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日産自動車（株）

鉄は強いだけでは
ダメである

7Chapter

World First Development of 1.2GPa Ultra High Strength Steel with High Formability

世界初1.2GPa級高成形性ハイテン材の開発

自動車の軽量化に高張力鋼板が使われている。
これは通常軟鉄に近い鋼材で作られる自動車用鋼板に微量の炭素を入れ，熱処理（焼き入れ・焼き戻し）を可能にすることで強くした鋼材だ。

しかし炭素量には限界があった。鋼，つまりスプリングのような鋼材になってしまうのだ。
成形しようにも金型から外すと形が戻ってしまい，溶接するとその個所の熱処理が戻ってしまう。

その限界を超えた超高張力鋼板に成形性を持たせた鋼材を，鋼材メーカとともに，自動車メーカが完成させた。

写真：桜井 健雄
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アルミニウム，カーボンファイバに対抗する
高成形高張力鋼板

　世界的にCO2（二酸化炭素）排出量の削減
が求められるなか，パワートレインの高効
率化はもちろんのこと，車両重量の低減も，
CO2削減にかかわる燃費改善に欠かせぬ要
求項目となっている。
　世界的なプレミアムセグメントにおいて
は，アルミニウム製車体の導入が始まって
おり，電気自動車ではカーボンファイバの
採用も登場している。そうした車体軽量化
の流れのなかで，Dセグメントとされるミ
ディアム4ドアセダンにおいては，まだ材
料置換による軽量化は小範囲では採用して
いるが，従来ならではの高張力鋼板による
車体構成となっている。このセグメントに
おいては，価格競争力も重要な要素である。
また，国内のプレス産業において，設備が
整った冷間プレスを活かす道を探ることも
求められている。
　とはいえ，軽量化へのさらなる要求は，手
綱が緩められるわけではない。
　日産は，新型スカイラインにおいて，大幅
な軽量化を促進しながら，同時にまた，世
界的に要求基準の高まりを見せる安全性を
も両立させるため，かつて例のない，引っ
張り強さ1.2GPa（ギガ・パスカル）級の高
成形超ハイテン材の開発に着手した。
　ここでまず，ハイテン材とは，という説
明が必要であろう。
　ハイテンとは，高張力鋼板のことであり，
英語でHigh Tensile Strength Steel Sheets
を，日本流に縮めた業界用語である。
　一般的には，340MPa（メガ・パスカル）
以上を高張力鋼板といい（490MPa以上と
いう見方もある），それ以下は普通鋼板とい
う。また，980MPa以上になると，超高張
力鋼板という（図1）。
　そのうえで，日産が開発に着手した
1.2GPa級高成形超ハイテン材とは，どれほ
ど優れた高張力鋼板であるのか，企画・先
行技術開発本部 材料技術部 材料技術企画
グループのアシスタントマネージャーであ
る福原 恵美は，次のように説明する。
「これまでの1.2GPa級のハイテン材は，今

回開発した高延性ではなく低延性のもので，
成型が難しくないバンパレインフォースな
どでは使われた例があります。しかし，今
回の1.2GPa級高成形超ハイテン材は，鉄鋼
メーカの研究所レベルでは存在したかもし

れませんが，世の中にはまだなかった，世
界初の鋼板で，成形が車体構造の中でも難
しいとされるセンターピラーに適用するこ
とができます（図2）」。
　超高張力鋼板は，引っ張り強度が高い。そ

本開発は下記に示した特性値を満足すべく，変態誘起塑性効果を発現する残留オーステナイト，軟質
フェライト，硬質ベイナイト，マルテンサイトを最適なバランスで，かつ極限まで微細化した複合組
織を開発

図 2　成形が難しいセンターピラーの採用に成功

図 1　開発材料概要

7Chapter
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れを簡単にいえば，薄くても強い鋼板であ
る。だから，軽くなる。

炭素量を増やすと
溶接が難しい

　しかし，強いだけに，板から車体に使う
部品の形にするのが難しい。強いので，板
をプレス加工（塑性加工）しても，型の通
りに形が出来上がりにくいのである。しか
も，超高張力鋼板を利用したい箇所は，車
体の客室を衝突などの衝撃から守る部分で，
その部品はほかに比べ複雑な形状をしてい
る。それを実現するための成形性を高める
目的で，より微細化された金属組成に変え

るとともに，含まれる炭素量を増やす開発
を行うことになった。
　だがそれには，一大決心が必要であった
と，福原は振り返る。
「これまで，高張力鋼板から超高張力鋼板
に開発を進めた際も，980MPaまででとど
まってきたのには訳があるのです。炭素量
を0.1％以下に保つことを守ったためで，そ
れは溶接性にかかわります。0.1％を超えた
とたん，溶接強度に影響するからです」。
　せっかく強い鋼板を使っても，部品を組
み合わせる溶接がはがれてしまったのでは
意味をなさない。
　1.2GPa級高成形超ハイテン材の溶接の
難しさについて，車両生産技術本部 車両技

術部 車体技術管理課の吉田 健が専門家の
立場から語る。
「材料技術部からその話を聞いたときには，
『そこへ踏み込むのか！』と，正直思いま
した。それほど大変なことなのです。
　鋼板は，鉄鋼メーカで厳密に温度管理を
しながら，赤く熱した鉄の塊を圧延し，そ
の熱処理を繰り返しながら板にしていきま
す。ところが，自動車メーカで溶接する際
には，ただ鋼板を溶かして密着させ，固め
ています。そのため，溶接することによっ
て粘りが低下し，硬くなりすぎて，もろく
なってしまう。
　溶接でも温度管理を行い，粘りを損なわ
なくする方法は幾つかあります。しかし自

①ナゲット微細化

開発通電プロセス（例）

②熱影響部拡大

熱影響部

中C材料に対応した，加圧力と電流，通電時間を高度に制御する独自の溶接プロセスを確立
［強度向上メカニズム］
①ナゲット端部の結晶粒微細化による靱性向上（急冷サイクルプロセス）
②熱影響部の軟化幅の拡大によるナゲット部への応力集中を緩和（後処理とホールド時間の最適化）

図 3　スポット溶接の強度向上メカニズム

図 4　後熱処理とホールド時間の最適化により，溶接後の硬化を避けている
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動車メーカでは，既存の溶接工程でそこま
でのことをしていません。コンマ何秒で溶
接ロボットのガンに電気を流し，熱をかけ
て溶接したあと，冷却を早めないことに
よって粘りを出せることは分かっていまし
た。いわゆる焼き戻しですね。しかしなが
ら，では，何千点もあるスポット溶接の打
点でそれをやったら，製造ラインが長く延
びてしまいます。そうした時間の制約との
戦いとなるのです」。
　解決のために採った手法は，スポット溶
接の通電パターンに，溶接部を微細化する
ための急冷サイクルプロセスと，通電後の
ホールド時間を最適化するプロセスを導入
したことだ（図3，4）。ここに至るまで，材
料技術部と，鉄鋼メーカと共同で，幾つも
のテストピースを作り，試験を繰り返した。
「それだけではありません。溶接ロボット
の溶接を行う部分をガンといいますが，あ
らゆる打点について，パネルへの向きや，
打点のズレがないかにも目を配り，生産へ

福原 恵美 Emi FUKUHARA

日産自動車株式会社
企画・先行技術開発本部
材料技術部
材料技術企画グループ
アシスタントマネージャー

「開発中はガムシャラで，この開発が
世の中でどれほどのものであるか考え
られませんでしたが，技術開発賞を
受賞したことで，社内のホームページ
に出たり，新聞に出たり，写真が載っ
たりしたことで，サプライヤの方々か
らも『凄いね！』『革新技術だね！』と，
声をかけていただき，本当にやってよ
かったと。開発は大変でしたが……
思い入れのある技術が出来上がった
と思っています」

石内 健太郎 Kentarou ISHIUCHI

日産自動車株式会社
企画・先行技術開発本部
材料技術部
金属材料グループ

「材料の分野で，こういった賞を戴け
ること自体に驚いています。多くの
候補の中から，材料で大きな賞を受
賞することができ，大変うれしいで
す。新聞記事などでも，1.2GPa と
いった言葉が出てきて，けっこう目立
つことをやったのだと分かり，やって
よかったと嬉しく思っています」

岩崎 剛 Tsuyoshi IWASAKI

日産自動車株式会社
Infiniti製品開発本部
Infiniti製品開発部
車両・車体計画設計グループ
アシスタントマネージャー

「この賞については事前の知識がなく，
表彰の式典に参加して，こういう賞なの
かと事の重大さに驚きました。全国の
メーカやサプライヤの中から選ばれたの
かと，大変緊張しました。会社に戻って，
ホームページに出ても，部署内ではま
だピンと来ていない人が多いようですが，
式典に出席することで賞の重みを感じま
した。また，山下さん（山下 光彦　元（当
時）自動車技術会会長）から，賞を受
け取れたのもうれしかったです」

吉田 健 Tsuyoshi YOSHIDA

日産自動車株式会社
車両生産技術本部
車体技術部　車体技術管理課

「クルマの技術にかかわる賞として，
製品や機能が対称対象かと思って
いましたから，材料で，また生産技
術で受賞することができ，改めて重
要な技術を作り上げたのだという実
感を持ちました。車体，設計，材料，
溶接，成形など各部署が同時進行で
取り組んできたことが，受賞につな
がったのだと思います」

徳光 偉央 Hideo TOKUMITSU

日産自動車株式会社
車両生産技術本部
車両技術開発試作部
要素技術開発グループ

「生産技術は裏方なので，賞の候補
になるとは考えていませんでしたので，
選ばれ，スポットライトがあてられる
ことに驚いています。同時に，私の
ほかにも苦労してきた方が大勢いる
ので，恐れ多くプレッシャーにもなり
ます。受賞の嬉しさを実感したのは，
栃木工場でともに苦労し，いまはブ
ラジルへ出向している課長から『受賞
したんだね！』と，地球の反対側か
ら電話をもらえ，いろいろな方から
評価してもらえるいい賞をいただいた
のだと改めて思いました」

　クルマの車体は，鋼板で作られている。その
鋼板にも種類がある。近年，燃費向上は厳し
い競争にあって，各自動車メーカは軽量化にし
のぎを削っている。また，衝突安全に対する
要請も厳しく，単に軽さを追求するだけでなく，
強度の高い鋼板の登場が求められている。そ
うしたなか，強くて薄い鋼板ということで，高
張力鋼板が登場し，さらにその上を行く薄さと
強度を両立させた超高張力鋼板が誕生するに
至った。今回，開発されたのは，その超高張
力鋼板でもさらに強さを追求した鋼板である。
しかし，鋼板が強くなればなるほど，部品の形
に変形させたり，部品同士を組み合わせる溶接
が難しくなったりする。そうした課題をも解決し
たのが，1.2GPa 級という，従来の 980MPa
を超えた超高張力鋼板であり，なおかつ成形
性を確保した高成形という新しい超高張力鋼
板である。これによって，新型スカイラインの
車体では，すべての性能を満たしたうえで 6kg
の軽量化を果たしている。

超高張力鋼板の上を行く鋼材
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もってゆけるかを確認していきました」。
　それらは，品質確保の取り組みだと吉田
はいう。さらに，量的取り組みもあったと
話す。
「一つの車体を作るには，何十もの鋼板の
組み合わせがあり，代表的な部品としてセ
ンターピラーでできたことを，そのままほ
かの箇所へ簡単に適用できるわけではあり
ません。車両開発のプロジェクト段階にな
ると，うまく溶接できない箇所が出てきま
した。そこは，車体設計の岩崎と相談しな
がら解決していきました」。

　Infiniti製品開発本部 Infiniti 製品開発部 
車両・車体計画設計グループのアシスタン
トマネージャーである岩崎 剛は，
「従来からの高張力鋼板の接合においても，
板厚によっては組み合わせの適合を考えな
ければならない状況はありました。とはい
え，センターピラーに1.2GPa級高成形超ハ
イテン材が使えるとなれば，車体の構造材
として軽量化と強度を出すため，ほかの箇
所にも使いたくなります（図5）。たとえば，
フロントピラー，ルーフレール，シルなど
のレインフォース……。そこで，吉田の部

署と何度もやりとりをすることになったの
です」と振り返る。
　そうした溶接性を確保しながらの鋼板そ
のものの開発においても，「車体の部品と
して必要な特性値を提示するのが難しかっ
た」と，福原とともに1.2GPa級高成形超
ハイテン材の開発を担った企画・先行技術
開発本部 材料技術部 金属材料グループの 
石内 健太郎は語る。
「鋼板の成分設計と，組織をどうするかを
鉄鋼メーカと一緒に話を進めていきました。
延びのある組織と溶接性の課題をどう解決
していくか，そこは試行錯誤でした」。

強度が上がると
成形が難しくなる

　溶接とともに，1.2GPa級高成形超ハイ
テン材を実用化させるうえで不可欠だった
のが，プレス加工における成形性の確保で
あった。車両生産技術本部 車両技術開発試
作部 要素技術開発グループの徳光 偉央は，
いきなりかつての失敗談から話始める。
「超高張力鋼板の成形性の難しさは，
980MPaで経験済みでした。当時は，CAE
での形状予測精度が十分でなく，プレス加
工した製品ができてから苦労しました。
　成形の要求精度は，±0.5mmとなってい
ます。ところが，金属の金型で金属の成形
するプレス加工では，超高張力鋼板ともな
ると必要とされる加工力が高まるので，金
型にもヤング率（硬さの値の一種。曲げ剛
性，たわみ剛性）があるため，設備側に変
形が生じ，かつ予測精度が十分でないこと
もあって，出来上がった車体部品の弾性回
復も重なり，精度の高い成形ができなかっ
たのです。
　そこで今回は，980MPaでの苦い経験を
活かし，形状精度予測をより徹底して行お
うと，金型の変形も考慮したCAEでシミュ
レーションを行いました。それを実験でも
確かめながら作業を進め，980MPaより高
強度の1.2GPaの高成形超ハイテン材での
高い精度の成形を実現させることができた
のです（図6）」。
　こうして，1.2GPa級高成形超ハイテン材
という超高張力鋼板ができあがり，溶接と

図 5　車体の構造別に鋼材を使い分けている。赤く塗られたところが今回の 1.2GPa 材、黄色が 780 〜
980MPa 材，青が 440 〜 590MPa 材，グレーが軟鋼となっている

型自体の歪みを再現

型の構造解析結果（×100）

◆成形性
成形解析精度の向上により，本開発材の成形に必要なプレスのスプリング
バッグ（材料の戻り）を考慮した高精度な設計を実現

図 6　型の構造解析結果

協力：新日鐵住金株式会社，株式会社神戸製鋼
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成形性の課題を克服したわけだが，まだ課
題は残されていた。
　岩崎は，
「鉄鋼メーカにしても，プレス加工メーカ
にしても，一社でできれば済むことにはな
りません。たとえば震災や災害など，何か
不測の事態が起きても生産を確保できるよ
う，複数のメーカで同じ鋼板やプレスがで
きることが必要になります。そうしたメー
カへの支援を含め，材料技術部や，生産技
術部の協力を得ながら，みんなで一致協力
して先行開発から量産へ持ち込んでいった
のです」と語るのであった。

鉄板だけでも
ここまでできる

　様々な苦労を経て，1.2GPa級高成形超ハ
イテン材は，2013年に発売された13世代目
のスカイラインの車体に採用され，世に出
た。
　材料開発に携わった石内は，
「材料開発は，見た目はただの鉄板のこと
ですから（笑），新車開発で採用されたと
いってもあまり実感がないんです。ただ，で
きあがった実車の車体見本のカットボデー
を見たら，ああ，できてよかったと思いま
した」と，自らの仕事を振り返る。
　福原は，

「これまでのハイテン材の延長線ではなく，
高成形性を新たに加え，しかも，従来の
MPa級ではなく，GPa級と桁が違う領域に
強度を上げたものを成し遂げることができ
たことに，感慨深いものがあります。社内
一丸となって取り組んだのはもちろん，鉄
鋼メーカとも一緒に挑戦し，達成できた喜
びは大きいです」と，実現の喜びを語る。
　吉田は，
「栃木工場で生産が立ち上がったとき，ボ
デーにドアも付いてクルマの形になってい
き，気掛かりだった精度もよく仕上がって
いるのを見て，ここまで来たのだと実感す
ることができました。溶接の試験などは試
験片で行うので，材料としてはできあがっ
ても，なかなか実感はわきにくかったから
です。さらに，工場で車体を組み上げてい
く作業者がセンターピラーを手に持って，
『持っただけで軽いのが分かる』と声をか
けてくれたのが印象的です。これまでも，
980MPaなど超ハイテン材の開発はやって
きましたが，そこまでのコメントを作業者
から耳にすることはなかったので，一つ大
きく踏み込んで，次の領域に入ったのだと
いうことを改めて確認することができまし
た」と，作業者の一言が，吉田の達成感を
際立たせた。
　徳光は，まさにしみじみと完成を味わっ
た一人だ。

「980MPaの開発のときは，CAEの予測
精度の信頼を裏切る結果になってしまい，
1.2GPaでは信頼回復を肝に銘じて，岩崎と
一緒に取り組みました。そして，最初の試
作部品をプレス加工したとき，特別大きな
問題もなく，不具合を出さずにでき，金型
の製作部署から『ちゃんとできているね』
と言ってもらうことができ，CAEの信頼回
復ができたと，本当にうれしかったです」。
　岩崎は，「車体の材料としては，オール
アルミニウムがあったり，カーボンファイ
バが出てきたりというなか，社内でも当初
は『やれるのか？』という目もありました。
ですから，鉄板だけでここまでやれる花形
の技術が出来上がったことを，いま噛み締
めているところです。すでに今後の車種へ
の展開も始まっていますし，ほかの自動車
メーカの車体や材料関係の技術者からうら
やましがられるなど，いまは本当にやって
よかったと思っています」と，周囲の反響
の大きさにも驚いている。
　こうして，第13世代目のスカイラインに
おいて，車体の上屋骨格の７部品に1.2GPa
級高成形超ハイテン材を採用され，6kgの
軽量化を果たすこととなった。また日産は，
2017年以降，1.2GPa級高成形超ハイテン材
を含む超ハイテン材の比率を25％に拡大
し，さらなる軽量化を図っていくとしてい
る。


