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まえがき＝近年，排出ガス規制の強化に伴い，自動車軽
量化を目的とした種々の成分元素を添加した鋼材の開発
や実用化が進められている。鋼板への元素添加に伴い，
圧延や焼鈍，溶融めっきなどの製造工程，あるいは部品
の溶接や塗装などの利用工程の適正条件範囲が変化す
る。このため，厳格な製造工程管理が求められる場合が
多い。とくにSiの添加は，熱間圧延工程におけるスケ
ール剥離（はくり）不足が原因となって疵（きず）が発
生する場合がある。また溶融亜鉛めっき工程において
は，亜鉛めっき層と素地鋼板との合金化反応不足などの
外観品質不良をもたらす。こうした高温での表面特性を
制御して安定操業を実現するためには，高温における材
料表面特性や反応を理解する必要があり，そのメカニズ
ム解明には高温でのその場測定が有効である。
　兵庫県にある大型放射光施設であるSPring-8にある
産業用専用ビームライン（SUNBEAM，サンビーム）
を活用して，当社は高温その場測定技術の開発に取り組
んでいる。高強度のX線源であるシンクロトロン放射光
を用いることにより，時々刻々と変化する高温反応を短
時間で測定することができる。また，表面皮膜と素地鋼
板の界面における微小空間領域での反応挙動なども検出

できる。
　本稿では，放射光を用いた高温その場X線回折法

（X-ray Diffraction，以下XRDという）によって鋼材表
面のスケール内に蓄積する応力の挙動，および亜鉛めっ
き層と素地鋼板の界面合金化反応挙動を解析した結果に
ついて報告する。

1．高温プロセスにおけるスケール中の応力挙動

　鋼材の熱間製造プロセスにおいて表面に生成する酸化
皮膜（スケール）は，鋼板表面の赤スケールや，スケー
ルの剥離による押し疵などの表面品質不良の原因とな
る。
　このため圧延時には，スケールを適切に除去する必要
がある。鋼材表面品質の確保にはスケールの密着制御が
不可欠であるが，スケールの密着性には鋼成分や製造条
件などが影響を及ぼすことが知られている。とくにSi
が添加されている場合は，スケール／鋼界面にそれらの
元素の濃化層が形成されるため密着性が向上する1）な
ど，顕著な影響が発生する。
　いっぽう，高温プロセスにおけるスケールの剥離は，
加えられる応力（圧延荷重）が界面の密着強度を超える
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場合に発生する。このため，高温でのスケール密着性を
制御するためには，密着力そのものだけでなく高温にお
けるスケール中の応力挙動を明らかにする必要がある。
　しかし，鋼材の冷却時には，スケールと素地鋼との熱
膨張係数の差に伴う応力の発生に加えて，スケール組織
の変態が生じることが知られている。このため，スケー
ル中の応力は冷却工程において複雑に変化すると推定さ
れる。
　そこで本稿では，高温XRDによってスケール内部に
蓄積する応力のその場測定を行い，スケール中の応力の
冷却中における変化，および鋼中にSiが添加された場
合の影響を解析した。
1. 1　実験方法
1. 1. 1　供試材
　99.9% 純鉄材（以下，純鉄材という），および Fe-
1.0 wt%Si合金材（以下，Fe-1.0%Si材という）を15×15
×0.5 mmに切断加工後，表面を鏡面研磨して供試材と
した。
1. 1. 2　冷却工程においてスケール内に発生する応力の

測定実験
　熱間圧延時のスケールの剥離挙動を模擬するため，試
料を900℃に加熱してスケールを生成させたのち，冷却
させる過程での応力測定を行った。高温装置（Anton 
Paar製DHS1100）を用い，温度変化中に試料が反らな
いように平坦なセラミック試料台に固定した。昇温およ
び冷却中はAr雰囲気に保ちつつ，高温装置のヒータ部
に組み込まれた熱電対温度によって温度制御を行った。
　まず，装置内が900℃に達した後，空気ガスを流して
15秒間酸化させることによってスケールを生成させた。
つづいて，雰囲気ガスをArに置換し，装置内の温度を
酸化温度の900℃から室温まで下げながら100℃ごとに
スケール内に生じている応力を測定した。X線は入射エ
ネルギーE＝20 keV，入射スリットサイズ0.3×0.3 mm
とした。応力測定は 2 次元検出器PILATUS 100Kを設
置して，側傾法にて測定した。検出器は 2θ＝26°に固定
し，2θ＝23°～29°の範囲で複数の回折が同時観察できる
カメラ長（約800 mm）にした。
　また，生成したスケール性状を確認するため，冷却実
験後に走査型電子顕微鏡によりスケールの断面観察を行
った。
1. 2　実験結果と考察
1. 2. 1　冷却実験後のスケール形態
　実験後の試料のスケール断面観察結果を図 1 に示す。
純鉄材では，緻密な構造で厚さが17μmのスケールが生
成されていた。スケール内部には明度のコントラストが
生じており，その大部分をFeOが占め，表層および素
地との界面にFe3O4が生じている。いっぽう，Fe-1.0%Si
材では，スケール厚さは1.1μmの薄層構造であり，純
鉄材と同様に主としてFeOおよびFe3O4の 2 相からなる。
また，地鉄の表面近傍にはSiの選択酸化物と思われる
酸化物が形成されていた。
1. 2. 2　冷却過程でのスケール内の応力測定
　純鉄材およびFe-1.0%Si材におけるスケール応力測定

結果を図 2 に示す。ここで，FeOは厳密にはFeとOの
比率が 1：1 ではなく，Oに対してFeが不足している酸
化物である2）。また，Fe3O4 への相変態に伴ってFeO中
のFe濃度が増加する反応が起こることが報告されてい
る3）。今回の測定においてもFeOは 2 種類のピークが認
められており， Fe濃度の低いものをFexO，Fe濃度の高
いものをFeyOと図 2 中に表記した。
　まず，純鉄材上のスケール内の応力挙動について述べ
る。純鉄では初期にFexOが生成し，応力は900～600℃
ではほとんど変化せず，600～500℃で圧縮方向に応力が
推移した（図 2 上図）。FeOは700℃以上では延性を示

図 1   スケールの断面SEM像（A：純鉄, B：Fe-1.0 wt%Si）
Fig.1   Cross-sectional SEM images of scale (A: pure Fe, B: Fe-1.0 wt%Si)

図 2   スケール応力測定結果
Fig.2   Measurement results of stress in scale
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すことが報告されており4），700℃以上ではスケールが塑
性変形したため応力がほとんど発生しなかったと考えら
れる。600℃より温度が下がると延性が失われ，鋼とス
ケールの熱膨張差に起因する熱応力により圧縮方向の応
力が蓄積したと推定される。さらに400℃以下に下がる
と相変態が進行してFe3O4 とFeyOが生成しており，い
ずれも引張応力を示した。600～400℃付近の温度域で
は，Fe3O4の熱膨張係数はFeよりも大きいことが報告さ
れており5），引張応力が発生したと考えられる。また同
時にFexOも応力が引張方向に推移していた。400℃以下
ではFe3O4・FeyOともに，ばらつきはあるものの温度
降下に伴って応力は圧縮（引張応力が低減する）方向に
推移している。これは400℃以下でFe3O4とFeyOの熱膨
張係数が鉄より小さくなるために，温度低下に伴って引
張応力が緩和したと考えられる。
　つぎに，Fe-1.0%Si材上のスケール内の応力挙動につ
いて述べる。900℃からの冷却に伴ってFe3O4が生成する
こと，および各相の応力変化の定性的な傾向は純鉄材と
同様であった（図 2 下図）。ただし純鉄とは異なり，
Fe3O4 が700～600℃で生成した。Fe3O4 は一般的に，570
℃以下で安定となって相変態が進行することが知られて
いる6）。しかしながら，今回600℃以上で発生した理由
として以下のように推定される。すなわち，Si添加鋼で
の酸化挙動として，素地鋼からスケール中へのFeイオ
ンの拡散がSiO2やFe2SiO4によって阻害される。その結
果，Oイオンの拡散が支配的になり，Fe3O4やFe2O3とい
った高次酸化物が形成されやすくなると考えられる7）。
本実験において900℃でのスケール生成時に両試料とも
Fe3O4は生成していなかったが，Fe-1.0%Si材の方がスケ
ールへのFe供給が少なく，FexOの組成がO過剰なもの
となっている可能性がある。図 3 に示した状態図 8）に
おいて，FeO単相域は560℃以上の温度域で組成幅を持

つが，FeO－Fe3O4 の 2 相域との境界温度はO濃度が高
いほど高温になるため，冷却過程においてFe-1.0%Si材
の方が高い温度でFeO－Fe3O4 の 2 相域に入り，Fe3O4

が生成した可能性がある。
　500℃以下では純鉄材と異なり，FexOは消失し，Fe3O4

とFeyOのみとなった。相変態はスケール内部でのFeイ
オンの拡散によって生じることから，純鉄材に比べてス
ケールが薄いFe-1.0%Si材では変態が短時間で完了して
FexOが消失したと考えられる。
　なお，X線回折結果からはFe2SiO4 のピークが認めら
れたものの，図 1 の断面写真でも皮膜の形成が認められ
なかったように微量であり応力解析はできなかった。
　以上のように，放射光を用いた高温XRDにより，高
温からの冷却工程におけるスケールの変態および応力挙
動と鋼中Siの影響を調査した結果，Siを添加することに
よって冷却時に生じるスケール中FeOのFe3O4変態，お
よび変態と連動してスケール内に応力が発生する温度域
が変化（高温化）することが明らかとなった。このよう
な挙動とSiによる界面密着力強化の作用の兼ね合いに
より，Si添加鋼の熱間でのスケール剥離挙動が決まると
考えられる。

2．亜鉛めっき層と素地鋼板との合金化反応挙動

　自動車向け合金化溶融亜鉛めっき鋼板は，亜鉛めっき
層と素地鋼板との合金化熱処理が施される。これは，プ
レス成形時のめっき加工特性（耐パウダリング，耐フレ
ーキング）や組み立て時の溶接性を確保するために適正
なめっき組成とするためである。高強度化を目的に鋼中
にSiが添加されると，亜鉛めっきと素地鋼板との間で
の合金化反応が不足する場合がある9）。このため，亜鉛
めっき層と素地鋼板との合金化反応に対してSiが及ぼ
す影響のメカニズムの解明が必須となっている。

図 3   Fe-O系状態図 8）

Fig.3   Phase diagram for Fe-O system8）
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　亜鉛－鉄合金相として，亜鉛濃度が高い順にζ（Zn13Fe）
やδ1（FeZn7），Γ1（Zn40Fe11），Γ（Zn10Fe3）などが知ら
れており，めっき層と素地鋼板の合金化反応が進行する
ことでより鉄濃度が高い相が生成する。また，溶融亜鉛
めっき処理においては，亜鉛めっき浴中に添加された
Alが作用して亜鉛－地鉄界面にFe2Al5 層が生成して合
金化反応が抑制される。鋼中に添加されたSiによる溶
融めっきの合金化遅延についてはこれまでに数多くの報
告がある。メカニズムとして従来は，溶融亜鉛めっき特
有のめっき界面のFe2Al5 層をSiが安定化するという仮
説のほか，焼鈍時にSi酸化物が生成して合金化を阻害
するという仮説，さらには合金δ相中のFe拡散をSiが
阻害するという仮説などが提唱されている10）。しかしな
がら，めっき前の熱処理中にSiが少なからず酸化され
ている可能性があり，その作用メカニズムの詳細は多く
の報告では不明な点が多い。
　そこで当社は，亜鉛－鉄合金化反応に及ぼす固溶Si，
および意図的にSiを酸化させた場合の影響を調査した。
調査には純鉄，および純鉄にSiを添加した素材に電気
亜鉛めっき処理を行った試料を用いた。またこの調査
は，溶融亜鉛めっき処理においてめっき前の焼鈍時にSi
が少なからず酸化される影響，および亜鉛めっき中の
Alの反応で生成するFe2Al5 層の影響を排除した条件で
行った。さらに，放射光を用いたXRDによって高温そ
の場測定を行うことにより，めっき層／地鉄界面のごく
微量の合金相の生成を検出し，反応挙動を明らかにする
ことを試みた。 本章ではその概要を述べる。
2. 1　実験方法
2. 1. 1　供試材
　1.1節で述べた実験と同じ 2 種類の供試材（純鉄材お
よびFe-1.0%Si材）を15×10×0.5 mmに切断加工後，表
面を鏡面研磨して実験に用いた。Fe-1.0%Si材は，固溶
Siの影響を調査するための研磨したままの試料に加え
て，表面のSiの酸化状態を変えるために熱処理を行っ
た試料の 2 種類を用意した。熱処理は，3%H2-N2，露点
－8℃の雰囲気で800℃120秒保持の条件で実施した。熱
処理後の断面SEM像を図 4 に示す。Siは鋼の内部で選
択的に酸化されているが，最表面に膜状の酸化物が形成
されている様子は見られない。
　これらの材料に対して電気亜鉛めっき層を形成し，
表 1 に示した試料（EG1, EG2, EG3）を得た。電気亜鉛
めっきの付着量はめっき前後の重量測定によって求め
た。ほぼ同一の付着量が得られたことから，これらの試
料を加熱した時に進行する合金反応（亜鉛－鉄合金各相
の生成・消失）を比較することにより，添加されたSi
の影響を評価できると考えられる。
2. 1. 2　めっき合金化処理と高温XRDによるその場測定
　表 1 に示した試料に450℃で加熱処理を行うことによ
り，めっきと素地との合金化反応を進行させた。加熱装
置としてAnton Paar製DHS1100を用い，鋼板を平坦な
セラミック試料台に固定して，温度変化中に極力反らな
いようにした。加熱パターンは，昇温速度を 5℃/sとし，
450℃に到達した時点から600秒間保持した後に空冷し

た。その間，ガス雰囲気としてArを流し続けた。温度
制御は高温装置ヒータ部に組み込まれた熱電対温度で行
った。また，温度300℃以上ではヒータ部に組み込まれ
た熱電対温度と試料表面温度の差が 2℃以下であること
を事前に確認している。
　合金化熱処理の間，高温XRDによってめっき組成を
測定した。X線は入射エネルギー20 keV，入射スリット
サイズ0.1×0.1 mmとし，測定は 2 次元検出器PILATUS 
100Kを用いた。検出器は 2θ＝17°に固定して 2θ＝10.3°
～23.5°の範囲とし，0.4秒露光，0.5秒間隔で測定を行っ
た。
2. 2　実験結果と考察
2. 2. 1　めっき形態
　合金化処理後の各試料の断面SEM像を図 5 に示す。
また，断面観察時に実施したSEM-EDX点分析による化
学組成を表 2 に示す。EG1（純鉄材）およびEG3（Fe-
1.0%Si材熱処理後）では，めっき層が上層（δ1相と推
定される：測定点No.1，No.4：Fe濃度10～12%程度）
と下層（Γ相と推定される：測定点No.2，No.5：Fe濃
度25.7～25.8%）が存在する。これに対して，EG2（Fe-
1.0%Si熱処理なし）ではδ1相単相のみが確認された。
これらの結果から，EG2に含まれる固溶Siによって合金
化反応の進行が阻害されていることが分かる。また，
EG3は，素地表面に存在していた選択酸化物をめっき層
内部に取り込んだ形で層合金層が形成されている。
2. 2. 2　亜鉛めっきと素地鋼板の合金化挙動
　合金化処理の温度履歴およびEG1のXRDプロファイ
ルの例をそれぞれ図 6，図 7 に示す。XRDデータベー
スとしてICDD-PDF4を参照し，温度変化に伴うピーク
シフトを考慮して合金相ζ，δ1k，Γを図 7 のように同
定した。各相の定量評価を行うにあたり，他のピークと
の重なりが少ないピークとして図 7（a）：経過時間75秒
時点に見られる22.9°のζ相，および同図（b）：経過時
間250秒時点に見られる16.0°のδ1k相および20.1°のΓ相
を選定した。

表 1   試料
Table 1  Sample materials

図 4   熱処理後のFe-1.0 wt%Si材断面のSEM像
Fig.4   Cross-sectional SEM image of Fe-1.0 wt%Si after heat treatment
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　これらの合金相のピーク強度について，EG1，EG2，
EG3それぞれの時間変化を図 8 に示す。まずζ相の発生
はEG1，EG2，EG3でほぼ同じであり，加熱開始後55秒，
温度350℃の時点であり，固体の亜鉛層から発生してい
る。その後のζ相の成長（ピーク強度の増加）はEG1
とEG3はほぼ同じ時挙動を示し，また同時にピークア
ウトして消失している。いっぽうでEG2はζ相の成長

が遅く，またピークアウトと消失タイミングも遅くなっ
ている。
　つぎにδ1k相については，発生タイミングは各試料に
おいてζ相のピークアウトと一致しており，EG2だけが
他の 2 試料と比べて遅い。δ1k 相のピークは実験中消失
することはなかった。
　Γ相はピーク強度が微弱であり，定量評価は困難であ

図 6   合金化処理の温度履歴
Fig.6   Temperature history of alloying treatment

図 7   EG1（純鉄材）の合金化熱処理中のXRDパターン（（a） 75秒時点，（b） 250秒時点）
Fig.7   XRD pattern of EG1 (pure Fe material) during alloying heat treatment ((a) at 75 seconds, and (b) at 250 seconds)

表 2   めっき層の化学組成（wt%）
Table 2  Chemical composition of plating layers (wt%)

図 5   合金化処理後のめっき層断面SEM像
Fig.5   Cross-sectional SEM images of plating layer after alloying treatment
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った。しかしながらピークは存在しており，おおむね
δ1k相の発生と同時に発生しているように見受けられる
結果となった。
　以上のように，Γ相については不明な点が多いが，ζ
相とδ1k 相の挙動としてはEG1（純鉄材）とEG3（Siを
内部酸化させた Fe-1.0%Si 材）が類似の挙動を示し，
EG2（Fe-1.0%Si材の研磨まま：素地にSiが固溶した状態）
だけがζ相の成長と消失およびδ1k相の発生が遅延する
結果となった。その考察を以下に述べる。
　EG1とEG2とではζ相の発生タイミングに大きな違
いがないことから，固溶Siはζ相の生成には関与して
いないと考えられる。これは，ζ相の生成は固体Zn相
中へのFe拡散によって生じているが，めっき層そのも
のであるZn相は試料EG1～EG3で違いがなく，0.5%程
度の微量のFeの存在下で直ちにζ相の生成が起こるた
めと推定される。いっぽう，ζ相の成長はζ相とZn相
の界面で進行するためζ相中のFeの外方拡散が必要で
あり，EG2ではζ相中のSiによって拡散が阻害されたと
推定される。また，δ1k 相の発生タイミングはζ相のピ

ークアウトと同時であり，ζ相中のFe濃度が一定以上
になることによってδ1k 相に変態したと考えられる。
EG2ではζ相中のFe拡散が阻害された結果，ζ相の素
地Feとの界面近傍のFe濃度が高くなる可能性があり，
加えてδ1k相発生がEG1やEG3よりも遅いタイミングで
あることを踏まえると，δ1k 相の発生に必要なζ相中の
Fe濃度が固溶Siによって高濃度側にシフトしたと推定
される。この推定はFe-Zn-Si3元系計算状態図 11）の傾向
と一致する。
　いっぽう，EG3のようにSiを地鉄内部で酸化させた場
合には，ζ相の発生,消失とδ1k 相の発生の遅延は起こ
らないことが分かった。溶融亜鉛めっきにおいて酸化さ
れたSiが合金化を遅延させることが報告されている
が10），本実験ではめっき前の断面観察（図 4）で示した
ように，めっき層中へのFe拡散阻害作用をもたらす膜
状のSi酸化物が素地金属表面に生成していないため，
合金化への影響が生じなかったものと推定される。
　以上のように，電気亜鉛めっきを用いることにより，
溶融めっき実験のめっき前焼鈍時に意図せず生じるSi
の酸化の影響を排除した系に対して，放射光を用いた高
温XRDによって亜鉛と鉄の合金化反応挙動を高精度に
調査した。この結果，地鉄中の固溶Siがζ中のFe拡散
を阻害してその成長を遅延させること，またδ1k相の生
成も遅延することが明らかとなった。このような基礎的
な挙動をさらに解明することにより，高強度亜鉛めっき
鋼板の優れた特性を安定的に確保できる指針が得られる
ものと考えられる。

むすび＝自動車骨格部品への高強度鋼板の適用拡大を受
け，鋼材に種々の成分元素を添加することによって表面
品質を確保するための技術的難易度は年々高まってい
る。本実験において活用したような高温におけるその場
測定技術を今後さらに高度化していくことにより，各種
材料成分に応じたスケール剥離制御や溶融めっき反応制
御をはじめとする高温表面反応プロセスの制御技術を獲
得し，高強度鋼の安定生産体制を強化していく。
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図 8   合金相ζ，δ1k，Γの回折強度の時間変化
Fig.8  Time variation of diffraction intensity of alloy phases ζ, δ1k, 

and Γ


