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1章
背景と目的

1

１章． 背景と目的
１．１． 目的
本論文では、微細構造解析と定量分析手法に基づいた解析・評価手
法によって、鉄鋼材料の析出挙動に関して、従来からの考え方を洗い直
し、析出挙動を説明するための【新しい考え方】を提示することを目的と
する。
鉄鋼材料の析出挙動の解析は、すでに、過去から、営々とした研究の
歴史があって、新しいことは残っていないと考える向きがあるかもしれな
い。しかしながら、改めて注目してみると、従来からの考え方が適用でき
ず、うまく説明できない部分があり、見直した方がよい部分も出てきてい
る。本論文では、その点に注目して、具体的に説明することを目指す。
さて、すでに完成していると思われる、鉄鋼材料の析出現象の様々な
考え方は、改めて考え直してみると、我々から見て、ずいぶん昔の鋼を
使った研究成果に基づいていることに気付く。一方で、もう一段高い観点
から見ると、この分野を対象とする、新たな物理現象の発見が無いことか
らして、鉄鋼材料を支配する物理法則自体は変わっていないと思える。し
かしながら、変わってきている事象がある。それは、鉄鋼材料の成分や
製造方法である。
我々、鉄鋼分野で仕事を行っている者にとって、それをなかなか意識
することができない。実際に生産されている鋼種・鋼材の成分系を当たり
前のように取り扱い、また、工場に行けば、実際に稼働している製造ライ
ン・製造手法を当然視する。私にとっても、過去の成分系や、製造工程・
製造手法は、様々な苦労が盛り込まれた、諸先輩方が語る昔話の中にし
か、その痕跡がわからず、実態を伴わないものである。画期的な技術革
新であればあるほど、その前と後では、常識が根底から変わる。全てが
変わってしまうので、現在活用している技術に変わってしまった後にいる
私達から見て、それ以前においては、何が常識的であったのか、何が前
提であったのかという基本的なことさえも忘れてしまっている。今の私た
ちは、こういった技術革新の後にいることを忘れてはいけない。
また一方で、もっともらしく説明されている教科書的な記述は、平衡状
態を前提とすることが多い。つまり、かつての鉄鋼製品の製造方法に近
い状況で、現象を説明したものである。それ自体は、我々の理解を深め
てきたことを否定するわけではないが、教科書に載っている記述によって、
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我々が至極当たり前としている製造ラインで起こっている現象を、完全に
は説明できていないことに遭遇することも事実である。
本章の次項以下では、従来からの析出挙動の考え方が、1990 年頃か
ら、必ずしも、全てを説明できるとは限らないようになったことに関して、
（ａ）まず、鉄鋼材料の高純度化がある点を説明する。（ｂ）次に、製造方
法に技術革新があって、特に、製造時の熱履歴が、平衡に近かった状況
から、急速加熱、短時間保持、急冷却の傾向に変わってきており、析出
に関わる温度域での熱履歴が変わってきている点を述べる。（ｃ）それら
を受けて、鉄鋼材料における析出挙動が変化してきた傾向について述べ
る。
そのあと、（ｄ）本論文で活用する解析・分析手法につき、着眼点の新し
さ等を紹介する。（ｅ）最後に、本論文で報告する項目の概略を紹介する。
１．２． 従来説限界の背景： 「最近の鉄鋼材料の高純度化」
要は、鉄鋼材料が、全体的な傾向として、希薄な系、つまり、高純度な
系へ移行しつつあって、従来の濃い成分系では、おそらく意識しなかった、
または、無視していても問題が無かった析出現象が、我々に、見えるよう
になってしまったのである。そのため、従来説で説明できない点が目立ち、
従来の考え方に固執するほど、析出挙動の解釈に無理が生じる。
つまり、製鋼技術の進歩によって、今まで以上に高純度な系が作り込
めるようになったことが、従来説では説明できないことを、浮き出させてい
ると思われる。
実際、高純度化技術は、年々少しずつ確実に進歩し続けている。最近
の鉄鋼材料の成分設計では、全体的な傾向として、希薄な系、つまり、
高純度な成分系を活用する方向を志向している 1-1）。これは、製鋼技術
の進歩に伴い、高純度な成分系を作り込むことが可能になったことに基
づくものである。意図的に、粗大な介在物、析出物を作り込んでいる、ほ
うろう用鋼板（２．８項）や、快削鋼を除けば、殆どの鋼は、高純度化の方
向へ進んでいると見てよい。
高純度化と言っても、鉄鋼材料中の成分には、様々な元素があって、
どの成分の高純度化であるかが明確ではないので、まずは、鉄鋼材料
中の成分を、グループに分けて、以下のように定義する。但し、これらの
分類は、ものの見方によって、変わりうるものであり、あくまでも目安とし
て提示するものである。鉄をベースにして、（１）そもそも製鋼原料に含有

3

される成分であり、除去したい、除去すべきものであるが、残存してしまう
元素群である。正確に言えば、必要とされる材料特性と、これらを除去す
る製造技術の限界や、コスト等を勘案して、適切な濃度で許容している元
素群である。（２）逆に積極的に添加する元素群がある。（３）更に、もうひ
とつ取り上げると、意識されず混入されている元素群がある。本論文の
主題は、この第３分類の元素が析出挙動に関わる点であることを強調し
たい。
概略は、Fig. 1-1 のように示すことができる。一つ目の分類では、C、N、
S、P、Si、O 等の成分が相当する。二つ目の分類では、Mn、Ti、Nb、Cr、
Ni、V 等の元素が相当する。前述の 2 個の分類がいずれも意識されてい
る元素であるのに対して、三つ目の分類では、多くの場合が、製鋼原料
起因で混入するものであったり、当たり前すぎるために製鋼プロセスで意

第１分類
「除去されるものの残存するもの」

C、S、N、P、Si、O etc.

第３分類
「意識されず混入され
ているもの」

極微量で混入し
ている元素群
≦0.01％Cu
≦0.005％Ti
≦0.01％Cr
≦0.01％Ni
≦0.005％V
≦0.004％O
水素等
・
・

Mn、Ti、Nb、Cr、Ni、
V、Mo etc.
第２分類
「積極的に添加するもの」

Fig.1-1 ： 鉄鋼材料中に含まれる元素の分類
（↔： 濃度レベルによって分類が異なる）
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識されない元素である。例えば、鋼中に含まれる 0.01%程度の Cu、0.01％
程度の Cr や Ni 等は、通常意識されていないが、商業ベースの鉄鋼材料
には含まれていることが多い。また、0.005％未満のＴｉの混入が見られた
り、Ｖについては、0.005％以下～検出限界以下のレベルであることが多

Fig.1-2(a)
自動車アウター
パネル
極低C、N系の
鋼板を利用

Fig.1-2(b)
寒冷地仕様の
ラインパイプ
極低P系の
鋼管を利用

Fig.1-2(c)

モータ軸心

極低S系の
電磁鋼板を
利用。
打抜き片を
複数枚積層
して活用

Fig.1-2 ： 高純度化した鉄鋼材料が適用されている例
(a) 極低CN系の鋼板（自動車アウターパネル）1-2）
(b) 極低P系の鋼管（寒冷地仕様のラインパイプ） 1-3）
(c) 極低S系の電磁用鋼板（モータ軸心）1-4)
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いが、製鋼材料や条件によっては、0.01％混入することもある。また、か
つての製鋼方法である、リムド鋼を始めとしたバッチ鋼塊法で製造される
ことが極めて少なくなったこともあり、現状の鉄鋼材料では、酸素量につ
いては、１桁～２桁少ない含有量になっており、通常はその存在を意識し
ないが、0.004～0.002％以下程度が有している。鋼中水素も同様で、意
識されることはないが、シングル ppm～２桁程度は含有している。要は、
通常は意識してない微量な濃度ではあるが、実際の鉄鋼材料中には、
不可避不純物と称される、様々な微量元素が混入していることに注意を
払う必要がある。
なお、本論文中で言う、鉄鋼材料の高純度化とは、ひとつめの分類に
相当する元素の希薄化である。高純度化した成分系を活用して、鋼材の
使われる用途に応じて、材質の作り込みを行う時代になっていることを理
解する必要がある。実際の鉄鋼材料を例にして説明すると、成形性を要
求される材料、例えば、自動車分野での外板（アウターパネル）1-2)、つま
り、ドア、ボンネット、フード等の自動車車体外側を覆う薄板材料では、極
低炭素・窒素系の成分系が使われている。それぞれ 0.002％（mass）程度

： 過去のレベル（イメージ）
： 最近のレベル（イメージ）

相対的な割合が上昇
（周りの含有元素が減少した為）

意識されず
混入する元素
（第３元素群）

C N S P O 、、 Mn Ti Nb 、、、 極微量Cu、Cr、
（第１元素群）
（第２元素群） Ni、V、Ti、、
Fig.1-3 ： 第３元素「意識されず混入されている元素」の
位置付けの変化（イメージ図）
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のものが実際に用いられている（Fig. 1-2(a)）。また、低温脆性を厳しく要
求されるラインパイプ系の鋼材等 1-3)では、リンを 0.001％以下にしたもの
が製造されている（Fig. 1-2(b)）。電磁鋼板の分野 1-4)では、優れた電磁特
性を確保する為に、結晶粒を粗大化を図ることを意図して、0.001％以下
まで極低硫黄化した材料が製造されている（Fig. 1-2(c)）。このようにして、
汎用品の分野よりは、高機能な鉄鋼材料において、高純度化された鉄鋼
材料が活用されている。高級鋼、高機能鋼等の商品への傾注が盛んで
ある現在、その適用範囲は、全般的であり、広範囲に及んでいる。
第１元素群の炭素、窒素、硫黄を高純度化すれば、ほぼ自動的に、こ
れらを固定するために添加されている析出物形成元素（第２元素群）も省
成分化（別の見方では、“高純度化”）の方向へ移行する。
こういった状況において、上述の第３分類の「意識されていないが、混
入されている成分」が、今までとは、位置付けが変わってきている。この
変化に注意を払うべきであろう。
Fig. 1-3 にイメージを示すように、過去と現在では、鋼中の元素群が相
対的な位置づけが変わっている。しかし、今までは、そういう変化を意識
されずにいても、何ら、影響がなかったのが実態であったが、最近になっ
て、第３分類の元素群の位置付けが、相対的に大きくなっていることで、
従来の考え方が必ずしも万能ではなくなりつつある。すなわち、第３分類
の元素群が、単に鋼中に固溶しているならば、従来どおり、意識する必
要もないであろうが、析出物形成元素である場合には、これらが関わる
析出挙動を意識しなければならない方向に、パラダイムが変化しつつあ
る。
しかしながら、人間は不思議なもので、積極的に意識しないと、モノが
見えない。こういった状況において、我々の先入観がしっかりしているほ
ど、こういった変化に気づかず、見落とすことがある。従来から起きてい
る現象を確立された知見として受け入れ、それ以外を異常値として切り
捨ててしまえば、目の前の現象は、正確には理解されずに、バックグラン
ドの海に消えてしまう。
本論文で取り扱う主題のひとつは、この第３元素群が関わる現象が顕
在しつつある現在、その現象を解析、理解する点にある。
１．３． 従来説限界の背景： 「製造時の熱履歴が、急速加熱、短時間
保持、急速冷却のという非平衡傾向へ変化」
鉄鋼材料の製造技術は、エネルギーコスト削減と効率化追求の為、バ
ッチ処理から連続処理へ技術革新してきた流れがある 1-5)。Fig. 1-41-6)-8)
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(a) 製鋼・鋳造技術

(b) 冷間圧延技術
現在の主流
「連続式 冷間圧延技術」

現在の主流
「連続鋳造法」
約0.5m/min～2m/min
（スラブ厚：約150～300mm）

一部残っているが、
ほとんど行われていない製造技術
「リバース式 冷間圧延技術」

一部残っているが、殆ど無くなってしまった技術
「造塊法⇒分解圧延」

数日

再加熱

一方向に冷間圧延した後、
ロール・ギャップを狭くして、
逆方向に冷間圧延をすることを
所定の厚みまで繰り返す

リバース
(c) 焼鈍技術
現在の主流
「連続焼鈍技術」

数10分でラインを通過

特殊用途には残っているが、
汎用的には活用されなくなった製造技術
「バッチ焼鈍技術」

数日～１週間弱

「バッチ焼鈍」

Fig.1-4 ： 鉄鋼製造技術の変遷（バッチ処理から連続処理へ変化）1-5)-8)
（イメージ図）

に示したように、例えば、製鋼工程では、鋼塊法から連続鋳造法への変
化、冷間圧延工程では、コイル単位毎のリバース圧延から、連続圧延へ
の変化等が挙げられる。
その中でも、本論文で対象とする析出現象に密接に結びつくのは、薄
鋼板製造の焼鈍工程における連続焼鈍化である。高炭素系鋼種等の一
部を除いて、薄鋼板の殆どの鋼種へ適用されて、現在において、連続焼
鈍プロセスは、至極、当たり前の状況になったことである。
大きな変化は、作業日程が、３～５日間程度であるバッチ焼鈍 1-9）（数
コイル単位で実施）が、コイルのサイズや板厚にもよるが、連続焼鈍ライ
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（数１０分）

焼鈍温度 ※焼鈍温度域は数分

： 連続焼鈍（イメージ） ⇒高温×短時間
： バッチ焼鈍（イメージ）⇒低温×長時間

（約１週間）

焼鈍時間
Fig.1-5： バッチ焼鈍から、連続焼鈍に変わったことによる熱履歴の変化
（イメージ図）

ンを１５分～３０分程度で通過して製品コイルが製造できるようになった
点である。焼鈍温度域の通過時間に限って言えば、６０秒～１８０秒程度
に短縮された。
その際の製造条件は、機械的性質を初めとする、材料特性を満足させ
るために決定される。ゆえに、「焼鈍温度×時間」で、ほぼ等価な材質を
得られる条件に移行してきた。つまり、冷間圧延時に加えられた歪みエネ
ルギーを解放し、粒成長させること前提に、機械特性を満足されることを
目的として、「焼鈍温度×時間」を決めてきた。Fig. 1-5 に示すように、定
性的には、バッチ焼鈍の際には、温度が低く、時間が長いが、連続焼鈍
では、温度が高く、時間が短い方向へ進んできた。
また、熱エネルギーが加えられる方法を比較すると、バッチ焼鈍が、数
コイル単位で、熱容量が大きい分、ゆっくリと加熱され、また、冷却の際
にも、バッチ炉内でゆっくリと冷却されるが、一方、連続焼鈍では、コイル
が巻きほどかれて、ライン内に通板され、板の両側から加熱され、ライン
速度が速い為に、バッチ焼鈍に比べれば、急加熱・短時間保持・急冷却
の傾向がある。
要は、薄鋼板の製造工程のひとつ、焼鈍工程が、材質の作り込みの
観点、つまり、達成しうる材験値では、従来とは違いが無いものの、熱エ
ネルギーの導入や抜熱が、金属学的な観点に立てば、どちらかといえば、
平衡状態から外れる方向にある。この変化も、実材料の析出現象を、従
来説を使って、うまく説明できないことに関連していると思われる。
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： 連続鋳造スラブ（イメージ）
⇒数日かけて冷却
： 薄スラブ鋳造のスラブ（イメージ）⇒短時間で冷却

スラブの
温度

連続鋳造法のスラブ
（厚み：約２００mm以上）

（室温まで数日）
薄スラブ鋳造法
（厚み：数mm～数１０mm）

放置時間
Fig.1-6 ： 汎用的に用いられている「連続鋳造法のスラブ」の温度と、
電炉等で普及が始まっている 「薄スラブ鋳造法」の冷却履
歴の違い （熱容量の違いに起因）
（イメージ図）

最近では、薄スラブ鋳造 1-10)とか、ニア・ネット・シェイプと呼ばれるよう
な、鋳片を薄くして、熱延ミルと直結させる製造技術 1-11)-17)も、欧米、中国
等で立ち上がっている。Fig. 1-6 に示すように、この製造技術も、スラブ自
体の厚みが薄いゆえに、必然的に抜熱が早く、急冷側に、熱履歴をシフ
トさせている。
１．４． 成分と製造方法の変化に伴う「鉄鋼材料の析出現象の変化」
一般的に、狭義の析出挙動と言うと、１．２項の鋼中成分のうち、一つ
目の分類に属する元素群の中の、C、N、S がそれぞれ、炭化物、窒化物、
硫化物として固定し、無害化する挙動を指す。
本論文においては、硫化物、炭化物、窒化物の析出挙動に加えて、更
に、意図的に、酸素を残存させて作り込む「高酸素ほうろう用鋼板（酸素
含有：500ppm）」における、酸化物を併せて対象とする。
本論文では、数例を選んで、「高純度系」鋼種成分での析出挙動を報
告し、実際に起こっている析出現象の実態を示す。同時に、その結果をも
とに、析出挙動に関して、普遍的な一般則を提示する。その結果は、一
般的に受け入れられてきた「従来の考え方」とは少々異なった姿であり、
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析出に関する一般則や、今までのイメージに対して、修正を迫るものであ
る点を、頭に入れておいて頂きたい。
さて、鉄鋼材料において、析出現象を活用することは重要であり、製鋼
技術が現在の水準に及ばない時代であっても、また、製鋼技術が向上し
た今でも、炭素、窒素、硫黄を固定して、無害化する考え方自体は変わっ
ていない。商業生産を考えた場合、これらを、完全に、鉄から取り除くこと
が不可能であり、現実的な手段ではない為である。
それゆえ、これらの元素と結合して析出物を作る元素、多くの場合、金
属元素を添加することが行われてきている。１．２項の鋼中成分のうち、
二つ目の分類に属するものが、これに当たる。二つ目の分類に属する元
素群は、固溶元素の固定と、高強度化（固溶強化、析出強化、組織強化
など）を図る２つの役割があるが、以下では、前者の役割に絞って説明す
る。例えば、炭素であれば、Ｔｉ、Nb 等の添加が考えられる。TiC、Ti4C2S2、
および、NbC として固定し、固溶カーボンを無害化する。窒素の場合は B、
Al、Ｔｉ、V 等の添加が考えられ、それぞれ、BN、AlN、TiN、VN が形成され
固定される。硫黄の場合には、Mn や Ti 等の添加が考えられ、それぞれ
MnS、TiS、Ti4C2S2 等となり、無害化される。析出物を作るために添加され
る元素は、炭素、窒素、硫黄に対して、原子比で１：１で添加されるのでは
なくて、多くの場合、金属元素の方が、これらの元素に対して、元素比で
数倍～数十倍程度多めに添加されているのが実態である。
すでに、１．２項で指摘しているように、現在生産されている鉄鋼材料
において、高純度化技術が向上したことによって、炭素や窒素が、質
量％で、0.002％以下であったり、硫黄が、0.01％以下であるのは当然視
できる時代になった 1-1）。実際には、製造範囲のバラツキの中で、更なる
高純度レベルのものまで、出鋼されることもある。商業ベースを度外視し
て、究極を指向するならば、これらの元素のシングルｐｐｍ化も技術的に
は可能である。
そういった傾向の中で、析出物形成の為の添加元素量の最適化は、
機械的性質を実現できる条件で、すなわち、高純度化された炭素量、窒
素量、硫黄量に応じて、成分設計されてきたものであって、特別な黄金則
があるわけではない。多くは、試験室レベルの溶解鋼を使って、実際の
熱履歴等を模擬した上で、機械特性を評価して、最適化してきた。誤解を
恐れずに、極論してしまうと、高純度化（含有量が減少）する炭素、窒素、
硫黄に対して、過去知見をもとに、「すり足的」に徐々に、これらの析出物
形成元素も、減らしてきたことに尽きる。
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高純度化に伴って、添加元素を減らすことができるが、添加元素の最
適化を実際に検討してみると、過去に報告されてきたことが、普遍的な考
え方として、いつも活用できるわけではない。このことは、鋼材の成分設
計をした者であれば、時折、感じることがある。
一例を挙げれば、1960～1970 年頃、低炭素鋼において、熱間延性を
確保する為に、Mn/S 比（重量比）を約 40 以上にすることが望ましい旨を、
1972 年に、ｒ値（塑性ひずみ比）を初めて提言した Lankford1-18) が述べて
いる。熱間延性を確保するには、FeS を作らず、鋼中の S を MnS 主体で
作り込むための Mn 添加量の当時の指標であったと思われる。しかし、こ
の考え方は、もはや適用できないことが多い。現在では、そこまで、Mn を
多く添加しなくても、鋼材が熱間圧延等する際に、割れることは無い。但
し、当時は、S 量が 100ppm 以下には出来なかった点を勘案しておく必要
がある。
また、Ti-IF 鋼 1-5）の開発当初、1972 年に、おそらく IF 鋼板の最初の報
告が、福田・清水 1-19) から報告されているが、非時効化できて、軟質で加
工特性の良好な鋼板が製造できる為には、Ti 量が 0.70％以上、Ti/C 比
（重量比）7.0 以上である旨の報告がある。現状では、この比率であるも
のは、殆ど無いであろう。鋼中 C 量、N 量、S 量が少なくなって、もはや、
この成分比率で製造される鋼板は少なくなっていると思われる。当時は、
炭素量が、100ｐｐｍを超えていたこと、および、バッチ焼鈍であったことを
勘案する必要がある。
よくよく考えてみると、上述のように、元素比率に基づく考え方によって、
添加元素量と炭素、窒素、硫黄等を最適化することは、理論的に無理が
ある。まず、これら元素比率の関係を決めた当時の元素量が、現在の鋼
成分よりもかなり多く、更に、熱履歴が異なるからである。当時の研究成
果の前提が、現在とは異なるのである。
また、今まで実際に為されてきた方法とは違うが、溶解度積の考え方
を使っても、元素比率に基づく考え方が破綻するのは、容易に予想でき
る。例えば、MnS を固定することを前提にして、成分設計される仮の鋼を
想定してみる。「（S％）×（Mn％）＝溶解度積」であれば、硫黄の量が希
薄化しているため、同レベルの MnS の析出挙動（析出開始温度）を期待
するには、Mn 量が、逆に増えないといけない。そのため、元素比率は同
じであるはずがない。但し、上記の議論は、過去から報告されてきた溶解
度積データ自体が、高純度の成分の方向に外挿できることを前提として
いることを勘案しておく必要がある。

12

実際には、C、S、N 量が高純度化に応じて、前述したように、析出物形
成元素量を減らすことで、成分設計してきた。つまり、C、S、N 量が減り、
これらを固定する元素が減れば、析出物が形成されない方向、析出量自
体が少なくなる方向にシフトする。しかも、冷延鋼板のように、冷間圧延さ
れてから、連続焼鈍されるような鋼材については、熱エネルギーの加えら
れ方が、従来のバッチ焼鈍の時代に比べて、高温かつ短時間、どちらか
といえば、非平衡の方向にシフトしているため、機械特性自体は同じであ
っても、析出挙動の中味は違っている可能性がある。
実際、３章以下で詳細を述べていくように、「析出挙動の中味は、変わ
ってきている」のである。
１．５． 今回の評価手法の新しさ： 「ミクロ解析（物理解析）とマクロ解析
（化学分析）の融合」
本論文において、解析に用いた実験手法に関して、新しい点を述べる。
概して言えば、Fig. 1-7 に模式的に示すように、ミクロな観点と、マクロな
観点の融合である。
つまり、TEM や SEM のミクロスコピックな観点での微細構造解析、微細
領域のスペクトロスコピックな分析と、化学分析を組み合わせることによ
って、析出現象を一層明確に理解するように工夫した。特に、化学分析
においては、形態別定量手法によって、析出物中の種類を分けて、定量
分析を実施した。例えば、硫化物の場合、全硫化物を一式で取り扱うの
ではなくて、MnS 量と TiS 量を分けて取り扱うことによって、どの種類の析
出物が増減するかという観点で、解析するのである。これにより、TEM 等
の物理解析手法では、定性的な議論になりがちであるところを、定量的
な観点から議論に厚みを持たせてある。
また、TEM による解析については、主に、FE-TEM（Field-Emission：
電界放出型 TEM）を活用した。90 年代中頃から認知されてきたが、従来
のタングステンや、LaB6 等を活用した熱放出型 TEM とは違って、電子ビ
ームを非常に細く絞ることができ、かつ、ビームの電流値が高く、明るい
特徴がある 1-20) 。ゆえに、析出物の微細なポイント毎での分析が容易に
なった。EDX や EELS を活用して、軽元素を含めた元素の存在、定量、お
よび、化学量論組成比の同定に活用した。
実際のところ、本論文で報告している内容、および、提示する考え方は、
大部分が、TEM 等の物理解析手法のみを使っても、ある程度は、定性的
には述べることができるものであろう。しかしながら、本論文で目指したの
は、定量的な観点まで踏み込んだ解析に基づく、確固たる考え方の提示
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ミクロ評価と
マクロ評価の
相互活用

ミクロ解析
「TEMやSEMの活用」

マクロ解析
「化学分析、
特に、形態別定量法の活用」

個々の析出物毎の定量評価
によって
析出挙動の詳細なる把握

TEM等を活用した TEM写真
微細構造解析

（例）硫化物の場合
析出物の種類毎の
定量分析

(Al film)
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Fig.1-7： 本論文での解析手法の特徴（イメージ図）
「ミクロ解析（物理解析）とマクロ解析（化学分析）の融合」

である。よって、物理解析手法によるミクロスコピックな観点からアプロー
チと、化学分析手法によるマクロかつ定量的なアプローチの融合により、
私の提示する考えたを一層明確に提示するように図った。
１．６． 本論文が取り上げる 「鉄鋼材料の析出現象」
本論文において、以下の析出現象を取り上げる。
特に、注目したのは、全ての鋼種、鋼材において、不可避不純物レベ
ルの極微量 Cu（0.01％）が硫化物の形成に関与することである。極微量
Cu が関わる硫化物析出は、Cu 硫化物（Cu-S）が、全硫化物中で数十％
以上を占めることがあって、量的にも無視できない。析出温度が極めて
低く、かつ、水焼き入れ条件下でも析出できるくらい affinity の強いもので
ある。また、非平衡な熱履歴でも析出する。一方で、従来から報告されて
きた MnS とか、Ti4C2S2 が固溶 S を完全に析出物として固定しまう状況を
作り出せば、Cu-S は形成されえない。要は、非平衡であり、平衡状態に
到達していないために、固定できなかった S を、極微量 Cu が、掃除する
かのように Cu-S として固定する点を報告する。
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高酸素鋼（約 500ppm）においては、極微量 Cr 量の違いによって析出
挙動が劇的に変わることを報告する。従来の製造方法であれば、つまり、
鋼塊法（Fig.1-4）かつバッチ焼鈍（Fig.1-4）ならば、軟質高延性の材質が
実現できていた。しかしながら、その次に来た技術革新によって、鋼塊法
が連続鋳造法に切り替わった際にも〔高酸素ほうろう用鋼板は、ほうろう
製品メーカーが鋼塊法によるリムド鋼ベースのほうろう用鋼板を要望し続
けたため、鉄鋼メーカー、ほうろうメーカー、フリットメーカー（ほうろう原料）
の３者が共同研究を通して、はじめて、90 年はじめ頃に、連鋳化が認め
られたもので、連鋳化の一番最後になった鋼種〕、連鋳化→バッチ焼鈍
で製造すると、やや硬質な材質になってしまう問題が生じた。そのため、
連続焼鈍は、常に、バッチ焼鈍より、やや硬質の傾向になってしまうので、
連鋳化→連続焼鈍への切り替えは、道が険しい状態であった。
連鋳化すると、加工性が今一歩に留まる理由が、なかなかわからなか
った。当該の材料は、不可避不純物レベルの極微量 Cr（0.01～0.02％）
が含有されていたことが、あとでわかったが、リムド鋼（鋼塊法）では、平
衡的・長時間処理ゆえに、十分な軟質加工特性を実現できるため、この
不純物レベルの Cr の影響を考慮に入れる必要がなかったが、連続鋳造
鋼では、熱履歴は非平衡的・短時間化するため、極微量 Cr に基づく微細
な酸化物が析出する為、焼鈍時に、微細酸化物に邪魔されて、フェライト
粒径が十分に成長できず、鋼を硬くしていたのである。微量 Cr（0.05％）
の添加によって、析出物（酸化物）の粗大化を促すことができ、軟質・高
延性の機械特性が実現できることを報告する。
また、ほうろう用鋼板において、ほうろう層と、下地鋼板との密着性を、
前処理後の鋼板表面に付着する酸洗残渣（析出物が主成分）との反応
で説明できることについて報告する。
本論文では、個々の具体的な例を用いて報告するものの、単に、最近
の鉄鋼材料だけに見られる現象ではなく、普遍化できる点も強調してお
きたい。
本論文で述べるような現象は、成分の高純度化、製造方法の変化によ
って、明確に認識できるようになったものであろう。つまり、【新発見では
ない】と言える。今までは、鉄鋼材料中の成分が、「濃い」ために見えにく
かっただけで、実際の鉄鋼材料全般に見られる共通の現象として捉える
べきなのである。昨今の鉄鋼材料を取り巻く、「高純度化」と「製造熱履歴
の非平衡化」により、本博士論文で述べる現象が、今まで以上に、所々
で顔を出すようになったと見るべきと、私は考える。要は、【認識されるよ
うになった】と言える。
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私は、本論文を通して、鉄鋼材料の研究者の方々に対して、今まで教
科書で述べられてきた内容に加筆・修正を迫るべき点を、共に理解して
頂きたいと考えている。本論文で得られた知見をもとに、改めて、過去文
献を眺めると、一本の筋が見えてくるはずである。
私が本報告で取り上げる点は、析出挙動の再認識という論旨に沿った
ものである。従来からの理論や考え方を尊重した上で、説明が困難にな
りつつある現象について、微量元素が関わる析出現象という切り口で、
説明を行うものである。詳細は以下のとおりである 1-21) -61)。
１） 高純度鋼における硫化物析出挙動。特に、極微量に含有する Cu が
硫化物を形成することを取り上げる 1-18)-25),35),36),38),39),43),44)。
今までは、極微量 Cu（0.01％）は、硫化物形成元素として意識されるこ
となく、誰も注目してこなかったが、実際は、硫化物を形成し、全硫化
物に対して、約１/３を占め、硫化物析出挙動を正確に解析するには
無視できない量であることを報告する。また、Cu-S 析出は、フェライト
域の低温域で、しかも、水冷のような急冷した状況でも、析出できるこ
とを示す。
２） 極微量 Cu の硫化物析出の考え方を、Ti 添加系鋼種にも適用して、極
微量 Cu による Cu-S 析出が、Ti 添加系鋼種でも起こることを報告する
1-29)-46)
。
同時に、Cu-S 析出を含めて、Ti 添加系鋼種の硫化物析出挙動自体
を再構築する 1-26) 46)。従来から報告事例の多いオーステナイト域の析
出挙動の再評価、および、報告事例が極めて少ない、フェライト域の
硫化物挙動につき、Cu-S 析出を絡めて、再構築する。
３） 上記１）、２）の Cu-S については、Ti 添加系でも、無添加系にも適用可
能な普遍的なメカニズムを提示する。Cu-S の析出温度が低いこと、
水冷過程でも析出できることを示す。
および、メカニズムから推定すると、①Cu-S の析出は、高純度系成分
または非平衡系プロセスの場合には、制御されて析出しているという
よりは、必然的な現象であることが示唆される。②また、極微量 Cu の
拡散が、今まで報告されてきた数値よりも著しく速いことを示唆するこ
とを報告する。③更に、Cu-S 析出は、平衡状態を仮定するような溶解
度積からのアプローチは無理であり、そういう解析例は、真実を表現
したものではないと示唆させる 1-29)
-47)
。
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４） 更に、Ti-IF 鋼を使って、硫化物だけではなく、炭化物、窒化物析出挙
動の解析結果についても併せて報告する 1-26）-29)。
その際には、①鋼中の炭化物と窒化物を正確に分離して取り扱い、
従来からよく見られる Ti(CN)というような、炭化物とも、炭窒化物とも、
解釈できるような表記ではなくて、TEM-EELS を使って、TiC なり、TiN
というように析出物の種類を明示する。②更に、TEM-EELS のプラズ
マ損失ピークがシフトする現象を使って、TiC 炭化物の非化学量論組
成を明らかにして、ＴｉC が、TiC1.0 ではなくて、TiC0.85 である点も同時に
明らかにする 1-29)、1-47)-50)。
５） 高酸素鋼における酸化物挙動、特に、微量 Cr の影響によって、酸化
物形態に変化が起こり、軟質で高延性を実現できることを取り上げる
1-51)-53)、1-56)-59)
。高酸素鋼板中には、従来意識されてこなかったが、極
微量 Cr（0.01～0.02％）含有されており、バッチ焼鈍 1-7)の際には、軟質
の材料特性が実現できていたが、連続焼鈍 1-5)では、やや硬質化する
欠点があった。Cr を僅かに添加して、0.05％にしてやると、酸化物析
出挙動が変わって、従来どおりの軟質の材質を確保できることを報告
する。
６） ほうろう下地向けの鋼板における、ほうろう層（主にガラスからなる層）
との密着性に関して、酸洗残渣と密着性という観点で、酸洗残渣を構
成する硫化物（TiS）が密着性に大きく関わっている点を示す 1-54)～55)。
従来、ほうろう層と下地鋼板の密着性は、ほうろう前処理後に鋼板表
面に存在する「酸洗残渣」や「酸洗表面の凹凸」との相関が示唆され
てきたが、酸洗残渣自体を直接観察できなかった（報告事例が無い）
ため、メカニズムは、推定の域を出なかった。本論文では、２段レプリ
カ法を工夫して、TEM サンプル化に成功し、酸洗残渣が、鋼中析出物
が絡まって形成されていることを初めて示し、まず、「酸洗残渣とは何
か」という従来からの議論に終始符を打つ。更に、ほうろう密着性は、
析出物との、ほうろう層との熱的安定性に起因することを示す。具体
的には、Ti 添加 IF 鋼系ほうろう用鋼板では、TiS とほうろう層の反応が、
密着性劣化の原因であり、一方、比較として用いた、高酸素鋼系ほう
ろう用鋼板は、従来から密着性が非常に優れているとされているが、
それは、MnO や MnCr2O4 がほうろう層との反応が安定しているため、
密着性が劣化しないためと推定される。
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２章． 【過去文献調査】従来からの考え方、および、従来説で説明でき
ない現象の紹介
本論文の具体的な報告の前に、過去の知見についてレビューする。
本章の目的は、本論文の位置付けと、本論文が述べる「新しい点」を、
過去知見と比較しながら、明確にすることである。
本博士論文では、Cu が極微量であっても、硫化物形成元素として働く
ことから報告を始めるが、そのためには、過去の研究において、Cu をどう
ように捉えてきたかを示す必要がある。また、ほうろう用鋼板の析出現象
についても述べるが、過去の知見との彼我を明らかにする必要がある。
そのため、過去知見を２つに大別する。硫化物を中心とする鋼中の析
出挙動で、ほぼ全鋼種に渡って共通する現象に関するものと、ほうろう用
鋼種の析出に関連するものである。前者については、Table 2-1、2-2 に
まとめた。
まずは、最初のテーマに関する過去文献をレビューする。
硫化物形成元素として、一般には、Mn や Ti が考えられること、および、
Cu の不純物レベル～意図的添加レベルまであるため、鋼中の硫化物現
象については、Ti 添加の有無と、Cu の含有レベルにしたがって、Table
2-1 に示すように、おおまかに、４つに分類することができる。ただし、こ
の Ti 添加の有無というのは、Ti が窒素を固定するためだけに使われる系、
おおよそ、0.01～0.02％レベルの Ti であれば、Ti は、硫化物形成には回
らないので、この場合には、Ti 無添加系という扱いをする。
Cu の含有濃度が、不純物レベル（0.005～0.02％Cu）であって、かつ、
Ti 無添加系（硫化物形成元素：Mn）の場合には、(1)殆どの場合で、Cu は
固溶していると考えられており、硫化物形成元素等の積極的な役割を果
たしているとは考えなかったのが伝統的な見方である。(2)Cu-S 析出が
起こるという考え方は、我々の例を含めて、例外的なものにすぎない。こ
の傾向は、(3)(4)Ti 添加系の鋼材の場合でも同じである。特に、Cu-S 析
出については、触れられたものが無い。
一方、Cu を意図的に添加した系（≧約 0.1％Cu）では、かつ、Ti 無添加
系（硫化物形成元素：Mn）の場合には、 (5)Cu-S 析出については、古くか
ら報告例が見られ、かなり知られた現象である。詳細は後述するが、
Cu-S 析出メカニズムを説明するにあたり、統一的な考え方が見られない
特徴がある。(6)また、今回の報告では対象にしないが、長時間の時効熱
処理（500～700℃で約１日程度）が必要であるが、ε-Cu 析出についても、
多くの報告事例がある。Ti 添加系については、(7)Cu-S 析出は一例のみ
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(2)Cu-S析出 (例外的、数例報告有)

※Tiが硫化物を作らない系

(8)ε-Cu (長時間時効処理が必須)

(7)Cu-Sについては殆ど報告例が無い。
１例だけ、報告事例有り (by K. A. El-Fawakhry)

（９）Cu濃化（Cuキズ）の現象
（スケールと鋼板間に濃縮し、表面欠陥になる）

(6)ε-Cu (長時間時効処理が必須)

（Cu-Sは報告例がない）

硫化物

TiCｘ
(Ti4C2S2は例外的に報告のみ）

Ti4C2S2、TiCｘ

炭化物

(d)TiSがオストワルド成長 （村上）
(a)TiS
[Ti]
+ [S] → TiS
(e)Ti
4C2S2が、TiSから再構成される
(b)Ti4C2S2 4[Ti] + 2[C] + 2[S] → Ti4C2S2
（山田、村上）
(c)MnS
[Mn]
+ [S] → MnS

２グループから、α域の硫化物析出の報告事例が
ある (by K. Yamada et al. and H. Murakami et al.)

---

TiNｘ

窒化物

γ域で、以下の３つのうち、エネルギー的に安定な
ものが析出

フェライト域
(その温度域で熱処理したものを含む)

オーステナイト域
(その温度域で熱処理したものを含む)

Ti添加系
析出挙動

（２．４項（析出物全体）、 ２．６項（熱力学データ） ２．７項（化学量論組成）に相当）

Table 2-2 ： Ti添加系鋼材での析出物で整理した過去知見の一覧（表2-１の（３）（４）（７））

２．３項

Ti添加系
(3)固溶、及び、意識しない (主流な考え方)
（硫化物形成元素：TiとMn）
※Tiが硫化物を作る系
(4)Cu-S析出 （皆無)

(1)固溶、及び、意識しない (主流な考え方)

２．１項

(5)Cu-S析出
(但し、様々な元素比が報告されている)

(≧約0.1%)

(0.005~0.02%)

２．２項（背景の推定）

意図的添加レベル

不純物レベル

Ti無添加系
（硫化物形成元素：Mn）

Cu含有量/添加量

（２．１項～２．３項、２．５項（形態別定量）、２．６項（熱力学データ）との対応）

Table 2-１ ： Cu添加量（含有量）で整理した過去知見の一覧

例外的に報告事例があるが、殆ど報告されていないのが実態であり、殆
どの研究者が知らない現象であると思われる。 (8)一方、ε-Cu 析出は、
(6)同様に、報告事例はある。
次に、Ti 添加系鋼材での析出挙動を論じる。Ti 添加系での析出挙動を
論じるにあたって、Cu-S を議論から外してもよい理由は、Table 2-1 に示
したように、Ti 添加系では、Cu-S を論じたものが殆ど無いためである。
表 2-2 に示すように、窒化物、炭化物は、すでに、周知のとおりに理解
されていると考えられる。つまり、窒化物は、オーステナイト域で析出が
完了し、炭化物は、Ti4C2S2 がオーステナイト域で析出し、TiC が、オース
テナイト域～フェライト域で析出すると考えらている。一方で、硫化物析出
については、伝統的には、TiS、Ti4C2S2、MnS がγ域で、エネルギー的に
もっとも析出しやすいものが析出すると考えられてきた。フェライト域での
硫化物析出については、例外的に、山田ら 2-155),2-166)、村上ら 2-165),2-182)に
よって、例外的に報告事例があるにすぎない。
上記のような大まかな分類に沿って、硫化物析出現象に関する、過去
文献のレビューを行う。
まず、２．１項では、Ti 無添加系で、Cu が意図的に添加されたレベルを
中心にして、過去の報告事例について、その傾向を述べる（Table 2-1 の
(5)、(6)、(2)に相当）。
次に、２．２項では、私が指摘している不純物レベルの Cu が硫化物を
形成すると報告していることに対して、過去の報告例では、どうして、見え
なかったのか？見落としがあったのか？という背景について述べる
（Table 2-1 の(1)、(3)の理由に相当）。
２．３項は、Ti 添加系における Cu に関わる析出現象に関する過去の報
告事例について述べる。Copper Sulfide(Cu-S)、および、ε-Cu に関する
過去文献を通して、従来からの考え方を紹介する（Table 2-1 の(4)、(7)、
(8)に相当）。
２．４項では、Ti 添加系析出挙動の全体観に関する従来知見を述べる。
γ域、および、α域の析出現象、特に、硫化物に関して詳細に述べる
（Table 2-2 に相当）。
２．５項では、形態別定量手法が、現在、直面している「説明できない
現象」に関してレビューする。そもそも、不純物レベルの Cu は、なんら析
出現象に影響を与えないと考えてきたので、ここで述べる現象は、Table
2-1 の(1)～(4)に相当する部分の説明にあたる。
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２．６項は、Table 2-1 と 2-2 に掲載されている析出物や元素について、
広く知られた熱力学データについて述べたものである。
２．７項は、Table 2-2 の TiCx、TiNx と表記した、炭化物、窒化物を中心
として、非化学量論組成について、TEM-EELS のプラズマ損失ピークを使
って同定することに関する過去知見を述べたものである。
ここまで（２．１項～２．７項）が、析出現象全般に関するレビューとな
る。
２．８項は、ほうろう用鋼板に関する過去知見のまとめである。基本的
なほうろうの知識、プロセス、ほうろう／鋼板の密着性、高酸素ほうろう用
鋼板の機械特性に関する特徴と、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の密着性に関
する特徴について述べたものである。
以下、個々の小項目毎に、詳細を述べる。
２．１． Copper Sulfide およびε-Cu と明示している過去知見
鉄鋼材料の研究報告の中には、Cu-S 自体を述べたものが、実際、少
なくない。色々な鋼種・鋼材において、Cu-S の報告がなされてきている。
また、最近になっても、薄スラブ鋳造や、ストリップ・キャスティングという
薄スラブの分野 1-10)～1-17)において、Cu-S の報告が増えてきている。
しかしながら、統一観を持ったメカニズムを提示したものは殆ど無い。
個々の文献毎の材料に起こっている現象は論理的に説明できるが、必
ずしも、別のサンプルや、別の熱履歴で起こる現象までを解釈できるよう
な拡張性も有したものは少ないのが現状である。一方で、過去の文献で
報告されてきた実験結果自体は、何らかの技術背景を背負っていると見
るべきで、その条件のもとで、Cu-S 析出が論じられてきたと見るのが妥
当であろう。
以下では、Cu-S に関する過去知見をレビューし、「極微量 Cu が硫化
物を形成する」とした私の考え方に対して、どのような違いや類似点があ
るかを紹介する。
ここで注意したいのは、Cu-S 析出自体は、真に、新しいとは言えない
点である。最近、よく見られる報告事例として、【Free-standing（単独析出）
型】Cu-S がφ20nm 以下の超微細析出物として析出する実験事実を以っ
て、新発見である点を論じているものがある。決して、新発見ではない点
を、注意しておく必要がある。
Cu 添加量が多い場合には、Cu-S の析出については報告事例があり、
また、急冷環境において析出することを論じている論文も存在する。過去
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文献の中に、Cu-S に関する、何かしらの断片情報が、数多く報告されて
きている点は、是非とも尊重すべきである。しかしながら、Cu-S の解釈は
様々であり、それぞれの解釈は、互いに矛盾する部分もある。統一的な
見解には、決してなりえていないのが実情である。
本章では、本論文で提示する「新しい視点」は、過去からの研究報告
の歴史中でどこに位置づけられるかを直接的および間接的に明確にす
る共に、本論文で示す考えが、過去には報告事例の無い【新しい視点】を
持っている点を明示する。
鉄鋼材料での Cu の役割や挙動に関する過去知見は、Table 2-3-①/3
～③/3 に全体観を示した。多分野に及ぶ為、おおよそ、以下のようなも
のに分類して、項目毎に分けて、以下で議論を行なう。
この分類は、あくまでも、便宜的なものであり、以下の分類では、数項
目にまたがって、相互に関連しているものもあるが、敢えて、ひとつの分
類に入れ込んで、説明を行う。なお、２．１項においては、主に、Ti 無添加
系の Cu-S に関して過去文献のレビューを行う。Ti 添加系については、本
項ではなく、２．３項にて述べることにする。
【我々発表の以前の過去文献（1997 年、2000 年以前のもの）】
（１） 赤熱脆化、および、表面脆化において、Cu-S の役割を論じたもの
（２） 上記（１）と関係が深いが、Cu-S とは述べずに、表面欠陥（Cu 割
れ）等で、Cu の役割を論じたもの
（３） 原子炉圧力容器用材料等での中性子照射等による、Cu 析出に
ついて述べたもの
（４） 溶接部での Cu-S を論じたもの
（５） 鋼材や鋼板（HSLA 鋼や低炭素鋼等）での Cu-S を論じたもの
（６） 電磁鋼板での結晶粒成長と、Cu-S の関わりを述べたもの
（７） Cu 析出（ε-Cu）を使った高強度化の観点で、Cu の役割を論じた
もの
（８） タイヤの内部に組み込まれるスチールコードでの Cu-S を論じたも
の
（９） 溝状腐食
（１０） オキサイドメタラジー
（１１） リサイクル
【2000 年以降の研究成果】
（１２）上記（１）の製鋼・鋳造および熱間圧延材の現象であるが、
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特に、薄スラブ鋳造（ストリップ・キャスティング）材における
Cu-S 析出を論じたもの
以下に述べる、過去知見の論文は、「点」としての情報であるが、これ
らを全て繋げて、「面」や「３次元的」に理解を広げ、相互的に解釈するの
が、困難であるのが現状である。
個々の報告は、個別単位で論理が閉じていて、現象を説明できている
が、隣り合う類似現象の説明とは必ずしも応用できず、むしろ、それぞれ
の論理は、互いに矛盾している部分も見られる。これらの個々の報告は、
現象自体は正しいという前提に立って考えると、解釈を取り違えるような
現象を含んでいると見るべきであろう。
Table 2-3-①/3～③/3 には、本論文の検討で推定しうる Cu-S に関す
る情報と、過去知見を比較表にした。なお、Table 中の「発行年」は、私が
最初に、微量 Cu-S 析出 1-21)を述べた報告した 1997 年以前と以降で、年
代を分けて明示した。以下は、Table 中の「技術分野」に沿って、過去文
献を解説する。また、分野毎の紹介のあと、Table 枠内の①～⑤の項目
に沿って、全体観をまとめる。
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Table 2-3-①/3 ： Cu-Sに関する過去文献リスト（硫化物形成元素：Mn）
技術分野

著者

発行年

（１）、（２）
赤熱脆化
表面脆化
表面割れ
Cu割れ

石黒ら

1997～

粒内

Free-standing型
と C ti 型
と、Coating型

Cu8S5

MｎS内に固溶
(Mn,Cu)S
Coating型
on MnO
M O

---

---

---

0.7～6％

Cu2S

酸素存在条件下で
高温で形成
1100～1300℃
大気環境下で
高温で形成
※実験温度域

---

0.2％

①4%C-0.3%Mn-0.1%S
②4%C-0.1%Mn-0.005%S
0.14%Ni-0.06%Sn-0.04%As

---

①0.01％
②0.02％
③Cu無

①0.05%C-0.3%Mn-0.015%S 1400℃溶体化後、 破面に、(Mn,Cu)Sや (Mn,Fe,Cu)Sが見られるとい EDXピークのみで判断。形態ま
③0.19%C-0.7%Mn-0.019%S 800～1200℃で低 う報告のみ
で議論していない。
②0.16%C-1.3%Mn-0.007%S 速引張。

H. Morrogh

1946

銑鉄の鋳片

P. A. Melford

1962
1980

脆化破面の
ｻﾌﾞｽｹ
ｻﾌ
ｽｹｰﾙ内
ﾙ内

C. Nagasaki et al.

1987

熱間脆化の
破面

B. Mintz et al.

1995

熱間脆化の Cu-Sか、Cu-OSが
破面
γ粒界に沿って析
出するが、無視で
きると説明

---

---

MnSの析出温度より低温、 Cu-S析出量は、全
かつ BNの析出温度よりも S量の約１/３の析
かつ、BNの析出温度よりも
低温。WQ過程でも析出で 出する事例がある
き、α域で非常に低温

大気環境下での
高温で形成
※実験温度域

0.01％

0.001%C-0.17%Mn0.007%S-0.0013%B
0
007%S 0 0013%B

0.1%C-1.4%Mn-0.005～
0.01%S-0.02～0.25%Ni

実験温度域

特徴、および、メカニズム推定

--1100～1300℃域
で試験

MnS中にCu-Sが溶けている。

光顕でのコントラストで判別

サブスケール中で、高温かつ酸素存在下で
2MnS + 4Cu + O2 → 2Cu2S + 2MnO

as-castでもCu-S析出

大気雰囲気とＡｒ雰
囲気の２タイプで
実験
700～1000℃域で メカニズム不明と発言。P.A.Melfordの考えでは
低速引張
説明できないとしている。

---

＜0.02～
0.5％

---

0.05～0.4％ 0.03～0.13%C-0.08～
0.9%Mn-Ni etc

1150℃

（スケール生成温 （Cu拡散、および、液状Cuが侵入）
度域～熱間加工
度域
熱間加
もしくは、（Cuには一切触れない）
もしくは、（
には 切触れな ）
温度域）

A. Nicholson and J. 1965
D. Murray

（スケール～ （Cu濃化）
下地鋼材）

---

(多数の著者）

---

（スケール～ （Cu濃化）もしくは
下地鋼材） （
（Cuには触れない）
には触れな ）

---

---

---

幅広い範囲

1981

原子炉用圧
(微細Cu析出）
力容器向け ε-Cuとは明示な
材料中
し

---

---

---

0.20％

原子力発電用圧力容器材
料
A302B系＋0.2％Ni

（290℃で中性子 --線照射）

(微細Cu析出）
ε-Cu

---

ε-Cu析出
500℃環境で、Cu≧0.6％、
かつ、約10時間以上で、ε
-Cuによる析出に伴い、強
度上昇

---

≧0.6％

純鉄系

500℃長時間処理 ---

Free-standing型

Cu1.8S
(digenite I)

溶接時の高温と、酸素と
FeS存在条件下で
溶接時、かつ、歪取温度域
で安定化

---

0.05～0.2％ 0.1%C-1.0-1.8%Mn-0.01（＋溶接ワ 0.03%S
イヤー）

Coating型
on 析出物、介在
物（Ti添加量が低
い時）

はな
Cu2Sではな
いと報告

溶接時の高温

---

S. G. Court and G. 1985
Pollard

HSLA鋼の Coating型Cu-S、
SMA溶接部 （Mn,Cu）S
on Si-Mn-Ti酸化
物等

Cu2Sと推定

溶接時の高温

S. B. Roberts and
R. Fenn

軟鋼のMIG Coating型Cu-S（≦
Cu1.8S
溶接部の
1um）
(digenite I)
シャルピー
on 酸化物
破面
HSLA鋼の
Coating型Cu-S
--SAW溶接部
on 酸化物

80℃

Y. Kamada et al.

2007 （マトリックス
中）

J. E. Harbottle and 1982
S. B. Fisher

圧力容器
（軟鋼）の溶
接部

E S
E.
S. Kayali et al.
al

HSLA鋼の
溶接部

1983

1986

J. M. Dowling et al. 1986
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---

---

備考

as-Hot、溶体化処 MnSにCoatingするCu-Sと、Free-standing型の
理後WQ等
C Sに加えて BNの核には C Sを含まない
Cu-Sに加えて、BNの核には、Cu-Sを含まない
MnSが存在。BN析出以前には、Cu-S析出が無
いと言える。溶体化処理後にWQしたり、溶体化
処理後に900℃や750℃に保持してからWQした
材料も同様である。よって、WQ中にCu-Sが析出
したと推定できる。
したと推定できる

Ar雰囲気の熱処理では、脆
化は起きない
---

（３）原子力圧 R. G. Lott et al.
力容器材料の
放射線照射環
境

（４）溶接部

（議論なし）
EDXでMn、Cu、S
が検出。
M S内に固溶
MｎS内に固溶
(Mn,Cu)S

⑤析出量に関する ②Cu濃度
データ
（％）

化学成分
学成分
その他の成分

①Cu-S形態

97年以前（左寄）
98年以降（右寄）

極微量Cuの硫
化物析出挙動

Cu-Sに関する報告データ
関する報告デ タ
④元素比
③析出温度と析出条件
Cu：S

析出状況

軽元素測定不可の旧型EDXで
の判断ゆえ、oxy-sulfideか、
sulfideか分離できていない

（スケール中、粒界等）

①溶接まま
②歪取焼鈍後
（600℃6hr）

溶接前に、Cu-S無し。溶接後と、歪取焼鈍後に
Cu-Sが観察される。
メカニズムは、
2FeS + 4Cu + O2 → 2Cu2S + 2FeO
（MnOが観察されず、FeOが観察されるため、
MnSからの反応でなくて、FeSから反応と考える
べきと推定）

0.03～
0
03～
0 04%C 1 7%Mn 0 008%S 0
0.04%C-1.7%Mn-0.008%S-0
0.08％＋溶 ～0.1%Ti
接ワイヤー

溶接まま

Ti添加量が多い場合には、Cu-Sは析出しない
Ti添加量が多い場合には
Cu Sは析出しない
フラックス等でシールドする溶接ゆえ、酸素の混
入は少ないと推定される

---

0.03％＋溶 0.06%C-0.9～1.8%Mn接ワイヤー 0.01%S-0.02％Ti

溶接まま

Coating型のみで、Free-standing型は見つからな
い。
メカニズムは、現段階では分からないと述べてい
る。
Ti添加量が多い場合には、Cu-Sは析出しない
シールド溶接ゆえ、酸素の混入は少ないと推定
される

---

溶接ワイ
ヤー

軟鋼

溶接まま

80℃で析出すると述べている（根拠は提示され
ず）

0.05～
0.08％（＋
溶接ワイ
ヤー）

0.04～0.05%C-1.4～
1.7%Mn-0.004～0.009%S-tr
～0.2%Ti

溶接まま

Cu-S析出のCuが何に起因するか分からないと
言っている。
また、MnSのMnがCuに置換したものではないと
言っている。

TEMとAP-FIMで分析

鉄鋼材料中でCu-S析出を指摘
した最初の論文と述べている
（しかし実際には、この論文以
前に、上述のようにCu-Sの論
前に、上述のようにCu
Sの論
文はある）。

Table 2-3-②/3 ： Cu-Sに関する過去文献リスト（硫化物形成元素：Mn （※一部Ti添加））
技術分野

著者

発行年

①Cu-S形態
①Cu
S形態

---

--

Cu2S

Free-standing型

---

97年以前（左寄）
98年以降（右寄）

（５）鋼材や鋼 E. M. Cox et al.
板でのCu-S析
出
Z. Chen et al.

1949

1986

Cu-Sに関する報告データ
④元素比
③析出温度と析出条件
Cu：S

析出状況

0.3％Cu含
有のHSLA
鋼中

岡田ら

0.2％Cu含 Coating型Cu-S
有の鉄鉱石
を使った鋼
材

---

---

ケイ素鋼板 Free-standing型
の粒界に
F
Freestanding型

Cu2S

1100℃くらい

Coating型

V. F. Nosach et al. 1977

ケイ素鋼板
中にCoating
型

島津ら

ケイ素鋼板 Free-standing型
中の全面

1984

0.3％

高温で形成
①As-CC
②再加熱後の空冷

HSLA鋼中 Coating型Cu-S
なお、Cuは on (Mn,Fe)S、また
不純物レベ は、介在物
ル（<0.02%）

（６）電磁鋼板 N. F. Dubrov et al. 1960
でのCu-S析出

---

1350℃付近で、MnS析出と
Cu-S析出が拮抗
（平炉環境での析出）

H. Kejian and T. N. 1992
Baker

1987

⑤析出量に関する ②Cu濃度
データ
（％）

凝固時に形成
Cu1.8S
(digenite I)
または
Cu1.0S
(covellite)

Cu9S5

Cu2S

高温域

＜0.02％
（不純物レ
ベル）

0.03～
0.05％（鉄
鉱石には
0.2％Cuが
含有）

化学成分
その他の成分
---

実験温度域

特徴 および メカニズム推定
特徴、および、メカニズム推定

1350℃

平炉でのFe-Mn-Cu-Sの４元系の硫化物析出挙
動。
光顕でのコントラストで判別。

0.08%C-1.3%Mn-0.02%Ti

1050℃、1150℃、 Cuメッシュを使ったレプリカであるが、析出物と、
1220℃、1250℃ それ以外のEDXスペクトルを比較jして、Cu-Sと
判断している。

0.08-0.1%C-1.4%Mn-0.001
～0.004%S-＜0.005～
0.02%Ti

as-hot-rolled（FT： Cu-Sは、酸化物、MnSや Ti(C,N)等と複合して析
800～900℃） 出。

---

---

鉄鉱石中に0.2％Cuが含有し、最終製品では、
0.03～0.05％Cuが含有する鋼材でのCu-S析出
挙動

1120-1150℃

Cu-Sが、粒界に偏析して、電磁特性に悪影響を
及ぼす。
自由 ネ ギ
自由エネルギーの観点から、1100℃域で以下の
観点から
℃域
反応が起こると推定。
2Cu + FeS → Cu2S + Fe

---

0.06～1.2％ ケイ素鋼板（4.6%Si-0.01～
0.04%Mn-0.002～0.006%S）

---

0.03～
0.05％

ケイ素鋼板（3%Si-0.05～
0.1%Mn-0.02～0.03%S）
0.1%Mn
0.02 0.03%S）

850℃、1100℃

Cu9S5 (Cu1.8S) は、MnS or (Mn,Fe)Sを覆うように
析出.
析出

---

0.01～
0 44％
0.44％

ケイ素鋼板（0.05%C-3%Si0 08%M 0 03%S）
0.08%Mn-0.03%S）

1200～1300℃

溶解度積を実験的に求めている。

800～1250℃

log[Cu] [S] = -103550/T + 60.58
（1200～1300℃で導出）
Cu-Sの形態は、Free-standing型でも、Coating型
とも分類せず、(Mn,Cu)2Sという形で、MnとCuが
固溶している形態と表記。

2

酒井ら

log[Cu] [S] = -103550/T +
60.58
(Mn,Cu)2S Cu-Sの析出ノーズは、約
1000℃域

1984

ケイ素鋼板 (Mn,Cu)2Sという形
中の全面
で、MnとCuが固溶
している形態

1960

粒内

ε-Cu

---

R. L. Rickett and
W. C. Leslie

1959

粒内

ε-Cu

W. C. Leslie

1961

粒内

ε-Cu

（７）ε-Cuによ E. Hornbogen and
る高強度化
R. C. Glenn

溝口ら

2002～2003
2002
2003 粒内および ε
ε-CuがMｎSと複
CuがMｎSと複
粒界
合析出

山本ら（溝口ら）

岸田ら
Ti
添
加
系
鋼
板
細谷ら
で
の
Cu
析
出

2003 粒内

2

---

0.01～
0.44％

500℃から700℃長時間処
理

---

---

600～700℃で長時間処理

---

---

700℃5hrを中心に、数条件

---

γ域orα域で溶体 --化処理後に、500
～700℃で長時間
処理
600～700℃で長 --0.01～1.1％ 低炭系材料（0.03～
0.08%C-0.4～0.6%Mn-0.01 時間処理
～0.03%S）
0.8％
極低炭素窒素系（0.002％ 熱圧→溶体化処 ε-Cu析出による、再結晶挙動の遅延、および、
C-0.001％N-0.004S）
）
理後急冷
理後急冷→ε-Cu
再結晶集合組織が変化
析出処理の有無
→冷圧→時効処
理→再結晶処理

---

≦900～800℃
≦900
800℃

Free-standing型、 Cu1.6Sと、
および (M C )S (Mn,Cu)S合
および、(Mn,Cu)S
(M C )S合
合体型
体型

ケイ素鋼板（0.05%C-3%Si0.06%or0.1%Mn-0.02～
0.06%or0.1%Mn
0.02
0.03%S）

1.2％

極低炭素窒素系（0.004％
C-0.004％N）

4～10％
4
10％

極低炭系と低炭系
（0.05％）、および、それぞ
れ、Mn＆Cu-free系と、
0.6%Mn-0.07%S系
低炭系（0.04～0.05％）-Mn
（不純物レベル～0.6％）-S
（不純物レベル
0 6％） S
（不純物レベル～0.06％）0.3～4％Sn

800℃？
（明確な記載無し）

---

0.002％

1300 1400℃溶
1300～1400℃溶
体化処理→1150
～700℃保持→冷
却

単独のε Cuと、Mn添加量が多い場合には、
単独のε-Cuと、Mn添加量が多い場合には、
MnSを覆うように、ε-Cu析出が起き、更に、
(Mn,Cu)S、火花状Cu-S、微細なε-Cuが存在す
ると報告。

1400℃溶体化→ レーザー顕微鏡による、その場観察したと言うも
1150℃→冷却 のの、検出限界から判断して、Cu系硫化物の観
のの 検出限界から判断して C 系硫化物の観
察はできていないと思われる。見えているのは、
Sn系の析出物ではないか？

1990

粒内

ε-Cu
（Cu S無しと報告）
（Cu-S無しと報告）

---

①熱延巻取工程：780℃1h
相当
②焼鈍工程の過時効処理：
550℃5min

---

0.7％、1.4％ 極低炭系（0.002～
0.003%C-0.0015％N）0.003%C
0.0015％N）
0.07%Ti-0.1%Mn-0.005%S

CT３水準（780℃、 熱延板には、全て、Ti系硫化物が観察されたが、
550℃、300℃）→ Cuの硫化物は無いと報告。
550℃、300℃）
冷圧→850℃
60sec→過時効３
水準（550℃
or400℃×30sec、
無し）

1992

粒内

Ti系硫化物に、Cu
は複合析出する
が、ε-Cuの単独
析出物は、極々僅
か

---

熱延巻取時：①450℃→僅
かにε-Cu、②600℃→単
独ε-Cuと、Ti系硫化物と
Cuが複合析出、③720℃：
②と同じ
②と同じ。

---

1％

CT３水準（720℃、
600℃、450℃）→
冷圧→焼鈍３水準
（820℃、850℃、
880℃90sec）

30

極低炭系（0.0015%C0.003％N）-0.06%Ti-Nb(ゼ
ロか0.02%)-0.2%Mn0.005%S

熱延板の熱処理により、冷圧・焼鈍後の結晶組
織や析出物を議論。熱延板を750℃1hr熱処理す
ると、冷延・焼鈍後に高ｒ値が実現する。Cu単独
析出物は極めて少なく、Ti系複合硫化物に、Cu
が複合析出する
が複合析出する。

備考

Table 2-3-③/3 ： Cu-Sに関する過去文献リスト（硫化物形成元素：Mn）
技術分野

著者

発行年

析出状況

①Cu-S形態
（黄銅めっき中の
Cuが、加硫ゴム中
のゴムと架橋したS
と、Cu-Sを作り、接
着に寄与）

97年以前（左寄）
98年以降（右寄）

Cu-Sに関する報告データ
④元素比
③析出温度と析出条件
Cu：S

（８）タイヤ中の 平川ら
スチールコード
とゴムの接合

1972

（黄銅メッキ
層（Cu）と加
硫ゴム（S）
の反応）

（９）溝状腐食 加藤ら
時のCu添加の
影響

1974

※Cu-Sにつ （MnSの周りにある
いては直接 S濃化層）
述べ
述べていな
な
い

---

1995

※Cu-Sにつ
いては直接
述べていな
い

---

1990

※Cu-Sにつ
※C
Sにつ
いては記述
はがない

1993

※Cu Sにつ
※Cu-Sにつ
いては記述
はがない

1996

粒内

松島

（１０）オキサイ 高村、溝口
高村 溝口
ド・メタラジー

若生ら

（１１）薄スラブ・ A. Guillet et al
キ ステ ング
キャスティング

Z. Liu et al

2003 ※Cu-Sにつ
いては記述
はがない

Z Liu et al
Z.

2004 粒内

化学成分
その他の成分

---

備考

電縫溶接部（溶融後に、大
気抜熱により急冷される）

---

0.02％

0.1%C-0.4%Mn-0.026%S

（電報溶接まま） 電縫溶接部が、溝状腐食を起こす原因を、MnS
の周りに形成されるS濃化層としている。母材部
と
と、この部分が、酸素濃淡電池を形成して、溶接
部分が 酸素濃淡電池を形成し
溶接
部が選択的に腐食されると説明。

---

電縫溶接部（溶融後に、大
気抜熱により急冷される）

---

0.1～0.5％

低Sが基本条件（0.01％以
下）で、①Cu＋10ppmCa、
②Cu＋0 02～0 08%Ti ③
②Cu＋0.02～0.08%Ti、③
Cu＋≧0.09%Ni、④Cu＋Ni
＋REM
（JIS-G345、G3454の規格
ベース）

（電報溶接まま） 成分を右のようにするか、もしくは、成分は特殊 硫化物形成元素を制御するこ
なことをしないで、電縫溶接部を熱処理すること と（低S、Cu添加等）が、溝状腐
によって 溝状腐食が抑制可能
によって、溝状腐食が抑制可能
食抑制のキー技術
食抑制のキ
技術。
しかしながら、Cu-Sについての
記述は皆無。

---

---

---

---

（記述無し） 0.01%C-1%Mn-0.005%S
0 01%C 1%M 0 005%S

---

---

---

---

（記述無し） 0.1%C-1%Mn-0.001～
0.1%C 1%Mn 0.001
0.06%S

---

鋳造時の高温で形成され、
巻取温度域（700～600℃）
巻取温度域（
00 600℃）
で一部溶解して、バッチ焼
鈍域（600～700℃）で再析
出するという推定

---

0.03～
0 14％
0.14％

---

（酸化物の外側に覆う硫化
物）
CC材にも、薄スラブ材にも
見られる

---

（記述無し） CC材：0.04%C-0.06%Mn0.02%S
薄スラブ材：0.08％C0.05%Mn-0.01%S

as-cast

同定してない MnSの析出温度よりは低い
（Cu2-XSと記
載）
但し、この
Cu-Sは、僅
かにFeを
伴っていると
明記

---

0 07％
0.07％

①as-cast、②as①as
cast ②as ①as
①as-cast材には、50nm以下のFree-standing型
cast材には 50nm以下のFree standing型 Cu-Sが、ハイテン化に有効と
Cu Sが ハイテン化に有効と
cast→1200℃3hr Cu-Sが析出。但し、Cu-Sは、Feを含むとしてい いう論調（A. Guilletと好対照）。
る（薄膜TEMの結果より）。更に、100nm以上の Cu-Sの同定に際し、薄膜TEM
→FC
(Mn,Cu,Fe)Sが観察され、500nm～1000nmのサイ のEDXの結果を使って、Cu-S
ズの場合、Si系酸化物と複合析出している。As- にはFeが含むと結論づけてい
cast材は 熱処理材（②）よりも 機械的性質が る点は、他の過去文献とは異
cast材は、熱処理材（②）よりも、機械的性質が
る点は 他の過去文献とは異
硬い。②熱処理材（②）は、as-cast材よりも、析 なる部分。
出物のサイズが大きい。

Free standing型
Free-standing型、
および、酸化物と
複合析出する
(Mn,Fe,Cu)S

（140～160℃）×
（4分～30分）

特徴、および、メカニズム推定

（多い）

---

---

実験温度域

---

Free-standing型

31

CuS→Cu2S 100℃以上200℃まで。
へ変化（界面 多くの場合は、（140～
反応の進行 160℃）×（4分～30分）。
によって）
※最近は、
Cu1.8Sが多
い。

⑤析出量に関する ②Cu濃度
データ
（％）

（ラボ溶解後 熱 製鋼介在物（酸化物）へ、MnSが付着するように
（ラボ溶解後、熱
製鋼介在物（酸化物）へ M Sが付着するように
間鍛造。冷却速度 析出。
は、2.7℃/分と、 酸化物は析出サイトとして機能する。
54℃/分の２種類）
（ラボ溶解まま） 製鋼介在物（酸化物）が、①MnSの析出サイトと
して機能する場合と、②酸化物中に溶解してい
たMnSが、酸化物中に晶出する場合を説明。

0.05～0.08%C-0.2%Mn-0.01 薄スラブ鋳造材
as-cast材にも、バッチ焼鈍材にも、Free～0.02%S
0 02%S
で C
で、CT：560℃また
60℃また standiung型Cu-Sが観察される。
型C Sが観察される
は665℃。冷圧後、
バッチ焼鈍（711℃
または621℃）。

0 08%C 0 54%Mn 0 01%S
0.08%C-0.54%Mn-0.01%S0.07%Cu

黄銅メッキ層（Cu）と加硫ゴム
（S）の反応

（酸化物の外側に覆う硫化物）

Free-standiung型Cu-S析出の
為に S Sが高く か
為に、YS、TSが高く、かつ、El
が劣化するので、一般的な商
用材の材験値範囲を逸脱し、
材質が劣ると述べている。
古典的に言われている析出現
象。オキサイド・メタラジーの箇
所も参照されたい。

まず、【（１）赤熱脆化・表面脆化 2-1)-2-15)】に関する過去知見を述べる。
H. Morrogh2-1)は、1946 年当時ゆえ、Cu-S を光顕によるコントラストで
判別しており、Cu-S とは完全に同定できているとは言えない。しかしなが
ら、コントラストだけの判断ではあるが、銑鉄の成分系の鋳片において、
MnS の中に、Cu-S が固溶していることを報告している。約６０年も前に既
に指摘であり、Cu-S 析出に関する知識は昔からあったことは明白であ
る。
P. A. Melford2-2)～3)は、軟鋼の表面脆化の研究にて、不純物レベル（論
文中の表現は、“不純物レベル”であるが、実際には、0.3％程度も含有し
ており、高濃度と言えるレベル）の Cu や Sn が、スケール（表面酸化層）と
鋼板の間（すなわち、サブスケール層）に濃化するという文脈で、Cu-S を
報告している。
母材成分が 0.20％Cu-0.06％Sn-0.14％Ni-0.04%As の成分系の鋼材が、
サブスケール層にて、MnO を覆うように Cu-S が析出するものあるとを報
告している（【Coating 型】）。1100～1300℃域で、サブスケール領域にあ
る MnS をもとに、以下の反応が起こっていると推定している。また、Cu-S
は、酸素のある系で存在するものであり、酸素の少ない系では、FeS や
MnS の方が安定であると述べている。
2MnS + 4Cu + O2 → 2Cu2S + 2MnO

・・・・ (2-1)

一方で、C. Nagasaki et al.2-4)は、低炭素系成分に、不純物レベルの
0.01～0.02％Cu が含有する鋼を、1400℃で溶体化処理した後、900℃～
1200℃で熱間にて引張試験を行うと、破断面は、粒内破壊モードでの表
面割れであって、その部分に、（Mn,Cu）S や、（Mn,Fe,Cu）S が存在すると
報告している。EDX スペクトルで、S、Mn、Cu が検出されているだけで、形
態については記述が無い。析出温度についても、述べられていないが、
実験温度域であって、高温で析出することを前提としたものである。また、
B. Mintz et al.2-5)は、Ni が共存する低炭素鋼において、大気環境下で 700
～1000℃で低速引張で脆化挙動を調査した際は、γ粒界に沿って、
Cu-S か、Cu-O-S（oxy-sulfide）が析出していると報告している。しかも、
Cu が不純物レベル 0.02％以下の材料でも、量は少ないものの、Cu-S、
または、Cu-O-S が見られると述べている。大気環境ではなくて、Ａｒ雰囲
気下では、こういった脆化は起きないと言っている。メカニズムはよくわか
らないとも述べており、論文中で、上述の P. A. Melford2-2),3)の考え方では
説明できないとも言っている。

32

【（２）表面欠陥（Cu 割れ）等】については、上記【（１）赤熱脆化・表面脆
化 2-1)-2-15)】につき、Cu-S を述べていない報告群を指す。過去文献を見る
と、実際には、上記（１）のように Cu-S を述べたものは、数が少なく、むし
ろ、Cu がサブスケールに濃化したり、スケール直下の下地鋼材や下地ス
ラブの粒界に沿って Cu が侵入するゆえに、脆化するという論旨のものや、
単に、Mn と S のみに注目して脆化を論じるものが圧倒的に多い。前者は、
いわゆる、Cu 割れとも呼ばれる現象に関する報告である 2-6)。Ni を同時に
添加すると Cu 濃化が抑制されて脆化度合が低くなる点や、スクラップ起
因の Sn が同時に含有した時の影響等の観点で、報告が続いている。後
者は、いわゆる、熱間加工時の脆化とか、表面脆化、赤熱脆化と言われ
るものである。
前者については、遡れば、古くは、1965 年に、A. Nicholson and J. D.
Murray2-7）によって、0.2～0.3％Cu が含有された鋼の場合、スケール部分
に Cu がトラップされるとすでに述べられている。
様々な研究者から、色々な観点から報告 2-8）～20)が続いているが、注目
しておきたいのは、Cu-S に関する報告は、上記（１）に示した、ごく限られ
た論文にしか述べられていない点である。
【（３）原子炉圧力容器等での照射等】については、材料が脆化する観
点から、Cu の析出が述べられている。但し、Cu-S ではない。例えば、R.
G. Lott et al.2-21)は、
％Cu
500℃時効による硬度変化
0.20％Cu を含有する鉄
％Cu
％Cu
系材料が、中性子照射
％Cu
後に、Cu-rich 粒子が分
布するようになると言っ
ている。Cu-S が析出す
るとは言っていない。ま
た、鎌田ら 2-22)は、原子
炉圧力容器等における、
Cu 析出物（主にε-Cu）
に関して報告している。
実際の報告は、当該の
材料の使用環境に即し
Fig. 2-2：
原子炉圧力容器の「熱による時効（５００℃）」
た 500℃での等温熱処
における、硬度変化2-22）
理での試験結果である
※Cu析出による硬度変化（鎌田氏の好意による2-22)）
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が、500℃環境での硬度変化を報告している。0.3％Cu 含有鋼では硬度
変化は殆ど無いものの、0.6％、0.9％、1.2％材では、Cu 析出物によって、
硬くなる点を詳細に報告している（Fig.2-2 参照 2-22））。
興味深いのは、【（４）溶接部 2-23)での Cu-S】に関するものである。
これらの報告は、
いずれも、Cu-S が
Cuめっき
析出する旨の報告
がなされている。Cu
の根源は、鋼自体
ではなく、溶接ワイ
溶接棒
ヤーの表面の Cu め
っきである。最近は、
どの溶接棒メーカー
でも、Cu めっきの無
Fig. 2-3： 溶接棒、溶接ワイヤーの外観 （一例： φ２mm） いものも販売され始
めてはいるが 2-24)、
多くの場合、Cuめっきがなされている
現在のところ、溶接
ワイヤーや溶接棒と言えば、Cu めっきによって表面が覆われているもの
の方が多く流通している（Fig. 2-3 参照）。この Cu を起因として、溶接部分
には、Cu-S が見られるという報告が数件ある。
J. E. Harbottle and S. B. Fisher2-25)は、原子力発電用圧力容器と、その
溶接部に関する Cu-S について報告している。原子力発電用圧力容器用
の鋼材は、0.05～0.20％Cu を含有する鋼種であるが、鋼板のままでは、
Cu-S は存在しないが、溶接すると、【Free-standing 型】Cu-S が析出し、
歪み取り焼鈍（600℃6hr）でも、【Free-standing 型】Cu-S が観察されると
報告している。Cu は鋼中起因と溶接ワイヤー起因と推測している。また、
Cu-S が存在する溶接部分には、MnO が観察されず、FeO が観察される
ことから、以下のメカニズムを考察している（下記 2-2 式の「Fe」を「Mn」と
した場合には、MnO が観察される必要があるが、実際には、観察されな
い為）。また、Cu-S は、Cu1.8S であり、電子線回折データから、「Digenite I」
である点も明示している。
2FeS + 4Cu + O2 → 2Cu2S + 2FeO
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・・・・ (2-2)

E. S. Kayali et al.2-26)は、Ti を系統的に、無添加～0.23％まで添加し、か
つ、0.03～0.08％Cu が含有した HSLA 鋼（析出物強化鋼：High Strength
Low Alloy 鋼）2-27）の溶接部を観察した際に、Ti 添加量が低い時（Ti 自体
が硫化物を形成できない Ti 添加レベル）に、析出物や介在物の周りを覆
うように、Cu-rich、S-rich 層があると報告している。要は、【Coating 型】
Cu-S が析出すると述べている。ただし、電子線回折からは、Cu2S ではな
いとも言っている。なお、Cu 源は、溶接ワイヤーである。また、Ti 添加量
が多い場合には、Cu-S の析出は見られないとも述べている。同様に、S.
G. Court and G. Pollard2-28)は、Ti 添加で Cu が 0.03％程度含有した HSLA
鋼の SMA 溶接（サブ・マージド・アーク溶接、通常は SAW と呼び、SMA と
同義：Submerged Arc Welding）2-23)の溶接部分には、Si-Mn-Ti 系酸化
物の周りに、【Coating 型】Cu-S や、【Coating 型】（Mn,Cu）S が析出してい
ると報告している。
S. B. Roberts and R. Fenn2-29)も、同種の内容を報告している。溶接方
法はやや異なるものの、MIG 溶接（ミグ溶接と日常的に呼び、Metal Inert
Gas 溶接）2-23)時に、軟鋼の溶接部のシャルピー破面を観察すると、溶接
ワイヤー起因の Cu が原因となって、介在物を包み込むような形で、
【Coating 型】Cu2S が観察され、溶接部の脆性破壊の起点になると言って
いる。また、根拠は明示されてはいないが、Cu2S の生成温度は、80℃近
傍であると推定している。J. M. Dowling et al.2-30)は、Ti 添加の HSLA 鋼
2-27)
の SAW 溶接部分の介在物を観察すると、Ti-rich 介在物（酸化物）の
表層に、パッチ状に Cu-S が観察されると報告している。Cu が 0.05～
0.08％含有されているものの、彼らは、Cu-S の Cu の根源についてはわ
からないと述べており、また、Cu-S の元素比についても明言を避けてい
る。MnS の Mn が Cu へ置換した構造とは言えないとも述べている。
いずれも溶接を前提としており、J. E. Harbottle and S. B. Fisher2-25)が、
唯一【Free-standing 型】Cu-S を述べている以外は、全て、【Coating 型】
Cu-S が酸化物（介在物）や析出物に覆うように、かつ、パッチ状に析出
するいう論調である。Cu は、0.05％以下で微量に鋼中に含まれる Cu 由
来か、溶接ワイヤーの Cu めっき由来と推定される。溶接ゆえに、鋼が溶
解する温度まで到達することを想定している。S. B. Roberts and R.
Fenn2-29)の報告では、根拠を提示することなく、Cu-S が析出する温度を
80℃と述べている以外は、すべて、高温域で、Cu-S が形成されると報告
している。
また、この分野での報告は、1980 年代で盛んであって、その後は、余
り目立った発表がない。
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【（５）鋼材や鋼板での Cu-S】についても、報告例はある。本論文で取り
扱うテーマのひとつである Cu-S の報告は、この分類に属すると考えられ
る。
E. M. Cox et al.2-31)は、1949 年に、すでに、Fe、Mn、Cu、S の４元系にお
いて、硫化物形成機構について記述している。1350℃付近で、MnS と
Cu2S の析出が拮抗すると報告している。なお、当時は、現在主流の転炉
2-32)
での製鋼ではなくて、平炉 2-32)での製鋼が全盛時代であった時代背景
がある。Cu2S は、色調から、光顕で判定している。Z. Chen et al.2-33)は、
0.3％Cu を含んだ HSLA 鋼中 2-27)には、連続鋳造 2-a)ままの状態でも、スラ
ブ再加熱後に空冷しても、【Free-standing 型】CuS が観察されると述べて
いる。H. Kejian and T. N. Baker2-34）は、Cu が 0.02％未満の不純物レベル
の HSLA 鋼 2-27)において、(Mn,Fe)S や介在物を覆うように【Coating 型】
Cu-S が確認できると報告している。(Cu + Mn)/S が、0.77～1.42 であり、
また、700～900℃1hr 熱処理後、水冷しても、Cu-S は観察されると述べ
ている。Cu-S の形態として、Cu1.0S（covellite）か、Cu1.765S～Cu1.79S
（digenite I）と報告している。また、彼らの報告で興味深いのは、実験サン
プルは、カーボン支持膜・Cu メッシュのレプリカサンプルを使って EDX 評
価しているものの、Be メッシュでも同種の EDX 評価を実施した上で、彼ら
の評価結果を Cu-S に由来する Cu であると結論づけている点である。
また、岡田ら 2-35）は、0.2％Cu を含有する中国産鉄鉱石をもとに鋼板を
製造した際に、鋼板中に Cu が 0.03～0.05％残存し、他の析出物と複合
析出物を形成する形で、Cu 硫化物が存在することを報告している。
この分類の過去文献で言えるのは、条件や状況毎に、Cu-S 析出が報
告されている点である。Cu 添加量に関わらず（不純物レベルの極微量
Cu も含めて）、Cu-S 析出物の形態、Cu/S の元素比率、析出温度、メカニ
ズムが、各報告毎に閉じた報告になっていて、拡張性に乏しく、汎化でき
ない。温度や成分等が変わると、別の析出現象のように語られている。こ
れらの【点】の情報が、【面】として、統一的な理解ができていない。
【（６）電磁鋼板での結晶粒成長と、Cu-S の関わり】を述べたものも多く
報告されている。電磁鋼板は、結晶の粒成長を進めるほど、傾向として、
比透磁率の向上、BH 特性（磁場－磁束密度特性）を初めとした、電磁特
性が向上するので、粒成長を阻害するような微細な析出物を作り込まな
いように、高純度化した成分で製造することを志向する。
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そのため、結晶粒の粗大化を阻害する因子になるような微細な析出物
を調査する観点で、営々として研究が行われているため、注意深く観察
すると見えてくる Cu-S に関する報告が多くなっていると思われる。
N. F. Dubrov et al.2-36)は、電磁特性の劣化と、Cu 含有（添加）量との相
関を報告しており、電磁特性が劣化するのは、電磁鋼板の結晶粒界に偏
析する Cu-S の存在であると推定している。その生成メカニズムは、自由
エネルギーの考え方を使って、以下のように示されていて、彼らの鋼板で
は、1100℃くらいで形成されるとしている。
2Cu + FeS → Cu2S + Fe

・・・・ (2-3)

V. F. Nosach and V .YA. Gol'dshteyn2-37)は、電磁鋼板中の析出物を観
察し、 (Mn,Fe)S、MnS、FeS と、外側を覆う Cu9S5 があると報告している。
島津ら 2-38)は、３％Si 添加電磁鋼板に、0.16％Cu が添加されたものを
使って、溶解度積を導出している。
log[Cu]2[S] = -103550/T + 60.58

[Cu]2[S]

10-5

・・・・ (2-4)

[Cu]2[S]＝0.012×0.01＝10-6

10-10
10-15
10-20
10-25
10-30

800

高温域での析出が
予測されてしまう

1000
1200
温度（℃）

1400

Fig. 2-4： 提案されているCu-Sの溶解度積2-38)で、本論文で利用した鋼材
での析出温度の予想値
※なお、３％ケイ素鋼板の溶解度積ゆえ、フェライト域で成立しう
るものであり、あくまでも参考値
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ケイ素鋼板ゆえに、実験する範囲内では、高温から低温まで、変態が
なく、α相でのみ成立するはずである。因みに、本博士論文中で用いた
鋼の成分、つまり、Cu を不純物レベルの 0.01％、S 量を 0.01％として計算
してみると、約 1340℃で Cu-S が形成し始めることが予測される（Fig. 2-4
参照）。３％Si 添加系の電磁鋼板ならば、フェライト域であろうが、α-γ
変態を伴う通常の鋼の場合には、γ域の温度に相当するので、析出が
高温で起きていること自体は予想できるものの、何度で析出するかは、
明確には予想できない。
酒井ら 2-39)は、同様に、電磁鋼板にて、0.025％S の時に、Cu を 0.01～
0.44％、Mn を 0.10％と 0.06％にして、粒成長性や磁気特性の関連を調査
している。彼らは、0.01％Cu でも Cu1.8S が形成されると報告すると共に、
形態別定量により、Cu-S 析出量は、S 含有量 250ppm のうち、18ppm 分
であると述べている。
【（７）Cu 析出を使った高強度化の観点で、Cu の役割を論じたもの】は、
１％程度の Cu 添加を行った鋼材を、過時効処理（例えば、通常は、500
～600℃数時間～1 日、研究例によっては 30～180 秒）した後、Cu 添加に
伴う圧延集合組織に関する報告か、ε-Cu を微細析出させることに、強
度上昇に関するものである。本博士論文中で利用される Cu 添加量レベ
ル（または含有量レベル）より一桁多く、かつ、熱処理時間が、10 倍以上
長くしないと、ε-Cu 析出が見られないことは興味深い。ε-Cu の析出の
詳細データに関しては、Cu 量と、熱処理温度および時間に対する、ε
-Cu 析出の関係を、前述の【（３）原子炉圧力容器等での照射等】の項に
おいて、鎌田ら 2-22)が報告している。
ε-Cu 析出に関するものは、Cu-S とは関係しないが、古くから報告例
がある。例えば、E. Hornbogen and R. C. Glenn2-40)は、極低炭素・窒素鋼
板系材料に、1.2%Cu を添加させた単純な系において、ε-Cu の成長と、
強度上昇に関して報告している。γ域またはα域の長時間保持で均質
化させたあと、急冷して、Cu の固溶状態等を変えたものを、500～700℃
で処理した後、強度上昇を見たものであり、15～20 分間の熱処理では
10nm 程度の微細なε-Cu が見られるが、時間が長くなると、粗大化して
くると報告している。また、R. L. Rickett and W. C. Leslie 2-41)は、0.03～
0.08％C の低炭系材料で、0.01～1.1％Cu 添加材での高強度化を検討し、
Cu 添加が再結晶温度を遅延させるため、焼鈍後の強度が上昇すると報
告している。具体的には、1.1％Cu 添加材では、600℃で１時間前後の熱
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処理の時に、強度上昇のピークがあると報告している。ε-Cu 析出が、
微細かつ大量に起こる領域であり、再結晶粒の結晶サイズとのバランス
に起因している。Cu 添加による再結晶集合組織や再結晶の遅延に関す
る報告は、W. C. Leslie2-42)をはじめ、数多く存在する 2-43)-47)。
溝口らでは、TEM 観察を実施して、析出形態に関して詳細な報告をし
ている。彼らはスクラップから混入する Cu や Sn の観点で実験を行って、
4～10％Cu 添加にて、ε-Cu の析出や、MnS が核になって、ε-Cu が析
出すること、及び、900～800℃以下で析出が盛んになると報告している
2-48) -52)
。本論文が述べる、MnS を覆うように、【Coating Cu-S】析出が見
られる論調とは異なり、ε-Cu が覆っていると述べている報告である。
興味深いのは、Cu 添加の参照例として、不純物レベルの極微量 Cu
（0.002％）についても、同時に報告していることである。山本ら（溝口ら）
は、0.3～4％Sn が入った系において、0.02～0.06％S が含有する系では、
粒内や粒界に、0.5～1μm および 50nm 程度の角状の（Mn,Cu）S が析出
し、粒内に、20nm 程度の Cu-S が析出すると報告している 2-5)。レーザー
顕微鏡による、その場観察も併せて行っているが、検出感度から判断し
て、Cu 系の硫化物は見えていないと判断できるので、1150℃で保持した
時にすでに析出したのか、冷却過程（20℃/min）で出ているのか不明で
ある。但し。彼らの報告群は、我々の報告 1-21)-26）、1-32)以後のものである。
Ti 添加 IF 鋼板（Interstitial-Free 鋼板、つまり、格子間元素が無い状態
である鋼板。格子間元素（カーボン、窒素）の含有量自体が少ない上に、
これらが析出物として固定されているため、軟質で加工性が良好である
特徴を有する）に、Cu 添加を行い、高強度化を図ろうとする研究が、日本
において、1990 年前後で、非常に多く報告されていた時期があった
2-53)-63)
。これは、米国の CAFE 規制（企業平均燃費規制）の強化により、
自動車軽量化による燃費向上が、研究開発の重要な課題として浮上し、
Cu 添加により、自動車用アウターパネル向け鋼板の高強度化を図る取
り組みのひとつであった。結論としては、ε-Cu は、ある程度の長時間の
過時効処理を前提とする等の理由や、鋼板製造上の問題（Cu が原因の
表面肌の荒れ）や Cu 添加材はリサイクル上の問題等があって実用化さ
れていない。岸田ら 2-53)-55）,62)は、Ti-IF 鋼に Cu 添加（0.7％、1.4％）した系
について、通常プロセスを模擬した熱履歴を付与した材料では、ε-Cu
析出はあるが、Cu の硫化物は観察されないと言っている。一方、森田や
細谷らのグループ 2-56) -61)は、Ti-IF 鋼および Ti-Nb-IF 鋼に、1％Cu を添
加した系において、通常プロセスを模擬した状況では、ε-Cu 析出と、Ti
系硫化物に Cu 析出物が複合析出すると報告しており、好対照をなしてい
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る。いずれにせよ、Ti 添加系鋼材で、Cu-S が析出したとは報告していな
い。
最近になって、このε-Cu 析出物により高強度化する方向性は、再び
注目されるようになり、研究報告が増えてきている 2-64)、2-65)。いずれにせ
よ、１％前後の Cu 添加と、過時効処理により析出するのは、Cu-S ではな
く、ε-Cu の微細析出物である。ただし、ε-Cu と言われている Cu 析出自
体も、従来から fcc 構造であると言われているものの他に、bcc 構造とす
る報告例も散見される 2-54),64)。
【（８）タイヤの内部に組み込まれるスチールコード 2-66)】での Cu-S を論
じたものがある。タイヤのゴム成分と、補強材として入っているスチールコ
ードが、Cu-S を介して結合しているという論旨で研究されてきた。具体的
には、加硫されたゴム中の硫黄と、スチールコードの表面に形成された
黄銅めっき（Cu と Zn のめっき、つまり、真鍮）とが反応して、ZnS や Cu-S
を介して結合していることを述べたものである。
鉄鋼材料中の Cu-S の析出反応ではなく、黄銅めっきゆえ、鉄鋼材料
中の Cu との反応とはやや異なる状況ではあるが、Cu-S の形成温度に
は興味深いデータが示されている。これらの結合は、有機高分子体のゴ
ム中の硫黄と、スチールコードめっき中の Cu の反応を前提しているため、
有機物であるがゆえに、そもそもの熱処理温度が低いこともあり、120～
180℃の温度範囲で、Cu-S が形成されると述べられている 2-67)-70）。また、
黄銅めっきと加硫ゴム間で形成される Cu-S の組成は、Cu2S であると論
文中には書かれている 2-68)。
この分野の知見は、多くの鉄鋼研究者が共有しているであろう従来知
見とは好対照をなす。
鋼中の Cu ではなくて、Cu 自体は、Cu と S は容易に結合して硫化物を
作るというのが、この分野では一般的な考え方である。また、分野は異な
るが、Cu 精錬を専門とする研究分野でも、Cu 鉱石自体が硫化物であり、
Cu は S と容易に結合して、Cu-S を形成することは広く知られている。
【（９）溝状腐食における、Cu 添加】
溝状腐食 2-71),72)というのは、パイプ内に、液体を流す用途に用いた際
に、溶接部に沿って、選択的な腐食（減肉化）が起こる現象を指す。図
2-5 に、溶接部を含んだ切断片を、大気環境にて、脱イオン水に浸漬して、
４週間後の外観であるが、溝状腐食対策パイプ（ミゾノン®2-73））と、通常
の電縫鋼管 2-73)を比較すると、前者は、電縫溶接部と母材部に全く差が
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無いのに対して、後者では、
電縫溶接部に沿って、線状
に腐食が見られる。このま
ま放置すれば、漏れや破裂
の原因になりうる。断面で
見ると、Fig. 2-62-73)に示す
(a)溝状腐食対策パイプ
(b)通常電縫鋼管
ように。電縫溶接部のみ特
（ミゾノン®：低S-Cu&Ca添加）
溶接部に沿った腐食は無い
溶接部に沿った腐食がある
異的に腐食が進行して、減
Fig. 2-5： 溝状腐食の例
肉しているのがわかる。電
～大気環境で脱イオン水に４週間浸漬～
縫鋼管では、溝状腐食が起
2-72)
きるが、鍛接鋼管
では、溝状腐食は起きない。100A2-75）以上の鋼管
は、鍛接鋼管では製造できないため、ある程度、径の大きいサイズで起
こりうる現象である。
電縫溶接部

電縫溶接部

1970 年代以前には問題になることが多
かったが、現在では、対策が取られたパイ
プと、使用環境に適したパイプの選定と、適
切なメンテナンス等により、問題が殆ど起き
なくなった。今でも、ごく稀に、マンション等
での水道管や下水管の漏れや破裂が起き
Fig. 2-6： 溝状腐食の例2-73）
るが、その原因は、使用環境を適切に判断
～通常電縫管の断面写真～
しないが故に、材料選定を誤った為に起こ
る、溝状腐食であることが多い。
この溝状腐食現象は、電縫溶接部分と母材部分と組成の違いによっ
て、マイクロセルができるために、電縫溶接部分が選択的に腐食すると
説明されてきた 2-71)。このマイクロセルを形成しないように、組成、析出物
組成を、電縫溶接部と母材部でほぼ同一にすることが、抑制する手段で
ある。つまり、電縫溶接部の急速加熱による溶解、かつ、急冷条件にお
いて、上記のことを可能ならしめる為に、①低 S（≦0.01～0.005％）、②Cu
添加（0.08～0.50％程度）、③各社各様で、Ca 添加、または、Ti 添加、ま
たは、Ni 添加かつ Cr 添加、または、Ni 添加かつ REM（希土類金属）添加
を、①～③まで同時に実施することである。④また、成分を工夫しなくても、
電縫溶接後に電報溶接部を熱処理することによっても、ある程度は、溝
状腐食を抑制できることができる。
この方法は、Cu 添加が大きく関わっているにもかかわらず、この分野
では、Cu-S が論じられたことは殆ど無かった。
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現状のところ、溝状腐食のメカニズムは、当時の知見に沿った説明が
定着しており、Cu-S に関わる説明は全くなされていない。しかし、一部は
Cu-S に寄与しているのでないか？と思える部分がある。
溶接部分が選択的に腐食するのは、溶接部と母材部で、マイクロセル
（酸素濃淡電池と言っているものが多い）ができ、溶接部がアノードになっ
ている為と説明している 2-76)～2-86)。その原因として、1974 年に、すでに、加
藤らの報告 2-76)より、溝状腐食を起こしたものについては、溶接部分にあ
る「MnS 系介在物」の周囲に「S 濃化部」とか「S-rich 層」を伴っているため
と推定している。上述の①～③の対策の意味するところは、Cu による硫
化物析出であろうと推定されうるが、当時も今も、Cu-S の形成まで踏み
込んで述べられてはいない。
【（１０）オキサイド・メタラジー】
オキサイド・メタラジー2-87)-98)というのは、高村、溝口の両氏から、1990
年頃に提唱されたものと推定される。製鋼工程中（脱酸時）に、不可避的
に鋼中に分散してしまう残存酸化物を、析出物の核、特に、MnS の析出
核として活用し、残存酸化物の無害化と、析出コントロールを同時に実現
するというものである。
実は、これらの発表内容に先んじて、数々の類似研究がある。酸化物、
非金属介在物を活用にした複合析出物化 2-99)や、フェライトの発生核とし
て活用する研究 2-100)、やや関連するが、すでに析出した析出物を核に、
新たな析出物が析出する研究群は、昔から数多くある。
しかしながら、高村、溝口らの研究、および、考え方は秀逸であり、現
在、広く受け入れられている。その理由は、以前に行われた発表群は、
個々の現象の説明に留ったものが多く、全体観を説明するものではなか
ったためであると思われる。彼らは、上記の考え方を、溶接部分、母材、
析出物コントロールに至る分野まで、一般化、汎用化できる概念を提示し
ている。
しかしながら、彼らの報告には、Cu-S 析出は出てこない。彼らの複合
析出の考え方の根本は、「サルファイド・キャパシティ」を有する酸化物か
ら、温度が下がってくると、酸化物と硫化物が分離するという点である。
Mn 系酸化物（例えば、Mn-Si 酸化物）は、溶鋼時には、溶融酸化物として
存在し、その際、S を固溶しており、溶鋼が凝固して、酸化物も固体にな
る段階で、MnS を酸化物表面に晶出するというものである。
【（１１）リサイクル】
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スクラップを使った製鋼を志向する場合、スクラップ使用比率が増すほ
ど、スクラップ起因の Cu や Sn が高濃度に混入する。Cu や Sn は、精錬
工程で除去しにくい為、その挙動を調査する研究が、1990 年頃から現在
も尚、続いている。Cu による表面欠陥や表面脆化（Cu 疵と呼ばれるもの）
に関するものや、Sn による靭性劣化に関するものが取り上げられてきた。
本論文では、微量 Cu が関わる硫化物析出現象する点が関連するので、
リサイクル分野での Cu に関わる内容につき触れる。
技術的な分類では、【（１）赤熱脆化・表面脆化 2-1)- 15)】や【（２）表面欠陥
（Cu 割れ）等】と大いに関連するところである。ここの小分類では、特に、
リサイクルの観点に基づいた研究を指すが、スクラップ由来の Cu 混入の
観点で、鋼中に Cu が含有された場合の様々な特性について精力的な調
査が為されてきたが、Cu-S について述べられたものは、殆ど無い 2-101）～
2-103)
。
【（１２）薄スラブ鋳造（ストリップ・キャスティング）材 1-10)-17）における
Cu-S 析出】を論じたものが、最近多く発表されている。
上述の【（１）赤熱脆化・表面脆化 2-1)-2-15)】、【（５）鋼材や鋼板での Cu-S】
【（７）Cu 析出を使った高強度化の観点で、Cu の役割を論じたもの】、【（１
０）オキサイド・メタラジー】等に深く関連する現象と思われるが、最近、数
多く発表されている為、この小分類を立てて概説する。
この分野の報告が増えている背景には、最近の技術動向として、薄ス
ラブ鋳造技術が認知されてきたことがある 1-10)-17)。薄スラブ鋳造（strip
casting）とは、薄い鋳片を作り、直結化した熱間圧延機に、鋳片を直送し、
熱間圧延も行う技術である。1980 年代には、電炉鋼ベースで形鋼や棒鋼
に適用されていたにすぎなかったが、米国のミニミル業界で、板を製造す
ることに適用されて以来（1990 年前後）、盛んになっている技術である。
製造されるスラブ厚みが薄いゆえに、抜熱が速く、従来型の製鋼・鋳造
技術と、製造時の熱履歴が異なる。
この分野における報告の特徴は、薄スラブ鋳造材には、微細な
【Free-standing 型】Cu-S が析出するというものである。鋼中に Cu 量が、
不純物レベルから 0.1％レベルまでの範囲内で検討されており、主に、
TEM の観察に基づき、形態や機械的性質を述べている。
但し、報告の論調は、微妙に変化しているのが興味深い。当初は、延
性が劣化するのは、Cu-S が析出している為であるという報告 2-104)から始
まり、現在では、Cu-S を使った析出強化によって、積極的な高強度化を
図るという論調 2-105)-120)になっている。
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以下に、個々の報告について、詳細を述べる。
A. Guillet et al.2-104)は、0.03～0.14％Cu を含有した低炭素鋼を薄スラブ
鋳造で製造した際に、【Free-standing 型（単独析出型）】の微細 Cu-S が
析出することを報告している。MnS への【Coating 型】の Cu-S については
記述がない。通常製造された鋼板に比べて、この技術で製造された鋼板
の延性が劣化することにつき、Cu-S による析出硬化が原因としている。
Cu-S の析出温度は、as-cast 材に見られることから、高温で形成され、
巻取温度域（700～600℃）で一部溶解して、バッチ焼鈍域（600～700℃）
で再析出するというような推定を展開している。熱力学的な観点では、や
や論旨に無理があると思われる。
一方、Z. Liu や小林らの検討 2-105)-118)、120)も興味深い。彼らは、電炉鋼
ベースの製鋼材、つまり、スクラップを製鋼材料に使った際に混入する
Cu を主な研究対象としているので、Cu 含有量の多めの低炭素鋼（0.07～
0.12％Cu）に対して、低 P レベル（0.01％P）と高 P レベル（0.1％P）の場合
の２種類の鋼材で、薄スラブ鋳造材における Cu-S 析出を報告している。
上述の A. Guillet et al.2-104)とは対照的に、Cu-S の微細析出物によって、
鋼板の強度を上げられるという積極的な解釈で一貫している。ただし、こ
れらの報告時期は、私が発表し始めた後 1-21) -26）,1-32)に位置する論文群で
もある。
彼らの報告は、酸化物との複合形態の報告 2-105)から始まり、本博士論
文中で述べている２種類の形態の Cu-S、都合３種類の Cu-S に関する内
容が報告されている 2-108),115),118)。つまり、酸化物に複合して析出する
（Mn,Fe,Cu）S、MnS に【Coating 型】で析出する Cu-S、【Free-standing 型】
の Cu-S（板状型と球状型があると報告）が述べられている。ひとつめは、
オキシ・サルファイド（酸硫化物/Si 酸化物中に硫化物成分が固溶した状
態）が形成された後に、δ相～γ相で、Cu-S を含む（Mn,Fe,Cu）S が酸化
物表面に分離してくると説明し、ふたつめは、γ域でも低温か、α域で析
出すると推定している。三つ目は、板状型はγ域で、球状型は、α域で
析出すると推定している。特に、球状の微細 Cu-S は、薄スラブ鋳造まま
状態で、特に多く見られるが、1200℃3 時間で焼準する（炉冷）と少なくな
ると述べている 2-116)。これらの析出は、急冷で過冷却の凝固がなされる
時に起きやすいと推定している。メカニズムとして、P 量が多い場合、急
冷凝固中に、硫化物析出（MnS）を遅延させることによって、Cu や S が過
飽和状態になる為、低温域で析出すると推定している。但し、温度の明
示はなく、彼らは、γ域やδ域の熱力学データを使った推定によって、γ

44

域～α域の温度域で析出し、α域で析出すれば、Cu-S は微細になるで
あろうと予想している。
Cu-S の析出が低温で起こると言っているのは、本博士論文をはじめ、
私の一連の報告群 1-21)-49)と、前述の【（５）鋼材や鋼板での Cu-S】や、や
や形色が違うが、【（８）タイヤの内部に組み込まれるスチールコード 2-66)】、
および、この報告しかない。
しかし、Z. Liu や小林らの検討 2-105) -118)、2-120)は、Cu-S は、数種類あって、
その中の、【Free-standing Cu-S】が低温で析出すると言っているだけで、
本論文で触れる、【Coating Cu-S】も、【Free-standing Cu-S】も低温で析
出するという論旨とは、厳密に言うと異なる。
また、最近は、Cu-S を熱力学計算によって予測できるとする報告も見
られる 2-119)。Cu-S は、平衡状態に到達しえない状況で析出すると報告し
ている。彼らの推定として、Cu-S 析出は、MnS 中に固溶する Cu（オキサ
イド・メタラジーの分野でよく使われる、サルファイド・キャパシティという考
え方に酷似した考え方）が、溶解度が低い為に、MnS と地鉄の界面に集
積するためであると推定している。
ここまでが、2007 年 12 月段階での、過去の Cu-S に関する研究群のレ
ビューとなる。ここで言う、過去というのは、私の発表以前（1997 年以前）
のものを指す。また、ここでは、Ti 添加系における Cu-S の詳細は積極的
には述べなかった。改めて、２．３項で、その詳細を述べる。過去の報告
をまとめると以下のようになる。
(a)【Cu-S 析出現象】
Cu-S の析出に関しては、過去から報告されている内容であって、
Cu と S が Cu-S が形成すること自体は、新しいことではない。
(b)【Cu-S の形態】
析出形態は、個々のレポートでは、全体を網羅して報告してい
るものは皆無であり、下記①と②のいずれか一方の形態しか述
べられていない。これらの報告について、全体を総合し統一的な
説明を行うと、以下のように大別できる。：
①すでに形成されている析出物を一部または全体を覆う
ように析出する、【Coating 型】Cu-S と、
②個々が単独に析出する【Free-standing 型】Cu-S の２
種類である。
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更に分けると、上記①が、①-(a)酸化物（Mn 酸化物、Mn-Si 酸
化物等）と複合的に析出するもの、①-(b)MnS と複合的に析出す
るものに分けられる。
また、これらとは別に、本質的に硫化物中に Cu が混じっている
のか、または、Cu-S が混じっているのか、それとも、TEM や SEM
の像の質の問題で、微細構造が分離できないのかは不明であ
るが、例えば、(Mn,Cu,Fe)S のように記載されるものもある。多く
の場合、前者であるが、古い報告群には、後者の場合も散見さ
れる。
(c)【Cu 量】
過去文献における、Cu 濃度は、ごく一部を除けば、高いレベ
ルである。本博士論文にて報告する「極微量 Cu」、つまり、不純
物レベルで混入する、0.01％Cu 程度の Cu は、一部を除いて、過
去の研究報告においては、殆ど、実験対象から外れている。
つまり、鋼中に 0.1％以上混入したものか、それ以下であった
場合でも、溶接棒由来の Cu が混入したり、スケール直下に Cu
が濃化するような Cu 濃度が高い材料を使って議論されてきたも
のである。
一方で、Cu が極微量レベルに含まれる場合に、Cu-S が析出
すると報告している事例もある 2-4), 5), 34), 38),39)。
0.02％Cu 以下における熱間脆性の破面観察時に、(Mn,Cu)S
や(Mn,Fe,Cu)S が観察される 2-4）とか、【Free-standing 型】Cu-S
がγ粒界に沿って析出するという報告事例 2-5)がある。また、
0.02％Cu 未満の含む HSLA 鋼では、酸化物、MnS や Ti(C,N)等
と複合して析出する 2-34）とか、鉄鉱石由来の Cu が鋼中に 0.03
～0.05％含んだ系において、【Coating 型】Cu-S が析出するとい
う報告事例 2-35)がある。電磁鋼板での検討で、【Free-standing 型】
Cu-S が、微量 Cu 含有でも析出する点が報告されている 2-38),39)。
いずれにせよ、上記(b)に示したように、極微量 Cu 含有の系で
も、Cu-S の形態として、①【Coating 型】と、【Free-standing 型】を
同時に述べているものは無い。
(d)【Cu-S 析出温度】
鋼が解けているような温度域または凝固時～オーステナイト
相の高温域を、Cu-S の析出温度として報告している。低温域で
析出していると言っているものは皆無であった。
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高温で析出したと述べた、具体的なメカニズムとして提示さ
れている数例を以下に提示する。
(i)「熱延板サブスケール中の反応 2-2)」 （1100～1300℃域）
2MnS + 4Cu + O2 → 2Cu2S + 2MnO ・・・・ (2-1)
(ii)「溶接 2-25)」 （溶接時）
2FeS + 4Cu + O2 → 2Cu2S + 2FeO ・・・・ (2-2)
(iii)「電磁鋼板 2-36)」 （自由エネルギーから 1100℃域と推定）
2Cu + FeS → Cu2S + Fe
・・・・ (2-3)
2-38)
(iv)「電磁鋼板（3%Si 系） 」 (1200～1400℃域と推定可能)
log[Cu]2[S] = -103550/T + 60.58
・・・・ (2-4)
(f)【Cu-S の Cu/S 元素比（化学量論組成）】
単に Copper Sulfide と述べている他に、具体的に、化学量論
組成まで明記してある報告がある。
Cu2S2-2),3),28),37),39),132)と Cu1.8S (digenite I)2-25),35)については多く
の報告がある。一方で、その他の組成についても、報告事例が
ある。Cu1.0S (covellite) 2-34)、Cu9S52-39)、Cu1.6S2-53)、(Mn,Cu)2S2-40)、
Cu8S5 (geerite)1-21)-49)等があり、Cu2S ではないと報告している事
例もある 2-26)。要は、Cu-S の元素比については、統一見解が取
れていない。
(g)【Cu-S の析出量に関するもの】
電磁鋼板分野において一例のみ報告例がある。酒井ら 2-39)
は、電磁鋼板にて、0.025％S、0.01％Cu でも【Free-standing】
Cu1.8S が形成されると報告すると共に、形態別定量により、
Cu-S 析出量は、S 含有量 250ppm のうち、18ppm 分であると述
べている。ただし、【Coating Cu-S】には触れていない。
(h)【最近の報告例（1997 年以降）】
溝口らの研究と、劉と小林らの研究では、本博士論文で述べ
る内容に近い内容まで漸近してきている。
まず、溝口らのグループの報告を述べる。彼らは、スクラップ
を使った鋼の材質について報告しており、4～１０％も Cu が含ま
れた鋼において、MnS の周りに、ε-Cu が【Coating 型】で析出
し、微細なε-Cu も併せて析出すると述べている 2-48),50)。一方、
山本らは、0.3～4％Sn が含有しているが、Cu が殆ど入っていな
い鋼（0.002％Cu）において、【Free-standing 型】Cu-S と、
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（Mn,Cu）S の合体型の２種類が析出すると報告している 2-49)。
Cu-S は、900～800℃以下で析出すると推定している。
次に、劉と小林らのグループの報告 2-105)-118),120)を述べる。彼
らは、薄スラブ鋳造材での Cu-S 析出について報告をしている。
Cu 量は、0.07％～0.12％を含有している鋼において、薄スラブ
の as-cast 材（一般の CC 材と比べて、急冷系）では、50nm 以
下の Cu-S が析出すると報告している。MnS の析出温度よりも
低温と述べており、Cu-S が微細析出するのは、MnS 析出量と
関連しており、MnS がγ域で多く析出する際には、Cu-S の析出
は抑えられ、MnS の析出が抑制された際には、Cu-S 析出が促
進されると説明している。
ここで、本博士論文で述べる「Cu-S」と、過去文献との彼我を明確にし
ておく。過去文献の範囲が広範囲に渡ると共に、Table 2-4 に示すように、
まとめることができる。但し、Ti 添加系は除き、Ti 無添加系の鋼材におけ
る Cu-S に関する違いを明示したものである。
要は、過去の研究は、個々のレポートとしては、完結しているものの、
硫化物析出挙動という観点で見直してみると、類似の実験結果を含めて、
全てを包含するように合理的には理解できない。形態、析出温度、Cu/S
比等、基本的な点を取り上げても、まだ、統一的な理解がされているとは
Table 2-4 ： Cu-Sに関する、過去文献と本博士論文の違い（Ti無添加系）
項目

過去文献

本博士論文での論点

Cu-S析出現象

CuとSが硫化物を形成することは、新しいことではなく、過去に報告事例が数多く存在する

Cu-Sの形態

全部まとめて示すと、以下の①～③であるが、
個々の論文では、以下のすべてが記載されたも
のはない（私の最初の報告(97年)以前に）。
①【Coating型】（MnSに、or、酸化物に）
②【Free-standing型】
③硫化物に固溶した状態（例：(Mn,Cu)S）

Cu量

殆どの場合、意図的な添加や、スクラップ由来の
混入を基本とするので、0.05％以上。
極微量レベルで0.01％。
0.02％以下の極微量レベルの報告事例もある
が、上記①～③を同時に、特に、①と②を同時に （不可避不純物として、鋼中に含有するレベル)
報告しているものはない。

Cu-S析出温度

殆どの場合、鋼が溶解する温度域または凝固域 α域の低温。
～γ域の高温域と推定。報告例の中には、α域 BNの析出温度以下であり、WQでも析出するくら
と述べているものもある。
い低温域である、Cuは硫化物形成能が強い。

様々な元素比が報告されている。
Cu-SのCu/S元素比 Cu S、Cu S (digenite I)、Cu S (covellite)、
2
1.8
1.0
（化学量論組成）
Cu9S5、Cu1.6S、(Mn,Cu)2S等
Cu-Sの析出量

左記の①と②

Cu8S5

電磁鋼板分野に一例のみ報告事例がある。但
し、【Free-standing型】のみを対象としたもの。全 Cu-Sとしての析出量は、全S析出量（約70ppm）
S量250ppmのうち、Cu-S析出分は18ppmと述べ の約１/３を占めており、無視できない量である。
ている。
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言えない状況にある。
本博士論文の一角を占める「Cu-S」については、過去との相違点を含
めて、合理的に説明することを目指して行ったものであり、本博士論文の
特徴を、過去文献と比較しながら述べると以下のようになる（詳細は、４
章以降の実験結果を参照されたい）。
【Cu-S の形態】
本博士論文では、過去文献内では同時に述べられてこなった、①
【Coating 型】、②【Free-standing 型】の２種類につき、初めて明示する。
【Cu 量】
不可避不純物レベルの 0.01％Cu 含有鋼で、Cu-S が析出することを示
し、かつ、上記①②の形態が存在する点を初めて述べる。
【Cu-S 析出温度】
MnS 析出温度以下、BN 析出温度以下であり、α域の低温域である点
を述べる。併せて、Cu-S は、WQ 過程で析出できるくらい低温析出可能で、
かつ、Cu は、硫化物形成能が大きい点を示す。
【Cu-S の Cu/S 元素比（化学量論組成）】
従来から言われてきた組成とはやや異なり、Cu8S5 であることを示す。
【Cu-S の析出量】
過去に報告事例は殆ど報告がなかったが、Cu-S の析出量について定
量的なデータを提示し、硫化物析出挙動を正確に理解するには、Cu-S
析出量は無視できないことを示す。Ti 無添加系で、今回、取り扱う系では、
全 S 析出量に対して、約 1/3 を Cu-S が占めることを示し、Cu-S 析出す
る重要性を指摘する。
２．２． Copper Sulfide と明示していないが Copper Sulfide の存在を示唆
する過去知見と、TEM に起因すると思われる誤った判断
本博士論文の中のひとつの柱として、極微量 Cu の添加でも Cu-S を形
成することについて述べる。
Cu-S については、注意深く観察できれば、誰もが、Cu-S の存在に気
付き、その詳細なる検討が既に為されているはずである。しかしながら、
どちらかと言えば、Cu-S が意識されることが少なかったというのが実態
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である。また、２．１項で述べたように、意図的な Cu 添加や含有した系に
おいては、Cu-S の報告がされてきたものの、統一的な説明ができていな
い。
本博士論文では、Cu-S の統一的な解釈も、目標のひとつとしている。
そこで、どうして、微量 Cu や、Cu-S 析出に関する研究が、ある意味、深
い研究もされずに放置されてきた背景につき、TEM、SEM の電子顕微鏡
技術や EDX 手法等や、その観察手法、装置的な限界の観点から、推定
する。
考えられる原因は、EDX スペクトルにおいて、Cu ピークを、析出物由来
と解釈せずに、TEM に由来するゴーストピークと見なすことが多いこと、
同時に、マトリックス由来の Fe ピークを、S と結合する等の恣意的な解釈
に使うことが多く見られるからと推定している。
以下では、実体験に基づく説明を行い、その後、その背景を詳細に説
明する。
まず、説明を始める前に、Fig.
2-7 に、EDX スペクトルに見られ
る Cu ゴーストピークについて触
Fe-Kα
れる。
このスペクトルは、鉄鋼材料
の薄膜サンプルのマトリックス部
Cu-Kα
分を EDX 分析したものである。よ
って、マトリックス由来の Fe ピー
0.9keV
クが高く、振り切っている。一方
8keV
（Cu-L）
（Cu-K）
で、このサンプルは、Cu 含有鋼
Fig. 2-7： Cuゴーストの例
ではなく、鋼由来の Cu ピークは
（薄膜TEMサンプルで
無いはずなのに、8keV 付近に
マトリックス（Fe）を測定した）
Cu のピークが見られる。これを
ゴーストピークと呼ぶ。タングステン電子銃の TEM では、今でも、こういっ
た Cu ゴーストピークが見られることが多い。そのため、鉄鋼材料を薄膜
サンプルを使って、TEM-EDX 分析を行う場合には、Cu ピークは TEM 由
来のゴーストピークとして見切ることがある。同時に、マトリックス由来の
Fe があまりに多く検出されてしまうので、析出物からの混入があっても、
それを析出物自体に由来するか否かを実質判断できないことが殆どであ
る。
この知識を持った上で、Fig. 2-7～2-9 の EDX スペクトルを解釈してみ
る。鉄鋼材料中に、極々普通に見られる球状の析出物であって、形状か
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（ﾏﾄﾘｯｸｽ？）

MnS
（Mn/S比が約１）

Fe-Kα

S-Kα Mn-Kα
（TEM由来？）

Cu-Kα
8keV

0.9keV

（Cu-K）
（Cu-L）
Fig. 2-8： EDXのスペクトル例（１）
（薄膜TEMサンプル）
（TEM由来？）
（ﾏﾄﾘｯｸｽ？）

Cu-Kα

S-rich MnS？ Fe-K
α
or (Mn,Fe)S？
S-Kα
Mn-Kα
Cu-Lα

8keV

0.9keV

（Cu-K）
（Cu-L）
Fig. 2-9： EDXのスペクトル例（２）
（薄膜TEMサンプル）

FeS？
存在するのか？
（ﾏﾄﾘｯｸｽ？）

S-Kα Fe-Kα
Cu-Lα

0.9keV

（TEM由来？）

Cu-Kα

8keV

（Cu-K）
（Cu-L）
Fig. 2-10： EDXのスペクトル例（３）
（薄膜TEMサンプル）

らすれば、MnS に間違いないと思っ
て実施した TEM-EDX スペクトルで、
薄膜サンプルを使った解析例であ
る。
以下の解釈は、あくまでも、定性
的な解釈である。EDX スペクトルの
S ピーク、Mn ピーク等を使った推定
で話を進める。それを行うことがで
きる背景には、定量の際に用いる
Cliff-Lorimer のｋ値 2-121)が、S～Ti
まではほぼ同じで、S と Mn でも、約
20％程度しか違わないので、S ピ
ークに対して、Mn ピークがやや低
めに見られるものの、ピーク高さで
判断すれば、半定量～定性的な議
論が可能になるからである。つまり、
やや S ピークが高いものの、Mn ピ
ークと S ピークがほぼ同等ならば、
MnS が析出している事実を目測で
判断できる。
硫化物の同定に関する、以下の
誤解は、Cu-S の存在を認識しない
と、起こりうるものであると言える。
まず、Fig. 2-8 は、簡単な事例で
ある。S ピークと Mn ピークがほぼ同
じ高さになっており、定性分析をし
なくても、MnS と推定できる。その際
に、Fe ピークはマトリックス由来、
Cu ピークはゴーストピークとして見
なして、多くの場合、考慮に入れな
いと思われる。
次に、Fig. 2-9 は、Fig. 2-8 の例よ
りもやや小さめの析出物に多い例
であるが、S ピークが Mn ピークに対
して、３倍から４倍程度高い、S-rich
の MnS と解釈するか、もしくは
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（Alメッシュ）

（Mn,Fe）S と解釈する場合があると思われる。前者の推定は、Fig. 2-8 の
場合と同様に、Fe ピークと、Cu ピークを考慮に入れずに行った推定であ
る。一方、後者は、Fe ピークがマトリックスのみに起因するのではなく、析
出物由来の Fe ピークがあると推定して、Mn による MnS だけでは固定で
きない S を、FeS として固定しているはずであるという仮定に基づく解釈で
ある。実は、いずれの解釈も正しくない。Cu ピークをゴーストピークと見切
った場合に、起こりうる間違った解釈例である。
次の例、Fig. 2-10 は、もし、Cu-S 析出を知らない前提で見れば、非常
に奇妙なスペクトルに見えると思われる。
EDX スペクトルは、S ピークはあるので、硫化物であるのは確実である
が、Mn ピークが全く無い。一見すると、硫化物を構成する金属元素が見
当たらない。多くの場合、まず、Cu ピークは、TEM 由来するゴーストピー
クであるとして見切る。次に、Fe ピークは大部分がマトリックスに由来す
るであるが、一部は、この硫化物を固定するために使われているはずだ
と解釈して、FeS を形成していると誤認してしまうことが多い。もしくは、単
に硫化物と表現する例もある。これらの解釈も正しくない。
実際、商用鋼において FeS は存在しない。存在しないように成分設計
しているからである。存在していれば、熱間圧延時に、表面が割れたり、
エッジに微小なクラックが入ったりして、状況によっては、熱間圧延時のト
ラブルになることは周知の事実である。そのため、熱間加工時に容易に
伸びて、脆化しないように、Mn を添加して、MnS とか、（Mn,Fe）S とするよ
うに成分設計を行った上で生産をしている。
Fig. 2-7～2-9 の結果から、Fe ピークの解釈が重要であることが推測
できる。すなわち、薄膜
サンプルで評価する限
（TEM由来？）
り、マトリックスに起因す
Cu-Kα
S-Kα
る要素が大きすぎて、
析出物由来分が考察で
Mn-Kα
きない。よって、マトリッ
Cu-Lα
クス成分（Fe）の影響を
カットするために、レプリ
カサンプル（後述の３．
0.9keV
１項参照方）を使って、
8keV
（Cu-L）
（Cu-K）
TEM-EDX 分析を行って
Fig. 2-11：レプリカサンプルのEDXスペクトル（例） みた。
（Al支持膜、Cuメッシュ）
Fig. 2-11 は、アルミ支
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持膜、Cu メッシュで固定した、２段レプリカサンプルの一例である。レプリ
カサンプルゆえに、鋼板由来の Fe ピークがなくなる。見られるピークは、
S と Mn、および、Al と Cu である。
ここで、Al は支持膜由来であり、Cu は、メッシュ由来であるため、考慮
の対象外となる。そのため、EDX スペクトルから、定量分析を行うと、S が
70％程度になってしまうが、S-rich MnS と誤って解釈してしまうことが多
い。
もし、Fig. 2-11 の解釈が正しいとすると、Fig. 2-9、2-10 を翻って考えて
みると、これらの例の Fe ピークはマトリックス由来が殆どであって、S ピー
クの結合している金属元素から、Fe は外すべきであろうという点も導くこ
とができる。結局、Fig.2-9、10、11 は、硫化物形成の為の金属元素がは
っきりしない硫化物か、S-rich の MnS という解釈に陥ってしまう。
また、一方で、この結果をよく考えてみると、少し、居心地が悪い解釈
であることにも認識できるはずである。MnS は、鉄鋼分野の教科書では、
当たり前のように、Mn：S＝１：１であることを前提とした書き方をしている。
MnXS と言った表記があまりなされていない事実や、非化学量論組成を前
面に出した議論が、過去において殆んど存在しない事実とは、Fig. 2-9～
11 の結果が合わないからである。
化学量論組成については、従来から当然視され続けているので、なか
なか、明示してある論文に遭遇できないが、例えば、G. S. Mann & L. H.
Van Vlack は、鋼中の FeS と MnS の硫化物の系統的な研究の中で、MnS
か、FeS は、化学量論組成に近い組成、つまり、１：１の組成であることを
述べている 2-122)。また、鉄鋼材料中の MnS ではないが、鋼中に存在する
と同じ結晶構造のα-MnS の非化学量論組成について、電子材料の観
点で、L. I. Ryabinkina & G. V. Loseva の報告がある 2-123)。α-MnS の非化
学量論組成は、MnXS が、X が、0.9～1.25 での電気特性が述べられてお
り、格子パラメータや、半導体の電導型は変わらないと報告があり、かつ、
(FeXMn1-X)S が、X≦0.5 での抵抗率の報告がある。要は、MnS や、
(Mn,Fe)S における、Mn：S、および、(Mn＋Fe)：S が、化学量論組成、つま
り、１：１に近い値であることを示すと共に、理論的には、(Mn,Fe)S は、
Mn：Fe が 50：50 までは、存在しうることを示している。
したがって、Fig. 2-9 や 11 のスペクトルを使って、S-rich MnS と同定す
するのは、金属学的にはありえない。また、Fig. 2-11 の結果から、少なく
とも、ここで示した鋼中硫化物には、Fe が含まれていないと推定できるた
め、(Mn,Fe)S として解釈するのも無理があると言える。
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実際には、Cu が硫化物形成元素である点を見落としているのである。
Cu はゴーストピークに紛れているため、積極的に Cu を意識して解析しな
い限りは、その存在に触れずに終わってしまう。しかしながら、このことは、
必ずしも、全ての鉄鋼研究者に共有された知識になっていると言い難い
のが現状である。
さて、Cu-S を積極的に、鋼中硫化物として取り上げず、ある意味、無
視され、認識されてこなかった背景には、特に、TEM にある程度詳しい人
たちが、EDX の Cu ピークを有意のデータとして認識できずに、Cu を無視
してしまい、ゴーストピークとして解釈することが多いことと関連付けて説
明できないだろうか。
電顕に詳しい人ほど、知識があるが為に、逆に、EDX スペクトルを素直
に読み取らずに、Cu ピークを、TEM 由来のゴーストピークと認識してしま
う危険は無いだろうか？
こういった推定は、私なりの解釈であるが、理由がないわけではない。

①TEM由来のCu
（電子線の広がり起因でポールピースや、真鍮製のサンプルホルダーから）

Pole Piece
(Cu-containing)
Upper
Electron
Pole Piece

(a)EDXスペクトルのCuを
不可避なピーク（ghost）と思い込む
EDX

（FE-TEM登場前は、ある程度は避けられなかった)

(sample)

S

Lower
Pole Piece

②レプリカ由来のCu

2

（汎用的にCuメッシュ（グリッド）を利用)

(replica sample)
Cu grid

③薄膜サンプルのマトリックス
成分（Fe）の解釈

S-richのMnSと誤解
Mn

6

(Cu)

8

(keV)

Cuを検出するには、、、、
(1)電子線の広がりが少ない電子銃の活用（FE）
(2)レプリカの場合、Cu以外のメッシュを使う
(b)EDXスペクトルのFe（マトリックス由来）
を、FeSと間違って解釈する
→Cuを不可避なピーク（ghost）と思い込む
(Fe)

S

（Mn,Fe)Sと誤解
Mn

2

(Cu)

6

8

(keV)

Fig. 2-12： 鋼中硫化物のEDX分析の際、
Cuピークを不可避的なピーク（ghost）と誤解する背景（推定）
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その理由と推定される事項を、Fig. 2-12 に概説的に示した。すでに、
Fig. 2-7～2-11 に間接的には示されており、わかりやすく整理したもので
ある。
まず、TEM 内の部品・部材は、Cu を含む材料で作られている部分があ
り、それらに由来する不可避な Cu ピークであるという思い込みが強い。
例えば、ポールピース周りや、真鍮製のサンプルホルダーには、Cu 合金
ゆえに Cu が含まれている。また、かつての TEM の電子線源はやや広が
りがあったことは否めない。
歴史的には、W フィラメントの熱放出型、LaB6 フィラメントの熱放出型、
FE 銃（電界放出型）という順に、電子線の広がりが少なくなり、収束ビー
ムが実現してきている 2-124）。しかし、今でこそ、FE 銃が主流になっている
が、電子銃は、用途や予算に応じて選んでいるのが実態である。ほとん
どが W 熱放出型のチップを使っていた時代（1980 年代以前）を経て、
徐々に LaB6 や FE 銃が普及してきたが、過去の経験や、諸先輩方からの
技術伝承等から、電子線の広がりが大きい時代以来の“伝統”の影響は
大きく、EDX スペクトルにおける Cu の微小なピークを、電顕由来のゴース
トピークと判別してしまうことが多いと推定される。
鉄鋼材料の析出物を観察するには、薄膜サンプルと、レプリカサンプ
ルがある。レプリカサンプルの外観は、Fig. 2-13 に示す通りである。Fig.
2-14 には、メッシュに加工される金属種毎のメッシュサイズの対応表を示
した。
目的・用途によって、TEM サンプルは使い分けているが、鉄鋼材料の
析出物解析の目的で、レプリカサンプルの作製をすることも多い。殆どの
場合、Cu グリッド 2-125）を活用する。レプリカサンプルの Cu グリッド由来の
ゴーストピークに隠れてしまって、析出物 Cu-S 起因の Cu を見落とす可
能性もある。Cu グリッドが使われる背景は、Cu では#400 メッシュの細か
いサイズは普通に市販されているが、他の金属のメッシュ（Be、Al、Ti、
Mo 等）は、細かいメッシュサイズのグリッドが製造することが難しい為、細
かくても、#200 程度まで
Cuメッシュに
しか存在しないためであ
保持された
２段レプリカ
る 2-125)。Fig. 2-14 に示す
サンプル
ように、汎用的に使う
ｚｚｚｚｚｚ
TEM 用メッシュは、Cu の
#400 メッシュであるのも
事実である。
Fig. 2-13： TEM レプリカサンプルの外観
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また、Cu メッ
シュの使い勝手
の良さは、細か
いメッシュが用
意されていると
ｚｚｚｚｚｚ
＃200
＃100
＃400
＃300
同時に、Fig.
メッシュ
メッシュ
メッシュ
メッシュ
40
穴サイズ ：45μm
2-15 に示すよう
50
穴サイズ ：30μm
μm
200μm
バーサイズ ：38μｍ
μm
バーサイズ ：33μｍ
に、グリッドの穴
40
ｚｚｚｚｚｚ
μm
周りが、平滑度
50
汎用的に用いるのは
87μm
μm
が良いために、
Cu-#400メッシュ
カーボン蒸着膜
Cu、Ni、Au （全サイズ）
であれ、アルミ
Al、Ti、SUS、Pt
蒸着膜であれ、
（#200まで）
細かいメッシュ（メッシュNoが大）は、
支持膜が、破れ
Cu等の限られた金属に限られる
Be （#75まで）
にくいことが挙
2-125),126)
Fig. 2-14： TEM用メッシュ
の穴サイズと材質
げられる。
Cu が滑らか
になっているのに対して、他の金属、特に、Al では、ギザギザである傾向
があり、支持膜が破れやすい傾向にある。そのため、支持膜を破らずに
観察する領域を確保する為には、Cu-S が析出するような系においても
（Cu-S は今まで意識されることが殆ど無かったが）、Cu グリッドを利用す
ることが多かった。当然、メッシュ材料起因の特性 X 線は出る為、Cu ピー
クは、レプリカ材からの不可避 X 線として理解されることは、避けられない
と推察される。
更に、非常に粗大な析出物（≧1μm）の場合には、TEM 観察の対象外
であるため、SEM 観察を実施することも多い。その際、TEM 同様に、SEM
由来の Cu ゴーストピークの有無を確認した上で、Cu ピーク（Kα、Kβ）が
加速電圧によっては、励起されずに見えない場合があるので、注意が必
要である。加速電圧が 15keV 以上であれば、問題は何もないが、加速電
圧を 10keV とした場合、理論的には、10keV 以下の特性 X 線を励起しう
るが、EDX 装置により、僅かなレベルの差があるが、実際には、７～８割
のエネルギーしか励起できない場合が殆どである。そのため、Cu-Kα、K
βピークが、8.1keV、8.9keV であることから、検出対象外になって、ピーク
自体が検知されない場合もある。
薄膜サンプルについては、Fig.2-7～2-11 に示したとおりで、マトリック
ス由来の Fe ピークが、スケールを振り切って存在するため、S ピークの相
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20μm

20μm

20μm

（拡大）

5μm
(a) Cu #400メッシュ

（拡大）

（拡大）

5μm

5μm

(b) Aｌ #200メッシュ

(c) Ti #200メッシュ

Fig. 2-15： TEM用メッシュのメッシュ孔部分のTEM写真

手を、Mn ピークが少しでも検出されれば、S-rich （Mn,Fe）S と同定し、Mn
ピークが見当たらない場合には、FeS とか、単に硫化物として、解釈され
ることが多い。
再度、Fig. 2-9、2-10 を見て、考えて頂きたい。Cu は当たり前のように、
ゴーストピークとして無視する傾向があるのも、ある種、我々に“刷り込ま
れて”おり、深く考えもせずに、S-rich MnS とか、S-rich (Mn,Fe)S とか、単
に硫化物としていることが無かっただろうか。Fe が多い硫化物は、熱間
加工時に物理的に伸びえないため、熱間加工時に割れを誘発したり、圧
延後の表面組織に激しい割れが出る。そういった表面割れが起こってい
ないのに、単に、Mn よりも、Fe が多い形の（Mn,Fe）S を同定したという報
告の中には、著しく高い S ピークの相手（Cu 以外の硫化物形成元素）を
無理矢理探して、辻褄を合せているという感じを払拭できない。
このような誤解は、上述のように、Cu ピークへ注意が払われない点、
および、マトリックス由来の Fe ピークを誤って理解している点は、問題の
根源に、Cu-S の析出をきちんと認識できていない点に基づいていると思
われる。
鉄鋼材料を、薄膜 TEM 観察を行い、EDX で析出物分析を行うと、S ピ
ークが異様に高く、Mn ピークが低くくても、マトリックス由来の Fe ピークが
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そもそも高い為に、(Mn,Fe)S とか、S-rich の MnS と述べているものがあっ
たら、【Free-standing 型】Cu-S か、【Coating 型】Cu-S である可能性が高
い（詳細は、４章を参照）。
レプリカサンプルならば、マトリックス由来の Fe ピークがなくなるので、
薄膜サンプル同様に、S ピークが異様に高く、Mn ピークが低いものは、
S-rich の MnS と表現しているものや、S 濃化層と言っているもの、および、
ひどいものでは、Sulfur ボールと表記されているものは、【Free-standing
型】Cu-S か、【Coating 型】Cu-S であろう。鉄鋼材料中に析出する MnS や
（Mn,Fe）S の化学量論組成は、Mn/S および(Mn + Fe)/S は、約１である
2-122),2-123)
。よって、S-rich の MnS は、結晶学的に存在しえない。
また、上記の事例は、硫化物形成元素として、Mn のみが添加されてい
る系であるが、軟質で加工性を優先する鉄鋼材料では、極々一般的に見
られる、Ti 添加系鋼材でも、同様なことが言える。極微量レベルの Cu で
あっても、硫化物形成元素として想定して、析出現象を解釈しないために、
辻褄が合わないことが往々にしてみららるが、目的意識を持って、データ
を見ないと、おそらく、多くを見逃していることになる。
典型的な例として Fig. 2-161-32）,37),42)を示す。この例では、Al 支持膜、Aｌ
メッシュの２段レプリカサンプルの TEM-EDX 解析の例である。Cu メッシュ
Edgeに付着するのは
Ti4C2S2と同定
②
Ti
(Al)
S
0

① S-rich
Ti

(Al)
0

8 (keV)

4

Cu

S

8 (keV)

4

Ti

S
③
S

Ti

(Al)
0

4

center

(Al)

S-rich

0

Cu
8 (keV) ④
S
(Al)
0

4

8 (eV)

Centerに位置するのは
TiSと同定

Ti
Edgeに付着するのは
Ti4C2S2と同定
4

8 (keV)

Fig. 2-16： Ti添加系の複合硫化物（TiSとTi4C2S2）の
EDXスペクトル （Al支持膜・Alメッシュのレプリカ）
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を利用していないので、ゴーストピークの因子が少なくしてある。なお、Ti
添加系鋼材では、硫化物を中心に、複数の析出物が一部を重ねるように
複合析出形態をとり、TiS が中央に位置し、Ti4C2S2 や MnS が、TiS に付着
するように析出する（２．４．１項を参照）。この点を踏まえると共に、更に、
従来からの考え方では、Cu ピークは、ゴーストピークと見なして、対象外
にすることが多いことを頭に入れて解釈してみる。
中央部の TiS が位置しており、エッジには、TiS と一部を重ね合わせる
形で、外側に成長した Ti4C2S2 が見られる（Center 部、及び、箇所②と④）。
ここには、Cu ピークが見られない。よって、この例では、ゴーストピークは
カットできていることを示している。
問題の EDX スペクトルは、箇所①と③の部分である。ここの部分には、
Cu ピークが見られる。また、Ti と S のピークに注目すると、S ピークが Ti
ピークよりも高いとことに気付く。すでに、箇所②と④、および、センター部
の EDX スペクトルで、この複合析出物が、TiS と Ti4C2S2 から構成されて
いることは明らかである。よって、TiS 由来の S と Ti なら、ほぼ同じ高さの
ピークを発し、Ti4C2S2 由来の S と Ti ならば、１：２で、Ti が高いピークを発
するはずである。よって、従来からの考え方に立てば、原理的に、S ピー
クが高いことは起こりえない。しかし、実際に、箇所①や③のピークに類
似する EDX スペクトルは、広範に見られる。注意深く見ると、Cu の関与や
Cu-S の析出が、Ti 系の複合硫化物の中に隠れていることが推定でき
る。
しかしながら、Fig. 2-8～10 で、Ti 無添加系で示した例のように、TEM
由来の Cu ゴーストが大きく検出される場合であれば、上記の現象は、ゴ
ーストピークの中に埋もれて見えない公算が高い。また、Fig. 2-16 の例
のように、箇所①と③の例ではゴーストピークが見られないが、箇所②と
④ではゴーストピークが避けられずに混入していると見てしまうと、Cu-S
析出に気づくことができない。
Ti 添加系の複合析出物に見られる Cu-S も、Ti 無添加系と同様に、意
識されず、無視されてきたのである。
しかしながら、少々厄介なのは、Ti 添加系の鋼材において、EDX スペ
クトルで、Cu ピークが無いものが報告されているものが、著者が確認した
分だけでも、少なくとも２報存在することである。S.V. Subramanian et al.は、
Ti 添加主体ではあるが、Nb も合わせて添加した極低炭系材料において、
STEM および TEM で、Al メッシュのレプリカサンプルを使って、硫化物を
EDX 分析した際のスペクトルを明示しているが、EDX スペクトルに Cu ピ
ークが無い 2-127), 12８)。このデータだけ見れば、Ti 添加系で見られる Cu ピ
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ークは、ゴーストピークと見なしてよい裏付けになっているように見える。
しかし、この例外的現象については、後述の４．３項（４）で説明する。因
みに、Ti 添加されていない系では、同種の報告は、私の見る限り、存在し
ない模様である。
また、一方で、過去文献に提示される文献の中には、Cu ピークがでる
8keV 付近の手前で、EDX スペクトルを切ってしまって、肝心の Cu ピーク
を見せないものも多く存在するのも事実である。要は、Cu をめぐる EDX
分析は、相当に混乱しているのである。
EDX スペクトルの Cu ピークの解釈が混乱していることを、２、３例だけ
紹介する。上述の２．１項にて既に触れたが、文献 2-4 にある EDX スペク
トルは、熱間脆性の研究において、破面に見られる析出物を SEM-EDX
で分析しているものである。S ピークが著しく高いのが特徴で、Mn ピーク、
Fe ピークがあるものの、S ピークに比べて低く、かつ、Cu ピークが認識で
きるにもかからず、MnS、(Mn,Fe)S と同定している。また、文献 2-71～72、
76～86 で取り挙げられている溝状腐食研究における、電縫溶接部の析
出物にも、その類似例が見られる。MnS の周りに、S ピークが著しく高い
領域があって、そこを S 濃化部とか、S-rich 層呼んでいるにもかかわらず、
Cu については触れられていない。興味深いのは、溝状腐食を抑制する
には、Cu 添加が有効であると知られているのに、Cu-S が観察対象から
外れ、S-rich 層ということが言われ続けてきたことである。また、文献
2-129～2-131 でも、EDX スペクトルで、Cu ピークは認識でき、かつ、S ピ
ークは著しく高いにもかかわず、やや低めの Mn ピークや Fe ピークをもっ
て、MnS とか、(Mn,Fe)S と判別されている。
こういった傾向が、未だに、終わっていないように思われる。
２．３． Ti 添加系における、Copper Sulfide に関する過去知見
本論文において、Ti 添加系鋼材において、Cu が不可避不純物レベル
の０．０１％の時、および、意図的添加時（０．０５％、０．１２％）の時に、
Cu-S 析出することを、４．３項で報告する。しかしながら、過去文献では、
Cu が硫化物形成元素として働き、Cu-S を形成することを報告した事例
は、例外的な１例を除き、殆ど無いと言える。数限りなくある Ti-IF 鋼に関
する文献 1-19),2-138）-187)（極微量 Cu に関わるもの）、および、Ti-IF 鋼ベース
に、積極的に Cu を添加してε-Cu 析出を活用したハイテン化に関する文
献 2-53)-63)においても、Cu-S に関わる発表は、確認できない。特に、不可
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避不純物レベルの Cu が含有されている Ti 添加系鋼材においては、
Cu-S 析出をについて触れたものは無い。
例外的な１例というのは、K. A. El-Fawakhry et al.2-132)による報告であり、
Cu 添加量が０．１％の Ti 添加低炭素系棒鋼において、Cu-S が析出する
と述べている報告である。彼らの報告では、カーボン支持膜・Cu メッシュ
のレプリカサンプルを使って、鋼中析出物を TEM と EDX で解析している。
Cu メッシュ由来の Cu のゴーストピークを明確に分離して議論できていな
い点にやや問題が残っている。つまり、Cu-S を議論していない部分にお
いても、彼らの EDX スペクトルは、全て Cu-K ピークが検出されているか
らである。この Cu ピークがゴーストピークではない点を明確には提示して
いない。
Ti 添加系（0.2％C-0.1％Ti-1.4％Mn-0.1％Cu）と、V 添加系（0.2～0.3％
C-0.12～0.15％V-1.2％Mn-0.1％Cu）において、板状に析出する Cu-S の
存在を報告し、更に、Ti4C2S2 や、V(CN)を EDX で解析する際に、Cu が見
られることをもとにして、Cu-S があると述べている。V 添加系では、Cu-S
は、Cu1S と同定しているが、Ti 添加系では、Cu-S を Cu2S と同定している。
メカニズムに関する記述はなく、Mn 添加量が１％以上であるにもかかわ
らず、MnS が析出せず、Cu-S が優先的析出することが興味深いとして事
実だけを報告している。板状で単独析出する Cu-S の析出は間違いない
であろうが、複合析出物を詳細には解析せず、析出物全体を EDX 分析し
て、Cu ピークがある点に立脚して議論を進めている点と、Cu メッシュ由来
のゴーストピークの分離が十分とは言えないため、Ti4C2S2 と Cu-S が複
合析出しているのか、Cu が Ti4C2S2 に固溶している形態かはよくわからな
い。
一方、森田ら 2-57）-61)は、Ti-IF 鋼ベースに、1％Cu を添加した系におい
て、500℃10 時間、640℃１時間処理では、TiS と Ti4C2S2 の複合硫化物と、
ε-Cu の析出が見られるが、720℃1 時間処理したサンプルでは、Ti(CN)
と TiS とε-Cu が複合析出する点を TEM 写真によって、EDX スペクトル
共に明示している。データを読み取る限り、１％Cu も添加した系では、
Cu-S 析出が起こるのではなく、Cu 析出が起こっているのかもしれない。
対照的に、岸田らの論文では、ほぼ同じ領域の研究で、Ti-IF 鋼に Cu
添加（ゼロ、0.7％、1.4％）した材料の熱延板には、Cu 硫化物はないと言
っている 2-53）。当該の論文には、TEM 写真や EDX スペクトルは載ってい
ないが、Cu 無添加（不純物レベルの混入あり）でも、Cu 硫化物が無いと
言っている点は、本博士論文と立場を異にする。また、1.4％Cu 添加系で
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は、Cu 自体が観察されないと言っている点は、上述の森田ら 2-57）-61)とは
異なった論調である。
また、E. S. Kayali et al.2-26)は、無添加～0.1％Ti 添加系の HSLA 鋼の溶
接部において、析出物解析をしたものである。つまり、溶接時に、溶接棒
の Cu めっきからの Cu の混入がある系であるが、Ti が多いときには、
Cu-S の析出がなく、Ti が少ない時には、MnS を【Coating】する Cu-S があ
ると報告している。これは、Ti 添加系では、Cu-S は無いと言っているのと
同じである。
それ以外の文献では、Cu が関わる析出現象につき、全く何も触れられ
ていない（２．４項で引用する論文を参照されたい）。おそらく、Ti 添加系
鋼材において、Cu-S 析出は殆どの場合で、全く意識されていないと思わ
れる。
２．４． Ti 添加系での析出全般に関する過去知見
本博士論文では、極微量 Cu が関わる硫化物析出を通して、Ti 添加 IF
鋼での硫化物析出挙動について述べると共に、従来から言われてきて、
定説になっていることについても、新たな考え方を提示する。つまり、微
量 Cu の関わる硫化物析出現象のみならず、従来から言われてきている
硫化物、炭化物、窒化物の析出挙動につき、新たな知見を加える。
本項では、Cu が関わる硫化物析出現象に触れず、Ti 添加系、特に、Ti
添加 IF 鋼における析出現象について、過去からの研究ですでに判明して
いて、従来知見として確立されている点につき、紹介する。
Cu による硫化物析出現象に触れないというのは、２．３項で示したよう
に、一例を除けば、過去文献に全く報告事例が無いためである。
２．４．１． Ti 添加系での【析出物全体】に関する、過去知見
まず、Ti 添加系鋼材、特に、Ti-IF 鋼に見られる析出物につき、従来知
見を示す。
軟鋼ベースで、いわゆる希薄系の成分系のものでは、Fig. 2-17 に示す
ように、従来から言われてきた析出物の種類は、
①窒化物： TiN
②硫化物： TiS、Ti4C2S2、MnS、状況により FeS（殆ど析出しない）
③炭化物： Ti4C2S2、TiC
があると報告されてきており、これ以外の析出物や相は無いと考えら
れている。また、硫化物では、焼鈍等の熱処理によって、複数の析出物
が一部を重ねるような形態で、複合析出物となる傾向がよく見られること
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TiN

硫化物は
複合析出物化する
Ti4C2S2 （その他： MnS）

TiS
TiS

TiS

TiC

TiS
Ti4C2S2

晶癖面を有する
直方体状

楕円状
～球状

TiSを中心に、Ti4C2S2やMnSが
付着するように析出

球状

Fig. 2-17： Ti添加系の析出物 （レプリカサンプル）

が知られている。また、Ti4C2S2 は、炭硫化物と呼ばれることも多い。な
お、本博士論文では、過去の報告で指摘されることがなかった、硫化物
析出挙動に、不純物レベルの Cu が引き起こす Cu-S 析出を加えた形で、
析出現象に関する、新しい考え方を示す。
詳細を説明すると、窒化物として、TiN が存在し、形態は、晶癖面を有
する直方体状の析出物である。単独析出物として存在する場合が多く、
TEM 観察時には、形状から容易に見つけやすい。複合硫化物の中に埋
もれている形態もある。大きさは、100nm 程度である場合が多い。
硫化物は、TiS、Ti4C2S2、MnS、状況により FeS があるが、FeS が見ら
れるケースは稀である。熱延板では、主に TiS が見られ、焼鈍処理（750
～850℃熱処理）で、TiS を核にして、複数の種類の硫化物が複合析出す
る傾向がある。
スラブ加熱温度域を低めにすると、Ti4C2S2 の析出が増えることが知ら
れている。焼鈍工程等の熱処理をされると、個々の硫化物が複雑に絡み
合って、複合析出物化することが報告されている。大きさは、TiS 単独で
も、複合硫化物でも、100～500nm 程度の範囲内である。TEM 観察の際
には、硫化物は容易に確認できる。硫化物析出現象に関する研究の主
流は、やはり、オーステナイト域での析出の違い、つまり、TiS や Ti4C2S2
の析出が、高温での温度履歴によって異なるという説明が殆どである。
過去文献では、これらの温度の高低や、Ti 添加量、Mn 添加量、および、
S 量によって、主体となる硫化物がどうなるか？という点では、報告があ
るものの、根本的な疑問として、【①Ti 添加系の鋼材において、どうして、
硫化物が複合析出物化するのか？】という点では、誰も明確な回答を示
してくれていない（Fig.2-18 参照）。
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Ti4C2S2

Ti4C2S2
TiS
Ti4C2S2

主にTi4C2S2

Ti4C2S2

TiS
Ti4C2S2

Fig. 2-18： Ti4C2S2の形態
様々な形があり、言わば、変幻自在
普通、析出物１個１個は、単結晶であるため、
晶癖面を持った構造（直方体状）か、球状であることが多いが、
Ti4C2S2 は１個として同じ形態がなく、不定形である

また Fig. 2-18 に様々な Ti4C2S2 を示したが、Ti4C2S2 の形状は、どんな
サンプルでも、毎回、【形】が違っていて、変幻自在である。ある時は、ど
ちらかと言えば、球状であったり、三日月型だったり、クロワッサン型であ
ったり、複数のクロワッサンがくっつきあって、ドーナツ状になったりする。
普通、鋼中析出物と言えば、それ自体は、単結晶であって、言わば、【大
きさ】だけが議論になる場合が殆どである。しかし、Ti4C2S2 は【形】も【大き
さ】も違うのである。エネルギー的な安定を考えれば、形態は、球状か、
状況によっては、晶癖面をもった直方体状である方が安定のはずである。
にもかかわらず、【②Ti4C2S2 が不定形であるのはなぜか？】という疑問に
も、明確な回答を示してくれていない。この例外的な析出挙動は、興味が
湧くところであるが、論理的な説明が為されてこなかった。本論文では、
この点についても、説明を加えたい。
最後に、炭化物は、Ti4C2S2 と TiC がある。Ti4C2S2 は上述のとおりであ
る。TiC は、球状の形態であり、大きさは、高々50nm 程度くらいで、多くの
場合、20nm 程度である。最近の Ti 添加極低炭鋼では、カーボン量が
20ppm 以下で少なくなってきていることもあり、Ti4C2S2 が TiC よりも、温度
が高い領域で、カーボンを固定することもあって、TiC は少ない感じを受
ける。そのため、TEM 観察では、積極的に探さないと見つかりにくい。
また、これらの析出物については、特に、TiN、TiS、Ti4C2S2、MnS、TiC
については、γ域や、α域の高温領域では、溶解度積等の熱力学データ
が色々提案されており、凡そ、析出挙動は捉えることができていると考え
るのが、この分野に関わる人たちの認識である。但し、熱力学データは、
現行の成分によくあるような、極低炭素、窒素の系、つまり、20ppm 以下
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で求められたものというよりかは、100ppm 以上の鋼を使って求められた
ものもあり、現行鋼種には、言わば、外挿して適用していることも多い。
全体観としては、この分野の知識は確立されたものと見なされることが
多い。しかし、実際には、細かい点では、色々と混乱があるのは否定でき
ない。
本博士論文では、微量 Cu が Cu-S 析出に関わるということを加えて、
上述の従来の考え方を、積極的に見直して、論理が破綻している部分や、
説明が困難な現象について、新しい考え方を提示する。特に、硫化物析
出現象であり、併せて、炭化物、窒化物の析出についても、新たに見直
す。
更に、従来の知見の中で、やや混乱している部分について、１点付け
加えたい。
炭化物なのか窒化物なのかという点について明示せず、炭窒化物とし
て表現されることがあり、実態は、窒化物なのか、炭化物なのかがはっき
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Fig. 2-19： TiNの観察例

Fig. 2-20： TiCの観察例

形態： 晶癖面を有する立方体状
～やや角が取れている形態
EDX： Tiピークのみしか確認できない
旧型EDX（検出対象≧11Na、1keV）
（レプリカ材：カーボン支持膜、Cuメッシュ）
EELS： TiとNが確認できる
（レプリカ材：Al支持膜、Alメッシュ）
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形態： 球状～楕円球状
EDX： Tiピークのみしか確認できない
旧型EDX（検出対象≧11Na、1keV）
（レプリカ材：Al支持膜、Cuメッシュ）
EELS： TiとCが確認できる
（レプリカ材：Al支持膜、Alメッシュ）

りしない場合が時折ある。つまり、窒化物（TiN）や、炭化物（TiC）とは明
示しないことが時折あって、TiCN とか、Ti（CN）という表記をするものが多
く見られることである。
これは、本当に、炭窒化物であると同定したものはむしろ少ない。使用
している EDX の性能によっては、軽元素が測定できないため、単に、Ti
のピークが見られたものを、TiCN と表記したものが多い。本来ならば、
TiC であり、TiN である場合が殆どである。Fig. 2-19～20 に示すように、現
在であれば、TiC か TiN を同定するのは難しくない。
しかしながら、10 年ほど昔以前においては、角ばったものを TiN、丸い
形態のものを TiC というような、やや乱暴な判断をしたり、析出物の大き
さや、実験の熱履歴等をもとに、判断することが多かった。正確な同定の
為には、使用する装置性能と、観察時のカーボン汚れ（コンタミ）、および、
レプリカサンプルを作製する際には、支持膜にカーボンを避ける等の工
夫が必要である。
EDX や EELS の装置性能は、年々進歩しているものであるから、振りか
えると、90 年初頭までは、EDX では正確に同定できなかったことが挙げら
れる 2-133)。また、EELS 装置も、市販されて間もないか、存在したとしても、
パラレル型ではなかった為、汎用的ではなかったためである 2-134)。現在
では、新しいタイプの分析装置（EDX や EELS）を使えば、TiC と TiN、
Ti(CN)をきちんと同定して、分けて議論することができるようになってい
る。
旧式の EDX が、炭素、窒素の同定が出来なかった理由として、90 年初
頭までは、EDX 装置の入口に、検出器（Si（Li）半導体、具体的には PN 接
合素子）を守るために、ウィンドウと呼ばれる Be から作られた、やや厚め
(a) 旧型EDXでのスペクトルの例

(b) 新しいEDXでのスペクトルの例

(Al mesh)
Ti
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(Cu mesh)
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C
0

2

4

6

8

(keV)

0

2

4

6

8 (keV)

Fig. 2-21： EDX装置によるスペクトルの違い
(a) 旧型EDXでのスペクトルの例 ：
11Na以上の重い元素が検出対象
つまり、≧1keVが検出可能で、
B、C、N、O等の軽元素のピークは出ない
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(b) 新しいEDXでのスペクトルの例 ：
軽元素も観察対象になる。
ただし、カーボンピークは、
析出物由来かコンタミ由来かを
判断する必要がある。

の薄片が取り付けられていたため、軽元素由来の低エネルギーのＸ線ス
ペクトルが吸収されてしまって、検出器に到達できなかったためである。
Fig. 2-21 に示す EDX スペクトルを例に説明すると、1990 年初め頃の EDX
装置では、11Na 以上の重い元素でないと検出対象にならなかった（つまり、
特性 X 線のエネルギーが、約 1keV 以上が検出可能で、それ以下は検出
対象から外れる）。こういった装置は、今でも現役で稼働しているものも多
いが、その後、技術革新が進み、ウィンドウを極限まで薄くする工夫や、
ウィンドウの無いタイプ等により、
C や N の軽元素は測定できるよ
うになった 2-133)。しかし、軽元素
の測定精度自体はやや劣るため、
定性分析は可能であるが、定量
分析は誤差が大きすぎる傾向が
100 nm
ある。
また、EDX にしろ、EELS にしろ、
Ti (Cu mesh)
厳密に解析しないと、サンプルの
(Al film) Nb-L
汚れ（コンタミ）に起因する C ピー
Nb
0
4
8
12
16 KeV
クを、これらの析出物起因として
間違って評価してしまうことがあ
N-K
Ti-L
るので注意が肝要である。
C-K
また、極々、例外的に、Ti(CN)
や、(Ti,Nb)(C,N)が観察されること
500
300 400
がある。Fig.2-22 がその例になる
Energy Loss (eV)
が、実機焼鈍板の表層からサン
Fig. 2-22：
プリングした時に稀に観察される
炭窒化物（Carbo-nitride）の観察例
[ (Ti,Nb)(C,N)の場合 ]
だけである。その例外的なケー
形態： 晶癖面を有する立方体状
スを除けば、殆どのケースで、
EDX： TiとNbピークが確認できる
TiC か、TiN であって（Fig. 2-19、
旧型EDX（検出対象≧11Na、1keV）
（レプリカ材：Al支持膜、Cuメッシュ）
20 参照）、現在利用な測定技術
EELS： Ti、C、Nが確認できる
によって、TiC か、TiN かは、分離
（レプリカ材：Al支持膜、Alメッシュ）
して議論することができる。
２．４．２． Ti 添加系での【炭化物】および【窒化物】に関する、過去知見
（１）炭化物と窒化物の化学量論組成について
炭化物、窒化物については、上述のように、TiCN という記載が、現
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在でも、時々、散見されることが多い。まだ、そういったレベルでの議論
が多いため、TiC や TiN の化学量論組成について議論しているものは、
我々の報告 1-50-53)を除けば、皆無に近い。
つまり、今までの鋼中炭化物、窒化物の解析においては、単に、TiC と
か、TiN とか、Ti(CN)と記載しているだけで、TiN が本当に TiN1.0 なのか
TiNx なのか、TiC が本当 TiC1.0 なのか TiC なのかは議論に上ったことが、
鉄鋼分野では殆んど無いのである。
その理由は、技術的な問題が背景にある。炭化物、窒化物が、上述の
新しい EDX 装置を使って、C や N の軽元素を検出できたとしても、その定
量性には、やや疑問があって、元素比を明確に決定できないためである。
C や N の特性Ｘ線は、1keV 以下の低エネルギー域（C：283eV、N：455eV）
に出るに加えて、連続 X 線のバックグランドが高めの領域に当たるため
に、バックグランドの引き方によっては誤差を生じやすいためである。併
せて、EELS の Coreloss ピークエッジを使っても、定量性にやや乏しい点
があるため、精度良く、同定できないためである。
また、それ以前の問題として、C を EDX で分析するに際して、TEM レプ
リカサンプルでカーボン蒸着膜を利用した時には、C は分析の対象になり
えない。また、薄膜での EDX 分析したところで、カーボン汚れ由来のカー
ボン分が入りやすい問題がある。
炭化物や窒化物の元素比を同定するのは難しい。硫化物（例えば、
TiS や MnS 等）のように、EDX のスペクトルを使って、化学量論組成を決
定できる状況とは異なる。そのため、今まで、炭化物、窒化物の化学量
論組成に関する議論が、ある意味、なおざりにされてきた感がある。俎上
Zeroloss Plasmon -loss

Core-loss
magnified

Ti-L2,3
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Fig. 2-23： EELSスペクトルの例

（TiCの場合）

Zeroloss ：
透過エネルギー（エネルギー損失してない）
Plasmon-loss : 電子の集団的な振動に伴うエネルギー損失
Core-loss：
K殻、L殻等の内殻電子が関わるエネルギー損失
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700

に載らなかったのは、分析手法によるところが大きい。
我々はこの点について、本博士論文にて、EELS のプラズモン損失ピー
ク（プラズモンロス）のシフトを利用して、化学量論組成の同定を行った。
鋼中炭化物や窒化物に拘らず、また、プラズモンの測定自体ができれ
ば、原理的には TEM-EELS のプラズモン損失ピークを測定する手法に拘
泥する必要はなく、別の物理解析手法を使っても可能である。しかしなが
ら、実質的に、鉄鋼材料の炭化物、窒化物の化学量論組成を同定するに
は、TEM-EELS を用いるしかないと思われる。測定対象が鋼中に分散し
て存在する析出物であり、２桁 nm オーダーの大きさの物体を捜した上で、
プラズモンを測定する必要があるからで、半導体、誘電体、セラミックス
等の cm オーダーの均質物体の全体のプラズモンを測定する状況ではな
いからである。
TEM-EELS 以外の別の測定手法を使って、プラズモン損失ピークを測
定して、化学量論組成を論じている研究は、例えば、セラミックス分野等
において、報告事例がある。
なお、プラズモンを活用した非化学量論組成（元素比）の同定に関する
過去知見については、２．７項にて、詳細を述べる。
（２）炭化物と窒化物の析出現象、析出量について
炭化物や窒化物に関する形態別定量に基づく析出現象の議論、つま
り、析出量に関する定量的なアプローチは、本博士論文で取り扱うテーマ
のひとつである。
過去文献を調査してみたが、我々の研究報告を除けば、私の調べる
限り、少なくとも、Ti 添加 IF 鋼の炭化物、および、窒化物の解析において、
その挙動を報告している文献は、皆無である。当たり前すぎて、議論の
端にも上らないかもしれない。
熱力学データに基づく予想とか、従来知見に基づく経験的なことによっ
て、窒化物は、熱延板でも、焼鈍板の状態でも、全 N 量が析出物として固
定されているのは、当然視している為であろう。同様に、炭化物について
も、熱延時には完全に固定されているのは、半ば常識的な理解であり、
焼鈍時にも当然、全量、析出物として固定されていると考えられてきた。
だからこそ、IF 鋼板（Interstitial-Free 鋼板）は、文字通り、IF 鋼板であ
って、格子間元素のカーボン、窒素が、析出物として固定されていると考
えられてきた。これが従来から揺らぎのない考え方であった。
一方で、BH 鋼板 2-135)（Bake-Hardable 鋼板：焼付硬化型鋼板）でも、窒
素においては、同様に、熱延板、焼鈍板で、完全に析出物として固定さ
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れていると考えられてきた。逆に、炭素については、BH 鋼板の歪時効を
もたらす根源に当たるゆえ、焼鈍板において、炭素は、ある程度、固溶元
素として存在していると考えるのが、従来からの通説である。つまり、熱
延板では、炭素は析出物として固定されているが、焼鈍時に、一部の炭
化物が、再度溶解して、固溶炭素が、鋼中に出てくるというように考えら
れている。
２．４．３． Ti 添加系での【硫化物】に関する、過去知見
（１）極微量 Cu の硫化物形成への関わりについて
すでに、２．３項で、その詳細について述べたので、参照されたい。Ti
添加系鋼材において、極微量 Cu が硫化物形成元素として働くことを述べ
たものは存在しない。
（２）γ域での硫化物析出挙動について
Ti 添加系鋼材における、硫化物析出挙動につき、過去の研究群を紹
介するが、ここでは、オーステナイト域での析出挙動を述べ、次の（３）項
にて、フェライト域での析出挙動を述べる。
【γ域の硫化物析出の定義】
まず、ここで言う、オーステナイト域での硫化物析出、フェライト域での
硫化物析出の定義は以下のとおりである。
その温度域の析出挙動を、その場観察したものではないので、オース
テナイト域での硫化物析出挙動というのは、オーステナイト域での熱処理、
つまり、スラブ加熱温度域に相当する温度域（1300～1000℃域）を行い、
その後、直ちに急冷するか、もしくは、多くの場合には、熱延相当の熱履
歴を経て、また状況により、焼鈍されたものが、室温まで冷却されたもの
を観察することによって、得られる硫化物析出挙動を指す。要は、フェラ
イトへ変態してから、室温まで冷えたものを対象にしている。必ずしも、オ
ーステナイト域での熱処理温度での析出を固定するために、水冷を施し
た事例ばかりでない。むしろ、実材料に沿った熱履歴を経た通常サンプ
ルの析出現象の違いを、オーステナイト域の熱処理の違いに原因を求め
る解析を実施していることが多い。
例えば、スラブ加熱温度相当の 1250℃と 1050℃の２条件を比較試験
して、熱間圧延を行い、冷間圧延し、焼鈍した材料の材験値に違いがあ
った事例の場合、その違いを引き起こす理由を、オーステナイト域の熱処
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理がキーになっていると考え、オーステナイト域での析出挙動の違いとし
て捉えて、解析するということになる。
一方、フェライト域の析出挙動についても、実験後に室温になったもの
を、観察対象にしている。巻取温度の大小や、焼鈍温度の大小、焼鈍温
度の長さ等のフェライト域での析出挙動を、室温まで冷えた鋼材の析出
物等を観察することを通して論じたものを、フェライト域での硫化物析出
挙動ということになる。
後述するが、フェライト域の析出の影響や、Cu-S 析出が急冷時にも見
られる点を加味した上で、サンプルを見ないと、実際の析出現象に踏み
込めない点に注意が必要である。要は、オーステナイト域、フェライト域
の析出現象を観察していると考えて、室温まで冷やしたサンプルで観察
しても、その温度域の析出現象に加えて、冷却過程や、熱延巻取、焼鈍
時の析出が重畳する場合がある。
【全体観】
さて、Ti 添加系の鋼材での硫化物の析出挙動は、Ti 添加 IF 鋼（Ti-IF
鋼）が、自動車産業向けに多く生産されていることもあって、Ti-IF 鋼で、
多くの研究成果が発表されており、その中に、硫化物に注目した発表も
多い。
まず、全体観を述べる。
Cu の関わりについては、上記（１）で述べたように、Ti-IF 鋼の過去文献
には、極微量 Cu が硫化物析出挙動に関わると述べたものは無い。また、
ε-Cu を析出するように、１％前後の Cu を添加して成分設計した Ti-IF
鋼においても、Cu は、Cu-S を形成して、硫化物析出挙動に関わるとは述
べられていない 2-53), 59)。
次に、オーステナイト域の硫化物析出に関する概説は、スラブ再加熱
温度域相当の温度域（1300℃～1000℃域程度）の大小に応じて、高温傾
向の際には、TiS が析出しやすく、低温傾向の際には、Ti4C2S2 が析出し
やすいという論調であり、これが通説になっている 2-138)-2-187)。その他、Mn
添加量によって、MnS 析出を述べているものもある。
Ti4C2S2 は、C を固定するため、Ti4C2S2 が析出することに連動して、引き
続き低温域（変態点近くのγ域～変態後α域）で析出する可能性のある
TiC の析出量を少なくすることができる。TiC は、微細析出することが多い
ため、軟質な特性を得るためには、γ域での低温気味にスラブ加熱する
等の熱履歴を経るように工夫して、Ti4C2S2 で C を固定して、冷圧後の焼
鈍時のフェライトの再結晶・粒成長を阻害する TiC を析出させないように
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するという考え方が大勢を占めている。なお、フェライト域での硫化物析
出を述べているものは数報あるが、観察事実を伝えているだけで、メカニ
ズムその他を深く洞察したものではない。
また、複合硫化物、及び、これらの結晶構造についても報告事例があ
る。TiS と Ti4C2S2 が複合析出し、共に、六方晶であって、c 軸を合わせる
ように、エピタキシャル成長していると報告しているものがある 2-149)。
また、TiS 析出物の中に、双晶のような形態で、サンドウィッチ状に TiS
と Ti4C2S2 が交互に配列する析出形態について、M. Hua et al.から報告事
例がある 2-154),158）,161）,163),177),187)。
【γ域の硫化物析出挙動の詳細】
（ａ）歴史
以下は、個々の報告を歴史的に追って、Ti 添加系の硫化物の析出挙
動を明確にする。
Ti 添加 IF 鋼に関わる最初の研究論文は、1972 年の福田・清水の論文
1-19)
まで遡ることができ、全てはそこから始まっている。因みに、Nb 添加 IF
鋼の論文は、1972 年の秋末・高階の論文 2-137)まで遡ることができる。
それ以前というか、それとオーバーラップする形で存在した、当時主流
であって、今は全く廃れてしまった軟質高延性の鋼板は、鋼塊法で作ら
れたアルミキルド鋼 2-136)である。熱延巻取時に AlN を作らないように高温
巻取を実施し、冷間圧延後にバッチ焼鈍すると、等軸粒ではなくて、パン
ケーキ状組織（展伸粒）が形成され、軟質高延性を裏付ける結晶配向が
発達する特徴があった 1-5)。1970 年代中頃から、アルミキルド鋼が、鋼塊
法から連続鋳造化されると、同じく鋼塊法で作られてきたキャップド鋼を
押しのけて、自動車用鋼板を始めとする軟質高延性用途の鋼板向けの
花形鋼種となった。
そのころに、IF 鋼の研究が形になり始めた模様で、上記の福田・清水
の論文 1-19)に記載のある Ti 添加 IF 鋼が登場する。当時の製鋼技術・製
造技術の限界から、鋼塊法であり、C、N は 100ppm 程度の純度の鋼に、
Ti が添加されることを前提に成分設計し、かつ、バッチ焼鈍するという形
で始まっている。
その後、製鋼技術の発達による極低炭素・窒素化、連続鋳造化、連続
冷間圧延技術、連続焼鈍技術が結実して、今の形になっており、現在の
主流となっている。実際には、成分も製造方法も変化しつるある中で、以
下の説明では、製造技術の変化等には触れずに、単に、Ti 添加 IF 鋼の
硫化物析出挙動（オーステナイト域）だけに注目して説明する。
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基本的な研究の流れ 1-19)、2-138)～187)は、繰り返しになるが、スラブ加熱
温度域での熱履歴を、高温側（凡そ 1200℃以上）を志向すると TiS が生
成し、低温側（凡そ 1100℃以下）を志向すると Ti4C2S2 が生成することが
中心となった議論が主流である。カーボンの固定を考えた場合、Ti4C2S2
を作り込むことによって、TiC が相対的に少なくできる。TiC は、多くの場
合、微細析出してしまうため、冷圧・焼鈍時に、結晶配向性を良好にでき
ないことに働いたり、粒成長が阻害される方向に働く。よって、スラブ加熱
温度域の熱履歴を制御することによって、Ti4C2S2 を作り込むことがキー
技術となると読み取れる。
この硫化物析出を積極的に活用して、Ti-IF 鋼で、BH 鋼板 2-135)を作り
込むことに関する報告も見られる。鋼中カーボンの固定を、炭化物形成
能の高い Ti4C2S2（炭硫化物）ではなくて、炭化物形成能が低めの TiC に
よって行い、焼鈍板の状態で、BH 量を有する鋼板を作り込むことも、古く
から報告例がある。つまり、低 S 組成することによって Ti4C2S2 を少なくす
るか、Mn 添加によって、S を MnS で固定することによって、Ti4C2S2 を少な
くすることによって、TiC 析出をさせる方向で鋼板を作り込むことによるも
のである 2-141),144),146),159)。
（ｂ）硫化物の形態
全体的な理解はこれでよいが、注意しなればならない点がある。個々
の文献の論拠になっている、スラブ加熱温度域で析出すると報告されて
いる【硫化物の形態】である。この点は、本博士論文において、大いに関

①TiS単独

②Ti4C2S2単独

③TiSとTi4C2S2複合

Fig. 2-24： 個々の論文における硫化物の解釈の違い
Ti4C2S2の析出を判断する場合に、
②で判断しているものと、③で判断しているものがある
① TiS単独析出物
② Ti4C2S2単独析出物
③ TiSとTi4C2S2の複合析出物
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連する部分で、どうして、以下のような形態になるのかについて、議論を
展開する。
ここで言う【硫化物の形態】の解釈に関する違いとは、個々の文献が、
それぞれの論文内で論旨の展開するに当たり、TiS や Ti4C2S2 が析出す
ると述べている論拠となっている析出物自体の形態が、実は、論文毎に
違っていることがある点である。
Fig.2-24 に示すように、【硫化物の形態】は、①TiS 単独析出物、②
Ti4C2S2 単独析出物、③TiS を中心にして Ti4C2S2 が複合析出する場合の
３種類がある。③については、Fig. 2-24 では、TiS と Ti4C2S2 の複合析出で
あるが、MnS が併せて複合析出している場合もある。実際の例は、すで
に、２．４．1 項、Fig. 2-17、2-18 にも示したが、Ti-IF 鋼での硫化物の形態
は、明確には分類しがたい、様々な形が報告されている。
特に、混乱があるのは、Ti4C2S2 の析出に関する解釈で、ある文献が、
Ti4C2S2 が、ある温度で析出したと報告した事例であっても、②の場合を
言っているのか、③の場合を言っているのかが、書かれていない場合も
ある。②か③を明示してある場合もあるが、要は、Ti4C2S2 については、２
通りの形態を共に、Ti4C2S2 の析出した事実の判断に使っており、判断の
根本において、違う基準が併用されているのである。
概して、硫化物の形態が違う理由を探求できてない状況において、過
去文献をいくら洞察してみても、一般則を導出することは難しい。Ti-IF 鋼
の析出挙動について、やや議論が噛み合っていないように見受けられる
のは、この点が影響していると推定される。
また、硫化物の形態については、Fig. 2-21 や、Fig. 2-24 で示したものと
は別に、M. Hua et al.2-154),158）,161）,161),177),187)から、層状に TiS と Ti4C2S2 がサ
ンドウィッチ状に挟まれた析出形態が報告されている。同時に、非常な短
間隔な層状構造ゆえに、TiS と Ti4C2S2 の判別は、細い間隔で挟まれた構
造では、電子線回折に基づいて判別し、幅の広いものの場合には、EDX
分析に基づき判断している。また、M. Hua らは、一貫して、TiS の結晶構
造を、Ramsdell 表記法 2-188)で 9R、Ti4C2S2 を H（この H の表記にはやや疑
問があるが）と記載している。
データを読む限り、Ti4C2S2 は積層欠陥的で、細かい層状になっている
ようだ。Fig. 2-25 は、Dr. M. Hua から、直接手渡しでもらったデータである
2-187)
。このタイプの硫化物については、実は、私も近い例を観察したこと
がある。熱延板の Ti 系硫化物を観察すると、Fig. 2-26 に示すような、積
層欠陥状の TiS が見られることが、ごく稀に見られた。1994 年～1997 年
当時は、詳細な分析をせずに、TiS として解釈していたが、これが、サンド
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TiS
TiS

Ti4C2S2

Ti4C2S2
TiS
TiS

Fig. 2-25： Ti系硫化物のもうひとつの形態
（Dr. M. Hua2-187））
TiSとTi4C2S2のサンドウィッチ構造
黒系の色調が「TiS」、白～灰色系色調
が「 Ti4C2S2 」と述べている。

Fig. 2-26： 私が観察した近い例
「TiSとTi4C2S2のサンドウィッチ構造」に近いが、
当時、TiSと認識しており、詳細な調査は未実施。
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ウィッチ構造の硫化物かも
しれない。一方で、鋼中の
TiS とは異なる分野で、つ
まり、Ti や S の粉末を混ぜ
て、焼成することによって、
TiSx の一連の化学量論組
成の変化に関する研究分
野において、TiS の結晶で
は、積層欠陥が出ることが
知られている 2-189)。
今となっては、Fig.2-26
の構造が、積層欠陥であ
るか、Dr. M. Hua が言うよう
に、TiS と Ti4C2S2 がサンド
ウィッチ状に挟まれた析出
形態なのか、確認できな
い。
（ｃ）硫化物の形態変化に
関すること
過去文献で述べられて
いる硫化物の形態は、上
記の４種類であるが、決着
のついていないというべき
か、もしくは、あまり問題視
されずに放置されてきた課
題がある。
すでに示したように、①
TiS 単独析出物、②Ti4C2S2
単独析出物、③Ti 添加系
の硫化物析出では、TiS を
中心にした（核とした）複合
析出物（Ti4C2S2 や MnS 等）
があると述べた。なお、こ
の議論には、④サンドウィ
ッチ構造の硫化物は除外

して、話を進める。
Fig. 2-24 の②と③の硫化物形態は、オーステナイト域の然るべき温度
域において、これらが、そういう形態のまま析出してきたのか、それとも、
すでに析出した TiS をもとに形態を変えたのかという点を問題提起したい。
この点は、過去の論文等では、あまり議論されてこなかったようだ。現在
においても、議論が決着しているとは言えないのではないだろうか。
個々の論文におい
①TiS単独
て注目されてきた現象
[Ti] ＋ [S] → TiS
とは、加熱温度域（オ
ーステナイト温度域）の
②Ti4C2S2単独
熱履歴によって、観察
以下の反応は、本当だろうか？
された硫化物が、TiS な
[Ti] ＋ [S] ＋ [C] → Ti4C2S2
のか、Ti4C2S2 なのか、
または複合硫化物であ
③TiSとTi4C2S2複合
っても、Ti4C2S2 が析出
以下の反応は、本当だろうか？
し始めるのは何度かと
[Ti] ＋ [S] → TiS
いう点である。つまり、
[Ti] ＋ [S] ＋ [C] → Ti4C2S2
硫化物の形態変化の
の反応が拮抗しており、
保持温度によって、
解析まで踏み込んでい
いずれかの反応が優勢になる
ないため、過去文献に
Fig. 2-27：【従来の考え方】Ti添加材での硫化物析出
おいて、Ti4C2S2 の形態
※Fig. 2-24の形態につき、特別に明示されない場合に、
自体、どういうメカニズ
前提にされる考え方
ムで形成されたかにつ
(a)TiSが核になって、TiCが析出する
いては、明示されてい
TiC
ない場合が多い。
TiS
TiS
もしくは
よって、Fig. 2-24 の
Ti4C2S2
硫化物析出形態は、
(b)Ti4C2S2が単独析出する
Fig. 2-27 に示すような
Ti4C2S2
反応を想定していると
(c)TiS→Ti4C2S2へ変態する
推定される。特に明示
されてはいないが、反
TiS
TiS Ti4C2S2
応が起こる温度域で、
固溶 Ti、固溶 S、固溶 C
Fig. 2-28：
【従来の考え方】K. Tsunoyama et al.2-141)による、 が反応して、TiS や
Ti-IF鋼における、複合析出物、及び、
Ti4C2S2 になるという考
Ti4C2S2の生成メカニズムの提案
え方に基づいていると
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考えるのが妥当であろう。つまり、[Ti]＋[S]→TiS、4[Ti]＋2[C]＋2[S]→
Ti4C2S2 という反応が前提になっている。
硫化物の形態変化について、まず、TiS について述べる。上述のように、
固溶 Ti と固溶 S が結びついて形成される考え方は、広く受け入れられて
いる。また、TiS の形状は、つねに、球状に近い典型的な形で析出する。
一方で、Ti4C2S2 は、Fig. 2-24、 2-27-の②か③に示すように、形状が
一定せず、千差万別であって、球状のような、表面エネルギーを小さくす
るような形態ではない。過去文献では、表面エネルギーを大きくしてまで、
こういった形態をとる Ti4C2S2 に関して、どうして、そういう形態で析出する
のかを論じているものは少ない。古くから、4[Ti]＋2[C]＋2[S]→Ti4C2S2 と
いう反応で析出すると論じられてきたが、片や、単独で析出し（Fig. 2-27
の②）、片や、TiS を核にして同一の反応（Fig. 2-27 の③）をする理由には
明示されてこなかった。多くの過去文献に見られるように、今までの議論
は、単に、Fig. 2-24、2-27-の②か③のような形態で析出した Ti4C2S2 を、
あるがままに受け入れて、Ti4C2S2 が析出した事実だけを使って、様々な
議論を展開されることが殆どであった。
その中で、Fig. 2-24、2-27 の②や③につき、論じている論文が３例ほ
ど確認できる。
まず、K. Tsunoyama et al.の報告を取り上げる。TiS を核にして、Ti4C2S2
が析出するメカニズムについて、低 S 組成にして、Ti 添加極低炭素鋼に
て BH 鋼板 2-135）を作り込む鋼材において、実機材（焼鈍板）の硫化物を解
析した際に見られる複合硫化物につき、メカニズムを考察している 2-141)。
ただし、論文中では、Fig.2-28 の議論は、焼鈍板で見える硫化物のメカニ
ズム説明であるが、硫化物析出がオーステナイト域で起きていると見なし
て、析出挙動を論じたものである。
つまり、低 S 化によって、Ti 系炭化物（Ti4C2S2 および TiC）の析出が遅
延する文脈において、そのメカニズムは論じられている。但し、当時は、
EDX 分析では、Ti4C2S2 と、「2TiS＋2TiC」の区別が付かないとして（共に、
EDX スペクトルでは、S：Ti＝1：2 となるため、分離して解釈できなかった）、
TiS に付着する形で複合析出するものを、Ti4C2S2 か TiC かは、判別でき
ていない時代であった点も考慮してデータを読む必要がある。彼らの観
察した複合硫化物の外側を測定すると、Ti：S 比が１のものと、２のものが
あると述べているだけで、実際には、Ti4C2S2 とは明示されていない。
彼らの提唱した可能性は、(a)TiS を核に TiC（または Ti4C2S2）が析出す
る、(b)Ti4C2S2 が単独に析出する、(c)TiS が一旦析出した後、一部が反応
して Ti4C2S2 へ変態していくの３つである。彼らは、(a)が主反応であって、
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(b)と(c)も共存しているかもしれないと推定している。これらの推定には、
温度については、はっきりとは明示されていないが、オーステナイト域の
挙動して解釈しているので、約９００℃以上での反応と見てよい。
２番目の報告は、S.V. Subramanian et al.2-127),128)の報告である。オース
テナイト域において、鋼板が平衡状態および非平衡状態において、温度
が下がってくる状況において、1250℃までは、固溶 Ti と固溶 S が結びつ
いて TiS が形成される（Fig.2-27 の①に同じ）。次いで、1250～1100℃域
へ温度が下がってくると、すでに析出した TiS に固溶 C と固溶 Ti が結び
ついて、Ti4C2S2 へ変化するもの（Fig.2-27 の②に同じ）と、TiS が共存する。
更に温度が下がってくると、1100℃～900℃域では、Ti4C2S2 ばかりになる
（Fig.2-27 の②に同じ）。更に変態点を切って、温度が下がってくると、す
でに析出している Ti4C2S2 は変わらずに、TiC が新たに析出してくる旨を報
告している。要は、オーステナイト域において、TiS と Ti4C2S2 が析出すると
いう考え方が提示されている。但し、この説明は、Ti4C2S2 が単独析出とし
て形成されることを説明したものであって、TiS を核に Ti4C2S2 が複合析出
する硫化物（Fig. 2-27-の ③）の説明をしたものではない。
３番目のメカニズムの推定は、山田らによるものである 2-156),167)。彼らは、
オーステナイト域、および、フェライト域の Ti-IF 鋼中の硫化物解析につい
て報告している。Ti-IF 鋼を、加工フォーマスタで試験して、オーステナイト
域から急冷、および、700℃で保持することによって、フェライト域の析出
物解析を行っており、オーステナイト域では、TiS＋MnS の複合析出物が
形成され、フェライト域では、Ti4C2S2 単独析出物（Fig. 24 の②）が形成さ
れると報告している。フェライト域の析出メカニズムの説明として、上記の
K. Tsunoyama et al. 2-140)の報告を引用する形で、Ti4C2S2 は、(c)が主反応
として起きており、フェライト域の保持時間が増えると、Ti4C2S2 が増える
点を証拠として示している。また、同時に、(b)も起きていることを、フェライ
ト域保持時間によらず、Ti4C2S2 が観察される点に基づいて述べている。
上記のメカニズムは、山田ら 2-156),167)は、フェライト域での Ti4C2S2 の析
出に関して述べており、オーステナイト域の反応とは言っていない。一方
で、S.V. Subramanian et al. 2-127),128)は、オーステナイト域の反応を述べて
いるが、すでに析出した TiS をもとに、単独析出物の形態の Ti4C2S2 が析
出すると述べたものである。多くの論文で述べられているような、TiS を核
に、Ti4C2S2 が付着するように析出する複合硫化物（Fig. 2-24 の ③）を説
明したものではない。よって、オーステナイト域の複合硫化物については、
そのメカニズムが完全には説明されているとは言えないのではないかと
思われる。
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また、別の考え方として、熱力学計算の観点では、このような複合硫化
物については、MnS と Ti4C2S2 が互いに固溶、もしくは、共析出した状態、
もしくは、完全固溶体（mutual solibility とか、co-precipitation とか、
complete solid solution と表現されていることが多い）から、温度が下がっ
てくると、分離とか晶出すること前提に計算されていることも多い 2-142)。こ
れらの前提は、TEM 観察に基づいていると述べられているが、詳細な構
造までわからなかった当時の TEM による解析を使った議論である。複合
硫化物を形成する個々の硫化物が、それぞれが単独に析出するのか、
それとも、互いに固溶した構造体（共析出状態、全率固溶体）から、分離
してくるか否かは議論が必要であろう。
注意すべきは、複合析出物を EDX 等で解析すると、隣接した領域から
も、特性 X 線ピークが出ているので、析出物自体は、全率固溶体なのか、
単に別々の析出なのかを判断するのは難しい点である。また、想定する
全率固溶体を、存在する温度域で観察せず、室温で観察しているにすぎ
ないので、どうしても推測や仮定が入り込んだ議論になって堂々巡りにな
る点である。
私は、４章で述べるように、全率固溶体を持ち込まなくても、論理的に
説明できると考えている。
（ｄ）溶解度積
また、Ti-IF 鋼中の硫化物については、深く研究されてきたこともあって、
溶解度積をはじめとする熱力学データが、色々な研究グループから提案
されている。こういった熱力学データは、オーステナイト域の反応を示した
ものである。フェライト域のものは確認できない。
W. J. Liu et al.2-142),147) (1989、1990) 、S.V. Subramanian et al. 2-127)
(1991)、吉永ら 2-153),155),162), 164),171) (1993)、X. Yang et al.2-169) (1996)、水井ら
2-178)
(1998)、光井ら 2-184) (2004)が、TiS および Ti4C2S2 の溶解度積を、実
験的に導出している。
不思議な点は、どうして、ここまで多くの溶解度積が提案されるかとい
う点である。
硫化物析出が、当然、自然法則で支配される現象である以上、ほぼ同
じところに収斂すると考えるべきであるが、この分野では、そうではなくて、
乱立しており、微小な部分で異なる点を有することが特徴である。実際に、
細かい点では合わない点が出てきて、ある溶解度積では、自分の実験
対象は説明できるが、別のものでは説明できないということが、よく語ら
れる。対象とする現象は、同じ熱力学原理に基づく現象であるから、これ

79

80

1996

1998

2004

水井ら

光井ら

1993

吉永ら

X. Yang et al.

1989

1990

-12587/T + 4.283

-11545/T + 3.131

-12590/T + 4.093

-9506/T + 2.015

-17045/T + 7.9

-5208/T – 0.78

-3252/T – 2.01

-13975/T + 5.43

---

-15310/T + 6.03

-15600/T + 6.50

0.5

-25230/T + 12.22

-14559/T + 6.24

-17640/T + 8.20

1989

0.5

log[Ti][C] [S]

γ域 溶解度積

log[Ti][S]

発表年

S.V. Subramanian et al.

W. J. Liu et al.

著者

（記載なし）

（記載なし）

0.01

0.075

（記述無し）

1100～1300℃での拡散対試験に基
づく

①ラボ熱間圧延→②板材熱処理
①加熱：1250℃
→熱間鍛造：1000～900℃
②板の熱処理：
（熱間鍛造？oｒ 室温冷却材？）
950～1250℃1hr→WQ
（FT930℃→室温まで空冷）
MnSが析出しない系で、溶解度積を
決定。
MnS析出系では、溶解度積から外れ
る。MnとSの総合作用を推定。

拡散対試験から、等活
量線を求め、その屈曲
点から、溶解度積を決
定

記載なし

0.0004

0.0006

0.0004

0.003

0.003

---

0.0070

0.0084

--

--

0.0064 0.0017

0.0030

--

0.0067 0.0008

--

0.044

0.046

0.044

0.0067 0.0009
0.0027

0.045

0.05

0.0115 0.0022
0.0065 0.0007

0.095

0.047

0.028

0.020

0.017

0.019

0.068

---

0.25

0.18

0.115

0.050

Ti

0.0028 0.0019

0.0032 0.0021

0.008

0.0027

0.0030
TiSか、Ti4C2S2の単独
析出物、ごく一部、
0.0036
Ti4C2S2主体で、TiSが
少し存在する場合が
0.0033
あると記載あり
記載なし
0.0024
抽出残渣をXRDで相
同定、および、形態別
定量の結果に基づく。 0.0023

TEM写真掲載無し

0.017

0.003

0.0023
0.0026

0.004

0.008

---

0.01

0.0008

0.004

---

0.050

0.0062

0.25%Ti： 球状Ti4C2S2
析出

0.0052

0.01

N

0.01

化学成分

S

TiSとTi4C2S2の析出形
C
態
0.05-0.18%Ti： 伸びた 0.072
MnSとTi4C2S2が複合
析出
0.060

TiS⇒Ti4C2S2への変
900℃～1385℃に平衡とみなせる時 態、および、TiS単独析
間保持→食塩水中へ急冷
出物、Ti4C2S2単独析
出物
ラボ熱間圧延実験
TiSから成長した
①SRT： 1100～1250℃
Ti4C2S2
②熱間圧延：
単独TiS、
①30mm→4mm
および、Ti(CN)と複合
（FT930℃→室温まで空冷）
析出する、TiSや
③熱延巻取相当の熱処理：
Ti4C2S2
②室温→730℃1hr→炉冷

1350℃1.5hr→WQ（to RT）
1300℃1.5hr→WQ（to RT）
TiNの溶解度積を 1250℃2hr→WQ（to RT）
使って、TiN析出分 1200℃3hr→WQ（to RT）
のTiを除いた、固溶 1150℃3hr→WQ（to RT）
Ti量
1100℃3hr→WQ（to RT）

Ti-48/14×N

Ti-48/14×N

（純粋に計算）
鋼中Tiまま
鉄マトリックスに対して、Ti、S量が少
※明確な記述なし ないとして、TiとSの相互作用の影響
を無視して導出

溶解度積を決める際に行った
【熱処理範囲】
ラボ熱間圧延実験
①SRT： 1220℃2hr
②熱間圧延：
鋼中Tiまま（？）
125mm→13mmへ
※明確な記述なし
（FT820℃→室温まで空冷）
③別の実験で求めたGibbs自由エネ
ルギーを使って導出
[Ti]入力値

Table 2-5 ： Ti添加系鋼材のオーステナイト域でのTiSとTi4C2S2 の溶解度積

--

0.72

0.34

0.18

0.06

0.081

0.081

0.085

0.006

0.010

0.010

0.066

0.20

---

1.43

1.51

1.67

1.52

Mn

1100～1300℃

950～1250℃

1100～1350℃

1100～1250℃
（本データのみが、
熱間圧延材を用い
た解析。急冷によ
り、高温域の析出
を凍結したもので
はない）

900～1385℃

明示されていない

明示されていない

溶解度積が確実に成
立する温度範囲

は合うが、あれは合わないという議論は、本来はありえないはずで、どこ
かに、その合わない原因があると見るべきだと思うが、現状も乱立したま
まである。
発表された溶解度積を年代順に並べると、以下のとおりになる。また、
Table 2-5 には、これらの溶解度積を導出した際の実験条件を書き出した。
また、これらの溶解度積を比較するために、個々の溶解度積が求められ
るに当たって、実際に熱処理実験された温度範囲を、有効的に成立する
ものとして、グラフにしたのが、Fig. 2-29 である。一方、これらの溶解度積
が保証する熱処理範囲を無視する形で、950℃～1400℃の温度範囲で、
外挿してプロットしたのが、Fig .2-30 である。その背景は、実際の平衡状
態図計算において、なんらかの溶解度積を選択した場合、それが実験的
に求められた温度範囲を超えて、外挿して用いることを行うことがよくあ
るためである。
W. J. Liu et al. 2-142) (1989) ：
log[Ti][S]
= -17640/T + 8.20・・・・ (2-5)
0.5
0.5
log[Ti][C] [S] = -15600/T + 6.50・・・・ (2-6)
W. J. Liu et al.2-147) (1990) ：
log[Ti][S]
= -14559/T + 6.24・・・・ (2-7)
0.5
0.5
log[Ti][C] [S] = -15310/T + 6.03・・・・ (2-8)
S.V. Subramanian et al. 2-127) (1991) ：
log[Ti][S]
= -25230/T + 12.22・・・・ (2-9)
2-153),155),162), 164),171)
吉永ら
(1993) ：
log[Ti][S]
= -3252/T – 2.01・・・・ (2-10)
0.5
0.5
log[Ti][C] [S] = -5208/T – 0.78・・・・ (2-11)
2-169)
X. Yang et al.
(1996) ：
log[Ti][S]
= -13975/T + 5.43・・・・ (2-12)
0.5
0.5
log[Ti][C] [S] = -17045/T + 7.9 ・・・・ (2-13)
水井ら 2-178) (1998) ：
log[Ti][S]
= -11545/T + 3.131・・・・ (2-14)
log[Ti][C]0.5[S]0.5 = -9506/T + 2.015 ・・・・ (2-15)
光井ら 2-184) (2004) ：
log[Ti][S]
= -12587/T + 4.283・・・・ (2-16)
0.5
0.5
log[Ti][C] [S] = -12590/T + 4.093・・・・ (2-17)
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Fig. 2-30： 溶解度積データ (950～1300℃範囲を外挿も使ってプロット)
(a) TiS、(b) Ti4C2S2

それぞれの溶解度積を導出した条件について特徴を示すと、W. J. Liu
et al.2-142),147)は、実験に基づいた部分もあるが、計算等に基づく部分があ
る。一方で、その他の著者のものは、純粋に実験的に導出している点で
ある。
S.V. Subramanian et al. 2-127)は、加熱温度域で１時間以上熱処理をし
てから、水冷却（WQ/Water Quenching）によって、析出を凍結したものを
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Fig. 2-29： 溶解度積データ (実際に実験された熱処理範囲をプロット)
(a) TiS、(b) Ti4C2S2、(c) TiS（拡大）、(d) Ti4C2S2（拡大）
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解析したものである。一方、光井ら 2-184)の検討では、拡散対を使った試験
であり、水冷等により析出を凍結しているかどうかの記述はないが、多く
の拡散対の試験方法に見られるように、析出を固定したものを議論した
ものであろうと推測される。
溶解度積自体の特徴は、吉永ら 2-153),155),162), 164),171)の溶解度積が、温度
変化に対して、あまり変化がなく、傾向がフラットに近い点である。
本博士論文で問題提起するのは、個々の溶解度積の正誤を問うので
はなくて、どうして、こういう差が生じているのかを、果たして説明できるか
という点である。その詳細は４章で述べる。
実際に、吉永ら 2-153),155),162), 164),171)の溶解度積で、代表的な Ti-IF 鋼の析
出挙動を、ThemoCalc（平衡状態図計算を行う市販のソフトウエア。製造
元：Thermo-Calc Software AB 社）で析出物ごとに、析出割合を計算した
例を、Fig. 2-31 に示してみる。本来は、TiS や Ti4C2S2 の溶解度積は、導
出された温度域で成立することが保証されているものであるが、γ域（≧
約 900℃）で成立するものとして外挿して利用した。また、MnS の場合に
は、γ域もα域も溶解度積をはじめとする熱力学データが存在するため、
γ域でもα域でも計算可能である。これらの点を踏まえて解釈する必要
がある。
本博士論文において後述するが、この計算結果は、私が取り扱った試
験材の硫化物析出挙動とは合わないのである。吉永ら以外のグループ
のものでも、合わないことが多い。
但し、合わないというのは、実材料の熱延板、焼鈍板の析出挙動のこ
とである。特に、焼鈍板
は、ほとんど合わないの
【0.07Ti-IF】 が実態である。本文中で
MnS
滔々と述べてきたが、Ti
TiS
添加系鋼材における硫
Ti(CN)
化物析出は、γ域で固定
され、決定されるものと考
えるのが一般的な考え方
Ti4C2S2
として受け入れられてき
た。そのため、従来説に
立って考えれば、熱延板
であろうと、焼鈍板であろ
Fig. 2-31： サーモカルクによる析出の計算例
うと、γ域の熱履歴を反
(吉永らの熱力学データを活用して計算した例)
「0.07Ti-0.007S-0.11Mn-0.0012C」
映した硫化物析出挙動を
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示すると考えるのが妥当である。しかし、実態として合わないことの方が
多い。
本論文では、極微量 Cu が Cu-S を形成するという点を通して硫化物挙
動を見直すことを提案することがひとつの主題であるが、その Cu-S を棚
上げして、Ti 添加系鋼材での TiS と Ti4C2S2 の析出だけ取り出しても、オ
ーステナイト領域ですら、熱力学計算で完全に予想できるわけではない。
溶解度積が表現する世界は、定義からすれば、「平衡状態における、
ある温度域での析出挙動」である。一方、実材料の析出挙動を述べた場
合には、平衡状態とは言い難く、１章で述べたように、商用生産されてい
る鋼材であれば、昨今の技術革新を受けて、どちらと言えば、非平衡状
態で製造されているとも言える。そのため、TiS と Ti4C2S2 の析出挙動を正
確に予想するのは、特に、フェライト域で熱処理される焼鈍板においては、
かなり難しい。しかし、その理由までは、正確に説明されてこなかったの
が現実である。この点につき、４章について、踏み込んだ議論を行う。
（３）α域での硫化物析出挙動について
オーステナイト域の硫化物に関する文献が数限りなく存在するに比べ
て、フェライト域に関しては、我々の発表を含めて、数例しかない。その理
由はよくわからない。
上述のように、過去文献において、硫化物析出制御の主題は、加熱温
度域（γ域）を高温側にすると TiS が析出し、低温側にすると Ti4C2S2 が析
出するというものであり、Ti4C2S2 を作り込むことによって、フェライト域で
微細析出してしまう TiC を少なくすることによって、軟質高延性を図るとい
うものである。凡そのメカニズムは、加熱温度域の析出挙動に帰するとい
う考え方が主体であったのは事実である。
その中で限られた報告だけが、フェライト域での硫化物析出について
述べている。綿密な過去文献調査を行っても、山田ら（1993、1995）
2-156),167)
や、村上ら（1994、2003）2-166),183)と、私が関わった研究報告（1997
～）1-32-34),36-39),41),42)しか、フェライト域での硫化物析出挙動を述べているも
のは確認できなかった。
山田ら 2-156),167)は、Ti-IF 鋼におけるフェライト域の硫化物析出について
報告している。Ti 添加量によらず、α域（700℃保持）で、Ti4C2S2 析出が
起こる点を述べている。特徴は、Ti4C2S2 は、単独析出物である点である。
但し、彼らの議論では、1993 年当時では、Ti4C2S2 を Ti2CS を表記ししてい
る間違い 2-189)がある。当時は、まだ、Ti2CS なのか、Ti4C2S2 であるか議論
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が残っていたことを背景 2-189)にしているのであって、フェライト域での Ti
系硫化物が析出することを明言した最初のものであろう。
フェライト域で析出する Ti4C2S2 単独析出物について、彼らが提唱する
メカニズムは、上述の「（ｃ）硫化物の形態変化に関すること」でも触れた
が、K. Tsunoyama et al. 2-141)の報告（但し、彼らは、γ域の析出メカニズム
として提唱）を引用する形で、２通りの可能性を述べている。つまり、
Ti4C2S2 単独析出物は、TiS が一旦析出した後、一部が反応して Ti4C2S2
へ変態していくものと、TiS とは全く関係せず別の箇所に、Ti4C2S2 が単独
に析出するものがあると推定している。
村上ら 2-166),183)も、0.01～0.06％Ti-IF 鋼の材料を使って、フェライト域の
熱処理を、温度と時間を変えて実施し、結晶粒径および材験値の変化に
対して、硫化物挙動と関連させて論じている。山田ら 2-156)、2-167)の検討結
果とはよく似ているが、違う点もある。山田ら 2-156),167)の報告では、Ti 添加
量に関わらず、フェライト域の Ti4C2S2 析出を述べているが、一方で、村上
ら 2-165),182)の論文では、フェライト域での焼鈍中に、高 Ti 添加系（0.058％）
では、TiS が粗大化（オストワルド成長と述べている）し、低 Ti 添加系
（0.03％）では、TiS が溶解し、新たに、微細な Ti4C2S2 や TiC が析出すると
述べている点である。しかしながら、メカニズムは明示されていない。
但し、この報告には注意すべき点がある。個々の析出物を、単体とし
て捉えており、複合析出物として捉えていないことである。掲載されてい
る TEM 写真から判断しても、複合硫化物であることを識別するのは必ず
しも困難には見えないが、複合析出物を、ひとつの析出物として取り扱っ
て解釈を行っている。
つまり、TiS、Ti4C2S2、TiC の同定を、析出全体に電子線を当てた際に
検出される、EDX スペクトルによる定量に基づいて、S/Ti 元素比を使って、
析出の判別を行っている。それぞれ、≧0.7、0.2～0.7、≦0.2 である場合
に、これらの析出物と同定している。本来ならば、化学量論組成の範囲
からしても、TiS は S/Ti≒1 であり、Ti4C2S2 は S/Ti≒0.5 であり、TiC は、
S を含まないので、S/Ti はゼロであり、１、0.5、ゼロ以外の元素比を取る
のは原理的にありえない。また、論文中の写真を見る限り、高 Ti 添加系
（0.058％）の結果は、Fig. 2-24 の③の形態に似た形態に見え、低 Ti 添加
系（0.03％）では、Fig. 2-24 の②の形態に似た形態に見える。
我々も、フェライト域での Ti4C2S2 析出を報告すると共に、複合硫化物
の場合と単独析出の場合について、その析出する条件等を報告している
（詳細は、４．３項を参照されたい）1-32-34),36-39),41),42)。また、今のところ、フェ
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ライト域での硫化物の溶解度積を初めとする、熱力学データは存在して
いない。また、それが作れない背景についても４章にて詳細に述べる。
（４）まとめ ： 「Ti 添加系における硫化物に関する、従来からの考え方」
Ti 添加系の硫化物について、従来から提唱されてきた考え方を、Table
Table 2-6 ： 【従来知見】Ti系鋼材の硫化物析出挙動
項目
従来知見
極微量Cuの関わり 報告例がない
TiS、Ti4C2S2、MnS
硫化物の種類

備考
（我々の発表を除く）
Cu-Sは報告例無し
①と③、②と③は、混同して議論されていること
が多い。

①TiS単独析出物
②Ti4C2S2単独析出物
硫化物の全形態

③TiSを核にしたTi4C2S2他との複合析出物
④TiSとTi4C2S2がサンドウィッチ状の硫化物
（例外的か？）

単に単独析出物として議論されることが多い
が、
無意識のうちに、単独析出物と誤認している
ケースや、TEM写真の解像度によっては、微細
な複合析出物を検知できず、複合硫化物と認識
できないケースがある。
きちんと複合硫化物を捉えて議論すべき。

硫化物の形状

上記②や③の形状は、不定形で、析出物毎
に千差万別の形をしている。
エネルギー的に安定な球状や、晶癖面を持っ
た立方体に近い形態をとることは、滅多に無
（我々の発表を除く）
い。
しかしながら、その理由については、統一的
な説明がされてこなかった。
(a)単独析出物の場合：
①[Ti]+[S]→TiS
②[Ti]+[S]+[C]→Ti4C2S2というように、固溶
元素同士の結合を想定していることが多い。

析出の仕方

(b)TiSを核にしたTi4C2S2の複合析出物の場
合：
③’ TiSを核に、TiCまたはTi4C2S2が、
単に付着したと考えるもの
③’’ TiS→Ti4C2S2の変態を想定するもの

上記「硫化物の形態」に示したように、
複合硫化物について、複合する個々の析出物
を同定して議論しているものばかりではなくて、
複合析出物の主要な部分に注目して、単独析
出物と見做して議論しているものも多いので、注
意が必要である。

高温域の場合「TiS」が主体で析出し、
γ域の硫化物析出 低温域の場合「Ti C S 」が主体で析出
4 2 2
TiSとTi4C2S2の溶解度積が、複数のグループ どの溶解度積データも、実際の硫化物析出を常
から提唱されているが、それぞれ違った値で に予想できるとは限らない
γ域の溶解度積 ある。いずれも、高温域でTiSが析出、低温域
でTi4C2S2が析出と推定可能
殆ど報告例が無いが、２例ほど報告がある。
(1)Ti添加量が少ない時に、α域でTiSが溶解
して、Ti4C2S2が析出するという報告例があり、
α域の硫化物析出
（我々の発表を除く）
(2)一方で、Ti添加量によらず、既にγ域で析
出していたTiSが、α域でTi4C2S2へ変態する
という報告が見られる。
α域の溶解度積

存在しない
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2-6 に示す。すべて、前述した説明に沿ったものであるが、個々の項目毎
に、主だったものを、再度取り上げて説明する。
まず、極微量 Cu が硫化物形成することに関する過去文献は無い。
次に、硫化物の形態であるが、TiS 単独析出物、Ti4C2S2 単独析出物と
捉えるものと、TiS を核とした複合硫化物と捉えるものが２通り（サンドウィ
ッチ構造を含めれば３通り）ある。しかしながら、複合硫化物でありながら、
単独硫化物と捉えて解釈しているものや、TEM 写真の解像度等によって、
単独硫化物として捉えざるをえなかったもの等が含まれるので、過去文
献の解釈には注意が必要である。
また、根本的な疑問として、複合硫化物の形態が、分類困難な不定形
をしており、ここの析出物ごとに千差万別な形態をしている理由について
も、統一的な見解が提示されてはこなかった。通常、析出物といえば、球
形か、晶癖面をもった立方体～直方体形状であることが殆どであり、これ
は、エネルギー的にも安定な形態であると説明が為されてきているが、
実際には、Fig. 2-18 および 2-32 に示すように、Ti 添加系鋼材に見られる
複合硫化物をはじめ、Ti4C2S2 の形状は、エネルギー的には安定とは言
い難い、クロワッサン状であったり、ドーナツ形状であったり、ゾウリムシ
的な形状をしていることが多い。この理由については、何も述べられてき
ていない。

TiS

主にTi4C2S2

Ti4C2S2

Ti4C2S2

Ti4C2S2

TiS

Ti4C2S2

Ti4C2S2

（比較例①）
TiC 「球状析出物」

（比較例②）
TiN 「立方体～直方体状」

Fig. 2-32： Ti4C2S2の形態に関する根本的な疑問
「①Ti4C2S2の形は、千差万別で、一定の形をしていないのか？」
「②エネルギー的に安定な【球状】とか、晶癖面を持った【立方体状】の形態を
取らないのか？」
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また、同時に、析出の仕方については、硫化物の形態と密接に結びつ
いた議論になるが、単独析出物であれば、[Ti] ＋ [S] → TiS、[Ti] ＋
[C] ＋ [S] → Ti4C2S2 のように形成されると解釈されることが多い。一方
で、複合硫化物においては、すでに析出した TiS に、Ti4C2S2 や TiC が付
着するという考え方と、すでに析出した TiS が、溶解して Ti4C2S2 になると
か、TiS が Ti4C2S2 へ変態する考え方が提示されている。実材料において
は、単独析出物よりは、むしろ、複合硫化物の形態である場合が多いが、
複合硫化物の程度が軽いものは、単独析出物と見なして議論を進めて
いるものや、当時の TEM 写真の解像度の問題により、本来ならば複合硫
化物と解釈されるべきところを、単独析出物と見なしてしまっている例も
あり、過去文献の解釈には、その都度、注意を払う必要がある。
オーステナイト域での硫化物の析出は、すでに、確立されていると考え
てよいだろう。本博士論文での主題のひとつである、微量 Cu が関わる硫
化物析出挙動を除けば、高温域では TiS が主体的に、低温域では、
Ti4C2S2 が主体的に析出するということが、一般的に認められた考え方に
なっている。熱力学データについても、溶解度積をはじめ、様々なグルー
プから提示されている。個々の溶解度積には、微妙な点で違いがあって、
実材料に完全に合うとは言い切れないが、高温域では TiS が主体的に析
出し、低温域では Ti4C2S2 が主体的に析出するくらいの区別は、どのグル
ープが提案する溶解度積を使っても、予想可能である。
一方、フェライト域での硫化物析出については、ほとんど報告例がなく、
我々のグループの前に、２報だけ報告事例が確認できるのみである。フ
ェライト域で、Ti 添加量が少ない時だけ、オーステナイト域で析出した TiS
が、フェライト域の熱処理時に溶解して、Ti4C2S2 が新たに析出するとか、
Ti 添加量にかかわらず、オーステナイト域で析出した TiS が、フェライト域
の熱処理時に Ti4C2S2 へ変態するという考え方を提示している。また、フェ
ライト域の熱力学データは確認できず、溶解度積も存在しない。
２．５． 化学分析「形態別定量」の従来知見と、その際に「辻褄が合わな
い（未抽出 Sulfur）」と従来から言われてきた点
本博士論文の中のテーマのひとつである「極微量 Cu でも、Cu-S を形
成するということ」は、今のところ、殆ど認知されていない状況である。
微量 Cu が硫化物形成元素として働くという知見を持った上で、様々な
硫化物挙動に関する研究成果について、目を向けると、論理的に無理な
説明をしている点が見える部分の多くの部分が説明できることに気づく。
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40
20
0

？
？

Mn：0.12%

【未抽出Sulfur】
or【ギャップ】
S as (Mn,Fe)S

60

S=73ppm in steel

S as MnS

80

S as sulfides

Sulfur content (ppm)

①抽出残渣
中のS量

②-2：抽出残渣中
のFeから算出
（Fe×32/56）

②-１：抽出残渣
中のMnから算出
（Mn×32/55）

Fig. 2-33： 未抽出Sulfurとは

本項では、典型的な
例として、形態別定量
の分野に関する、過去
文献について述べ
る。これは、「未抽出
Sulfur」とか、「ギャップ」
という用語（俗称）を使
って論じられてきた現
象である。Cu-S の存
在がわかってしまえば、
何でもないことである
が、化学分析を専門と
する人達の中では、硫
化物を形態分析する際、
「未抽出 Sufur」と呼ば

れる不可思議な現象を永らく経験してきた。
Fig.2-33 に示すように、抽出残渣中の S 量（①）は、鋼中の硫化物に相
当する。この値は、鋼中 S 量とほぼ一致する。よって、鋼中Ｓは完全に硫
化物として固定されると考えることができる。しかし、抽出残渣中の金属
元素から計算した、MnS や（Mn,Fe）S に相当する S 量（②-1、2）を積み上
げても、抽出残渣の S 量（①）には、到達せず、小さな値になってしまうこ
とが多い。この未達の分を「未抽出 Sulfur」と俗称してきた。特に、鋼が高
純度化してきたことに伴い、顕著になってきた現象である。
S 量は全量が硫化物として固定され、固溶 S が存在することは、熱力
学的にありえないとする原理原則に基づく限り、この現象は、非常に、気
持ちの悪い結果である。
しかしながら、論文や報告書には、「未抽出 Sulfur」とか「ギャップ」と記
載したものは、非常に少ない。私の知る限り、そういった論文の存在を確
認できていない。研究者の中の隠語である場合が多く、Fig. 40 および 41
にて後述するが、うまくデータ処理をしていて、わからないようにしてある
こともある。しかしながら、Ti-IF 鋼の硫化物解析において、元素比（非化
学量論組成）が、論理的にあり得ない数値になっている場合等（TixSy の
ｘ、y が想定される化学量論組成を超える）の形で、その痕跡が残ってい
る 1-29),31)、2-191),191)-195)。
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繰り返しになるが、微量 Cu が硫化物形成に関わるという知見を利用す
れば、今まで、不可思議であった現象を、論理的に閉じた説明が可能に
なる。
以下では、形態別
【硫化物形成元素: Mnだけの場合（Ti無添加系）】
定量（日常的に「態別
サンプル
定量」とも言う）の方法
(1)10%AAで電解
に関する従来知見を
【抽出残渣-A】
MnS、FeS
Extracted Residue （Mn,Fe）S
紹介し、かつ、「未抽出
Sulfur」という定義につ
金属元素量
S量
いて、再度、説明して
32
(a)全析出S量に相当 (b)S as MnS ← Mn×
55
おきたい。本論文で使
“Sulfur as all sulfides”
32
(c)S as FeS ← Fe×
56
う「未抽出 Sulfur」の定
of (Mn,Fe)S
義は、Fig. 2-23 に示す
形態別定量の必要条件
とおりであるが、一方
①事前に析出物の種類を知っていること
で、「（鋼中 S 量）－（析
②析出物の元素比
出 S 量）」を、「未抽出
Fig. 2-34： 形態別定量方法 ～Ti無添加系～
Sulfur」と使う場合もあ
る。この場合
【硫化物形成元素: Tiが含まれる系の場合】
サンプル
には、抽出し
(1)10%AAで電解
TiN
た溶液を濾
【抽出残渣-A】
TiS、Ti4C2S2、MnS
過する際に、
Extracted Residue TiC
硫化物がフ
ィルターを通
(2)２次処理
S量
金属元素量
32
10%ヨウ素(a)全析出S量に相当 (b)S as MnS ← Mn×
して抜け落
5%メタノール55
酢酸メチル処理 “Sulfur as all
(c)Ti as all Ti-related precipitates
ちた可能性
sulfides”
(TiN+TiS+Ti4C2S2+TiC)
と、抽出に用
いた薬液に
TiN
対して反応
【抽出残渣-B】
Ti4C2S2
Extracted Residue
して溶けてし
TiC
まった可能
S量
金属元素量
性の２つが
(e) S as Ti4C2S2 (f)Ti as (TiN+Ti4C2S2+TiC)
想定される
32
形態別定量の必要条件
(g)S as TiS ← ( (c)－(f) )×48
が、この場
①事前に析出物の種類を
(h) Classical data-processing:
合は、本論
知っていること
S
as
TiS
←
(
(a)
－
(b)
－
(e)
)
②析出物の元素比
文で言う「未
抽出 Sulfur」
Fig. 2-35： 形態別定量方法 ～Ti添加系～
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とは異なったものである。本論文では、全ての硫化物を濾過にて捕集で
きた条件で、捕集した残渣中の金属元素から計算した硫化物析出量が、
抽出 S 量、もしくは、鋼中 S 量に比べて、少ない事例のことを言う。した
がって、過去文献での解釈には、注意が必要な場合がある。
まずは、形態別定量手法に関して説明を行う。
最初に強調しておきたいのは、Ti 無添加系であれ、Ti 添加系であれ、
硫化物形態別定量手法自体は、Cu-S 析出を除けば、すでに確立されて
いる点である。それぞれ、Fig. 2-34、35 に、形態別定量の抽出・分離およ
び定量の実験フローを示したが、すでに、鉄鋼材料の研究者内では周知
の手法である。特に、Fig. 2-34 に示した、Ti 無添加系鉄鋼材料での方法
は、本論文で述べる Cu-S を除けば、古くから知られている技術で、誰が
創始者か、遡ることが困難なほど昔から実施されてきた。一方、Fig. 2-35
に示した、Ti 添加系鉄鋼材料での方法は、Ti 添加 IF 鋼の研究の際に使
わるようになったもので、２次処理を行う特徴があり、日野谷ら 2-191)-193)に
よって始められたものである。
いずれの場合も、形態別定量方法で、前提とされる２つの条件は、①
事前に析出物種類を全部知っていること、及び、②析出物を構成する元
素の元素比を知っていることである。Fig.2-34、2-35 に示した方法は、対
象としている鋼が、これらの図中に、記載されている析出物から構成され
ていることを知った上で成り立っているものである。要は、本来析出して
いるものを分析対象から外せば、当然のことながら、形態別定量の結果
は、誤差を含んだり、説明が困難な現象とと遭遇することになる。本博士
論文で貫徹されることであるが、従来の形態別定量では、Cu-S 析出を考
慮してこなかったために、Fig. 2-33 に示したことをはじめ、様々な説明困
難な事象に遭遇してしまうのである。
以下では、形態別定量手法の詳しい説明と Fig. 2-33 で示した「未抽出
Sulfur」や「ギャップ」に関わる問題や、これに関わる誤ったデータ処理に
つて説明を行う。また、更に、化学分析専門家にとっては当然すぎて、改
めて意識されることが少ないが、専門としない者が、執拗に、疑問を持ち
続ける点として、抽出残渣は、果たして、すべての析出物を捕集したもの
を対象としているのか？という点があるので、これについても説明を行う。
全くの杞憂であり、全量の析出物が捕集されていると考えてよいが、この
以下の２点の代表的な疑問点を含めて、回答を提示する。
(1)残渣を取るための薬液処理時に、マトリックス溶解に加えて、析
出物自体も一部溶解しているのではないか？
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(2)残渣を捕集する際に、フィルタから抜け落ちることは否定できな
いではないか？
まず、形態別定量方法について説明を行う。
析出物の種類毎に、析出量を定量分析する意味である。つまり、硫
化物の形態別定量の場合、硫化物として析出した量を一括りして総量と
して評価するのではなくて、例えば、Ti 無添加系の低炭素鋼において、硫
化物の形態別定量を行うということを例にとると、MnS、FeS、(Mn,Fe)S の
３種類（従来からの考え方に沿って、ここでは Cu-S は対象から外す）毎
に、硫化物の定量分析値を示すことをさす。Ti 添加系であれば、TiS、
Ti4C2S2、MnS といた硫化物の種類毎に定量分析を行った分析手法を意
味する。
すでに、抽出残渣中の析出物の捕集具合と、各析出物の定量（計算）
方法は、Fig. 2-34、35 に示したが、鋼材切り出しの状態～抽出残渣の捕
集の仕方までの手順は、Fig. 2-36 に概略を示す。
まず、鉄鋼材料を適当なサイズに切り出して、Fe だけを溶かし、析出
物、介在物を溶かさない条件で、電解を実施した後、薬液と析出物・介在
物が混濁し液を、吸引ろ過によって、フィルター上に捕集する。薬液は、
Table 2-7 に示したように、適切なものを選べばよい。通常は、全析出物
の抽出に際しては、１０％AA 系とか、４％MS 系とか呼ばれる非水溶媒系
電解質を使って電解することが多い。前者はアセチル・アセトンを主体と
する電解質で、後者はサリチル酸メチルを主体とする電解質である。
電解の際に、フィルター上に抽出される残渣は、鋼中に含まれていた

切出した
鉄鋼材料
定電流分解

フィルター

鋼matrix ： Fe2+となり、溶解
析出物 ： 液中に 析出物として分散

フィルター上に
捕集された析出物を
定量分析する
（吸引ろ過）

Fig. 2-36： 形態別定量手法の模式図
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Table 2-7： 形態別定量での電解時に利用する薬液条件
本論文で
用いる略号

目的

10％AA系 定電流電解
の電解質とし
4％MS系 て活用

温度

薬液の調合条件
（ｖ：volume ※容積、w：weight ※質量）

10v/v％アセチルアセトン-1w/v％塩化テトラメチ
ルアンモニウム-メタノール
4v/v％サリチル酸メチル-1w/v％サリチル酸RT
1w/v％塩化テトラメチルアンモニウム-メタノール
RT

ヨウ素酢酸
２次処理
60℃ 10w/v％ヨウ素-5v/v％メタノール-酢酸メチル
メチル処理
窒化物、酸化
物の抽出（マ
10％臭素- トリックスの
60℃ 10w/v％臭素-メタノール
メタノール 溶解、硫化物
および炭化
物の除去）

析出物・介在物である。上述した問題点（１）、つまり、鉄が溶解される時
に、析出物の一部も溶けないか？という点については、析出物は一種の
セラミックスであるので、よほどの強酸でない限り、溶けることは無い。電
解の際には、Table 析出物だけを残存させることができる。よって、今回
のような Table 2-7 で示す非水溶媒系電解質で、それ自体が、鋼を溶か
す能力を持たず、電解によって、はじめてマトリックス（Fe）を溶かすこと
ができるものである。よって、原理的には、析出物が溶解することが無い
と言える。
実際に析出物が溶けていないことは、鋼中 S 量と、残渣中 S 量（硫化
物として固定されて S 量に相当）がほぼ一致する実験事実から明らかで
ある 2-196)。また、すでに示した Fig. 2-33 でも、鋼中 S 量と析出 S 量（抽出
残渣の S 量）がほぼ一致する事実から、析出物、特に、今回対象とする
硫化物に対しては、電解の際に全く溶けることなく、全量が抽出されてい
ることは明らかであり、上記（１）の疑問は解消できる。
また、上記（１）に類する問題が無いことは、同時に、上記（２）の問題も、
すでに問題が無いことを意味している。
つまり、上記（２）の問題、抽出残渣捕集時の、一部の析出物の抜け落
ちは起こっていない。鋼中 S 量と析出 S 量が一致していることは、フィルタ
ーからの抜け落ちが無いことを自動的に証明している。
その理由は、以下のような理屈であろうと推定されており、その考え方
は残渣分析の研究者では受け入れられている。(a)フィルターの目詰まり
効果と、(b)抽出された析出が凝集・合体して、大きな塊になっている点で
ある。
(a)については、１mm 程度のオーダーの金網状の「茶濾し」に、粉末茶
を入れても、粉茶が落ちてこないのと同じ理屈である。析出物が少ない
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時、つまり、抽出量が少な
い時には、フィルターから
ある程度は漏れているで
あろうが、大量に析出物
析出物
を抽出すると、目詰まりに
よって、捕集されるように
なり、初期に漏れ出す量
の影響を極小化できるこ
とを想定すればよい。実
粒状は
際の作業として、鉄鋼材
析出物
料の電解量は、０．５～１
100 nm
ｇ（多くの場合１ｇ前後）を
確保した上で、ポリカーボ
Fig. 2-37：
抽出残渣が凝集・合体している姿
ネート製のフィルター上に
電解後フィルター捕集された残渣を、
吸引ろ過される。フィルタ
２段レプリカサンプルTEM観察
ー径は、市販されている
（孔径0.2μmのニュークリポア・メンブランフィルタ）
最小のものでも、０．１ミク
ロン程度である。析出物は 100nm 以下で、シングル nm オーダーの析出
物も存在するような鋼は、ごく普通に存在するが、これらの材料でも、ほ
ぼ１００％捕集できている。
また、(b)については、エネルギーの安定性からして、単独で存在する
よりも、凝集・合体する方が安定して存在することが想定でき、これにつ
いては証拠が提示できる。Fig. 2-37 に示すように、実際に、析出物が会
合してμm オーダーに大きくなっていて、目詰まり効果と併せて、残渣捕
集に有効に働くことが挙げられる。この会合については、微量ながら、Si
が検出されることが多い。電解抽出の際に、Fe が溶けて無くなった際に、
固溶元素として鋼中に含有している成分のうち、Si だけは、アモルファス
状になって、“糊”のような働きをしていると推定される。
したがって、上記のことから、抽出残渣の分析に基づく、形態別定量手
法に関する、一部抜け落ちとか、一部が溶解してしまう等の疑問につい
ては解消できたと思われる。
上述のように、全量の析出物がほぼ抜け落ちることなく、フィルター上
に捕集されるため、事前に、対象鋼材で見られる析出物の種類を知って
いた上で、かつ、元素比を知っていれば、残渣中の金属元素量から、
個々の析出物毎に、析出量が計算できることになる。
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まず、フィルター上に捕集された S 量は、硫化物を形成する全 S 量に相
当する。複数の種類の硫化物が存在した場合であっても、１種類だけの
硫化物の場合であっても、ここで定量された S 量は、硫化物として固定さ
れた全析出 S 量を意味する。これは、Fig. 2-33 の①、および、Fig. 2-34
の(a)や Fig. 2-35 の(a)に相当する。
一方、フィルター上の個々の金属元素は、金属元素が関わる析出物
量に相当する。例えば、Mn の場合、MnS を形成することが分かっており、
多くの場合、化学量論組成（元素比）が、ほぼ、１である為、Mn 量をもとに、
Mn×32/55 によって、MnS として析出する S 量が計算できる。これは、Fig.
2-33 の②-1、および、Fig. 2-34 の(b)に相当する。また、残渣中の Fe 量を
使って、Fe×32/56 によって、(Mn,Fe)S の Fe と結びついた S 量と、FeS と
して固定された S 量が計算される。Fig. 2-33 の②-2、および、Fig. 2-34
の(c)に相当する。
「未抽出 Sulfur」とは、上記の方法で求めた、抽出残渣中の S 量（Fig.
2-33 の①に相当）、つまり、全 S 析出量と、金属元素側から計算した硫化
物を形成する S 量（Fig. 2-33 の②-1 と②-2 に相当）となるため、「①-②」
に相当する部分を指す。上述の Fig. 2-33 は、鋼中に含有される Sulfur
量が、0.008％弱であり、現在の鋼でも、ごく一般的に見られる S 量レベル
において、「未抽出 Sulfur」はよく見られる現象である。この現象は、鋼の
高純度化が進んで、S 含有量が少なくなった昨今、顕著になってきた。
形態別定量手法に関して、分析精度については、上述の、①事前に析
出物種類を全部知っていること、及び、②析出物を構成する元素の元素
比を知っていることがキーになる。要は、Cu-S 析出を知らない状況や、
意識しない状況では、そっくりそのまま、Cu-S 析出分が誤差になるという
ことを意味する。
一方、鋼成分が、まだ、現在のような高純度系とは言えなかった 1970
年代では、特殊な用途の高級鋼を除いて、S 量は 0.02％を超えるものが
普通に存在していた時代で、その頃の鋼での調査結果を見ると興味深い。
正確に言うと、低 S 量かつ低 Mn 量ではなく、いずれか、もしくは、両方の
濃度が高い場合には、Fig. 2-33 で示した「未抽出 Sulfur」はそんなには目
立たない。
Fig. 2-38 に、成田の論文 2-196)を使って、鋼中 S 量に対する、抽出 S 量
の割合、つまり、「抽出 S 量）/鋼中 S 量」が、０．９超えのもの（●）とそれ
以外のもの（○）を、Mn 量と S 量でプロットしたものである。なお、成田
2-196)
の論文のデータから、鋼成分として、鋼中カーボン量が 0.015％以下
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【赤熱脆化抑制の指標】
①岡本2-198)
②W. T. Lankford 2-199)
③G. S. Mann and L. H. Van Vlack 2-122)
④鈴木 2-131)

S Content（％）

0.06
0.05
0.04

【形態別定量データ （⑤成田2-196)）】
C < 0.015 を抜粋 (10%AAを使った電界抽出)
●： [S as MnS(Mn量より)]/析出S ＞ 0.9
○： [S as MnS(Mn量より)]/析出S ＝ 0.76

0.03
0.02

（比較） Fig.2-33の例
： 0.17%Mn-0.0073%S

0.01
0
0.0

←④ Mn > 0.7 & S <0.006

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Mn Content（％）
Fig. 2-38：赤熱脆化を抑制するためのMn量、S量の関係
および、形態別定量データ結果
で、かつ、硫化物形成元素が、Mn のみの場合（正確には、極微量 Cu も
含むが、この時代には、わかってい
ない為）に限定し、同時に、形態別定量時に、電解抽出の薬液を、１
０％ＡＡ（アセチルアセトン）系を用いたものを、取り出したものである。
データについて、カーボン量により限定をかけた理由は、経験上、セメ
ンタイトを多く析出する系では、抽出残渣の捕集の点で、誤差を含むため
である。１０％AA 系を選んだのには、４％MS 系は時折、溶解した Fe2+イ
オンをキレート化合物として取り込んで安定化させることがあるので、残
渣中の Fe 量が多めに評価されることがあるが、１０％AA 系では、そうい
ったことは起こりにくいからである。
このグラフで、「未抽出 Sulfur」が多いことは、鋼中 S 量に対する、抽出
S 量（析出 S 量のうち、抽出されたもの）の割合が小さいことを意味する。
実際には、このグラフの中で１例を除いて、すべて、０．９超えである。
また、このグラフには、赤熱脆化防止 2-197)に対する Mn と S のバランス
を示した通説につき、４つの考え方を重ねてプロットした（①岡本 2-198)、②
W. T.Lankford2-199)、③G. S. Mann & L. H. Van Vlack2-122)、④鈴木 2-131))。赤
熱脆化 2-197)を防ぐためのこれらの基準は、鋼中 S 量を、FeS ではなくて、
MnS で固定することであるから、鋼中 S を全量固定した上で、MnS で固定
できている基準とも解釈することができる。
その知識をもって、Fig. 2-39 を解釈する。なお、Fig. 2-39 は、Fig. 2-38
から取り上げた３例を、Fig. 2-33 に即した形でデータを示したものである。
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鋼中S
0.0519%

鋼中S
0.0565%

0.05

S as MnS

S as sulfides

S as MnS

0.02

S as sulfides

0.03

S as MnS

0.04
S as sulfides

析出S量（％）

0.06

鋼中S
0.0543%

0.01
0

鋼中Mn 鋼中Mn
鋼中Mn
0.61%
0.59%
0.60%
割合：92％ 割合：92％ 割合：76％
Fig. 2-39：
形態別定量データ （成田2-196) データを編集し抜粋）
・S as sulfides ： 抽出残渣中のS量 （全硫化物の析出S量に相当）
・S as MnS ： 抽出残渣中のMn量から、Mn×32/55で算出
（MnSとして析出したS量に相当）
・割合 ： 「S as MnS」／「S as sulfides」×100（％）

因みに、Fig. 2-33 で
示した例は、Fig.
2-38 の中の★（Mn
量－S 量）のプロット
に相当する。
Fig. 2-39 では、抽
出残渣中の S 量
（①：全 S 析出量）は、
Mn 量から計算した
硫化物を形成する S
量（②）を比較すると、
やはり、殆どの場合、
常に「①＞②」であ
るが、Fig. 2-33 と比
べて、S 量が１桁程
度多い分だけ、「未
抽出 Sulfur」は存在

するものの、目立たない。
0.61%Mn-0.0565%S のケースは、（析出 S 量）/（鋼中 S 量）が０．７６ゆえ
に、これを議論から外すと、他の２例（0.60％Mn、0.59％Mn の２例）は、間
違いなく、「①≒②」と判断するであろうし、過去において、問題視されて
こなかった。実際は、析出 S 量（①）が多いための錯覚で、実際には、や
はり、「①＞②」と読み取れる。Mn 量から算出する「MnS として固定される
S 量」が、「析出 S 量」には、僅かに足りないが、これは、実験誤差と判断
するか、もしくは、（Mn,Fe）S、もしくは、FeS で析出する Fe に相当すると判
断することも多かったと推定できる。
要は、昔の鋼でも、「未抽出 Sulfur 量」は確かに存在していて、「析出 S
量」が多いために、「未抽出 Sulfur 量／析出 S 量」との割合が小さくて、
目立たないだけで、「未抽出 Sulfur 量」自体は、あまり変わらないと推定さ
れる。それゆえに、昨今の鋼において、S 含有量が少なくなってきて、成
分が希薄化し、製造方法が非平衡に移行しつつある今、目立つようにな
ったと考えられる。
そのため、このような従来知見を持った状態のまま、昨今の鋼で見ら
れる「未抽出 Sulfur」に遭遇した時に、典型的な間違った解釈を行ってし
まう。その例を Fig. 2-40 に示す。
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Sulfur content (ppm)

【間違った解釈①】
Fe析出を推定する
(1)FeS
(2)(Mn,Fe)S

【間違った解釈②】
S-rich MnSを想定する

32 × α (α＞１)
55

Mn×

S-rich MnS

FeS

S as (Mn,Fe)S

0

未抽出
Sulfur

S as MnS

S as sulfides

Sulfur in steel

32
Mn×
55

、

Fe×

32
56

Fig. 2-40： 未抽出Sulfurの間違った解釈 （想定）
本博士論文では、その「未抽出 Sulfur」を Cu-S 析出として解釈する「新
しい見方」を提示するが、その知識を有しない場合には、0.61％Mn に相
当する例（Fig. 2-33）では、どのような解釈がされてきたかを紹介する。２
通りの間違った解釈が為されると推定される。ひとつめは、「未抽出
Sulfur」を FeS が析出しているものとして埋める場合である。つまり、
（Mn,Fe）S、もしくは、FeS で析出する Fe に相当する分であろうと判断する
場合である。もうひとつの解釈は、論理にやや無理があるが、MnS の元
素比（非化学量論組成）が、S-rich MnS というような解釈がされることも
多い。MnS の結晶構造から決まる化学量論組成範囲を超えた S-rich2-189)
であることが多いが、こういった解釈がされた場合でも、化学量論組成に
ついては言及されないのが殆どである。
こうした間違いの背景には、S 量が、全量固定されている筈であるとい
う、鉄鋼材料の析出の常識の枠内で、現状のデータを無理矢理解釈しよ
うとすることが挙げられる。抽出残渣中の S 量（析出 S 量）は、鋼中 S 量
とほぼ同等である以上、硫化物として鋼中 S は、全量固定されている点
は示されている。しかしながら、抽出残渣中の Mn 量から、MnS として固
定する S 量が、析出 S 量と合わないのは、やはり奇妙であって、そのため
に、上記の２つのデータ処理方法が“考案”されてしまうのである。
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上述の２．２項では、TEM 観察における、EDX スペクトルのピーク解析
の際に、Cu-S に関する知見を持たない限りは、S-rich MnS と間違った解
釈がされることを述べた。これも、よくある同種の間違いである。
しかしながら、TEM-EDX データの間違った解釈と、形態別定量データ
における間違った解釈は、想像を逞しくすれば、互いに、間違った解釈を
補完しあうことがあり、厄介である。つまり、前者からは、S-rich 硫化物や
FeS という間違った解釈、後者からも、S-rich MnS や FeS を導出できるか
らである。例えば、Fig. 2-10 を見れば、実用鋼において FeS の存在自体
に疑問があるものの、FeS が存在していると誤解してしまって、「未抽出
Sulfur」を FeS で埋めることをしてしまう可能性があると推測する。また、
Fig. 2-9、2-11 を見て、S-rich MnS の存在を想定して、「未抽出 Sulfur」を
埋めてしまう可能性もあると推測する。よって、互いに間違いに気づかな
い状況に陥っている可能性は無いであろうか。MnS の化学量論組成は、
常に、ほぼ１に近いこと 2-210)-213)や、大量の FeS 析出が想定しえない点を
考えれば、Fig. 2-40 で示した２つの可能性は、容易に否定できる。
ここまでは、Ti 無添加系の話であったが、次に、Ti-IF 鋼における、よく
見られる同種の間違いを示す。過去文献では Cu-S 析出は考慮されてい
ないので、この点は触れずに議論を進める。Ti-IF 鋼に関する研究は、
1980～1990 年代に盛んに為されたため、形態別定量の観点でも、調査
結果が、様々なグループから提出されているが、オリジナルは、Fig. 2-35

サンプル
電解

全析出物

TiN
TiS、Ti4C2S2、MnS
TiC

①S量→全硫化物S量
②Mn量→「S as MnS（②’）」を算出

TiN

③S量→S as Ti4C2S2

2次処理

一部溶解

TiC

Ti4C2S2

④-1： S as TiSの計算方法
「①- ②’-③」
④-2： S as TiSの計算方法
(1)Ti量「全析出物 － 一部溶解」
(2) (1)×

32
48

Fig. 2-41： Ti-IF鋼の形態別定量法における、抽出残渣を使った実験フロー
（微量Cuによる硫化物析出を考慮していない時代）
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④-1：引き算
「①-②-③」

TiS

(a) S as sulfides

①残渣中Ｓ量

【引き算で埋める】

（直接的）

【計算値積み上げでは
Gapが出る】

④-2：
32
Ti×
48

Gap

（直接的）

③Ti4C2S2
32
②Mn×
55

③Ti4C2S2
32
②Mn×
55

Fig. 2-42： Ti添加系鋼材での
【従来の】形態別定量の「問題点」

を使って説明したように、日野谷ら 2-191) -193)が始めた形態別定量方法に
遡ることができる。
その方法の特徴と、その手法が抱える問題点を示す。Fig. 2-35 から重
要な点だけ抽出して、Fig. 2-41 に、Ti-IF 鋼における、形態別定量方法の
模式図 1-29),31)、2-191) -193),195)を示して説明を行う。この方法は、単なる電解抽
出ではなくて、２次処理を行う点が特徴である。
Fig. 2-41、42 中の①～③にあるように、全析出 S 量（①）、MnS として
固定される S 量（②）、Ti4C2S2 として固定される S 量（③）までは、どの研
究者も同じ処理を行う。
データ処理が異なる点は、TiS として固定される S 量を導出するに際の
方法である。日野谷ら 2-191) -193)が始め、我々のグループ以前の過去文献
では、すべて、引き算ベースで、「①－②－③」で、TiS として析出する S
量を解釈してきた（Fig. 2-41、42 の④-１に相当、および、Fig. 2-35 の(h)
に相当）。このデータ処理が成立する前提は、Ti 添加系鋼材での硫化物
が、TiS、Ti4C2S2、MnS の３種類でなければならない。
同時に、このデータ処理が、やや問題に見えるのは、Ti 添加系の形態
別定量手法において、TiS に相当する、Ti 量が定量できる（Fig. 2-42 の④
-2-(1)に相当、および、Fig. 2-35 の「(c)－(h)」に相当）にもかかわらず、
Ti/48×32 というように計算して「S as TiS」を求めない点である。この方法
で求めると、Ti 無添加系鋼材と同様に、Gap（未抽出 Sulfur）が見られる
のである。
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では、こういう実態において、Ti-IF 鋼の形態別定量の研究報告におい
て、どういう議論を行ってきたかを述べる。
日野谷ら 2-191)～2-193)の報告は、形態別定量データは、Fig. 2-41、42 の
④-１（引き算で計算）でまとめて、Fig. 2-38 中の「④-１（引き算による S
as TiS）」と「④-2-(1) （Ti as TiS）」から、【「④-１」/「④-2-(1)」】を計算し
て、S-rich TiS という点を述べたものである。そのため、TiS の組成は、
Ti2S3 が近いのではないかと結論づけている。しかしながら、こういった化
学量論組成の TiSｘは存在しえないから、議論がやや破綻していると思わ
れる。
実は、我々のグループも、1997 年には、Cu-S を含めて再評価 1-32)でき
ているが、1996 年段階では、「④-１(引き算)」に基づく方法で、硫化物の
形態別定量を処理せざるをえなかった 1-29),31)。やはり、Cu-S の存在を把
握してデータ処理しないと、硫化物の形態別定量は、正確さを欠くことに
なるのである。
安原ら 2-194)は、同様に、TiSX という表記をしている。一方で、市岡ら 2-194)
は、同様な形態別定量を行いながら、Ｔｉ：S 比は、１：１である旨を報告し
ている。この結果は特段、奇異には見えない。元素比が１に近い点は説
明可能である。彼らは、サンプルを、ラボ熱間鍛造しただけ、および、ラボ
熱間圧延した材料を用いており、こういったサンプルが Cu-S 析出が少な
い傾向があるためである。４．３項で詳しく報告されるが、Cu-S 析出が顕
著になる焼鈍板では、Cu-S を考慮しないと、S-rich TiSx が析出するとい
う議論に終始してしまう危険性が出てくる。
２．６． 鋼中における、Cu 溶解度、拡散に関するデータ
本博士論文では、微量 Cu が硫化物析出挙動に関わる点を、重要な報
告事項のひとつと考えている為、ここで、Cu、硫化物形成元素、および、
S に関する数値データ、熱力学データを挙げておく。
（１）計算状態図
現状、市販されているソフトウエアを使った計算状態図では、Cu-S の
析出は予測しえない。
Fig. 2-43 は、ThermoCalc（平衡状態図計算ソフト、Thermo-Calc
Software AB 社）を使った、平衡熱力学計算による計算状態図で、Ti 無添
加系極炭素鋼において、Cu 量と S 量に対して、600℃と 700℃での計算状
態図である。計算のための熱力学データとして、bcc-Fe（フェライト）、
fcc-Cu（ε-Cu）、MnS、FeS、Cu2S（digenite）を用いた。★は、本博士論
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Ti無添加系-0.2％Mn：【600℃】
α
+
MnS
+
FeS

Ti無添加系-0.2％Mn：【700℃】
α+MnS+FeS+Cu2S
α
+
MnS
+
FeS

α + Cu + MnS + FeS

α + MnS + Cu2S

α + Cu + MnS + Cu2S

α + MnS

α + Cu + MnS

α
+

0.01%Cu

0.01%Cu

MnS

α + Cu + MnS

Fig. 2-43： ThermoCalcの平衡熱力学計算による計算状態図
Ti無添加-0.2％Mnでの「Cu量-S量」に対する600℃、700℃状態図

文中で用いる、Ti 無添加系鋼材の成分に相当するものであるが、０．０
１％程度の極微量 Cu 領域では、現状の熱力学データでは、Cu は固溶し
ていると予測されてしまう。
（２）拡散定数 2-200),201)
Fig. 2-44 に、Cu と S、および、主だった硫化物形成元素（Mn、Ti）に加
えて、Fe の自己拡散と、拡散が速い C と N を合わせて、同一グラフに示
した。
特徴は、広く知られた文献値を使って判断する限り、Cu は特別に拡散
拡散定数：D（m2/sec）

C,N

10

-11

10

-13

10

-15

S

Ti
S

B

Mn

Cu

Ti
Cu

Fe

Mn

10-17

Fe

10-19
10-21
0

C,N

200

400

600 800 1000 1200 1400
温度（℃）

Fig. 2-44： 鋼中での拡散定数2-200)、2-201)
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: C (Carbon)
: N (Nitrogen)
: Cu
:S
: Fe (self diffusion)
: Mn
: Ti
:B

が速いとは言えないことである。
オーステナイト域においては、Mn や Fe や、Ti と同程度レベルであり、S
に比べて、10-2～10-3 だけ小さな拡散定数であり、一方、フェライト域では、
Cu は、Mn や Fe や S と同程度レベルであり、Ti と比べると、10-2 だけ小さ
な拡散定数である。

ΔG（kJl/mol S2)

ΔG（kcal/mol S2)

（３）標準生成自由エネルギー2-202)
Fig. 2-45 に、CuS、Cu2S と、FeS、MnS、および、TiS の標準生成自由エ
ネルギーを示す。なお、TiS は温度に対するデータは無く、１点だけのデ
ータしかない。
自由エネルギーが
80
小さい順に、生成さ
200
れやすい為、TiS、
40
MnS の順に安定に
存在し、FeS と Cu2S
0
0
CuS
は同程度であること
FeS
-40
が読み取れる。CuS
-200
は、Cu2S や FeS より
Cu 2S
も、自由エネルギー
-80
-400
MnS
が大きい。
よって、標準生成
-120
TiS
自由エネルギーの観
-600
-160
点に立てば、Cu-S
は、MnS や TiS に比
-800
-200
べて、生成されにくい
500℃ 1000℃ 1500℃ 2000℃ 2500℃
0℃
と解釈されてきたと
Fig. 2-45： 標準生成自由エネルギー2-202)
言える。
（４）鋼中での溶解度 2-203)、2-204)
H. A. Wriedt & L. S. Darken2-203)により、698℃～841℃域のフェライト中
の Cu の溶解度について、報告がなされている。Fig. 2-46 に示すよう
に、％オーダー～サブ％オーダーまで固溶できることを示している。
log(Cu%) ＝ 4.335 – 4499/T ・・・・ (2-18)
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また、S の溶解度については、ケイ素鋼板における挙動が、H. C.
Fielder2-204)から報告されている。3.1％Ｓｉ添加系ゆえに、フェライト域での
S の溶解度である。供試材は、C 量、S 量、Mn 量、その他の硫化物形成
元素が、それぞれ、0.02～0.03％、0.013％～0.015％、＜0.006％、＜
0.005％である鋼材を用いて、光顕で硫化物（FeS）の存在を確認すること
によって、溶解度を決定する方法に基づく。S 溶解度は、1000℃の時、
0.010％、1100℃の時、0.015％、1150℃の時、0.020％となる。
（５）鋼中での溶解度積
すでに、Cu-S に関する
2.5
溶解度積については、島津
2
らの提唱する式 2-37)を、す
1.5
でに、上述の２．１項、及び、
1
Fig. 2-4 に示した。ただし、
0.5
この提唱されている Cu-S
0
の溶解度積は、実験事実
600 650 700 750 800 850 900
とは一致しているとは言い
温度（℃）
Fig. 2-46： Cu溶解度
難いものがある。約３％Si
2-203)
（H. A. Wriedt & L. S. Darkenのデータ
）
添加の電磁鋼板を使った
検討結果であり、フェライト域での挙動を導出したものであり、オーステナ
イト－フェライト変態が起こる本論文の材料とは異なることを知った上で、
敢えて、この溶解度積（2-4 式）を使って計算すると、Cu-S は、1200℃を
超えるような著しい高温で形成されるということが予測されてしまう。しか
しながら、本論文で導出される Cu-S 析出挙動とは矛盾している。
Cu溶解度（％）

3

log[Cu]2[S] = -103550/T + 60.58
・・・・ (2-4)
（in 3% Si-added iron（※α域））
また、Ti 添加系鋼材に見られる TiS、Ti4C2S2 の硫化物の溶解度積につ
いては、オーステナイト領域では、すでに複数の研究グループから報告さ
れれている 2-127), 142), 147),153),155),162),164),169),171),178),184)。上述の２．４．３項、及び、
Table 2-5 を参照されたい。なお一方で、フェライト域の溶解度積は提案さ
れていない。
また、本博士論文で関連する、その他の析出物の溶解度積について、
以下に記載しておく。
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BN については、R. W. Fountain and J. Chipman により、以下の溶解度
積が提案されている 2-205)。B が、0.001～0.91％含有する鋼を使って、オー
ステナイト域の 950～1150℃での実験から求め、フェライト域の溶解度積
は、計算により導出したものである。
log[B%][N%] ＝ 5.24-13970/T (in γ)・・・ (2-19)
log[B%][N%] ＝ 4.63-13680/T (in α)・・・ (2-20) （※計算で導出）
MnS については、方向性電磁鋼板において、鋼中介在物の制御の観
点で、盛んに研究がなされてきた。これらの研究は、３％程度 Si 添加され
ている系であるので、900～1300℃くらいの範囲で、熱処理実験により決
定されているものの、フェライト域で、しかも、通常の鋼であれば、オース
テナイト域に相当する高温域で成立しうるものが多い。例えば、H. A.
Wriedt and H. Hu により、ケイ素鋼板（3％Si 添加系）における高温領域の
フェライト相での溶解度積が提案されている 2-205)。、つまり、フェライト域で
あって、しかも、0.1%Mn 含有までの鋼材において、997℃～1397℃までの
フェライト域で成立する。
log[Mn%][S%] ＝ 4.092-10590/T ・・・ (2-20)
(in α iron、997～1397℃)
すでに存在する熱力学データをもとに、純粋に計算機科学から決定さ
れたものが、及川らから報告されている 2-207)。これは、フェライト域、オー
ステナイト域で成立しうるものであろう。
log[Mn%][S%] ＝ 5.1-12000/T
log[Mn%][S%] ＝ 4.9-12000/T

(in γ iron)
(in α iron)

・・・ (2-21)
・・・ (2-22)

本博士論文には、直接関係しないが、窒化物や炭化物の溶解度積に
ついては、E. T. Turkdogan の論文 2-208)が詳しい。
２．７．化学量論組成 と プラズモン・ロスピークのシフトによる同定手法
鋼中析出物につき、例えば、MnS とか、TiS とか、TiC とか表記するもの
が殆どである。化学量論組成（析出物の元素比）まで議論しているものは
極めて少ない。現実には、MnS1.0 なのか、MnSX が、ある程度の範囲で変
動している可能性もあるが、あまり議論されてこなかったと言ってよい。
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本項では、（１）鉄鋼材料中に限らず、これらの析出物と同じ結晶系の
物体に関する、化学量論組成（元素比）に関する研究成果を紹介すると
共に、（２）この元素比の同定方法に関する過去の取り組みを紹介する。
２．７．１． 化学量論組成（元素比）の過去知見
鋼中析出物は、同じ結晶構造を有する化合物が、セラミックス、半導体、
誘電体等として見なされて、様々な観点から、電気物性等をはじめとした
物性評価がなされてきている。特に、MnS は、ワイド・ギャップ半導体とし
ての研究成果が目立つ。こういった研究は、パウダー状の材料を混ぜて、
温度、雰囲気、圧力等を工夫して、結晶化させたものを研究対象にして
いる。
本項では、MnS、Ti 添加系で見られる TiS、Ti4C2S2、MnS、TiC、TiN に
ついて述べる。TiC、TiN を除けば、ほぼ、理想的な化学量論組成に近い
組成であると見做してよい。
（１）MnS
鋼中 MnS は、α-MnS であり、結晶構造は、JCPDS の表記 2-209)で、
6-518 とされている。
このことは、鉄鋼関連の論文において、昔から、認知されている。一方
で、化学量論組成については、鉄鋼関係の論文は当てにならない。前述
の２．１項で指摘したように、Cu-S の析出を認識していないために、
S-rich の MnS という間違った記述が数多くある。よって、α-MnS の化学
量論組成については、別の分野の研究成果から推定するしかない。
α-MnS は、鋼中硫化物として馴染み深いものであると同時に、この相
は、ワイド・ギャップ半導体の材料として取り上げられて、数多くの成果が
報告されている 2-123),210)～2-212)。
非化学量論組成を取ることを前提に論文が書かれているものが多い
が、その元素比が明示してあるものは殆どない。明示してあるものを例に
挙げると、L. I. Ryabinkina and G. V. Loseva は、MnxS について、温度を変
えて、半導体特性を評価している 2-123)。α-MnS の非化学量論組成は、
MnXS が、X が 0.9～1.25 での電気特性が述べられており、格子パラメー
タや、半導体の電導型は変わらないと報告があり、かつ、(FeXMn1-X)S が、
X≦0.5 での抵抗率の報告がある。要は、MnS や、(Mn,Fe)S における、
Mn：S、および、(Mn＋Fe)：S が、化学量論組成、つまり、１：１に近い値で
あることを示すと共に、理論的には、(Mn,Fe)S は、Mn：Fe が 50：50 までは、
存在しうることを示している。
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また、S. Mrowec et al.は、1000K 以上では、Mn1-XS であり、1000K 以下
では、Mn1+XS であると述べている 2-211)。また、1473K を超える温度域では、
X は 0.01 よりも小さく、殆ど、Mn：S 元素比は、１：１である旨も併せて報告
している。
化学量論組成の他に、MnS の Mn は、容易に Fe と置換するということ
が言われている。この現象は、実際、TEM レプリカサンプルを作製して、
マトリックスの Fe の影響を除外した上で EDX で測定してみると、時折、
（Mn,Fe）S であることに遭遇することがある。
（２）TiS
鋼中析出物の研究報告では、全体として、TiS は、S-rich 傾向であるが、
この結果は完全には信用することができない。結晶構造は、JCPDS で、
12-534 である。過去の報告では、確かに、TiS と視認できる析出物を、
EDX 分析したであろうが、微量 Cu による Cu-S 析出に由来する S につい
て、気を配っていない為に、S の起源が、本当に、TiS からのみに由来す
るのか否か、よくわからない。
電子線回折によって、TiS を同定している報告が、例えば、M. Hua et al.
2-154),158）,161）,163),177),187)
から為されている。TiS は、Ramsdell 表記 2-213)で、9R
としているので、TiXS の X が、0.85～0.95 であり、僅かに S-rich であると
いうことが示されている。
よって、MnS 同様、鉄鋼材料以外の研究から、化学量論組成に関する
過去データを捜してみると 2-189)、2-214)、M. Onoda and H. Wada は、パウダー
を使った TiS の合成を行い、その結晶構造を報告している 2-214)。鋼中の
TiS ではなくて、合成される TiS の非化学量論組成の範囲が、1300℃での
合成した場合では、TiXS の X が、1～0.60 であり、900℃で合成した場合で
は、X が 0.7 強～0.5 強の範囲であると報告されている。これはパウダーで
の合成時に形成されうる全ての結晶系と元素比を示しているにすぎない
実際には、M. Hua et al.が述べるように、TiS の化学量論組成は、若干
S-rich であって、殆ど Ti：S 元素比は、１：１に近いと見ていいだろう
2-154),158）,161）,163),177),187)
。
（３）Ti4C2S2
鋼中析出物の研究報告では、殆どが、Ti：S 元素比が、2：1 の比率で解
析されている。実際に測定した場合でも、この比率であることが多い。過
去文献がなく、化学量論組成の範囲はよくわからない。また、結晶構造
は、JCPDS で、16-849 である。
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パウダーを使った合成でも生成できるようであるが 2-215)、パウダーから
合成する分野においての研究は盛んとは言い難い。やはり、Ti4C2S2 の研
究は、鉄鋼材料の析出物解析の観点からの研究が主流のようである。
Ti4C2S2 の研究に関しては、歴史的には、化学量論組成の議論というよ
りは、むしろ、Ti4C2S2 なのか、τ相 Ti 系硫化物（Ti2S）なのか、Ti2CS なの
かを峻別する研究が盛んに議論されてきた観がある 2-215),190)。
1950 年代から 1980 年後半にかけて、特に研究対象にされてきたのは、
マルエージング鋼 2-216)や Ti 添加した 18-8 ステンレス系に見られる硫化
物であって、長く、τ相 Ti2S と同定されてきたが、結局、Ti4C2S2 と同定さ
れるに至っている 2-217)。
1980 年代以降に、Ti 添加 IF 鋼 1-19)の研究が盛んになるにつれて、
Ti4C2S2 に記述が増えるが、その頃には、すでに、Ti4C2S2 であることが判
明している 2-190)。Ti：S 元素比は、殆ど議論に上っていない。
注意してみると、化学量論組成を報告されていると一見誤解するデー
タも多数存在するが、これは、厳密には、化学量論組成を論じているので
はない。微量 Cu が硫化物を形成する効果を考慮していないため、理由を
明示しないまま、Ti と S の元素比が広範囲に分布する点が指摘されてい
るにすぎない。この点は、前述の２．５項で議論した「未抽出 Sulfur」に基
づく問題と、同根である。
また、TiS と Ti4C2S2 は複合析出物化するため、Ti：S 元素比は、複合析
出物を点分析した際のポイント毎に、掲載されているデータが多く存在す
るが、化学量論組成を述べたものではない。
よって、明確な元素比に関するデータは存在しないのではないか。本
論文では、Ti4C2S2 の Ti/S 比は２として解釈する。
（４）TiC や TiN
TiC や TiN については、過去の多くの文献において、前述の２．４．１項
において報告したように、化学量論組成まで同定した上で論じているもの
は殆どない。
最近は、ウィンドウ・レス型か、超薄型ウィンドウの採用によって、EDX
で軽元素の測定が可能になり、かつ、EELS も普及しているため、C や N
の存在は確認できるようになったが、これらの手法では、定量精度に乏し
いので、Ti：C 元素比、Ti：N 元素比が、うまく決定できない。また、EELS の
Coreloss 領域のピークエッジを使っても、精度良く、化学量論組成まで決
定できるとは言い難い。バックグランドの引き方等で、かなりバラツキが
出るためである。
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実際、過去文献を調査してみても、化学量論組成の範囲まで論じてい
るものはあまり遭遇できない。
鋼中炭化物、窒化物の範疇で、過去文献の調査を拡大し、化学量論
組成について推定してみると、E. T. Turkdogan2-208)が、NbC0.87、NbC0.7N0.2、
VC0.75 の溶解度積を提示していることから、炭化物、窒化物が、Ti-rich 傾
向で、炭化物、窒化物を形成する可能性が推定されるだけである。
また、TiC や TiN をセラミックスとか、超伝導材料として捉えて研究して
いる内容まで拡張すれば、TiC や TiN が、Ti-rich 傾向の非化学量論組成
を取る可能性は十分に高いと推定できる 2-217),218),220) -222)。しかし、安定して
存在しう TiC や TiN の化学量論組成の範囲は明示されたデータはないよ
うである。
２．７．２．化学量論組成（元素比）の同定方法 「プラズマ損失ピークの
シフトに基づく方法」
鋼中硫化物において、非化学量論組成を論じる場合、まず、金属元
素：S の元素比は、EDX により、同定可能である。
一方で、炭化物、窒化物における、金属元素：C、及び、金属元素：N の
元素比は、EDX スペクトル、EELS の Coreloss 領域（内殻損失領域）のス
ペクトルから、同定するのは困難である。
理由は、２．４．２項に示したとおりで、測定時のカーボン汚れの影響、
EDX での軽元素ピークの精度が著しく悪いこと、EELS の Coreloss ピーク
のバックグランドの引き方での誤差が大きい等により、精度が出ないため
である。
そこで、本論文では、TiCx の X を同定するために、EELS のスペクトル
非弾性散乱に基づく
（エネルギー損失を伴う）

Plasma-loss
(～100eV)
Zeroloss Plasmon

Core-loss
（＞100eV）

(Ep)

弾性散乱
に基づく

伝導電子（自由電子）が
集団として振動すること
による、非弾性散乱
magnified
拡大
(2×Ep)

内殻電子との非弾性散乱

Ti-L2,3

C-K
-0
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Energy Loss (eV)
Fig. 2-47： プラズマ損失ピークの例 （EELSスペクトル）
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のうち、プラズマ損失ピークに注目する。
プラズマ損失ピークは、Fig. 2-47 に示すように、ゼロロスピーク（エネル
ギー損失を伴わない、透過した電子線に基づくピーク）に、次いで、エネ
ルギーの低い領域（100eV 以下）に、見られるピークである。
プラズマ損失ピークは、自由電子（伝導電子）が集団として励起され振
動（プラズモン）することによる非弾性散乱に基づく。入射電子エネルギ
ーから見れば、エネルギー損失であるが、サンプルから見れば、集団的
なエネルギーの励起に相当し、このプラズマ振動を量子化したものを、プ
ラズモンと呼ぶ。Fig. 2-47 に示すように、サンプルの厚いほど、プラズマ
振動が何度も起こるので、プラズマ損失ピーク（Ep）を整数倍の位置にも、
プラズマ損失ピークが見られる。
プラズマ損失ピークは、その物体の自由電子の集団的な振動に基づく。
Ep は、下記の(2-23 式)で表現される。「自由電子の密度」の関数であり、
化学量論組成のズレによって、自由電子個数や、格子定数が変化する
ため、Ep 値がシフトする。
Eｐ

ℏω

ｐ

ℏ

n e
mε

・・・ 2

23

： プランク定数 ディラック定数
n ： サンプルの伝導電子（自由電子）群が平衡状態時の電子密度
e： 電気素量
m： 電子の質量
： 真空の誘電率
炭化物、窒化物の化学量論組成、つまり、元素比を、Ep と関連づけて
論ずる研究が、1980 年頃から実施されている。Ep は、TEM-EELS に限ら
ず、光吸収スペクトル、XPS 等の分光的手法によって、測定されている
2-217)-222)
。ただし、過去の研究は、セラミックスや誘電体の物性評価用サ
ンプルを使った研究で、TEM サンプルほど小さくなくて、ある程度の面積
があり、一様な物体を対象としているため、元素比を化学分析等で測定
した後で、その物体に対して、分光的手法により、Ep を測定することを志
向している。
一方で、本論文の主題は、今まで行われてきた研究とは、逆方向のア
プローチで、元素比がわからないから、Ep を TEM-EELS で測定して、較
正曲線を活用して、元素比を知るというものである。
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本論文での取り組み

過去文献に多く見られる研究
非化学量論組成

非化学量論組成
【化学分析】では不可能
較正曲線
として活用

EELSのプラズマ損失分光
TEM-EELSにより、
プラズマ損失スペクトルを
測定

【化学分析】により、
非化学量論組成を決定
（※均質物体ゆえ、可能）
（TiCx、TiNxのXを決定）
分光法によるスペクトル解析
光吸収スペクトル
XPS
TEMでのEELS 等

非化学量論組成を反映

Fig. 2-48：
解析手法「プラズマ損失ピークと、非化学量論組成関係」
本論文での取組みと、数多くある過去の取組みとの比較

（解析の視点が逆）

この取り組み
自体は、1994 年
に、我々の研究
グループが発表
したものである
1-34)-1-37)
。過去に
取り組み例が殆
ど無く、それ自体
に新しさがあるも
のの、単に反対
方向から行なう
取組みであると
も言える。

２．８． ほうろう用鋼板
本博士論文では、ほうろう用鋼板に関わる析出物挙動、および、析出
物が関わるほうろう層の密着性についても報告を行う。
本項では、ほうろう用鋼板に関する解説を行い、本博士論文で述べる
点でが、どういった背景で実施され、どういった新しい点を含んでいるか
を明確にすると共に、過去の研究から見た位置づけを示す。
２．８．１． ほうろうに関する概略的説明
ほうろう用鋼板とは、ほうろう製品向けに専用に、合金成分が設計され
た鋼板であって、ほうろう製品のほうろう層（ガラス質）の下地に使われて
いる鋼板である。
ほうろう用鋼板については、馴染みが薄いと思われるため、以下には、
ほうろう自体に関する概説と、ほうろう用鋼板に関する概説を行う。
（１）ほうろうについて
まず、「ほうろう（琺瑯）」につき、概略を述べる 2-223),224)。
ほうろうとは、金属表面に、ガラス層を被覆した複合材料全体を指す。
下地の金属は、鋼板ばかりでなく、鋳鉄、ステンレス、Al めっき鋼板、
Al-Zn めっき鋼板（ガルバリウム鋼板）の鉄系材料に加えて、アルミや銅、
及び、金、銀が使われる場合もある。装飾品の分野で用いられることが
多いが、金、銀、銅が下地金属に使われているものを、特に、「七宝」と呼
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ぶ。Fig. 2-49 に示すように、ツタンカーメンの黄金のマスクは、古代の七
宝の適用例である。
また、鉄系の材料を使ったほうろうで、工
業機器用のほうろうは、特に、グラスライニ
ング（ガラスライニング）と呼ばれている。
グラスライニングを含めて、現在、鉄系材
料を下地として、工業的に作られているほう
ろう製品の特長 2-223),224)は、主に、800～
900℃の高温焼成によって被覆されたガラス
層によって、もたらせされるものであり、①耐
久性、②耐酸性、③耐摩耗性、④耐食性、
⑤耐熱性、⑥清潔感、⑦非吸着性、⑧不活
性、⑨色調の無変化、⑩なめらかな肌ざわ
Fig. 2-49：
古代の琺瑯（七宝）の有名 り、⑪美しい色あいと光沢が期待でき、また、
金属とガラス層の総合効果によって、⑫保
な例
「ツタンカーメンのマスク」
温性が期待できる。実際のほうろう製品を、
（金に、ほうろう加工）
Fig. 2-50 に示す。
↓ グリルからの排気部分

↓天板部分

五徳
ガラストップ部
(6)醸造用タンク（グラスライニング）
ほうろう壁材↑
グリル部
(1)ガステーブル

鍋
五徳
↑ガスコンロの天板部分
(2)ガスコンロ と 鍋

ほうろう壁材↑
(7)ほうろう建材パネル

(4)石油ストーブ

扉

キッチンパネル
（ほうろう壁材）

洗面ボール部↓

ガステーブル
↑ガスオーブン＆電子レンジ
の内側部分

扉

扉
(5)ホーロー流し台

(3)ガスオーブン＆電子レンジ

(8)洗面台

(9)看板

Fig. 2-50： ほうろう製品の例（グラスライニングも含む）
(1)ガステーブル2-225)、(2)ガスコンロと鍋2-226) 、(3)ガスオーブン＆電子レンジ2-227) 、(4)石油ストーブ2-228) 、
(5)ホーロー流し台2-229) 、(6)醸造用タンク2-230) 、(7)ほうろう建材パネル2-231) 、(8)洗面台2-232) 、(9)看板2-233)
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1960～1970 年代までは、ほうろう製品は、幅広く使われてきたが、石
油化学製品や、ステンレス製品等の代替品によって、最近に至るまで、
市場が徐々に縮小してきている傾向がある。しかしながら、現在でも、特
に、耐熱性を要求される部材や機器、つまり、ガスコンロ、電子レンジ、石
油ストーブ等には、依然として、ほうろう製品が独占的に使われている。
また、化学プラント等において、耐酸性、耐食性、耐熱性等が要求される
部分において、グラスライニング製品が幅広く使われている。また、日本
酒やワイン等の醸造業においては、SUS 製のタンクを凌駕して、グラスラ
イニング・タンクが数多く使われ続けている。
また、特に、日本国内においては、高度成長期において、中小のメー
カーが乱立して、一部メーカーが、粗雑なほうろう製品（ほうろう層が剥が
れるような欠陥品）を市場に出したこともあり、日本人の中に、ほうろう製
品は剥がれやすいとか、表面に欠陥を有するといった間違ったイメージ
が刷り込まれた悲しい歴史がある（下記（４）の欠陥の解説部分に詳細を
示す）。このことが、台所製品や食器類をはじめとした一般消費者に近い
商品において、ほうろう製品が、広く市場に浸透できていない一因にもな
っていると推察する。一方で、欧米では、ほうろう製品の地位は確立され
ており、食器、鍋、台所の小物等で、ほうろう製品は高級品というイメージ
があるものが対照的である。
ほうろう製品の活用も、欧米と日本とでは、欧米の方が、明らかに多い。
それは、欧米が、オーブンやレンジ等の耐熱を要する製品（ほうろう製品
の独壇場）を、標準的に各家庭で所有することと、日本では、極めて少な
いが、バスタブに鋼板ほうろう製品を使うことが多いことに加えて、日常
品としても依然として、高級品というイメージと共に浸透している等が理由
として挙げられる。
（２）ほうろう製品の断面構造と、ほうろうに基づく分類について
ほうろう製品は、我々が目にする「ほうろう層（ガラス層）」の下の構造
によって、２回掛けと、直接１回掛けの２種類に大別できる。しかしながら、
表面から見る限りは判別
上釉薬
(カバーコート)
下釉薬
できない。
上釉薬（カバー）
下釉薬（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
(グランドコート)
Fig. 2-51 は、２回掛け
ほうろう用鋼板
ほうろう用鋼板
ほうろう用鋼板
と、直接１回掛けを模式
（１）２回掛け
（３）２回掛け
的に示した図である。前
（２）直接１回掛け
（に分類される）
者は、パステルカラー調
Fig. 2-51： ほうろう製品の断面構造による分類
の上釉薬（カバー・コート）
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の下に、下釉薬（グランド・コート）の構造である。下釉薬は、ほうろう層
（ガラス層）と鋼板の密着性を確保するために、密着性を良くする効果が
ある、Ni や Co 等の添加物が多い。そのため、色調は、必然的に、黒い系
統の色になってしまう。一方、上釉薬は、パステルカラー調の色調を実現
するものであって、密着性確保を第一義とする釉薬成分（Ni や Co 等）が
非常に少ない。多くのほうろう製品は、２回掛けであることが多い。
一方で、直接１回掛けというのは、下釉薬がなく、上釉薬だけで、カバ
ーコートとグランド・コートを兼ね、ほうろう層と鋼板の密着性を、カバーコ
ート部分が実現させているものである。これは、特殊なほうろう釉薬の利
用と、ほうろう層との密着性が良好な鋼板を活用することで実現する。あ
まり加工しないで作るほうろう製品に見られる。例えば、ほうろう用建材パ
ネルとか、ほうろう流し台の扉等に見られることがある。
この分類において、
注意が必要なのは、２
回掛け用の下釉薬だけ
上釉薬
（カバー・コート、または、トップコート）
を形成させて、下釉薬
下釉薬（グランド・コート）
が露出した状態である。
ほうろう用鋼板
0.1mm
これは、２回掛けに分類
拡大
される。例えば、ガスコ
ンロの五徳や魚焼きグ
ガラスだけの層
リル、電子レンジの内側
下釉薬（グランド・コート）
鉄とガラスが相互
等が、この場合に相当
拡散している層
する。
ほうろう用鋼板
0.05mm
実際のほうろう層の
Fig. 2-52： ほうろう製品の断面写真（２回掛けの場合）
断面を、Fig. 2-52、53
に示す。前者が、２回
直接１回掛け用釉薬
掛けの例であり、後者
（カバー・コートとグランド・コートを兼ねる）
が、直接１回掛けの例
0.1mm
ほうろう用鋼板
である。
拡大
この写真では、表面
ガラスだけの層
の状況はわからないが、
鉄とガラスが相互 直接１回掛け用釉薬
ほうろう製品では、表面
拡散している層
に孔状の凹みがあるも
ほうろう用鋼板
のは無いが、断面には、
0.05mm
いずれの例においても、
Fig. 2-53： ほうろう製品の断面写真（直接１回掛けの場合） ほうろう層は、泡を含ん
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だ構造であることが分かる。同様に、ほうろう層と鋼板の界面では、鉄と
ガラスが相互拡散している層があり、ほうろう層だけの組織に移行する。
また、ほうろう層
ほうろう層
埋込み樹脂
は、焼成する際に、
ガラスの軟化点を
超えた段階で、鋼
板表面を、流動性
500μm
をもって、表面を
Fig. 2-54：
覆うように移動す
ほうろう製品のほうろう厚みの分布の例
下地鋼板の形状に忠実というよりは、形状を滑らかにする方向に、 る傾向がある。例
ほうろう層が形成される（直接１回掛け製品の場合）
えば、Fig. 2-54 に
示すように、下地の鋼板上に、下地鋼板の凹凸に忠実にほ
うろう層が形成されているのではなく、下地鋼板の形状を滑らかにする
方向で、ほうろう層が形成されている傾向にある。そのため、ほうろう製
品中で厚みに、やや分布を持つものであるが、ほうろう層全体で、１００～
５００μｍ程度の厚みがある。２回掛けの場合には、下釉薬と上釉薬の
比率は、１：３～１：２程度である。
別の分類の仕方として、ほうろうの焼成の仕方でも分類がある。多くの
場合、上述のほうろう層の構造による分類と併せて、Fig. 2-55 に示す分
類で呼ばれることが多い。
せ ゆ う

２回掛け２回焼成は、文字通り、２回施釉して２回焼成するものであり、
した

具体的には、下

（１）２回掛け２回焼成

ゆうやく

上釉薬（ｶﾊﾞｰ）
下釉薬（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
ほうろう用鋼板

焼
成

（２）直接１回掛け
上釉薬
（ｶﾊﾞｰ兼ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
ほうろう用鋼板

下釉薬（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
ほうろう用鋼板

焼
成

（３）２回掛け１回焼成（２C1F）
上釉薬（ｶﾊﾞｰ）
焼
成

下釉薬（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
ほうろう用鋼板

Fig. 2-55： 焼成による分類
（１）２回掛け２回焼成
（２）直接１回掛け焼成（direct-on）
（３）２回掛け１回焼成（２C1F： 2-Coat-1-Fire）
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焼
成

釉薬を施釉・乾燥
して焼成し、
うわゆうやく

上釉薬を施釉・乾
燥して、２度目の
焼成を、下釉薬は
溶かさずに、上釉
薬を形成する温度
域で実施し、つま
り、１回目の焼成
温度よりは、低め
で実施するという
ものである。日本

でのほうろう製品の多くのものが、この方法で製造される。ほうろう用鋼
板の種類にかかわらず、この製造方法ならば、ほうろう製品を製造するこ
とが可能になる。
直接 1 回掛け焼成は、密着性の高い「直接１回掛け用」釉薬を施釉・乾
燥して、１回焼成により、ほうろう層を形成させるものである。この方法が
成立するには、ほうろう用鋼板が、密着性が高い特長を有する「高酸素
鋼板」を使用することと、直接１回掛け用の釉薬を使用することが前提と
なる。焼成回数が１回で済むために、その分、製造コストの削減となる。
２回掛け１回焼成は、２Ｃ１Ｆ（2-Coat-1-Fire）とも呼ばれ、下釉薬を施
釉・乾燥のあと、上釉薬を施釉・乾燥の後、焼成する方法である。要は、
下釉薬の焼成を省略しており、製造コスト削減を狙った製法である。欧米
ではよく見られる方法である。釉薬や鋼板側にさほど特徴があるわけで
はない。
（３）ほうろう製品の製造プロセス（全体）
ほうろう製品の製造プロセスの概略を、Fig. 2-56 に示した。
上記（２）に述べたように、ほうろう層の形成や、焼成回数での分類が
あり、一律に示すことは難しいので、Fig. 2-56 は、２回掛け２回焼成をベ
ースに、カップ状のほうろう製品の製造プロセスの概略を示したものであ
る。
まず、鋼板を、プレス加工や、溶接等により、製品形状に成形する。そ
の状態で、表面に付いた汚れをとるため、脱脂を行う。脱脂は、ケイ酸ソ
ーダ主体の溶液を加熱して用いる（アルカリ脱脂と呼ばれる）。
その後、前処理を称される、酸洗（硫酸による）→Ni 付着（Ni フラッシュ
とも言う）を実施する。ほうろう層と下地鋼板の密着性を確保するために、
この前処理行程は、殆どの場合、省略できず、必須の工程である。酸洗
は、10～20％硫酸を、70～80℃にて、2～5 分程度、加工・脱脂後の下地
鋼板を浸漬する方式で実施される。この処理により、金属光沢だった鋼
板が、全体が黒い色調に変化する。
水洗した後、Ｎｉフラッシュと呼ばれる処理を実施する。10～20g/ℓの
NiSO4 水溶液に、70～85℃、2～5 分程度、酸洗後の下地鋼板を、浸漬す
る方式で実施される。酸洗後の表面に、一様かつ疎らに、Ni を析出させ
ることにより、ほうろう層と鋼板の密着性を確保するのが目的である。そ
の後は、中和処理して、リンスした後、施釉工程へ進む。なお、酸洗と Ni
フラッシュの程度は、前者が、酸洗減量値：50～150g/m2 であり、後者が、
Ni 付着量：０．５～２．０g/m2 である。
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前処理を経たものを、２回掛け２回焼成の場合、下釉薬を施釉して乾
燥後に、焼成を行う。下釉薬の層は、グランド・コートと呼ばれ、ほうろう
層と鋼板の密着性を確保することを主目的とした層である。次いで、上釉
薬を施釉して、乾燥後に焼成を行う。上釉薬は、カバー・コートとも呼ばれ、
ほうろう製品に、所望の色をつけるための層でもある。ほうろう用製品の
場合、下釉薬は、多くの場合、表裏共に為されるが、上釉薬は、両面に
為されるのは、寧ろ稀で、表に露出する側だけが、表面が美しい釉薬が
形成される場合が多く、通常見えない側には積極的に釉薬を形成させな
い。
また、施釉については、スプレー式で実施される場合、どぶ付けで行
われる場合、これらの２つは、液状の釉薬を塗布するものである。また、
粉体を使って、静電施釉するものがある。
下釉薬の焼成温度、上釉薬の焼成温度は、共に、凡そ、700～850℃
の範囲内で、大気環境で、２～７分間程度である。但し、下釉薬の焼成温
度は、常に、上釉薬の焼成温度よりも、少なくとも 10℃以上は高い特徴
がある。

前処理工程

ほうろうプロセス
（概説）
成形
（溶接等）

脱脂

下釉
Ground-Coat

釉薬付着

70～80℃

上釉

焼成

70～85℃

硫酸

NiSO4系溶液

酸洗

Ni付着

Cover-Coat

釉薬付着

700～850℃

焼成

700～850℃

Fig. 2-56： ほうろう製品の製造プロセス
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製品

その他の注意点として、ほうろう製品に欠陥が出た場合に、ほうろう層
を、上釉薬・下釉薬を取り去ってしまって、２C1F ベースで欠陥個所を修
正することがある。そうなった場合には、下地鋼板は、焼成回数が、更に
１回増えることがある。
また、ほうろう製品に、柄、模様をつける場合には、シール状の柄・模
様を貼って、焼成を行う。焼成温度は、上釉薬の焼成温度より、やや低い
温度で実施される。この場合も、鋼板から見ると、熱処理が１回余分に行
われることになる。
いずれにせよ、焼鈍温度に相当する温度域にて、熱処理が２回以上実
際されることになる。
実際のほうろう製品が作られる具体的な様子を、Fig. 2-57 を見ながら、
バスタブを例にして、２回掛け２回焼成法に基づいた製造方法を説明す
る。まず、ブランキング（型取りした鋼板）を、深絞り加工し、側壁を作りだ
すために曲げ加工を行う。その後、全面に、グランドコート（下釉薬）を施
釉・乾燥後に焼成する。カバーコート（上釉薬）を施釉・乾燥後に再度焼
成してバスタブを製造した例である。設置・施工された状態では、裏側に
(a)潤滑用グリース塗った、ブランク材

(e)上釉薬をスプレーで施釉

(b)深絞り加工

(d)下釉薬を焼成後
(f)上釉薬を焼成後
(c)側壁部分を曲げ加工

Fig. 2-57： ほうろう製品の製造プロセス
(実際の様子)
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あたり、表面を露出しない部分には、上釉薬を積極的に施釉していない
例である。
（４）ほうろう性に関する概説、および、ほうろう欠陥について
ほうろう製品を作るために、ほうろう用鋼板に求められている特性は、
２つに大別できる。Fig. 2-58 に示すように、ひとつは、必要とされる構造
に加工できる機械的性質を有することと、もうひとつは、ほうろう性と称さ
れるもので、ほうろう層と鋼板の密着性が良好であり、ほうろう性の欠陥
が無いことを、広く全般的に指したものである。
また、良好な機械的性質と、ほうろう性は、両立しえないことが多いた
め、ほうろう用鋼
板の選定には、
加工度に応じた
【ほうろう性】（ほうろう性欠陥が無いこと）
【機械的性質】
【鋼板に起因】
どちらを優先する
・爪（つま）とび欠陥
かが課題になり、
Ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
・ほうろう層/鋼板の密着性
多くの場合、
両立しないので、
また、鋼板の開
【ほうろう製造に起因】
バランスをとって
発の立場からは、
・ほうろう層/鋼板の密着性
ほうろう用鋼板の
・ヘアーライン
機械特性とほうろ
成分設計が必要
・カーボン・ボイリング（黒点）
う性のバランスを
・泡
・カッパーヘッド 等
とって、成分設計
する必要があるこ
Fig. 2-58： ほうろう用鋼板に求められる特性
とを意味する。ほ
(a)下地鋼板まで露出して、ほうろう層が飛んだ例
うろう性が確保されな
いと、ほうろう欠陥に直
結するので、注意が肝
要である。
本項では、ほうろう
性に関して概説を行い、
更に、ほうろう用欠陥
(b)下地鋼板までごく一部しか露出せずに、ほうろう層が飛んだ例
を大別して、ほうろう製
品の製造工程に起因
する欠陥と、ほうろう用
鋼板に起因する欠陥
に分けて説明を行う。
つま

Fig. 2-59： ほうろう欠陥（鋼板性）-①
「爪とび（つまとび）」
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Fig. 2-59 は、爪とび
（つまとび）欠陥の例で

ある。鋼板側に起因する欠陥である。(a)は、爪とびが、下地鋼板が露出
するくらい激しい例であり、(b)は、爪とびが、下地鋼板は、一部しか露出
せず、表層付近のほうろう層が飛んだ例である。
爪とびは、ほうろう層（ガラス層）が、パズルの１ピースが飛んでいるが
如くに剥離した欠陥である。原因は、施釉・乾燥・焼成の時に、釉薬に含
まれている水分起因の水素原因で起こると説明されている。
焼成中に水素原子が、不可避的に鋼中に侵入し、鋼中に水素トラップ
サイトが存在すれば、爪とびは起こらないが、トラップサイトが無い場合に
は、焼成完了から、数時間～数か月経ってから、水素が徐々に拡散して、
ほうろう層と下地鋼板の界面に移動して、その部分で水素ガスになり、そ
の体積膨張に伴い、ほうろう層が剥離する現象である。
本欠陥の難しい点は、欠陥判定が出荷時検査にてチェックできない
点である。本欠陥の発生は、即、市場クレームとなる。焼成時に、鋼材・
鋼板中に水素原子が侵入するのは不可避であるため、爪とび欠陥を抑
制するためには、ほうろう用鋼板をはじめとする、水素トラップサイト、つ
まり、粗大な析出物、介在物を意図的に多くした鋼材、鋼板を使うことで
ある。世の中の流れが、鋼の高純度化を志向する方向性とは対照的で、
意図的に鋼中を“汚く”しているのである。そのために、加工性等がやや
犠牲になるが、ほうろう用鋼板である以上、耐爪とび性は必須であるので、
それを前提で成分設計
(b)【比較】密着性が良好な例
(a)密着性が低い例
せざるをえない。本論
破壊した面は、
破壊した面は、
黒い色調になる
金属光沢を示す
文では、すでに確保さ
れた鋼材であることを
前提にして議論を進め
るので、直接的には、
ほうろう層を破壊すると、
ほうろう層を破壊すると、
この欠陥に触れること
下地鋼板が金属光沢を示す
ほうろう層が破壊されるだけで、
露出する下地鋼板は、黒い色調
はない。
一方、Fig. 2-60 は、
Fig. 2-60： ほうろう欠陥（鋼板性）-②-(1)： 「密着性」
(b)【比較】密着性が良好な例

(a)密着性が低い例

板状組織が
見られる

20 μm

界面が凹凸
である

20 μm

Fig. 2-61： ほうろう欠陥（鋼板性）-②-(2)： 「密着性」
ほうろう層の断面写真
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別のほうろう性欠陥で
ある「密着性」について
示したものである。こ
の欠陥については、
Ti-IF 系ほうろう用鋼板
の密着性の観点から、

本論文で触れるテーマでもある。
ほうろう密着性は、鋼板の種類に依存するものの、前処理（酸洗、Ni フ
ラッシュ）の条件によっては、密着性は良好に保持できるため、本欠陥は、
鋼板起因でもあり、ほうろう製造起因でもある。
ほうろう層を、物理的に破壊した場合、必ず、ほうろう層（ガラス層）は
破壊される。例えば、かなずち等で叩くとか、Fig. 2-60 に示すように、ポン
チ状の先端を押し付けて、ほうろうを形成させた鋼板ごと変形させると、
ほうろう層（ガラス層）は、ヒビが入ってしまうが、その部位を金属ブラシで
擦って、下地鋼板の具合を見ると、金属光沢を示す場合(a)と、黒い色調
を示す場合(b)がある。前者が、ほうろう層と下地鋼板の密着性が低い例
であり、後者が、密着性が高い例である。ほうろう層を破壊後に、金属ブ
ラシ等で、割れたほうろう層を除去すると、前者は簡単にほうろう層が除
去できるが、後者は、一生懸命作業しても、なかなか、ほうろう層が除去
できず、やっと現われた表面が、黒い色調になる。
Fig. 2-61 に、ほうろう層を破壊させた近い部分で、ほうろう層が付いて
いる部分の、ほうろう層/下地鋼板の断面写真を示す。密着性の低い場
合には、ほうろう層と下地鋼板の界面が、平滑な形態であり、かつ、板状
組織が形成されている特徴がある。一方、密着性が良好な場合には、ほ
うろう層と下地鋼板の界面が、互いに入り込んだ構造をしている特徴が
ある。密着性と、ほうろう層と下地鋼板の構造の関係は、諸説あって、定
まっていないが、一説を紹介すると、界面の凹凸がある場合、物理的な
アンカー効果によって、密着性が増すと説明されることが多い。

(a)表面の外観
※髪の毛が、浮き出て
見えるが如く、
黒い線状の欠陥。

Fig. 2-62：
ほうろう欠陥（ほうろう製造性）-③
「ヘアーライン」

下釉薬が、上釉薬側に張り出し
た部分が、ヘアーライン欠陥

(b)断面
検鏡

（埋込み樹脂）
上釉薬
下釉薬

（ほうろう用鋼板）
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繰り返しになるが、Fig.2-60～61 で紹介した密着性は、ほうろう用鋼板
の成分系によって、ある程度は決定され、高純度系の方が、密着性が優
れていることが知られている。また、前処理条件（硫酸酸洗、Ni 付着処理）
を、適切に行えば、密着性が高くできるため、この欠陥は、鋼板性とも、
ほうろう製造に起因するとも言える。
次に示す欠陥は、ヘアーラインと呼ばれる欠陥の例で、Fig. 2-62 に図
示した。ほうろう製造時に起因する欠陥である。
ヘアーライン欠陥とは、ほうろう層の表面が、髪の毛が複数本、付着し
ているかの如く、細い線状欠陥である。断面検鏡では、下釉薬が、上釉
薬側に突出した形態であり、黒い色調の下釉薬部分が、線状になって、
表面に見えているか、あるいは、露出した形態である。釉薬を施釉した際
に、十分な乾燥を行わなかった時に発生したり、上釉薬が“硬く（粘性が
低く）”、焼成時に、割れやすいために、発生すると考えられている。要は、
本欠陥は、ほうろう製造時に、その発生を抑制するように注意すれば、問
題になることは少ない。本博士論文中では、直接的には触れない。
また、最後に紹介するのは、黒点（カーボン・ボイル Carbon-boiling、
ブラックスペック blackspecking）と呼ばれる欠陥である。Fig. 2-63 にその
一例を示す。
この結果も、ほうろう製造時の条件に起因する欠陥である。
ほうろう製
(a)全体像
(b)曲げ加工部の「黒点」
品の表面の
全体、あるい
は、局在する、
黒い点状の
欠陥である。
かつては、低
(c)曲げ加工部の「黒点」
炭鋼のほうろ
(d)裏面側の「黒点」
全面的な黒点
う用鋼板が主
曲げ加工部分
に、黒点が多い
流であった時
代に、炭化物
直上、炭化物
主体の酸洗
残渣の付着
が多い場合
Fig. 2-63： ほうろう欠陥（ほうろう製造性）-④
「黒点（カーボン・ボイル）」
によく見られ
※前処理時の硫酸酸洗のやり過ぎ等に起因して発生
たので、カー
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ボン・ボイリングとも呼ばれる。しかし、極低炭素鋼系ほうろう用鋼板でも
発生することがある。過剰な酸洗条件で、硫酸酸洗をした場合に、発生
することが多い。
ほうろう用鋼板を提供する立場からは、ほうろう鋼板起因の欠陥を引き
起こさないように成分設計や、材質の作り込みを行うことが重要であり、
また、ほうろう商品の製造メーカーに対して、前処理条件（硫酸酸洗、Ｎｉ
フラッシュ処理条件）の適性範囲を、あらかじめ提示しておくことが重要で
ある。
本博士論文では、適切な前処理条件内での議論を行うため、この欠陥
については触れない。
２．８．２．現在作られている、ほうろう用鋼板の概説
鋼の開発の歴史では、殆どの鋼が、製鋼技術の発展に伴い、高純度
化の方向へ進化しているが、ほうろう用鋼板と、快削鋼の２つだけは、こ
の流れに逆行している。
これらの鋼は、前者が、ほうろう性、特に、爪とび欠陥を抑制するため
の水素トラップサイトの作り込む目的で、析出物・介在物を意図的に作り
込む必要がある。そのため、一部元素を高純度系から外して、元素添加
を行ったり、除去しないように図る。後者においては、切削加工時に、切
削くずが、母材に巻きつかずに、切片になって離れやすくして、工具の摩
擦熱を軽減することを実現するために、鋼中に、PbS、MnS、CaS 等の硫
化物や、BN 等を作り込んで、敢えて高純度化させない成分設計をする。
単なる高純度化とか、加工性向上を図るばかりでなく、ほうろう性の向
上を図ることは、ほうろう用鋼板には不可欠である。しかしながら、これら
の特性は、応々にして両立してないものであるため、使用する用途、つま
り、加工性を重視する
【優】
【機械的性質】
Ti-IF鋼系
のか、ほうろう性を重
SPCE
視するのかによって、
高酸素鋼系
バランスをとった鋼板
B添加極低炭素系
SPCD
を提供することにな
（OCA焼鈍による脱炭）
る。
低炭素鋼系（またはB添加低炭素系）
SPCC
具体的には、ほう
ろう用鋼板は、Fig.
【劣】
２回掛け用 直接１回掛け用
【優】
【劣】
2-64 に示すように、
【ほうろう性】
加工・溶接等の成形
Fig. 2-64： ほうろう性と加工性に対する、
ほうろう用鋼板の成分系の位置づけ
工程を経て、酸洗・Ｎｉ
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付着処理を経て、施釉・焼成されて使われる。よって、ほうろう用鋼板に
求めらる特性は、加工性と、ほうろう性の両立が達成されていることであ
る。しかし、この２つの要素は、両立しがたいため、使用用途に応じて、こ
の２要素につき、バランスが取れたほうろう用鋼板を選ぶことになる。ほう
ろう用鋼板の開発の立場からは、この２要素を、片方を犠牲にしないで、
もう片方の特性を上げることに尽きる。
ここで言う、加工性とは、伸びが大きいとか、降伏応力が小さいとか、ｒ
値が大きいことを意味する。一方で、ほうろう性とは、ほうろう欠陥を引き
起こさないような使い勝手が良いことを意味する。具体的には、爪とびが
起きないように、鋼中に水素トラップサイトを作り込むべく成分設計を行う
こと、および、鋼板製造時に水素トラップサイトを作り込むこと、また、密
着性が良好にするために、高純度系の材料を設定することである。同時
に、ほうろう性を良好な達成するための前処理条件（酸洗・Ｎｉ付着処理）
の安定範囲が広いことである（Fig. 2-67 に後述）。
概念的に示すと、ほうろう用鋼板の成分系の位置づけを、Fig. 2-64 に
示す。横軸が、ほうろう性を概念的に示したものであり、縦軸が、加工度
を概念的に示したものである。上述したように、ほうろう性と加工性は両
立できず、使用用途によって、バランスを取った成分設計を行うと言った
のは、Fig. 2-62 において、機械的性質が SPCE 相当で、ほうろう特性が
直接 1 回掛け相当のものが存在していないことからも明らかである。
実際のラインナップは、鉄鋼メーカー各社共に、大きな違いはなく、
Ti-IF 系鋼種、高酸素系鋼種、低炭素系鋼種（B 添加低炭素鋼系を含む）、
および、B 添加極低炭素鋼系（脱炭を、OCA 焼鈍（オープンコイル焼鈍）
で実施して、焼鈍中に、脱炭・脱窒するもの）に収斂して考えることができ
る。それぞれの鋼種につき、加工性とほうろう性の２要素で分類した位置
は、概念的には、●で示したようになる。それぞれの鋼種のプロット位置
が、それぞれの軸に対して原点から離れるほど、加工性やほうろう性が
良好で、上位のものが、下位のものを凌駕しており、置き換えもできるこ
とを意味する。例えば、つまり、高酸素鋼は、低炭素鋼系鋼種を、ほうろう
性にも、加工性においても凌駕しているので、高酸素鋼を代わりに使って
も、問題がないことを意味する。もうひとつの例として、Ti-IF 鋼系は加工
性が優れるために、高酸素鋼で作っている部材を、容易にプレス加工で
き、加工余裕度があるが、その部材のほうろう性が、直接１回掛けで使わ
れているならば、ほうろう性が劣るので、置き換えが不可能になる。
ここの鋼種について、以下に詳細を述べる。Table 2-8 と 2-9 に、通常
の鋼板との成分と比較しながら、個々の鋼種について説明を行う。
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Table 2-8：ほうろう用鋼板の成分系と、通常の鋼板の成分との比較（１）
C
ほうろう用鋼板--Ti-IF鋼系
（比較） 軟質・高加工性のTi添加IF鋼

ほうろう用鋼板--高酸素鋼系

同
≦0.003
同

≦0.03
ほうろう用鋼板--B添加極低炭系 →OCA脱炭
≦0.003

Si

Cu
Ti
0.02～
同
同
同～多 ≦0.03 ≦0.015
≦0.12
0.05
0.1～
0.04～
≦0.03
≦0.02 ≦0.02 ≦0.003 -0.3
0.08
0.02～
-少～同 同～多
同
同
-0.05
--

Mn

P

少～同 同～多

S

同

N

≦0.015

0.02～
0.05

--

B

O

--

同

--

≦0.003

--

0.02～
0.07

≦0.005

同

Table 2-9：ほうろう用鋼板の成分系と、通常の鋼板の成分との比較（２）
ほうろう用鋼板--低炭素系
（またはB添加低炭系）
（比較） 軟質の低炭鋼

C

Si

Mn

同

同

同

≦0.03

≦0.03

0.1～
0.3

P

S

N

Cu
0.02～
同～多 ≦0.03 ≦0.015
0.05
≦0.02 ≦0.02 ≦0.005

--

Ti

B

O

--

≦0.005

同

--

ゼロ or
≦0.003
≦0.005

まず、すべてのほうろう用鋼板の成分設計で共通することを述べる。通
常の鋼板と違って、Cu 添加を微量に行い、同時に、P 含有量をやや増や
した成分設計にしている。この理由は、前処理性、特に、酸洗減量値を適
正範囲に制御して、ほうろう層の密着性を高めるためである。
次に、個々の鋼種について述べる。
Ti-IF 鋼系は、加工度を要求される部位に適用されるほうろう用鋼板で
ある。深絞り用途に対応できるため、バスタブ、洗面ボール、鍋などの形
状に成型できるものの、ほうろう性は良好とは言えず、２回掛け用途でも、
特に密着性に問題があり、注意して使う必要がある。ほうろう性のうち、
爪とび欠陥を抑えるために、鋼中析出物・介在物として、TiN や TiS を粗
大に作り込むことによって、水素トラップサイトを確保している。そのため
に、所謂、普通の Ti-IF 鋼と比べて、S 量、N 量が、多く添加されている特
徴がある。
一方、高酸素系は、ほうろう性に優れており、直接１回掛けに、唯一対
応できる鋼種であるが、加工性は、Ti-IF 鋼系には及ばない。成分設計は、
高純度鋼系であるが、爪とび欠陥を抑えるために、鋼中析出物・介在物
として、鋼中酸化物を水素トラップサイトを作り込む成分設計になってい
る。そのため、通常の連続鋳造ベースの鋼には、殆ど入っていないレベ
ルの酸素（20ppm くらい）が、高酸素鋼では、200ppm 以上、多くの場合に
は、400～600ppm 程度も含有されている特徴がある。
Fig. 2-64 で「SPCD、かつ、２回掛け用」に位置するものは、B 添加低炭
鋼ベースの鋼を、OCA 焼鈍 2-234)して脱炭し、極低炭素系にしたものであ
る。バッチ焼鈍ゆえの製造しにくさがあるため、殆ど作られなくなっている。
世界的にも、早々に廃されると推定される。ほうろう性と機械特性が、ほ
ど良くバランスされた鋼種ゆえ、使われてきた。成形性は、Ti-IF 鋼には
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及ばないが、高酸素鋼よりは、やや良好であり、ほうろう性は、Ti-IF 鋼、
低炭素鋼系を遥かに凌駕し、高酸素系には及ばないものの、安定したほ
うろう性を誇る。製法は、B 添加ベースの低炭素鋼を、OCA 焼鈍時に、脱
炭を行うため、最終的には、カーボン量が極低炭レベルになった鋼種で
ある。
低炭系の鋼種（B 添加系も含む）は、加工性が、上記の２鋼種には及
ばないが、ほうろう性は、直接１回掛けはできないものの、Ti-IF 鋼系より
は、ほうろう性に優れる特徴がある。この鋼板の水素トラップサイトは、鋼
中炭化物（セメンタイト）であり、B 添加されていれば、BN も水素トラップサ
イトとして機能する。
後述するが、本論文のもうひとつのテーマが、ほうろう用鋼板の析出物
に関するテーマであり、高酸素系鋼種の成形性の向上と、Ti-IF 鋼系の
ほうろう性向上について、析出現象の関わりから論じる。
２．８．３． 高酸素ほうろう用鋼板に関する過去知見
（１）高酸素鋼の概説 と 直接１回掛け技術の活用
製鋼技術、製造技術の発展によって、鉄鋼製品の製造方法がかなり
変化してきた。いずれも技術も、より高品質化を志向するか、より安価に
製造することを志向するかのいずれか一方か、多くの場合、両方が目的
になって切り替えられてきた。例えば、鋼成分の高純度化、バッチ製造→
連続化、多工程→小工程化＆工程省略化の変化である。
明らかにユーザー側からもメリットがわかりやすい高純度化を除けば、
製造方法の変化は、鉄鋼メーカーの思惑とは別に、ユーザー側からは、
材料の製造方法が変わることについては、ある意味、拒絶反応に近い、
保守的な対応がされることが多い。
【現在の連続鋳造による、高酸素ほうろう用鋼板】が成立した背景にお
いても、同じことが当てはまった。
また、本博士論文で一貫するテーマであるが、鉄鋼製造技術による変
化に伴い、従来問題にされなかった、もしくは、意識されなかった現象が、
高純度化を始めとする製法の変化によって顕在化し、それがゆえに、今
まで意識しなくてもよかった現象が、見えるようになってしまった。ある場
合には、今までの現象を含めて、製造時に何が起こっているかを深く理
解する鍵になり、ある場合には、逆に製造上の障害になって立ちはだか
る。高酸素鋼の場合は後者であった。
現在、高酸素鋼と言えば、鋼中に、200ppm 以上、多くの場合、500ppm
前後まで酸素を含有して、極低炭素・極低窒素鋼ベースの鋼板を指す。
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多くの場合、連続鋳造で製造されており、かつ、連続焼鈍で製造されるこ
とが多い（Fig. 1-4 参照）。高酸素ほうろう用鋼板は、ほうろう用鋼板の重
要な鋼種のひとつとして位置づけられており、ほうろう産業で、幅広く使
われている鋼板である。上述の Fig. 2-64 にあるように、ほうろう性に非常
に優れる。特に、ほうろう層の密着性に優れ、直接１回掛けにも対応でき
る鋼種である。同時に、耐爪とび欠陥性に優れる。耐爪とび欠陥性に優
れるのは、鋼中に、μm オーダーの粗大な介在物（多くは、MnO）、つまり、
酸化物を有することに基づく。鋼中酸素は、Mn と結びついて、粗大な酸
化物となり、水素トラップサイトとして働くからである。
鋼中酸素量は、現在、通常の鋼板のレベルとは、桁外れに多いことが
特徴である。つまり、連続鋳造ベースのキルド鋼 2-136),235),236)では、多くても
30ppm 前後であり、普通は 10～20ppm であるが、高酸素鋼には、200ppm
～600ppm 程度の、非常に多くの酸素が入っている鋼種である。
冒頭に、敢えて、【現在の高酸素鋼】と定義した理由は、連続鋳造法に
て、ほぼ１００％製造されている現代では、高酸素鋼は、ほうろう用鋼板
向けのみであるが、歴史を紐解くと、それ以前の「鋼塊法」が主流の時代
（1960～1980 年代以前）において、リムド鋼やキャップド鋼 2-235),236)と呼ば
れたものは、酸素濃度が、【現在の高酸素鋼】のレベルに近く、酸素量だ
けで定義してしまうと、リムド鋼は全てを、【高酸素鋼】と呼ぶことができて
しまう。連続鋳造の登場以前では、主流であった、インゴット鋼塊法のひ
とつ、リムド鋼ベースで製造された鋼 2-235),236)は、必然的に、高酸素鋼成
分になり、当時は、それが、ごく当たり前の成分系あった。リミング・アクシ
ョンを伴って、造塊すれば、鋼中酸素は、数１００ppm が含まれる鋼になる
のが避けられないためである。
かつての高酸素ほうろう用鋼板は、リムド鋼で作られ、当時は、造塊圧
延→スラブ化→熱延→酸洗→冷間圧延→バッチ焼鈍（OCA 焼鈍 2-234）
/Open Coil Annealing）により脱炭され、最終コイルの段階では、極低炭
素系の成分になっていた。これが、Fig. 2-64 で示す、高酸素鋼と同じとこ
ろに位置する鋼種として使われてきた。なお、当時の高酸素ほうろう用鋼
板の極低炭成分は、OCA 焼鈍にて、脱炭焼鈍によるものであった。一方、
現在の高酸素鋼の極低炭素・極低窒素レベルは、製鋼技術の向上に伴
い、連続鋳造でスラブを作る前に、すでに極低炭素・窒素した溶鋼になっ
ている。
前述の１．３項で既に述べたが、鉄鋼材料の製造に関する技術革新が、
営々と続いてきた中にあって、高酸素ほうろう用鋼板も、連続鋳造化への
取り組みが始まった。最終的には、Fig. 1-4 に示したように、連続鋳造化
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と連続焼鈍化で、製造コストの極小化を図れるため、それを目標としたい
が、まずは、連続鋳造化の取り組みが始まった。
ほうろう用鋼板以外の鋼種では、1970 年～1980 年代には、殆どの鋼
種での連続鋳造化（連鋳化）が完了していったが、ほうろう用鋼板だけは、
ほうろう業界からの不安もあって、なかなか完了しなかった。
その理由は、以下のように考えられる 2-254)。
連鋳化してしまうと、リムド鋼で実現していた、ほうろう性、特に、爪とび
欠陥を抑制するのに有効に機能していた、鋼中の粗大な介在物（酸化物）
が期待できなくなるのではないか？という不安と、直接１回掛けができる
鋼板がなくなってしまうのではないか？という不安である。キルド鋼では、
ほうろう用鋼板は成立しないという思い込みが、当時はあったと聞いてい
る。
ほうろう用鋼板の必要特性は、目的とするほうろう製品に適する加工
性と、ほうろう性である。ほうろうと下地鋼板の密着性（ガラスと鋼板の密
着性）を確保、更には、直接１回掛けに対応できるくらいのほうろう特性
の確保のためには、表面の清浄な鋼板を使う必要があり、歴史的にリム
ド鋼が使われてきた。リムド鋼は、リミング・アクション 2-235)のため、表面が、
純鉄に近く、非常にきれいな鋼板になる。同時に、リムド鋼は、鋼板の内
部に、酸化物（介在物）を含むため、水素トラップサイトを有していること
になり、リムド鋼を使えば、必然的に爪とび性欠陥（Fig. 2-59 参照）も抑
止できる 2-238)～2-241）。
一方で、連続鋳造（例えば、Fig. 1-4、および、文献 2-235、236 を参照）
は、アルミキルド鋼ベースで製造されているため、これらの２つのことが、
実現できない可能性が不安視された。多くの場合でよく見られることであ
るが、我々鋼板メーカーを含め、鋼板ユーザーも、新しい材料や新しい製
造方法には、かなり保守的である。すでに、うまくいっている条件・状況を
積極的に変えようとはしないことが多い。ほうろう用鋼板においても、同
様であったのである。
日本においては、鉄鋼メーカーが、高酸素鋼組成の鋼を、連続鋳造す
ることを課題として捉えて、研究開発を行ってきており 2-237),242)-249)、1990
年前後から、リムド鋼ベースの組成の鋼を、連鋳化して製造できるよう、
技術開発が済んでいたのである。
これは、ある意味、驚異的でもある。酸素を大量に含む溶湯は活性が
高いので、製鋼時の耐火物の溶損等、アルミキルド鋼とは違う管理基準
が必要になるからである。しかしながら、なかなか、連鋳化した高酸素鋼
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の認知が進まなかった。ゆえに、ほうろう用鋼板の連続鋳造化は、全て
の鋼種の中で、一番最後のグループになった。
様々な形でアプローチを行った中で、ほうろうメーカー、釉薬メーカー
（フリットメーカー）、鉄鋼メーカーの３者が、セラミックス協会琺瑯部会が
中心になって、共同研究組織 2-237)を作り、その中での研究報告等も一助
になって、徐々に、全ほうろう用鋼種の連鋳化と、特に連鋳化した高酸素
鋼の連鋳化が実現して、1990 年前後には市場に認知させるに至った。し
かし、機械的性質が硬くなる傾向が目立つようになった。リムド鋼の時代
よりも、最大強度（TS：Tensile Strength）はあまり変化がないものの、降
伏点（YP：Yielding Point）が２０ＭＰａ程度高くなり、伸び値（Eℓ：Elongation）
が最大で５％も小さくなるような現象が、製造バラツキの範囲内で起こる
うようになった。
Fig. 2-65 に示すように、一方で、高酸素鋼は、連続鋳造化（ＣＣ化：
Continuous-Casting）共に、他の鋼種同様に、バッチ焼鈍から、連続焼鈍
化（CAL 化：Continuous Annealing Line）への切り替えを志向していた。
Table 2-8 に示すように、高酸素ほうろう用鋼板は、格子間元素である
カーボン、窒素に対して、炭化物形成元素や窒化物形成元素を添加して
いない。そのため、軟質高延性の材質を実現するために、製鋼の脱炭技
（かつての製造方法）
リムド鋼 （鋼塊法） （※【低炭】成分）

OCA焼鈍

「造塊法⇒分解圧延」

「脱炭を併せて実施」
数日

再加熱

問題が生じ
なかった

・熱延
・酸洗
・冷延

切り替え

連続鋳造法（※【極低炭】成分系） OCA焼鈍
（再結晶が主な目的）
約0.5m/min～2m/min
（スラブ厚：約150～300mm）

・熱延
・酸洗
・冷延

当初、硬質化して
プレス加工性が
劣化してしまう
問題有り
※現在は、微量添

（現在の製造方法） 加元素を加える
CAL （連続焼鈍）「再結晶のみ」

連鋳材は、同一成分系を溶製しても、
「リムド⇒OCA焼鈍」より、
やや硬めの材質になってしまう。
特に、連鋳→CAL材では、顕著な硬質
化するので、対策が必要であった

Fig. 2-65： 高酸素鋼の製造方法
（連鋳化によって加工性が落ちたことに対する考察）
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術が成熟してない時期では、OCA 焼鈍 2-234)で脱炭・脱窒しながら焼鈍せ
ざるをえなかったが、連鋳化と同調する形で、連続焼鈍化を行おうとした
時期には、一連の技術革新の流れの中で、製鋼技術が進歩していて、極
低炭素、極低窒素を製鋼段階で作り込む製造技術があった。しかし、
OCA 焼鈍しても、連続焼鈍化しても、連鋳法で製造される高酸素ほうろう
用鋼である限り、材質が硬質化するということが、当時は避けられなかっ
た。
本博士論文では、高酸素鋼の連続焼鈍化における析出物の関わりを、
もうひとつのテーマとして取り扱う。要は、高酸素鋼は、リムド鋼（鋼塊法）
を、連続鋳造化し、更に、OCA 焼鈍から、連続焼鈍へ移行してくる中で、
析出挙動が変わったことに起因したものである。この現象も、鋼中に不可
避不純物として混入している元素が影響していたのである。全く意識され
ることがなかった Cr であった。
一方で、上記に述べたような、高酸素ほうろう用鋼板の製造方法が変
わったことに基づく様々な諸問題に関して、欧米を含めて、日本以外の研
究者から報告事例が無い理由も紹介しておく。
こういった取り組みは、日本の鉄鋼メーカーが、ほうろうメーカーから、
リムド鋼ベースの高酸素組成の鋼の供給を要請される中で、当時の鉄鋼
生産技術の革新の流れに連動する形で実施されたものである。つまり、
鋼塊法から連続鋳造法へ切替え、その中でも、特に、ほうろう性（耐つま
とび欠陥性）を、リムド鋼ベースの高酸素鋼によって、今までどおり維持
する目的のもと、リムド鋼組成を連続鋳造化する挑戦的な研究開発を行
った。一方で、欧米においては、リムド鋼から連続鋳造化への流れにお
いて、異なる選択をした 2-250)～2-252)。欧米の鉄鋼メーカーは、製造上、非
常に作りにくい高酸素鋼を、連続鋳造で作る研究開発をやめて、Ti-IF 鋼
系と、低炭素鋼系のほうろう用鋼板へ収斂させてしまったのである（Fig.
2-64 参照）。また、新興国の製鉄メーカーも、高酸素鋼ベースのほうろう
用鋼板は製造してない。
ゆえに、欧米が発祥であった、直接１回掛け技術（施釉１回、焼成回数
１回のコスト削減）は、脱炭リムド鋼（高酸素鋼）か、それに類する鋼種で
のみしか成立しえないために、それに相当する鋼種が供給されなくなった
欧米では廃れてしまった。２、３の論文において、Ti-IF 系を使って直接１
回掛けできるという報告（硫酸酸洗ではなく、硫酸鉄での前処理）はある
が 2-252)、生産レベルで使われているという情報は耳にしないため、実現
可能性については、非常に疑わしい。一方で、連鋳化した高酸素鋼が提
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供され続けている日本では、ほうろうメーカーが直接１回掛けを重要なプ
ロセスとして活用し続けている。また、日本のほうろうメーカーが進出した
中国や東南アジアでも、併せて利用されている技術である。
逆に、欧米では、直接１回掛け処理に代わって、焼成回数を減らし、製
造コストを下げる方法として、ほうろう用鋼板の種類に影響を受けにくい、
２Ｃ１Ｆ（施釉２回、焼成回数１回のコスト削減）を志向し、現在では、主流
の製造技術になっている 2-250～2-252)（Fig. 2-55 参照）。
（２）連続鋳造化に伴う、高酸素鋼の【加工性】の問題点
高酸素鋼は、上述のように、極低炭鋼ベースの鋼に、酸素を大量に含
有している鋼種（２００～６００ｐｐｍ程度）である。基本的には、炭化物形
成元素、窒化物形成元素も含有していない。かつては、リムド鋼と OCA
焼鈍による脱炭（脱窒）で作られていた鋼種であったが、連鋳化するにあ
たり、極低炭素・窒素ベースの鋼を溶製したものをスラブにするように製
造方法が変わった。
この鋼種は、高純度組成である。酸素を除けば、極低炭素・極低窒素
組成であり、それぞれを析出物として固定する金属元素を添加しない、む
しろ、鋼中に酸素を残すためには、炭化物形成元素、窒化物形成元素と
しての、金属元素を添加できないと言うべきであろう。酸化物として浮上し
てスラグとして除去されるのを避け、鋼中に酸素を含有させておくためで
ある。SEM 観察で分析でき、かつ、光学顕微鏡でも確認できるため、鋼中
酸素は、MnO になって粗大介在物（１～３μm 程度）として鋼中に存在し
ていると信じられていた。これは、リムド鋼時代の介在物の観察結果を水
平展開した従来知見である。
しかしながら、高酸素鋼を連鋳化し、OCA 焼鈍しても、連続焼鈍しても、
リムド鋼で製造していた時と全く同じ化学成分の鋼を使って製造したのに
も関わらず、実際には、そうはならない場合が多かった。従来のリムド鋼
での製造方法と同等レベルの材質には到達せず、やや硬質で、加工性
の悪い鋼板になってしまうのが実態で
あった。
鉄鋼各社共に、連鋳化に伴って、高酸素鋼の材質がやや硬くなったと
いう感覚を持っていた。状況によっては、プレス加工時に割れるとか、加
工できないというユーザーからの声が、時折、聞こえてくるようになった。
しかし、常に、連鋳鋼の機械特性が、劣るわけではなく、同じ場合もあっ
て、製造バラツキの中で、機械特性は劣るものが生産されることがあった
というのが実態であった。そもそも、高酸素鋼の全伸び値は、５０％程度
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あり、ｒ値も１．５程度で、軟質高延性であるため、その水準から、伸びの
劣化が１～３％程度であれば、大きな差ではないという向きもあるかもし
れない。しかし、鋼板の使われ方として、今まで、鋼板の成形性のギリギ
リのところで加工部材が設計されている場合、たった１～３％程度の劣化
でも、プレス時に割れる等のクレームが顕在化する。そういった場合に、
この材質がやや硬質にシフトしたことが効いてくる。
高酸素鋼が連鋳化される前後の状況を整理すると、Fig. 2-65 に示すよ
うに、従来の「リムド鋼→OCA 焼鈍」に比べて、「連続鋳造→OCA 焼鈍」
や「連続鋳造→CAL 焼鈍」は、機械的性質が硬い場合が多かったのであ
る。「連続鋳造→OCA 焼鈍」と「連続鋳造→CAL 焼鈍」を比較しても、前
者が、後者よりも、やや良好な材質であったものの、前者は、「リムド鋼→
OCA 焼鈍」よりも、機械的特性が、やや劣ることが多かった。
Fig. 2-66 には、「連続鋳造→OCA 焼鈍」の組織を示したが、やや混粒
気味である。従来の製造方法の「リムド鋼→OCA 焼鈍」の組織はここに
示さないが、均一粒であることから推定して、違いは、リムド鋼と連鋳鋼
の製法の違いに行きつく。つまり、熱履歴の違いが想定され、前者の方
が、後者よりも、高温にさらされている時間が長いことが挙げられる。よっ
て、溶鋼が凝固する段階の析出現象が疑われたが、鋼成分は、リムド鋼、
連鋳鋼共に、全く同じものを使っていること、および、製造バラツキの中で
は、遜色の無いレベルのものも、時々見られるため、原因がなかなか特
定できなかった。
この現象も、本博士論文でのテーマである、鋼の製造方法の変化、高
純度化により、今まで見えなかった、意識しなくてもよかった現象が顕在
したことに基づいたものである。
この現象にも、鋼中に不可避不純物として混入している元素が影響し
ていたのである。

Fig. 2-66：
「連鋳化→OCA焼鈍」の高酸素鋼の組織
（やや混粒気味。黒い点は、MnOの粗大介在物）

２．８．４． Ti-IF 系ほうろう用鋼板
が、ほうろう密着性が必ずしも良く
ないことに関する過去知見
（１）Ti-IF 系ほうろう用鋼板の概説
Ti-IF 鋼系のほうろう用鋼板は、
高成形性を要求されるほうろう製品
に使われる鋼板である。Fig. 2-64 に
示すように、ほうろう用鋼板の中で
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は、最も優れたものである。ｒ値が約１．５、全伸び値が５０％を優に超え
る。ほうろう用鋼板ではない、普通の Ti-IF 鋼のように、深絞り加工にも十
分対応できる。成形性こそ優れているものの、一方で、ほうろう性は優れ
ているとは言えない。直接１回掛けでは利用できず、２回掛けで利用する
ことが条件になる。ほうろう性の中でも、特に、密着性について、前処理
条件（酸洗・Ni 付着処理）によっては、劣る場合がある。
ここで言う、密着性とは、前述の Fig.2-60 と 61 で示した、ほうろう層と
下地鋼板との密着性のことで、例えば、ほうろう層を機械的に破壊して、
下地鋼板を露出した時に、黒い色調の場合が、密着性が高い場合で、金
属光沢が出る場合が、密着性が低い場合である。ほうろう層と、ほうろう
用鋼板の界面が、互いに、入り組んだ構造になっている場合には、前者
のようになり、ほうろう層が、単に、ほうろう用鋼板の上にのっているだけ
の場合には、後者のようになる。密着性は、破壊検査であるため、ほうろ
う製品そのものを、出荷前に、１個１個、密着性を検査することができな
いため、密着性の高いものを製造する条件を確立してから、製造ラインで
作り込みを行い、密着性を保証するしかない。
そのため、Ti-IF 系ほうろう用鋼板については、ほうろう加工について、
十分に注意を払って使うことが求められ、鋼板メーカーからは、ほうろうメ
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Fig. 2-67：
Fig.
2-65：ほうろう前処理条件と、ほうろう層密着性
ほうろう前処理条件と、ほうろう層密着性
２回掛け釉薬の場合：(a)Ti-IF鋼系、(b)高酸素系、(c)低炭素系、
(d)SPCC（比較j、ほうろう用鋼板ではない）
直接１回掛け釉薬の場合：(e)高酸素系
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ーカーに対して、十分な
50 ●： Ti-IF系
密着性が確保できる、前
○： 高酸素系
100
40 ▼： 低炭素系
処理条件の安定領域を
30
前もって提示することが
50
20
多い。
10
（拡大）
ほうろう用鋼板は、Fig.
0
0
0
5
10 15 20
0 1 2 3 4 5 2-56 に示すように、硫酸
酸洗時間 (min)
酸洗時間 (min)
酸洗、Ni 付着処理から
Fig. 2-68： 酸洗時間と酸洗減量値の関係
なる前処理を行い、引き
（酸洗条件： 15%H2SO4、70℃）
続いて行われる、ほうろ
う層の密着性を確保する必要がある。Fig. 2-67 に、Ti-IF 鋼系に対して、
十分な密着性を確保するのに必要な、前処理条件の安定範囲を示し、
併せて、比較として、他のほうろう用鋼種、および、ほうろう用鋼板ではな
い一般軟鋼（JIS 規格：SPCC）に関するデータを示す 2-253)。一般軟鋼はあ
くまでも比較であり、爪とび欠陥等のほうろう欠陥を棚上げした上で、単
に密着性のみを評価して比較例である。
Fig. 2-67 に示すように、Ti-IF 系では、その他の鋼種と比べて、良好な
密着性を確保できる前処理範囲が非常に小さい。一方、高酸素鋼系を、
２回掛け釉薬を形成させた場合、酸洗・Ni 処理共、全く行わない場合を除
けば、全て、密着性が良好であり、低炭系でも、安定範囲が広いのに比
べて、対照的である。
Ti-IF 鋼では、酸洗減量値が大きい（酸洗時間が長いことに相当）時、
かつ、Ni 付着量が多い時には、ほうろう密着性が劣化してしまう。そのた
め、ほうろう前処理工程では、酸洗を軽度に行うことが求められる。
しかし、日本のほうろうメーカーに特有の事情を考慮すると、Ti-IF 系ほ
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Fig. 2-69： 酸洗時間２分と５分における、Ni付着時間と付着量の関係
(a)Ti-IF系、(b)高酸素系、(c)低炭素系
（酸洗条件： 15%H2SO4、70℃）
（Ni付着条件： 13ｇ/L NiSO4・7H2O、ｐH2.6、70℃）
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うろう用鋼板だけの前処理条件が軽度に抑え込むことができないことが
明らかである。つまり、注意しなければならないのは、日本のほうろうメー
カーは、どちらかと言えば、欧米のほうろう製造メーカーと比べて、他品
種小ロット生産の傾向があり、かつ、生産ラインに、様々なほうろう用鋼
板の鋼種から作ったものを混在して流す傾向がある。つまり、同一の前
処理ラインで、Ti-IF 系で作るほうろう製品も、高酸素系で作るほうろう製
品も、状況によっては、ほうろう用鋼種の複数種類を、溶接等で組み上げ
てほうろう製品を作るものを流す場合もあり、また、直接１回掛け、２回掛
けのものが混在することもありうる。これらが、同一ラインで処理されるこ
とが多いのである。
問題は、Fig. 2-682-253)に示すように、Ti-IF 系ほうろう用鋼板だけが、酸
洗時間に対して、酸洗減量値が多くなる傾向を有し、Fig. 2-692-253)に示す
ように、ほぼ同じ酸洗減量値に対する、Ni 付着量が、Ti-IF 系のみが多い
点である。Ti-IF 系は、他のほうろう用鋼板と同じ前処理条件で処理され
た場合には、必然的に、酸洗減量値も、Ni 付着量も多くなってしまうので
ある。
生産ラインゆえに、タクト・タイムは同じであるため、必ずしも、Ti-IF 系
ばかりに最適化された前処理条件になるわけではない。Fig. 2-67 に示す
ように、それぞれの鋼種のプロセスウィンドウは異なっているのである。
そのため、最適条件が狭い、Ti-IF 鋼系の密着性が、どうしても悪い方向
行ってしまうことが起こりうる。
吊下金具
Ti-IF 系の前処理の時だけ、
上部
前処理：短時間傾向 軽酸洗傾向や、軽い Ni 付着
量になるように、前処理浴を
希薄気味に調整したり、タク
ト・タイムを短くすることは、
現実的には採択できない方
策である。
また、最近は、Ti-IF 系で
作られるほうろう用製品は、
下部
消費者の生活水準が高くな
前処理：長時間傾向
前処理槽
ったことを受けて、新しいモ
Fig. 2-70： Ti-IF系ほうろう用鋼板の
デルでは、年々大きくなって
前処理具合のバラツキ
いる。
（ほうろう製品が大きい時、
バスタブが大きくなったり、
前処理浴の近い側と遠い側で異なる）
洗面ボールが深く大きくなっ
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たりしている。ほうろう製品の前処理は、針金や棒状のステンレスを使っ
て、箱状のケースに入れ込んで行われるか、それとも、ステンレスの棒鋼
から作られた吊り下げ冶具に懸架する形で、前処理浴に入れられる。Fig.
2-70 に示すように、タクト・タイム管理をするため、ほうろう製品が大きい
ほど、前処理浴に近い部分と、遠い部分で、前処理時間が１０秒～３０秒
程度も違ってしまう場合もある。要は、酸洗時間や、Ni 付着処理時間が、
ほうろう製品の中で、バラツキがあり、Ti-IF 以外であれば、殆ど問題にな
らないものの、Ti-IF 系では、特に、ほうろう製品の形状が大きいほど、密
着性に問題が出てくるようになる場合があって、対策が求められていた。
（２）密着性の一般論
Ti-IF 系のほうろう用鋼板が、ほうろう層と下地鋼板の密着性があまり
良くないということは、この分野に携わっている者の中では、すでに知ら
れている事実である。Ti-IF 系は成形性の良さを生かして、深絞り成形さ
れる部材への適用に際して、なくてはならない鋼種ゆえ、ほうろう性の悪
さを知りつつ使われてきている。
前処理をマイルドに行うことによって、Ti-IF 系のほうろう密着性を確保
することは経験的に知られている。それは、Fig. 2-67 に示されている前処
理条件からも読み取ることができる。
しかしながら、Ti-IF 系だけが、どうして、ほうろう密着性が悪いのか？
また、対照的に、高酸素鋼は、どうして、ほうろう密着性が良好なのか？
ということについて、うまく説明している報告は少ない。密着性のメカニズ
ム、特に、Ti-IF 鋼において密着性が悪い原因について、過去からの様々
な研究成果が報告されているが、どれも決め手を欠くと思わざるをえない。
本項においては、過去文献では、ほうろう密着性について、どのような研
究がなされてきたかを整理すると共に、本博士論文で報告する内容との
彼我を明らかにする。
ほうろう用鋼板において、ほうろう層と下地鋼板との密着性は、耐爪と
び欠陥性に次いで、過去から、営々として研究されてきたテーマである。
Ti-IF 系が、密着性が良くないことが知られており、これを克服するのが、
過去からの懸案であった為に、Ti-IF 系を中心の研究報告があり 2-254)-278)、
同時にほうろう密着性が良好なリムド鋼（高酸素鋼）についても、比較の
意味もあって研究成果も多い。なお、ここで言う「密着性が良好」というの
は、定性的には、Fig. 2-60、61 に示したように、ほうろう層を剥離した時に、
表面から見た剥離面が、金属光沢がなく、黒い色調をしたものであり、断
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面組織では、ほうろう層/下地鋼板の界面が、互いに入りくんだ構造にな
っていることを指す。数値で示すと、PEI 密着性（３．３項に詳細を示す）が
高いことを意味する。
本項では、まず、ほうろう層と下地鋼板の密着に関する研究の紹介を
行う。理想的な密着性メカニズムを考え、高酸素系鋼材と比較することに
よって、ほうろう性が良くない Ti-IF 系の劣化原因を導出する論旨で理解
する。
歴史的には、密着性のメカニズムは、1959 年には、すでに、B. W. King
et al.によって述べられている 2-254)～2-256)。諸説の密着性の紹介 2-260)は、祖
川の解説 2-257),264),267)が詳しい。
密着性の研究自体は、２回掛け釉薬のグランドコート用下釉薬（黒い
色調）と、下地鋼板との密着性が、下釉薬中の成分、Co-O、Ni-O 等の酸
化物と、鋼板との関わりで論じられ、次いで、直接１回掛けが一般的に認
知され始めた 1970 年頃以降では、前処理の硫酸酸洗、Ni 付着と、スマッ
ト（酸洗残渣）との関連で密着性が述べられるようになっている。その論
旨の中で、Ti-IF 系の密着性も論じられている。
密着性メカニズムは、結論から言えば、現在でも、尚、結論が付いてい
ない。大別すると、機械的接合という立場と、化学的接合の立場の２つが
ある。
前者は、Fig. 2-61 にあるように、密着性が高い場合には、ほうろう層/
下地鋼板の界面が、互いに入り込んだ形になっている場合には、「アンカ
ー効果」によって密着性を実現しているというものである。逆に、界面組
織が、凹凸を有しないで、平らな場合、および、板状組織が分布するもの
では密着性が低いというものである。断面組織と、密着性の対応は、定
性的には一致する。
後者は、ほうろう層を形成する元素（Si、Co、Ni、O 等）と、下地鋼板の
元素（Fe、O）が、界面付近で、化学的な結合を有するがゆえに、密着性
を実現するというものである。例えば、界面付近の相互拡散した領域で
は、酸素（前処理由来、釉薬由来、大気熱処理由来等）を介して、
「-Fe-O-Fe-O-Si-O-Fe-O-Si-O-Fe-」というような、化学結合に基づき、
密着性を実現するというものである。
これらの２つの考え方は、どちらであるか、あるいは、両方が効いてい
るのかは判明できていないが、密着性の根源については、上記のような
説明で、現在のところは収束している。多くの場合、どちらかと言えば、前
者の機械的な結合に基づく説明が為されることが多いように見える。化
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学的結合も関与しているという説明については、触れられることがある程
度という認識である。
特に、機械的な結合
の立場の説明、つまり、
アンカー効果により、
密着性を発現している
メカニズムについては、
更に、詳しい説明が古
くから提唱されている。
つまり、２回掛けの
下釉薬に含有している
Co-O、Ni-O 等の重金
属の酸化物と、下地鋼
板と、大気焼成時の酸
素等の反応により、Fig.
Fig. 2-71： ほうろう層/下地鋼板の界面の凹凸の形成に
関する考え方の一例
2-70 に示すような模式
（A. Diewtzelの考え方2-255)、2-256) を、
図が、A. Dietzel の考え
B. W. King et al. によって記載2-254)）
2-255)、2-256)
を受けて、B.
2-255)
W. King et al.により提唱されている
。２回掛けの下釉薬に含有してい
る Co-O、Ni-O 等の重金属の酸化物が、下地鋼板によって還元され、Co
や Ni になり、下地鋼板上に、これらが、アイランド状になって、分布するこ
とが起点になり、Co 等の付着部分では、釉薬との反応が遅延し、Co 等
の付着しない部分では、釉薬との反応が進行して、下地鋼板が溶け出し
て、界面での凹凸が形成されるという考え方である。
この考えは、直接１回掛け時の前処理（酸洗・Ni 付着）の酸洗条件と Ni
付着条件が、密着性に果たす役割の説明にも使われる考え方である。つ
まり、Ni 付着は、適度に、鋼板表面に分散した形態であるのが好ましく、
Ni 付着量が非常に少ない場合や、または、逆に Ni 付着量が著しく多い場
合には、密着性が乏しいことが推定できる。実際には、酸洗による表面
が荒れた状況と、Ni 付着により、つまり、その荒れた酸洗表面の凸部分
に Ni がどう付着するかという観点が絡んで、密着性が決まる。
Fig. 2-67 に示した、直接１回掛けの高酸素鋼における前処理条件と密
着性を見ると、酸洗減量値が小さく、かつ、Ni 付着量が少ない場合、およ
び、酸洗減量値が小さく、かつ、Ni 付着量が多い場合、および、酸洗減量
値が大きく、かつ、Ni 付着量が多い場合には、密着性が劣化した状態で
ある。一方、酸洗条件と Ni 付着条件が適切な場合には、密着性が高くな
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っている。この挙動は、Fig. 2-70 の概念図に沿って、おおよそ説明できて
いる。
こういった考え方に基づき、前処理工程（酸洗・Ni 付着）を省略可能な
ほうろう用鋼板が、Co や Mo 等のめっきによって、実現できるという論旨
の発表やアイデア（特許等）も昔から散見される 2-261)。実際の商品も存在
する模様であるが、市場に広く受け入れられているとは聞いたことがない。
ほうろう業界が新しい技術に対して保守的なのか、Co 等を含んだめっき
鋼板では、現状の前処理（酸洗・Ni 付着）で実現している密着性には及ば
なくて、限定した使い方しかできないのかは、実際のところは、よくわから
ない。
リムド鋼（かつての高酸素鋼）、および、（連鋳化した現在の）高酸素鋼
の密着性では、上記のような説明が広く受け入れられている。しかしなが
ら、ほうろう用鋼板の連鋳化、リムド鋼の廃止に伴い、ほうろう用鋼板に、
キルド鋼ベースの Ti-IF 系ほうろう用鋼板が登場し、市場に浸透するにつ
れて、今までの鋼種と比べて、密着性が著しく悪いことが問題視されるよ
うになった。上記のような説明では、密着性の劣化は完全に説明できず、
別の考え方を使って説明する必要がある。このことは、次項（３）で述べ
る。
（３）Ti-IF 系ほうろう用鋼板の密着性に関する研究
Ti-IF 系のほうろう用鋼板の密着性が、概して悪いという点については、
ほうろうメーカー、釉薬メーカー、および、鉄鋼メーカーとも把握している。
その対策も、経験的には分かっており、工業的には対策を取れないこと
はない。つまり、酸洗減量値を小さく（酸洗時間を短く、硫酸酸洗条件をマ
イルドにする）、かつ、Ni 付着量を小さくする（硫酸ニッケル浴への浸漬時
間を短く、Ni 付着酸洗条件をマイルドにする）ことにより、密着性を向上さ
せることができる。要は、ほうろう加工プロセスで対策が取れる可能性が
あるということである。逆に言えば、鋼板側では、対策が難しいということ
であり、鋼板側の対策が求められている状況にあるということである。ま
た、Ti-IF 鋼系ほうろう用鋼板において、ほうろう密着性が劣化する理由、
および、メカニズムが明白ではないので、対策も、その場的で、根本的な
ものとは言えないものが多かった。、
本博士論文のもうひとつの目的は、析出物解析を通して、Ti-IF 系ほう
ろう用鋼板の密着性メカニズムを解明し、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の密着
性改善に対して、根本的な対策を提供することにある。その論旨の中で、
本博士論文で貫徹される「鋼中の析出物」が関与してくるのである。
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さて、本項では、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の密着性について、他のほうろ
う用鋼種との比較にて、すでに知られていることを紹介すると共に、従来
から主張されてきた、Ti-IF 系ほうろう用鋼板のほうろう層の密着性劣化
のメカニズムについて述べる。
Ti-IF 系鋼種の密着性が良いとは言い難いレベルにあるのは、前々項
（１）に掲載した Fig. 2-67 からも明らかである。これは、前処理条件と密着
性を示したものであるが、他の鋼種と比べて、前処理条件の安定条件が
狭い。また、日本のほうろうメーカーに多いが、ほうろう製造ラインが、
様々な鋼種から組上げた鋼材が、同時に流れることがあり、その際には、
前述したような、Ti-IF 系のみだけを、前処理条件をマイルドにするのは
現実的には不可能になってしまう。他の鋼種は、前処理（酸洗・Ni 付着）
を、ある程度、長めに処理した方が、ほうろう密着性を高くすることができ
るが、Ti-IF 系のみが逆の傾向であるため、Ti-IF 系鋼種の密着性向上対
策だけを、行なうことを困難にしている。
ここで言うほうろう密着性というのは、実際のほうろう加工プロセスを考
えた場合のほうろう層と鋼板の密着性の意味である。よって、実際のほう
ろうプロセスにおいて、最も厳しい製造条件においても、十分なほうろう
密着性を維持できるように、鋼板側でも工夫しておく必要がある。
すでに、Fig. 2-56 には、理想的なほうろう焼成プロセスを示したが、実
際の最悪条件を考えた場合、Fig. 2-72 で示されるほうろう加工条件が想
定されうる。
成形
ほうろう密着性が
脱脂
劣化するような最も
硫酸
過酷な条件を考えた
70～80℃ 酸洗
NiSO4溶液
場合には、Fig. 2-54
Ni付着
70～85℃
とは違って、ほうろう
下釉 釉薬付着（施釉）
Ground-Coat
欠陥が発生し、手直
700～850℃ 焼成
し処理を行う場合が
上釉
釉薬付着（施釉）
Cover-Coat
想定される。つまり、
700～850℃ 焼成
欠陥部分のほうろう
ほうろう層剥離
（手直し）
を剥離して、前処
施釉
理・施釉をやり直し
焼成
製品
て、焼成が行われる
Fig. 2-72：
ことを想定して、鋼
ほうろう加工プロセスの想定されうる最悪な条件
板設計をしておくべ
（想定されうる最悪の場合、通常部分では、３～４回焼成されてしまう）
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きである。
ほうろう製造メーカーでの製造プロセスを考慮した場合、Ti-IF 系鋼種
の特徴として、Fig. 2-73 にあるように、複数回焼成時に、焼成回数が増え
ると、徐々に、ほうろう密着性を劣化させる。この傾向は、酸洗減量値が
多いほど、つまり、酸洗時間が長いほど著しい。一方で、高酸素鋼につい
ては、２回掛け焼成に用いる際には、酸洗減量値や焼成回数によらず、
ほうろう密着性が高く維持できる。また、高酸素鋼を直接１回掛けに用い
る際には、適切な酸洗減量値の範囲であれば、焼成回数によらず、ほう
ろう密着性を高く維持できる。

PEI adhesion (%)

こういった結果から、過去の研究では、Ti-IF 系鋼種の密着性は、ほう
ろう密着性が優れている他の鋼種、特に、高酸素鋼（リムド鋼、または、
連鋳化された高酸素鋼）との比較で論じられてきた。Ti-IF 系には、ほうろ
う密着性を劣化させる因子が、何か存在しているという観点での研究が
殆どである。
まず、ここで、Ti-IF 鋼系
100
○□◇▽: Ti-IF ほうろう用鋼板
ほうろう用鋼板のほうろう
（２回掛け用）
10 min
80 1 min
●■◆▼: 高酸素ほうろう用鋼板
2 min
層中の微細構造に関する
（２回掛け用）
10 min
4 min
60
●■◆▼:高酸素ほうろう用鋼板
特徴について述べる。
（直接１回掛け用）
40
○●● : 1st firing
Fig. 2-74 に、Ti-IF 系鋼
□■■ : 2nd firng
20
◇◆◆ : 3rd firing
種と、低炭素系鋼種、高
▽▼▼ : 4th firing
2 min
1
min
0
酸素鋼について、ほうろう
0
50
100
150
Ti-IF系ほうろう用鋼板は、
①焼成回数が多いほど、
Pickling loss weight (g/m )
密着性とほうろう層の断面
②酸洗減量値が多いほど、
密着性が劣化する
写真を、拡大写真を併せ
Fig. 2-73： 酸洗減量値、および、複数回焼成における密着性
て示す。特徴的な相違点
の変化1-58)
（酸洗：78 ℃、17% H2SO4、時間がﾊﾟﾗﾒｰﾀ
は、界面での泡の形であ
→ Ni付着：82℃ 4分 pH2.8 15g/L NiSO4・7H2O）
ることが読み取れる。ほう
ろう層中の泡、特に、ほうろう層/下地鋼板との界面部分での泡が、Ti-IF
系鋼種と、その他のほうろう用鋼種とで、大きく異なる。Ti-IF 系鋼種だけ
が、界面において、泡が、下地鋼板界面に切り取られたような、半球～球
の途中のような泡になっている。一方で、その他の鋼種では、ほうろう中
の泡は、必ず、ほうろう層中に存在し、「球状」であって、Ti-IF 鋼のような
界面に一部が付着するような泡は存在しない。また、ほうろう層と下地鋼
板の相互拡散層は、光顕レベルの断面写真では、鋼種間で違いは見出
せない。また、光顕で識別できる範囲では、界面に、特に違いがあるとは
見えない。ただし、これらの特徴は、ほうろう研究に携わる者にとっては、
2
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（a）Ti-IF系： 密着性84％ （b）高酸素系： 密着性98％（c）低炭素系： 密着性92％

100μm
（拡大）

100μm

Ti-IF系の特徴

（拡大）

（拡大）

20μm

100μm

20μm

20μm

Fig. 2-74： ほうろう層/下地鋼板の断面写真
(a)Ti-IF系、(b)高酸素系、(c)低炭素系

周知の事実であり、取り立てて新しいことではない。
以上の事実をもとに、あまり正しいとは言えないものから、本質に近い
ものまで、様々な考え方が提示されてきている。しかし、これらは、決定
的は言えるレベルになく、どちらと言えば、定性的であり、結局は、上述
の①酸洗減量値を小さくする（硫酸濃度：下げる、温度：下げる、処理時
間：短くする）という議論に収斂する。また、②酸洗によって、不可避的に
鋼板表面に付着するスマット（酸洗処理後に、鋼板表面に付着する酸洗
残渣）を少なくする、除去すると密着性が向上するという議論も、①と同
種の議論である。
以下に、代表的な考え方を数例紹介し、Table 2-10 にまとめて示す。
安田や伊藤らは、Ti-IF 系ほうろう用鋼板における密着性の劣化は、固
溶 Ti が多い場合に起こり、また、過剰な酸洗、過度の Ni 付着が、密着性
の劣化を引き起こすことを報告している 2-259),262),263)。Ti-IF 系の場合、酸洗
生成物（酸洗残渣とか、スマットと呼ばれるものと同義であろう）が、比較
として用いたキャップド鋼（リムド系の高酸素鋼と同義）と比べて、量として
多いため、密着性が劣化すると述べている。ここまでは、従来説に沿った
ものである。
彼らは、スマットを水洗により除去すると、Ti-IF 系ほうろう用鋼板も高
酸素鋼も、密着性が向上することを報告していると共に、スマットを、XRD
にて同定を行っている点が、他には見られない点で興味深い。高酸素系
も Ti-IF 系も、いずれも、酸洗後に鋼板上に付着しているスマットは、同じ

142

ものであって、FeSO4・7H2O であると述べている。密着性の劣化は、Ti-IF
系の場合が、スマット量が多いために起因するものであると述べている
2-259),262),263)
。
この考え方に、やや違和感を感じるのは、高酸素鋼も Ti-IF 系も、スマ
ットが同じで、その量の多い少ないによって、ほうろう密着性が決まって
いる点である。要は、Ti-IF 系に特有な原因に基づいて説明していないの
である。上述の Fig. 2-67～69 を見れば明らかであるが、Ti-IF 系は、他の
ほうろう用鋼板と比べて、酸洗減量値、Ni 付着量が少ない部分でしか、
良好な密着性を維持できない。一方で、高酸素鋼では、Ti-IF 系よりも、
酸洗減量値が多いところでも、密着性が良好である。彼らの立場に立つ
と、この点を矛盾なく説明することができない。
一方、松木らは、やや違った見方を提示している。彼らは、ほうろう層/
下地鋼板に付着する泡（半球状）の出方、および、密着性につき、断面検
鏡等の手段で解析を行っている。酸洗減量値が多い場合に、鋼板に付
着するスマットが多いという立場に立って、スマットが多い時に泡が多く、
かつ、密着性が悪くなると述べている。スマットの付き方として、Ni 付着が
板状に多く付着して事実こそが、密着性に悪影響を与えていると述べて
おり、この点自体は、従来の考え方に沿ったものである。新しい点として、
Ni 付着が多い場所の直下には、スマット（酸洗残渣）が多いという対応が
あることを指摘している。興味深い点は、彼らは、硫酸酸洗後に、表面に
付着したスマットを除去する目的で、塩酸で表面を洗浄したものに対して、
Ni 付着したものは、密着性が良好である事実を提示し、通常の前処理条
件（硫酸酸洗→Ni 付着）の密着性と比較することによって、Ti-IF 系のスマ
ット自体が密着性劣化の原因になっていると導出している。また、彼らは、
スマット自体を正確には同定していないものの、EPMA や FX（蛍光 X 線）
等の解析によって、スマットは、Ti や S が多いことを述べている
2-266),268)269)272)
。
中川らは、Ti 添加量を変えた Ti-IF 系ほうろう用鋼板を使って、ほうろう
密着性を解析している 2-270)。酸洗減量値が多いほど、Ti-IF 系の密着性
が劣化するが、酸洗減量値が低い時には、高酸素鋼並みの高いほうろう
性を確保できると説明している。また、硫酸酸洗後を表面 SEM 観察の組
織に注目して、Ti 量が多いほど（つまり、IF 鋼となるという意味、つまり、
粒界に C、N 等の偏析がなくなるという意味であろう）、選択的に、粒界が
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2

1

No.

1999
2000
2002

2004

C. Abeloos et al.

石黒ら
（※本博士論文）

①C/S比が小さい
時、Ti4C2S2。
②C/S比が大きい
時、FeTiPが見られる

①TiS主体に、硫化
物が複合析出
②TiN
③FeTiP

（解析せず）

（解析せず）

鋼中析出物
（解析せず）

①スマットが多い時に、密着性が劣化する。
（解析せず）
②スマットを、TEMレプリカ観察により、Ti-IF系で
はTiSが主体。高酸素系ではCr2MnO4が主体で
あると報告。
③つまり、スマットとは鋼中析出物が付着したも
のであると証明。
④Ti-IF系の密着性の改善は、Cu量、P量の適性
添加により、酸洗挙動を緩和させ、スマット自体
を少なくすることで、根本対策が可能であると報
告。

①スマット自体が、直接的な原因。
（解析せず）
②スマットを、文献を引用する形で、FeTiPとして
おり、FeTiPはほうろう層の中に溶解できないた
め、密着性が悪いと報告

研究グループ
発表年代
Ti-IF系の密着性の劣化原因
安田および伊藤ら
1984 ①Ti-IF系も、高酸素鋼も、過度の酸洗、過度の
1988 Ni付着が直接的な原因
1988 ②ほうろう鋼板の種類に関わらず、スマットも
FeSO4・７H2Oと同定。上記①の時に、多くなるた
め、Ti-IF系の密着性が悪い。
③スマットを水洗によって除去すると、いずれも
密着性も良好になる。
松木ら
1994 ①スマットが多い時に、密着性が劣化する。
1995 ②スマット（酸洗残渣）が多い箇所の上に、Ni付
1996 着が多い。
1998 ③スマットからは、Ｔｉ、Sが検出できる。
④スマットを塩酸により除去すると、密着性は良
好になる。
中川ら
1997 ①Ti添加量が多いほど、密着性が悪い。
②Ti添加量が多いほど、酸洗減量値が多い（ス
マットが多い）。
③Ｔｉ添加系は、硫酸酸洗後に、結晶粒界が特異
的に深くエッチングされる。
④Ti添加量を少なくして、固溶Tiを少なくすること
によって、密着性が向上する。
J. B. Woon et al.
1997 ①スマット自体が、密着性劣化の原因と推定。
②S含有量の変化には、密着性劣化は影響を受
けない。
③一方、Ti添加量は多いほど、密着性が劣化す
る。
A. Van Cauter et al. 1998 ①C/S比が高いほど、密着性が劣化する。
スマットから、Tiと、Sの存在が
確認できる。

スマットとは、鋼中析出物が付
着したものである。

TEM（レプリカ） Ti-IF系では、TiSが主体であ
る。
※サンプル作 高酸素系では、Cr2MnO4が主
成に工夫有 体である。

（同定せず） （同定していない）
※E. Millionの文献をもとに、
FeTiPと推定

（同定せず） （同定していない）

（同定せず） （同定していない）

我々の報告とは、スマットの同定にお
いて、異なっている。

No.1、No.2において、スマットを強制
的に除去した場合に、ほうろう密着性
が改善するというデータと矛盾する。

スマットの解析
スマットの同定
備考
①鋼種によらず、FeSO4・７H2O やや違和感がある。
と同定。
②Ti-IF系は、この量が多い。 Ti-IF系だから密着性が悪いとする従
来説とは異なる考え方。Fig. 2-67など
の従来データと矛盾がある。

（同定せず） （同定していない）

FX

同定方法
XRD

Table 2-10 : Ti-IF系ほうろう用鋼板における、ほうろう密着性に関する過去知見

深くエッチングされた表面になり、Ti が少ないほど（粒界に C、N の偏析が
存在するという意味であろう）、ほうろう密着性が、良くなる点を指摘して
いる。また、Ti 添加量が多いほど、酸洗減量値が多くなる点も指摘してい
る。なお、これらの指摘は、従来の考え方に沿ったものである。以上の検
討をもとに、固溶 Ti が存在しないような成分設計をすれば、Ti-IF 系の密
着性が向上すると推定している。しかし、この推定は、上述の松木らの検
討結果 2-266),268)269)272),262),263)と矛盾する。つまり、硫酸酸洗によって、Ti-IF
系の粒界が深くエッチングされようとも、スマットを除去さえすれば、密着
性は向上できる結果が、上述の安田ら 2-259),262),263)や、松木ら 2-266),268)269)272)
によって、既に示されている。Ti 添加量を固溶 Ti 量がゼロになるように成
分設計すればよいという推定は、やや無理があるのではないか。
J. B. Woon et al.の検討では、Ti-IF 系の密着性が良くないことを、Ti-IF
鋼の酸洗後のスマットであると推定している 2-271)。彼らは、Ti 量、S 量、N
量を系統的に振って、ほうろう密着性を検討しており、S 含有量のバラツ
キは密着性に関係が少ないが、Ti 添加量が多いほど密着性が劣化する
傾向を報告している。スマット自体の解析は行っていないが、酸洗無し条
件と、酸洗した条件での密着性を比較することによって、前者の方が、常
に、密着性が良好ゆえに、スマット自体が、密着性を劣化させていると推
定している。また、ほうろう密着性との因果関係には触れていないが、鋼
中析出物の観察を行っており、TiS を主体として、硫化物（MnS 他）が付着
する複合析出物や、TiN、FeTiP が存在している点も併せて報告してい
る。
A. Van Cauter et al.は、C/S 比が高い時に、Ti-IF 系ほうろう用鋼板に
おいて、ほうろう密着性が劣化すると述べている。また、ほうろう密着性と
の因果関係については触れていないが、鋼中析出物の結果を併せて報
告しており、C/S 比が小さい時には、鋼中析出物として、Ti4C2S2 が観察さ
れるが、C/S 比が大きくなると、例えば、C/S 比が２の時に、FeTiP が観
察されると報告している 2-273)。
C. Abeloos et al.は、Ti-IF 系ほうろう用鋼板とは言っても、上記の研究
者の検討対象が、冷延焼鈍板とは違って、熱延板の Ti-IF 系材料を使っ
た検討結果を報告している 2-274)-277)。Ti-IF 系ほうろう用鋼板においては、
酸洗後の鋼板表面に付着するスマットが FeTiP であり、ほうろう層の中に
溶解しにくいために、ほうろう密着性が劣ると、E. Million の文献 2-278)を引
用する形で推定している。
上記の考えをまとめると、酸洗後の鋼板表面に付着するスマット（酸洗
残渣）が、特に、Ti-IF 系で、ほうろう密着性劣化に影響していると解釈さ
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れていることがわかる。また、興味深いのは、スマット自体を強制的に取
り除くと、密着性は向上する点である。よって、スマット自体は何であるか
を同定する点においては諸説あるものの、スマットを少なくする効果を採
れば、Ti-IF 系の密着性を向上させることは導出できる。従来から経験か
らすれば、酸洗や Ni 付着処理をマイルドな方向を志向するとか、鋼中の
Tｉ量を少なくするとかの経験的な方法に裏付けられた結果になっている。
本博士論文においては、まずは、長年論争であり、未だ、決着が付い
ていない「スマット（硫酸酸洗後に鋼板に付着する酸洗残渣）」の同定を
行う。Ti-IF 系ほうろう用鋼板の場合、高酸素系ほうろう鋼板の場合共に、
スマットの解析も実施して、スマットを絡めて、ほうろう層と鋼板との密着
性の議論する、
次に、密着性向上の手段として、前処理条件（特に硫酸酸洗条件）の
調整や、Cu 量、P 量を適正範囲に調整することにより、酸洗減量挙動を
変えることに注目して、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の密着性向上を図り、そん
メカニズムを提示する。
（４）スマットの直接観察・および、同定の難しさ
上述したように、Ti-IF 系のほうろう用鋼板の密着性を論じるにあたり、
スマットの同定が、現象の理解に役立つことがわかる。しかしながら、取
り上げた例を含めて、過去に数例しか、同定を試みたものを見た事がな
い。その背景には、スマットの同定の難しさがある。本項では、スマットの
観察の困難さを説明したい。
ほうろう分野において、スマットとは、広義には、酸洗残渣のことである
が、前処理工程の硫酸酸洗後に、鋼板表面に付着したものを指すことが
多い。本博士論文では、後者を意味する。
ほうろう用鋼板を硫酸酸洗すると、通常、Fig. 2-74 に示すような表面に
なる。Fig. 2-75 は、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の例である。
硫酸酸洗をすると、塩酸酸洗の場合に、鋼板表面が平らになるのとは
対照的で、鋼板表面が一様に粗い肌になる。IF 鋼の場合だけは、結晶粒
界の清浄度が高いこともあって、特異的に粒界が深く掘れる特徴がある。
(a)、(b)が、Ti-IF 系の典型的な硫酸酸洗後の表面であり、(c)、(d)が、スマ
ットが付着した場合の例であり、こういった例は、酸洗を過度に行った場
合とか、ほうろう用製品の形状によって、硫酸処理時の液がどうしても残
留しやすいコーナー部（Fig. 2-70 参照）とかに見られるものである。スマッ
トは矢印で示したものであり、何かが付着していることが、SEM 観察によ
って確認できる。しかし、SEM-EDX で解析しようとしても、スマット自体が
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(a) 硫酸酸洗後の一例(拡大)

(b)硫酸酸洗後の一例 (広角)

拡大

20μm
(c) 硫酸酸洗後の「スマットが
付着している例」 (拡大)

100μm
拡大

(d)硫酸酸洗後の「スマットが
付着している例」 (広角)

20μm

100μm

Fig. 2-75： Ti-IF系ほうろう用鋼板の
硫酸酸洗後の表面組織（SEM観察）

薄いこともあって、下地鋼板の影響を受けて、主に、マトリックス由来の
Fe ピークが確認できるに留まり、スマット由来のものは微小なレベルに留
まるため、結論を出せないのが実状である。同時に、SEM の検出限界か
ら、Fig. 2-74(c)、(d)で、黒く見えるスマットの中にある、微細構造、つまり、
スマットを構成する物体までは、確認することができない。
SEM 観察は簡便な方法であるが、SEM による解析だけは限界がある
ものの、他の測定手段については、決定的なものがないため、スマットの
同定は、為されてこなかったと言える。
Table 2-10 に示すように、スマットの同定は、安田や伊藤ら 2-259),262),263)
が、XRD による同定を試んでいる以外は、あまり見られず、どちらかと言
えば、硫酸酸洗された全体を、EMPA 等でマッピングしたり、松木ら
2-266),268)269)272)
のように、FX（蛍光 X 線）や、表面を溶解して化学分析するよ
うな方法に基づいて、どういた元素が、酸洗後の表面に濃化しているか
を確認する実験手法が主流であった。
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上述したように、XRD の方法では、安田や伊藤らが、スマットは、ほうろ
う用鋼板の鋼種によらず、FeSO4・7H2O であると同定している 2-259),262),263)。
本博士論文では、これに関しては、反証できる実験事実が提示する。お
そらくは、Fig. 2-75(c)、(d)にあるように、表面に付着するスマットは全面に
一様に存在するよりかは、どちらかと言えば、偏在するように分布してい
るために、XRD が、スマットの解析に向かないと推定される。
また、本博士論文で示す、２段レプリカサンプルを使った TEM 観察
1-57,58)
については、今まで、報告された事例を聞いたことがない。スマット
観察のために、レプリカサンプルを活用することについては、私が発想し
たものであるが、私の経験から、今まで報告事例が無い理由については、
凡そのことが推定できる。
それは、サンプル作製時に、レプリカの支持膜が破れることが頻発す
ることが原因であろう。単に、硫酸酸洗後から、レプリカサンプルを作って
も、レプリカの支持膜が破れることが頻発する。Fig. 2-74(c)、(d)を見て想
像すれば予想できることであるが、スマットは偏在しており、かつ、レプリ
カサンプルを作るには、スマットの大きさ、厚みが大きすぎる。よって、レ
プリカ支持膜が、殆どの場合、破れてしまうために、統計的に正しいと言
えるレベルのデータの採取ができないことが挙げられる。
本博士論文で紹介する方法は、酸洗ままではなく、「酸洗＋Ni 付着処
理」を、レプリカサンプル化したものである。酸洗のままでは、酸洗時間を
短くして、スマット量を減らしても、スマット自体は偏在して存在するため
に、レプリカサンプルの支持膜は常に破れてしまう。そのため、アイデアと
して、Ni 付着処理によって付着する Ni を使って、スマットの付着する表面
全体を、一様に安定化させて、レプリカサンプルの支持膜が破れないよう
に保護膜として活用したアイデアである。これにより、スマットを、TEM に
より、微細構造解析することが可能になり、今まで、明確に論じることが
できなかったことを明らかにする道を拓いた。
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左図にあるように、鋼管の製造方法は、凡そ５種類に大別できる。①シ
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電縫鋼管は、ロール成形の後に、端面のみを抵抗加熱によって溶解し
て、溶接部に力を加えて、圧接する。熱履歴は、溶接部分のみが加熱・
急冷されるが、その他の部分には、熱が入らない。一方、鍛接管は、板
全体を加熱した上で、熱間でロール成形し、端面部分を更に加熱して、
拡散接合させる。その
ため、前者は、溶接部
分は、一旦溶けた鋼が、
外に飛び出してくるが、
後者では、鋼が溶ける
程度には加熱されず、
拡散接合に基づき造管
されるゆえに、そういう
ことは起こらない。
接合部分につき、析
出の観点で捉え直すと、
電縫鋼管は、鋼が溶解
される温度まで急速に
加熱され、室温レベル
まで急速に抜熱される。
よって、析出は平衡状
態ではないと考えられ
る。また、鍛接鋼管は、
到達温度が鋼が溶解す
る程度ではなく、かつ、
全体が加熱されている
こともあって、徐々に冷
却されるため、接合
部分の析出は、完全
2-74)
【模式図】鋼管の製造方法の概念図
な平衡とは言えないま
誘導加熱による
溶接

鋼帯

ロール成形ミル

内外面
ビード切削

電縫鋼管の製造方法
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加熱された鋼帯

ロール成形・鍛接
（熱間で成形）

鍛接鋼管の製造方法

【模式図】電縫鋼管と鍛接鋼管の製造方法の概念図

でも、平衡に近いレベルであると推定できる。
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異なった外径サイズを示
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（hexagonal）を意味し、後者の R は、単位結晶構造が、菱面体晶
（rhombohedal）を意味する。ｎ、ｍは、それぞれ、C 軸方向にｎ層、ｍ層
積層されていることを意味する。
ちなみに、M. Hua et al. 2-154),158）,161）,163),177),187)は、TiS を９R、Ti4C2S2 を、
H と表記することで一貫している。９R は、学術的に存在しうるものであ
るが、H というのは、やや精密さに欠けた表記と言わざるを得ない。２H、
４H、６H、１０H というものしか存在しえないはずであり、その点につい
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(1980), pp. 3991-3997.
2-219) J. Pflüger, J. Fink, W. Weber, K.-P. Bohnen and G. Crecelius : Phys.
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【2-8 項】
2-223) 日本琺瑯工業会ホームページ参照（http://www.horo.or.jp） （石
黒が一部を執筆担当）
2-224) 小冊子「琺瑯は不死鳥 ～21 世紀の琺瑯～」, (2001), 日本セラミ
ックス協会琺瑯部会、日本琺瑯工業会 共同編集 (石黒も一部を執筆
担当)
2-225）ガステーブルの例： ハーマン（株） ホームページより :
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2-226) ガスコンロの例： タカラスタンダード（株）製品、日本琺瑯工業会
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http://www.chuokai.or.jp/kumiai/horo/products/photo02.html
2-227) ガスオーブン＆電子レンジの例： 太洋住研ホーロー（株）のホー
ムページより : http://taiyo.dip.jp/
2-228) 石油ストーブの例： (株)トヨトミのホームページより :
http://www.toyotomi.jp/product/oil-heater/portable-item01.html#RC
-D287E
2-229） ホーロー流し台の例： タカラスタンダード(株)のホームページよ
り :
http://www.takara-standard.co.jp/product/system_kitchen/emailealph
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2-230) 醸造用タンクの例： （株）神鋼環境ソリューション（旧・神鋼パンテ
ク）製品、日本琺瑯工業会 ホームページより（醸造用タンクの例） :
http://www.chuokai.or.jp/kumiai/horo/products/photo08.html
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2-234) OCA 焼鈍とは、バッチ焼鈍の分類のひとつで、オープンコイル焼
鈍である。コイルを一度巻き解いて、針金状のスペーサを帯板と帯板
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の間に挟みながら、再度、コイル状に巻くと、板間に隙間を作った状態
（オープンコイル）になり、この状態で焼鈍を行うことによって、鋼中の
脱炭を、焼鈍工程に同時に行うことができる。製鋼工程で脱炭技術が
乏しかった時代に、加工性を要求される鋼板に対して広く行われてい
た焼鈍技術、かつ、脱炭技術である。これに対する、もうひとつのバッ
チ焼鈍は、タイト焼鈍である。名前をとおり、コイル状態のまま、バッチ
で焼鈍を行い、再結晶をさせるだけで、脱炭は期待できない（Fig. 1-3
参照）。連続焼鈍（CAL）の実現前には、焼鈍技術として広く使われて
いた。最近は、高炭素鋼に日常的に使われる他、非常に板厚が厚い
場合を除いて、どちらかと言えば、積極的には使われていない製造技
術になっている。
なお、１００％水素雰囲気の焼鈍、所謂、光輝焼鈍は、バッチ焼鈍で
ないとできないため、バッチ焼鈍は著しく少なくなったが、決してなくな
らない技術と推定される。
2-235) 連続鋳造以前の造塊技術について、簡単に説明する。
現在の連続鋳造では、アルミキルド鋼ベース（文献 2-136）であるの
を前提としているが、それ以前の鋳造技術は、鋼塊法で鋳造し、鋼塊
を加熱し、分塊圧延をして、熱延工程に投入するスラブを作った（Fig.
1-4 参照）。
その鋼塊法は、脱酸方法により２種類に大別でき、正確には、３種
類～４種類に分類することができる。
大きな２つの分類とは、鋳造に先立って、溶鋼中の酸素を残しておく
場合と、殆ど脱酸する場合である。前者が、リムド鋼とキャップド鋼、後
者が、キルド鋼とセミキルド鋼である。脱酸レベルによって、順に並べ
ると、キルド鋼＞セミキルド鋼＞キャップド鋼≒リムド鋼の順になる。
リムド鋼には、酸化物形成元素が Mn しかなく、鋳造前には、軽度な
脱酸しか出来ない。よって、鋳型に溶湯を投入した後でも、鋼中に酸素
が大量に残っていて（数１００ppm）、鋼中に存在するカーボンと反応し
て、CO ガスを発生して、溶湯は攪拌運動（リミング・アクション）を続け
るため、固液界面の凹凸ができず、かつ、偏析帯ができないため、鋳
型に接する表面から純鉄層（リム層）が形成され、表面がきれいな鋼
材を製造することができる。但し、鋼塊内部の偏析が多い。
キルド鋼は、リムド鋼とは違って、鋳造に先立って、Al や Si を溶湯に
投入することによって、鋼中酸素を、酸化物として、あらかじめ除去して
しまうことが特徴で、リミング・アクションが無いため、凝固は、攪拌され
ることなく、静かに進行するため、固液界面の凹凸に伴い、鋳型に接

168

する表面には柱状晶が発達し、溶湯が含んでいる不純物レベルによっ
ては、柱状晶の間に、C や P や S の偏析が見られる特徴があるが、内

リムド鋼

凝固時に、鋼中酸素と鋼中炭素が結びつ
き、COガス発生に基づく、激しい攪拌と
伴いながら凝固（リミング・アクション）。
鋳型と接する表面は純鉄に近い清浄な
面になるが、内部の偏析は激しい。

Mnで軽く脱酸
（鋼中酸素有）
キャップド鋼

AlやSi等で脱酸
（鋼中酸素が殆ど無）

セミキルド鋼

リミング・アクションを強制的に終了させて、
内部欠陥を少なくなるように工夫
脱酸具合を、リムド鋼とキルド鋼の中間
的に制御し、軽いリミング・アクションに
よって、内部の引け巣等の欠陥を軽減を
図るように工夫

ほぼ完全に脱酸させる。凝固は、静かに
（攪拌せず）進行。鋳型と接触する表面は、
柱状晶が発達し、溶湯の成分によって、
連続鋳造へ C,、S、P等の偏析が問題にある場合有。

キルド鋼

【鋼塊法の分類】

つながる

鋼塊内部は、リムド鋼に比べて清浄であ
るが、引け巣等の欠陥ができやすい。

部の偏析が少ない。
キャップド鋼は、技術分類では、リムド鋼に類するものであるが、リ
ムド鋼のように、酸化物形成元素を Mn のみにして、軽度な脱酸に留め
た溶湯に対して、リミング・アクションを強制的に終了させて、静かに
（攪拌を抑えて）凝固させる鋳造方法に基づく鋼材である。リミング・ア
クションを抑える方法は、鋳型に投入後に、脱酸材を加えるか、もしく
は、鋳型にふたをすることによって行う。表面清浄を確保、および、内
部の偏析低減を図ったものである。実際には、表面レベルは、リムド鋼
には及ばないが、内部欠陥は少なくなっている特徴がある。
セミキルド鋼は、技術
キルド鋼
鋼塊法
分類では、キルド鋼に類
するものであるが、キャッ
キルド鋼
連続鋳造
リムド鋼
プド鋼が、リムド鋼ベース
で、キルド鋼へ近づこうと
するアプローチであるの
とは逆に、キルド鋼から、
リムド鋼へ近づこうとする
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【鋳片の断面図】2-236)

アプローチである。つまり、溶鋼の段階で
の脱酸を、リムド鋼～キルド鋼の適当な量に留めて、鋳型に注入し
て、軽度なリミング・アクション（攪拌を伴う凝固）によって、内部の引け
巣等の解消を図った鋼である。
かつての鋼は、キルド鋼以外は、すべて、多くの酸素を含有したと言
えるレベルであった。
現在の連続鋳造では、殆どの鋼材が、アルミキルド鋼ベースの鋼で
あるが、高酸素鋼ベースのほうろう用鋼板だけは、脱酸レベルで分類
すれば、キルド鋼とは呼べない。しかしながら、高酸素鋼は、極低炭
素・極低炭窒素の成分系ゆえ、リミング・アクションは認識できない。よ
って、凝固具合から分類すれば、“キルド鋼”とも言えるが、分類上の
面白さはあるが、それが取り立てて、問題として提起されることはない。
下記文献 2-236 も併せて参照されたい。
2-236) 鉄鋼材料（講座・現代の金属学 材料編４） 日本金属学会編
1.3 項、(1985).
2-237) 琺瑯用連鋳鋼研究会編、連鋳鋼のほうろう性の研究 (1989).
2-238) 中川、草薙、富田 : 日新製鋼技報, No. 37, (1977), pp. 51-61
2-239) 松藤、下村、黒河 : 日本鋼管技報, No. 89, (1981), pp. 155-166.
2-240) 井本、松藤、下村、黒河 : 窯業協会誌, vol. 91, (1983), pp.
272-280.
2-241) 蒲田、吉田、大沢 : 製鉄研究, vol. 316, (1984), pp. 94-100.
2-242) 芳賀、久々湊、今井、伊藤 : 川崎製鉄技報, vol. 7, (1975), pp.
201-212.
2-243) 石村、川口、西山、岡本 : 鉄と鋼, vol. 71, (1985), p. S631.
2-244) 草野、山下、松田、柴田、大沢 : 鉄と鋼, vol. 73, (1987), p. S286.
2-245) 山田、沖村、中村、森谷 : 日新製鋼技報, No. 58, (1988), pp.
48-58.
2-246) S. T. Furr and O. Ehrsam, Jr. : Hot- & Cold-Rolled Sheet Steels
(ed. by R. Pradham and G. Judkovsky), TMS, (1988), pp. 287-312.
2-247) 西村、間野、太田、佐藤、大沢、伊藤 : 材料とプロセス, vol. 2,
(1989), p. 644.
2-248) 奥山、西本 : 材料とプロセス, vol. 4, (1991), p. 830.
2-249) 祖川 : セラミックス, vol. 27, (1992), pp. 1193-1197.
2-250) C. L. Hackler and E. J. Pawlicki : Proc. Porcelain Enamel Inst. Tech.
Forum, vol. 48, (1986), pp. 432-434.
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2-251) S. J. Harnwel and T. W. Smythe : Vitreous Enameller, vol. 40,
(1989), pp. 64-70.
2-252) D. L. Bowley : Ceram. Eng. Sci. Proc., vol. 10, (1989), pp. 413-420.
2-253) NKK ほうろう用鋼板 技術資料 （現在は廃刊）
2-254) B. W. King, H. P. Tripp and W. H., Duckworth : J. Amer. Ceram. Soc.,
vol. 42, (1959), pp. 504-525.
2-255) A. Dietzel : Emailwaren-Ind., vol. 11, No. 19, (1934), pp. 161-164.
2-256) A. Dietzel : Ceram. Abst., vol. 13, No. 10, (1934), p. 250.
2-257) 祖川 : セラミックス, vol. 8, (1971), pp. 424-429.
2-258) D. L. Bowley, vol. 37, (1975), pp. 17-21.
2-259) 安田、伊藤、池平、入江、高崎、古川 : 川崎製鉄技報、vol. 16,
(1984), pp. 280-287.
2-260) 黒河、松藤、下村 : 日本金属学会会報, vol. 24, (1985), pp.
121-125.
2-261) 吉田 : 金属表面技術, vol. 37, (1986), pp. 526-533.
2-262) K. Itoh, J. Ikehira, K. Tsunoyama, A. Yasuda, T. Irie and J.
Takasaki : Vitreous Enameller, vol. 38, (1987), pp. 59-75.
2-263) A. Yasuda, K. Ito and K. Tsunoyama : Hot- & Cold-Rolled Sheet
Steels (ed. by R. Pradham and G. Judkovsky), TMS, (1988), pp.
273-285.
2-264）祖川 : セラミックス, vol. 27, (1992), pp. 1193-1197.
2-265) H. H. Liu, P. Shen, Y. Shueh and F. S. Yang : J. Mater. Sci., vol. 28,
(1993), pp. 2105-2111.
2-266) 松木、細谷 : 材料とプロセス, vol. 7, (1994), pp. 1547.
2-267) 祖川 : セラミックス, vol. 30, (1995), pp. 702-707.
2-268) 松木、細谷 : 材料とプロセス, vol. 8, (1995), p. 750.
2-269) 松木、細谷、城野、伊藤 : 材料とプロセス, vol. 9, (1996), p. 1241.
2-270) 中川、水井 : 材料とプロセス, vol. 10, (1997), p. 500.
2-271) J. B. Yoon and S. L. Kim : 38th MWSP Conf. Proc., vol. 34, (1997),
pp. 425-430.
2-272) 松木、井上、細谷 : NKK 技報, No. 161, (1998), pp. 89-93.
2-273) A. Van Cauter, J. Dilewijins, F. Horzenberger and B. C.
DeCooman : 39th MWSP Conf. Proc., vol. 35, (1998), pp. 315-324.
2-274) C. Abeloos, P. Harlet, C. Houpert and P. Cantinieaux : 41th MWSP,
vol. 37, (1999), pp. 891-903.
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2-275) C. Abeloos, P. Harlet, C. Houpert and P. Cantinieaux : Iron and
Steelmaler, vol. 27, (2000), pp. 59-66.
2-276) P. Guinet, C. Abeloos and P. Harlet : Vitreous Enameler, vol. 53,
(2002), pp. 8-28.
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３章． 実験方法
本章においては、本博士論文において、共通して使われる実験手法、
すなわち、TEM レプリカサンプル作製、TEM-EELS によるプラズマ損失ピ
ークを使った非化学量論組成の同定方法、析出物の形態別定量法、ほ
うろう層の密着性に関する実験方法について、説明を行う。
３．１． 実験に用いた物理解析装置について
透過型電子顕微鏡（以下、TEM と略す： Transmission Electron
Microscopy）は、主に、Philips 製 CM20FEG を使用した。EDX における Cu
ゴーストピークを極小化するには、３．２項のレプリカサンプルのメッシュ
素材を、Cu 以外のものを用いると共に、電子線の広がりの少ない、FE
（Field Emission：電解放出型）電子銃の方が望ましく、かつ、複合析出物
の微細なポイント毎に EDX で解析するには、FE－TEM でないと対応でき
ないためである。但し、前述２．２項のゴーストピークに関する部分の EDX
スペクトルは、Philips 製 EM420 を使った取られたデータである。
また、EDX（Energy Dispersive X-ray spectroscopic analysis：エネルギ
ー分散型 X 線分光分析）は、EDAX 社製の分光器を用いた。11Na 以上の
重い元素が分析対象の場合と、UTW タイプの 4B 以上が分析対象の場合
のものを併用した。EELS（Energy Electron Loss Spectroscopy：エネルギ
ー電子損失分光）については、ポストカラム型の分光器で、Gatan 社製の
Gatan678 を使った。
３．２． Cu や炭素を含む相を観察するための、TEM サンプルの作製方
法の工夫
鉄鋼材料の析出物を観察するにあたって、薄膜法と、レプリカ法による
方法がある 2-124)。前者においては、古典的な電解研磨による方法や、FIB
（Focused-Ion-Beam）による薄片化等の方法がある。後者においては、１
段レプリカ（抽出レプリカ）、２段レプリカ法等の方法がある。
なお、ここで言うレプリカサンプルというのは、生物・医学分野で見られ
る、フリーズレプリカを意味しない。物質材料系の分野でよく活用される、
エッチングした表面に、セルロースフィルムを貼って、マトリックスに埋め
込まれた析出物を、セルロールフィルムを剥がす際に、同時に、物理的
に剥がし取られる析出物を、TEM 用サンプルにして観察するものである。
．．
よって、生物系のレプリカサンプルが、転写した細胞その他の構造が観
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察対象になり、細胞そのものが観察対象にならないのに対して、本論文
のレプリカサンプルは、観察対象が、析出物自身である。
本博士論文においては、Cu を含む相、つまり、Cu-S を観察し、複合析
出物中に取り込まれている形での Cu-S を観察する必要があるため、Fig.
3-1 に示すように、２段レプリカサンプルを主体にサンプル作製を実施し
た。レプリカサンプルに拘った理由は、今回の実験対象が、硫化物であっ
て、熱力学的に鋼中に FeS が形成されることは、あまり想定できないもの
の、FeS の析出の有無を議論できるようにするためである。薄膜サンプル
であれば、マトリックスからの Fe の効果をうまく判断できないが、レプリカ
サンプルであれば、マトリックスの影響が分離できるので、硫化物中に
FeS 由来の Fe が存在するのか否かを明確にすることができる。
実験方法自体については、特段、新しいことはない。
この実験手法で気をつける点は、支持膜の選択と、メッシュの選択で
ある。支持膜とメッシュを構成する元素は、EDX、EELS 分析の際には、解
析の対象外となる点には注意するべきである。
支持膜については、カーボン蒸着膜と、アルミ蒸着膜の２つの選択が
ある。汎用性があって、使い勝手がよいのは、カーボン蒸着膜である。し
かし、鉄鋼材料を対象とした場合、常に、炭化物が観察対象になる可能
①

鏡面研磨面

⑦ カッターナイフで約3mm角に
切り込み

sample
析出物の露出
（光顕やSEMでは
確認できない）

② 電解研磨orナイタールエッチ
sample
③

セルロース・フィルムを付着

⑧ セルロース・フィルムと、WAX
を同時に、有機溶剤で溶かす

sample
フィルムの剥離
④
sample

⑨ 浮いてきた支持膜を、すくい上げる
析出物はフィルム
側で剥ぎ取られる

Al 蒸着 or カーボン蒸着 （支持膜の形成）
⑤

（必要に応じて、表面張力の異なる液（有機
溶剤や純水等に、数回、移し替えて支持膜
に付着したゴミを除去する）

⑩メッシュの上に、支持膜ごと、固定する

(Al)
(セルロース・フィルムの析出物付着側）
⑥ 蒸着したフィルムを、ガラス上にWAXで貼付け

メッシュ（Cu、Al、Ti等）
⑪ ろ紙上で、自然乾燥させる

(プレパラート等の平らなガラス)

Fig. 3-1： ２段レプリカ作成方法 （観察対象：析出物）
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性が高いので、カーボン蒸着膜を選択した際には、TEM-EDX、EELS に
おいて、支持膜由来のカーボンに関わるピークが著しく高く出るので、炭
化物由来のカーボンが観察対象外になることに注意が必要である。そう
いう状況であっても、アルミ支持膜が汎用的に用いられることが少ないの
は、アルミ支持膜が破れやすいことが挙げられる。また、カーボン支持膜
がアモルファスであり、TEM 像観察の際に殆ど気にならないが、一方、ア
ルミ支持膜は、サンプル観察前の段階で、すでに多結晶化しており、更
に、観察中に電子ビームを当てると、多結晶化が一層、際立つことがあ
る。特に、W 電子銃、LaB6 電子銃を搭載した TEM は、FE-TEM に比べて、
輝度が弱いこともあって、アルミ支持膜の結晶化が析出物を捜す際に邪
魔になることがある。一方で、FE-TEM であれば、輝度が高い分、この多
結晶化は、ホワイトアウトして気にならないことが多い。
また、メッシュの選択は、Cu メッシュが一般的である。Cu メッシュは、
Fig. 2-14 で示したように、細かいサイズのものが市販されていると主に、
Fig. 2-15 で示したように、メッシュの孔近傍の形状が平滑で、バリが出て
いるようなギザギザではない特長がある。対照的に、アルミメッシュは、
孔周囲がギザギザである。支持膜を破らずに保持する観点では、メッシ
ュは細かく、かつ、孔周りが平滑であることが好ましいが、これを達成して
いるが、Cu メッシュであるからだ。
また、Cu は、汎用的かつ安価に、＃400 メッシュ（30μm 角の孔）が手
に入るが、単に孔だけで言えば、Ni や Au も＃400 メッシュは市販されてい
る。しかし、Ni は、Ni-Kβが、Cu-Kαに重なり、Cu-S 析出が出る系ではや
や問題があり、Au は、Au-M 線が、S ピークと重なるので、硫化物の観察
には使えない状況がある。
ゆえに、本論文では、Ti 添加系（４．３項）では、TiC、Ti4C2S2、Cu-S が
観察対象であるから、アルミ支持膜、アルミメッシュを選択した。Ti 無添加
系の極低炭素・窒素鋼板（４．２項）では、MnS、Cu-S、BＮだけが観察対
象ゆえに、カーボン支持膜、Ti メッシュまたは Al メッシュを使った。
３．３． 形態別定量手法
３．３．１． Cu による硫化物析出挙動を考慮した【修正】形態別定量手法
本博士論文では、析出物を TEM により、微細構造解析を行なうだけで
はなく、定量解析の観点も重視し、形態別定量を使って、析出量について
述べる。
形態別定量が可能になる前提は、すでに、析出物の種類が明らかに
なっていること、および、析出物の元素比が同定できていることである。
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そのため、本博士論文で述べる【Cu-S】等の、実際には存在している
ものの、今まで、誰も意識してこなかった析出物については、そもそも、分
析対象としないため、
Cu を定量しない。ゆえ
【硫化物形成元素: Mnだけの場合（Ti無添加系）】
サンプル
に、形態別定量のグラ
(1)10%AAで電解
フには Cu-S 析出は上
【抽出残渣-A】
MnS、FeS
(＋Cu-S)
Extracted Residue （Mn,Fe）S
がってこない。
本論文での新しさは、
金属元素量
S量
今まで積極的に意識さ
32
(a)全析出S量に相当 (b)S as MnS ← Mn×
55
れることがなかった、微
“Sulfur as all sulfides”
32
(c)S as FeS ← Fe×
量 Cu でも硫化物形成
56
of (Mn,Fe)S
元素として機能するこ
32 5
(d)【今回新たに考慮される点】 S as Cu8S5 ← Cu× ×
64 8
とについて報告すると
形態別定量の必要条件
ころにある。TEM による
①事前に析出物の種類を知っていること
微細構造解析によって、
②析出物の元素比
Fig. 3-2：
Cu-S 析出を捉えた後、
Cu-S析出を考慮した、硫化物の形態別定量方法 形態別定量手法によっ
～Ti無添加系～
ても裏付けを取る。
【硫化物形成元素: Tiが含まれる系の場合】
Cu-S 析出を知っ
サンプル
た段階で、２．５項
(1)10%AAで電解
TiN
【抽出残渣-A】
TiS、Ti4C2S2、MnS (＋Cu-S)
の Fig. 2-34、35 で
Extracted Residue TiC
示されている、すで
(2)２次処理
に確立していると見
S量
金属元素量
32
10%ヨウ素(b)S as MnS ← Mn×
(a)全析出S量に相当
5%メタノールなされている形態別
55
酢酸メチル処理 “Sulfur as all
(c)Ti as all Ti-related precipitates
sulfides”
定量手法 2-191)-193)に、
(TiN+TiS+Ti4C2S2+TiC)
Cu-S 析出の解析を
(d)【今回新たに考慮される点
32 5
行うことができるよ
S as Cu8S5 ← Cu× ×
TiN
64 8
【抽出残渣-B】
Ti4C2S2
うに、追加・修正を
Extracted Residue
TiC
行う。また、形態別
S量
金属元素量
定量手法で用いる
(e) S as Ti4C2S2 (f)Ti as (TiN+Ti4C2S2+TiC)
薬液 3-1)-4)について
32
形態別定量の必要条件
(g)S as TiS ← ( (c)－(f) )×48
も、すでに様々な研
①事前に析出物の種類を
(h)
Classical
data-processing:
知っていること
究がなされ確立さ
S as TiS ← ( (a) －(b)－(e) )
②析出物の元素比
れたものを使い、そ
Fig. 3-3：
の種類は、すでに、
Cu-S析出を考慮した硫化物の形態別定量方法
～Ti添加系～
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２．５項、Table 2-7 にリストアップした。
Fig. 3-2 には、Ti 無添加系に適用する修正方法を示し、Fig. 3-3 には、
Ti 添加系に適用する修正方法を示す。
４章にて、実際の観察事例のところで触れられるが、Cu-S 以外の硫化
物については、EDX 分析によって求め、Cu-S については、Ti 無添加系で
の抽出残渣の XRD により、元素比を求め、Ti 添加系にも水平展開した。
６章では、Ti-IF 鋼を供試材にして、硫化物の形態別定量手法に加え
て、炭化物、窒化物の形態別定量を行ったが、この場合にも、化学分析
の観点では、形態別定量手法自体は確立している。その方法は、Fig.
3-4 に示すとおりであるが、Fig. 3-3 の方法に、１０％臭素メタノール溶解
のルートが増えただけである。これは、窒化物と酸化物のみを残し、それ
以外の析出物、つまり、硫化物と炭化物を溶解してしまう薬液処理である。
Ti 添加 IF 鋼で、いつもどおり、アルミキルド鋼で製造された場合には、窒
化物は TiN であり、AlN は含まれず、酸化物では、Al2O3（アルミナ）であり、
Ti 系酸化物が含まれていないことを踏まえて、データ処理すれば、炭化
物、窒化物、硫化物の析出につき、形態別定量で解析できる。また、TiC
の形態別定量で必要な TiCｘの元素比（X 値）は、５章で述べる、
TEM-EELS のプラズマ損失ピークのシフト量を使って同定する。

窒化物
（ TiN, AlN ）
酸化物
（ Al2O3, Ti-O ）
この系では
殆ど存在しない

【硫化物形成元素: Tiが含まれる系の場合】
(3)10%臭素メタノールで溶解
【抽出残渣-C】
Extracted Residue

N量

金属元素量

サンプル
(1)10%AAで電解
TiN
【抽出残渣-A】
TiS、Ti4C2S2、MnS (＋Cu-S)
Extracted Residue TiC

(2)２次処理

S量
金属元素量
32
(a)全析出S量に相当 (b)S as MnS ← Mn×
55
“Sulfur
as
all
酢酸メチル処理
(c)Ti as all Ti-related precipitates
sulfides”
(TiN+TiS+Ti4C2S2+TiC)
14
(X) N as TiN ← Ti ×
×（元素比）
48
(d)【今回新たに考慮される点
32 5
S as Cu8S5 ← Cu× ×
TiN
(Y) C as TiC
64 8
【抽出残渣-B】
Ti4C2S2
Extracted Residue
← ( Ti as TiC )× 12 ×（元素比）
TiC
48
(V) N as TiN

(W) Ti as TiN

(Z) ( Ti as TiC) ← (f)－(W)－(e) ×
形態別定量の必要条件
①事前に析出物の種類を
知っていること
②析出物の元素比

10%ヨウ素5%メタノール-

48
× 2
32

Ti as Ti4C2S2

S量
(e) S as Ti4C2S2
(i) C as Ti4C2S2
← S× 12
32

金属元素量
(f)Ti as (TiN+Ti4C2S2+TiC)
32
(g)S as TiS ← ( (c)－(f) )×48
(h) Classical data-processing:
S as TiS ← ( (a) －(b)－(e) )

Fig. 3-4 ： Ti添加系鋼材に対する、形態別定量方法
（硫化物、窒化物、炭化物）
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次に、残渣中の元素分析について述べる。
S は、フィルターごと、磁器製るつぼに直接入れて、燃焼赤外吸収法で
測定する。N は、フィルターごと混酸で分解した後、ビスピラゾロン吸光光
度法 3-5)で測定する。つまり、窒化物の窒素を、アンモニアに変えたものを
定量するのである。金属元素は、フィルターごと混酸で分解した後、ICP
（Inductively-Coupled-Plasma）-AES（Atomic Emission Spectroscopy/原
子発光分析）でで同時に全元素を定量する。
ここで注意して
欲しいのは、メンブ
レンフィルターを、
丸ごと燃したり、溶
解させたりしてい
Fig. 3-5： ポリカーボネイトの構造式
る点で、メンブレン
フィルターが、鉄鋼材料の析出物を抽出分析する際に用いられる場合に
は、ポリカーボネイト製であり、ポリカーボネイトを構成する成分は検出対
象になりえないという点である。Fig. 3-5 に、ポリカーボネイトの構造式を
示したが、フィルターの主成分であるカーボンは分析対象になりえない。
よって、Fig. 3-2～4 で示す形態別定量法において、残渣中のカーボンを
測定することを通して、炭化物を構成するカーボン量が直接同定できな
い理由になっている。
上記のように、メンブランフィルターに捕集した抽出残渣中の元素測定
値によって、形態別定量が可能になる。
例えば、Ti 無添加の極低炭系では、Fig. 3-10 に示すような手順により、
硫化物の形態別定量が可能になる。
Ti 無添加系の場合、および、Ti 添加系の場合の【修正】形態別定量手
法は以下のようになる。

Ti 無添加系の「【修正】硫化物の形態別定量方法」の場合 （Fig. 3-2）
(a)【全析出 S 量】：
【S in 抽出残渣-A】が相当する。
(b)【S as MnS】：
【Mn in 抽出残渣-A】/55×32×元素比（１．０）と計算する。
(c)【S as FeS および(Mn,Fe)S】： （Fe が関わる硫化物析出量）
【Fe in 抽出残渣-A】/56×32×元素比（１．０）と計算する。
(d)【S as Cu-S】：
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【Cu in 抽出残渣-A】/64×32×元素比（5/8）と計算する。
なお、元素比は、４章で同定した結果を使う。
Ti 添加系の「【修正】硫化物の形態別定量方法」の場合 （Fig. 3-3）
(a)【全析出 S 量】：
【S in 抽出残渣-A】が相当する。
(b)【S as MnS】：
【Mn in 抽出残渣-A】/55×32×元素比（１．０）と計算する。
もし、【Fe in 抽出残渣-A】があれば、
【Fe in 抽出残渣-A】/56×32×元素比（1.25）と計算する。
(d)【S as Cu-S】：
【Cu in 抽出残渣-A】/64×32×元素比（5/8）と計算する。
なお、元素比は、４章で同定した、
Ti 無添加系での Cu-S の元素比の同定結果を使う。
(e) 【S as Ti4C2S2】：
【S in 抽出残渣-B】に相当する。
(g) 【S as TiS】：
【(c)Ti 量 in 抽出残渣-A】は、TiN、TiS、Ti4C2S2、TiC であり、
【(f)Ti 量 in 抽出残渣-B】は、TiN、Ti4C2S2、TiC であるので、
“(c)－(f)”は、【T 量 as TiS】に相当する。
よって、それに、“×32/48×元素比（1.0）”と計算する。
因みに、過去文献によくある、誤った処理の仕方は以下のようになる。
(h) 【S as TiS】：
（硫化物を TiS、Ti4C2S2、MnS として、引き算による方法）
“(a) - (b) - (e)”と計算する。
Ti 添加系の「炭化物、窒化物の形態別定量方法」の場合 （Fig. 3-4）
窒化物の定量
（ｖ）【N as TiN】：
【N in 抽出残渣-C】に相当する。
また、【(W)Ti as TiN】を使って、
TiNｘを化学分析から決めることができる。
炭化物の定量
（i）【C as Ti4C2S2】：
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【S in 抽出残渣-B】は、【(e)S as Ti4C2S2】に相当する。
よって、【S in 抽出残渣-B】/32×12×（元素比：1.0）で計算する
（Y）【C as TiC （正確には、TiCｘ）】：
まず、【(Z)Ti as TiC】を求める。
【(f) Ti as (TiN + Ti4C2S2 + TiC)】から、【(W)Ti as TiN】を引き、
更に、【Ti as Ti4C2S2】を引けばよい。
【Ti as Ti4C2S2】は、【(e)S as Ti4C2S2】を使って、
“×48/32×（元素比：1.0）”で計算する。
そうした上で、【(Z)Ti as TiC】/48×12×（元素比：０．８５）を使っ
て計算する。
元素比は、５章で述べる、TEM-EELS のプラズマ損失ピークを
使って同定する。
３．３．２． 形態別定量手法の実験テクニックと、分析精度
形態別定量における析出物の抽出と分離については、すでに Fig. 3-2
～4 で示したが、特に、Fig. 3-4 を焼き直して、Fig. 3-6 に、実際の実験方
法について概略を示す。
まず、①サンプルを適切なサイズに切り出し、②定電位電解もしくは電
流電解を実施して、マトリックス（Fe）を溶解して、析出物・介在物だけを
溶液に分散した状態にする。③次いで、その残渣をフィルターによって、
捕集する。多くの場合、吸引ろ過によって捕集する。②’別の方法として、
①サンプル切り出し

③残渣をろ過により捕集
（※殆どの場合、
吸引ろ過を活用）

②電気分解

⑤元素分析
(a)S、N量
(b)金属元素
④２次処理
（※状況に応じて実施）
(a)Fe＋2e-→Fe2+
(b)析出物、介在物が溶液中に分散

「一部の析出物を溶解できる薬液
でフィルターを何度を通して溶解」

②’ 10%臭素－メタノール溶液（加温）による
マトリックス（Fe）、硫化物、炭化物溶解

(a)マトリックス（Fe）、硫化物、炭化物が溶解
(b)窒化物、酸化物が溶液中に分散

Fig. 3-6： 形態別定量方法の概略
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定電流電界ではなく、１０％臭素－メタノール溶液（加温）に浸漬して、マ
トリックス（Fe）の溶解、および、硫化物、炭化物を併せて溶解させ、溶液
中に、窒化物と酸化物が分散した状態したものだけを作ったり、定電流
電解と併用して形態別定量を実施することもある。
フィルターに捕集されたものを直接か、④状況によっては、２次処理に
よって、フィルターに捕集された析出物のうち、一部の種類の析出物を溶
解できる薬液で、捕集したフィルターに、その薬液を何度も洗う感じで、ろ
過を繰り返して、ある種類の析出物を溶解させたフィルターを使って、⑤
元素分析を実施する。その分析の際には、フィルターごと処理して、元素
分析を実施するというのが全体の流れである。Fig. 3-4 と対比すると、③
が【抽出残渣-A】、④が【抽出残渣-B】、②‘が【抽出残渣-C】に相当す
る。
更に、以下では、個々の工程につき、より詳細な説明を行う。
まず、Fig. 3-6 の①から説明する。サンプルの切り出しについては、抽
出残渣による形態別定量を行うための、分析対象の重量に、間接的に相
関するが、定電流電解では、全量を溶かすことはなく、約１ｇ程度の電解
を実施するので、どのような構造（正方形の板状、ブロック状、または、短
冊状の板状、ブロック状等）で切り出すかは、測定精度には影響しない。
定電流電解の装置にセットしやすい形状に切り出せばよい。我々は、４０
×５５ｍｍの板状に切り出して実施することが多いが、サンプルに対抗す
る白金電極の形状にも影響を受けることがあるが、幅も長さも、任意でよ
い。
引き続く、②電
模式図
（例１）上から見た図
（例２）上から見た図
解作業は、Fig.
サンプルは
サンプルは
3-6 に示すように、
真ん中に
真ん中に置いた
セット
環状の筒に
サンプルを負極
磁石でセット
に、白金電極を
電解質
電解質
サンプル 白金
正極につなげて、
環状の白金電極
環状の白金電極
電解質中で、定
負極
電位電気分解も
（例２の場合）
しくは定電流電
正極
気分解（電解）を
Fig. 3-7：
行う。本来ならば、
定電流電解の実際
析出物を溶解し
ないような電位
白金
「サンプルと白金電極の
電極
位置関係」
を選んで電解す

182

るべきはあるが、電位の微妙なズレで、析出物（介在物）が溶けてしまう
ことがある酸化物を除けば、定電流電解でも十分に対応できることが多
い。
まず、電解の際には、Fig. 3-6 に示すような配置で電気分解するのは
稀であり、各作業者ごとに、電極とサンプルのセットを効率的に行うように
工夫して実施していることが多い。我々がよくする配置としては、Fig. 3-7
の例２にあるように、環状の白金電極をビーカーの内壁にセットして、サ
ンプルをビーカーの真ん中に置いた筒状の部分に磁石で裏側から固定
して、定電流電解する方法である。原理的には、Fig. 3-6 の場合と同じで
あり、作業効率を追求したため、こうすることが多い。
定電流電解の際の電解質に関しては、非水溶媒系の電解質 2-196),3-1)-4)
を用いることが多い。少なくとも、本博士論文では、Table 2-7 に示した一
般的な非水溶媒系電解質の内、１０％AA 系と、４％MS 系と称される電解
質を使った。これらは、条件に応じて使い分けて用いた。
実際に、電解するに際しては、【捨て電解】という作業、つまり、サンプ
ルの表層に濃化するであろう異常部分から、サンプリングしないように、
定常的に、約 0.4g 程度を電解して除去する作業を実施する。薬液を変え、
サンプルをきれいに洗浄してから、【本電解】を実施する。
いずれも、定電流電解であれば、約 20mA/cm2 で実施し、【捨て電解】
を約 0.4g、【本電解】を１ｇになるように、サンプルの面積を使って、通電時
間を計算して、電解を実施する。【本電解】において、どれだけ電解された
かを、電解前後のサンプル重量変化で実測して、その値をもとに、定量
分析を実施して、濃度を求める。
次に、③フィルターによる析出の捕集について、その詳細を述べる。そ
の前に、電解後の電解質中の薬液の状態について、説明を行う。
マトリックス（Fe）が電解してなくなると、鋼中に含まれていた析出物が、
１個１個バラバラに電解質中に分散するはずであるという誤解があるが、
実際は、清浄な鋼といえども、析出物の１個１個が分散した状態には決し
てならない。電解させた場合には、
殆どの場合、析出物は互いに付着
する形で会合した状態である。Fig.
2-37 に抽出残渣が互いに会合して
いる TEM 写真を示したが、この形態
Fig. 3-8：
変化は、漏れ出ることなく、フィルタ
メンブレン・フィルターのSEM写真
（倍率は不明）
ー上に析出物を漏れなく固定するこ
（※アドバンテック東洋(株) のHP3-6)より）
とに有効に機能する。
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次に、メンブラン
フィルター3-6)につい
フィルター
て説明する。ポリカ
③引き込まれ
ーボネイトを使った
る方向に圧力
フィルター
メンブランフィルター
が発生
①三叉管のうち、
２つに、圧力を
の SEM 写真を Fig.
発生させる
S
3-8 に示すが、メン
④吸引される
ブランフィルターとは、
（吸引ろ過）
表面だけで残渣を
②流水による圧力
捕集する特徴を有
するフィルターであ
Fig. 3-9： 吸引ろ過の概念図
る。
（※分解図は、アドバンテック東洋(株) のHP3-7)より）
孔径は、市販の
最小のものでも０．１μm で、汎用的に使うものは、０．２μm（200nm）で
あることが多い。２．５項で示したように、残渣が会合すること、および、目
詰まり効果により、微細な析出物でも捕集可能である。既に述べたように、
電解抽出には、フィルターの目詰まりが起こるまでに、フィルターを通り抜
けるものもあるかもしれないが、十分に多いと判断できる約１ｇ分の電解
量を確保しておけば、通り抜ける量は相対的に、非常に低く抑えることが
できるため、ほぼ１００％残渣捕集が可能になっていると推定される。
なお、ろ過は、吸引ろ過により行なう。Fig. 3-9 に模式図と、Fig. 3-10
に、実際の様子を示す。吸引ろ過を行う理由は、ろ過を効率的に行うた
めであり、メンブレンフィルターは、吸引ろ過に耐える構造になっている。
吸引ろ過とは、ろ過器のろ液が流れる方向に圧力をかけて吸引して、ろ
過する方法である。通常は、三叉管の内の２つの管を通す形で流水を流
して、圧力を発生させた上で、余った管には、流水に引き込まれる方向に
圧力が発生する。この圧力を活用し
て、ろ過するものである。
Fig. 3-4 に示す方法を行う場合、
②’10％臭素－メタノールによる溶
解によって、窒化物と酸化物だけを
抽出することもでき、また、④電解抽
出残渣の２次処理によって、一部の
析出物の溶解を行う。
前者においては、加温した状態で
Fig. 3-10： 吸引ろ過の実際の様子
（２個並べて実施 ※通常は１個） 数日放置の後、吸引ろ過を実施する。
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また、後者においては、すでに捕集したフィルターを、加温したヨウ素酢
酸メチルによって、３回以上、吸引ろ過して、一部の種類の析出物を除去
する。これらの処理を行ったものも、上記③のように、メンブレンフィルタ
ー上に捕集された形状になり、次工程の⑤元素分析へ回される。
ここで、形態別定量での化学分析の精度と、鋼中の化学成分の分析
精度につき、特に、S 量と、硫化物形成元素について述べておく。
まず、化学分析で、全てのものが、測定機器まで誤差なく、１００％到
達した時に、想定される分析機器の精度である。
残渣中も、鋼中でも S 量の成分分析には、燃焼赤外吸収分光法を用
いて測定し、精度はほぼ同じであり、測定手法自体は、シングル ppm オ
ーダーまで分析精度がある。つまり、小数点以下１位まで測定して、四捨
五入するため、シングル ppm までの精度がある。質量濃度を対象とする
化学分析の測定精度は、測定対象重量を増やせば測定精度は上がる
が、通常の作業を想定した場合、1ppm オーダーの精度はある。
一方、硫化物形成元素（金属元素）については、残渣中は、ICP
（Inductively-Coupled-Plasma）-AES（Atomic Emission Spectroscopy/原
子発光分析）でシングル ppm まで測定するが、鋼中の分析では、スパー
ク発光分析を用いるゆえ、大まかに言って、２桁 ppm 程度までしか測定で
きない。要は、残渣中の Ti 量は、25ppm というように、シングル ppm まで
の精度はあるが、鋼中の Ti 量は、0.041％（410ppm）というように、２桁目
の ppm しか精度が出ない。
しかし、本論文中の分析精度については、添加元素が、析出に関与す
る元素量よりも多いために、この有効数字の違いは、形態別定量の議論
に影響しない。
しかし、以上のことは、分析機器の精度であって、その精度が非常に
良いため、それ以外の因子の方がバラツキ原因になりうることを意味して
いる。
それ以外の因子として、電解時の取り扱いによる誤差、残渣捕集時の
誤差（抜け落ちよりも、ガラス冶具の周りに付着したものが十分に取り切
れたかという細かいテクニックに類するようなこと）、元素比に伴う誤差等
がある。これらが総合的に絡み合ってバラツキが決まるものである。また、
実験者が変わったり、分析日時が変わっても、ややずれる部分もあるた
め、実験誤差の議論はやや困難な点を含む。
経験でしか誤差を論ずることができないが、±１～3ppm 程度の形態別
定量の結果は含んでいるであろうと推定している。
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３．４． 鋼中析出物の化学量論組成（元素比）の同定方法 「プラズマ損
失ピークのシフトに基づく方法」
３．２．１項の Fig. 3-4 の（Y）で示したように、形態別定量で、TiC として
析出する C 量を求める際に、TiC は実際には、TiCｘであるため、元素比：
X を同定する必要があることを述べた。すでに、２．７．２項において、
TEM-EELS のプラズマ損失ピークを使って、非化学量論組成を同定する
方法が、従来の方法とは逆のアプローチであり、行われている事例をあ
まり見ない点を述べたが、以下では、この実験方法に関する詳細を説明
する。
３．４．１． 従来のプラズマ損失ピークの使われ方、及び、本博士論文で
の着眼点
鋼中析出物として、我々が研究の対象とする「TiC」や「TiN」を初めとす
る、炭化物や窒化物は、別の研究分野では、セラミックス材料、誘電体、
超伝導体等として研究されている。同時に、これらの物質の非化学量論
組成での解析を、力点をおいているものも多い。
第１原理に基づくバンド計算や、状態密度（DOS：Density of State）の
分野（本博士論文）

分野（過去の近い取り組み）

鉄鋼材料の析出物の
化学量論組成を調査

セラミックス材料、誘電体、超伝導体の
研究分野において、
非化学量論組成が、バンド構造に及ぼ
す影響を調査

非化学量論組成

非化学量論組成

【化学分析】では不可能
データベース
として活用
EELSのプラズマ損失分光
TEM-EELSにより、
プラズマ損失スペクトルを
測定

理論計算

【化学分析】により非化学量論組成を決定
（※均質物体ゆえ、可能）

第１原理に
基づくバンド計算

（TiCx、TiNxのXを決定）
分光法によるスペクトル解析
光吸収スペクトル 非化学量論組成を反映し、
プラズマ振動による
XPSでのEELS
TEMでのEELS 等 エネルギー吸収（スペクトル）
が異なる

非化学量論組成を反映

Kramars-Kronigの関係を使った解析

比較
※実験から
の裏付け

誘電関数
を使った解析

Fig. 3-11： 本博士論文での取組み（EELSプラズマ損失ピーク）と、
過去の類似の取組みとの比較 （解析の視点が逆）
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（プラズマ損失エネルギー）

解析について、その可否を実験的に確かめるために、プラズマ損失ピー
クを分光法によって、実験的に求めて活用する例が見られる 2-217)-222)。
そもそも、EELS を
②TEM-EELS
①Calibration
はじめとするスペクト
（過去文献を活用）
ル分析は、サンプル
の誘電関数
Ep
（ （ ）
（ ）
（ ））を反映したも
③元素比
のであるので、
の同定
Kramars-Kronig（クラ
マース－クローニッヒ）
X in MCx (元素比)
の関係式を使って、
Fig. 3-12： TEM-EELSを使ったプラズマ損失ピーク 誘電関数： （ ）、実
を使った、非化学量論組成を同定方法
部： （ ）と、虚部：
（イメージ）
（ ）を分離して導
出して、バンド計算に基づく理論的な検討結果と、この実験的な取り組み
と比較するという論旨で使われることが多い。
Fig. 3-11 に模式的に示したが、第１原理に基づくバンド計算や、それに
基づく状態密度（DOS：Density of State）の解析を行うに際して、サンプル
は、鋼中の析出物とは違って、10mm 以上の大きな均質なサンプルであ
るため、元素比（非化学量論組成）は、化学分析によって知ることができ
る（例：TiCx のｘを決定する）。そのサンプルに対して、プラズマ損失ピー
クを測定する手順を踏む。それにより、最終的には、誘電関数を求めて、
理論的なバンド計算を実験的に裏付ける。
例えば、光吸収スペクトルの測定や、XPS によるスペクトル測定、およ
び、1980 年代中旬以降では TEM-EELS 等の手法により、スペクトル分析
を行い、Kramars-Kronig（クラマース－クローニッヒ）の関係式を使って、
サンプルの誘電関数： （ ）、実部： （ ）と、虚部： （ ）を分離して導出
する。
ちなみに、光吸収スペクトルでは （ ）を測定でき、EELS では、
が測定され、XPS のデータを併せて活用することによって、第
一原理に基づくバンド計算（理論的なアプローチ）との比較を行なうという
論旨である 2-217)- 222)。
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今回の視点は、これらの過去知見を、キャリブレーションに使って、鋼
中析出物のプラズマ損失ピークを測定して、化学量論組成を知ろうとする
アプローチである。
３．４．２． 概略 と 理論的な取扱い
プラズマ損失ピークは、Fig. 2-47 に示すように、ゼロロスピーク（エネル
ギー損失を伴わない、透過した電子線に基づくピーク。つまり、弾性散乱
した電子に基づく）に、次いで、エネルギーの低い領域に見られるピーク
である。
プラズマ損失ピークは、自由電子（伝導電子）が集団として励起され振
動することによる非弾性散乱に基づく。入射電子エネルギーから見れば、
エネルギー損失であるが、サンプルから見れば、集団的なエネルギーの
励起に相当し、このプラズマ振動を量子化したものを、プラズモンと呼ぶ。
Fig. 2-47 に示すように、サンプルの厚いほど、プラズマ振動を複数回行う
ことができるので、プラズマ損失ピーク（Ep）を整数倍に等しい位置にも、
プラズマ損失ピークが見られる。
プラズマ損失ピークは、その物体の自由電子の集団的な振動に基づく
ため、自由電子の密度の関数である。つまり、非化学量論組成になった
場合には、自由電子の個数が変動し、同時に格子定数も変動するので、
自由電子の密度が変動して、Ep 値が変わる。よって、この現象を使って、
非化学量論組成を評価できる。本論文では、プラズマ損失ピークの値を
使って、炭化物、窒化物、炭窒化物の非化学量論組成を同定する。
また、すでに、プラズマ損失に基づくエネルギー値に関しては、理論的
には確立されており、以下のように解析できる 3-8)-10)。要は、プラズマ振動
は、伝導電子（自由電子）の数（密度）の関数になる。
今回の場合、析出物は、全体として、自由電子と、正イオンが釣り合い
電気的には中性になっているが、入射電子エネルギーによって、これら
のいずれかの分布に乱れが生じた場合、それを元の状態（平衡状態）に
戻そうとして、電子は集団として動こうとする。一方、正イオンは重いので
動かないとみなす。
電子は、集団として動こうとした場合、慣性があるために、その平衡状
態を通り越してしまう。その状態から、再度、平衡状態へ戻ろうとして、振
動を繰り返す。これがプラズマ振動であり、式で表現すると、以下のよう
になる 3-10)。
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静電場において、電荷密度ρは、
ρ

x

ε

x

・・・・ a

0 ・・・・ b

gradφ と表現できる ・・・・ c
φ： 静電ポテンシャル
（なぜなら、恒常的に、 gradφ 0が成立する為）

よって、

x

したがって、
gradφ
φ

ρ
ε

・・・・ d

ρ
ε
※ポアソン方程式

単純に考えるために、１次元の系を考える。Fig. 3-13 を例にして説明
すると、ある時刻において、ｘ地点にあった電子が、その平衡点から、s だ
け変位し、（ｘ＋Δｘ）地
点にあった電子は、（s
電子の密度：n0
＋Δs）だけ移動したと
∆ｘ
すると、Δｘの間に存在
した電子群は、（Δｘ＋
ｘ
ｘ＋∆x
Δs）の間に移動するこ
電子の密度：n
とになる（なお、Fig. 3-13
∆ｘ＋∆s
は、わかりやすく図示
するために、斜めに位
ｘ＋s
(ｘ＋∆x)＋(s＋∆s)
置させたが、この一次元
系は、横に変位して、電
Fig. 3-13： プラズマ振動の定式化のための
子密度が変わったことを
１次元モデルの模式図（文献3-10を元に作成）
読み取って頂きたい）。
電子自体の密度は変わらない為、
n ∆ｘ n（∆ｘ ∆
・・・・ e
n : 電子群が平衡状態の時の電子密度

189

n 電子群が変位した後の電子密度
n

n
1

d
d

n 1

∆
∆

・・・・ f

電子は変位するものの、正イオンは動かないため、n0 のまま存在して
いるため、局所的な電荷密度のズレ：ρは、以下のようになる。
d
en en
n e
・・・・ g
d
(d)、(g)を使って、１次元で、式を解くと、
n ed
d φ
d
ε d
１回積分すると、
n e

dφ
d

ε

よって、ｘ地点における、電場は、
dφ n e
E
d
ε

c

c

n e
ε

・・・・ h

（電子の平衡点からのズレがゼロの時、電場がゼロゆえ、c

0）

したがって、この状態（プラズマ状態）での電子の運動方程式は、以下
のようになる。この式は、単振動の式に他ならない。
d s
n e
m
eE
・・・・ i
d
ε
よって、プラズマ角振動数ωp は、以下のようになる。
ωｐ

n e
mε
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したがって、プラズマ損失ピーク値 Ep は、以下のように定義される。１
次元空間での導出であったが、上記の式は、３次元空間に拡張しても、
なんら問題ないため、実際の物体への適用が可能である。
Eｐ

ωｐ

n e
mε

・・・・ j

： プランク定数 ディラック定数
n ： サンプルの伝導電子（自由電子）群が平衡状態時の電子密度
e： 電気素量
m： 電子の質量
： 真空の誘電率
上記の値のうち、n のみが、非化学量論組成に関わる部分になる。式（j）
に、既知な物理定数を代入すると、以下のようになる。
Eｐ J

1.05

10

·

n · 1.60 10
9.11 10
· 8.85

10

・・・・ k

単位を、MKS 系から、eV 単位に変換すると、以下のようになる。
n
Eｐ eV
1.05 10
·
9.11 10
· 8.85 10
1.05 10
· n
· 8.85 10
√9.11 10
36.98 ·

N
・・・・ ℓ
a

ただし、N： 単位胞あたりの伝導電子数
ａ： 格子定数（オングストローム）
式(ℓ)の形に単純化できるのは、TiC、TiN、NbC、NbN は、NaCl 型の結晶
構造を取るためである 3-11)。
上記の式（ℓ）において、N も、a も、非化学量論組成の関数になる。
よって、理論式からわかることは、プラズマ損失ピーク（プラズモンのエ
ネルギー値）は、観察対象の析出物の非化学量論組成に伴った、電子密
度を反映して、変わりうるものであるという点である。
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３．４．3． 鋼中炭化物、窒化物への応用
本博士論文で対象とする、鋼中炭化物、窒化物（TiC、TiN、NbC、NbN）
について、式（ℓ）を応用してプラズマ損失ピークの値（Ep）を計算する。
Table 3-1 ： 鋼中析出物（TiC、TiN、NbC、NbN）の非化学量論組成と格子定数3-11)-16)
析出物 結晶系
TiC
TiN
NbC
NbN

立方
立方
立方
立方

結晶構造
分類 型
B1 NaCl
B1 NaCl
B1 NaCl
B1 NaCl

空間群
3-12)

S表記
O5h
O5h
O5h
O5h

H-M表記3-13)

Fm 3m
Fm 3m
Fm 3m
Fm 3m

格子定数3-11)

単位胞中
の原子数

4.380(TiC)～4.3127(TiC0.61)
4.244(TiN)～4.221(TiN0.45)
4.4707(NbC0.99)～4.4318(NbC0.7
4.392(NbN)～4.381(NbN0.9)

8
8
8
8

まず、格子定数については、Table3-1 に、TiCx、TiNx、NbCx、NbNx に
関して、非化学量論組成に対するデータが提示されている 3-11)。Vegard
則 3-15),16)により、任意の非化学量論組成の格子定数を、一次直線で近似
すると、Table3-2 に示すようになる。
Table 3-2 ： 鋼中析出物の非化学量論組成と格子定数の数式化3-11),15),16)
3-11)
3-15,16)
析出物
格子定数
格子定数の数式化
TiCX 4.380(TiC)～4.3127(TiC0.61)
0.1726X + 4.2074
TiNX 4.244(TiN)～4.221(TiN0.45)
0.04182X + 4.202
NbCX 4.4707(NbC0.99)～4.4318(NbC0.7 0.17682X + 4.2957
NbNX 4.392(NbN)～4.381(NbN0.9)
0.11X + 4.282

次に、自由電子の個数であるが、鋼中析出物は、共有結合であり、金
属のように自由電子を有する構造ではない。よって、ここで用いる自由電
子とは、析出物を構成する各元素の価数をもとに導出する。
C、N、Ti、Nb は、それぞれ、電子配置は、[He]2s22p2、[He]2s22p3、
[Ar]3d24s2、[Kr]4d45s1 である。よって、共有結合に関与する電子は、それ
ぞれ、４個、５個、４個、５個となる。
よって、単位胞当たりの自由電子、正確には、TEM の電子線エネルギ
ーによって、析出物が励起された場合に、プラズマ振動に寄与する伝導
電子は、非化学量論組成に応じて、以下のように計算できる。
TiCχ： 4 4 4 4χ 16 16χ ・・・・ M 1
TiNχ： 4 4 4 5χ 16 20χ ・・・・ M 2
NbCχ： 4 5 4 4χ 20 16χ ・・・・ M 3
NbNχ： 4 5 4 5χ 20 20χ ・・・・ M 4
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したがって、式(ℓ)、表 2-6、式（M-1）～（M-4）を使うことによって、理論
的には、Ep を、以下のように計算できる。
TiCx を例にとって計算してみると、
TC

Eｐ

eV

16 16χ
4.2074 0.1726χ

36.98 ·

4

36.98 ·

1

4.2074

1

4

36.98 ·

・・・・ N

1

χ

0.1726
χ
4.2074
1

1
4.2074
17.14 · 1 χ ・・・・ O

χ
0.04χ
1

TiNx、NbCx、NbNx の場合も、同様な計算方法により、以下のように計
算できる。
TN

Eｐ

eV

36.98 ·

16 20χ
4.202 0.04182χ
5
χ
4

17.17 · 1

N C

Eｐ

eV

36.98 ·

4
χ
5

N N

eV

36.98 ·

20
4.282

18.66 · 1

χ
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・・・・ N

・・・・ O

3

20χ
0.11χ

・・・・ N

・・・・ O

2

2

20 16χ
4.2957 0.17682χ

18.58 · 1

Eｐ

・・・・ O

・・・・ N

4

3

4

これらの式(N-1)～(N-4)、式(O-1)～(O-4)、および、次項（３）で述べる、
既に報告されている Ep 値の対応を使って、鋼中析出物（炭化物、窒化物、
炭窒化物）の非化学量論組成を導出するのに用いる。
Fig. 3-14 は、文献 2-217～2-222 をプロットし。同時に、式（O-1）～
（O-4）を併せて、プロットしたものである。理論に基づく計算式は、ほぼ直
線で近似できており、一部を除いて、おおよそ、実測値を良い相関がある
と見なすことができる。
実際のキャリブレーションをどこに設定するかは、議論が残るものの、
文献値も理論値も、元素比が変わると Ep 値が変動する傾向は、ほぼ一
致している。
５章では、キャリブレーションを決めて、TEM-EELS で測定できる Ep 値
を使って、鋼中の炭化物、窒化物の非化学量論組成を決定する。

24

TiCx

25

22
21
20
19
0.5

直線：理論値（式O-1）
○： T. Koide et al.2-21７)
□： D.W. Lynch et al.2-218)
△： J. Plüger et al. 2-219)
■： Y. Chen et al. 2-222)
0.6

0.7 0.8
X in TiCx

0.9

Ep (eV)

Ep (eV)

23

26

23

21
0.5

1

直線：理論値（式O-2）
▲： I. Strydom et al.2-220)
0.6

0.7 0.8
X in TiNx

0.9

1

26

NbCx

25

23

Ep (eV)

Ep (eV)

24

22

25
24

TiNx

22
21
20
0.5

直線：理論値（式O-3）
○： T. Koide et al.2-217)
△： J. Plüger et al. 2-219)
0.6

0.7 0.8
X in NbCx

0.9

NbNx

24
23
22

1

21
0.5

直線：理論値（式O-4）
△： J. Plüger et al. 2-219)
×： W.K. Schubert et al.2-221)
0.6

0.7 0.8
X in NbNx

0.9

1

Fig. 3-14： 非化学量論組成（元素比）と、プラズマ損失ピーク値（Ep）
の関係 （過去文献2-217)-2-222)と、理論値）
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３．５． ほうろう用鋼板での用いる特有の評価手法 「ほうろう密着性」
ほうろう層と下地鋼板の密着性を評価は、破壊検査にならざるをえな
いが、PEI 密着性（PEI Adhesion Index）と呼ばれる数値化できる指標が広
く用いられている。本博士論文において、【密着性（％）】という表記は、
PEI 密着性のことを意味する。
一方で、２．８．１項の Fig. 2-60 で示したように、意図的に、ほうろう層を
無理矢理、物理的に破壊した時の下地鋼板の色調や外観で、見た目で
の判断も可能である。すなわち、ほうろう層を破壊した際に、下地鋼板が
金属光沢を示すものが、密着性が著しく悪いグループに属する。一方で、
黒い色調の場合には、密着性が良いグループに入るという判断ができる。
この２元的な判断は、２．８．４項で述べた、ほうろう層/下地鋼板の界面
が、凹凸にある構造の場合、アンカー効果によって、密着性に優れるとい
う従来知見とも相関があり、信頼性はあり、よく使われるものの、官能評
価の域を出ない。
よって、ここでは、数値データで、ほうろう密着性を評価できる、【PEI 密
着性】について、その実験方法について述べる。まず、PEI とか、P.E.I.と
は、Porcelain Enamel Institute、つまり、米国ほうろう協会のことで、PEI 密
着性とは、この組織が制定する密着性の評価手法である。以下では、そ
の評価方法について、説明を行う。
評価機構の概略は、電気的な導通の有無を評価することによって、ほ
うろうの密着性を評価することに基づく。電気的な導通が無い場合に、そ
の評価部分の密着性が高いと判断する。
①ほうろう層の破壊
ほうろう層
ほうろう用鋼板

②ほうろう除去後の外観 ③破壊試験時の破壊界面
（イメージ）
密着性の良い場合

密着性の良い場合
(相互拡散層側で破壊)

ほうろう層

ほうろう層（Enamel Layer）

物理的にほうろう層
（ガラス層）を破壊

Feと釉薬の相互拡散層
黒い表面が見える

密着性の悪い場合

鋼板（Steel）

密着性の悪い場合
(拡散層なく、ほうろう層/鋼板
の界面で破壊)
ほうろう層（Enamel Layer）

破壊した面のガラス層を、金属
ブラシ等で除去した面を観察

金属光沢を伴う

Fig. 3-15： PEI密着性の測定メカニズム（１）
「ほうろう密着性の優劣による断面構造の違い」
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鋼板（Steel）

99

実際の評価は、
ほうろう層を破壊し
（黒い表面）
て、破壊面を金属ブ
ほうろう層を
ラシ等で刷くことによ
除去させた
抵抗値測定
部分
って、ほうろう成分を
電気的導通が無い
全て除去した後、円
（ガラスは電気を通さない）
状の配置された 169
密着性の悪い場合
（金属光沢を伴う）
本の針状端子を同
時に、その部分に当
電極を取るために
鋼板を露出せた部分
てて、導通のあった
端子が何本あった
電気的導通がある
かを割合（％）で表
（鉄は電気を通す）
Fig. 3-16： PEI密着性の測定メカニズム（２）
わし、ほうろう密着
「ほうろう密着性の優劣による、電気的導通の違い」
性を評価する。
模式的に示すと、Fig. 3-15 のようになる。密着性の高いものと、非常
に低いものを用意して、ほうろう層を破壊する。ほうろう層はガラスに近い
物性ゆえに、一定圧力を徐々に掛ければ、破壊するのは難しくない。破
壊と同時に、ほうろうは飛散するので、破壊対象部分に、ガムテープとか、
透明テープを貼ってもよい。破壊すると、ほうろう層が除去されるが、密
着性が良好なものの場合には、破壊して現われた面に、ほうろう層が少
し残存することがある。これを金属ブラシ等で数回掃くと、除去することが
できる。密着性の高いものは、黒い表面が現われ、密着性の低いものは、
金属光沢を有する表面
が現れる。これは、ほう
検出器
ろう層の構造に影響し
（169本の端子が円形エリア
にセットされている）
ており、密着性の高い
場合には、下地鋼板と
ほうろう層の反応が十
試験片
分に進んでおり、ほうろ
（ほうろう層除去）
う層を破壊し除去して
も、下地鋼板が反応し
下地鋼板を完全に露出さ
せて導通をとっている部分
た部分が現れるためで
ある。一方、密着性が
169－（導通のあった端子の数）
低く、金属光沢が見え
密着性＝
×100（％）
169
るようなものでは、ほう
Fig. 3-17： 実際のPEI測定器
ろう層と下地鋼板の反
④ほうろう破壊後の
電気的導通試験

密着性の良い場合
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応が殆んど進んでいないため、反応していない鋼板表面が露出するため
である。
この状態に、電気的導通テストを行うと、Fig. 3-16 に示すように、密着
性の良好なものには、導通が無く、密着性が悪いものでは、導通が有る
ことになる。要は、ガラスを含んだ部分は電気を流さないことを活用した
方法である。
実際の作業は、Fig. 3-17 に示す通りである。あらかじめ、ほうろう層を
除去した面と、導通を取るべく、サンプルの端部をヤスリ等で削っておい
た部分を作り込んだサンプルに対して、ほうろう層を除去した面と、電極
を取る部分との導通を、１６９本の端子が円の中に設置された検出器を
使って接触させ、導通を確認し、以下の式で定義する。

密着性＝

169

（導通のあった端子の数）
169

100（％）

すべての端子が導通の無い場合が、ほうろう密着性が１００％であり、
密着性が最も高く、すべての端子の導通が有った場合が、ほうろう密着
性が最も低く、ゼロ％と評価される。
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４章
鋼中の硫化物析出挙動
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４章． 鋼中の硫化物析出挙動
４．１． 極微量 Cu レベルにて Cu-S 析出の認識
すでに、２章
の過去文献調
不純物レベル
査において、不
0.005~0.01％
0.5~1％
可避不純物とし
[Ti無添加系 鋼材] 従来説
従来説
て含有してしま
硫化物形成元素 : Mnのみ
固溶
ε-Cu (長時間の時効熱処理)
う極微量レベル
４．１～４．３項
CuxS
の Cu は、従来
CuxS
Cu濃化（スケールと鋼板の間）
※Cuキズと俗称されるもの
から、鋼中に固
[Ti添加系 鋼材]
CuxS
硫化物形成元素 : Ti & Mn
ε-Cu (長時間の時効熱処理)
溶していると考
Cu2S (only one report)
固溶
えられてきたこ
Fig. 4-1： Cu含有量（添加量）に対する、Cu系析出物の従来知見 とを示した。
４章では、Fig.
4-1 に示すように、この不純物レベルの領域で、Cu が硫化物形成元素と
して働き、Cu-S を形成するということについて述べる。
まず、本項においては、極微量 Cu が固溶しているとする従来知見に対
して、いかに、Cu-S の存在に気づいたかという点に述べる。
1993 年 2 月頃に、鉄系材料を TEM での薄膜、レプリカサンプル評価を
始めた頃から、S-rich MnS や、Sulfur ボールの存在自体（２．２項参照）
に疑問を持っていた。
当時、Ti 添加の鋼材は、自動車産業向けの軟質・高加工性の軟質鋼
板として、Ti 添加 IF 鋼は、普通に生産されていたが、それよりも、生産量
として多かったものは、Ti が添加されていない鋼材であった。今でも尚、
その傾向は変わっていない。
簡単に採取できる、Ti の添加されていない鋼材、ハンドリングの関係
上、鋼板であることが多いが、これらを抜き取って、TEM 観察すると、以
上のような、S-rich MnS や、Sulfur ボールに遭遇してしまうようなことが起
きたのである。１章でも述べたが、1970 年～1990 年頃にかけて起きた、
一連の鉄鋼プロセスの
技術革新の後なので、抜き取った鋼材は、当然のこととして、成分は、
高純度の方向へシフトしたものであり、製造プロセスは、連続化・短時間
化が進んだもので、平衡状態というよりかは、非平衡な状態で作り込ま
れたものである。
Fig. 4-2 が、Ti 無添加系の材料の、当時の TEM-EDX スペクトルの結
果である。サンプルは、低炭鋼を中心に、Nb 添加 BH 鋼板 2-135)、Ti 無添
Cu添加（含有）量 (％)
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加の極低炭鋼など様々であるが、いずれにせよ、Ti が添加されていない
ことと、かつ、不純物レベルの不可避混入 Cu が０．０１％程度入っている
点が共通である。
そのデータを読む前に、以下の点を注意されたい。この当時の前提と
して、極微量 Cu は意識されていなかったこと、および、例え、不可避不純
物として混入していることを知っている人でも、Cu は固溶しているというこ
とを当然視していること、および、当時の私は素人であって、ミルシートに
掲載されない成分が、まさか混入していることは思っていない状況であっ
たので、Cu が、鋼中に混入していることは、想定できていなかった点であ
る。
Fig. 4-2 を使って、 Cu-S 析出があると認識されるまでの経過を示す。
(a)～(c)が薄膜サンプルであり、(d)～(f)がレプリカサンプルである。データ
の解釈のため、単純な基準を導入する。MnS は、ほぼ Mn：S が、１：１で
あり、EDX スペクトルの高さを目測判断にて、S がやや高い傾向があるも
の約１：１と見なしてよい。これは、定量の際の、Cliff-Lorimer の k 値 2-121)
が高々２０％程度しか違わないことによる。この基準を使って、まず、(a)
の薄膜サンプルのスペクトルを見ると、ピークとして認識できるのは、S、
Mn、Fe、Cu である。まず、S と Mn ピークがほぼ１：１であるので、MnS と
(d) Cuメッシュ-レプリカ

(a) 薄膜
S

Mn (Fe)

(b) 薄膜

(Fe)

S

【MnS】

(Cu)

S‐rich MnS？

(Cu) 非化学量論組成範囲

S
Mn
(c) 薄膜
Cu

Mn

(Cu)

S

(Fe)

MnS0.9～MnS1.25

(Cu) FeSが存在？

Fig. 4-2：
Ti無添加系のEDXスペクトル

(e) Cuメッシュ-レプリカ
S
Cu

(f) Tiメッシュ-レプリカ
(Ti)
S
Cu
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(Cu)
Sulfurボール？

Cu

Cu‐Sの存在
は明確

推測できる。Fe ピークは、薄膜ゆえ、マトリックス由来であり、かつ、Cu は
TEM の筐体由来のゴーストピークと見なすことができる。この析出物の判
断は妥当であろう。
一方で、(b)や(c)は、やや無理な解釈をしてしまうことが往々にしてある。
実際に、(a)の例よりは、(b)、(c)の例の方が、多く遭遇する例である。さて、
(b)のデータを前にして、薄膜サンプルの EDX スペクトルであるが、どう読
むか？もし、これが MnS と見切るならば、S-rich MnS と解釈するしかない。
しかしながら、MnS の化学量論組成の範囲 2-123)は、０．９～１．２５程度で
あるので、結晶学的には存在しえないものになってしまう。よって、マトリ
ックス由来の Fe ピークに、(Mn,Fe)S 由来の Fe ピークが混入していること
を考えてもよいのではないか？と推定することになる（実は、Cu-S 効果
が混じっているのではあるが、これを見た当時は判定できなかった）。よ
って、(Mn,Fe)S と判定してしまう。
次に、(c)のスペクトルを見ると、更に、難儀なことになる。表向きは、S
ピークしか認識されない。Fe ピークはマトリックス由来、Cu ピークは、TEM
由来のゴーストピークを見切ってしまうと、S ピークが、結合する相手もい
ない状態で、析出物になっているのではないか？という奇妙な結論にな
ってしまう。そこで、マトリックス由来の Fe ピークの中に、S と結びついて
いる FeS 由来の Fe が混入していると判断して、この析出物を FeS と判断
してしまう（あとで振り返れば、このスペクトルを見た段階で、Cu-S 効果
が混じっていることを判断することは可能であったが、Cu ゴーストピーク
の知識が邪魔になってできなかった）。
しかし、この(b)、(c)の判断は、直観的におかしい。S-rich MnS も存在し
えない。また、S だけの硫化物や、FeS が存在すること自体ありえない。こ
の問題を解く鍵は、マトリックス由来の Fe ピークに、(Mn,Fe)S や FeS 由来
の Fe ピークが、混じっているかどうかである。よって、レプリカサンプルを
作って、マトリックスの効果をカットすることを考えた。その結果が、(d)と
(e)になる。レプリカサンプルは、通常の場合、作業性を考えて、カーボン
支持膜で、Ｃｕメッシュを使用するので、この例も、通常の条件に沿って作
製されたサンプルを使ったものである。
(d)のサンプルは、(a)のサンプルで観察した析出物と同種のものをレプ
リカサンプルで見たものである。(a)のスペクトルから、マトリックス由来の
Fe ピークが消えて、確かに、MnS であることが一層明確になる。Cu ピー
クは、Cu メッシュおよび TEM 筐体由来と判断できる。一方で、(e)のスペク
トルを見ると、どう判断してよいか困惑する。(e)のサンプルは、(c)のサン
プルと同種のものを見たものであるが、マトリックス由来の Fe ピークがな
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くなっている。認識されるピークは、S ピークと、一見すると、TEM 筐体と
Cu メッシュ由来の Cu ゴーストピークしか見えない。よって、(c)で判断した、
FeS は間違いで、Sulfur だけの析出物？という判断になってしまう（当時、
オペレータの間の隠語で、Sulfur ボールと俗称されていた）。しかし、ここ
で、発想の転換が必要である。Sulfur だけ析出物は、過去の営々とした
鉄鋼材料の研究の中で報告された事例はなく、かつ、熱力学的に安定に
存在しえない。よって、この Sulfur は、Cu と結びついて、Cu 硫化物（Cu-S）
を形成しているのでないか？
そこで、２点の確認を同時に進めた。ひとつは、ミルシートの化学成分
表に載っていない Cu について成分分析を行ってみること、および、Cu メ
ッシュ由来および TEM 筐体との Cu ゴーストピークをカットする方法を実践
することである。
前者は、測定してみると、鉄鋼材料を普通に作った場合、つまり、高炉
－転炉法で、市中スクラップを使用しない条件で、製造した場合、０．００
５％～０．０２％程度の不可避混入レベルの Cu が混入していることがわ
かった。また、後者については、Cu メッシュを使わないで、Ti メッシュを活
用して、レプリカサンプルを作製し、かつ、TEM 筐体由来の Cu ゴーストピ
ークをカットするために、電子線の広がりの小さい FE-TEM を用いること
である。(f)のスペクトルが、それに当たる。これにより、不純物レベルの
Cu で、Cu-S 析出が起きることを認識することができた。
この結果を遡って活用すると、Fig.4-2 の(b)、(c)、(e)等のスペクトルで、
ゴーストピークとみなしていた Cu ピークには、Cu-S 由来の Cu ピークが
混じっていることを推定することができる。
また、この知識を持った上で、過去のあらゆる硫化物分析の結果を読
み直してみると、つまり、過去文献に掲載されている、元素比とか、EDX
スペクトルチェックしてみると、Cu-S 析出を考慮しないために、論理に飛
躍がある説明が数多くあることに気づいた。これが発想の原点である。
次に、Ti 無添加系での「不純物レベル Cu による Cu-S 析出現象」が、
Ti 無添加系だけに限定した現象であるとは考えにくい。Ti 添加系にも、
「不純物レベル Cu による Cu-S 析出現象」が起きていると考える方が論
理的である。そこで、Ti 添加系でも確認してみることにした。
Ti 添加系鋼材の代表例として、Ti-IF 鋼の焼鈍板での複合硫化物の
TEM-EDX 分析の結果を、Fig. 4-3 に示す。すでに、Ti 無添加系で用いた
方法に沿って、Cu ゴーストピークの影響をなくすためと、測定対象の元素
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Fig. 4-3：
Ti添加系（Ti添加IF鋼の焼鈍板）
のEDXスペクトル
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ピークと重ならないように、Al 支持膜、Al メッシュで２段レプリカサンプル
（３．２項参照）を観察した結果である。
Ti 添加 IF 鋼の焼鈍板によく見られる複合硫化物は、中央部に TiS が
分布し、Ti4C2S2 は、中央部の TiS に一部を付着するように、外側に角状
に成長しているような形態を取る。Fig. 4-3 がその例にあたる。
ここにおいても、データの解釈のため、単純な基準を導入する。EDX ス
ペクトルの高さを目測判断にて、TiS は、Ti：S がほぼ１：１であり、Ti4C2S2
では Ti：S がほぼ２：１であると見なして考える。これは、定量の際の、
Cliff-Lorimer の k 値 2-121)が殆ど同じであることに基づいた判断である。実
際、（１）のセンター部分は、S ピークと Ti ピークの高さの比から、TiS と判
断でき、張り出し部分は、（２）や（４）より、Ti4C2S2 と判断できる。TiS と
Ti4C2S2 が重なった部分である（３）や（５）に Cu ピークが見られる。この Cu
は、（１）、（３）、（５）では、観察されない事から判断して、この複合析出物
のいずれかの部分に由来するものであると判断できる。さて、（３）は、張
り出し部分に近いゆえ、主として Ti4C2S2 に由来するスペクトルと見なせる
ので、Ti ピークのすべてと、S ピークのうち、Ti ピークの半分の高さが、
Ti4C2S2 由来と見なせる。残りの S 量が、単独で存在することは、熱力学
上ありえないので、その S ピーク高さに相当する S と、Cu ピークに相当す
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る Cu が、Cu-S 析出物として固定されていると見てよい。このことは、同
時に、金属 Cu が複合硫化物の重なり部分付近に存在するのではなくて、
Cu-S が析出していることが示される。（５）の部分は、重なり部分でも、中
央に位置する TiS に近いものがあるので、TiS 由来する部分を差し引いた
上で、Cu がその残余 S と結合していると考えると論理的である。
なお、（３）と（５）では、残余 S と Cu の比率がやや異なるが、それは、
説明可能である。つまり、この複合硫化物は３次元構造体であり、TEM
像を見て、絞った電子線を照射させても、電子線の照射場所、複合析出
物の３次元的な位置関係によって、特性 X 線は、様々な出方をすると推
定できる。実際には、TiS の部分の効果（Ti：S＝１：１）と Ti4C2S2 の効果
（Ti：S＝２：１）が混ざったスペクトルになる。そのため、ここで定義した残
余 S は、（３）や（５）の例のように、TiS や Ti4C2S2 を想定して求めたものと
は、やや異なることに起因していると推定できる。
上記の検討から、不可避不純物として混入する極微量 Cu（０．０１％程
度でも）が、Cu-S 析出を引き起こすことが、明示できたことになる。Ti 添
加の有無にかかわらず、Cu-S 析出が見られることは事実として受け入
れて、鋼中硫化物解析を、議論を進めるべきである。
Fig. 4-1 に示したように、従来知見で当然視されてきたような「極微量
Cu は固溶として鋼中に存在する」ことは成立しないようだ。Cu-S 析出を
起こすことを前提に、鋼中硫化物を理解する必要がある。この点を、本博
士論文のスタートとしたい。
以下では、Cu-S 析出メカニズムは、どうなっているのか？という点を明
らかにしていく。
４．２． Ti 無添加系鋼材で硫化物析出挙動 1-21)-28),38),39),41),42),46),47)
（１） 目的
Ti 無添加系鋼材における硫化物析出挙動を、極微量 Cu による Cu-S
析出という知見を含めて見直す。単に、Cu-S 析出のみを取り出すのでは
なく、硫化物析出挙動の全体の中の、ひとつの析出現象として、Cu-S 析
出を捉えて再評価する。
また、硫化物の評価手法として、TEM によるマイクロスコピックな観点
での評価ばかりでなく、形態別定量に基づく全体的な析出量の変化から
も、硫化物析出現象を理解する。
（２） 実験材、および、実験方法
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Table 4-1 ： Ti無添加系鋼材の化学成分と、熱履歴（熱処理条件）
sample

C

Si

Mn

S

Cu

Ti

B

ULC

0.0011

0.01

0.17

0.0073

0.01

－

0.0013

As-hot-rolled

Heat Treatment (in salt bath)
①1220℃20min→WQ
CT：620 ℃ ②1220℃20min→900℃20min→WQ
③1220℃20min→750℃20min→WQ

Ti 無添加系鋼材の硫化物析
出挙動を調査するために、
As-hot-rolled
Table 4-1 に示した、B 添加極
CT: 620℃
低炭素・窒素系鋼板を実験に
供した。この材料は、実用材料
として成立しているものから採
取したものを使った。
Fig. 4-4：
この成分系を選定した理由
ULC（Ti無添加系）実験材の熱履歴
は、評価しやすい単純な系ゆ
えである。４．１項で示したように、極微量 Cu が Cu-S 析出を引き起こすこ
とを知っていたので、Cu-S 析出メカニズムを明確に提示できる鋼種を敢
えて選んだ。この鋼種は、室温で観察する状況では、フェライト単相であ
り、観察がしやすい。また、極低炭素系であり、しかも、炭化物形成元素
が添加していないので、炭化物が存在しない。窒素は、BN として固定さ
れ、Sulfur は、MnS 主体に固定される系で、析出物種類が、Cu-S を含め
て、３種類で、非常に少ない系であり、観察・解析に都合が良いことが挙
げられる。以下の説明では、【ULC】（Ultra Low Carbon）と略称する。
Fig. 4-4 に示すように、２つの熱履歴を受けたものを用意した。ひとつ
は、実機熱延板（As-Hot と略称する）から採取したものである。熱延製造
条件として、巻取温度（以下、CT と略す。Coiling Temperature）が６２０℃
のサンプルである。もうひとつは、その実機熱延板を使った、２段熱処理
で、①１２２０℃２０分→ＷＱ、②１２２０℃２０分→９００℃２０分→ＷＱ、②
１２２０℃２０分→７５０℃２０分→ＷＱの３種類の熱処理材を用意した。前
者は、Cu-S 析出の実態評価を含めた、硫化物析出挙動の全体的評価
であり、後者は、積極的に、Cu-S 析出温度を知るために意図されたもの
である。
ULC

ULC
2-step heat treatment
1220℃
20min 900℃20min
750℃
① 20min ③
WQ
② WQ

実験評価については、TEM を主体にした微細構造解析と、形態別定量
を実施した。
TEM 評価については、レプリカサンプルを用いて実施した。薄膜ではな
く、レプリカサンプルの評価に傾注した理由は、薄膜の場合、マトリックス
由来の Fe が、FeS 由来の Fe なのか、マトリックス由来の Fe なのかを明
確にするため、マトリックスを排除して議論を進めるためである。レプリカ
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サンプルの作製については、カーボン支持膜で、Ti メッシュもしくは Al メッ
シュで行った。上述のように、炭化物が析出しない系ゆえ、カーボン支持
膜で問題なく、かつ、Cu-S 析出を観察対象とするので、Cu メッシュを避け
たためである。
また、特に、Cu-S の化学量論組成を明らかにするために、抽出残渣を
捕集して、小傾角入射の XRD で同定を行った。電子線回折を行なずに、
残渣を捕集して XRD を用いた理由は２つある。４．１項で述べたように、
Cu-S を正確に観察するためには、適切なサンプル作製と、FE-TEM を利
用することが望ましい。しかしながら、その FE-TEM で、Cu-S 析出物に、
電子線を照射して回折パターンを撮影すると、撮影途中で、Cu-S が消え
てなくなる。FE-TEM がゆえに、電子ビームが明るすぎて（電流値が大き
すぎて）、Cu-S 自体が蒸発してしてしまうことが多い。そのため、電子線
回折を撮影するのがやや難儀である点と、電子線照射途中で、Cu-S が
変化していくため、鋼中での析出相を明確に決められないためである。ま
た、Cu-S の形態による結晶型の違いを確認するためには、統計的に処
理できるくらいのデータを取る必要がある。それには、抽出残渣として析
出物を捕集して、ある程度の領域の析出を反映したものを、XRD でデー
タ取りを行った方が効率が良いからである。
形態別定量手法は、３．２項、Fig. 3-2 に示した方法で、Cu-S 析出を考
慮できるように修正された方法を通して行った。
（３） 実験結果①： 「As-Hot の ULC での析出現象」
Fig. 4-5 は、TEM 写真を示す。ULC の As-Hot には、３種類の析出物が、
３つの複合形態を取ることが示されている。
析出の種類については、Cu-S と、MnS と、BN の３種類である。Cu-S
は【Free-standing 型（単独析出型）】と、MnS を覆うように析出する
【Coating 型】の２種類に大別できる。MnS についても、２種類に大別でき
て、多くの場合は、【Coating Cu-S】に覆われるものである、例外的に、BN
の核に存在する【pure MnS】がある。【pure】の意味は、Cu-S で Coating さ
れていないことを意味する。BN については、1 種類で、上述の【pure MnS】
を核に持って、覆うように析出する特徴がある。
上記の３種類の析出物が、複合および単独析出形態を取って、MnS＋
【Coating Cu-S】、BN＋核【pure MnS】、【Free-standing Cu-S】の３つの形
態を取ることがわかる。それぞれの大きさは、順に、１００～３００nm 程度、
１００～２００nm 程度、２０～５０nm 程度である。また、BN の核の【pure
MnS】は、１０～５０ｎｍ程度である。
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pure MnS
(at core)
BN

“Free-standing” Cu-S

MnS

“Coating” Cu-S
100nm

“Free-standing” Cu-S
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Fig. 4-5： ULC (As-Hot)の析出物のTEM写真
上述では、【Coating Cu-S】と記載したが、実際には、金属 Cu が付着し
たり濃化したりしているのか、それとも、Cu-S が形成されているのかは、
この段階では明確には示せてはいない。そこで、Fig. 4-7 には、MnS＋
【Coating Cu-S】の微量領域毎の元素比を使って、Cu-S が Coating してい
ることを明らかにする。
まず、この複合析出物を注意深く見ると、MnS 表面に微妙なコントラス
トの差がやや不均一に存在することを認識できるはずである（Fig. 4-6 に
も見られる）。このことは、当該の複合析出物は、複合されている部分は
一様ではなくて、パッチ状に別の析出物が付着するように形成されている
ことを示唆している。
また、実際に、Fig. 4-6 の①～⑦で示した微小領域を、EDX 分析して元
素比を求めたものを示してあるが、中央部では、Cu は少なく、エッジ部で
は、Cu 量は相対的に多いことが理解できる。例えば、①の部分は、Cu が
著しく多い。S-rich MnS は、結晶工学的な観点から、MnSx の X 値は、０．
９～１．２５程度であるので 2-123)、S は、Mn で安定されずに、固溶 S が残っ
てしまうように見えるが、その S は、Cu と結びついて、Cu-S となっている
と考えるのが妥当である。析出物は、３次元構造体であり、表層を薄く
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Fig. 4-6： MnSと【Coating Cu-S】の複合硫化物のTEMと、
各測定ポイント毎の元素比（EDXより算出）
Coating した形態であれば、エッジ部に電子線を照射すれば、Coating し
た析出物由来の成分が多く検出され、中央部では、逆に、析出の核にな
っている部分に由来する元素が多く検出される。今回のような複合析出
物に照射すれば、エッジの方が、EDX スペクトルにおいて、Cu ピークが強
く立ち上がることが理解できる。
Fig. 4-6 で判明した情報を、EELS の内殻電子の損失ピークを用いて
(a) Zeroloss
(a)

(b)
(b) Mn‐L edge

(c)
(c) Cu‐L edge
【Free-standing】

100
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100nm
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Fig. 4-7： ULC中の硫化物のEELSエネルギーフィルター像
(a)Zeroloss (-5～5eV)
(b)Mn-L edge (630～660eV)
(c)Cu-L edge (925～975eV).
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可視化によって、析出挙動を一層明確にする。結果を Fig. 4-7 に示す。
(a)弾性散乱像（Ｚｅｒｏｌｏｓｓ像）において、100nm 強の析出物と、20nm 程度
の析出物の２種類が認識できる。これらは、いずれも、ここには提示して
いないＥＤＸ分析によって、硫化物であることがわかっているものである。
(b)の Mn マッピング、(c)の Cu マッピングにより、MnS を中心にして、覆う
ように、【Coating Cu-S】が析出しており、また、同時に、【Free-standing
Cu-S】が、析出していることもわかる。
次に、BN の TEM 像、EELS スペクトル、EDX スペクトルを、Fig. 4-8 に
示す。BN の核に、【pure MnS】が存在していて、この MnS には、Cu-S で
覆われておらず、単なる MnS から構成されているものである。この事実に
よって、過去文献で言われている、MnS と Cu-S が全率固溶体として、高
い温度から存在していて、冷却過程で Cu-S へ外に吐き出すように析出し
て、【Coating Cu-S】が形成すると考え方 2-2)-4),39),49),105)-120)を否定できる。ま
た、後述の「２段熱処理試験材」の評価の際に再度活用するが、この析
出物を、Cu-S 析出温度を推定できる「温度マーカー」に利用する。
Cu-S 析出物の化学量論組成、つまり、Cu/S の元素比であるが、Fig.
4-9 に示すように、抽出残渣を捕集して、小角入射の XRD によって同定
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Fig.4-9： ULCの抽出残渣の小角XRDパターン
を行った。BN や MnS のピークに加えて、Cu8S5 由来の回折パターンが見
られる。Geerite4-1),2)という鉱物名のついた硫化物に相当する（JCPDS 番
号 2-209）で 33-491 菱面体晶）。よって、微量 Cu による Cu-S を Cu8S5 と同
定した。
また、Fig. 4-5～7 の TEM 観察から【Coating Cu-S】と【Free-standing
Cu-S】の２種類の Cu-S が確認できるものの、Cu-S に関わるピークは、
Fig. 4-10 より１種類しか存在しないため、これらの２形態の Cu-S は、同
一の結晶構造であることが明らかである。
また、この組成自体は、よく知られた硫化物とは言えない。２．１項で、
今まで報告されてきた Cu-S の化学量論組成をレビューしたが、この組成
の Cu-S は、我々の報告 1-21)-49)以外には報告事例がない。
過去文献にて、鉄鋼材料中に析出すると報告されたものでは、本４．２
項のサンプルのように０．０１％Cu のような極微量ではなく、意図的添加
レベルの Cu を含む鋼（約０．１％程度）における Cu-S 析出であるが、
Cu2S2-2),3),28),37),39),132)と Cu1.8S (digenite I)2-25),35)については多くの報告がある。
一方で、その他報告事例として、Cu1.0S (covellite) 2-34)、Cu9S52-39)、
Cu1.6S2-53)、(Mn,Cu)2S2-40)、一方で、Cu2S ではないと報告している事例も
ある 2-26)。本論文の Cu8S5 を含めて、どれも耳慣れた Cu-S ではない。
Fig. 4-5～9 のマイクロスコピックな検討結果を活用して、硫化物の形
態別定量を示した結果がＦｉｇ 4-10 になる。
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Fig.4-10： ULC As-Hotの形態別定量結果
２．５項、Fig. 2-33 で問題提起した【未抽出 Sulfur】の部分は、不可避不
純物として鋼中に存在する極微量の０．０１％Cu が、硫化物形成元素と
して働き、Cu-S として析出部分に相当する。Fig. 4-10 は一例ではあるが、
全析出 S 量の約１／３程度を占めており、硫化物析出挙動を正確に実施
するには、Cu-S 析出を無視できないことは明らかである。

【高温】
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【低温】

MnS析出温度 ＞ BN析出温度

【低温】
【Coating】

MnS析出温度 ＞ Cu-S析出温度
【Coating】
Cu‐S

MnS

MnS
BN

MnS

Fig.4-11： 熱延板の解析により明らかにできる、
ULCでの各析出物の析出順（析出温度）
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MnS

【Free‐standing】
Cu‐S

（４） 考察①： 「As-Hot の ULC での析出現象」
この段階までの実験結果より、複合析出物の形態から、個々の析出物
が形成される温度が凡そ判断ができる。Fig. 4-11 に模式的に示したが、
外側の析出物が、内側の析出物よりも、時間的に後ろで、かつ、低温で
起こることが判断できる。そのため、MnS＋【Coating Cu-S】の複合析出
物の形態から、MnS 析出が先で（高温で）、Cu-S 析出が後（低温）である
と判断できる。また、BN＋核の【pure MnS】の複合析出物より、MnS 析出
が先で（高温で）、Cu-S 析出が後（低温）になることも判断できる。
次に、BN 析出と Cu-S 析出の順番を考える。Fig. 4-12 に示すように、
大きく分けて３つ、細かいものを含めれば４つほど想定できる。
ここで重要な点は、すでに、Fig. 4-8 を使って述べたように、（Mn,Cu）S
というような全率固溶体は存在しないことを示しているので、個々の析出
物は、それらが個別に形成されていることである。また、Fig. 4-5 の TEM
写真で示したように、MnS のサイズは、２つに分類でき、MnS＋【Coating
Cu-S】の複合硫化物のような１００～３００nm 程度のものと、BN の核の
【pure MnS】のように、５０nm を切るような微細なものの２つの大きさに収
斂することである。また、BN 析出温度は、オーステナイト-フェライト変態
点の直上、つまり、９００℃前後で起こる可能性があるが、実機の熱履歴
では平衡状態というよりは、急冷傾向にあるので、低温側にシフトする可
能性も大きい。
まず、条件１と２を見る。もし、実際に、これらが起こっていれば、Cu-S
析出が BN 析出温度以下の低温で起こることを意味する。
条件１は、MnS の析出初期に、一部の MnS に BN が析出し、残りの
MnS は成長して、そのあと、Cu-S が析出するという考え方である。BN の
核は、【pure MnS】がほぼ同じサイズであることから、BN が一旦析出した
ものには、BN 析出が継続して、BN が成長することを意味している。
条件２は、MnS 析出の初期に、全ての MnS が、一旦 BN に覆われて、
その後、新たに MnS が析出・成長して、その MnS に Cu-S が低温で析出
するという考え方である。BN が全ての MnS に覆ってしまうと、MnS が成長
できなくなるので、BN の析出するタイミングと、MnS が新たに析出するタ
イミングが同調する温度帯があると思われるが、BN の核の MnS にサイ
ズ分布が殆ど無いことから、一旦 BN が形成されると、その BN が成長し
続け、新たに形成される MnS は析出核として活用していないことが明ら
かである。条件１か２が実際に起こっていれば、BN は Cu-S の析出温度
を知るマーカーとして活用することができる。つまり、BN の析出温度さえ
分かれば、Cu-S 析出は、その温度以下であるという判断ができる。
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Fig.4-12： ULCの析出メカニズムの候補
（点線はBN析出温度を意味する）
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一方で、別の析出メカニズムとして、条件３も想定できるが、起こってい
ないと考えられる。
条件３は、BN が形成される直前にすでに、【pure MnS】と、MnS＋
【Coating Cu-S】の複合硫化物が、共存していて、前者の方にだけ BN 析
出するという考え方で、Cu-S 析出は高温で起きているという理屈になる。
実際の析出物は、Fig. 2-5 に示すように、MnS＋【Coating Cu-S】の複合
硫化物のような１００～３００nm 程度のものと、BN の核の【pure MnS】のよ
うに、５０nm を切るような微細なものの２つの大きさに収斂する。よって、
２タイプの考え方があり、①条件３の立場に立てば、BN 析出温度の直前
には、すでに、MnS の析出がそのサイズ分布で完了しているか、②それ
とも、条件４に追加したように、低温でも、MnS を覆うように析出する
【Coating Cu-S】を説明するのメカニズムを併用して、高温で析出する
Cu-S と低温で析出 Cu-S の２本立てのメカニズムを提唱するかいずれか
の立場をとる。
まず、①はありえないと推定できる。BN 析出の直前で、MnS サイズの
２グループ化が説明できない。同じように熱履歴を受ければ、「ふた山式」
のサイズ分布を持った析出物は形成できない。また、②についても、あり
えない。②が正しいとすると、MnS＋【Coating Cu-S】の複合硫化物が、ふ
た山式」のサイズに収斂する必要があるが、実際はそうなっていないから
である。
実際に、条件１が起こっているのか、条件が起こっているのか判別つ
かないが、いずれにしろ、析出温度の順番は、高い順に、MnS、BN、
Cu-S であることは、熱延板の結果から、推定できる。また、BN が一種の
析出温度マーカーと見なすことができ、BN が観察されれば、その温度域
では、Cu-S 析出が起こっておらず、硫化物は、【pure MnS】の１種類だけ
が存在していることを意味する。
また、ここでの実験では、熱延板サンプルを使っているので、従来知見
では、析出挙動は、熱間圧延の巻き取り工程ぐらいまでに完了したもの
と、一見すると、判断しがちである。しかし、Cu-S 析出挙動は特異的なと
ころがあって、次に示す２段階熱処理の結果を踏まえると、一層、正しく
理解することができる。
（５） 実験結果②： 「２段熱処理時の ULC での Cu-S の析出現象」
Cu-S の析出温度を知るべく、Fig. 4-13 に示すような、２段階熱処理を
実施した。
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その結果を使って、析出挙
動を理解するに当たって、２つ
の判定基準を使った。Fig.
900℃20min
4-14 に示すように、①複合析
出物の外側と内側の位置関係
750℃
による判断と、②上述したよう
20min
①
に、BN＋【pure MnS】の複合
② ③
WQ
WQ
WQ 析出物を析出温度マーカーに
活用した判断である。
Fig.4-13： ２段熱処理パターン
まず、①については、直観
に即したものであるので、説明
を要しないであろう。②については、核が【pure MnS】で、Cu-S で覆われ
ていないことをもとに、この複合析出が見られれば、これが形成された温
度域では、Cu-S はまだ析出されていないと判断できる。これは、Fig.
4-12 を使った検討にて、条件１か２が起こっていることが想定されるため
に可能になっている。
この判定基準を使って、Fig. 4-15 に示す、２段熱処理の析出物観察の
結果を見る。

1220℃
20min

z 条件①「１２２０℃２０分→ＷＱ」については、１種類の析出物しか観
察されず、MnS＋【Coating Cu-S】が観察されるだけである。しかも、
Cu-S は非常に薄い膜状に存在している。
ここで観察される MnS の起源については、Cu-S 析出温度の議論には
①複合析出物の
外側と内側
【内側】析出物が形成された後、
【外側】析出物が形成される。

②このBNを
温度マーカーに利用
この析出物の存在
→BN形成後に、
Cu-Sが形成されたと判断できる

BN

“Pure” MnS
(without Cu‐S coating)

100nm
Fig.4-14： Cu-S析出温度の判定基準
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関連しない。この MnS は、熱延板をベースに熱処理した際に溶け残って
存在しているものと推定している。
次に、条件②「１２２０℃２０分→９００℃２０分→ＷＱ」については、条件
①と同様に、１種類の析出物しか観察されず、MnS＋【Coating Cu-S】が
観察されるだけである。しかも、Cu-S は非常に薄い膜状に存在している。
ただし、MnS 自体は成長して大きくなっている特徴がある。
条件③「１２２０℃２０分→７５０℃２０分→ＷＱ」については、２種類の
析出物が見られる。ひとつの目の析出物は、条件①や②と同種の析出
物であり、MnS＋【Coating Cu-S】である。もうひとつの析出物は、条件③
のみで確認できるもので、BN＋【pure MnS（核）】である。これら２種類の
析出物に見られる MnS は、条件①の MnS のサイズとほぼ同じものと見な
せる。
ここでの解析において、BN の析出温度がやや低いようにも思えるが、
これは、１２２０℃から７５０℃へ急冷した際に、B や N が過飽和していたこ
とが起因している可能性がある。しかし、ここでの議論のメインテーマで
はない。BN 析出を通して、Cu-S の析出温度を知ることが目的であるゆえ、
この点は掘り下げない。２段目温度が７５０℃のみに BN 析出が観察され
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Fig.4-15： ２段熱処理材の析出物解析
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て事実が重要である。
さて、条件①～③に共通している点は、Fig. 4-15 には示していないが、
【Free-standing Cu-S】が、３条件共に、観察されるには観察されるものの、
その数は少なく、統計的に、その傾向を述べることができない点である。
しかし、【Coating Cu-S】よりも、析出しにくいことは確実であろう。よって、
Cu-S 析出は、【Coating Cu-S】が先んじて起こり（高温で）、そのあとで、
【Free-standing Cu-S】が次いで起こると推定できる。
（６） 考察②： 「２段熱処理の析出現象を使った Cu-S の析出温度の判
断」
Fig. 4-15 の結果を通して、Cu-S の析出挙動を考える。
すべての条件にて、【Coating Cu-S】が見られるが、決して、１２２０℃で
析出したものであると判断できない。そんな高温で析出しているのならば、
条件③で観察される、BN の核に存在する【pure MnS】の存在と矛盾して
しまう。Cu-S の析出温度を知るのにキーになるのは、BN＋【pure MnS
（核）】が７５０℃で形成されていることである。少なくとも、この７５０℃温
度域までは、鋼中の硫化物は【pure MnS】であることを意味している。そ
の一部が BN に覆われ、残りが Cu-S に覆われたと解釈できる。BN の析
出は７５０℃２０分の熱処理で起こっている。Cu-S の析出は７５０℃以下
であると判断できる。
いずれの条件でも、【Coating Cu-S】は非常に薄く、これら３サンプルで
差が見られないことから、７５０℃よりも低温で、更に、急冷過程で Cu-S
析出が起こっていると推定せざるをえない。もし、７５０℃近傍の温度帯で
Cu-S 析出が起きているとしたら、７５０℃から急冷したサンプルの Cu-S
析出が顕著になっていることが想定されるが、実際には、３サンプル共、
非常に薄い Cu-S が MnS 表面を覆っているにすぎない。よって、７５０℃
未満で、急冷過程で、Cu-S 析出が起こっている判断は妥当である。
しかし、この推定は、「急速冷却は、冷却前の析出挙動を凍結する手
段」であるとする、従来からの考え方に対して、疑問を投げかける結果に
なっている。つまり、逆に、Cu-S 析出は、急冷却でも、止めることができ
ないのでは？ということを示している。
この推定を受けて、極微量 Cu が Cu-S 析出を引き起こすことを、一連
の析出挙動の流れの中で示すと、模式的に、析出メカニズムは Fig. 4-16
のようになる。
従来の考えでは、水冷（以下、WQ と略す。Water Quenching）で析出を
凍結して、そのサンプルを室温環境で評価することは、すなわち、冷却開
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【従来説】

【推定されるCu-S析出メカニズム】

「WQは析出を凍結」
→【熱処理前の析出を反映】

「WQでも、Cu析出は止めらない」
→【Cu-S析出は急冷時に起こる】
1220℃20min

MnS+
【Coating Cu-S】

1220℃20min

【Temp】

※このMnSは、
おそらく溶け残り

High ⇔ Low

MnS＞BN ≫Cu-S

MnS

MnS
MnS

MnS

900℃20min
MnS &
【Coating Cu-S】
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MnS+【Coating Cu-S】

【Pure MnS】
MnS

MnS

MnS

MnS
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MnS＞Cu-S
MnS＞BN
Fig. 4-12の検討より

MnS＞BN ＞Cu-S

900℃20min

750℃
20min

【Pure MnS】

750℃20min
MnS
MnS

［Keypoint]
Core of BN is pure MnS

MnS+
【Coating Cu-S】 MnS+【Coating Cu-S】

MnS

MnS

MnS+
【Coating Cu-S】

Fig.4-16： ２段熱処理材の析出現象の説明
（Cu-S析出はWQ過程で起こる）

始直前の析出挙動そのものを評価していると見なしてきた。つまり、Fig.
4-16 の左側の図に描いたように、WQ 材を室温で評価した結果は、WQ 直
前の析出挙動を反映していると考えてきた。しかし、我々の立場は、この
考え方とは異なり、少なくとも Cu-S 析出は、WQ でも凍結できず、WQ 中
に析出したものと見なすべきというものである。そう考えないと、２段熱処
理材の析出挙動をうまく説明できない。つまり、２段熱処理の条件③「１２
２０℃２０分→７５０℃２０分→ＷＱ」で見えた、BN＋【pure MnS（核）】の存
在を説明することが出来ない。
即ち、我々の考え方は、Fig. 4-15 の右側に示したようなイメージである。
まず、１２２０℃に存在する MnS を前提する。おそらく、溶け残りであろうと
推定するが、この点は、Cu-S の析出温度の推定に直接的には関係しな
い。条件①「１２２０℃２０分→ＷＱ」では、この MnS に、WQ 過程で、Cu-S
が薄く表面を覆うように析出すると推定することができる。
条件②「１２２０℃２０分→９００℃２０分→ＷＱ」では、条件①の MnS、
すなわち、この段階では、Cu-S が覆っていないが、２段目の９００℃処理
で、MnS が成長して、それ自体が大きくなり、その状態から、WQ されるこ
とで、WQ 過程で Cu-S が表面に覆うように析出してくると推定できる。
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条件③「１２２０℃２０分→７５０℃２０分→ＷＱ」では、条件①の MnS、
すなわち、この段階では、Cu-S が覆っていない状態から、２段目の７５
０℃処理では、Mn の拡散等の問題で、MnS 自体が成長できないと推定
する。そのため、条件③の２種類の形態の MnS のサイズは、条件①とほ
ぼ同じであると推定できる。７５０℃の処理中に、この MnS の一部に、BN
が析出すると推定される。残った MnS のみが、WQ 過程中に、Cu-S が覆
うようになると推定する。
これらの推定を総合すると、上述のような結果、つまり、「Cu-S 析出は、
７５０℃以下のフェライト域で、しかも、ＷＱ過程で起こる」と推定すること
ができる。
また、昔から、複合硫化物を、全率固溶体を使って、複合析出物の説
明を行うものが多い 2-2)-4),39),49),87)-98),105)-120)。例えば、オキサイドメタラジー
の分野 2-87)-98)や、Z. Liu や小林 2-105)-118),120)らの議論において、複合析出
物の析出を、全率固溶体からの分離から説明するものが多い。特に、後
者の議論では、MnS と【Coating Cu-S】の関係を、この考え方で説明して
いる。
すでに、Fig. 4-8 で示した BN＋【pure MnS（核）】の解析結果を使って、
全率固溶体の可能性を否定したが、改めて、２段熱処理の結果に、全率
固溶体的な考え方を適用しても、Fig．4-15 の結果を説明するのは困難
である。つまり、MnS と Cu-S が、完全に固溶しあった、【MnS + Cu-S】の
一体の硫化物から、Cu-S が染み出てくるように出てきて、MnS の周りを
覆うという考え方では、説明するのが困難である。その説明では、BN＋
【pure MnS（核）】の存在を説明できず、矛盾してしまう。
彼らの鋼が特殊とか、逆に我々の鋼が特殊ということは想定しにくい。
それぞれの鋼で、違うメカニズムが存在するとは考えにくい。Cu-S の析
出は、フェライト域の低温域で、しかも、急冷過程の然るべき温度域で析
出すると考えるのが論理的であろうと推定する。
（７） まとめ 「Ti 無添加系の硫化物析出挙動」
上記の実験結果から、Ti 無添加系の硫化物析出挙動については、Fig.
4-17 に示すようになると考えられる。
全率固溶体の存在は考えにくいので、Cu-S が析出することは、現在
の商用鋼のような高純度系、製造プロセスが非平衡へシフトしつつある
状況では、Mn を添加していても、もはや Mn では、全量 Sulfur を MnS とし
て固定できているとは限らない。鋼中には、固溶 Sulfur が存在しているこ
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とを意味する。つまり、Cu-S 析出は、「固溶 S の析出」という単純な論理
で説明することができる。
また、今回のサンプルの
①主要な反応
（１） 殆ど の鋼中S量： [Mn] ＋ [S] → MnS
B 添加極低炭鋼について
（２） 残りのSulfur ： 固溶状態
は、BN 析出も併せて考え
②固溶Sが、固定される(α域、しかも、WQ過程でも)
ると、Fig. 4-17-③のように、
（３） [S]＋[Cu]
→ Cu-S
析出温度が推定される。つ
③析出温度の順番（推定）
まり、MnS が最も高温で析
（高温） MnS ＞ BN >> Cu-S
出し、次いで、BN の析出が
Fig. 4-17： 析出メカニズム
起こり、そのあと、Cu-S 析
（Ti無添加系、かつ、B添加系）
出が起こるが、それは、フェ
ライト域の低温で、急冷工程でも析出すると推定できる。
また、今回の実験から、Cu は、極微量０．０１％にもかかわらず、強力
な硫化物形成元素として働くことが、同時に示されている。
４．４項にて、Ti 添加系での現象を含めて、再度触れる予定であるが、
Cu の拡散速度の観点から、Cu-S 析出は、フェライト域の低温で、しかも、
急冷工程でも起こると考えることが妥当であろうか？という点が疑問とし
て残る。Cu は置換型元素であり、Fe の自己拡散程度しか、拡散しないと
考えると、急冷工程時に、析出できるくらいに、Cu が動いているのは、従
来の考え方に反しているように見える。その点の詳細については、４．４
項で考え方を示す。
４．３． Ti 添加系鋼材での硫化物析出挙動
（１） 目的
４．２項で述べた「極微量 Cu による Cu-S 析出」という知見を、本項では、
Ｔｉ添加系鋼材へ応用する。
単に、Cu-S 析出のみを取り出すのではなく、Ｔｉ添加系鋼材における硫
化物析出挙動の全体の中の、ひとつの析出現象として、Cu-S 析出を捉
えて再評価する。
（２） 実験材、および、実験方法
本項において、Ti 添加系鋼材の硫化物析出挙動を調査するために、
Table 4-2 に示す Ti 添加 IF 鋼を選んだ。その理由は、セメンタイトが析出
するような系であった場合、TEM 観察や、形態別定量手法において、測
定誤差を含み可能性が大きくなるからである。
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Table 4-2 ： Ti添加系鋼材の化学成分と、熱履歴（熱処理条件）
sample
0.04%Ti-IF

Heat Treatment

C

Si

Mn

S

①実機プロセスの熱延板 0.0014 0.01 0.17 0.0084
と焼鈍板(α域)

0.04%Ti-IF ②α域での長時間熱処
0.06%Ti-IF 理

Cu
0.01

Ti

熱処理前
熱延板
・CT: 640℃
0.039 ・CT: 680℃
・CT: 720℃

熱処理
CAL焼鈍
・770℃
・830℃

ソルトバス焼鈍
・850℃90sec→AC
（CT: 640℃）
・850℃5min→AC
0.0062 0.008 0.064
・850℃30min→AC
熱処理炉
0.0082 0.01 0.039
・1250℃1hr→WQ
as-castスラブか
・1080℃1hr→WQ
らの切出し材
0.0068 0.01 0.071
・1250℃1hr→FC

0.0018 0.01 0.15 0.0074 0.010 0.040 熱延板
0.0017 0.01 0.16

0.04%Ti-IF ③スラブ加熱温度域での 0.0014 0.01 0.17
0.0012 0.01 0.11
0.07%Ti-IF 熱処理（γ域）

また、これらの成分の Ti-IF 鋼は、Table 4-2 に示すように、３種類の熱
履歴を受けたものである。
①は、実機トライアルで、熱延板まま、熱延板を冷間圧延した後、連続
焼鈍（以下、CAL と略す。Continous Annealing Line）した焼鈍板での硫化
物析出挙動につて、実態を調査するのが目的である。熱延工程の巻取
温度を３条件（６４０℃、６８０℃、７２０℃）に変えて、更に、それを連続焼
鈍に回して、CAL にて、焼鈍温度を２条件振ったもの（７７０℃、８３０℃）
に対して、“親子関係”で抜き取ったものを調査した。親子関係とは、「上
工程で一部のサンプル抜き取り後、下工程で作り込みを行い、サンプル
の抜き取りを行った時に、これらのサンプルの関係」を表す俗語である。
ちなみに、熱延板と CAL 板の場合には、CAL 板は、熱延板と同一成分、
かつ、熱延までは同種の熱履歴を受けている。
②は、フェライト域での長時間焼鈍によって、硫化物析出挙動の変化
を調査する目的である。実機熱延板（CT６４０℃）を抜き取ったものを用
意して、ラボでソルトバスにて、８５０℃で、９０秒、５分、３０分というように
長くしたサンプルにつき、硫化物析出挙動を調査した。
③は、スラブ加熱域でのオーステナイト域での硫化物析出挙動を調査
する目的である。実機 CC スラブ（連続鋳造スラブ//Continuous-Casting
slab）から切り出したサンプルを使って、ラボにて、熱処理炉を使って、オ
ーステナイト域で熱処理を実施した後、硫化物析出挙動を調査したもの
である。
①～③は、共に、極微量 Cu による Cu-S 析出挙動に関する調査をする
共に、それに加えて、Ti 系硫化物析出挙動についてもを論じる。特に、①
と②は、従来、あまり論じることがなかった、フェライト域での硫化物析出
挙動を示すものである。また、③は、従来から論じられてきたオーステナ
イト域の硫化物析出挙動 2-138)-187)について、改めて調査して、知見を新た
にする為のものである。
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また、以下の実験結果を論じる際に、Table 4-2 に示しているように、Ti
濃度によって、例えば、0.04%Ti-IF と呼ぶ。敢えて同じ名前を用いた背景
は、Ti 添加量により、おおよそ、析出挙動は同じグループの挙動として理
解できるからである。
しかしながら、実験条件①～③が変わると、0.04%Ti-IF という名称は同
じであったとしても、Mn、S、C、N 量等の成分が、必ずしも、すべて一致す
るものではない。当該の鋼板は、鋼種として取り扱う限りは同一材と見な
せるものであるが、本論文では、形態別定量を用いた調査も行うので、
硫化物形成に関わる元素は、そのサンプル毎に、分析し直した成分値を
活用したため、有効数字の「下の桁」程度の成分バラツキを含んでいる。
実験評価・解析については、TEM を主体にした微細構造解析と、形態
別定量を実施した。
TEM 評価については、レプリカサンプルを用いて実施した。理由や背
景は、Ti 無添加系（４．２項）の状況と同じである。マトリックス由来の Fe と、
析出物由来の Fe を分離して議論するためである。今回の Ti 添加鋼では、
TEM での観察対象に、Ti4C2S2 が含まれるため、EDX 分析の際、カーボン
のゴーストピークを避けるため、レプリカサンプルの作製については、ア
ルミ支持膜、アルミメッシュを用いて行った。
形態別定量については、Fig. 3-3、および、３．３項で述べた方法で実
施した。その際には、Cu-S の化学量論組成を、Cu8S5 と見なして計算した。
この元素比は、Ti 無添加系で同定した結果を水平展開したものである。
理由は、４．１項、Fig. 4-3 で示したように、Ti 添加系の硫化物には、Cu-S
が複合析出するものの、単体としては TEM-EDX 分析できず、複合硫化

As-Hot
・CT: 640℃
・CT: 680℃
・CT: 720℃

830℃
770℃

Fig. 4-18 : 熱処理条件①の熱履歴
Table 4-3 : TiｰIF鋼の化学成分（熱延板と焼鈍板 析出挙動調査） (mass %).

sample

0.04%Ti-IF

Heat Treatment

C

Si

Mn

S

①実機プロセスの熱延板 0.0014 0.01 0.17 0.0084
と焼鈍板(α域)
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Cu
0.01

Ti

熱処理前
熱延板
・CT: 640℃
0.039 ・CT: 680℃
・CT: 720℃

熱処理
CAL焼鈍
・770℃
・830℃

物の他の部分のシグナルが重畳しているため、Cu-S の正確な元素比を、
TEM では決められないためである。
（３） 実験結果①： 「実機熱延板と、CAL 焼鈍板での硫化物析出挙動
の変化について（フェライト域での硫化物析出挙動）」
Fig. 4-18 と Table 4-3 に示すように、実際に生産させている Ti 添加系
鋼材の硫化物析出挙動を理解する。プロセス条件を意図的に振って、硫
化物析出挙動の違いを調査し、析出の一般原理を抽出する。
この項での実験条件は、
Hot
(a) As-hot
(b) As-annealed
１成分系×As-Hot：３条
Cu-S
Ti4C2S2 件×（焼鈍２条件＋
As-Hot 止め）で、都合９
TiS
TiS
条件である。
個々の条件間の違いを
論じる前に、全体観を知
Ti4C2S2 Cu-S
るために、熱延板→焼鈍
Fig. 4-19
4-20 :
Ti添加系の硫化物析出挙動の変化の典型例：
板での硫化物析出挙動一
0.04%Ti-IF鋼板における、
例を、Fig. 4-19 に示す。熱
(a)熱延板 (CT: 680 ℃) と (b)焼鈍板 (830 ℃)
延板は、CT が６８０℃の
場合で、焼鈍板は、この熱延板を８３０℃で焼鈍したものである。
概して言えば、熱延板は、球状～楕円球状の TiS から構成され、焼鈍
すると、真ん中に存在する TiS に、新たに、Ti4C2S2 が一部分を触れるよう
な形で、角状に、析出する。同時に、TiS と Ti4C2S2 が重なり合う部分に、
Cu-S が析出する。MnS も、どちらと言えば、こういった重なった部分に多
く見られる傾向がある。
つぎに、Fig. 4-19 の熱延板、焼鈍板で見られた硫化物を詳しく調査し
たものを、それぞれ、Fig. 4-20、Fig. 4-21 示す。TiS と Ti4C2S2 の大まかな
判定基準として、EDX スペクトルの S ピークと Ti ピークの高さ比を、それ
ぞれ、１：１と１：２という目安を用いる。
熱延板に見られる硫化物は、Fig. 4-20 の（１）全体、もしくは、（２）中央
部のみを測定すると、S ピークと Ti ピークが大きく立ち上がる他は、他の
元素由来のピークは殆ど見られない。一方で、エッジ部分を EDX 分析す
ると、Mn や Cu のピークが検出されるようになる特徴がある。熱延板の段
階においても、焼鈍板で見られた、TiS を起点にして、Ti4C2S2 や Cu-S の
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20 : Ti添加系の硫化物析出挙動の典型例（熱延板）
0

「0.04%Ti-IF鋼板における、熱延板 (CT: 680 ℃)」
複合析出物化する傾向の、前駆的な反応が起こっていることを示唆して
いる。
焼鈍板の詳細な情報は、Fig. 4-21 に示されるが、Fig. 4-19 で説明した
概説を一層詳しく示したものになっている。（１）全体を照射した際の EDX
スペクトルに、すでに、Cu ピークが見られている。一方で、（２）中央部で
は、S ピークと Ti ピークがほぼ１：１のスペクトルとなり、複合硫化物の中
心に、TiS が位置していることが示されている。エッジ部分、特に、（３）、
（７）は、S ピークと Ti ピークだけからなり、しかも、ピーク高さ比が１：２で
あるため、Ti4C2S2 が、角状に成長していることがわかる。また、コントラス
トから判断して、中央部の TiS と一部分を重なるように析出していること
がわかる。
すでに、Fig. 4-19 を使って、Cu-S が、TiS と Ti4C2S2 の重なった部分に
存在すると述べたが、Cu-S が析出しているのであって、金属 Cu が付着
してのではないと判断した理由を述べる。
重なりあった部分の（５）、（６）、（９）、（１０）には、Cu ピークが観察され
ており、S ピークと Ti ピークも併せて観察される。まず、中央部の（２）、張
り出した部分の（３）、（７）には、Cu ピークが見られないことから、Cu は、
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21 : Ti添加系の硫化物析出挙動の典型例（焼鈍板）
(4)

「0.04%Ti-IF鋼板における、焼鈍板 (830℃)」
この複合析出物由来で、Cu は偏在していることが明らかである。すでに、
４．１項で述べたように、Fig. 4-21 のスペクトルの Cu ピークは、Cu-S に由
来するものである。同様な目測で、Mn ピークも、金属 Mn ではなくて、MnS
に由来することがわかる。
また、Fig. 4-21 の様々な箇所の EDX スペクトルにおいて、S ピークと
Ti ピークと Cu ピークが、様々なピークの高さを有し、複合析出物の中心
部分と、完全に張り出した部分以外では、その高さ比は、全く分類できな
いほど、バラツキを有した点に注意が必要である。この背景は、Ti/S 比
のバラツキを有する析出物が存在するのではなく、複合析出物自体が３
次元構造体であって、TiS（真ん中）と、Ti4C2S2（張り出した部分）からの特
性 X 線が、電子線の照射場所、３次元的な位置関係によって、様々な出
方をするためと推定できる。
Fig. 4-22 には、Ti-IF 鋼の焼鈍板に見られる複合硫化物について、
EELS でエネルギーフィルター像を撮ったものである。Fig. 4-19、21 で示し
てきた、特徴的な複合硫化物の、TiS と Ti4C2S2 の重なり部分の一部分に
Cu-S が存在するイメージが可視化されている。
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(b) S-L edge
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Fig. 4-22：Ti添加IF鋼の焼鈍板の複合硫化物の
EELSエネルギーフィルター像
また、Mn の分布（MnS に相当）も、重なり部分のあたりに、Cu 同様に偏
在しているものの、Cu と Mn の分布は必ずしも一致していない特徴があ
る。
以上の結果を踏まえて、今回の試験材の全熱延条件×焼鈍条件の合
計９条件の硫化物析出挙動を比較する。TEM 写真を Fig. 4-23 に示し、硫
化物形態別定量を Fig. 4-24 に示す。
TEM による微細構造解析を行っても、硫化物の形態に関する違いは
明らかとは言えず、熱延の巻取温度（CT）の条件や、焼鈍温度の条件の
違いが、大きな差としては認識できない。上述の Fig. 4-19～22 で示した
「熱延板→焼鈍板」の硫化物の形態変化が、いずれの場合でも起こって
いることが、Fig. 4-23 より明らかである。やや目立つ点は、CT７２０℃の
熱延ままの状態の硫化物は、ＣＴ６４０℃、６８０℃と比較して、明らかに
小さい点である。
硫化物の形態定量の結果については、ＣＴの違い、焼鈍温度の違いに
よる違いを明確に示している。
まず、いずれの例も、「熱延板→焼鈍板」の硫化物の形態変化が示さ
れていることを指摘したい。熱延板では、TiS が主要硫化物であったが、
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CT: 680℃
CT: 720℃

0.04%Ti-IF

CT: 640℃

As-Hot

770℃
830℃
770℃
830℃
770℃
830℃

Fig. 4-23：Ti添加IF鋼の熱延板および焼鈍板での析出物観察
（但し、図中のCuSは、“Cu-S”の意味。CuSとは同定していない）
焼鈍板では、硫化物の組成が変化する。つまり、ＴｉＳが減少して、Ti4C2S2
が増加し、MnS もやや増加し、Cu-S も増加する。焼鈍温度が高い時は、
この変化が一層進むことを示している。また、熱延のＣＴ条件の差は、熱
延時の硫化物析出挙動には、ほとんど影響していないものの、焼鈍後の
硫化物の変化には影響を与えている。つまり、熱延のＣＴ温度が高い方
が、硫化物の変化が一層進む傾向がある。
（４） 考察①： 「実機熱延板と、CAL 焼鈍板での硫化物析出挙動（フェラ
イト域）」
この段階までの検討で言えること、および、導出できることは以下の４
つである。
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Fig. 4-24： 硫化物の形態別定量
（Ti添加IF鋼の熱延板および焼鈍板）
（１）Ｔｉ添加系の硫化物は、熱延の巻取温度（フェライト域）の影響を受
けつつ、焼鈍温度（フェライト域）によって、析出挙動に変化が起こってい
る。
（２）このことは、フェライト域で、硫化物析出や再構成が起こっているこ
とを意味する。従来から主流の考えであった、オーステナイト域で析出が
決定されているという考え方 2-138)-187,191)-195)とは、一線を画すものである。
（３）そのフェライト域の硫化物の析出・再構成時に、微量 Cu による
Cu-S 析出が関わっている。つまり、Cu-S 析出は、Ti 添加系鋼材でも、フ
ェライト域である。
（４）フェライト域での硫化物析出挙動の説明として、以下のメカニズム
を提示する。メカニズムのキーとなる概念は、【TiS 再固溶によって放出さ
れる Sulfur を再析出する】ということに基づき説明するという点である。Fig.
4-19～24 の結果だけでは、完全に証明できたとは言えないが、熱延板→
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焼鈍板における、析出物の形態変化と組成変化をもとに、帰納的に導出
したものである。模式的に示すと、Fig. 4-27 のように示すことができる。
第１反応：
４TiS＋２［solute C］ → Ti4C2S2（first）＋２[re-solute S]
第２反応：
４[Ti]＋２[solute C]＋[re-solute S] → Ti4C2S2（second）
[Mn]
＋[re-solute S] → MnS
[Cu]
＋[re-solute S] → Cu-S
つまり、第１反応として、すでに、熱延巻取時に、析出完了している TiS
をベースにして、固溶カーボンとの反応により、Ti4C2S2 を析出し、再固溶
Sulfur が析出近傍に放出されると考えられる。
その再固溶 Sulfur が、第２反応へ回って、安定化される。Ti4C2S2、MnS、
Cu-S という３つの候補があり、どの形態で析出するかは、様々なパラメ
ータの影響を受けて、熱力学的にもっとも安定なものが析出と考えられる
のではないだろうか。ここで言うパラメータとは、個々の硫化物形成元素
量、熱処理温度および時間、および、固溶カーボン量等によって決まる。
【第１反応】

first

re-solute

4TiS＋2[C]→Ti4C2S2＋2[S]
ここの反応は、同時に、起こっている.
[Ti]、[固溶C]

TiS

TiS

[Ti]、[固溶C]

【第２反応】

３つのうち、
いずれかが選択される

[Ti]、[固溶C]

Ti4C2S2

first
Ti4C2S2

TiS
first
Ti4C2S2

[Mn]

[Cu]

MnS

Cu-S

TiS

[Ti], [C]
Ti4C2S2

[Mn]

[Mn]
MnS

MnS

TiS
[Cu]

再固溶Sulfur
の放出

再固溶Sulfur
の放出

re-solute
(1) 2[S] ＋4[Ti]＋2[C]→Ti4C2S2 second
(2) [S] ＋ [Mn]
→MnS
(3) [S] ＋ [Cu]
→Cu-S

Ti4C2S2

[Ti], [C]

Ｖ

TiS

[Ti], [C]

TiS

再固溶Sulfur
の放出

first Ti4C2S2

第２反応は、
第１反応と
同期している

[Cu]
Cu-S

Cu-S

Fig. 4-25： Ti添加系鋼材の硫化物析出メカニズムの模式図
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Cu-S 析出に関しては、前述の Ti 無添加系鋼材の硫化物析出挙動での
知見が転用できるであろう。つまり、フェライト域でしかも低温で析出し、
かつ、WQ のような急冷過程でも析出できるという考え方を入れて、このメ
カニズムを考えればよい。その理由は、硫化物析出挙動が、Ti の有無に
よって、別個の論理で動いていると考えるよりは、統一的な単純な考えの
中で、ある状況では、何かが強く表れ、別の状況では、別の何かが強く表
れたと考える方が、自然であろうと思われるからだ。
また、このメカニズムで言う、第１反応、第２反応の分類、および、再固
溶 Sulfur というのは、説明のために、一旦、反応を分けて考えたことに由
来する便宜的なものである。すなわち、第１反応から、第２反応は直ちに
連続的に起こるであろうから、再固溶 Sulfur は、固溶状態では観察され
るか否かは重要なことではない。要は、【再固溶と、その再析出】に基づ
き説明するというのが、このメカニズムのキーとなる考え方である。
メカニズムの可否を判断するために、このメカニズムを使って、焼鈍時
での硫化物析出挙動の変化について説明を行う。Fig. 4-24 の中の熱延
板 CT６８０℃、焼鈍板（８３０℃）の変化について取り出して、Fig. 4-26 に、
模式的に示す。焼鈍板での TiS 量（１）は、第１反応で反応しなかった TiS
と見なすことができる。それゆえ、熱延板の TiS 量から、この焼鈍板の
TiS 量（１）を引いたものが、第１反応で反応した TiS 量と見なすことができ
る。TiS が第 1 反応で消費されて、Ti4C2S2 が析出した場合、析出 S 量に
注目すると、半減することになる。これが、(3-2) Ti4C2S2 に相当する。それ
以上の上積みは無いので、同時に、(3-2) Ti4C2S2 は、“First Ti4C2S2”に相
当するだけで、第２反応から析出されたものは殆ど寄与していないと推定
される。再固溶 S を、再析出するのは、(4-2)MnS であり、(5-2)Cu-S であ
る。Cu-S 析出することは、すなわち、Cu-S が析出する温度にて、再固溶
S が残っていたと推定するべきであろう。要は、再固溶 S は、Ti4C2S2 とし
て固定されず、Mn でも僅かしか固定することができなくて、Fig. 4-26 で示
すくらい多くの再固溶 S が、Cu-S 析出が始まるまで固定されずにいたこ
とを意味している。Cu-S 析出は、Ti 無添加系の結果から類推すると、フェ
ライト域の低温、かつ、急冷で析出できる模様であるので、MnS 析出温度
よりも低い温度で、かつ、焼鈍温度域から離れた冷却域で析出している
可能性がある。
ただし、この推定では、熱延板で既に析出していた、(3-1)Ti4C2S2、
(4-1)MnS、（５）Cu-S を議論から外した。つまり、上記の推定では、これら
の硫化物が、焼鈍時に変化していないか、それとも、微量ゆえ、今回の
推定では、入れても入れなくても議論できるかのいずれかである。つまり、
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熱延板段階で、
すでに析出した(3-1)～(5-1)
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再固溶Sの【再析出】
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(5-2)Cu8S5

60

(2)第一反応で
消費されたTiS

40
20
0

(4-2)MnS
(3-2)Ti4C2S2

【推定できること】
(a)焼鈍材の殆ど のTi4C2S2は、
第１反応由来の “first Ti4C2S2”.
(1)変化しないTiS分
(b)焼鈍材のMnSとCu-Sは、第２
反応由来のもの。

As-Hot

830℃-annealed

: 熱延段階で析出完了した分
（変わらないか、焼鈍時に変わるのかは分からない）

Fig. 4-26： メカニズムを使った硫化物析出挙動の推定
第２反応の逆反応が、焼鈍時に起きて、その際に放出される「再固溶
Sulfur（第１反応由来ではない）」が、再析出に効いている可能性もある。
特に、Cu-S の逆反応は、考えたほうがよいかもしれない。
下記の報告においても、我々の提案するメカニズムは、その可能性が
強化され、かつ、その適用範囲を広げていく。
（５） 実験結果②： 「フェライト域での長時間熱処理時の硫化物析出挙
動の変化について」
上記のメカニズムの可否を確認するためと、Cu-S 析出挙動を解明す
るために、フェライト域で長時間熱処理試験を実施した。
Fig. 4-27 と Table 4-4 に示すように、0.04%Ti-IF 鋼と 0.06%Ti-IF 鋼を使
って、焼鈍時間を、ソルトバスにて、９０秒、５分、３０分の３条件を実施し、
熱延板の析出挙動と比較した。実験方法は、前々項（３）と同様である。
また、本項においては、熱延板での時効指数（AI と略す：Aging Index）
の測定を、両サンプルにて実施した。これは、我々が新規に提案している
硫化物析出メカニズム挙動の一要素として必須であり、これを実験的に
証明しておく目的がある。
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850℃ in salt bath
As-Hot
(CT: 640℃) 90sec. 5min.
30min.

Fig. 4-27 : 熱処理条件②の熱履歴

Table 4-4 : TiｰIF鋼の化学成分（長時間焼鈍時の析出挙動調査） (mass %).
sample
0.04%Ti-IF
0.06%Ti-IF

Heat Treatment
②α域での長時間熱処理

C

Si

Mn

S

Cu

Ti

熱処理前

0.0018 0.01 0.15 0.0074 0.010 0.040 熱延板
0.0017 0.01 0.16 0.0062 0.008 0.064

（CT: 640℃）

熱処理
ソルトバス焼鈍
・850℃90sec→AC
・850℃5min→AC
・850℃30min→AC

なお、本熱処理において、特に、サンプルの冷却速度については、ソル
トバスから出した後は、大気放冷であるが、板厚が薄いために、冷却速
度が１００～３００℃／秒程度で、急速に抜熱される。析出は凍結されて
いると見てよい。但し、本論文で繰り返し述べている、Cu-S 析出について
は、４．２項で触れたように、急冷過程でも析出することができる可能性
が高いので、Cu-S 析出を除けば、冷却直前（大気放冷）の析出挙動を反
映したものと考えるのが妥当であろう。
また、注意すべき点は、あるひとつのサンプル中のひとつの硫化物を
連続的に、その場観察したわけではない点である。本博士論文で示す
「連続的な変化」とは、個々の熱処理材について、それぞれ室温まで冷え
たサンプルを使って、TEM 観察、および、形態別定量を行い、連続的に
何が起こっているかを推定して、論理を組み立てている。
まず、熱延板を起点とした、焼鈍時間に対する硫化物の形態変化につ
いて、Fig. 4-28 に示す【典型的な例】を使って、おおまかな概略を説明す
る。この写真は、Ti 量がまちまちではあるが Ti 添加系鋼材の硫化物につ
き、大きさをほぼ同じになるように調整した TEM 写真であり、理解しやす
い形状の硫化物を選んで構成した典型的な例である。
実際のサイズは、１００～４００nm 程度の大きさである。析出物の大き
さを敢えて同じように見えるように修正したのは、後ろで詳しく述べるが、
複合硫化物の形状が、３次元的に不定形を取るため、対称型を取らず、
さらに、晶癖面に囲われた形状をとるわけではない為、見る角度によって
大きさがまちまちであるためである。ここでは、硫化物の形態変化の説明
を優先するため、そうした。
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Estimated Reaction :
(1) 4TiS ＋ 2[C] → Ti4C2S2 ＋ 2[S]
(2) [S] is re-precipitated again.

Long Annealing

850℃
90sec

30min

5min

CT: 640℃

90sec

5 min.

at overlapped area

TiS

TiS
Ti4C2S2

As-Hot-rolled

Ti4C2S2

Ti4C2S2

Cu-S

5 min.

30min.

mainly Ti4C2S2

TiS
Cu-S

at overlapped area

（90sec）
Short

Ti4C2S2

Annealling Time

Cu-S is reduced !
（30min）
Long

Fig. 4-28 : Ti添加材のフェライト域の長時間焼鈍
８５０℃×（９０秒、５分、３０分）

硫化物の変化については、起点となる熱延板では、球状または楕円球
状の TiS が主要な硫化物である。焼鈍を始めると、一部を TiS に付着しつ
つも、外側に張り出すように、Tｉ4C2S2 が析出する。焼鈍時間が長くなるに
つれて、Tｉ4C2S2 が成長し、互いに合体して、重なり合うように成長する。
最後には、ドーナツ状とか、クロワッサン状の形態に変化する。一方で、
同調する形で、真ん中にあった TiS は段々減少し薄くなり、最後には、孔
状になって、痕跡がわからなくなってしまう。
興味深いのは、Cu-S の析出挙動である。短時間焼鈍時（９０秒）では、
TiS と Tｉ4C2S2 の重なる部分の全てとは言えないが、多くの場所で確認で
きるが、焼鈍時間が長くなるにつれて、Cu-S の確認が難しくなり、３０分く
らい焼鈍すると、Cu-S が消えたかのように、観察が非常に困難になる。
Cu-S が一旦析出して、それが消えるかのような挙動に見えてしまう特徴
をもつ。
熱力学的には、同じ温度で保持されたものが、短時間側で一旦形成さ
れたものが、長時間側では消えてしまったということが起きているとは考
えにくい。発想を変えると、この TEM 写真は、「原因」が見えているわけで
はなくて、「結果」が現われていると考えると解釈することができる。前項
と同じ考え方の「再固溶 Sulfur と、その再析出メカニズム」に沿った析出
現象で説明可能であり、同じメカニズムで支配されていると解釈可能であ
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Same Donut looks different.

Fig. 4-29 : ３次元構造体の２次元投影像が、
見る角度によって様々な形態をとる例 （ドーナツを使った図示）

る。再度、この Cu-S の析出メカニズムについては詳細を述べることにし
て、硫化物の形態に関する議論を続ける。
Fig. 4-28 に示した、複合硫化物については、焼鈍時間が長くなるにつ
れて、硫化物の形態が複雑に変化してくる。敢えて【典型例】と言ったの
は、常に、Fig. 4-28 で示した形態が見えるわけではなく、現象を理解しや
すい例を取り出したものだからである。その理由は、析出物が３次元構造
体であり、TEM 写真は２次元投影像であるため、見る角度によって、硫化
物の本質は変わっていないものの、示される外観は変わってくるからで
ある。Fig. 4-29 に、ドーナツを使って、見る角度を変えると、形態が変わっ
て見えることを示した。今回の複合硫化物もこれに近いことが起きている。
そのため、実際の硫化物は、常に、ドーナツ形状でも、クロワッサン形状
が観察されるとは限らない。しかしながら、多くの事例の観察、および、２
次元投影像（TEM 写真）からの類推から、典型例のような形状を示すこと
が、硫化物の形態変化の理解にとって相応しいと考え、Fig. 4-28 を使っ
て、硫化物の形態変化を説明した。
また、同時に、Fig. 4-29 は、こういった不定形の形態のものについて、
サイズを定義するのは適切ではないことを意味している。見る角度によっ
て、どんな大きさにも見えてしまうため、形態変化を提示することを優先し
て、Fig. 4-28 の析出物をほぼ同じサイズに見えるように調整した。実際の
大きさの変化は、熱延板→焼鈍板で、大きくなる傾向は認められるが、焼
鈍時間との対応は明確には読み取れない。その理由は、上述のように、
焼鈍板に見える硫化物は等方的ではなく、対称形でなく、不定形で、それ
が様々な角度から見て撮影された２次元投影像であるため、TEM 写真か
らでは、大きさを議論できないことによる。
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さて、上述の知識をもった上で、実際に、0.04%Ti-IF 鋼、0.07%Ti-IF 鋼の
焼鈍温度に対する、硫化物の形態変化を観察してみる。それぞれ、Fig.
4-32、4-33 に、焼鈍条件後に２枚ずつ示した。基本的には、Fig. 4-28 に
示した硫化物析出挙動の形態変化に即した変化が起こっている。熱延板
では、TiS が主要硫化物であるが、焼鈍時間が長くなるにつれて、外側に
張り出すように、Tｉ4C2S2 が成長していき、互いに一部を触れ合うように合
体して、最後には、ドーナツ形状とか、クロワッサン形状になり、真ん中に
位置していた TiS が小さくなり、消えつつあるというのが全体観となる。Fig.
4-31 の 0.06%Ti-IF 鋼の As-Hot の例では、Fig. 4-30 の 0.04%Ti-IF 鋼の
(a-①)As-Hot

(2-①)850℃90sec (3-①)850℃5min

(4-①)850℃30min

(1-②)As-Hot

(2-②)850℃90sec (3-②)850℃5min

(4-②)850℃30min

100nm
Fig. 4-30 : 0.04％Ti-IF鋼の熱延板～長時間焼鈍で の硫化物形態変化
（熱延：CT640℃、ソルトバス850℃焼鈍）

(a-①)As-Hot

(2-②)850℃90sec (3-①)850℃5min

(4-①)850℃30min

(1-②)As-Hot

(2-③)850℃90sec (3-③)850℃5min

(4-②)850℃30min

100nm
Fig. 4-31 : 0.06％Ti-IF鋼の熱延板～長時間焼鈍での硫化物形態変化
（熱延：CT640℃、ソルトバス850℃焼鈍）
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Cu 8 S5

60

0.06%Ti-IF
62ppmS in Steel

MnS

40

30 Min.

5 Min.

90 Sec.

As-Hot

30 Min.

5 Min.

0

Ti4C2S2

TiS

90 Sec.

20

As-Hot

Precipitated Sulfur Content (ppm)

0.04%Ti-IF

80 74ppmS in Steel

850 ℃-annealed
850 ℃-annealed
Fig. 4-32 : Ti添加材のフェライト域の長時間焼鈍材の形態別定量
熱延材と、ラボ焼鈍の比較 ： ８５０℃×（９０秒、５分、３０分）

As-Hot の例とは異なり、すでに、熱延板の段階で複合硫化物の形成が
始まっている。
硫化物の定量的な変化を知るため、形態別定量の結果を Fig. 4-32 に
示す。TEM での観察結果を反映したものになっている。TiS は熱延板での
主要硫化物であるが、焼鈍時間が長くなるにつれて、徐々に減少していく。
一方、Tｉ4C2S2 は、熱延板ではほとんど見られないが、焼鈍時間が長くな
るにつれて、どんどん増加していく。
ここでも興味深いのは、Cu-S 析出の挙動である。熱延板では殆ど確
認できないが、焼鈍時間が９０秒の時には多くの Cu-S が確認できる。焼
鈍時間が長くなると、一旦析出していた Cu-S が、少なくなる傾向がある。
特に、0.06%Ti-IF 鋼の３０分焼鈍にて、Cu-S は殆どゼロになる。MnS につ
いては、MnS 析出自体が非常に少ない量ではあるが、0.04%Ti-IF 鋼では、
熱延板ではほとんど無かった状態から、焼鈍時間を長くするにつれて増
加してくる。一方で、0.06%Ti-IF 鋼は、焼鈍時間が９０秒ではやや多めに
析出するが、焼鈍時間が増えると、析出量は減る傾向にある。
（５） 考察②： 「フェライト域での長時間熱処理時の硫化物析出挙動の
メカニズムについて」
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Fig. 4-28、30～32 で示し
た、長時間熱処理時の硫
化物析出挙動の変化を解
First Ti4C2S2 Re‐soluｔe Sulfur
釈する際に、前項（４）と同
4TiS ＋ 2[C] → Ti4C2S2 ＋ 2[S]
じ考え方を使って、説明を
（※形態変化から推定せざ るをえない）
②【第２反応】再固溶の再析出(α域)
試みる。
second Ti4C2S2
前項（４）では、実機製造
(a)2[S]＋4[Ti]＋2[C] → Ti4C2S2
材の熱延板と焼鈍板の硫
(b) [S]＋[Mn]
→ MnS
化物析出挙動から、Fig.
(c) [S]＋[Cu]
→ Cu-S
4-33 で示すメカニズムを導
Fig. 4-33 : Ti添加系の硫化物析出メカニズム
出した。すでに析出してい
る硫化物が反応して、再固溶した Sulfur を放出し、その再固溶 S が、硫化
物として再析出するということに基づいた考え方である。前項（４）では、
熱延板および焼鈍板でのフェライト域での析出現象から、メカニズムを導
出して、硫化物析出現象を説明した。
今回は、長時間焼鈍での硫化物析出現象へ拡張して、そのメカニズム
の適用性を一層広げてみる。
①【第１反応】
すでに析出したTiSが、焼鈍中に反応して、
Ti4C2S2へ変化し、同時に、再固溶[S]を放出

長時間焼鈍での硫化物析出挙動で特徴的なことは、①焼鈍時間を長
くした場合には、硫化物の形態変化が一層進行する点と、②Cu-S 析出
が、焼鈍時間の短時間側で、一旦 Cu-S が析出して、長時間側で Cu-S
が消える（溶けてなくなる）ような挙動に見える部分である。
焼鈍は、Fig. 4-33 の第１反応を右へシフトさせる。第２反応での再析出
を含めて、形態変化との密接に結びついている。焼鈍時間が短い場合に
は、反応は右へ進み、再固溶 Sulfur が放出されるものの、その S 量は多
くはないだろう。同時に、その再固溶 S は、第２反応で再析出されるが、
短時間ゆえに、Tｉ4C2S2 や MnS として固定できるには至らない。そのため、
結果として、Cu-S 析出が起こるような温度、つまり、Ti 無添加系鋼材から
の類推ではフェイライト域の低温、かつ、急冷過程の途中でさえ析出でき
る温度域において、再固溶 S は多く残っていて、Cu-S 析出が多くなると
解釈することができる。これは、実際の焼鈍板で見られる硫化物析出挙
動に近いと推定される。
一方、焼鈍温度が長い場合には、第１反応が著しく右へ進行する。再
固溶 Sulfur として放出される S 量は多くなるものの、その再固溶 S は、第
２反応で再析出されるが、長時間保持されれば、再固溶 S の大部分を Tｉ
4C2S2 として固定できる。そのため、結果として、Cu-S 析出が起こるような
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温度にて、再固溶 S が既に少なくなってしまっていて、Cu-S 析出が少なく
なってしまうと解釈することができる。
よって、一旦析出した Cu-S が溶けたのではなくて、Cu-S 析出は、
Cu-S 析出が形成される温度域までに、鋼中に固溶状態で存在する再固
溶 S 量に依存するだけであって、一旦出来たものが消えたと、無理な説
明をする必要もなく解釈できる。
このメカニズムから、もうひとつ興味深い現象を把握することができる。
すでに Fig. 4-32 で示した形態別定量は、一旦室温まで冷えたサンプルを
使った評価であり、冷却過程で過程で析出する Cu-S を反映したものであ
るため、実際の焼鈍温度域では、Cu-S 析出に相当する Sulfur は、析出し
ておらず、固溶した状態になっていることが想定される。
この我々の考えを用いて、Fig. 4-32 から数例選んで、焼鈍によって起
こっていることを具体的説明してみたい。Fig. 4-34 に、0.04%Ti-IF 鋼の熱
延板と８５０℃９０秒での変化、および、熱延板と８５０℃３０分での変化の
解釈を示す。「すでに析出
※熱延でのTi C S 、
80 MnS、Cu-Sは少量
している TiS の分解、再固
ゆえ議論が除外
(4)Cu-Sは、再固溶S
溶 S の放出、その採再析
が多く存在したために
60
Cu-S 多くなったと解釈可能
出」という考え方に沿って、
うまく説明できる。その際、
40
(2)第１反応で
(3) ※(2)の約1/2ゆえ
熱延板における、Tｉ4C2S2、
溶解したTiS
First Ti4C2S2（※第１反応）
20
MnS、Cu-S 析出量は微量
(1)変化しないTiS分
ゆえ、以下の議論では除
0 As-Hot
850℃
外する。Cu-S は焼鈍で溶
90秒
解してしまって再構成され
(9)Cu-S（※第２反応）が
※熱延でのTi C S 、
減ったのは、再固
る可能性が高いが、残りの
80 MnS、Cu-Sは少量
溶Sは、(6)、(7)で固
ゆえ議論が除外
Tｉ4C2S2 や MnS は、焼鈍時
定されてしまい、少
なくなったため
Cu-S
での溶解の有無は、この
60
(8)MnS（※第２反応）
MnS
実験からでは推定できない。
(7) ※(5)の約1/2ゆえ
40
しかしながら、たぶん、これ
Second Ti4C2S2
（※第２反応）
らは一旦析出してしまえば、
20 (5)全量TiSが
(6) ※(5)の約1/2ゆえ
焼鈍温度程度では溶けな
第１反応で溶解
First Ti4C2S2（※第１反応）
いと推定している。
0 As-Hot
850℃
さて、熱延板と８５０℃９
30分
０秒での変化については、
Fig. 4-34 :
我々のメカニズムを使った、Fig. 4-32の例の解釈
焼鈍板での TiS 量(1)を、熱
2 2

4

2 2

Ti4C2S2

析出S量 (ppm)

析出S量 (ppm)

4
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延板の TiS から差し引くと、第１反応で反応する TiS 量に相当する(2)。Fig.
4-33 より、第１反応の式で、S 量のやりとりを見ると、反応する TiS の半分
の量が、Tｉ4C2S2(3)に相当する。よって、再固溶 S は、Tｉ4C2S2 では固定さ
れず、僅かの MnS と、再固溶 S の残りほとんどは、Cu-S として固定され
る(4)。一方で、熱延板と８５０℃３０分での変化については、第１反応、第
２反応とも進んでいるので、やや異なった描像になる。焼鈍温度が長いた
め、TiS は殆どが第１反応で溶解しきっている。その反応により、TiS の S
量の半分が、Tｉ4C2S2(6)として固定される。更に、第２反応の(a)で固定さ
れる Tｉ4C2S2(７)もある。さらには、再固溶 S は、MnS でも固定される(8)。
Cu-S 析出に先んじて起こる硫化物析出によって、再固溶 S が固定される
ために、Cu が固定する再固溶 S が少なくなってしまって、結果として、
Cu-S 析出が少なくなってしまったと解釈できる。
以上のような解釈で、論理が閉じているため、この点からも、Cu-S 析
出がフェライト域の低温、かつ、急冷過程で起きていること（ソルトバス焼
鈍時に、ソルト浴から取り出して、抜熱されている途中で）を示している。
一方で、Fig. 4-33 に示した我々の考え方は、「再固溶 S と、その再析出」
に基づいた考え方である。第１反応は、固溶カーボンを必要としている。
改めて考えてみると、少し、論理がおかしいのではないか？という考え方
を持つ方々がいるかもしれない。なぜなら、本試験材は、Ti 添加鋼材の
硫化物析出挙動を見るために、Ti 添加 IF 鋼を選んで実験に供している。
IF 鋼とは、格子間元素がフリーという意味で、炭素や窒素は、析出物とし
て固定されていて、固溶カーボンは存在しないはずである。それならば、
この固溶カーボンはどこから来るのかを示す必要がある。
そこで、本項で用い
Stress
Stress
た鋼材の熱延板を使っ
て、時効指数（AI ：
⑤Δstress
Aging Index）を使って、
⇒ AI (Aging Index)
固溶カーボンの存在の
②unloading
有無を議論する。
③100deg.C
④re-loading
時効指数の測定方
1hr
法と測定原理は、予歪
①8％-prestrain
みを与えたあと、時効
Strain
0
0 8% Strain
熱処理（コットレル雰囲
(0) (8%)
気にする）をして、その
Fig. 4-35 : 時効指数の測定方法
（8%予歪→100℃1hr→再度引張して強度上昇を評価） あと再度引っ張って、そ
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の強度上昇を見るというものである。固溶カーボンが存在すれば、ＡＩ＞０
となる。Fig. 4-35 に示すように、①引張方向の予歪みを８％印加させ、②
その後、徐荷して、③１００℃１時間の熱処理を実施して、④再度、引張
試験を行った際、⑤応力の上昇分を AI 値とする。AＩ＞０の場合には、固
溶元素（カーボン、窒素）が鋼中に存在することを意味する。本実験材は、
窒素はＴｉによってＴｉＮとして固定されているので、AI 値によって、カーボン
が鋼中に固溶状態で存在するを判定することができる。
Fig. 4-36 に、前項（４）、本項（５）で用いた 0.04％Ti-IF 鋼、0.06％Ti-IF
鋼の熱延板の AI 測定時の歪み－応力曲線を示すが、共に強度上昇が
あり、AI が３３ＭＰａである。よって、これらの鋼は、熱延板の段階では、
鋼中に固溶カーボンが存在していることは明らかである。このことは、IF
鋼（Interstitial-free：固溶元素が存在しない）という言葉の定義にも関係
するが、 最終製品としての焼鈍板では、非時効性鋼板になっているの
で IF 鋼であるが、熱延板の段階では、固溶カーボンが存在し、厳密な意
味では、IF 鋼ではないことになる。
よって、Fig. 4-33 で示したメカニズムは、前項（４）と本項（５）のフェライ
ト域の長時間熱処理時の現象の説明にも応用でき、更に、その反応にお
いて、必須パラメータである「鋼中の固溶カーボン」についても、その存在
が証明できており、単に、商用鋼の熱延板→焼鈍板の硫化物析出現象
の変化の説明に留まったものでなく、拡張性のあるメカニズムである。
AI (Aging Index) in 0.06%Ti-IF

Pre-strain： 8%→100℃1hr →tensile test

AI ： 33MPa

Nominal Stress, σ /MPa

Nominal Stress, σ /MPa

AI (Aging Index) in 0.04%Ti-IF

Pre-strain： 8%→100℃1hr →tensile test

AI ： 33MPa

Nominal Strain, ε/ ％

Nominal Strain, ε/ ％

Fig. 4-36 : 0.04%Ti-IF鋼と0.06%Ti-IF鋼の熱延板のAI(時効指数）

（６） 実験結果③： 「Ti 添加鋼材でのオーステナイト域の析出挙動」
次に、Ti 添加系でオーステナイト域での硫化物析出挙動について述べ
る。上述の２．４項で述べたように、Ti 添加系鋼材における、オーステナイ
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1250℃ 1 hr
1080℃
1 hr

(1)as-cast

(4)
(2) (3)
WQ WQ

AC

FC

Fig. 4-37 : 熱処理条件③の熱履歴

Table 4-4 : Ti-IF鋼の化学成分
（スラブ加熱温度域での熱処理での析出挙動調査） (mass %).
sample

Heat Treatment

0.04%Ti-IF ③スラブ加熱温度域での
0.07%Ti-IF 熱処理（γ域）

C

Si

Mn

S

Cu

0.0014 0.01 0.17 0.0082

0.01

0.0012 0.01 0.11 0.0068

0.01

Ti

熱処理前

熱処理
熱処理炉
as-castスラブか ・1250℃1hr→WQ
・1080℃1hr→WQ
らの切出し材
0.071
・1250℃1hr→FC

0.039

ト域の析出挙動は、すでに、ずいぶん昔から研究されてきており、確立さ
れた考え方が存在する研究領域でもある。
本項では、このオーステナイト領域の硫化物析出挙動について、熱処
理を工夫することによって、改めて考え直すデータを提供することを目的
とする。
ここで用いた実験材料の成分と、その熱処理条件を、それぞれ、Table
4-4、Fig. 4-39 に示した。化学成分の特徴としては、Ti 添加条件が、
0.04%Ti-IF 鋼と、0.07%Ti-IF 鋼の２条件で、共に、不純物レベルの極微量
Cu が０．０１％含有されている点である。熱履歴や熱処理については、
（１）連続鋳造まま（以下、As-cast と略す）をベースにして、（２）１２５０℃
１ｈｒ保持した後に WQ（水冷）したもの、（３）１０８０℃１ｈｒ保持した後に WQ
したもの、および、（４）１２５０℃１ｈｒ保持の後に炉冷（FC：Furnace
Cooling）したものの４条件である。なお、実験方法は、TEM による微細構
造分析と、形態別定量方法の２つの方法を用いた。
Fig. 4-38 に、TEM の観察結果を示す。
まず、【（１）As-cast】どうしの比較を行う。0.04%Ti-IF 鋼と 0.07%Ti-IF 鋼
は、それぞれの特徴をもった析出物の形態を有する。前者が、どちらかと
言えば、球状的な複合硫化物になっているのに対して、後者は、TiS と
Ti4C2S2 それぞれが棒状に伸びた形態になっていて、互いに、枝状に分岐
して発達した形態になっている。
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0.04%Ti-IF

(3)1080℃ (2)1250℃
1hr→WQ 1hr→WQ

(1)As-cast

0.07%Ti-IF

Fig. 4-38 : As-cast材、および、そのオーステナイト域の熱処理材
のTEM観察 （0.04%Ti-IF and 0.07%Ti-IF）.
前者の複合硫化物は、フェライト域の複合硫化物に似た形状であるが、
後者の硫化物は、特有のものであり、As-cast で、どちらと言えば、Ti 添
加の多い系でないと、見られない形態である。
しかし、熱処理をすると、その形態は一変する。
0.04%Ti-IF 鋼、0.07%Ti-IF 鋼共に、球状または楕円球状の TiS が真ん
中に位置し、Ti4C2S2 は、TiS の周りを一様に覆う形態をとっている。この
傾向は、熱処理条件が、【（２）１０８０℃１ｈｒ→WQ】、【（３）１２５０℃１ｈｒ→
WQ】でも共通して言えることである。
ただし、この TiS- Ti4C2S2 の複合硫化物の形態は、フェライト域の硫化
物析出挙動で見られた TiS- Ti4C2S2 の複合硫化物の形態とはやや異な
る。Fig. 4-21 や 4-22 等で示したように、フェライト域での硫化物の形態変
化の時には、TiS を核に、一部が外側に張り出すようにして、Ti4C2S2 が形
成されるが、今回のオーステナイト域での熱処理では、一様に、Ti4C2S2
が覆うような形態である。
なお、Fig. 4-38 には、Cu-S を示していない。その理由は、Cu-S 自体の
場所が、フェライト域ほど局在していなくて、かつ、非常に少ないゆえに、
マーキングできず、TEM で Cu-S を論じるくらいの多くのデータが得られな
いことによる。また、【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】の TEM 写真は省略した。
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形態別定量の結果を、Fig. 4-39 に示す。
まず、Cu-S 析出について論じる。Cu-S 析出は、全ての条件に見られ
るわけではなく、一部の条件にのみ見られている。すなわち、0.04%Ti-IF
鋼の As-cast、１２５０℃１ｈｒ→WQ、１２５０℃１ｈｒ→FC、および、
0.07%Ti-IF 鋼の１２５０℃１ｈｒ→WQ の４つの条件のみである。
次に、硫化物全体について説明する。まずは、「0.04%Ti-IF 鋼」につい
て述べる。【(1)As-cast】では、TiS、Ti4C2S2、MnS、Cu-S がほぼ等量ずつ
程度析出している特徴がある。これをもとに、熱処理したものが(2)～(4)
に当たるが、保持温度が異なる【（２）１０８０℃１ｈｒ→WQ】、【（３）１２５０℃
１ｈｒ→WQ】では、前者の TiS 量は、後者より多い特徴と、後者だけが
Cu-S 析出が観察される特徴がある。また、冷却速度だけが異なる【（３）
１２５０℃１ｈｒ→WQ】と【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】の違いは、後者において、
Ti4C2S2 の析出量が増えている点である。これら２条件は、共に、Cu-S 析
出を有する。

0.04%Ti-IF slab

0.07%Ti-IF slab
（S in steel : 68 ppm）
82 ppm S in steel

80

68 ppm S in steel

Cu8S5

60 MnS
40
20

Ti4C2S2

(2)1080℃1hr
→WQ
(3)1250℃1hr
→WQ
(4)1250℃1hr
→FC

(1)As-cast

0

(2)1080℃1hr
→WQ
(3)1250℃1hr
→WQ
(4)1250℃1hr
→FC

TiS
(1)As-cast

Precipitated Sulfur as sulfides (ppm)

100 （S in steel : 82 ppm）

Fig. 4-39 : As-cast材、および、そのオーステナイト域の熱処
理材の形態別定量（0.04%Ti-IF and 0.07%Ti-IF）.
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次いで、「0.07%Ti-IF 鋼」について述べる。
【(1)As-cast】では、TiS と Ti4C2S2 がほぼ半々からなる。保持温度が異
なる【（２）１０８０℃１ｈｒ→WQ】、【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】では、前者では、
Ti4C2S2 の析出量が多い特徴があり、後者では、Cu-S 析出を有する特徴
がある。冷却速度だけが異なる【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】と【（４）１２５０℃
１ｈｒ→FC】の違いは、後者において、Ti4C2S2 の析出量が多い点である。
ただし、「0.04%Ti-IF 鋼」の【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】と、「0.07%Ti-IF 鋼」の
【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】が異なる部分は、後者には、Cu-S 析出が見ら
れない点である。
（７） 実験結果③： 「Ti 添加鋼材でのオーステナイト域の析出メカニズ
ム」
上記の現象は、一見すると、無秩序で、一貫した説明ができないように
見えるが、これについて合理的な説明を行う。
本論文で一貫して述べている、「①微量 Cu により Cu-S が析出し、しか
もフェライト域の低温、かつ、急冷工程でも析出できる」こと、および、フェ
ライト域での「②すでに析出した TiS が、Ti4C2S2 に形態を変えて、同時に、
再固溶 S を放出し、その再固溶 S が再析出する（再固溶 S の再析出）」と
いうメカニズムを導入しつつ、オーステナイト域での硫化物析出挙動自体
についても見直しを行って、本現象について解釈を行いたい。
更に、もうひとつの概念として、「③温度毎に、S 量を捉える限界があっ
て、高温で保持によって、必ずしも、全 S 量を固定できるわけではない」と
いう従来からの考え方を用いて説明する。
まず、【(1)As-cast】と、【（２）１０８０℃１ｈｒ→WQ】および【（３）１２５０℃
１ｈｒ→WQ】の析出について、「0.04%Ti-IF 鋼」、「0.07%Ti-IF 鋼」の両方で、
比較する。【(1)As-cast】の析出物組成は、オーステナイト域での熱処理
によって、完全に変わっており、特に、Ti4C2S2、MnS、Cu-S の析出量は減
少しており、一方で、TiS は増加する傾向が読める。最初の３つの硫化物
は一旦全部溶けてしまって再構成されることがわかる。TiS については、
一旦全部溶けて再構成されたのか、それとも、【(1)As-cast】の TiS は温
存された状態から、更に TiS が積み増しされたのかは、この実験からは
判別できない。この段階で言えることは、オーステナイト域に保持された
時には、本実験では、１２５０℃、１０８０℃で保持されたことを意味するが、
その際には、Ti4C2S2、MnS、Cu-S の全量が一旦溶けて、エネルギー的に
安定な硫化物が再形成される。その結果が、【（２）１０８０℃１ｈｒ→WQ】と
【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】の析出挙動の差になっている。
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TiS と Ti4C2S2 の析出を論じる前に、【（２）１０８０℃１ｈｒ→WQ】には
Cu-S 析出は見られず、【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】に見られる理由につい
て推定する。もし、Cu-S 析出が１２５０℃で起きるならば、「0.04%Ti-IF 鋼」
において、【(1)As-cast】での Cu-S が、上記（２）や（３）の処理によって、
少なくなる点と矛盾する。高温で析出するのが真実ならば、同じ、もしくは、
増えなければならない。また、「0.07%Ti-IF 鋼」では、逆に、【(1)As-cast】
での Cu-S 析出は見えなくて、上記（３）のみに Cu-S 析出が観察される点
も、Cu-S 析出が高温で起こっているとする推定と、矛盾している。よって、
これは、オーステナイト域の高温で Cu-S 析出が起こっているわけではな
くて、１２５０℃域で熱処理された際に、１２５０℃で固溶 S が固定できる限
界量があって、その分は、１２５０℃熱処理時には、析出せずに固溶して
いて、WQ 過程で、Cu-S 析出が起こっていると解釈すると、論理的に閉じ
た説明になる。この説明は、本論文で一貫して述べている「Cu-S 析出は
低温で起こる」という論旨に沿ったものでもある。
次に、TiS と Ti4C2S2 の析出について論じる。Fig. 4-40 の TEM 写真を改
めて見てみると、【（２）１０８０℃１ｈｒ→WQ】、【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】共
に、TiS と Ti4C2S2 は、殆ど全てが、中央に TiS が位置して、Ti4C2S2 が一様
に覆う形態をしている。こういった形態の複合析出物については、２通り
の説明ができる。
一般的なのは、TiS の析出が先に起こって、Ti4C2S2 が低い温度域、も
しくは、時間が経ってから析出するか、もしくは、TiS と Ti4C2S2 の全率固溶
体（TiS が Ti4C2S2 とが一つの析出物構造体の中に混じっていること）があ
る温度域まで存在していて、熱処理中（冷却中）に、中央の TiS と、外側
の Ti4C2S2 に分離するという考え方が想定される。
これを説明するのに、直接的な証拠を持っていない。よって、類似の現
象を含めて、もっとも妥当性のある考え方を導出したい。私の根本的なス
タンスは、昔からやられてきたような、各温度域で起こる析出現象につい
て、別個の考え方を当てて説明するのではなく、競合する複数の析出現
象があって、今回の場合は、エネルギー的に最も安定な反応が起こった
と見なすべきであると考えている。
TiS と Ti4C2S2 のオーステナイト域の析出は、昔から研究がなされてい
て、TiS と Ti4C2S2 の反応は、互いに競合する反応であるとされてきた。オ
ーステナイト域の高温領域では、TiS は主体的に析出し、オーステナイト
域の低温領域では、Ti4C2S2 が析出しやすいと説明されてきた 2-138)-2-187)。
ここでは直接関係はないが、フェライト域の析出に関しては、我々のグル
ープの論文 1-26)-47)と、例外的な論文 2-155),165),166),
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182)

を除けば、殆どの論文では、オーステナイト域での硫化物析出挙動
のみが起こっていると考えられてきた。
その反応は、歴史的に、以下のように説明されることが多い。
【TiS の析出】
［Ti］ ＋ [S] → TiS ・・・（１）
【Ti4C2S2 の析出】
4［Ti］ ＋ 2[S] ＋ 2[C] → Ti4C2S2
または
2TiS ＋ 2[Ti] ＋ 2[C] → Ti4C2S2

・・・（２）
・・・（３）

もうひとつの考えたとして提示したいのは、フェライト域での硫化物メカ
ニズム（再固溶 S＋再析出）を提示した考え方である。
第１反応： すでに析出しているＴiS ベースの反応
4TiS＋2［C］ → Ti4C2S2＋2[S]
・・・（４-１）
第２反応： (競合する３つの反応候補)
4[Ti]＋2[C]＋2[S] → Ti4C2S2
・・・（４-２）
[Mn]
＋[S] → MnS
・・・（４-３）
[Cu]
＋[S] → Cu-S
・・・（４-４）
真ん中に位置する TiS に、Ti4C2S2 が覆うように析出している形態に対
して、反応（１）が起こっているのは確からしい。もし、昔から言われている
ように、完全に競合する反応であれば、（１）と（２）の反応が起こっている
と見なすべきであるが、その反応が起きているとすれば、TiS に Ti4C2S2
が覆うような形態である必要はないであろう。よって、（１）と（２）が起きて
いないのではないか？
TiS と Ti4C2S2 の間に、何らかの反応を想定すべきであろうと考える。な
らば、競合反応である点に目をつぶって、（３）が起きているのであろう
か？それとも、我々が提示してきた、フェライト域の硫化物析出メカニズ
ム（４-１）～（４-４）が適用できるのであろうか？
よく見ると、（３）の反応と、（４-１）と（４-２）の反応が連続して起こった
挙動は、本質的に同じである。つまり、「（４-１）＋（４-２）」は、（３）と同じ
挙動を別の書き方で表現したにすぎない。見方を変えれば、フェライト域
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の硫化物析出挙動をオーステナイト域の挙動に拡張しても、うまく説明で
きることが期待できる。
２．４．３項の Fig. 2-27 で示し、同時に上式（２）でも示した反応、つまり、
固溶 Ti、固溶 C、固溶 S から、Ti4C2S2 が形成されると考えるよりも、TiS を
ベースに Ti4C2S2 が形成されると考えるとよいのではないだろうか。その
際には、本論文で一貫して述べてきた、「（再）固溶 S と再析出」の考え方
をオーステナイト域へ拡張して説明できる可能性がある。
この知見をもとに、今度は、【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】と【（４）１２５０℃
１ｈｒ→FC】の冷却の違いによる影響の解釈、および、【（１）As-cast】の硫
化物析出挙動について説明を試みる。
まず、Cu-S と Ti4C2S2 について注目する。「0.04%Ti-IF 鋼」も、
「0.07%Ti-IF 鋼」も、共に、【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】において、Cu-S 析出
を有する。また、【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】は、【（３）】と比べて、TiS が減っ
て、Ti4C2S2 が増えている。次に考えるのは、【（３）１２５０℃１ｈｒ→WQ】の
析出物が、WQ から、FC に変わったことによって【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】
へと変化したため、FC の緩冷却傾向の冷却過程中に、上記の違いを生
み出す析出反応が起きたと考えて然るべきであろう。以下の反応は、フェ
ライト域での長時間焼鈍での形態変化を説明する際に示した一連の反
応であるが、これを使って説明すると、【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】も、【（１）
As-cast】も説明することが可能になる。
第１反応： すでに析出しているＴiS ベースの反応
4TiS＋2［C］ → Ti4C2S2＋2[S]
・・・（４-１）
第２反応： (競合する３つの反応候補)
4[Ti]＋2[C]＋2[S] → Ti4C2S2
・・・（４-２）
[Mn]
＋[S] → MnS
・・・（４-３）
[Cu]
＋[S] → Cu-S
・・・（４-４）
しかし、現象を定性的に説明できるものの、この反応が何℃域で起こっ
たのかが明らかにできていない。これは、オーステナイト域でも起きるの
か？フェライト域でしか起きたのか？ がはっきりしない。
上記の反応は、焼鈍温度域（フェライト域）で起こることは、すでに実験
的に示した。しかし、よく考えてみれば、フェライト域だけで起こる理由も
ないことに気付く。
実験の裏付けが乏しいものの、TiS が、Ti4C2S2 になり、再固溶 S を放出
する反応自体、TiS が形成されてからであれば、何度も起こってもよいの
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ではないか？温度については、正確には判明しなくとも、上記のメカニズ
ムであれば、Fig. 4-39 の結果を説明できてしまう。
実際に、Fig. 4-39 の例を、上記メカニズムを通して、「0.04%Ti-IF 鋼」の
【（１）As-cast】と【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】の違いを説明してみる。前者の
TiS 量は少なく、後者の TiS 量が多いことから、上記の反応（４－１）は、
前者の方が進んだと解釈できる。前者では、Ti4C2S2 だけではなく、MnS
や Cu-S が多く見られる理由は、反応（４-２）だけが起こるくらいの高温域
にサンプルが保持されなかったので、反応（４-３）で MnS 析出が起き、そ
れでも、固溶 S が残っていたと想定され、反応（４－４）によって、Cu-S が
析出したと推定される。As-cast は平衡状態に近い熱履歴をとるイメージ
があったが、実際には、MnS 析出が見られる温度域（おおおよそ変態点
近傍：約９００℃くらい）までは、冷却速度が速く、それ以下の温度からゆ
っくり冷えるのではないだろうか。また、FC(炉冷)の場合、Ti4C2S2 が多い
ことから、高温域で保持される時間が As-cast よりも長く、反応（４－２）が
主体的に起こったとが推定される。
一方で、「0.07%Ti-IF 鋼」では、「0.04%Ti-IF 鋼」とほぼ同じ熱履歴をとる
にもかかわらず、「0.04%Ti-IF 鋼」の硫化物析出挙動とは異なる。すなわ
ち、「0.07%Ti-IF 鋼」では、【（１）As-cast】と【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】の硫
化物析出挙動がほぼ同じ挙動を示す。
その理由の推定として、Ti 添加量が多いために、TiS の存在自体が、
安定であり、反応（４-１）は【（１）As-cast】と【（４）１２５０℃１ｈｒ→FC】にて、
ほぼ同様に起こり、再固溶 S が、反応（４-２）によって、Ti4C2S2 として固定
されると考えらえる。冷却履歴の違いがあっても、それを打ち消してしまう
ような Ti 添加量のためである。
４．４． 硫化物析出挙動に関するメカニズム（統一的な考え方）と、その
メカニズムから推定できる現象(証明済のものと、未証明のもの)
本項では、４．２項（Ti 無添加系鋼材）～４．３項（Ti 添加系鋼材）の結
果と、論文中では触れなかった鋼材での析出挙動を含めて、統一的な見
方を示す。
まず、４．２項と、４．３項での結果を使って、統一的な考え方により説
明する範囲は、まずは、Fig. 4-40 で示すように、鋼中 Cu が不純物レベル
の範囲内で、Ti 添加の有無によらない領域である。その検討を受けて、
Ti 添加の有無や、Cu 含有量や添加量にかかわらず成立することを検討
する。
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Fig. 4-17 と Fig. 4-33 を合体させたものが、Fig. 4-41 になる。つまり、こ
こで示される内容は、全て、実験データがあり、証明されているということ
を意味する。
硫化物析出挙動
第２拡張範囲
第１拡張
の説明で注目する
Cu量
不純物レベル
点は、（再）固溶の
Ti添加
(％)
0.005~0.01％
0.5~1％
起源と、その（再）
の有無
[Ti無添加系 鋼材]
析出である。まず、
従来説
従来説
硫化物形成元素 : Mnのみ
固溶
ε-Cu (長時間の時効熱処理)
Ti 無添加系では、
４．１～４．３項
CuxS
特に、成分が希薄
CuxS
Cu濃化（スケールと鋼板の間）
※Cuキズと俗称されるもの
系になった最近の
[Ti添加系 鋼材]
CuxS
硫化物形成元素 : Ti & Mn
ε-Cu (長時間の時効熱処理)
鋼において、Mn で
Cu2S (only one report)
固溶
は、全ての S 量を
固定できずに、幾
Fig. 4-40： 提示する統一メカニズムの範囲
（第１拡張：Ti添加の有無に関わらず、Cuが不純物レベル範囲） 分か、固溶 S が残
（第２拡張：Ti添加の有無、Cu量に関わらず、全領域）
り、その S が、極微
量 Cu によって Cu-S として固定されるというものである。一方で、Ti 添加
鋼では、従来は、オーステナイト域で析出が完了したと考えてきたが、
我々が指摘したいのは、既に析出して TiS がベースとなり、鋼中の固溶カ
ーボンと反応して、Ti4C2S2 が形成され、再固溶 Sulfur が放出されることで
ある。この再固溶 Sulfur が、エネルギー的に最も安定な硫化物として再
析出するという考え方である。
Fig. 4-4１において、
影響因子 ・熱履歴（温度、時間、加温、冷却など）
Ti 無添加系の硫化物
・化学成分（S量、および、硫化物形成元素量）
析出挙動を、Ti に関
熱延まで： (主に３候補）
わる硫化物析出現象
[S] ＋ [Ti]
→ TiS
2[S] ＋ 4[Ti] ＋2[C] → Ti4C2S2
を省いたものであると
[S] ＋ [Mn]
→ MnS
見なせば、Ti 添加の
Cu-S析出条件： 固溶Sulfurの存在
有無にかかわらず、
硫化物析出を、ひとつ
焼鈍時に：4TiS ＋ 2[C] → Ti4C2S2 ＋ 2[S]
(a)2[S]＋4[Ti]＋2[C] → Ti4C2S2
の論理の中で閉じた
(b) [S]＋[Mn]
→ MnS
説明ができる。
(c) [S]＋[Cu]
→ Cu-S
これらの反応を支
Fig. 4-41: 本論文の検討例からまとめた、
鋼中硫化物析出現象に関する考え方
配するパラメータは、
（
： Ti無添加系、
：Ti添加系）
熱履歴、つまり、温度、
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時間、冷却・加熱の温度パターン等であり、化学成分、S 量であり、硫化
物形成元素であり、カーボン量である。
実験結果に基づいた Fig. 4-41 の結果を、更に、発展させて、Cu が不
純物レベルの場合の反応を一般化したものが、Fig. 4-42 になる。
今回の実験材では現れていない現象であるが、Ti 添加系であっても、
Mn 添加が多い系では、Ti 系硫化物が殆ど見られず、MnS が主体な硫化
物の場合がある状況を考慮し、それを踏まえた上で、Ti 添加の有無も、
Mn 量の大小も含めて、（１）～（３）の反応が競合する反応であると見なせ
ば、オーステナイト域の硫化物析出挙動を、包括した反応と捉えることが
できる。どれが選択されるかは、温度、時間、元素量等のパラメータによ
って決められると考えればよい。
次に、オーステナイト域でもフェライト域でも、すでに析出した TiS と、固
溶カーボンが反応して、Ti4C2S2 が析出し、再固溶 Sulfur が放出される考
えればよい。Fig. 4-46 の(a)の反応は、本論文では、フェライト域では実証
できている反応であるが、オーステナイト域で起こっている点については
推定である。
この類推は、フェライ
【オーステナイト域】 (互いに競合反応)
ト域だけで限定して起こ
（１） [Ti] ＋ [S]
→ TiS
（２）4[Ti] ＋ 2[S] ＋ 2[C] → Ti4C2S2
っている理由を見い出
（３） [Mn]＋ [S]
→ MnS
せないこと、つまり、オ
【オーステナイト域～フェライト域】
ーステナイト域で起こっ
（ａ）4TiS ＋ 2[C] → Ti4C2S2 ＋ 2[S]
ていると考えても無理
【フェライト域】
がないこと、及び、Fig.
（互いに競合反応）
(b) 4[Ti] ＋ 2[C] + 2[S] → Ti4C2S2
4-38 の（２）や（３）に示
(c)
[Mn] + [S] → MnS
低温、かつ、急冷
したように、オーステナ
(d)
[Cu] + [S] → Cu-S
過程でも析出
イト域の硫化物は、TiS
Fig. 4-42: 鋼中硫化物析出現象に関する、統一的な考え方
を真ん中に、Ti4C2S2 が
一皮覆うように析出していることから、TiS をベースとした反応を想定して
よい。すでに析出している TiS の上に、Fig. 4-42 の（２）の反応が起こると
考えるよりは、 (a)の反応のように、TiS をベースとする Ti4C2S2 への変化
の反応が起こっていると考える方が妥当である。また、オーステナイト域
熱処理材の硫化物析出現象から、(a)の反応が、オーステナイト域で起こ
っていたと想定しても、フェライト域で起こったと想定しても説明でき、オー
ステナイト域での反応を否定するものではないことが挙げられる。この反
応が、オーステナイト域で起きる場合には、（１）～（３）の反応、特に、（２）
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競合反応

の反応と競合し、最もエネルギー的に安定な反応が選択されることを意
味する。
オーステナイト域をゆっくりと冷却されるか、オーステナイト域に一定時
間保持されれば、最終的には、TiS、Ti4C2S2、MnS の３種類の析出物が
固定できるだけの S 量を固定してしまう。そうすると、（ａ）～（ｄ）の反応が
起きないはずである。
しかしながら、希薄成分系（高純度系）になっている現在の鋼では、固
溶 Sulfur が残ってしまう。Ti 無添加系では、Fig. 4-42 の（１）と（２）の反応
がなく、（３）だけがオーステナイト域で起こるが、鋼中の S 全量を、MnS と
して固定できないことがある。そのため、固溶 S として残ったものが、フェ
ライト域の低温で、不純物レベルで混入している極微量 Cu によって、
Cu-S として固定される。重要な点は、現行成分の中には、特に、高純度
系では、固定されていない固溶 S が、Cu-S が析出する寸前まで存在して
いる点である。
一方、Ti 添加系では、一旦、TiS を主体にして、鋼中 S が全量固定され
る。そのため、熱延板では、Cu-S は、あまり観察されない。焼鈍等の熱
処理が為される場合には、Ti 添加系では、(a)の反応が起きて、鋼中に、
再固溶 Sulfur が放出され、それが再析出する反応が起きて、硫化物の形
態変化を伴った上で、各硫化物の析出の割合が変わる。その際に、(b)、
(c)の反応で、再固溶 Sulfur が完全に固定されてしまえば、Cu-S 析出量
は少なくなるが、通常の連続焼鈍で想定されるような焼鈍条件（温度や
時間）では、(b)、(c)の反応では、再固溶 Sulfur を完全には固定できない
ので、Cu-S 析出は必然的に起こりうると考えられる。
上記の反応を、
【オーステナイト域】 （互いに競合反応）
単純に書き直したの
（１） [Ti]＋[S]
→ TiS
が、Fig. 4-43 になる。
従来から知見と、
【オーステナイト域～フェライト域】
（a）4TiS ＋2[C] → Ti4C2S2＋ 2 [S]
我々からの提案を
入れ込んで提示し
（b） 4[Ti]＋2[C]＋ 2 [S] → Ti4C2S2
たものである。
Sの起源は、 （c）
[Mn]＋ [S] → MnS
再固溶Sulfur
硫化物析出挙動
でも、もともと、【フェライト域低温】
を正確に理解する
固溶Sulfurで 急冷過程でも析出
には、もともと硫化
存在していた （d）
[Cu]＋ [S] → Cu-S
ものでもよい
物として固定されて
Fig. 4-47：
43 （別の表記）
ない【固溶 S】と、一
鋼中硫化物析出現象に関する、統一的な考え方
旦 TiS として固定さ
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れていた Sulfur が、(a)の反応によって、固溶 Sulfur を放出することに基づ
く【再固溶 S】があって、これらが、再析出するメカニズムが存在することを
把握しておくことである。
次に、Cu 濃度、Ti 添加量を包括して説明できるように拡張する。
【オーステナイト域】 （互いに競合反応）

競合反応

その理由は、Cu
（１） [Ti]＋[S]
→ TiS
濃度を不純物レベ
ルに限定して成立
【オーステナイト域～フェライト域】
しうる Fig. 4-41～43
（a）4TiS ＋2[C] → Ti4C2S2＋ 2 [S]
で示したメカニズム
であるが、この論理
Sの起源は、 （b） 4[Ti]＋2[C]＋ 2 [S] → Ti4C2S2
再固溶Sulfur （c）
[Mn]＋ [S] → MnS
が、Cu 濃度が不純
と固溶Sulfur
(d）
[Cu]＋ [S] → Cu-S
物レベルだけで限
定的に成立すると
44 Cu濃度を全ての領域に拡大した
Fig. 4-49：
鋼中硫化物析出現象に関する、統一的な考え方
考えるのも、やや無
理があると思われ
る。Cu 添加の際には、Cu が硫化物析出元素として、一層顕著な働きをす
ると点を踏まえれば、問題なく拡張することができると思われる。極微量
Cu レベルでは、Cu-S 析出は低温域で起こることを実験的に示してきた
が、Cu 添加系では、Cu-S が高温側で析出し、Cu-S 析出が、その他の硫
化物析出挙動と競合する反応になると考えて、Fig. 4-43 を元に拡張した
ものが、Fig. 4-44 になる。(b)や(c)の再析出 Sulfur を再析出する反応に対
して、Cu 量によっては、(d)の Cu-S 反応が競合した反応になると考えられ
る。
これらの知見をもとに、現在起こっている現象や、今後起こるであろう
ことを推定してみる。予想される事項、問題提起されるであろう事項を以
下にリストアップし、それぞれの項目毎に、我々が提案しているメカニズ
ムや、実際のデータを使って考察してみる。
（予想される事項①）
「Cu コンタミが入った鋼では、析出挙動がどうなるか？」
（予想される事項②）
「薄スラブ鋳造等の最近の鋼板で、Cu-S の析出に関する
報告が多くなっている理由は？」
（予想される事項③）
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「TiS ベースの反応【4TiS＋2［C］→Ti4C2S2＋2[S]】は、固溶カ
ーボンが必要であるが、IF 鋼なのに、固溶カーボンが存在す
るのか？」
（予想される事項④）
「Ti 添加系の実材料（焼鈍板）は、硫化物析出の観点では、
非平衡のまま、硫化物析出挙動が途中で止まっている状態
のではないか？」
（予想される事項⑤）
「今回提案しているメカニズムは、溶解度積等の熱力学計算
を使って表現できるだろうか？」
（予想される事項⑥）
「このメカニズムには、Cu-S 析出が低温で析出し、そのため
には、Cu 拡散が速いことが必要であるが、鋼中において、
Cu の拡散は著しく速いのか？」
（予想される事項①）
「Cu コンタミが入った鋼では、析出挙動がどうなるか？」
この問いは、Cu が意図的に添加された系での硫化物析出挙動に際し
て、Cu-S 析出がどう変わるか？という命題である。
Fig. 4-44 で提示し
Table 4-5 : Cu添加した、Ti-Nb-IF鋼の化学成分
C
Mn
S
Ti
Nb
Cu
Sn YP
TS
El
た拡張メカニズムに沿
0.01%Cu
0.008 0.030 0.006 0.01 <0.002 161
302
49.0
0.0018
って予想できるように、
～
0.15
0.05%Cu
0.006 0.034 0.006 0.05 0.011 170
308
49.7
0.0025 (const.)
市中スクラップが混入
0.12%Cu (const.)
0.007 0.030 0.005 0.12 0.011 165
303
49.7
するに応じて、鋼中の
Cu 量が増えた鋼が今後想定されうる。実際に、Cu-S 析出量が相対的に
増えることが実際に起きている。
これについては、実験データがあるので提示する 1-40),48),49)。
スクラップ起因のコ
0.01%Cu
0.05%Cu
0.12%Cu
ンタミを想定して、Cu
(不純物レベル) ※標準
0.05%Cu
と Sn を、Ti、Ｎｂ複合
0.01%Cu
0.12%Cu
Ti C S
Cu-S
Ti C S
MnS
Cu-S
Ti C S
添加のＩＦ鋼に混入さ
MnS
Cu-S
TiS
せた場合の例を使っ
Cu-S
TiS
Ti C S
MnS
て説明する。成分は、
Ti C S
Cu-S
Ti C S
MnS Cu-S
Table 4-5 に示すよう
Fig. 4-45 : Cu添加のTi-Nb-IF鋼中の複合硫化物の観察 100nm
に、Cu を不純物レベ
(MPa）

(MPa)

（％）

（std.)

4

2

4

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

2

2
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2

2

析出S量（ppm）
Sulfur
content (ppm)

S as Sulfides

ル（０．０１％）、かつ、Sn も不純物レベル（＜０．００２％）である鋼を基準
にして、０．０５％Cu かつ０．０１１％Ｓｎ添加の場合、および、０．１２％Cu
かつ０．０１１％Ｓｎ添加の場合について、ラボにて、３種類共、同一条件
の８５０℃９０秒で焼鈍した鋼板について、ＴＥＭによる析出物観察、形態
別定量、および、引張試験による材験値の評価を行った。
なお、本サンプルは、Ｓｎ添加されているが、Ｓｎは、硫化物形成元素で
はないので、硫化物析出挙動を調査する際には、議論から外すことがで
き、この鋼で、Ｃｕ添加の効果を評価できることを、あらかじめ述べておき
たい。
まず、材験値については、Cu や Sn の含有は、ほとんど影響を与えな
いことを示している。
次に、硫化物の微細構造解析を Fig. 4-45 に示し、形態別定量の結果
を、Fig. 4-46 に示す。
TEM 写真からは、Cu 添加の傾向は、さほど顕著には見えない。敢えて
違いを指摘すれば、４．３項で繰り返し述べてきた、Ti-IF 鋼での複合硫化
物の形成のされ方と同様に、TiS を中央に、Ti4C2S2 をはじめとする硫化物
が外側に張り出すように複合析出するという変化が、0.12％Cu の方が一
層進行しているように見えなくもないが、軽微な違いである。
Fig. 4-46 の形態別定量では、Cu 添加の効果は、より一層顕著に認識
できる。Cu 添加
「Cu：↗」 ⇒ 「TiS：減」、「Ti4C2S2：増」、「MnS：微増」、「Cu-S：増」
量が増えるにつ
80
れて、TiS が減少
0.008%S in steel
0.007%S in steel
し、Cu-S が増え
0.006%S in steel
60
る。Ti4C2S2 も増え
ており、MｎS は微
Cu-S
40
減という挙動が
MnS
読み取れる。
T4C2S2
20
Fig. 4-44 で示
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第１反応：
4TiS＋2［C］ → Ti4C2S2＋2[S]
・・・（４-１）
第２反応： (競合する３つの反応候補)
4[Ti]＋2[C]＋2[S] → Ti4C2S2
・・・（４-２）
[Mn]
＋[S] → MnS
・・・（４-３）
[Cu]
＋[S] → Cu-S
・・・（４-４）
まず、焼鈍によって、第１反応が起きている。このことは、Ti4C2S2 も増
えていることから証明できる。第２反応、つまり、（４-２）～（４-４）の反応
が進行することは、第１反応が、右へ動くことを促進させることに連動する。
つまり、ル・シャトリエ則に支配されていると見ればよい。よって、硫化物
形成元素量のうち、Cu が１桁多い 0.12％Cu 添加材では、定性的には、
（４－４）の反応を右へ一層進めることに寄与するために、Cu-S 析出量が
多くなる。同時に、第１反応も進行させることに寄与するので、TiS が減少
すると説明することができる。
（予想される事項②）
「薄スラブ鋳造等の最近の鋼板で、Cu-S の析出に関する報告が多くな
っている理由は？」
薄スラブ鋳造法でよく使われる鋼は、Ti 無添加系の軟質用の鋼種であ
る。よって、Mn も S も少ない系である。また、薄スラブ鋳造法 1-10)-17)では、
薄いスラブを鋳造して、多くの場合、そのまま熱間圧延を行うプロセスで
あるので、冷却速度が速いことは自明である。
化学成分が希薄系で、かつ、冷却速度が速い、非平衡の製造プロセス
であるので、当然のことながら、固溶 S が、鋼中に残りやすい条件になっ
ている。それゆえ、この固溶 S が、微量 Cu と結びついて、Cu-S 析出が起
こると考えてよい。
本論文で繰り返し述べているように、希薄系成分（高純度系成分）、か
つ、非平衡プロセス条件がもとになり、固溶 S が残ったり、Ti 添加系のよ
うに再固溶 S が出てくることが、Cu-S 析出の基本条件であるので、薄ス
ラブ製造は、これに合致する。
ゆえに、Cu-S 析出は必然であって、Cu-S 析出を制御しているとは言
い切れない。小林や劉の研究グループ 2-105)-118),120)が述べている、P 添加
による変態点の変化を持ち出して Cu-S 析出を論じるまでもなく、本論文
ンで展開してきた理屈で説明できてしまう。
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（予想される事項③）
「TiS ベースの反応【4TiS＋2［C］→Ti4C2S2＋2[S]】は、固溶カーボンが
必要であるが、IF 鋼なのに、固溶カーボンが存在するのか？」
これは、４．３項（５）の Fig. 4-36 に示したように、本論文で用いた、実機
製造材の熱延板には、０．０４％Ti 添加 IF 鋼でも、０．０６％Ｔｉ－ＩＦ鋼にも、
ＡＩ（時効指数）が約３０ＭＰａある。ゆえに、非時効ではなく、固溶カーボン
が存在すると見てよい。
混乱があるかもしれないので繰り返すが、非時効と言っているのは、
熱延板の話であって、最終製品の焼鈍板における現象ではない。
ＩＦ鋼は、Interstitial-Free 鋼、つまり、格子間元素が無いというのが特
徴であるが、最終製品では、その名称どおり、IF 鋼である。実際に、引張
試験をしても、降伏点伸びは出てこない。
一方で、現在の IF 鋼と呼ばれる成分系の熱延板は、実は、IF 鋼とは呼
べない状況にある。IF 鋼となるのは、最終製品の段階、つまり、焼鈍板に
おいて、IF 鋼になると理解しておいた方がよい。
熱延板の IF 鋼が、非時効になっている思い込みは、過去の知見から
類推したイメージでしかない。鋼成分の高純度化により、当たり前と思っ
ていたことでも、よくよく調べてみると変わってしまっていることがあるが、
この現象もそのひとつである。
（予想される事項④）
「Ti 添加系の実材料（焼鈍板）は、硫化物析出の観点では、非平衡のま
ま、硫化物析出挙動が途中で止まっている状態なのではないか？」
提示した新しい硫化物析出挙動メカニズムに沿って考えれば、実材料
を作り込む現在の製造プロセス（連続焼鈍による焼鈍工程）では、硫化
物析出は完了しておらず、非平衡のまま、強制的に途中で止まってしま
ったものと見なすことができる。フェライト域の熱処理を受けたものは、大
方、非平衡のまま止まっていると見てよいのではないだろうか。
４．３項（５）の Fig. 4-28、32 を見れば、焼鈍温度を長くすれば、硫化物
の形態変化は、TiS がなくなるまで続くことがわかる。よって、実材料の硫
化物析出挙動は、Time-dependent な挙動であり、まだ、満了していない
ことは明らかである。
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（予想される事項⑤）
「今回提案しているメカニズムは、溶解度積等の熱力学計算を使って表
現できるだろうか？」
上述のように、フェライト域の硫化物析出挙動は、実材料の製造プロセ
ス（焼鈍）レベルの熱履歴を受けたくらいでは満了しない。完了せずに、
非平衡のまま、途中で止まったものと見なしてよいと考えられる。よって、
熱力学計算を使って推定することは困難であろうと推定する。
溶解度積をはじめとする熱力学計算は、平衡状態を仮定した上で、計
算を行うことが多く、この事例のように、Time-dependent な挙動は、非平
衡であるゆえ、計算の対象になりえないためである。非平衡を前提にして、
時間を関数にして表現されなければならない。
まだ、フェライト域の Ti 添加の硫化物の析出状況を、平衡状態を前提
にした計算によって推定したデータを目にしたことは無いが、もし、そうい
ったデータが提示されたら、おそらく、それは、間違った計算結果であろう
と推定する。なぜなら、Ti 添加系のフェライト域の硫化物析出挙動は、平
衡状態ではないからである。
同時に、Cu-S 析出に関する計算結果は、数例の発表事例 2-119)がある
が、これらの可否判断にも議論が必要である。２つの理由から、本論文
の出張と対立する点があることをを指摘したい。
まず、多くの場合、Cu-S 析出はオーステナイト域で起こっていることを
前提に計算している。もし、Cu-S 析出が高温で析出しているならば、彼ら
の論拠は正しいが、本論文で指摘しているように、Cu-S 析出はフェライト
域低温で起こり、かつ、急冷過程でも起こる。つまり、急冷によって、
Cu-S 析出を固定できているわけではないので、そのデータの解釈に疑
問があることが挙げられる。もうひとつは、本論文中で述べてきたように、
Cu-S 析出は、先んじて起こる MnS とか Ti4C2S2 の析出によって、固定で
きなかった（再）固溶 Sulfur が存在する時しか起こらない。よって、まず、
フェライト域での、これらの硫化物の析出挙動が表現して初めて、Cu-S
析出が表現できるのである。しかしながら、これらの硫化物のフェライト域
の熱力学データが完全とは言えず、かつ、これらも Time-dependent な反
応ゆえに、結局、計算は困難を極めるであろうから、実質、不可能である
と推定される。
我々の知りたいのは、実材料が生産される状況での析出挙動であるこ
とが多い。こういった短時間での析出状況を計算するのは、上記の理由
から不可能であろう。
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（予想される事項⑥）
「このメカニズムには、Cu-S 析出が低温で析出し、そのためには、Cu
拡散が速いことが必要であるが、鋼中において、Cu の拡散は著しく速い
のか？」
我々のモデルでは、Cu-S 析出は、Cu-S 析出に先んじる硫化物析出
挙動が固定できなかった、（再）固溶 S を、Cu が、たとえ不純物レベルで
あっても、Cu-S として析出するというものである。Cu が意図的添加レベ
ルの場合には、他の硫化物形成元素と、硫化物析出挙動を競合させ、
Cu-S が出ることもある。いずれにせよ、固溶 S を、Cu が、“残飯整理”す
るかの如く、フェライト域低温で、しかも、急冷過程においても、Cu-S とし
て析出する。Cu は、そういったフェライト低温域や、急冷過程での、S のあ
る部分に動いていくために、Cu の拡散が著しく速いことが必要である。
我々の検討結果からは、Cu の拡散が速いことが導出されてしまうので
ある。しかし、この Cu 拡散に関することは、我々の提案するモデルで、硫
化物析出挙動を説明するのに、やや困難な点を含むことを認めざるをえ
ない。すなわち、Cu は置換型ゆえ、Fe の自己拡散程度の拡散能力しか
ないというのが、通説であろう。本当に速く拡散するのか？という疑問を
投げかけられるのは、当然である。
しかしながら、鉄鋼材料の硫化物析出挙動を包括的に説明するのに、
Cu-S 析出を考慮し、かつ、我々以外の報告事例を考慮した上で、統一
的に解釈するのに、我々の提示するモデルが、もっとも単純で、かつ、論
理的に説明できるのも事実である。
Cu 拡散の問題は、別の分野、つまり、Cu 含有の原子炉材料の照射脆
化に関する研究分野において、鉄中の Cu 拡散が文献値よりも著しく速い
と述べているグループがあり、SIA 機構（Self-Interstitial-Atom）を使って
拡散を説明している 4-3)-7) 。その立場に立てば、我々の結果も、鋼中の
微量 Cu の拡散速度が著しく速いことを示す証拠を、析出の立場から提
示しているとも言える。
Fe と Cu は Miscibility Gap が大きい系であり、Fe と Cu は水と油のよう
に混じり合わない。
文献値 2-200)は、拡散対をはじめとする、Fe の中に、ある程度、多めの
Cu がある状況で、実測により決定したものである。Cu の拡散を光顕や
SEM 等で確認するためには、Cu は測定対象になるレベルで測定せねば
ならない。一方で、今回議論しているような極微量 Cu の場合、そもそも、
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微量すぎて、測定にかからないので、文献値をそのまま活用することは
できないのではないだろうか？
我々は、微量 Cu の時に拡散挙動と、多く添加した系での Cu の拡散挙
動(文献値)がそもそも異なる可能性を予想したい。前者は著しく速いので
はないだろうか。

261

４章 参考文献
4-1) R. J. Goble, and G. Robinson : Can. Mineral., vol. 18, (1980) , pp.
519-523.
4-2) R. J. Goble : Can. Mineral., vol. 23, (1985) , pp. 61-76.
4-3) S. Yoshida, N. Takuchi, Y. Kawanami, M. Kajiwara and T. Mori : 材料
とプロセス., vol. 8, (1995), p. 1382.
4-4) Y. Kawanami, M. Kajiwara and T. Mori : 材料とプロセス., vol. 8, (1995),
p. 1383.
4-5) M. Kajiwara and T. Mori : 材料とプロセス., vol. 10, (1997), p. 441.
4-6) J. Marian, B. D. Wirth, J. M. Perlado, G. R. Odette and T. Diaz de la
Rubia : Phys. Rev., vol. B64, (2001), 094303.
4-7) F. Sasaki, Z. Tang, Y. Nagai and M. Hasegawa : The 108th Conference
of Institute for Materials Research, Tohoku University, (2004),
poster #34
(http://www.imr.tohoku.ac.jp/jpn/event/kouen/pdf/2004/posters
es10806.pdf).

262

５章
炭化物の非化学量論組成
を、プラズマ損失ピークのシ
フトによって同定することに
ついて
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５章． 炭化物の非化学量論組成を、プラズマ損失ピークのシフトによっ
て同定することについて
前章において、鋼中の硫化物の析出挙動について、微量 Cu が Cu‐S
析出に関与する知見を新たに追加する形で見直し、包括的な硫化物析
出挙動のメカニズムを提案した。かつては、オーステナイト域で硫化物析
出挙動が完了しているという主流な考えであったが、本論文では、フェラ
イト域の熱処理で硫化物析出挙動が変化している点を指摘した。
本章は、次章のための準備データを用意する位置づけと共に、析出物
の非化学量論組成について包括的に調査する。
次章では、前章の硫化物の形態別定量の検討に加えて、炭化物と窒
化物まで拡張した Ti 添加系鋼中の全析出物の形態別定量を紹介する。
そのためには、事前に、鋼中の炭化物、窒化物、炭窒化物の非化学量論
組成を知って置く必要がある。また、そもそも、TiC とか、TiN と表記される
炭化物、窒化物は、TiC１．０、TiN１．０であるかという点も疑問があって、非
化学量論組成については、あまり触れられてこなかったため、この点を詳
細に調査しておきたい。
よって、本章では、TEM-EELS のプラスモン損失ピークが、非化学量論
組成に応じてシフトする現象を使って、炭化物、窒化物の元素比を同定し、
その検討結果について示す。
５．１． 形態別定量手法と、炭化物の非化学量論組成を測定する理由
まず、次章で取り扱う形態別定量手法を、あらかじめ示しておきたい。
形態別定量手法の説明にて、何度も繰り返しているが、①事前に析出物
※Plasma-loss領域
Zeroloss Plasmon
（拡大）

※Core-loss領域
C-K

0

20

40

60

80

Ti-L2,3

200 300 400 500 600 700

Energy Loss (eV)

Fig. 5-1 ： TEM-EELSのプラズマ損失ピーク （TiCxの例）
（自由電子（つまり、非化学量論組成）に応じて、ピークシフトする）
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の種類を知っておくこと、②および、析出物の元素比（非化学量論組成）
を知っておくことが、キーとなる。以下では、形態別定量法の説明と共に、
どうして、炭化物、特に、TiC の非化学量論組成（元素比）を、決定する必
要があるかを説明する。
３．２項において、Ti 添加系の析出物の形態別定量手法については、
Fig. 5-2 に示しながら、その詳細をすでに示した。
TiC で固定される C 量を求めるに当たって、端的に言えば、現在確立さ
れている形態別定量方法で、【C as TiCx】は原理的に求めることができな
い（３．３項参照）。一方で、【Ti as TiCx】を化学的に測定することができる。
よって、原理的には、【C as TiCx】は、計算によって、「【Ti as TiCx】／４８
×１２×【X】」というように求めることができる。【X】を正確に知ることは、
【C as TiCx】の分析精度の向上に寄与する。
しかしながら、TiCｘの X、つまり、元素比（非化学量論組成）は、EDX や、
EELS のコアロスピーク（内殻電子の損失ピーク）からの同定では、バラツ
キが大きすぎて（EDX の軽元素側ピークの精度がもともと悪い、もしくは、
EDX、EELS のコアロス共、バックグランドの引き方で同定誤差を有する
等）、なんからの別の方法で求める必要がある。本博士論文では、EELS
の低エネルギー側に出る、プラズマ損失ピークの領域に注目して、TiCｘ
窒化物
（ TiN, AlN ）
酸化物
（ Al2O3, Ti-O ）
この系では
殆ど存在しない

【硫化物形成元素: Tiが含まれる系の場合】
(3)10%臭素メタノールで溶解
【抽出残渣-C】
Extracted Residue
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金属元素量

サンプル
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TiN
【抽出残渣-A】
TiS、Ti4C2S2、MnS (＋Cu-S)
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(2)２次処理

S量
金属元素量
32
(a)全析出S量に相当 (b)S as MnS ← Mn×
55
酢酸メチル処理 “Sulfur as all
(c)Ti as all Ti-related precipitates
sulfides”
(TiN+TiS+Ti4C2S2+TiC)
14
(X) N as TiN ← Ti ×
×（元素比）
48
(d)【今回新たに考慮される点
32 5
S as Cu8S5 ← Cu× ×
TiN
(Y) C as TiC
64 8
【抽出残渣-B】
Ti4C2S2
12
Extracted
Residue
← ( Ti as TiC )×
×（元素比）
TiC
48
(V) N as TiN

(W) Ti as TiN

(Z) ( Ti as TiC) ← (f)－(W)－(e) ×
形態別定量の必要条件
①事前に析出物の種類を
知っていること
②析出物の元素比

10%ヨウ素5%メタノール-

48
× 2
32

Ti as Ti4C2S2

S量
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(i) C as Ti4C2S2
← S× 12
32
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(f)Ti as (TiN+Ti4C2S2+TiC)
32
(g)S as TiS ← ( (c)－(f) )×48
(h) Classical data-processing:
S as TiS ← ( (a) －(b)－(e) )

Fig. 5-2 ： Ti添加系鋼材に対する、形態別定量方法
（硫化物、窒化物、炭化物）
（※Fig. 3-4を転載）
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の X を同定を行うものである。
プラズマ損失ピーク値（Ep）は、３．４項で導出したように、以下のような
式で表現できる。
Eｐ

n e
・・・・ j
mε

ωｐ

： プランク定数 ディラック定数
n ： サンプルの伝導電子（自由電子）群が平衡状態時の電子密度
e： 電気素量
m： 電子の質量
： 真空の誘電率
よって、変数は、n0：自由電子の密度だけである。その物体が、非化学
量論組成であることは、自由電子の数が変わると共に、格子定数が変化
するため、自由電子は、この２つの因子によって影響を受ける。
３．４項で述べたように、TEM-EELS で Ep 測定をして、過去文献をベー
スに作成した較正曲線を作成して、元素比（非化学量論組成）を同定す
る。
５．２． TEM-EELS のプラズマ損失ピークを使った、非化学量論組成の
同定
（１）実験材料と実験方法
次章で述べる【C as TiCx】、つまり、TiCｘとして固定されるカーボン量を
形態別定量で精度良く求めるためには、TiCx の X 値（元素比）を求める
必要がある。次章での実験サンプルは、0.04％Ti-IF 鋼だけであるが、
Table 5-1 に示すように、IF 鋼ベースで、Ti 添加量を変えた３条件の鋼板
（0.04%Ti-IF 鋼、0.08%Ti-IF 鋼、0.10%Ti-0.01%Nb-IF 鋼）を用意した。
TiC が主題であるものの、その他の炭化物、窒化物の非化学量論組成
Table 5-1 ： プラズマ損失ピークのシフトにより、非化学量論組成を調査するサンプル
C

Si

Mn

P

S

Nb

Cu

0.04%Ti-IF

0.0018

0.01

0.16

0.012

0.0088

0.051 0.0015 0.042

-

0.01

0.08%Ti-IF

0.0023

0.02

0.17

0.005

0.0139

0.046 0.0039 0.082

-

0.01

0.11%Ti-0.01%Nb-IF

0.0027

0.01

0.16

0.003

0.0023

0.047 0.0022 0.108

0.01

0.01
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N

Ti

Fig. 5-3： 0.04％Ti-IF鋼の【TiCx】に関する、TEM写真、
EDXスペクトル、EELSコアロス領域のスペクトル
も評価対象に含めて実施した。
Al 支持膜、Al メッシュの２段レプリカを作製して、TEM サンプルとした。
Ep を測定するに当たっては、TEM は、Phlips CM20FEG を使い、ポストカ
ラム型 EELS 装置（Gatan678）を使った。
鋼中の析出物の非化学量論組成を包括的に理解するために、Table
5-1 に示すような、製造履歴は殆ど同じであり、熱延仕上温度が８９０～９
００℃、巻取温度が６４０℃、焼鈍温度が８５０～８５５℃である。
サンプルは、アルミ支持膜のアルミメッシュの２段レプリカである。
FE-TEM（Philips CM20FEG）に搭載した post-column タイプの EELS
（Gatan 678）を用いて、プラズマ損失ピークを活用して同定を行った。
また、プラズマ損失ピークのシフトを比較するため、セラミック材料の市
販の標準材、TiC１．０の粉末試料（別の手法で TiC１．０であることが保証さ
れている）や、TiN１．０、NbC１．０、NbN１．０についても、プラズマ損失ピークを
測定して、非化学量論組成のキャリブレーションの際の判断材料に使っ
た。
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以下で測定されるプラズマ損失ピークを使ったデータ処理の際には、
すでに、２．７．２項で述べた、理論的な取り扱いと、過去文献調査の結果

Fig. 5-4： 0.08％Ti-IF鋼の【TiCx】に関する、TEM写真、
EDXスペクトル、EELSコアロス領域のスペクトル
から、プラズマ損失ピークと、非化学量論組成（元素比）との較正曲線を
あらかじめ作っておいて、その変換式を使って、元素比を同定する。
（２）結果
Fig. 5-3～7 に、それぞれ、０．０４％Ti-IF 鋼の TiCｘ、０．０８％Ti-IF 鋼
の TiCｘ、０．１０％Ti-０．０１％Nb-IF 鋼の(Ti,Nb)Cx、(Ti,Nb)(C,N)x の TEM
写真、EDX スペクトル、EELS コアロス領域のスペクトルを示す。
ここで示した EDX スペクトルは、旧式の EDX 分光器での結果であり、
Be ウィンドウのために、11 Na 以上の元素が測定対象であり、軽元素は測
定対象外になっている点に注意されたい。
０．０４％Ti-IF 鋼、０．０８％Ti-IF 鋼では、TiCｘが確認でき、０．１０％
Ti-０．０１％Nb-IF 鋼では、EDX による定量から、Ti/Nb 比が計算できる
ので、（Ti０．９、Nb０．１）Cｘと、（Ti０．９、Nb０．１）(C、Ｎ)ｘ～（Ti０．９５、Nb０．０５）(C、
Ｎ)ｘという組成の炭化物、炭窒化物がが形成されていることが、従来から
の TEM 解析手法から明らかにできる。
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Fig. 5-7： 0.10％Ti-0.01％Nb-IF鋼の【(Ti,Nb)Cx】に関する、
TEM写真、EDXスペクトル、EELSコアロス領域のスペクトル

Fig. 5-8： 0.10％Ti-0.01％Nb-IF鋼の【(Ti,Nb)(C,N)x】に関する、
TEM写真、EDXスペクトル、EELSコアロス領域のスペクトル

Fig. 5-9 には、Fig. 5-5 に示した「0.04%Ti-IF 鋼の TiCｘ」のプラズモン領
域の TEM-EELS スペクトルに、重ねて、TiC１．０の標準サンプルのピークを
重ねたものである。鋼中の TiC は、低エネルギー側に、ピークシフトして
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TEM写真 と
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Fig. 5-7： 0.04％Ti-IF鋼の【TiCx】に関する、 プラズマ損失ピーク、
TEM写真、EELSコアロス領域のスペクトル
おり、TiCx の【X】が、１未満であることを示唆している。また、Fig. 5-8 には、
Fig. 5-5～5-7 に示した炭化物のプラズモン領域のスペクトルを重ねて示
したものである。０．０４％Ti-IF 鋼での TiCx のプラズマピーク値（Ep）と、
TiC１．０の標準片とは、１．５ｅＶほど違いがあって、有意な差として認識で
き、これは、非化学量論組成であることに起因していることは明らかであ
る。
実際の Ep 値は、０．０４％Ti-IF 鋼の TiCx が 22.4eV、０．０８％Ti-IF 鋼
の TiCｘが 22.8eV、０．１０％Ti-０．０１％Nb-IF 鋼の(Ti,Nb)Cx では 23.0eV
であった。TiC1.0 の市販の標準粉末試料では、23.8eV ゆえ、いずれの Ti
系炭化物でも、X が１．０ではないのは明白で、実際の鋼中の炭化物が、
非化学量論組成がずれている。
さて、次に、キャリブレーション式を作って、Ep 値を、非化学量論組成
（元素比）に変換する。その際には、２．７．２項で述べた理論的な考え方
と、市販の標準材を使った TEM-EELS での Ep 測定値（Table 5-2）を使っ
て、キャリブレーション式を作製する。
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Fig. 5-8： Ｔｉ系炭化物でのプラズマ損失ピークの比較

TiCx については、標準片を基本
にして、他の実験データの傾向を
包含する形で、較正式を導出した。
理論式は、較正式とあまりずれて
いない。

Table 5-2 ： 市販の標準材をTEM-EELSで
測定した際のプラズマ損失ピーク値

EpTiCx(eV)＝17.0+6.45X

Ep (eV)

24

プラズマ損失ピーク：
Ep(eV)

ＴｉＣ１．０
ＴｉＮ１．０
ＮｂＣ１．０
ＮｂＮ１．０

23.8
24.8
24.6
25.5

●： 標準材（測定値）
○： T. Koide et al.2-217)
□： D.W. Lynch et al.2-218)
△： J. Plüger et al. 2-219)
■： Y. Chen et al. 2-221)

25
24

23
22

理論式
(式O‐1）

21

●： 標準材（測定値）
○： T. Koide et al.2-217)
△： J. Plüger et al. 2-219)
較正式

較正式
Ep (eV)

25

析出物

23
22

理論式
(式O‐3）

21

TiCx
20
0 .5

0 .6

0 .7
0 .8
X in TiCx

0 .9

1 .0

20
0 .5

NbCx
0 .6

0 .7
0 .8
X in NbCx

0 .9

1 .0

Fig. 5-10： NbCxとEpの較正

Fig. 5-9： TiCxとEpの較正
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Fig. 5-11： (Ti,Nb) CxとEpの較正
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X in NbCx
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（２）
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X=0.6
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（４）
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Fig. 5-12： TiCｘと、NbCxから、
（Ti,Nb)Cxの較正曲線の作り方
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０．０４％Ti-IF 鋼（Fig. 5-3）、０．
０８％Ti-IF 鋼（Fig. 5-4）で見られ
る TiCx の例は、この較正式を使
って非化学量論組成を決定した。
次章の０．０４％Ti-IF 鋼の形態
別定量の際に必要な TiCｘの X 値
（元素比）は０．８５と見なすことが
できる。
一方で、0.10%Ti-0.01%Nb-IF 鋼
で見られる(Ti,Nb) Cx は、Fig.
5-10 に示すように、NbCx の較正
式を求めたあと、Fig. 5-9 と 510 を
使って、Fig. 5-11 に示すような較
正式を作った。
較正式は、TiCx と NbCx が同
一結晶構造（NaCl 型）で、（Ti,Nb）
Cx の場合には、Ti と Nb が入りる
ことができるサイトが同じで、
Ti/Nb 比に応じて、そのサイトが
その比率で埋まるような結晶構
造であること、および、Ep 値は、
５．１項でも触れたように、単に自
由電子密度の関数に落とし込む
ことができるので、理論的には、
互いに複合析出物を作った際に
は、それぞれの較正式を重ね合
わせて、プラズマ振動を想定す
ればよい。
具体的には、Fig. 5-12 に示す
ような手順で、較正曲線を作るこ
とができる。
（Ti,Nb）Cx の場合には、すでに、
TiCx と NbCｘの較正曲線がなん
らかの方法により求めてあれば、
（１）元素比 X1 の時に、それぞれ

の Ep を読み取り、（２）その値を、X 軸を Ti/(Ti+Nb)比、ダブル Y 軸で、片
側を TiCx 側、もう片方を NbCx 側としたグラフの Y 切片に、Ep プロットし
する。それぞれを線で結ぶと、元素比 X の時の較正関係が示せる。（３）
次いで、元素比を変えて、この操作を繰り返すと、較正関係のマップがで
きる。（４）（Ti,Nb）Cｘの TEM-EELS で Ep を測定し、EDX で Ti/Nb 比がわ
かれば、相当する Ti と Nb の比率と Ep 値の交点が、非化学量論組成を
示す。
この方法を取ると、Fig. 5-11 より、０．１０％Ti-０．０１％Nb-IF 鋼の
(Ti,Nb)Cx は、（Ti0.9,Nb0.1）C0.9 と同定できた。
ただし、今回の NbCx の Ep 値（Fig. 5-10）については、理論式や、過去
データの値と、実際の標準材とのデータが乖離していた。特に、標準材だ
けが突出した値になっていたため、うまく較正式を設定できなかった。そ
のため、今回の標準材の Ep をもとに、理論値の傾きを使って、以下のよ
うな較正式を使って、（Ti,Nb）Cx の同定に使った。
EpNbCx(eV)＝20.2+4.4X

X in TiCx or (Ti,Nb)Cx

結果としては、（Ti0.9,Nb0.1）C0.9 と同定でき、Ti-rich であるゆえに、Nb の
較正曲線に誤差があったとしても、元素比を同定するには、今回は影響
が少なかった。
炭化物系のこれら３例
を同定した結果を、Fig.
1.0
0.10Ti-0.01Nb
5-14 に示すと、鋼中で見
0.04Ti
0.08Ti
られる TiCｘ、（Ti,Nb）Cx
0.9
は、カーボンがやや欠け
た状態になっていること
は明らかである。
0.8

0.7
0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Ti content (mass-%)

Fig. 5-13： Ti添加量に対する、
Ti系炭化物の非化学量論組成
（TiCxのX値、および、(Ti,Nb) CxのX値）
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次に、Fig. 5-8 で報告
した、0.10%Ti-0.01%Nb-IF
鋼における、
(Ti,Nb)(C,N)x の同定であ
る。この同定も、上記の
やり方を応用すれば、不
可能ではない。

やや正確性に欠けるのは、Ep から求められるのは、【X】の値、つまり、
非化学量論組成であって、軽元素が２つある今回の系では、C/N 比まで
は、Ep で決められないためである。金属元素の比率（Ti/Nb 比）は EDX で
求められるが、C/N 比は、EELS のコアロス領域のピーク等から計算せざ
るをえない。よって、以下の例も、C/N 比は、C-K エッジと、N-K エッジか
ら計算して、C：N が、「０．３５ ： ０．６５」であることを踏まえた議論にな
る。
Fig. 5-14、5-16 にあるように、TiN と NbN の較正式は、以下のように表
現できる。
EpTiNx(eV)＝17.5+7.34X、

EpNbNx(eV)＝16.9+8.45X
25
TiCx

●： 標準材（測定値）
25 ▲： I. Strydom et al.2-222)
△： J. Plüger et al. 2-219)
24

x = 0.9

23
22
21
0 .5

TiNx

x = 0.8

22

x = 0.6

0 .7
0 .8
X in TiNx

0 .9

Ti(C,N)x

1 .0

0 .2
0.4
0 .6
0.8
1 .0
The atomic ratio of N / (C+N)

Fig. 5-15： Ti(C,N)xとEpの較正

26

26
NbCx
25

24

24

Ep (eV)

●： 標準材（測定値）
2-219)
25 △： J. Plüger et al.
×： W.K. Schubert et al.2-221)

23

NbNx
x = 1.0
x = 0.9
x = 0.8

23

x = 0.7
x = 0.6

22
21
0 .5

x = 0.7

20
0.0

Fig. 5-14： TiNxとEpの較正
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Fig. 5-17： Nb(C,N)xとEpの較正

Fig. 5-16： NbNxとEpの較正
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26

Ep (eV)
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Fig. 5-18：
(Ti,Nb)(C0.35,N0.65)とEpの較正

その上で、Fig. 5-15、5-17
にあるように、Ti(C,N)x、
Nb(C,N)ｘの較正式を作製する。
すでに、Ｃ/Ｎ比は、判明して
いるので、今回の例では、Fig.
5-15 と 5-17 から、それぞれ、
Ｎが０．６５の部分を取り出し
て、Ep データとする。それをま
とめてグラフにしたものが、Fig.
5-18 になる。
一方で、Ti/Nb 比も、EDX ス
ペクトルから、Ti：Nb が、「０．
９：０．１」～「０．９５：０．０５」と
判明していることを活用して、

非化学量論組成を読み取ればよい。
よって、０．８５～０．９０程度の非化学量論組成であることが推定する
ことができる。
（３）考察
本章は、次章で示す「Ti 添加系の全析出物の形態別定量」のための、
準備として、次章で取り扱う TiCx を中心に、その他の炭化物、窒化物を
包含する形で、【X】を同定する方法、すなわち、非化学量論組成（元素比）
を精度良く求める方法を示した。従来の利用法とは違って、逆方向から
のアプローチであるが（２．７．２項、および、３．４項参照）、較正曲線さえ、
正確に作られて居て、そのデータが確立してしまえば、軽元素側の分析
に効果がある。将来的には、EDX 同様に、簡便な軽元素側の分析ツール
として用いられるかもしれない。
また、次章に引き渡すデータは、次章で取り扱う成分に近似した材料
の「0.04％Ti-IF」の TiCｘであり、X を０．８５と見なしてよい。このデータを
使って、次章での解析に用いる。
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６章
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６章． Ti 添加 IF 鋼での全析出物の形態別定量
６．１． 背景
本章は、前章、前々章を受けて、展開される。
４章が、鉄鋼材料中の硫化物挙動に関するメカニズムを論じたもので
あり、５章が、炭化物、窒化物の非化学量論組成につき、TEM-EELS の
プラズマ損失ピークのシフトによって同定する方法を論じた。
本章では、これらの結果を受けて、Ti 添加系鋼材の析出挙動について、
硫化物だけではなく、窒化物、炭化物に関しても、形態別定量によって、
熱延板と焼鈍板での析出挙動を変化を論じるものである。
すでに、前章の Fig. 5-2 でも示したが、再度、ここでも、Fig. 6-1 に形態
別定量手法について提示しておく。
繰り返しの説明になるが、、Cu-S に関わる部分を除けば、形態別定量
手法自体については、硫化物に関わる部分も、それ以外の窒化物、炭化
物に関わる部分も、日野谷らによって、すでに確立されている方法である
2-191)-193)
。我々のグループが、微量 Cu が Cu-S 析出を起こす点を指摘し、
それが解析できるように修正を加えたものである 1-21)-1-49)。
形態別定量が正確に実施されるためには、事前に、対象材に存在す
る析出物を全て知っていること、更に、析出物の元素比を知っていること
が重要である。
窒化物
（ TiN, AlN ）
酸化物
（ Al2O3, Ti-O ）
この系では
殆ど存在しない

【硫化物形成元素: Tiが含まれる系の場合】
(3)10%臭素メタノールで溶解
【抽出残渣-C】
Extracted Residue

N量

金属元素量

サンプル
(1)10%AAで電解
TiN
【抽出残渣-A】
TiS、Ti4C2S2、MnS (＋Cu-S)
Extracted Residue TiC

(2)２次処理

S量
金属元素量
32
(a)全析出S量に相当 (b)S as MnS ← Mn×
55
酢酸メチル処理 “Sulfur as all
(c)Ti as all Ti-related precipitates
sulfides”
(TiN+TiS+Ti4C2S2+TiC)
14
(X) N as TiN ← Ti ×
×（元素比）
48
(d)【今回新たに考慮される点
32 5
S as Cu8S5 ← Cu× ×
TiN
(Y) C as TiC
64 8
【抽出残渣-B】
Ti4C2S2
12
Extracted
Residue
← ( Ti as TiC )×
×（元素比）
TiC
48
(V) N as TiN

(W) Ti as TiN

(Z) ( Ti as TiC) ← (f)－(W)－(e) ×
形態別定量の必要条件
①事前に析出物の種類を
知っていること
②析出物の元素比

10%ヨウ素5%メタノール-

48
× 2
32

Ti as Ti4C2S2

S量
(e) S as Ti4C2S2
(i) C as Ti4C2S2
← S× 12
32

金属元素量
(f)Ti as (TiN+Ti4C2S2+TiC)
32
(g)S as TiS ← ( (c)－(f) )×48
(h) Classical data-processing:
S as TiS ← ( (a) －(b)－(e) )

Fig. 6-1 ： Ti添加系鋼材に対する、形態別定量方法
（硫化物、窒化物、炭化物）
（※Fig. 3-4、5-2を転載）
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硫化物以外の炭化物、窒化物に実験対象を拡げるに際して、必要な
のは、個々の析出物の元素比、特に、炭化物の元素比を知る必要があ
る。５章での検討により、本試験材の TiCx は、TiC０．８５と見なしてよいこと
がすでに判明している。
よって、本実験材については、本時点では、全析出物の形態別定量を
行うのに対して、誤差要因は解消していると見てよい。
Table 6-1 ： 全析出物の形態別定量を実施する鋼板の化学成分
C
0.04%Ti-IF 0.0016

Si

Mn

P

S

0.01

0.17

0.009

0.0084

sol Al

N

Ti

0.041 0.0022 0.040

Nb

Cu

-

0.02

６．２． 実験材料 と 実験方法
Table 6-1 に示す、0.04％Ti 添加 IF 鋼を使って、熱延板と焼鈍板の形
態別定量と、TEM 観察を実施した。
製造条件は、実機でトライアル製造した熱延板で、仕上温度８９０℃、
巻取温度６８０℃で、“親子関係”になる、焼鈍板は、８３０℃で焼鈍された
ものである。

Fig. 6-2 ： ０．０４％Ti-IF鋼の析出物観察
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評価は、TEM による微細構造解析と、形態別定量手法で全析出物の
熱延→焼鈍板の変化を見た。
TEM 観察では、Al 支持膜、Aｌメッシュの２段レプリカサンプルを用いた
り、薄膜資料を使って評価を行った。個々の硫化物の元素比（非化学量
論組成）は、EDX か、５章で述べた、TEM-EELS のプラズマ損失ピークの
シフトすることを活用して同定した。
また、形態別定量手法の詳細については、３．３項を参考されたい。
６．３． 結果
TEM 観察の結果を、Fig. 6-2 に示し、形態別定量の結果を、Fig. 6-3 に
示す。
TEM 写真の結果は、まず、硫化物については、４章で述べた傾向と同
じで、熱延板では、TiS が主体な硫化物である。焼鈍後は、TiS を中心に
して、Ti4C2S2 が外に張り出すように析出する複合硫化物になる。
窒化物については、熱延板でも焼鈍板でも、やや角のとれた、晶癖に
囲われた直方体～立方体形状をしている。熱延板では単独で存在するこ
とが多く、焼鈍板では、Fig. 6-2 に示すような、Ti4C2S2 等が一緒になって、
複合析出物を作ることがある。

0

hot-rolled annealed

(a):Nitrogen

50

0

81ppm in Extract A

(Mn,Fe)S1.25
Cu 8S 5
Ti4C 2S 2
TiS1.25

hot-rolled annealed

(mass ppm)

Total S=84ppm

C as precipitates

100

81ppm in Extract A

(mass ppm)

TiN

S as precipitates

10

Total N=20ppm
19ppm in Extract C

20

20

120

30

19ppm in Extract C

N as precipitates

(mass ppm)

炭硫化物 Ti4C2S2 を除いた、純粋な炭化物は、この系では、TiCｘである
が、熱延板では殆ど見つけることができない。焼鈍板では、20nm 程度の

15

Total C=15ppm

10

TiC 0.85

5
Ti4C 2S 2
0

hot-rolledannealed

(b):Sulfur

Fig. 6-3 ： ０．０４％Ti-IF鋼の形態別定量
(a)窒化物、(b)硫化物、(c)炭化物
なお、“Extract A”、“Extract C”は、
Fig. 6-1の【抽出残渣-A】、【抽出残渣-C】に相当する
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(c):Carbon

大きさのものが広範囲に分布している。
形態別定量の結果は、硫化物については、４章と同じである。TEM 観
察の結果とも対応していて、熱延板では、TiS が主体であったが、焼鈍す
ると、TiS が減少して、Ti4C2S2 が増加して、Cu-S が大きく増え、(Mn,Fe)S
は僅かに増加する。
窒化物は、熱延板、焼鈍板とも変わりがなく、TiN として鋼中の全量の
窒素が固定されている。
興味深いのは、炭化物の挙動である。熱延板では、Ti4C2S2 としても、
TiC としても、鋼中の全量カーボンを固定するには至らず、固溶カーボン
が存在していることを示している。一方で、焼鈍すると、Ti4C2S2 も TiC も析
出が進行して、全量の鋼中カーボンを固定する方向へ進む。
すでに、４章において、４．３項（４）の Fig. 4-36 にて、現在製造している
ような希薄系の鋼材の熱延板では、IF 鋼といえども、時効指数（AI）が３０
ＭＰａ程度あって、固溶カーボンが存在することを示唆している旨を指摘
した。この予想は、Fig. 6-3 の形態別定量によって証明されている。
６．４． 考察
５章で報告した、TEM-EELS のプラズマ損失ピークを活用することによ
る、非化学量論組成の同定を使うことによって、形態別定量を炭化物の
解析へも拡張することができた。
これにより、Ti 添加系での各工程毎の析出物毎の変化を追跡できるこ
とになった。本章では、Ti 無添加系については触れなかったが、Ti 添加
に比べたら、系が単純ゆえ、２次処理を使うことなく、今のままで、熱延板、
焼鈍板の析出はすでに追うことが可能であることを、あらかじめ述べてお
きたい。
Ti-IF 鋼といえども、熱延板では、IF 鋼ではなく、炭素が鋼中に依然とし
て固溶している。従来は、熱延板の段階で、炭化物の析出は完了してい
ると見ていたため、このデータは、従来の考え方を改める必要があること
を意味している。
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７章
高酸素ほうろう用鋼板の
酸化物析出挙動
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７章． 高酸素ほうろう用鋼板の酸化物析出挙動
４章～６章では、極微量 Cu が関わる Cu-S 析出を考慮する形で、鋼中
の硫化物を中心に、析出物挙動について報告した。鉄鋼材料の成分の
希薄化や、製造プロセスが急加熱・短時間保持・急冷却等に基づく非平
衡な作り込みに変わったことで、析出挙動が変わっている事実について
述べた。
本章と次章では、ほうろう用鋼板を取り上げて、析出物と機械特性の
関係や、ほうろう性について述べる。
ほうろう用鋼板は、快削鋼と並んで、現在の鉄鋼材料が歩んでいる材
料開発の方向とは違って、異質な成分設計がされている。つまり、これら
は、意図的に、粗大な介在物や析出物を鋼中に作り込んで、それぞれ、
つま

ほうろう性確保（おもに、耐爪とび性確保）や、快削性確保を図っているこ
とである。一方で、製造プロセスは、他の鋼種と同様に、急加熱・短時間
保持・急冷却等に基づく非平衡な作り込みを志向している。
本章では、高酸素ほうろう用鋼板の酸化物が関わる析出挙動であり、
特に、不純物レベルで混入している極微量 Cr による析出現象について
報告する。次章は、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の Ti 系硫化物と、S 含有が多
い系での鋼中硫化物と、ほうろう層の密着性の関わりについて報告す
る。
７．１． 背景 と 目的
本章の目的は、高酸素ほうろう用鋼板が、連続鋳造→連続焼鈍での
作り込みで、どうして、やや硬質気味の鋼が作り込まれてしまうのか？と
いうことを明らかにし、その解決策を提示することである。その現象に、今
までは全く意識することが無かった、不純物レベルで混入する極微量 Cr
が関わっていることを示す。
高酸素ほうろう用鋼板に関する技術の流れについては、すでに、２．８．
３項で述べた。特に、Fig. 2-65 にすでに示したが、再度、ここで、Fig. 2-65
をベースに修正した資料を提示して、高酸素ほうろう用鋼板が、連続鋳
造→連続焼鈍において、やや加工性が落ちる鋼板が作られることが起き
ていたかをレビューする。
Fig. 7-1 にその概要を示す。
かつては、鋼材は、全て、鋼塊法 2-235)で作られ、リムド鋼か、キルド鋼
に大別できるが、ほうろう産業向けをはじめ、表面性状を要求されるもの
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はリムド鋼が使われていた。リムド鋼は、酸素含有鋼（数１００ppm オーダ
ーの酸素が含有する高酸素鋼）と位置づけてよい。
ほうろう向け以外の向け先には、製鋼・鋳造の技術革新 2-235)によって、
表面性状の問題も解決され、製造プロセスを、アルミキルド鋼ベースの鋼
で連鋳化し、製鋼の脱炭技術が乏しい時代には、バッチ焼鈍で製造して
いたが、製鋼技術の向上に伴い、ほとんどが連続鋳造化して現在に至っ
ている。
一方で、この流れに乗り遅れたのが、高酸素ほうろう用鋼板である。２
つの理由があって遅れた。ひとつは、高酸素組成の鋼成分を連鋳化する
ために、耐火物を始めとする製造技術の確立が、アルミキルド鋼の連鋳
化よりも、技術的なバリアが大きかったためである。もうひとつは、ユーザ
ー側からの抵抗があったことである。ユーザー側で、すでにうまく行って
いるものを、鉄鋼メーカー側の製造コスト削減の論理だけでは変えられな
この時代の鋼は、
全てが酸素含有鋼と言ってよい
リムド鋼 （鋼塊法）

【連続鋳造の高酸素鋼】の材質
は、やや硬質な傾向があった

OCA焼鈍

「造塊法⇒分解圧延」

「脱炭を併せて実施」
再加熱

数日

→ 連続焼鈍への切り替えが
進まなかった

・熱延
・酸洗
・冷延

かつては
硬質化で
問題だった

【
】

本
流
ア
ル
ミ
キ
ル
ド
鋼
で
連
鋳
化

高酸素鋼だけ

高酸素成分まま
で連鋳化
（高酸素ほうろう
用鋼板のみ）

約0.5m/min～2m/min
（スラブ厚：約150～300mm）

・熱延
・酸洗
・冷延

廃れた

CAL （連続焼鈍）
「再結晶のみ」

OCA焼鈍

連続鋳造法
約0.5m/min～2m/min
（スラブ厚：約150～300mm）

OCA焼鈍「脱炭も併せて実施」

連続鋳造法

かつては
更に硬質化
で問題だった

「脱炭も併せて実施」
・熱延
・酸洗
・冷延

廃れた

CAL （連続焼鈍）
「再結晶のみ」

Fig. 7-1： 高酸素鋼の製造方法の変遷
（連鋳化＆連続鋳造によって 加工性が落ちたことに対する考察）
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つま

い。ほうろうメーカー側の心配は、ほうろう性、特に、耐爪とび性（Fig.
2-59 参照）を確保するためには、水素トラップサイトとして、鋼中に粗大な
介在物が必要であるが、それが、連鋳化で実現できるのか？という点で
あった。
リムド鋼の鋼塊法による製造、引き続いて行う、分解圧延等で、リムド
鋼は、高温で長時間さらされるが、連鋳化は、熱履歴が短くて、耐爪とび
性（Fig. 2-59 参照）が問題にならないか？という疑問であった。この２つ
の問題は解消されて 2-234)、現在のように、高酸素鋼成分でも日常的に連
鋳化できるようになった。
本論文で取り扱う、高酸素鋼ほうろう用鋼板の問題は、上記の連鋳化
以降の話である。
高酸素鋼の連鋳化は、技術的にも、ユーザー側の理解もあって、リム
ド鋼からの切り替えがうまく行ったが、実は、機械特性の点では、鋼が硬
質化するようになり、その原因がなかなか分からなかった。それは鉄鋼
各社とも同じであった。
高酸素鋼の連鋳化によって鋼がやや硬くなってしまった為、旧製造方
法のリムド鋼で実現できる材質の上限で、ユーザーでの加工条件が設定
されている製品等では、プレス時の割れの報告が上がるようになってい
た。
問題点は、連鋳化した高酸素鋼は、通常の作り込み、つまり、熱間圧
延、冷間圧延、バッチ焼鈍（OCA 焼鈍 2-234)）をした場合には、リムド鋼を、
通常の作り込みをした場合、つまり、熱間圧延、冷間圧延、バッチ焼鈍
（OCA 焼鈍）をした場合に比べて、今では解消されたが、当時は硬くなる
傾向を有していた。。
２．８項、Table 2-8 に示すように、高酸素鋼の成分は、カーボン、窒素
が極低レベルで、炭化物形成元素も、窒化物形成元素も含有していない
特徴がある。そのため、想定される析出物は、MnO、MnS くらいしか思い
つかず、また、高純度系ゆえに、どの元素が悪影響を与えているのかが
当時は、なかなか分からなかった。
そのため、連鋳化した高酸素ほうろう用鋼板は、次の問題として、連続
焼鈍化への移行できない鋼種（OCA 焼鈍での材質よりも、CAL 焼鈍の材
質が良くなることはありえない為）になっていて、当時、製造コストが下が
らない鋼種と見なされ、対策が急務とされていた。
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実は、この現象に、不純物レベルの極微量Ｃｒが関わっていたのである。
熱履歴が短くなり、非平衡気味になった為に、酸化物の析出現象を変え
てしまっていたのである。
７．２． 何が起こっているか？
過去に遡って、工場生産材を洗い直すと、極々例外的に、リムド鋼で
実現できていたレベルの軟質の機械特性が実現できるものが、生産され
ることがわかった。
その上で、工場試験値を睨みながら、軟質の機械特性が実現できたも
のを、リコイル・ラインへ回して、サンプルを抜き取って、材質と成分を確
認してみる作業を行った。
ミルシート（成分分析表）を見る限り、何も変わりが無かった。しかし、フ
ェライト組織は成長していていた。
この原因は、ミルシートに載っていない化学成分に原因を求めるしか
ない。そこで、化学成分の分析範囲を広げて調査すると、材質の悪いも
のは、Cr が０．０１～０．０２％の不可避不純物レベルであり、材質の良い
ものは、僅かに Cr 含有量は多いことがわかった。
Solute として効果があるのか、それとも、析出物として効果があるかは
わからなかった。研究当初は、Cr は、炭化物形成元素であり、酸化物形
成元素であるものの、カーボンは極低炭素レベルであり、Mn が MnO にな
る反応が起きているので、Cｒの役割は、solute で効果を発現しているの
ではないか？と予想していた。
７．３． 実験材料 と 実験方法
Table 7-1 : 系統的なCr添加を行った高酸素鋼の成分
sample
C
Si Mn
P
0.019%Cr含有 0.0016 tr 0.28 0.009
OCA
（ﾊﾞｯﾁ焼鈍） 0.049%Cr添加 0.0007 tr 0.31 0.006
（脱炭脱窒後） 0.079%Cｒ添加 0.0008 tr 0.30 0.006
CAL（連続焼鈍） 0.049%Cr添加 0.0010 tr 0.31 0.007

（OCA材は、脱炭脱窒後の成分）
S sol Al N
O
Cr
0.018 tr 0.0006 0.054 0.02
0.016 tr 0.0013 0.062 0.05
0.018 tr 0.0017 0.063 0.08
0.016 tr 0.0022 0.062 0.05

７．２項の予想を受けて、Cr 添加を行った鋼を実機出鋼して、Table 7-1
に示す化学成分の材料を、実機にて鋼板を製造した。製造方法は、熱延
（仕上温度８９０℃、巻取温度６２０℃）、酸洗、冷延、OCA 焼鈍を行うこと
をベースに、０．０４９％Cr 添加材だけは、同時に、連続焼鈍（CAL）も行
った。
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これらのサンプルに対して、光顕にてフェライト組織の検鏡（ナイター
ル・エッチング）、引張試験（圧延方向）、再結晶温度を測定した。
再結晶温度は、冷圧まま材（ｔ２．８mm→ｔ０．７mm）をベースにして、５
２０℃～８００℃の温度域にて、ソルトバスにて９０秒間焼鈍後の HV 硬度
の変化で同定する。
次いで、SEM 観察や TEM 観察によって、析出物の微細構造解析を実
施した。EDX、EELS、電子線回折等を用いて同定を行った。TEM 用のサ
ンプルは、Al 支持膜、Ti メッシュの２段レプリカサンプルを使った。４章～
６章と同様に、Cu メッシュを使わなかった理由は、この系にも、Cu-S 析出
が見られるためである。
TEM 写真を使って、析出物のサイズ分布を使った解析も行った。析出
物のサイズを、「＜ 80 nm」と「80～300nm」に分類して解析を行った。
300nm を超えるものを対象にしなかった理由は、レプリカサンプルを TEM
観察する限りにおいて、今回のような球状系のものは、支持膜が破れて
しまって、実態として、観察対象にはなっていないからである。
同時に、形態別定量法も実施してみた。なお、この方法は、確立された
: chemical analysis data
High Oxygen Steel

: calculation
by metallic elements
: estimation by subtraction

Potentiostatic Electrolysis
with 4% Methyl Salicylate

solid

Extracted Residue

Mn as MnO
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: accuracy
: estimation

O as MnO
calculation

Mn

calculation

S as MnS

Sulfides

dotted & dotted

Mn as precipitates
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S
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NOTE :
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Fig. 7-2： 高酸素鋼の形態別定量手法
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ものではない。酸化物は電解中に一部が解けてしまうことがあり、あくま
でも、トライアルの位置づけで実施した。Fig. 7-2 に示すように、４％MS 電
解した後、抽出残渣中の S 量、Cu 量、Mn 量、Cr 量、Fe 量を測定する。
①S は、析出 S 量に相当する。②Cu は、【S as Cu-S】の析出量に相当
する。ゆえに、③【S as MnS】は、①-②に相当する。
次ぎに、④Mn 量は、【Mn as MnS】と【Mn as MnO】の和に相当する。よ
って、⑤【Mn as MnO】は、④から、③をベースに計算した【Mn as MnS】を
引くことによって求めることができる。⑥【O as MnO】は、⑤より計算可能
である。⑦【O as Cr2O3】は、Cr 量から計算可能である。⑧【O as FeO】は、
Fe 量から計算可能である。因みに、Fe の酸化物は、FeO としてデータ処
理しただけで、そ
(b)0.049%Cr添加-OCA
(a)0.019%Cr含有-OCA
の他の Fe 酸化
物の析出の有無
を調べたもので
はない。
７．４． 結果
高酸素鋼への
Cr 添加すること
による軟質の機
会特性が改善す
ることは、Fig.
7-3 のフェライト
検鏡と Table 7-2
の引張試験の結
果から示すこと
ができる。
Cr が不可避不

100μm

100μm
(d)0.049%Cr添加-CAL

(c)0.084%Cr添加-OCA

100μm

100μm

Fig. 7-3： Cr含有・添加レベルの異なる
高酸素鋼のフェライト組織

Table 7-2 : 系統的なCr添加を行った高酸素鋼の材験値
（El値の比較は、Oliver則7-1)を使って変換）
（※El０．７：El１．０＝０．７０．２：１．００．２ で変換）

Sample

anneal

0.019%Cr-included
OCA
0.049%Cr-added
0.084%Cr-added
0.049%Cr-added
CAL

thicknes YP
s (mm) (MPa)
1.0
166
0.7
140
0.7
139
0.7
165

YPel
(%)
0
0
0
0.0

TS
(MPa)
278
274
274
283

nEl
El* (%)
(%) (t0.7mm value
53.4
49.7
0.23
54.2
54.2
0.25
53.4
53.4
0.25
53.5
53.5
0.24

（※YP：降伏点、Ypel：降伏点伸び、TS：最大応力、El：伸び、n-value：n値）
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純物レベルの(a)０．０１９％Cr－OCA 焼鈍材の時には、フェライト組織が
細かい。一方、Cr を意図的に添加した、(b)０．０４９％Cｒ－OCA 焼鈍材、
(c)０．０８４％Cｒ－OCA 焼鈍材、(d)０．０４９％Cｒ－CAL 焼鈍材ともに、フ
ェライト粒は成長している。OCA や CAL などの焼鈍方法に関係せず、純
粋に、Cr 添加量の影響であることがわかる。

Hv (500g)

ちなみに、Fig. 7-3 の検鏡写真中に見える黒点状のものは、ほうろう用
鋼板の特徴である、粗大な介在物である。MnO である可能性が高い。
Table 7-2 には、連続鋳造スラブを元に、薄板を製造した際に、高酸素
ほうろう用鋼板の材験値を示す。YP（降伏点）と、板厚 0.7ｍｍで換算伸
び（El*）に注目して、Cr の効果と、焼鈍方法の影響を見ていく。
OCA 焼鈍材の中で比較した場合、不可避不純物レベルのＣｒが、０．０
１９％含有した鋼板では、意図的にＣｒを添加したＯＣＡ焼鈍材と比べて、
ＹＰ（降伏点）が２５MPa 程度高く、かつ、伸びは５％程度も低めの値にな
っている。要は、僅かな Cr 添加によって、伸びが向上できることを示して
いる。
０．０４９％添加材を、OCA 焼鈍と CAL 焼鈍で比較した場合、El*（伸び）
はあまり変化が無いものの、意図的に Cｒを０．０４９％添加した CAL 材と
材験値を比較した場合でも、YP（降伏点）が２５ＭＰａ程度大きくなり、加
工性が劣化しているように見える。これは、OCA 焼鈍において、非時効
性鋼板になった場合の YP の出方が連続降伏するのに対して、CAL 材で
は、非時効とは言い難いので、YP の
部分で応力－歪み曲線が屈曲する
●：0.019%Cr-included
か点の違いであろうと推定するが、
○：0.049％Cr-added
鋼板がやや加工しにくい状況になっ
□：0.084%Cr-added
ていることには変わりがない。
なお、Table 7-2 には記載されてい
ないが、連続鋳造ではなくて、リムド
鋼 2-235)を使って、薄板を製造すれば、
OCA 焼鈍材の０．０４９％Cr 添加材、
０．０８４％Cr 添加材で示す程度の
軟質な機械特性値が得られていた。
つまり、連続鋳造→ＯＣＡ焼鈍で
は、不純物レベルのＣｒ（０．０２％）で
Fig. 7-4：Cr量の違いによる、
高酸素鋼の再結晶挙動 は、硬質化する。リムド鋼→OCA 焼
鈍並みの材験値を得るためには、０．
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０５％程度の僅かな Cｒ添加が必要である。
一方で、Cr 添加したところで、連続鋳造→OCA 焼鈍と、連続鋳造→
CAL を比較すると、伸び値は同等であるが、降伏点が CAL の方が高くて、
加工しにくい板になっている。しかし、この現象は、OCA 材が非時効性で、
CAL 材が時効性鋼板であることによるので、Cr に関わる話ではないので、
本論文では、微量な Cr が及ぼす効果に絞って、話を展開する。
次に、Fig. 7-4 は、再結晶挙動を示したものである。Cr 添加によらず、
再結晶温度にはほぼ同じで６００℃弱である。Cr 量が、不可避不純物レ
ベルのものでは、再結晶温度以上でも、やや硬い硬度を有することと、
Fig. 7-3 の検鏡結果から、Cr 添加量は、粒成長を促進させる。見方を変
えれば、不可避不純物には、粒成長を阻害する因子が存在することを示

(a)

(c)

(b)

(d)
(e)

(g)
(f)
Fig. 7-5：高酸素ほうろう用鋼板における全析出物の種類：
(a)MnO、(b)～（ｆ）：Cｒ2MnO4、(g)Cu-S
（違いは、Fig. 7-6に示す）
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している。
次に、TEM による、析出物の解析結果を示す。Fig. 7-5 は、Cr 添加の
有無にかかわらず、また、OCA、CAL の焼鈍方法に関わらず、共通する
析出物の主立ったものを紹介する。次いで、Cr 添加による析出物の違い
について述べる。
Fig. 7-5 に示すように、高酸素ほうろう用鋼板には、(a)ミクロン・オーダ
ーの MnO と、(b)～(f)の Cr2MnO4（JCPDS 54-876、立方晶系、空間群：
Fd-3m）と、(g)Cu-S の３種類と、ここに掲載されていない MnS が存在する。
従来知見は、リムド鋼での知見を引き継いできたものであるが、高酸素
ほうろう用鋼板には、MnO や MnS だけを対象にしてきた。しかし、連鋳鋼
ベースの鋼には、実際には、Cr2MnO4 や Cu-S も存在している。
Fig. 7-6、7-7 は、連鋳鋼で観察される３００nm サイズ以下のものを観
察した結果である。対象は、Cr2MnO4 を中心に、５０nm 以下の微細な析
出物の場合には、【Free-stanｄing 型 Cu-S】も評価の対象に含まれる。
０．０４９％Cr 添加材の方が、Cr2MnO4 を中心とした粗大な析出物（実
際には、Fig. 7-5(b)に示したように、Cr2MnO4 に Cu-S が複合した析出物）
が多く、不可避不純物レベルの０．０１９％Cr 含有鋼の場合には、
Cr2MnO4 も微細で、Cu-S も微細に析出していることが示されている。その

Fig. 7-6：
高酸素ほうろう用鋼板における、
0.049％Cr添加材と、不可避不純物レベル（0.019％）材での
300nm以下の析出物（Cr2MnO4、Cu-S等）のサイズの違い
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Number of precipitates
(/ 120μm2 )

150

150

(a)0.019%Cr-included

100

100

50

50

0

～80nm

80～300nm

0

(b)0.049%Cr-added

～80nm

80～300nm

Fig. 7-7：
高酸素ほうろう用鋼板における、析出物サイズ分布：
・(a) 不可避不純物レベル（0.019％）材
・(b) 0.049％Cr添加材

サイズ分布を取ったものが、Fig. 7-7 であり、０．０４９％Cr 添加材では、
微細な析出物が少なくなっていることが一層明確に示されている。
酸化物、硫化物の挙動の変化を知るために、形態別定量を試みたが、
酸化物については、精度良く分析できているとは言えない状況である。酸
化物は、電解抽出の際に、大部分が溶けてしまっている模様である。鋼
中の酸素量の 4/5 程度は溶解している中で、0.019％Cr と 0.049％Cr で
の比較をすれば、0.049％Cr の方が、Cr 系の酸化物が多いという結果に
なっているが、このデータの解釈には議論が必要であろう。一方、硫化物

Cu-S
MnS

O content (ppm)

Cu-S

150

(a)

MnS

S content (ppm)

200

100
50
0

0.019%Cr 0.049%Cr

700 (b)
O=620 ppm
600 O=540 ppm
500
400 Some oxides are
during
300 dissolved
extraction
200
Cr2O3
100
MnO
0
0.019%Cr 0.049%Cr

Fig. 7-8：
高酸素ほうろう用鋼板の形態別定量の比較 （0.019％Crと、0.049%Cr）
(a) S量、（b)酸素量
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については、鋼中の S 量をほぼ捕集できていて議論できており、Cr 濃度
に関わらず、殆ど同じであった。
７．５． 考察
高酸素ほうろう用鋼板の場合も、４章～６章で述べてきたのと同じよう
に、製造方法や成分が変わってきたために、最近の鋼で見えるようにな
った現象のひとつとして理解することができる。
つまり、鋼塊法（リムド鋼）で作っている限りは、Cr2MnO4 を意識せずと
も、MnO として酸素が固定されているとだけ把握していれば、それで事足
りたと推定される。しかしながら、高酸素ほうろう用素材が、連鋳化された
ことによって、製造時の熱履歴が異なり、すなわち、短時間化、非平衡傾
向で製造を実施するために、従来知見とは異なる析出挙動に変わってい
たのである。
この現象の根源には、不純物レベルの Cr（０．０２％）が、連続鋳造の
場合には、微細な酸化物を作って、粒成長阻害因子として働き、フェライ
ト粒を小さくすることに寄与し、再結晶温度自体には影響を及ぼさない。
フェライト粒径が混粒かつ細かいゆえに、かつては、加工性の悪い鋼板
が作り込まれていた（YP：高い、El：小さい）。一方、リムド鋼の場合には、
不純物レベルの Cr が含有していても、十分に軟質で高延性の鋼板が提
供できており、全く問題なかった。
前者に比べて、後者の熱履歴は、非常に緩やかなものになっているの
で、もはや廃れた技術ゆえに調べようがないが、リムド鋼では、微量 Cr
が微細酸化物を形成してしまうことはなくて、十分に成長できる温度帯と
時間を与えられるために、問題が起きなかったと推定できる。
連続鋳造で製造する現在での対策としては、微細な酸化物を作らせな
いことである。そのため、微量の Cr（０．０５％程度）が添加することにより、
劇的に、酸化物の析出挙動を変えている。つまり、Cr2MnO4 の析出挙動
が高い温度から形成されることが推定される。
今までは意識しなかった（リムド鋼ではおそらく析出していなかった）
Cr2MnO4 が、最近の高酸素鋼では、実際には析出していて、Cr が不可避
不純物レベルならば、Cr2MnO4 が微細なままで、伸びをはじめとする特性
を劣化させているのが現実であろう。
それを回避するためには、Cr を除くのではなくて、逆の発想で、意図的
に 0.05％程度の Cr 添加で、Cr2MnO4 を成長させてやって無害化すると、
軟質の材料特性を維持できる。
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７章 参考文献
7-1) Oliver 則に関する説明： 例えば、データシートシリーズ２ 「伸び値
におよぼす試験片の寸法効果」(1973), 日本鉄鋼協会
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８章
Ti 添加 IF 鋼系ほうろう用
鋼板のほうろう密着性の
改善と、
酸洗残渣および析出物挙動
の関係
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８． Ti 添加 IF 鋼系ほうろう用鋼板のほうろう密着性の改善と、酸洗残渣
および析出物挙動の関係
本章では、Ti-IF 鋼系ほうろう用鋼板に関して、前処理した鋼板と、ほう
ろう層（ガラス成分）との密着性を論じる。
２．８項に示したように、ほうろう用鋼板は、加温した硫酸酸洗、引き続
いて、Ni フラッシュ処理（加温した NiSO4 溶液の中に浸漬）から成る前処
理を行ってから、ほうろう層を形成させる。鋼板/ほうろう層の密着性に対
して、前処理後の鋼板表面に付着する酸洗残渣（スマット）が、ほうろう層
に悪影響を与えているのではないか？という点は長らく論じられているが、
酸洗残渣を直接観察した事例が無いため、議論が終結せず、百家争鳴
状態であった。
同時に、Ti-IF 鋼系のほうろう用鋼板だけが、他のほうろう用鋼板を比
べて、著しくほうろう層の密着性が悪いのか、論理立てて説明する考え方
が提示されてこなった。
本論文では、Ti-F 系ほうろう用鋼板の前処理後に、鋼板表面に付着し
ている酸洗残渣（スマット）が、鋼中に、主要な析出物として存在する TiS
であることを、TEM レプリカサンプルをうまく工夫して作製し、TEM 観察す
ることによって明示する。前処理時に、TiS を少なくするような成分設計を
志向することによって、Ti-IF 鋼系のほうろう用鋼板の密着性の改善の方
策を示す。
８．１． 背景
２．８項の Table 2-8 でレビューしたように、ほうろう用鋼板は数種類あ
るが、Ti-IF 鋼系のほうろう用鋼板は、成形性がよく、深絞りが必要なバス
タブとか、洗面ボールをはじめとするほうろう製品向けに使われる。一方
で、Ti-IF 系は、ほうろう層の密着性が悪いことが知られている。そのため、
前処理を軽めにするように調整するように、ユーザーの用途に応じて、使
い方を提示している。
２つの理由により、最近は、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の密着性が更に悪
い方向に片寄る傾向がある。
ひとつは、日本でのローカル事情がある。ほうろうメーカーは、どちらを
言えば巨大メーカーが存在するというより、それぞれの特長を生かしたメ
ーカーが活躍している特徴があり、Ti-IF 系ほうろう用鋼板だけが流れる
専用の前処理ライン、施釉ラインを持って対応されているより、多品種・
小ロットで、しかも、様々なほうろう用鋼板を溶接等で組み上げたものを、
一緒に流している状況がある。Ti-IF 系だけを、前処理浴の濃度を薄くす
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吊下金具
るとか、タクトタイムを早くして対応す
上部
前処理：短時間傾向
ることが実質不可能である。２．８項、
Fig. 2-67 に示したように、様々な鋼種
が前処理ラインを共有する時には、
（※Fig. 2-68 再掲載）
Ti-IF 系にとっては、どちらかと言えば、
過度に酸洗される方向であり、密着性
下部
を確保するに
前処理：長時間傾向
前処理槽
は不利は方向である。しかし、この
Fig. 8-1 : ほうろう製品の大型化に伴う、
製品内の前処理時間の違い
日本ローカル事情は、今に始まったこ
による密着性の劣化
とではない。昔からあることである。
（長く浸漬していた側が、剥離しやすい）
もうひとつの事情とは、最近、ほうろ
（ほうろう製品が大きい時、
う製品のサイズが大きくなったことによ
前処理浴の近い側と遠い側で異なる）
る悪影響である。
Fig. 8-1 に示すように、ほうろう製
品の位置・場所によって、酸洗状況
が異なる。前処理浴側にある部分は、
酸洗時間も、Ni フラッシュ時間も長く
なると同時に、前処理時の薬液が流
100μm
れ落ちるパスに当たるので、残渣が
付着しやすいのかもしれない。Fig.
8-1 の点線の矢印部分を、SEM 観察 Fig. 8-2: 密着性の悪いエリア（大型洗面

ボールの前処理浴に近い部分）
の前処理後の表面

成形
脱脂
硫酸
70～80℃
NiSO4溶液
70～85℃
下釉
Ground-Coat
700～850℃
上釉
Cover-Coat

酸洗
Ni付着
釉薬付着（施釉）
焼成
釉薬付着（施釉）

700～850℃ 焼成
（手直し）
製品

ほうろう層剥離
施釉
焼成

Fig. 8-3 : ほうろう製品の製造プロセス
（想定されうる最悪の場合、３～４回焼成されてしまう）
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したものが、Fig. 8-2 である。
黒いコントラストが見えるが、
SEM で観察する限りは、黒い
コントラストのものが、何から
構成されているか判断するの
は難しい。EDX 分析しても、
Fe ピークが立つだけで、単な
る Fe の酸化物なのか、その
中に、なんらのものが含まれ
ているのかは判定するのが
困難であった。
また、ほうろう製品のサイ
ズが大きくなったことは、欠陥

の発生率を増えることを意味する。おそらく、ほうろう用鋼板での面積当
たりの欠陥発生率は変わらないであろうが、製品サイズが大きくなった分、
廃品になる量（重量、個数）が増える。そのため、ほうろうメーカーは、手
直しして救済するようになるので、手直し後に、焼成する分、焼成回数が
増える。
つまり、Fig. 8-3 で示したように、手直し分の焼成が繰り返されることを
想定して、Ti-IF 系ほうろう用鋼板を成分設計しければならない。
実際に、複数回焼成に弱いとされる Ti-IF 系ほうろう用鋼板と、全く問
題ないとされる高酸素ほうろう用鋼板の密着性を調査したものが、Fig.
8-4 である。
Ti-IF 系は、酸洗時間が増えるほど（酸洗減量が多いほど）、焼成回数
が増えるほど、密着性は著しく劣化してくる。一方、高酸素鋼に、グランド
コート用釉薬を塗布・焼成した場合には、酸洗時間とか、焼成回数に関
わらず密着性が高く維持される。高酸素鋼に、直接１回掛け用釉薬を塗
布・焼成する場合には、Fig. 2-67 に示したように、必要とされる前処理適
正範囲に合致していれば、酸洗時間とか、焼成回数に関わらず密着性
が高く維持される。
Fig. 8-5 には、密着性の悪い部分と、良好な部分の断面写真と、剥離
試験した後の剥離部の拡大写真である。密着性の悪い部分は、鋼板/ほ
うろう層の界面が、どちらかと言えば、平板状であり、剥離した部分の外

PEI adhesion (%)

100
80

10 min
1 min
2 min

60

10 min

○□◇▽: Ti-IF系 （グランド・コート用釉薬）
●■◆▼: 高酸素系 （直接１回掛け釉薬）
●■◆▼:高酸素系 （グランド・コート用釉薬）

4 min

○●● : 1st firing
□■■ : 2nd firng
◇◆◆ : 3rd firing
▽▼▼ : 4th firing

40
20
2 min

0

1 min

0

50
100
150
Pickling loss weight (g/m2)

Fig. 8-4 : 焼成回数と、酸洗時間により酸洗減量値を変えた、
高酸素ほうろう用鋼板と、Ti-IF系ほうろう用鋼板の密着性の変化
(酸洗条件： 78 ℃ with 17% H2SO4)
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(b-1) 密着性が良好な部分

(a-1)密着性が悪い部分

板状組織

界面が凹凸状

(a-2) 密着性が悪い部分

(b-2) 密着性が良好な部分

Fig. 8-5 : 密着性が(a)悪い部分（R部が剥離し金属光沢）と、
(b)良好な部分（破壊試験部が黒色調）
(a,b-1)： 断面の光顕写真
(a,b-2)： 剥離試験後の剥離部のデジカメ写真
（※マジックの書き込みは、サンプル切出し指示ゆえ無関係）

観は金属光沢を示すことがわかる。一方で、密着性が良好な部分は、界
面部分が、互いが、互いの方へ張り出すような形態をしており、剥離した
部分の外観は、鋼板側が黒い色調で見える特徴がある。
定性的には、以上のようなことが知られており、調査できるものの、原
因を推定するためのキーになる「酸洗残渣後の表面」に、いったい、何が
分布していて、ほうろう層/鋼板の反応に影響を与えているかが、実はよ
くわかっていない。
よって、本論文では、まず、前処理後に、鋼板表面に分布する、スマッ
トと呼ばれる酸洗残渣の付着物を直接 TEM で観察して、その同定を行い、
それを受けて、複数回焼成に耐えうる鋼板の成分設計を行う。
８．２． 前処理後に表面に付着する酸洗残渣（スマット）の観察
８．２．１． 実験方法
ほうろうプロセスの前処理後に、鋼板表面に付着する形で存在する酸
洗残渣を、単に、表面から SEM 観察しても、Fig. 8-2 に示すように、同定
は困難である。
そこで、酸洗残渣を、２段レプリカサンプル作製によって、表面からは
ぎ取って、TEM サンプルとして評価することを発想した。
酸洗残渣ゆえ、酸洗時間が短かろうと、長かろうと、酸洗残渣を直接
TEM 観察さえすればよいので、TEM 観察に耐えうること（電子線が透過し
て、更に、統計的な処理できるくらいの多くの析出物が観察対象になって
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いること）を前提に、適
切な前処理条件を選ん
酸洗条件 Ni付着条件
でサンプル作製を実施
１７％硫酸 15g/L NiSO ･7H O
1 分
サンプル作製できず
× （成功確率がゼロに近い） した。
２ 分
なし
４ 分
２段レプリカ TEM サン
１０ 分
サンプル作製は出来るが、
プル作製の試行錯誤か
1 分
△ 分析対象として適当でない
ら分かったことは、単に
２ 分
４分
◎ サンプル作製可能
４ 分
分析対象としても適切
硫酸酸洗した後の表面
１０ 分
を２段レプリカサンプル
× サンプル作製できず
（成功確率がゼロに近い）
作製しても、支持膜が
Fig. 8-6 : ほうろう前処理後の表面に付着する
酸洗残渣のTEMの物理解析手法サンプル作製条件 破れてしまって、TEM の
測定に堪えないが、適
切な Ni フラッシュ処理をした後は、レプリカサンプルの支持膜が破れるこ
とが非常に少なくなることである。
要は、硫酸酸洗後の表面では、付着する酸洗残渣は、レプリカサンプ
ルを作製するに当たっては、十分にフラットでなく、かつ、一様とは言えな
い状態で付着しているので、この状態から、２段レプリカサンプルを作成
すると、支持膜を形成する際の蒸着時に、一種のシャドウイングのような
ことが起きて、指示膜自体に厚みにムラができてしまうために、支持膜が
破れやすい状況にあると推定される。
しかしながら、硫酸酸洗の後に、引き続いて行う Ni フラッシュ処理を行
うと、２段レプリカの支持膜が破れにくくなる。Ni フラッシュ処理は、酸洗
残渣の凹凸を埋めるような働くか、酸洗残渣全体を一体化させて安定化
させるかは分からないが、レプリカサンプルを作成するには有効にはたら
き、支持膜が破れにくい状況になっていると思われる。
実際に、今回の前処理条件、つまり、酸洗条件、Ｎｉフラッシュ条件では、
Fig. 8-6 に示すように、硫酸酸洗条件：７８℃、１７％H2SO4 で、Ni フラッシ
ュ条件：８２℃、１５g/L NiSO4 にて、酸洗が４分程度まで、Ｎｉフラッシュが
４分であれば、前処理後の表面に付着する酸洗残渣を観察することがで
きる。
この条件でないと、サンプル作製の成功確率が、今回のサンプルでは、
著しく低くなるが、このサンプルを使って、ＴＥＭ観察しても、酸洗残渣の
同定については、特殊で限られた条件での現象ではなく、一般化した情
報と見なすことができる。理由は、酸洗時間やＮｉフラッシュ時間での違い
で、酸洗残渣の量は変わっても、酸洗残渣を構成するものまでは変わら
ないからである。
【ほうろう前処理条件】
4

【TEMサンプル化】

2
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８．２．２． 結果
Fig. 8-7 には、Tｉ-IF 系ほうろう用鋼板と、高酸素ほうろう用鋼板の酸洗
残渣の TEM 写真である。
Ti-IF 系では、TiS 析出物が、EDX スペクトルにて、Ni と Fe と酸素のピ
ークが立つ物体に絡まって存在している。一方、高酸素系では、Cr2MnO4
析出物が、EDX スペクトルにて、Ni と Fe と酸素のピークが立つ物体に覆
われて存在している。
つまり、酸洗残渣は、これらの鋼材の鋼中析出物が、Fe や Ni（Ni フラッ
シュ由来）や酸素からなるアモルファス状の物体と絡まって存在している
ものである。
過去文献では、XRD2-259),262),263)や、鋼中析出物の分析結果
2-262),263),266),268),269),272)
や SEM 観察 2-274)-276)から類推して、酸洗残渣を同定、
または、推定して、ほうろう層の密着性の劣化に関する議論を構築してい
るものが殆どであり、今まで、酸洗残渣を直接観察した報告事例は無
い。
(a) Ti-IF系 (広角)

(b) Ti-IF系 (拡大)
TiS
TiS
entangled with Ni-oxide

TiSが、Ｎｉ系酸化物等で
絡まった形態

TiS
100nm

2μm

(d) 高酸素系 (拡大)

(c) 高酸素系 (広角)

Ni-oxide

Cr2MnO4 が、Ni系酸化物
等で覆われた形態

2μm

Cr2MnO4

100nm

Fig. 8-7 : ほうろう前処理後の
鋼板表面に付着する酸洗残渣のＴＥＭ観察
(a)(b)Ti-IF系ほうろう用鋼板 、(c)(d)高酸素系ほうろう用鋼板
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今回の TEM レプリカサンプルを使った結果は、過去文献で報告されて
きた考え方とは必ずしも一致しない。
例えば、FeSO4・7H2O と見なす考え方 2-259),262),263)とも異なり、酸洗残渣
を FeTiP であるとする考え方 2-271),274)-276)が提示されていたが、どれも、
我々の考え方に一致しない。
Fe と Ni と酸素からなるアモルファス状の物体と、鋼中析出物が絡まっ
たものが、前処理後の表面にのっていて、ほうろう層との反応によって、
特に、Ti-IF 系ほうろう用鋼板のみが、密着性が悪く、複数回焼成での密
着性劣化が著しい。この事実から判断して、TiS 自体が、ほうろう焼成時
に、なんらかの反応して、悪影響を与えていると判断するのが妥当であろ
う。
TiS 自体は、３００～５００nm の大きさで、耐つまとび性にも有効に機能
するはずであるから、TiS 自体を析出しないような成分設計（例えば、低 S
化など）は採用できない。
次項では、ほうろう前処理時に、鋼中の TiS 析出はそのままに、酸洗
減量値を少なくするように、成分設計することによって、複数回焼成時で
も十分な密着性を達成する検討を行う。
８．３． 複数回焼成に耐えうる、Ti-IF 系ほうろう用鋼板の成分設計
８．３．１． 実験材と実験方法
Table 8-1 に示す、Ti-IF 鋼系ほうろう用鋼板をベースに、Cu と P 量を
系統的に変えた化学成分を有する鋼をラボ溶解によって作り、ラボ熱延

Table 8-1 :
Ti-IF系ほうろう鋼ベースに、P量とCu量を系統的に振った材料成分
0.001P
&
0.020~0.050Cu
0.008P
&
0.020~0.050Cu
0.012P
&
0.020~0.050Cu
0.016P
&
0.020~0.050Cu

C
0.001
0.002
0.001
0.004
0.001
0.002
0.002
0.002
0.001
0.002
0.002
0.002
0.002
0.003
0.002
0.002

Si
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Mn
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13

P
0.001
0.001
0.001
0.001
0.008
0.008
0.008
0.008
0.012
0.011
0.011
0.011
0.016
0.015
0.016
0.016
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S
Sol Aｌ
0.026 0.032
0.026 0.029
0.024 0.035
0.025 0.032
0.026 0.037
0.027 0.036
0.030 0.042
0.025 0.040
0.022 0.037
0.027 0.037
0.027 0.042
0.029 0.040
0.028 0.041
0.028 0.039
0.030 0.035
0.030 0.034

N
0.01
0.011
0.007
0.007
0.008
0.008
0.009
0.008
0.009
0.01
0.009
0.01
0.008
0.008
0.008
0.009

Cu
0.020
0.030
0.039
0.049
0.021
0.030
0.039
0.048
0.020
0.030
0.040
0.049
0.021
0.030
0.039
0.049

Ti
0.110
0.101
0.103
0.101
0.105
0.102
0.106
0.102
0.103
0.104
0.106
0.103
0.102
0.099
0.100
0.100

Degreasing
Rinse
Pickling
Rinse
Ni flush

Table 8-2 : 複数回焼成実験に用いた釉薬H
（グランドコート）の調合組成

50g/L sodium silicate
at over 90 deg.C for 10 min
with Hot water and then
overflowing water (RT)
by time controlling : 1, 2, 4 and 10 min
at 78 deg.C with 17% H2SO4
with overflowing water (RT)
for 4 min at 82 deg.C
in pH2.8 with 15g/L NiSO4･7H2O

Neutralization

with Na2CO3 and NaNO2
in deionized water

Rinse
Coating

H for ground-coat
2232 frit
2236 frit
2240 frit
Silica
Clay
Borax
NaNO2
Deionized Water

blending
350
350
300
50
70
5
2.5
500

“H” for ground-coat to Ti-IF
-

で、仕上温度８９０℃、巻取温
度６４０℃で実施し、酸洗・冷間
“H” for 5 min in 850 deg.C
圧延後に、アルゴン雰囲気で
#1 Firing
at 30 deg.C dewpoint
再結晶焼鈍したものを用意した。
#2 Firing
サンプルは、１００mm 角のもの
を使った。Cu と P の条件を振っ
#3 Firing
(PEI adhesion)
たのは、Cu は多いほど、酸洗
#4 Firing
を阻害し、P は少ないほど、酸
洗を阻害するためである。
Fig. 8-8 :
このサンプルの酸洗減量値
前処理、施釉、焼成、密着性測定フロー
を評価すると共に、複数回焼成
時の密着性を評価した。実験フローは、Fig. 8-8 に示してあるが、重要な
部分のみを説明する。前処理条件は、酸洗は、７８℃、１７％H2SO4４分間
実施し、Ni フラッシュ処理は、８２℃、１５g/L NiSO4・７H2O で４分間実施し
た。施釉は、Table 8-2 に示す調合組成のグランドコート向け H 釉薬を使
って両面両面共に、約１００μm 程度のほうろう層を形成させてから、PEI
密着性によって、ほうろう層の密着性を評価した（３．５項参照）。
Drying

８．３．２． 結果
結果を Fig. 8-9 と、8-10 に示す。
Fig. 8-9 より、P が低いほど、酸洗減量値を小さくでき、Cu 量は多い方
が、酸洗減量値が低く抑えることができる。
Fig. 8-9 から、酸洗減量値の異なる５条件を任意にピックアップして、複
数回焼成の評価も併せて行った。
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80

0.02%Cu

PEI adhesion (%)

Pickling loss weight (g/m2)

ピックアップした５条件
は、以下のとおりである。
60
①0.045%Cu-0.011%P 材
0.03%Cu
（酸減値：35g/m2）、②
0.04%Cu
0.050%Cu－0.016%P 材（酸
40
0.05%Cu
減値：30g/m2）、③
0.050%Cu－0.011%P 材（酸
20
減値：25g/m2）、④
0.030%Cu-0.001%P 材（酸
0
減値：18g/m2）、および、⑤
0
0.005 0.010 0.015 0.020
Fig. 8-9 には掲載されてい
P content (%)
ない、実機 CAL などの焼
Fig. 8-9 : Cu量、P量に対する酸洗減量値
鈍した、Ti-IF 系ほうろう用
（酸洗条件： 4 分間、78 ℃、17% H2SO4）
鋼板を使い、これは、
100
0.033%Cu-0.011%P（酸減
値 56g/m2）である。これら
90
の複数回焼成時の密着性
の変化を Fig. 8-10 に示
80
す。
いずれの例も、焼成回
70 ■: 18g/m2
□: 25g/m2
数が増えると、一様に、密
2
●:
30g/m
60
着性は劣化するが、鋼材
○: 35g/m2
の酸洗減量値によって、
×: 56g/m2
50
劣化する具合が異なる。
1
2
3
4
Cu 量、P 量に関わらず、
Firing
酸洗減量値のみで整理す
Fig. 8-10 :
ることができる。つまり、酸
複数回焼成時の密着性の劣化挙動
洗減量値が小さい場合に
は、複数回焼成しても密着性の劣化は少なく、良好な密着性を維持でき
る。一方、酸洗減量値が大きい場合には、劣化具合が一層目立つ。
□: 0.02%Cu
■: 0.03%Cu
○: 0.04%Cu
●: 0.05%Cu

８．４． 考察
ほうろう層との密着性が劣化することは、数々のほうろう用鋼板がある
中で（Fig. 2-64）、Ti-IF 系が特に目立つ現象である。
本博士論文にて、ほうろう前処理工程時に、表面に付着している物体
（酸洗残渣）は、析出物と、Fe 系（Ni 系：Ni フラッシュ由来）と酸素が作るア
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モルファス状の酸化物と絡みあったものであることが判明した。Ti-IF 系
ほうろう用鋼板では、TiS が、これらと絡み合っており、これが密着性の劣
化に影響していると考えざるをえない。
それは、高酸素系ほうろう用鋼板の場合には、Ti-IF 系の TiS が、
Cr2MnO4 に代わったものであり、これは、全く密着性の劣化が見られない
ことからも、TiS 自体が密着性の原因であることを示唆している。
また、Fig. 8-5 に示すように、Ti-IF 系ほうろう用鋼板に、ほうろう層を形
成させると、ほうろう層の断面検鏡では、下地鋼板とほうろう層の界面に、
常に半球状の泡が見られる。一方、Fig. 2-53 に示すように、高酸素鋼を
使った際には、界面にそういった泡が見られない。
よって、Ti-IF 系ほうろう用鋼板では、表面に付着する酸洗残渣（主に
析出物）の主成分の TiS が、ほうろう製造プロセスの際に、８００～８５０℃
で数分間焼成させる際に、溶融ガラスの成分か、酸素か、水分等と、反
応し分解し、泡を出すのではないか。一方で、高酸素鋼では、前処理後
に付着する酸洗残渣は、Cr2MnO4 で酸化物ゆえに、ほうろう焼成温度域
の８００～８５０℃では安定しているため、高酸素鋼は密着性の劣化が起
こらないと推定される。
TiS が主原因なら、TiS が析出しないような材料設計をすることを考え
るかもしれないが、それは不可能である。Ti-IF 系ほうろう用鋼板では、し
つま

TiS と TiN の粗大析出物を作り込むことによって、耐爪とび性（Fig. 2-59）
を確保しているからである。そのため、根本解決とは言えないまでも、酸
洗挙動がマイルドになるように、つまり、今回のように、同一薬液で酸洗
した時に、酸洗減量値が少なくなるように、Cu 量や P 量の最適化を実施
する方法が現実的な選択肢となる。TiS 自体は、鋼が溶けにくくなってい
るので、鋼中に留まり、出てこないため、鋼中にには従来どおり存在して
おり、耐爪とび性を確保しつつ、密着性の確保も可能性になる。
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９章
総括
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９章． 総括
本論文では、鉄鋼材料の析出現象に関して、従来知見を洗い直し、
【新しい考え方】を提示することを目的としている。
その新しいメカニズムは、今、我々が直面する析出現象に限定して通
用するものではなく、過去から営々として報告されている現象も包含して
説明でき、かつ、将来の状況をも予想できる包括的かつ統一的な考え方
を提示するものである。
我々鉄鋼材料の研究者は、あまり意識することがないが、実は、我々
の世代以降は、画期的、かつ、大きな技術革新が終わってしまった後に
位置づけられる世代であり、その技術革新自体を直接経験しているかど
うかが微妙な年齢である。技術革新は、画期的であるほど、昔の技術が
全く廃れてなくなってしまい、今の技術に取ってかわっているので、今の
技術の前に、何があったかは、実体験としてはよくわからない。
一方で、鉄鋼材料の知識は、どちらと言えば、昔の鋼、つまり、成分が
濃く、平衡状態での製造していた時代の研究成果に基づいたものだ。
この知識を使って、現在製造されている鉄鋼材料で起こっている現象
を理解しようと努めるが、必ずしも、全てが、うまく説明できるわけではな
い。実は、何かが変わってしまったために、従来の知見が通用しなくなる
局面が増えているのである。
何が変わったのか？それは、特に、成分と製造方法である。つまり、成
分が希薄化（高純度化）したため、今までは、不可避不純物として考慮す
る必要がなかった元素が、析出物形成元素として働くことが見えるように
なってしまったことである。同時に、製造方法が、バッチ式の鋼塊法とか、
バッチ式のコイル焼鈍炉を前提としてきたのが、最近は、連続鋳造、連続
焼鈍などといった、急加熱・短時間保持・急冷却と主体とした熱履歴に変
わってきたため、析出挙動が、平衡論にしたがって、反応が満了するまで
続くことは稀で、熱力学的な視点では途中で止まってしまって、それが為
に、別の析出現象が出現するようなことも見られるようになった。
本論文では、こういった背景を踏まえ、現在直面する現象をうまく説明
できると共に、過去のレポートでの現象をも解釈でき、将来に遭遇する現
象をも予測できる【新しい考え方】を提示するものである。特に、微量 Cu、
微量 Cr、ほうろう用鋼板にスポットを当てて、析出現象を見直してみた。
本論文で述べられる内容の要旨は、以下のとおりである。
１章は、背景と目的を示したものである。
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現在直面する現象を解釈する際に、従来からの知見が、必ずしも、適
用できるわけではないことについて、技術革新を受けて、製造方法や化
学成分が、従来想定されていたものとは乖離があって、急加熱・短時間
保持・急冷の製造プロセスを志向するようになり、最近の製造方法では
非平衡に片寄った傾向にあること、及び、化学成分が、高純度化すること
によって、今まで、意識する必要がなかった不可避不純物が、固溶のま
まではなくて、析出物形成元素として働くことが見られることなどについて
説明すると共に、本論文で取り扱う内容について、簡単に紹介を行う。
２章は、包括的な過去文献調査を示したものである。
Cu-S に関する従来知見、炭化物等の非化学量論組成（例： TｉＣｘのＸ
値）に関する過去文献調査を示す。更に、ほうろう用鋼板の調査を行った。
本研究と、過去知見の彼我を明らかにした。
３章は、実験方法のうち、本論文で重要な５つの方法について、章立て
して説明を行ったものである。
Cu、Cu-S 析出等を TEM 観察する際に気をつける点、形態別定量手法、
TEM-EELS のプラズモン損失ピークを使った非化学量論組成の同定方
法や、ほうろう層の密着性試験方法について説明した。
４章は、微量 Cu による Cu-S 析出を考慮した上で、鋼中の硫化物席集
挙動に関する考え方を提示するものである。
不可避不純物として鋼中に極微量だけ混入している Cu 濃度は、０．０
１％であり、今までは、固溶していると誤解される場合が多かったが、極
微量のレベルでも Cu-S 析出を引き起こすことを指摘した。しかも、析出
温度は、フェライト域の低温で、急冷工程でも析出する特徴がある。
また、硫化物全体の析出挙動をも説明するメカニズムを提示した。
そのメカニズムは以下のように示すことができる。Ti 無添加系では、Ti
が関わる部分を省いて考えればよい。
第１反応：
4TiS＋2［C］ → Ti4C2S2＋2[S]
・・・（１）
第２反応： (競合する３つの反応候補)
4[Ti]＋2[C]＋2[S] → Ti4C2S2
・・・（２）
[Mn]
＋[S] → MnS
・・・（３）
[Cu]
＋[S] → Cu-S
・・・（４）
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５章は、析出物の非化学量論組成（例： TiCｘの「X」）を、TEM-EELS
のプラズマ損失ピークのシフトから同定する方法を使って、実際に鋼中の
炭化物、炭窒化物の元素比を決定した。Ti-IF 鋼中の TiCｘでは、X は１で
はなく、約０．８５程度になっていた。
６章は、Ti-IF 鋼において、硫化物形態別定量に加えて、炭化物、窒化
物の形態別定量を行ったものである。その際に、５章の非化学量論組成
を活用した。
７章は、高酸素ほうろう用鋼板における酸化物析出挙動を論じたもの
である。従来のリムド鋼と成分が全く同じものを、連続鋳造で製造すると、
材質がやや硬めになる特徴がある。
鋼中に含まれる極微量 Cr（０．０２％）が、連続鋳造では、Cr2MnO4 酸
化物となり、微細析出するために、硬質化することを示し、それを避ける
ためには、０．０５％程度の Cr を添加するとい、Cr2MnO4 酸化物が成長す
るため、問題がなくなることを示す。
８章は、Ti 添加系ほうろう用鋼板の鋼板/ほうろう層の密着性が良くな
い理由と、その解決策を述べたものである。
ほうろう製造プロセスは、鋼板を前処理してから、施釉して、焼成され
る。しかしながら、前処理した後、前処理後の鋼板表面に付着している酸
洗残渣については議論があって、同定されてこなかったが、工夫した２段
レプリカサンプル作製によって、酸洗残渣が、主に鋼中析出物（TiS）から
構成されることを示した。ほうろう用鋼板では、耐つまとび性の確保のた
め、鋼中に粗大析出物を作り込んでおく必要があるので、TiS がでないよ
うな製造作り込みができない。そのため、Cu 量、P 量の最適化によって、
酸洗されにくく、それゆえに、TiS が酸洗残渣に含まれないように成分設
計すると、ほうろう密着性の向上が見込めることを示した。
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テップアップや、将来に遭遇するであろう難問に立ち向かうためには、こう
いった基礎的な部分を大切にしないと乗り越えることができないと、私は
考えます。人に言わせると、道草なのかもしれません。表面的に見てしま
うと、私の研究担当範囲のメインの部分とは言い切れない部分でありま
すが、違った角度から見ると、基礎的で、かつ、原理的な理解に関わる部
分で、全てに渡って共通する重要な部分です。こういった部分をまとめる
ことが出来たこと、また、そういった機会を頂いたこと自体、私は幸福を感
じます。関係各位の皆様には、心から、感謝申し上げたいと思います。
さて、本博士論文のもとになる、社外発表をはじめて、最終的な形にす
るまでには、足かけ１７年間の年月がかかってしまいました。原点にある
発想、および、そこから予測しうる多くのことは、研究の初期に、すでに、
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私の頭の中にあったものです。すいぶん回り道をしました。当たり前のよ
うに、本業である研究開発をしながら、本博士論文や、本論文につながる
発表や論文作成に関わり、非常に大変でした。
そういった中、様々な方面から、御助言、御指導頂いたことに対して、
心から感謝申し上げたいと思います。
特に、指導教官の黒田光太郎教授には、論文作成全般にわたって適
切なご指導と、論文の内容についての指針など様々な御助言を頂きまし
た。大変お世話になり、心から感謝申し上げます。2006 年秋頃に、半ば
飛び込みの形で、先生の研究室の扉を叩き、受け入れて頂くことが決ま
った時から、本博士論文をまとめる作業を始まりました。最近２年間は、
黒田光太郎教授の御指導のもと、Cu-S の析出現象のメカニズムに関わ
る追加試験を行いました。議論にも積極的に関わって頂きました件も、大
いに感謝申し上げたいと思います。
また、本論文を御審査頂いた、丹司敬義教授、森永正彦教授、岩井一
彦准教授、村田純教准教授には、感謝申し上げたいと思います。論文の
やりとりを通して、様々なことを教えて頂き、学ぶことができました。
村山尚志氏（日本磁力選鉱(株)へ出向、当時・NKK 基盤技術研究所
[現・JFE スチール]）にも、心から感謝申し上げたいです。本研究の当初
の化学分析側のパートナーであり、電顕側で、私が Cu-S 析出現象を見
つけてから、議論に定量性を持たせるために実施した Cu-S の形態別定
量の実験方法に関して、初期の立ち上げに関わった同志であります。彼
のおかげで、定性的に片寄りがちな TEM 観察ベースの実験結果が、定
量的な側面から厚みをもつことができました。
坂田敬博士（現・JFE テクノリサーチ、当時・JFE スチール スチール研
究所 部長）は、論文をまとめる段階（～2009 年 3 月）において、私の上
司に当たり、学位取得の機会を頂いたことと、追加試験の検討に関する
相談や、積極的に議論に加わって頂いたこと、大いに感謝申し上げます。
数回発表して以来１０年間ほど沈黙させていた本論文に関わる結果を、
再度、世に問うように薦めて頂いた恩人でもあります。
佐藤馨博士（JFE スチール スチール研究所 部長）は、私の解析部門
の研究部に所属した際の上司にあたり、様々な議論や、実験に関する指
導含めて、お世話になりました。感謝申し上げます。本博士論文の半分
程度は、ここでの研究御指導によって、開始されたものです。
細谷佳弘博士（JFE スチール スチール研究所 主席研究員）は、私が
薄板研究に関わった際の上司にあたり、Cu-S 析出絡みの熱処理試験や、
ほうろう用鋼板に関する試験のみならず、日々の開発研究を通して、
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様々な鉄鋼材料全般に渡って共通する、直観みたいな大切なものを御指
導頂きました。感謝申し上げます。
また、当時の鋼管計測（株）（現・JFE テクノリサーチ（株））、かつ、JFE
テクノリサーチ（株）にて、主に TEM 用レプリカサンプル作製に協力頂い
た、新分成人氏、奥西栄治氏（現・日本電子（株））、村田薫氏（現・FEI
（株））、野口俊明氏には、非常にお世話になりました。
また、本博士論文につながる論文や発表に関わった人たちに、お礼を
申し上げたいと思います。山田克美博士、千野淳博士、島芳延氏、木戸
章雅氏、森田正哉氏、藤田毅博士、松木康浩氏、井上正博士、三田尾真
司博士、荒木健治博士、田原健司氏、黒河照夫氏、杉原玲子氏には、ご
協力ありがとうございました。
最後に、両親、義母を含めた、家族の協力に感謝したいと思います。
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