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1．緒言

炭素鋼のオーステナイト (g)結晶粒径は連続鋳造時の表
面割れ頻度や，熱間圧延時の塑性変形挙動に影響を及ぼす。
オーステナイト温度域における連鋳スラブの表面割れは，
表面から内部に向かって発達した粗大な柱状g粒の粒界に
沿って伝搬する1)。これは g域およびa�g域における延性
の低下によるものであり，g結晶粒の組織制御の重要性が
示されている2)。
著者らはS45C鋼の凝固 g組織に対するチタンとホウ素
の影響を調査し，0.02°C/sの冷却速度下では両元素の添加
によりg結晶粒が微細化されることを前報で示した3)。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
細化され，これはデンドライト樹間に存在するチタンやホ
ウ素を含む粒子がg粒成長を抑制しているためであると議
論した。そこで，冷却速度を大きくし，デンドライト二次
アーム間隔を小さくすることで，g結晶粒はさらに微細化
されることを報告した。しかしながら，これらは比較的遅
い冷却速度で形成した等軸g結晶粒組織に対して得られた
知見である。上記の柱状g組織に対しても同様の微細化効
果が得られるかは検討を要する。
柱状g結晶粒の成因として，オーステナイト生成前線に
おける温度勾配が支配的であり，冷却速度の増加と共にそ
の勾配が大きくなるために柱状g粒が発達する傾向が強く
なることが示されている4)。そこで本研究では，柱状 g粒
が形成する冷却速度域を対象として，柱状g組織に対する

チタンとホウ素の影響を調査した。特に，g結晶粒組織と
デンドライト組織の相関を調べ，その効果について検討を
行った。

2．実験方法

Table 1に示す化学組成を持つ市販のS45C鋼の丸棒を溶
解用母材として用いた。S45C鋼丸棒の直径は 20 mmであ
り，約 320 gとなるように秤量した。鋼中で微細なTiB2粒
子を分散させることを狙い，粒状のスポンジチタンおよび
粉末アモルファスボロンを組成範囲が0から0.2 mol% TiB2

となるようにモル比1 : 2で秤量した。また，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。
これら秤量した原材料を内径30 mm，深さ90 mmの円筒
状アルミナ坩堝中で溶解した。溶解には縦型SiC炉を用い，
Ar雰囲気中にて1550°Cで1時間保持した後，以下に示す2

つの方法で鋳込みを行った。
( 1 ) 800°Cに加熱したアルミナ坩堝への鋳込み
上記の溶解用坩堝と同じ寸法および材質のアルミナ坩堝

を800°Cに加熱した別の電気炉内で1時間以上保持し，鋳
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Table 1. Chemical composition of commercial S45C steel
rod employed in this study (wt%).



込む直前に取り出して耐火煉瓦の上に置いた。そして，溶
融した試料をSiC炉から速やかに取り出し，その加熱した
坩堝へ鋳湯した。鋳湯後，即座にB型熱電対を試料の高さ
方向および円の中心位置に差し込み温度測定を行った。高
温におけるg結晶粒組織を凍結させるために，試料中心部
の温度が 1100°Cに達したとき，試料を強攪拌された冷水
中にて急冷した。
( 2 ) ステンレス製鋳型への鋳込み
試料を溶融状態のまま取り出し，室温に保持したステン

レス製鋳型へ鋳込んだ。鋳型の深さは 100 mm，内径は溶
解用の坩堝と同様に30 mmである。鋳型の側面からB型熱
電対を差し込み試料中心部の温度を測定した。( 1 )の方法
と同様に，試料中心部の温度が 1100°Cに達したところで
水中急冷を施した。
上記の 2つの鋳込み方法における冷却曲線より，g単相

化温度 Tgを読み取り Tgから 100°C低下する間の平均の冷
却速度を各鋳込み方法における冷却速度とした。( 1 )と
( 2 )の鋳込み方法における冷却速度 Rはそれぞれ R�

4.50°C/sおよび R�16.67°C/sとなった。それぞれのイン
ゴットは直径約30 mm，高さ約80 mmの円柱であり，その
高さ中心の水平断面を組織観察面とした。g結晶粒のサイ
ズは，円柱インゴットの半径方向の長さを長径d1，それと
直交する円周方向の長さを短径d2として評価した。

3．結果と考察

Fig. 1に冷却速度R�4.50°C/sで冷却した試料の g結晶粒

組織を示す。チタンとホウ素を添加していない場合 (Fig.

1(a))，g結晶粒は鋳壁から試料中心へと半径方向内向きに
長く伸びた柱状粒となっており，試料の中心まで柱状g結
晶粒が形成している。これに対して，チタンとホウ素を添
加した場合には，試料中心部に等軸 g結晶粒が観察され，
特に，チタンを0.2 mol%，ホウ素を0.4 mol%添加した場合
(Fig. 1(d))には試料断面のほぼ全面が等軸粒となっていた。
つまり，チタンとホウ素の添加によってg結晶粒組織が等
軸化することが示された。
デンドライト組織に関しても，g結晶粒組織と同様に元
素の添加に伴って柱状晶から等軸晶への遷移 (Columnar-to-

Equiaxed Transition, CET)が見られた。Fig. 2にR�4.50°C/s

の試料の同一位置におけるデンドライト組織とg結晶粒組
織を示す。g結晶粒組織において柱状粒から等軸粒へ遷移
する位置はデンドライト組織のそれとほぼ一致した。R�

16.67°C/sの試料においても，デンドライト組織の遷移位
置と g組織の等軸化の位置はほぼ対応していた。一方で，
R�2.25°C/sでは，温度勾配が大きな鋳壁近傍で一部柱状デ
ンドライトが観察されるが，g粒の柱状化は生じないこと
を前報で示した3)。これは，柱状 g結晶粒の成因が，デン
ドライト組織の形態よりもむしろg粒成長時の温度勾配に
あるという報告4)と矛盾しないものであった。これに対し
て，本実験の4.50°C/s及び16.67°C/sにおいては，チタンと
ホウ素を添加した試料の柱状デンドライト領域と柱状g結
晶粒領域の割合はほぼ合致した。そこで，デンドライト組
織に対するチタンとホウ素添加の影響をより詳しく調査し
た。
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Fig. 1. Austenite grain structures cooled at R�4.50°C/s, (a) without addition of Ti and B, (b) with 0.02 mol% Ti and 0.04 mol% B,
(c) with 0.1 mol% Ti and 0.2 mol% B, and (d) with 0.2 mol% Ti and 0.4 mol% B.



柱状デンドライトが半径方向内向きに発達している領域
の長さを求め，それを半径長さ (15 mm)で除したものを柱
状割合 fCとし，柱状割合に及ぼすチタンとホウ素の添加量
の影響をFig. 3に示した。前報3)で報告した2.25°C/sの結果
も示している。R�4.50°C/s及び 16.67°C/sのとき，元素を
添加していない試料は，ほぼ全面が柱状デンドライトであ
るが，チタンとホウ素の添加によって柱状割合が減少し，
デンドライトが等軸化する傾向が見られる。R�4.50°C/sお
よび 16.67°C/sの場合を比較すると後者の方が柱状割合は
大きい。これは，16.67°C/sの凝固過程では大きな温度勾
配が生じ，デンドライトを柱状化させる傾向が強くなって
いたため5)であると考えられる。また，R�2.25°C/sの時に
も，チタンとホウ素の添加によって柱状割合は減少してい
る。既に述べたように，これらの試料のg組織は全面等軸
粒である。これはデンドライト成長時に比べ，g粒成長時
の温度勾配が小さく，2.25°C/sの冷却速度下では等軸 g粒
が形成される条件4)が満足されているためであると考察さ
れる。
チタンおよびホウ素添加に伴うデンドライトの等軸化

は，溶質元素の濃化に伴う組成的過冷却領域の拡大や，等
軸デンドライトの核生成サイトとなる物質が形成されたこ
とによると予想される。後に示すように，両元素を添加し

た試料にはTi(C, N)およびBNの粒子が観察された。この
うち前者は，d相と格子整合性がよく，d相の核発生サイ
トとして働くことが知られている6)。特に，フェライト系
ステンレス鋼の溶接凝固の研究 7)において，溶鋼中の
Ti(C, N)が d凝固組織のCETを引き起こすことが報告され
ている。したがって，本実験におけるデンドライト組織の
等軸化は，Ti(C, N)粒子が関与しているものと考えられる。
既に述べたように，デンドライト組織が等軸化しても，必
ずしも g組織が等軸化するわけではなく，g粒成長時の温
度勾配が支配因子である。具体的には，g粒成長時の温度
勾配が2.5K/mm以上の時には柱状g粒，2.5K/mm以下の時
には等軸 g粒組織が形成することが示されている4)。一方
において，本実験ではg組織の等軸化とデンドライト組織
の等軸化の間に強い相関が見られた。デンドライト組織の
等軸化に伴って，その不連続的潜熱発生によりオーステナ
イト生成前線における温度勾配が変化し，その結果として
等軸 g粒が形成する条件が満足された可能性も考えられ
る。本実験では，温度測定による凝固過程への影響を最小
限にするために，試料中心部のみに熱電対を挿入し，その
一点のみの温度測定を行った。したがって，ここでは温度
勾配とg粒組織の等軸化との相関に関して議論することは
できない。この点については，詳細な凝固・熱伝導シミュ
レーションによる調査が今後必要である。一方，前報で述
べたように3)，チタンとホウ素の添加により，等軸デンド
ライト周囲にg成長のピン止め粒子が生じる。したがって，
柱状g結晶粒が成長する先に，等軸化したデンドライトが
存在すると，その等軸デンドライト周囲のピン止め粒子に
よって柱状g粒の成長が妨げられ，等軸粒の核発生により，
g成長が進行することも考えられる。
続いて，柱状 g結晶粒の粒径変化について議論する。

Fig. 4に冷却速度 4.50°C/s及び 16.67°C/sで冷却した試料の
柱状g結晶粒領域の組織を示した。チタンとホウ素の添加
によって柱状粒が微細化されていることが明らかである。
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Fig. 2. Comparison between dendrite and austenite grain structures cooled at R�4.50°C/s. The columnar to equiaxed transition re-
gion is indicated by dashed line. (a) Dendrite structure, (b) austenite grain structure.

Fig. 3. Effect of addition of Ti and B on fraction of colum-
nar dendrite.



各冷却速度における柱状g結晶粒の長径d1と短径d2に及ぼ
すチタンとホウ素添加の影響をFig. 5に示す。いずれの冷
却速度においても，長径および短径は，チタンとホウ素の
添加と共に減少している。また，冷却速度が速いときほど
長径及び短径は小さい。
この粒径の変化について考察するために，Fig. 6に試料

の同一位置における柱状デンドライトと柱状g粒組織を示
す。チタンとホウ素の添加が無い場合には ((a), (b))，1つ
のg結晶粒は同一方向に成長したいくつかのデンドライト
を含むように成長している。これに対し，チタンとホウ素
を添加した場合には 1つのデンドライトと 1つの柱状 g結
晶粒がほぼ1対1で対応している。また，デンドライトの
主軸間にはFig. 7に示したように介在物粒子が存在してお
り，これらの粒子によってg結晶粒界はピン止めされたも
のと考えられる。これらの粒子に対してEDSによる分析
を行った結果，本研究で当初目的としていたTiB2粒子は
確認されず，これらの粒子はTi(C, N)やBNであることが
確認された。続いて，チタンを 0.1 mol%，ホウ素を 0.2

mol%添加した試料におけるデンドライトの一次アーム間

隔の冷却速度依存性をFig. 8に示す。一次アームは冷却速
度の逆数の平方根または凝固時間の平方根に比例する8–11)

ことから，冷却速度が大きくなるほど一次アーム間隔は減
少している。Fig. 8には，同一試料の柱状 g結晶粒の短径
d2もプロットしている。一次アーム間隔が減少すると共に，
柱状粒の短径が減少していることが分かる。但し，1つの
柱状 g結晶粒が1つ柱状デンドライトと完全に対応してい
るわけではなく，d2よりも l1の方がやや大きくなってい
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Fig. 4. Columnar austenite grain structures (a) without addition of Ti and B at R�4.50°C/s, (b) 0.1 mol% Ti and 0.2 mol% B at
R�4.50°C/s, (c) without addition of Ti and B at R�16.67°C/s, and (d) 0.1 mol% Ti and 0.2 mol% B at R�16.67°C/s.

Fig. 5. Effect of addition of Ti and B on longitudinal and
transverse diameters of columnar austenite grain.

Fig. 6. Comparison between austenite ((a) and (c)) and
dendrite ((b) and (d)) structures at same position at
R�16.67°C/s. (a) and (b): without addition of Ti
and B. (c) and (d): with addition of 0.1 mol% Ti
and 0.2 mol% B.



る。
以上の一連の結果より，チタンとホウ素の添加による g

結晶粒の成長抑制効果について，次のように考察した。そ
の模式図をFig. 9に示す。チタンとホウ素の添加により，
柱状d-デンドライト成長端の前方領域で等軸デンドライト
の核生成が促進され，d凝固のCETが生じる。これにより，
g生成前線での温度勾配が g等軸化の条件を満足するよう
に変化する，あるいは，柱状及び等軸デンドライトの周囲
およびアーム間にTi(C, N)やBNといった粒子が存在し，g
粒の等軸化をもたらす。そして，それらの粒子がg粒成長
を抑制する。したがって，g粒組織とデンドライト組織は
強い相関を有することになる。実際，冷却速度を増加させ，
デンドライト組織のサイズを減少させることで，g粒を更
に微細化しうることが示された。連続鋳造時における表面
割れ深さは粗大柱状g粒の最大長径に依存するとされてお
り12)，この実験で得られた結果は表面割れの抑制に有効で
あると考えられる。

4．結論

柱状 g結晶粒が形成されるような二種類の冷却速度
R�4.50, 16.67°C/sにおいて，チタンとホウ素の添加がデン

ドライト組織及びg結晶粒組織に与える影響について調査
し，以下の結論を得た。

( 1 ) S45C鋼のg結晶粒は，いずれの冷却速度において
も，内径30 mmの円筒形坩堝内で全面が柱状粒となる。

( 2 ) チタンとホウ素の添加によって，柱状 g粒および
柱状デンドライトの割合は減少する。柱状 g粒から等軸 g
粒へ遷移する位置は，デンドライトの柱状晶–等軸晶遷移
が生じた位置とほぼ一致する。

( 3 ) チタン0.2 mol%，ホウ素0.4 mol%添加することで，
試料全面でg粒が等軸化する。

( 4 ) チタンとホウ素の添加により柱状 g結晶粒の長径
及び短径ともに減少する。

( 5 ) 冷却速度の増加によってデンドライトの主軸間隔
は小さくなり，それに伴い柱状g結晶粒の短径はさらに減
少する。
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Fig. 7. Pinning particles existing between primary dendrite
arms in the sample cooled at R�16.67°C/s.

Fig. 8. Effect of cooling rate on primary dendrite arm
spacing and transverse diameter of columnar
austenite grain in the sample with 0.1 mol% Ti and
0.2 mol% B.

Fig. 9. Schematic picture of effect of Ti and B on solidifi-
cation process.


