
1.  緒言

近年地球環境保護の観点から，自動車の車体軽量化によ
る燃費向上と乗員保護の観点から衝突安全性もこれまで以
上に重要になってきている。鋼板の板厚の増加や補強部材
の追加による車体の強化は可能であるが車体重量の増加と
なる。相矛盾するこれらの要求に応える技術のひとつが高
強度鋼板，ハイテンの開発である。しかしながら，鋼板の
高強度化は成形性の劣化という課題を抱えるために，適用
される部材に応じた高い成形性を有する高強度・高加工
性鋼板の開発が必要である。そこで，高強度化と高延性化
を両立するために注目されているのが，残留オーステナイ
ト型複合組織を利用したハイテンである 1–10）。このハイテ
ンは，準安定オーステナイトを含む鋼を変形させると変形
中にオーステナイトがマルテンサイトに加工誘起変態をす
ることで硬化し，変形の局所化が抑制され，未変態オース
テナイトに変形が移行することによって高い伸びが得られ
る。加工誘起マルテンサイト変態によって塑性変形が促進

されるためTRIP（Transformation Induced Plasticity）現象と
呼ばれ，この残留オーステナイト鋼はTRIP鋼 1,2）と称され
ている。現在，次世代自動車用ハイテンの目標は，引張強
さTS×全伸びTEl≧30000 MPa%と言われており 10），この
目標を達成するための材料開発が進められている。その開
発鋼は第3世代AHSSとして位置づけられ，他には，Q and 
P鋼（Quenching & Partitioning）等 11）が提案されている。
この背景のもと，低C中Mn鋼である0.1%C-2%Si-5%Mn

組成の微細フェライト＋オーステナイト組織鋼は 12），従
来TRIP鋼に比べきわめて単純な二相域焼鈍によって製造
することができ，高強度（TS＝1200 MPa），高延性（TEl＝
25%）を示すことが報告されている 13,14）。また，Cを高めた
結果も報告されている 15,16）。
しかしながら，0.1%C-2%Si-5%Mn鋼では，最適なオース

テナイト分率（20%～30%）を得るのに長時間（3600 s）を
要する 12）。現在の冷延TRIP鋼生産プロセスは，冷間圧延後
の焼鈍方法に箱型炉を用いるバッチ焼鈍ではなく，連続焼
鈍 6）である。連続焼鈍プロセスは，二相域加熱とオーステ
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ンパー処理の組み合わせといった複雑なプロセスではある
が，600 s以内にプロセスを完了させることができる。
そこで本研究では，0.1%C-2%Si-5%Mn組成の微細フェラ

イト＋オーステナイト組織鋼の実用化を目指すために，極
短時間（600 s）で超微細フェライト＋オーステナイト組織を
生成することを目標とした。極短時間化の切り口として，二
相域焼鈍の前組織に注目し，微細フェライト＋セメンタイ
ト組織 17–21）およびマルテンサイトを二相域焼鈍の前組織と
した。この二つの前組織に対して，焼鈍温度と焼鈍時間を
変化させオーステナイトの体積率の変化を調査した。同時
に，焼鈍前組織が焼鈍後の微細フェライト＋オーステナイ
ト組織の強度・延性にどのような影響を与えるかも調べた。
さらに，微細フェライト＋オーステナイト組織鋼の強

度・延性発現機構を調べるために，SPring-8の高輝度放射
光を用いて引張試験その場X線回折を行い 22），引張変形中
のオーステナイト体積率のダイナミックな変化を調べ，強
度および延性と関係づけた 23–26）。特に，二相域焼鈍前組織
の影響に焦点をあて，前組織が焼鈍後の力学的特性，加工
誘起変態挙動にどのような影響を及ぼすかを調べ，高強
度・高延性化の指針を明らかにすることを目的とした。

2.  実験方法

2・1　供試材作製，引張試験，組織観察
Table 1に示す化学組成の鋼を，真空溶解によって20 kgイ

ンゴットを作製した。その後，1200℃で熱間鍛造を行い，38 
mm×38 mmの角棒に成形した。その角棒に対し，温間多
パス溝ロール圧延を行った 17–21）。圧延条件は，550℃で1時
間加熱保持後，3パスごとに再加熱を繰り返して，断面が14 
mm×14 mmになるまで圧延を行った。得られた組織は超
微細フェライト粒とセメンタイト粒子からなる組織である
（Fig.7（a））。この圧延材の組織をマルテンサイトにするた
めに，1200℃で3600 s加熱保持しオーステナイト化した後，
空冷を行った（Fig.7（b））。以後フェライトをα，オーステナ
イトをγ，セメンタイトをθ，マルテンサイトをMで表す。
作製した微細α＋θ組織材とΜ組織材に対して，Fig.1に

示すように，α＋ γの二相域である625℃と675℃で600 s，
1800 s，3600 sで熱処理を行った。また，比較材として，従
来TRIP鋼を作製した。Table 2に示す0.13%C-2%Si-1.6%Mn

の組成を有する冷延鋼板に対し，Fig.2に示すように，
830℃で60 s保持後700℃まで10 K/sで徐冷，さらに60 K/s
で400℃まで急冷し，400℃で10 s，60 s，480 s保持するオー
ステンパー処理 27）を行った。
試料の組織観察は，Fig.3に示す角棒のTD面に対して，

FE-SEMとEBSDを用いて行った。鏡面研磨時の加工誘起
変態層を除去するため，TD面を#2000まで機械研磨し，さ
らに電解研磨により100 µm以上除去した。電解研磨条件
は，電解液として，過塩素酸＋エタノール（1：9）を用い
た。EBSD測定では，加速電圧15 kVで，ステップサイズ
0.05 µmで行った。

Table 1.  Chemical composition of the steel used (wt%).

C Si Mn P S N
0.1 2.0 5.0 < 0.01 < 0.01 0.002

Table 2.  Chemical compositions of conventional TRIP steels 
used (wt%).

C Si Mn P S Al N
0.13 2.0 1.6 0.006 0.0017 0.03 0.0032

Fig. 1.  Heat treatment conditions to obtain ferrite + austenite 
structures from prior structures, (a) ultrafine ferrite + 
cementite structure (α+θ) and (b) martensite structure 
(M).

Fig. 2.  Austempering condition to obtain conventional ferrite + 
austenite TRIP steels.

Fig. 3.  Observed direction (TD or ND plane) and area by SEM-
EBSD in rolled materials.
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γ粒中の固溶C濃度は，株式会社リガク製SmartLabを用
いたX線回折結果から求めた。ブラッグの式と面間隔dか
ら，格子定数は式（1）より求めることが可能である 28）。

   （1）

Cu-Kα線を用いたのでλ＝1.542（Å）を代入し，θは測定に
よって得られた角度を用いる。またh，k，lは面指数（hkl）
である。この式より γ相（111），（200），（220）それぞれの γ

の格子定数を求めた。これを（cos2θ/sinθ）＋（cos2θ/θ）によ
りθを90°に外挿する方法 29,30）を用いて γの格子定数aγ（Å）
とし，式（2）に示すDyson and Holmesの式 31）より算出した。
MnγはFE-EPMAより測定した γ中のMn濃度を代入し，従
来TRIP鋼の場合は，供試材の成分値を代入した。

   （2）

引張試験は，インストロン社の引張試験機を使用し，熱
処理された角棒から採取した，Fig.4に示す直径3.5 mm,平
行部長さ24.5 mmの丸棒引張試験片を用いて，クロスヘッ
ド速度0.5 mm/min（ひずみ速度4.9×10－4 s－1）で試験を
行った。変位の測定は標点間距離17.0 mmの伸び計を用い
て計測した。
2・2　引張試験In-situ透過X線回折実験
二相域焼鈍で得られたα＋ γ組織におけるγが，強度と延
性に及ぼす影響を直接解析するために，引張試験中の γ体
積率の変化を調査した。熱処理された角棒からRD方向が
引張方向になるように引張試験片を採取した。Fig.5に示す
平行部長さ12 mm，幅2.5 mmの板状引張試験片を作製し
た。放射光を透過させるために，板厚を0.5 mmと薄くした。
引張変形を進めながらの γ体積率の変化を In-situ測定する
ため，広い回折角度範囲にわたる回折プロファイル変化を
短時間で行う必要がある。よって本研究では高輝度X線を

用いることのできるSPring-8放射光施設のBL19B2および
BL15XUのビームラインを用いた。Fig.6に測定系の模式図
を示す 22）。X線のエネルギーは30 keVとし，ビームサイズ
は試験片幅方向に2.5 mm，引張方向に200 µmとした。ゴニ
オメータ上に小型引張試験機を設置し，引張試験片の法線
方向からX線を入射させた。そしてその試験片の後ろ側に
1次元検出器MYTHENまたはイメージングプレート（IP）
や二次元検出器PILATUSを設置し，30 keVで引張試験 In-
situ透過X線回折実験を行った 23–26）。引張試験のクロスヘッ
ドスピードは，0.245 mm/min，時間分解能は2 sで行った。
初期 γ体積率は式（3）を用いて 32），hkl理論回折強度Rと
得られた散乱角におけるα相（110），（200），（211）と γ相
（111），（200），（220）のピーク面積強度比より求めた。添
え字 jは，計算に用いた j番目の回折ピークであることを示
し，nは，計算に用いた γおよびαそれぞれの回折ピークの
数（n＝3）を示す．

   （3）

また，引張試験中の γ体積率は γ相（200），（211），（311）の
初期ピーク面積強度和からの減少率と初期 γ体積率の積か
ら算出した。

3.  結果および考察

3・1　二相域焼鈍後の組織
Fig.7に二相域焼鈍前組織である微細α＋θ組織とΜ組織

のSEM像を示す。微細α＋θ組織は，微細伸長α粒と粒状θ

Fig. 4.  Dimension of the tensile test specimens.

Fig. 5.  Dimensions of the tensile test specimen used for in-situ 
X-ray diffraction in SPring-8.

Fig. 6.  Schematic illustration of the in-situ X-ray diffraction 
measurement system in SPring-8 BL19B2 and BL15XU. 
(Online version in color.)

Fig. 6.  Schematic illustration of the in-situ X-ray diffraction 
measurement system in SPring-8 BL19B2 and BL15XU. 
(Online version in color.)
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からなる組織で，白い粒子であるθは，α粒界と粒内に多量
に分散している。それに対して，Μ組織はパケットやブッ
ロクから構成され，ブロックは板状粒であり，ブロック境
界が非常に多くθは存在しない。この微細α＋θ組織とM
組織に対して二相域焼鈍を行った。二相域焼鈍時間と組
織の関係を表したものがFig.8である。焼鈍時間は600 sと
3600 sに限り，EBSD-IPF（逆極点図）map，Grain boundary 
mapとPhase mapを示す。観察面のND方向をマッピングし
たものであり，ステレオ三角形に色と方位の関係を示す。
粒界マップの赤線は方位差角15°以上の大角粒界，青色が
方位差角5-15°の中角粒界，薄青色が方位差角5°未満の小
角粒界である。ほぼ大角粒界からなっている。Phase mapの
赤色と緑色がそれぞれ，フェライト相（α）とオーステナイ
ト相（γ）を表している。
焼鈍前組織微細α＋θを675℃で二相域焼鈍するとαと γ

から構成される組織となり，ともに等軸状であり，α粒径
と γ粒径は2 µm以下と超微細等軸粒組織であった。これ
は，焼鈍前組織中に分散するθを核として γが生成し，また
γの形状として，粒界三重点付近では球形，粒界上では板状
となった 33）。一方，焼鈍前組織Mを675℃で二相域焼鈍す
ると，焼鈍前組織同様にα，γともに，板状・針状組織であっ
た。マルテンサイトはパケット・ブロック・ラス構造をな
すが，ブロックは結晶方位がほぼ同じラスの集団からな
り，同一パケット内に存在するブロックは旧 γの（111）面
を共有する。EBSD解析で得られたPhase mapと IPF map結
果から，ブロック境界に針状 γが生成していることがわか
る。また，ブロック内にも針状 γが生成している。これはM
のラス境界からも γが生成した結果と考えられる。このこ
とから γの核生成サイトはMのラス，ブロック境界である
と考えられる。
焼鈍前組織が微細α＋θの場合，焼鈍時間が600 sから

3600 sに増加すると，α粒の結晶粒はやや粗大化した。一
方，γ粒は，粒径，体積率ともが増加した。焼鈍前組織がM
の場合，α粒，γ粒ともに粗大化している。

Fig.9に二相域焼鈍温度・時間の変化に伴うオーステナ

イト体積率の変化を示す。どの焼鈍温度においても，焼鈍
時間が長くなるにつれ，オーステナイト体積率は増加し
た。また同一保持時間で比較すると675℃の場合，γ体積率
が増加した。これは，高い焼鈍温度ではα-γ平衡分率にお
ける γの相比が大きくなるためであり，また，拡散も速く
なるためだと考えられる。焼鈍前組織が微細α＋θの場合，
675℃の3600 sの焼鈍で体積率36.4%の多量の γが得られ
た。それに対して，焼鈍前組織がMの場合，24.3%であっ
た。さらに，焼鈍前組織が微細α＋θの場合，600 sの短時間
焼鈍においても γ体積率20%と高くなり，焼鈍前組織がM
の場合の10%に比べ，2倍の γ体積率が得られた。
逆変態によって，γは生成するが，そのプロセスの模式
図をFig.10に示す。Fig.10（b）に示すように，焼鈍前組織M
からの逆変態の場合，過飽和C固溶体であるMから，まず
θがラス，ブロック境界に多数析出し，それらが合体して
つながり，細かい針状θに成長し，その針状θから γが核生
成すると考えられる。その結果，針状θから針状 γが生成す
ると考えられる。それに対して，Fig.10（a）に示すように，
焼鈍前組織が微細α＋θからの逆変態の場合，もともとα粒

Fig. 7.  SEM micrographs of prior structures, (a) ultrafine ferrite + cementite structure (α+θ) and (b) martensite structure (M). White 
particles in (a) are cementite.

Fig. 9.  Change in austenite volume fraction with annealing time 
at 675°C and 625°C as a function of prior structures, α+θ 
and M. (Online version in color.)

Fig. 9.  Change in austenite volume fraction with annealing time 
at 675°C and 625°C as a function of prior structures, α+θ 
and M. (Online version in color.)
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Fig. 8.  EBSD-IPF maps, grain boundary maps and phase maps of ferrite + austenite structures from prior structures (a) α+θ and (b) M 
obtained by intercritical annealing in 0.1%C-2%Si-5%Mn steels.

Fig. 14.  Elemental mappings of Mn by FE-EPMA, in ferrite + austenite structures from (a) α+θ and (b) M, obtained by annealing at 
675°C for 600 s.
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界と粒内に多量に分散しているθから γが核生成し 34），等
軸の γが生成すると考えられる。このように逆変態 γの優
先核生成サイトとして微細分散するθが有効に作用し，極
短時間（600 s）での γ（21%）の多量形成が可能となったと
思われる。更に，微細分散しているθ中には，Cが高濃度で
あるのは当然であるが，Mnも高濃度であると考えられ，焼
鈍前組織Mの場合のように，θが生成するプロセスやそこ
に生成した γ中のMnの濃縮プロセスが必要ない。

Thermo-Calcの計算では，焼鈍前組織の微細α＋θを作
製する時の圧延温度である550℃におけるθの組成は，
（Fe0.49，Mn0.51）3Cであり，θ中にはMnが高濃度に濃縮して
いることが推定できる 35）。一方，焼鈍前組織がMの場合
は，1200℃からの焼入で作製されているため，MnやCはマ
ルテンサイト中に均一に存在していると考えられる。

Fig.11とFig.12に，焼鈍前の微細α＋θ組織と，焼鈍前の

Fig. 11.  SEM micrographs of the prior structures (a) α+θ and (b) M heated at 675°C without soaking followed by water quenching (675°C 
for 0 s).

Fig. 10.  Models of the reverse transformation processes from 
prior structures (a) α+θ and (b) M. (Online version in 
color.)

Fig. 12.  TEM micrographs of the specimens prepared by C extraction replica. (a) shows cementite particles in initial α+θ structure, 
(b) and (c) show cementite particles in α+θ structure and M structure heated at 675°C without soaking followed by water 
quenching (675°C for 0 s).

Fig. 10.  Models of the reverse transformation processes from 
prior structures (a) α+θ and (b) M. (Online version in 
color.)
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α＋θ組織とΜ組織を675℃に加熱し保持することなく直
ちに水冷して得られた時の組織のSEM像とTEM像を示
す。TEM観察用サンプルは抽出レプリカ法により作製し
た。Fig.11（a）より，微細α＋θ組織の場合，伸長αは再結晶
して等軸化している。また，θも確認できる。Fig.11（b）で
は小さな球状θが多数析出していることが観察され，さら
に ,針状組織の析出も観察される。

Fig.12（a）からわかるように，焼鈍前の微細α＋θ組織
にはθ粒が多量に存在している。Fig.12（b）より，675℃に
加熱直後の段階で，θの個数は減少し，その大きさも小さ
くなっている。これは逆変態により γの生成が開始してい
るためである。焼鈍前組織がMの場合，Fig.12（c）より，
Fig.11（b）で観察された針状組織はθと思われる。また ,一
部は γと思われる。Fig.13のTEM-EDS分析の結果より，焼
鈍前の微細α＋θ組織中のθには50.8（wt%）とほぼ化学量
論組成のMnが存在していた。しかし，二相域へ加熱直後
にθ中のMn濃度が減少したのは逆変態 γへのMn移動がす
でに生じていることが考えられる。焼鈍前組織がMの場
合，針状θは昇温過程で生じたものであり，θ中のMn濃度
が36.6（wt%）と微細α＋θの場合と比べると低かった。こ
れは化学量論組成に達するのに必要な時間がなかったため
と思われる。
したがって，焼鈍前組織が微細α＋θの場合，微細分散す

るθ中にすでにMnが高濃度に存在しており，これが安定
性の高い γの短時間形成を可能にしたと考えられる。
二相域焼鈍後のα＋ γ組織に関して，FE-EPMAによる，

Mn濃度マッピングの結果をFig.14に示す。Fig.14（a）に示
す焼鈍前組織が微細α＋θで675℃600 s焼鈍を行った場合，
γ中のMnが極めて高い。定量分析の結果，Mn濃度は，高濃
度を示した5点の平均で9.6 wt%であった。焼鈍前の段階
で γの核生成サイトであるθにMnが高濃度に存在してい
るので，このようなことが生じたと思われる。
一方，Fig.14（b）に示す焼鈍前組織Mで675℃ 600 s焼

鈍を行った場合，Mn濃度のマッピングからは，Mn濃度は
比較的均一であった。これは，γが針状であり，γからのみ
の情報を得ることが難しいことも影響していると考えら
れる。しかし，α中のMnの拡散速度 36）を考えると，675℃
600 sでαから γ中へMnが急速に移動できないので，この
マッピングの結果は妥当と考えられる。
3・2　組織の力学的性質

Fig.8に示した4つのα＋ γ組織の丸棒引張試験で得られ
た公称応力－公称ひずみ曲線をFig.15に示す。焼鈍前組織
が微細α＋θの場合，不連続降伏であるのに対して，焼鈍
前組織がMの場合，連続降伏であり，公称応力－公称ひず
み曲線の形が異なっていた。焼鈍前組織がα＋θの場合，も
ともとα内の転位密度が低いことに加え，焼鈍によってさ
らに転位密度が低下したため，不連続降伏型の応力－ひず
み曲線となったと考えられる。一方，焼鈍前組織がMの場

Fig. 15.  Nominal stress - nominal strain curves of ferrite + 
austenite structures obtained by annealing at 675°C for 
600 s and 3600 s from prior structures, α+θ and M in 
0.1%C -2.0%Si-5%Mn steels. (Online version in color.)

Fig. 13.  Mn concentration in cementite particles by TEM-EDS. (a) shows Mn concentration in initial α+θ structure, (b) and (c) show 
Mn concentrations in α+θ structure and M structure heated at 675°C without soaking followed by water quenching (675°C for 
0 s).

Fig. 15.  Nominal stress - nominal strain curves of ferrite + 
austenite structures obtained by annealing at 675°C for 
600 s and 3600 s from prior structures, α+θ and M in 
0.1%C -2.0%Si-5%Mn steels. (Online version in color.)
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合，焼鈍後においても可動転位密度がやや高かったためと
考えている。一方，どちらの焼鈍前組織においても二相域
焼鈍時間が長くなるにつれ，降伏応力は減少し，引張強さ
が増加した。これは，Fig.8からも明らかなように，焼鈍前
組織がα＋θの場合，焼鈍時間が長くなると，α粒が粗大化
するためであり，Kumakuraらの報告しているように 23,24），
α粒径が降伏点を決めると考えられる。焼鈍前組織がMの
場合も，ブロックが明らかに粗大化しており，この影響で
長時間焼鈍では，降伏点が低下したと思われる。一方，引
張強さは焼鈍時間が長い方が高いのは，Fig.9から明らかな
ように，γ体積率が増加したためである。
焼鈍前組織がα＋θの場合，極短時間（600 s）の焼鈍で，

高い降伏応力（870 MPa），引張強さ（960 MPa）と全伸び
（33.5%）を示し，強度・延性バランスが32200 MPa%とな
り，強度・延性バランスの指標である30000 MPa%を超え
る優れた力学的特性を示した。さらに，焼鈍時間が3600 s
でも降伏応力（770 MPa）とやや低下するものの，引張強
さ（1090 MPa）と全伸び（32.4%）を示し，優れた強度・延
性バランス35300 MPa%を示した。一方，焼鈍前組織がM
の場合，焼鈍時間600 sで，降伏応力（600 MPa），引張強さ
（897 MPa）と全伸び（25.4%）を示し，強度・延性バラン
スが（22780 MPa）となり，焼鈍時間3600 sでは，降伏応力
（550 MPa），引張強さ（970 MPa）と全伸び（32.3%）を示し，
強度・延性バランスが（31330 MPa%）となった。
焼鈍前組織はα＋θが，Mに比べ，優れた強度・延性バラ

ンスをもたらす。これはFig.9が示すように，焼鈍前組織が
α＋θの場合，Mに比べ，γ体積率が高いことが，第一の原
因かと考えられる 37,38）。
3・3　引張変形中のオーステナイト体積率の変化

0.1%C-2%Si-5%Mn組成のα＋ γ組織鋼が，なぜ高強度・
高延性を示すのか，さらに，焼鈍前組織がα＋θの場合，M
に比べ，強度・延性バランスが優れているのか，そのメカ
ニズムを明らかにするために，放射光を用いた引張試験そ
の場X線回折実験を行った 22–24）。引張変形中の γ体積率の
ダイナミックな変形測定をすることができた。Fig.16に，
焼鈍前組織がα＋θとMで焼鈍条件が675℃，3600 sのα＋
γ組織鋼の板状引張試験片の公称応力－公称ひずみ曲線と
引張変形中の γ体積率の変化を示す 25,26）。比較のため，従来
TRIP鋼（オーステンパー処理時間480 s）の公称応力－公称
ひずみ曲線と引張試験中の γ体積率の変化も示す。試験片
形状の異なる丸棒引張試験（Fig.15）と均一伸びに差が生
じた。この均一伸びの差については，丸棒引張試験のひず
み速度が4.9×10－4 s－1で，板状引張試験のひずみ速度3.0
×10－4 s－1で，丸棒引張試験のひずみ速度が約2倍大きい
ことから，丸棒引張試験では均一伸びがわずかに減少した
と思われる。丸棒引張試験と同様に焼鈍前組織が微細α＋
θの場合，焼鈍前組織がMの場合に比べ強度・延性が優れ
ていた。塑性変形開始時点より急激に加工誘起変態が進む

ものの，焼鈍前組織がα＋θの場合，より高ひずみ域まで γ

が残ったことが，高強度・高延性メカニズムであると考え
られる。従来TRIP鋼は γ体積率が10%と低いが，高ひずみ
域まで γが残り，TRIP効果を示した。
3・4　二相域焼鈍条件が及ぼすオーステナイトの安定性の変化

Table 3に示すように，γ中の固溶炭素濃度（Cγ）は，焼鈍
時間が長くなるにつれ，低下する。これは，焼鈍時間の長
時間化にともなって，γ体積率（γR）が増加するためと考
えられる。固溶炭素濃度と γ体積率の積である γRxCγ

39）は，
0.1%添加されているC量がどのくらい γ中に固溶している
かの指標であり，最大が0.1となる。焼鈍前組織がMの場
合，γRxCγは0.033-0.057であり，M中に固溶Cが多量に残っ
ている状態であると考えられる。一方，焼鈍前組織が微細
α＋θの場合，γRxCγは0.073-0.091であり，焼鈍時間3600 s
ではθがほぼ γに変化したことを意味する。焼鈍時間600 s
でも，効率的にθがほぼ γに変化したといえる。前組織が
α＋θの場合，添加されたCがあらかじめθとして析出し
ており，このことが，多量の γに効率的にCを固溶させる
ことができたメカニズムである。従来TRIP鋼のC添加量
が0.13%に対し，γRxCγが0.097であり，γ中へのC濃度比は

Fig. 16.  Nominal stress - nominal strain curves and change 
in austenite volume fraction with tensile strain in 
0.1%C-2%Si-5Mn steels and a conventional TRIP steel 
by In-situ XRD using synchrotron radiation in SPring-8. 
(Online version in color.)

Table 3.  Volume fractions of γ, carbon contents in γ and γRxCγ 
in ferrite + austenite structures of 0.1%C-2%Si-5%Mn 
steels and a conventional TRIP steel.

steel γR (vol.%) Cγ (mass%) γRXCγ

α+θ-675°Cx600 s 20.9 0.35 0.073
α+θ-675°Cx3600 s 36.4 0.25 0.091

M-675°Cx600 s 9.7 0.34 0.033
M-675°Cx3600 s 24.3 0.23 0.057

Conventional TRIP 9.8 0.99 0.097

Fig. 16.  Nominal stress - nominal strain curves and change 
in austenite volume fraction with tensile strain in 
0.1%C-2%Si-5Mn steels and a conventional TRIP steel 
by In-situ XRD using synchrotron radiation in SPring-8. 
(Online version in color.)
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74%であり，焼鈍前組織がα＋θで焼鈍時間600 sの場合の
73%と同程度であった。このことは，焼鈍前組織をα＋θに
することは，オーステンパー処理に匹敵する効率を与える
ことを意味する。
γの安定性を（4）に示すMd30の式 40）を用いて考察する。

Md30は γ単相組織の試料に0.30の引張真ひずみを与えた
時，組織全体の50%がM相に変態する温度で，この値が高
温であるほど γが不安定であることを意味する。

   （4）

焼鈍前組織がα＋θで焼鈍条件が675℃x3600 sの場合と
焼鈍前組織がMで焼鈍条件が 675℃x3600 sの場合，Md30
は，それぞれ200℃と227℃であった。焼鈍前組織α＋θの
場合，γ体積率が高いにもかかわらず，安定度も高いため焼
鈍前組織がMである場合に比べ高ひずみ域まで γが残った
と考えられる。これが，高延性をもたらしたと考えられる。
従来TRIP鋼のMd30は，－76℃であった。γ体積率は低く
引張強さは低いが，安定度が極めて高いために高延性を示
したと考えられる。

Fig.17に，Fig.16で示した板状引張試験の結果をもとに，
本α＋ γ組織鋼と従来TRIP鋼の強度・延性バランスの関係
をプロットした。0.1%C-2%Si-5%Mn組成の本α＋ γ鋼の強
度・延性バランスは従来TRIP鋼よりも優れている。従来
TRIPはオーステンパー処理により少量の γに極めて高いC
を濃縮させることで，高延性を発現しているが，γ体積率が
低いため，強度が低い。それに対して，0.1%C-2%Si-5%Mn
組成のα＋ γ鋼は焼鈍前組織を微細α＋θとすることで，従
来TRIP鋼より高い γ体積率が得られ，γ中の固溶Cは低い
ものの固溶Mnの効果で，γが安定化し，高延性が得られて

いる。なお，全伸びは試験片サイズに依存するので，この
比較は同じ板状引張試験片を用いたものである。600 sの極
短時間焼鈍においても非常に優れた力学的特性を示した。

4.  結言

本研究では，0.1%C-2%Si-5Mn鋼において，超微細フェ
ライト＋オーステナイト組織の極短時間生成を目標に，二
相域焼鈍前組織を微細フェライト＋セメンタイト組織また
はマルテンサイト組織として，二相域焼鈍時における超微
細フェライト＋オーステナイト組織の生成と力学的特性に
及ぼす影響を高輝度放射光を用いて調査し，以下の結論を
得た。
（1） 焼鈍前組織が微細フェライト＋セメンタイトの場合，

675℃焼鈍後に2 µm以下の超微細粒等軸フェライト＋
オーステナイト組織が生成する。一方，焼鈍前組織が
マルテンサイトの場合，焼鈍後板状フェライトと針状
のオーステナイトからなる組織となった。

（2） 焼鈍後のオーステナイト体積率は，焼鈍前組織が微細
フェライト＋セメンタイトの場合，675℃で3600 sの
焼鈍で36.4%であるのに対し，焼鈍前組織がマルテン
サイトの場合，24.3%であった。さらに，焼鈍時間が
600 sの短時間焼鈍においても，焼鈍前組織が微細フェ
ライト＋セメンタイトの場合，オーステナイト体積率
が20%とマルテンサイトの場合に比べて，2倍のオー
ステナイト体積率が得られた。したがって，焼鈍前組
織を微細フェライト＋セメンタイトとすることによっ
て，超微細フェライト＋オーステナイト組織を600 sと
いう極短時間の二相域焼鈍で生成可能である。

（3） 焼鈍前組織中に微細分散するセメンタイトには，Mn
が高濃度に存在していて，逆変態オーステナイトの優
先核生成サイトとして有効に作用したため，オーステ
ナイトの短時間形成を可能となったと考えられる。

（4） 焼鈍前組織が微細フェライト＋セメンタイトの場合，
極短時間（600 s）の焼鈍で，高い降伏応力（870 MPa），
引張強さ（960 MPa）と全伸び（33.5%）を示し，強度・
延性バランスが32200 MPa%となり，優れた力学的特
性を示した。

（5） 高輝度放射光を用いた引張試験その場X線回折の結果
より，焼鈍前組織がマルテンサイトの場合に比べ，微
細フェライト＋セメンタイトが優れた強度・延性バラ
ンスを有するのは，オーステナイトの体積率が高いこ
とに加え，オーステナイト中に効率的にCおよびMn
を固溶させることでCおよびMn濃度が高く，オース
テナイトの安定性が高くなったためである。

（6） 従来TRIP鋼は，オーステンパー処理により低い体積率
のオーステナイト中に極めて高いCを濃縮させること
で，高延性を発現しているが，オーステナイト体積率

Fig. 17.  Effect of volume fraction of austenite grains on 
strength-ductility balance of TSxTEL. (Online version 
in color.)

Fig. 17.  Effect of volume fraction of austenite grains on 
strength-ductility balance of TSxTEL. (Online version 
in color.)
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が低いために強度が低い。それに対して，0.1%C-2%Si-
5%Mnフェライト＋オーステナイト鋼は焼鈍前組織
を微細フェライト＋セメンタイトとすることで，従来
TRIP鋼より高いオーステナイト体積率が得られ，オー
ステナイト中の固溶Cは低いものの固溶Mnの効果で，
オーステナイトが安定化し，高延性を得ることができ
る。
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