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1章 序章 

 

1.1本研究の背景 

1.1.1 Advanced High Strength Steel (AHSS) 

 現代において、金属材料はねじ等の部品類、自動車等の機械類、一般家屋等の建築

物など、様々な用途に供されている。その中でも人工物の形状・構造を形作り、強度

を担う目的で使用される材料を、構造用金属材料と呼ぶ。構造用金属材料に要求され

る重要な特性の１つとしては、強度が高いことである。構造用金属材料は強度の上昇

に伴い、任意の荷重を支えるのに必要な使用量が低下する。つまり、構造用材料の高

強度化は、材料コストの低下や構造物の小型化・軽量化を可能とし、産業利用の観点

において望まれている。例えば、自動車等の輸送機器用材料の場合、車体重量の軽減

による燃費向上や、材料使用量の低減によるコスト削減および環境負荷の低減といっ

たメリットが生じる。また、従来使用されてきた部材を高強度材料に置き換えること

で、構造物の信頼性や安全性の向上も見込まれるため、材料の高強度化は社会的なニ

ーズが高い課題であるといえる。一方で金属材料において強度と延性は一般にトレー

ド・オフの関係にあり、材料の高強度化は延性の低下をもたらす。延性の低下は材料

の加工性の低下や衝撃安全性の悪化などのデメリットが生じる。よって産業利用の観

点において強度と延性の両者の向上が望まれている。 

 最も工業用途で使用されている構造用金属材料として鋼が挙げられる。鋼とは 2 

wt%以下の炭素を含む鉄合金のことであり、供給の規模、経済性および工学的信頼性

が他材料に比べて圧倒的に高いことが特徴である[1]。前述の強度と延性の両者の向上

を目指した鋼は Advanced High Strength Steel (AHSS) [2-6]と呼ばれ、近年幅広く研究・

開発が行われている。 

AHSS は開発された世代によって３つに分類することができる。第 1 世代 AHSS は既

に実用化されており、Dual Phase 鋼[2-8]、Complex Phase 鋼[2-5,9]やマルテンサイト鋼
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 [2-5]が挙げられる。Fig. 1.1 に種々の従来鋼と AHSS の強度と延性の関係を示す。Fig. 

1.1 中に緑色領域で示す第 1 世代 AHSS は、青色領域で示す従来鋼より高い強度を発

揮するが、強度と延性のバランスを示す強度と延性の積は従来鋼とあまり変わらない

ことがわかる。このため、従来鋼より高い強度と延性の積の発揮を目指して開発され

たのが第 2 世代 AHSS である。第 2 世代 AHSS は Twin-Induced Plasticity (TWIP)の効果

により高い強度と延性を発揮するオーステナイト相を基とする鋼である[2,4,5,10]。

Fig.1.1 中に赤色の領域で示すように、第２世代 AHSS は、従来鋼や第１世代 AHSS

と比較して、高い強度と延性を有することがわかる。しかし、従来鋼や第１世代 AHSS

と比較して、オーステナイト相を安定させるために Ni、Mn や Cr 等の高価な合金元

素を多く添加する必要がある。例えば、Fe-Mn-C 系の TWIP 鋼においては、合金元素

を 17 %以上添加する必要があると報告されている[10,11]。高価な合金元素の添加量が

Fig 1.1 Strength-ductility balance of various steels. The blue curves indicate the position of 

constant (TS)×(TE) values. 
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多いことはコストの増加と、リサイクル性[12,13]や溶接性の悪化[14,15]をもたらし、

産業利用の観点から望ましくない。このため、第１世代 AHSS より高い強度と延性を

示しつつ、第２世代 AHSS より合金元素の添加量を抑えた、第３世代 AHSS が現在研

究・開発されている。第３世代 AHSS の有力な候補として、TRIP-aided Bainitic 

Ferrite(TBF)鋼[16-18]や Quenching and Partitioning (Q&P)処理を施した TRIP 鋼[19-21]、

そして中 Mn 鋼が挙げられる。 

 

1.1.2 中 Mn鋼の組織と力学特性 

 第３世代 AHSS の１つである中 Mn 鋼は、Mn を 3~10 wt%含む合金鋼である。第２

世代 AHSS よりも、少量の合金元素の添加であるため経済性に優れており、それに加

Fig 1.2 Relationship between total elongation and tensile strength of Fe-5Mn-0.1C-2Si and 

those of other structureal steels in Ref[26]. 



7 

 

えて優れた力学特性を示すことが報告されている [22-27] 。花村ら [25] は

5Mn-0.1C-1.5Si 鋼において、オーステナイト化後に室温まで空冷する熱処理によりフ

ルマルテンサイト組織が得られ、この組織をフェライト＋オーステナイト二相域温度

で焼鈍、焼入れを施すことでフェライト＋オーステナイト２相組織が得られたことを

報告している。Fig. 1.2 に示すように、このフェライト＋オーステナイト組織は室温

における引張試験で、引張強度と全伸びの積が 30000MPa・%以上という優れた力学

特性を示した。これは室温で残留オーステナイトが TRIP(Transformation Induced 

Plasticity)効果を発現して、高い加工硬化能と強度をもたらすためである[2,23,28]。こ

のため残留オーステナイトを得ることが重要となっており、オーステナイト安定化元

素である Mn や C、炭化物析出を抑制してオーステナイトへ C を濃化させるための Si

な ど が 主 に 添 加 元 素 と し て 使 用 さ れ て い る [2,24,25] 。 こ れ ま で

Fig 1.3 Schematic illustration of microstructural evolution as function of intercritical 

annealing temperature in medium manganese steel. α, γ, γ
R
, and α’ 

F
 are ferrite, reverted 

austenite, retained austenite and fresh martensite, respectively. A.G.S, Vγ, and Vγ
R
 are 

average grain size of reverted austenite, volume fraction of reverted austenite and volume 

fraction of retained austenite, respectively. Ref[24] 

 



8 

 

の報告では、オーステナイト化後に焼入れを施すことにより得られるマルテンサイト

組織を出発組織としている。これを二相域温度で焼鈍または温間加工を施すことによ

り、フェライト＋オーステナイト二相組織を得る方法が多く用いられている

[19-24,26,27]。この場合には、焼鈍温度と焼鈍時間が残留オーステナイト量および性

質を決定する。Fig. 1.3 に焼鈍温度の影響を示す。焼鈍温度の上昇に伴い、オーステ

ナイト量は増加、オーステナイト粒径は減少、そしてオーステナイト中の Mn や C 濃

度は低下する。オーステナイト量と、オーステナイト粒径およびオーステナイト中の

合金元素の濃化のバランスにより、焼鈍温度の増加に伴い焼入れ後に得られる残留オ

ーステナイト量は、特定の温度においてピークを示すように変化することが報告され

ている[23,26,27]。一方、鉄鋼は加工熱処理により様々な組織を形成し、組織によって

力学特性が変化することが広く知られている[30,31]。そのため、これまで報告されて

きたフェライト＋オーステナイト二相組織以外に優れた力学特性を示す組織が存在

する可能性が考えられ、その候補の一つとして、フェライト＋マルテンサイト二相

(DP)組織が挙げられる。 

 

1.1.3 フェライト＋マルテンサイト Dual Phase(DP)組織 

 DP 組織は軟質なフェライト相と硬質なマルテンサイト相で構成される複合組織で

ある[2,5,7]。一般にはフェライトが延性を担保し、マルテンサイトが強度を担保する

ことにより優れた強度と延性のバランスを示すことと、高い加工硬化能を示すことが

知られている[32-34]。ここで、中 Mn 鋼における DP 組織の作製方法は、Fig. 1.4 に示

すような、2 種類の熱処理が考えられる。第一の方法は Fig. 1.4(a) に示すように、マ

ルテンサイトを出発組織として、二相域温度で焼鈍することで、マルテンサイトの焼

戻しから生じるフェライトと相変態によるオーステナイトを発生させ、焼入れにより

DP 組織を得る方法である。第 2 の方法は、Fig. 1.4(b) に示すように、オーステナイト

化後に二相域温度に冷却・保持することで、オーステナイトからフェライトを発生さ
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せ、焼入れにより DP 組織を形成する方法である。前者はマルテンサイトからオース

テナイト変態が、後者はオーステナイトからフェライト変態が発現することになる。

中 Mn 鋼については、従来の研究によればマルテンサイトを出発組織として焼入れた

場合にオーステナイトが残留することが知られているため、フェライト＋マルテンサ

イト組織を得るにはオーステナイトを出発組織とした方法がよいと考えられる。これ

は実用化にあたり、オーステナイトを高温加工する既存の加工熱処理施設の利用を期

待できる[35,36]。一般に、鋼に Mn を添加すると焼入れ性が上がることが知られてい

るが[31,37]、中 Mn 鋼におけるフェライト変態の kinetics の詳細は明らかとなってい

ない。DP 組織を作製するためには、フェライト変態の kinetics をまず調べる必要があ

る。 

 

1.1.4 動的フェライト変態 

 オーステナイトの加工中に発現するフェライト変態を動的フェライト変態と呼ぶ。

動的フェライト変態は、Fig. 1.5 に示すように、静的フェライト変態より変態 kinetics

が早いことと、微細なフェライト組織が形成されることが特徴である [38-41]。

Fig 1.4 Schematic illustration of heat treatment for obtaining ferrrite+martensite dual phase 

microstructure from (a) martensite and (b) austenite microstructure in medium manganese 

steel. 
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変態 kinetics の加速は、加工によるオーステナイトの自由エネルギーの上昇が、オー

ステナイトからフェライト変態の駆動力を増加させることと、フェライトの核生成サ

イトとなるオーステナイト中の粒界および転位等の欠陥が増加する[38-43]ことによ

る。微細粒フェライト組織は、オーステナイトの加工中に生じたフェライトが加工さ

れて、動的再結晶を発現するためであり、微細化強化により優れた力学特性を有する

ことが報告されている[44,45]。よって、中 Mn 鋼において動的フェライト変態により

DP 組織を形成すれば、優れた力学特性を有する DP 組織が得られることが期待でき

る。しかし中 Mn 鋼においては、動的フェライト変態を利用したフェライト＋マルテ

ンサイト DP 組織の形成と力学特性についても詳細なデータがほとんどない状態であ

る。 

 

Fig 1.5 Schematic illustration showing the possibitliy of the occurrence of dinamic 

transformation of ferrite. Fs means start of ferrite transformation. Ref[40] 
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1.2 本研究の目的 

 前節で述べた背景のもと、本研究では中 Mn 鋼の動的フェライト変態を利用したフ

ェライト＋マルテンサイト DP 組織の形成と力学特性を調べることにより、中 Mn 鋼

の DP 組織が形成できるかどうかを確認することと、その DP 組織の形成過程および

特性を明らかにすることを目的とする。動的フェライト変態を利用するために従来の

中 Mn 鋼の研究のようにマルテンサイトを出発組織とはせず、オーステナイトを出発

組織とする。通常の鋼の製造工程では、鋼はオーステナイト状態に熱せられてから加

工熱処理を施されるため、本研究が対象とするオーステナイトを出発組織とする研究

は非常に重要である。また中 Mn 鋼における特徴の 1 つである残留オーステナイトが

生じるかを明らかにすることも目的とする。 

 本研究によって、中 Mn 鋼の DP 組織の形成と力学特性を明らかにすることで中

Mn 鋼の産業利用の可能性を広げることができれば、第 3 世代 AHSS としての実用化

に寄与することが期待される。 

 

1.3本論文の構成 

 本論文は全 6 章から構成されている。 

 第 1 章では、本研究の背景と目的について述べた。 

 第 2 章では、中 Mn 鋼(Fe-4wt%-0.1wt%C 合金) の静的フェライト変態の kinetics を

明らかにし、それに対し加工を施した場合のフェライト変態がどのような挙動となる

のか、また DP 組織のが形成できるかどうかとその力学特性を調べている。中 Mn 鋼

における静的フェライト変態の kinetics は Mn を含まない場合と比較して極めて遅い

一方で、動的フェライト変態の kinetics は加速されており、微細なフェライトで構成

される DP 組織が形成されることを明らかにしている。 

 第 3 章では、中 Mn 鋼(Fe-4wt%-0.1wt%C 合金)の動的フェライト変態に及ぼす温度

とひずみ速度の影響を調べている。温度とひずみ速度を変化させることで種々のフェ
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ライト分率の微細なフェライト粒を有する DP 組織が形成されることと、得られた DP

組織の力学特性がフェライト分率にあまり依存しないこと、そして動的フェライト変

態を生じさせるための加工だけでは残留オーステナイトが生じないことを明らかに

している。 

 第 4 章では、中 Mn 鋼(Fe-4wt%-0.1wt%C 合金) の動的フェライト変態で形成され

た DP 組織に対して、加工後の等温保持が組織と力学特性に及ぼす影響を調べている。

オーステナイトの加工により静的フェライト変態の kinetics も加速されること、条件

によっては残留オーステナイトが生じること、短時間の等温保持は力学特性に影響を

与えないことを明らかにしている。 

 第 5 章では、Fe-4wt%-0.1wt%C-2wt%Si 合金を用いて、中 Mn 鋼における Si 添加が

フェライト変態に及ぼす影響を調べている。Si 添加により静的フェライト変態および

動的フェライト変態が抑制されること、Si 添加鋼では圧縮温度が力学特性におよぼす

影響は小さいこと、オーステナイトの残留を促進しないことを明らかにしている。 

 第 6 章では、本研究で得られた知見を総括している。 
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2章 中 Mn鋼における相変態 kineticsと力学特性 

 

2.1序論 

Mn を 3~10 wt%含む中 Mn 鋼は、近年、大変注目を集めている[1-5]。花村らが報

告した 5Mn-0.1 %鋼はマルテンサイト組織またはフェライト＋オーステナイト組織で

あるが[3]、他に優れた力学特性を示す組織が存在する可能性がある。広く知られてい

るように、鋼は様々な熱処理により様々な組織を有する。そこで本研究ではフェライ

ト＋マルテンサイトの Dual Phase（DP）組織に着目した。DP 組織は、硬質なマルテ

ンサイト相と軟質なフェライト相の複合組織であり、強度と延性のバランスがよいこ

とと、高い加工硬化率を示すことが知られている[6-8]。前章で述べたように、DP 組

織を作製する一つの方法としては、オーステナイト化後にフェライト変態を生じさせ、

オーステナイト＋フェライト二相状態から焼入れを施す方法がある。しかし、中 Mn

鋼におけるフェライト変態の kinetics のデータは明らかとなっておらず、フェライト

変態により生成する DP 組織がどのような力学特性を有するのかも明らかとはなって

いない。また、フェライト変態については、オーステナイトの高温加工中に生じる動

的フェライト変態という現象が存在する[9-12]。これを利用することにより、微細粒

フェライト組織が得られ、微細化強化により優れた力学特性を有することが期待でき

る。しかし、中 Mn 鋼の動的フェライト変態を利用した DP 組織についての詳細なデ

ータも少ない状態である。 

そこで本章においては、中 Mn 鋼の相変態 kinetic を明らかにし、動的フェライト変

態を利用した DP 組織の作製方法とその力学特性について述べる。 
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2.2実験方法 

2.2.1 試料 

本研究では、Table 2.1 に示す化学組成を有する Fe-4Mn-0.1C (wt%) を試料として用

いた。平衡状態図を Thermo-Calc を用いて計算した結果 、Ae3点および Ae1点はそれ

ぞれ 752 ℃および 529 ℃であった。Fig. 2.1 に Thermo-Calc を用いた計算から得られ

た平衡状態図を示す。 

 

 

 

 

 

Table 2.1 Chemical composition of the steel studied (wt%) 

Fi g .  2 .1  E qu i l i b r i um p hase  d i ag r am  of  ( a )  ( Fe - 4m ass %Mn ) -x C and  

(b) (Fe-0.1Cmass%C)-xMn ternary alloy calculated by Thermo-calc. The dashed  

line indicate Fe-4Mn-0.1C composition. 
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2.2.2 変態点測定 

変態点は膨張計 (富士電波工機製 Formastor-F) を用いて測定した。測定には直径 3 

mm、高さ 10 mm の円柱状試験片を用い、真空下で 800 ℃・300s のオーステナイト化

後に以下の 2 通りの方法の熱処理における変態開始点を測定し、連続冷却変態曲線図

(Continuous Cooling Transformation (CCT) diagram)および恒温変態曲線図 (Time 

Temperature Transformation (TTT) diagram)を作成した。連続冷却変態曲線図の作成につ

いては、オーステナイト化後に 0.01～10 ℃/s の種々の一定冷却速度により室温まで

冷却し、その間の変態点を測定した。ここで、冷却速度が 5 および 10 ℃/s である場

合においては、窒素ガスによる冷却を施した。恒温変態曲線図の作成については、試

料をオーステナイト化後に He ガスを用いて 350～700 ℃の任意の温度へ急冷し、2.4

×103 s から 5×105 s (138.9 h)までの種々の時間で等温保持を行い、それぞれの温度に

おける変態点を測定した。また、等温保持後は He ガスによる急冷を施した。 

 

2.2.3 加工熱処理 

熱間加工による組織変化を調べるために、熱間加工シミュレーター（富士電波工機

製 Theremecmastor-Z）を用いて高温単軸圧縮加工を試料に施した。加工熱処理には、

直径 8 mm、高さ 12 mm、または直径 6 mm、高さ 10 mm の円柱状試験片を用いた。

試験片に 90％酢酸＋10％過塩素酸溶液による電解研磨を施して表面の酸化層を除去

した後、側面の高さ方向中心位置に、R 熱電対をパーカッション溶接した。そして、

試験片と熱間加工シミュレーターの窒化ケイ素製アンビルとの間に、断熱材として雲

母板を設置し、試料と雲母板との間に生じる摩擦を緩和するための潤滑剤としてグラ

スパウダーを塗布した。続いて、Fig.2.2 に示すような加工熱処理を試料に施した。

Ar 雰囲気下で加熱速度 10 ℃/s で昇温し、800 ℃・300 s のオーステナイト化処理を

施し、600 ℃へ窒素ガスにより急冷し、60 s の均熱化後、ひずみ速度 1×10-3 s-1、1×

10-1 s-1 または 1×10 s-1で 60 %単軸圧縮加工を施した。圧縮後はただちに水焼入れを
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施した。また、ひずみ速度 1×10-3 s-1で圧縮後に 1×105 s（27.7 h） の静的保持を施

し、水焼入れした試料も作製した。 

 

 

2.2.4 組織観察・元素分析 

組織観察試料としては、Fig.2.3(a)に示すような圧縮軸と平行な断面を含む厚さ 0.5 

mm の薄板を圧縮試料から切り出した。試料をエメリー紙で研磨後に、2.2.3 項で述べ

た溶液を用いて、電圧 12~14.5 V、室温で電解研磨を施して組織観察試料とした。光

学顕微鏡、走査型電子顕微鏡 (SEM、日本電子株式会社製 JSM-7800F)および後方電子

散乱回折(EBSD、日本電子株式会社製 JSM-7100F装置およびEDAX/TSL社製TSL OIM 

Analysis7 解析ソフト) を用いて、加速電圧 15.0 kV で試料の高さ方向および直径方向

の中心位置の組織観察を行った。光学顕微鏡および SEM 観察については、試料に

Fig. 2.2 Schematic illustration of the thermomechanical processing in the  

present experiment. 

100 ks 
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3 %硝酸+97 %エタノール溶液により、室温において数秒間エッチングを施した。EBSD

測定については観察組織や測定領域の大きさに合わせてステップサイズを 0.05～0.10 

μm とし、Working Distance を 15.0 mm とした。フェライト分率については、EBSD

解析における Kernel Average Misorientation (KAM)マップまたは SEM 像に対し、画像

処理ソフト(GNU IMAGE MANIPULATION PROGRAM, GIMP)上でカウントしたフェ

ライト領域のピクセル数を、観察領域のピクセル数で除することにより算出した。フ

ェライト粒径は圧縮軸と平行な方向に対するはさみ直径[13]として測定し、これらの

平均値を平均フェライト粒径として算出した。また、元素分析は SEM-EDX(検出器：

EDAX 製 Octane Pro、解析ソフトウェア:EDAX Genesis)により評価した。前述の試験

Fig. 2.3 Schematic illustrations showing the specimen for (a) microstructure observation 

and (b) tensile test. The blue area indicates the cross-section of the specimens. d and h 

indicate the diameter and height of compressed specimen, respectively. C.A.means the 

compression axis. 
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片に対し、加速電圧 15.0 kV でステップサイズを 0.1 μm として、10~20 μm 四方の

領域を最大 1024 フレームのスキャンを行い、元素分布を測定した。解析においては

Fe-Kαピークおよび Mn-Kαピークに対し、ZAF 法を用いて質量濃度を計算した。前

述の条件において、特性 X 線はビームの中心から半径 0.35 μm の球状領域より発生

するため[14]、各領域の濃度は粒界から 0.5 μm 程度離れた、結晶粒の形状と相似な

領域の解析を実施した。 

 

2.2.5 力学特性 

力学特性は室温での引張試験により評価した。試験片は Fig. 2.3(b)に示すように、

圧縮試料の高さ方向および直径方向の中心部から、圧縮軸と垂直な面が平板試験片の

板面と平行になるように切り出し、エメリー紙による機械研磨によって加工層を除去

した。試験片寸法は Fig. 2.4 に示すように、平行部幅 1 mm、平行部厚さ 0.5 mm、平

行部長さ 2 mm である。引張試験には精密万能試験機（島津製作所製 AG-Xplus 100kN）

を使用した。試験条件は室温、初期ひずみ速度 8.3×10-4 s-1 とした。今回の実験で扱

う引張試験片のサイズは小さく、クロスヘッドの移動量から引張変形におけるひずみ

量の計算を行う場合、実験装置の弾性ひずみが変位に含まれて、誤差が大きくなるこ

とが懸念される。このため試験片表面に白地と黒点の粒子状パターンをアクリル塗料

で作成し、試験中の試験片表面のパターンを、高速 CCD カメラにより一定のフレー

ムレート 10 Hz で試験開始から破断まで撮影した。得られた一連の画像に対し、画像

中のコントラストにより特徴付けられた二点間の変位を、二点間距離測定プログラム

により追跡して変位量を求め、それを基にひずみ量を算出した。 
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2.3結果・考察 

2.3.1 4Mn-0.1C鋼の静的相変態挙動 

 Fig. 2.5 に 800 ℃・300 s でオーステナイト化後に種々の速度で試料を冷却すること

によって得られた CCT 線図を示す。図中には各冷却速度で冷却された試料のマイク

ロビッカース硬度を合わせて示している。冷却速度 0.01 ℃/s から 1 ℃/s においては

フェライト変態、ベイナイト変態、マルテンサイト変態が温度の低下に伴って順に生

じた。一方、冷却速度 5 ℃/s および 10 ℃/s では、フェライト変態が生じず、ベイナ

イト変態とマルテンサイト変態が生じた。よって得られた変態曲線の形態はベイナイ

ト突出型であり[15]、かつパーライト変態は発現せず、フェライト変態のみが発現す

る変態曲線となった。ここでマルテンサイト変態開始点(Ms 点)は冷却速度 0.01～1 ℃

/s において 226 ℃前後であったが、冷却速度 5 および 10 ℃/s においては 351 ℃前後

であった。マルテンサイト変態開始点が変化した境界は、フェライト変態開始点が生

じる速度と対応している。これの原因として、次の２つの事が考えられる。1 つ目は、

フェライト変態が拡散変態であり、フェライトからオーステナイトへオーステナイト

安定化元素である Mn および C が分配することにより、未変態オーステナイトの安定

Fig. 2.4 Illustration showing the dimensions of the specimen for a tensile test. 
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性が増加することである。2 つ目は、安定度の低いオーステナイトは先にフェライト

またはベイナイトへ変態して、相対的に安定度の高いオーステナイトがマルテンサイ

トへ変態するために、Ms 点が低下したことである[15,16]。また、今回の測定の最小

冷却速度 0.01 ℃/s の冷却でもマルテンサイト変態が認められることから、下部臨界冷

却速度は 0.01 ℃/s 未満であると推定される。一方で上部臨界冷却速度は、ベイナイ

ト変態が 10 ℃/s の冷却において認められ、測定装置の最大冷却速度 30 ℃/s～50 ℃/s

の冷却において認められないことから 10 ℃/s～50 ℃/s に存在すると推定される。な

お、最大冷却速度は温度域によって変化するため、一定冷却速度ではないことを付記

する。 

Fig. 2.5 Continuous  Cooling Transformation (CCT) diagram showing the kinetics of  

transformations during cooling at various constant cooling rates in the 4Mn-0.1C steel. 

The black dotted lines show the measured cooling curves. The numbers in the diagram 

indicate micro-vickers hardness of each specimen. Fs, Bs and Ms mean start of ferrite, 

bainite and martensite transformation, respectively. The black solid line is the 

transformation start line in 0.5Mn-0.12C low-Mn steel.[19] 
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次に、800 ℃・300 s のオーステナイト化後に種々の温度に試料を等温保持すること

によって得られた TTT 線図を Fig. 2.6 に示す。350～450 ℃の温度域における等温保

持では 100 s 以内に変態が開始しており、後述する組織観察の結果から、ベイナイト

変態が発現していることがわかった。一方、480～700 ℃の温度域での等温保持では

100 s 以上経過した後に変態が開始し、後述の組織観察の結果から、この温度範囲で

はフェライト変態が発現していることがわかった。フェライト変態とベイナイト変態

の境界は、450 ℃から 480 ℃の間に存在するが、再現性のある変態点測定データが得

られなかったために、明瞭な境界温度は特定できなかった。600 ℃における等温保持

では、フェライト変態が保持開始から 613 s で開始し、5×105 s 経過しても変態は終了

しなかった。いずれの変態も保持温度の上昇に伴い、変態開始は遅くなっていた。こ

Fig. 2.6 Time-temperature-transformation (TTT) diagram showing the kinetics of 

isothermal transformations in the 4Mn-0.1C steel. The square marks indicate the start time 

of bainite transformation, and circle marks indicate the start time of ferrite transformation 

in the 4Mn- 0.1C steel. The cross marks means ferrite transformation start points in  

0.4Mn-0.06C steel.[19] 
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れはオーステナイト化温度からの過冷度が減少し、オーステナイトからフェライトま

たはベイナイトへの相変態の駆動力が減少するためと考えられる。[17,18] 

前述の等温保持を施すことによって得られた試料と、800 ℃でのオーステナイト化

温後に直接室温まで急冷した試料の組織を Fig. 2.7 に示す。Fig.2.7(a)、(d)は 800 ℃・

300 sのオーステナイト化後に直接室温まで急冷した試料の、Fig. 2.7(b)、(e)は450 ℃、

2.4×103 s 保持後に急冷した試料の、そして Fig. 2.7(c)、(f)は 600 ℃、5×105 s 保持後

に急冷した試料の光学顕微鏡写真および SEM 像である。オーステナイト化後に直接

焼入れした試料は全面ラスマルテンサイト組織となっており、旧オーステナイト粒径

は 26.6 μm であった。450 ℃で等温保持を施した試料は、Fig. 2.7(e)の右上部に示した

ような擬似パーライトをわずかに含む、ベイナイト組織となっていた。Fig. 2.7(f) に

示すように、600 ℃において等温保持した試料は明るいマルテンサイトと、図中に矢

印で示すような微細な黒く現出されるフェライト粒から成る、フェライト＋マルテン

サイト DP 組織となっていた。フェライト粒は旧オーステナイト粒界に沿って生成し、

フェライト分率は 12.9 ％であった。 

ここで Mn 添加に伴う静的フェライト相変態挙動の変化について注目すると、Fig. 

2.5 の CCT 線図および Fig. 2.6 の TTT 線図において、図中に示した Mn 量の少ない

0.5Mn-0.12C 鋼および 0.43Mn-0.06C 鋼のフェライト変態開始線[19]との比較から、

4Mn-0.1C 鋼におけるフェライト変態の潜伏期が非常に長いことがわかる。また、

600 ℃・5×105 s 等温保持を施した試料のフェライト分率は 12.9 ％であり、熱力学計

算から得られた平衡状態におけるフェライト分率 88.8 ％に比べて低いことから、フ

ェライト変態の進行も抑制されていることがわかる。フェライト変態の抑制は Mn お

よび Mn 添加によるオーステナイト中の炭素の固溶量増加から、オーステナイトの安

定性が増加したためと考えられる。[20] 
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2.3.2 圧縮した試料における組織と力学特性 

Fig. 2.8 に、600 ℃において、ひずみ速度 10-3 s-1、10-1 s-1または 10 s-1で 60 %単軸圧

縮加工を施した後に水焼入れした試料の SEM 像を示す。いずれの試料も、比較的暗

い結晶粒と明るい領域から構成される組織を示し、顕著な炭化物の析出は認められな

かった。ここで前者はフェライト粒、後者はマルテンサイトであると推定されるが、

更に詳細に解析するため、EBSD による測定で同定を試みた。Fig. 2.9 に、600 ℃にお

いて、ひずみ速度 10-3 s-1、10-1 s-1または 10 s-1で 60 %単軸圧縮加工を施した後に水焼

入 れ し た 試 料 の EBSD 測 定 か ら 得 ら れ た KAM マ ッ プ を 示 す 。

Fig. 2.7 Optical micrographs and SEM images showing microstructures of the specimens 

austenitized at 800 ℃ for 300 s, followed by (a), (d) directly-quenched, (b), (e) cooled to  

and held at 450 ℃ for 2400 s, (c), (f) cooled to and held at 600 ℃ for 500 ks (138 h). 

(a), (b), (c) Optical microscope images, and (d), (e), (f) SEM images. The area enclosed by 

white dotted line in Fig. 2.7(e) is enlarged and shown in the upper right The white arrow in  

Fig. 2.7(f) indicates ferrite grain. 
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KAM とは、方位差 15°以上の大角粒界で囲まれた結晶粒内において、隣接測定点間

の方位差の平均値を計算し、中心の測定点の平均方位差としたものである。KAM 値

は測定点ごとの平均隣接点間方位差、つまり局所的な方位差と対応している。マルテ

ンサイトは内部組織や高密度の転位を含むことから、フェライトより方位差が大きく

なるため、KAM 値がフェライト粒内より高くなる。いずれの圧縮加工を施した試料

も KAM 値の低いフェライトと高いマルテンサイトで構成される DP 組織が形成され

ていた。圧縮後ただちに水焼入れしていることから、加工中に動的フェライト変態が

発現したと考えられる[9-12]。フェライト分率は、ひずみ速度 10-3 s-1の場合が 38.8 %

で、10-1 s-1の場合が 7.1 %で、10 s-1の場合が 1.4 %であり、ひずみ速度の増加に伴い

Fig. 2.8  SEM images showing microstructures of the specimens uniaxially compressed to 

60 % at 600 ℃. (a) έ = 10 
-3

 s
-1

 ,(b) έ = 10 
-1

 s
-1

 , (c) έ =10 s
-1

. C.A. means the compression 

axis. 
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フェライト量は減少した。ひずみ速度の増加に伴いフェライト量が減少していること

は、変態時間に相当する加工時間が、ひずみ速度の増加によって減少するためである

と考えられる。平均フェライト粒径は、ひずみ速度 10-3 s-1の場合が 0.72 μm で、10-1 s-1

の場合が 0.48 μmで、10 s-1の場合が 0.27 μmであり、いずれのひずみ速度の場合でも、

平均フェライト粒径が 1 μm 未満の超微細粒フェライトが生じた。ここで、ひずみ速

度 10-3 s－1で圧縮した試料では、フェライト粒の形状が等軸状に近かった。このため、

加工中に生成したフェライト粒が動的再結晶を起こし、平均粒径 1 μm 以下の微細化

に寄与した可能性が考えられる[10-12]。 

Fig. 2.9 EBSD-KAM maps showing microstructures of the specimens uniaxially 

compressed to 60 % at 600 ℃. (a)  = 1×10-3 s-1 ,(b) )  = 1×10-1 s-1 ,  

(c)  =1×10 s-1. C.A. means the compression axis. 
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またいずれの場合も有意な量のオーステナイトの残留は認められなかった。 

これらの組織は動的フェライト変態により形成されたが、前節で述べたように、

Mn の添加による静的フェライト変態と様相が異なるため、フェライト変態に伴うフ

ェライトとオーステナイト間の Mn 元素の分配挙動についても調査した。Fig. 2.10 に、

オーステナイト化後に室温まで直接焼入れを施した試料と、オーステナイト化後に

600 ℃で 916 s 静的等温保持を施した試料と、600 ℃、10-3 s-1で 60%圧縮、つまり 916 

s 圧縮加工を施した試料の SEM 像と、対応する視野の ZAF 法により得られた Mn 元

素分布マップを示す。ここで、Fig. 2.10(d)―(f)の明暗は、Mn 濃度が 0～14.9 wt%で同

一のスケールに合わせてあり、明暗は Mn 濃度の濃淡を直接反映している。

Fig. 2.10 (a)-(c) SEM images and (d)-(f) Mn distribution maps measured by SEM-EDX 

showing microstructures of the specimens (a),(d) directly-quneched after austenitization, 

(b),(e) statically held for 916 s, and (c), (f) uniaxially compressed to 60 % at 600 ℃and 10 
-3

 s
-1

. White arrows indicate ferrite grains. The red color gradient corresponds to Mn 

concentraion between 0 and 14.9 wt%. 
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Fig. 2.10(a) に示すような全面マルテンサイト組織では、Fig. 2.10(d) に示すように、

Mn が均一に分布しており、オーステナイト化直後には偏析がないことを確認した。

次に 600 ℃・916 s 静的等温保持を施した試料では、Fig. 2.10(b)中の白色矢印で示す

ようなフェライト粒が認められ、フェライト粒内では Fig. 2.10(e) に示すような Mn

濃度の減少が認められた。このことから、静的フェライト変態において Mn がフェラ

イトからオーステナイトへ分配していることがわかる。そして、600 ℃・916 s で圧

縮加工を施した試料におけるフェライト粒でも、Mn 濃度の減少が認められた。この

ため、動的フェライト変態の場合にも、静的フェライト変態の場合と同様に、Mn の

分配が生じていると考えられる。Fig. 2.10(e) と Fig. 2.10(f) を比較すると、Fig. 2.10 (f)

の方が明暗は強くなっており、フェライトとマルテンサイトの間の Mn の濃度差が大

きい、つまり Mn の分配が促進されていることがわかる。このことから、

Fig. 2.11 (a)EBSD-KAM map and (b)phase map showing microstructures of the specimen 

uniaxially compressed to 60 % at 600 ℃, followed by isothermally holding for 100ks. 

(a)KAM map, (b) phase map. The area enclosed by the yellow line is enlarged and shown 

in the upper right image in (a) and (b). fα and fγ indicate the volume fraction of ferrite and  

austenite, respectively. 
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オーステナイトの加工により、Mn の拡散速度が加速されていると考えられ、加工に

より導入された転位における転位芯拡散、または新たに形成されたフェライトとオー

ステナイトの界面における粒界拡散による拡散能の向上が考えられる[21,22]。 

次に、ひずみ速度 10-3 s-1で圧縮後に除荷し、1×105 s (27.7 h)静的保持した後に水

焼入れした試料の KAM マップと Phase マップを Fig. 2.11 に示す。試料はフェライト

粒と、マルテンサイトと、ブロック状またはフィルム状にオーステナイトが残留した

組織を有していた。フェライト分率は 65.6 %、オーステナイト分率は 1.8 %であった。

平均フェライト粒径は 1.50 μm であり、圧縮後ただちに焼入れした試料の平均フェラ

イト粒径 0.72 μm から粗大化が認められた。Fig.2.9(a)の圧縮後にただちに焼入れした

場合のフェライト分率 38.8%と比べるとフェライト量が増加しており、オーステナイ

トの加工によって、静的フェライト変態の kinetics も加速されていると考えられる。

加工を行わずに等温保持した場合とともに、保持時間または加工時間とフェライト分

率の関係を Fig.2.12 に示す。600 ℃・5×104 s で静的な等温保持を施した試料では、

Fig. 2.12 Relationship between the holding and deforming time and thevolume fraction of 

ferrite in various thermo-mechanical processings or heta treatments at 600 ℃ 
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フェライト分率が 12.9 %であるのに対し、ひずみ速度 10-3 s-1で 60 %すなわち加工時

間 916 s で圧縮した試料ではフェライト分率が 38.8 %であり、動的フェライト変態の

kinetics が早いことがわかる。また圧縮後の 1×105 s 静的保持により増加したフェラ

イト分率は 26.8 %であり、圧縮を行わないで 5×104 s 等温保持により生成したフェラ

イト量より高いことがわかる。よって、オーステナイトの加工がフェライト変態の開

始および進行を促進していることが明らかである。オーステナイトの加工に伴うフェ

ライト変態の促進は、オーステナイトの自由エネルギー上昇によるフェライト変態の

駆動力の増加、および核生成サイトや粒成長に必要な拡散の経路になる転位等の欠陥

の増加が影響していると考えられる[10-12,23,24]。 

残留オーステナイトの発生はオーステナイトの安定性に関係している。オーステナ

イトの安定性を向上させるメカニズムとしては、化学的安定化、結晶粒微細化による

安定化および加工安定化が挙げられる[25,26]。本研究では加工後の静的保持により残

留オーステナイトが生じることから、オーステナイト安定化元素である Mn や C のオ

ーステナイトへの濃化による化学的安定化、およびオーステナイト粒径減少による結

晶粒微細化安定化が影響していると考えられる[26-28]。Fig. 2.11 に示すように、残留

オーステナイトはフェライト粒に隣接して存在していた。熱力学計算から、600 ℃の

平衡状態時のフェライト中の Mn と C の固溶限はそれぞれ 2.59 %と 0.0015 %で、オー

ステナイト中の Mn と C の固溶限はそれぞれ 12.5 %と 0.37 %であると推定される。フ

ェライト中の固溶限はバルク試料の平均組成を下回っているため、フェライトから未

変態オーステナイトへの Mn と C の分配が発生し、これらが濃化したオーステナイト

は室温においても安定な残留オーステナイトになると考えられる。次に、オーステナ

イトの微細化はフェライト変態進行に付随して起こると推測される。試料はオーステ

ナイト化後に圧縮温度へ冷却されており、加工開始時の組織はオーステナイト単相組

織である。この状態からフェライト粒が析出および成長した場合、フェライト粒に囲

まれたオーステナイト粒は、粒径が実質的に減少していくことになる。これにより、
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オーステナイトの微細化が生じ、オーステナイトの安定性が向上して残留オーステナ

イトが得られたものと考えられる。 

 Fig. 2.13 に、600 ℃においてひずみ速度 10-3 s-1、10-1 s-1または 10 s-1で 60 %単軸圧

縮加工を施した後に水焼入れした試料と、オーステナイト化後に加工しないで室温ま

で直接焼入れした試料の応力-ひずみ曲線を示す。いずれの試料も連続降伏を示し、

緩やかな加工硬化をして 4～6 %程度の均一伸びを示し、それから不均一変形 (ネッキ

ング)が進み破断に至った。引張強さは、600℃・10-3 s-1で圧縮を施した試料が 1180MPa

で、10-1 s-1で圧縮を施した試料が 1284MPa で、10 s-1で圧縮を施した試料が 1489MPa

であり、ひずみ速度の上昇に伴い増加した。尚、直接焼入れした試料 (全面マルテン

サイト組織)の引張強さは 1288MPa であり、軟質なフェライトが生成しているにも関

わらず、全面マルテンサイト材よりも高い強度を示す場合があった。これはオースフ

ォーミング効果によるマルテンサイトの微細化強化[29,30]と、フェライト粒の微細化

強化、および圧縮による加工硬化が寄与していると考えられる [31-33]。

Fig. 2.13  Engineering stress-strain curves of the 4Mn-0.1C specimens after various 

thermomechanical treatments. 
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またひずみ速度の増加に伴う引張強さの上昇は、圧縮時間が短くなることによりオー

ステナイトの動的回復またはフェライトの動的再結晶が抑制されるためと考えられ

る[31,34,35]。引張強度の減少に関しては、フェライト量の減少の寄与も考えられる。

しかし、オーステナイト化後直接焼入れした試料(全面マルテンサイト組織)よりも、

600 ℃・10 s-1で圧縮を施した試料(フェライト分率 1.4 %)の方が引張強さは高いこと

から、オースフォーミング効果が強く寄与していると推定できる。 

 

2.4 結論 

 4Mn-0.1C 鋼における変態 kinetics を膨張計により調査し、加工熱処理による組織変

化を SEM および EBSD で、力学特性を引張試験により調べることで、以下の知見を

得られた。 

(1) 連続冷却および等温保持いずれの場合においても、Mn の添加によりフェライト変

態開始は抑制されていた。等温保持の場合は、350～450 ℃の温度域においてはベ

イナイト変態が、480～700 ℃の温度域においてはフェライト変態が発現した。し

かし、5×105 s (138 時間)等温保持を施した試料のフェライト分率は 12.9 %であり、

平衡状態量の 88 %には到達しなかった。すなわち、4Mn-0.1C 鋼におけるフェライ

ト変態の kinetics は極めて遅かった。 

(2) 二相域温度である 600 ℃でオーステナイトに加工を施すことで、動的フェライト

変態が発現し、静的保持の場合と比較してフェライト変態の大幅な促進が認めら

れた。得られたフェライト粒は平均フェライト粒径が 1μm の超微細粒であった。

こうした高温加工を利用することで、多量の微細なフェライト粒を含むフェライ

ト＋マルテンサイト DP 組織を作製できた。フェライト分率はひずみ速度の低下に

伴い増加した。これは加工時間が長くなるためと考えられる。 

(3) 600 ℃において圧縮後に 1×105 s 静的保持を施した試料では、等温保持中にフェ

ライト変態が進行し、残留オーステナイトが発生した。残留オーステナイトの発
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生は、フェライトからオーステナイトへの Mn や C の濃化やオーステナイト粒の

微細化による可能性が考えられる。 

(4) 600 ℃で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料のフェライト＋マルテンサイト DP

組織は良好な引張強度と全伸びを示し、ひずみ速度の低下に伴い引張強度は増加

し、全面マルテンサイト組織より高い引張強度を示す場合があった。これは加工

時間が短くなりオーステナイトの動的回復やフェライトの動的再結晶が抑制され

たためと考えられる。 
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3章 動的フェライト変態を用いたフェライト＋マルテンサイト Dual 

Phase(DP)組織形成 

 

3.1序論 

第 2 章では、4Mn-0.1C 鋼を用いて、フェライトの静的変態 kinetics と高温加工によ

る相変態挙動の変化を調べた。その結果、4Mn-0.1C 鋼のフェライトの静的変態 kinetics

は極めて遅い一方で、オーステナイトの加工による動的フェライト変態は加速され、

十分な量のフェライトを含む Dual Phase 組織が得られることを明らかにした。しかし

第 2 章では、圧縮温度が 600 ℃の場合のみを調べており、圧縮温度を変えた場合につ

いては調べていない。また、一定のひずみ量だけ加工を行う場合、ひずみ速度により

加工時間は変化する。鋼の熱処理において温度と時間は組織形成に強く影響するため、

これらを明らかにすることは重要である。 

そこで本章では、4Mn-0.1C 鋼において、圧縮温度および圧縮ひずみ速度が DP 組織

形成に与える影響について明らかにすることを目的とする。 

 

3.2 実験方法 

供試材として、Table 2.1 に示した組成を有する Fe-3.89Mn-0.101C (wt%) を用いた

（これ以降は 4Mn-0.1C 鋼と呼ぶ）。熱間加工による組織変化を調査するため、熱間単

軸圧縮加工を試料に施した。熱間加工は 2.2.3 項に示した方法により行った。加工熱

処理は Fig. 3.1 に示すように、初めに、真空引き後 Ar 置換した雰囲気下で 800 ℃・

300 s のオーステナイト化処理後、750 ℃、700 ℃、600 ℃、550 ℃または 500 ℃へ

窒素ガスを用いて急冷し、60 sの均熱化を施した。続いてその温度でひずみ速度 10-3 s-1、

10-1 s-1 または 10 s-1で 60 %単軸圧縮加工を施し、圧縮後ただちに水焼入れを行った。
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得られた試料に対して、2.2.4 項で示した方法で組織観察と元素分析を、2.2.5 項で示

した方法で引張試験を実施し、特性評価を行った。 

 

 

3.3 実験結果 

3.3.1 高温圧縮における変形挙動 

Fig 3.2 に、種々の温度とひずみ速度で圧縮率 60 %まで試料を圧縮した際に得られ

た真ひずみ－真応力曲線を示す。試料は 800 ℃でのオーステナイト化後に 500 から

750 ℃の温度に急冷しており、Fig. 2.6 に示す TTT 線図によれば、圧縮前の均熱時間

60 s ではフェライト変態が開始していないため、圧縮開始時はオーステナイト単相組

織である。得られた応力―ひずみ曲線は、加工硬化後に変形応力が一定になる場合と、

ピ ー ク を 示 し て 軟 化 す る 場 合 の 2 種 類 の パ タ ー ン を 示 し た 。

Fig. 3.1 Schematic illustration of the thermomechanical processes. 
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ピーク応力の真ひずみ量は、750 ℃で圧縮した場合を除き、0.4～0.6 であった。Fig. 

3.2(b) に示す、ひずみ速度 10-1 s-1で、500 ℃または 550 ℃において圧縮した場合の

応力－ひずみ曲線では、加工硬化後に変形応力の振れが認められた。これは圧縮にお

ける加工発熱により温度が上昇したために、熱間加工シミュレーターのフィードバッ

ク制御により温度が振れた影響と考えられる。いずれのひずみ速度でも圧縮温度の低

下に伴い変形応力の上昇が認められた。また各圧縮温度において、ひずみ速度の増加

に伴い変形応力の上昇が認められた。尚、圧縮率が 60 %で同一であるにも関わらず、

Fig. 3.2(c)で示す、ひずみ速度 10 s-1の圧縮変形における応力―ひずみ曲線の最終的な

真ひずみ量が異なっいる。しかし、これはひずみ速度が早く加工力が大きいために、

熱間加工シミュレーターの試験系の弾性変形が大きくなっているためと考えられる。 

 

Fig. 3.2 True stress- true strain curves of the specimens uniaxially compressed to 60 % at 

various temperatures and strain rate of (a) 10-3 s-1, (b) 10-1 s-1and (c) 10 s-1. 
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3.3.2 高温圧縮を施した試料の組織 

 前項に述べた圧縮加工を施した試料の組織について述べていく。Fig. 3.3 に、種々

の温度とひずみ速度で圧縮率 60 %の圧縮後に水焼入れを施した試料の SEM 像を示す。

なお、600 ℃で圧縮を施した試料の SEM 像は Fig. 2.8 に示した。Fig. 3.3(a)-(c) に示す

750 ℃圧縮材と、Fig. 3.3(f)に示す 700 ℃・10 s-1圧縮材を除いて、いずれの圧縮を施

した試料も、フェライトの生成が認められ、フェライト＋マルテンサイト DP 組織が

形成されていた。いずれの試料も圧縮直後に水焼入れを施していることから、動的フ

ェライト変態が発現したと考えられ、前節で述べた圧縮中に認められる変形応力の軟

化は、動的フェライト変態が１つの要因になっていると考えられる[1-5]。ひずみ速度

10-3 s-1で 60 %圧縮を施した試料におけるフェライト粒は、60 %圧縮にも関わらず等

軸粒に近い形状を示しており、フェライトの動的再結晶が発現した可能性も考えられ

る[3,4,6]。フェライト変態が発現した温度域においては、ひずみ速度が 10-1 s-1、10 s-1

と増加するに伴い、フェライト粒は等軸状ではなく、圧縮軸と鉛直な方向に伸長した

形状となる傾向が認められた。Fig. 3.3(j) に示す、500 ℃・10-3 s-1圧縮材におけるフ

ェライト粒は、550 ℃から 700 ℃の温度域で圧縮を施した試料のフェライト粒とは異

なり、不明瞭な境界を有する領域が観察された。Fig. 3.4 に 500 ℃・10-3 s-1で圧縮を

施した試料の反射電子 (Back Scattered Electron, BSE) 像を示す。不明瞭な境界を有す

る領域は、粒内に下部組織が認められないことから、フェライト粒であると考えられ

る。よってこの試料において、フェライト粒は明確な境界に囲まれたものと、不明瞭

な境界に囲まれたものの 2 種類が生成している。
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Fig. 3.3 SEM images of the specimens uniaxially compressed to  60 % at various 

temperatures and strain rates. Compression axis is along the vertical direction of the 

images. fα means the volume fraction of ferrite. (a)-(c) 750 ℃, (d)-(f) 700 ℃, (g)-(i) 

550 ℃, (j)-(l) 500 ℃. (a),(d),(g),(j) 10
-3

 s
-1

,
 
(b),(e),(h),(k) 10

-1
 s

-1
, (c),(f),(i),(l) 10 s

-1 
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次に種々の温度において、ひずみ速度 10-3 s-1で圧縮を施した試料の KAM 像を Fig. 3.5

に示す。Fig. 3.5(a)に示す、800 ℃でオーステナイト化後に加工を行わずに直接室温ま

で水焼入れを施した試料の組織と同様に、Fig. 3.5(f)に示す 750 ℃圧縮材の組織は、

比較的高い KAM 値を有しており、全面マルテンサイト組織になっていた。500 ℃か

ら 700 ℃の温度域において圧縮した試料は、高い KAM 値を示すマルテンサイト組織

と低い KAM 値を示すフェライト組織を有していた。ここで、Fig. 3.5(b)に示す、500 ℃

圧縮材の KAM マップにおいては、緑線で示す小角粒界で囲まれた領域と、青線で示

す大角粒界に囲まれた領域が認められる。これらは Fig. 3.4 に示した不明瞭な境界に

囲まれた領域と明確な境界に囲まれた領域に対応しており、KAM マップの結果より

前者の境界は小角粒界で、後者の境界は大角粒界であると考えられる。また 500 ℃お

よび 550 ℃で圧縮を施した試料中のフェライト粒内の KAM 値は 600 ℃以上で圧縮

を施した場合と比較して高くなっており、フェライト粒内のひずみ量が高いことを示

唆している。これについては、圧縮中の動的フェライト変態により生じたフェライト

粒が引き続き圧縮加工を受け、比較的低温であることから、以後は動的再結晶を発現

しなかった[6]ために、粒内のひずみ量が高くなっている可能性が考えられる。

Fig. 3.4 SEM-BSE images of the specimen uniaxially compressed to 60 % at 10-3 s-1and 

500 ℃. (a) Lower magnification, (b) higher magnification. 
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また EBSD 測定では、いずれの圧縮を施した試料においても残留オーステナイトは認

められなかった。 

前述のように、種々の温度とひずみ速度での圧縮加工により DP 組織が形成された。

次に、DP 組織を構成するフェライト粒の分率と粒径について述べていく。SEM 像と

KAM マップから定量化したフェライト分率と、圧縮温度および圧縮ひずみ速度の関

係を Fig. 3.6 に示す。横軸は圧縮温度、縦軸はフェライト分率を示しており、青色棒

線はひずみ速度 10-3 s-1で、赤色棒線はひずみ速度 10-1 s-1で、緑色棒線はひずみ速度

10 s-1で 60 ％圧縮を施した試料のフェライト分率を示している。フェライト分率は圧

縮温度の低下および圧縮ひずみ速度の低下に伴い、最大で 100 ％まで増加していた。

Fig. 3.5 KAM maps of the specimens (a) directly-quenched after austenitization at 800 ℃ 

for 300 s, and uniaxially compressed to 60 % at 10-3 s-1 at various temperatures.(b) 500 ℃, 

(c) 550 ℃, (d) 600 ℃, (e) 700 ℃, (f) 750 ℃. The green and blue lines indicate low 

angle boundaries and high angle boundaries, respectively. C.A. means the compression 

axis.  
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圧縮温度の低下に伴うフェライト量の増加は、オーステナイト化温度 800 ℃からの過

冷度が高くなり、フェライト変態への駆動力が増加したためと考えられる[7,8]。ひず

み速度の低下に伴うフェライト量の増加は、フェライト変態が発現する時間(加工時

間)が増加したためと考えられる。ここで、Fig. 3.6 中に黒破線で示す熱力学計算から

得られた平衡状態時のフェライト分率に注目すると、500 ℃・10-3 s－1圧縮材を除くと、

いずれの圧縮温度およびひずみ速度での圧縮材においても、フェライト量は平衡状態

量に達していないことがわかる。これは、オーステナイトからフェライトへの相変態

時間が不足していることが可能性として考えられる。次に、圧縮温度および圧縮ひず

み速度と平均フェライト粒径の関係を Fig. 3.7 に示す。フェライトが生成しなかった

750 ℃圧縮材を除き、平均フェライト粒径が 1.12 μm 以下の微細なフェライト粒が生

成したことがわかる。また、各圧縮温度およびひずみ速度での圧縮材中のフェライト

粒径分布を Fig. 3.8 に示す。圧縮温度の低下および圧縮ひずみ速度の増加に伴い、

Fig. 3.6 Change in the volume fraction of ferrite as a function of compression temperature 

and strain rate. The black broken lines indicate the fraction of ferrite in equilibrium state 

calculated by ThermoCalc at each temperature. 
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微細なフェライト粒の割合が増加していることがわかる。圧縮温度の低下に伴うフェ

ライトの微細化は、過冷度の増加による核生成頻度の増加と、温度の低下による粒成

長速度の低下が寄与していると考えられる[7,8]。圧縮ひずみ速度の増加に伴うフェラ

イトの微細化には、加工時間の低下に伴う粒成長時間の減少が寄与していると考えら

れる。 

フェライト変態に伴い、合金元素の分配が発現すると考えられるので、Mn の濃度

分布を調べた。初めに、定性的に Mn がどのように分布しているかを調べるために、

550または 700 ℃において、ひずみ速度 10-3 s-1で圧縮を施した試料の SEM像および、

それに対応する視野の Mn 元素分布マップを Fig.3.9 に示す。600 ℃圧縮材の SEM 像

および Mn 元素分布マップは Fig. 2.10 に示している。Mn 元素分布マップでは、0 か

ら 14.9 wt％の Mn 濃度を明暗で示している。Fig. 3.9(c)、(d)から、いずれの圧縮温度

においても明暗が認められ、Mn の分配が発生したことがわかる。Mn 濃度が高い明る

Fig. 3.7 Change in average grain size of ferrite as a function of compression temperature 

and strain rate. 
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い色の領域はフェライトに隣接したマルテンサイトまたはフェライト粒間の粒界に

対応し、Mn 濃度が低い暗い色の領域はフェライト粒内に対応していた。つまりフェ

ライトからオーステナイトへの Mn の分配が生じていた。ここで Mn 濃度に対応する

明暗に注目すると、圧縮温度の上昇に伴い明暗のコントラストが強く、つまり Mn 濃

度の差が顕著になっている。Mn の分配が発生することが定性的に判明したため、こ

れらの Mn 濃度を定量化した結果を Fig. 3.10 に示す。いずれの圧縮温度においても、

フェライト粒内の方がマルテンサイト(旧オーステナイト)領域内よりも Mn 濃度が低

くなっており、フェライトからオーステナイトへの Mn の分配が起きていると考えら

Fig. 3.9 (a), (b) SEM images and (c), (d) SEM-EDX Mn element distribution maps of the 

specimens uniaxially compressed to 60 % at 10
-3

 s
-1

, and (a),(c) 550 ℃ or  (b),(d) 

700 ℃. (a) and (c), (b) and (d) are in the same region. 
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れる。圧縮温度の低下に伴いフェライトとマルテンサイトの Mn の濃度差は増加して

いることがわかる。Mn の拡散速度は温度が高いほど大きくなるために、加工時間が

916 s で等しい場合に、拡散速度の増加に伴い、Mn の分配が進行しやすくなるためと

考えられる[7,9]。 

 

3.3.3 高温圧縮を施した試料の力学特性 

 前述の組織を有する試料の力学特性を次に述べていく。種々の圧縮温度、ひずみ速

度 10-3 s-1、10-1 s-1または 10 s-1で 60 %圧縮後に水焼入れを施した試料に対する室温で

の引張試験から得られた応力－ひずみ曲線を、それぞれ Fig. 3.11(a)、(b)、(c) に示す。

各色の曲線は各圧縮温度圧縮材の応力－ひずみ曲線を示しており、黒色の曲線は

800 ℃でオーステナイト化後に加工を行わずに室温へ直接水焼入れを施した試料(全

Fig. 3.10 Mn concentrations in ferrite and martensite (prior austenite) regions in the 

specimens uniaxially compressed to 60 % at 10
-3

 s
-1

, at 550 ℃, 600 ℃ or 700 ℃. The 

error bars indicate the maximum and minimum concentrations at each temperature and 

region.  
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面マルテンサイト組織)の応力－ひずみ曲線である。いずれの試料も連続降伏を示し、

加工硬化後に数％の均一伸びを示し、くびれが生じて破断に至った。750 ℃・10 s-1

で圧縮を施した試料を除き、圧縮温度の上昇またはひずみ速度の増加に伴い全般的に

変形応力は増加していた。オーステナイト化後に加工を行わずに直接室温まで焼入れ

を施した試料(全面マルテンサイト組織) と比較すると、10-3 s-1で圧縮を施した試料で

は変形応力が低かった一方で、10 s-1で圧縮を施した試料では変形応力が高くなった。

いずれの試料においても均一伸びは 5 %前後、全伸びは 15～22 %であった。ここで、

オーステナイト化後に直接焼入れを施した、全面マルテンサイト組織を有する試料に

注目すると、全伸びは圧縮を施したフェライト＋マルテンサイト組織を有する試料と

Fig る 3.11 Tensile stress-strain curves of the specimens compressed to 60 % reduction at 

various temperature and compression strain rate of (a) 10-3 s-1, (b) 10-1 s-1and (c) 10 s-1. The 

temperatures in each figure indicate compression temperatures. The black curve indicates 

the deformation of the specimen directly-quenched after austenitization without 

 compression. 
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同等もしくは上回っており、4Mn-0.1C 鋼のマルテンサイトの延性は、他の中 Mn 鋼で

報告されているように十分大きいと言える[10]。 

 

3.4考察 

3.4.1 DP組織形成に及ぼす圧縮温度とひずみ速度の影響 

 3.3.1 項で述べた高温圧縮において変形応力がピークを示した後に低下することは

動的フェライト変態によると考えられるため、ピーク応力は動的フェライト変態現象

を反映していると考えられる。Fig. 3.12 に、種々の圧縮温度およびひずみ速度で圧縮

加工中のピーク応力の自然対数と温度の逆数の関係を示すアレニウスプロットを示

す。動的フェライト変態が生じなかった 750 ℃のピーク応力を除いて、ピーク応力は

温度の逆数と比例関係にあり、何らかの熱活性化過程が発現していると推定できる。

そこで Zenner -Hollomon 因子(Z 因子)を用いてピーク応力の解析を実施した[4,11,12]。

Z 因子は温度とひずみ速度の影響を表す指数であり、以下のように記述できる[13] 

Z = 𝜀̇ exp (
𝑄

𝑅𝑇
)        (3.1) 

Z = 𝐴 ∙ 𝜎𝑛        (3.2) 

ここでἐ はひずみ速度、Qは高温変形の見かけの活性化エネルギー、Rはガス定数、T

は絶対温度、A、nは材料固有の定数、σは変形応力を表している。式(3.1)と式(3.2)

を解くと 

lnσ =
𝑄

𝑛𝑅
∙

1

𝑇
+

1

𝑛
ln (

�̇�

𝐴
)       (3.3) 

と変形でき、これは流動応力が温度の逆数の関数で表現できることを意味している。

これを、Fig. 3.12で示したプロットにより最小二乗近似をして計算すると、n=3.31が

得られ、見かけの活性化エネルギーは、ひずみ速度が10-3 s-1で圧縮した場合はQ=104 

kJ/molと、ひずみ速度が10-1 s-1で圧縮した場合はQ=79.0 kJ/molと、ひずみ速度が10 s-1

で圧縮した場合はQ=56.3 kJ/molと算出された。これらの数値に近い活性化エネルギー
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を示す現象は、オーステナイト相中のFeの粒界拡散(Q=104 kJ/mol)[14]であり、動的フ

ェライト変態においてFeの粒界拡散が律速過程になっていることが考えられる。

Park[4 ]は、Fe-6Ni-0.4Cにおける動的フェライト変態においてオーステナイト相にお

けるFeの格子拡散が律速過程になっていると報告しており、Fe-4Mn-0.1Cにおける動

的フェライト変態はそれと異なる結果であった。これは圧縮温度が低いために、格子

拡散が起きにくく、粒界拡散が主な拡散機構として働くことで動的変態が進行してい

るためと考えられ[15,16]、旧オーステナイト粒界に沿ってフェライト粒が生成したこ

とに対応している。 

 次に圧縮温度およびひずみ速度が組織形成に及ぼす影響について述べる。3.3.2項の

結果を要約すると以下のようになる。圧縮温度の低下およびひずみ速度の低下に伴い、

動的変態により生じるフェライト量は増加していた。前者は過冷度の増加に、後者は

変態が生じる時間の増加により定性的に理解できる。これらは静的変態における温度

と時間の影響と同様の傾向を示している。またフェライト粒径は圧縮温度の低下およ

びひずみ速度の増加に伴い減少した。ここで相変態は核生成と粒成長の２つの段階に

Fig. 3.12 The maximum flow stress analysis using the power-Arrhenius plot at various 

compression strain rates. Q indicates the apparent activation energies for hot-deformation 

at each compression strain rate. 
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分けられる[7,16]。核生成についてはFig. 3.2からピーク応力の真ひずみ量が0.4～0.6で

あまり変わらないことから、いずれの圧縮温度およびひずみ速度においてもある程度

のひずみ量を必要としていると考えられる[17,18]。このとき、ひずみ速度の増加は動

的回復や動的再結晶を抑制するため[13]、核生成サイトとなる欠陥が粒内に残りやす

くなり、フェライトの核生成を加速させると考えられる。 

次に粒成長について述べる。粒成長では生成相の粒界が母相内へ移動していくこと

で発現する。このとき両相の平衡状態濃度の差に応じて、溶質原子が分配する必要が

あり、溶質原子の拡散が重要となる。圧縮温度の低下は拡散速度の低下をもたらすた

めに、粒界移動に伴う粒成長が阻害される[9,19,20]。Fig. 3.10に示した圧縮温度の低下

に伴うフェライトとマルテンサイトのMn濃度差の減少はこれに対応している可能性

が考えられる。一方、ひずみ速度の低下に伴い、同一ひずみ量を導入するのにかかる

時間が増加するために、粒成長がその分進行すると考えられる。またMnの分配にか

けられる時間は加工時間と対応しているため、ひずみ速度の増加に伴い分配の進行度

が低下することも粒成長の抑制に影響する。このためフェライト粒径は圧縮温度の低

下およびひずみ速度の上昇に伴い減少したものと考えられる。ここで、温度の低下は、

フェライト変態の核生成サイトを減少させる、オーステナイトの動的回復やフェライ

ト粒の動的再結晶を抑制するために、フェライト変態を促進する効果が考えられる。

一方、温度の低下は拡散能を低下させ、フェライトの動的回復や動的再結晶も抑制す

るために、微細化の阻害要因になると考えられる。60 %の圧縮後にも関わらず、フェ

ライト粒が600 ℃および700 ℃圧縮材では等軸状に近いことや、Fig. 3.5のKAMマッ

プにおいて温度の低下に伴いフェライト内のKAM値や小角粒界が増加することから、

600 ℃や700 ℃では動的再結晶の発生が推定できる。また、動的再結晶や動的回復が

ひずみ速度の増加に伴い発生しにくくなること[7,10]から、ひずみ速度の増加、すな

わち時間の減少に伴い進行が抑えられ、微細化の阻害要因として働いている可能性が

考えられる。しかし、温度の低下およびひずみ速度の上昇に伴いフェライト粒径は減
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少していたことから、微細化には動的フェライト変態における核生成と粒成長の影響

のほうが大きいと考えられる。 

 前述のように粒成長に影響する動的フェライト変態に伴うMnの分配挙動について

述べておく。一般に、置換型合金元素と侵入型合金元素を含む3元系合金においては、

合金元素の拡散挙動により3種類の局所平衡モードが生じることが知られている

[9,21,22]。第一のモードはパラ平衡(Para-Equilibrium、PE)であり、置換型合金元素は

拡散せず、侵入型合金元素のみが拡散・分配することにより局所平衡を達成するモー

ドである。第二のモードは不分配局所平衡(No Partitioning Local Equilibrium、NPLE)

であり、置換型合金元素と侵入型合金元素のいずれも拡散するが、置換型合金元素は

界面近傍以外では分配しないで、侵入型合金元の拡散速度が変態を律速する局所平衡

である。そして、第三のモードは分配局所平衡(Partitioning Local Equilibrium、PLE) で

あり、置換型合金元素と侵入型合金元素のいずれも拡散・分配し、置換型合金元素の

拡散速度が変態を律速する局所平衡である。これらに対応する三元系状態図をFig. 

3.13に示す。図中に示す局所平衡のモードごとに、バルク組成、オーステナイト中の

Cの等活量線、そして置換型合金元素の等濃度線によって相変態界面における共役線、

つまり各相の合金元素濃度を一意的にに求めることができる[9]。Fig. 2.10およびFig. 

3.10から、いずれの温度においてもMnはフェライトとオーステナイトの間で分配して

いた。このことから、今回のFe-4Mn-0.1Cの動的フェライト変態においてはPLEモード

が発現していると考えられる。熱力学計算から求められた各温度における状態図を、

PLEモードによる界面部の局所平衡の共役線と合わせて、Fig. 3.14に示す。ここで、

550 ℃および600 ℃はフェライト＋オーステナイト＋セメンタイト三相領域である

が、簡便のためにセメンタイト相を除外してフェライト相とオーステナイト相につい

てのみ計算している。また、700 ℃については共役線を計算できなかったため記載し

ていない。温度の低下に伴い、界面部のオーステナイト中のMn濃度は上昇している

ことがわかる。しかしFig. 3.10に示した通り、温度の低下に伴いフェライトとマルテ
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ンサイト(旧オーステナイト)の間のMnの濃度差は低下しており、熱力学計算から求め

られた局所平衡状態に従っていない。これについては以下の2つの可能性が考えられ

る。第一に、加工によりオーステナイトとフェライトの自由エネルギーが変化した可

能性が考えられる。加工されたオーステナイトは、転位密度の増加に伴い自由エネル

ギーが上昇すると報告されている[4,23,24]。Fig. 3.2に示したように変形応力はピーク

を取って軟化することから、フェライト相とオーステナイト相のいずれも加工を受け

ていると考えられ、軟質なフェライト相にオーステナイト相よりも変形が集中してい

Fig. 3.13 Construction for local equilibrium interfacial tie-line during growth of ferrite in 

an Fe-C-X ternary alloy, in which X is an austenite stabilizer, e.g., Mn. (a) 

Paraequilibrium, (b) no-partitioning local equilibrium, (c) partitioning local equilibrium. X 

is substitutional alloying element. The circle marks indicate the bulk composition. The 

bold dashed lines indicate PLE/NPLE transition lines. Ref[17] 
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ると考えられる[25-27]。ゆえにオーステナイト相よりフェライト相の方が塑性ひずみ

は大きくなり、自由エネルギーの増加の度合いが大きい可能性がある。この場合Ae1

点の上昇がAe3点のそれより大きくなるため、界面部におけるMnの濃度差は縮小する

ように変化する。圧縮温度の低下に伴い、自由エネルギーを低下させる動的回復や動

的再結晶は阻害されることから、Fig. 3.10に示したように圧縮温度の低下に伴いMnの

濃度差が縮小したと考えられる。第二に、solute drag効果により相変態の駆動力と、

それに関連する局所平衡状態が変化した可能性が考えられる[28,29]。Solute drag効果

とは、固溶原子が粒界移動に対する抵抗となる現象であり、相変態の駆動力が減少し

て局所平衡状態が変化すると報告されている。Solute dragによる自由エネルギーの減

少量は、粒界移動速度および拡散係数の逆数に比例すると考えられている[29,30]。圧

縮温度の低下に伴い拡散係数は減少するため、自由エネルギーの減少量は増大し、Fig. 

3.14に示した局所平衡状態から二相域を縮小させる、すなわちオーステナイト相のMn

とCの固溶限を低下させる可能性が考えられる[28,29]。 

 

Fig. 3.14 Equilibrium diagram at (a) 550 ℃, (b) 600 ℃and (c) 700 ℃. Black solid line, 

blue solid line, black dotted line and black dashed line indicate phase boundary, tie-line at 

α/γ grain boundary, isoactivity line for carbon in austenite and PLE/NPLE transition line,  

respectively. The cross marks indicate Fe-4Mn-0.1C composition 

.  
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3.4.2 DP組織の力学特性に及ぼす圧縮温度とひずみ速度の影響 

 3.3.3 項の結果を要約すると、圧縮温度の上昇およびひずみ速度の増加に伴い強度は

増大し、延性はほとんど変わらなかった。圧縮温度の上昇に伴う強度の増加はフェラ

イト量の減少によるものであり、ひずみ速度の上昇に伴う強度の増加はフェライト量

の減少や、オーステナイトおよびフェライトの動的回復およびフェライトの動的再結

晶が阻害されるためと考えられる。一般に DP 組織では、フェライト量の増加に伴い

強度は低下し、延性は上昇することが知られている[31-33]。そこで今回の試料におけ

るフェライト分率と力学特性の関係を Fig. 3.15 に示す。Fig. 3.15(a)に示す 0.2%耐力と

フェライト分率の関係や、Fig. 3.15(b)に示す引張強度とフェライト分率の関係から、

フェライト分率が 20 %以上の範囲ではフェライト分率の増加に対し、強度はいずれ

もほとんど減少していないことがわかる。これはフェライト相の強度自体が高い可能

性を示唆している。フェライト相が高強度を示す要因としては、Mn の固溶強化と、

高温加工によるフェライトの加工硬化[34,35]と、フェライト粒の微細化強化[36]が挙

げられる。Fig. 3.5 に示したように、圧縮温度の低下に伴い、フェライト粒内の KAM

値が高くなっており、フェライト粒内のひずみ量、すなわち加工硬化が大きくなって

いると考えられる。Fig. 3.10 から 550 ℃で動的フェライト変態により得られたフェラ

イト粒の平均 Mn 濃度は 3.90 wt%であり、フェライト粒は Mn の固溶強化が生じてい

ると考えられる。Fig. 3.7 に示したように、動的フェライト変態により得られる平均

フェライト粒径は 1.12 μm 以下と微細であり、結晶粒微細化強化の影響も考えられ

る[36]。また Fig. 3.11(b)、(c)に示したように、一部の圧縮材の全面マルテンサイト組

織はオーステナイト化後に加工を行わず直接室温まで焼入れを施した試料の全面マ

ルテンサイト組織より高い強度を示した。これはひずみ速度の増加に伴い、オーステ

ナイトの動的回復が抑制されるため、オースフォーミング効果によりマルテンサイト

相の強度が上昇していると考えられる[7,37]。 
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一方で Fig. 3.15(c)に示す均一伸びと Fig. 3.15(d)に示す全伸びは、フェライト分率の

増加に対して、いずれもほとんど変わらなかった。これはフェライト相の延性が低い、

またはマルテンサイト相の延性が高い可能性が考えられる。ここで、フェライト分率

0 %である全面フルマルテンサイト組織の均一伸びと全伸びが、フェライト分率100 %

である全面フェライト組織のそれと同等であるため、マルテンサイト相がフェライト

相と同等の延性を有すると推定でき、中 Mn 鋼(Fe-4Mn-0.1C) のマルテンサイト相の

延性が高い可能性が考えられる[10]。 

 

  

Fig. 3.15 Change in (a) 0.2 % proof stress, (b) tensile strength, (c) uniform elongation and 

(d) total elongation. As a function of the volume fraction of ferrite in the specimens 

compressed at various temperatures and strain rates. 
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3.5結論 

 本章では、中 Mn 鋼(Fe-4Mn-0.1C)に対して、圧縮温度およびひずみ速度を変化させ

てオーステナイトに圧縮加工を施し、加工後に水焼入れを施すことで得られた DP 組

織の形成過程と力学特性を明らかにした。得られた主な成果は、以下の通りである。 

(1) Ae3 点以下の温度である 500 ℃から 750 ℃における高温圧縮において、変形応力

は加工硬化後に一定となるか、軟化する傾向が認められた。これはオーステナイ

トの動的回復、または動的フェライト変態によると考えられる。得られた最大応

力を Arrhenius プロットすると、直線領域が存在し、動的フェライト変態が発現す

る領域と対応していた。高温変形の見かけの活性化エネルギーはひずみ速度が

10-3s-1の圧縮においては 104 kJ/mol、10-1 s-1の圧縮においては 79 kJ/mol と算出され

た。これはオーステナイト中のFeの粒界拡散の活性化エネルギーに近い値であり、

動的フェライト変態が Fe の粒界拡散に律速されている可能性を示唆している。 

(2) 500 ℃から 700 ℃で圧縮を施した試料では、動的フェライト変態によりフェライ

トが生成し、種々のフェライト分率を有するフェライト＋マルテンサイト DP 組織

が形成された。圧縮温度の低下および圧縮ひずみ速度の減少に伴い、フェライト

分率は増加した。圧縮温度の低下はオーステナイトの過冷度増加に伴うフェライ

ト変態へ駆動力増加を通じて、ひずみ速度の低下はフェライト変態が発現する加

工時間の増加を通じて、フェライト分率の増加をもたらしたものと考えられる。 

(3) 圧縮加工により発現したフェライト粒は平均フェライト粒径が 1.12 μm 以下の微

細粒であった。圧縮温度の低下および圧縮ひずみ速度の増加に伴い、平均フェラ

イト粒径は低下した。圧縮温度の低下は拡散能の低下を通じて、ひずみ速度の増

加は加工時間の減少を通じて、フェライト粒の微細化をもたらしたものと考えら

れる。 

(4) 圧縮温度 550 ℃、600 ℃または 700 ℃において、ひずみ速度 10-3 s-1での圧縮を施

した試料では、フェライトからオーステナイトへの Mn の分配が認められた。フ
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ェライト変態における Mn の分配は、パラ平衡や不分配局所平衡ではなく、分配

局所平衡(PLE)により生じていると考えられる。 

(5) 動的フェライト変態から得られた DP 組織では、フェライト分率の増加に伴い、引

張強度はあまり減少しないで、全面フェライト組織においても 900 MPa 程度の強

度を示した。これには圧縮によるフェライトの加工硬化、Mn の固溶強化やフェラ

イト粒の微細化が寄与していると考えられる。 
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４章 動的変態フェライト＋マルテンサイト DP組織と力学特性に及ぼ

す熱間加工後の等温保持の影響 

 

4.1序論 

第 3 章において、圧縮温度およびひずみ速度を変化させてオーステナイトに加工

を施すことにより、静的フェライト変態と比べて変態 kinetics が早い動的フェライト

変態が発現すること、そして得られるフェライト＋オーステナイト組織を急冷するこ

とによって、種々の分率の微細なフェライト粒を有するフェライト＋マルテンサイト

DP 組織が形成されることを明らかにした。金属材料において熱処理により形成され

る組織は、初期組織の影響を受ける。第 2 章では、オーステナイト単相を初期組織と

した場合の、中 Mn 鋼における静的フェライト変態と組織形成を明らかにした。しか

し、動的変態によって生じたフェライト＋オーステナイト組織に対して熱処理を施し

た場合の組織形成および得られる材料の力学特性は不明である。産業利用においては、

熱間圧延後のコイリングのように、熱間加工に加えて静的熱処理を実施する場合が多

く、加工後の静的熱処理による組織形成および力学特性を明らかにすることには意義

がある。また第 3 章では、いずれの圧縮を施した試料においても残留オーステナイト

が認められなかったが、残留オーステナイトの存在は TRIP 効果による力学特性の向

上をもたらすことが知られており、その適切な制御が望ましい[1-3]。第 2 章に述べた

ように、残留オーステナイトはオーステナイトの化学的安定性の向上により発現する

[4-7]。化学的安定性の向上にはオーステナイト安定化元素である C や Mn がオーステ

ナイト中に濃化する必要がある。このために、加工により得られるフェライト＋オー

ステナイト組織の熱処理によりフェライトからオーステナイトへのCやMnの分配が

発生すれば、残留オーステナイトが得られて、力学特性が向上することが期待できる。
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しかし、動的フェライト変態により形成されたフェライト＋オーステナイト組織に静

的熱処理を施した場合の分配挙動もその詳細は明らかとなっていない。 

そこで本章では、オーステナイトの加工により得られる動的変態フェライト＋加

工硬化オーステナイト組織において、圧縮後の等温保持が組織形成や力学特性に及ぼ

す影響を明らかにすることを目的とする。 

 

4.2実験方法 

本章では、第 2 章および第 3 章と同様に、Table 2.1 に示した化学組成を有する

Fe-3.89Mn-0.101C (wt%) を用いた（これ以降は 4Mn-0.1C 鋼と呼ぶ）。熱間加工後の等

温保持による組織変化を調べるため、2.2.3 項に示した方法と同様にして、熱間加工シ

ミュレーター（富士電波工機製 Theremecmastor-Z）を用いた高温単軸圧縮加工および

等温保持を試料に施した。Fig. 4.1(a) に示すように、600 ℃において、10-3 s-1、10-1 s-1

または 10 s-1での 60 %圧縮加工後、除荷して 907～9160 s の種々の時間の等温保持を

施し、等温保持後は水焼入れを実施した。また、保持温度が組織形成と力学特性に対

す る 影 響 を 調 べ る た め に 、 550 ℃ 、 600 ℃ ま た は 700 ℃ に お い て

Fig. 4.1 Schematic illustrations of the thermomechanical processes. (a) Compressed  at 

600 ℃, at 10
-3
 s

-1
, 10

-1
 s

-1
 or 10 s

-1
, and held isothermarlly for various periods. (b) 

Compressed at 550 ℃, 600 ℃ and 700 ℃, at 10
-3

 s
-1

 , and held isothermally for 100 

ks. The italic numbers indicate holding time after the compression. 
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10-3 s-1で 60 %圧縮加工後、除荷して 100 ks(27.8 h) の等温保持を施し、保持後は水焼

入れを実施した(Fig. 4.1(b))。得られた試料に対して、2.2.4 項に示した方法で組織観察

および元素分析を、2.2.5 項に示した方法で引張試験を実施して特性を評価した。 

 

4.3結果 

4.3.1 加工後の等温保持による DP組織の変化 

 800 ℃・300 s でオーステナイト化後、600 ℃へ急冷・保持し、種々のひずみ速度で

60 %圧縮を施した後に、種々の時間の等温静的保持と水冷を実施した試料の SEM 像

を Fig. 4.2 に示す。ここで Fig. 4.2(a)はひずみ速度 10-1 s-1(加工時間 9 s)、等温保持時間

が 907 sとなる加工熱処理を施した試料の、Fig. 4.2(b)はひずみ速度 10 s-1(加工時間 0.09 

s)、等温保持時間が 916 s となる加工熱処理を施した試料の SEM 像であり、両者とも

加工＋保持時間の合計は 916 s となる。また Fig. 4.2(c)はひずみ速度 10-3 s-1(加工時間

916 s)、等温保持時間が 916 s となる加工熱処理を施した試料の、Fig. 4.2(d)はひずみ

速度 10 s-1(加工時間 0.09 s)、等温保持時間が 1832 s となる加工熱処理を施した試料の

SEM 像であり、両者ともに加工＋等温保持時間の合計が 1832 s となる。いずれの試

料においても等軸状のフェライト粒とマルテンサイトが認められた。また炭化物はフ

ェライト粒内およびマルテンサイト領域内でわずかに認められる程度であり、多量に

析出はしていなかった。 

次にFig. 4.2の試料におけるEBSD測定から得られたKAMマップをFig. 4.3に示す。

Fig. 2.9 に示した圧縮後直ちに水焼入れを施した試料の KAM マップと同様に、いずれ

の試料にもKAM値の低いフェライトとKAM値の高いマルテンサイトが認められた。

フェライト分率は、ひずみ速度 10-1 s-1での圧縮後に 907 s の等温保持を施した試料で

は 22.8 %、ひずみ速度 10 s-1での圧縮後に 916 s の等温保持を施した試料では 16.8 %

で、ひずみ速度 10-3 s-1での圧縮後に 916 s の等温保持を施した試料では 49.2 %で、ひ

ずみ速度 10 s-1での圧縮後に 1832 s の等温保持を施した試料では 21.8 %、ひずみ速度
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10 s-1で加工後に 9160 s の等温保持を施した試料では 25.0 %のフェライト分率となり、

いずれのひずみ速度においても圧縮後直ちに水焼入れを施した場合と比較してフェ

ライト分率が増加し、加工後の等温保持によるフェライト変態の進行が認められた。

これは静的な等温保持中の現象であるため、静的フェライト変態であると考えられる。

またフェライト粒は圧縮後直ちに水焼入れを施した場合と同様に、旧オーステナイト

粒界に沿ってネックレス状に生成していた。 

Fig. 4.3(c) には、フェライトとして検出されない黒色の領域が存在したため、同一

視野の Phase map を Fig. 4.4 に示す。Fig. 4.4(a)、(b) に示すように 600 ℃において加

工＋保持時間が 916 s である圧縮後等温保持材では、測定の信頼性が低い領域を除き、

Fig. 4.2 SEM images showing microstructures of the specimen uniaxially compressed to 

60 % and held for various time at 600 ℃. (a) Compressed for 9 s (  = 10 
-1

 s
-1

) and held 

for 907 s ,(b) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 916 s, (c) compressed for 

916 s (  =10
-3

 s
-1

) and held for 916 s, (d) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 

1832 s, (e) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 9160 s. C.A. means the 

compression axis. 
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フェライトまたはマルテンサイトに対応する BCC 相しか検出されなかった。一方、

Fig. 4.4(c)、(d)、(e) に示す圧縮＋等温保持材(全保持時間 1832 s)を施した試料におい

ては、残留オーステナイトが認められた。ひずみ速度 10-3 s-1での圧縮後 916 s 等温保

持を施した試料のオーステナイト分率は 2.1%で、ひずみ速度 10 s-1での圧縮後 1832 s

等温保持材および圧縮後 9160 s 等温保持材のオーステナイト分率は、ともに 0.5 %で

あった。ここで、ひずみ速度 10 s-1で圧縮後に等温保持を施した試料では、保持時間

を 1832 s から 9160 s の増加させても、オーステナイト分率は変わらなかった。Fig. 4.2

と比較するとわかるとおり、すべての残留オーステナイト粒はフェライト粒に隣接し

Fig. 4.3 EBSD-KAM maps showing microstructures of the specimens uniaxially 

compressed to 60 % and held for various periods at 600 ℃. (a) Compressed for 9 s (  = 

10 
-1

 s
-1

) and held for 907 s ,(b) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 916 s, (c) 

compressed for 916 s (  =10
-3

 s
-1

) and held for 916 s, (d) compressed for 0.09 s (  = 10 

s
-1

) and held for 1832 s, (e) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 9160 s. C.A. 

means the compression axis. 
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て存在していた。残留オーステナイトの生成は、加工＋保持時間が 1832 s 以上になり、

Mn や C の分配が進行して、フェライトからオーステナイトへ濃化した影響であると

考えられる[4-7]。 

 前述のように、ひずみ速度 10-3s-1で加工後に等温保持を施した試料には残留オース

テナイトが認められたため、更に長時間の等温保持が組織形成に及ぼす影響を調べた。

温度 550 ℃、600 ℃、または 700 ℃において、ひずみ速度 10-3 s-1で圧縮後 100 ks 等

温保持を施した試料の SEM 像、KAM マップおよび Phase マップを Fig. 4.5 に示す。

Fig. 4.4 EBSD-phase maps showing microstructures of the specimens uniaxially 

compressed to 60 % and held for various periods at 600 ℃. (a) Compressed for 9 s (  = 

10 
-1

 s
-1

) and held for 907 s ,(b) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 916 s, (c) 

compressed for 916 s (  =10
-3

 s
-1

) and held for 916 s, (d) compressed for 0.09 s (  = 10 

s
-1

) and held for 1832 s, (e) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 9160 s. The 

upper-right images in (c),(d) and (f) are enlarged in the region circled by black lines. C.A. 

means the compression axis. 
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Fig. 4.5(a)-(c) に示す SEM 像において、いずれの温度での圧縮＋等温保持を施した試

料でも顕著な炭化物の析出は認められず、炭素はフェライト、マルテンサイトまたは

オーステナイトへ固溶していると考えられる。Fig. 4.5(d)-(f) に示す KAM マップにお

いては、いずれの試料も KAM 値の低いフェライトと KAM 値の高いマルテンサイト

で構成される組織を示した。フェライト分率は、550 ℃圧縮＋保持材が 88.0 %で、

600 ℃圧縮＋保持材が 65.6 %で、700 ℃圧縮＋保持材が 49.0 %であり、Fig. 3.6 に示

した圧縮後直ちに水冷を施した試料と比較して、いずれの温度でもフェライト分率の

増加が認められた。熱力学計算から得られた平衡状態時のフェライト分率は 550 ℃、

600 ℃、700 ℃で、それぞれ 96.8 %、87.6 %、50.5 %であり、700 ℃圧縮＋保持材で

は平衡状態時のフェライト量にほぼ到達していたが、550℃および 600 ℃圧縮＋保持

材では到達していなかった。過冷度は温度の低下に伴い増加するにも関わらず、低温

保持ではフェライト量が平衡状態に到達していないことから、静的保持時には、主に

粒成長によってフェライト変態が進行している可能性が考えられる。ここで残留オー

ステナイトの有無を調べるため、Phase map を Fig. 4.5(g)-(i)に示す。550 ℃および

700 ℃での圧縮後に等温保持を施した試料では残留オーステナイトは認められなか

った。一方、600 ℃圧縮＋保持材のみ残留オーステナイトが認められた。しかし Fig. 

4.4(c)に示した 600℃・10-3 s-1で圧縮後 916 s 等温保持を施した試料(残留オーステナイ

ト分率 2.3 %)と比較して、残留オーステナイト量はほとんど変わらなかった。このこ

とから、単純に保持時間を長くして等温保持を施しても、残留オーステナイトは増加

しないと考えられる。 

ここまでの結果をまとめて、加工＋保持時間とフェライト分率およびフェライト粒径

の関係を次に述べる。各温度での加工＋保持時間とフェライト分率の関係をプロット

したグラフを Fig. 4.6 に示す。比較のために、Fig. 2.12 に示した 600 ℃で加工せずに

等温保持を施した場合のフェライト分率の変化も合わせて示す。いずれの圧縮温度お

よびひずみ速度においても、加工後の等温保持を施した試料では、
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Fig. 4.5 (a)-(c) SEM images, (d)-(f) EBSD-KAM and (g)-(i) EBSD-phase maps 

showing microstructures of the specimens uniaxially compressed to 60 % and 

held for 100 ks at 550 ℃, 600 ℃ or 700 ℃. (a),(d),(g) 550 ℃, (b),(e),(h) 600 ℃, 

(c),(f),(i) 700 ℃. (d) and (g), (e) and (h), (f) and (i) are in the same region, 

respectively. fα and fγ indicate the fraction of ferrite and retained austenite, 

respectively. The red color gradient, green and blue line in KAM maps show 

KAM value, low angle boundary and high angle boundary, respectively. The 

green region, red region, white line and yellow line in phase maps show BCC 

region, FCC region, low angle boundary and high angle boundary, respectively. 

The regions surrounded by the black dotted lines in (d) and (g), (e) and (h), (f) 

and (i) are corresponding to the whole regions of Fig. 4.10(a) and (d), (b) and (e), 

(c) and (f), respectively. C.A. means the compression axis. 
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圧縮後直ちに水焼入れを施した試料から、フェライト分率が増加した。600 ℃で加工

後に等温保持を施した試料のフェライト分率に注目すると、加工＋等温保持時間が

916 s または 1832 s と等しい場合には、ひずみ速度が遅いほどフェライト分率は大き

いことがわかる。Fig. 4.6 において×印で示す、加工を行わずに等温保持のみを施し

た試料と比較すると、明らかに加工後の等温保持におけるフェライトの増加速度は高

いことがわかる。このことから、オーステナイトの加工が静的フェライト変態を加速

させていると結論付けられる。次に、圧縮温度 550 ℃、600 ℃または 700 ℃での圧

縮後 100 ks 等温保持を施した試料のフェライト分率に注目すると、フェライト分率の

増加量はそれぞれ 12.5 %、26.8 %、24.2 %であった。これは温度の上昇に伴い拡散速

度が増大し、粒成長が加速していることに対応していると考えられる。そこで粒径の

変化を次に調べた。Fig. 4.7 には 600 ℃で種々のひずみ速度での加工後に種々の時間

Fig. 4.6 Change in the volume fraction of ferrite as a function of the compression and 

holding time at each temperature (550 ℃, 600 ℃ or 700 ℃). The closed marks indicate 

the volume fraction of ferrite in the compressed specimen without additional holding. The 

open marks indicate the volume fraction of ferrite in the specimens held isothermally at the 

same temperature after the compression. 
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で等温保持を施した試料におけるフェライト粒径分布を、Fig. 4.8 には 550 ℃、600 ℃

または 700℃でひずみ速度 10-3 s-1での圧縮後に 100 ks等温保持を施した試料における

フェライト粒径分布を、Fig. 4.9 には平均フェライト粒径と加工＋保持時間の関係を

示す。いずれの圧縮温度およびひずみ速度の場合にも、加工後に等温保持を施した試

料においては、Fig. 3.8 で示した圧縮のみの場合よりも、粒径分布中の比較的微細な

Fig. 4.7 Distributions of the grain size of ferrite in the specimens uniaxially compressed to 

60 % at various strain rates and held for various periods at 600 ℃. (a) Compressed for 9 s 

(  = 10 
-1

 s
-1

) and held for 907 s ,(b) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 916 

s, (c) compressed for 916 s (  =10
-3

 s
-1

) and held for 916 s, (d) compressed for 0.09 s (  

= 10 s
-1

) and held for 1832 s, (e) compressed for 0.09 s (  = 10 s
-1

) and held for 9160 s. 

The times in the left column indicate the compression and holding time. 
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フェライト粒の割合は減少し、比較的粗大なフェライト粒の割合は増加し、平均フェ

ライト粒径の増大が認められた。次に Fig. 4.8 において、圧縮後 100 ks 等温保持を施

した試料のフェライト粒径分布を比較すると、温度の上昇に伴いフェライト粒の粗大

化が顕著になり、700 ℃では最大フェライト粒径は6.25 μmに達していた。またFig. 4.9

を元に、圧縮後の 100 ks 等温保持により、平均フェライト粒径の増加量は、圧縮後直

ちに水焼入れを施した試料の平均フェライト粒径と比較して、550 ℃の場合が 0.22 

μm で、600 ℃の場合が 0.78 μm で、700 ℃の場合が 1.74 μm であり、温度の上昇に伴

い平均フェライト粒径の増加量は大きくなった。このことから、前述のように温度の

上昇に伴い粒成長速度が増加していると考えられる。 

粒成長に Mn の拡散速度が寄与すると考えられるため、Mn の元素分布について調

べた結果を次に述べる。Fig. 4.10 に、温度 550 ℃、600 ℃または 700 ℃において、

ひずみ速度 10-3 s-1で圧縮後、100 ks 等温保持を施した試料の SEM 像と Mn 元素分布

Fig. 4.8 Distributions of the grain size of ferrite in the specimens uniaxially compressed to 

60 % at 10
-3

 s
-1

 and held for 100 ks at (a) 550 ℃, (b) 600 ℃, (c) 700 ℃. 
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マップを示す。これらの領域は、Fig. 4.5 で示したそれぞれの黒破線で囲まれた領域

に対応する。いずれの試料でも Mn の濃淡が認められ、全般的な傾向としてフェライ

ト粒内は Mn 濃度が低く、マルテンサイト領域内は Mn 濃度が高かった。Fig. 4.8(e)

中に白矢印で示した Mn 濃度の高い領域は、Fig. 4.5(h)との比較より、残留オーステナ

イトに対応することがわかる。このことから、Mn の濃化した領域が残留オーステナ

イトになると考えられる。Mn が分配することを定性的に確認できたことから、次に

各領域における Mn 濃度を定量化した結果を Fig. 4.11 に示す。ここで各色の棒線は各

領域内における平均Mn濃度を示し、エラーバーは最大値および最小値を示している。

Fig. 4.11 に示すように、いずれの温度においても、平均 Mn 濃度はフェライト粒内で

低く、マルテンサイト領域内で高くなり、フェライトとオーステナイトの間で Mn の

分配が生じていることがわかる。 600 ℃での圧縮後 100 ks 等温保持

Fig. 4.9 Change in the average grain size of ferrite as a function of the compression and 

holding time at each temperature (550 ℃, 600℃ or 700 ℃). The closed marks indicate 

the average grain size of ferrite in the compressed specimens without additional holding. 

The open marks indicate the average grain size of ferrite in the specimens additionally held 

isothermally at the same tempertarure after the compression. 
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を施した試料における、残留オーステナイト粒内の平均 Mn 濃度は 9.08 wt%であり、

最大 Mn 濃度は 11.45 wt%であった。一方、550 ℃で加工後に静的保持を施した試料

におけるマルテンサイト領域内の平均 Mn 濃度は 5.51 wt%、最大 Mn 濃度は 13.27 wt%

であり、600 ℃で圧縮後 100 ks 等温保持を施した試料中の残留オーステナイト粒内よ

りも Mn 濃度が高い領域が存在する。このことから、残留オーステナイトの発生は単

純に Mn 濃度のみに依存するものではないと考えられる。 

Fig. 4.10 (a)-(c) SEM images and (d)-(f) SEM-EDX Mn distribution maps showing 

microstructures of the specimens uniaxially compressed to 60 % and held for 100 ks at 

550 ℃, 600 ℃ or 700 ℃. (a),(d) 550 ℃, (b),(e) 600 ℃, (c),(f) 700 ℃. The regions of 

(a) and (d), (b) and (e), (c) and (f) are corresponding to the regions surrounded by the black 

dotted lines in Fig. 4.5(d) and (g), (e) and (h), (f) and (i), respectively. The white arrows 

indicate the retained austenite grains. 
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4.3.2 加工後の等温保持による力学特性の変化 

 前項に示した組織の力学特性を次に述べる。ひずみ速度 10-3 s-1または 10 s-1で圧縮

後、種々の時間で等温保持を施した試料の、室温・初期ひずみ速度 8.3×10-4 s-1 で行

った引張試験により得られた応力ーひずみ曲線を Fig. 4.12 に示す。Fig. 4.12(a)は

600 ℃・10-3 s-1で圧縮後等温保持を施した試料の、Fig. 4.12(b) は 600 ℃・10 s-1で圧

縮後等温保持を施した試料の、Fig. 4.12(c)は 550 ℃または 700 ℃・10 s-1で圧縮後等

温保持を施した試料の引張試験結果を、各条件で圧縮後ただちに水焼入れを施した試

料のそれと合わせて示している。Fig. 4.12(a)、(b) 中に黒線で示す曲線は 800 ℃でオ

ーステナイト化後、室温まで直接焼入れを施した全面マルテンサイト組織試料の引張

試験結果を示している。Fig. 4.12(a) において、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と

圧縮後 916 s 等温保持を施した試料の応力-ひずみ曲線を比較すると、Fig. 4.6 に示し

たように等温保持によってフェライト分率が 10.4 %増加したにも関わらず、両者がほ

Fig. 4.11 Mean Mn concentration in ferrrite, martensite and retained austenite regions in 

the specimens uniaxially compressed to 60 % and held for 100 ks at 550 ℃, 600 ℃ or 

700 ℃. The error bars indicate the maximum and minimum concentrations in each region. 

 



80 

 

ぼ同様の曲線を示していることがわかる。しかし、加工後に 100 ks の等温保持を施し

た試料においては、0.2 %耐力が 613 MPa で、引張強度が 955 MPa であり、圧縮後直

ちに水焼入れを施した試料と比較して、顕著な強度の低下が認められた。一方、全伸

びは 25.2 %とあまり変化しなかったが、均一伸びは 12.6 %となり、圧縮後直ちに水焼

入れをを施した試料の均一伸びからの増加が認められた。これは等温保持におけるフ

ェライトおよびオーステナイトの回復や、フェライト分率の増加、またはフェライト

粒の粗大化の影響であると考えられる。次に、Fig. 4.12(b) に示す 600 ℃・10 s-1で圧

縮後に等温保持を施した試料の結果を比較すると、9160 s の等温保持によりフェライ

ト量が 23.6 %増加したにも関わらず、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料とほぼ同様

Fig. 4.12 Tensile stress-strain curves of the specimens compressed to 60 % reduction at 

various temperatures and compression strain rates, and held for various periods. (a) 

Compressed at 10
-3

 s
-1

and held at 600 ℃, (b) compressed at 10 s
-1

and held at 600 ℃, (c) 

compressed at 10
-3

 s
-1

and held at 550 ℃ or 700 ℃. 800 W.Q means the specimen directly 

quenched after the austenitization at 800 ℃. 
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の応力-ひずみ曲線を示していた。最後に、Fig. 4.12(c) に示す、550 ℃または 700 ℃

での圧縮後 100 ks 等温保持を施した試料の引張試験結果は、いずれの温度の場合も圧

縮後直ちに水焼入れを施した試料よりも、強度が低下した。一方、均一伸びは 550 ℃

で圧縮後に等温保持を施した試料では 4.4 %であり、圧縮後直ちに水焼入れを施した

試料の均一伸びとほぼ等しかったが、700 ℃で圧縮後に等温保持を施した試料では

8.4 %であり、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料の均一伸びからの増加が認められ

た。これはフェライト量の増加またはフェライト粒の粗大化が寄与している可能性が

考えられる。 

 

4.4 考察 

4.4.1 加工後の等温保持が DP組織に及ぼす影響 

 4.3.1 項で示した結果を要約すると以下のようになる。Fig. 4.6 および Fig. 4.9 に示し

たように、550 ℃、600 ℃または 700 ℃において、種々のひずみ速度で圧縮後に等温

保持を施した試料では、いずれの圧縮後等温保持材も、圧縮後直ちに水焼入れを施し

た試料よりフェライト分率の増加およびフェライト粒の粗大化が認められた。圧縮加

工を行わずに等温保持を施した場合と比較して、オーステナイトの加工によりフェラ

イト変態 kinetics が加速されていた。無負荷で等温保持を施しているため、静的フェ

ライト変態が進行していると考えられる。また 600 ℃・10-3 s-1で圧縮後に等温保持を

施した試料では残留オーステナイトが認められた。 

初めに加工後の等温保持による静的フェライト変態の様相について述べる。3.4.1

項で述べたように、拡散変態は核生成と粒成長の 2 つのステップで構成される[8,9,10]。

Fig. 4.7 および Fig. 4.8 に示したように、圧縮後の等温保持により微細なフェライト粒

の割合が減少し、粗大なフェライト粒の割合が増加していること、および温度の上昇

に伴いフェライト粒径の増加量が増大することから、圧縮後の等温保持による静的フ

ェライト変態においては、オーステナイトからの新たな核生成よりも、動的フェライ
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ト変態で析出したフェライト粒の粒成長が支配的と考えられる。核生成よりも粒成長

が支配的になることは、オーステナイト中の核生成サイトとなる欠陥が、動的フェラ

イト変態で消滅することや[9,11]、オーステナイトの回復により減少することにより、

フェライトの核生成が起こりにくくなるためと考えられる。また、600 ℃において加

工＋保持時間が 916s および 1832 s で等しい圧縮＋保持材を比較すると、ひずみ速度

が低いほどフェライト分率が高かった(Fig. 4.6)が、圧縮後直ちに水焼入れを施した場

合からのフェライト分率の増加量は小さかった。これは等温保持の時間が長くなり、

粒成長が生じるためと考えられる。以上より、オーステナイトの加工後の等温保持に

おける静的フェライト変態では、圧縮加工により生成した動的変態フェライトの粒成

長が支配的であると結論付けられる。 

粒成長は合金元素の濃度および分配に依存するため[8]、合金元素の分配挙動につい

て次に述べる。Fig. 4.10 および Fig. 4.11 に示したように、圧縮後の等温保持を施した

場合には、フェライトとオーステナイトの間で Mn の分配が認められた。圧縮後直ち

に水焼入れを施した試料で発現した動的フェライト変態の場合と同様に、分配局所平

衡が選択されていると考えられる[8,12]。しかし、温度の低下に伴ってフェライトと

マルテンサイトにおける Mn の濃度差は大きくなっており、圧縮後直ちに水焼入れを

施した試料における動的フェライト変態の Mn 濃度の変化(Fig. 3.10)とは傾向が異な

る。これについては分配時間が長くなり、平衡状態における各相の Mn 固溶限の影響

を受けていることが考えられる。Fig. 4.13 に、熱力学計算から得られたフェライト相

およびオーステナイト相における、Mn と C の各温度ごとの平衡状態濃度を示す。温

度の低下に伴い、フェライト相およびオーステナイト相における、Mn の平衡状態濃

度は上昇し、両相の濃度差は拡大している。温度変化に伴うMn濃度の変化は、Fig. 4.11

に示した実験結果と同様の傾向を示すことがわかる。700 ℃におけるオーステナイト

相の Mn 固溶限は 6.41 wt%であり、圧縮後に等温保持を施した試料における最大 Mn

濃度 5.99 wt%に近い値となっている。フェライト分率が平衡状態量に近くなっている
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ことからも、圧縮後 100 ks 等温保持により平衡状態に近づいたために、Mn の分配が

完了し、固溶限に達したと考えられる。一方、550 ℃におけるオーステナイト相の

Mn 固溶限は 16.91 wt%であり、このことから温度の低下に伴いフェライトとマルテン

サイトの間の Mn 濃度差は拡大したと考えられる。また、Fig. 3.10 に示した圧縮後直

ちに水焼入れを施した試料におけるMn濃度の変化は、拡散速度の影響を受けており、

温度の低下に伴い拡散速度が低下するため、916 s の加工時間では十分な拡散が起き

なかった可能性が考えられる。圧縮後 100 ks 等温保持を施した場合には、時間が長い

ために、平衡状態になるように Mn が拡散できることや、フェライトやオーステナイ

トの回復が進行して、各相の自由エネルギーが平衡状態に近づくことが原因として考

えられる。また、残留オーステナイトが 600 ℃での圧縮後に等温保持を施した試料で

認められた理由としては、C の濃度の影響が考えられる。Fig. 4.13 からオーステナイ

ト相における C 濃度は、温度の変化に対して 600 ℃でピーク値を示すことがわかる。

C はオーステナイト安定化元素であり、残留オーステナイトの発生に寄与する

Fig. 4.13 Change of Mn and C solid solubilities in ferrrite and austenite as a function of  

temperature, calculated by Thermocalc. The upper and lower regions indicate Mn and C 

concentrations, respectively.  

 



84 

 

 [6,13,14]。このことから、550 ℃で圧縮後に等温保持を施した試料中の Mn 濃度が高

い領域は、600 ℃で圧縮後に等温保持を施した試料中の残留オーステナイトと比較し

て、C の濃化が不足しているためオーステナイトの安定性が低く、焼入れによりマル

テンサイト変態を起こしたと考えられる[15]。また、2.3.1 項においてオーステナイト

粒の微細化がオーステナイトの安定性を高めている可能性を述べた[15-17]。しかし、

550 ℃または 700 ℃で圧縮後に等温保持を施した試料でフェライト変態が進行して

いることから、等温保持によりフェライトの粒成長が発現して、実質的に旧オーステ

ナイト粒の微細化が発現すると考えられる。しかし、550 ℃圧縮後 100ks 等温保持剤

と 700 ℃圧縮後 100 ks 等温保持材中に残留オーステナイトは認められなかったこと

から、結晶微細化に伴うオーステナイトの安定性の向上への寄与は低いと考えられる。 

 

4.4.2 加工後の等温保持が力学特性に及ぼす影響 

 4.3.2 項で示した結果を要約すると以下のようになる。600 ℃で圧縮後に等温保持を

施した試料に対する引張試験から、保持時間が 9160 s 以下の場合には力学特性は圧縮

後直ちに水焼入れを施した試料のそれとほとんど変わらなかった。一方、保持時間が

100 ks の場合には強度が低下し、均一伸びは増加した。700 ℃での圧縮後 100 ks 等温

保持を施した試料も同様の傾向を示した一方で、550 ℃での圧縮後 100 ks 等温保持を

施した試料は強度が低下し、均一伸びはあまり変化しなかった。前項で述べたように、

圧縮後の等温保持によりフェライト分率の増加およびフェライト粒の粗大化が生じ

ている。そこで、0.2 %耐力、引張強度、均一伸びおよび全伸びと、フェライト分率

との関係を Fig. 4.14 に、平均フェライト粒径との関係を Fig. 4.15 に示す。各図の塗り

つぶしマークは、それぞれの条件の圧縮後直ちに水焼入れを施した試料の結果を示し

ている。黒色矢印が指す白抜きマークは、各条件での圧縮後に 100 ks の等温保持を施

した試料の結果を示している。初めに、Fig. 4.14 および Fig. 4.15 において、600 ℃で

の圧縮後 9160 s 以下の等温保持を施した試料の力学特性に注目すると、フェライト分
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率の増加やフェライト粒の粗大化にも関わらず、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料

のそれと比べて、各特性値はほとんど変化しないことがわかる。一般に DP 組織にお

いてはフェライト分率の上昇に伴い強度は低下し、延性は上昇することが知られてい

るが[18-20]、600 ℃で圧縮後比較的短時間の等温保持を施し、フェライト分率の増加

とフェライト粒の粗大化が生じても、強度の低下と延性の上昇は生じていないことが

わかる。一方、550 ℃、600 ℃または 700 ℃での圧縮後 100 ks の等温保持を施した

試料の引張特性に注目すると、フェライト分率の増加およびフェライト粒の粗大化に

伴い、強度の低下が認められた。ここで、Fig. 4.14(b)および Fig. 4.15(b)中に矢印で示

した、各温度での圧縮後 100 ks 等温保持を施した試料のフェライト分率または平均フ

Fig. 4.14 Change in (a) 0.2 % proof stress, (b) tensile strength, (c) uniform elongation and 

(d) total elongation as a function of the volume fraction of ferrite in the specimens 

compressed at 550 ℃, 600 ℃ or 700 ℃ at 10
-3

 s-1 or 10 s
-1

 and held for various periods. 

The closed marks indicate the specimens as-compressed. The black arrows indicate the 

specimens held for 100 ks after the compression at each temperature. 
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ェライト粒径が引張強度に及ぼす影響に注目すると、フェライト分率の増加およびフ

ェライト粒の粗大化に伴い強度が低下している。つまり、一般に知られている、DP

組織のフェライト分率やフェライト粒径の変化の影響[18-20]に従っていることがわ

かる。ここで、圧縮後の等温保持が力学特性に及ぼす影響の要因として、フェライト

およびオーステナイトの回復、Mn 濃度の変化、フェライト分率およびフェライト粒

径の変化が考えられる。初めに、比較的短時間の等温保持においては、前述のように

フェライト分率の増加およびフェライト粒径の増加にも関わらず強度が低下しなか

った。強度が変化しなかった原因としては、フェライトおよびオーステナイトの回復

が十分に生じていないこと、または Mn の分配が十分に進行していないことが考えら

Fig. 4.15 Change in (a) 0.2 % proof stress, (b) tensile strength, (c) uniform elongation and 

(d) total elongation as a function of the average grain size of ferrite in the specimens 

compressed at 550 ℃, 600 ℃ or 700 ℃ at 10
-3

 s-1 or 10 s
-1

 and held for various periods. 

The closed marks indicate the specimens as-compressed. The black arrows indicate the 

specimens held for 100 ks after the compression at each temperature. 
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れる。前者はオースフォーミングや高温圧縮におけるフェライトの加工硬化として、

後者はフェライトに対する Mn の固溶強化として、フェライト相を強化していること

を意味する。単純に試料の強度が複合則[21]に従って、各相の強度に依存していると

すると、フェライト分率の増加やフェライト粒の粗大化の影響よりも、高温圧縮によ

るフェライトの加工硬化[22,23]や Mn の固溶強化の影響が大きいと考えられる。一方、

比較的長時間の等温保持の場合には、等温保持中のフェライトやオーステナイトの回

復や Mn の分配によるフェライト中の Mn 濃度の減少が進行し、フェライト相の強度

の低下とフェライト分率の増加が十分に進行した結果、強度の低下が顕著になったと

考えられる。また、DP 組織においてはフェライトとマルテンサイトのそれぞれの形

態や分布状態が強度に大きく影響する[24-27]。フェライトが連結してネットワークを

形成している組織は、ネットワークを形成していない組織よりも、低い強度を示すこ

とが報告されている[24,27]。比較的長時間の等温保持では、フェライト粒の粗大化お

よびフェライト分率の増加によりフェライト粒のネットワークの形成が進行するた

め、圧縮後直ちに水焼入れを施した場合と比較して強度が低下する可能性が考えられ

る。また、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料から、600 ℃圧縮後 100 ks 保持材の均

一伸びの増加の原因としては、フェライトの回復および TRIP 現象が考えられる[28]。

等温保持によりフェライトの回復が生じて、加工硬化能が回復するものと考えられる。

最後に、600℃圧縮後 100ks 等温保持材は、550 ℃圧縮後 100ks 等温保持材や 700 ℃

圧縮後等温保持材と異なり、残留オーステナイトを含んでいる。このことから、残留

オーステナイトによる TRIP 現象が均一伸びの増加に影響しているものと考えられる。

以上のような、複数の要因により加工後の等温保持が DP 組織の力学特性に影響を与

えていると考えられ、本 4Mn-0.1C 鋼の加工熱処理においては、単純にフェライト分

率およびフェライト粒径が力学特性を支配していないと結論付けられる。 
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4.5 結論 

 本章では、中 Mn 鋼(Fe-4Mn-0.1C)に対して、動的フェライト変態で生成したフェラ

イト＋加工硬化されたオーステナイト組織に対する等温保持が、組織形成と力学特性

に及ぼす影響を調べている。得られた主な成果は、以下の通りである。 

(1) 圧縮加工後に等温保持を施すことで、フェライト量の増加が認められた。フェラ

イトの増加量は、加工を行わずに静的に等温保持を施した場合と比較して大きく、

オーステナイトの加工により動的フェライト変態だけではなく静的フェライト変

態の kinetics も加速された。加工後の静的フェライト変態においては、動的変態

により生成したフェライトの粒成長が支配的であると考えられる。 

(2) 加工後に 100 ks 等温保持を施した場合、温度の低下に伴いオーステナイト中の

Mn 濃度は増加しており、分配局所平衡(PLE)により静的フェライト変態(フェライ

トの粒成長)が進行していると考えられた。温度の低下に伴うフェライトとマルテ

ンサイトとの間の Mn 濃度差の拡大は、圧縮後直ちに水焼入れを施した場合と異

なる傾向であり、分配の進行度および平衡状態時の Mn の固溶限の影響と考えら

れる。 

(3) 600 ℃・10-3 s-1圧縮後に等温保持を施した試料では、残留オーステナイトが認め

られた。これは等温保持中に、フェライトからオーステナイトへの Mn および C

の分配・濃化が発生し、オーステナイトの化学的安定性が高まった結果であると

考えられる。 

(4) 加工後に比較的短時間の等温保持を施した試料は、圧縮後直ちに水焼入れを施し

た試料と、同等の引張特性を示した。一方、加工後に長時間の等温保持を施した

場合、明らかな強度の低下が認められた。これらには、フェライト分率の増加、

フェライト粒の粗大化、Mn の分配やフェライトおよびオーステナイトの回復と

いった現象が複合的に影響していると考えられる。 
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5章 中Mn鋼におけるフェライト変態と力学特性に及ぼ

す Si添加の影響 

 

5.1序論 

4Mn－0.1C 鋼を用いた研究より、第 2 章では静的フェライト変態の kinetics が遅い

一方で、オーステナイトに加工を施せば動的フェライト変態の kinetics が加速される

ため、オーステナイトの加工により十分な量のフェライトを有する DP 組織を作製で

きることを明らかにした。第 3 章では、温度およびひずみ速度を変化させてオーステ

ナイトに加工を施すことで、種々のフェライト分率の微細フェライト粒で構成される

DP 組織が作製できること、および中 Mn 鋼における動的フェライト変態が拡散変態

として発現し、分配局所平衡が選択されることを明らかにした。そして第 4 章では、

動的フェライト変態を通じて得られたフェライト＋オーステナイト組織に加工後の

等温保持を施すことで、オーステナイトの加工が静的フェライト変態の kinetics も加

速させること、条件によっては残留オーステナイトが発生すること、比較的短時間の

等温保持ではフェライト分率やフェライト粒径の変化に関わらず力学特性が変化し

ないことを明らかにした。前述の結果は Fe-Mn-C 三元系合金(Fe-4wt%Mn-0.1wt%C)

における結果であるが、従来、中 Mn 鋼に Si を添加した Fe-Mn-C-Si 四元系合金につ

いての研究が多く報告されてきた[1-5]。Si の添加は炭化物の析出を抑制して、オース

テナイトへの C の濃化を促進することにより、残留オーステナイトの発生を促進させ

ると考えられている[3,6]。しかし、中 Mn 鋼における動的フェライト変態を利用した

DP 組織で同様の効果が発現するかどうか、そして Si 添加がフェライト変態にどのよ

うな影響を及ぼすのかは不明である。 
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そこで本章では、Si を添加した中 Mn 鋼(Fe-4wt%Mn-0.1wt%C-2wt%Si)における相変

態 kinetic を明らかにし、動的フェライト変態を利用した DP 組織や残留オーステナイ

トの形成過程を明らかにすることを目的とする。 

 

5.2実験方法 

本研究では、Table 5.1 に示す化学組成を有する Fe-4Mn-0.1C-2Si (wt%) を試料とし

て用いた。平衡状態図を Thermo-Calc を用いて計算した結果 (Fig. 5.1) 、Ae3点および

Ae1点はそれぞれ 804 ℃および 594 ℃であった。 

前処理として、Fig. 5.1(a) に示すように均一化および旧オーステナイト粒径の調整

を実施した。均一化のために、試料に 20 %冷間圧延を施し、Ar 雰囲気下で 1100 ℃・

24 h の焼鈍後に炉冷を施した。旧オーステナイト粒径を第 2 章から第 4 章で用いた

4wt%Mn-0.1wt%C 鋼の試料のそれ(26.6 μm)と同等に調整するために再加熱を施し、

950 ℃・180 s でオーステナイト化後に水焼入れを施すサイクルを 3 回繰り返すこと

を実施した。4 回目のオーステナイト化後における平均旧オーステナイト粒径は 43.4 

μm であった。ここで、加熱時のオーステナイト変態完了(Ac3)点測定を膨張計により、

2.2.2 項に示した方法で試料を準備し、真空下において加熱速度 0.5 ℃/s で加熱して測

定したところ、Ac3 点は 942 ℃であった。このことから、オーステナイト化温度を

950 ℃としている。 

Si の添加が中 Mn 鋼の静的相変態挙動に及ぼす影響を調べるために、変態点を膨張

計により測定した。直径 3 mm、高さ 10 mm の試験片を、950 ℃・180 s で

Table 5.1 Chemical composition of the steel studied (wt%) 
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オーステナイト化後に He ガスを用いて 400～800 ℃の任意の温度に急冷し、2.4～200 

ks で等温保持を施して、変態開始点を測定した。 

そして、オーステナイトの加工がフェライト変態に及ぼす影響を調べるために、

2.2.3 項に示した方法と同様にして試料と実験装置を準備し、Fig. 5.2(b) に示すような

プロセスで加工熱処理を実施した。試料を 950 ℃・180 s でオーステナイト化後に

500 ℃、550 ℃、600 ℃、660 ℃、700 ℃または 750 ℃に急冷し、60 s の均熱化後、ひ

ずみ速度 10-3 s-1、10-1 s-1または 10 s-1で 60 %単軸圧縮加工を施した。圧縮後はただち

Fig. 5.1 Equilibrium phase diagram of Fe-4mass%Mn-2mass%Si-xC quaternary alloy 

calculated by Thermo-calc. The blue dashed line indicates Fe-4Mn-0.1C-2Si composition. 
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Fig. 5.2 Schematic illustrations of the thermomechanical processings used in this chapter. 

(a)Preprocessing for homogenization and refinement of prior austenite grain size, (b) only 

compression, and (c) static holding after the compression. 

 

 

 

 



97 

 

に水焼入れを施した。また第 4 章と同様に、動的フェライト変態により得られたフェ

ライト＋オーステナイト組織に等温保持が及ぼす影響を調べるために、Fig. 5.2(c) に

示すような加工熱処理を実施した。前述の方法で、試料をオーステナイト化後に

600 ℃または 660 ℃に急冷し、60 s 均熱化を施した。試料を均熱化後、10-3 s-1で圧縮

加工を施し、除荷して 916 s または 100 ks の等温保持を施し、保持後に水焼入れを施

した。得られた試料に対し、組織観察および元素分析を 2.2.4 項に示す方法で、引張

試験を 2.2.5 項に示す方法で行い、特性を評価した。 

 

 

Fig. 5.3 Time-temperature-transformation (TTT) diagram showing the kinetics of 

isothermal transformations in the 4Mn-0.1C-2Si steel. The square marks indicate the start 

time of bainite transformation, and circle marks indicate the start time of ferrite 

transformation in the 4Mn-0.1C-2Si steel. The x and cross marks mean the start points of 

ferrite and bainite transformations in the 4Mn-0.1C steel, respectively. 
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5.3結果 

5.3.1 4Mn-0.1C-2Si鋼における静的相変態挙動 

Fig. 5.3 に 950 ℃・180 s のオーステナイト化後に種々の温度で等温保持することに

より得られた TTT 線図を示す。オーステナイト化後に等温保持を施した試料の組織

として、Fig. 5.4 (a)、(d)にオーステナイト化後に直接室温まで焼き入れを施した試料

の、Fig. 5.4(b)、(e)に 450 ℃・2400 s で等温保持後に急冷した試料の、Fig. 5.4(c)、(f)

に 600 ℃・192 ks 等温保持後に急冷した試料の SEM 像を示す。初期組織であるオー

ステナイトの平均粒径は 43.4 μm であった(Fig. 5.4(a))。372 ℃から 450 ℃の温度域で

等温保持した場合、潜伏期 10 s 以下で変態が開始した。Fig. 5.4(b)、(e)に示した組織

から、この相変態はベイナイト変態であることがわかった。一方、500 ℃から 800 ℃

の温度域において等温保持した場合、潜伏期 2000 s 以上で変態が開始し、200 ks 等温

保持を施しても変態が完了しなかった。この温度域では Fig. 5.4(c)、(f)に示した組織

Fig. 5.4 SEM images showing microstructures of the specimens austenitized at 950 ℃ for 

180 s, followed by (a), (d) directly-quenching, (b), (e) cooling to and holding at 450 ℃ 

for 2400 s, (c) and (f) cooling to and holding at 600 ℃ for 192 ks (53.3 h). (d), (e ), (f)  

are enlarged in the regions surrounded by yellow broken lines in (a), (b), (c ), respectively. 
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から、フェライト変態が発現していることがわかった。フェライト粒は、Fig. 5.4(c)

中の黄枠内を拡大した Fig. 5.4(f)に示すように、旧オーステナイト粒界上に析出した。

また、Fig. 5.4(d)、(e)に示すように、マルテンサイトおよびベイナイト中には炭化物

が認められたが、フェライト粒内および粒界には炭化物が認められなかった。マルテ

ンサイトにおける炭化物の析出は、オートテンパー効果によると考えられる[7]。ここ

で Si 添加の影響を調べるために、Fig. 2.6 に示した 4Mn-0.1C 鋼における変態開始点

を Fig. 5.3 中に×または+印で示す。ベイナイト変態については、4Mn-0.1C-2Si 鋼が

4Mn-0.1C 鋼と同様の変態挙動を示すことがわかる。一方、500 ℃で等温保持を行っ

た場合には、潜伏期が 10000 s 以上でフェライト変態が開始しており、4Mn-0.1C 鋼と

比較して潜伏期は長いことがわかる。そして、500 ℃以上の温度での保持では、温度

の上昇に伴いフェライト変態開始が早くなり、600℃以上では再び遅くなって、変態

Fig. 5.5 True stress- true strain curves of the specimens uniaxially compressed to 60 % at 

various temperatures and strain rates of (a) 1×10
-3

 s
-1

, (b) 1×10
-1

 s
-1 

and (c) 1×10 s
-1

. 

 



100 

 

曲線にノーズを形成している。以上のことから、Si 添加により 500 ℃から 600 ℃に

おけるフェライト変態が阻害されていると言える。500 ℃～600 ℃の温度域において

は、添加した Si の拡散速度が低下する結果、フェライト変態開始が遅くなると考え

られる[8]。 

 

5.3.2 圧縮を施した 4Mn-0.1C-2Si鋼における組織 

前項において、Si 添加により静的フェライト変態が遅延されることがわかった。次

に、Si 添加が動的フェライト変態に及ぼす影響を調べる。初めに高温圧縮における変

形挙動について述べる。500 ℃から 750 ℃までの種々の温度において、ひずみ速度

10-3 s-1、10-1 s-1または 10 s-1で試料に単軸圧縮加工を施した際に得られた応力-ひずみ

曲線を Fig. 5.5 に示す。Fig. 5.3 に示した TTT 線図により、保持開始から 60 s ではフ

Fig. 5.6 SEM images of the specimens uniaxially compressed to 60 % at 10
-3

 s
-1

 and (a) 

500 ℃, (b) 550 ℃, (c) 600 ℃, (d) 660 ℃, (e) 700 ℃ or (f) 750 ℃. The upper-right 

images in (a),(b) and (c) are enlarged ones of the regions indicated by white rectangles in 

the lower magnification images. fα means the volume fraction of ferrite. 
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ェライト変態を発現しないことより、圧縮加工開始時の試料は全面オーステナイト組

織である。Fig. 3.2 に示した 4Mn-0.1C 鋼の高温圧縮変形の場合とは異なり、応力の立

ち上がりは緩やかになり、変形応力がピークをを示さずに増加する曲線も認められた。

また変形応力の低下(軟化)が生じる場合においても、4Mn-0.1C 鋼の圧縮変形の場合と

比較して、変形応力の減少量は小さかった。これは動的フェライト変態量が少ないこ

とに起因している可能性がある。 

前述のような高温変形挙動を示した試料の組織を次に述べていく。ひずみ速度 10-3 

s-1、10-1 s-1または 10 s-1で、種々の温度において 60 %圧縮加工後に水焼入れを施した

試料の SEM 像を、Fig. 5.6、Fig. 5.7、Fig. 5.8 にそれぞれ示す。ひずみ速度 10-3 s-1また

は 10-1 s-1で圧縮した場合はすべての温度でフェライト粒の生成が認められた。ひずみ

速度 10 s-1で圧縮した場合は、圧縮温度が 600 ℃以下のときにフェライト粒の生成が

Fig. 5.7 SEM images of the specimens uniaxially compressed to 60 % at 10
-1

 s
-1

 and (a) 

500 ℃, (b) 550 ℃, (c) 600 ℃, (d) 660 ℃, (e) 700 ℃ or (f) 750 ℃. The upper-right 

images in (a),(b),(c),(d),(e) and (f) are enlarged ones of the regions indicated by white 

rectangles in the lower magnification images.  
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認められた。圧縮直後に水焼入れを実施していることから、4Mn-0.1C 鋼と同様に、

オーステナイトの加工によって動的フェライト変態が発現し、その kinetics は静的フ

ェライト変態よりも早いことがわかる。生成したフェライト粒の形状はほぼすべてが

丸みを帯びた形状であったが、Fig. 5.6(a)、Fig. 5.7(a)および Fig. 5.8(a) に示す、500 ℃

で圧縮を施した試料中のフェライト粒は圧縮軸と鉛直な方向に伸長している角張っ

た形状であった。また、Fig. 5.6(a)、(b)、(c)それぞれの右上に示した拡大像に見られ

るように、500 ℃、550 ℃または 600 ℃において、10-3 s-1で圧縮を施した試料では、

フェライト粒と隣接した粒界上に炭化物の析出が認められた。一方、圧縮温度の変化

に対してはフェライト量の変化が、4Mn-0.1C 鋼の場合と異なる傾向を示した。種々

の温度において、ひずみ速度 10-3 s-1で圧縮を施した試料中のフェライト分率と温度の

関係を Fig. 5.9 に示す。青色棒線は 4Mn-0.1C 鋼の、黒色棒線は 4Mn-0.1C-2Si 鋼のフ

Fig. 5.8 SEM images of the specimens uniaxially compressed to 60 % at 10 s
-1

 and (a) 

500 ℃, (b) 550 ℃, (c) 600 ℃, (d) 660 ℃, (e) 700 ℃ or (f) 750 ℃. The upper-right 

images in (a),(b) and (c) are enlarged ones of the regions indicated by white rectangles in 

the lower magnification images. 
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ェライト分率を示している。なお、4Mn-0.1C 鋼の 660 ℃圧縮材は調査していないた

めに、空白にしている。いずれの温度においても、Si 添加によるフェライト分率の低

下が認められ、動的フェライト変態が抑制されていることがわかる。また、温度の低

下に伴いフェライト分率が単調に増加した 4Mn-0.1C 鋼と比較して、4Mn-0.1C-2Si 鋼

のフェライト分率は、550 ℃から 750 ℃の温度域において、600 ℃で最大値となって

いる。これは Fig. 5.3 に示した TTT 線図のノーズの傾向と対応している。 

 

5.3.3 圧縮加工後に等温保持を施した 4Mn-0.1C-2Si鋼における組織 

600 ℃・10-3 s-1で圧縮後に 916 s または 100 ks の等温保持を施した試料の SEM 像を

Fig. 5.10 に示す。なお、Fig. 5.10 に示した SEM 像は、エッチングを施していない試料

を観察して得られたものである。いずれの試料にもフェライト粒とマルテンサイトが

認 め ら れ 、 Fig. 5.10(d) 中 に 黄 色 矢 印 で 示

Fig. 5.9 Change in the volume fraction of ferrite in the specimens uniaxially compressed to 

60 % at 10-3 s-1 as a function of the compression temperature. The blue and black bars 

indicate the volume fraction of ferrite in the 4Mn-0.1C steel and 4Mn-0.1C-2Si steel, 

respectively. Each color lines above the bars indicates the volume fraction of ferrite in 

equilibrium state calculated by ThermoCalc in each steel. 
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すような炭化物がフェライト粒内および粒界に析出していた。フェライト分率は、圧

縮後 916 s 等温保持を施した試料(Fig. 5.10(a))が 17.2 %で、圧縮後 100 ks 等温保持を施

した試料(Fig. 5.10(b))が 29.6 %であり、600 ℃で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料

(フェライト分率 11.0 %)から、保持時間の増加に伴いフェライト分率が増加した。Fig. 

5.10 と Fig. 5.6(c)を比較すると、フェライト粒の粗大化が認められることから、

4Mn-0.1C 鋼の場合と同様に粒成長により静的フェライト変態が進行していると考え

られる。等温保持によるフェライト変態の進行を確認するため、600 ℃・10-3 s-1で圧

Fig. 5.10 SEM images of the specimens uniaxially compressed to 60 % at 10
-3

 s
-1

 ,at 

600 ℃, and then held for (a), (c) 916 s, (b), (d) 100 ks. (c) and (d) are enlarged images of 

the regions of the white rectangles in (a) and (b), respectively. The yellow arrows in (d) 

indicate carbide pricipitations. 
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縮加工後に等温保持を施した試料における、加工＋保持時間とフェライト分率の関係

を Fig. 5.11 に示す。圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と比べて、4Mn-0.1C-2Si 鋼の

圧縮後 100ks 等温保持によるフェライト分率の増加量は 18.6 %であり、4Mn-0.1C 鋼

における圧縮後 100 ks 等温保持によるフェライト分率の増加量 26.8 %と比較して、等

温保持によるフェライト分率の増加量は小さいことがわかる。こうしたことから、Si

添加によって、動的フェライト変態および圧縮加工後の静的フェライト変態いずれも

が抑制されていることがわかる。前述のように、圧縮加工後の等温保持によりフェラ

イト分率が増加したため、次に残留オーステナイトの発生を次に確認した。Fig. 5.12(a)、

(d)に 600 ℃・10-3 s-1で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料の、Fig. 5.12(b)、(d)に圧縮

後 916 s 等温保持を施した試料の、Fig. 5.12(c)、(f)に圧縮後 100 ks 等温保持を施した

試料の、EBSD-KAM マップおよび Phase マップを示す。Fig. 5.12(a)-(c) に示す

Fig. 5.11 Change in volume fraction of ferrite in the specimens uniaxially compressed to 

60 % at 600 ℃ and 10
-3

 s
-1

 in 4Mn-0.1C steel and 4Mn-0.1C-2Si steel. As a function of 

deformation and holding time at 600 ℃. The closed marks indicate the volume fractions 

of ferrite in the specimens compressed without additional holding in each steel. 
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KAM マップにおいては、4Mn-0.1C 鋼の場合と同様に、KAM 値の低いフェライト粒

と KAM 値の高いマルテンサイトが認められた。そして Fig. 5.12(d)-(f)に示す Phase マ

ップにおいては、測定の信頼性が低いノイズを除くと、いずれの試料でも残留オース

テナイトは検出されなかった。圧縮加工後の等温保持により残留オーステナイトが発

生しなかった理由として、4Mn-0.1C 鋼と比較して、4Mn-0.1C-2Si 鋼は Ae1 点および

Ae3 点が高いため、相対的にオーステナイトの安定性が低下している可能性が考えら

れる。そこで 660 ℃・10-3 s-1で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料、圧縮後に 916 s

等温保持を施した試料と 100 ks 等温保持を施した試料の SEM 像、EBSD 測定から得

られた KAM マップおよび Phase マップを Fig. 5.13 に示す。660 ℃で加工後に 100 ks

等温保持を施した試料でも、フェライトおよびマルテンサイトが認められ、

Fig. 5.12 (a)-(c) EBSD-KAM maps and (d)-(f) phase maps in the specimens uniaxially 

compressed to 60 % at 600 ℃ and 10
-3

 s
-1

. (a),(d) As-compressed without additional 

holding, (b),(e) held for 916 s after the compression, (c),(f) held for 100 ks after the 

compression. (a) and (d), (b) and (e), (c) and (f) are in the same region, respctively. 
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フェライト分率は 37.4 %であった。圧縮後直ちに水焼入れを施した試料からフェライ

ト分率は 16.0 %増加した。フェライト分率の増加量は 600 ℃で加工後に等温保持を

施した場合と同等であり、4Mn-0.1C 鋼における 600 ℃で圧縮後に 100 ks 等温保持し

た場合と比べて、フェライト分率の増加量は小さいことがわかる。そして Fig. 5.13(b)

に示す Phase マップから、圧縮加工後の 100 ks 等温保持を施した場合には、残留オー

ステナイトが認められた。4Mn-0.1C 鋼の場合と同様に、残留オーステナイトはフェ

ライト粒に隣接して存在した。オーステナイト分率は 1.5 %であり、4Mn-0.1C 鋼にお

いて 600 ℃で圧縮加工後に 100 ks 等温保持を施した試料におけるオーステナイト分

率(1.8 %)とほぼ同等であった。また、Fig. 5.13(c)に示すように、顕著な炭化物の析出

は認められなかった。600 ℃と 660 ℃で残留オーステナイトの発生状態が変化したこ

Fig. 5.13 (a)EBSD-KAM map, (b) Phase map and (c) SEM image in the specimen 

uniaxially compressed to 60 % at 10
-3

 s-
1 ,and then held for 100 ks at 660 ℃. The 

upper-right image in (b) is enlarged image in the region surrounded by the black rectangle. 
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とは、Mn や Si の分配状態が変化した影響であると考えられるため、元素分析を実施

した。Fig. 5.14(a)-(c)に 950 ℃でオーステナイト化後に加工を行わずに室温まで直接水

焼入れを施した試料の、Fig. 5.14(d)-(f)に 600 ℃・10-3 s-1で圧縮後直ちに水焼入れを施

した試料の、Fig. 5.14(g)-(i)に 600 ℃・10-3 s-1で圧縮後 916 s 等温保持を施した試料の、

Fig. 5.14(j)-(l)に 600 ℃・10-3 s-1 で圧縮後 100 ks 等温保持を施した試料の、Fig. 

5.14(m)-(o)に 660 ℃・10-3 s-1で圧縮後 100ks 等温保持を施した試料の、SEM 像と EDX

測定による Mn および Si 元素分布マップを示す。また、各相の Mn および Si の濃度

を定量化した結果を Fig. 5.15 示す。Fig. 5.14(b)、(e)、(h)、(k)、(n)の明暗は、Mn 濃度

が 0 から 20.4 wt%で同一のスケールに合わせてあり、明暗は Mn 濃度の濃淡を直接反

映している。Fig. 5.14(c)、(f)、(i)、(l)、(o)の明暗は、Si 濃度が 0 から 6.3 wt%で同一

のスケールに合わせてあり、明暗は Si 濃度の濃淡を直接反映している。初めに、Fig. 

5.14(a)-(c)に示すように、950 ℃オーステナイト化後には Mn および Si が偏析していな

いことを確認した。次に、Fig. 5.14(d)-(f)に示すように、600 ℃・10-3 s-1で圧縮を施し

た試料においては、Mn 分布マップでは均一に見える。しかし、Fig. 5.15(a)に示すよ

うにフェライト相とマルテンサイト間の濃度差が 0.18 wt%となり、Mn の分配が発現

していると考えられる。一方、Si は均一に分布しており、Fig. 5.15(b)からも濃度差は

認められなかった。熱力学計算から平衡状態時の Si 濃度はフェライト相において 2.03 

wt%、オーステナイト相において 1.87 wt%であり、両者の濃度差が小さいために検出

ができていないものと考えられる。Fig. 5.14(g)-(i) に示すように、圧縮後 916 s 等温保

持材においては、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と同様に、Mn および Si が分布

しており、分配の顕著な進行は認められなかった。しかし、圧縮後 100 ks 等温保持材

においては、圧縮後ただちに水焼入れを施した試料と比較して、明暗が強くなり、

Mn の分配が認められた。Fig. 5.15(a)に示すように、マルテンサイトの Mn 濃度は、平

均値が 7.14 wt%に、最大値が 19.95 wt%になり、フェライト粒内の Mn 濃度は、平均

値が 4.24 wt%に、最大値が 6.18 wt%になり、圧縮後直ちに水焼入れを施した場合より
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濃度差が拡大した。これは、等温保持により十分な時間で Mn の拡散・分配が進行し

た結果であると考えられる。以上の結果から、動的フェライト変態および静的フェラ

イト変態における Mn の分配は、Si 添加によらず生じると考えられる。最後に、Fig. 

5.14(j)-(l) に示すように、残留オーステナイトが生じた、660℃・10-3 s-1での圧縮後 100 

ks 等温保持材でも、Mn の分配が認められた。しかし、残留オーステナイト粒内の

Mn 濃度は平均値が 6.06 wt%に、最大値が 7.06 wt%になり、マルテンサイト領域内の

Mn 濃度は平均値が 4.17 wt%に、最大値が 4.46 wt%になり、600 ℃での圧縮後 100 ks

等温保持材におけるマルテンサイト領域内と比較して、Mn 濃度は低かった。Mn 濃度

が低いにも関わらず残留オーステナイトが発生した理由としては、C の濃化の影響で

ある可能性が示唆される。 

 

5.3.4 圧縮加工および加工後に等温保持を施した 4Mn-0.1C-2Si鋼の力学特性 

 5.3.2 項および 5.3.3 項に示した組織を有する試料の力学特性について、次に述べて

いく。種々の圧縮温度およびひずみ速度で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と、圧

縮後に等温保持を施した試料の応力―ひずみ曲線を Fig. 5.16 に示す。Fig. 5.16(a) はひ

ずみ速度 10-3 s-1 で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料の応力－ひずみ曲線である。

Fig. 5.15 (a)Mn and (b)Si concentrations in ferrrite, martensite and retained austenite 

regions in the specimens uniaxially compressed to 60 % at 600 ℃ at 10
-3

 s
-1

, held for   

100 ks at 600 ℃ after the compression, and held for 100 ks at 660 ℃ after the 

compression. 
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Fig. 5.16(b) はひずみ速度 10-1 s-1で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料の応力－ひず

み曲線である。Fig. 5.16(c)は 10 s-1で圧縮後直ちに水焼入れを施した試料の応力－ひ

ずみ曲線である。Fig. 5.16(d) は 600 ℃・10-3 s-1で圧縮後に 916 s または 100 ks の等温

保持を施した試料の応力-ひずみ曲線である。Fig. 5.15(a)-(c) 中の温度は圧縮温度を示

している。図中の黒色の曲線は、950 ℃のオーステナイト化後に加工を行わずに室温

まで直接水焼入れを施した試料の応力―ひずみ曲線である。4Mn-0.1C 鋼の場合と同

様に、いずれの試料においても連続降伏後に加工硬化が生じ、ネッキングを起こして

破断に至った。圧縮温度の変化に関わらず、ほぼ同等の強度と延性を示していること

から、圧縮温度が力学特性に及ぼす影響は認められなかった。一方、圧縮ひずみ速度

Figure 5.16 Tensile stress-strain curves of the specimens compressed to 60 % reduction at 

various temperatures and compression strain rates. (a)Compressed at 10
-3

 s
-1

, 

(b)compressed at 10
-1

 s
-1

, (c) compressed at 10 s
-1 

and (d) held for 916 s or 100 ks after the 

compression at 10
-3

 s
-1 

,at 600 ℃ . The temperatures in (a), (b), (c) indicate the 

compression temperatures. The black curves indicate the deformation of the specimen 

directly-quenched from 950 ℃ without compression. 
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の上昇に伴い、延性は変化しないが、引張強度は増加した。Fig. 3.11 に示した 4Mn-0.1C

鋼の場合と比較すると、全体として全伸びは数%低下し、引張強度は上昇する傾向が

認められた。これは Si の固溶強化の影響であると考えられる[10]。次に、600℃・10-3 

s-1での圧縮後 916 s 等温保持材は、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と同等の力学

特性を示した。圧縮後 100 ks 等温保持材は、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と比

較して、強度の低下を示した。この傾向は Fig. 4.12(b)に示した 4Mn-0.1C 鋼の場合と

同様であり、Si 添加が圧縮後の等温保持による力学特性の変化に及ぼす影響は小さい

と考えられる。 

 

5.4 考察 

5.4.1 Si添加が中Mn鋼における組織形成に及ぼす影響 

 5.3.1 項で得られた結果を要約すると以下のようになる。加工を行わずに等温保持を

施した場合、Si 添加によりベイナイト変態挙動は変化しない。しかし、Si 添加により

フェライト変態は抑制され、変態開始曲線はノーズを示した。オーステナイトの加工

により動的フェライト変態が発現するが、Si 添加により動的フェライト変態は遅延さ

れた。フェライト分率は圧縮温度の変化に対し、500 ℃で最大値を示し、550 ℃から

750 ℃の温度域では、660 ℃で最大値を示した。Fig. 5.3 に示した TTT 線図においてフ

ェライト変態がノーズを示す原因として、Mn、C または Si の拡散速度がフェライト

変態に影響していることが考えられる。ノーズの下部に当たる 500 ℃から 600 ℃の温

度域では、温度の低下に伴い合金元素の拡散速度が低下して、変態開始が遅くなるも

のと考えられる[8,11,12]。一方、660 ℃以上の温度域では、フェライト変態の駆動力

が低下することにより、変態開始が遅くなるものと考えられる。Fig. 2.6 に示した

4Mn-0.1C 鋼の TTT 線図では、変態開始曲線にノーズが認められないことから、添加

した Si の拡散がフェライト変態の遅延に影響しているものと考えられる[13]。 
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 次に、動的フェライト変態およびそれに続く静的フェライト変態に Si 添加が及ぼ

す影響について考察する。前述のように Si 添加は炭化物の析出を抑制することで、C

のオーステナイトへの濃化を促進すると考えられてきたが[3-5]、本研究では、Fig. 5.4

に示したように、フェライト粒に隣接した粒界上に炭化物の析出が認められた。炭化

物の析出により、母相であるオーステナイト中の C 濃度が低下して、フェライト変態

の遅延への寄与が減少し、フェライト安定化元素である Si により、フェライト変態

を促進する可能性が考えられる。しかし、実際には、4Mn-0.1C 鋼の動的フェライト

変態と比較して、4Mn-0.1C-2Si 鋼の動的フェライト変態は遅延していた。Si 添加によ

る動的フェライト変態の遅延は、Si および Mn のソリュートドラッグ効果の影響、ま

たは粒界移動に対する炭化物のピン留め効果の影響が考えられる [11,14-17]。

Fe-Mn-C-Si 四元系合金では、Mn、Si および C の 3 つの元素の拡散・分配が発生する

[14,16]。ここで、熱力学計算から得られた、温度変化に伴うフェライト相およびオー

ステナイト相の平衡状態時の Mn、C および Si の濃度を Fig. 5.16 に示す。Fig. 5.16(a)

は Mn 濃度を、Fig. 5.16(b)は C 濃度を、Fig. 5.16(c)は Si 濃度を示している。Fig.5.14

に示したように、4Mn-0.1C-2Si 鋼の動的フェライト変態では Mn のフェライトとマル

テンサイトの間の濃度差が生じたことから、フェライトとオーステナイトの間で分配

が生じている。固溶元素の分配が生じる場合、Fig. 5.16(a)から、Mn はオーステナイ

ト母相側で濃化し、Fig. 5.16(c)から、Si はフェライト相側で濃化すると推定できる

[16,17]。分配によって、界面部に各固溶元素の濃化が生じるため、相変態に伴う界面

移動の抵抗として働き、ソリュートドラッグ効果が生じる可能性が考えられる[11,15]。

また、粒界上に析出した炭化物は、フェライト変態に伴う界面移動の抵抗として働く

こと(ピン留め効果)報告されており[15,16]、フェライト変態の進行を阻害している可

能性が考えられる。圧縮後に等温保持を施した場合の静的フェライト変態も、同様の

影響を受けている可能性が考えられる。以上のことから、Si 添加により、中 Mn 鋼の

動的フェライト変態および静的フェライト変態が遅延していると考えられる。 
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 最後に、残留オーステナイトの発生が促進されないことについて考察する。第 4 章

において、4Mn-0.1C 鋼では Mn と C の濃化により、残留オーステナイトが生じるこ

とを明らかにした。4Mn-0.1C-2Si 鋼では、660 ℃圧縮後 100 ks 等温保持材中の残留オ

ーステナイトの Mn 濃度よりも、600 ℃で圧縮後 100ks 等温保持材中のマルテンサイ

トの Mn 濃度の方が高かった。一方、Fig. 5.17(b)から、C 濃度は 660 ℃でピークを示

すことがわかる。このことから、4Mn-0.1C 鋼における残留オーステナイトの発生と

同様に、4Mn-0.1C-2Si 鋼でも C の濃化により残留オーステナイトが発生すると考えら

れる。Fig. 5.2 で示した平衡状態図から、フェライト＋セメンタイト＋オーステナイ

ト三相領域とフェライト＋オーステナイト二相の相境界は 600～660 ℃にあるため、

600 ℃以下ではセメンタイトが析出する。従来、Si の添加はセメンタイトの析出を抑

制すると考えられてきた[3,6]。しかし、Fig. 5.4、Fig. 5.6 および Fig. 5.10 に示したよ

Fig. 5.17 Change in Mn, C and Si concentrations in the equilibrium state as a function of 

temperature. Calculated by Thermo-calc. 
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うに、オーステナイト化後の動的フェライト変態では、炭化物の析出が認められた。

Fig. 5.6(c) から、フェライト粒に隣接した粒界上に炭化物が析出していることと、Fig. 

5.10(b) から、フェライト粒内に炭化物が析出していることより、炭化物は動的フェ

ライト変態中に析出して、静的フェライト変態中は粒成長に伴う粒界移動で、粒内に

残留したと考えられる。4Mn-0.1C 鋼と比較して、Si 添加により炭化物の析出が促進

された原因としては、オーステナイトの加工により導入された粒界や転位へ C が偏析

し、炭化物として析出すること[18-20]による可能性が考えられる。Si 原子は C 原子と

反発するため[3,16]、動的フェライト変態に伴う、フェライト粒からの C 原子の分配

において、オーステナイト中の Si原子がCのオーステナイト粒内への拡散を妨げて、

C 原子を粒界上に偏析させやすくなるものと考えられる[6]。また、炭化物が析出しな

かった、4Mn-0.1C-2Si 鋼の 660 ℃圧縮後等温保持材が、4Mn-0.1C 鋼の 600 圧縮後等

温保持材と、同等の残留オーステナイト量を示したことはフェライト量が少ないこと

が影響していると考えられる。Fig. 5.13 に示したように、残留オーステナイト粒はす

べてフェライト粒に隣接して存在していた。フェライト量が少ない場合、オーステナ

イトへの Mn や C の濃化量が減少するために、残留オーステナイトが減少するものと

考えられる。以上のことから、オーステナイトを加工して DP 組織を作製した場合、

Si の添加によって残留オーステナイト量は増加しないと結論付けられる。 

 

5.4.2 Si添加が中Mn鋼の機械特性に及ぼす影響 

 5.3.4 項で述べた結果を要約すると以下のようになる。Si を添加した中 Mn 鋼

(Fe-4Mn-0.1C-2Si)の DP 組織は、4Mn-0.1C 鋼と比較して、強度が増大し、延性は低下

した。圧縮ひずみ速度の増加に伴い、強度は上昇したが、圧縮温度の変化に対しては

あまり変化しなかった。また、圧縮後の比較的短時間の等温保持を施した試料では、

圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と同等の力学特性を示した。一方、圧縮後に長時

間の等温保持を施した試料では、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料よりも、強度と
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延性が低下した。4Mn-0.1C 鋼の DP 組織より高い強度を示した原因としては、Si の固

溶強化が考えられる[10]。また Fig. 5.16 から、温度の低下に伴い、フェライト中の

Mn の濃度が高くなることから、固溶強化が 4Mn-0.1C 鋼の場合より増大しているもの

と考えられる。また、炭化物の発生が認められたことから、析出強化も生じているも

のと考えられる。炭化物は圧縮温度が低い場合に析出しており、4Mn-0.1C 鋼の DP 組

織で温度の低下に伴う強度の低下と異なる傾向を示したことと対応している。

4Mn-0.1C 鋼の DP 組織の力学特性と異なり、圧縮温度の変化に対して、強度があまり

変化しなかった原因としては、炭化物の析出に加えて、フェライト分率が低い影響も

考えられる。4Mn-0.1C 鋼の DP 組織では、圧縮温度の低下に伴いフェライト分率は単

調に増加したが、4Mn-0.1C-2Si 鋼の DP 組織では、550 ℃から 750 ℃の温度域では、

660 ℃で最大値となるようにフェライト分率は変化している。フェライト量の減少に

伴い、マルテンサイト量が増加して、DP 組織の強度が増加した可能性が考えられる。

以上のことから、4Mn-0.1C-2Si 鋼の DP 組織は、第 3 章で明らかにした 4Mn-0.1C 鋼

の DP 組織の力学特性と比較して、フェライトの Mn および Si の固溶強化と炭化物の

析出強化の影響が大きいと考えられる。 

 圧縮後の等温保持が力学特性に及ぼす影響について、次に考察する。圧縮後に比較

的短時間の等温保持を施した試料では、圧縮後直ちに水焼入れを施した試料と同等の

力学特性を示した。一方、圧縮後に長時間の等温保持を施した試料では、圧縮後直ち

に水焼入れを施した試料よりも低い強度を示した。以上の傾向は、第 4 章で述べた、

4Mn-0.1C 鋼の圧縮後に等温保持を施した試料の力学特性と同様であり、Si 添加が圧

縮後の等温保持による力学特性の変化に及ぼす影響は小さいと考えられる。このため、

4Mn-0.1C-2Si 鋼でも、4Mn-0.1C 鋼の場合と同様に、フェライト量の増加、フェライ

ト粒の粗大化、各相の固溶強化および回復のバランスにより、力学特性が決定される

ものと考えられる。 
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5.4.結論 

 本章では、Si を添加した中 Mn 鋼(Fe-4wt%Mn-0.1wt%C-2wt%Si)を用いて、動的フェ

ライト変態により生成した DP 組織、およびフェライト＋オーステナイト組織の形成

過程と、得られた DP 組織の力学特性に及ぼす、Si 添加の影響を明らかにした。得ら

れた主な成果は、以下の通りである。 

(1) Si 添加により、ベイナイト変態の挙動は変化しなかった。一方、静的フェライト

変態および動的フェライト変態は Si 添加により遅延した。また、Si を添加した中

Mn 鋼のフェライト変態でも、分配局所平衡が選択されていると考えられる。しか

し、4Mn-0.1C 鋼の DP 組織と異なり、炭化物が析出した。以上のことから、Mn

や Si によるソリュートドラッグ効果と、炭化物のピン留め効果により、界面移動

が妨げられて、フェライト変態が抑制されている可能性が考えられる。 

(2) Si 添加による残留オーステナイトの発生の促進効果は認められなかった。これは

動的フェライト変態において炭化物が析出した結果、オーステナイトへの C の濃

化が減少したためと考えられる。従来報告されてきた Si 添加による炭化物の析出

を抑制する効果は、本研究においては確認されなかった。 

(3) Si 添加により、4Mn-0.1C 鋼の DP 組織と比較して、強度は増大し、延性は低下し

た。強度の増大の原因としては、Si の固溶強化、炭化物の析出効果、およびフェ

ライト分率が 660 ℃でピークを示すように変化した影響であると考えられる。ま

た、Si 添加が圧縮後の等温保持に伴う力学特性の変化に及ぼす影響は小さいもの

と考えられる。 
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6章 総括 

 

本研究では、第 3 世代 AHSS として期待されている中 Mn 鋼(4wt%Mn-0.1wt%C 鋼

および 4wt%Mn-0.1wt%C-2wt%Si 鋼)に対して、オーステナイト化後に温度・ひずみ速

度・保持時間を系統的に変化させた加工熱処理を行い、組織形成および力学特性を評

価して、中 Mn 鋼における組織形成機構および力学特性と組織の相関を明らかにする

ことを目的とした実験研究を行なった。具体的には、オーステナイト化後に Ae3 変態

点以下の温度へ急冷し、温度とひずみ速度を変化させた高温単軸圧縮加工を施して、

加工直後または加工に続いて実施した等温保持後に水焼入れを施す加工熱処理プロ

セスを、熱間加工再現試験装置を用いて実施した。得られた試料に対して、SEM

（Scanning Electron Microscopy）および SEM/EBSD(Electron Back-Scattering Diffraction)

法による組織観察と、SEM/EDX（Energy Dispersive X-ray Spectrometry）分析法による

元素分析、および引張試験による室温力学特性評価を実施し、高温圧縮加工における

温度・ひずみ速度・保持時間と組織形成および力学特性の関係を系統的に調べ、結果

を主にフェライト変態挙動の観点から議論した。本論文において得られた結果を以下

に総括する。 

第 1 章では、研究の背景と目的について述べた。 

第 2 章では、4Mn-0.1C 鋼の静的フェライト変態および動的フェライト変態を利用

した DP 組織の形成について述べた。静的フェライト変態の kinetics が、4wt%の Mn

の添加により非常に遅延されることを明らかにした。一方、Ae3 点以下の温度におい

てオーステナイトを加工することで、フェライト変態の kinetics が大きく加速され、

得られるオーステナイト＋フェライト二相状態から急冷することによって DP 組織を

獲得できることを明らかにした。フェライト変態は、加工中のオーステナイトより発

現したことから、動的フェライト変態であると結論付けられる。また、得られた DP

組織が優れた力学特性を有することを明らかにした。 
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第 3章では、第 2章で明らかとなった 4Mn-0.1C鋼の動的フェライト変態について、

圧縮温度およびひずみ速度を系統的に変化させて、加工条件が組織形成および力学特

性に及ぼす影響を調べた。加工温度の低下およびひずみ速度の低下に伴いフェライト

量が増加すること、温度の低下およびひずみ速度の増加に伴いフェライト粒が微細化

されること、そして得られた DP 組織の強度および延性はフェライト分率にあまり依

存しないことを見出している。得られた DP 組織の力学特性がフェライト分率にあま

り依存しない原因としては、圧縮加工によるフェライトの加工硬化、フェライト粒の

微細化強化、および Mn の固溶強化の寄与により、フェライトの高強度化が生じた結

果であると結論づけている。また、相変態中の生成相の成長挙動を支配する局所平衡

状態について考察を行ない、動的フェライト変態では、分配局所平衡(PLE)が選択さ

れて、Mn の分配が生じることを明らかにしている。 

第 4 章では、4Mn-0.1C 鋼の圧縮加工後に静的な等温保持を行い、等温保持が組織

形成と力学特性に及ぼす影響を調べた。等温保持によりフェライト量の増加およびフ

ェライト粒の粗大化が認められたことから、オーステナイトの加工は加工後の静的フ

ェライト変態も加速すると結論づけている。また、静的な等温保持中のフェライト変

態は、動的変態により生じたフェライトの粒成長により主に進行すること、条件によ

っては等温保持により室温冷却後にオーステナイトが残留すること、そして比較的短

時間の等温保持は力学特性に影響を与えないことを明らかにしている。残留オーステ

ナイトの発生については、Mn の分布状態や、熱力学計算による平衡状態時の C 濃度

をもとにした考察を行い、Mn と C の両者がオーステナイトへ濃化することが重要で

あると結論づけている。 

第 5 章では、Si を添加した中 Mn 鋼(4Mn-0.1C-2Si 鋼)を用いて、Si 添加が組織形成

及び力学特性に及ぼす影響を調べた。Si 添加により、静的フェライト変態および動的

フェライト変態が抑制されること、Si 添加鋼では圧縮温度が力学特性におよぼす影響

は小さいこと、オーステナイトの残留を促進しないことを明らかにしている。従来の
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マルテンサイトを出発組織として、フェライト＋オーステナイト二相域で加工熱処理

を行なった研究では、Si 添加が炭化物の析出を抑制して、残留オーステナイトの発生

を促進すると考えられてきた。しかし、本章の結果は、二相域温度域、特に低温側に

おいては、炭化物が析出することによって、オーステナイトへの C の濃化が阻害され、

室温でのオーステナイトの残留を促進しないことを初めて示している。 

 以上のように、本研究では、第3世代Adcanced High Strength Steel (AHSS) として期

待されている、中Mn鋼のオーステナイトを出発組織とする加工熱処理プロセスにお

ける、組織形成過程を系統的に調査し、フェライト変態の観点から議論した。その結

果、加工中に生じる動的フェライト変態を用いて種々のフェライト分率の微細なフェ

ライト粒を有するDP組織が得られることを初めて明らかにしている。得られたDP組

織は、安定した強度と延性がフェライト分率にあまり依存せずに得られ、従来のDP

鋼より優れた力学特性を有するため、第３世代AHSSとしての応用が強く期待される。

延性がフェライト分率にあまり依存しない原因としては、中Mn鋼におけるマルテン

サイト組織が高い延性を有することが考えられるが、本論文ではその詳細は明らかに

できなかった。今後は、第3世代AHSSの実用化に向けて、中Mn鋼の高い延性をもた

らす要因を解明していくことが課題となる。また本研究の成果は、オーステナイト状

態でプレス加工を行いそのまま冷却してマルテンサイトとするいわゆるホットスタ

ンピング工程を中Mn鋼に適用する上でも重要な基礎的知見になると考えられる。 
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