，新
しく提案された R 値の価値は注目されなかった。
その後，１９５８年，アームコ・スチールの Burns と Heyer は，R 値が結晶の集合組織（特定の
方位を持った結晶粒の集まり）と密接な関係があることを指摘し，集合組織を有する材料に引張

り変形を加えた時の力学的異方性（最大せん断応力の方向）と結晶構造の異方性（すべりの起きや
（#）

すい方向）との相対的位置関係により R 値が決定されることを論文発表した。続いて，ベスレ

ヘム・スチールの Whiteley は R 値の大きい材料が深絞り成形に望ましいことを理論的・実験
的に解明するとともに，集合組織に及ぼす鋼板製造条件の影響に関する詳細な調査結果をパリ
（$）

で開催された国際深絞り会議で報告し注目を浴びた。このようにアメリカの主要鉄鋼メーカー
研究者たちの努力により R 値が広く認知され，自動車用鋼板の最も重要な開発指標として今

図!

フロントフェンダのプレス成績に及ぼす RL 値，n 値の影響（RL：圧延方向の R 値）

（"） Lankford, W.T., Snyder, S.C. & Bauscher, J.A. “NEW CRITERIA FOR PREDICTING THE
４２ １９５０
PRESS PERFORMANCE OF DEEP DRAWING SHEETS” Transactions of The A.S.M. Vol．
pp．
１１９７〜１２３２.
（#） Burns, R. S. & Heyer, R. H. “Orientation and Anisotropy in LOW-CARBON STEEL SHEETS”
２６１〜２７５.
SHEET METAL INDUSTRIES １９５８―April pp．
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日に至っている。

" 日本における深絞り用鋼板の国産化と超深絞り用鋼板の開発
#―!

自動車用鋼板の国産化と市場ニーズへの対応

第!次大戦後の１９５０年代初頭，アメリカからの技術導入により低炭素アルミ（Al）キルド鋼
が製造できるようになった。数年後に日本でも自動車の大量生産が始まると，プレス成形時の
生産性向上のため深絞り用鋼板の需要が急増したが，国産材を使用すると割れやしわが発生す
るため６０％以上をアメリカからの輸入材に頼らざるを得なかった。これにショックを受けた鉄
鋼各社は，輸入材の調査結果やアメリカの研究論文などを手掛かりに深絞り用鋼板の製造研究
（$）

に努力した結果，６０年頃に高 R 値の低炭素 Al キルド鋼板が製造できるようになった。
続いて，自動車各社では乗用車専用工場が設置され量産が本格化すると，次の目標はコスト
ダウンに向けられ，プレス部品のコスト中で大きな比重を占める材料費が標的となった。その
ため，プレス成形方法にはそれまでの深絞りに代わって材料歩留りの高い浅絞りや張出しが増
加し，それに伴い使用材料も一変して高価な低炭素 Al キルド鋼から浅絞りや張出しに有利な
（%）

低降伏点（YP）のリムド鋼が求められるようになった。
こうした時期，鉄鋼各社は新鋭製鉄所を建設して急増する量的要求に対応するとともに，
OCA 脱炭焼鈍・真空脱ガス・LD 転炉製鋼・連続鋳造などの新技術を欧米から導入した。これ
らの革新的鉄鋼技術を習熟し高度化させたことが，その後の新製品開発に大きく寄与すること
になる。

#―"

導入技術の高度化により開発された代表的な自動車用鋼板

最初に登場したものが脱炭リムド鋼板である。１９６１年にアメリカから導入されたオープンコ
イル焼鈍（OCA）炉を活用して，表面美麗で高歩留りの期待できるリムド鋼を高温で再結晶お
よび脱炭焼鈍して結晶粒を十分成長させることにより，低 YP・高延性・高 R 値・遅時効性を
（１０）

得ることに成功した。この鋼板は深絞り性と表面性状を必要とするフェンダーなどに適用され
たが，高温焼鈍により結晶粒が粗大化しやすいためプレス加工で肌荒れ発生の危険性があり，
また帯状鋼板を緩く巻いて焼鈍する方式であるため生産性が劣るという問題もあった。

（#） Whiteley, R.L. “THE IMPORTANCE OF DIRECTIONARITY IN DRAWING QUALITY SHEET
５２ １９６０ pp．
１５４〜１６９；WHITELEY, R.L. & WISE, D.E.
STEEL” Transactions of The A.S.M. Vol．
“Relationship among Texture, Hot Mill Practice and the Deep Drawability of Sheet Steel” FLAT
４７〜６３.
ROLLED PRODUCTS Ⅲ １９６２ pp．
（$） 佐々木健二 安森 古「薄鋼板製造技術の発展」
『ふぇらむ』Vol．
" No，
# １９９８ ４２頁。
（%） 吉田清太「自動車車体の薄鋼板とプレス成形の戦後小史」
『日本機械学会誌』 第８４巻 第７４８号
１９８１ ５２頁。
（１０） 佐々木健二 安森 古 前掲『ふぇらむ』４２頁。
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もう!つはコアキルド鋼板である。精錬された溶鋼を鋳造する際に，リミングアクションの
途中で鋳型内に Al を添加し溶鋼の対流運動を停止させると，表層がリムド鋼で内層が Al キル
ド鋼となるので，これを圧延・焼鈍してつくる。この製造方法は，リムド鋼の良好な表面特性
と Al キルド鋼の優れた冷間加工性とを結合するために，１９５０年代から欧米で試みられてい
（１１）

たが，６０年代中頃にわが国で実用化された。Al キルド鋼特有である鋼塊の頭部欠陥に起因し
た歩留り低下の問題は残るものの，深絞り性・表面性状・遅時効性ともに良好であるため７０年
代末までの間，自動車用の深絞り用鋼板として多用された。

"―"

超深絞り用鋼板の誕生

材料費削減という当時の顧客ニーズとはベクトルを異にする材料として，１９６５年にわが国で
極めて高い R 値である極低炭素 Ti 添加鋼板が生まれた。この鋼の特徴は，真空脱ガスにより
極低炭素とした溶鋼中に適量の Ti を添加して冷延鋼板とすると，極めて高い R 値と高延性・
（１２）
（１３）

低 YP を示すことである（図"）。その後の研究から，溶鋼中の C 量が低いほど優れた引張り特
（１４）

性が得られることが明らかになった。

図!

引張り試験値に及ぼす鋼中 Ti 含有量の影響（TS：引張り強さ，YS：降伏強度，El：全伸び）

（１１） Behrens, K.F. & Hammer, R. “Production of Aluminum-Killed Steel by Mould Additions of
６０〜６４.
Aluminum” JOURNAL OF METALS September １９６７ pp．
『塑性と加工』vol．
１３
（１２） 福田宣夫 清水峯男「冷延鋼板の r 値向上におよぼすチタン添加効果」
no．
１４２ １９７２ ８４２頁；この頃から R 値の代わりに r 値が使用されるようになった。
（１３） 福田宣夫 清水峯男 前掲『塑性と加工』８４５頁。
（１４） 鋼組織中に侵入型固溶元素が存在しないため Interstitial element Free 鋼，略して IF 鋼と呼ばれ
る。
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図" 再結晶焼鈍時の加熱速度による r 値の変化

この鋼板のもう!つの特徴は，急速加熱と短時間の再結晶焼鈍でも材質劣化が起きず，その
ため連続焼鈍に適していることである（図#）。これは旧来の低炭素 Al キルド鋼にない非常に
（１２）

重要な点であった。
超深絞り用鋼板として広く知られたこの材料は，真空脱ガスや合金添加に起因して高価格で
あり，しかも Al キルド鋼板と同様に表面性状が劣っていたため，用途は新車立上時の緊急避
難材や一部の難成形部品用に限られた。しかし，その後の鉄鋼製造技術の革新と顧客ニーズの
急変などにより，１９８０年代末からはこの材料が多量に使用されるようになる。

$ 導入技術の高度化と国産技術による自動車用鋼板の発展
石油危機以降，省エネ・省資源の観点から自動車材料には燃費（軽量化）とともに耐食性が
要求されるようになり，防錆鋼板の開発・実用化が緊急の課題となった。それに対し，５０年代
以降に欧米から導入された LD 転炉製鋼・真空脱ガス・連続鋳造などの新技術はわが国で高度
化されて，その威力を発揮するようになっていた。

#―!

導入技術の高度化の概要
（１５）
（１６）

（!） LD 転炉製鋼
現在の主流である鉄鋼製造法では，高炉でコークスを用いて鉄鉱石（酸化鉄）を還元した後，
（１５） 日本鉄鋼協会編「鉄鋼製造法」第!分冊（製銑・製鋼）
，丸善 １９７２ %〜２２頁。
『NIPPON STEEL MONTHLY』vol．
１１ ２００４ １１頁。
（１６）「モノづくりの原点」
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還元中に高 C となった溶銑から C を除去し鋼としている。この鋼をつくるプロセスには１９世
紀中頃までパドル法が用いられていた。脱炭が進むにつれ鋼の融点が上昇し溶融状態での精錬
ができなかったためであり，半溶融状態のパドル法でつくられた錬鉄は不純物が多く，熱処理
も難しかったため材質が劣っていた。そこで，１９世紀後半にベッセマーやマルチンなどが，空
気吹き込みや反射炉により得られる高温ガスを用いて鉄浴中を加熱する転炉法や平炉法を発明
して溶鋼法を完成させた。そのうち，転炉法では炉壁の構成成分や鉱石中の成分組成との関係
で有害成分であるリン（P）の除去が難しかったため，設備投資額が大きいことや生産性が劣
るなどの問題点にも関わらず，原料に制約がない（スクラップを多量に使用可能），良質な鋼がつ
くれることなどから平炉法が広く普及した。
その後，２０世紀中頃になって酸素が安価に利用可能になり，空気の代わりに純酸素を使う LD
転炉製鋼法が１９５２年にオーストリアで実用化されてからは，生産性や熱供給源の違いなどから
転炉が有利となり，平炉は徐々に衰退した。
転炉製鋼法は，１９５７年にわが国に導入されて以来，生産性の向上，コスト競争力，鋼材製品
の高級化・多様化・軽量化などの要求に対応して，プロセス技術を中心に高度化してきた。そ
の代表例を図$に示すが，転炉における上底吹き技術や（従来，転炉で行われてきた）脱珪素（Si）・
脱硫黄（S）・脱 P・脱 C の反応を，溶銑予備処理，転炉（!次精錬）および"次精錬に分割し
て行う技術が開発され，鋼材品質の厳格化を可能としている。
（１７）

（"） 真空脱ガス
真空脱ガス法には主に"つの方法がある。!つは１９６８年に工業化された方法で，溶鋼を取鍋
から真空槽の中に吸い上げ，水素・窒素の脱ガスを行う DH 法である。真空槽中の圧力を下げ
ると気体が液中から出てくる原理を利用し，真空槽を上下させて溶鋼を入れ替えて処理を繰り
返す。その後，１９７０年頃に開発された方法は RH 法と言い，真空槽と取鍋の間で溶鋼を還流さ
せて反応面積を増やす方法である。ガスの吹き込みにより環流状態をつくり，上部の真空槽で
脱ガスされた溶鋼が取鍋に戻り，再び取鍋から真空槽に上昇することによって，溶鋼全体が徐々
に脱ガスされる（図%）。
当初，この真空処理は脱ガスが目的であったが，酸素を上部から吹きつけたり，ノズルから
吹き込むと溶鋼中の炭素が一酸化炭素として燃焼するため脱炭処理ができる。この方法は IF
鋼の製造に用いられている。
（１８）
（１９）

（#） 連続鋳造
精錬された鋼は合金添加により成分調整された後鋳造工程に送られ，ここで凝固してスラブ
（中間製品）となる。１９６０年代までは，鋳型に溶鋼を流し込んで自然冷却により凝固させて鋼塊
（１７） 前掲『NIPPON STEEL MONTHLY』vol．
１２ ２００４ １５頁。
（１８） 日本鉄鋼協会生産技術部門冷延部会編『冷延鋼板マニュアル』１９９６，&頁。
１３ ２００４ %頁。
（１９） 前掲『NIPPON STEEL MONTHLY』vol．

１９
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（８４）

図! 転炉製鋼の高度化の推移

図" 真空脱ガス技術の高度化の推移

図# 連続鋳造設備の構造
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とした後，これを再び加熱して分塊圧延によりスラブとしていたが，１９７０年代に連続鋳造が導
入され，溶鋼から直接スラブがつくられるようになった。連続鋳造では，取鍋中の溶鋼をタン
ディッシュ（注入槽）を経て鋳型内に注入し凝固させる（図#）。その際，鋳型接触により凝固
した状態のものを鋳型から引き出し，一定長さに切断してスラブとする。連続鋳造は，分塊工
程の省略による生産性向上と溶鋼の熱を効率的に活用できる省エネルギー効果が大きいことか
ら採用率は急成長し，現在ではほぼ１００％になっている。
連続鋳造プロセスの重要な役割として鋼中介在物の除去がある。酸化物などの固体介在物は
製品の加工性や表面疵の原因となるため，溶鋼が固まる以前に介在物を浮上させて除去する。
また，溶鋼中の成分が再び酸化したり，鋳型の構成成分が脱落したり溶け出したりした物質，
あるいは注入槽中の溶鋼の保温や酸化防止に用いる粉体が巻き込まれてできる介在物，などを
浮上・除去する必要がある。
それらの溶鋼中の介在物を徹底的に除去するため，わが国で各種の工夫が行われた。例えば，
注入槽中に堰を設けて溶鋼の留まる時間を長くし介在物を浮上させる方法や，Ar ガスなどで
溶鋼をシールして大気に触れるのを防止する方法，電磁ブレーキにより溶鋼の流速を制御した
り，鋳型の形状を変えて鋳型内に注入する時に介在物が浮上しやすくする方法，などがその例
である。
以上のような数々の介在物対策を行うことにより，キルド鋼に特有の問題点であった表面疵
の発生を防止できるようになった。

"―!

（２０）

連続焼鈍技術の開発と IF 鋼板製造への適用

薄鋼板の製造プロセスの中で合理化の最大のネックであったバッチ焼鈍を連続化する試みは
１９５０年頃から欧米で行われていたが，材質上の問題からその適用は表面処理鋼板に限られ，高
度な加工性を要求される自動車用鋼板の製造は不可能であった。その主な冶金学的課題は，
「短
時間焼鈍中に結晶粒をいかに成長させるか」と「焼鈍中に結晶内に多量に固溶した C を急速
冷却工程でいかに析出させるか」であった。
それらの製造技術上の難題を解決して，１９７０年代初頭にわが国で"基の連続焼鈍設備が実用
化された。開発技術の要点は，①鋼成分と熱延巻取り温度を適正化することにより，短時間焼
鈍中での結晶粒成長を促進させる，②焼鈍終了直後の冷却速度を非常に大きくして固溶 C の
過飽和度を高め，それ以降の冷却中での C 析出を起きやすくする，③応力過時効処理により
C 析出を促進する，である。
連続焼鈍技術の実用化により，それまで独立した工程であった電解清浄，バッチ焼鈍，徐冷，
調質圧延，巻取りの各工程が!つのラインに統合され，これにより従来１０日かかっていた製造

（２０） 佐々木健二

安森

古

前掲『ふぇらむ』４３頁。
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図! 主要技術の導入
（開発国）
および高度化の時期と技術の役割

図" 冷延鋼板における鋼種と製造法の変遷

日数がわずか!日（焼鈍時間は数分以下）に短縮された。そのため，材料の歩留りロス，製造に
要する時間，設備規模，要員，コストなどが大幅に削減され，工程管理も単純化された。
また，１９８０年頃から自動車用鋼板に対する高い防錆性能の要請が強まり，従来の冷延鋼板は
表面処理鋼板へと大きくシフトすることになった。そのため，欧米では厚目付の溶融 Zn ある
いは電気 Zn めっき，塗装皮膜処理などの開発が進められたが，わが国の場合は，塗装後の防
２２
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錆性と製品価格の点から合金化 Zn めっき（GA）鋼板が選択された。GA 鋼板は連続焼鈍，溶
融 Zn めっきおよび合金化処理を同一ラインで行って製造されることから，鋼板の素材には短
時間焼鈍と急速冷却という熱処理サイクル下で結晶粒成長が期待でき，しかも完全非時効であ
ることが要求される。そのため，従来の低炭素 Al キルド鋼に代わって IF 鋼がめっき原板とし
て広く用いられるようになる。

"―!

鋼板製造技術の大変化

以上のように，わが国では導入技術の高度化と新技術の開発を巧みに組み合せることにより，
石油危機以降の顧客（自動車）ニーズの変化に迅速・的確に対応することができた。それらの
要素技術の推移を図#に，また，この２０数年間におけるわが国の自動車用鋼板の製造技術の変
（２１）

化を図$に示す。これらから，この期間に鋼素材（成分と製鋼法），造塊法および熱処理技術が
大きく変化したことが分かる。

" おわりに
遅れて先進工業国に仲間入りしたわが国の鉄鋼技術開発においては，大がかりな設備技術を
要するがゆえに技術の長期持続性を前提として，優れた技術の導入とその応用がこれまでの重
要課題であった。本稿では，２０世紀の後半におけるわが国の自動車用鋼板の開発を取り上げ，
導入技術の習熟と高度化に加えて，ユーザーニーズへの迅速かつ的確な対応が新材料の開発・
発展につながった経緯について考察した。

（２１） 岡本篤樹「自動車材料特集」
『住友金属』Vol．
４８ No．
! １９９６ １４頁。
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