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(57)【要約】
【課題】異なる成形様式でも限界拡散性水素量を定義で
きる簡便な試験方法を提供する。
【解決手段】遅れ破壊を発生させるために試験片として
の金属材料に水素を導入する試験片水素導入工程、前記
試験片中の水素量を測定する試験片水素量測定工程、前
記試験片に複数存在する水素捕捉サイトを同定する水素
捕捉サイト同定工程、前記試験片中の各水素捕捉サイト
と遅れ破壊の対応関係に基づいて遅れ破壊に影響する組
織を同定する遅れ破壊組織同定工程、前記試験片中に水
素が存在する状態または前記試験片に水素を添加しなが
ら、該試験片に一定荷重を負荷し、試験期間中に予め定
めた限界時間まで破断が発生しなかった試験片の拡散性
水素量を限界拡散性水素量として測定する限界拡散性水
素量導出工程、および前記限界拡散性水素量のうち、遅
れ破壊に影響する組織に捕捉された水素量のみを導出す
る遅れ破壊組織の限界水素量導出工程、を含む、金属材
料の遅れ破壊評価法。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遅れ破壊を発生させるために試験片としての金属材料に水素を導入する試験片水素導入
工程、
　前記試験片中の水素量を測定する試験片水素量測定工程、
　前記試験片に複数存在する水素捕捉サイトを同定する水素捕捉サイト同定工程、
　前記試験片中の各水素捕捉サイトと遅れ破壊の対応関係に基づいて遅れ破壊に影響する
組織を同定する遅れ破壊組織同定工程、
　前記試験片中に水素が存在する状態または前記試験片に水素を添加しながら、該試験片
に一定荷重を負荷し、試験期間中に予め定めた限界時間まで破断が発生しなかった試験片
の拡散性水素量を限界拡散性水素量として測定する限界拡散性水素量導出工程、および
　前記限界拡散性水素量のうち、遅れ破壊に影響する組織に捕捉された水素量のみを導出
する遅れ破壊組織の限界水素量導出工程、
　を含む、金属材料の遅れ破壊評価法。
【請求項２】
　前記水素量に関する情報から、遅れ破壊に関与する組織に由来した水素の情報を分離し
て、特に転位に捕捉された水素量により遅れ破壊特性を評価する、請求項１に記載の金属
材料の遅れ破壊評価法。
【請求項３】
　前記試験片の厚さが０．１ｍｍ以上５．０ｍｍ以下である、請求項１または２に記載の
金属材料の遅れ破壊評価法。
【請求項４】
　前記限界拡散性水素量導出工程において、拡散性水素量の測定を昇温脱離分析法によっ
て行う、請求項１～３のいずれか一項に記載の金属材料の遅れ破壊評価法。
【請求項５】
　前記昇温脱離分析法において、昇温範囲：－５０℃以上３００℃以下の水素量を分析す
る、請求項４に記載の金属材料の遅れ破壊評価法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属材料の遅れ破壊評価法に関し、特に、異なる成形様式でも限界拡散性水
素量を定義できる簡便な金属材料の遅れ破壊評価法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車における軽量化と衝突安全性の向上の両立を目的として、自動車部品の高強度化
が進められている。しかし、鋼板が高強度化されると、材料中に水素が侵入した場合に伸
びなどの機械的性質が劣化する「水素脆化」と呼ばれる現象が発生する。これは高強度鋼
部品が静的な負荷応力を受けた状態で、ある時間を経過したとき、外見上はほとんど塑性
変形を伴うことなく、突然脆性的に破壊する現象として古くから知られており、遅れ破壊
とも呼ばれる。
【０００３】
　遅れ破壊感受性は材料の強度が高いほど高まり、引張強度1000 MPa以上の超高強度鋼で
は、水素侵入量が少ない大気腐食環境中でも脆化が生じる可能性がある。そのため、超高
強度鋼を実使用するためには、鋼の遅れ破壊評価を正確に把握・理解する必要がある。
【０００４】
　鋼のようなBCC金属は水素の固溶度が小さく、鋼中に侵入したほとんどの水素が転位、
原子空孔、析出物、結晶粒界などに捕捉されている。 しかし、材料中の水素全てが脆化
に影響するのではなく、水素脆化の原因は室温で鋼材中を拡散できる「拡散性水素」であ
ると一般的に解釈されている。例えば、析出物などに強く捕捉された水素は、室温では拡



(3) JP 2017-187441 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

散しない「非拡散性水素」であるため、脆化に影響しないとされている。
【０００５】
　そこで、前記拡散性水素の量に基づいて、鋼材の遅れ破壊を評価する方法が提案されて
いる。鋼材が遅れ破壊を起こさない上限の拡散性水素量：［Hc］（限界拡散性水素量）と
、環境から鋼材中に侵入する侵入水素量：［He］の両者を測定し、［Hc］が［He］よりも
大きな鋼材であれば、遅れ破壊が起きないと判定する。すなわち、限界拡散性水素量が高
い材料ほど遅れ破壊特性が優れていることを意味する。ここで、「限界拡散性水素量」と
は、材料中に水素が存在する状態または水素を添加しながら一定荷重を試験片に負荷し、
前記試験片のうち、予め定めた限界時間まで破断が発生しなかった試験片の拡散性水素量
である。
【０００６】
　限界拡散性水素量は、材料の組織や組成によって異なり、さらに同じ材料でも変形によ
り導入されるひずみによって大きく異なる。自動車用鋼板の分野では、成形の程度により
導入されるひずみ量が異なるため、ひずみ量が決まれば限界拡散性水素量が決定できるな
ど、ひずみ量と限界拡散性水素量との対応が求められている。
【０００７】
　限界拡散性水素量の測定方法としては、特許文献１に記載されているＵ曲げボルト締め
試験や、特許文献２に記載されている一定荷重引張りによる方法などがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１３４１５２号公報
【特許文献２】特開２００９－０６９００８号公報
【特許文献３】特開２０１１－０３３６００号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】S. Takagi, Y. Toji, M. Yoshino, K.Hasegawa, N.Wada, K.Takai, and
 Y.Hagihara, Steely Hydrogen Conference Proceedings, 2014, 13-20.
【非特許文献２】高井健一、材料と環境、２０１１年、Ｖｏｌ．６０、ｐ．２３０～２３
５．
【非特許文献３】萩原行人ら、鉄と鋼、２０１１年、Ｖｏｌ．９７、Ｎｏ．３、ｐ．１４
３～１５１．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、限界拡散性水素量は、同一の組織・ひずみ量・荷重であっても試験方法によっ
て測定される値が異なるため、一義的に決定できないという問題があった。そのため、現
状では各部材に適した試験方法で限界拡散性水素量を求め、部材毎に限界拡散性水素量を
定義する必要がある。例えば、自動車用鋼板では曲げ、絞り、などそれぞれの試験方法で
限界拡散性水素量を求める必要がある。
【００１１】
　さらに、試験方法の中には特別な形成技術を要するカップ絞り試験法や、特許文献３に
示す、部材が実環境上で受ける応力を応力解析により推定し、ひずみ量を定量化し、それ
に相当するひずみを試験片に加えた曲げ試験を行なう方法もあるため、一つの試験に多大
な労力と時間が必要である。そのため、異なる成形様式でも限界拡散性水素量を定義でき
る簡便な試験方法が求められている。
【００１２】
　本発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、鋼材を始めとする各種金属材料にお
いて、異なる成形様式でも限界拡散性水素量を定義できる簡便な試験方法を提供すること
を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は、検討の結果、異なる成形様式でも、金属材料の水素脆化に影響する組織に
捕捉された水素量は、応力とひずみが同一であれば一義的に決定できることを見出した。
【００１４】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、その要旨構成は次のとおりである
。
１．遅れ破壊を発生させるために試験片としての金属材料に水素を導入する試験片水素導
入工程、
　前記試験片中の水素量を測定する試験片水素量測定工程、
　前記試験片に複数存在する水素捕捉サイトを同定する水素捕捉サイト同定工程、
　前記試験片中の各水素捕捉サイトと遅れ破壊の対応関係に基づいて遅れ破壊に影響する
組織を同定する遅れ破壊組織同定工程、
　前記試験片中に水素が存在する状態または前記試験片に水素を添加しながら、該試験片
に一定荷重を負荷し、試験期間中に予め定めた限界時間まで破断が発生しなかった試験片
の拡散性水素量を限界拡散性水素量として測定する限界拡散性水素量導出工程、および
　前記限界拡散性水素量のうち、遅れ破壊に影響する組織に捕捉された水素量のみを導出
する遅れ破壊組織の限界水素量導出工程、
　を含む、金属材料の遅れ破壊評価法。
【００１５】
２．前記水素量に関する情報から、遅れ破壊に関与する組織に由来した水素の情報を分離
して、特に転位に捕捉された水素量により遅れ破壊特性を評価する、前記１に記載の金属
材料の遅れ破壊評価法。
【００１６】
３．前記試験片の厚さが０．１ｍｍ以上５．０ｍｍ以下である、前記１または２に記載の
金属材料の遅れ破壊評価法。
【００１７】
４．前記限界拡散性水素量導出工程において、拡散性水素量の測定を昇温脱離分析法によ
って行う、前記１～３のいずれか一項に記載の金属材料の遅れ破壊評価法。
【００１８】
５．前記昇温脱離分析法において、昇温範囲：－５０℃以上３００℃以下の水素量を分析
する、前記４に記載の金属材料の遅れ破壊評価法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、異なる成形様式で応力とひずみが同一であれば限界拡散性水素量を一
義的に決定できるため、種々の試験方法を用いる必要がなく、試験が簡便になる。特に、
自動車鋼板のような多様な変形様式が存在する部材においては、試験簡便化の効果は大き
く、耐水素脆化鋼材の開発が促進されるなど産業上の貢献が極めて顕著である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態における鋼材の遅れ破壊評価法のフロー図である。
【図２】様々な試験片を昇温脱離分析法によって分析した際に得られる水素脱離曲線を示
す模式図である。
【図３】遅れ破壊試験の結果と水素量の関係を示すグラフの一例である。
【図４】水素捕捉サイト同定工程において水素捕捉サイトを同定する手順の一例を示す模
式図である。
【図５】遅れ破壊組織同定工程における、未破断材と破断材の各水素脱離ピークに対応す
る水素量を示す図である。
【図６】実施例における限界転位水素量と、比較例における限界拡散性水素量の、ひずみ
との関係を示すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施する方法について具体的に説明する。
　本発明の一実施形態における金属材料の遅れ破壊評価法は、図１に示すように、以下の
６つの工程を含む。
・ステップＳ１：試験片水素導入工程
・ステップＳ２：試験片水素量測定工程
・ステップＳ３：水素捕捉サイト同定工程
・ステップＳ４：遅れ破壊組織同定工程
・ステップＳ５：限界拡散性水素量導出工程
・ステップＳ６：遅れ破壊組織の限界水素量導出工程
【００２２】
［試験片］
　本発明の遅れ破壊評価法においては、特に限定されることなく、任意の金属材料を試験
片として用いることができる。なお、以下の説明では、鋼材を試験片として用いた場合を
例として記載しているが、前記金属材料としては、鋼材に限られることなく、Ｔｉ、Ａｌ
、Ｍｇあるいはそれらの金属間化合物など、任意の金属を用いることができる。
【００２３】
　前記試験片は、耐遅れ破壊性を評価するための見本・基準となるデータを得るためのも
のであるため、多様な条件で成形加工して作成することが好ましい。さらに前記試験片と
しては、水素捕捉サイトとして機能し得る構造、例えば、転位、結晶粒界、原子空孔、析
出物、炭化物、異相界面などを、少なくとも１種導入した鋼材を用いることが好ましい。
例えば、転位を導入した試験片を作成するには、圧延の圧下率を増減させる方法などがあ
る。
【００２４】
　前記試験片の形状および寸法は、特に限定されず、使用する分析法や分析装置に応じて
適宜調整すれば良い。なお、試験片の厚さが５．０ｍｍを超えると、水素捕捉サイト同定
工程（ステップＳ３）において水素捕捉サイトの同定が困難になる場合があるため、試験
片の厚さは５．０ｍｍ以下とすることが好ましい。また、試験片厚さが０．１ｍｍ未満で
あると、遅れ破壊組織同定工程（ステップＳ４）および限界拡散性水素量導出工程（ステ
ップＳ５）において、一定荷重負荷試験を行うことが困難になる場合があるため、試験片
の厚さは０．１ｍｍ以上とすることが好ましい。よって、試験片厚さは０．１ｍｍ以上５
．０ｍｍ以下が好ましい。さらに、試験片が十分に薄い場合、試験片からの水素の放出は
、捕捉サイトから脱離した水素が速やかに試験片外へ脱離する「脱離律速過程」となり、
水素脱離ピーク温度に対する拡散の影響を除外することができる。このような観点からは
、試験片の厚さを０．３ｍｍ以下とすることがより好ましい。
【００２５】
［ステップＳ１：試験片水素導入工程］
　試験片水素導入工程においては、試験片の水素補足サイトに水素を十分に補足させるた
めに試験片としての鋼材に水素を導入する。この際、前記試験片としては、上述したよう
に様々な成形加工が施された複数の試験片を用いることが好ましい。導入された水素は、
試験片中に存在する水素捕捉サイトに捕捉される。
【００２６】
　水素の導入には、鋼材に水素を導入できる方法であれば、任意の方法を用いることがで
きる。好適に用いることが出来る水素導入方法としては、試験片を塩酸等の酸溶液に浸漬
する酸浸漬法、電解液中で試験片を陰極、白金等を陽極とし、陰極と陽極の間に電流を流
すことにより溶液を電気分解し、その際に発生した水素を鋼材中に導入する陰極チャージ
法、中性塩化物水溶液の散布と温度、湿度を制御した環境で乾湿を繰り返すことによって
鋼材に腐食を発生させ、腐食反応に起因して発生する水素を鋼材中に導入する複合サイク
ル法、試験片を実際の大気環境下に設置し、自然環境下で生じる腐食反応に起因して発生
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する水素を鋼材中に導入する大気暴露法等が挙げられる。ただし、複合サイクル法と大気
暴露法は、水素の導入に要する時間が長期間にわたるとともに、腐食反応によって鋼材中
に侵入する水素量が０．１～０．９質量ｐｐｍ程度と微量であるため、形成される水素捕
捉サイトに十分に水素が満たされない場合がある。したがって、試験時間の短縮および鋼
材中の水素量制御の観点からは、試験片に対する水素の導入方法として酸浸漬法または陰
極チャージ法を用いることが好ましい。
【００２７】
　試験片中の水素は拡散によって試験片外へ脱離する可能性があるため、水素導入後は迅
速に液体窒素中などの極低温中に試験片を保管し、鋼材からの水素脱離を抑制することが
好ましい。
【００２８】
［ステップＳ２：試験片水素量測定工程］
　試験片水素量測定工程では、上記試験片水素導入工程において水素が導入された試験片
中の水素量を測定する。水素量の測定には、鋼材中の水素を測定できる方法であれば、任
意の方法を用いることができる。好適に使用できる水素量測定方法としては、例えば、試
験片の温度を上昇させて鋼材中の水素を脱離させる昇温脱離分析法（ＴＤＡ）や、試験片
を透過してくる水素量から鋼材中の水素濃度を求める電気化学的水素透過法などが挙げら
れる。中でも、試験片の事前準備が容易であり、非特許文献２に示されているように、水
素脱離ピークと水素捕捉サイトを関連づけることができる昇温脱離分析法を用いることが
好ましい。 
【００２９】
　試験片中に導入した水素が逃散することを防止するために、試験片水素量測定工程は、
試験片水素導入工程終了後、速やかに実施することが好ましい。上述したように液体窒素
中に試験片を浸漬した場合は、液体窒素から取り出した後、速やかに試験片水素量測定工
程を実施することが好ましい。
【００３０】
　試験片中の水素量の測定に昇温脱離分析法を用いる場合、試験片から放出される水素を
定量する方法としては、例えば、ガスクロマトグラフィを用いることができる。定量にガ
スクロマトグラフィを用いた昇温脱離分析法の装置としては、例えば、昇温式水素分析装
置〈ガスクロマトグラフタイプ〉（ＪＴＦ－２０Ａ）が挙げられる。
【００３１】
　昇温脱離分析法を用いる場合の測定条件としては、昇温速度を２５℃／ｈ以上４００℃
／ｈ以下とすることが好ましい。これは、昇温速度が２５℃／ｈ未満であると、拡散性水
素の測定に非常に時間がかかって効率が悪化し、昇温速度が４００℃／ｈを超えると、水
素脱離ピークを分離できない場合があるからである。なお、測定効率の観点からは、昇温
速度を５０℃／ｈ以上２００℃／ｈ以下とすることがより好ましい。また、拡散性水素の
定量は、室温～３００℃までの温度範囲で試験片から放出される水素の全量（積分値）を
対象とするとすることが好ましい。なお、拡散性水素の一部は室温以下から脱離するもの
もあるため、－５０℃～３００℃までの温度範囲で放出される水素の全量（積分値）とす
ることがより好ましい。
【００３２】
［ステップＳ３：水素捕捉サイト同定工程］
　水素捕捉サイト同定工程では、試験片に複数存在する水素捕捉サイトを同定する。本工
程における水素捕捉サイトの同定方法を、図２の例を参照しながら説明する。
【００３３】
　図２は、様々な試験片を昇温脱離分析法によって分析した際に得られる水素脱離曲線を
示す模式図である。図２中、左側に示した３つのピークは、圧下率が異なる圧延によって
ひずみを付与した３つの試験片における水素脱離ピークを示しており、圧下率の増大とと
もにピークが大きくなっている。圧延によって増大する主な欠陥は転位であるため、この
水素脱離ピークは転位に捕捉された水素に起因すると同定される。また、図２中、右側に



(7) JP 2017-187441 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

示した３つのピークは、結晶粒径が異なる３つの試験片における水素脱離ピークを示して
おり、結晶粒径が細かくなるほどピークが大きくなっている。結晶粒微細化によって増大
する捕捉サイトは粒界であると推察されるため、この水素脱離ピークは粒界に捕捉された
水素に起因すると同定される。
【００３４】
　このように、昇温脱離分析法によって得られる、水素捕捉サイトに対応した水素脱離ピ
ーク温度と温度幅のデータは、遅れ破壊を評価するための見本・基準となるデータとなる
。その後の解析を容易にするためには水素脱離ピークを正規分布（ガウス関数）でフィッ
ティングすることが好ましい。
【００３５】
　また、昇温脱離分析法によって得られる水素脱離速度と温度のグラフでは、図２のよう
に異なる温度域に複数の水素脱離ピークが観察される場合がある。水素脱離ピークの脱離
温度は各欠陥と水素との結合エネルギーに依存するため、水素脱離ピークが複数存在する
場合は、複数の水素捕捉サイトが存在することになる。
【００３６】
［［水素脱離曲線のフィッティング］］
　前述のように、水素脱離曲線に現れる水素脱離ピークの温度は、水素捕捉サイトによっ
て異なるため、水素脱離ピークから水素捕捉サイトの同定が可能である。しかし、水素脱
離ピークは一定の温度の幅を有するため、各々の水素脱離ピークの温度帯が近い場合、水
素脱離曲線がそれぞれの水素脱離ピークの重ね合わせとして測定される場合がある。その
場合は、非特許文献３に示すように既に得られた水素脱離ピークと水素捕捉サイトが対応
付けられた正規分布の重ね合わせとして水素脱離曲線をフィッティングすることが好まし
い。水素脱離曲線がそれぞれの水素脱離ピークの重ね合わせとして測定された場合におい
ても、正規分布としてフィッティングすることによって各水素脱離ピークの水素量を数値
的に算出可能である。
【００３７】
　水素脱離曲線をいくつかの正規分布の水素脱離ピークとしてフィッティングする際には
、例えば、Microsoft（登録商標）社のExcel（登録商標）等の表計算ソフトウェア上で、
任意の温度とピーク温度およびピーク幅を決定し、実際の水素脱離曲線と一致するように
フィッティングすることができる。また、自動でフィッティングを行うことができるソフ
トウェアを用いてもよい。なお、正規分布としてフィッティングする場合は、必ずしも完
全に一致させる必要はなく、評価結果に悪影響を及ぼさない程度の差異は許容される。
【００３８】
　上記方法を用いれば、転位、結晶粒界、原子空孔、析出物、炭化物、異相界面などの鋼
材中の各種の水素捕捉サイトを同定することが可能であり、各水素捕捉サイトに起因する
水素脱離ピークの水素量を独立して測定・算出可能である。
【００３９】
　昇温脱離分析法における水素脱離ピーク温度と温度幅は、測定する時の昇温速度および
試験片の板厚、表面被覆、めっき等の表面状態に依存する。そのため既知の水素脱離ピー
ク温度と温度幅のデータを用いて水素捕捉サイトの同定を行う場合は、昇温速度および試
験片の板厚、表面被覆、めっき等の表面状態が同一の鋼材を使用することが好ましい。
【００４０】
［ステップＳ４：遅れ破壊組織同定工程］
　遅れ破壊組織同定工程では、試験片中の各水素捕捉サイトと遅れ破壊の対応関係に基づ
いて遅れ破壊に影響する組織（以下、「遅れ破壊組織」ともいう）を同定する。例えば、
遅れ破壊試験（材料中に水素が存在する状態または水素を添加しながら、一定荷重を試験
片に負荷し、前記試験片のうち、予め定めた限界時間までの破断の有無を確認する試験）
において、破断した試験片と未破断の試験片の水素量を測定する。両試験片の水素量を前
述のような方法を用いて水素捕捉サイトの組織毎に分離し、比較をすることで遅れ破壊組
織を推測することができる。
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【００４１】
　図３を参照しながら試験片中の遅れ破壊組織を同定する方法を説明する。図３は、遅れ
破壊試験において破断した試験片と未破断の試験片の水素量を測定し、水素捕捉サイトの
組織毎に分離し、各捕捉サイトに捕捉された水素量を比較したグラフである。なお、この
試験片の主な捕捉サイトは転位とマルテンサイト組織界面の二つであり、両試験片のひず
み量と荷重の負荷応力は同じであり、導入された水素量のみが異なる。未破断材と破断材
の水素量を比較すると、未破断材はマルテンサイト組織界面にのみ水素が捕捉されている
ことがわかる。一方で、破断材は転位にも水素が捕捉されている。すなわち、転位に水素
が捕捉されることで材料が脆化しやすくなると考えられ、本試験片の遅れ破壊に影響する
組織は転位であると推定できる。
【００４２】
　上記の例では、転位が脆化に影響する捕捉サイトであるが、他の試験片の場合は他の組
織が脆化に影響する組織である場合もある。また、脆化に影響する組織が複数の場合もあ
るが、前述の方法を用いて、水素捕捉サイトの水素量と、遅れ破壊発生の有無を対応付け
ることで、その他の脆化に影響する組織を推定することが可能である。このように、これ
までは水素量の大小のみで遅れ破壊の有無が評価されていたが、本発明の方法を用いるこ
とで脆化に影響する組織のみの水素量に基づいて遅れ破壊を評価できる。
【００４３】
　なお、同じ種類の材料からなる複数の試料片について評価を行う場合、同種の材料では
遅れ破壊組織も同じであるため、一度遅れ破壊組織を同定した後は、ステップＳ１～Ｓ４
を省略し、ステップＳ５以降のみを実施することも可能である。
【００４４】
［ステップＳ５：限界拡散性水素量導出工程］
　限界拡散性水素量導出工程では、試験片中に水素が存在する状態または前記試験片に水
素を添加しながら、該試験片に一定荷重を負荷し、試験期間中に予め定めた限界時間まで
破断が発生しなかった試験片の拡散性水素量を限界拡散性水素量として測定する。本工程
によって、ある負荷応力での鋼の破断に至る限界拡散性水素量を求めることができる。
【００４５】
　限界拡散性水素量の測定は、例えば、特許文献１および特許文献２に記載されているよ
うな、Ｕ曲げボルト締め試験や、単軸引張などの一定荷重引張りによる方法で行うことが
できる。鋼材中の水素量の測定は、試験片の温度を上昇させて鋼材中の水素を脱離させる
昇温脱離分析法や、試験片を透過してくる水素から鋼材中の水素濃度を測定する電気化学
的水素透過法などがあるが、試験片の事前準備が容易であり、水素脱離ピークと水素捕捉
サイトの対応が可能である昇温脱離分析法が好ましい。昇温脱離分析法の好適な態様は、
試験片水素量測定工程の説明で述べたものと同様である。
【００４６】
［ステップＳ６：遅れ破壊組織の限界水素量導出工程］
　遅れ破壊組織の限界水素量導出工程では、限界拡散性水素量導出工程（ステップＳ５）
において得られた限界拡散性水素量から、遅れ破壊組織同定工程（ステップＳ４）によっ
て同定された遅れ破壊組織に捕捉された水素量のみを抽出する。本工程によって、遅れ破
壊に影響する組織の限界水素量が求められる。すなわち、ある応力下で材料の遅れ破壊組
織にどの程度水素が侵入した場合に遅れ破壊が引き起こされるかが求められる。なお、試
験片中の脆化に影響する組織が複数ある場合は、その水素量の総量を限界水素量とするこ
とが好ましい。
【００４７】
　遅れ破壊組織に捕捉された水素量のみを抽出する方法は、特に限定されず、任意の方法
とすることができる。例えば、限界拡散性水素量導出工程（ステップＳ５）において、拡
散性水素量の測定を昇温脱離分析法によって行った場合は、昇温脱離分析法によって得ら
れる水素脱離曲線（水素脱離速度－温度）を用いて行うことができる。具体的には、限界
拡散性水素量導出工程（ステップＳ５）において得られた水素脱離曲線に対して、前述の
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「水素脱離曲線のフィッティング」を適用し、捕捉サイト毎の水素脱離ピークに分離する
。その後、遅れ破壊組織同定工程（ステップＳ４）で決定された遅れ破壊組織に捕捉され
た組織の水素量を算出する。この値が本試験片における限界水素量であり、この値を用い
て他のひずみ量や他の鋼種と比較することが本発明の特徴である。
【００４８】
　さらに本発明者は種々の検討を行った結果、異なる成形様式でも、鋼材の水素脆化に影
響する組織にだけ捕捉された水素量は、応力とひずみが同一であれば、遅れ破壊を引き起
こす限界水素量が同値であることを見出した。すなわち、応力とひずみが同一であれば異
なる成形様式でも同一の限界水素量を定義できるため、課題である種々の方法で限界拡散
性水素量を求め、材料毎に定義する必要がなく、試験が簡便になることが特徴である。
【００４９】
　応力とひずみが同一であれば、異なる成形様式でも同一の限界水素量を決定できるため
、限界拡散性水素量導出工程（ステップＳ５）では、ひずみ量の算出や試験片の加工が簡
便である単軸引張による限界水素量の測定を行うことが好ましい。しかし、本発明は単軸
引張試験法での限界水素量算出に限ったものではなく、Ｕ曲げやボルト締め試験など、材
料中に水素が存在する状態または水素を添加しながら、一定荷重を試験片に負荷し、予め
定めた限界時間まで破断が発生しなかった試験片の水素量から限界水素量を算出できる方
法であれば、如何なる方法も利用することができる。
【実施例】
【００５０】
　次に、実施例に基づいて、さらに具体的に説明する。本実施例では、試験片として、Ｔ
Ｓ：１１８０ＭＰａ級フェライト－マルテンサイト鋼（ＤＰ鋼）を、参考試験片としてフ
ェライト鋼（ＩＦ鋼）を、それぞれ用いた。前記試験片および参考試験片の厚さは０．３
ｍｍとした。これらの試験片にひずみを真ひずみで０～０．５付与した。
【００５１】
　試験片水素導入工程（ステップＳ１）における水素導入は、陰極チャージ法により行っ
た。前記陰極チャージは、３質量％ＮａＣｌ＋３質量％ ＮＨ４ＳＣＮ溶液中、電流密度
：３０Ａ／ｍ２で２４時間電解することにより行い、これにより、上記試験片に水素を導
入した。試験片中の水素は拡散によって試験片外へ脱離する可能性があるため、水素導入
後は迅速に液体窒素の極低温中に試験片を保管した。
【００５２】
　試験片水素量測定工程（ステップＳ２）では、昇温脱離分析法を用いた。昇温脱離分析
には、低温型昇温式水素分析装置を用いた。昇温脱離分析は２００℃／ｈの昇温速度で－
５０℃から３００℃までの温度範囲で行った。その際は、試験片中に導入した水素が逃散
することを防止するために、液体窒素中に凍結したサンプルを速やかに低温型昇温式水素
分析装置で測定した。
【００５３】
　限界拡散性水素量導出工程（ステップＳ５）における限界拡散性水素量の導出は、単軸
引張試験法とカップ絞り試験法の二種の試験法で行った。単軸引張試験片のひずみは圧延
で付与し、カップ絞り試験は絞りによりひずみを付与した。カップ絞りのひずみ量は有限
要素法により算出した。単軸引張試験法とカップ絞り試験法の破壊起点応力が９００ＭＰ
ａとなるように設定し、単軸引張試験では荷重を２．６ｋＮとした。
【００５４】
　限界拡散性水素量導出工程（ステップＳ５）における水素導入条件は、陰極水素チャー
ジ法の場合は３質量％ＮａＣｌ＋３ｇ／Ｌ ＮＨ４ＳＣＮ溶液中で１～１０Ａ／ｍ２とし
、塩酸浸漬ではｐＨ１～４の溶液中で水素を導入した。まず本荷重で遅れ破壊が発生する
程度に水素を導入し、この条件から徐々に水素導入条件を減少させ、１００時間以上でも
破壊が発生しない条件で導入された試験片の水素量を昇温脱離分析法によって測定し、破
壊限界の水素量を有する試験片からの水素脱離曲線を得た。
【００５５】
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　前記昇温脱離分析には、低温型昇温式水素分析装置を用いた。昇温脱離分析は２００℃
／ｈの昇温速度で－５０℃から３００℃までの温度範囲で行った。
【００５６】
　次に、破壊限界の水素量を有する試験片からの水素脱離曲線を、Microsoft（登録商標
）社のExcel（登録商標）等の表計算ソフトウェア上で、いくつかの正規分布でフィッテ
ィングし、その中で遅れ破壊に影響する組織からの水素量のみを抽出した。最後に、得ら
れた遅れ破壊に影響する組織からの水素量とひずみ量の関係を、単軸引張試験法とカップ
絞り試験法の二種で比較した。なお、本発明はこれに限るものでなく、その他の鋼材およ
び水素添加方法においても評価可能な遅れ破壊評価法である。
【００５７】
　図４に、水素捕捉サイト同定工程（ステップＳ３）において水素捕捉サイトを同定した
手順を示す。図４（ａ）は、フェライト鋼（ＩＦ）における水素脱離曲線である。フェラ
イト鋼では、圧延によりＰｅａｋ　Ａが急激に上昇することから、Ｐｅａｋ　Ａは「転位
」の水素脱離ピークであると同定した。また、水素量は少ないものの、第２のピーク（Ｐ
ｅａｋ　Ｂ）が存在し、Ｐｅａｋ　Ｂの大きさは圧延により増大した。このＰｅａｋ　Ｂ
は低温で焼き戻す（２００℃）ことで消滅することから、熱的に不安定な欠陥とされる「
空孔クラスター」あると同定した。このように熱処理等によって水素捕捉サイトを増減さ
せることによって、水素捕捉サイトを同定することも可能である。
【００５８】
　次いで、図４（ｂ）に示すように、同定された水素脱離ピークのそれぞれをガウス関数
でフィッティングすることにより、水素脱離曲線を二つの水素脱離ピークに分離した。
【００５９】
　次に、ＩＦ鋼の測定によって得られたこれらの情報を基にＤＰ鋼における水素脱離曲線
を解析する。図４（ｃ）はＤＰ鋼における水素脱離曲線であり、ＩＦ鋼の測定によって得
られた二つの水素脱離ピークでフィッティングすると図４（ｄ）のようになる。この時、
ＩＦ鋼とＤＰ鋼では組織が異なるため、ＩＦ鋼の水素脱離ピークだけではＤＰ鋼のピーク
を再現できないが、図４（ｅ）に示すように、その差分がＤＰ鋼特有の水素捕捉サイトに
起因する水素脱離ピークとなる。このＩＦ鋼には存在しない捕捉サイトは、フェライト－
マルテンサイト鋼の二相組織で顕著であることから、「マルテンサイト組織とフェライト
組織の界面」であると同定される（以下、マルテンサイト組織界面と記す）。このように
ひずみを付与した１１８０ＭＰａ級フェライト－マルテンサイト鋼には、少なくとも転位
、マルテンサイト組織界面、空孔クラスターが水素捕捉サイトとして存在した。
【００６０】
　次に、遅れ破壊組織同定工程（ステップＳ４）について説明する。上記のＤＰ鋼に対し
て、３質量％ＮａＣｌ＋３ｇ／Ｌ ＮＨ４ＳＣＮ溶液中において電流密度０．５～５Ａ／
ｍ２で水素を発生させ、１１２５ｋＮを付与する定荷重試験を行った。その結果、電流密
度０．５Ａ／ｍ２では破断しなかったが、５Ａ／ｍ２では破断した。図５に、前述と同様
の条件で昇温脱離分析を行ってこれら試験片の水素量を測定し、各水素脱離ピークに対応
する水素量を算出した結果を示す。未破断材と破断材の水素量を比較すると、未破断材は
マルテンサイト組織界面にのみ水素が捕捉されていることがわかる。一方で、破断材は転
位に多くの水素が捕捉されている。すなわち、転位に水素が捕捉されることで材料が脆化
しやすくなると考えられ、試験片の遅れ破壊に影響する組織は転位であると推定できる。
この結果に基づき、転位に捕捉された水素量を抽出した。以下、この値を「限界転位水素
量」と呼ぶ。
【００６１】
　比較のために、上記実施例と同様の試験片について、従来の方法で限界拡散性水素量を
測定した（比較例）。図６に、上記実施例における限界転位水素量と、比較例における限
界拡散性水素量の、ひずみとの関係を示す。
【００６２】
　図６から分かるように、比較例においては、カップ絞り法と単軸引張では付与したひず
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みは同値であっても、限界拡散性水素量は異なる。一方、上述のようにして本発明の方法
で求めた「限界転位水素量」は、ひずみによらず約０．５質量ｐｐｍであった。すなわち
、この実施例において試験片として用いた鋼材は、転位に捕捉された水素量が０．５質量
ｐｐｍ以下の場合は破断しないことになる。さらに、実施例においては、カップ絞り法に
おける限界転位水素量と単軸引張試験法における限界転位水素量は一致するため、どちら
か一方の荷重負荷方法でも同一に評価可能である。なお、一般的にはカップ絞り法は特別
な装置が必要なため、単軸引張試験法で評価することが簡便であり、好ましい。
【００６３】
　以上のように、本発明の方法では、応力とひずみが同一であれば、異なる成形様式でも
同一の限界水素量を定義できる。そのため、それぞれの試験方法で限界拡散性水素量を求
める必要がなく、試験が簡便化可能である。さらに、実環境で入りうる水素とひずみ量の
関係が分かれば、遅れ破壊発生の有無が予測可能となり、材料設計の指針となる効果も考
えられる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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