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1．緒言

連続鋳造過程における鋳造オーステナイト (g)結晶粒は，
数mmのサイズにまで粗大化することが知られている。粗
大化した g結晶粒は連続鋳造時の表面割れの原因となり，
更に高温変形挙動に悪影響を及ぼす 1)。加えて，直送圧延
の場合には，鋳片中のg結晶粒は加工熱処理の初期組織に
相当し 2), aフェライトや，パーライト組織のサイズ及び形
態に決定的な影響を与えることから，g結晶粒の微細化は
極めて重要な課題である 3)。
著者らは，微細なTiB2粒子を鋼中に分散させ，そのピ

ン止め効果によって鋳造g結晶粒の成長を抑制することを
試み，TiとBをモル比 1 : 2で添加した S45C鋼の凝固組織
を調査した 4)。その結果，両元素の添加によって g結晶粒
はデンドライトの二次アーム間隔まで微細化されることが
明らかとなった。しかしながら，その手法では当初目的と
していたTiB2粒子は生成されず，Ti(C,N)やFe2Bの粒子が
ピン止め粒子として働き，g粒成長の抑制に寄与していた。
このためTiを単独で添加した場合でも，Ti(C,N)粒子の存
在によってg粒成長を抑制する効果が発現するものと考え
られる。

Ti添加による組織形態への影響に関して，現在までに多
岐にわたる研究が報告されている 5–8)。溶接熱影響部の破
壊靱性へのTi添加の影響に関する研究においては，Tiの
酸化物が粒内フェライトの核発生を促進することでフェラ
イト組織が微細化し，破壊靱性が向上することが示されて

いる 5,6)。更には，高温で安定なTiの窒化物は溶接熱影響
部におけるg結晶粒の粗大化を抑制することが報告されて
いる 7)。加えて，900°Cから1250°Cの長時間熱処理におい
ても，Tiを添加することで，g結晶粒の成長は著しく抑制
される 8)。
以上のように炭素鋼に対する Ti添加の影響に関して，

多くの知見が報告されている。一方で，凝固過程・凝固組
織に対するTi添加の影響については，基礎的な知見が少
なく，詳細な調査が必要である。そこで，本研究ではTi

添加の凝固g組織に及ぼす影響について調査した。過包晶
鋼であるS45C鋼の凝固過程を対象とし，Ti添加に伴う凝
固 g粒径の変化，晶出・析出物粒子の形態・濃度の変化，
dデンドライトと g粒組織の相関などを，熱力学計算を併
用することで詳細に検討した。

2．実験方法

本実験の供試材である直径 20 mmの S45C鋼の組成を
Table 1に示す。鋼中のTi濃度が0�0.5 mol%となるように，
約130 gのS45C鋼に純度99.5%の粒状のスポンジチタンを
加えた。なお，本稿では，TiとB添加の影響を議論した前
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Table 1. Chemical composition of commercial S45C steel
rod employed in this study (wt%).



報 4)との比較における整合性を考慮して，Ti濃度をmol%

で記述することをここで述べておく。デンドライト組織を
顕出するために微量の燐を添加し，鋼中燐濃度は0.02 wt%

Pとした。Kobayashiらによれば 9)，Pを微量(0.05 wt%)添加
することで低炭素鋼のg粒径が半減することが示されてい
る。本過包晶鋼においても同様に，Pによる微細化効果が
生じることが考えられる。しかしながら，本実験では全て
の試料においてPの濃度を一定にしていることから，Pの
効果はベースとして存在し，本実験結果は，Ti添加の影響
のみを表していると考えられる。
試料を内径35 mm，深さ45 mmの丸底アルミナ坩堝に入
れ，Ar雰囲気の縦型SiC炉を用いて，1550°Cで溶解した。
そして1550°Cにて1時間保持した後，0.03°C/sの速度で冷
却した。温度が 1100°Cまで低下したとき，強攪拌された
水中に落下させg結晶粒組織を凍結した。試料の中心を通
る縦断面を観察面とし，光学顕微鏡及び走査型電子顕微鏡
(SEM)を用いて組織観察を行い，更にEDS及びEPMAによ
る定量分析を行った。

3．結果と考察

Fig. 1に，Ti無添加ならびにTiを添加した試料の g結晶
粒組織を示す。Ti添加量が増加するに伴いg結晶粒径が減
少していることが分かる。続いて，g結晶粒径とTi添加量
の関係をFig. 2に示す。Ti無添加の試料において，g結晶
粒は 1.9 mmという粗大なものであるが，0.1 mol% Tiを添
加することで約 0.5 mmのサイズまで急激に微細化され，
その後も緩やかではあるが，Ti添加量の増加と共に更なる
微細化が生じている。0.5 mol% Tiを添加することで 0.25

mmのサイズまでg粒径は減少した。Fig. 2には，比較のた
め前報 4)で報告したTiとBを 1 : 2の割合で添加した試料の
結果を破線で示した。TiとBを同時に添加することで，Ti

のみを添加した本試料よりもg粒径は減少している。これ
は，Bの化合物であるFe2B粒子の形成が関与しているもの
と考察されるが，その効果は僅かである。すなわち，両曲
線の比較から，前報で報告した微細化効果は，主にTi添
加によるものと推察される。

Fig. 2において，両曲線共に，Ti添加量が 0.1 mol%以上
から，g粒径の減少率が緩やかになり，粒径はある値へ収
束していくように見られる。前報では，TiとBの添加に
よってg粒径はデンドライトの二次アーム間隔まで減少す
ることを報告した 4)。そこで，本試料における g結晶粒組
織とデンドライト組織の相関を調査した。Fig. 3(a)に，Ti

を 0.2 mol%添加した試料の g粒組織を，Fig. 3(b)には同じ
領域におけるデンドライト組織を示した。Fig. 3(b)におい
て，暗い領域がデンドライトに相当し，白い補助線はg粒
界を表している。この観察から，デンドライトの側枝の中
に g結晶粒が存在していることが分かる。つまり，g結晶

粒界の移動がデンドライト樹間の位置で抑制されている。
以上の結果を考察するために，Leeによって報告されて

いる Fe–C–N–Ti四元系の熱力学データ 10)を用いて CAL-

PHAD法による状態図計算を行った。Fig. 4に Fe–0.45

wt%C–0.0037wt%N–xTiの状態図を示す。横軸の Ti濃度
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Fig. 1. Austenite grain structures (a) without Ti addition,
(b) with addition of 0.05 mol% Ti, (c) with addition
of 0.1 mol% Ti, and (d) with addition of 0.5 mol%
Ti.

Fig. 2. Effect of Ti addition on g grain size. The broken
line represents the result of Ti and B additions re-
ported in the previous paper.4)

Fig. 3. Comparison between (a) g grain and (b) dendrite
structure at the same position in the sample with
addition of 0.2 mol% Ti.



はmol%で示している。この状態図から，Ti添加によって
Ti(C,N)が高温で安定化することが理解できる。実際，Fig.

5に示すように，g粒界上に点列状に存在する粒子が観察
され，EPMA及びEDS分析の結果から，これらの粒子は
Ti(C,N)であることが示された。更に，Fig. 5に示したよう
な粒子の他，粒内および粒界上に存在する比較的大きな
ファセット状のTi(C,N)粒子が存在していた。後者の例を
Fig. 6に示す。これら形態の異なる粒子のEPMA分析の結
果，Ti(C,N)相中の窒素/炭素含有比に違いが見られた。点
列状に並んだTi(C,N)中の窒素濃度は極めて低いのに対し，
ファセット状の Ti(C,N)は窒素を約 38 at%含有していた。
そこで，Ti(C,N)相中の炭素濃度及び窒素濃度の温度依存
性を計算し，Fig. 7に示す。試料中のTi濃度は0.2 mol%で
ある。高温で晶出するTi(C,N)は窒素を多く含有したもの
であることが分かる。温度低下に伴って，Ti(C,N)相中の
窒素濃度は減少し，一方で，炭素濃度は増加している。約
1460°C以下では窒素濃度は炭素濃度よりも低い。この結
果から，Fig. 6で示した高い窒素濃度を有するファセット
状Ti(C,N)粒子は高温で晶出したもの，そしてFig. 5で示し
た粒界上に点在する粒子は比較的低温で晶出あるいは析出
したものであると考えられる。
上記のように，Ti添加によって試料中にTi(C,N)が形成
した。Fig. 5と6に示した二種類のTi(C,N)のうち，前者の

粒界上に存在するTi(C,N)がピン止め粒子と働いていると
考えられる。g粒界がデンドライト樹間でピン止めされて
いたことを考慮すると，このピン止め効果をもたらしてい
るTi(C,N)は，液相が残存している温度域で晶出したもの
と考えられる。特に，Tiを0.1 mol%添加することでg粒組
織が急激に微細化したことと (Fig. 2)，Fig. 4の状態図から，
その Ti(C,N)は主に L+g+Ti(C,N)三相領域で形成したもの
と考察できる。これについて，以下に詳しく議論する。
液相が残存する温度域においては，液相のピン止め効果

によってg結晶粒の粗大化が生じないことが報告されてい
る 1)。そこで，1550°Cから 0.03°C/sの速度で冷却中に，
種々の温度から試料を水中に急冷し，g結晶粒径の評価と
Ti(C,N)粒子の観察を行った。g結晶粒径と急冷温度との関
係を Fig. 8に示す。Ti無添加の試料に関しては，Maehara

ら 1)による報告と符合して，g単相化直後に結晶粒径が急
激に増大している。これに対し 0.2 mol% Tiを添加した場
合には，1100°Cにおけるg結晶粒径は液相が消失する温度
1430°Cにおける粒径とほぼ変わらない。つまり，0.2

mol% Tiを添加した試料においては，g�Ti(C,N)共存領域
よりも高温でピン止め効果が生じている。また，1430°C

で急冷を施した試料においても，Fig. 5に示したような粒
界上のTi(C,N)粒子が存在していた。以上のことから，粒
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Fig. 6. SEM image of facet Ti(C,N) particle.

Fig. 4. Calculated phase diagram of Fe–0.45wt%C–0.0037
wt%N–xTi steel.

Fig. 5. Ti(C,N) particles existing at grain boundary.

Fig. 7. Temperature dependence of C and N compositions
in Ti(C,N) phase calculated by CALPHAD method
for the sample with 0.45wt%C–0.0037wt%N and
0.02 mol% Ti.



界上に存在し，ピン止め効果をもたらすTi(C,N)は液相が
残存している温度域で形成したもの，特に，Fig. 4の状態
図からL�g�Ti(C,N)領域において形成したものであると
いえる。溶質濃化部のデンドライト樹間から晶出したもの
と考えれば，Fig. 3で示した g粒組織とデンドライト組織
との相関も矛盾無く説明し得る。さらに，Fig. 4の状態図
において，Ti(C,N)晶出温度のTi濃度依存性とFig. 2のg粒
径のTi濃度依存性を比較すると，L+g+Ti(C,N)領域におけ
るTi(C,N)晶出温度の増加と共に g粒径は減少しているこ
とが分かり，この領域におけるTi(C,N)晶出開始温度が g
粒微細化効果の支配因子の一つであると考察される。
続いて，g結晶粒径とTi(C,N)粒子のサイズ及び個数と

の相関について詳しく議論したい。Ti(C,N)粒子の平均粒
子径Daveおよび単位面積あたりの Ti(C,N)粒子の数 nを求
め，g結晶粒径との関係を定量的に評価した。Fig. 9に平
均粒子径とTi添加量の関係を，Fig.10に単位面積あたり粒
子数と Ti添加量の関係を示す。Fig. 9に示したように，
Ti(C,N)の平均粒子径Daveは5�7 mmの間にあり，Ti(C,N)の
晶出開始温度の増加に伴って (Fig. 4)，粒子径は僅かに増
加しているようにみられる。Fig.10では，Ti添加量の増加
に伴い単位面積あたりの粒子数nは増加している。つまり，
Ti添加に伴う g粒微細化効果の増加は，主にTi(C,N)粒子
数の増加によるものと考えられる。また，ピン止め粒子に
よる粒成長の抑制効果は，一般に以下のZenerの式で記述
される 11)。

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( 1 )

ここで，dはg結晶粒径，Kは定数，rはピン止め粒子の半
径，fVはピン止め粒子の体積率である。窒化物粒子・炭化
物粒子による等温時効中のピン止め効果は，一般に
K�0.34という値で整理されることが示されており 11)，特
にg温度域で等温保持した際のTi(C,N)によるg粒界移動の
ピン止め効果もこの値でよく記述されている。Fig.11に，
本研究で求めた g結晶粒径とTi(C,N)の r/fVの関係を示す。

図中の直線はK�0.34で計算した式 ( 1 )の関係を表してい
る。粒径 dと r/fVの関係が概ね式 ( 1 )で表されることが分
かる。しかしながら，この議論に関して以下の点に留意さ
れたい。凝固過程におけるTi(C,N)の晶出は溶質元素が濃
化するデンドライト樹間で優先的に起こる 4)。従って，凝
固g粒組織中のTi(C,N)の分散状態は均一ではなく，dデン
ドライト樹間に相当する位置に密集し，デンドライト内部
には少なくなる傾向が生じる。実際，本実験結果において，
Fig. 3に示したように g粒界の移動は，デンドライト樹間
に相当する位置で抑制されていた。従って，厳密には，凝
固g粒組織に対するピン止め効果を，粒子の均一分散を仮

d K
r

fV
�
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Fig. 8. Dependence of austenite grain size on quenching
temperature in the samples without Ti and with
0.2 mol% Ti. Fig. 9. Variation of Ti(C,N) particle size with respect to Ti

composition.

Fig. 11. Relation between r/fV of Ti(C,N) and g grain size.

Fig. 10. Variation of the number of Ti(C,N) particles per
unit area with respect to Ti composition.



定するZenerの式の範疇で取り扱うことは正当化されるも
のではないといえる。これはFig.11において，g粒が微細
化するほど式 ( 1 )の関係から逸脱していることからも明ら
かである。しかしながら，本実験結果において，式 ( 1 )の
関係が概ね成立することは注目すべき事実であろう。

4．結論

0.03°C/sの冷却速度において，S45C鋼の鋳造g粒組織へ
のTi添加の影響について調査した。以下にその結果をま
とめる。

( 1 ) Tiを添加することで鋳造 g結晶粒径は減少した。
Ti無添加の試料において，g結晶粒は1.9 mmという粗大な
ものであるが，Ti 0.1 mol%を添加することで約 0.5 mmの
サイズまで急激に微細化され，その後も緩やかではあるが，
Ti添加量の増加と共に更なる微細化が生じた。

( 2 ) 0.2 mol%以上Tiを添加した試料の g結晶粒は，デ
ンドライトの二次アーム間隔程度のサイズまで微細化し
た。

( 3 ) g粒界上に点列状に存在するTi(C,N)と，g粒界上
および粒内にファセット状に存在するTi(C,N)が観察され
た。計算状態図と組織観察から，前者は主にL+g+Ti(C,N)

領域で形成したものと考えられ，それがピン止め粒子とし

て微細化効果に寄与していることが示された。特に，
L+g+Ti(C,N)領域におけるTi(C,N)晶出開始温度が，g粒微
細化効果の支配因子の一つとして考えられる。

( 4 ) Ti添加量の増加とともに，Ti(C,N)のサイズはほぼ
変化しなかった。Ti添加に伴う微細化効果は，Ti(C,N)粒
子数が増加することによって増進することが示された。更
に，g粒径とTi(C,N)のサイズ，体積率との関係は，概ね
Zenerの式で記述されることが示された。
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