࠙◊✲㒊ࠚ

◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
㧗ᅽࡡࡌࡾຍᕤࢆ⏝࠸ࡓࢼࣀ⤌⧊ไᚚࡼࡿ Co-Cr-Mo ྜ㔠ࡢຊᏛⓗ≉ᛶࡢᨵၿ
◊✲௦⾲⪅ྡ
ᕞᏛᏛ㝔࣭ᕤᏛ◊✲㝔࣭ᇼ⏣ ၿ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
 Co-Cr-Mo㸦CCM㸧ྜ㔠ࡣࠊᙉᗘࠊ⪏㣗ᛶࠊ⪏ᦶ⪖ᛶ࠾ࡼࡧ⾑ᾮ㐺ྜᛶඃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊேᕤ㛵⠇
࠾ࡼࡧ㔠ᒓࢫࢸࣥࢺ࡞ࠊከࡃࡢ་⒪⏝ࢹࣂࢫࡢᮦᩱࡋ୍࡚㒊ᐇ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡽ་
⒪⏝ࢹࣂࢫࡢ㧗ᛶ⬟࣭Ᏻᛶྥୖࡣࠊᮏྜ㔠ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㧗ᙉᗘ࠾ࡼࡧ㧗◳ᗘ➼ࠊຊᏛⓗ≉ᛶࡢ
ᨵၿࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㏆ᖺ࡛ࡣࠊᮏྜ㔠ࢆ㔠ᆺࠊ࢞ࣛࢫ⧄⥔ࢆྵࡴᶞ⬡〇ရࡢᑕฟᙧᡂࢩࣜࣥࢲ࣮➼ࠊ
୍⯡⏘ᴗ⏝㔠ᒓᮦᩱࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡⏘ᴗࡢᛂ⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡶࠊᮏྜ
㔠ࡢࡉࡽ࡞ࡿຊᏛⓗ≉ᛶࡢᨵၿࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
CCM ྜ㔠ࡢຊᏛⓗ≉ᛶࢆᨵၿࡍࡿᡭẁࡢ୍ࡘࠊ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺ┦࡛࠶ࡿ İ ┦ࡢ⏕ᡂไᚚࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊẕ┦࡛࠶ࡿ Ȗ ┦୰ İ ┦ࡀ⏕ᡂࡍࡿࡇࡼࡾࠊᙉᗘࡸ⪏ᦶ⪖ᛶࡀᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ
İ ┦ࡣࠊ⬤ᛶ┦࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᘏᛶࡀⴭࡋࡃపୗࡍࡿࡇࡀၥ㢟࡞ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊᕧࡦࡎࡳຍᕤࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿࠊ㧗ᅽࡡࡌࡾ㸦HPT㸧ຍᕤࢆࡍࡇࡼࡾᚓࡽࢀࡿࢼࣀ࣓࣮ࢺ࣮ࣝ࢜ࢲ࣮ࡢ㉸ᚤ⣽⤌⧊ࡣࠊᘏ
ᛶࡢపୗࢆ㜵ࡂࡘࡘᙉᗘࢆᨵၿࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊHPT ຍᕤࢆ⏝࠸࡚ Ȗ ┦୰ İ ┦ࢆ⏕ᡂࡋࠊࡘ⤌⧊ࢆ㉸ᚤ⣽ࡍࡿࡇࡼࡾࠊCCM ྜ㔠
ࡢຊᏛⓗ≉ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
 ࡲࡎ Ȗ ༢┦ࡢ CCM ྜ㔠ࢆᚓࡿࡓࡵࡢ⁐యฎ⌮᮲௳ࡢỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋཷධࢀࡲࡲᮦᑐࡋ࡚ࠊฎ⌮ ᗘ
࠾ࡼࡧฎ⌮㛫ࢆኚࡉࡏ࡚⁐యฎ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ㟁Ꮚ⥺ᚋ᪉ᩓᅇᢡἲ㸦EBSD㸧ࢆ⏝࠸࡚ᵓᡂ┦ࢆศᯒࡋࡓࠋ
ḟ࠸࡛ࠊỴᐃࡋࡓ᮲௳ᇶ࡙࠸࡚⁐యฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ CCM ྜ㔠ᑐࡋ࡚ࠊᅇ㌿ᩘ N ࢆኚࡉࡏ࡚ HPT
ຍᕤࢆࡋࡓ㸦ᅇ㌿㏿ᗘ 1 rpmࠊᅽຊ 6 GPa㸧ࠋᅇ㌿ᩘࡣࠊN = 0.25ࠊ0.5ࠊ1 ࡋࡓࠋHPT ຍᕤࢆࡋࡓ CCM
ྜ㔠ࡢᚤ⣽ᵓ㐀ࡣࠊගᏛ㢧ᚤ㙾ἲࠊ㏱㐣ᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ἲ㸦TEM㸧ࠊX ⥺ᅇᢡἲ㸦XRD㸧࠾ࡼࡧ EBSD ࢆ⏝
࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋࡲࡓࠊHPT ຍᕤࢆࡋࡓヨ㦂∦ࡢ⾲㠃࠾ࡼࡧ᩿㠃ࡢ◳ࡉศᕸࡘ࠸࡚ࠊࣅࢵ࣮࢝ࢫヨ㦂ᶵ
ࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
 ᅗ 1  EBSD ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠊྛ᮲௳࡛⁐యฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ CCM ྜ㔠ࡢ phase map ࢆ♧ࡍࠋฎ⌮ ᗘ
1273 Kࠊฎ⌮㛫 3.6 ks ࠾ࡼࡧ 7.2 ks ࡛⁐యฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢ Ȗ ┦ࡢయ✚⋡ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 91%࠾ࡼࡧ
97%࡛࠶ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊฎ⌮ ᗘ 1473 Kࠊฎ⌮㛫 3.6 ks ࡛⁐యฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢ Ȗ ┦ࡢయ✚⋡
ࡣࠊ99%࡛࠶ࡾࠊࡢ⁐యฎ⌮᮲௳ẚࠊȖ ┦ࡢయ✚⋡ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝ
ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊฎ⌮ ᗘ 1473 Kࠊฎ⌮㛫 3.6 ks ࡢ⁐యฎ⌮ࢆࡋࡓ CCM ྜ㔠ࢆ HPT ຍᕤ౪ࡋࡓࠋ
HPT ຍᕤ๓ᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢᵓᡂ┦ࡘ࠸࡚ࠊEBSD ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋᅗ 2  EBSD ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋ
ࡓࠊHPT ຍᕤ๓ᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢ Ȗ ┦ İ ┦ࡢయ✚⋡ࡢᅇ㌿ᩘ౫Ꮡᛶࢆ♧ࡍࠋHPT ຍᕤ๓ࡣࠊȖ ┦ࡢయ✚⋡
ࡀ 99%࡛࠶ࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊHPT ຍᕤᚋࡣࠊᅇ㌿ᩘࡢቑຍకࡗ࡚ Ȗ ┦ࡀῶᑡࡋࠊİ ┦ࡢయ✚⋡ࡀ 65%㸦N=1㸧
ࡲ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽࠊHPT ຍᕤ࠾ࡅࡿᅇ㌿ᩘࢆไᚚࡍࡿࡇࡼࡾࠊȖ ┦୰⏕ᡂࡍ
ࡿ İ ┦ࡢྜࢆไᚚྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

ᅗ 1 EBSD ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓྛ᮲௳࡛⁐యฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ CCM ྜ㔠ࡢ phase map.
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ᅗ 3  HPT ຍᕤ๓ᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢ TEM ീ㸦᫂ど㔝ീ࠾ࡼࡧไ㝈ど㔝㟁Ꮚᅇᢡീ㸧ࢆ♧ࡍࠋ᫂ど㔝ീ
ࡽࠊHPT ຍᕤࢆࡍࡇࡼࡾࠊ⤖ᬗ⢏ᚄࡀ 100 nm ௨ୗᚤ⣽ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡲࡓࠊไ㝈
ど㔝㟁Ꮚᅇᢡീ࠾࠸࡚ࠊᅇᢡࢫ࣏ࢵࢺࡀᅇᢡࣜࣥࢢ㸦ࢹࣂࣜࣥࢢ㸧ኚࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࡶࠊHPT
ຍᕤࢆࡍࡇࡼࡾࠊ⤖ᬗ⢏ࡢᚤ⣽ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽࠊCCM ྜ㔠ᑐࡋ࡚
HPT ຍᕤࢆࡍࡇࡼࡾࠊȖ ┦୰⏕ᡂࡍࡿ İ ┦ࡢྜࢆไᚚྍ⬟࡛࠶ࡿྠࠊ⤌⧊ࡢࢼࣀ࣓࣮ࢺ
࣮ࣝ࢜ࢲ࣮ࡢᚤ⣽ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
 ᅗ 4  HPT ຍᕤ๓ᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢ⾲㠃ࡢࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉศᕸࢆ♧ࡍࠋHPT ຍᕤࢆࡍࡇࡼࡾࠊࣅ
ࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉࡀ 283 Hv ࡽࠊ᭱ 564 Hv ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊN=0.5 ࡛ࡣࠊ୰ᚰ㒊࠾ࡼࡧእ࿘㒊ࡢࣅࢵ
࣮࢝ࢫ◳ࡉࡢᕪࡀ 30%࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊN=1 ࡛ࡣ 15%࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊHPT ຍᕤࢆࡍࡇ
ࡼࡾࠊCCM ྜ㔠ࡢ⾲㠃◳ࡉࢆᨵၿࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡉࡽᅇ㌿ᩘࢆቑຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊ◳ࡉศᕸ
ࡢᆒ୍ᛶࡶᨵၿྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅗ 5  HPT ຍᕤᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢ⾲㠃ࡢࣅࢵ࢝
࣮ࢫ◳ࡉࡢ┦ᙜࡦࡎࡳ౫Ꮡᛶࢆ♧ࡍࠋ┦ᙜࡦࡎࡳ⣙ 15 ࡲ࡛ࡣࠊᛴ⃭⾲㠃◳ࡉࡀᨵၿࡋࠊ┦ᙜࡦࡎࡳ⣙
30 ௨㝆ࡣ㣬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ┦ᙜࡦࡎࡳ⣙ 15 ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛Ȝ┦ࡢᙧᡂ࠾ࡼࡧ⤖ᬗ⢏ࡢᚤ⣽ࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

CCM ྜ㔠ࡢຊᏛⓗ≉ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊHPT ຍᕤࢆ⏝࠸࡚ CCM ྜ㔠ࡢᚤ⣽⤌⧊ไᚚࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᮏ◊✲ࡼࡾࠊHPT ຍᕤࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾ Ȗ ┦୰⏕ᡂࡍࡿ İ ┦ࡢྜࢆไᚚྍ⬟࡛࠶ࡿྠࠊ
⤌⧊ࡢ㉸ᚤ⣽ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊHPT ຍᕤࢆࡍࡇࡼࡾࠊ⾲㠃◳ࡉࡀ᭱
2 ಸ࡞ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊᙉᗘࡘ࠸࡚ࡶ HPT ຍᕤࢆࡍࡇࡼࡾࠊᨵၿྍ
⬟࡛࠶ࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ᅗ 2 EBSD ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓ HPT ຍᕤ๓ᚋࡢ
CCM ྜ㔠ࡢȚ┦Ȝ┦ࡢయ✚⋡ࡢᅇ㌿ᩘ
౫Ꮡᛶ

ᅗ 4 HPT ຍᕤ๓ᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢ⾲㠃ࡢ
ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉศᕸ
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ᅗ 3 HPT ຍᕤ๓ᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢ TEM ീ
㸦᫂ど㔝ീ࠾ࡼࡧไ㝈ど㔝㟁Ꮚᅇᢡീ㸧

ᅗ 5 HPT ຍᕤᚋࡢ CCM ྜ㔠ࡢ⾲㠃ࡢ
ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉࡢ┦ᙜࡦࡎࡳ౫Ꮡᛶ

࠙◊✲㒊ࠚ

◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡢ⤌⧊ᙧᡂࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
Mechanism for Development of Lath Martensite Structure
◊✲௦⾲⪅ྡ
ᓥ᰿Ꮫ࣭Ꮫ㝔⥲ྜ⌮ᕤᏛ◊✲⛉࣭᳃ᡞ ⱱ୍
◊✲ศᢸ⪅ྡ
ᓥ᰿Ꮫ࣭Ꮫ㝔⥲ྜ⌮ᕤᏛ◊✲⛉࣭Pham Hoang Anh
ᓥ᰿Ꮫ࣭Ꮫ㝔⥲ྜ⌮ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᓥᯘ భḟ
㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡣ㧗ᙉᗘ㗰⌧ࢀࡿ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࡇࡢ⤌⧊ࡢ㧗࠸◳ᗘࢆ⏝ࡋࠊᢠᙇ
ຊ㗰ᯈ࡞ࡢ」ྜ⤌⧊㗰ࡢ◳㉁┦࡞ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ⏝⏝㏵ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡛ࡼࡾኚᙧࡸᘏ
ᛶ◚ቯ࠾ࡼࡧ⬤ᛶ◚ቯࢆ⪃៖ධࢀࡿᚲせࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ≉」ྜ⤌⧊㗰ࡢሙྜࠊࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺ
ࡢ⤌⧊ࡢ⏺㠃ࡸ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺෆ࡛ࡢடࡀ◚ቯࡢ㉳Ⅼ࡞ࡾᚓࡿࡓࡵࠊࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡢኚᙧࡸ◚
ቯᣲືࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࡽࢆไᚚࡍࡿᚲせࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ
 ⤌⧊ࡢኚᙧࡸ◚ቯࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞ᅉᏊࡋ࡚⤖ᬗᏛⓗ࡞㐃⤖ᛶࡸ⤌⧊ࡢᙧែࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⤌
⧊ࢆไᚚฟ᮶ࢀࡤຊᏛⓗᛶ㉁ࢆไᚚࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢどⅬࡽᮏඹྠ◊✲࡛ࡣࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧ
ࢺࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧࡑࡢᙧᡂࢆゎ᫂ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡢ⤖ᬗᏛⓗゎᯒཬࡧ୕ḟඖᙧ
ែゎᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢඹྠ◊✲࡛ࡣࠊ⤖ᬗ᪉ᐃ㔞ホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝ࡋࠊ⤖ᬗ᪉㛵ಀ࠾ࡼࡰࡍⅣ⣲㸦௨
㝆 C㸧࠾ࡼࡧྜ㔠ඖ⣲ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ࡇࢀࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
 ⤖ᬗ᪉㛵ಀ࠾ࡼࡰࡍྜ㔠ඖ⣲ࡢᙳ㡪ࢆㄪࡿࡓࡵ Fe–0.44at%C ྜ㔠ࡇࡢྜ㔠 1.5  3.0at%ࡢ
Mn ࡶࡋࡃࡣ Ni ࢆῧຍࡋࡓྜ㔠ࢆヨᩱࡋ࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋヨᩱࡢ⇕ฎ⌮ࡣ 1100Υ300s ࡢ࣮࢜ࢫࢸࢼࢺ
ᚋᛴ㏿ᄇỈ෭༷ࡼࡾࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࢆᚓࡓࠋゎᯒࡣᖺᗘ㛤Ⓨࡉࢀࡓ⤖ᬗ᪉ᐃ㔞ホ౯ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ⏝ࡋࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
 ᅗ 1(a)㸪(b)࠾ࡼࡧ(c)ࡣࡑࢀࡒࢀ Fe–0.44at%C㸪Fe–0.44at%C–3at%Mn ࠾ࡼࡧ Fe–0.44at%C–3at%Ni ྜ㔠ࡢ
ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡢග㢧┿࡛࠶ࡿࠋMn ࢆῧຍࡋࡓ Fe–0.44at%C–3at%Mn ࡛ࡣᪧ࣮࢜ࢫࢸࢼࢺ⢏ᚄࡀ
ࡢヨᩱẚపୗࡋ࡚࠸ࡿࡀ⤌⧊ࡢᵓᡂࡣᚑ᮶ࡢሗ࿌㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤌⧊ࢧࢬࡶࡁ࡞㐪࠸ࡣ⌧ࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡀࠊNi ࡢῧຍࡼࡾࣃࢣࢵࢺࡢᯈ≧ゅᰕ≧ࡢࢧࣈࣈࣟࢵࢡ࡞ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋX ⥺ᅇᢡࢆ⏝࠸
ࡓ㌿ᐦᗘ ᐃࡶ⾜ࡗࡓࡍ࡚ 3~6×1015m-2 ࡢ㛫ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ㌿ᐦᗘ㛵ࡋ࡚ࡶࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ
࡞ࡗࡓࠋ
 ᅗ 2(a)(b)ࡣ࣮࢜ࢫࢸࢼࢺ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡢ⤖ᬗ᪉㛵ಀࡀ᭱ᐦ㠃ᖹ⾜㛵ಀ᭱ᐦ᪉ྥᖹ⾜㛵ಀ
㸦KS ⤖ᬗ᪉㛵ಀ㸧ࡽࢀࡔࡅእࢀ࡚࠸ࡿࢆ♧ࡍᅗ࡛࠶ࡾࠊ᭱ᐦ㠃ᖹ⾜㛵ಀ࠾ࡼࡧ᭱ᐦ᪉ྥᖹ⾜㛵ಀ
ࡽࡢࡎࢀࢆࡑࢀࡒࢀ ș1  ș2 ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᅗࡽ᭱ᐦ㠃ᖹ⾜㛵ಀࡣࠊMn㸪Ni ࢃࡽࡎࠊῧຍ
ඖ⣲ࡢቑຍඹᖹ⾜㛵ಀࡽࡎࢀࡿࡇࡀศࡿࠋ୍᪉ࠊ᭱ᐦ᪉ྥᖹ⾜㛵ಀࡣῧຍඖ⣲ࢃࡽࡎኚ
ࡋ࡞࠸ࠋ
 ᅗ 3(a)(b)ࡣẚ㍑ࡢࡓࡵ Fe–C ྜ㔠ࡘ࠸࡚ゎᯒࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ᭱ᐦ㠃ᖹ⾜㛵ಀ᭱ᐦ᪉ྥᖹ
⾜㛵ಀࡽࡢࡎࢀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋඛࡢ Mn ࡸ Ni ῧຍࡼࡿᙳ㡪␗࡞ࡾࠊC ῧຍࡼࡾ᭱ᐦ㠃ᖹ⾜㛵
ಀࡣኚࢃࡽࡎࠊ᭱ᐦ᪉ྥᖹ⾜㛵ಀࡣ C 㔞ࡢቑຍక࠸ᖹ⾜㛵ಀ㏆࡙ࡃࡇࡀศࡿࠋࡲࡓࠊFe–0.44at%C
ࡢࡳᣲືࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ ᐃ⤖ᯝࡘ࠸࡚࣐ࣝࢸࣥࢧࢺኚែࡢ⌧㇟ㄽࢆ࠸ゎᯒࡋࡓࡀࠊC ῧຍࡼࡿ⤖ᬗ᪉㛵ಀ
ࡢኚࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⌧㇟ㄽࡢᣊ᮰᮲௳ࡋ࡚ධຊࡋࡓᬗⒷ㠃ࡢ௬ᐃၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠊኚែ
ᗘ㏆ഐ࡛ࡢ᱁Ꮚᐃᩘࢆධຊ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ௨๓ሗ࿌ࡋࡓ㧗Ⅳ⣲㗰ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥ
ࢧࢺࡢࣈࣟࢵࢡෆ࡛ࡢ⤖ᬗ᪉ᅇ㌿ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

 ᮏ◊✲ࡽࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡢ⤖ᬗ᪉㛵ಀࡣྠࡌῧຍඖ⣲࡛ࡶධᆺᅛ⁐ඖ⣲࡛࠶ࡿ C ⨨
ᆺࡘ࣮࢜ࢫࢸࢼࢺᏳᐃඖ⣲࡛࠶ࡿ Mn ࠾ࡼࡧ Ni ࡛ࡣ␗࡞ࡿࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
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a

c

b

ᅗ 1 ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺࡢගᏛ㢧ᚤ㙾ീ㸸(a)Fe–0.44C㸪(b)Fe–0.44C–Mn㸪(c)Fe–0.44C–Ni㸬

a

b

T2, deg.

T1, deg.

1.5

1.0

0.5
0

1

2
Ni or Mn, at%

3.0

2.5

2.0
0

3

1

2
Ni or Mn, at%

3

ᅗ 2 Fe–0.44C–Mn ࠾ࡼࡧ Fe–0.44C–Mn ྜ㔠ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺẕ┦ࡢ⤖ᬗ᪉㛵ಀࡢࡎࢀ㸸(a)᭱
ᐦ㠃ᖹ⾜㛵ಀ(ș1)(b)᭱ᐦ᪉ྥᖹ⾜㛵ಀ(ș2)㸬 ࢀࡒࢀࡑࡣڧڦMn ࠾ࡼࡧ Ni ῧຍᮦࢆ♧ࡍ㸬
a

b

T2, deg.

T1, deg.

1.5

1.0

0.5
0

1

2
C, at%

3

4

3.0

2.5

2.0
0

1

2
C, at%

3

4

ᅗ 3 Fe–C ྜ㔠ࣛࢫ࣐ࣝࢸࣥࢧࢺẕ┦ࡢ⤖ᬗ᪉㛵ಀࡢࡎࢀ㸸(a)᭱ᐦ㠃ᖹ⾜㛵ಀ(ș1)(b)᭱ᐦ᪉ྥ
ᖹ⾜㛵ಀ(ș2)㸬
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࠙◊✲㒊ࠚ

X⥺ᅇᢡἲࡼࡿ㕲㗰ᮦᩱࡢᙎረᛶࡦࡎࡳሙゎᯒ
◊✲௦⾲⪅
ᮾி㒔ᕷᏛ࣭ᕤᏛ㒊ᶵᲔࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉ ⚟᐀⾜
◊✲ศᢸ⪅
ᮾி㒔ᕷᏛ࣭ᕤᏛ㒊ᶵᲔࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉ ⇃㇂ṇⰾ
ᮾி㒔ᕷᏛ࣭ᕤᏛ㒊ᶵᲔࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛᑓᨷ㸦㝔㸧 ᮌ㇂ಇ⾜ࠊ㛵㈗அࠊబ⸨

㸯㸬ࡣࡌࡵ
㕲㗰ᮦᩱࡣᡂศㄪᩚᚋࡢ⇕ฎ⌮࣭ຍᕤࣉࣟࢭࢫࡼࡾᡤᮃࡢᙉᗘࡸᘏᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ⤌⧊ᙧᡂྠຊᏛ≧ែࢆᫎࡋࡓṧ␃ᛂຊࡸ⤖ᬗ≧ែࢆᫎࡋࡓ㌿࠸ࡗࡓᙎ
ᛶ࠾ࡼࡧረᛶⓗࡦࡎࡳሙࡀᮦᩱ୰✚࠶ࡿ࠸ࡣゎᨺࡉࢀࡿࡇࡼࡾᡤᮃࡢᮦᩱ≉ᛶࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
ᚑ᮶ࡢ㕲㗰ᮦᩱ◊✲࡛ࡣࠊ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ほᐹࡼࡿ⤌⧊࣭㌿ほᐹࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡣ◚ቯ
ᐃࡘᴟᚤᑠ㡿ᇦ ᐃ࡛࠶ࡾᮦᩱయࡢᮏ᮶ࡢ≉ᛶࢆᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࢆྰࡵ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ㏆ᖺࠊ㠀
◚ቯࡘᗈ㡿ᇦ ᐃྍ⬟࡞X⥺ᅇᢡἲࡼࡾᚓࡽࢀࡓᅇᢡࣉࣟࣇࣝࡢ᪂ࡓ࡞ゎᯒᡭἲࡢ㛤Ⓨࡼࡾࠊᙎ
ᛶ␗᪉ᛶࡢࡁ࠸ྜ㔠࣭ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫᮦᩱࡢࡦࡎࡳሙࡢヲ⣽࡞ゎᯒࡀྍ⬟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲
࡛ࡣࠊᙎᛶ␗᪉ᛶࡢ␗࡞ࡿ✀ࠎࡢ㔠ᒓᮦᩱࡢᅽᘏຍᕤక࠺ࡦࡎࡳሙኚゎᯒࡢ᪂ᡭἲࡢ㐺⏝᳨ドࢆ⾜
࠺ࡶࠊᙎᛶ␗᪉ᛶࡢࡁ࠸ᐇ⏝ᮦᩱ࡛࠶ࡿ㕲㗰ᮦᩱࡢ෭㛫ᅽᘏࣉࣟࢭࢫࡢᛂ⏝ࢆヨࡳࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
㸦ヨᩱ㸯㸧FCC 㔠ᒓ㸦㹁㹳㸪㸿㹪㸪㹌㹧㸧
㸪 BCC 㔠ᒓ㸦㹄㹣㸪㹌㹠ࠊ㹕㸧
ᮾᏛ㔠◊࡚ᅽୗ⋡ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70%ࡢ෭㛫ᅽᘏヨᩱࢆస〇ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢヨᩱᑐࡋ࡚ࠊ
ᮾி㒔ᕷᏛ࡚㹖⥺ᅇᢡࣉࣟࣇࣝ ᐃࢆ⾜࠸ࠊಟṇ WH ἲࠊಟṇ WA ἲ࠾ࡼࡧ MWP ἲࡼࡿ㌿
≉ᛶࠊ⤖ᬗᏊࢧࢬࡢኚࢆゎᯒࡋࡓࠋ㸦ゎᯒࡣᅽୗ⋡ 10~30㸣ࡲ࡛⤊ࠋ௨ୗ⥅⥆ ᐃゎᯒ୰࡛࠶ࡿࠋ
㸧
㸦ヨᩱ㸰㸧㕲㗰ᮦᩱ㸦S45C Ⅳ⣲㗰㸧
ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᮾᏛ㔠◊࡚ᅽୗ⋡ 10, 20, 30, 40%ࡢ S45C Ⅳ⣲㗰෭㛫ᅽᘏヨ㦂∦ࢆస〇ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢヨᩱᑐࡋ࡚ࠊᮾி㒔ᕷᏛ࡚ྛᅽୗ⋡ࡢヨ㦂∦ᑐࡋ࡚㹖⥺ᅇᢡࣉࣟࣇࣝ ᐃࠊᘬᙇヨ
㦂࠾ࡼࡧࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ㌿≉ᛶຊᏛⓗᛶ㉁ࡢ㛵ಀࢆㄪࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
㸦ヨᩱ㸯㸧
ᚑ᮶ࡣゎᯒྍ⬟࡛࠶ࡗࡓᙎᛶ␗᪉ᛶࡢࡁ࠸㔠ᒓᮦᩱࡘ࠸࡚ࡶࠊᅽୗ⋡ቑຍక࠺㌿ᐦᗘࡢቑຍࠊ
㌿✀㢮ࡢኚࠊ⤖ᬗᏊࢧࢬࡢῶᑡ➼ࡀ⣔⤫ⓗゎᯒ࡛ࡁࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅇᢡࣉࣟࣇ
ࣝࡢࣇ࣮࢚ࣜᙧ≧ࢆࣇࢵࢸࣥࢢࡍࡿMWPἲゎᯒࢥ࣮ࢻࡢసᡂࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ㐺⏝᳨ドࡼࡾࠊࡼࡾヲ⣽
࡞⤖ᬗᏊࢧࢬศᕸࡢኚࡶゎᯒྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
㸦ヨᩱ㸰㸧
ᅽᘏ⋡ࡢቑຍࡋࡓࡀ࠸㌿ᐦᗘࡀ7×1013 mí2ࡽ40%࡛ࡣ2×1015 mí2 ቑຍࡋࡓࠋ⤖ᬗᏊࢧࢬࡣᅽ
ᘏ๓155 nm ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᅽᘏ⋡ࡢቑຍඹῶᑡࡋ㸪ᅽᘏ⋡ࡀ40%࡛ࡣ35 nm ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅽᘏึᮇ
ẁ㝵࡚㌿㛫ࡢ┦స⏝ࡀࡁࡃቑຍࡍࡿ㸦M್ࡢῶᑡ㸧ࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ὶືᛂຊࡣ㌿ᐦᗘ
ࡢ㛵ಀࡣࠊࡇࢀࡲ࡛TEM ほᐹ࡞ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡓ W W 0  kPb U ࡢ㛵ಀᘧࡀ㐺⏝࡛ࡁࡿࡇࡀࢃ
ࡗࡓࠋ
㸲㸬ࡲ  ࡵ
ᙎᛶ␗᪉ᛶࡢ␗࡞ࡿ✀ࠎࡢ❧᪉ᬗ⣔㔠ᒓᮦᩱᅽᘏຍᕤࢆࡋࠊ㌿ᐦᗘࠊ⤖ᬗᏊࢧࢬࠊ㌿㓄⨨ࡢ
ኚࢆ᪂ X ⥺ᅇᢡࣉࣟࣇࣝゎᯒἲࡼࡾ⣔⤫ⓗゎᯒࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋྜࢃࡏ
࡚ࠊ᪂ᡭἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ MWP ἲࡢゎᯒࢥ࣮ࢻࡶసᡂࡋࡓࠋ
X ⥺ᅇᢡࣉࣟࣇࣝゎᯒࢆ෭㛫ᅽᘏࡋࡓ S45C Ⅳ⣲㗰ࡢࡦࡎࡳሙゎᯒᛂ⏝ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᅽᘏຍ
ᕤక࠸ࠊ㌿ᐦᗘࡢቑຍ➼ࡢഴྥࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽࡣࠊS45C ࡢຊᏛ≉ᛶࡢ㛵㐃࡛ࡣὶືᛂຊ
ࡣ㌿ᐦᗘࡢᖹ᪉᰿ࡀ⥺ᙧ㛵ಀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
ᚋࠊᮏ◊✲࡛ヨࡳࡓゎᯒἲࢆᇶᙎ࣭ረᛶࡦࡎࡳࡢᐃ㔞ⓗホ౯ࢆࡉࡽ㐍ࡵࡿࡇࡼࡾࠊ㕲㗰ᮦᩱ
ࡢຍᕤࣉࣟࢭࢫ࠾ࡼࡧ㈇Ⲵ⎔ቃୗ࡛ࡢᮦᩱᙉᗘ࣭⑂ປᑑⓎ⌧࠸ࡗࡓ࣐ࢡࣟࢫࢥࣆࢵࢡ࡞⌧㇟ࢆཎᏊ㓄
ิࡢኚ࠸ࡗࡓ࣑ࢡࣟࢫࢥࣆࢵࢡ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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１．はじめに
磁歪式トルクセンサは、高磁歪の合金リングを非磁性シャフト材と一体化した部材と磁界センサからな
り、ねじり応力負荷時にリングから生じる漏れ磁束の変化 を外部の磁気センサで検出することで機能が達
成される。我々はこの磁歪式トルクセンサを利用した新しいデバイスの創出を目指し各種研究を進めてき
た。今後の更なる展開のひとつとして、デバイスの小型化を目指すことも重要な課題である。素子（磁歪
合金リング）の小型化の段において、高品位な素材、つまり小型のリング形状とした際に同径方向または
周方向に組織的・磁気的に均質であることが強く求められ、なおかつ素材の小型・薄肉化による出力低下
と機会強度の確保・維持・向上も必須の検討案件である。今回、素材の均質化と同時にリングの小型化の
ための取り組みを同時になすべく、急冷遠心鋳造による円盤材を作製、これの基礎物性調査を行った。
２．研究経過
遠心鋳造法により、Fe29Co71 合金を高速回転する C1020 製鋳型に
鋳込み、φ7.0x35mm の丸棒状試料を得た。この際、鋳造雰囲気は
10-3Pa 以下まで真空引き後に大気圧付近（8x104Pa）までアルゴン
置換した不活性雰囲気とし、鋳込みノズルは石英、加熱は高周波コ
イル誘導過熱を用いた。また、鋳型の回転数を調整することにより、
鋳込み材終端部付近の試料採取位置の遠心加速度を 500G、1500G
および 2500G の 3 条件とし、加えて 0G 材（通常の鋳型鋳造）の計
4 試料を準備した。採取試料の形状はφ7.0x1.0mm であって、ミリ
オンカッターにより切り出し、表面切断痕が消える程度に#2000 耐
水研磨紙で平滑化した。次いで、X 線回折による相構造の同定、VSM
による磁気測定、歪ゲージによる磁歪測定を行った。

図 1 鋳造条件の異なる Fe29Co71 合
金における X 線回折プロファイル．

表 1 種々の Fe29Co71 合金における硬さと飽

３．研究成果

和磁化、保磁力、残留磁化、および飽和磁歪．
図 1 は作製した 4 試料の断面で得られた XRD プロフ
ァイルを示す。図にみるように全ての試料で bcc 相とな
るが、低遠心加速度では fcc 相に対応する弱い回折も認め
られる。また、遠心加速度が大きくなるに従い、結晶性
が低下すること、bcc 回折ピークが低角にシフトするこ
と、および (110)と(200)でピーク分裂が確認できる。加
えて、1500G と 2500G 試料では平衡状態図から決定できないピークが認められた。表 1 には 4 試料
のビッカース硬さと飽和磁化、保磁力、残留磁化、および飽和磁歪をまとめた。硬さは遠心加速度と
正の相関を示しており、遠心加速度の増加に伴う急冷速度または静圧の増大による結晶粒微細化の影
響であって、高遠心加速下での鋳造は機械強度の向上に寄与する。他方、遠心加速度の増加は磁気特
性に顕著な影響を及ぼした。飽和磁化の低下は格子変調や未知相の生成によると考えられ、保磁力の
増加は結晶粒微細化および遠心鋳造時の応力効果、残留磁化は保磁力の増大の派生結果として、飽和
磁歪（磁化飽和する 5kOe での値）は結晶性の低下によると考えられるが、いずれにせよ高磁歪と軟
磁性の両立観点からすれば、磁気特性の劣化に帰結する。尚、同時期に行った Fe24Co76 合金では、上
述するような飽和磁化と飽和磁歪の顕著な変化は確認されなかった。

４．ま と め
遠心鋳造法によって均質な組織、機械強度の向上と磁化のピン止め効果を期待できる材料創製が可能と
なることを見出した。ただし、飽和磁化と磁歪の劇的な変化の本質については未だ解明されておらず、

今後、これら素材の熱処理を含めた種々検討とその解明、併せて、デバイスに組み込んで性能評価を
行い、結果を素材作製プロセスにフィードバックした取り組みを行ってゆく。
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Zr-Nb 合金の水素吸収と水素脆化

研究代表者 近畿大学・理工学部・渥美寿雄
研究分担者 近畿大学・理工学部・武村祐一朗
近畿大学大学院・総合理工学研究科・東 邦彦
東北大学・金属材料研究所・阿部弘亨、佐藤祐樹、松永哲也

１．はじめに
原子力発電の燃料被覆管である Zr 合金は、冷却水との反応で発生した水素を吸収することで水素脆化を
引き起こす可能性がある。一方、原子力発電を行う主要国では、経済性向上のため、炉内での使用期間を
延長する燃料の高燃焼度化が進められており、安全性確保の観点から、この水素吸収および水素脆化を詳
しく検討しておく必要がある。
本研究は、高燃焼度用被覆管として期待されている Zr-Nb 合金について、水素化の機構、表面層での水
素透過、材料中での水素拡散に対する Nb の添加効果を明らかにすることを目的とした。今後の使用が検
討されている Zr-Nb 合金は通常、Nb 含有率が 2.5％以下の非常に低い割合で、
耐水素特性は実用の Zircaloy
合金より優れているとされるものの、実際に Nb がどのように働いているか等、基本的な機構が十分に解
明されているとは言えない。本研究では、Nb の効果をより顕在化させるため、高 Nb 含有 Zr 合金を作製
し、水素吸収特性を評価した。
２．研究経過
Nb 含有量を 0~30 wt%の範囲となるよう秤量し、Ar プラズマアーク溶解炉を用いて Zr-Nb 合金を作製
した。試料の表面状態を等しくし、材料中での水素拡散を調べるため、真空中で 773 K、10 時間の均質化
処理・活性化処理を行い、その後、水素ガスに曝露した。水素吸収挙動は、定容法により行い、その際の
圧力変化は、静電容量圧力トランスデューサ（Baratron 722A）により測定した。また、真空熱処理、な
らびに水素吸収前後の表面化学状態、結晶構造をそれぞれ XPS、XRD により分析した。
３．研究成果
水素吸収前の真空熱処理（773 K、10 時間）では、アーク溶解直後の試料がα+β混合相であるのに対し
て、α単相に変化しており、この熱処理条件で均質化が行われたことが確認できた。一方、Zr100％、な
らびに 10wt％以上の試料では、(101) 方向の配向性があまり強くないのに対し、1wt％前後の低 Nb 含有
合金では、熱処理後に(101) 方向の配向性が強くなる傾向が見られた。真空熱処理後の表面の化学状態に
ついては、ZrO2 がほとんど見られなくなり、この熱処理により、表面の酸化膜がほぼ消失していることが
確認できた。水素吸収による材料中の水素濃度変化を 3 次元平板体系による水素拡散律速と仮定して見か
けの（表面層の透過や捕獲・再捕獲効果を含む可能性があるため、真の拡散ではなく、見かけの拡散と呼
ぶことにする）水素拡散係数を評価した。Nb 含有率が低い場合、Zr100％の拡散係数とほぼ等しいものの、
Nb 含有率の増加によって水素拡散係数は
増加する傾向が認められる。3wt％以上で
は、拡散係数は著しく増加し、20wt％以上
では、純 Nb の拡散係数に近い値となってい
る。表面酸化膜が存在する場合は、Zr-Nb
合金の水素透過は著しく遅いものの、材料
内では、むしろ水素拡散係数が大きくなる
ことが分かった。
４．まとめ
実用化が計画されているよりも高い Nb
含有率を持つ Zr-Nb 合金を作製し、水素吸
収および水素化挙動について調べた。Zr-Nb
合金の耐水素特性は、表面の酸化膜によっ
てもたらされるが、内部では逆に水素の易
動度は大きくなることが分かった。今後、
表面酸化膜および形成される水素化物につ
いて、その構造評価と水素拡散挙動につい
て検討を行う。

Fig. 1 Zr - Nb 合金試料の水素拡散係数（真空熱処理温度：
773 K、真空保持時間：10 時間、水素化温度：573 K、
初期水素圧：0.2 MPa）
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Cu-Ni 合金中の Fe 及び Co 磁性微粒子の形成機構と物性評価
研究代表者名
竹田真帆人

研究分担者名
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１．はじめに

ナノグラニュラー磁性体は、次世代磁気記録技術を支える材料で、応用面でも基礎研究面でも重要
な研究対象である。このため、世界各国でナノグラニュラー磁性体に関わる研究が精力的になされて
いる。時効析出現象を用いると、比較的容易に非磁性金属母相中にナノスケールの磁性微粒子を形成
することができる。この手法を用いると熱処理や組成条件を変えることにより粒子サイズや分布の違
う組織を系統的に得られる。組織と物性の対応関係を調べるためには好適な方法である。本研究では
種々の電子顕微鏡手法と物性測定を組み合わせて、研究が手薄であった組織‐物性の関係を明らかに
することを目的とした。
２．研究経過

筆者の研究室では、通常の TEM 観察の他、ローレンツ顕微鏡、高分解能電顕法を用いてナノグラ
ニュラー磁性体の組織や組成、磁化変化を調べている。筆者等は、これまで銅母相中に Co、Fe、FeCo、
FeNi3、CoNi3 等の磁性微粒子を分散させた合金試料を作製してこれらの合金における磁性粒子形成
過程における組織と磁気特性の調査を行い、時効析出の条件で磁性粒子が大きく異なる形状を取るこ
と、また組織の違いが磁気抵抗に大きな違いをもたらしていることを明らかにした。同じ磁性元素で
も Co と Fe の微粒子では組織形態や磁化変化が異なる事を指摘した。
３．研究成果

現在は、Cu-Ni-Fe や Cu-Ni-Co 合金を主たる研究対象として用いているが、これらの組織形成には
通常の時効析出に見られない特殊な形態が発生することが確認されている。今年度の研究では、従来
の電子顕微鏡手法に加えて光電子顕微鏡法（PEEM）法やスピン偏極 SEM による磁化配列の探索、
熱磁気天秤法の適用を試みた。組織やこれらの結果と磁気特性の比較を行うことで、微粒子がどのよ
うに相互作用しながら組織が自己発展するか解明することを目標とした。TEM 観察結果を蓄積する
ことにより、Cu-Ni-Co と Cu-Ni-Fe 合金で、それぞれ 700℃、600℃付近の臨界温度を境界にして組
織が大きく変わる事が分かった。単結晶性試料を用いて行った光電子顕微鏡法によって規則的に配列
した磁性微粒子は 60nm 以下の大きさでは個々の粒子が単磁区構造で、互いに反平行の磁化の繰り返
しで並び、60nm 以上では多磁区構造となって粒子内部で 180°磁壁を形成していることが明らかに
なった。熱アシスト記録技術から分かるように、ナノ磁性体に対してもキュリー温度は重要な物性で
ある。このため、今年度、ナノグラニュラー磁性体研究に熱磁気天秤法を応用した。熱磁気天秤法の
原理は古くから存在するが、これまでの装置はバルク磁性体に適用されているもののナノグラニュラ
ー磁性体研究に用いた研究はほとんどない。結果的に本研究で用いた熱磁気天秤法からは、ナノ磁性
体のキュリー温度が再現性を持って得られており、特に興味深いのは Cu-Ni-Co 合金のキュリー温度
が 700℃近いという結果である。また熱磁気曲線にキュリー点直下で磁化が単調に減少する時効条件
と一旦磁化が上昇するホプキンソンピークが見られる析出条件が有った。単結晶では、この上昇が特
に大きく、磁性微粒子が磁気的相互作用していることは間違いない。今後、昇降温速度や外部磁場依
存性に関する系統的な結果を蓄積して緩和特性について検討を進める予定で有る。東北大金研で実施
している VSM 測定は、短時間で多数の条件の磁化曲線が得られるので今後も継続し、上記の実験で
得られた実験データの有機的に統合する基本データとして活用する予定である。
４．ま と め
本研究の主要課題はナノグラニュラー磁性体の組織と磁気特性の関係を調べる事である。2013 年度の共
同利用では、代表者の研究室で試料作製と TEM 観察、熱磁気天秤法を、受け入れ研究室において VSM 測
定を行った。来年度は、更に TEM や PEEM 観察、熱磁気天秤法、SQUID 測定の結果が集積する予定で
ある。これにより、未解明なまま残されていたナノ磁性体の組織と磁気特性の関係を解明したい。
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54Introduction
It is well known that reduction of grain size is the most efficient way to improve the strength with enhancing
toughness. Dynamic ferrite transformation, which is the ferritic transformation occurring during deformation of
austenite, has been studied as one of the methods to obtain finer ferrite grains [1]. Although it has been studied to
elucidate mechanisms of dynamic ferrite transformation in the last decade, there is still uncertainty about
microstructural evolution in dynamic ferrite transformation. In the present work, we investigate the microstructure
evolution in dynamic ferrite transformation from coarse austenite grains in a 6Ni-0.1C steel, and discuss grain
refinement mechanism in dynamic ferrite transformation.
64Experimental
Cylindrical specimens (8 mm in diameter and 12 mm in height) were austenitized at 1200 °C for 180 s to obtain
coarse austenite grain size of 400 !m. The specimen was cooled to a deformation temperature of 600 °C, held for 60
s at 600 °C, and then compressive deformation was applied to various strains (" = 0.03, 0.07, 0.29, 0.52, 0.96 and
1.31) at a strain rate of 10-2 s-1 using a thermo-mechanical simulator. After completion of the scheduled deformation,
the deformed specimens were immediately water-quenched. Microstructures of the deformed specimens were
observed by optical microscopy, SEM-EBSD and TEM.
74Results and Discussion
Crystallographic orientation map of the specimen deformed to a strain of 0.29 is shown in Fig.1. The
microstructure consists of dynamically transformed ferrite together with martensite, which was transformed from
retained austenite during water-quenching. The dynamically transformed ferrite is composed of Widmanstätten-like
grains and polygonal ones. The Widmanstätten-like ferrite grains with similar orientation grew into particular
direction (from lower right to upper left). The dynamically transformed ferrite grains were plastically deformed by
subsequent compression deformation, resulting in a formation of large fraction of low angle boundaries (LAB, 2° # $
< 15°) inside. With increasing strain, fraction of transformed ferrite was increased and dynamic transformation was
finally completed. Grain size of dynamically transformed ferrite in the specimen deformed to a strain of 1.31
decreased to approximately 3 !m. The change of misorientation angle distributions at different strains is shown in
Fig. 2. It was found that the increase in the fraction of high angle boundaries (HAB, $ % 15°) was attributed to the
subsequent deformation on dynamically transformed ferrite.
84Summary
It was clarified that not only dynamic ferrite transformation but also subsequent deformation (and possibly
recrystallization) of dynamically transformed ferrite play a important role for grain refinement through
thermomechanical processing including dtnamic transformation at high temperature.
References
[1] N. Park, A. Shibata, D. Terada, N. Tsuji: Acta Materialia, 61 (2013), 163.
[2] J. Mackenzie, M.J. Thomson: Biometrika, 44 (1957), 205.

－ 58 －

àéę

Mo-Si-B |ĝÎuÑ" in-situ ā|u!.1¶

ĎĪË½µ"Ġ

¾vSģàéåS} ă \ ä
¾vSĝ½µàéS¥ ü Y [  
Įĭ#+!
8GP:T²tÔ"W#×ċúbÊÞ8GP:T4hĕ°ñzù §×ã`4Õ
1+"º,ěĂ ®þ"U 103Úĥ-?7AD8R?R Īor!a Ĝ"8G
P:TÈČÚÐ4Ă18GP:T²>@BKīÐÃĢĬ!#Ni Ď|ĝ"øØË¢4Ď
1Ë¢fØzù ĎĪË½µ"Øu£Æ+/2 1¼àé#Mo-Si-B |ĝ{
èÎuÑ" in-situ ā|u!.1¶ ĎĪË½µ"Ġ414ÜÛ12)ÙĊ÷#Mo
Íc Mo3Si  Mo5SiB2 "VÝ / 1 Mo-Si-B |ĝ"íõÝ«ĎĪË£¢! ìðÛ
ĉÀ4ý"ï¿"VÝ|ĝ!¡ "ÎuÑÝÿ14+
¼àé#Mo-Si-B |ĝÎuÑ / 1¶Ą ĎĪË½µ"qĀ4Ü±5T;ÍĆ
Ç!.|ĝ4dĀ"½µÒ«4ĉÀ1

įĭàéîĖ
 ¼ ¢#Mo ÍcīMossĬ Mo5SiB2īT2ĬįÝ|ĝ!ėĜ" TiC 4ÉsīĮĬ5T;ÍĆÇ
!ĲèĨ"|ĝ4ÏĀ¦/2ÍĆ½#1800°C24 ·ġ5P=RĤÅZÐnÖ4ý
ÍĆ½ÐnÖ½"Â¬Ý# X ò¯Ç!~1m!J;Qíõ4čÀ /%!đĖĥħ
¨ğīSEMTEMĬąÐnÖ½!#5P9LC@Ç!.Ë"¢4Ì
/! 1400°C2!10-4 s-1ßêZ!ôĈĩ4ý "ĪË£¢4ĉÀ
İĭàé¬¿
 ¼àé¦/2 TiC És Mo-Si-B |ĝ#_¥Mosibtic |ĝ&!1į!¼à
é¦/2ÐnÖ¥" Mosibtic |ĝ"¢4FA<Pwï¸Ď|ĝ-øÐMOHCR|ĝÄ
Đ¼àé¦/2 Mosibtic |ĝ"¢#8.79.01 g/cm3  0FA<Pwï¸Ď|ĝ
~ë )øÐMOHCR|ĝÄ(iÛ!ďĜu/2 İ!
Mosibtic |ĝ"J;Qíõ"gB1B4 |ĝ"yĥj4âMosibtic |ĝ"Â¬Ý#
MossT2 "^!(Mo,Ti)C(Mo,Ti)2C "ıÝ ı!A1A4B1B4 " 1400°C ¦/2
ªr"$*¹ò4â)ÄĐ"+!øÐMOHCR|ĝ 1 MHC ¦/2ªr"$
*¹ò,eć1A4B4 |ĝ#ºôªr4â¥!û ªrbX4â2#
¤Z!Ĝ!I6;Q;NA;l2+ 1"^"|ĝ#ºôªr4â
¥3 !ªrbX4â,""ó- !Û ¤MTE'Ęç ""º
ôªr#A3 /%! B3 |ĝ 800 MPa  0Á+Ī ĪË£¢4â3 

 
Į ¼àéĉÀ2 TiC És2   į Mosibtic |ĝFA<Pwï¸Ď|ĝøÐM
Mo-Si-B |ĝ"í¬ 1)ĭ           OHCR|ĝ"¢"ÄĐ 1)ĭ

－ 59 －

ıĭ) +
 TiC 4És Mo-S-B |ĝīĒæ Mosibtic |ĝĬ#ÍĆĞĔÇdĀzù W!ďĜÁ+k2
ĪË£¢4Ú³13 ]¥Mosibtic |ĝ"ËáĦ«-øĚu« 4ĉÀ
©Ă 1

xö´Ó
1) Shimpei Miyamoto, Kyosuke Yoshimi, Seong-Ho Ha, Takahiro Kaneko, Junya Nakamura, Tetsuya Sato,
Kouichi Maruyama, Rong Tu, and Takashi Goto: Metall. Mater. Trans. A, 45A (2014) 1112 – 1123.

İ ÐnÖ¥" B1B4 |ĝ"J;Qíõ 1)ĭ(a) B1 |ĝĭ(b) B2 |ĝĭ(c) B3 |ĝĭ(d) Bı|ĝĭ

ı 1400°Cp»$*ē¢ 210-4 s-1 ¦/2ªr $*¹òĭ(a) A1A4 |ĝĭ(b) B1B4
|ĝĭ

－ 60 －

