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第 1 章 序論 

 

 

1.1 鉄鋼材料の高強度化に対する社会的要望 

構造用金属材料は, 自動車, 鉄道, 航空機等の輸送機器, 高層ビルや橋梁等の建築部材

を始めとする様々な用途に幅広く使用されており, 現代社会には欠かせない存在である. 

構造用金属材料に要求される最も重要な特性の一つは強度が高いことであり, 近年では構

造用金属材料の高強度化が多方面から望まれている. 例えば, 構造用金属材料の高強度化

を達成することで, 従来よりも少ない使用量で製品を作ることができるため, 金属資源の

使用量を削減できると同時に, 構造物の小型化・軽量化が可能となり, 施工の省力化とコス

ト縮減を図ることができる. また, 従来用いられてきた部材を高強度材料に置き換えるこ

とで, 構造物の安全性を向上させることもできる. このような観点から, 構造用金属材料

の高強度化は重要な課題となっている. 

鉄鋼材料は, 価格の安さ, 強度, 加工性, 安全性, 供給安定性などの観点から, 日本国

内で供給される金属材料のうち約 90%を占めており, さらなる高強度化が工業的に最も期

待されている. 高強度化の観点から見た厚鋼板の歴史的変遷を Fig.1.1 に示す[1]. 厚鋼板

分野において取り巻く環境変化を反映した商品が開発・実用化され, 多様な市場において

社会に大きく貢献している. 船舶分野においては, 輸送効率の向上と安全性の確保および

建造時の生産性向上を目的に, 従来使用されていた EH40 鋼 (降伏応力: 390 MPa) から降

伏応力を約 20%向上させた EH47 鋼 (降伏応力 460 MPa) へ高強度化が図られた. また, 建

築・橋梁分野において, 1995 年の阪神淡路大震災以降, より一層高強度・高靭性化が進めら

れ, 東京スカイツリーの建設には降伏応力 700 MPa, 引張強度 780 MPa の YP700 鋼が実用
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化された. 以上のように, 鉄鋼材料の高強度化への期待は今後もより一層高まっていくと

言える. 

 

1.2 低温脆性 

  低温脆性とは, 室温以下の低温において破壊様式が延性破壊から脆性破壊に遷移し, 

ほとんど塑性変形を伴うことなく, 突発的に破壊に至る bcc 金属特有の現象である. 低温

脆性の主な破壊様式は, 結晶粒内の特定の結晶面 (へき開面) に沿って割れるへき開破壊

である. bcc 金属において低温脆性が起こる理由の一つは, 低温で降伏応力および流動応力

が著しく上昇することであり, へき開破壊応力が降伏応力よりも小さくなるため脆性的に

破壊すると説明されている. 低温における降伏応力および流動応力の上昇は, 結晶構造の

幾何学的性質により, bcc 金属中ではらせん転位に対するパイエルス応力が大きいために引

き起こされるという提案が Hirsch[2]および Suzuki[3]らよりなされている. これは Takeuchi

ら[4]による透過型電子顕微鏡観察の結果にも裏付けられている. Takeuchi らは低温で変形

Fig.1.1 Development history of steel sheet for thick steel plate [1]. 
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を受けたフェライト組織の観察を行った結果, 多くのらせん転位が観察されることを報告

しており, これは大きなパイエルス応力のためにらせん転位の易動度が低下したためであ

ると解釈できる. 降伏応力の温度依存性を実験的に調べた研究として, Kuramoto らによる

研究が挙げられる[5]. Kuramoto らは純鉄の単結晶を用いて-269 C ~ 27 C までの種々の温

度で降伏応力を測定することで, 試験温度の低下に伴い降伏応力は上昇することを明らか

にしている.  

  一方で, Kitajima ら[6]や Cottrell ら[7]は結晶格子自体の脆性特性によって, bcc 金属では

低温脆性が生じると考えている. 彼らは, へき開破壊応力程度の高い応力場では, へき開

破壊の発生に先立ってすべり変形が起こる可能性があり, 脆性は両者の競合の結果決まる

と考え, へき開面およびすべり面に作用する応力成分の最大値をmax, max としたときへき

開破壊の発生条件を以下の(1.1)式のように考えている. 

휎
휏 > 	

휎
휏     (1.1) 

ここで, ideal, idealはそれぞれ完全結晶のへき開, すべり変形の臨界応力である. (1.1)式の右

辺は結晶格子に依存する値であり, ideal/ideal が減少するにつれてへき開破壊の傾向が大き

くなる. Table 1.1 に Kelly ら[8]によってまとめられた fcc および bcc 金属のideal, idealの値を

Table 1.1 Calculated values of sideal and tideal summarized by Kelly [8].   
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示す. Table 1.1 によると fcc 金属ではideal/idealは 30 程度の値を有しているが, bcc 金属では

ideal/ideal ≈ 5 ~ 6 であり, fcc 金属と比較してより脆性的であると言える.  

  低温脆性の主な破壊様式はへき開破壊であり, bcc 金属における代表的なへき開面は

{001}面であることが良く知られている. 実験的に bcc 金属のへき開面を特定した報告には

以下のようなものがある. Matsuda ら[9]は{011}面を選択的に腐食する試薬を用いて焼戻し

マルテンサイト組織の低温脆性破面を腐食し, 得られたエッチピット形状を解析すること

で, へき開面は{001}面であることを明らかにしている. 近年では, へき開面の結晶方位を

特定するために, 電子線後方散乱回折図形 (Electron BackScattering Diffraction: EBSD) によ

る破面の一面トレース解析が広く用いられている. 一面トレースによる解析は簡便な手法

ではあるが, へき開破面と観察面における{001}面トレースが平行であることを示してい

るにとどまり, へき開破面が{001}面に沿って起こることを断定することはできていない. 

そこで Ayer ら[10]は, 一つのへき開破面に対して 2 方向からトレース解析を行うことで, 

純鉄におけるへき開面の結晶方位を決定している. また, EBSD による結晶方位解析と破面

3 次元像を組み合わせることによって, へき開面の結晶方位を特定するといった研究も行

われている [11, 12]. 

 

1.3 マルテンサイトおよびベイナイト組織における低温脆性破壊 

  近年, 高強度鉄鋼材料の基地組織としてラスマルテンサイトおよびベイナイト組織が

注目されている. しかし, これらの組織は bcc 構造であることから, ラスマルテンサイト・

ベイナイト鋼は低温において塑性変形能が著しく低下し, 脆性的に破壊することが知られ

ている (低温脆性). 低温脆性破壊の様式がへき開破壊である場合, 結晶粒界はへき開クラ

ックの伝播に対して大きな障害となるため, 低温脆性を抑制する重要な因子となることが

知られている. 一般的に, 結晶粒径を微細にすることで低温脆性が抑制されることを報告
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した論文が多く存在し[13-16], 延性-脆性遷移温度とフェライト粒径の間には Hall-Petch 則

と類似の関係が成り立つことが明らかとなっている (Fig.1.2) [17]. Figure 1.3 はラスマルテ

ンサイト組織の模式図と光学顕微鏡写真である. ラスマルテンサイトおよび上部ベイナイ

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組織単

位により構成されている[18, 19]. ここで, ラスは高密度の転位を含んだ板厚 0.2 m 程度の

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, 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である. すなわち, 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異なる結晶学的

特徴を有する様々な粒界が存在する. これらの境界のうち, いずれの境界がマルテンサイ

トおよびベイナイト鋼のへき開破壊に対して最も有効な障害として働くかについては, 

様々な議論がなされている. Matsuda ら[20]は, 焼戻しマルテンサイトの低温脆性における

破面単位とブロックサイズが良く一致していることから, ブロック境界がへき開破壊に対

Fig.1.2 The relationship between grain sizes and ductile-brittle transition temperatures [17]. 
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して有効な障害, すなわち有効結晶粒界となることを主張している. また, Zhijun ら[21]は, 

へき開クラックの伝播方向がブロック境界で変化していることから, ブロック境界がへき

開破壊に対して有効な障害として働くと結論付けている. 一方で, Wang ら[22]は, へき開ク

ラックがブロック境界ではなくパケット境界において大きく屈曲しており, さらにパケッ

トサイズの微細化に伴い延性-脆性遷移温度が低下しているという結果に基づき, パケット

境界がへき開破壊に対して有効な障害となると提案している. さらに, Hanamura ら[23]は, 

破面単位が旧オーステナイト粒径と対応していることを明らかにし, 旧オーステナイト粒

径がマルテンサイト鋼のへき開破壊を支配していると報告している. Morris ら[24-26]は, 結

晶学的な観点から, bcc 金属のへき開面として知られている{001}面の方位差が大きい境界

がへき開破壊に対して有効な障害となるという重要な提言を行っている. このように, マ

ルテンサイト鋼の有効結晶粒界を明らかにしようとする数多くの研究が行われてきたが, 

未だ統一的な見解が得られていない. これに対して, ベイナイト鋼における有効結晶粒界

はパケット境界であるとされ, パケットサイズと延性-脆性遷移温度または破壊応力の関係

Fig.1.3 Schematic illustration (a) and optical microscope image (b) showing microstructure of lath 

martensite. 
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について多くの報告がなされているが[27-30], TEM や EBSD を用いた詳細な結晶方位解析

に基づく研究は少ないのが現状である. 

 

1.4 へき開破壊のプロセスモデル 

へき開破壊において, クラックが進展する限界条件を示した重要なモデルとして

Griffith 理論[31]が挙げられる. Griffith[31]は, 塑性変形を示すことなく破壊する線形弾性体

を対象とし, 一様引張応力を受ける, 長さ 2aの円板状クラックの進展条件を, エネルギー

平衡の観点から定量的に取り扱い, 次式のように定式化した.  

σ =
2퐸훾

휋(1 − 휐 )푎      (1.2) 

ここで, E はヤング率, はポアソン比, sは単位面積当たりの表面エネルギーである. (1.2)式

は, 破壊応力がクラック長さに依存することを明らかにした破壊力学の基礎となるモデル

である. しかし, (1.2)式は線形弾性体を対象にしたモデルであり, へき開破壊であっても塑

性変形を伴う金属材料に直接適応することはできない. Irwin ら[32]や Orowan ら[33]は, ク

ラック先端近傍での塑性変形に必要なエネルギーを考慮し, Griffith の式を修正した.  

σ =
2퐸(훾 + 훾 )
휋(1 − 휐 )푎      (1.3) 

pは塑性変形により消費される単位面積当たりの塑性エネルギーである. 

  鉄鋼材料の場合, 破壊応力をGriffithの条件に基づいて説明するための十分な大きさの

クラックは変形初期において観察されず, へき開クラックの伝播に先立ち塑性変形が生じ

ている. このことから, 塑性変形により, 破壊の核となるマイクロクラックが形成され, そ

れが成長することで破壊に至ると考えられている. Zener ら[34]や Stroh ら[35]は粒界におけ

る転位の堆積により, マイクロクラック形成されると提案している. また, 鋼のへき開破

壊発生には粒界に加え, 炭化物などの析出物が重要な因子となる. McMahonら[36]は中炭素
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鋼を用いて, 少量のパーライトを含むフェライト-セメンタイト組織を作製し, 引張応力負

荷後の組織観察を繰り返し行うことで, へき開破壊発生機構について詳細な検討を行った

結果, 粒界における炭化物割れからフェライト相にクラックが進展することを明らかにし

ている. このような結果をもとに, McMahon ら[36]や Park[37]らは, へき開破壊の発生は以

下に示す 3 段階のプロセスを経て起こると説明している. 

Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成 

Stage II: 炭化物割れの母相への伝播によるへき開クラックの形成 

Stage III: へき開クラックの結晶粒界突破 

そして, 上記の 3 段階の破壊条件が全て満たされた場合に巨視的なへき開破壊が生じ, 破

断に至ると考えている. 

本研究では, へき開破壊発生プロセスに加えて, へき開クラックの巨視的な伝播過程

を含め, へき開破壊のプロセスを次の 4 段階に分けることで, 低炭素ベイナイト鋼におけ

る低温脆性と微視組織の関係について検討を行う. 本研究で用いたベイナイト鋼における

へき開破壊のプロセスの模式図を Fig.1.4 に示す. 

Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成 

Stage II: 炭化物割れのベイナイト母相への伝播によるへき開クラックの形成 (クラック

形成) 

Stage III: へき開クラックの結晶粒界突破 (クラック進展開始) 

Stage IV: 結晶粒界突破後の急激なクラック成長 (クラック伝播) 

 

1.5 低温靭性の評価 

  低温靭性を簡便に評価できる試験として, シャルピー衝撃試験が工業的に広く普及し

ており, 衝撃時に吸収されるエネルギーや延性-脆性遷移温度を用いた低温靭性の評価が行



9 
 

われている. 前節で述べたへき開破壊プロセスを基に, シャルピー衝撃試験によって得ら

れる荷重-変位曲線における最大荷重までの面積をクラック伝播までに吸収されたエネル

ギー, 最大荷重後の面積をクラック伝播過程で吸収されたエネルギーと仮定し, それらに

およぼす微視組織の影響を調べた研究がなされている[38-41]が, これらは定性的なもので

あり, 実際のクラック進展挙動を論拠としたものではない. 

  一般的に, クラックあるいは切欠きを含む材料の破壊靭性は, 線形弾性体中のクラッ

ク・切欠き先端近傍の応力状態を表す応力拡大係数 K を用いて評価されている. しかし, 低

炭素鋼に代表される主な鉄鋼材料では, 破壊以前に大規模な塑性変形を伴い, 塑性の影響

を無視することができなくなるため, 線形弾性破壊力学に基づく応力拡大係数 K を用いて

破壊靭性値を評価することは不適切である. そこで本章では, 低炭素の破壊靭性値を評価

するために, 弾塑性体にも適用可能な J 積分を用いる. Rice ら[42]によって提唱された J 積

分は弾塑性体のクラック先端近傍領域に蓄えられた単位面積当たりのひずみエネルギーで

あり, クラックが進展する直前の J 積分の値はクラックが単位面積進展するために必要な

Fig.1.4 Schematic illustration of cleavage fracture process used in this study.   
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エネルギーを意味する. クラック成長量に対して J 積分の値をプロットした J 抵抗曲線 

(Fig.1.5) を用いることで, クラックが進展開始するために必要なエネルギー, さらに J 抵

抗曲線の傾きからクラックの伝播過程におけるエネルギーを評価することができる[43].  

 

1.6 本研究の目的 

  1.3節で述べたように, これまでラスマルテンサイトおよびベイナイト鋼の低温脆性に

関しては数多くの研究がなされ, 低温脆性を支配する組織単位について様々な議論がなさ

れてきた. しかし, 精密な組織学・結晶学的解析に基づいて, ラスマルテンサイト組織およ

びベイナイト組織の低温脆性破壊挙動を調べた研究報告例はほとんどない. ラスマルテン

サイト組織およびベイナイト組織の低温脆性を支配する微視組織単位を組織学・結晶学的

な観点から詳細に明らかにし, かつ低温脆性破壊特性におよぼす微視組織の影響を破壊力

学に基づいた解析手法によって定量的に評価することができれば, 低温脆性破壊の機構解

明に繋がると共に, 低温脆性を抑制した高強度鉄鋼材料の開発・実用化にも寄与すること

ができるため, 産業上の意義も大きい. 

Fig.1.5 Schematic illustration of J-resistance curves. 
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  そこで本研究では, 2Mn-0.1C (wt%) 鋼を用い, ラスマルテンサイト組織と低温脆性破

壊挙動の関係を SEM (Scanning Electron Microscopy) および SEM / EBSD (Electron Back-

Scattering Diffraction) 法などを用いて組織学・結晶学的に詳細に解析し、低温脆性を支配す

る微視組織単位を明らかにすることを目的とする. さらに, 微視組織単位の大きさを変化

させたベイナイト組織の延性-脆性遷移温度および破壊靭性値を微小シャルピー衝撃試験, 

片側切欠付き引張試験によって評価することで, ベイナイト組織における微視組織単位が

低温脆性におよぼす影響を検討する.  

 

1.7 本論文の構成 

本論文は全 5 章から構成されている. 

第 1 章では, 上記に述べたような研究の背景・目的を議論し, 本研究の目的を明確にし

た. 

第 2 章では, ラスマルテンサイト鋼の低温脆性破壊挙動と微視組織の関係について調

べ, 低温脆性を支配する微視組織単位を明らかにしている.  

 第 3 章では, 第 2 章で提案した低温脆性を支配する微視組織単位の大きさを変化させ

たベイナイト組織を作製し, 微小シャルピー衝撃試験によってそれらの延性-脆性遷移挙動

を評価している. 

第 4 章では, 第 3 章で得られた知見をもとに, 片側切欠付き試験片を用いて引張試験

を行い, J 抵抗曲線を作成することで, ベイナイト組織の低温靭性をクラック進展開始過程

およびクラック伝播過程に着目して検討している. さらに, ベイナイト組織のクラック進

展開始およびクラック伝播過程におよぼす微視組織単位の影響を, 組織観察と FEMを用い

た応力解析により詳細に検討している. 

  第 5 章は総括であり, 本研究で得られた知見を総括している. 
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第 2 章 低炭素マルテンサイト鋼における低温脆性と微視組織の関係 

 

 

2.1 緒言 

近年, 高強度鉄鋼材料の基地組織としてラスマルテンサイト組織が注目されている. 

しかし, ラスマルテンサイト組織は bcc 構造を有することから, 低温において塑性変形能

が著しく低下し, 脆性的に破壊することが知られている (低温脆性). 低温脆性破壊の様式

がへき開破壊である場合, 結晶粒界はへき開クラックの伝播に対して大きな障害となるた

め, 低温脆性を抑制する重要な因子となることが知られており, 結晶粒径を微細にするこ

とで延性-脆性遷移温度が低下することが報告されている[1-4]. 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組織単位により

構成されており[5, 6], 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

った異なる結晶学的特徴を有する様々な粒界が存在する. これらの境界のうち, いずれの

境界がマルテンサイトおよびベイナイト鋼のへき開破壊に対して最も有効な障害として働

くかについては, 様々な議論がなされている. Matsuda ら[7]は, 焼戻しマルテンサイトの低

温脆性における破面単位とブロックサイズが良く一致していることから, ブロック境界が

へき開破壊に対して有効な障害, すなわち有効結晶粒界となることを主張している. また, 

Zhijun ら[8]は, へき開クラックの伝播方向がブロック境界で変化していることから, ブロ

ック境界がへき開破壊に対して有効な障害として働くと結論付けている. 一方で, Wang ら

[9]は, へき開クラックがブロック境界ではなくパケット境界において大きく屈曲しており, 

さらにパケットサイズの微細化に伴い延性-脆性遷移温度が低下しているという結果に基

づき, パケット境界がへき開破壊に対して有効な障害となると提案している. さらに, 

Hanamura ら[10]は, 破面単位が旧オーステナイト粒径と対応していることを明らかにし, 

旧オーステナイト粒径がマルテンサイト鋼のへき開破壊を支配していると報告している. 
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このように, マルテンサイト鋼の有効結晶粒界を明らかにしようとする数多くの研究が行

われてきたが, 未だ統一的な見解が得られていないのが現状である. 

そこで本章では, シャルピー衝撃試験により低温脆性破壊させたマルテンサイト鋼の

破面やマイクロクラックを SEM/EBSD を用いて結晶学的な観点から解析することにより, 

低炭素マルテンサイト鋼の低温脆性を支配する組織単位を明らかにすることを目的とする. 

 

 

2.2 実験方法 
2.2.1 供試材および熱処理 

本研究では, 供試材として 2Mn-0.1C (wt%) 鋼の熱延板 (RD: 150 mm × TD: 115 mm × 

ND: 15 mm) を用いた. 試料の詳細な化学組成を Table 2.1 に示す. 2Mn-0.1C (wt%) 鋼では, 

オーステナイト安定化元素である Mn を添加することにより焼入れ性を向上させ, マルテ

ンサイト単相組織を得ることができる. 受入れ材に対して, 表面の酸化膜層を除去した後, 

石英管中に真空封入して 1150 °C, 43.2 ks の均質化処理を施し, 炉冷した. 均質化処理に用

いた管状炉はフルテック株式会社製の高真空特殊管状電気炉 FT-201P-80SPQ である. 均質

化処理後の試料に対して, RD 方向と圧延方向が平行となるように冷間圧延を行い, 厚さ 2 

mmの板材を得た. その後, 東栄科学産業社製のクエンチ熱処理装置 TG22505を用い, 真空

中において 1050 °C, 1.8 ks のオーステナイト化処理後, 氷食塩水焼入れ (I.B.Q) を行った. 

さらに, 焼入れ後の試料に液体窒素中で 300 s のサブゼロ処理を施し, ラスマルテンサイト

Table 2.1 Chemical composition of the alloy used in the present study. (wt%) 
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単相組織を作製した.  

 

2.2.2 低温脆性破壊挙動の評価 

-175 °C ~ 室温までの種々の温度で微小シャルピー衝撃試験を行い, マルテンサイト組

Fig.2.1 Schematic illustration the miniaturized Charpy V-notched impact test 

specimen used in this study. 

Fig.2.2 (a) Photograph and (b) Schematic illustration of the miniaturized Charpy impact tester 

used in this study. 
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織の低温脆性破壊挙動を評価した. 熱処理後の試料から, ワイヤ放電加工機 (Brother 社製 

HS-70A) を用いて, RD方向と長手方向が平行となるように微小シャルピー衝撃試験片を切

り出した. 微小シャルピー衝撃試験片は 1 mm × 1 mm × 20 mm の V ノッチ付き試験片 (ノ

ッチ深さ: 0.2 mm, ノッチ開き角度: 30 , ノッチ底曲率半径: 0.08 mm) であり, その詳細な寸

法を Fig.2.1 に示す. 微小シャルピー衝撃試験には Fig.2.2 に示す計装化微小衝撃破断試験

装置 (タナカ社製) を用いた[11]. 計装化微小衝撃試験機はひずみゲージ型ロードセルとレ

ーザー変位計が取り付けられており, 衝撃試験時の荷重-変位曲線を得ることができる. 衝

撃速度は 1 ms-1 とし, 試験温度は低温槽に液体窒素を適宜加えることで調節した. 試験温

度を正確に決定するために, アルメル·クロメルの熱電対 (0.10 mm) を試験片に取り付け

て衝撃試験を行った.  

 

2.2.3 組織観察 

組織観察は光学顕微鏡 , 走査型電子顕微鏡  (Scanning Electron Microscope; 以下 ,  

SEM) を用いて行った. 光学顕微鏡観察には, OLYMPUS 社製の BX51M を用いた. 熱処理

後の試料から, 放電加工機 (Brother 社製, HS-70A) を用いて 10 mm × 5 mm × 2 mm のサイズ

に試料を切り出した. 脱炭層を完全に除去するため, 試験片表面から 1 mm の深さまで#80

のエメリー紙を用いて機械研磨を行い, その後, #240 ~ #4000 のエメリー紙を用いて湿式研

磨を行った. さらに, 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％

過塩素酸酢酸溶液 (50 ml HClO4 + 450 ml CH3COOH) を用いて, 電圧 22.0 V で 10 s, 室温で

行った. その後、組織現出のために 3 %ナイタール (30 ml HNO3 + 970ml C2H5OH) 溶液で

15 s, 室温で化学腐食を行った. 腐食後の観察面に対し, 光学顕微鏡を用いた組織観察を行

った. 走査型電子顕微鏡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 Backscattering Diffraction; 以下, EBSD) 

をOIM Data Collection ver.5.31を用いて測定した. EBSDデータの解析には, TSL OIM Analysis 



19 
 

ver.5.2 を用いた. SEM/EBSD 測定では, 加速電圧を 15 kV とし, step size を 0.4 m または 0.1 

m とした. なお, 測定点の信頼性を判定する基準として Confident Index (CI) 値を採用し, 

CI 値が 0.05 以下の点を解析から除外し, 黒い点で表示した. SEM, SEM/EBSD を用いた組

織観察・結晶方位測定用の試料は光学顕微鏡観察と同様の研磨処理を施した. 微小シャル

ピー衝撃試験後の破面近傍領域の組織を観察する際には, 機械研磨により破面が消失する

ことを防ぐために, 研磨前に試験片に対し電気 Ni めっきを行い, 破面を保護した. 電気 Ni

めっき溶液には, 150 gL-1 NiSO4·6H2O + 15 gL-1 H3BO4 溶液を用い, 電流密度を 100 Am-2, 時

間を 86.4 ks とした.  

以上の手順で作製した試料を用い, 熱処理後の試料観察面および衝撃試験後の試験片

における破面近傍組織に対して, SEM/EBSD による結晶方位解析を行った. SEM/EBSD によ

り得られた結晶方位マップをもとにマルテンサイトのバリアント解析を行い, ラスマルテ

ンサイト微視組織の形態を調べた. 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一定の結晶方位関係を満足する. 鉄合金マルテンサイト

においては, Kurdjumov-Sachs (K-S), Nishiyama-Wassermann (N-W), Greninger-Troiano (G-T) 

の 3 種類の結晶方位関係が報告されている. 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 ({111}A // {011}M , <011>A // <111>M) を満たすことが知られてい

る[12, 13]. ここで, オーステナイトの {111}A 面上には 3種類の <011>A が存在し, マルテ

ンサイトの {011}M 面上には 2 種類の <111>M が存在するため, 同じ面平行関係を満足す

る場合, 6 種類のバリアントが存在する. また, オーステナイトの単位格子中には, 4 つの等

価な {111}A が存在する. したがって, K-S 関係では, 単一の方位のオーステナイト粒から

24 種類の等価な結晶方位を有するマルテンサイトバリアントが生成可能である. Table 2.2

に, K-S 関係における 24 種類のバリアントの結晶方位関係を示す. Figure 2.3 に 24 種類のマ



20 
 

ルテンサイトバリアントの理想極点図を示す. この 24 種類のバリアントの理想極点図と

EBSD 測定により実験的に求めた極点図を比較することにより, 測定領域における種々の

マルテンサイトのバリアント番号 (V1~V24) を決定することができる [12-14]. [V1 ~ V6], 

[V7 ~ V12], [V13 ~ V18], [V19 ~ V24]の 4 つのグループの内, 同じグループに属するバリア

ント間の境界がブロック境界, 異なるグループに属するバリアントの境界がパケット境界

であるため, バリアント解析により, V1 ~ V24 の各バリアントを決定することで, ラスマル

テンサイト組織のパケットおよびブロックを同定することができる. さらに, 理想極点図

から外れて存在するマルテンサイトは, 別のオーステナイト粒から生成したものと考えら

れる. 以上の方法により, 旧オーステナイト粒界, パケット境界, ブロック境界の同定を行

った. 低炭素鋼のラスマルテンサイト組織は方位差の小さいバリアント(V1-V4, V2-V5, V3-

V6, …, V21-V24)が隣接して生成することが知られている. これらの境界はサブブロック

Table 2.2 Orientation relationship of 24 K-S martensite variants transformed from a single crystal 

of austenite. The subscripts of “A” and “M” denote austenite and martensite, respectively. 
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境界と呼ばれる場合がある[13, 14]. 一般的にブロック境界といったときはサブブロック境

界を含めない. しかし, 同じグループに属するバリアント間の境界がブロック境界と定義

したときは, サブブロック境界もブロック境界として考慮した方が良い. 本研究では, サ

ブブロック境界をブロック境界に含めた.  

Fig.2.3 Ideal {001} pole figure of 24 martensite variants transformed from a single crystal 

austenite with a (001)[100] orientation that holds K-S orientation relationship. The variant 

numbers of martensite are plotted. 
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2.2.4 破面観察 

  衝撃試験後の破面は SEM により観察した . また , 画像処理ソフト  (GNU image 

manipulation program 2.6 :GIMP 2.6) を用いて, 破面の紙面上への投影面積を解析すること

によって種々の温度におけるへき開破面および延性破面の割合を測定した. 

 

 

2.3 実験結果 
2.3.1 組織観察結果 

Figure 2.4 は熱処理後の試料の(a)光学顕微鏡組織写真と(b)EBSD 測定によって得られ

た結晶方位マップである. 結晶方位マップ上においてバリアント解析により決定したブロ

ック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界を, それぞれ黒細線, 黄線, 白破線で示し

Fig.2.4 (a) Optical microscopy image and (b) EBSD orientation map of the quenched and sub-

zero cooled specimen of the 2Mn-0.1C steel. In the EBSD orientation map, the block boundaries, 

packet boundaries, prior austenite boundaries determined by orientation analysis are drawn in 

black lines, yellow lines, white broken lines, respectively. 
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ている. 熱処理後の試料は Fig.2.4 (a)に示すように典型的なラスマルテンサイト組織であっ

た. 平均切片法により測定した旧オーステナイト粒径は 186 m, パケット粒径は 39.1 m,

ブロック粒径は 3.69 m であった.   

 

2.3.2 微小シャルピー衝撃試験結果 

微小シャルピー衝撃試験により得られた, 種々の温度での典型的な荷重-変位曲線を

Fig.2.5 に示す. すべての曲線で認められる荷重のセレーションはひずみゲージの測定誤差

または機械振動によるものである. 試験温度が室温 ~ -60 °C の場合, 最大荷重に達した後, 

荷重が緩やかに減少している. 一方, -80 °C での試験では, 最大荷重に達した後, 室温から-

60 °C までの荷重-変位曲線と比較して急激に荷重が低下している. 荷重の低下が急峻な領

域は脆性破壊, 緩やかな領域は延性破壊していると考えられる. また試験温度が-80 °C か

ら-175 °C に低下するにつれ, 最大荷重が徐々に低下し, 最大荷重に達した後は急激な荷重

の低下が見られる. Figure 2.6 は荷重-変位曲線を解析することによって得られた種々の温

度での衝撃吸収エネルギーである. 衝撃吸収エネルギーは-60 °C ~ -120 °C の間で温度の低

下に伴って減少しており, 延性-脆性遷移温度は-87 °Cであった. この延性-脆性遷移温度は, 

衝撃吸収エネルギーの値が上部棚エネルギーの 50 %になる温度 (エネルギー遷移温度) で

ある.  
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Fig.2.6 Absorbed energies obtained by miniaturized Charpy impact tests at various temperatures 

ranging from -175 C to RT. 

Fig.2.5 Typical examples of load-displacement curves obtained by miniaturized Charpy impact 

tests at various temperatures ranging from -175 C to RT. 
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2.3.3 破面観察結果 

低温脆性における破面の特徴を明らかにするため, SEM を用いて微小シャルピー衝撃

試験後の破面観察を行った. Figures 2.7 に種々の温度における衝撃試験後の破面 SEM 像を

示す. -120 °C 以上の温度における衝撃試験では, 試験片は完全に破断しなかった. そこで

破面全体を観察するため, 衝撃試験後に室温にて延性破壊させてから, 観察を行った. 破

面は, へき開破面 (Fig.2.8 (a)) またはディンプルパターン (Fig.2.8 (b)) により構成されて

おり, 粒界破面は観察されなかった. また, へき開破面上にはリバーパターンが観察され

た. リバーパターンはいくつかの平行なクラックがへき開面に沿って独立に進行し, それ

ぞれのへき開面が 2 次へき開またはせん断, 引き裂きにより合体した結果生じたへき開ス

テップに対応している. Figure 2.9 は, 破面 SEM 像のへき開破面および延性破面をそれぞれ

青色,赤色に色付けしたものである. 全ての試料において, -175 °C での衝撃破面はほとんど

Fig.2.7 SEM images showing the fracture surface of lath martensite after the miniaturized Charpy 

impact tests at various temperatures. 
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Fig.2.9 SEM images showing the fracture surface of lath martensite after the miniaturized Charpy 

impact tests at various temperatures. Cleavage fracture regions and dimple pattern regions are 

colored in blue and red, respectively. 

Fig.2.8 SEM images showing the typical fracture surface after the miniaturized Charpy impact 

tests. (a) cleavage fracture surface fractured at -175 C and (b) dimple patterns fractured at -60 C. 
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へき開破面により構成されており, 試験温度が上昇するにつれ, 切欠き底および切欠き底

の逆側に存在する最終破断部の延性破面領域が増加している. 各温度での延性破面率を測

定した結果を Fig.2.10 に示す. Figure 2.10 から, 試験温度の低下に伴って, 延性破面率が低

下していることがわかる. 延性破面率が全面積の 50 %になる温度で延性-脆性遷移が生じ

ていると考えると, 破面率から求めた延性-脆性遷移温度 (破面遷移温度) は-100 °C となり, 

吸収エネルギーから求めた延性-脆性遷移温度 (-87 °C) よりも低くなっていた.  

 

 

2.3.4 ラスマルテンサイト組織におけるへき開面の結晶方位測定 

ラスマルテンサイト組織のへき開面の結晶方位を特定するために, 試験片板幅方向か

ら破面近傍組織を SEM/EBSD により解析した. Figure 2.11 (a)は -175 °C で微小シャルピー

衝撃試験を行った後の破面近傍領域の SEM 像であり, (b)は, (a)の SEM 写真中の白色の点線

で囲まれた領域に対し, EBSD 測定を行うことにより得られた結晶方位マップである. Ni め

Fig.2.10 Area fraction of the ductile fracture (dimple pattern) regions after the miniaturized 

Charpy impact tests at various temperatures ranging from -175 °C to RT. 
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っきにより破面を保護しているため, 破面の形状を正確に観察することができる.また, 

Fig.2.11 (b)には破面に隣接したマルテンサイトの{001}面トレースを白線で示している. 

{001}面は bcc 金属における代表的なへき開面として良く知られている[7,15]. Figure 2.11 の

破面はいくつかのファセットで構成されており, マルテンサイトの{001}面トレースと平

行であることから, マルテンサイトの{001}面でへき開破壊が起こっていると言える. この

ような一面トレースによる解析は簡便な手法ではあるが, へき開破面と観察面における

Fig.2.11 (a) SEM image and (b) corresponding EBSD orientation map of an area in the vicinity 

of the fracture surface after micro Charpy impact test at -175 C. The area of EBSD measurement 

is indicated by white dotted rectangle in (a). In the EBSD orientation map, the block boundaries, 

packet boundaries, prior austenite boundaries are drawn in black lines, yellow lines, white broken 

lines, respectively. In addition, the white lines indicate the trace of {001} planes of martensite. 
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{001}面トレースが平行であることを示しているにとどまり, へき開破面が{001}面に沿っ

て起こることを断定することはできていない. そこで Ayer ら[16]はこの問題点を解決する

ために, 一つのへき開破面に対して 2 方向からトレース解析を行うことで, 純鉄における

へき開面の結晶方位を決定している. 本項では, EBSD による結晶方位解析と破面 3 次元像

を組み合わせることによって, へき開面の結晶方位を測定した結果を示す.  

 

2.3.4.1 へき開破面の結晶方位測定法 1 

EBSD 測定時の試料傾斜を調節することによって, へき開破面の結晶方位マップを

EBSD により直接測定することを試みた. 通常, EBSD 測定は, 試料の観察面を 70 °傾斜さ

せて行う. そのため, 対象とする破面領域の法線方向を電子線入射方向に対して 70 °にな

るように試料を傾斜させることができれば, その破面の結晶方位を EBSD により直接測定

することが可能である. まず, Alicona 社製の解析ソフト Mex ver.5.1 を用いて破面の 3 次元

像を構築した. 3 次元像を構築には, -5 °, 0 °, 5 °だけ試料を傾斜させた破面 SEM 像 (Fig.2.12) 

を用いた. Figure 2.12 は-175 °C で破壊させた試験片の破面 SEM 像である. このとき, 各

SEM 像が同倍率, 同一視野, 同一 WD になるように撮影した. 次に, 構築した破面 3 次元

像から取得した 3 次元プロファイルを基に, 対象となる破面が水平となるよう試験片を傾

斜させて SEM ホルダーに固定した. その後, SEM 内にて SEM ホルダーを 70 °傾斜させ, 破

面の結晶方位を SEM/EBSD により測定した. 結晶方位測定の対象とした破面は Fig.2.12 の

A 面である. Figure 2.13 (a)は対象とした破面の SEM 像であり, (b)は(a)の SEM 像中の白色

の点線で囲まれた領域に対して, EBSD測定を行うことにより得られた結晶方位マップであ
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る. Figure 2.13 (c)に測定した領域の{001}極点図を示す. 得られた{001}極点図では, 破面の

{001}法線方向と ND 方向がほとんど一致していることから, 低温脆性における破面は

{001}面であり, ラスマルテンサイト鋼のへき開面は確かに{001}面であることが明らかと

なった. Figure 2.13 (c)では破面の{001}法線方向と ND 方向が 2 °ずれているが, それは破面

3 次元像の構築, 試料の固定の際に生じた誤差と考えられる.  

Fig.2.12 (a)-(c) SEM images of the fracture surface (tilt angles of (a)-(c) are -5 , 0 , 5 , 

respectively), (d) reconstructed three-dimensional fracture surface image obtained from SEM 

images of (a)-(c). 
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2.3.4.2 へき開破面の結晶方位測定 2 

上述した測定法にはいくつかの問題点がある. 第一に, 破面の凹凸により, 電子の後

方散乱の取得が阻害される, 第二に, FEI 社製の XL30 Sirion の SEM では装置の構造上, -8 ° 

~ 78 °の範囲に傾斜することができず, 対象にできる破面が限られるということである. こ

Fig.2.13 (a) SEM images showing cleavage fracture surfaces after the micro Charpy impact test 

at -175 C, (b) EBSD orientation map of the cleavage fracture surface indicated by A (The area of 

EBSD measurement is indicated by white dotted rectangle in (a).). (c) {001} pole figure of the 

fracture surface. 
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のような理由から, 上述した手法を全ての破面に対して普遍的に用いることは困難である. 

そのため, その他の手法によりへき開破面の結晶方位特定を試みた. 以下に, その詳細を

示す. まず, Fig.2.12 の破面 A, B の 3 次元像を構築する. 次に破面 A に対して Fig.2.14 (a)の

白破線まで研磨し, SEM/EBSD を用いて破面 A 直下の結晶粒の結晶方位を y 方向から測定

する (Fig.2.14 (b), (c)). EBSD 法により求められる結晶方位はオイラー角 1, 2, として与

えられ, 以下の式により, 結晶座標系を基準としたときの試料座標 (x, y, z) が求まる.  

[x, y, z]=
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このとき Fig.2.14 (a)の破面 SEM 像の観察方向は Fig.2.14 (b)の z 方向に対応している. そこ

で, z 方向ベクトルを x, y 方向ベクトル回りに, 破面 3 次元像から求めた対象とする破面の

水平方向に対する傾斜角度だけ回転すると破面の結晶方位を求めることができる. この手

法を Fig.2.14 の破面 A に適用した結果を次に示す. 破面 A 中の赤線および緑線で示した位

置での破面 2 次元プロファイルを Fig.2.15 に示す. Figure 2.15 の破面プロファイルから破

面法線方向は z 方向に対して, x 軸回りに-9.02 °, y 軸回りに 1.34 °だけ傾斜していることが

わかる. そこで, z 方向のベクトルを x 軸回りに-9.02 °, y 軸回りに 1.34 °だけ回転すると破

面 A の法線方向と一致するはずである. 実際に回転操作を行った結果, A 面は(0.0337 -

0.00669 -0.997)となり, bcc 金属のへき開面として知られている{001}面と良い一致を得てい

た. 
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Fig.2.14 (a) SEM image showing a cleavage fracture surface after the micro Charpy impact test 

at -175 °C. (b) SEM image of the cross section denoted at the white broken line in (a). (c) EBSD 

orientation map of an area in the vicinity of the fracture surface. The area of EBSD measurement 

is indicated by the white dotted rectangle in (b).  
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Fig.2.15 Line profile of A plane calculated by three-dimensional SEM image. 
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2.3.5 低温脆性におけるマイクロクラックの伝播とマルテンサイト微視組織

の関係 

微小シャルピー衝撃試験後の試験片の破面近傍領域にはいくつかのマイクロクラック

が観察された. マイクロクラックは途中で伝播の停止した未発達のクラックである. マイ

クロクラックの伝播挙動とマルテンサイト微視組織の関係を調べるために, SEM/EBSD を

用いてマイクロクラック周辺の組織解析を行った. さらに, 本章では, マルテンサイト鋼

のへき開破壊が{001}面で起こるという結果から, 境界における{001}面の角度差に着目し, 

マイクロクラックの伝播挙動とマルテンサイト微視組織, 特にマルテンサイト組織中の

種々の境界との関係を結晶学的な観点から検討した. {001}面の角度差は以下のように計算

できる. EBSD 測定によって, 結晶粒の結晶方位はオイラー角 1, 2, Ф として得られる. オ

イラー角から, 結晶座標系を基準としたときの試料座標系の主軸の方位が求まり, この逆

行列が試料座標系を基準としたときの結晶粒の(100), (010), (001)面法線ベクトルと対応す

る. 
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これらの{001}面法線ベクトルの中から, マイクロクラックが伝播した{001}面に対応する

法線ベクトルが 1 つ決定できる. 2 つの結晶粒間の{001}面の角度差を求めるために, 決定

した法線ベクトルの内積を用いて計算を行った. 

Figure 2.16 は破面近傍領域の(a)SEM 像と(b)結晶方位マップであり, 破面から分岐し

たマイクロクラックが観察できる. Figure 2.16 (b)では, バリアント解析により決定したブ
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ロック境界, パケット境界, 旧オーステナイト粒界をそれぞれ黒細線, 黄線, 白破線で示し

てあり, {001}面トレースを白線で示している. Figure 2.16 (b)より, 破面から分岐したマイ

クロクラックは{001}面トレースと平行であり, 低温脆性により生じたと考えられる. また, 

このマイクロクラックは黒線で示したブロック境界を貫通し, 黄色の線で示したパケット

境界で停止していることがわかる. Figure 2.16 (c)は(b)の結晶方位マップを, 各バリアント

ごとに異なる色で示したバリアントカラーマップである. マイクロクラック近傍には

V1(緑), V4(黄), V14(青), V17(赤)が存在している. これらは Table 2.1 に示したバリアント番

号に対応している. Figure 2.16 (c)によると, マイクロクラックは V1-V4 間のブロック境界

を貫通し, V1-V17 間のパケット境界で停止していることがわかる. Figure 2.16 (d)は EBSD

解析により得られた V1 と V4 の{001}極点図であり, 実際にマイクロクラックが伝播した

{001}面を黒矢印で指し示している. Figure 2.16 (d)から, 実際にマイクロクラックが伝播し

た V1 の{001}面と V4 の{001}面の角度差は 8.81 °と小さいことがわかる. Figure 2.16 (e)は

実験的に得られた V1 と V17 の{001}極点図であり, 実際にマイクロクラックが伝播した

{001}面を黒矢印で指し示している. 実際にマイクロクラックが伝播した V1 の{001}面と, 

V17 の 3 つ存在する{001}面の最小の角度差を求めたところ, 35.32 °であった. このことは, 

マイクロクラックが停止していたパケット境界において, {001}面の角度差は 35.32 °と大き

く, マイクロクラックが貫通していたブロック境界において{001}面の角度差は小さいこ

とを示している. 

Figure 2.17 (a)は破面から離れて存在するマイクロクラックの SEM 像であり, (b)は, (a)

の SEM 像の領域に対し, EBSD 測定を行うことにより得られた結晶方位マップである. 

Figure 2.17 (b)で観察されたマイクロクラックは黒線で示したブロック境界と黄色の線で示

したパケット境界を貫通し, 黒線で示したブロック境界 (白矢印) で停止していた. Figure 

2.17 (c)はバリアントカラーマップである. Figure 2.17 (c)によると, マイクロクラックは V1- 
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Fig.2.16 (a) SEM image, (b) corresponding EBSD orientation map, and (c) variant color map of 

an area in the vicinity of the fracture surface after the miniaturized Charpy impact test at -175 C. 

The area of EBSD measurement is indicated by the white broken rectangle in (a). In the EBSD 

orientation map of (b), block boundaries, packet boundaries, and prior austenite boundaries are 

drawn in black lines, yellow lines, and white broken lines, respectively. In addition, the white lines 

in (b) indicate the trace of {001} planes of martensite. In the variant color map of (c), different 

martensite variants are represented in different colors. (d) {001} pole figure of V1 and V4 in the 

area shown in (c). (e) {001} pole figure of V1 and V17 in the area shown in (c). 
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Fig.2.17 (a) SEM image, (b) corresponding EBSD orientation map, (c) variant color map of an 

area in the vicinity of the fracture surface after the miniaturized Charpy impact test at -175 C. In 

the EBSD orientation map of (b), the block boundaries and packet boundaries are drawn in black 

lines and yellow lines, respectively. In addition, the white lines in (b) indicate the trace of {001} 

planes of martensite. In the variant color map of (c), different martensite variants are represented 

in different colors. (d) {001} pole figure of V1 and V4 in the area shown in (c), (d) {001} pole 

figure of V1 and V16 in the area shown in (c), and (f) {001} pole figure of V13 and V15 in the 

area shown in (c). 
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V4 間のブロック境界, V1-V16 間のパケット境界を貫通し, V13-V15 間のブロック境界で停

止している. Figure 2.17 (d), (e), (f)はそれぞれ方位解析によって得られた V1 と V4, V1 と

V16, V13 と V15 の{001}極点図である. 実際にマイクロクラックが伝播した{001}面を黒矢

印で指し示しており, マイクロクラックが伝播したバリアント同士 (V1 と V4, V1 と V16) 

の{001}面の角度差は 5.10 °, 10.46 °と小さいことがわかる. 一方で, マイクロクラックが伝

播したV13の{001}面とV17の 3つ存在する{001}面の最小の角度差を求めたところ, 53.07 °

であった. このことはマイクロクラックが停止していたブロック境界において{001}面の

角度差は大きく, マイクロクラックが貫通していたブロック境界, パケット境界において

{001}面の角度差は小さいことを示している. Table 2.3 に観察されたマイクロクラックが貫

通または停止した境界とその境界における{001}面の角度差を示す. Table 2.3 から, 境界の

Table 2.3 Misorientation angles of {001} cleavage planes of the observed micro-cracks, where 

penetrated or stopped at block and packet boundaries. 
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種類にかかわらず, {001}面の角度差が大きい境界においてマイクロクラックの伝播が停止

するという傾向を確認できる. 

 

2.4 考察 

Morris ら[17-19]は結晶学的な観点から, マルテンサイト鋼において{001}面の角度差が

大きいバリアント間の境界がへき開破壊に対して有効な障害となると提唱している . 

Morris らの主張は本章の結果と一致するものであり, ブロック境界やパケット境界という

境界の種類にかかわらず, 隣接するバリアント間の{001}面の角度差が大きい境界が低温

脆性に対して有効な障害となると結論付けることができる. 得られた結果をもとに, マル

テンサイト組織における低温脆性を支配する組織単位について考察する. オーステナイト 

(fcc) からマルテンサイト (bcc) への変態は Bain の格子変形によって説明される. Bain の

格子変形モデルでは Fig. 2.18 (a)の模式図に示すように, オーステナイトの 1 つの<001>軸

に沿って圧縮され, その他 2 つの<001>軸に引張を受けることで fcc から bcc への変態が起

こる. オーステナイトには結晶学的に等価な 3 種類の<001>方向 (Fig. 2.18 (a)中の青, 赤, 

黄) が存在するため, 3 種類の Bain の格子変形が考えられる. Table 2.2 に示した 24 通りの

マルテンサイトバリアントは 3 つの Bain 格子変形グループに分けられる. Figure 2.18 (b)は

K-S 関係を満たす 24 通りのバリアントを Bain 格子変形グループごとに分類し, {001}極点

図上に異なる色で表したものである. Figure 2.18 (b)から, 同じ Bain 格子変形グループに属

するマルテンサイトバリアントは{001}極点図上で局所的に集合して存在するため, 同じ

Bain 格子変形グループに属するマルテンサイトバリアント同士の{001}面の角度差は比較

的小さいことがわかる. その一方で, 異なる Bain 格子変形グループに属するバリアント同

士の{001}面の角度差は大きいと言える. Table 2.4 に V1 の(100), (010), (001)と V2 ~ V24 の

(100), (010), (001)との角度差を示す. Figure 2.16, Fig.2.17 においてマイクロクラックが貫通

していた V1-V4 間の境界や V1-V16 間の境界は, Fig.2.18 の青で示した同じ Bain 格子変形
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グループに属するバリアントの組み合わせであり, マイクロクラックが停止していた V1-

V17 間の境界や V13-V15 間の境界は異なる Bain 格子変形グループに属するバリアントの

組み合わせ(V1(青)-V17(黄), V13(青)-V15(赤))である. これらの結果より, 低温脆性を議論

する際には, {001}面の角度差が小さいバリアントの集合, すなわち同一 Bain 格子変形グ

ループに属するバリアントの集合 (Bain unit) を低温脆性を支配する組織単位と定義する

ことが重要であると考えられ, Bain unit を微細にすることで, マルテンサイト鋼の低温脆性

を抑制できる可能性が示唆された.  

 

 

 

 

 



42 
 

 

Fig.2.18 (a) Schematic illustration of Bain deformation to change the lattice from fcc to bcc, (b) 

ideal {001} pole figure of K-S martensite variants where the {001} poles of martensite variants 

with the different Bain deformation represent the different colors (blue, red and yellow). 
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Table 2.4 Misorientation angle of {001} planes between V1 and Vn (n=2 ~ 24). 
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2.5 結言 

本研究では, ラスマルテンサイト鋼の低温脆性における破面やマイクロクラックを結

晶学的な観点から調べ, 低温脆性破壊とマルテンサイト微視組織の関係について考察した. 

以下に, 得られた知見を示す. 

 

(1) 微小シャルピー衝撃試験を行うことによって, 種々の温度における衝撃吸収エネルギ

ーを得た. 衝撃吸収エネルギーは-60 °C ~ -120 °C の間で温度の低下に伴って減少してお

り, 延性-脆性遷移温度は-87 °C であった. 

 

(2) 低温脆性における破面の特徴を明らかにするため, SEM を用いて微小シャルピー衝撃

試験後の破面観察を行った. 室温から-60 °C における破面は, ディンプルパターンとシア

ーリップにより構成されていた. -120 °C から-175 °C における破面はほとんどへき開破面

となっており, 遷移領域である-60 °C から-120 °C における破面はへき開破面, ディンプル

パターンにより構成されていた. 試験温度の低下に伴い, 脆性破面率が増加し, 延性破面

率が低下していた. 延性破面率が断面積の 50 %になる温度で延性-脆性遷移が生じている

と考えると, 破面率から求めた延性-脆性遷移温度は-100 °C となり, 吸収エネルギーから

求めた延性-脆性遷移温度よりも低くなっていた. 

 

(3) EBSD と破面 3 次元像を組み合わせ, へき開破面の結晶方位を測定した結果, マルテン

サイト鋼の低温脆性は{001}面で起こっていることが明らかとなった. 

 

(4) マイクロクラックの伝播挙動とマルテンサイト微視組織, 特にマルテンサイト組織中

の境界との関係を調査したところ, あるマイクロクラックはブロック境界を貫通し, パケ

ット境界で停止していた. 一方で, 別のマイクロクラックはブロック境界, パケット境界
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を貫通し, ブロック境界で停止していた. マルテンサイトのへき開破壊が{001}面で起こる

という結果から{001}面の角度差に着目したところ, マイクロクラックが貫通している境界

を挟んで隣接する粒の{001}面の角度差は小さく, 一方で, マイクロクラックが停止してい

る粒界を挟んで隣接する粒の{001}面の方位差は大きいことがわかった. したがって,  ブ

ロック境界やパケット境界といった境界の種類にかかわらず, 隣接する領域の{001}面の方

位差が大きい境界が, へき開破壊に対して有効な障害になることが明らかとなった.  

 

(5) K-S関係に従って生じる 24 通りのマルテンサイトバリアントは Bain の格子変形により, 

3 つの Bain 格子変形グループに分けられる. 同じ Bain 格子変形グループに属するバリアン

ト同士の{001}面の角度差は小さく, 異なる Bain 格子対応グループに属するバリアント同

士の{001}面の角度差は大きいため, 同じ Bain 格子対応グループに属するバリアントの集

合(Bain unit)が低温脆性を支配すると考えられる. このことより, Bain unit を微細にするこ

とで, マルテンサイト鋼の低温脆性を抑制できる可能性が示唆された. 
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第 3 章 低炭素ベイナイト鋼の低温脆性におよぼす Bain unit サイズの影響 

 

 

3.1 緒言 

低炭素ベイナイト組織は, 転位密度の高いベイニティックフェライト (BF) と微細な

セメンタイトの存在によって高い強度を示すため, ラスマルテンサイトと同様に高強度組

織として注目され始めている[1, 2]. しかし, bcc 構造を有することから, マルテンサイト鋼

と同様に低温では塑性変形能がかなり低く, 脆性的に破壊してしまう[2-4]. そのため, ベ

イナイト鋼を構造用材料として幅広く実用的に用いるために, 組織制御などによって低温

脆性を抑制することが期待されている. ベイナイト組織は, 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微視組織から構成されており, ラスマルテンサ

イトと組織・結晶学的特徴が酷似した下部組織を有する[5-9]. 

第 2 章では, 低炭素マルテンサイト鋼の低温脆性破壊挙動について調べ, ブロック境

界やパケット境界といった境界の種類にかかわらず, 隣接する領域の{001}面の方位差が大

きい境界, すなわち Bain unit 間の境界が, へき開破壊に対して有効な障害になることを明ら

かにした. この結果は, Bain unit を微細にすることで, マルテンサイトおよびベイナイト鋼

の低温脆性を抑制できる可能性を示唆している. Gourgures らは低炭素低合金鋼において, 

高冷却速度で生成するベイナイトでは異なる Bain 関係を有するバリアントが隣接する傾

向が強く, 低冷却速度で生成するベイナイトでは同じ Bain 関係を有するバリアントが隣接

する傾向にあることを報告している[10]. また, 東北大の高山らは Fe-0.15C-1.5Mn-0.2Si 

(wt%) 合金を用いて上部ベイナイトの結晶学的特徴におよぼす恒温変態温度の影響を調べ

ており, 比較的高温で変態したベイナイトでは, 同一の Bain 関係を有するバリアントが隣

接して生成する傾向が強く, その一方で, 比較的低温で生成したベイナイトでは, 異なる

Bain 関係を有するバリアントが隣接する傾向にあることを明らかにしている[11]. Figure 
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3.1 に高温・低温で生成したベイナイトの Bain マップの模式図を示す. Bain マップとは, 同

一の Bain 関係を有するバリアントを同じ色で示したもので, 同色の領域が Bain unit に対応

している. Bain マップの白線は 5 ° <  < 15 °の小角粒界, 黒線は > 15 °の大角粒界を表して

いる. したがって, 変態温度を変化させることにより, 異なる Bain unit サイズを有するベ

イナイト組織を得ることができると考えられる. 

そこで本章では, 変態温度を変えることで, 異なる Bain unit サイズを有するベイナイ

ト組織を作製し, それらの低温脆性破壊挙動を評価することで, 低温脆性, 特に延性-脆性

遷移温度におよぼす Bain unit サイズの影響と明らかにすることを目的とする.  

 

 

  

Fig.3.1 Schematic illustrations of Bain maps in bainite transformed at (a) high temperature and (b) 

low temperature. White and black lines represent low angle (5 ° <  < 15 °) and high angle ( > 

15 °) boundaries, respectively. 
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3.2 実験方法 
3.2.1 供試材および熱処理 

供試材として 第2章と同様の2Mn-0.1C (wt%) 鋼を用いた. 熱膨張測定装置 (富士電波 

社製 Formastor-F) により測定した2Mn-0.1C鋼のマルテンサイト変態開始温度 (Ms点), マ

ルテンサイト変態終了温度 (Mf点) はそれぞれ450 °C, 370 °Cであった. RD: 150 mm × TD: 

115 mm × ND: 15 mmの熱延板から, ワイヤ放電加工機 (Brother社製 HS-70A ) を用いてRD: 

150 mm × TD: 20 mm × ND: 15 mmの試料を切り出し, 表面の酸化膜層を除去した後, 石英管

中に脱酸素材であるTi粉末と共に真空封入して1150 °C, 43.2 ksの均質化処理を行い, 炉冷し

た. 均質化処理に用いた管状炉は高真空特殊管状電気炉(フルテック株式会社製 FT-201P-

80SPQ) である. 均質化処理後の試料に対して, RD方向と圧延方向が平行となるように冷

間圧延を行い, 厚さ2 mmの板材を得た. その後, クエンチ熱処理装置(東栄科学産業社製 

TG22505) を用い, 真空雰囲気で1050 °C, 1.8 ksのオーステナイト化処理を施した後, ソル

トバス (サカモト工機製) を用いてMs点以上の種々の温度 (460 °C, 480 °C, 500 °C) で60 s

等温保持を行った. その後, 水冷および液体窒素温度で300 sのサブゼロ処理を行うことで, 

上部ベイナイト組織を作製した.  

 

3.2.2 組織観察 

組織観察には光学顕微鏡 (OLIMPUS 社製 BX51M), 走査型電子顕微鏡 SEM (JEOL 社

製 JSM-7800F) を用いた. 熱処理時に生成した脱炭層を除去するため, #80 ~ #4000 のエメ

リー紙を用いて板厚が 1 mm となるまで湿式研磨を施した. 湿式研磨後の試料に対して, 

10%過塩素酸・酢酸溶液 (50 ml HClO4＋450 ml CH3COOH) を用いて電解研磨を施し, 表面

を鏡面に仕上げた. 電解研磨にはアナログメータ式直流安定化電源 (KENWOOD 社製 

PR36-3A) を使用し, 室温・電圧 18.0V において 8 ~ 10 s 行った. 光学顕微鏡による組織観
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察の際は, 電解研磨後に 3%ナイタール (3 ml HNO3＋97 ml C2H5OH) に 15s 浸漬し, エッチ

ングを行うことで組織を現出させた. 

また, SEM (JEOL社製 JSM-7100F) により得られる電子線後方散乱回折図形 EBSD を

TSL OIM Data Collection ver. 7.0.1 (Tex SEM Laboratory 社製) を用いて測定した. 測定データ

の解析には, TSL OIM Analysis ver.7.0.1 (Tex SEM Laboratory 社製) を用いた. SEM/EBSD 測

定では, 加速電圧を 15 kV とし, 測定時の観察倍率に応じて step サイズを 0.1 m ~ 0.4 m

とした. なお, 測定点の信頼性を判定する基準として CI (Confident Index) 値を採用し, CI 値

が 0.05 以下の点を解析から除外し, 黒い点で表示した. 測定によって得られた EBSD 結晶

方位マップをもとに, 24 種類のバリアントの理想極点図 (Fig.3.2) と EBSD 測定により実

Fig.3.2 Ideal {001} pole figure of 24 K-S martensite variants where the {001} poles of martensite 

variants with the different Bain deformation are represented by the different colors (blue, red or 

yellow). 
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験的に求めた極点図を比較することにより, ベイナイト組織の Bain マップを作成した. 

本研究では, 同じ Bain 関係を有するバリアントを Bain マップ上で赤, 青, 黄で表記した.   

 

3.2.3 破壊靭性に影響をおよぼす諸因子の評価 

  結晶粒径以外にも炭化物の析出状態[12], 降伏応力などの力学特性[13], 転位密度[14]

などの組織因子は延性-脆性遷移挙動に影響をおよぼすことが知られている. 本節では, 

種々の温度で生成したベイナイトの炭化物の析出状態, 降伏応力などの力学特性, 転位密

度を調べた実験手法について示す. 

 

3.2.3.2 炭化物の析出状態 

ベイナイト組織中の炭化物の析出状態を評価するために, SEM による組織観察を行い, 

炭化物の平均粒径と数密度を測定した. 炭化物の平均粒径の測定には, 画像処理ソフト

GNU image manipulation program (GIMP) ver.2.6 および 画像解析ソフト Image J を用いた. 

GIMP を用いて SEM 像の炭化物と炭化物以外の領域を明確に区別し, Image J を用いて炭

化物の画素数から炭化物の面積を求め, 炭化物の円相当径を算出した. 数密度の測定は, 

SEM 像の炭化物の数と SEM 像全体の面積を求め, 炭化物数を SEM 像全体の面積で割るこ

とにより算出した. 

 

3.2.3.2 引張試験 

熱処理後の試料を, ワイヤ放電加工機を用いて Fig.3.3 に示すような平行部長さ, 平行

部幅, 板厚がそれぞれ 8 mm, 6 mm, 1 mm の試験片を切り出した. 熱処理時に生成した脱

炭層を除去するため, #80 ~ #4000 のエメリー紙を用いて板厚が 1 mm となるまで湿式研磨

を施した. その後, 電解研磨を行い, 引張試験片の表面を鏡面に仕上げた. 引張試験にはイ
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ンストロン型材料試験機 (島津製作所製 AG-X plus 100kN) を用い, 室温においてクロス

ヘッド速度を 0.5 mm /min (初期ひずみ速度 1.04×10-3  /s )として行った. 引張試験中の試

験片の変位は, 0.025 mm までの微小変位域をひずみゲージ KFG-5-120-C1-N1M2 (共和電機

社製) により検出し, 0.025 mm 以上の変位はクロスヘッドの変位から算出した.  

 

3.2.3.3 XRD を用いた転位密度の測定 

ベイナイトの転位密度を X 線回折 (X-ray diffraction: XRD) により算出した. X 線回折

は, X 線回折装置 (PANalytical 社製 X’Pert PRO Alpha-1) を用いた. 測定面は湿式研磨後, 

電解研磨を行って, 鏡面に仕上げた. X 線は Cu-K線を用い, 管電圧 45 kV，管電流 40 mA

で測定を行った. 解析ソフト (PANalytical 社製 HighScore) を用い, X 線回折によって得ら

れた回折ピークを K1・K2 のピークに分離し, K1 の回折ピークに対して, Pseudo-Voigt 関

数によるフィッティングを行った. Pseudo-Voigt 関数とは, 半価幅が等しい Gauss 関数と

Lorentz 関数の足し合わせた関数である. 

回折ピークの拡がりは, 結晶子の厚みによる拡がりと結晶子内における不均一な格子

のひずみなどに起因している. ここで結晶子は, XRD 測定において結晶方位差のない単結

Fig.3.3 Schematic illustration of the tensile test specimen. 
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晶として扱うことができる結晶の微小単位と定義される. Williamson らは, ピークの拡がり

がこれら 2 つの要因によると仮定し, 結晶子サイズ D と格子ひずみの関係を次式で表し

た[15]. 

β
푐표푠휃
휆 = 휀

2푠푖푛휃
휆 +

푆
퐷      (3.1)	

ここで, は半価幅, は回折角は X 線の波長, S は Sherrer 定数である. Sherrer 定数には 0.9

を用いた[15]. (3.1)式より, 縦軸をβcosθ/λ, 横軸を2sinθ/λとしてプロットしたとき, その傾

きから格子ひずみ, そして切片から結晶子サイズ D を見積もることができる (Williamson-

Hall 法). bcc 金属の場合, 格子ひずみから転位密度を求める方法として次式が提案されてい

る[16]. 

ρ =
14.4휀
퐷푏      (3.2) 

ここで, b はバーガースベクトルの大きさであり, 鉄の格子定数から b =0.248 nm とした. 

本研究では, (3.2)式と(110), (200), (211), (220), (310), (222)の 6 つの回折ピークを用いて転位

密度を求めた. 

 

3.2.4 計装化微小シャルピー衝撃試験 

異なる Bain unit サイズを有するベイナイト組織の延性－脆性遷移挙動を評価するた

めに, -175 °C ~ 室温までの種々の温度で計装化微小シャルピー衝撃試験[17]を行った. 試

験方法は第 2 章に記したものと同様である.  

 

3.2.5 破面観察 

  衝撃試験後の破面は SEM により観察した. また, GIMP を用いて, 破面の紙面上への

投影面積を解析することで, 種々の温度におけるへき開破面および延性破面の割合を測定

した.  
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3.3 実験結果 

3.3.1 組織観察結果 

オーステナイト化処理を施した後, 種々の温度 (460 °C, 480 °C, 500 °C) で 60 s 等温保

持することによって生成したベイナイトの光学顕微鏡写真を Fig.3.4 に示す. いずれにも全

面にラス状の組織が観察され, フェライトやパーライト等の組織は観察されなかった. 

Figure 3.5 は 460 °C, 480 °C, 500 °C で生成した光学顕微鏡写真, 同一視野の EBSD 結晶方位

マップ, EBSD 結晶方位マップを解析することにより得られた Bain マップである. 結晶方

Fig.3.4 Optical microscopy images of bainite transformed at (a) 460 °C, (b) 480 °C and (c) 500 °C. 
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位マップおよび Bain マップの白線は 5 ° <  < 15 °の小角粒界, 黒線は > 15 °の大角粒界で

ある. Bain マップを用いて切片法により測定した Bain unit サイズのヒストグラムを Fig.3.6 

に示す. 460 °C, 480 °C, 500 °C で生成したベイナイトの平均 Bain unit サイズはそれぞれ 4.3 

m, 7.2 m, 17.9 m であり, 変態温度の低下に伴い Bain unit サイズが減少していた. これ

らの試料を以下ではそれぞれ 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17.9 m 材とする. しかし, 17.9 m 材の

中にも Bain unit の小さい領域 (<5 m) が存在しているなど, Bain unit サイズはある程度の

不均一性を持っている. これは, ばらつきを示す標準偏差にも表れている. EBSD 測定によ

って得られた結晶方位データを基にバリアント解析を行なうことによって測定した, 種々

の温度で生成したベイナイトの平均ブロックサイズ, パケットサイズ, Bain unit サイズを

Table 1 に示す. 全てのベイナイト組織において同じオーステナイト化処理を行っているた

め, 旧オーステナイト粒径に大きな差は認められず, 平均旧オーステナイト粒径は 186 m

であった. 
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Fig.3.5 (a), (d) and (g) Optical microscopy images, (b), (e) and (h) EBSD orientation maps, (c), 

(f) and (i) Bain maps of bainite transformed at (a-c) 460 °C, (d-f) 480 °C and (g-i) 500 °C. In 

the EBSD orientation maps and the Bain maps, white and black lines represent low angle (5 ° < 

 < 15 °) and high angle ( > 15 °) boundaries, respectively. 
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Table 3.1 Average unit size of block, packet, and Bain unit in the bainite formed at various 

temperatures. 

Fig.3.6 Distributions of the Bain unit size in the bainite formed at (a) 460 °C, (b) 480 °C, and (c) 

500 °C, respectively. 
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3.3.2 炭化物等の析出状態 

Figure 3.7 は 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17.9 m 材の SEM 像である. どの試料においても, 

白い粒状の炭化物は主にラスの界面上, 一部ラス内部に析出していた. これらはラス状の

BF と炭化物から成る代表的なベイナイト組織である[18-20]. また, 全ての試料において

MA (Martensite Austenite constituent) は確認されなかった. MA とは, 高炭素のマルテンサイ

トとオーステナイトの混合相であり, 非常に硬度が高いため, MA 周囲の組織への応力集中

や MA 自体の割れによるクラックの発生が起こりやすく, 靭性が低下する 1 つの要因とし

て知られている[21, 22]. 実際に, MA の生成量の増加により延性-脆性遷移温度が上昇する

Fig.3.7 SEM images of the bainite with Bain unit sizes of (a) 4.3 m, (b) 7.2 m, and (c) 17.9 

m. 
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ことが報告されている[23].  

Figure 3.7 に示した SEM 像から得られた炭化物粒径のヒストグラムを Fig.3.8 に示す. 

炭化物の平均サイズと数密度はそれぞれ 0.23 m, 0.48 m-2 (4.3 m 材), 0.23 m, 0.53 m-2 

(7.2 m 材), 0.24 m, 0.52 m-2 (17.9 m 材)と全て試料において同程度であった. また, 炭化

物のサイズ分布にも大きな差は見られなかった.  

 

 

Fig.3.8 Number fraction of carbide size of the bainite with Bain unit sizes of (a) 4.3 m, (b) 7.2 

m, and (c) 17.9 m. 
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3.3.3 引張試験による力学特性の評価 

室温での引張試験により得られた各試料の公称応力-公称ひずみ曲線を Fig.3.9 に示す. 

また, 公称応力-公称ひずみ曲線から算出した降伏応力, 引張強度, 均一伸びおよび全伸び

を Table 3.2 にまとめる. 降伏応力は全ての試料においてほぼ等しく, また 4.3 m 材の引張

強度は 7.2 m 材, 17.9 m 材と比較してやや高い値を示したが, 差は 60 MPa と小さくほぼ

同程度であると言える.  

 

 

Fig.3.9 Nominal stress-strain curves of the bainite with Bain unit sizes of 4.3 μm, 7.2μm, and 17.9 

μm. 

Table 3.2 Tensile properties of the bainite with Bain unit sizes of 4.3 μm, 7.2μm, and 17.9 μm. 
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3.3.4 XRD を用いた転位密度の測定 

  Figure 3.10 に, 各試料の XRD 測定および回折ピークのフィッティングによって得ら

れた Williamson-Hall plot を示す. 各試料ともおおよそ直線上に乗っていた. Table 3.3 に, 

Williamson-Hall 法により得られた各ベイナイト組織の転位密度をまとめる. 4.3 m 材, 7.2 

Fig.3.10 Williamson-Hall plots obtained from the XRD measurement of the bainite with Bain 

unit sizes of 4.3 μm, 7.2 μm, and 17.9 μm. 

Table 3.3 Dislocation densities obtained from the XRD measurement of the bainite with Bain 

unit sizes of 4.3 μm, 7.2 μm, and 17.9 μm. 
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m 材, 17,9 m 材の転位密度はそれぞれ 9.9×1013 m-2, 9.5×1013 m-2, 8.3×1013 m-2 と低温で

生成したベイナイト (4.3 m 材, 7.2 m 材) の方が少し高い転位密度を示したが, 大きな差

はなく, 転位密度が延性-脆性遷移挙動におよぼす影響は少ないと考えられる.  

 

3.3.5 計装化微小シャルピー衝撃試験結果 

-175 °C ~ 室温においてシャルピー衝撃試験を行い, 各試料の延性-脆性遷移挙動を評

価した. 得られた荷重-変位曲線のうち, 代表的なものを Fig. 3.11 に示す. 4. 3 m 材は, 室

温～-80 °C までは高い最大荷重値を示し,その後なだらかに荷重が減少していた. その一方

で, 7.2 m 材, 17.9 m 材は, それぞれ-70 °C, -60 °C から最大荷重が減少していた. さらに, 

4.3 m 材と比較して, 7.2 m 材, 17.9 m 材は最大荷重に達した後, 急激に荷重が減少する

傾向がみられた.  

  次に, 種々の試験温度の荷重-変位曲線を解析することによって得られた延性-脆性遷

移曲線を Fig.3.12 に示す. また, Bain unit サイズとの延性-脆性遷移温度の関係を Table 3.4

に示す. ここで, 吸収エネルギーが上部棚吸収エネルギーの 50 %になる温度を, 吸収エネ

ルギーを基準としたときの延性-脆性遷移温度 (エネルギー遷移温度) とした. 4.3 m 材, 7.2 

m 材および 17.9 m 材のエネルギー遷移温度はそれぞれ-88 °C, -77 °C, -63 °C であり, Bain 

unit サイズの微細化に伴い, 延性-脆性遷移温度は低温側へ移行していた. この結果より, 

Bain unit サイズを微細にすることで延性-脆性遷移温度が低温側に移行し, 低温脆性が抑制

されることが明らかとなった.  
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Fig.3.11 Load - displacement curves of the bainite with Bain unit sizes of (a) 4.3 μm, (b) 7.2 μm, 

and (c) 17.9 μm obtained by the miniaturized Charpy impact tests at various temperatures. 
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Fig.3.12 Absorbed energies obtained by the miniaturized Charpy impact tests of the bainite with 

different Bain unit sizes at various temperatures ranging from -175 °C to RT. 

Table 3.4 Ductile-brittle transition temperatures of the bainite with Bain unit sizes of 4.3 μm, 7.2 

μm, and 17.9 μm. 
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3.3.6 破面観察結果 

Figure 3.13 に種々の温度における 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17.9 m 材の衝撃試験後の破面

SEM 像を示す. 全ての試料・試験条件において, 破面はへき開破面 (Fig.3.14 (a)) またはデ

ィンプルパターン (Fig.3.14 (b)) により構成されており, 粒界破面は観察されなかった. 

Figure 3.15 は, 破面 SEM 像のへき開破面および延性破面をそれぞれ青色,赤色に色付けし

たものである. 全ての試料において, -175 °C での衝撃破面はほとんどへき開破面により構

成されており, 試験温度が上昇するにつれ, 切欠き底および切欠き底の逆側に存在する最

終破断部の延性破面領域が増加している. Figure 3.16 に, 種々の試験温度における延性破面

の面積率を示す. 4.3 m 材の延性破面率は, 荷重-変位曲線 (Fig.3.11 (a))の最大荷重が低下

し始めた-80 °C から急激に減少していた. また, 7.2 m 材, 17.9 m 材の延性破面率も同様

に, 荷重-変位曲線 (Fig.3.11 (b), (c))の最大荷重が低下し始めた-70 °C, -60 °C 以下の温度で

急激に減少していることがわかる. 延性破面率が全破面の 50 %になる温度を, 破面率を基

準としたときの延性-脆性遷移温度 (破面遷移温度) とすると, 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17.9 m

材の破面遷移温度はそれぞれ-90 °C, -82 °C, -75 °C であり, エネルギー遷移温度と比べ, や

や低い値を示していた.  
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Fig.3.13 SEM images showing the fracture surface of the bainite with different Bain unit sizes 

after the miniaturized Charpy impact tests at various temperatures. 
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Fig.3.14 SEM images showing the typical fracture surface after the miniaturized Charpy impact 

tests. (a) cleavage fracture surface of the bainite with Bain unit size of 4.3 μm fractured at -175 °C 

and (b) dimple patterns of the bainite with Bain unit size of 4.3 μm fractured at RT. 

  



68 
 

 

Fig.3.15 SEM images showing the fracture surface of the bainite with different Bain unit sizes 

after the miniaturized Charpy impact tests at various temperatures. Cleavage fracture regions and 

dimple pattern regions are colored in blue and red, respectively. 



69 
 

 

 

 

3.4 考察 

3.4.1 ベイナイト組織の低温脆性破壊挙動におよぼす組織単位の影響 

本章では, 変態温度を変化させることによって異なる Bain unit サイズを有するベイナ

イト組織を作製し, シャルピー衝撃試験と破面観察により Bain unit サイズと延性-脆性遷移

挙動の関係を調べた. Fig. 3.12 に示したように, シャルピー衝撃試験によって得られた 4.3 

m 材, 7.2 m 材, 17.9 m 材のエネルギー遷移温度はそれぞれ-88 °C, -77 °C, -63 °C であり, 

また, Fig. 3.16 に示す通り破面観察によって得られた 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17.9 m 材の破面

遷移温度はそれぞれ-90 °C, -82 °C, -75 °C であった. この結果は Bain unit サイズの減少に伴

Fig.3.16 Area fraction of the ductile fracture (dimple pattern) regions of the bainite with 

different Bain unit sizes after the miniaturized Charpy impact tests at various temperatures 

ranging from -175 °C to RT. 
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い, 延性-脆性遷移温度は低温側へ移行することを示しているため, Bain unit の微細化によ

りベイナイト鋼の低温脆性を抑制することができると考えられる. 現在, ベイナイトの低

温脆性を支配する組織単位はパケットされており, パケットサイズと延性-脆性遷移温度ま

たは破壊応力の関係について多くの報告がなされている[24-27]. しかし, TEM や EBSD を

用いた詳細なバリアント解析に基づく研究は少ないのが現状である. そこで本研究では, 

SEM/EBSD 測定により得られる結晶方位データを基にバリアント解析を行い, 異なる温度

で生成したベイナイト組織のブロックサイズ, パケットサイズ, Bain unit サイズについて

調べた. Figure 3.17 にベイナイトのブロック, パケット, Bain unit といった組織単位と延性-

脆性遷移温度 (エネルギー遷移温度) の関係を示し, また, それらをまとめたものを Table 

3.5 に示す. 低温脆性を支配する組織単位 (有効結晶粒) と延性-脆性遷移温度の間には

Hall-Petch 則と類似の関係が成り立ち, 有効結晶粒径が小さくなると延性-脆性遷移温度が

低下することが知られている[28]. Fig.3.17 から, 今までベイナイトの有効結晶粒径として

考えられてきたパケットサイズが粗大になるにつれ, 延性-脆性遷移温度は低温側に移行し

ており, Hall-Petch 則が成り立つという従来の知見に反することがわかる. そのため, パケ

ットサイズをベイナイトの低温脆性を支配する有効結晶粒径とみなすことは不適当である

と考えられる. それに対して, ブロックサイズ, Bain unit サイズと延性-脆性遷移温度の間

には Hall-Petch 則が成立していた. しかし, ブロックサイズは 3.3 m ̴ 6.8 m とほとんど

変化しておらず, これにより延性-脆性遷移温度が-25 °C も低下するとは考えにくい. 以上

から, Bain unit サイズがベイナイトの低温脆性を支配する組織単位であり, Bain unit の微細

化により低温脆性が抑制されたと言える.  
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Fig.3.17 Relationship between ductile-brittle transition temperatures obtained by miniaturized 

Charpy impact tests and mean microstructural unit size (Bain unit size, Block size and Packet 

size) of the bainite transformed at various temperatures. 

Table 3.5 Ductile-brittle transition temperatures obtained by miniaturized Charpy impact tests 

and mean unit size of block, packet, and Bain unit. 
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3.4.2 ベイナイト組織の低温脆性破壊挙動におよぼす炭化物の影響 

ベイナイトの低温脆性について議論する際, 炭化物サイズが重要な因子となることが

報告されている [12, 29-31]. McMahonら[32]は中炭素鋼を用いて, 少量のパーライトを含む

フェライト-セメンタイト組織を作製し, 引張応力負荷後の組織観察を繰り返し行うことで, 

へき開破壊発生機構について詳細な検討を行っている. そして, 粒界における炭化物割れ

からフェライト相にクラックが進展することを明らかにしている (Fig.3.18). 一方, Kameda

ら[33]は Sb を添加した Ni-Cr 鋼を用いて引張試験後の組織観察を行うことにより, 粒界に

Fig.3.18 Stage of micro-crack formation in 0.035C steel (wt%) tensile tested at -180 C up to  

(a) 450 MPa, (b) 500 MPa and (c) 520 MPa [32]. 
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固溶元素が偏析する試料では粒界炭化物/マトリクス界面の剥離が起こり, その後粒界に沿

って破壊が起こることを明らかにしている. Figure 3.19 は-175 °C で衝撃試験を行うことに

より生じた破面近傍組織の SEM 像である ((a) 4.3 m 材,  (b) 17.9 m 材). Figure 3.19 に示

すように, 粒界に沿った破壊ではなく, 粒内を破壊が伝播しており, 炭化物割れを起点と

してマトリクスにへき開クラックが生じることで破壊に至ったと考えられる. 次に, 低温

脆性破壊におよぼす炭化物の影響を検討するために, 17.9 m 材の衝撃吸収エネルギーが低

下し始める-60 °C で衝撃試験を行い, 4.3 m 材, 17.9 m 材の切欠き底近傍領域の炭化物を

SEM により観察した (Fig. 3.20). 4.3 m 材, 17.9 m 材ともに炭化物/マトリクス界面の剥離

または炭化物自体の割れが見られ, ベイナイトマトリクスへのクラック進展の核となり得

る炭化物割れが存在していた. Lin ら[34]は炭化物割れからマトリクスへクラックが進展す

る限界破壊応力を, Griffith の条件に基づき次式で定義している.  

σ =
휋퐸훾 →

(1 − 휈 )푎      (3.3) 

ここで, E はヤング率, はポアソン比, →は炭化物割れからクラックがマトリクスへ進展

Fig.3.19 SEM image showing the areas in the vicinity of cleavage fracture surface around the 

notch  in the bainite with (a) the small Bain unit size (4.3 μm) and (b) the large Bain unit size 

(17.9 μm) fractured by the miniaturized Charpy impact tests at -175  C. 
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する際のマトリクスの表面エネルギー, aは炭化物割れの長さである. Figure 3.20 より, 観

察された炭化物割れの長さに大きな差は認められず, 4.3 m 材, 17.9 m 材の炭化物割れの

長さは同程度であるため, 炭化物割れからマトリクスへクラックが進展する限界破壊応力

は炭化物割れからクラックがマトリクスへ進展する際のマトリクスの表面エネルギー

→のみに依存する. したがって, 本研究で用いたベイナイト組織の延性-脆性遷移挙動にお

よぼす炭化物の影響は無視できると考えられる. 

 

3.4.3 ベイナイト鋼におけるへき開破壊発生プロセス 

炭化物を起点とするへき開破壊発生の結果をもとに, McMahonら[32]や Park[35]らはへ

き開破壊の発生は以下に示す 3 段階のプロセスを経て起こると説明している. 

Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成 

Stage II: 炭化物割れのマトリクスへの伝播によるへき開クラックの形成 

Stage III: へき開クラックの結晶粒界突破 

そして, 上記の 3 段階の破壊条件が全て満たされた場合に巨視的なへき開破壊が生じ, 破

Fig.3.20 SEM images showing cracks of carbides and carbide/matrix interface in the vicinity of 

the fracture surface around the notch root in bainite with (a) the small Bain unit size (4.3 μm) and 

(b) the large Bain unit size (17.9 μm) fractured by the miniaturized Charpy impact tests at -60 C. 
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断に至ると考えている. 上記のへき開破壊発生プロセスに基づき, Petch[36]は炭化物におい

て発生したクラックがマトリクスへ進展するための限界条件をエネルギーの観点から検討

している. Petch は結晶粒径 d の多結晶体と粒界炭化物で構成される微視組織において, 外

部応力の作用によって粒界には負荷応力方向から 45 °傾いたすべり面上で転位が堆積する

モデルを考え, 炭化物が割れた際に堆積した転位が全て炭化物割れになだれ込み, 割れた

炭化物粒径に対応する長さのクラックが生じたときのへき開破壊応力f は結晶粒径 d と炭

化物粒径 dに依存することを明らかにしている.   

σ =
4퐸훾 →

휋(1 − 휈 )푑 −
푘 푑
8휋 푑 −

푘 푑
2√2휋푑

     (3.4) 

ここで, E はヤング率, はポアソン比, →は炭化物割れからクラックがマトリクスへ進展

する際のマトリクスの表面エネルギー, ky は結晶粒径 d-1/2 に対して降伏応力をプロットし

たときの傾き (Hall-Petch 係数) である. Petch の式により計算されたへき開破壊応力fと結

晶粒径 d および炭化物粒径 dの関係を Fig.3.21[36]に示す. Petch は, 結晶粒径 d および炭化

物粒径 dが小さくなるほど転位の堆積による炭化物への応力集中が低下しかつ炭化物割

れ先端の応力集中度合いが低下するためへき開破壊応力f が上昇すると考えている. ま

た, Smith ら[37]は, 粒界炭化物近傍に集積した転位の応力集中により発生した炭化物割れ

が Griffith の条件を満たした場合に, マトリクスにへき開クラックが進展すると仮定し, へ

き開破壊発生プロセスにおける炭化物割れによるクラックの核生成, 炭化物割れのマトリ

クスへの伝播によるへき開クラックの形成条件を検討した. その結果, Smith らはへき開破

壊応力f は結晶粒径 d および炭化物粒径 dに依存するという Petch と同様の結果を報告し

ている. ここで定義されている結晶粒は, 転位運動を阻害し得る結晶粒界, すなわち大角

粒界に囲まれた領域である. 本研究で提案した Bain unit は方位差が 20 °以下のバリアント

が集合したものであり, Bain unit 間の境界は全て大角粒界である. したがって, Bain unit を

Petch や Smith らの定義した結晶粒径に相当すると考えることができる. しかし, Petch や
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Fig.3.21 The cleavage strength for fracture calculated by Petch[40] with various grain sizes and 

carbide thickness. 
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Smith らは Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成, Stage II: 炭化物割れのマトリクス

への伝播によるへき開クラックの形成過程についてのみ議論しており, Stage III: へき開ク

ラックの結晶粒界突破過程については考慮されていない. Stage III: へき開クラックの結晶

粒界突破過程におよぼす結晶粒径 d の影響は, Lin らによって検討されている. Lin ら[34]は

マトリクスに生じたクラックが粒界を越えて進展する限界破壊応力を, Griffith の条件に

基づき次式で定義した.  

σ =
휋퐸훾 →
(1 − 휈 )푑      (3.5) 

ここで, E はヤング率, はポアソン比, →はマトリクスに生じたクラックが粒界を越えて

進展する際の表面エネルギー, d はマトリクスに生じたクラック長さ, すなわち結晶粒径で

ある. この式は, →が結晶粒径によらず一定である場合, 結晶粒径 d の微細化によりマト

リクスに生じたクラックが粒界を越えて進展する限界破壊応力が上昇することを示して

いる.  

へき開破壊におよぼす微視組織の影響を議論する際, Stage I ~ Stage III のへき開破壊発

生プロセスだけでなく, 巨視的なクラック伝播過程も考慮すべきである. 例えば, 3.3.6 節で

示したシャルピー衝撃試験後の破面観察 (Fig.3.15) から, 延性-脆性遷移領域において一旦

巨視的なへき開破壊が起こったとしても, その後へき開クラックの伝播が停止し, 延性破

壊に移行するという結果が得られている. この結果は, へき開破壊発生後においても, そ

の伝播を停止させることが可能であり, 靭性を向上させる 1 つの要因であることを意味し

ていると考えられる. そのため, 上記の 3 段階のへき開破壊発生プロセスに加えて, へき開

クラックの巨視的な伝播過程を含め, ベイナイト鋼におけるへき開破壊のプロセスを次の

4 段階に分けることで, Bain unit の微細化により低温脆性が抑制された原因を第 4 章で考察

する. 

Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成 
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Stage II: 炭化物割れのベイナイトマトリクスへの伝播によるへき開クラックの形成 

Stage III: へき開クラックの Bain unit 間の境界突破 (クラック進展開始) 

Stage IV: Bain unit 間の境界突破後の急激なクラック成長 (クラック伝播) 

3.4.2 節で議論したように, へき開破壊発生の起点となる炭化物割れは Bain unit サイズの

大小にかかわらず存在しており, また炭化物粒径に大きな差は見られないことから, ベイ

ナイト組織の低温脆性破壊挙動に Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成過程は関与

していないと言える. そこで第 4 章では, Bain unit の微細化により低温脆性が抑制された原

因を Stage II: 炭化物割れのベイナイトマトリクスへの伝播によるへき開クラックの形成,

過程 (クラック形成), Stage III: へき開クラックの Bain unit 間の境界突破過程 (クラック進

展開始) および Stage IV: Bain unit 間の境界突破後の急激なクラック成長過程 (クラック伝

播) に着目して検討を行う. 

 

 

3.5 結言 

本章では, 変態温度を変化させることによって異なる Bain unit サイズを有するベイナ

イト組織を作製し, 作製したベイナイト組織のシャルピー衝撃試験と破面観察の結果から

Bain unit サイズと延性-脆性遷移挙動の関係を調べた. 以下に、研究で得られた知見を示す. 

 

(1) 1050 °C, 1.8 ks のオーステナイト化処理後, 460 °C, 480 °C, 500 °C で 60 s 等温保持するこ

とで 4.3 m, 7.2 m, 17.9 m と異なる Bain unit サイズを有するベイナイト組織を作製した.  

 

(2) 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17,9 m 材における炭化物の析出状態, 力学特性, 転位密度をに大

きな差は見られず, ほぼ同程度であった.  
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(3) シャルピー衝撃試験により得られた 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17,9 m 材の延性-脆性遷移温

度 (エネルギー遷移温度) はそれぞれ-88 °C, -77 °C, -63 °C であり, また, 破面観察により

得られた 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17,9 m 材の延性-脆性遷移温度 (破面遷移温度) はそれぞれ

-90 °C, -82 °C, -75 °C であり, これらの結果から Bain unit サイズの微細化に伴い, 延性-脆

性遷移温度は低温側へ移行することが明らかとなった.  

 

(4)ベイナイトのブロック, パケット, Bain unit といった組織単位と延性-脆性遷移温度 (エ

ネルギー遷移温度) の関係を調べたところ, パケットサイズが粗大になるにつれ, 延性-脆

性遷移温度は低温側に移行していた. それに対して, ブロックサイズ, Bain unit サイズと延

性-脆性遷移温度の間には Hall-Petch 則が成立していた. しかし, ブロックサイズは 3.3 m

～6.8 m とほとんど変化しておらず, これにより延性-脆性遷移温度が-25 °C も低下すると

は考えにくい. 以上から, Bain unit サイズがベイナイトの低温脆性を支配する組織単位で

あり, Bain unit の微細化により低温脆性が抑制されたと考えることができる. 
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第 4 章 低炭素ベイナイト鋼のクラック進展開始過程およびクラック伝播過

程におよぼす Bain unit サイズの影響 

 

 

4.1 緒言 

第 3 章では, 変態温度を変化させることによって異なる Bain unit サイズを有するベイ

ナイト組織を作製し, 作製したベイナイト組織のシャルピー衝撃試験と破面観察の結果か

ら Bain unit サイズと延性-脆性遷移挙動の関係を調べた. その結果, Bain unit サイズの減少

に伴い, 延性-脆性遷移温度は低温側へ移行することが明らかとなった. このことは, Bain 

unit の微細化により低温脆性が抑制された, すなわち低温靭性が向上したことを意味して

いる.  

鋼のへき開破壊は, 炭化物などの硬質第二相粒子に生じたマイクロクラックから隣接

した結晶粒のへき開面に沿ってクラックが進展することで生じるとされており, へき開破

壊の発生プロセスは主に 

Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成 

Stage II: 炭化物割れのマトリクスへの伝播によるへき開クラックの形成 

Stage III: へき開クラックの結晶境界突破 

の 3 つの段階に分けて考えられている[1-4]. そして, 上記の 3 段階の破壊条件が全て満た

された場合に巨視的なへき開破壊が生じるとされている. しかし, 3.4.3 節で議論したよう

に, へき開破壊発生後においても, その伝播を停止させることが可能であり, 靭性を向上

させる 1つの要因であることを意味していると考えられる. そのため本章では, 上記の 3段

階のへき開破壊発生プロセスに加えて, へき開クラックの巨視的な伝播過程を含め, ベイ

ナイト鋼におけるへき開破壊のプロセスを次の 4 段階に分けることで, Bain unit の微細化

により低温脆性が抑制された原因を考察する. 本研究で考えるベイナイト鋼におけるへき



83 
 

開破壊のプロセスの模式図を Fig.4.1 に示す. 

Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生成 

Stage II: 炭化物割れのベイナイトマトリクスへの伝播によるへき開クラックの形成 (ク

ラック形成) 

Stage III: へき開クラックの Bain unit 間の境界突破 (クラック進展開始) 

Stage IV: Bain unit 間の境界突破後の急激なクラック成長 (クラック伝播)  

3.4.2 節で議論したように, へき開破壊発生の起点となる炭化物割れは, 17.9 m 材の延性-

脆性遷移温度域かつ 4.3 m 材の延性破壊温度域である-60 °C の衝撃試験において, Bain 

unit サイズの大小にかかわらず存在しており, また炭化物粒径に大きな差は見られないこ

とから, ベイナイト組織の低温脆性破壊挙動に Stage I: 炭化物割れによるクラックの核生

成過程は関与していないと言える. そこで本章では, Bain unit の微細化により低温脆性が抑

制された原因を Stage II: 炭化物割れのベイナイトマトリクスへの伝播によるへき開クラッ

クの形成過程 (クラック形成過程), Stage III: へき開クラックの Bain unit 間の境界突破過程

Fig.4.1 Schematic illustration of cleavage fracture process used in this study.   
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(クラック進展開始過程) および Stage IV: Bain unit 間の境界突破後の急激なクラック成長過

程(クラック伝播過程) に着目して検討する.  

シャルピー衝撃試験は金属材料の靭性を簡便に評価できることから, 工業的に広く普

及している. シャルピー衝撃試験によって得られる荷重-変位曲線における最大荷重までの

面積をクラック伝播までに吸収されたエネルギー, 最大荷重後の面積をクラック伝播過程

で吸収されたエネルギーと仮定し, それらにおよぼす微視組織の影響を調べた研究がなさ

れている[5-8]. しかし, これらは定性的なものであり, 実際のクラック進展挙動を論拠と

したものではない. 本章では, 破壊力学に基づく破壊靭性試験を行うことによって, 破壊

力学パラメータである J 積分値を求めるとともに, J 積分とクラック成長量の相関 (J 抵抗

曲線) から, 低炭素ベイナイト鋼の Stage III: へき開クラックの Bain unit 間の境界突破 (ク

ラック進展開始) 過程および Stage IV: Bain unit 間の境界突破後の急激なクラック成長 (ク

ラック伝播) 過程におよぼす Bain unit サイズの影響を明らかにすることを目的とした. 

 

 

4.2 実験方法 

4.2.1 供試材および熱処理 

2Mn-0.1C (wt%) 鋼の熱延板 (RD: 150 mm × TD: 115 mm × ND: 15 mm)から, ワイヤ放

電加工機 (Brother社製 HS-70A ) を用いてRD: 150 mm × TD: 20 mm × ND: 15 mmの試料を

切り出し, 表面の酸化膜層を除去した後, 石英管中に脱酸素材であるTi粉末と共に真空封

入して1150 °C, 43.2 ksの均質化処理を行い, 炉冷した. 均質化処理に用いた管状炉は高真

空特殊管状電気炉 (フルテック株式会社製 FT-201P-80SPQ) である. 均質化処理後の試料

に対して, RD方向と圧延方向が平行となるように冷間圧延を行い, 厚さ2 mmの板材を得

た. その後, クエンチ熱処理装置(東栄科学産業社製 TG22505) を用い, 真空雰囲気で

1050 °C, 1.8 ksのオーステナイト化処理を施した後, ソルトバス (サカモト工機製) を用い



85 
 

てMs点以上の:種々の温度 (460 °C, 480 °C, 500 °C) で60 s等温保持を行った. その後, 水冷

および液体窒素温度で300 sのサブゼロ処理を行うことで, 種々のBain unit サイズを有す

る上部ベイナイト組織 (4.3 m, 7.2 m, 17.9 m) を得た.  

 

4.2.2 種々の Bain unit サイズを有するベイナイト組織のクラック進展開始抵

抗およびクラック伝播抵抗の評価 

4.2.2.1 片側切欠付き試験片を用いた引張試験 

  種々の Bain unit サイズを有するベイナイト組織に対して, 片側切欠付き試験片を用い

て引張試験を行った.ワイヤ放電加工機を用いて切り出した片側切欠付き試験片の寸法を

Fig.4.2 に示す. 試験片の平行部長さ, 平行部幅, 板厚, 切欠長さはそれぞれ 8 mm, 6 mm, 1 

mm, 1.5 mm である. 引張試験はインストロン型材料試験機 (島津製作所製 AG-X plus 

100kN) を用い, -150 °C ~ -80 °C の種々の温度においてクロスヘッド速度を 0.5 mm /min (初

期ひずみ速度 1.04×10-3  /s ) として行った. さらに, 得られた荷重-変位曲線を解析するこ

とによって, J 積分の値を算出した. J 積分値の算出方法の詳細は次節に示す. また, クラッ

ク成長量を測定することを目的として, 試験中の片側切欠付き試験片表面の画像を CCD 

(Charge Coupled Device) カメラにより 10 frames / s で取得した.  

Fig.4.2 Schematic illustration of single edge notched tensile test specimen. 
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4.2.2.2 J 積分 

  クラックあるいは切欠きを含む材料の破壊靭性は, 一般的に線形弾性体中のクラック

および切欠き先端近傍の応力状態を表す応力拡大係数 K を用いて評価されている. しかし, 

低炭素鋼に代表される主な鉄鋼材料では, 破壊以前に大規模な塑性変形が生じるため, 線

形弾性破壊力学に基づく応力拡大係数 K を用いて破壊靭性値を評価することは不適切であ

る. そこで本章では, 低炭素ベイナイト鋼の破壊靭性値を評価するために, 弾塑性体にも

適用可能な J 積分を用いた. J 積分は弾塑性体において, クラックが単位面積進展するため

に必要なエネルギーを意味する. 以下に, J 積分値の実験的評価法の詳細を示す[9]. 

弾塑性破壊靭性値 J は弾性成分 Jelと塑性成分 Jplに分けられる. 

J = 퐽 + 퐽      (4.1) 

弾性成分である Jelは応力拡大係数 K, ヤング率E, ポアソン比から次のように計算される. 

퐽 =
퐾 (1 − 휈 )

퐸      (4.2) 

ここで, 片側切欠き引張試験における応力拡大係数 K は応力解析により次式で表されるこ

とが知られている[10]. 

K =
푃
퐵√푊

푓
푎
푊      (4.3) 

f
푎
푊 =

2푡푎푛 휋푎2푊
푐표푠 휋푎2푊

0.752 + 2.02
푎
푊 + 0.37(1 − 푠푖푛

휋푎
2푊)      (4.4) 

B, a, Wは試験片寸法であり, それぞれ試験片の板厚, 切欠き長さ, 幅である (Fig.4.2). また

Pel は実験的に得られた荷重-変位曲線と 5 %セカント線 (初期弾性荷重勾配の 95 %の勾配

をもつ原点を通る直線) との交点における荷重値であり, 線形弾性論の適用限界荷重を意

味する. 
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塑性成分である Jpl は, 荷重-変位曲線下の塑性成分面積 Apl, 試験片の形状に依存する無次

元定数により計算される. 

J =
휂퐴

퐵(푊 − 푎)      (4.5) 

本章で用いた片側切欠付き試験片形状の場合, 無次元定数η = 1 + ( ) − = 0.721 

である[11]. 

 

4.2.2.3 J 抵抗曲線 

  J 抵抗曲線とは, クラック成長量に対して J 積分の値をプロットしたもので, その傾き

からクラック伝播抵抗を評価できる. 主に延性クラックの伝播により破壊に至る場合は, 

試験中に取得した試験片表面の CCD 像からクラック成長量を測定した. 引張試験中の

CCD 像の一例を Fig.4.3 に示す. しかし, 主にへき開クラックの伝播により破壊に至る場合

は, 延性クラックのクラック伝播速度が 2×10-2 mm/s と遅いのに対して, クラック伝播速度

が>>40 mm/s と大きく, 瞬時に破壊するため試験片表面の CCD 像のみを用いてクラック成

長量を測定することが不可能である. そこで, FRASTA (Fracture Surface Topography Analysis) 

法[12-14]と CCD 像を併用してクラック成長量の測定を行った. FRASTA 法とは, 相対する

破面の 3 次元像を構築した後, 2 つの破面の 3 次元像を正確に重ね合わせ, その後 2 つの破

面を引き離していくことで, 破壊のプロセスを詳細に再現し, クラックの進展挙動を調査

する方法である. FRASTA 法によるクラック成長量の測定方法の模式図を Fig.4.4 に示す. 

クラックの進展過程ではクラック先端近傍に塑性変形を伴うが, へき開破壊が生じれば, 

応力は解放されて巨視的には塑性変形が起こらなくなり, へき開破面形状は保存される. 

そのため, 相対するへき開破面は精度良く重なり合うと考えられる. 破断後の破面を

FRASTA 法により解析し, へき開破面領域を重ね合わせることで, へき開クラックが巨視
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的に伝播する直前のクラック成長量を測定した. 破面を重ね合わせる際の基準として, 

CCD 像から測定した切欠端開口変位を用いた. 破断後の破面を重ね合わせた後, 試験片表

面の CCD 像から, 応力の負荷に伴う切欠の回転角, 切欠端開口変位を測定し, それらを補

正しながら破面を重ね合わせていくことで, クラックの進展挙動を解析した. 破面 3 次元

像の作成には, -5 º, 0 º, +5 º 試料台を傾け撮影したステレオ SEM 像を用いた. このとき, 各

SEM 像が同倍率, 同一視野, 同一 WD になるよう撮影した. 3 次元破面像の構築および解析

には, Alicona 社製の解析ソフト Mex ver.5.1 を用いた.  

Fig.4.3 CCD images of the single edge notched tensile test specimen with the small Bain unit size 

(4.3 m) captured during the tensile test at -120 C. 
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Fig.4.4 Schematic showing the method of fracture surface topography analysis (FRASTA). 
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4.2.3 組織観察 

組織観察には走査型電子顕微鏡 SEM (JEOL 社製 JSM-7800F) を用いた. 湿式研磨後の

試料に対して, 10%過塩素酸・酢酸溶液 (50 ml HClO4＋450 ml CH3COOH) を用いて電解研

磨を施し , 表面を鏡面に仕上げた . 電解研磨にはアナログメータ式直流安定化電源 

(KENWOOD 社製 PR36-3A) を使用し, 室温・電圧 18.0V において 8 ~ 10 s 行った. また, 

SEM (JEOL 社製 JSM-7100F) により得られる電子線後方散乱回折図形 EBSD を TSL OIM 

Data Collection ver. 7.0.1 (Tex SEM Laboratory 社製) を用いて測定し, 測定データの解析には, 

TSL OIM Analysis ver.7.0.1 (Tex SEM Laboratory 社製) を用いた. SEM/EBSD 測定では, 加速

電圧を 15 kV とし, 測定時の観察倍率に応じて step サイズを 0.1 m ~ 0.4 m とした. なお, 

測定点の信頼性を判定する基準として CI (Confident Index) 値を採用し, CI 値が 0.05 以下の

点を解析から除外し, 黒い点で表示した. 測定によって得られた EBSD 結晶方位マップを

もとに, 24 種類のバリアントの理想極点図と EBSD 測定により実験的に求めた極点図を

比較することにより, バリアント解析を行った. また, 引張試験後の片側切欠き付き試験

片の破面近傍組織を観察する際, 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, 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 

Ni2SO4·6H2O + 15 g L-1 H3BO4 水溶液を用いた. 陰極側に試験片, 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 とした. 

 

4.2.4 応力解析 

引張試験中の片側切欠付き試験片の応力分布を調べるため, 有限要素法 (FEM: Finite 

Element Method) による応力解析を行った. FEM 解析には有限要素モデルソフト ABAQUS 

6.14 (DASSAULT SYSTEMS 社製) を用い, 試験片の対称性を考慮して 1/4 の領域をモデル

化することで, 最大荷重まで負荷したときの引張応力分布を計算した. 材料は等方性であ

り, 降伏点まで弾性変形し, 降伏後は硬化しながら塑性変形するよう仮定した. 要素には 8
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接点の 3 次元連続体要素を用い, 0.025 mm のメッシュを配置した. 解析モデルの材料特性

は実際の引張試験から得られたデータを用いた. このとき, くびれが生じるような高ひず

み領域の応力–ひずみ関係を得るため, 単軸引張試験のデータから得られる真応力–真塑性

ひずみ曲線へのデータの外挿を行った. データの外挿の際には, 実験から得られた真応力–

真塑性ひずみ曲線を(4.6)式で表されるような Swift 型の降伏応力式で近似した. 

휎 = 퐴(휀 + 퐵)      (4.6) 

ここで, tは真応力, pは真塑性ひずみ, A, B, n は定数である.  

 

 

4.3 実験結果 

4.3.1 片側切欠付き試験片を用いた引張試験によって得られた荷重-変位曲線 

Figure 4.5 に種々の温度で引張試験を行うことにより得られた (a) 4.3 m 材, (b) 7.2 m

材および (c) 17.9 m 材の公称応力-変位曲線を示す. 降伏応力および引張強度には温度依

存性が見られ, 試験温度の低下に伴い降伏応力および引張強度は増加していた. 全ての試

料において, -150 ºC では最大応力を示した後急激な応力の低下が見られ破断していた. 一

方, 7.2 m 材, 17.9 m 材では, それぞれ-130 ºC, -100 ºC 以下の温度において急激な応力の低

下が見られ破断に至ったが, 4.3 m 材は-140 ºC の試験においても最大応力を示した後, 緩

やかな応力の低下を示した. また, Fig.4.5 中の矢印で示したように, 最大応力に到達した後, 

緩やかに応力が低下していく際にも, 一部急激な応力低下が観察された. 得られた荷重-変

位曲線を解析することによって, 破断直前の J 積分の値を算出した. 塑性面積は Fig.4.6 の

ように定義した. 種々の試験温度における破断直前の J 積分の値を Fig.4.7 に示す. 試験温

度の低下に伴い, 破断直前の J 積分値は減少しており, 延性-脆性遷移を示していることが

わかる. 4.3 m 材, 7.2 m 材および 17.9 m 材の延性-脆性遷移温度はそれぞれ-143 ºC, -124 

ºC, -91 ºC であり, Bain unit サイズの微細化により延性-脆性遷移温度が低下するというシャ
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ルピー衝撃試験 (Fig.3.2) と同様の結果であった. また, -150 ºC は全ての試料において脆性

破壊温度域に属していた. -150 ºC での J 積分値は, Bain unit サイズの微細化に伴いやや増加

しており, 低温靭性が向上したことを示している.  
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Fig.4.5 Nominal stress - displacement curves of bainite with (a) the small Bain unit size (4.3 μm), 

(b) the middle Bain unit size (7.2 μm) and (c) the large Bain unit size (17.9 μm) obtained by the 

single edge notched tensile test at various temperatures ranging from -150 C to -80 C. 

  

Fig.4.6 Definition of Apl for J calculation. 
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4.3.2 片側切欠付き試験片を用いた引張試験後の破面観察結果 

引張試験後の破面観察の結果, 全ての試料・試験条件において, 破面はリバーパターン

を伴うへき開破面 (Fig.4.8 (a)) またはディンプルパターン (Fig.4.8 (b)) により構成されて

おり, 粒界破面は観察されなかった. Figure 4.9 は,種々の温度における引張試験後の(a) 4.3 

m 材, (b) 7.2 m 材, (c) 17.9 m 材の破面 SEM 像にへき開破面および延性破面領域をそれ

ぞれ青色, 赤色で示したものである. 公称応力-変位曲線 (Fig.4.5) において最大荷重到達

後, 急激な応力の低下が見られた試験片の破面は大部分がへき開破面により構成されてお

り, 最大荷重到達後, 緩やかに応力が低下した試験片の破面は大部分が延性破面により構

成されていた. また, 緩やかに応力が低下していく際に, 一部急激な応力低下を示した試

験片では延性破面に囲まれたへき開破面領域が存在していた. これらの結果から, 公称応

Fig.4.7 J-integral at fracture calculated by the single edge notched tensile tests of the bainite with 

different Bain unit sizes at various temperatures ranging from -150 C to -80 C. 
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力-変位曲線における急激な応力低下は, へき開破壊の発生に対応していると考えられる. 

どのベイナイト組織も, -150 °C での破面はほぼへき開破面により構成されていたが, 7.2 m

材, 17.9 m 材と比較して 4.3 m 材には, 切欠き底近傍により大きな延性破面領域が存在し

ており, へき開破壊発生前に延性クラックの進展が起こっていた. さらに, 7.2 m 材, 17.9 

m 材では試験温度が上昇するにつれ, 切欠き底近傍の延性破面領域が増加しており, 巨視

的なへき開クラックの伝播の前に延性クラックの伝播量が増加する傾向が観察された. 

Figure 4.10 に, 種々の試験温度における延性破面の面積率を示す. 延性破面率が全破面の

50 %になる温度を, 破面率を基準としたときの延性-脆性遷移温度 (破面遷移温度) とする

と, 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17.9 m 材の破面遷移温度はそれぞれ-143 °C, -124 °C, -89 °C であ

り, J 積分値を基準としたときの遷移温度とほぼ一致していた.   

 

  

Fig.4.8 SEM images showing the typical fracture surface after the single edge notched tensile tests 

at various temperatures. (a) cleavage fracture surface and (b) dimple patterns of bainite small Bain 

unit size (4.3 μm) at -150 C. 
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Fig.4.9 (a) SEM images showing the fracture surface of the bainite with the small Bain unit size 

(4.3 μm) after the single edge notched tensile tests at various temperatures. Cleavage fracture 

regions and dimple pattern regions are colored in blue and red, respectively. 
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Fig.4.9 (b) SEM images showing the fracture surface of the bainite with (b) the middle Bain unit 

size (7.2 μm) after the single edge notched tensile tests at various temperatures. Cleavage fracture 

regions and dimple pattern regions are colored in blue and red, respectively. 
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Fig.4.9 (c) SEM images showing the fracture surface of the bainite with large Bain unit size (17.9 

μm) after the single edge notched tensile tests at various temperatures. Cleavage fracture regions 

and dimple pattern regions are colored in blue and red, respectively. 
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4.3.3 J 抵抗曲線 

FRASTA 法と試験片表面の CCD 像を併用して, クラック成長量を測定し, クラック成

長量と対応する J 積分の値から作成した種々の温度における J 抵抗曲線を Fig.4.11 に示す. 

巨視的なへき開クラックの伝播が起こった試験条件の J 抵抗曲線は J 積分値の増加を伴わ

ず, クラックが成長していることがわかる. また, 7.2 m 材, 17.9 m 材と比べ, 4.3 m 材の-

150 °C における J 抵抗曲線では, 巨視的なへき開クラック進展前に J 積分値の増加に伴う

安定的なクラック成長を示している. これは, 4.3 m 材の-150 °C における破面 (Fig.4.9 (a))

の切欠き底に延性破面領域が多く存在し, 安定的なクラック成長を示すという結果に対応

している. また, 切欠き底には延性破面に囲まれるようにへき開破面領域が観察された. 

Fig.4.10 Area fraction of the ductile fracture (dimple pattern) region of the bainite with different 

Bain unit sizes after the single edge notched tensile tests at various temperatures ranging from -

150 C to -80 C. 
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このことは, 4.3 m 材ではへき開クラックが形成された後も, すぐには巨視的なへき開ク

ラックの伝播が起こらなかったことを示唆している. 4.3 m 材と 7.2 m 材の-120 °C におけ

る J 抵抗曲線を比較すると, 7.2 m 材の J 抵抗曲線はクラック成長量に対して, J の増加幅

が小さく, クラック伝播に対する抵抗が小さいことを意味している. これらの結果より, 

定性的ではあるが, Bain unit サイズの微細化によりクラック進展開始過程およびクラック

伝播過程における抵抗が増加し, 低温脆性が抑制されたと言える. 

 

 

Fig.4.11 J-resistance curves of the bainite with (a) the small Bain unit size (4.3 μm), (b) the middle 

Bain unit size (7.2 μm) and (c) the large Bain unit size (17.9 μm) after the single edge notched 

tensile tests at various temperatures. 



101 
 

 

Fig.4.11 J-resistance curves of the bainite with (a) the small Bain unit size (4.3 μm), (b) the middle 

Bain unit size (7.2 μm) and (c) the large Bain unit size (17.9 μm) after the single edge notched 

tensile tests at various temperatures. 
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4.4 考察 
4.4.1 種々の Bain unit サイズを有するベイナイト組織のへき開破壊発生プロ

セス 

-150 °C で引張試験を行い, 最大荷重に達した後に停止した試験片の切欠き底近傍組織

の SEM 像を Fig.4.12 に示す ((a) 4.3 m 材, (b) 7.2 m 材, (c) 17.9 m 材). どの試料において

も, 切欠き底近傍にへき開クラック形成の核となり得る炭化物割れが存在していた. また, 

4.3 m 材および 7.2 m 材では切欠き底近傍領域にマトリクスに進展したマイクロクラッ

クが観察された. その一方で, 17.9 m 材ではマトリクスにマイクロクラックは観察されな

かった. このことより, -150 °C における巨視的なへき開破壊の発生は, 4.3 m 材および 7.2 

m 材では Stage III のクラック進展開始過程に, 17.9 m 材では Stage II のクラック形成過程

に支配されており, Stage II: クラック形成および Stage III: クラック進展開始のための限界

エネルギー条件をそれぞれ EII, EIIIと置いたとき, 17.9 m 材ではII ≥ III, 4.3 m 材および

7.2 m 材ではII ≤ IIIであると考えられる. 

 

4.4.2 ベイナイト組織のクラック進展開始過程・クラック伝播過程におよぼす

Bain unit サイズの影響 

  本章では, 種々の Bain unit サイズを有するベイナイト組織に対して, 片側切欠き付き

試験片を用いて引張試験を行うことで, クラック進展開始過程およびクラック伝播過程に

およぼす Bain unit サイズの影響を調べた. 得られた J 抵抗曲線を解析することにより, ベ

イナイト組織のクラック進展開始までに吸収されたエネルギー (クラック進展開始抵抗) 

とクラック伝播の際に吸収されたエネルギー (クラック伝播抵抗) について考察する. ま

ず脆性破壊温度域における J 抵抗曲線において巨視的なへき開クラックの伝播が起こる直
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前までに囲まれる面積 Ainitiation for crack propagation (Fig.4.13 (a)) に試験片の厚さ B を掛けたもの

をクラック進展開始抵抗と定義した.  

R 	 	 	 = (퐽 × ∆푎 × 퐵)푑푎 = A 	 	 	 × B (4.7) 

次に, 延性破壊温度域または延性-脆性遷移温度域における J 抵抗曲線を用いて, クラック

伝播抵抗を評価した. 延性破壊温度域または延性-脆性遷移温度域における J 抵抗曲線では, 

へき開クラックの進展開始を正確に特定することはできない. そのため, へき開破壊が進

Fig.4.12 SEM images showing the areas around the notch root of the bainite with (a) the small 

Bain unit size (4.3 μm), (b) the middle Bain unit size (7.2 μm) and (c) the large Bain unit size 

(17.9 μm) after the single edge notched tensile tests at -150 C before fracture. 
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展開始する J 積分の値は試験温度に依存せずほぼ一定値であると仮定して, 脆性破壊温度

域においてへき開破壊が進展開始した J 積分の値で巨視的なへき開クラック伝播が起こる

と考えた. そして, J 抵抗曲線と巨視的にへき開クラックが伝播した場合の J 抵抗曲線に囲

まれた面積 Acrack propagation (Fig.4.13 (b)) に試験片の厚さ B を掛けたものをクラック伝播抵抗

と定義した.  

R 	 = (퐽 × ∆푎 × 퐵)푑푎 = A 	 × B (4.8) 

Fig.4.13 Definition of (a) initiation for crack propagation resistance and (b) crack propagation 

resistance. 
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この解析手法によると, 巨視的にへき開クラックが伝播する場合のクラック伝播抵抗は 0

となる. Figure 4.14 に J 抵抗曲線を解析することで得られた種々の Bain unit サイズを有す

るベイナイト組織のへき開クラッククラック進展開始抵抗およびクラック伝播抵抗と試験

温度の関係を示す. Figure 4.14 から, Bain unit サイズの微細化によりクラック進展開始抵抗

およびクラック伝播抵抗がともに向上していることがわかる. したがって, Bain unit サイ

ズの微細化によりクラック進展開始抵抗およびクラック伝播抵抗が向上した結果, 低温脆

性が抑制されたと考えられる. 4.4.1 節で議論したように, 17.9 m 材の-150°C におけるへき

開破壊の発生は Stage II: クラック形成過程に支配されており, 本節で求めたクラック進展

開始抵抗はクラック形成までに吸収されたエネルギーと言える. しかし, II ≥ IIIであるこ

とを考慮すると, 17.9 m 材のクラック進展開始抵抗はクラック形成までに吸収されたエネ

Fig.4.14 Initiation for crack propagation resistance and crack propagation resistance of the bainite 

with different Bain unit sizes at various temperatures. 
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ルギーより小さい値になるため, Bain unit サイズの微細化によりクラック進展開始抵抗が

向上していると言える.  

 

4.4.3 ベイナイト組織のクラック進展開始過程におよぼす Bain unit サイズの

影響 

  Figure 4.15 に示すように, 4.3 m 材および 7.2 m 材において, 切欠き底近傍にマイク

ロクラックが観察された. このマイクロクラックの伝播は Bain unit 境界で停止している. 

すなわち, 発生したマイクロクラックは Bain unit 境界で一旦停止するため, Bain unit サイズ

Fig.4.15 (a, c) SEM images and (b, d) corresponding Bain map showing the areas around the notch 

root of the bainite with (a, b) the small Bain unit size (4.3 μm), (b, d) the middle Bain unit size 

(7.2 μm) after the single edge notched tensile tests at -150 C before fracture. 
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の微細化に伴い, 切欠き底近傍に発生するマイクロクラックの長さは短くなると考えられ

る. 切欠き近傍に発生したマイクロクラックが直径 a の円板状クラックと仮定すると, マ

イクロクラック先端のメゾスケール応力拡大係数 Kmeso は (4.9) 式で表される[15]. 

퐾 = √ × σ × √휋푎     (4.9)  

ここで, meso はへき開面に作用する引張応力, a はマイクロクラック長さである. メゾスケ

ール応力拡大係数 Kmeso の値が, Bain unit 境界を突破して進展開始するときの限界応力拡

大係数 KBain を越えたとき, マイクロクラックは Bain unit 境界を突破し, 隣接するマトリ

クスへ進展すると考えられる. そこで, -150 °C で片側切欠き引張試験を行い, 最大荷重に

達した後に停止した試験片の切欠き底近傍に観察されたマイクロクラックに, 有限要素解

析により得られる局所引張応力を適用し, 4.3 m 材および 7.2 m 材の Kmesoを評価した. 有

限要素解析には Abaqus (DASSAULT SYSTEMS 社製) を用い, 片側切欠き付き試験片の対

称性を考慮して 1/4 の領域をモデル化することで, -150 °C における片側切欠き引張試験の

最大荷重まで負荷したときの引張応力分布を計算した. (4.9)式において, a を観察されたマ

イクロクラック長さ, meso を有限要素解析により算出したマイクロクラック近傍の引張応

力のへき開面法線方向成分として, 4.3 m 材および 7.2 m 材の Kmesoを評価した. 得られた

結果を Fig.4.16 に示す. Figure 4.16 より, 4.3 m 材および 7.2 m 材中に存在するマイクロク

ラック先端の Kmeso の最大値 (Kmeso,max) はほぼ同程度の値を有している. Kmeso ≥ KBain とな

ったときにマイクロクラックが Bain unit 境界を突破して進展開始するため, Kmeso,max ≈ KBain

であると考えられる. マイクロクラックは Bain unit 境界で停止することから, Bain unit サ

イズが微細な組織ではマイクロクラック長さ a は平均して小さくなる. したがって, Kmeso 

≥ KBain となるには, へき開面に作用する引張応力meso の値を増大させる, または, 大きい

マイクロクラックがマトリクスに形成されるまで変形を加える必要がある. その結果, Bain 

unit サイズの微細化によりクラック進展開始抵抗が向上したと考えられる.  
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4.4.4 ベイナイト組織におけるクラック伝播過程におよぼす Bain unit サイズ

の影響 

  本節では, クラック伝播過程におよぼす Bain unit サイズの影響について考察する. ク

ラック伝播抵抗を議論するため, Fig.4.17 に示すような形状の 3 点曲げ試験片を用いた. 3 点

曲げ試験では, 脆性破壊温度域における試験であっても, 試験片が完全に破断しないため, 

伝播が停止した巨視的なへき開クラックを観察することができる. Figure 4.18 は 17.9 m材

に対して, -196 °C で 3 点曲げ試験を行い, へき開クラック伝播が停止した領域を観察・測

定した(a) SEM 像, (b) Bain マップ, (c) KAM (Kernel Average Misorientation) マップである. 

KAM 値は測定点とその隣接する全ての測定点間の方位差の平均値を表したものである. 

Fig.4.16 Mesoscale stress intensity factor Kmeso in the bainite with the small Bain unit size (4.3 

μm) and the middle Bain unit size (7.2 μm) at -150 C. 
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Bain マップ上には {0 0 1}面トレースを白線で示しており, {001}面に沿って伝播したへき

開クラックは Bain unit 間の境界で停止していることがわかる. また, Figure 4.18 (c)より, へ

き開クラックが屈曲した近傍領域では結晶方位が大きく変化し, 局所的な塑性変形が起こ

っていることがわかる. 塑性変形を考慮せず, 理想脆性体を仮定した場合, 単位面積当た

りの原子間の結合を切るために必要な破壊靭性値 Kidealの値は Griffith の式を用いて 

K =
2퐸훾
1 − 휈 = 0.26	푀푃푎 ∙ √푚     (4.10) 

と表される. ここで, ヤング率 E=200 GPa, ポアソン比,単位面積のクラックを形成す

るため表面エネルギー=1.44 J/m2 を用いた[16]. Kidealの値は, 前節で得られたマイクロクラ

ック先端のメゾスケール応力拡大係数 Kmeso の最大値 (Kmeso,max, ~3MPa·√푚) と比較して非

常に小さい値となっており, この差は塑性緩和の寄与によるものだと考えられる. このこ

とは, クラック先端における応力集中が塑性変形により緩和されると, 低温靭性が向上す

ることを意味している. Bain unit サイズの小さいベイナイト組織ではクラックの伝播方向

が多く変化するため, クラック伝播時の塑性緩和量が多くなる結果, クラック伝播抵抗が

向上したと考えられる.  

 

 

Fig.4.17 Schematic illustration of three point bending test specimen. 
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4.5 結言 

本章では, 種々の Bain unit サイズを有するベイナイト組織の J 抵抗曲線を作成するこ

とにより, クラック進展開始抵抗およびクラック伝播抵抗におよぼす Bain unit サイズの影

Fig.4.18 (a) SEM images, (b) Bain map and (c) KAM map  showing the areas around the notch 

root of the bainite with the large Bain unit size (17.9 μm) after the three point bending test test at 

-196 C. The area of Bain map and KAM map is indicated by white rectangle in (a). 
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響を調べた. 以下に, 本章で得られた主な知見を示す. 

 

(1) 片側切欠き付き試験片を用いて引張試験を行い, 種々の温度における破壊直前の J積分

値を求めた. 4.3 m 材, 7.2 m 材および 17.9 m 材の J 積分値を基準とした延性-脆性遷移温

度はそれぞれ-143 ºC, -124 ºC, -91 ºC であり, Bain unit サイズの微細化により延性-脆性遷移

温度が低下するというシャルピー衝撃試験と同様の結果が得られた. また, -150 ºC は全て

の試料において脆性破壊温度域に属しており, -150 ºC での J 積分値は, Bain unit サイズの微

細化に伴い増加していた. 

 

(2) 全ての試料・試験温度において, 破面はリバーパターンを伴うへき開破面またはディン

プルパターンにより構成されていた. どのベイナイト組織も, -150 °C での破面はほぼへき

開破面により構成されていたが, 7.2 m 材, 17.9 m 材と比較して 4.3 m 材には, 切欠き底

近傍により大きな延性破面領域が存在しており, へき開破壊発生前に延性クラックの進展

が起こっていた. さらに, 7.2 m 材, 17.9 m 材では試験温度が上昇するにつれ, 切欠き底近

傍の延性破面領域が増加しており, 巨視的なへき開クラックの伝播の前に延性クラックの

伝播量が増加する傾向が観察された. 4.3 m 材, 7.2 m 材, 17.9 m 材の破面遷移温度はそれ

ぞれ-143 °C, -124 °C, -89 °C であり, J 積分値を基準としたときの遷移温度とほぼ一致してい

た. 

 

(3) FRASTA 法と試験片表面の CCD 像を併用して, クラック成長量を正確に測定すること

で種々の温度における J 抵抗曲線を作成した. 7.2 m 材, 17.9 m 材と比べ, 4.3 m 材の-

150 °C における J 抵抗曲線は, 巨視的なへき開クラック進展前に J 積分値の増加に伴う安

定的なクラック成長を示していた. 得られた J 抵抗曲線を解析することにより, ベイナイ
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ト組織のクラック進展開始までに吸収されたエネルギー (クラック進展開始抵抗) とクラ

ック伝播の際に吸収されたエネルギー (クラック伝播抵抗) を評価した結果, Bain unit サイ

ズの微細化によりクラック進展開始抵抗およびクラック伝播抵抗がともに向上していた. 

 

(4) -150 °C で引張試験を行い, 最大荷重に達した後に停止した試験片の切欠き底近傍組織

を観察した結果, 全ての試料においても, 切欠き底近傍にへき開クラック形成の核となり

得る炭化物割れが存在していた. また, 4.3 m 材および 7.2 m 材では切欠き底近傍領域に

マトリクスに進展したマイクロクラックが観察された. このことより, -150 °C におけるへ

き開破壊の発生は, 4.3 m 材および 7.2 m 材では Stage III: クラック進展開始過程に, 17.9 

m 材では Stage II: クラック形成過程に支配されていると考えられる. 

 

(5) -150 °C で片側切欠き引張試験を行い, 最大荷重に達した後に停止した試験片の切欠き

底近傍に観察されたマイクロクラックに, 有限要素解析により得られる局所引張応力を適

用し, 4.3 m 材および 7.2 m 材のメゾスケール応力拡大係数 Kmesoを評価した.  4.3 m 材

および 7.2 m 材中に存在するマイクロクラック先端の Kmeso の最大値はほぼ同程度の値を

有しており, Kmesoの最大値がクラック進展開始のための局所的な限界条件だと仮定すると, 

Bain unit サイズの小さいベイナイト組織において限界条件を満たすためには, へき開面に

作用する引張応力meso の値を増大させる, または, 大きいマイクロクラックがマトリクス

に形成されるまで変形を加える必要がある. このことから, Bain unit サイズの微細化により

クラック進展開始抵抗が向上すると考えられる. 

 

(6) 塑性変形を考慮せず, 単位面積当たりの原子間の結合を切るために必要な破壊靭性値

Kideal (~ 0.26 MPa·√푚) は, メゾスケール応力拡大係数 Kmesoの最大値 (Kmeso,max, ~3MPa·√푚) 
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よりも非常に小さい値であることから, クラック先端における応力集中が塑性変形により

緩和されることで低温靭性が向上したと言える. Bain unit 間の境界でへき開クラックの伝

播方向が変化する際, クラック近傍に局所的な塑性変形を伴っており, Bain unit サイズの小

さいベイナイト組織ではクラックの伝播方向が多く変化するため, クラック伝播時の塑性

緩和量が多くなった結果, クラック伝播抵抗が向上したと考えられる. 
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第 5 章 総括 

 

 

本論文では, 試料として低炭素鋼 (Fe-2Mn-0.1C (mass%) 合金) を用い, まず第一にラ

スマルテンサイト組織と低温脆性破壊挙動の相関を SEM (Scanning Electron Microscopy) お

よび SEM / EBSD (Electron Back-Scattering Diffraction) 法などを用いて組織学・結晶学的に

詳細に解析し, 低温脆性を支配する微視組織単位が, 同じ Bain 格子変形によって生成する

バリアントの集合である Bain unit に対応していることを明らかにしている. 次に, 異なる

Bain unit サイズを有するベイナイト組織の延性-脆性遷移温度を微小シャルピー衝撃試験に

よって評価することによって, Bain unit の微細化に伴って低温脆性破壊特性が向上するこ

とを明確に示している. さらに, 破面トポグラフィ解析によって正確に J 抵抗曲線を作成

し, クラック進展開始抵抗およびクラック伝播抵抗を定量的に評価することによって, Bain 

unit の微細化に伴って低温脆性破壊特性が向上した要因を議論している. 

  

第 1 章では, 上記に述べたような研究の背景・目的を議論し, 本研究の目的を明確にし

た. 

 

  第 2 章では, ラスマルテンサイト組織における低温脆性破壊挙動と微視組織の関係を

調べた. 破面の 3 次元プロファイル解析と SEM / EBSD による結晶方位解析を組み合わせ

た新規な解析手法を構築し, ラスマルテンサイト組織の低温脆性破壊は BCC 金属のへき開

面である{001}面に沿って生じることを明確に示した. また, マイクロクラックの伝播と微

視組織の関係を SEM / EBSD により詳細に解析した結果, 従来から議論されてきたブロッ

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・粒界の種類とは関係なく, 隣接
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する領域の{001}へき開面の方位差が大きい境界・粒界が低温脆性破壊の伝播に対して有効

な障害になることを見出している. そして, マルテンサイト変態の素過程である Bain格子変

形において, 同一の<001>軸を共有する Bain 格子変形によって生成するマルテンサイトバ

リアント間の{001}面の角度差が小さいことに着目し, 同じ Bain 格子変形によって生成す

るバリアントの集合 (Bain unit) が低温脆性を支配する微視組織単位である可能性を提案

した. 

 

  第 3 章では, 第 2 章で提案した Bain unit という微視組織単位に着目し, Bain unit サイズ

と低温脆性破壊特性の関係を調べた. まず, オーステナイト化処理後のベイナイト変態温

度を変化させることで, Bain unit サイズを 4.3 m ~ 17.9 m と変化させたベイナイト組織を

作製した. そして, -175 °C ~ 室温までの種々の温度で微小シャルピー衝撃試験を行うこと

によって, Bain unit サイズの異なるベイナイト組織の延性－脆性遷移温度を測定し, Bain 

unit の微細化に伴い延性－脆性遷移温度が低下することを明らかにした. さらに, Bain unit

サイズ以外に低温脆性破壊挙動に影響をおよぼすと考えられる因子 (炭化物の析出状態、

転位密度、引張特性) を精密に定量化し, Bain unit サイズが変化してもこれらの因子はほと

んど変化しないことを明確に示した上で, 延性-脆性遷移温度の低下は Bain unit の微細化に

起因しており, Bain unit が低温脆性を支配する微視組織単位であると結論付けている. 

 

  第 4 章では, Bain unit の微細化により低温脆性破壊特性が向上した要因を、クラック進

展開始抵抗およびクラック伝播抵抗の観点から検討した. 異なる Bain unit サイズを有する

ベイナイト組織に対して, 引張試験時の荷重-変位曲線から J 積分値を測定するとともに, 

破面トポグラフィ解析によってクラック成長量を精密測定することによって, 種々の温度

での J 抵抗曲線を正確に作成することに成功している. そして, 得られた J 抵抗曲線を解析
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し, Bain unit の微細化によってクラック進展開始抵抗とクラック伝播抵抗が伴に向上する

ことを明らかにしている. さらに, 有限要素法解析により算出したマイクロクラック近傍

の引張応力から, 破壊クラックが Bain unit 間の境界を越えて進展開始するための局所的な

破壊靭性値を評価し, 局所的な破壊靭性値の最大値は Bain unit サイズによらず同程度の値

であることを見出している. これらの結果から, Bain unit サイズが微細である場合, 破壊初

期に生じるマイクロクラック長さが短いためにマイクロクラック先端における応力集中の

度合いが低くなる結果, Bain unit の微細化によってクラック進展開始抵抗が向上するもの

と考察している. また実験的に得られた局所的な破壊靭性値は, 理想脆性体を仮定した

Griffith 理論から予測される値よりも非常に大きいことを見出し, Bain unit の微細化による

クラック進展開始時およびクラック伝播時の塑性緩和量の増加も, 低温脆性破壊特性の向

上に寄与していることを示している. 

 

  第 5 章は総括であり, 本研究で得られた結果を要約している. 

 

以上, 本論文は, 高強度鉄鋼材料の基地組織であるラスマルテンサイト組織およびベ

イナイト組織の低温脆性破壊挙動を組織学・結晶学的な観点から詳細に調べ, {001}へき開

面の方位差が小さいバリアントの集合である Bain unit が低温脆性を支配する微視組織単位

であることを見出し, さらに Bain unit サイズの微細化に伴って低温脆性破壊特性が向上す

ることを明らかにしている. これらの結果は, 低温脆性を克服した新たな高強度鉄鋼材料

の創製に繋がる特筆すべき成果であり, 実用展開への応用も期待されるものである. また, 

クラック進展開始抵抗やクラック伝播抵抗を正確に測定し、Bain unit サイズと低温脆性破

壊特性の相関を明らかにした点は, 低温脆性破壊メカニズムを基礎的に議論していく上で

極めて重要な知見である. 本研究で得られた成果によって, 今後の高強度鉄鋼材料の低温
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脆性破壊に関する基礎研究および応用研究が大きく発展することが期待される. 
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