
まえがき＝現在社会における構造物の建設には，溶接は
欠かせない工法となっている。構造物の建造方法の根本
的な変革が起こらない限り，その重要性が変化すること
はない。そのため，溶接技術の高度化は産業上非常に有
用である。溶接技術に関する研究は盛んに行われている
が，溶接現象は金属の溶融，凝固，晶出物の形成，複雑
な熱履歴による金属組織の変化など様々な現象が複雑に
絡み合い，解明されていない問題が多々存在する。その
ため，溶接施工の条件決定は解析的に決定することがで
きず，熟練技術者の知識と経験と勘に頼る部分が多い。
　しかし，近年，作業効率の向上を目的に大入熱・高パ
ス間温度に代表される低コスト溶接法が採用され始めて
いる。このように，従来とは異なる溶接条件が求められ
てくると，従来のような技術者の勘と経験に頼る方法に
は限界があり，様々な溶接条件における溶接部の特性を
予測できるシステムが求められている。しかし，実際に
利用できるような溶接部特性予測方法は未だ提案されて
いないのが実情である。
　そのような背景のもと，溶接部，特に溶接金属部の特
性予測システムの開発が取組まれてきた1），2）。このシス
テムは，溶接材料と溶接条件から溶接金属部の組織を予
測し，予測した組織から機械的性質を予測することを目
指している。
　建築分野で一般的に利用されている490MPa級鋼の溶接
金属の場合，主体組織として粒界フェライト，ウィドマン
ステッテンフェライト，アシキュラフェライトなどが挙げ
られ，これらが溶接金属の機械的性質を支配している。溶
接金属の機械的性質を予測するためには，これらの組織の
変態モデルを確立する必要がある。
　このうちアシキュラフェライトは，溶接金属の機械的性
質を強く支配する組織として知られている3）。アシキュラ
フェライトは粒内核生成した針状フェライトであり，非常

に微細かつ方位の異なるフェライトが混在して存在する
ため，アシキュラフェライトが存在することで溶接金属の
機械的性質，特に靭性が改善される。そのため，様々な観
点からアシキュラフェライトの研究が行われている。特
にアシキュラフェライトの変態機構について多数の報
告4）～11）があるが，未だ明らかになっていない。変態機構
に関する調査以外には，結晶学 12），核生成サイト 13），14）な
どに関して報告されているが，アシキュラフェライトに関
する定量的な変態モデルは未だ提示されていない。
　アシキュラフェライト変態挙動の予測方法について言
及している報告 15）があり，アシキュラフェライト分率
XAFを下式のように示している。
　XAF＝1－XGBF－XWF－XMP  ……………………………（1）
　ここに，XGBF：粒界フェライト分率
　　　　　XWF：ウィドマンステッテンフェライト分率
　　　　　XMP：マイクロフェイズ分率
　このように，粒界フェライト，ウィドマンステッテン
フェライトなどの組織分率を変態モデルを用いて求めて
から余った部分をアシキュラフェライトとしているた
め，アシキュラフェライトの変態挙動そのもののモデル
化はできていない。
　アシキュラフェライト変態挙動を明確にすることは，
本研究の最終目的である溶接金属の特性予測技術のため
だけでなく，より高度なアシキュラフェライト制御技術
を打立てていくためにも重要である。
　本報告では，アシキュラフェライトの変態挙動を詳細
に観察し，その結果をもとにアシキュラフェライト変態
のモデル化に取組んだ。

1．実験方法

1．1　試料作製

　溶接金属中に形成されるアシキュラフェライトの変態
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挙動を観察するため，試験片は原質部のみから構成され
る溶接金属から採取した。原質部のみに限定した理由
は，多層盛溶接金属のように原質部と再熱部が混在した
場合，両者のミクロ組織が大きく異なるため，再加熱し
た際のγ粒度に差が生じ，変態挙動に局所的な差異が現
れる可能性があるため 1）である。以下に，溶接金属を作
成するために用いた供試材および溶接条件を示す。
　鋼板には板厚 20mm（長さ 400mm×幅 125mm）の
SM490 を用いた。鋼板成分を表 1に示す。
　使用した溶接材料（ワイヤ）の成分を表 2に示す。こ
のワイヤは，粒界フェライトの形成を抑制してアシキュ
ラフェライトの変態挙動を観察しやすくすることを目的
に，490MPa 級ソリッドワイヤ（JIS YGW11）をベース
にMn・Si 量を増加させて試作した。
　図1に溶接開先形状を示す。母材希釈による溶接金属
の化学成分変動が大きくなることを避けるため，3層バ
タリング溶接後に機械加工で開先加工するとともに，ル
ート部をシーリング溶接した。
　表3にその他の溶接条件を示す。以上の条件で溶接し
て作製した溶接金属の成分を表 4に示す。
　上記の溶接により作成した溶接金属は，微細な組織で
あるアシキュラフェライトが主体であるため，これを A3
点以上に加熱してもオーステナイト変態の核生成サイト
が多く，凝固組織に比べ微細なオーステナイトしか得る

ことができない。そのため，粒界フェライトの核生成サ
イト数が大きくなり粒界フェライト変態が促進されるた
め，アシキュラフェライトを生成させて変態挙動を観察
することが難しい。そこで，いったんA3点以上に加熱し
た後，徐冷することで前組織をポリゴナルフェライトに
変化させ，それを再度加熱することで粗大なオーステナ
イトを得る方法が提案されている2）ので，この方法を用
いてオーステナイト粒径を粗大化させ，アシキュラフェ
ライトの変態挙動を観察しやすくした。熱処理条件は，
加熱温度 1 200℃，加熱時間 20 分，冷却速度 1℃/s であ
る。
　熱処理後，溶接金属の中央部からφ5.2mm×長さ 7.8 
mmの円柱状の試験片を作製し，TTT（Time-Temperature-
Transformation）試験に供した。
1．2　TTT 試験

　アシキュラフェライトの変態挙動を詳細に観察するた
め，TTT試験を行った。TTT試験には富士電波工機製
Thermecmaster-Z を用いた。粗大なオーステナイトを得
るために，加熱温度 1 350℃で 150s 保持した。その後，
粒界フェライト変態をできるだけ抑制するため 50℃/s
の等速冷却で 570℃まで冷却し，各変態段階のアシキュ
ラフェライトを含む試料を作製するため，570℃で 1～
15s 保持した。また，等温保持を行った後，変態組織を
凍結するために水冷した。
1．3　組織観察ならびに解析

　試料は湿式研磨，バフ研磨で鏡面に研磨した後，3％
ナイタールで腐食した。これを光学顕微鏡，走査型電子
顕微鏡（SEM）で観察した。
　アシキュラフェライト変態率は，粒界フェライトやウ
ィドマンステッテンフェライトが存在しない旧オーステ
ナイト粒中心付近を SEMを用いて観察し，ポイントカ
ウンティング法で分率を求め，その後，熱力学計算から
求めた平衡フェライト分率を用いて変態率に換算した。
そのため，ここでいうアシキュラフェライト変態率は系
全体に占める変態率ではなく，粒界フェライト，ウィド
マンステッテンフェライトを除いた領域に占めるアシキ
ュラフェライト変態率のことを指す。

2．実験結果および考察

2．1　アシキュラフェライトの恒温変態挙動

　写真 1に 570℃で 1, 15s 等温保持した試料の光学顕微
鏡組織写真を示す。1 350℃で保持した後，50℃/s で急
冷することで粒界フェライトの形成を抑制しようとした
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（wt％）
MnSiC
1.420.390.16

表 1  母材化学成分
Table 1  Chemical compositions of steel used

（wt％）
NOTiSMnSiC
0.00420.0160.230.0062.221.250.068

表 2  溶接ワイヤの化学成分
Table 2  Chemical compositions of welding wire used

（wt％）
NOTiSMnSiC
0.00500.0320.0300.00591.570.900.078

表 4  溶接金属の化学成分
Table 4  Chemical compositions of weld metal

300Welding current（A）

36～37Welding voltage（V）

15Welding speed（cm/min）

NonePreheat

43 800Heat input（J/cm）

25 （CO2）Shielding gas flow rate（l/min）

表 3  溶接条件
Table 3  Welding conditions

図 1  開先形状
Fig. 1 Configuration of butt joint

Sealing bead 

Buttering 

50° 

20mm

写真 1  570℃保持後のミクロ組織 (a) 保持時間 1s，(b)15s
Photo 1  Optical micrograph of specimen held at 570℃ for 1s (a) 

and 15s (b) 

(b)(a)

100μm



が，完全には抑制できておらず一部粒界フェライトが観
察された。しかし，15s まで保持しても粒界フェライト
変態がほとんど進行していなかったため，570℃ 保持中
に形成されるアシキュラフェライトの変態挙動に及ぼす
影響はほとんどないと考えられる。そのため，本報告で
は粒界フェライト変態については考慮しない。
　写真 2に各保持時間の試料の SEM写真を示す。写真
中の矢印で示した組織がアシキュラフェライトである。
保持時間が 1s では非常に細い針状のアシキュラフェラ
イトが観察された。保持時間が長くなるにつれてアシキ
ュラフェライトが短軸方向に成長し，1s 保持では短軸長
さが約 0.8μmだったが 15s 保持では約 2μmとなった。
　一方，長さ方向に関しては，1s 保持の段階から十分に
長いアシキュラフェライトが観察されており，15s 保持
のものと大きくは変わらなかった。また，アシキュラフ
ェライトの数に関しても，保持時間に対し大きな変化は
見られなかった。
　図 2にアシキュラフェライト変態率の測定結果を示
す。保持時間が伸びるに従いアシキュラフェライト変態
率が増加した。その増加挙動は保持時間に対してパラボ
リックに増加していた。
　以上の観察結果を元に考慮したアシキュラフェライト
の変態挙動の模式図を図3に示す。写真 2の観察結果か
ら，アシキュラフェライトは 2次元的には針状に観察さ

れるため，3次元形態は板状と考えられる。また，保持
時間に対して長軸方向の成長はほとんど見られなかった
のに対し，短軸方向への成長が見られたことから，3次
元的な成長挙動としては長さ・幅方向には核生成直後に
成長が完了し，その後の保持中には厚さ方向にだけ成長
すると考えられる。
　また，アシキュラフェライトの数に関しては，保持時
間に対しあまり変化していないと見受けられることか
ら，570℃に保持した直後にアシキュラフェライトの核
生成が終了し，その後の保持の中では新たな核生成は起
こらないと取扱うことができると考えられる。
2．2　アシキュラフェライト恒温変態モデル

　2.1 で検討したアシキュラフェライトの変態挙動を用
いて変態モデルについて検討した。
　変態挙動をモデル化するにあたって，①変態が完了し
た領域からは新相の核生成が起こらないこと，②新相同
士の衝突により新相の成長が停止することを考慮する必
要がある。この問題については，古典的なモデルの中で
拡張体積 Xex という概念を導入することで解決できるこ
とが見出されている16）。本報告でも，変態モデルを構築
する上で拡張体積率 Xex を用いた。拡張体積率 Xexとは，
全体の体積を 1とした母相中から，ランダムに核生成し
た新相（ここではアシキュラフェライト）が互いに重な
り合っても成長するとし，重なり合った部分も含めて足
し合わせた体積率のことである。拡張体積率 Xex を用い
ることで，実際の体積率 XAF は次のように表すことがで
きる。
　XAF＝1－exp(－Xex )  …………………………………（2）
ここで，拡張体積率 Xex は下式のように表される。

　 
  ……………………………（3）

ここで，V（ t , τ）：時間τで核生成した
生成相の時間 tでの体積［m3］

　　　　I（τ）：核生成速度［s－1・m－3］
　アシキュラフェライト 1個の体積 V（ t , τ）と核生成速
度 I（τ）を定式化することで，アシキュラフェライト
の拡張体積率 Xex を求めることができる。
　アシキュラフェライト 1個の体積 V（ t , τ）は，図 3
に示した成長挙動の模式図を元に求めることができる。
アシキュラフェライトの長さ・幅方向への成長は核生成
直後に終了，厚さ方向への成長を拡散成長と仮定する

Xex＝　V（t，τ）I（τ）dτ 
t

τ 
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写真 2 570℃保持後の SEM組織写真 (a) 保持時間 1s, (b)5s, 
(c)10s, (d)15s

Photo 2 SEM micrograph of specimen held at 570℃ for 1s (a), 5s 
(b), 10s (c) and 15s (d)

(a) (b)

(c) (d)

10μm

図 2  アシキュラフェライト変態率に及ぼす 570℃保持時間の影響
Fig. 2 Relation between fraction of acicular ferrite and holding time 

at 570℃
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図 3  アシキュラフェライト変態挙動の模式図
Fig. 3 Illustration of transformation behavior of acicular ferrite
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と，アシキュラフェライトの体積は下式で表すことがで
きる。
　V（ t , τ）＝L×W×T＝A0αt 0.5  ………………………（4）
ここで，A0：アシキュラフェライトの側面積［m2］
  　＝L（長さ）× W（幅） 
 　　α：パラボリックレイト定数［m・s－0.5］
 　　 t ：保持時間［s］
　核生成速度 I（t）は，ある時刻で単位体積当りに形成さ
れる核の数を示している。1つの核生成サイトから核生
成する頻度νを時間に依らず一定と仮定すると，ある時
刻 tでの核生成速度 I（t）は，核生成サイト数 N（t）と核生
成頻度νを用いて下式のように表すことができる。
　I（t）＝νN（t）  ……………………………………………（5）
　ここで，核生成サイト N（t）は核生成するにつれて減少
する。そのため，核生成速度 I（t）も時間依存性を考慮す
る必要がある。この問題について，Avramiは下式を用い
て核生成速度を考慮すれば良いことを示している17）。
　I（t）＝Nνexp（－νt）  …………………………………（6）
ここで，N：時刻 t ＝ 0での核生成サイト数［m－3］
　　　　ν：核生成サイトでの核生成頻度［s－1］
　式（3），式（4），式（6）を用いると，拡張体積率 Xex 
は下式のように表すことができる。

　 
  ………………（7）

　このとき核生成頻度νについて，写真 2 で 570℃に保
持した直後に核生成がほとんど終了していたという観察
結果から，νは非常に大きな値を示すと考えられる。こ
こで，νを無限大と仮定すると式（7）は下式に示すよう
にきわめて単純な形で表すことができる。
　　　　 　1　　　
　

Xex ＝ 4  
A0 Nαt 0.5  ……………………………………（8）

　以上の結果から，アシキュラフェライト変態率 XAFは
以下の式で表すことができる。
　　　　　　　　  　　 　1　　　
　

XAF＝ 1 － exp（－ 4  A0 Nαt 0.5）  ……………………（9）
ここで，A0 ：アシキュラフェライトの側面の面積［m2］
　　　　N ：時間 t＝ 0での核生成サイト数［m－3］
　　　　α：パラボリックレイト定数［m・s－0.5］
　　　　 t ：保持時間［s］
　ここでαに関しては，アシキュラフェライト変態が起
こる温度域が 570℃程度と低いため，パラ平衡を仮定し
て熱力学計算で求めた値を用いる。また，A0，Nについ
てはそれぞれ解析的に求めることが非常に困難なため，
A0・Nという実験定数として取扱う。
　式（9）を用いて 570℃でのアシキュラフェライト変態
率を予測した値と実測した値を比較した結果を，図 4に
示す。予測値と実測値が一致しており，式（9）で予測で
きることがわかった。
　しかし，本モデルは現状では不完全であり，実際の溶
接過程におけるアシキュラフェライト変態率の予測を行
うためには，①恒温変態モデルから連続冷却モデルへの
拡張，② A0・Nの予測技術の確立が必須となる。このう
ち①については，連続冷却を微小時間の恒温保持の足し

Xex＝　A0α（t－τ）0.5νN exp（－νt）dτ 
t

τ 

合わせとして取扱うことで拡張可能である18）。②につい
ては今後取組むべき課題である。

むすび＝溶接金属中に形成されるアシキュラフェライト
の変態挙動のモデル化に取組んだ結果，アシキュラフェ
ライトの形態を板状，成長挙動を長さと幅は一定，厚さ
方向に成長すると仮定し，古典的なモデルを用いて計算
した結果，式（9）を用いることでアシキュラフェライト
変態率を予測できることがわかった。
　現在，溶接金属組織から機械的特性を予測するモデル
並びにほかの組織予測モデル（粒界フェライト・パーラ
イトなど）の開発を同時平行で行っており，本報告の結
果と組合わせることで，溶接金属部の特性予測技術を構
築していく。
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図 4  アシキュラフェライト変態率の予測値と実測値の関係
Fig. 4 Relation between calculated and measured fraction of 

acicular ferrite
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