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生長鋳鉄の電子顕微鏡組織について

　　長　岡　金　吾＊

　　相　　馬　　　訥＊

　　金山亜希婬
（昭和43年！月16日受理｝

On　the　Electron．Microstructure　of　Grown　Cast　lron

　　Kingo　NAGAOKA＊

　　Makoto　SbMA’

　　Al〈io　KANAYAMA“

（Received　January　！6，　！968）

Abstract

　　　　Though　many　theories　have　been　proposed　on　the　mechanism　of　growth　in　cast　iron，

it　was　proposed　here　that　an　irreversible　rnigration　of　graphite　during　cyclic　heating

may　be　the　cause　which　plays　the　leading　role　in　the　present　problern．　This　concept

which　considers　the　growth　of　cast　iron　to　be　a　metallurgical　phenomenon　is　based　on

the　microstructures　in　grown　iron　observed　optically．　ln　the　present　paper，　an　attempt

was　made　to　obtain　a　more　detailed　picture　using　an　electron　microscope　with　special

reference　to　the　changes　in　the　graphite　structure　of　grown　cast　iron．

　　　　It　was　shown　that　the　fluffy　protuberances　growing　from　the　sides　of　primary　graph－

ite　flal〈es　are　neither　fissures　nor　oxides，　but　are　definitely　fine　graphite　flakes　redistrib－

uted　in　the　matrix．　lt　was　suggested　that　the　migration　of　carbon　in　heating　cementite，

as　well　as　graphite，　changes　the　characteristics　and　causes　the　formation　of　fine　cementite

particles．　lt　was　further　noted　in　the　electron－microstructures　that　fine　cementite　partic｝es

also　appear　near　the　mother　graphite　fiake．

　　　　Hitherto　considerable　didiculty　was　encountered　in　the　observation　of　the　inner

structure　of　graphite　by　an　optical　micrbscope．　But　in　the　present　work　using　an　elec－

tron　microscope，　it　was　shown　that　within　the　graphite　nodule　of　grown　graphite　steel

a　porous　portion　may　be　observed　near　the　surface．　Further，　it　was　confirmed　by　a

quenching　test　of　the　steel　that　the　outer　layer　of　graphite　nodule　becomes　porous　as　a

resu｝t　of　dissolution　of　graphite　into　the　matrix．

＊　機械コ［二学第2学科，

＊　Department　of　Mechanical　Engineering　II
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1．　緒 言

　　加熱冷却を繰返した鋳鉄の生長理論には，多くの説があり，加熱による内部酸化や黒鉛化

による膨張，亀裂の発生などがいずれも不可逆膨張の原因になると言われてきたが，著者の一

人はさらに加熱冷却における黒鉛の溶出によるporosityの発生と析出における黒鉛の再分布

のサイクルに不可逆膨張の機構が考えられることを報告し，これがむしろ鋳鉄の生長の本質で

あって，複雑な現象の統一的な理解に寄与すると主張した1＞。

　　この理論では，鋳鉄の生長を加熱冷却による金属学的現象であるとするもので，酸化説が

化学的な変化，亀裂説が機械的内部破壊の現象として扱うのと趣を異にするといえる。著者の

理論において特に重視する生長鋳鉄の金属組織的な変化は繰返し加熱による黒鉛の：再分布であ

って，光学的観察によって，それがマトリックス中に独立するものと，既存黒鉛の周辺に生ず

るものがあることを報告した。しかし光学顕微鏡によっては析出黒鉛と亀裂・空孔あるいは酸

化物との識別が困難であり，再分布黒鉛の発生・消長までを議論しうるのは典形的な例の場合

に限られる。

　　この報告ではより詳細な検討を加えるために繰返し加熱による鋳鉄の組織の変化を電子顕

微鏡によって観察し，それと生長現象およびその理論との関係について考察した。生長鋳鉄の

黒鉛とその周辺の組織の電子顕微鏡による観察についてはその備が少なく，方法疑いまだ多く

の問題が残されているが，得られた2，3の結果について報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　2．　実験方法

　　生長にともなって鋳鉄がporousになり脆弱になるから，その顕微鏡組織の観察には試料

の作成における採取・研摩の段階から特別の注意が必要である。とくにpolishingの際に起こ

る黒鉛組織の流れ・無記の充てんなどは，詳細な組織の観察を困難にする。この実験では電解

研摩を応用してほぼ満足すべき結果を得ることができた。Photo．！，2はas　castの片息黒鉛鋳

鉄FC　30のパフ研摩と電解研摩による電子顕微鏡組織を比較した鯛である。　電解研摩による

Photo．　2の方が黒鉛と基質のパーライトを共に明瞭に現出している。研摩法はあらかじめエ

メリー・ペーパーで0／7番まで研摩した後，電解液に氷酢酸135cc，三酸化クP一ム259，蒸留

水7ccの混合液を用い，電流密度！80　mA／dm2，電解液温度約20℃で5分間電解研摩する方

法である。　研摩の後に，鋳鉄に晒しては塩化第2鉄1％と塩酸2％のアルコール溶液，黒鉛鋼

に対しては4％ナイタールを用いて腐食を行なった。　電顕用試料の作成にはアセチルセルロ

ース膜とカーボン膜の2段レプリカ法を採用し，約40度のクロームシャドウイングを行なっ

た。使用した電子顕微鏡ilS　EI本電子製スーパースコープJEM　3Gであって，加速電圧30　kV，

観察倍率2000～4000である。

　　実験に使用した試料ぱ片状黒鉛鋳鉄FC　25・FC　3G，クロム鋳鉄・黒鉛鋼の4種でその化
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Pho亡。．2．　FC　30　as　cast　電解研摩

　　　　　の，k．1織（×3000）

試料の化学成分

試 料

底 分

C

　FC　25

　FC　30

Cr鋳　　鉄
黒　　鉛　　鋼

3．34

3，13

3．52

1．48

si

！．31

1．27

！．56

！．53

Cr

1．2L）

Mn

（9q）

　P加熱回数
O．3［

O．38

0．42

O．257

0．193

0ユ97

0，003

30

30

15

5

学成分などをTable　1に示した。黒鉛

鋼の鋳放し組織はパーライトと初繭セ

メンタイトから成るが，これを2段の

響’
．）、．1．編テ槻澗IT也

蓬一

焼鈍により完全に黒鉛化した後に試料Fig．1．黒鉛化焼鈍

として用いた。黒鉛化のための熱処理

はFig．1に示す如くである。

（監察1．ll）

　　試験片にはいずれも幅100　mm，長さ300　mm，厚さ

20mmの寸法に鋳込んだ板状の鋳物から機械加工によ

　　　　）一一一一　一一一一1M

Fig．2．　　試験片寸法

りFig．2に示すような直径10　mm，長さ75　mmの丸棒に仕一．ヒげたものを用いた。

は空気中でFig．3に示すように400℃とgoo℃の間で加熱冷却を繰返した。各試料の加熱繰

返し回数はTable　1に示した。顕微鏡組織の観察ぼ各試料の生長に応じて行ない組織の変化を

追跡した。

　　　　　署長

Fig．3．　生長：試験の熱サイクル

　　　　　　　　　　生長試験
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　　3．　実験結果および考察

　3・1　加熱による組織の

　　　酸化と生長

　　全芽鍔ミFC　25　をFig．4，　5，　6（～）

熱1膨張曲線に示すような種々のサイ

ク・レで熱処理を行なった後C・a表IAiの

酸化・脱炭層を観察し，生長域と比

較した。Fig．7はその結果である，、

900「℃4hrf日持の場合に，最も｝駿化ス

ヶ一一一ルll宅・｛｝が厚く，次に．保持時惜1なし

の3回加熱，！回加熱の順にな．：）た。

ノ1三長；萱｝二ついてみると3回加熱冷

去IJ，　900⇔C　4　hr　l呆嘉1三，　！I国ノ川禦ミぴ）川頁

になっている。これらの電子顕微鏡

写真はPhoto．3，4，5である。いず

れも叉状黒鉛の周囲に板状の酸化物

が生じており，その程度は酸化層の

厚さの順序に，一　i’iftする。　Fig．4，5，

6の熱膨張曲線と生∫蔓：の関係を考察

すると．酸化の程度のみ．によって不

ii］’逆膨張の評価がでぎないことが明

らかである，，すなわち，3圃加熱冷

却と，900℃4hr保持した場合を比

べると熱処理に．要した時間がほぼ等

しいことに加えて4hr保持の試料

の高温1唆化が1罪しいにもかかわらず

生長：鴫：は31川上禦1冷却した試料のほ

うが大であ’）た。もちろん900℃ま

で1回加熱冷却した場合と、加熱温

度で4hr保持し冷去ilした場合とを

比較すると，表由i酸化に応じた生長

硅の叢が認められる。したが・：）て酸

化による生長：を全面1杓に否廷三するこ

7，5，一
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Fig。5．　熱膨張llll線（FC　25）

生長量O．　322〃im

ノOO　　　80P　　　gOO

oC

　　　　コ纐．．…．3蹴…斎グー．．誠プ　諏

Fig．6．　　熱膨張曲影艮（FC　25）
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了回雪重池　　　　　　　　3匝］力乾熱　　　　　　　　gno℃t呆・f寺

　　　Fig．7．　表面酸化と生長量

Photo．　3．

璽　　　　燈勝受血捕二ぜ臓

FC　25　！回加熱　（×300G）　　　　　　　　Photo。4。　FC　25　3回加熱　（×3000）

繊搬灘橘脇一．＿・＿繧

Photo．5．　FC　259000C　411寺問保：持　　（x3000）．．1 Photo．6。　FC　2530回加熱　　（x160）
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と1よできないが，酸化膨張をこの場合の不可逆膨張の全i！i、1：に結びつけて考えることもでぎない

ように思われる，、なぜならば，高温酸化による膨張であれば900℃保持中の11彰張が認められる

はずであるが，むしろFig．6の熱膨張曲線に明らかなように、オーステナイ；・域の冷却曲線の

傾斜の変化が著しい不1・］’逆膨張を示している，、これらは鋳鉄の生長の本質的現象であ・，て，加

熱冷却中の黒鉛の溶解・析出のサイクノレにおいて発生する不可逆膨張と考える嵜者らの理論に

よって理解することができる。

　3・2　黒鉛の再分布

　　すでに報告した2）よう｝こ生長した鋳鉄の組織にみらオτる黒鉛の再分イ日嗣，マトリックス中

の独立した粒状黒霊1｝あるいは既存黒鉛周辺の弓辱毛状突起の形態をとる。いずれも加熱冷却中に

起こる黒鉛の溶解析出履歴による変化である。独立した1～Z置の再分イi∫黒鉛はそれをとりまくフ

ェライト組織などから光学的に容易に観察しうるが，既存黒鉛瑚辺の紐織変化は既存の黒鉛と

色調を異にするなどのためにこれをただちに黒鉛と判断することはむずかしい。すなわち，

Photo．61よ鋳鉄FC　25を900℃まで30サイクル加熱冷却した後の光学顕微鏡組織であるが，

観察されゐ黒鉛周1ガの羽毛状突起がいわゆる亀裂であるか，あるいは肉：分布黒鉛であるかをこ

れだけから判定することはできない。翻れを電壬顕微鏡でlf19・，i察した結果がPhoto．7，8，9，！e

である。加熱回数の増大とともに黒鉛周辺の突起は顕著に．なt），光学：系で亀裂の発生とも考え

られた変化が電チ顕微鏡によオしば，その部分が充実した組織であ・）て析出ll、1鉛の断片であるこ

とが明瞭である。

　　A’状黒鉛ll倫享ISの♪月．｛三月の変fヒがIIJ：加熱に嵌1係の～｛うることばAtlas　Metallographの写真に・

示されている、，またGran’一：i＞もPhっto．6とほぼ同じ写真を掲げ真空q・【で生長した鋳鉄に新組織

があらわれると報告した。　Heselwood‘Dはノ【も長にともなうJl：二次黒鉛の沈澱を認め，松山5＞はX

線回折により黒鉛表面に黒」；1｝結1冒1の堆積を確めたQ｝都者の一人はさきに，このような黒鉛周辺

の変化が繰返し加熱による黒鉛グ）Il∫分布であって鋳鉄の生長に対応する金属野卑学的変化であ

ると考えた1）が，冠子顕微鏡による直接的観察｝こよってこれが裏付けられた。　訳者らは，さら

に独17．1した位置の黒鉛析出と，既存の輸郭の羽．毛状の変化がともに炭素移動による1り：分布であ

ると考える。溶をナ出した黒鉛の冷却における再析出において，側方に発達するのは，黒鉛i表面

における炭素移動の不均一性の結果であろう。すなわち，オーステナイト結晶粒界が炭素移動

のおもな通路になることが観察されているから，再分（［iが羽毛状を呈するグ）は，黒鉛析出の本

質的傾向に従うものと思われる，，黒鉛の再分kiによって，炭素の移動距離は短縮さ篤しる。

　　Photo．！！の左下の粒状の組織は鋳鉄FC　30を30回加熱冷却を繰返した後に出現した粒

状黒鉛である。これは炭素の溶解析出をともなう繰返し加熱のあいだに，炭素に過飽和のオー

ステナイトから黒鉛が新たな核をそのなかに作って粒状に析1，1．｛したものである。このような

粒状黒鉛は既：存の黒鉛から遠い位概に遊離黒鉛として析出するものと考えられるf，この析出黒

鉛がひとたび析出した後はその後の繰返し加熱によりこれにもPhoto．12のように羽毛状の突
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Photo・7．　FC　30　5回加熱　（x3000）
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Photo．10．　FC　30　30回加熱　（×3000＞】

起が生ずる。このような変化は既存の黒鉛の変化とまったく同様であって，観察によれば加熱

回数が少ない間には認められず遅れて進行する。

　3・3　セメンタイトの再分布

　　黒鉛の再分布が炭素移動による変化であるのと同じ理由によって，セメンタイトの再分布

も起こる。鋳鉄中にセメンタイトが存在している場合には，それが繰返し加熱によって溶解と

析出が繰返される結果，分散した粒状のセメンタイトに変化する。これは小量のクロムを含む

ねずみ鋳鉄の場合に特に顕著である。Photo．　13はその典型的な例で，クロムをO．55％含むク

ロム鋳鉄を繰返し加熱した後の組織である。　950℃まで15回加熱冷却した後のセメンタイト
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Photo．　11． FC　30　1．t状黒鉛鋳鉄に発生

した粒状黒鉛　（X3000）

Photo．13．　クロム鋳鉄15回加熱
　　セメー7Bイ1・の再分イ1i（×3000）

Photo．　I　Z． FC　30　譲状黒鉛周辺の

羽毛状突起　（X4000）

　為～，〆

彊》磁

鰺
　Photo。14．　　クロム鐙或　！0回加熱

セメンタイ1・の再分布（黒鉛から）（×3000）

周辺に粒状のセメンタイトが散在している。これは山繭ムの添加によ一，てセメンタイトが安定

になるため，炭素移動源としての黒鉛の溶解析出に代ってセメンタイトの溶解析出が起こるた

めと考えられる。このようなセメンタイトの再分布が起こ・、ても，セメンタイトと基質との間

に比重量に大差がないからporosityの発生による生長を生じない6）。セメγタイトの分散は加

熱回数とともに茅しくなる。一．方，このようなセメンタイトの再分布はクロムを含まない鋳鉄

においてもしばしば見られる。これらは明らかにオーステナイト域の炭素移動による変化で

ある。これから逆に黒鉛の再分布が既存の黒鉛の周辺においても生ずるであろうことが類推で
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きる。またセメンタイトの再分布は移動炭素源が黒鉛である場合にも生ずる。Photo．14はそ

の例で，10回の加熱冷却後，黒鉛から溶け出した炭素が冷却においてセメンタイトとして析出

したものと認められる。黒翁化傾向の低い硬質の鋳鉄にはこのような変化が現われる。こめ

ような場合には黒鉛の再分布である黒鉛周辺の羽毛状突起はほとんどみられない。つまりセ

メンタイトの再分布による炭素移動の場合には不可逆膨張，すなわち，生長は起こらな・い。

黒鉛を炭素源としてセメンタイトが再分布する場合には黒鉛の溶出によりporosityが発生す

るであろうが，セメンタイトの析出により基質は不可逆的な膨張が起こらないからそれだけで

は生長にはならない。しかし再分布したセメンタイトはその後の加熱中に分解してその位置で

黒鉛化することがあり，この解合には基質を　　　．t－t

　　Photo．16．　繰返し加熱による馬1解岡
　　　　o）笈三イヒ　（90〔〕。C　　5回力H突その　　（×3〔〕00）

不可逆的に膨張させる，，この現象は部分的に

ほ黒鉛化膨張であるが，前段の基質中への黒

鉛の溶出を加えた熱サイクルは明らかに生長

現象である。化学成分・冷却速度・保劇｝i寺台

によ’）てはこの形式の生長と黒鉛の再分イ1∫

が起こる。独立したに置に粒状黒鉛の形態を

とる焦錆の再分布はこのような原因による場

合もあろう。

　3・4　黒鉛自体の様相の変化

　　黒鉛の再分布は回者らの生長理論の第2

段階の変化であって，第！段の変化として黒

鉛の溶出によるporosityの発生を予想して
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　　Photo。15。　甲沿鋼の焼鈍組織　　（x3000）

　　　Photo．17．　黒鉛鋼の焼入れ組織
　　　　　　（900℃から塩水Ll．り　（×3000）
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いる。　このporosityの生成は黒鉛内都の変化であって，光学的にはほとんど観察し得ない。

もちろん電子顕微鏡によっても研摩後，レプリカを作成する過程が加わるためにporosityの観

察は一．・高詠lll昆なるはずである。　Photo．！5は黒鉛1｝lllilの焼鈍状態のものであるが，これを加熱

冷却5回繰返した後にはPhoto．16のように黒鉛の表面に近い部分が内部に比べると明らかに

porousであるように変化したと認められ．る。　しかも内外層の閲に境界が存在する。同じよう

な変化はさきに示した写真について検討すると，ナト状黒鉛の場合にも起こると考えられる。

　　以1・1のような黒鉛に生ずるporosityの発生を明らかにする目的でさらに黒鉛鋼について

実験を行なった。あらかじめsub－critical　graphitizationによって基質を完全にフェライ］・化

した後，加熱温度を．．i．1げてll雲鉛をオーテナイト中に溶解させ，その温度から塩水中に焼入れ

た。Photo．17はその例で高温で炭素の移動が行なわれたために球状黒鉛の周辺にさきの例と

岡じような乱れと境界が生じている，，この黒鉛内組織の乱れた部分は基，『£へ炭素が供給された

痕跡と考えられ，その結果，．づ∫の基質はマルチンサイトにな・．〉ている。このような黒鉛の溶

出によるporosityの発生は加熱温度とともに顕著になり，黒鉛のすべてが；n”　一一ステナイトil・i

に溶け込むはずの温度から焼入れた場合にも黒鉛の痕跡が認められる。

4．　結 論

　　加熱により生長：した鋳鉄の金属維織を電子顕微鏡に，よって観察し，その黒鉛組織の変化を

さきに著者の…・人が発表した加熱冷肉1における；g可逆的炭1素移動に注1弓する生長理論に従って

考察した，，結論は次のごとくである。

　　1）さきに行なった光学的観察によ・）て，繰返し加熱した鋳鉄の金属紺織に認められた諸

変化の詳細を，電解研摩・レプリカ法による電子顕1数鏡により観察し，有意義な：知見を得た。

　　2）黒鉛の周囲に板状の酸化物が生成するが，その程度と生良の問に直接の関係がない。

　　3）生長鋳鉄の黒鉛の周辺に認められる羽毛状の突起は，充実した組織であって，黒鉛か

ら基質中に｛Fl・1びた再分布微細黒鉛片である。したがって，亀裂・酸化物ではない。

　　4）再分布黒鉛の他の形態である基質中の独立した位貴の粒状小黒鉛にも，その後の加熱

冷却によって，輪廓に羽毛状の変化が起こる。

　　5）　黒鉛と同様にセメンタイトも加熱冷却によって：III：分．剥し，微細な粒状セメンタイトに

変化する。また，既存の片状黒鉛が移動炭素源となってその近傍に粒状一ヒメンタイFの析出す

る場合がある。

　　6）　黒鉛の再分布は鋳鉄の生長の原因になるカi，セメンタイトの＝再分布は生白受をもたらさ

ない。

　　7）加熱冷却を繰返した黒鉛鋼の球状黒鉛の表面に近い部分は内部よりもporousのよう

に見える。この部分は炭索の溶出した痕と考えることができる。

　　8）　生長鋳鉄の電子顕微鏡組織に．みられる諸変化は，不可逆的炭素移動によ㌦）て説明する
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ことができる。したがって著老らの提唱した生長理論は従来の諸説よりも金属組織学的実証に

おいて長ずるといえる。
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