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研究背景

＊省エネルギ

＊希少資源節約

＊リサイクル性

希少資源を成る可く使用しない高強度の材料を作り出すことにより、
構造物の軽量化やリサイクル性の向上さらに希少資源の節約が可
能となります。これは構造材料への時代の要請です。
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軽量化の重要性 → 素材開発の要請

日本経済新聞 １９年１１月１６日
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設計物の軽量化の手法

１．軽量材料の使用

例：アルミ、プラスチック、複合材料への転換

３．最適設計（無駄なところを省く）

２．材料の強化（材料強度の向上）

例：高張力鋼板使用による自動車の軽量化
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材料の強度を上げる方法の中で

結晶粒を微細化するために、１．加工熱処理 ２．合金元素の添加など、
いままでも、工業的にも研究的にも多くの力が注がれています。

最近、結晶粒微細化の方法として

「強加工法」が注目されています。
強加工法とは、材料に高い塑性歪を
与え、物理的に分断・細分化する方法

「結晶粒微細化」は、

力学的特性を向上させる優れた方法です。

強加工法により、結晶粒を、

ナノの大きさにすると力学的特性が
大幅に向上する例が出現しています。
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結晶粒ナノサイズ化による強度･靱性のトレードオフ問題の解決

開発ステンレス鋼の靭性と引張強さの関係

通常、金属材料の強度を向上させると靭性が減少します。しかし、結晶粒をナノ
サイズまで細かくすると「強度・靭性の両方が向上する」素晴らしいことが起き、

結晶粒の微細化が材料への時代の要請に応える有力な材料技術です。

日立などのナノ結晶組織制御ステンレス鋼

Tech-On（2002年3月13日付ニュース参照）

特別な合金元素を含まぬ純Tiでも、強加工を施すことにより、高強度Ti合金
並の引張強度900MPaを得ることができる。（チタン Vol.58 No.2 平成２２年４月）
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強加工法の例

• 「超強加工による結晶粒超微細化」より
• 東北大・金研・金属組織制御学研究部門(古原研)
• http://www.st-mat.imr.tohoku.ac.jp/SPD.pdf

機械部品に
適用する
には、断面
積を保持し
たままでの
強加工法
が必要で
ある。
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ECAP法 (Equal-Channel Angular Extrusion)

シュミレーション解析図

ECAP法：金型の屈曲部において高い剪断歪みが与えられる
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「巨大ひずみ加工ARB法による純チタンの結晶粒超微細化」より，
チタン協会誌 Vol.58 No.2，p.140-144(2010)辻伸泰，寺田大将，北原弘基，井上誠哉，

純チタンでも、チタン合金並み
の強度を得られる。

かつ、靭性は失われない

ARB法
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従来の、圧延・鍛造により強加工を行うと

薄板か細線になり、用途が限られてくる

機械部品に適用可能な素材をナノ微細化できる

実用的な強加工法の開発が望まれている。

今までに開発されている強加工法は、

加工力、生産性などの理由で非実用的

実用的な強加工法の開発が望まれている。

すなわち、断面積の減少を極力抑え、

強加工後も機械部品として活用できる寸法持つナノサイズ材料を
製造できる強加工法の開発が望まれています。
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３通りの強加工法及びそのバリエーションです。

３．正方形の孔型を持つ二つの圧延ロールを加工軸に対し捩った
状態で対向させ孔型を通すことにより材料に捻り歪を蓄積する

１．等断面積で異形の金型を用い、材料方向を変え繰り返し鍛造
する方法。鍛造中、材料長さは、変わらない。

２．等断面積で異形の孔型を持つ、圧延ロールで順次圧延するこ
とにより、断面積減少を極力抑えて歪み量を蓄積する。

断面積の減少を極力抑え、且つ、材料に高い歪みを与えるこ
とができる、実用性を伴った方法の提案です。
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１．異形等断面積の金型による鍛造
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・異形等断面積鍛造法（実施例）

13

型鍛造工程

圧縮 取出し

試料90°回転
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・実験

14

・金型

材料：SKD11 100×100×20
ダイス穴部： 8×45×20
パンチ凸部： 8×45×7.5
・試験片

材料：純チタン

サイズ：7.5×7.5×45

・鍛造回数

回数：0，1，3，10
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型鍛造法による純チタンの強化
応
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10回 3回 ARB法による純チタンの強化
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２．異形等断面積の孔型を持つ圧延ロールによる圧延加工

孔型圧延機(SUJ2）全体↑
八角、六角、矩形の孔型圧延ロール

設計図

一昨年の例↓
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純チタンの孔型圧延による強化
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３．対向する孔型圧延機による捻り加工

孔型圧延ロール

孔型圧延ロールを加工軸に
対し捩った状態で対向させた

加工機 →
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純チタンの孔型圧延機を用いた捻り加工による強化

引張試験（外側）
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ECAE法 ① TLO出願
2008-2045

② TLO出願
2008-2739

③ TLO出願
2009-159813

孔型圧延法 捻り孔型圧延法 異形等断面積鍛造法

加工力 × ◎ ○ ○

生産性 × ◎ ◎ ○

製品寸法 △ ◎ ◎ ◎

工業化 △ ◎ ○ ◎

ダイスを
用い
摩擦
によ
り加
工力
が大
。

超微細化が実現
できれば今ま
でにない優れ
た方法で工業
的に画期的
な成果となる
。均一に歪み
を蓄積できる
よう孔型の最
適設計が必
要。

生産性は高い
が捻りのた
め径方向に
歪み分布を
生じ、表面
近くが強加
工され、微
細化、強化
される。

①に比べ加工力と生産性で少し
劣るが、プレス機を所有する
部品メーカでは企業内で強化
された素材の生産が可能とな
る。

①では、圧延ロールの噛込みに
より孔型の組合わせに制限
が生じる可能性があるが、③
では型鍛造のため、その心配
がない。

新技術の特徴
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実用化に向けた課題
• 既に、本特許に基づく加工装置を用い、純チタンを試料とし、工具鋼の
加工具を手動で加工し、3方法とも加工による強化を確認している。

今後は、加工プロセスの最適化へ向け有限要素法解析と実験による加工
治具の改良及び加工装置のモータ駆動により、実用化が可能である

想定される用途
強加工により力学特性を向上させた材料がバルク材として得られ
る可能性があり、機械部品として使用することにより小型化軽量化
へ寄与する可能性が考えられる

ナノ結晶材料の実用化へ向けての研究も
行われている

Y. Kubota, T. Nakamura, M. Kobayashi, K. Fukuda & N. Niwa
J.Mater.Test.Res.Vol.48,No.4,Oct.2003

材料試験技術，Vol.47,No.1,2002年１月号 →

福田勝己,小林光男,佐々木武三,辺見信彦,伊藤拓嗣
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☆自動車の軽量化に関する資料
◆自動車の軽量化 生き残り：http://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-
houkoku/16seizou_car_lightweight.pdf
◆自動車軽量化による産業構造変化：
http://www.randdmanagement.com/c_auto/au_005.htm
◆日経Automotive Technology 2008年5月号：
https://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20080326/149446/

• ☆ECAP法に関する資料：http://eb-cat.ds-
navi.co.jp/jpn/tech/ej/img/no167/167_02.pdf

• ☆超微細粒鋼の技術展開：http://e-
materials.net/outlook/OUTLOOK2006/OL2006_cap/cap3-5-7d.pdf

• ☆超微細結晶粒組織製造のための高歪塑性変形法の現状:村上陽太
郎： http://www.ostec.or.jp/nmc/TOP/36.pdf

• ☆超強加工による結晶粒超微細化：http://www.st-
mat.imr.tohoku.ac.jp/SPD-UFG.html

強加工による結晶粒微細化に関する資料例
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お問い合わせ先

工学院大学・・・機械システム工学科

丹羽 直毅

TEL ：０３-３３４０-２５９３

FAX ：０３-３３４０-０１０８

E-mail： niwa@cc.kogakuin.ac.jp

工学院大学 総合研究所 研究推進課

田口 貞ニ郎

TEL：042-628-4940

FAX：042-628-4853

E-mail：teijiro_taguchi@sc.kogakuin.ac.jp


