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まえがき＝マルテンサイト組織やベイナイト組織を有す
る鉄鋼材料は，変態前のオーステナイト粒径や組織的な
特徴が強度やじん性等の機械的性質に影響を及ぼすこと
が少なくない。このため，旧オーステナイト粒界をエッ
チングで現出させて光学顕微鏡で観察する方法がこれま
で広く用いられている。しかしながら，組成によって粒
界が腐食されにくい場合や粒界と亜粒界の区別がつかな
い場合など，光学顕微鏡観察による旧オーステナイト粒
界の観察には限界がある。
　走査電子顕微鏡を用いた組織評価法の一種である
Electron Backscatter Diffraction（以下，EBSDという）
法の普及に伴い，EBSD法を用いて結晶学的に旧オース
テナイト粒界を判別する方法や，オーステナイト方位を
算出する方法が報告されるようになった 1 ）～ 5 ）。これら
の方法では，オーステナイト相とマルテンサイト相の間
に存在するKurdjumov-Sachsの関係（以下，K-S関係と
いう）またはNishiyama-Wassermanの関係（以下，N-W
関係という）など，母相と生成相の間の方位関係を仮定
し，母相であるオーステナイトの結晶方位を計算してい
る。
　これに対して，Miyamotoらは，オーステナイトとマ
ルテンサイト間の方位関係が，組成や変態温度に依存し
て最密面，最密方向ともに平行関係から数度ずれている
ことを考慮して，オーステナイト結晶方位を再構築する
新しい解析技術を開発した 6 ）～ 8 ）。この解析技術によっ
て，旧オーステナイトの結晶方位をより正確に算出する
ことが可能となり，旧オーステナイト粒界のみならず，
変態前の旧オーステナイトの組織形態を正確に知ること

ができるようになった。本稿では，このオーステナイト
結晶方位再構築解析技術を 9 ％Ni鋼共金系溶接金属の
組織解析に適用した事例を紹介する。

1 ．オーステナイト結晶方位再構築解析の概要

1. 1　K-S関係とバリアント
　マルテンサイト相と母相であるオーステナイト相の間
には，K-S関係やN-W関係など特定の結晶方位関係が存
在するが，ここでは，代表的な方位関係であるK-S関係
について述べる。K-S関係では，オーステナイト相（γ）
とマルテンサイト相（M）の間に，最密面平行（111）γ∥

（011）Mかつ最密方向平行［-101］γ∥［-1-11］Mの関係があ
る。オーステナイト相の最密面は 4 種類，各共通最密面
内での最密方向平行関係は 6 種類あるため， K-S関係で
は全部で24通りのバリアントが存在する（表 1 ）。1 個
のオーステナイト粒から生成したマルテンサイトの001
極点図の例を図 1 に示す。黒色プロットが24通りのバリ
アントの結晶方位を表している。また，バリアントがこ
のようなプロットを示す場合，このマルテンサイトの母
相であるオーステナイトの結晶方位は赤色プロットで示
した位置である。この結晶学的な原理を用いて，EBSD
測定で得られたマルテンサイトの結晶方位データから旧
オーステナイトの結晶方位を計算することができる。
1. 2　オーステナイト結晶方位再構築方法
　まず，EBSD測定した観察領域を多数の細かなメッシ
ュに分割する。以下では，各メッシュに含まれる複数の
マルテンサイト方位データより局所的なオーステナイト
方位を計算する方法を述べる。各メッシュに含まれるマ
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ルテンサイトの結晶方位のデータセットは，メッシュ内
のi番目の測定点の方位行列Mi

BCC で表される。つぎに，
メッシュ内のオーステナイトの平均方位の決定には，オ
ーステナイトの方位行列（M FCC）とBCC／FCCの間の
方位関係の行列（V F→B）を仮定することにより，それ
ぞれのMi

BCC に対する偏差行列Di が計算される。
　　Di＝V F→B（CnM FCC）（CmMi

BCC）－ 1  …………………（ 1 ）
ここで，Cn とCm は立方晶の基本軸の変換演算行列であ
り，i番目の測定点ごとにDi の方位差（Δθi ）が最小に
なるように選択される。 
　また，1 つのメッシュ内のデータ数をNとすると，メ
ッシュ内のΔθi の平均方位差（Δθaverage）は次式で与え
られる。
　　Δθaverage＝ΣNΔθi /N  ………………………………（ 2 ）
M FCC およびV F→B は，フィッティングによってΔθaverage

が最小になるように決定される。そして，この手順を隣

接するメッシュに繰り返していくことにより，全測定領
域の旧オーステナイトの結晶方位が再構築される。

2 ．9 ％Ni鋼共金系溶接金属への適用

　溶接施工においては一般に，溶接パス数を低減するた
め，溶接入熱の増加が指向されることが多い。しかしな
がら，TIG溶接による 9 ％Ni鋼共金系溶接金属は，入
熱量が増大するにつれてじん性が低下する傾向がある。
このじん性低下の原因は原質部拡大であるといわれてい
る 9 ）。溶接金属は，凝固のまま

4 4

の粗大な母相組織が残存
する原質部と，後パスの熱影響によって逆変態が起こ
り，凝固まま

4 4

の組織が解消された再熱部からなる。入熱
量の増大は粗大な原質部の割合を増加させるため，これ
によってじん性低下をもたらすとされている。原質部拡
大時にじん性が低下するメカニズムを解明するために
は，ベイナイト／マルテンサイト組織の評価が必要と考
えられる。そこで，まず，原質部および再熱部のEBSD
測定を実施した。つぎに，前述のオーステナイト結晶方
位再構築解析を用いて，ベイナイト／マルテンサイト組
織の結晶方位からそれぞれの旧オーステナイトの結晶方
位を算出し，旧オーステナイト粒のサイズを調査した。
2. 1　9 %Ni鋼共金系溶接金属のEBSD測定 9 ），10）

　表 2 に示す成分の 9 ％Ni鋼用共金系TIGワイヤを用い，
純Arガスシールド下にて自動TIG溶接を行った。得ら
れた溶接金属の原質部および再熱部からEBSD測定用の
試料をそれぞれ切り出し，溶接方向に垂直な面において
200μm×200μmの領域を測定した。EBSD測定および
解析にはTSL社（現AMETEK社）のOIMTMを用いた。
　EBSD測定で得られた原質部および再熱部の結晶方位
マップをそれぞれ図 2（a），（b）に示す。原質部では旧
オーステナイト粒界を明瞭に認識でき，旧オーステナイ
ト粒が粗大であることが容易に推定できる。いっぽう再
熱部では，原質部ほど旧オーステナイト粒が粗大ではな
いように見えるものの，オーステナイト粒界の位置を特
定することは難しく，旧オーステナイト粒のサイズを正
確に評価することは困難である。そこで，これらの
EBSDデータに対してオーステナイト結晶方位再構築解
析を実施した。
2. 2　9 %Ni鋼共金系溶接金属のオーステナイト結晶方

位再構築解析
2. 2. 1　旧オーステナイト結晶方位の再構築
　計算によって再構築された 9 ％Ni鋼共金系溶接金属
の原質部および再熱部の旧オーステナイト結晶方位をそ
れぞれ図 3（a），（b）に示す。原質部は，図 2 のベイナ
イト／マルテンサイト組織から推定されたとおり，粗大
なオーステナイト粒であることがわかった。いっぽう，
再熱部のオーステナイト粒は，比較的粗大な粒と微細な
粒が混在した組織になっていることが明らかになった。

図 1  1 個のオーステナイト粒から生成したマルテンサイトの
001極点図の例

Fig. 1  Example of 001 pole figure of martensite formed from one 
austenite grain

表 1  K-S関係における24通りのバリアント
Table 1  24 variants in K-S orientation relationship

表 2  試験に用いたワイヤの化学成分
Table 2  Chemical composition of the test wire (mass％)
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　図 3（c），（d）は，オーステナイト方位を算出する際
のフィッティングを表すマップであり，数値は前述の式

（ 2 ）のΔθaverage を表している。フィッティング値が大き
い箇所，すなわちマップにおいて黒色で表示されている
箇所は，結晶方位マップからわかる旧オーステナイト粒
界とよく一致している。これは，旧オーステナイト粒界
の近傍では，解析領域（メッシュ）の中に結晶方位の異
なるオーステナイトから生成したマルテンサイトのバリ
アントが含まれているために，それらのバリアントから
一つのオーステナイト方位を精度良く算出することがで
きず，Δθaverage が大きくなることによる。この原理を利
用し，フィッティング値のマップを旧オーステナイト粒
界を表すマップとして便宜的に活用することもできる。
2. 2. 2　オーステナイト粒内の組織評価
　オーステナイト結晶方位再構築解析では計算過程にお
いて，各々のEBSD測定点がバリアントV1～V24のい
ずれに属するかが特定される。したがって，そのデータ

を用いて，バリアントやパケットの分布をマップとして
可視化できる。原質部および再熱部のバリアント分布を
それぞれ図 4（a），（b）に示す。原質部，再熱部のいず
れにおいても，V1とV4，V2とV5，V3とV6が対になっ
て生成していることがわかる（V7～V12，V13～V18，
V19～V24も同様）。これは，低炭素ラスマルテンサイト
に見られる特徴的な組織構成であり，互いに小角をなす
バリアントが対になって生成することが知られてい
る 2 ）。つぎに，図 4（c），（d）にパケット分布を示す。
これらの図から，原質部におけるパケットは粗大である
が，再熱部では，旧オーステナイト粒界から異なる方位
のパケットや異なるバリアントが高頻度で生成し，旧オ
ーステナイト粒内を細かく分割するようにパケットやバ
リアントが形成されていることが分かった。このこと
は，旧オーステナイト粒界からのベイナイト／マルテン
サイト核生成頻度が原質部に比べて再熱部が高いことを
示唆している。

図 3  再構築された 9 ％Ni鋼共金系溶接金属のオーステナイトの結晶方位マップ
Fig. 3  Reconstructed austenite orientation maps of the 9 % Ni steel similar composition weld metal

図 2  9 ％Ni鋼共金系溶接金属の結晶方位マップ
Fig. 2  Orientation maps of the 9 % Ni steel similar composition weld metal
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むすび＝ 9 ％Ni鋼共金系溶接金属の組織解析にオース
テナイト結晶方位再構築解析技術を適用した事例を紹介
した。本解析技術は，9 Cr鋼などベイナイト／マルテン
サイト組織を持つ他の溶接金属の組織解析にも適用可能
である。今後，溶接金属の材料設計や機械的性質のメカ
ニズム解明に活用できるものと期待される。
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図 4  9 ％Ni鋼共金系溶接金属のバリアントおよびパケットの分布
Fig. 4  Variant and packet distribution maps of the 9 % Ni steel similar composition weld metal


