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第 1章 序論 

 

 

1.1 構造用金属材料としての高強度鋼に対する社会的要望 

 構造用金属材料は, 自動車, 鉄道, 航空機などの交通•輸送車両や, 一般家屋, 高層

ビル, 架橋などの建築部材, さらに身近なものでは携帯電話や家電機器の筐体など様々な

用途で使用されており, 人々の生活の基盤を支えている. 近年では, エネルギー・インフラ

分野で求められる極低温, 腐食, 高温・高圧など極限環境への対応, 輸送機器分野での軽量

化, 安全性の向上など, 構造用金属材料に対する社会的ニーズはより一段と高度なものに

なっている. それらの用途に対して最も重要な材料特性の一つは高い強度である. 強度が

高くなると, 部材の薄肉化が可能となり, 金属資源の使用量削減とともに, 製品の小型

化・軽量化が可能となる. 例えば, 自動車, 鉄道, 航空機などの交通•輸送車両に使用される

構造用金属部品の軽量化によって, 燃費が向上し, CO2, NOx, SOx などといった温暖化ガ

スおよび有害排気ガスの排出量を削減することできる. 構造用金属材料の高強度化は, 前

述のニーズに加えて, エネルギー資源の使用量削減や環境負荷低減といった観点からも期

待されている. 

 構造用金属材料のうち90%を占める鉄鋼材料は, その高強度化が工業的に最も期待

されている. Figure 1-1 に, 鉄鋼便覧で報告された自動車用鋼板および厚鋼板の歴史的変遷

を示す [1]. 最近の 20 年間では, 京都議定書に代表されるように CO2 排出規制が一層厳

しくなり, 衝突安全性に対する要求も同時に高まっている状況から自動車用鋼板では 

1000 MPa 超級ハイテンの開発が, 厚鋼板では産業機械の大型化に伴い引張強さ 1000 MPa 

に近い HT980 鋼などの開発が活発に行なわれてきた. 今後も特に輸送機器分野において

車体軽量化に向けた高強度鋼のニーズが増すことが予想されている. Figure 1-2 に, 北米で

生産される軽自動車に使われる高強度鋼  (Advanced high-strength steel; AHSS, Ultra 

high-strength steel; UHSS) の総量の推移予想を示す [2, 3]. Ward [2] によると, 車体の軽量

化に向けて軟鋼 (mild steel) および高強度低合金鋼 (High strength low alloy steel; HSLA) の

使用は抑えられ, より高強度な AHSS および UHSS で代替されることが見込まれている. 

普通自動車 1 台当たりに用いられる AHSS および UHSS の総量は, 2012 年から 2025 

年の間に 2.3 倍に増加する見込みである. また, Ducker Worldwide 社の報告 [3] によると, 
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普通自動車 1 台当たりの AHSS または UHSS の総量は, 2012 年から 2025 年の間にそ

れぞれ 2.2 倍, 2.8 倍の増加が見込まれており, より高強度な UHSS の実用化の期待度は

高い. このように, 今後も高強度鋼の実用化のニーズは益々増加する見通しである.  

 

 

Figure 1-1 Development of steel sheet for automobile (a) and thick steel plate (b) [1]. 
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Figure 1-2 Utilization forecast of advanced high-strength steels (AHSS) and ultra high-strength 

steels (UHSS) for light vehicles in North America, which is reported by J. Ward (a) [2] and 

Ducker Worldwide (b) [3]. 

 

1.2 水素脆性 (遅れ破壊) 

水素脆性とは, 水素によって強度や破壊特性が劣化し, 割れ発生や早期破断が生

じる現象のことである. Figure 1-3 に示すように, 鉄鋼材料は強度レベルが高くなるほど水
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素脆化感受性が増加し, 特に引張強さ 1200 MPa を超えると自然大気環境下においても水

素脆性の発生が危惧されている [4]. 例えば, 高張力ボルト分野の JIS B1186 規格「摩擦接

合用高力六角ボルト・六角ナルト・平座金のセット」では, 使用される強度限界は F10T 級

ボルト (引張強さ 1000 ~1200 MPa) と規定されており, 水素脆性の観点から F11T 級 (引

張強さ 1100 ~ 1300 MPa) 以上の高張力ボルトには「なるべく使用しない」との註が付けら

れていて [5], 高強度鋼の使用は限定的である. これまで, 工業的な水素脆性対策としては, 

塗装・油塗布などの防錆処理や低温加熱によって部材中の水素を除去するベーキング処理

を施すという対策が施されてきたが, 製造プロセスにおける表面処理工程 (酸洗工程, め

っき工程), あるいは使用時の外部環境からの水素の侵入は避けることはできない. そのた

め, 更なる高強度鋼の実用化のニーズに対して, 水素脆性克服は必要不可欠である. 特に

代表的な高強度鋼であるマルテンサイト鋼の水素脆性克服は, 輸送機器分野のみならず産

業界全体のブレイクスルーとなることが期待される. 

 

 

Figure 1-3 Relationship between tensile strength and threshold of diffusible hydrogen content for 

hydrogen embrittlement in steels [4]. 
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 水素脆性機構に対しては, 古くから実験結果にもとづいて様々な提案がなされて

きた. 有力とされている水素脆性機構は大きく分けると次の 4 つに分けられる ; ①内圧理

論 , ②表面エネルギー低下理論および格子脆化理論 , ③水素助長局所塑性理論 

(Hydrogen-enhanced localized plasticity, 以下 HELP 理論), ④水素助長歪み誘起空孔理論 

(Hydrogen-enhanced strain-induced vacancy model, 以下 HESIV 理論). 以下に各機構の概要

を説明する. 

① 内圧理論 [6, 7] : 鋼中に侵入した水素原子がボイドなどの欠陥中に蓄積すること

によって高圧水素ガスが生成し, そのガス圧でき裂の発生・成長が生じるという考

え方. 強水素雰囲気における低～中強度鋼で観察されるブリスターは内圧機構に

よるものの典型であるとされている.  

② 表面エネルギー低下説 [8] および格子脆化理論 [9-12] : 表面エネルギー低下説は, 

水素原子が破面に吸着して表面エネルギーを低下することを水素脆性の原因と考え

ている. 一方, 格子脆化理論は, 水素原子が母相原子間の原子間結合力を低下させ

ることが水素脆性の原因と考えている. 前者は水素の働きを巨視的な物理量である

「表面エネルギー」の低下としているが, 後者はそれを微視的な観点から「金属原

子間の結合力」の低下としており, 両説の間には後述の通り破壊力学上の相違はな

い [13].  

② HELP 理論 [14-16] : HELP 理論は, 水素が転位と他の欠陥種との弾性相互作用を低

下させ, 転位の易動度を増加させるというモデルである.  

④ HESIV 理論 [17] : HESIV 理論は, HELP 理論による活性化された転位運動に伴う原

子空孔の生成とその凝集を助長し, それを安定化することで破壊を助長するという

モデルである.  

 

 水素脆性を脆性破壊の一種として取り扱うと, ①内圧理論, ②格子脆化理論, 表面

エネルギー低下説は, 脆性破壊の基本理論である Griffith の条件を使ってまとめることが

できる. Griffith の条件によれば, 長さ 2c のき裂に外部応力 σ が加わったとき脆性き裂

が発生する条件は, 

c

E
C






2
      (1-1) 

と表すことができる. ここで, β はき裂の形状に由来する因子, E はヤング率, γ は表面エ

ネルギーである. 内圧理論では, き裂内に高圧水素ガスが生成することによって, その分
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小さな外部応力 σ で Griffith 条件を満たし, 脆性破壊が生じるようになると考えられる. 

格子脆化理論の観点では, 水素の存在によって原子間の結合力が低下する. つまり, き裂

の微小進展 Δc に応じた表面エネルギー 2 γΔc に必要な外部応力による仕事が水素の

存在によって小さくなると考えられる. このとき, 表面エネルギー γ が低下したものと考

えることができるため, 結果的に表面エネルギー低下説と相違はない. 表面エネルギー低

下説や格子脆化理論においては, き裂先端の水素が表面エネルギー γ を低下させること

によって, 脆性破壊が開始する臨界応力 σc が低下し, その分小さな外部応力で脆性破壊

が開始する臨界応力に達する.  

 一方で, 近年水素脆性機構として転位と水素の相互作用に着目した研究が多くな

され, ③ HELP 理論や④ HESIV 理論が提案された. Birmbaum は環境セルを設置した透

過型電子顕微鏡 (Transmission Electron Microscope : TEM) を用いて, 引張変形中の純鉄の

その場観察を行い, 水素環境では転位の易動度が向上し, き裂先端領域のせん断変形が局

所化して延性破壊の進行を助長するとする HELP 機構を報告している [14-16]. 環境セル

を設置した透過型電子顕微鏡を用いた同様な観察により, 鉄以外にもオーステナイト系ス

テンレス鋼 [18, 19], Al [19, 20], Ni [21], Mo [22], Ti [23], Ni3Al [24] など様々な金属・合金に

おいて, 水素の存在により転位の生成や易動度が上昇することが観察され, らせん転位や

刃状転位などの転位の性格によらない一般的な現象として知られている.  

 HELP 理論によって局所的に助長された転位運動が起こるとしたときの空孔の生

成・安定化に着目したのが, Nagumo によって提唱された HESIV 理論である. Nagumo ら

は水素脆性破面近傍の組織を観察し, すべり帯に沿った欠陥密度の高い領域で微小き裂が

生成することをエッチピット法により観察している [25]. また, Doshida らは, 局所的な空

孔濃度を評価できる陽電子プローブアナライザーを用いて, 水素脆性破面近傍で高寿命な

陽電子成分が顕著に検出されることを報告し, 空孔クラスターの成長に起因すると考察し

ている [26]. Takai らは, 水素予添加した純鉄の引張試験を途中で止めた後, 30 ˚C×168 hr 

の室温保持 (30 ˚C aging) および 200 ˚C × 2 hr の低温焼鈍 (200 ˚C annealing) した 2 種

類の試験片に対して再度引張試験を行なうことで, 水素添加後の塑性ひずみによって生じ

た欠陥が延性に与える影響を調べた. ここで, 200 ˚C annealing は拡散性水素の脱離と水素

添加後の塑性ひずみによって生じた欠陥を回復させる目的で行い, 30 ˚C aging は拡散性水

素を脱離させる目的で行なっている. 彼らの結果によると, 200 ˚C annealed 材の全伸びは

未チャージ材と同等の大きさまで回復したが, 30 ˚C aged 材は早期破断して小さな全伸び

を示した. また, 彼らは水素をトラップ (捕捉) した欠陥密度を測定することができる水
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素トレーサー法を用いて, 水素チャージ材と未チャージ材をそれぞれ塑性変形させた後の

欠陥量を測定し, 水素チャージ材の方が含まれる欠陥量は顕著に大きいことを報告してい

る. 彼らはこれらの結果を, 水素の存在によって塑性変形中に生じる空孔密度が増加した

ことに起因していると考察している [27]. HESIV 理論によると, 水素脆性破壊は, 水素が

転位のすべり活動によって生成した空孔を安定化させることで, 空孔密度が高くなったす

べり帯で割れの起点となる微小ボイドを発生させ, 主き裂と連結してその進展が容易にな

ることで起こると考察している [17]. 

上記のいずれの水素脆性機構も有力とされているが, 破壊をもたらす水素の本質

的な働きを考えた場合, 脆性的な機構 (①内圧理論, ②表面エネルギー低下理論および格

子脆化理論) と塑性的な機構 (③ HELP 理論, ④ HESIV 理論) にわけることができるこ

とからも分かるように, 未だに水素脆性機構の統一的な解明には至っていない. 水素脆性

機構を明らかにするためには, 今後もより多角的に水素脆性挙動を調べ, 水素脆性に関す

る知見を蓄積する必要がある.  

 

1.3 高強度鋼における水素脆性破壊 

高強度鋼における水素脆性は, 実際には遅れ破壊 (delayed fracture) と呼ばれる現

象として生じることが多い. 遅れ破壊とは, 静的応力下において応力付加からある潜伏時

間を経た後に, 材料が突然脆性的に破損する水素脆性特有の現象である. その特徴的な破

壊様式から, 材料中における水素の拡散, 集積挙動と破壊との因果関係を明らかにするこ

とが水素脆性機構解明のために重要とされている.  

鉄鋼材料のマルテンサイトは非常に硬く, 高強度材料の基地組織として重要であ

る. マルテンサイトは, 高温相であるオーステナイトを急冷したとき, 原子の拡散を伴わ

ない無拡散変態によってせん断変形を伴い生じる組織である. 鉄鋼材料におけるマルテン

サイトの代表的な形態の 1 つであるラスマルテンサイト組織は, 低・中炭素マルテンサイ

ト鋼に現れ, 一般的な高強度鋼に見られる組織である. ラスマルテンサイト組織の模式図

と光学顕微鏡写真を Figure 1-4 に示す. ラスマルテンサイト組織は, ラス, ブロック, パケ

ット, 旧オーステナイト粒といった種々の大きさの階層組織で構成されている. ラスは高

密度の転位を含んだ板厚 0.2 μm 程度の板状単結晶であり, ブロックは同じ結晶方位を有

するラスの集合体, パケットはオーステナイトの同じ晶壁面を有するブロックの集合体で

ある. 組織制御により高強度鋼の水素脆性を抑制するためには, 水素脆性破壊とラスマル
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テンサイト組織との関係を明らかにすることが重要である.  

 
 

Figure 1-4 Schematic illustration (a) and optical microscope image (b) showing a microstructure 

of lath martensite. 

 

これまでマルテンサイト鋼の水素脆性破壊は, Fig. 1-5 に示すような粒界破壊 

[28-32] や擬へき開破壊 [33-38] により特徴付けられてきた. 擬へき開破面上には筋状模

様が観察され, {0 0 1}M へき開面で起こる低温脆性破面上に観察されるリバーパターンと

は様相が異なるため , 擬へき開破壊はへき開破壊とは異なる脆性破壊とされている . 

Shibata らは, 低・中炭素マルテンサイト鋼の水素脆性破壊とラスマルテンサイト微視組織

の関係を調べており, 旧オーステナイト粒界近傍に発生したクラックが, 旧オーステナイ

ト粒界に沿って伝播するときは粒界破壊が生じ, マルテンサイトの {0 1 1}M に沿って伝

播するときは擬へき開破壊が生じることを明らかにした [33-36]. また, Kim ら [37] や

Nagao ら [38] は, 破面直下の組織を TEM により調べ, 擬へき開破面はラス境界と平行

関係にあることを報告している. また, 擬へき開破面直下にはタングルした転位の存在が

観察されることから, 擬へき開破壊が脆性的な破壊ではなく, 塑性変形を伴った破壊であ

ることを示唆している [38]. このように, 水素脆性破壊とラスマルテンサイト微視組織の

関係は近年次第に明らかになりつつある.  
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Figure 1-5 SEM images showing (a) intergranular fracture surface and (b) quasi-cleavage fracture 

surface observed in hydrogen-related fracture of a martensitic steel. 

 

一方で, 水素脆化挙動は材料組織だけではなく変形条件にも依存することが知ら

れている [39-48]. 水素チャージした鉄鋼材料の延性 [39-42], 引張強さ [43] および断面減

少率 [44] におよぼす変形条件の影響をそれぞれ Figs. 1-6, 1-7, 1-8 に示す. 水素脆性は－

100 ˚C ~ 100 ˚C の温度域で起こって室温付近で最も顕著に生じ, また, ひずみ速度の低下

に伴って水素脆性が顕著に生じるようになる. BCC 構造を持つフェライト鋼 [39-44] に限

らず, FCC 構造を持つ安定オーステナイト系ステンレス鋼 [45-47] やアルミニウム合金 

[48] などにおいても同様の水素脆性の変形条件依存性が報告されており, 結晶構造によら

ない水素脆性の特徴的な現象として知られている. 変形条件は水素の集積挙動と大きく相

関すると考えられるが, その詳細は明らかになっていない.  
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Figure 1-6 Ductility of a low-carbon steel (SAE 1020 steel) as a function of strain rate and 

temperature [39, 40]. (a) Uncharged specimen (b) hydrogen-charged specimen. 
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Figure 1-7 Local tensile stress of notched specimens in a mid-carbon steel (En 27 steel) 

tensile-tested at various crosshead speeds (CS) as a function of temperature [43]. 

 

 

Figure 1-8 Reduction in area in a tensile test of a high strength steel (σUTS =1820 MPa) with 

various hydrogen contents as a function of temperature [44]. 
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1.4 鉄鋼材料中の水素の拡散およびトラップ現象 

 鉄鋼材料中に固溶した水素は原子半径が鉄原子のそれと比較して小さいため, 水

素原子は鉄鋼材料中で格子間位置を占め, 格子間機構で拡散する. 鉄鋼材料中の水素の拡

散の特徴の一つは, 水素のトラップ現象が顕著に見られることである. このトラップ現象

は, 水素原子と各種格子欠陥 (空孔, 転位, 結晶粒界, ボイド, 相界面, 積層欠陥), 析出物

界面, 置換型不純物原子およびクラックなどとの弾性的および化学的な相互作用に起因す

る現象である. Figure 1-9 に鉄中の水素の拡散係数のアレニウスプロットを示す. トラッ

プ現象によって拡散の遅滞が起こり, 低温域での水素拡散のアレニウスプロットが高温側

の拡散係数の外挿線から外れる傾向が確認できる [49]. この傾向は, 置換型不純物原子の

拡散および母相金属原子の自己拡散の場合には見られない.  

 

 

Figure 1-9 Arrhenius representation of the reported data for the diffusion of hydrogen in b.c.c. 

iron [49]. 
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 水素のトラップ現象に起因して, 転位に捕捉された水素が転位運動に追随して移

動する可能性がある. Louthan らは, 水素の放射性同位体であるトリチウムを用いて弾性変

形および塑性変形中のトリチウム侵入挙動と放出挙動を調べている. 彼らの結果 [50] に

よると, 試験片に塑性変形を与えるとトリチウムの侵入深さが増加し, また, トリチウム

添加した鉄鋼材料からのトリチウムの放出速度は降伏点を越えた直後に急激に増加する. 

同様の放出挙動は, 水素を用いた実験でも確認されている [51]. この結果は, 水素が転位

運動に追随して移動することを示している. 転位による水素輸送効果は理論的にも検討が

なされており, 南雲により通常の変形条件 (室温,   = 10-3 ~ 10-5 s-1) で水素が転位に追随

して移動し得ることが示されている [52].  

  

1.5 水素可視化実験法 

鋼中の水素の局所的な分布を調べることは困難である. 例えば, 室温で1気圧の水

素ガスと平衡する鉄中の水素固溶量は, 格子欠陥に捕捉される水素量を除くと10-3 wt ppm 

オーダー (原子比で 10-8 程度) と極めて微量である [53]. 水素脆性破壊と水素集積挙動の

関係を調べるためには局所的な水素の濃化を考える必要があるが, 破壊が進行する局所領

域での水素量の変化は著しく小さいため, 水素を検出する実験装置も高分解能でなければ

ならない. また, 最も小さく軽い元素である水素は, エネルギー分散型X線分析 (Energy 

dispersive X-ray, EDX) や電子プローブ微小分析 (Electron Probe Micro Analyzer, EPMA), X線

光電子分光法, オージェ電子分光法などで原理的に検出することができず, 適用できる方

法が限られる. 

材料中の水素分布を可視化する手法として, トリチウムオートラジオグラフ法 

[54], 二次イオン質量分析法 (Secondary Ion mass spectroscopy, SIMS) [55, 56], 三次元アトム

プローブ法 (Three Dimensional Atom Prove, 3DAP) [57], 水素マイクロプリント法 [58], 銀

デコレーション法 [59, 60] などの水素可視化実験法が挙げられる. 各手法の利点および特

徴を Table. 1-1 にまとめる.  

トリチウムオートラジオグラフ法は, 水素の放射性同位体であるトリチウム (3H) 

の写真作用を利用して, 試料中のトリチウム分布を可視化する手法である. トリチウムか

ら放出されるのは微弱な β 線 (最大エネルギー: 18.6 keV, 半減期: 12.3 年) のみであるた

め, 写真乳剤中での飛跡が短く, 解像度の高いオートラジオグラフ像の取得が可能であり, 

トリチウムオートラジオグラフ法は有力な水素可視化法の一つとして知られている. 一方
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で, 放射性物質の取り扱いや実験設備上の困難性が問題として挙げられる. 放射性物質で

あるトリチウムを試験片に添加した後, 人体に無害なレベルの放射線量になるまでに最低 

3 日を有することから, 写真乳剤の感光時間は長時間となり, 得られるトリチウムオート

ラジオグラフ像は非拡散性トリチウムの分布を主に反映していると考えられている.  

SIMS は, 試験片表面に一次イオンを照射した際のスパッタリングによって放出

された水素 (あるいは重水素) イオンを質量分析器で検出することで, 高分解能かつ高感

度 (ppb オーダー) で水素 (あるいは重水素) 分布状況を可視化する手法である. 異なる質

量の二次イオンも同時測定可能であり, また, 試験片表面のスパッタリングにより試料深

さ方向の三次元分布状況も高感度で測定できる, しかし, SIMS 測定は高真空下で行なう必

要があるため, 測定準備段階での拡散性水素の脱離が危惧されており, 得られる水素二次

イオン質量分析走査像は非拡散性水素の分布状況を主に反映すると考えられている. 実際

に報告されている実験結果として, 第二相粒子－母相間境界, 合金元素の偏析領域, せん

断変形帯などの強いトラップサイトに存在している水素分布が SIMS によって測定され

ている [55, 56].  

3DAP は, 金属中の個々の原子の位置情報が得られ, 鉄鋼材料中の水素原子を原

子レベルの分解能で再現することができると期待されている. しかし, 測定に用いられる

針状サンプルは極めて小さく, 測定準備段階で水素が容易に脱離してしまうという技術的

な難点があった. 近年, 高橋らは, チャンバー中で重水素ガス (D2) を用いた水素チャージ

を行うことによって, 測定準備段階での重水素の脱離を抑え, 良好な重水素の 3DAP マッ

プを得ることに成功し, 析出強化鋼中の TiC と母相界面が水素のトラップサイトとして

働いていることを明らかにしている [61]. これは, TiC, VC, NiC などの微細炭化物に捕捉

された水素を直接的な手法で確認した初めての例である. 3DAP は拡散性水素の検出には

適さないが, 非拡散性水素の検出には他の手法と比べて最も優れているといえる.  

水素マイクロプリント法 [58] および銀デコレーション法 [59, 60] は両者とも, 

水素自体が持つ還元性を利用して, 試験片表面の銀イオンを水素によって還元し, 析出し

た銀粒子分布から水素の分布を観察する手法である. 両者の違いは, 銀イオンを試験片表

面に供給する方法である. 水素マイクロプリント法は臭化銀を含んだ写真乳剤を試験片表

面に塗布するのに対して, 銀デコレーション法はシアン化銀を含んだ溶液に試験片を浸す

ことで, 試験片表面に銀イオンを供給する. 試験片表面まで拡散してきた水素原子を検出

することから, 拡散性水素の分布を可視化することができる. 比較的簡便な実験設備で実

施可能なので, 引張試験と組み合わせるなど様々な工夫がしやすいメリットがある.  
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上記では, 5 種類の有力な水素可視化法の原理と得られる水素可視化像の特徴に

関して述べた. 各手法の原理からもわかる通り, 手法によって可視化像として反映される

水素の特徴は異なり, 調査対象とする水素に合わせて適切な手法を選択する必要がある. 

銀デコレーション法は, 毒性の高いシアン化銀を溶液に用い, 試験片を溶液槽に浸した状

態で引張試験を行なうため特殊な溶液槽と取り扱いに細心の注意が必要となる. 一方で, 

水素マイクロプリント法は特殊な設備を必要とせず簡便に実施することができる. そこで

本研究では, 拡散性水素の分布を可視化でき, 引張試験への適用が可能な水素マイクロプ

リント法を用いて, 引張試験中の拡散性水素の分布を調べた.  

 

Table 1-1 Hydrogen visualization methods. 

 

 

1.6 本研究の目的 

 1.3 節でも述べたとおり, 水素脆性破壊とラスマルテンサイト組織との関係は近年

次第に明らかになってきている. 一方で, HELP 理論や HESIV 理論のような転位と水素

の相互作用に言及した水素脆性機構が提案され, また, 水素脆性破面の詳細な組織観察に

より水素脆化破壊過程に塑性変形の痕跡が確認されている. しかし, 変形条件を変えるこ

とで転位運動に対する相対的な水素の拡散挙動を変化させたときに水素脆性破壊挙動がど

のように変化するのかは系統的に明らかにされていない. 高強度組織であるラスマルテン

サイト組織中の水素脆化破壊と水素集積の関係が明らかになれば, 高強度鋼の水素脆性破

壊の本質的な理解に寄与するとともに, 耐水素脆化特性に優れた新たな高強度鋼の開発に

貢献できるため, 産業的な意義も大きい.  

そこで本研究では, 低炭素マルテンサイト鋼 (Fe-0.2C) を用い, 変形条件 (ひず
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み速度, 変形条件) を変化させた単軸引張試験中の水素集積挙動および水素脆性破壊を, 

ラスマルテンサイト組織に注目して明らかにすることを目的とする. また, 有力な水素集

積機構の一つである転位による水素輸送効果に着目し, 種々の初期転位密度を有するラス

マルテンサイト (1.5Mn-B-IF 鋼) における引張変形中の水素集積挙動を調べ, ラスマルテ

ンサイト組織中での水素集積機構を検討する. 検討した水素集積機構をもとに, 水素脆性

破壊挙動の変形条件依存性を議論している.  

 

1.7 本論文の構成 

 本論文は全 6 章から構成されている. 

 第 1 章は, 本章であり, 本研究の背景と目的について述べた.  

 第 2 章では, 変形条件のうちひずみ速度に着目し, 低炭素マルテンサイト鋼の水素

脆性破壊挙動におけるひずみ速度依存性を, ラスマルテンサイト組織に注目して調べる. 

 第 3 章では, 水素可視化実験の一種である水素マイクロプリント法を用いて, ひず

み速度を変えた引張変形中の水素集積挙動をラスマルテンサイト組織に注目して調べ, 第

2 章で得られた水素脆性破壊挙動のひずみ速度依存性を明らかにする.  

 第 4 章では, 変形条件のうち変形温度に着目し, 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆

性破壊挙動における変形温度依存性を, ラスマルテンサイト組織と対応させて調べる. 第

3 章で明らかになった水素集積と水素脆性破壊に関する知見をもとに, 水素の拡散および

集積の観点から水素脆性破壊挙動の変形温度依存性を検討する. 

 第5章では, 有力な水素集積機構の一つである転位運動による水素輸送効果に着目

し, 初期転位密度の異なるラスマルテンサイト鋼における水素集積挙動を水素マイクロプ

リント法により調べる. 得られた知見をもとに, ラスマルテンサイト組織中の水素集積機

構を考察し, 第 2 章および第 4 章で調べた低炭素マルテンサイト鋼における水素脆性挙動

の変形条件依存性について議論する.  

 第 6 章では, 本研究の結果と総括を行う. 
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第 2 章 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆性破壊におよぼす

ひずみ速度の影響 

 

2.1 緒言 

 高強度材料の基地組織として重要なマルテンサイトは水素脆化感受性が高く, 水

素脆性の克服が切望されている. 高強度鋼の水素脆性による破壊は, 粒界破壊 [1-5] と擬

へき開破壊 [6-12] で特徴付けられてきた. これらの水素脆性破壊挙動とラスマルテンサ

イト組織との関係を明らかにするため, これまでにさまざまな先行研究がなされてきた. 

Nagao ら [7] や Kim [8] は, 破面直下の組織を透過型電子顕微鏡 (Transmission Electron 

Microscopy, TEM) により調べ, 擬へき開破面がラス境界に沿っていることを報告している. 

Shibata は低・中炭素マルテンサイト鋼の水素脆性破壊とラスマルテンサイト微視組織の関

係を調べており, 水素脆性破壊においては, 旧オーステナイト粒界近傍に発生したクラッ

クが旧オーステナイト粒界に沿って伝播するときには粒界破壊が生じ, マルテンサイトの 

{0 1 1}M に沿って伝播するときには擬へき開破壊が生じることを明らかにした [9-12]. こ

のように, 水素脆性による破壊とラスマルテンサイト組織の関係が次第に明らかになって

きた. 一方で, 水素脆化挙動は材料組織だけでなく変形条件にも大きく依存することが知

られている [13-18]. しかし, その破壊過程をラスマルテンサイト組織に注目して詳細に調

べた報告例はなく, 低炭素マルテンサイト鋼における水素脆化挙動が変形条件に依存する

理由は未だ不明である.  

本章では, 単軸引張試験におけるひずみ速度を系統的に変化させたときの低炭素

マルテンサイト鋼における水素脆化破壊挙動を, ラスマルテンサイト組織に注目して明ら

かにする. 得られた結果をもとに, 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆化破壊挙動のひずみ

速度依存性について議論する. 

 

2.2 実験方法 

2.2.1 試料作製 

本章では 0.2 wt % の炭素を含む低炭素鋼 (二元系 Fe-0.2 wt% C 合金) を用いた. 
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試料の詳細な化学組成を Table 2-1 に示す. 130 mm × 20 mm × 12 mm (RD × TD × ND) の板

状の供試材に対して, 表面の酸化膜を除去した後, 冷間圧延を施すことによって 1.5 mm 

厚の板材を作製した. 東栄科学産業社製のクエンチ熱処理装置 TG22505 を用い, 真空中

で 1050 ˚C, 1.6 ks (30 min) のオーステナイト化処理の後, 氷食塩水焼入れ (Ice-brine 

quenching, IBQ) を行なった. その後, 液体窒素温度で 300 s のサブゼロ処理を施すことで, 

ラスマルテンサイト単相組織を有する試料を得た. 放電加工機 (Brother 社製，HS-70A) を

用いて熱処理後の試料から板状引張試験片を切り出した. # 80 から# 4000 のエメリー紙を

用いて引張試験片を板厚 1 mm まで湿式機械研磨を施すことで, 熱処理により試験片表

面に生成した脱炭層を除去した. その後, バフ研磨 (ダイヤモンドペースト, 3 μm) を行い, 

引張試験片の表面を鏡面に仕上げた．最終的な試験片の形状 (Fig. 2-1) は JIS 5 号試験片

の 5 分の 1 のサイズであり, 平行部長さ, 平行部幅, 板厚はそれぞれ 10 mm, 5 mm, 1 

mm である.  

 

 

 

 

Figure 2-1 Schematic illustration of the tensile test specimen. 

Table 2-1 Chemical composition of the steel used in the present study. (wt%) 

 



22 

 

2.2.2 水素脆化破壊挙動の評価 

2.2.2.1 水素チャージ 

陰極電解法により水素を引張試験片に導入した. 陰極側に引張試験片, 陽極側に

白金電極を接続し, 室温において電流密度 1.0 A m-2, チャージ時間 86.4 ks (24 hr) で水素

チャージを行なった. 電極に用いた白金は, 引張試験片よりも表面積の大きなものを用い

ることによって, 電解液と接する試験片表面において電流密度が均一となるようにした. 

電解液には 3 % NaCl + 3 g L-1 NH4SCN水溶液を用いた. 陰極電解法による水素チャージは, 

簡便な実験装置で多量の水素を試験片に導入できるが, それに伴ってブリスターなどの水

素損傷が発生することが多い. 羽木らによると, 低炭素鋼に陰極電解法で水素を導入した

場合, 水素チャージ条件によっては試料表面にブリスターが発生することが報告されてい

る [19]. 本研究で用いた水素チャージ条件では, 水素チャージ後の試験片表面にブリスタ

ーは存在しなかった. 

 

2.2.2.2 引張試験 

引張試験は，島津製作所製の引張試験装置 AG-1/100kN を用い, 室温において

種々のひずみ速度 (  = 8.3 × 10-6 s-1 ～ 8.3 × 10-1 s-1) で行った. 水素チャージ終了から引張

試験開始までの間の試験片から外部への水素の脱離量を一定にするため, 水素チャージを

行った全ての試料に対し, 水素チャージ終了から 2.4 ks (40 min) 後に引張試験を開始した．

引張試験中の試験片の変位は, 0 ～ 0.025 mm の微小変位域を共和電機社製のひずみゲー

ジ (KFG-5-120-C1-N1M2) を用いて検出し, 0.025 mm 以上の変位はクロスヘッドの変位か

ら算出した.  

 

2.2.2.3 水素量測定 

 陰極電解法により導入した水素量は, 昇温脱離ガス分析装置 (Thermal Desorption 

Spectroscopy; 以下 TDS) を用いて測定した. 昇温速度は 100 K min-1 とした. 水素チャー

ジ終了から水素量測定開始までの間に起こる試験片から外部への水素の脱離量を引張試験

の場合と等しくするため, 水素チャージ終了から測定まで 2.4 ks (40 min) 間, 室温で保持

した. 昇温脱離分析における水素放出挙動には, 300 ˚C 以下の低温側と 300 ˚C 以上の高温
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側の 2 つの水素放出ピークが存在する. 高井らは, 二次イオン質量分析法による水素可視

化実験を行なうことで, 低温側と高温側の 2 つの水素放出ピークに対応した水素のトラッ

プサイトを調べ, 低温側の水素放出ピークは弱いトラップサイトである原子空孔, 転位, 

または結晶粒界から放出される水素に対応し, 高温側のピークは強いトラップサイトであ

る介在物界面, 析出物界面, および不純物の偏析帯から放出される水素に対応しているこ

とを明らかにした [20]. 水素脆性の一種である遅れ破壊は, 水素添加した材料に応力を付

加し, ある程度の時間経過の後に破断に至る. そのため, 室温で容易に拡散できる水素が

水素脆性に大きな影響を与える. そこで本研究では, TDS の測定結果において 300 ˚C 以下

で脱離した水素量を拡散性水素量 (HD) と定義した. Figure 2-2 に, 水素チャージ材と未チ

ャージ材の TDS 測定結果を示す. 本研究で用いた試料は, Fe-C 二元系合金でマルテンサ

イト単相組織であり, 水素の強いトラップサイトが存在しないため, 300 ˚C 以上の高温側

で顕著な水素放出ピークは検出されなかった. 水素チャージ材および未チャージ材の拡散

性水素量はそれぞれ 4.12 wt.ppm, 0.00 wt.ppm であった.  

 

 

 

Figure 2-2 Hydrogen desorption curves for the uncharged and hydrogen-charged specimens 

obtained by TDS. 
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2.2.3 組織観察 

2.2.3.1 光学顕微鏡による組織観察 

熱処理後の試料を, 放電加工機を用いて 10 mm × 5 mm × 1.5 mm (RD × TD × ND)

のサイズに切り出した. 観察面は ND 面である. 切り出した試料に対して, # 120 から# 

4000 のエメリー紙による湿式機械研磨の後, 観察面を鏡面に仕上げるため, 電解研磨を行

った. 電解研磨は, 10 %過塩素酸 + 90 %酢酸溶液 (50 ml HClO4 + 450 ml CH3COOH) を用

いて, 電圧 22 V, 284 K で 30 s 行った. その後, 3 %ナイタール (3 vol% HNO3 + 97 vol% 

C2H5OH) を用いて, 室温で 10 s で腐食した. 腐食後の試料表面を, 光学顕微鏡 (Optical 

Microscope; 以下  OM) を用いて組織観察した. OM 組織観察には OLYMPUS 社製の 

BX51M を用いた． 

 

2.2.3.2 走査型電子顕微鏡観察および電子線後方散乱回折法 

走査型電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope; 以下 SEM) による組織観察に

は, FEI 社製の XL30 Sirion を用いた. また, SEM により得られる電子線後方散乱回折図

形 (Electron Back Scattering Diffraction; 以下 EBSD) を OIM Data Collection ver. 5.31 を用

いて測定し, 得られた EBSD データ解析を TSL OIM Analysis ver. 5.2 を用いて解析する

ことによって, ラスマルテンサイト組織を結晶学的に調べた. また, SEM による反射電子 

(Electron Back Scattering, 以下 BSE) 観察には, JEOL-7800 を用いた. SEM / EBSD 測定では, 

加速電圧を 15 kV とし, step size は 0.2 μm とした. 引張試験後の板状試験片の破面周辺

の組織を板面法線方向から観察する際, 機械研磨や電解研磨によって破面が消失してしま

うことを防ぐため, 引張試験後の試験片に Ni 電気めっきを施し, 破面を保護した. めっ

き液には 150 g L-1 Ni2SO4 + 15 g L-1 H3BO4 水溶液を用いた. 陰極側に引張試験後の試験片, 

陽極側に板状の純 Ni を接続し, 電流密度を 100 A m-2, 時間を 86.4 ks (24 hr) として Ni 

電気めっきを行なった. Ni 電気めっきを施した試験片に対し, 平行部の厚さが半分になる

まで # 240 から# 4000 のエメリー紙で湿式機械研磨した後, 電解研磨により観察面 (ND

面) を鏡面に仕上げた. 電解研磨は, 2.2.3.1 節で記述した条件で 25 s の時間行なった. 

以上の手順で作製した試料を用い, 破断面およびマイクロクラック近傍領域に対

して, SEM/EBSD 測定を行った. SEM/EBSD 測定により得られた方位マップをもとにバリ

アント解析を行い, 破断面およびマイクロクラックとラスマルテンサイト組織との関係を
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調べた. 以下にバリアント解析の詳細を示す.  

マルテンサイトは母相オーステナイトとある特定の結晶方位関係を持って生成

する [21-24]. 鉄合金マルテンサイトにおいては, Kurdjumov - Sachs (以下 K - S) 関係, 

Nishiyama - Wasserman (以下 N - W) 関係, および Greninger - Troiano (以下 G - T) 関係の 3

種類の結晶方位関係が存在し, 低・中炭素鋼のラスマルテンサイトは母相オーステナイト

と K - S 関係を満たす [22-24]. K - S 関係を満たす 24 種のバリアントを Table 2-2 に示す. 

ラスマルテンサイト組織には, ラス, ブロック, パケット, 旧オーステナイト粒といった

種々の大きさの組織単位から構成されている. ラスは高密度の格子欠陥を有し, 約 0.2 μm 

の板状のマルテンサイト単結晶である. ブロックは同一の結晶方位を有するラスの集合体

である. そのため, ブロックが 1 つのバリアントに対応する. パケットは, 共通の面平行関

係を有するブロックの集合体 (V1～V6, V7～V12, V13～V18, V19～V24) であるため, 1 つ

のパケットは特定の 6 つのバリアントに対応する. つまり, ラスマルテンサイト組織にお

いては, 1 つのオーステナイト粒内に 4 つの異なる{1 1 1}A に対応した複数 (最大 4 種類) 

のパケットが存在し, その各パケット内には複数 (最大 6種類) のブロックが存在し, 各ブ

ロックは同じ結晶方位を有する多数のラスによって構成されている. Table 2-2 より, K - S 

関係を満たすラスマルテンサイトのバリアント間の最小方位差は 10.53° であるため, 方

位差が 10.53° 以上の境界は, ブロック境界, パケット境界, および旧オーステナイト粒界

に対応している. また, Figure 2-3 に K - S 関係を有する 24 個のバリアントの理想極点図

を示す. この 24 個のバリアントの理想極点図と EBSD により実験的に求めた極点図を比

較することにより, EBSD によって観察した領域の各バリアントを特定することができる. 

バリアント解析から V1 - V24 の各バリアントを決定することで, ブロックおよびパケッ

トの特定が可能となる. さらに, バリアントの理想極点図から大きく外れる領域は, 別の

母相オーステナイト粒から生成したマルテンサイトに対応している. 以上の方法でブロッ

ク境界, パケット境界および旧オーステナイト粒界を同定した. 
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Table 2-2 Orientation relationship of 24 K-S martensite variants. The subscripts of “A” and “M” mean 

austenite and martensite, respectively. 
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2.2.3.3 透過型電子顕微鏡観察 

透過型電子顕微鏡 (Transmission Electron Microscope, TEM) による転位組織観察

とラス幅測定には, JEOL 社製の JEM-2010 を用いて, 加速電圧は 200 kV で行なった. 

放電加工機を用いて直径 3.0 mm の TEM サンプルを切り出し, 厚さ 30 μm まで # 1200 

から# 4000 のエメリー紙で湿式機械研磨した後, ツインジェット電解研磨装置 (Struers 

社製, TenuPol-5) を用いて電解研磨を行った. 電解研磨条件は, 10 % 過塩素酸 + 90 % 酢

酸溶液 (50 ml HClO4 + 450 ml CH3COOH) を用いて, 電圧 20 V, 液温 284 K で行った. 

 

 

Figure 2-3 Ideal [0 0 1] pole figure of 24 martensite variants when the martensite holds K - S 

relationship with respect to austenite. 
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2.3 実験結果 

2.3.1 材料組織 

Figure 2-4 に, 熱処理後の試料の (a) 光学顕微鏡写真, (b) EBSD 方位マップ ((a)

と同一視野) および (c) TEM 像を示す. 試料は典型的なラスマルテンサイト組織を呈し, 

初析フェライトは観察されなかった. (a) 光学顕微鏡写真からは, ラスマルテンサイト組織

中のブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界を厳密に区別することは難しい. 

一方, EBSD 測定によって得られたマルテンサイトの方位情報を元にバリアント解析を行

なうことによって, ブロック, パケット, 旧オーステナイト粒を正確に同定することがで

きる. (b) の EBSD 方位マップ上ではバリアント解析によって同定したブロック, パケッ

 

Figure 2-4 (a) Optical microscopy image, (b) corresponding EBSD orientation map, and (c) TEM 

image of the as-quenched Fe-0.2C specimen. In the EBSD orientation map, block boundaries, 

packet boundaries, and prior austenite grain boundaries determined through the EBSD orientation 

analysis are drawn in black lines, yellow lines, and black broken lines, respectively. 
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ト, 旧オーステナイト粒界をそれぞれ, 黒線, 黄色線, 黒破線で示している. また, (c) の

TEM 像に示す通り, ラス内には高密度の転位が存在している. 低炭素マルテンサイト鋼

にはラス間にフィルム状の残留オーステナイトが観察される場合がある [25] が, 本研究

では, 焼入れ後に液体窒素温度でのサブゼロ処理を施しているため, フィルム状の残留オ

ーステナイトは観察されず, 用いた試料は 100% マルテンサイト組織を有している. 得ら

れたラスマルテンサイト組織の平均旧オーステナイト粒径, パケット粒径, ブロック粒径, 

ラス幅はそれぞれ, 76 μm, 14 μm, 1.9 μm, 0.2 μm であった.  

 

2.3.2 水素チャージ材および未チャージ材の力学特性 

Figure 2-5 に (a) 未チャージ材および (b) 水素チャージ材の公称応力 - 公称ひ

ずみ曲線を示す. また, 得られた公称応力 - 公称ひずみ曲線から求めた引張強さと全伸び

をまとめたものをFig. 2-6に示す. 未チャージ材は, いずれのひずみ速度においても明瞭な

降伏点を示さず, 降伏後は加工硬化を示しておよそ 1400 ～ 1550 MPa 程度の引張強さに

達した後, 大きな局所伸びを示した. これは低炭素マルテンサイト鋼の典型的な応力 - ひ

ずみ曲線である [26]. ひずみ速度を変化させても未チャージ材の全伸びに系統的な変化は

認められず, いずれのひずみ速度においても 8 % 以上の十分な延性を示す. 一方で, 水素

チャージ材では, いずれのひずみ速度においても, 未チャージ材と比較して全伸びが低下

した. 最もひずみ速度の速い 8.3 × 10-1 s-1 の場合, 水素チャージ材は 8.2 % の大きな全伸

びを示すのに対し, 最もひずみ速度の小さい 8.3 × 10-6 s-1 の場合には, 水素チャージ材は

弾性域で破断に至っている. 以上より, ひずみ速度の低下に伴い, 水素チャージ材の延性

が大きく低下する, つまり水素脆化が顕著に生じることがわかった. 
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Figure 2-5 Engineering stress - engineering strain curves at room temperature of (a) the 

uncharged specimens and (b) the hydrogen-charged specimens of Fe-0.2 wt%C at different strain 

rates ranging from 8.3 ×10-6 s-1 to 8.3 ×10-1 s-1.  
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Figure 2-6 Tensile properties of the uncharged specimens and the hydrogen-charged specimens 

tensile-tested at different strain rates. 
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2.3.3 破面観察 

 水素脆性による破壊の特徴を調べるため, SEM を用いて引張試験後の破面観察を

行なった. ここで便宜上, ひずみ速度 8.3 × 10-1 s-1 , 8.3 × 10-4 s-1, 8.3 × 10-6 s-1 をそれぞれ高

ひずみ速度, 中ひずみ速度, 低ひずみ速度と称する. Figure 2-7 は, (a) 高ひずみ速度およ

び (b) 低ひずみ速度での引張試験後の未チャージ材の破面 SEM 像である. これらの破面

はディンプルパターンで構成された典型的な延性破面となっていた. ひずみ速度が変化し

ても, 未チャージ材の破面形態に顕著な変化は認められなかった. 一方, 水素チャージ材

の破面には特徴的な脆性破面が観察された. Figure 2-8 は, 高ひずみ速度引張試験後の水

素チャージ材の破面の (a) 低倍率 SEM 像と (b), (c), (d) 高倍率 SEM 像である. 高ひず

み速度引張試験後の水素チャージ材の破面は, Fig. 2-8 (b) のように主にディンプルパター

ンから構成されていた. Fig. 2-8 (c) のように粒界破面のような形態も一部の領域で認めら

れ, その粒界破面はディンプルパターンで囲まれていた. 粒界破面上には, Fig. 2-8 (d) の

ように非常に微細なディンプルが観察された. Figure 2-9 は, 中ひずみ速度引張試験後の

水素チャージ材の破面の (a) 低倍率 SEM 像と (b), (c) 高倍率 SEM 像である. 中ひずみ

速度引張試験後の水素チャージ材の破面は, 全体的にはディンプルパターンで覆われた延

性的な破面である (Fig. 2-9 (c)) が, 粒界破面領域も一部存在していた (Fig. 2-9 (b)). 高ひ

ずみ速度引張試験後の場合と比較すると, 粒界破面の割合は大きくなり, より脆性的な破

面形態であるといえる. Figure 2-10 は, 低ひずみ速度引張試験後の水素チャージ材の破面

の (a) 低倍率 SEM 像と (b), (c) 高倍率 SEM 像 である. 高ひずみ速度の場合とは破壊

形態が大きく異なり, 低ひずみ引張試験後の水素チャージ材の破面は, 巨視的に見れば主

に粒界破面から構成されていた. 粒界破面には, 平滑な破面 (Fig. 2-10 (b)) と, 筋状模様

を伴う破面 (Fig. 2-10 (c)) の 2 種類のものが存在することがわかる. 筋状模様を伴う破面

をさらに高倍率で観察すると, 破面上には筋状模様の他に浅く微細なディンプルパターン

が存在しており, 平滑な破面とは明らかに形態が異なっていることがわかる. 
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Figure 2-7 SEM images showing fracture surfaces of the uncharged specimens tensile-tested at 

(a) 8.3 ×10-1 s-1, and (b) 8.3 ×10-6 s-1. 
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Figure 2-8 SEM images showing fracture surfaces of a hydrogen-charged specimen tensile-tested 

at 8.3 ×10-1 s-1 : (a) low magnification image and (b) - (d) high magnification images, (b) Dimple 

patterns, (c) macroscopic intergranular fracture surface surrounded by dimple patterns, and (d) 

fine dimple patterns on the macroscopic intergranular fracture surface (c).  
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Figure 2-9 SEM images showing fracture surfaces of a hydrogen-charged specimen tensile-tested 

at 8.3 ×10-4 s-1 : (a) low magnification image and (b) (c) high magnification images. (b) 

Macroscopic intergranular fracture with serrated markings, and (c) dimple patterns. 
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水素チャージ材の破面上に存在する特徴的な破面は, 平滑な粒界破面 (Fig. 2-10 

(b)), 筋状模様または微細ディンプルを伴った粒界破面 (Fig. 2-10 (c)) と, 延性破面 (Fig. 

2-8 (b)) の 3 種類に分類できる. 巨視的な粒界破面 (Fig. 2-10 (b), (c)) は, 未チャージ材の

破面には認められないため , 水素脆性破壊によって生じた破面であると考えられる . 

Figure 2-11 に, 種々のひずみ速度で行った引張試験後の水素チャージ材に見られる特徴

的な破面の面積率を示す. 高ひずみ速度引張試験後の水素チャージ材の破面では, 巨視的

な粒界破面の面積率はおよそ 4 % であり, ほぼ延性破面で構成されているのに対して, 

ひずみ速度の低下に伴い, 巨視的な粒界破面の面積率は単調に増加した. 低ひずみ速度引

張試験後では, 巨視的な粒界破面の面積率は 59.8 % にまで増加し, 破面全体に対して巨

視的な粒界破面の割合が支配的となった. また, ひずみ速度の低下に伴う平滑な粒界破面

 

Figure 2-10 SEM images showing fracture surfaces of a hydrogen-charged specimen after tensile 

test at 8.3 ×10-6 s-1 : (a) low magnification image and (b), (c) high magnification images. (b) 

Macroscopic intergranular fracture surface with smooth facets, and (c) macroscopic intergranular 

fracture surface with dimple patterns and serrated markings. 
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の面積率の増加は, 筋状模様を伴った粒界破面よりも小さい. 巨視的な粒界破面の面積率

が最も大きかった低ひずみ速度引張試験後であっても, 平滑な粒界破面の面積率は破面全

体の 9.0 % であり, 一方, 筋状模様を伴った粒界破面の面積率は 50.8 % であった.  

 

 

2.3.4 水素脆性破壊とラスマルテンサイト微視組織の関係 

引張試験後の破面近傍には, マイクロクラックが観察された. このマイクロクラッ

クは引張試験前の試験片には観察されなかったため , 変形中に発生したものである . 

Figure 2-12 に, 高ひずみ速度引張試験中に発生したマイクロクラックを ND 方向から観

察した (a, c) SEM 像と, マイクロクラック近傍の (b, d) EBSD 方位マップを示す. Figure 

2-13 は, 低ひずみ速度引張試験中に発生したマイクロクラックの (a) SEM 像と, マイクロ

クラック近傍の (b) EBSD 方位マップである. 高ひずみ速度引張試験の場合, 多くのマイ

クロクラックは Fig. 2-12 (a) に示すようにボイドが連結しているように見えることから, 

 

Figure 2-11 Area fraction of the characteristic fracture surfaces, i.e., (i) intergranular fracture 

surface with smooth facets, (ii) intergranular fracture surfaces with serrated markings, and (iii) 

ductile fracture surface (dimple pattern) in the tensile-fractured hydrogen-charged specimens, as a 

function of the strain rates.  
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延性的な破壊によって生じたと考えられる. マイクロクラックはラスマルテンサイト微視

組織との特定の関係を有さず, 旧オーステナイト粒内に発生・伝播していた (Fig. 2-12 (b)). 

また, 一部のマイクロクラックは, Fig. 2-12 (c), (d) に示すように, 旧オーステナイト粒界

近傍に発生・伝播していた. 一方, 低ひずみ速度引張試験後の場合, ほぼすべてのマイクロ

クラックは旧オーステナイト粒界近傍で発生・伝播していた (Fig. 2-13 (a), (b)).  

 

 

Figure 2-12 (a, c) SEM images and (b, d) corresponding EBSD orientation maps of micro-cracks 

in the hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 ×10-1 s-1. In the EBSD orientation map, 

block boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries determined through 

orientation analysis are drawn in black lines, yellow lines, and black broken lines, respectively.  
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Figure 2-8 (a) で示したように, 高ひずみ引張試験後の破面はディンプルパター

ンで覆われた延性破面であった. Figure 2-14 に, 高ひずみ速度引張試験後の水素チャージ

材の ND 方向から観察した破面近傍の (a) SEM像と (b) EBSD方位マップを示す. この延

性破面は, 近辺の旧オーステナイト粒界のトレースとは一致しておらず, さらにブロック

境界やパケット境界のトレースとも一致していない. 以上のことから, 高ひずみ速度引張

試験では, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界など特定の境界に沿わず, 

旧オーステナイト粒内で延性破壊が生じていると判断できる. 一方, 低ひずみ引張試験後

の破面は, Figure 2-10 で示したように主に巨視的な粒界破面 (平滑な粒界破面 (Fig. 2-10 

(b)), または筋状模様を伴った粒界破面 (Fig. 2-10 (c))) であった. Figure 2-15 に, 低ひずみ

速度引張試験後の水素チャージ材の比較的平坦な破面近傍の ND 方向から観察した (a) 

SEM 像と (b) EBSD 方位マップを示す. 平坦に見える破面を注意深く観察すると, Fig. 

2-15 (a) では平滑なファセットにより構成され, Fig. 2-15 (c) では微細な凹凸を伴ったファ

セットから構成されていることから, それぞれ, 2.3.3 節 (破面観察) で述べた平滑な粒界

破面, および筋状模様を伴った粒界破面にそれぞれ対応していると考えられる. 我々の研

 

Figure 2-13 (a) SEM image and (b) corresponding EBSD orientation map of micro-cracks in the 

hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1. In the EBSD orientation map, block 

boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries determined through orientation 

analysis are drawn in black lines, yellow lines, and black broken lines, respectively.  
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究グループでは以前, 低・中炭素マルテンサイト鋼の水素脆性クラックが {0 1 1}M に沿っ

て伝播することを報告している [9-12]. 平滑な粒界破面に対応している破面 (Fig. 2-15 (a)) 

は, 黒破線で示した旧オーステナイト粒界の外挿線に沿っており, 特定の結晶面との関係

性は認められなかった. 一方, 筋状模様を伴った粒界破面に対応している破面 (Fig. 2-15 

(c)) は, 黒破線で示した旧オーステナイト粒界には沿っておらず, また破面は BCC 金属

のすべり面である {0 1 1}M トレースと平行関係にあるファセットで構成されていた. 以

上のことから, 平滑な粒界破面は旧オーステナイト粒界での粒界破壊に対応し, 筋状模様

を伴った破面は旧オーステナイト粒内の {0 1 1}M を伝播した旧オーステナイト粒内破壊

であることが示唆される.  



41 

 

 

Figure 2-14 (a) SEM image and (b) corresponding EBSD orientation map of a ductile fracture 

surface in the specimen tensile-tested at 8.3 ×10-1 s-1. In the EBSD orientation map, block 

boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries determined through 

orientation analysis are drawn in black lines, yellow lines, and black broken lines, respectively. 

The traces of {0 1 1}M planes of the neighboring martensite are also indicated by red broken lines 

in the EBSD map. 
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Figure 2-15 (a, c) SEM images and (b, d) corresponding EBSD orientation maps of an 

intergranular fracture surface (a, b) with smooth facet and (c, d) with serrated markings in the 

specimen tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1. In the EBSD orientation map, block boundaries, packet 

boundaries, and prior austenite grain boundaries determined through orientation analysis are 

drawn in black lines, yellow lines, and black broken lines, respectively. The traces of {0 1 1}M 

planes of the neighboring martensite are also indicated by red broken lines in the EBSD map. 
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引張試験によって破断した試料の片方の EBSD 解析のみでは, 厳密には旧オー

ステナイト粒界直上における破壊が生じていることを証明できない. そこで, 旧オーステ

ナイト粒界上での粒界破壊の有無を明らかにするため, 破壊が開始した直後に引張試験を

停止させた試験片を作製した. Figure 2-16 に, 低ひずみ速度引張試験実施中に発生したメ

インクラックの低倍率 SEM 像を示す. このような試験片を用いることで, 機械研磨や電

解研磨の際の破面両端における研磨量を正確に一致させ, 破面両端の材料組織の情報を得

ることができる. Figure 2-17 は, メインクラック近傍の (a) SEM 像と (b) EBSD 方位マ

ップであり, 観察視野は Fig. 2-16 の白破線で示した領域である. SEM 像 (Fig. 2-17 (a)) 

が示す破面は, いくつかの比較的平坦なファセットから構成されているため, 2.3.3 節の破

面観察で述べた巨視的な粒界破面に対応していると考えられる. 青線で示される破面は, 

破面上に微細な凹凸が観察されるため, 2.3.3 節で述べた筋状模様を伴う粒界破面に該当し

ていると考えられる. この破面近傍に旧オーステナイト粒界が存在していることから, 破

壊は旧オーステナイト粒界直上ではなく旧オーステナイト粒内で起こったと考えられる. 

筋状模様を伴う粒界破面は, その破面形状が破面両側で完全には一致しないこと (Fig. 

2-14 (a)) から, 局所的な塑性変形を伴った破壊過程を経て破断に至ったことが示唆される. 

一方, 赤線で示した破面は, 2.3.4 節で述べた平滑な粒界破面に該当すると考えられる. 破

面の近傍に旧オーステナイト粒界は認められず, 特定の結晶面との関係性は認められなか

ったことから, 旧オーステナイト粒界に沿って破壊していると考えられる. その破面形状

が破面両側で一致することから, 平滑な粒界破面は旧オーステナイト粒界上で局所的な塑

性変形を伴わない脆性的な破壊過程を経て破断に至ったと思われる. 

 

 

Figure 2-16 SEM image of a main crack in the hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 

×10-6 s-1 just before fracture.  
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Figure 2-17 (a) SEM image and (b) corresponding EBSD orientation map of the crack in the 

specimen tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1 just before fracture shown in Fig. 2-16. The observation area 

corresponds to the white dotted square in Fig. 2-16. In the EBSD orientation map, block boundaries, 

packet boundaries, and prior austenite grain boundaries are drawn in black lines, yellow lines, and 

black broken lines, respectively. The white arrows, red lines and blue lines indicate the identical 

prior austenite grain boundaries on the both sides of the crack, fracture surfaces propagated along 

prior austenite grain boundary and fracture surfaces propagated inside prior austenite grains, 

respectively. 
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2.4 考察 

2.4.1 脱離水素の影響 

転位や不純物の影響の無い鉄結晶中の水素の室温での拡散係数は 9.4 × 10-9 m s-1 

(1 秒間の拡散距離 97 μm) [27] と非常に大きいため, 引張試験中に水素が脱離して

いる可能性が考えられる. 各ひずみ速度における水素チャージ材の破断時間を Table 2-3

に示す. ひずみ速度が低下するにつれて破断時間が長くなるため, 脱離水素量は大きくな

ることが予想される. そこで, 最も破断時間の長い低ひずみ速度 (8.3 × 10-6 s-1) での引張

試験後に破断した試料に対してTDS測定を行なったところ, 残存していた拡散性水素量は 

3.66 wt.ppm であった. 引張試験直前における拡散性水素量は 4.12 wt.ppm であり, 引張

試験前後で 0.46 wt.ppm の少量の水素脱離は認められるものの, 拡散性水素量に大きな差

はなかった. 仮にこうした比較的少量の脱離水素が水素脆性破壊挙動に影響を与えるとす

るならば, ひずみ速度の低下に伴って脱離水素量が多くなり, 水素脆化は起こり難くなる

と予想されるが, Fig. 2-6 に示したとおり, 水素チャージ材の水素脆化はむしろ顕著に生じ

ていた. したがって, 本章では引張試験中に生じる脱離水素の影響は無視できると考える.  

 

 

2.4.2 水素脆性破壊挙動のひずみ速度依存性 

本章では, ラスマルテンサイト単相組織を有する低炭素マルテンサイト鋼におい

て, 単軸引張試験のひずみ速度を種々変化させたときの水素脆化破壊挙動を調べた. 得ら

れた結果から水素脆化破壊過程を考察する. 

Figure 2-6 で示したように, 未チャージ材はいずれのひずみ速度の引張試験にお

いても 7.5 % から 12.7 % の十分な全伸びを示し, 破面形態は全面がディンプルパターン

で覆われた延性破面で構成されていた.  

低ひずみ速度引張試験の場合, 水素チャージ材は非常に脆性的な破壊形態を示し

た. 水素チャージ材の試験片内に残存したマイクロクラックは, 旧オーステナイト粒界近

Table 2-3 Fracture time for the hydrogen-charged specimens tensile-tested at various strain rates. 

Strain rate (s-1) 8.3 × 10-6 8.3 × 10-5 8.3 × 10-4 8.3 × 10-3 8.3 × 10-2 8.3 × 10-1 

Fracture time (s) 0.2 1.7 15.5 80.3 540.8 4680.0 
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傍に集中的に発生していた (Fig. 2-13). マイクロクラックは破壊の初期段階で発生したが, 

クラックの進展が不十分であったために残存したものであり, マイクロクラックの発生点

は破壊の起点に対応していると考えられる. 破面両端の組織観察 (Fig. 2-17) により, 平坦

な粒界破面は旧オーステナイト粒界上で脆性的な破壊過程を経て破断し, 筋状模様を伴う

粒界破面は旧オーステナイト粒内で {0 1 1}M 面に沿って局所的な塑性変形を伴う破壊過

程を経て破断したことを示唆している. 以上のことから, 水素脆性破壊は旧オーステナイ

ト粒界を起点として, ある場合は旧オーステナイト粒界を脆性的に伝播し, ある場合は旧

オーステナイト粒内を局所的な塑性変形を伴いながら {0 1 1}M に沿って進展する (Figs. 

2-15, 2-16) ことで, それぞれ平坦な粒界破面と筋状模様を伴った粒界破面を形成したもの

と考えられる. 我々の研究室の先行研究においては, 低・中炭素マルテンサイト鋼の水素脆

化挙動を低ひずみ速度引張試験を用いて評価し, 水素脆性クラックが {0 1 1}M に沿って

粒内伝播するといった、今回と同様の実験結果を得ている [9-12]. ラスマルテンサイト組

織は, ラス境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界, 転位などの格子欠

陥を含んでおり, これらの格子欠陥は水素のトラップサイトとして働く [28-34]. 水素脆性

破壊の起点が旧オーステナイト粒界近傍であることから, 格子欠陥にトラップ (捕捉) さ

れていた水素が引張変形中に旧オーステナイト粒界に集積したと仮定することができる. 

Takai らの報告 [35] によると, ラスマルテンサイト組織中の旧オーステナイト粒界は, 水

素の優先的なトラップサイトである. 旧オーステナイト粒界に集積した高濃度の水素が旧

オーステナイト粒界近傍でマイクロクラックの形成をもたらしたと考えられる.  

Figure 2-6 に示したように, 水素チャージ材の引張特性や破壊形態はひずみ速度

に大きく依存し, ひずみ速度の増加に伴って, 水素チャージ材の全伸びが 0.3 % から 

8.2 % まで単調に増加した. 破面形態もひずみ速度の増加に伴い延性的になり, 平滑な粒

界破面および筋状模様を伴った粒界破面の面積率の和は 59.8 % から 11.2 % まで減少し

た. ひずみ速度増加に伴う全伸びの増加と脆性破面の面積率の低下は, 定性的に良い一致

を示していた.  

高ひずみ速度の場合には, 水素チャージ材は延性的な破壊挙動を示した. 高ひず

み速度の場合, 水素チャージ材の破断後の試験片内に残存したマイクロクラックは, 旧オ

ーステナイト粒内に多く発生していた (Fig. 2-12 (a)). 破面は, ブロック境界, パケット境

界, 旧オーステナイト粒界などの特定の境界に沿わない延性破面 (Fig. 2-14) が支配的で

あった. 水素の集積の観点から考察すると, 高ひずみ速度の場合には, 材料中に水素が存

在していても破壊までの時間が短い (0.2 s) ため水素の局在化が起こらなかったと予想で
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きる. その結果, 破壊は旧オーステナイト粒内で延性的に発生・進展し, 水素チャージ材の

水素脆化は生じなかったと考えられる. また, 一部のマイクロクラックは旧オーステナイ

ト粒界近傍に発生し, 破面には筋状模様を伴う粒界破面が一部存在していた. 破断時間が

短く水素が集積するには不十分であったと考えられるため, 変形前の段階ですでに旧オー

ステナイト粒界に捕捉されていた水素が主に旧オーステナイト粒界近傍での破壊を促進さ

せた可能性がある. 旧オーステナイト粒界近傍に発生したクラック (Fig. 2-12 (c)) は旧オ

ーステナイト粒内を延性的に伝播した結果, 破面観察において, 筋状模様を伴う粒界破面

はディンプルパターンに囲まれたような形態を示したものと考えられる (Fig. 2-8 (c)).  

平滑な粒界破面と筋状模様を伴った粒界破面の水素脆性破壊機構について考察す

る. Figure 2-16 で示したとおり, 平坦な粒界破面は塑性変形を伴わない脆性的な破壊過程

で形成されていた. 脆性的な水素脆性破壊の要因として, 表面エネルギー低下説 [36], お

よび格子脆化理論 [37-40] が挙げられる. 表面エネルギー低下説は, 水素原子が破面に吸

着して表面エネルギーを低下させることを水素脆性の原因と考えている. 格子脆化理論は, 

水素原子が母相原子間の原子間結合力を低下させることが水素脆性の原因と考えている. 

前者は水素の働きを平均的な物理量である「表面エネルギー」の低下としているが, 後者

はそれを微視的な観点から「金属原子間の結合力」の低下としており, 両説は観点が異な

るだけで本質的には相違はない [41]. これらの理論に基づくと, 旧オーステナイト粒界に

集積した水素が, 粒界強度を低下させ, 旧オーステナイト粒界で起こるクラックの表面エ

ネルギーを低下させることでクラックの発生・伝播に寄与した可能性がある. 以上より, 平

滑な粒界破面は, 旧オーステナイト粒界に集積した水素が旧オーステナイト粒界の凝集力

を弱め (格子脆化理論), 旧オーステナイト粒界の表面エネルギーを低下させる (表面エネ

ルギー低下説) ことにより脆性的な破壊過程で形成したものと考えられる. 

次に, 筋状模様を伴った粒界破面の水素脆性破壊機構を考察する. 筋状模様を伴

う粒界破面の結晶学的特徴を SEM / EBSD により調べた結果, 筋状模様を伴う粒界破面の

ファセットは {0 1 1}M 面に沿っていた (Fig. 2-15 (d)). {0 1 1}M に沿った破壊が生じる要

因として, {0 1 1}M でのへき開破壊 [42], HELP によるすべり面分離 [43, 44], HESIV 理論 

[45], またはラス境界およびブロック境界上での破壊が挙げられる. これらの要因を明ら

かにするために, ノッチ入り試験片 (Fig. 2-17) を用いて, ノッチ底から発生する水素脆性

クラックの伝播挙動を結晶学およびラスマルテンサイト組織に注目してより詳細に調べた. 

Figure 2-18 は, 低ひずみ速度引張試験を破断荷重に達した直後に停止した試験片のノッ

チ近傍の (a) 低倍率 SEM 像と (b) 高倍率 SEM 像である. Figure 2-18 (b) においては, 
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発生したいくつかのクラックが連結することによって伝播しているように見える. すなわ

ち, 水素脆性クラックは断続的に伝播すると考えられる. Figure 2-19 は, 旧オーステナイ

ト粒の内部に伝播している水素脆性クラックの (a) 低倍率 BSE 像と (b) 高倍率 BSE 像

である. Figure 2-19 (a) のように, 大部分のクラックはラス境界と平行に伝播しているが, 

白矢印で示すようにラス境界を横切って伝播している箇所も観察できる. また, 高倍率 

BSE 像 Fig. 2-19 (b) が示すとおり, マイクロクラックはラス境界ではなく, ラス内を伝播

している. 以上の観察結果から, 水素脆性クラックはラス境界ではなく, ラス内を伝播し

ている箇所が多いことが明らかになった. Figure 2-20 は, ラス内を伝播した水素脆性クラ

ックの (a) BSE 像と (b) EBSD 方位マップである. EBSD 方位マップ上には {0 1 1}M の

面トレースを白線で示し, クラック近傍には 6 つある等価な {0 1 1}M の面トレースのう

ち, クラックと平行に近いものを選んで示している. 水素脆性クラックは {0 1 1}M と平

行に伝播しているが, 必ずしもラス境界と平行な {0 1 1}M に沿って伝播しているわけで

はない. 水素脆性クラックの伝播には, ラス境界というよりも {0 1 1}M という結晶面が重

要な意味を持っていると考えられる. Figure 2-21 は, Fig. 2-20 と同一視野の EBSD 方位

データから得られた (a) KAM (Kernel Average Misorientation) マップと KAM マップ上の

白線に沿った (b) 結晶方位プロファイルである. KAM 値は EBSD 方位マッピングにおけ

る各測定点とそれに隣接する全ての測定点間の方位差の平均値を表す [46]. Figure 2-21 (a) 

から, 水素脆性クラック近傍で大きな方位差が生じていることがわかる. Figure 2-21 (b) 

より, 水素脆性クラックの前方にほとんど方位差はないが, クラックを挟んで 5° 程度の

方位差が生じていることがわかる. 以上の結果から, 水素脆性クラックの伝播には局所的

な塑性変形が伴っていると考えられる. したがって, 水素脆性クラックの伝播においては, 

{0 1 1}M でのへき開破壊 [42] やラス境界およびブロック境界上での破壊ではなく, HELP 

によるすべり面分離 [43, 44] もしくは HESIV 理論 [45] のどちらかの破壊機構が働いた

と考えられる. 本研究では, HELP によって促進された転位運動が起こすすべり面分離破

壊なのか, それとも転位運動に伴う空孔の凝集によってすべり帯に生成したマイクロボイ

ドの連結で破壊したのかを判定する直接的な証拠は得られなかった. 今後は原子レベルで

の詳細な実験的検討が必要である.  
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Figure 2-17 Schematic illustration of the notched tensile test specimen. 

 

Figure 2-18 SEM images of a crack in the hydrogen-charged notched specimen tensile-tested at 

8.3 ×10-6 s-1. (a) Low magnification, (b) high magnification. The tensile test was quitted before 

fracture.  
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Figure 2-19 SEM/BSE images of cracks in the hydrogen-charged notched specimen tensile-tested 

at 8.3 ×10-6 s-1. (a) Low magnification, (b) high magnification. The tensile test was quitted before 

fracture. In the BSE image of (a), cracks propagating across lath are indicated by white arrows.  

 

Figure 2-20 (a) SEM/BSE image and (b) EBSD orientation map of cracks in the 

hydrogen-charged notched specimen tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1. The tensile test was quitted 

before fracture. Traces of {0 1 1}M planes are indicated by white lines in the EBSD map.  
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2.5 結言 

本章では, 0.2C 鋼水素チャージ材の単軸引張試験を, 8.3 × 10-6 s-1 ～ 8.3 × 10-1 s-1 

の範囲の種々のひずみ速度で行い, 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆性におよぼすひずみ

速度の影響をラスマルテンサイト組織との関係に着目して調べた. 得られた主な結果は以

下の通りである. 

 

(1) 未チャージ材は, いずれのひずみ速度の引張試験においても 7.5 % から 12.7 % の十

分な全伸びを示し, 破面形態は全面がディンプルパターンで覆われた延性破面で構成

されていた. 

(2) 水素チャージ材の引張特性はひずみ速度に大きく依存し, ひずみ速度の低下に伴って

全伸びが 8.2 % から 0.3 % まで単調に減少した. ひずみ速度の低下に伴い, 水素チャ

ージした低炭素マルテンサイト鋼の水素脆化が顕著に生じるようになると結論づける

ことができる.  

(3) 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆性時の破壊の起点は, ひずみ速度により異なること

が明らかになった. 低ひずみ速度引張試験の場合, 全てのマイクロクラックは旧オー

 

Figure 2-21 (a) EBSD-KAM map obtained from Fig. 2-20 (a), and (b) crystal orientation profiles 

along the white lines drawn in (a). 
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ステナイト近傍に観察された. 一方, 高ひずみ速度引張試験の場合, 旧オーステナイト

粒界の他にも, 旧オーステナイト粒内に多くのマイクロクラックの発生が確認された.  

(4) 引張試験後の水素チャージ材の破面には, (i) 平滑な粒界破面, (ii) 筋状模様を伴う粒界

破面, (iii) ディンプルパターンから構成される延性破面の 3 種類が存在した. EBSD 

測定とバリアント解析の結果, 平滑な粒界破面は旧オーステナイト粒界での破壊, 筋

状模様を伴った粒界破面は旧オーステナイト粒内での破壊によってできた破面である

ことが明らかになった. ひずみ速度の低下に伴って, 延性破面の割合が減少し, 平滑な

粒界破面および筋状模様を伴った粒界破面の面積率が増加した. 

(5) 水素チャージ材の低ひずみ速度引張試験 (8.3 × 10-6 s-1) において, 破断荷重に到達し

た直後に引張試験を止め, 破断前のマクロクラックが発生した直後の状態の試験片の

採取に成功した. 得られた試験片を用いて, 水素脆性クラックの伝播経路とラスマル

テンサイト微視組織の関係を調べた. 平滑な粒界破面は, 破面両側での形状が互いに

一致するため, 塑性変形を伴わない脆性的な破壊過程により形成したと言える. 一方

で, 筋状模様を伴う粒界破面は, 破面両側での形状が互いに一致しないため, 塑性変形

を伴う破壊過程により形成したと言える. 

(6) ノッチ入り引張試験片を用いて, 低ひずみ速度引張試験中にノッチ底から発生した水

素脆性クラックの伝播挙動を, 結晶学およびラスマルテンサイト組織に注目してより

詳細に調べた. 水素脆性クラックの多くはラス内の {0 1 1}M 面に沿って伝播していた. 

EBSD 測定によって得られた結晶方位データから作成した KAM マップと結晶方位プ

ロファイルより, 水素脆性クラックを挟んで結晶方位が変化していることが明らかに

なった. これは, 水素脆性クラックが局所的な塑性変形を伴って伝播していることを

示している. 
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第 3 章 低炭素マルテンサイト鋼の水素集積挙動におよぼすひずみ速度の

影響 

 

3.1 緒言 

 第2章の結果より, 低炭素マルテンサイト鋼における水素脆性破壊がひずみ速度に

大きく依存することが明らかになった. ひずみ速度を変えた場合の水素チャージ材の破壊

過程をラスマルテンサイト組織に注目して調べたところ, 高ひずみ速度引張変形 (  = 8.3 

× 10-1 s-1) では水素脆化は生じなかった. 高ひずみ速度変形では旧オーステナイト粒内で

の延性破壊が支配的となって, 延性破壊とラスマルテンサイト組織との間に特定の関連性

は無かった. 一方, 低ひずみ速度引張変形 (  = 8.3 × 10-6 s-1) では水素脆化が顕著に起こ

り, 水素脆性破壊が旧オーステナイト粒界近傍で集中して起こった. この原因として, 変

形中の水素分布にラスマルテンサイト組織との関係性があり, 集積挙動に変形条件依存性

があることが予想される. 近年, 水素可視化実験を用いて高強度マルテンサイト鋼中の水

素分布を調べた先行研究がなされている [1-5]. 高井らは, 二次イオン質量分析法を用いて, 

無荷重下における旧オーステナイト粒界上の水素量が粒内よりも多いことを報告した [1]. 

他にも, 水素マイクロプリント法や銀デコレーション法を用いて, ラスマルテンサイト組

織を有する焼戻しマルテンサイト鋼における変形中の水素分布を詳細に調べた報告例があ

り, 焼戻しによって生成したセメンタイトの分布状態 [2-4] またはバナジウム炭化物の分

布状態 [5] が水素分布に与える影響が報告されている. 一方, ラスマルテンサイト組織中

にはラス境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界といった結晶学的に

異なる境界が多く存在するが, それらの境界と水素分布との関係は十分に明らかになって

いない. これまでに, 変形中の水素分布をラスマルテンサイト微視組織と対応させて調査

した報告例は無く, 第 2 章で明らかにした水素脆性破壊とラスマルテンサイト組織との関

係性は, 水素分布に関するこれまで知見からは説明することができない.  

本章では, ひずみ速度を変えた単軸引張変形中の水素分布とラスマルテンサイト

組織の関係を, 水素マイクロプリント法により調べた. 得られた結果をもとに, 低炭素マ

ルテンサイト鋼における引張変形中の水素集積挙動について考察し, 第 2 章で調べた水素

脆性破壊挙動のひずみ速度依存性を議論する. 
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3.2 実験方法 

3.2.1 試料作製 

 2.2.1 節と同様に, 0.2 wt % の炭素を含む低炭素鋼 (二元系 Fe-0.2 wt% C 合金) に対

して真空中で 1050 ˚C, 1.6 ks (30 min) のオーステナイト化処理の後, 氷食塩水焼入れ 

(Ice-brine quenching, IBQ) と液体窒素温度で 300 s のサブゼロ処理を行なうことで, ラス

マルテンサイト単相組織を有する試験片を作製した. 得られた試験片の平均旧オーステナ

イト粒径, パケット粒径, ブロック粒径, ラス幅はそれぞれ, 76 μm, 14 μm, 1.9 μm, 0.2 μm

である (Fig. 2-4). 

 

3.2.2 水素チャージ 

2.2.2.1 節と同様に, 水素チャージには陰極電解法を用いた. 電解液には 3 % NaCl 

+ 3 g L-1 NH4SCN 水溶液を用い, .室温において電流密度 1.0 A m-2, チャージ時間 86.4 ks 

(24 hr) で水素チャージを行なうことで, 4.12 wt.ppm の拡散性水素量を試験片に導入した. 

 

3.2.3 引張試験 

2.2.2.2 節と同様に, 室温において種々のひずみ速度 (  = 8.3 × 10-6 s-1, 8.3 × 10-1 s-1) 

で単軸引張試験を行った. 水素チャージ終了から引張試験開始までの間に試験片から外部

へ脱離する水素量を一定にするため, 水素チャージを行った全ての試料に対して, 水素チ

ャージ終了時点から 2.4 ks (40 min) 後に引張試験を開始した. 引張試験片の形状は JIS 5 

号試験片の 5 分の 1 の寸法であり, 平行部長さ, 平行部幅, 板厚はそれぞれ 10 mm, 5 

mm, 1 mm である (Fig. 2-1). 

 

3.2.4 水素マイクロプリント法を用いた水素集積挙動の評価 

3.2.4.1 原理 

低速度引張試験中および無荷重下におけるラスマルテンサイト組織中の水素の

集積挙動を水素マイクロプリント法により調べた. 水素マイクロプリント法は, 試料表面

に塗布した写真乳剤中の銀イオンと試料表面から放出される水素との化学反応を用いて , 
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水素の集積箇所を銀粒子の析出箇所として可視化する手法 [6] である. 写真用乳剤に含ま

れるハロゲン化銀は光や放射線による感光現象のほかに, 化学的な還元反応によっても擬

似的な感光を示す. 金属材料から放出される水素は化学的に活性な単原子状態となってい

るので, 乳剤中のハロゲン化銀粒子中の銀イオンは, 試料表面から脱離した水素と式 (3-1) 

に示す反応によって金属銀に変化する. 

Ag+ + H → Ag + H+                        (3-1) 

所定の時間経過後, 試料を定着液に浸漬して未反応のハロゲン化銀粒子を溶解除去する. 

水洗・乾燥後に, SEM で試料表面の銀粒子を観察すると, 水素の放出位置である銀粒子を

金属組織と対応させて観察することができる. 

 

3.2.4.2 水素マイクロプリント法の手順 

Figure 3-1 に本研究で行なった水素マイクロプリント法の工程を模式的に示す. 

水素マイクロプリント法の作業工程は, ①乳剤塗布, ②反応, ③硬膜処理と定着処理, ④ 

SEM 観察の 4 つの工程から構成される. これらのうち①～③の工程は, 光による銀析出

を避けるため暗室下 (Fig. 3-2) で作業を行なった.  

水素マイクロプリント法に用いられる写真乳剤は, 一般的に微細なハロゲン化銀

粒子がゼラチン中に懸濁されたものである. 長尾らによると, 水素マイクロプリント処理

中に鋼と水が接触する過程があり, 鋼の腐食が生じると, 腐食反応に関連して生じた水素

が銀を感光させ, 実験の信頼性が失われてしまう危険性が報告されている [7]. また, 彼ら

は水の代わりに 10 mass% NaNO2 水溶液を用いることで, 水素マイクロプリント処理中の

鋼の腐食反応を抑えて良好な水素マイクロプリント結果が得られることを報告している 

[7]. そこで本研究では, 乳剤として Ilford L-4 (臭化銀の粒子径 ; 0.11 μm) を 10 mass% 

NaNO2 水溶液で 3 倍希釈したものを用いた. 本研究では, 水素チャージ終了時点から 

600 s (10 min) 後にワイヤーループ法 [8] によって試料に乳剤を塗布した. それから室温

で 1800 s (30 min) 間乾燥させたものを水素マイクロプリント実験における出発材とした.  

水素マイクロプリント法に用いられる写真乳剤 (Ilford L-4) には硬膜剤が含まれ

ていない. 定着液の主機能は還元されなかった臭化銀粒子を溶解除去することであるが, 

定着液は, 付加的機能として乳剤中のゼラチンを硬膜化することによって銀を固定する役

割も果たす. 従来の水素マイクロプリント法では, 研究者によって使用する定着液の処方

が異なり, しかし論文中にはその詳細の記載がないことが多く, 定着条件が異なることが
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考えられる. こういった問題に対し, 水素マイクロプリント法における定着条件の検討が

なされた. 倉本らによると, 無硬膜定着処理の前段階に予備的に硬膜化処理をした方が, 

水素マイクロプリント結果の再現性が向上することが報告されている [9]. その実験手順 

[7, 9] に倣い, 本研究では, 硬膜化処理として, 室温でホルムアルデヒド溶液中に試験片を 

3 s 間浸漬させた. その後, 定着液として 15 mass% Na2S2O3 水溶液を用い, 攪拌なしで 

600 s (10 min) 間定着液中で試料を静置して定着処理を行なった. なお, 定着液の作製には, 

防食のため水の代わりに 10 mass% NaNO2 を用いた. 定着液に含まれるチオ硫酸塩が乳剤

中に残留すると, 保存中に銀が硫化銀に変化する. 銀の保存性を持たせる上で, これらを

水洗除去することが重要である. 本研究では, 定着処理後, すぐに純水にて充分な水洗を

行なった. 

本研究で実施した水素マイクロプリント法においては, 水素集積挙動とラスマル

テンサイト微視組織との関係を調べる目的で, 試験片作製の際に以下のような工夫を行な

った.  

・水素チャージ前段階で, 電解研磨により観察面の仕上げ研磨を行う. 

・観察面を耐酸性テープで保護し, 水素チャージ中の腐食を防ぐ. 

以上 2 点の工夫によって, 水素マイクロプリント処理を施したままの試験片の表面で良好

な EBSD 方位データの取得に成功した.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-1 Schematic illustration showing procedures of the hydrogen micro-print technique. 



59 

 

 

 

Figure 3-2 Appearances in the hydrogen micro-print experiment. (a) Appearance of the tensile test 

machine totally covered with a black curtain, (b) appearance during hydrogen micro-print experiment. 

 

3.2.4.3 組織観察 

 SEM による銀粒子分布の観察には, FEI 社製の XL30 Sirion を用いた. また, SEM 

/ EBSD 測定により得られる結晶方位データから, TSL OIM Analysis ver. 5.2 を用いて銀粒

子を観察したのと同じ領域のバリアント解析を行い,ラスマルテンサイト微視組織を同定

した. SEM / EBSD 測定では, 加速電圧を 20 kV とし, step size は 0.2 μm とした.  

 

3.2.4.4 エネルギー分散型X線分析 

水素マイクロプリント処理後に観察される銀粒子を同定するために , EDX 

(Energy Dispersive analysis of X-ray, 以下 EDX) による元素分析を行なった. EDX 測定には, 

SEM (JEOL 社製, JSM-7100) により得られる特性 X 線を Genesis Series を用いて測定し, 

銀のスペクトルを確認した. 
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3.3 実験結果 

3.3.1 無荷重下の水素分布 

Figure 3-3 は, (a) 未チャージ材および (b) 水素チャージ材に対してともに無荷

重下で水素マイクロプリント法を実施した後の SEM 像である. 未チャージ材には白い粒

子は観察されず, 水素チャージ材には白い粒子が観察された. 未チャージ材の場合, 拡散

性水素量は 0.003 wt ppm と無視できるほど小さいため, 極微量の水素と銀イオンとの反

応が起こらなかったと考えられる. 一方, 4.12 wt ppm の拡散性水素量を含んだ水素チャー

ジ材の場合に観察された白い粒子 (Fig. 3-3 (b)) は, 水素チャージによって侵入した水素

との反応によるものであると考えられる.  

 

Figure 3-3 SEM images of the uncharged (a) and hydrogen-charged specimens after the hydrogen 

micro-print treatment without loading, in which reaction time is 1 s. 

 

水素マイクロプリント処理によって観察される白い粒子が銀なのかどうかを確定

するために, EDX 測定を行なった. Figure 3-4 に, 測定領域の SEM 像 (a) と, 測定領域 

(Fig. 3-4 (a)) の EDX 面分析から得られた X 線スペクトル (b), および白い粒子上の EDX

点分析から得られた X 線スペクトル (c) を示す. Fig. 3-4 (c) より, 水素マイクロプリント

処理後に観察される白い粒子は銀であることが確認された. なお, Fig. 3-4 (b), (c) に示す X

線分析スペクトルには, 母相に含まれる Fe, C や Ag の他にも, 軽元素である N, O や母

相含有量以上の C が観測されたが, これらは析出した銀粒子を担持しているゼラチン膜

が残存した結果であると考えられる.  
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Table 2-3 に示したように, 引張試験のひずみ速度を小さくすると, 水素チャージ

材の破断までの試験時間が著しく長くなる. 材料組織中に水素の偏析がある場合や, 試験

片表面までの水素移動に特定の拡散経路が存在する場合には, 時間経過とともにそれらを

反映した水素マイクロプリント像が得られる可能性がある. そこで, 試験片に荷重を負荷

しない状態で感光時間を 1 s, または 4.68 ks とした 2 種類の試験片を作製し, 感光時間の

長短が析出銀粒子に与える影響を調べた. ここで, 感光時間 1 s と 4.68 ks はそれぞれ, 高

 

Figure 3-4 SEM image (a) and EDX spectra of (b) the matrix and (c) a white particle observed on the 

hydrogen-charged specimens after the hydrogen micro-print treatment. 
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ひずみ速度引張試験 (  = 8.3 × 10-1 s-1) と低ひずみ速度引張試験 (  = 8.3 × 10-6 s-1) 時の破

断時間である 0.2 s と 4.68 ks (Table 2-3) を考慮して設定した. Figure 3-5 に, 試験片に荷

重を負荷しない状態で水素マイクロプリント処理の感光時間を 1 s (a) または 4.68 ks (b) 

とした場合の SEM 像を示す. いずれの感光時間においても, 0.1 μm 程度の微細な銀粒子

とともに, 0.8 μm の粗大な銀粒子の析出が確認された (Fig. 3-5 (b), (d)). 析出銀粒子の数密

度は, 感光時間の長い 4.68 ks の方が明らかに大きい. これは, 感光時間が長いため, 反応

した水素量が多くなったものと考えられる. また, 析出した銀粒子の分布は, 後述の低ひ

ずみ速度引張試験中の銀分布 (Fig. 3-7) と比べて, ランダムであった. 感光時間の長短は

銀粒子の粒径や銀粒子の分布には影響を与えないが, 感光時間が長くなると銀粒子の数密

度が増加することが明らかとなった.  

 

 
Figure 3-5 Low-magnification SEM images (a), (c) and high-magnification SEM images (b), (d) of the 

hydrogen-charged specimen after the hydrogen micro-print treatment in which reaction time is 1 s (a) (b), 

or 4.68 ks (c) (d) without loading. 
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3.3.2 ひずみ速度を変えた引張試験中の水素分布 

Figure 3-6 は, 水素チャージ後に高ひずみ速度 (  = 8.3 × 10-1 s-1) で引張試験を行

なった場合に観察された水素マイクロプリント SEM 像である. 高ひずみ速度引張試験で

は引張試験開始後 0.2 s で破断に至るため, 引張試験を途中で停止することができなかっ

た. 破断面近傍では, 塗布しておいた乳剤膜が剥離してしまい, 水素の検出感度が低下し

ている可能性がある. 以上を考慮し, Fig. 3-6 では破面から十分離れた領域 (破面からの距

離は 4.0 mm 程度) を観察した. 銀粒子はランダムに分布しており, 応力を負荷しない条

件における結果 (Fig. 3-5 (a)) と良く似ていた. 

 

 

Figure 3-6 SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment of the area 4.0 mm far from 

the fracture surface in the hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 ×10-1 s-1. 

 

Figure 3-7 は, 水素チャージ後に低ひずみ速度 (  = 8.3 × 10-6 s-1) で 600 MPa (弾

性変形域) まで引張応力を与えた場合に観察された水素マイクロプリント SEM 像 ((a), 

(b)) である. ここで, 600 MPa は低ひずみ速度引張試験 (  = 8.3 × 10-6 s-1) での水素チャー

ジ材の破壊応力に対応している. いずれの領域においても, 応力を負荷しない場合 (Fig. 

3-5 (c)) と比較して, 銀粒子が何らかのパターンで配列して析出していた. 低ひずみ速度

引張変形をさせた場合 (Fig. 3-7) と 無荷重の場合 (Fig. 3-5 (c)) における水素と銀イオン

との反応時間はいずれも 4.68 ks である. したがって, 低ひずみ速度 (8.3 × 10-6 s-1) で 600 



64 

 

MPa (弾性変形域) の引張応力を負荷することによって, 応力を負荷しない場合 (Fig. 3-5 

(c)) よりも, より多くの水素が特定の箇所に集積していたと考えられる. Fig. 3-7 (a) では, 

銀粒子がラスマルテンサイト組織状に配列して析出した. この観察領域においては, ラス

境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界が水素の集積サイトであるこ

とが考えられる. 一方, Fig. 3-7 (b) では, 銀粒子がネットワーク状に配列して析出してい

た. ネットワーク状模様の網目の大きさが平均旧オーステナイト粒径 (76 μm) に近いこと

から, Fig. 3-7 (b) の観察領域においては, 旧オーステナイト粒界が優先的な水素の集積サ

イトであると考えられる. 

 

Figure 3-7 SEM images (a), (b) obtained by the hydrogen micro-print experiment in the 

hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1. 

 

Figure 3-7 (a), (b) より, 低ひずみ速度での引張変形中における水素の集積サイト

は, ラスマルテンサイト組織と関係性を持つことが示唆された. マイクロプリント観察領

域において 同一視野の EBSD 測定を行ない, バリアント解析からラスマルテンサイト組

織を同定することで, 変形中の水素の集積サイトとラスマルテンサイト組織との関係性を

調べた. 本研究では, 3.2.4.2 節で述べた水素チャージ工程での工夫によって, マイクロプ

リント処理した試験片の観察面を表面研磨することなく EBSD 測定することに成功した. 

Figure 3-8 は, 水素チャージ後に低ひずみ速度 (  = 8.3 × 10-6 s-1) で 600 MPa (弾性変形域) 

まで引張応力を与えたとき (試験時間 4.68 ks) に観察されたラスマルテンサイト組織状

の銀分布の (a) SEM 像と (b) EBSD 方位マップである. Figure 3-8 (a) より, 銀粒子が疎な

領域と密な領域が存在する. 銀粒子が疎密に析出する領域は, Fig. 3-8 (b) に示すラスマル

テンサイト微視組織中の特定のブロックやパケットに対応していた. 
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Figure 3-8 (a) SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment and (b) corresponding EBSD 

orientation map in the hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1 up to 600 MPa. In the 

EBSD orientation map, block boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries 

determined through orientation analysis are drawn in black lines, yellow lines, and black broken lines, 

respectively.  

  

Figure 3-9 は, Fig. 3-8 (a) 上の白破線で囲んだ領域の (a) SEM 像と, (b) EBSD 測

定を参考に作成したバウンダリーマップである. この領域は, Fig. 3-8 (a) の観察視野中で

特に銀粒子が多く観察された領域である. ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイ

ト粒界に沿って析出した銀粒子以外に, ブロック内部にも直線状に析出した銀粒子が確認

された. Figure 3-10 は, ネットワーク状の銀分布の (a) SEM 像と (b) EBSD 方位マップ

である. 同一視野の EBSD 測定およびバリアント解析によってラスマルテンサイト組織

を同定することで, ネットワーク状の銀分布が旧オーステナイト粒界に対応していること

が確定できた.  
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Figure 3-9 (a) SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment and (b) corresponding 

boundary map illustration determined through EBSD data in the hydrogen-charged specimen 

tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1 up to 600 MPa. The observed area is indicated by the white broken-line 

rectangle shown in Fig. 3-8 (a). In the SEM image (a), Ag particles on the block boundaries, packet 

boundaries, and prior austenite grain boundaries are painted in green, yellow, and red, respectively. In 

the boundary map, block boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries are drawn 

in green lines, yellow lines, and red lines, respectively.  
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Figure 3-10 (a) SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment and (b) corresponding 

EBSD orientation map in the hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3×10-6 s-1 up to 600 MPa. In 

the EBSD orientation map, block boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries are 

drawn in block lines, yellow lines, and black broken lines, respectively.  

 

3.3.3 水素分布と水素脆性破壊の関係 

Figure 3-11 は, 高ひずみ速度引張試験後の破面近傍に観察されたマイクロクラ

ック近傍領域のマイクロプリント SEM 像である. 高ひずみ速度引張試験では引張試験開

始後 0.2 s で破断に至るため, 引張試験を途中で停止することができなかった. この観察

視野では, 析出した銀粒子の数密度は破面から離れた領域 (Fig. 3-6) と同程度であること

から, 破断によって銀粒子を担持しているゼラチン膜が剥離することは無く, 水素の検出

感度も破面から離れた視野 (Fig. 3-6) と同程度であると考えられる. 試験片表面で観察さ

れるクラック近傍やすべり線近傍で銀粒子はランダムに析出していた. 高ひずみ速度引張

試験における水素チャージ材の破壊に対しては, 水素集積の影響は無かったと考えられる. 

Figure 3-12 は, 低ひずみ速度引張試験においてクラックが発生したと同時に引

張試験を停止し, 取り出した試験表面に観察されたクラック近傍領域のマイクロプリント 

SEM 像である. 観察されたクラックは, 引張変形中に試験片内部で発生した水素脆性ク

ラックが試験片表面まで伝播したものである. クラック近傍を観察した結果, クラックの
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伝播経路は, マイクロプリント法において銀粒子が析出していた旧オーステナイト粒界に

対応していた. 低ひずみ速度引張試験中に水素が旧オーステナイト粒界上に優先的に集積

し, 水素が集積した旧オーステナイト粒界近傍で水素脆性破壊が進行したものと考えられ

る.  

 

Figure 3-11 SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment of the area near micro-cracks 

observed on the surface of the hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 ×10-1 s-1. 
 

Figure 3-12 SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment of the area near the 

micro-crack observed on the surface of the hydrogen-charged specimen tensile-tested at 8.3 ×10-6 s-1. The 

tensile test was quitted before fracture. 
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3.4 考察 

3.4.1 水素マイクロプリント法による水素集積評価 

水素マイクロプリント法は, 試験片中の拡散性水素が試験片表面まで拡散し, 表

面に到達した水素が銀イオンを還元することを利用しているため, 水素の位置選択性だけ

でなく, 水素拡散経路の選択性をも反映する. 例えば, ある特定のサイトに水素が選択的

にトラップ (捕捉) されて濃化している場合や, そのサイトを通って表面まで移動する際

の水素の拡散が速い場合には, 表面まで到達する水素量が多くなるため, 析出する銀粒子

の量は多くなる. 3.3.2 節では, 低ひずみ速度引張の場合, 多くの銀粒子がラスマルテンサ

イト組織中の種々の境界 (ラス境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒

界) に沿って析出している様子が観察された (Figs. 3-7, 3-8, 3-8, 3-10). ここではまず, そ

れが析出サイトにおける水素の捕捉による濃化を反映しているのか, もしくは水素の高速

拡散経路を反映しているのかを考察する.  

一般に金属結晶中の原子拡散では, 粒界拡散の方が粒内拡散より速いことが良く

知られているが, 水素については必ずしもそうとは限らない. 粒界や転位などの自由体積

が多い場所では, 置換型原子など大きな原子の空孔拡散機構による移動は起こり易くなる

が, 水素原子はむしろ捕捉されて移動し難くなる可能性があるからである [10]. Figure 1-9 

で示したとおり, 報告されている鉄鋼材料中の水素の拡散係数のばらつきは低温ほど大き

く, 200 ˚C 以下の拡散係数は高温からの外挿から大きく外れて小さな値を示す. 拡散に必

要なみかけの活性化エネルギーが高温域よりも低温域で大きくなるのは, 水素の捕捉から

の解放に必要な束縛エネルギー (結合エネルギー) が付け加わるからであり, データのば

らつきが大きいのは様々な束縛エネルギーを持つトラップサイト (空孔, 転位, 粒界など) 

が存在するためであると考えられている [10]. したがって, 室温では水素は材料中の欠陥 

(ここでは特に粒界, 境界) に捕捉されながら拡散しており, 粒界 (境界) は水素の高速拡

散経路としては必ずしも機能しないと考えられる. 実際, 無荷重下での銀粒子の分布はラ

ンダム (Fig. 3-5) であり, 粒界 (境界) での短回路拡散があったとしてもそれを反映して

いない. 弾性変形域でも, 同様に粒界 (境界) での短回路拡散の影響は無視できると考え

られるため, 引張変形負荷した場合に銀粒子がラス境界, ブロック境界, パケット境界, そ

して特に旧オーステナイト粒界に沿って析出した (Fig. 3-10) のは, 高速拡散経路として

ではなく, それらの粒界 (境界) 上への捕捉による水素濃化をより反映しているものと考
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えられる. また, 水素脆性破壊が水素チャージ中の苛酷な水素環境下では起こらず, 低ひ

ずみ引張変形中に旧オーステナイト粒界近傍で起こる (Fig. 3-12) という事実も, 引張変

形によって生じた水素集積を反映していることを示唆している.  

次に, 本章で得られた結果と他の水素可視化実験による報告例 [1, 11] の間の相

違点を考察する. 高井らは, SIMS を用いて無荷重下のラスマルテンサイトにおける水素

分布を調べ, 旧オーステナイト粒界で粒内よりも高濃度の水素が検出されたことを報告し

た [1]. 一方, Akiyama らは, 銀デコレーション法を用いて焼戻しマルテンサイト鋼中の水

素分布を調べ, 析出した銀粒子は試験片表面に均一に分布していて, 粒界 (境界) への選

択的な銀析出は認められないことを報告した [11]. 本章で水素マイクロプリント法を用い

て無荷重下での水素分布を調べたところ, ラスマルテンサイト組織中の特定の組織への顕

著な水素集積は認められず, これは Akiyama らの結果と同様であった. SIMS の結果 (高

井ら [1]) と, 今回の水素マイクロプリント法および銀デコレーション法 (Akiyama ら 

[11]) の結果の間の相違は, SIMS, 水素マイクロプリント法, 銀デコレーション法の検出感

度の違いの他に, SIMS 測定の準備段階 (超高真空下での長時間保持) に試験片からの水素

脱離が顕著に生じることが原因として考えられる. 水素マイクロプリント法または銀デコ

レーション法では, 試験片表面に到達して放出される拡散性水素を反映した銀分布が得ら

れる. 一方, SIMS を用いた場合には, 測定準備段階で超高真空中に試験片を保持する必要

があり, その際に多くの水素が試験片から脱離してしまい, 比較的強いトラップサイトで

ある旧オーステナイト粒界に捕捉され残留した水素を主に検出している可能性が考えられ

るのである. 水素マイクロプリント法は低検出感度 (最大検出感度 40 % [12]) ではあるが, 

得られる水素可視化像は拡散性水素を反映しており, また, 引張変形負荷した場合に銀粒

子がラス境界, ブロック境界, パケット境界, そして特に旧オーステナイト粒界に沿って

析出したのは, そうした粒界 (境界) 上への拡散性水素の応力下での濃化を反映している

ものと考えられる. 水素マイクロプリント法は, 引張変形中の水素の集積挙動を評価する

ことができる優れた手法であるといえる. 

 

3.4.2 引張変形による水素集積と水素脆性破壊 

本章では, ラスマルテンサイト単相組織を有する低炭素マルテンサイト鋼におい

て, 単軸引張試験のひずみ速度を変化させたときの水素集積挙動を, 水素マイクロプリン

ト法により調査した. 得られた水素集積に関する実験結果から, 第 2 章で得られた水素脆
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化破壊挙動のひずみ速度依存性を考察する. 

室温・低ひずみ速度引張試験の場合, 同一試験片上に 2 種類の特徴的な銀分布が

観察された (Fig. 3-7). Figs. 3-8, 3-9 では, ラスマルテンサイト組織状の銀析出が観察され, 

種々の境界 (ラス境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界) に沿って銀

粒子が析出していた. つまり, 応力負荷によって水素が各境界に集積することがわかった. 

Fig. 3-10 では, 旧オーステナイト粒界に沿ったネットワーク状の銀分布が観察された. こ

の領域にはもちろん他の境界 (ラス境界, ブロック境界, パケット境界) も存在するが, 旧

オーステナイト粒界にのみ優先的に銀粒子が分布していた. このことは, 他の境界 (ラス

境界, ブロック境界, パケット境界) と比較して, 旧オーステナイト粒界はより安定的な

トラップサイトである結果, 応力を負荷させたときには強力な水素集積サイトとなること

を示唆している. 各境界の水素トラップ能の違いが生じる原因として, 各境界の原子整合

性および微量不純物元素の影響が挙げられる. まず, ラスマルテンサイト組織における各

境界の原子整合性について考察する. ラス境界, ブロック境界, パケット境界はマルテン

サイト変態によって形成されるのに対し, 旧オーステナイト粒界はオーステナイト化処理

中に形成された粒界 (多くはランダム粒界と考えられる) に対応している. ラス境界はほ

ぼ同じ結晶方位のマルテンサイトラス間の小角粒界である. また, ブロック境界やパケッ

ト境界は異なるマルテンサイトバリアント間の境界であり, 特定の結晶方位関係を有する. 

そのため, 多くがランダム粒界である旧オーステナイト粒界と比べて, ラス境界, ブロッ

ク境界, パケット境界は整合性の高い境界であると考えられる. 整合性の低い境界は自由

体積を多く含み, エネルギー的に安定な水素トラップサイトとなる. そのため, 応力を負

荷したときには材料中の水素はより安定な旧オーステナイト粒界へ優先的に集積したので

はないかと考えられる. 

次に, 不純物元素が与える影響について考察する. オーステナイト化処理中に材

料中の不純物元素がオーステナイト粒界に偏析した場合には, その後の焼入れによるマル

テンサイト変態で生成したラス境界, ブロック境界, パケット境界には不純物元素は少な

く, 旧オーステナイト粒界にのみ不純物元素が残留することが考えられる. 不純物元素の

水素原子との親和性が高いと, 不純物元素を多く含んだ旧オーステナイト粒界が水素の強

いトラップサイトとなる. 本研究では試料として Fe-C 系の低炭素鋼を用いたが, Mn, P 

などの極微量の不純物元素を含んでいる (Table 2-1). 旧オーステナイト粒界に偏析した微

量不純物元素により, 旧オーステナイト粒界はエネルギー的に安定な水素トラップサイト

となるため, 応力を負荷したときには水素はより安定的な旧オーステナイト粒界へ優先的
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に集積した可能性がある. 旧オーステナイト粒界の整合性の低さ, もしくは偏析した不純

物元素の影響のどちらが主な要因かは不明ではあるが, 引張変形中に旧オーステナイト粒

界へ優先的に集積した水素により, その旧オーステナイト粒界近傍でクラックが発生し 

(Fig. 2-13), 旧オーステナイト粒界近傍領域をクラックが伝播する (Figs. 2-15, 2-16, 3-12) 

ことで破断に至ったものと考えられる. 

室温・高ひずみ速度引張試験の場合, 銀粒子はランダムに分布 (Fig. 3-6) してお

り, その形態は応力を負荷しない場合 (Fig. 3-5 (a)) と良く似ていた. また, マイクロクラ

ックやすべり線近傍の銀粒子もまたランダムに分布していた (Fig. 3-10). 高ひずみ速度引

張試験における破断時間は 0.2 s と非常に短く, 変形中に水素が集積するには十分でない

と考えられる. 水素が十分集積しないため, 高ひずみ速度では水素脆化が生じなかった 

(Fig. 2-6) ものと考えられる. 水素集積の観点から破壊過程を考えると, 変形中に水素が旧

オーステナイト粒界へ集積する前に, 旧オーステナイト粒内で介在物近傍のボイドなどが

連結してクラックが発生し (Fig. 2-12), 旧オーステナイト粒内を延性的に破壊が進展して 

(Fig. 2-14) 破断に至ったと考えられる.  

本章では, 変形中に生じる旧オーステナイト粒界への選択的な水素集積を, 水素

マイクロプリント法を用いて明らかにし, 第 2 章で示した旧オーステナイト粒界近傍にお

ける水素脆化破壊挙動との対応関係を明らかにした. 室温で低ひずみ速度引張変形中に促

進される旧オーステナイト粒界への水素集積によって低炭素マルテンサイト鋼の早期破断

がもたらされていると考えられるため, 水素集積機構の解明が求められる. 次の第 4 章で

は, 水素集積に影響を与えると考えられる変形温度に着目し, 水素脆性破壊挙動をラスマ

ルテンサイト組織と対応させて調べる. また第 5 章では, 有力な水素集積機構の一つとし

て挙げられる転位輸送効果に着目し, 初期転位密度の異なるマルテンサイト鋼における水

素集積挙動を調べた実験結果を述べ, さらに詳細にラスマルテンサイト組織中の水素集積

機構を考察する. 

 

3.5 結言 

 本章では, 低炭素マルテンサイト鋼の水素集積挙動におよぼすひずみ速度 (8.3 × 

10-6 s-1, 8.3 × 10-1 s-1) の影響を, 水素マイクロプリント法による水素分布状態の可視化実験

によって, ラスマルテンサイト組織との関係に着目して調べた. 得られた主な結果は以下

の通りである. 
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(1) 未チャージ材および水素チャージ材に無荷重下で水素マイクロプリント法を実施した

ところ, 未チャージ材には銀粒子はほとんど析出せず, 水素チャージ材には銀粒子が

観察された. したがって, 今回の条件下での水素マイクロプリント法により生じる銀

粒子は, 水素チャージによって侵入した水素との反応によるものであることが確認さ

れた. 

(2) 無荷重下で感光時間を 1 s または 4.68 ks とした 2 種類の試験片を作製し, 感光時間の

長短が析出銀粒子に与える影響を調べた. 感光時間の長短は銀粒子の粒径や分布には

影響を与えないが, 感光時間が長くなると銀粒子の数密度が増加することが明らかと

なった.  

(3) 高ひずみ速度引張試験片においては, 試験片上にランダムに銀粒子が析出した. マイ

クロクラック近傍やすべり線近傍領域でも銀粒子はランダムに分布していた. 高ひず

み速度の場合, 水素チャージ材の破壊と水素分布の間に特定の関係性は見出されなか

った. 

(4) 低ひずみ速度引張試験 (8.3 × 10-6 s-1) で弾性変形域である 600 MPa まで引張応力を

負荷した場合, 銀粒子がラスマルテンサイト組織中の種々の境界 (ラス境界, ブロッ

ク境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界) に沿って析出する場合と, 旧オーステ

ナイト粒界のみに析出する場合が観察された. このことから, ラス境界, ブロック境界, 

パケット境界, 旧オーステナイト粒界はいずれも変形中の水素の集積サイトであると

考えられる. 引張試験を破断直前で停止することにより, 試験片内部で発生した水素

脆性クラックが試験片表面まで伝播したと考えられるマイクロクラックを観察するこ

とができた. その周囲を観察すると, クラックの伝播経路は銀粒子が析出した旧オー

ステナイト粒界に対応していた. これは, 他の境界 (ラス境界, ブロック境界, パケッ

ト境界) と比較して, 旧オーステナイト粒界はエネルギー的により安定な水素のトラ

ップサイトであると考えられるため, 低ひずみ速度引張試験中に水素が安定的な旧オ

ーステナイト粒界上に優先的に集積し, 集積した旧オーステナイト粒界近傍で水素脆

性破壊が進行したものと考えられる. 
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第 4章 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆性破壊におよぼす変形温度の影響 

 

 

4.1 緒言 

 第2, 3章の結果により, 室温において低炭素マルテンサイト鋼の水素脆性破壊挙動

と水素集積挙動はひずみ速度に大きく依存することが明らかになった. ひずみ速度の低下

に伴って, 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆化は顕著に生じるようになった. 低ひずみ速

度引張変形中に, 水素が旧オーステナイト粒界に優先的に集積することで, 旧オーステナ

イト粒界近傍を起点としてクラックが発生した. クラックが旧オーステナイト粒界に沿っ

て伝播するときは粒界破面が生じ, マルテンサイトの {0 1 1} 面に沿って伝播するときに

は擬へき開破面が生じることを明らかにした. 一方, 高ひずみ速度引張変形の場合には, 

旧オーステナイト粒界への水素の集積が生じる時間がないために, 水素脆化が生じないこ

とが明らかとなった. 先行研究によれば, 水素脆性挙動はひずみ速度だけでなく変形温度

にも依存する [1-6]. しかし, その破壊過程をラスマルテンサイト組織と対応づけて詳細に

調べた報告例はなく, 低炭素マルテンサイト鋼における水素脆化挙動が変形温度に依存す

る理由は明らかではない. 転位の熱活性化過程の観点から考えると, ひずみ速度と変形温

度は同等の役割をする [7]. したがって, 水素脆性破壊の変形温度依存性は, 第 2, 3 章で明

らかにした水素脆化挙動のひずみ速度依存性と関連性があるものと推測される. 水素脆性

破壊の変形温度依存性を調べることで, 水素脆性破壊挙動を転位運動の観点から説明でき

る可能性が予想される.  

そこで本章では, 単軸引張試験における変形温度を系統的に変化させたときの低

炭素マルテンサイト鋼における水素脆化破壊挙動を, ラスマルテンサイト組織に対応づけ

て明らかにすることを目的とした. 本章で得られた結果と, 第 3 章で明らかになった水素

集積と水素脆性破壊に関する知見をもとに, 水素の拡散および集積の観点から水素脆性破

壊挙動の変形温度依存性を議論する. 
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4.2 実験方法 

4.2.1 試料作製 

 2.2.1節と同様に, 0.2 wt.% Cの炭素を含む低炭素鋼 (二元系 Fe-0.2 wt% C 合金) に

対して真空中で 1050 ˚C, 1.6 ks (30 min) のオーステナイト化処理の後, 氷食塩水焼入れ 

(Ice-brine quenching, IBQ) と液体窒素温度でのサブゼロ処理を行なうことで, ラスマルテ

ンサイト単相組織を有する試験片を作製した. 得られた試験片の平均旧オーステナイト粒

径, パケット粒径, ブロック粒径, ラス幅はそれぞれ, 76 μm, 14 μm, 1.9 μm, 0.2 μm である 

(Fig. 2-4). 

 

4.2.2 水素脆化破壊挙動の評価 

4.2.2.1 水素チャージ 

2.2.2.1 節と同様に, 水素チャージには陰極電解法を用いた. 電解液には 3 % NaCl 

+ 3 g L-1 NH4SCN 水溶液を用い, .室温において電流密度 1.0 A m-2, チャージ時間 86.4 ks 

(24 hr) で水素チャージを行なうことで, 4.12 wt.ppm の拡散性水素を試験片に導入した. 

 

4.2.2.2 電気亜鉛めっき 

 変形温度を変えて引張試験を行なう際, 引張試験前および引張試験中に試験片は

各温度下で長時間曝される. そのとき, 引張試験中の脱離水素量が試験温度によって大き

く異なる可能性があるため, 脱離水素を防ぐ必要がある. Nagao らは電気亜鉛めっきが脱

離水素を防止する有効な手段であることを報告した [8]. そこで本章では, 引張試験中に

試験片からの水素脱離を防止するために, 水素チャージ後の試験片に電気亜鉛めっき処理

を実施した. 水素チャージ後に試験片を流水およびアセトンで脱脂して, 水素チャージを

終えてから 300 s (5 min) 後に電気亜鉛めっきを開始した. 電気亜鉛めっき条件は, 室温に

おいて電流密度 100 A m-2, めっき時間 7.2 ks (2 hr) とした. めっき浴は, めっきによる水

素侵入の影響が最も小さい酸性浴 [9] とし, 2.5 g L-1 フェニルチオ尿素 (光沢剤), 5.0 g L-1 

ポリエチレングリコール (平滑剤), 5.0 g L-1 安息香酸 (減極剤) を添加した50 g L-1 ZnCl2 + 

170 g L-1 NH2Cl + 30 g L-1 H3BO3水溶液 [10] を用いた. 陽極側の亜鉛板には, 引張試験片



77 

 

よりも表面積の大きなものを用い, めっき浴と接する試験片表面において電流密度が均一

になるようにした. 本条件下で電気亜鉛めっきを実施した後, 試験片表面の亜鉛めっき層

厚さは 36 μm であった.  

 

4.2.2.3 引張試験 

引張試験は，島津製作所社製の引張試験装置 AG-1/100kN を用い, 初期ひずみ速

度  = 8.3 × 10-6 s-1 の低ひずみ速度で種々の変形温度 (-100 ˚C ~ 100 ˚C) における単軸引

張試験を行った. 温度制御には, 島津製作所製の恒温制御槽 TCLN 382P を用いた. 引張

試験片に直接スポット溶接した熱電対により温度を制御し, 試験片の温度が目標の設定温

度で十分に安定してから引張試験を開始した. 引張変形中の温度は, 目標の設定温度 T 

± 2 ˚C であった. 引張試験片の形状は JIS 5 号試験片の 5 分の 1 の寸法であり, 平行部長

さ, 平行部幅, 板厚はそれぞれ 10 mm, 5 mm, 1 mm である (Fig. 2-1). 引張試験中の試験

片の変位は , 0 ～  0.025 mm の微小変位域を共和電機社製のひずみゲージ 

(KFG-5-120-C1-N1M2) を用いて検出し, 0.025 mm 以上の変位はクロスヘッドの変位から

算出した.  

 

4.2.2.4 水素量測定 

 陰極電解法により導入された水素量は , 昇温脱離ガス分析装置  (Thermal 

Desorption Spectroscopy ; 以下 TDS) を用いて測定した. 本章で用いた試験片は, 水素チャ

ージ後に電気亜鉛めっき処理を行なっており, 電気亜鉛めっき処理中に試験片表面には水

素が発生するため, 試験片だけでなく亜鉛めっき層にも水素が含まれている可能性がある. 

そこで, 試験片のみの水素量を測定するために, # 1000 のエメリー紙での湿式機械研磨に

より表面の亜鉛めっき層を完全に除去し, 亜鉛めっき層の除去を行なった時点から 1.8 ks 

(30 min) 後に TDS 測定を開始した. 昇温速度は 100 K min-1 とした. 第 2 章と同様に, 

TDS 結果において 300 ˚C 以下で脱離した水素量を拡散性水素量と定義した.  

 Figure 4-1 に, 上記の手法で試験片に含まれる拡散性水素量を測定した結果を示す. 

電気亜鉛めっき未処理の場合, 水素チャージ直後, 1 日後, 3 日後の拡散性水素はそれぞれ

4.1 wt.ppm, 1.9 wt.ppm, 0.0 wt.ppm であった. 水素チャージ後に水素が脱離し始め, 3 日後

には試験片内部の全ての拡散性水素が脱離していた. 一方で, 電気亜鉛めっき処理した場
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合, 室温で 1 日後, または 2 週間経た後でも, 試験片はそれぞれ 3.9 wt.ppm, 4.1 wt.ppm 

の拡散性水素量を含んでおり, 水素チャージ直後の試験片中の拡散性水素量と同等  (4 

wt.ppm) であった. 電気亜鉛めっき処理によって試験片からの水素脱離を充分に防ぐこと

ができることを確認した. 

 

 

Figure 4-1 Diffusible hydrogen contents in the specimens with or without Zn electroplating, 

plotted as a function of the holding time at room temperature after the hydrogen-charging process. 

 

4.2.3 組織観察 

 2.2.3 節と同様に, SEM / EBSD 測定により得られる結晶方位データから, TSL OIM 

Analysis ver. 5.2 を用いてクラックおよび破面近傍領域のバリアント解析を行い, ラスマル

テンサイト微視組織を同定した. SEM / EBSD 測定では, 加速電圧を 15 kV とし, step size 

は 0.2 μm とした. 
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4.3 実験結果 

4.3.1 水素チャージ材および未チャージ材の力学特性 

 Figure 4-2 に種々の温度で引張試験を行なった際の (a) 未チャージ材および (b) 

水素チャージ材の公称応力 - 公称ひずみ曲線を示す. また, 得られた公称応力 - 公称ひ

ずみ曲線から求めた引張強さと全伸びをまとめたものを Fig. 4-3 に示す. 未チャージ材は, 

変形温度を変化させても 6.1 % ~ 8.8 % の延性を示し, 変形温度による系統的な変化は確

認されなかった. 一方, 引張強さは変形温度の上昇に伴って単調に増加した (Fig. 4-3). 水

素チャージ材は, いずれのひずみ速度においても, 未チャージ材と比較して全伸びが低下

した. 水素チャージ材の全伸びは, -100 ˚C および -50 ˚C では比較的大きいが, 温度上昇

とともに減少し, 0 ˚C および 25 ˚C では弾性変形域での早期破断が生じた. しかし, さら

に温度が上昇すると, 全伸びは単調に増加した. 水素チャージ材の引張強度も全伸びと同

様に 0 ˚C で最小であった. 未チャージ材と水素チャージ材の全伸びの差は, 水素脆化の度

合いを表していると考えることができる. 未チャージ材と水素チャージ材の全伸びの差に

着目すると, -100˚C ~ 25 ˚C の低温度域では温度上昇に伴って水素脆化が顕著に生じるよ

うになるが, 25 ˚C ~ 100 ˚C の高温度域では温度上昇に伴って水素脆化が起こり難くなるこ

とがわかる. 上記の水素脆化の変形温度依存性は Baldwin らによっても確認されている 

[1, 2]. 
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Figure 4-2 Engineering stress - engineering strain curves of (a) the uncharged specimens and (b) 

the hydrogen-charged specimens of Fe-0.2 wt% C at different deformation temperatures ranging 

from -100 ˚C to 100 ˚C. 

 

 

 



81 

 

 

Figure 4-3 Ultimate tensile strength of the uncharged specimens and the hydrogen-charged 

specimens as a function of the deformation temperature.  

 

4.3.2 破面特徴 

 Figure 4-4 は, 室温 (25 ˚C) での引張試験後の (a), (b) 未チャージ材と (c), (d) 水

素チャージ材の破面の低倍率 SEM 像である. 室温引張試験 (25 ˚C) 後の未チャージ材の

破面は, 全面がディンプルパターンで構成され, 典型的な延性破面であった (Fig. 4-4 (a), 

b)). 一方, 室温引張試験 (25 ˚C) 後の水素チャージ材の破面は, 主に平滑な粒界破面と筋

状模様を伴う粒界破面から構成されていた. Figure 4-5 は, 低温 (-100 ˚C) での引張試験後



82 

 

の (a), (b) 未チャージ材と (c), (d) 水素チャージ材の破面のSEM 像である. 低温引張試験 

(-100 ˚C) 後の未チャージ材および水素チャージ材の破面は, 互いによく似た脆性的な破面

で主に構成されていた. これらの脆性破面上には, 筋状模様とは異なったリバーパターン

を伴った破面が観察された. 鉄鋼材料では, ある温度以下の低温で破壊様式が延性破壊か

ら脆性破壊に遷移し, 靭性が著しく低下すること (低温脆性) がよく知られており, リバ

ーパターンを伴う破面は低温脆性によるへき開破面であると考えられる. 低温引張試験 

(-100 ˚C) 後の未チャージ材および水素チャージ材の破面は, 主にへき開破面から構成され

ていた.  

 

Figure 4-4 (a, c) Low-magnification SEM images and (b, d) high-magnification SEM images 

showing the fracture surfaces of (a, b) the uncharged specimens and (c, d) the hydrogen-charged 

specimens tensile-tested at 25 ˚C.  
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Figure 4-5 (a, c) Low-magnification SEM images and (b, d) high-magnification SEM images 

showing the fracture surfaces of (a, b) the uncharged specimens and (c, d) the hydrogen-charged 

specimens tensile-tested at -100 ˚C.  

 

Figure 4-4 (d) で示したように, 室温引張試験 (25 ˚C) 後の水素チャージ材の破面

は平滑な粒界破面および筋状模様を伴う粒界破面で主に構成されていた. Figure 4-6 に, 室

温引張試験 (25 ˚C) 後の水素チャージ材の ND 方向から観察した比較的平坦な破面近傍

の (a), (c) SEM像と (b), (d) EBSD方位マップを示す. この巨視的には平坦に見える破面は, 

平滑なファセット (Fig. 4-6 (a)), および微細な凹凸を伴ったファセット (Fig. 4-6 (c)) から

構成されており, 平滑な粒界破面および筋状模様を伴った粒界破面にそれぞれ対応してい

ると考えられる. 平滑な粒界破面 (Fig. 4-4 (b)) は, 黒破線で示した旧オーステナイト粒界

の外挿線に沿っており, 特定の結晶面との関係性は認められなかった. 一方, 筋状模様を

伴った粒界破面と判断された破面は {0 1 1}M 面トレースに平行なファセットから構成さ

れていた. これらは第 2 章で得られたものと同様の実験結果である. 以上のことから, 平
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滑な粒界破面は旧オーステナイト粒界での粒界破壊に対応し, 筋状模様を伴った破面は旧

オーステナイト粒内に生成したマルテンサイトの {0 1 1}M 面を伝播した粒内破壊に対応

していることを示唆している. 一方, 低温引張試験 (-100 ˚C) 後の水素チャージ材の破面

は, 主にリバーパターンを伴ったへき開破面から構成されていた (Fig. 4-5 (c), (d)). 我々の

研究グループでは以前, 低炭素マルテンサイト鋼の低温脆性クラックが {0 0 1}M面に沿っ

て伝播することを確認している [11-13]. Figure 4-7 に, 低温引張試験 (-100 ˚C) 後の水素

チャージ材の ND 方向から観察した脆性破面の (a) SEM 像と (b) EBSD 方位マップを示

す. 低温引張試験 (-100 ˚C) 後の水素チャージ材で観察される脆性破面は, {0 0 1}M 面に平

行なファセットから構成されており, BCC 金属の典型的なへき開破面であることが確認さ

れた.  
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Figure 4-6 (a, c) SEM images and (b, d) corresponding EBSD orientation maps of intergranular 

fracture surfaces (a, b) with smooth facets or (c, d) with serrated markings in the specimens 

tensile-tested at 25 ˚C. In the EBSD orientation maps, block boundaries, packet boundaries, and 

prior austenite grain boundaries determined through orientation analysis are drawn in black lines, 

yellow lines, and black broken lines, respectively. The traces of {0 1 1}M planes of the neighboring 

martensite are also drawn in red broken line in the EBSD maps. 
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Figure 4-7 (a) SEM image and (b) corresponding EBSD orientation map of cleavage fracture 

surface in the hydrogen-charged specimen tensile-tested at -100 ˚C. In the EBSD orientation map, 

block boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries determined through 

orientation analysis are drawn in black lines, yellow lines, and black broken lines, respectively. 

The traces of {0 0 1}M planes are also drawn in thin yellow lines in the EBSD map. 

 

 水素チャージ材の破面上に存在する特徴的な破面は, 平滑な粒界破面 (Fig. 4-4 

(d)), 筋状模様を伴う粒界破面 (Fig. 4-4 (d)), へき開破面 (Fig. 4-5 (d)), 延性破面 (Fig. 4-4 

(b)) の 4 種類に分類できる. Figure 4-8 に, 種々の変形温度で行なった引張試験後の (a) 未

チャージ材および (b) 水素チャージ材に観察された 4種類の特徴的な破面の面積率を示す. 

ここで, 筋状模様を伴った粒界破面とへき開破面には, SEM 観察では厳密に分別できない
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領域が多く存在する. そこで, Fig. 4-8 上にて点線で示された筋状模様を伴った粒界破面と

へき開破面の破面率の定量には, 以下のような手順で解析を行なった. 水素チャージ材の 

ND 方向から観察される脆性破面近傍領域の EBSD 測定を行ない, 得られた EBSD 結晶

方位データをもとに, 脆性破面が {0 0 1}M 面または {0 1 1}M 面のどちらに沿っているか

を面トレース解析により調べ, へき開破面と筋状模様を伴う粒界破面をそれぞれ同定した. 

その後, 画像解析ソフト (ImageJ 1.47 ver.) を用いて, ND 観察面上で観察されるへき開破

面の長さ lC および筋状模様を伴う粒界破面の長さ lQ をそれぞれ測定し, 次式 (4-1), 

(4-2) により, へき開破面の破面率 AC および筋状模様を伴う粒界破面の破面率 AQ を求

めた. 

     (4-1) 

     (4-2) 

ここで, SEM による引張方向からの破面観察から求めた脆性破面 (へき開破面 +筋状模様

を伴う粒界破面) の面積率を AB とする. Figure 4-8 (a) に示すとおり, 未チャージ材の破

面は, 25 ˚C ～ 100 ˚C の温度域で全面がディンプルパターンで構成されており, 典型的な

延性破面であった. 0 ˚C 以下の温度域では, 未チャージ材の破面上にへき開破面が観察さ

れた. 温度低下に伴ってへき開破面の面積率が単調に増加して, -100 ˚C では未チャージ材

の破面の 98.2 % がへき開破面から構成されていた. 一方で, 水素チャージ材の破面形態

は, 低温度域 (-100 ˚C ~ 25 ˚C) と高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) で変形温度依存性が異なった. 

Figure 4-8 (b) より, 高温域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) ではへき開破面は観察されず, 温度低下に伴

って平滑な粒界破面および筋状模様を伴う粒界破面の面積率が単調に増加した. 低温度域 

(-100 ˚C ~ 25 ˚C) では温度低下に伴ってへき開破面の破面率は単調に増加し, 平滑な粒界

破面および筋状模様を伴う粒界破面の面積率は単調に減少した. 水素脆性による破壊に対

応する平滑な粒界破面と筋状模様を伴う粒界破面の面積率は, 水素脆化の度合いを表して

いると考えることができる. 平滑な粒界破面と筋状模様を伴う粒界破面の面積率はそれぞ

れ 25 ˚C でピークを示した. 4.3.1 節で示したとおり, 水素脆化の度合いは水素チャージと

未チャージ材の間の全伸びの差からも評価できるが, その全伸びの差は 25 ˚C でピークを

示していた. 水素脆性破面率および全伸びの差から評価される水素脆化の変形温度依存性

は, 互いに傾向が良く一致していた.  



88 

 

 

Figure 4-8 Area fraction of the characteristic fracture surfaces, i.e., intergranular fracture surface 

with smooth facets, intergranular fracture surface with serrated markings, cleavage fracture 

surface and ductile fracture surface in (a) the uncharged specimens and (b) the hydrogen-charged 

specimens as a function of the deformation temperature. Broken lines were determined by 

crystallographic analysis from EBSD orientation data. 
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4.4 考察 

4.4.1 脱離水素の影響 

 Table 4-1 は各温度での引張試験における水素チャージ材の破断時間である. 本章

では, 変形中の脱離水素を防止する目的で水素チャージ直後に電気亜鉛めっきを実施した

が, 延性の大きい試験条件の場合, 引張試験中に試験片は設定した変形温度下に長時間曝

される. 特に高温ほど水素は脱離しやすいので, 高温での引張変形中に試験片から水素が

脱離すれば, その脱離水素が高温度域で水素脆化が起こり難くなる原因の一つとなること

が予想される. そこで, 水素チャージ材が各変形温度での引張変形中に曝された熱履歴を

模して熱処理を行なった後, TDS 測定を実施して試験片中に残存した拡散性水素量を求め

た. Figure 4-9 は熱処理後の TDS 測定により得られた拡散性水素量を示す. このとき, 各

温度での熱処理時間は, 各変形温度での引張試験における水素チャージ材の破断時間と同

じになるように設定した. -100 ˚C から 50 ˚C の温度で熱処理した試験片に含まれる拡散

性水素量は 3.8 ~ 4.2 wt.ppm であり, 75 ˚C および 100 ˚C ではそれぞれ 3.5 wt.ppm, 2.2 

wt.ppm であった. -100 ˚C から 75 ˚C で熱処理した後の試験片は, 熱処理前と同等の 4 

wt.ppm 程度の拡散性水素量を含み, 顕著な脱離水素は確認されなかった. 4.3.1 節および

4.3.2 節の結果から, 高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) では変形温度の上昇に伴って低炭素マルテ

ンサイト鋼の水素脆化が起こり難くなることを明らかにしたが, 少なくとも 25 ˚C から 

75 ˚C の温度域においては脱離水素以外の原因によるものであると言える. 

 

Table 4-1 Fracture times for the hydrogen-charged specimens in the slow strain rate tensile test at 

various temperatures. 
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Figure 4-9 Diffusible hydrogen contents in the specimens after the heat treatment at various 

temperatures for the period corresponding to the fracture time in the tensile test. 

 

4.4.2 水素脆性破壊挙動の変形温度依存性 

 本章では, ラスマルテンサイト単相組織を有する低炭素マルテンサイト鋼におい

て, 単軸引張試験の変形温度を変化させた (-100 ˚C ~ 100 ˚C) ときの水素脆化破壊挙動を, 

ラスマルテンサイト組織に注目して調べた. 低温度域 (-100 ˚C ~ 25 ˚C) では, 変形温度の

上昇に伴って水素脆化が顕著になった. 一方, 高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) では, 水素脆化感

受性が逆の変形温度依存性を示し, 変形温度の上昇に伴って水素脆化が起こり難くなった. 

ここで, 変形温度依存性の異なる低温度域 (-100 ˚C ~ 25 ˚C) と高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) 

に分けて, それぞれの温度域での水素脆化破壊過程を考察する. 

 

4.4.2.1 低温度域 (-100 ˚C - 25 ˚C) における変形温度依存性 

 Figure 4-3 で示した通り, 未チャージ材はいずれの変形温度においても 6.1 % か

ら 8.8 % の全伸びを示した. 未チャージ材の破面におけるへき開破面の面積率は, 変形温

度の低下に伴って 0 % (25 ˚C) から 98.2 % (-100 ˚C) まで増加した. 低温 (-100 ˚C) 変形

の場合, 未チャージ材の破壊形態は典型的な低温脆性破壊であるが, 比較的大きな全伸び
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を示したことから, 今回の条件下で生じた低温脆性破壊は, 低炭素マルテンサイト鋼の延

性低下にあまり寄与しなかったといえる. 

 室温引張試験 (25 ˚C) の場合, 水素チャージ材は弾性域で早期破断し, 脆性的な破

壊形態を示した. 水素チャージ材の破面には, 平滑な粒界破面と筋状模様を伴った粒界破

面が観察され, 旧オーステナイト粒界上での破壊と粒内の {0 1 1}M に沿った破壊にそれ

ぞれ対応していた (Fig. 4-6). 第 3 章では, 室温で低ひずみ速度引張変形時の水素集積挙動

を調べ, 引張変形中に水素が旧オーステナイト粒界へ優先的に集積することを明らかにし

た. したがって, 本章で調べた室温引張試験 (25 ˚C) の場合には, 変形中に水素が旧オー

ステナイト粒界に集積することで, 旧オーステナイト粒界近傍を起点としてクラックが発

生し, そのクラックが旧オーステナイト粒界に沿って伝播するときは粒界破面が生じ, マ

ルテンサイトの {0 1 1}M 面に沿って伝播するときは擬へき開破面が生じたものと考えら

れる. 我々の研究室の先行研究においては, 低・中炭素マルテンサイト鋼の水素脆化挙動を

室温での低ひずみ速度引張試験を用いて評価し, 水素脆性クラックが {0 1 1}M 面に沿っ

て粒内伝播するといった, 今回と同様の実験結果を得ている [14-17]. 

変形温度の低下に伴って, 水素チャージ材の全伸びは 0.5 % (25 ˚C) から 5.1 % 

(-100 ˚C) まで増加する傾向を示した (Fig. 4-3). Figure 4-8 に示したとおり, 破面形態は変

形温度の低下に伴って全体的には脆性的になり, 脆性破面 (平滑な粒界破面, 筋状模様を

伴った粒界破面, またはへき開破面) の面積率は, 37.1 % (25 ˚C) から 95.6 % (-100 ˚C) ま

で増加した. しかし, 水素脆性破壊に特徴的な破面 (平滑な粒界破面, および筋状模様を

伴った粒界破面) のみに着目すると, 変形温度の低下に伴って水素脆性破面の面積率は 

37.1 % (25 ˚C) から 15.1 % (-100 ˚C) まで減少しており, 水素脆性破面率の減少と水素チ

ャージ材の全伸びの増加とは傾向が良く一致していた. ラスマルテンサイト組織は, ラス

境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界, 転位などの格子欠陥を含んで

おり, これらの格子欠陥は水素のトラップサイトとして働く [18-24]. 第 3 章で得られた結

果から, これらの格子欠陥にトラップ (捕捉) された拡散性水素が, 変形中にトラップサ

イトからデトラップ (離脱) し移動して旧オーステナイト粒界へ集積することで水素脆性

破壊を引き起こす. 変形温度が低温になるに従って水素の拡散能は低下するため, 低温で

は格子欠陥に捕捉された水素は離脱に必要な熱エネルギーを十分に得ることができなくな

ると考えられる. この場合には, 水素が変形中に旧オーステナイト粒界まで移動すること

が困難になる. その結果, 変形温度が低温になるに従って, 低炭素マルテンサイト鋼の水

素脆化が起こり難くなったと考えられる. 
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4.4.2.2 高温度域 (25 ˚C - 100 ˚C) における変形温度依存性 

 Figure 4-3 で示す通り, 未チャージ材はいずれの変形温度においても 7.1 % から 

8.8 % の比較的大きな全伸びを示した. 未チャージ材の破面は, 全面がディンプルパター

ンに覆われた典型的な延性破面で構成されていた.  

 水素チャージ材の全伸びと破面形態は変形温度依存性を示した. Figure 4-3 で示し

たとおり, 変形温度の増加に伴って水素チャージ材の全伸びは 0.5 % (25 ˚C) から 2.7 % 

(100 ˚C) まで増加した. また, Figure 4-8 に示したとおり, 水素チャージ材の破面は, 変形

温度の上昇に伴って水素脆性破面 (平滑な粒界破面, 筋状模様を伴う粒界破面) の面積率

が 37.1 % (25 ˚C) から 7.6 % (100 ˚C) まで低下し, 水素脆性破面率の減少と全伸びの増加

とは傾向が良い一致を示した. これは, 4.4.2.1 節の低温度域 (-100 ˚C ~ 25 ˚C) における変

形温度依存性とは逆の傾向である. この原因として, 高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) では変形

温度の上昇に伴って水素の拡散・集積が容易に生じるようになるが, 高温度域では水素の

拡散能が非常に高くなるために, 主な集積サイトである旧オーステナイト粒界からの水素

離脱が容易に生じることが考えられる. この現象は, 水素チャージ材の TDS 結果 (Fig. 

2-2) から確認することができる. TDS 結果 (Fig. 2-2) の 25 °C ~ 100 °C の温度域に注目す

ると, 試験片からの放出水素量は単調に増加している. この放出水素量の増加には, 昇温

中に試験片内部の転位や粒界 (境界) などの弱いトラップサイトに捉われていた水素が, 

熱エネルギーを得て離脱したことに起因すると理解されている [25]. 変形温度の上昇に伴

って, 水素の主たる集積サイトであり水素脆性破壊の起点である旧オーステナイト粒界か

らより多くの水素が離脱し, 旧オーステナイト粒界上での水素脆性破壊の開始が遅延した

と推測される. その結果, 変形温度が高温になるにつれて, 低炭素マルテンサイト鋼の水

素脆化が起こり難くなったものと考えられる.  

 

4.5 結言 

本章では, 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆性破壊におよぼす変形温度 (-100 ˚C 

～ 100 ˚C) の影響を, ラスマルテンサイト組織との関係に着目して調査した. 得られた主

な結果は以下の通りである. 
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(1) 水素チャージ後の保持・試験中の試験片からの水素脱離を防止するために, 電気亜鉛め

っき処理を施した. 水素チャージ材が各変形温度での低ひずみ速度引張変形中に曝さ

れた熱履歴を模して熱処理を行なった後, TDS 試験を実施して試験片中に含まれる拡

散性水素量を測定したところ, 電気亜鉛めっき処理材において -100 ˚C ~ 75 ˚C の温度

では顕著な水素脱離は認められなかった. 

(2) 未チャージ材は変形温度を変化させても 6.1 % ~ 8.8 % の比較的大きな全伸びを示し, 

変形温度による系統的な変化は確認されなかった. 未チャージ材の破面は, 25 ˚C ~ 100 

˚C の高温度域では全面がディンプルパターンで覆われた典型的な延性破面を示し , 

-100 ˚C ~ 0 ˚C の低温度域では延性破面とへき開破面が観察された. 温度低下に伴って

へき開破面の面積率は単調に増加し, -100 ˚C ではへき開破面の破面率が 98.2 % とな

り, 未チャージ材の破面はほぼへき開破面から構成されていた. 

(3) 水素チャージ材の破面には, 平滑な粒界破面, 筋状模様を伴う粒界破面, へき開破面の

3 種類の脆性破面が観察された. 破面の結晶学的特徴とラスマルテンサイト組織の関

係を EBSD 方位解析により調べた結果, 平滑な粒界破面は旧オーステナイト粒界上

での粒界破壊に対応し, 筋状模様を伴った粒界破面は旧オーステナイト粒内に生成し

たマルテンサイトの {0 1 1}M 面に沿った破壊に対応し, そしてへき開破面は旧オー

ステナイト粒内の {0 0 1}M 面に沿った BCC 金属の典型的なへき開破壊に対応してい

た. 

(4) 水素チャージ材の破面形態は, 低温度域 (-100 ˚C ~ 25 ˚C) と高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) 

で変形温度依存性が異なっていた. 低温度域 (-100 ˚C ~ 25 ˚C) では, 温度上昇ととも

に平滑な粒界破面および筋状模様を伴う粒界破面の面積率が単調に増加し, へき開破

面の破面率は単調に減少した. 高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) では, 温度上昇に伴って平滑

な粒界破面および筋状模様を伴う粒界破面の面積率が単調に減少し, へき開破面は観

察されなかった.  

(5) 低温度域 (-100 ˚C ~ 25 ˚C) では, 変形温度の低下に伴って水素脆化が起こり難くなっ

た. 変形温度の低下に伴って水素の拡散能が低下するため, 水素が変形中に旧オース

テナイト粒界まで移動し集積することが困難になることが原因として考えられる. 一

方, 高温度域 (25 ˚C ~ 100 ˚C) では, 変形温度の上昇に伴って水素脆化が起こり難くな

った. この温度域では変形温度の上昇に伴って水素の拡散・集積が容易に生じるように

なるが, 高温度域では水素の拡散能が非常に高くなるために主な集積サイトであり水
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素脆性の破壊起点である旧オーステナイト粒界からの水素離脱が容易に生じるように

なることが原因として考えられる.  
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第 5章 極低炭素マルテンサイト鋼における水素集積機構 

 

 

5.1 緒言 

第 2 ~ 4 章の結果により, 低炭素マルテンサイト鋼における水素脆性破壊挙動の

変形条件依存性は, 変形中の水素の拡散および集積の観点から説明できることが明らかに

なった. 水素が十分動きうる温度での比較的低ひずみ速度での引張変形中に水素が旧オー

ステナイト粒界へ優先的に集積することで, 旧オーステナイト粒界近傍を起点とした水素

脆性破壊が起こる. 本章では, 水素脆性破壊をもたらす旧オーステナイト粒界への水素集

積機構に注目する. 今まで報告されている水素集積機構は以下の 3 種類に大別することが

できる. 1 つ目は, 比較的水素と強い結合力を持つトラップサイトに, 無荷重下であっても

優先的に水素が集積するモデルである [1, 2] (以下, 機構①). 2 つ目は, 転位にトラップ 

(捕捉) された水素が転位運動によって運ばれ, 転位の移動先で局所的な高濃度水素域を形

成する転位輸送効果モデルある [3-6] (以下, 機構②). 3 つ目は, 応力勾配によって水素の

拡散が生じ, 引張静水圧応力が最大の領域に水素が集積するモデルである [7-9] (以下, 機

構③). まず, 機構①に関するこれまでの知見を述べる. Takai らは, 無荷重下のラスマルテ

ンサイト組織中の水素分布を SIMS を用いて調べ, 旧オーステナイト粒界に母相よりも

高濃度の水素が存在することを報告した [1]. 一方, 第 3章で低炭素マルテンサイト鋼中の

水素分布を水素マイクロプリント法を用いて調べた結果によると, 無荷重下ではラスマル

テンサイト組織中のある特定の境界への水素集積は認められなかった. Takai らによる 

SIMS の結果 [1] と本研究の第 3 章の水素マイクロプリント法の結果の間の相違は, SIMS 

と水素マイクロプリント法の検出感度の違いの他に, SIMS 測定の準備段階 (超高真空下

での長時間保持) に試験片からの水素脱離が顕著に生じることが原因として考えられる. 

水素マイクロプリント法では, 測定中に試験片表面に到達して放出される水素を反映した

銀分布が得られる. 一方, SIMS を用いた場合には, 測定準備段階で超高真空中に試験片を

保持する必要があり, その際に多くの水素が試験片から脱離してしまう結果, 比較的強い

トラップサイトである旧オーステナイト粒界に捉えられて残留した水素を主に測定してい

る可能性が考えられるのである. 第 3 章では拡散性水素の検出に優れる水素マイクロプリ

ント法を用いて水素集積場所の同定を行い, 無荷重下では銀粒子は材料組織中にランダム
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に析出するが, 引張変形させた場合には銀粒子が材料組織中の種々の境界に沿って析出す

るという結果を得た. これは, 水素が集積するためには引張変形 (応力) の付与が必要で

あることを強く示唆している. したがって, 水素集積には機構①ではなく, 変形の付与が

必要な機構②もしくは機構③が働いていると考えられるが, 旧オーステナイト粒界への水

素集積に対してどちらの機構の寄与が大きいのかは不明である. 仮に, 機構② (転位輸送

モデル) が支配的な水素集積機構であるとするならば, 水素集積挙動は材料中の可動転位

密度に依存すると予想される. 例えば, 高転位密度の材料では転位による水素輸送量が多

くなることが考えられ, 低転位密度の材料と比べて引張変形中の水素集積が促進されるこ

とが予想される.  

そこで本章では, 機構② (転位輸送モデル) に着目し, 種々の初期転位密度を有

する試験片中の水素集積挙動の差異を調べて, 水素集積に対する転位輸送効果の寄与を明

らかにすることを目的とする. 得られた結果をもとに, ラスマルテンサイト組織中の水素

集積機構を議論する. そしてその水素集積機構に基づいて, 第 2, 4 章で明らかにした低炭

素マルテンサイト鋼における水素脆化挙動の変形条件依存性を説明する. 水素集積挙動の

評価には, 第 3 章と同様に, 拡散性水素分布を主に反映した水素可視化像が得られる水素

マイクロプリント法を用いた.  

 

5.2 実験方法 

5.2.1 試料作製 

5.2.1.1 初期転位密度の異なる極低炭素マルテンサイト鋼の作製 

ラスマルテンサイト組織は, 相変態段階で非常に高密度の転位 (1014~15 m-2) を有

する [10] ため, 加工によってさらに転位密度を変化させることは困難である. そこで本

章では, 焼戻しによって転位密度を減少させた焼戻しマルテンサイトを作製する. このと

き, 焼戻し処理中に生じるセメンタイトは, その周囲に応力集中部を形成し, またセメン

タイト－マルテンサイト界面が水素のトラップサイトとして働くため, これらが水素の拡

散・集積挙動に影響をおよぼすことが危惧される. そこで, 本章では焼戻し処理によっても

セメンタイトが生成しない IF (interstitial free) 鋼を用いることにした. IF 鋼とは, 強い炭

窒化物生成能を持つ Ti や Nb を微量添加することによって, 侵入型固溶元素である炭素

および窒素を 合金炭窒化物 (TiC, TiN, NbC, NbN など) として析出させた固溶炭窒素量が
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ほぼゼロの鋼である . 試料には , 焼入れ性を向上させるために Mn と B を添加した

1.5Mn-B-IF 鋼 (C: 0.0023, Mn: 1.48, Ti: 0.042, Al: 0.014, B: 0.0027, N: 0.0024, Fe: bal. 

(mass %)) を用いた. 1.5Mn-B-IF 鋼は, IF 鋼でありながらオーステナイト化処理後の急冷

によって Fig. 5-1 に示す通りラスマルテンサイト単相組織を形成する [11]. 130 mm × 20 

mm × 12 mm (RD × TD × ND) の板状の供試材に対して, 表面の酸化膜を除去した後, 冷間

圧延を施すことによって 1.5 mm 厚の板材を作製した. 東栄科学産業社製のクエンチ熱処

理装置 TG22505 を用い, 真空中で 1000 °C, 0.6 ks (10 min) のオーステナイト化処理後, 氷

食塩水焼入れ (Ice-brine quenching, IBQ) を行なった. その後, 液体窒素温度で 300 s (5 

min) のサブゼロ処理を施すことで, ラスマルテンサイト単相組織を得た. 作製した焼入れ

ままマルテンサイトに対して, 真空中で 500 ~ 700 °C, 1.8 ks (30 min) の等時間焼戻し処理

を行ない, その後の水冷によって転位密度を変化させた焼戻しマルテンサイトを得た. 

 

Figure 5-1 Optical microscope image (a) and TEM image (b) of lath martensitic structures [11] in 

Fe-0.0026C-1.48Mn-0.046Ti-0.015Al-0.0026B (mass %). 

 

5.2.1.2 水素チャージ 

陰極電解法により水素を引張試験片に導入した. 陰極側に引張試験片, 陽極側に

白金電極を接続し, 電解液には3 % NaCl + 3 g L-1 NH4SCN 水溶液を用いて, 室温でチャー

ジ時間 86.4 ks (24 hr) で水素チャージを行なった. 5.3.1節で後述するが, 本章では初期転位

密度の異なる試験片として, 焼入れままマルテンサイト鋼 (焼入れまま材) と、焼戻し温度

を変えた二種類の焼戻マルテンサイト鋼 (600 ˚C 焼戻し材, 650 ˚C 焼戻し材) を用いた. 

水素チャージ時の電流密度は, 焼入れまま材は 50 A m−2, 600 ˚C 焼戻し材は 10 A m−2, 650 

˚C 焼戻し材は 80 A m−2 と設定することで, 各試験片に 0.35 wt.ppm 程度の拡散性水素を
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導入した (Table 5-1). このとき電極に用いた白金は, 引張試験片よりも表面積の大きなも

のを用い, 電解液と接する試験片表面において電流密度が均一となるようにした . なお, 

本章で用いた水素チャージ条件では, 水素チャージ後の試験片表面にはブリスターは生成

しなかった. 

 

Table 5-1 Diffusible hydrogen contents in the as-quenched specimen, 600 ˚C tempered specimen, and 650 

˚C tempered specimen of 1.5Mn-B-IF steel after hydrogen charging. 

 

 

5.2.2 力学的特性評価 

5.2.2.1 ビッカース硬さ試験 

ビッカース微小硬さ試験機 (島津製作所製 微小硬度計 HMV-2) を用いて焼き入

れおよび焼戻し試験片の硬度を測定した. 荷重は 9.8 N, 荷重時間を 10 s として 10 カ所

を測定し, 最大値と最小値を除いた 8 つのデータの平均値を測定値とした. 

 

5.2.2.2 引張試験 

熱処理後の試料から放電加工機 (Brother 社製, HS-70A) を用いて板状引張試験

片を切り出した. 引張試験片の表面は, # 1000 から# 4000 のエメリー紙を用いて板厚 1 

mm まで湿式機械研磨を行った後, バフ研磨 (ダイヤモンドペースト (3 μm)) を行い, 引

張試験片の表面を鏡面に仕上げた．最終的な試験片のゲージ長さ, ゲージ幅, 板厚は, それ

ぞれ 12.7 mm, 3 mm, 1 mm である (Fig. 5-2). 引張試験は, 島津製作所製の引張試験装置 

AG-1/100kN を用い, 室温にて低ひずみ速度 (ε ̇ = 6.6 × 10-6 s-1) で行った. 水素チャージ終

了から引張試験開始までの間に試験片から外部に脱離する水素量を一定にするため, 水素

チャージを行った全ての試料に対し, チャージ終了から 2.4 ks (40 min) 後に引張試験を開
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始した. 引張試験中の試験片の変位は, 0～0.025 mmの微小変位域を共和電機社製のひずみ

ゲージ (型番: KFG-5-120-C1-N1M2) を用いて測定し, 0.025 mm 以上の変位はクロスヘッ

ドの変位から算出した. 

 

 

 

Figure 5-2 Schematic illustration of the tensile test specimen. 

 

5.2.3 転位密度評価 

5.2.3.1 透過型電子顕微鏡観察 

転位組織観察, 転位密度測定, およびラス幅測定のための TEM 組織観察には, 

JEOL 社製の JEM-2010F を用いて, 加速電圧は 200 kV で行なった. 試験片から放電加工

機を用いて 1.0 mm × 1.0 mm × 1.0 mmのサンプルを切り出し, 厚さ 30 μm まで湿式機械研

磨した後, ツインジェット電解研磨装置 (Struers 社製, TenuPol-5) を用いて電解研磨を行

った. 電解研磨液は, 10 % 過塩素酸 + 90 % 酢酸溶液 (50 ml HClO4 + 450 ml CH3COOH) 

を用い, 電解研磨条件は電圧 20 V, 液温 284 K である.  

 

5.2.3.2 転位密度測定法 

転位密度の測定には TEM 像上での切片法を用いた. 転位密度を測定するために

は, TEM 像上の面積 A 内における転位の全長 Rρ を計測する必要があるが, この Rρ を直

接計測することは難しい. そこでTEM 像上に適当な直線を数本引き, その直線の長さの総

和を L, 転位と直線との交点の数を N として, 式 (5-1) を用いることで Rρ を求めた.  
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 また, TEM 像として投影された転位の平均長さ Rρ と実際の転位の平均長さ R と

の間には, 以下のような関係がある (Fig. 5-3).  
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転位の方向が観察している面に対してランダムであると仮定すれば, 転位密度 ρ は, 試料

の膜厚を t とすると, (5-3) 式で表される.  

At

R
        (5-3) 

これらより, 転位密度は, (5-4) 式のようになる.  

Lt

N

At
R

214
 


      (5-4) 

TEM 観察においては, g・b = 0 を満たす転位のコントラストが消失する. BCCマル

テンサイト結晶における完全転位は a/2 <111> であるので, {0 0 2}M もしくは {0 0 4}M 

回折ベクトル g による二波条件を用いれば, g・b ≠ 0 となりコントラストが消滅すること

はない. そこで本章では, {0 0 2}M の二波励起条件で TEM 観察を行なった.  

 

 

 

 

Figure 5-3 Relationship between true dislocation length and projected dislocation length on TEM 

image. 
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5.2.3.3 CBED を用いた試料膜厚の測定 

(5-4) 式からわかるとおり, 転位密度の測定には TEM 試料の膜厚 t を求める必

要がある. 本研究では, 収束電子線回折 (Convergent Beam Electron Diffraction, CBED) を用

いて TEM 試料の膜厚を測定した. 以下にその方法を示す.  

 収束電子線を用いた場合 , その回折パターンはディスク形状となる . これを 

CBED パターンと呼ぶ. 二波近似が成り立つとき, 回折ディスク内に Kossel-Möllenstedt 

フリンジが現れる. 一般に TEM において吸収の効果が無視できる場合, 回折波の強度は 

(5-5) 式で表される [12]. 

2
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2

sin
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g

g

t
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     (5-5) 

ここで, g  は消衰距離, t は試料膜厚である. また, eff  は有効消衰距離と呼ばれる値で

あり, 逆格子点から Ewald 球までの距離, すなわち励起誤差 s と (5-6) 式に示す関係を

有する. 

22

1




g

eff

s 
       (5-6) 

(5-5), (5-6) を合わせると, 回折波が極大となる条件は, 整数 n を用いることで (5-7) 式と

なる.  

 

Figure 5-4 Relationship between the deviation parameter s and the convergent semi-angle Δθ. 
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 Figure 5-4 に示される Ewald 球の作図より, 電子線入射角度が Δθ ずれていると, 

逆格子間の距離 ghkl を用いて, 励起誤差 s は (5-8) 式のようになる. ここで, Δθ は非常

に小さく, tan Δθ = Δθ であるとした. また, Fig. 5-4 では Ewald 球の曲率を強調して描い

てあり, 実際はほぼ平面である.  

s = ghkl ∙ Δθ      (5-8) 

 ghkl =1 / dhkl および λ = 2 dhkl sin θB 
Bd2  より, (5-8) 式は (5-9) 式に書き換えられる. 

Bdd
s






2

1
2


     (5-9) 

 この逆格子点から Ewald 球までの距離を表す励起誤差 s の変化に伴い, Fig. 5-5 

に示す通り, 回折ディスク内部に電子線の強度に分布ができる. これが Kossel-Möllenstedt 

フリンジである. 入射角度の違いや Bragg 角の違いは十分小さいため, 透過ディスクの中

央から回折ディスクの中央までの距離 R と, 回折ディスクの中央から i 番目の暗線まで

の距離 ri を用いて (5-9) 式を書き換えると,  

R

r

d
s i

2


      (5-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-5 Kossel-Möllenstedt fringe for the measurement of the TEM specimen thickness. 
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となる. 複数の暗線に対し, (5-7), (5-10) 式を用いて, 横軸に 1 / n , 縦軸に si
2 / n2 をプロ

ットすることで, 傾きから消衰距離, 切片より試料膜厚 t を得ることができる. しかしな

がら, ri は n = i + j となるが, j の値は膜厚が分からなければ決定することができない. そ

こで, j = 0, 1, 2 と変化させていき, プロットした直線の傾き - 2

g  と理想的な消衰距離と

を比較することによって確からしい j を選択し, その切片により膜厚 t を求めた (Fig. 

5-6).  

 

 理想的な消衰距離 g は (5-11) 式により求められる.  

g

BC
g

F

V






cos
      (5-11) 

ここで, VC は単位胞の体積, θB は回折角, λ は電子線の波長, Fg は構造因子である. ただし, 

Fgは相対論的補正を行なうと, 電子の質量 m に比例する [13]. また, プランク定数 h, 電

子の速度 v を用いると, 波長 λ = h / mv が成り立つため, (12) 式は次のように書き換えら

れる.  
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 (5-12) 

 

Figure 5-6 Relationship between (si/nk)2 and (1/nk)2 obtained from the Kossel-Möllenstedt fringe. 
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ここで, m0 はある運動エネルギーの電子の質量, Fg,0, v0, 0,g  はそのときにおける構造因

子, 速度, 消衰距離である. また, 電子線回折において, 回折角は数 mrad 程度であるため, 

エネルギー変化による回折角の変化は無視できるとした. (5-12) 式により, あるエネルギ

ーにおける消衰距離が分かれば, 電子の速度比のみによって任意のエネルギーにおける消

衰距離が決定できる. 本章では, TEM 観察時の加速電圧 200 kV における消衰距離として, 

加速電圧 100 kV の電子線を使用した際の (0 0 2) 面での消衰距離 38.5 nm の値 [14] か

ら, (5-12) 式を用いて算出した値 54.4 nm を用いた.  

 この手法は膜厚が 400 nm 以上になると非弾性散乱が強くなり回折パターンが不

明瞭になるので正確ではないと言われるが, 本章で転位密度を測定した領域の膜厚は 200 

nm 以下であり, Kossel-Möllenstedt フリンジは明瞭であったため, 問題とはならない. この

ようにして求めた TEM 試料の膜厚 t を用いて (5-4) 式から転位密度を評価した. 

 

5.2.4 水素マイクロプリント法を用いた水素集積挙動の評価 

種々の初期転位密度を有するラスマルテンサイト鋼中の無荷重下および低速度

引張試験中の水素の集積挙動を水素マイクロプリント法により調べた. 3.2.4 節と同様に, 

乳剤として Ilford L-4 (臭化銀の粒子径 ; 0.11 μm) を10 mass% NaNO2 水溶液で 3 倍希釈

したものを用いた. 硬膜化処理として, 室温でホルムアルデヒド溶液中に試験片を 3 s 間

浸漬させた. 定着処理は, 15 mass% Na2S2O3 水溶液を定着液として用い, 攪拌なしで 600 s 

(10 min) 間定着液中で試験片を静置した. なお, 定着液の作製には, 防食のため水の代わ

りに 10 mass% NaNO2 水溶液を用いた. 定着処理後は, 試験片を純水で十分に水洗した. 

本章では, 水素チャージ直後の各試験片の表面を # 2000 ~ # 4000 までの湿式機

械研磨および電解研磨した後, ワイヤーループ法により乳剤を塗布した. このとき, 水素

チャージを終えたときから乳剤塗布まで 600 s (10 min) を要した. それから室温で 1800 s 

(30 min) 間乾燥させたものを水素マイクロプリント実験における出発材とした.  

SEM による銀粒子分布の観察には, FEI 社製の XL30 Sirion を用いた. また, 

SEM / EBSD 測定により得られる結晶方位データから, TSL OIM Analysis ver. 5.2 を用いて

銀粒子を観察したのと同じ領域のバリアント解析を行い,ラスマルテンサイト微視組織を

同定した. SEM / EBSD 測定では, 加速電圧を 20 kV とし, step sizeは 0.2 μm とした. 
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5.3 実験結果 

5.3.1 初期転位密度の異なるマルテンサイト鋼作製 

 Figure 5-7 に, 焼入れまま材, および 500 °C ~ 700 °Cで 30 min の焼戻し処理を行

なった焼戻し材のビッカース硬さを示す. 焼入れまま材のビッカース硬さは 182 Hv であ

ったが, 焼戻し処理を行うと 600 °C から軟化し始め, 625 °C 以上の高温では一定のビッカ

ース硬さ 128 Hv を示した. 以下, 600 °C × 30 min または 650 °C × 30 min の焼戻し処理を

行なって得られた焼戻しマルテンサイトをそれぞれ 600 °C焼戻し材および 650 °C焼戻し

材と称する. Figure 5-8 に, 低ひずみ速度引張試験から得られた焼入れまま材, 600 °C 焼戻

し材, および 650 °C 焼戻し材の公称応力 - 公称ひずみ曲線を示す. 0.2 % 耐力や引張強さ

は, 焼入れまま材, 600 °C 焼戻し材, および 650 °C 焼戻し材の順に低下した. Figure 5-9 に 

(a) 焼入れ材, (b) 600 °C 焼戻し材, および (c) 650 °C 焼戻し材の EBSD 方位マップを示す. 

焼戻し処理後もラスマルテンサイト組織を有していることがわかる. Figure 5-10 に, 焼入

れまま材, 600 °C 焼戻し材, および 650 °C 焼戻し材の TEM 像を示す. 焼入れまま材, 

600 °C 焼戻し材, および 650 °C 焼戻し材のラス幅はそれぞれ, 0.45 μm, 0.56 μm, 0.66 μm で

あり, 焼戻し処理によってラス幅が粗大化した. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-7 Vickers hardness of the as quenched specimen and the tempered martensite specimens after 

tempering at 500 ˚C ~ 700 ˚C for 30 min. 
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また, 焼入れまま材, 600 °C 焼戻し材, および 650 °C 焼戻し材のラス内には依然として高

密度の転位が観察されたが, セメンタイトは観察されなかった. 焼戻し処理に伴う力学特

性変化および組織変化を Table 5-2 にまとめる. 試験片中の転位密度は, 焼入れまま材, 

600 °C 焼戻し材, および 650 °C 焼戻し材の順に減少した.  

 

 

Figure 5-8 Engineering stress - engineering strain curves of the as-quenched specimens, the 600 ˚C tempered 

specimen, and the 650 ˚C tempered specimen. 

 

Figure 5-9 EBSD orientation maps of (a) the as-quenched specimen, (b) the 600 ˚C tempered specimen, and (c) the 

650 ˚C tempered specimen. Block boundaries, packet boundaries, and prior austenite grain boundaries identified by 

orientation andlysis are drown by black lines, yellow lines, and white broken lines, respectively. 
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Figure 5-10 TEM images of (a, b) the as-quenched specimen, (c, d) the 600 ˚C tempered specimen, and (e, f) the 

650 ˚C tempered specimen. 
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5.3.2 弾性変形中の水素分布 

  Figure 5-11 は, 水素チャージした焼入れまま材 (a-c), 600 °C 焼戻し材 (d-f), およ

び 650 °C 焼戻し材 (g-i) に水素マイクロプリント処理を施した後, 無荷重下における水素

分布を観察した SEM 像である. SEM 像の右上に保持時間を示してある. Figure 5-11 (a, d, 

g), (b, e, h) の保持時間は, 低ひずみ速度引張試験において 100 MPa, または 300 MPa ま

で弾性応力を負荷させた場合の試験時間にそれぞれ対応しており, Fig. 5-11 (c), (f), (i) の保

持時間は, 焼入れまま材, 600 °C焼戻し材, および 650 °C焼戻し材の引張強さ (焼入れまま

材 : 595 MPa, 600 °C 焼戻し材 : 559 MPa, 600 °C 焼戻し材 : 501 MPa) まで応力を負荷した

場合の試験時間にそれぞれ対応している. いずれの試験片の場合にも銀粒子はランダムに

析出している. また, 本研究の条件下では, 無荷重下で保持時間を増加しても, 析出した銀

粒子の数密度に大きな違いは認められなかった. 

  焼入れまま材, 600 °C 焼戻し材, および 650 °C 焼戻し材に対して, 0.2 % 耐力以下

である 100 MPa または 300 MPa まで弾性変形を施した場合の水素分布を調べた. Figure 

5-12 は, 100 MPa (a) または 300 MPa (b) の弾性応力を負荷したときの焼入れまま材の水

素マイクロプリント SEM 像である. 焼入れまま材では, 旧オーステナイト粒界に沿って

優先的に析出した銀粒子が観察された. (a) に示した 100 MPa 負荷の場合よりも, (b) に示

した 300 MPa の大きな弾性応力を負荷した場合の方が, より多くの銀粒子が旧オーステ

ナイト粒界に沿って析出していた. Figure 5-13 は, 100 MPa (a) または 300 MPa (b) の弾性

応力を負荷したときの 600 °C 焼戻し材の水素マイクロプリント SEM 像である. ラスマル

テンサイト組織中の各境界 (ラス境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト

Table 5-2 Summary of the parameters which changed during the tempering process. 
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粒界) に沿って銀粒子が析出している. (a) に示した 100 MPa 負荷の場合よりも, (b) に示

した 300 MPa の大きな弾性応力を負荷した場合の方が, より多くの銀粒子が境界に沿っ

て析出していた. いずれの負荷応力の場合も, 焼入れまま材 (Fig. 5-12) に比べると, 旧オ

ーステナイト粒界に析出した銀の量は少ない. Figure 5-14 は, 300 MPa の弾性応力を負荷

したときの 650 °C 焼戻し材の水素マイクロプリント SEM 像である. 600 °C 焼戻し材の結

果と比べて, 旧オーステナイト粒界での銀粒子量はさらに少なくなっている (Fig. 5-14 (a)). 

また, より高倍率で観察すると, ブロック内部で直線状に銀が析出している領域が観察さ

れた (Fig. 5-14 (b)). これは, ラス境界に沿って析出したものと考えられる. 650 °C 焼戻し

材を 300 MPa まで弾性変形させた場合, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト

粒界よりも, ラス境界に多くの銀粒子が析出している傾向がみられた.  

  各試料に弾性域である 300 MPa までの応力を負荷した場合の水素分布の特徴を

まとめると, 650 °C焼戻し材にはラス境界に多くの銀粒子が析出し, 600 °C焼戻し材ではブ

ロック境界およびパケット境界にも多くの銀粒子が析出していた. そして焼入れまま材の

場合には旧オーステナイト粒界に沿って銀粒子が析出していた. ラスマルテンサイト組織

の階層組織は, ラス, ブロック, パケット, 旧オーステナイト粒の順でサイズが大きくなる

ため, 初期転位密度が大きな試料ほど, よりサイズの大きな組織の境界に水素が集積する

ようになっており、転位による水素輸送効果を示唆する結果である. 旧オーステナイト粒

界に着目すると, 初期転位密度の増加とともに旧オーステナイト粒界上の銀粒子の析出量

が増加した. 
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Figure 5-11 SEM images of the hydrogen-charged specimens after the hydrogen micro-print experiment without loading. ((a, 

b, c) As-quenched specimens, (d, e, f) 600 ˚C tempered specimens, and (g, h, i) 650 ˚C tempered specimens. 
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Figure 5-12 SEM images obtained by the hydrogen micro-print experiment in the as-quenched specimens 

tensile-tested up to (a) 100 MPa and (b) 300 MPa 
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Figure 5-13 SEM images obtained by the hydrogen micro-print experiment in the 600 ˚C tempered 

specimens tensile-tested up to (a) 100 MPa and (b) 300 MPa. 
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Figure 5-14 SEM images obtained by the hydrogen micro-print experiment in the 650 ˚C tempered 

specimens tensile-tested up to 300 MPa through hydrogen micro-print process. 
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5.3.3 塑性変形中の水素分布 

  5.3.2 節より, 弾性変形中の水素集積挙動は材料中の初期転位密度に大きく依存し, 

初期転位密度の増加とともに旧オーステナイト粒界上により多くの銀粒子が析出すること

が明らかになった. これは, 変形中に水素が転位運動を介して旧オーステナイト粒界に集

積することを示唆している. 試料を塑性域まで変形すると転位が増殖するため, 初期転位

密度にかかわらず旧オーステナイト粒界上の水素集積度が増大することが予想される. そ

こで, 焼入れまま材, 600 °C焼戻し材, および 650 °C焼戻し材に対して, 各試料の引張強さ

に対応する変形応力まで塑性変形させたときの水素分布を調べた.  

  Figure 5-15 に, 引張強さである 595 MPa まで塑性変形させた焼入れまま材の水素

マイクロプリント SEM 像を示す. ラスマルテンサイト組織中の各境界に沿って多量の銀

粒子が明瞭に析出していた (Fig. 5-15 (a)). より高倍率で観察すると, 銀粒子が析出してい

る境界にも, 銀粒子が疎な部分と密な部分が観察され, 銀粒子は境界上に不均一に分布し

ていた (Fig. 5-15 (b)). Figure 5-16 および Figure 5-17 に, 引張強さである 559 MPa まで

塑性変形させた 600 °C 焼戻し材, および引張強さである 501 MPa まで塑性変形させた 

650 °C焼戻し材の水素マイクロプリント SEM 像をそれぞれ示す. 焼入れまま材と同様に, 

ラスマルテンサイト組織中の各境界に多量の銀粒子が析出しており (Figs. 5-16 (a), 5-17 

(a)), 銀粒子が疎な境界と密な境界があった (Figs. 5-16 (b), 5-17 (b)). 5.3.2 節で示した弾性

変形材中の銀分布 (Figs. 5-12, 5-13, 5-14) とは異なり, 塑性変形中に析出した銀粒子の分

布は材料の初期転位密度に依存せず, また旧オーステナイト粒界上に多量の銀粒子が析出

していた.  
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Figure 5-15 (a) Low-magnification SEM image and (b) high-magnification SEM image obtained by the hydrogen 

micro-print experiment in the as-quenched specimen tensile-tested up to the ultimate tensile strength of 595 MPa. 
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Figure 5-16 (a) low-magnification SEM image and (b) high-magnification SEM image obtained by the hydrogen 

micro-print experiment in the 600 ˚C tempered specimen tensile-tested up to the ultimate tensile strength of 559 MPa. 

 

 



118 

 

 

Figure 5-17 (a) low-magnification SEM image and (b) high-magnification SEM image obtained by the hydrogen 

micro-print experiment in the 650 ˚C tempered specimen tensile-tested up to the ultimate tensile strength of 501 MPa. 
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5.4 考察 

5.4.1 水素集積におよぼす弾性応力の影響 

 弾性応力下における単位時間当たりの水素の流量は, 水素の濃度勾配に起因する 

Jc と応力勾配に起因する Jσ の和で示すことが出来る. Jc と Jσ は, それぞれ次式で表す

ことができる [15, 16]. 

x

c
DJ c



                  (5-13) 

xRT

Dc
J H









3
     (5-14) 

ここで, D は拡散係数, R は気体定数, T は絶対温度, c は濃度, ΩH は水素の部分モル体積, 

∂c / ∂x は濃度勾配, ∂σ / ∂x は応力勾配である. Fig. 5-11 (無荷重) は Jc に対応する水素を, 

Figs. 5-12, 5-13, 5-14 (弾性応力下) は Jc + Jσ に対応する水素をそれぞれ可視化したものと

考えられる. 水素拡散量の定量評価はできていないが, ラスマルテンサイト組織中の境界

に沿って析出した銀粒子の量は, いずれの試験片においても, 無荷重 < 100 MPa < 300 

MPa の順となり, 負荷した弾性応力の増加とともに多くなった. これは, 水素の拡散が応

力勾配によって促進された様子を反映していると考えられ, Jσ が応力勾配に比例するとす

る (5-14) 式から予想される結果と定性的に一致している. しかしながら, 旧オーステナイ

ト粒界に沿って析出した銀粒子の量は, 弾性応力よりも初期転位密度に大きく依存してい

る. 例えば, 650 °C 焼戻し材に 300 MPa の弾性応力を負荷させた場合 (Fig. 5-14 (b)) より

も, 焼入れまま材に 100 MPa の弾性応力を負荷させた場合 (Fig. 5-12 (a)) の方が, 旧オー

ステナイト粒界に沿って析出した銀粒子の量は多い. つまり, 旧オーステナイト粒界への

水素集積に対しては, 弾性応力の寄与よりも, 転位を介した機構による寄与の方が大きい

といえる. 

 

5.4.2 旧オーステナイト粒界における水素集積の定量化 

 5.3.2 節で示したとおり, 弾性変形中の水素集積挙動は材料の初期転位密度に大き

く依存した. 水素脆性破壊の起点となる旧オーステナイト粒界における水素集積度を定量

化するため, 初期転位密度の異なる焼入れまま材, 600 °C 焼戻し材, および 650 °C 焼戻し

材中の旧オーステナイト粒界上の銀粒子の被覆率を求めた. 旧オーステナイト粒界上の銀
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被覆率測定においては, 以下の手順で解析を行なった. 各試験片に対して, 特徴的な銀分

布が観察される 300 μm × 400 μm の広い領域の SEM 像を取得した後, 同一視野での 

EBSD 測定を行なった. 次に, 得られた結晶方位データからバリアント解析により旧オー

ステナイト粒界を同定し, 旧オーステナイト粒界マップを作成した. 作成した旧オーステ

ナイト粒界マップを参照しながら, 旧オーステナイト粒界に沿って析出した銀粒子長さ 

lAgと観察視野中の旧オーステナイト粒界の全長 lPAGBを画像解析ソフト (ImageJ 1.47 ver.)

を用いて測定し, 次式 (5-15) により銀被覆率 fAg を求めた. 

fAg (%) = 100 × lAg / lPAGB.     (5-15) 

 Figures 5-18 ~ 5-20 に, 焼入れまま材 (Fig. 5-18), 600 °C 焼戻し材 (Fig. 5-19), お

よび 650 °C 焼戻し材 (Fig. 5-21) に対して銀被覆率を求めた観察領域の低倍率 SEM 像 

(a) とその同一視野の EBSD 方位マップ (b), そして低倍率 SEM 像 (Figs. 5-18 ~ 5-20 (a)) 

中の赤線で囲まれた領域の高倍率 SEM 像 (c) を示す. Figs. 5-18 ~ 5-20 (c) の高倍率 

SEM 像は, 観察視野中で銀粒子の析出が最も密な領域をそれぞれ示している. Figures 

5-18 ~ 5-20 (a) の観察領域から算出された銀被覆率を Table 5-3 にまとめる. 300 MPa ま

で弾性変形させた場合, 焼入れまま材, 600 °C 焼戻し材, 650 °C 焼戻し材中の旧オーステ

ナイト粒界の銀被覆率はそれぞれ 61.1 %, 5.7 %, 0.7 % であり, 弾性変形させたときの旧

オーステナイト粒界上の水素集積は初期転位 s 密度に大きく依存することが明らかになっ

た. これは, 旧オーステナイト粒界への水素集積には, 転位に捕捉された水素が変形中の

転位の移動と共に運搬される機構 (転位輸送効果) が支配的であることを強く示唆してい

る.  

 

Table 5-3 Coverage fraction of Ag particles along prior austenite grain boundaries obtained by the hydrogen 

micro-print experiment in (a) as-quenched, (b) 600 ˚C tempered, 650 ˚C tempered specimens after a tensile 

test at a strain rate of 8.3 ×10-6 s-1 up to 300 MPa.  
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Figure 5-19 (a) Low-magnification SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment and (b) prior 

austenite grain boundary map of the 600 ˚C tempered specimen tensile-tested up to 300 MPa. Observation area of (c) 

high-magnification SEM image are shown by red square in (a). 

 

Figure 5-18 (a) Low-magnification SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment and (b) prior 

austenite grain boundary map of the as-quenched specimen tensile-tested up to 300 MPa. Observation area of (c) 

high-magnification SEM image are shown by the red square in (a).  
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Figure 5-20 (a) Low-magnification SEM image obtained by the hydrogen micro-print experiment and (b) prior 

austenite grain boundary map of the 650 ˚C tempered specimen tensile-tested up to 300 MPa. Observation area of (c) 

high-magnification SEM image are shown by red square in (a). 

 

転位輸送効果を示唆する他の研究例として, 引張変形中の各種金属材料からの放

出水素量 [6, 18-20], または水素の放射性同位体であるトリチウムの放出量 [4, 5, 17] を測

定した結果が報告されている. Figure 5-21 に, 生田らによる純鉄の引張変形中における水

素量測定の結果を示す [6]. 弾性域では放出水素はほとんど検出されず, 塑性変形の開始

直後に放出水素が急激に増加し, ピークを迎えた後, 徐々に減少する. 彼らはこの放出水

素挙動を, 可動転位による水素輸送の結果と結論付けている. Nagao らは, フェライト鋼に

おける放出水素量におよぼす塑性変形の影響を水素マイクロプリント法により調べている 

[18, 19]. 彼らの結果によると, 10 % 以上の塑性変形によって試料表面での銀粒子の析出が

顕著に起こり, 変形量を増加させると銀粒子の析出量が増加した. 彼らはこの結果を, 転

位に捕捉された水素が引張変形中に転位の移動と共に運搬される機構 (転位輸送効果) や, 

変形後に転位線に沿って水素がパイプ拡散する機構に起因すると結論付けている. いずれ

にせよ, 塑性変形中に転位を介して水素が移動することを示唆する結果である. 本章で得

られた結果でも, 無荷重下 (Fig. 5-11) および弾性変形中 (Figs. 5-12, 5-13, 5-14) の銀粒子

量 (放出水素量) と比較して, 塑性変形によって析出した銀粒子量 (水素放出量) は著しく
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増加しており (Figs. 5-15, 5-16, 5-17), これは Nagao らのフェライト鋼における水素マイ

クロプリント結果と定性的に一致している.  

 

 

Figure 5-21 Correlation between (a) the hydrogen desorption spectrum during tensile deformation and (b) the 

stress-strain curve of a hydrogen-charged pure iron [6]. 
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Figure 5-22 Comparison of the upper and lower yield stresses, the range of microyielding (bracketed by solid 

lines) and the slip activity revealed by etch pits (N = no slip grains; S = some; M = most grains show slip) for iron 

having various grain sizes (d) [21]. 

 

マクロには弾性域での変形であっても, 結晶粒単位のようなミクロレベルでは降

伏が起こることがある. これを micro-yielding という. Brentnall と Rostoker [21, 22] は, 

種々の結晶粒径を有する純鉄にエッチピット法を適用して, 種々の引張応力下における

個々の結晶粒中の転位を観察した. Figure 5-22 に, Brentnall が報告した純鉄の上降伏点, 

下降伏点, micro-yielding の粒径依存性を示す [21]. マクロな降伏応力より低い 38 ~ 58 

MPa の引張応力において, ほぼすべての結晶粒ですべり変形が生じ, すべり変形が活動す
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る応力は結晶粒径に依存しない. また, Ferreira や Lagnow らは TEM を用いた直接観察

によって , 転位に捕捉された水素が弾性応力場を緩和して転位の易動度を高める 

(Hydrogen-enhanced localized plasticity, HELP) 現象を報告している [24, 25]. HELP によっ

て水素を伴う転位の易動度が向上し, より小さな引張応力下でも micro-yielding が生じる

ようになることが予想される. その場合, 5.3.2 節で行なった 100 MPa および 300 MPa 

までの引張変形は, マクロには弾性変形であるが, 個々のマルテンサイトラス内では水素

を捕捉した転位によって micro-yielding が起こったものと推測される. そうした転位運動

に付随した水素輸送によって, 初期転位密度の異なる試験片で水素分布に大きな差異が生

じたものと考えられる. 

 

5.4.3 ラスマルテンサイト組織中の水素集積機構 

これまでの実験結果により, 旧オーステナイト粒界への水素集積に寄与する大部

分の水素は転位運動に伴って輸送されること, および整合性の高いラス境界, ブロック境

界, パケット境界よりも旧オーステナイト粒界が水素の優先集積サイトであることが明ら

かになった. これらの知見をふまえ, 種々の境界 (ラス境界, ブロック境界, パケット境界, 

旧オーステナイト粒界) における転位を介した水素集積挙動を Figure 23 に模式的に示す. 

変形中に水素を捕捉した転位が転位運動の障害となる境界 (ラス境界, ブロック境界, パ

ケット境界, 旧オーステナイト粒界) に到着すると, 水素が運搬されて各境界上の水素濃

度が高い状態になる. このとき, 隣接する領域に転位が存在し, 水素と転位の結合エネル

ギーが水素と境界の結合エネルギーよりも大きい場合は, 水素は隣接する領域中の転位へ

移動し得る. Table 5-4 に, これまでに報告されている転位および粒界と水素の結合エネル

ギーをまとめた. 組織, 解析手法などの違いに起因して求められた値にバラつきはあるが, 

転位に対しては 17-60 kJ / mol, 粒界に対しては 48-62 kJ / mol の結合エネルギー値が報告

されている. ここで, マルテンサイト鋼における ”粒界と水素の結合エネルギー” は, 放

出水素のピーク解析によって求められ, フェライト鋼における ”粒界との水素の結合エネ

ルギー” と比較的近い値を示すことを根拠として決定づけられている. したがって, 論文

中に明記はされていないが, マルテンサイト鋼における粒界と水素の結合エネルギーは, 

旧オーステナイト粒界との結合エネルギーのことを指し, 鉄原子の整合性の高いラス境界, 

ブロック境界およびパケット境界と水素の結合エネルギーは, 報告されている粒界との結

合エネルギー 48-62 kJ / mol よりも小さな値を持つと推定される. ラス境界, ブロック境
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界, パケット境界と水素の結合エネルギーが, 転位と水素の結合エネルギー (17-60 kJ / 

mol) と同等であるならば, これらの境界上に転位輸送によって堆積した水素は, 隣接する

領域に転位がいる場合には, トラップサイトを乗り換えてその転位に移動し得る (Fig. 

5-23 (a), (b)). 水素を捕捉した転位は, 周囲との弾性相互作用が低下することによって易動

度が向上するため, 容易に活動できるようになる. このようにして, 水素は転位運動を介

し, ラス境界, ブロック境界, パケット境界を越えて旧オーステナイト粒界まで運搬され

ると考えられる . 一方, 前述の通り旧オーステナイト粒界と水素の結合エネルギーは 

48-62 kJ / mol であり, 転位との結合エネルギー (17-60 kJ / mol) よりも大きい. そのため, 

隣接した領域に転位が存在していても, 水素は旧オーステナイト粒界に留まる確率が高い

と考えられる. その結果, 最終的に水素は旧オーステナイト粒界近傍に集積するようにな

る.  
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Figure 5-23 Schematic illustrations showing hydrogen transportation processes by dislocation motion 

though (a) lath boundary, (b) block or packet boundary, and (c) prior austenite grain boundary. 
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Table 5-4 Binding energy between hydrogen and various lattice defects in pure iron and steels reported by 

previous studies. 

 

 

5.4.4 ラスマルテンサイト組織中の水素集積挙動の転位密度依存性 

5.4.3 節に示したラスマルテンサイト組織中の水素集積機構をもとに, マクロな弾

性変形領域で認められた水素集積挙動の初期転位密度依存性について考察する. Figure 

5-24 に, 初期転位密度の異なるマルテンサイト鋼における集積挙動を模式的に示す. 初期

転位密度の高い焼入れまま材の場合, 各境界を挟んで隣接する領域には水素の受け渡しが

可能な可動転位が多く存在する (Fig. 5-24 (a)). Fig. 5-23 で示したプロセスを経て, 水素は

ラス境界, ブロック境界, パケット境界を越えて転位により運搬され, 旧オーステナイト

粒界まで到達することができる (Fig. 5-12 (b)). 一方, 焼戻しによって転位密度が減少した 

600 °C 焼戻し材の場合, 可動転位数が相対的に少ないため, 種々の境界で次の転位に水素

が受け渡され旧オーステナイト粒界まで水素が移動する確率が低くなる (Fig. 5-24 (b)). 

その結果, 転位運動の障害となる, 途中のラス境界, ブロック境界, パケット境界に水素が

堆積したと考えられる (Fig. 5-13 (b)). さらに転位密度の低い 650 °C 焼戻し材では, 可動
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転位数が少ないため, ブロック境界やパケット境界への水素輸送までもが困難となり (Fig. 

5-24 (c)), ラス境界に主に水素が堆積したと考えられる (Fig. 5-14 (c)). 600 °C 焼戻し材や

650 °C 焼戻し材のように初期転位密度が低い場合であっても, 降伏直後には可動転位が急

激に増殖するため, 増殖した可動転位の水素輸送効果によって旧オーステナイト粒界まで

水素が到達するようになると考えられる. 水素マイクロプリント法は, 変形初期から終期

までの間に表面に到達した水素を累積して検出している. そのため, 引張強さまで塑性変

形させた場合には, ラスマルテンサイト組織中の各境界に明瞭に銀粒子が析出していた 

(Figs. 5-15, 5-16, 5-17) が, 水素マイクロプリント像は必ずしも引張強さの応力時の水素分

布とは対応していない可能性があることに注意する必要がある. しかし少なくとも, 初期

転位密度の小さな 650 °C 焼戻し材では弾性変形中に水素が旧オーステナイト粒界まで到

達しなかった (Fig. 5-14) が, 塑性変形によって旧オーステナイト粒界まで水素が到達で

きるようになったこと (Fig. 5-17) は明らかである.  
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Figure 5-24 Schematic illustrations showing hydrogen accumulation behaviors during deformation in (a) 

as-quenched specimen, (b) 600 ˚C tempered specimen, and (c) 650 ˚C tempered specimen. 
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5.4.5 ラスマルテンサイト組織中の水素脆化挙動の変形条件依存性 

5.4.3 節で考察したラスマルテンサイト組織中の水素集積機構をもとに, 第 2 章, 

第 4 章で調べた水素脆化挙動の変形条件依存性を考察する. Figure 5-25 に, 変形条件が異

なる場合のマルテンサイト組織中の水素の集積挙動を模式的に示す. 室温・低ひずみ速度

で引張変形させた場合 (Fig. 5-25 (a)), 水素は転位運動に追随して移動することが出来る. 

また, 変形時間が長いため, ラス境界, ブロック境界, パケット境界に到達した水素は, 結

合エネルギーの低いそれらの境界 (ラス境界, ブロック境界, パケット境界) を越えて隣

接領域中の可動転位に受け渡される時間が十分にある. したがって, 多くの水素が境界 

(ラス境界, ブロック境界, パケット境界) を越えることができ, その後可動転位に運搬さ

れて, 結合エネルギーの高い旧オーステナイト粒界にまで到達することができる. 結合エ

ネルギーの高い旧オーステナイト粒界に到達した水素は, そこからデトラップ (離脱) す

ることができないため, 最終的に旧オーステナイト粒界に水素が濃化することになると考

えられる. 実際, 低炭素マルテンサイト鋼を室温で最も遅いひずみ速度 (ε ̇ = 8.3 × 10-6 s-1) 

で 600 MPa まで弾性変形させた場合に, 旧オーステナイト粒界に沿って優先的に銀粒子

が析出している様子が観察されている (Figs. 3-10, 3-12). 

室温・高ひずみ速度で引張変形させた場合 (Fig. 5-25 (b)) には, 高速な転位運動

に対して水素は追随することができないことが考えられる. また, 変形時間が短く, 境界

を越えて水素が受け渡される確率が下がる可能性がある. このような場合, 可動転位によ

って運搬される水素量が低下するため, 旧オーステナイト粒界への水素の到達が阻害され

ると考えられる. 実際, 低炭素マルテンサイト鋼を室温で最も高ひずみ速度 (ε ̇ = 8.3 × 10-1 

s-1) で引張試験した場合, 水素マイクロプリント法により得られる銀分布はランダムであ

り, すべり線や特定の境界に沿った銀析出は観察されなかった (Figs. 3-6, 3-11).  

低温・低ひずみ速度で引張変形させた場合 (Fig. 5-25 (c)), また, 時間は十分ある

ものの, 温度が低下する結果, 転位運動に追随して各境界 (ラス境界, ブロック境界, パケ

ット境界, 旧オーステナイト粒界) まで運ばれた水素は熱エネルギーを十分に得ることで

きなくなるため, 水素の受け渡し時の活性化エネルギーを越えることができないことが考

えられる. また, 水素の拡散能が低下して, 転位運動に追随できなくなる可能性が考えら

れる. この場合には, 隣接した領域の転位へ水素が受け渡されることは困難になり, 旧オ

ーステナイト粒界への水素の到達と集積が阻害される. その結果, 低炭素マルテンサイト

鋼を最も低温 (-100 °C) で低ひずみ速度引張試験したとき, 水素脆化は生じなかったと考
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えられる (Fig. 4-3). 

高温・低ひずみ速度で変形させた場合 (Fig. 5-25 (d)) には, 温度が上昇すること

で, 水素は過剰な熱エネルギーを得て転位や粒界 (境界) などのトラップサイトから容易

に離脱するようになると考えられる. この場合, 水素輸送のキャリアとして働く可動転位

から水素が離脱することによって可動転位に運搬される水素量が低下し, また, 結合エネ

ルギーの高い旧オーステナイト粒界から水素の離脱が生じる結果, 旧オーステナイト粒界

への水素の到達と集積が阻害されることが考えられる. 高温で水素がトラップサイトであ

る格子欠陥から容易に離脱するようになる現象は, 水素チャージ材の TDS 結果 (Fig. 

2-2) から確認することができる. TDS 結果 (Fig. 2-2) における 25 °C ~ 100 °C の温度域に

注目すると, 試験片からの放出水素量は昇温に伴って単調に増加している. この放出水素

量の増加は, 昇温中に試験片内部の転位や粒界 (境界) などの弱いトラップサイトに捉わ

れていた水素が, 熱エネルギーを得て離脱したことに起因すると理解されている [2]. 高

温でトラップサイトからの水素離脱が容易に生じることから, 低炭素マルテンサイト鋼を

低ひずみ速度引張試験したとき, 高温度域 (25 °C ~ 100 °C) で変形温度の上昇に伴って水

素脆化が起こり難くなったと考えられる (Figs. 4-3, 4-8).  

 

 
 

Figure 5-25 Schematic illustration showing the deformation condition dependency of hydrogen 

transportation behaviors. (a) Slow strain rate, room temperature; (b) high strain rate, room temperature; (c) 

slow strain rate, low temperature; and (d) slow strain rate, high temperature. 
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5.5 結言 

本章では, 種々の初期転位密度を有する極低炭素マルテンサイト鋼中の水素集積

挙動を, 水素マイクロプリント法を用いて調べた. 得られた結果をもとに, ラスマルテン

サイト組織中における水素集積機構を考察し, 得られた描像に基づいて, 第 2 章, 第 4 

章で明らかにした低炭素マルテンサイト鋼における水素脆化挙動の変形条件依存性を議論

した. 得られた主な知見は以下の通りである.  

 

(1) 無荷重下では, 焼入れまま材, 600 °C焼戻し材, および 650 °C焼戻し材において, いず

れの場合も銀粒子はランダムに析出し, 特定の境界上の銀析出は観察されなかった. 

(2) 弾性変形させた場合, 初期転位密度が大きくなるほど, 旧オーステナイト粒界におけ

る銀粒子の析出量が多くなった. 例えば 300 MPa の引張応力まで弾性変形させた場合, 

焼入れまま材, 600 °C焼戻し材, および 650 °C焼戻し材における旧オーステナイト粒界

の銀被覆率はそれぞれ 61.1 %, 5.7 %, 0.7 % であった. 

(3) 塑性域まで変形させた場合, 析出した銀の分布に初期転位密度依存性は認められず, 

いずれの場合も旧オーステナイト粒界上に多量の銀粒子が析出していた. 水素の集積

機構には可動転位による水素輸送効果の寄与が大きいことを示唆しており, 塑性域ま

で変形させると転位が増殖するため, 初期転位密度にかかわらず旧オーステナイト粒

界上の水素集積度が増大したと考えられる. 

(4) 低炭素マルテンサイト鋼における水素脆化挙動のひずみ速度・変形温度依存性は, 水素

の転位輸送効果の観点から矛盾なく説明することができる.  
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第 6章 総括 

 

 

 本論文では, 変形条件 (ひずみ速度, 変形温度) を系統的に変化させたときの低炭

素マルテンサイト鋼における水素脆化破壊挙動を, ラスマルテンサイト組織および水素集

積の観点から調べた. また, 転位運動による水素輸送効果に着目し, 焼戻処理によって作

製された種々の初期転位密度を有するラスマルテンサイトにおける引張変形中の水素集積

挙動を, 水素マイクロプリント法を用いて調べた. 得られたラスマルテンサイト組織中の

水素集積挙動に関する知見をもとに, 低炭素マルテンサイト鋼における水素脆化挙動の変

形条件依存性を議論した. 本論文において得られた結果を以下に総括する. 

 

 第 1 章では, 本研究の背景, 目的, 本論文の構成を示した. 

 

第 2 章では, 変形条件のうちひずみ速度に着目し, 低炭素マルテンサイト鋼の水素

脆性破壊挙動におけるひずみ速度依存性を, ラスマルテンサイト組織に注目して検討した. 

陰極チャージ法により水素を導入した後, ひずみ速度を系統的に変化させた引張試験 (ε ̇ = 

8.3 × 10-6 s-1 ~ 8.3 × 10-1 s-1) を行なうことによって, ひずみ速度の低下に伴って延性が大き

く低下し, 破面破壊形態も延性的な破壊形態から脆性的な破壊形態へ変化すること, すな

わち水素脆化感受性が増加することを明らかにした. また, 水素脆性破面には, 平滑な粒

界破面と筋状模様を伴う粒界破面の 2 種類が存在することを見出し, 破面やクラックの結

晶学的特徴を SEM / EBSD により精密に解析した結果, 平滑な粒界破面は旧オーステナ

イト粒界の粒界破面に対応し, 筋状模様を伴う粒界破面は旧オーステナイト粒界近傍の 

{0 1 1}M に沿った破壊に対応していることを明らかにした.  

 

 第 3章では, 第 2章で確認された水素脆性破壊のひずみ速度依存性を水素集積挙動

の観点から考察した. 高ひずみ速度 (ε ̇ = 8.3 × 10-1 s-1) および低ひずみ速度 (ε ̇ = 8.3 × 10-6 

s-1) での引張変形中の局所水素分布を水素マイクロプリント法および SEM / EBSD によ

り可視化し, 高ひずみ速度 (ε ̇ = 8.3 × 10-1 s-1) 引張変形では, 水素が試料中に比較的ランダ

ムに分布しているのに対し, 低ひずみ速度 (ε ̇ = 8.3 × 10-6 s-1) 引張変形においては水素がラ

ス境界, ブロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界といった境界・粒界上に集積
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するようになること, 特に旧オーステナイト粒界に水素が優先的に集積することを明らか

にした. ひずみ速度の低下に伴って水素脆化が顕著に生じ, かつ, 旧オーステナイト粒界

への水素集積が促進されているという結果から, 水素脆性破壊は変形中に水素が旧オース

テナイト粒界近傍に集積することによって生じていると結論付けられる. 

 

 第 4 章では, 変形条件のうち変形温度に着目し, 低炭素マルテンサイト鋼の水素脆

性破壊挙動における変形温度依存性を, ラスマルテンサイト組織に注目して検討した. 変

形温度を系統的に変えた低ひずみ速度引張試験 (-100 ˚C ~ 100 ˚C) を行い, -100 ˚C から 

25 ˚C までの低温度領域では, 変形温度の上昇に伴って水素脆化が顕著に生じるが, 25 ˚C 

から 100 ˚C までの高温度域では, 変形温度の上昇に伴って逆に水素脆化が起こり難くな

ることを明らかにした. 変形温度の上昇に伴って水素の拡散・集積が容易に生じるように

なるが, 高温度域では水素の拡散能が非常に高くなり主な集積サイトである旧オーステナ

イト粒界からの水素脱離が容易に生じるようになる結果, 水素脆化感受性が上述のような

変形温度依存性を示したものと考えられる. 

 

 第 5 章では, 転位運動による水素輸送効果に着目した検討を行った. 焼戻処理によ

って種々の初期転位密度 (3.8 × 1014 m-2 ~ 1.1 × 1015 m-2) を有する極低炭素 IF 鋼のラスマ

ルテンサイト組織を作製し, 引張変形中の水素集積挙動を水素マイクロプリント法を用い

て調べた. 弾性変形領域では, 初期転位密度の上昇に伴って旧オーステナイト粒界への水

素集積が促進されるが, 塑性域まで変形させると, 水素集積の初期転位密度依存性が認め

られなくなることを明らかにした. この結果から, 変形中の水素集積は転位の水素輸送効

果によるものであると結論付けた. そして, 第2章および第4章で確認された水素脆性破壊

挙動のひずみ速度・変形温度依存性は, 転位運動による水素輸送効果の観点から矛盾なく

説明できることを示した.  
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