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チタンおよび鉄中の合金元素近傍の局所格子歪と 
マルテンサイト変態
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Local Lattice Strain around Alloying Element and Martensitic  
Transformation in Titanium and Iron Alloys

Masahiko MORINAGA*

 Local lattice strains introduced around alloying elements, M, in both Ti alloys and Fe alloys are calculated 
using the pseudopotential method. The calculated local lattice strains in these alloys vary with M, and 
depend largely on the crystal structure even in the same alloys. For example, in hcp Ti alloys, the local 
strains of Ti atoms around M are either positive or negative depending on M. However, in bcc Ti alloys, 
the local strains of Ti atoms in the first-nearest-neighbors from M are always negative irrespective of M. 
Such a crystal structural dependence is also found in the bcc and fcc Fe alloys. Local lattice strains around 
M correlate with the martensitic transformation start temperature, Ms, in both the alloys. For example, in 
case of binary Ti alloys, the measured alloy composition where Ms is 573 K decreases with increasing 
negative local strains around M. In case of binary Fe alloys, the measured alloy composition where Ms is 
873 K decreases with increasing positive local strains around M. In either case, the onset of the martensitic 
transformation is retarded by the existence of large local lattice strains around M. Uniform shear deformation 
that leads to the martensitic transformation, is probably suppressed in such a largely distorted crystal lattice 
of the alloy.

*森永正彦　フェロー

１．は　じ　め　に
　合金では合金元素と母金属元素の原子サイズの違いに
よって，合金元素の近くの母金属元素の位置が局所的に
変位する．この局所原子変位によって生じる合金元素近
傍の格子歪の場は，例えば，転位，原子空孔あるいは他の
溶質原子との弾性的相互作用を通して，金属物性に影響
を及ぼす．例えば，それは転位の周りの歪場と相互作用
して，合金元素は転位に固着されやすくなる．これはコッ
トレル効果1）と呼ばれ，合金の固溶強化の原因となる．
　また，このような合金元素近傍の局所格子歪は，マル
テンサイト変態に影響を及ぼすことが予想される．マル
テンサイト変態は，通常の原子拡散による相変態とは異
なり，原子変位による変態であるからである2）．合金元
素の近傍で母金属元素が局所的に変位していれば，それ
は原子変位型のマルテンサイト変態の起こりやすさにも
影響を及ぼすと考えられる．詳細は不明であるが，合金
元素のサイズが，マルテンサイト変態開始温度（Ms）と
関係しているという報告もある3）．しかし，マルテンサ
イト変態に及ぼす合金元素近傍の局所格子歪の効果につ

いては，これまでほとんど議論されていない．金属中の
各種の合金元素近傍の局所格子歪の系統的な計算も，著
者が昨年に報告したマグネシウムの計算が最初である4）．
　マルテンサイト変態は，実用の鉄鋼材料の強化を担っ
ている最も重要な変態である．また，チタン合金でも，
この変態は形状記憶効果や超弾性の原因になるため，学
術上のみならず，実用上も重要である．そこで本研究で
は，マルテンサイト変態が起こるチタン合金と鉄合金に
注目して，それらの中の合金元素近傍に現れる局所格子
歪の大きさを，計算から初めて見積もる．そして，マル
テンサイト変態開始温度（Ms）と局所格子歪の関係を
調べ，局所格子歪があることによって，マルテンサイト
変態が進行しやすくなるのか，あるいは逆に難しくなる
のかを明らかにする．

２．計　算　方　法
2.1.	 チタン合金
　計算モデルとして，Fig.1（a）に示すようなhcp Tiの単
位格子を3×3×2個重ねた合計36個の原子からなる
スーパーセルを作成する．その中の一つのTi原子を合金
元素Mで置換し，平面波基底擬ポテンシャル法5）を用い
て，周期的境界条件のもとで構造最適化を行う．すな 
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わち，CASTEPコード5）を使用して，一般化勾配近似
（GGA）6，7）のもとで，密度汎関数法（DFT）8）による計算
を行う．このとき，Vanderbiltのウルトラソフト擬ポテ
ンシャルを使う9）．平面波基底のcutoffエネルギーとし
て，Mが典型元素（例：Al, Si, Snなど）や遷移元素（例：
V, Fe, Zrなど）では，多くの場合350 eVを選んでいる．
一方，希土類元素では，cutoffエネルギーを400～480 

eVにまで上げて計算している．例えば，Ceでは400 

eV，Ndでは440 eV，Euでは480 eVを選んでいる．い
ずれの場合も，以下の収束条件を採用している（全エネ
ルギー：5×10–6 eV/atom，最大の力：1×10–2 eV/Å，最
大の変位：5×10–4 Å）．また，k点はMonkhorst，Pack

により考案されたメッシュに従って生成させている10）．
　最初に，純hcp Tiの格子定数を最適化し，a=0.29461 

nm，c=0.46389 nm（c/a=1.575）と決定している．そ
の後の計算では，この格子定数は変えずに，Fig.1（a）に
示す合金元素Mの最近接位置にある12個のTi原子の
み，その位置を緩和させて局所格子歪量を決定する．
　同様に，bcc Tiの計算では，Fig.1（b）に示すように，
bcc Tiの単位格子を3×3×3個重ね，合計54個の原子か
らなるスーパーセルを作成し，その中心にある一つのTi

原子を置換型合金元素Mで置き換えて計算を行う．そ
のとき，合金元素Mの第一近接位置にある8個のTi原
子と，第二近接位置にある6個のTi原子のみを格子緩和
させ，それらのTi原子の歪量を決定する．ただし，純
bcc Tiの格子定数の最適値は，a=0.39755 nmである．
2.2.	 鉄　合　金
　bcc Feの計算には，置換型合金元素Mの場合，Fig.1

（b）に示したbcc Tiの計算と同じサイズのスーパーセル
を用いて計算する．純bcc Feの格子定数の最適値は，
a=0.27469 nmである．平面波基底のcutoffエネルギー
は，380 eVを選んでいる．一方，fcc Feの計算には，置
換型合金元素Mの場合，Fig.1（c）に示すように，fcc Fe

の単位格子を2×2×2個重ね，合計32個の原子からな
るスーパーセルを作成し，その中心にある一つのFe原
子を置換型合金元素Mで置き換えて計算を行う．この
時もcutoffエネルギーとして，380 eVを選んでいる．合
金元素Mの第一近接位置にある12個のFe原子のみを格

子緩和させ，各Fe原子の歪量を決定する．中心にある
Mとその第二近接位置にある6個のFe原子までの原子
間距離は，第一近接位置にある12個のFe原子までのそ
れに比べて約1.4倍も長いので，格子緩和は第一近接位
置にあるFe原子のみに限っている．純 fcc Feの格子定
数の最適値は，a=0.34351 nmである．
　bcc Fe中の侵入型合金元素M（=C, N）の計算には，Fig. 

1（b）のスーパーセルを用いて，その八面体侵入位置に
一つのM（C, N）原子を置き，その第一近接位置にある2

個のFe原子と，第二近接位置にある4個のFe原子のみ
を格子緩和させて，それらFe原子の歪量を決定する．
　一方，fcc Fe中の侵入型合金元素M（=C, N）の計算に
は，Fig.1（c）のスーパーセルを用いて，その八面体侵入
位置に一つのM（C, N）原子を置き，その第一近接位置に
ある6個のFe原子のみを格子緩和させ，それらFe原子
の歪量を決定する．

３．チタン中の合金元素近傍の局所格子歪
3.1.	 hcp	Ti中の局所格子歪
　計算で得られた格子歪構造の例をFig.2に示す．これ
らは合金元素Mが，（a）Vと（b）Zrの結果である．hcp 

Ti結晶のa軸とc軸の座標系を使って，中心の合金元素
に最近接する12個のTi原子の局所歪の様子を描いてい
る．すなわち，真中の6角形上にある6個のTi原子のa

軸方向の歪Δa1とc軸方向の歪Δc1（ただし上下の対称性
からΔc1 =0），および上下の三角形面上にそれぞれ3個
あるTi原子のa軸方向の歪Δa2とc軸方向の歪Δc2の計算
値を，図中に示している．この外，上記の最適化した格

Fig.2 Calculated local lattice strains around alloying element, (a) V 
and (b) Zr in hcp Ti.

Fig.1   Supercells used for the calculations of (a) hcp, (b) bcc and (c) fcc metals.
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子定数a, cを使って計算した，Δa1/a，Δa2/aおよびΔc2/c

の値（%単位）も表している．
　合金元素Mが入ると，図中の矢印の方向にTi原子が
変位するので，真中の6角形は小さくなったり（Δa1 <  

0），大きくなったりする（Δa1 >0）．また，上下の三角
形面上のTi原子のc軸方向の変位は，矢印で示すよう
に，互いに反対方向に起こる．ほとんどの合金元素M

において，そのc軸方向の歪Δc2は，6角形が小さくなる
ときは縮み（Δc2 <0），大きくなるときは伸びる（Δc2 >  

0）．同様に，a軸方向の歪Δa2も，6角形が小さくなると
きは縮み（Δa2 <0），大きくなるときは伸びる（Δa2 >0）．
Vは前者で，Zrは後者である．これら以外にもAuやPd

の様に，c軸方向の歪Δc2が正でも，6角形が小さくなる
場合もあるが，このタイプの合金元素は少ない．
　比較のために，Fig.3に合金元素Mによる格子歪量の
変化の様子を棒グラフで表す．横軸の合金元素Mは，
原子番号の順に並べている（以下の図でも同様である）．
縦軸は，a軸方向の歪量の平均値Δa/a=［Δa1/a+Δa2/a］/2
（%）とc軸方向の歪量Δc/c=2Δc2/c（%）の和を表して
いる．Fig.2に示したように，上下の三角形面上のTi原
子は互いに反対方向に変位するので，c軸方向の格子長
さの変化量Δcとしては，それらは2倍に作用する．この
ため，Δc/cはΔc2/cを2倍している．この図から明らか
のように，局所歪量は3d遷移元素（例：Mn, Fe）では
負で，希土類元素（例：Ce, Nd）では正である．このよ
うに，3d遷移元素ではその近傍のTi格子は収縮し，希
土類元素では膨張する傾向がある．
　格子歪量の計算値を実測値と比較することは簡単では
ない．ここでは，King11）が提案している実験から求めた
体積サイズ因子，Ωsf=（ΩM –ΩTi）/ΩTiと計算から求めた合
金元素Mの周りの体積変化，ΔV/V=［（1+Δa/a）2（1+Δc/c）

– 1］×100（%）を，Fig.4に比較している．ここで，ΩM, 

ΩTiはそれぞれM, Tiの原子容であり，ΩsfはTi金属の中
にM金属が入ったときの体積変化を表すパラメータで
ある．Fig.4から明らかなように，両者には比較的良い相
関があり，格子歪量の計算値はほぼ妥当であると言える．
　金属学において古くから合金元素と母金属原子の原子
サイズ差が十数%以下なら，合金元素は母金属中に固溶
しやすいと言われてきた．その理由は必ずしも定かでは
ないが，サイズ効果として知られている．その理由の一
つとして，ここでは局所格子歪によりM-Ti原子間距離
d1, d2が適度に変化する合金元素Mが，よく固溶するこ
とを示す．Fig.5の中の挿入図に示すように，d1は中心の
Mと六角形上のTiとの間のM-Ti原子間距離であり，d2

はMと上下の三角形上のTiとの間のM-Ti原子間距離で
ある．図中では，d1は黒丸●で，d2は白丸○で示してい
る．純Tiでは，d1 =0.2946 nm，d2 =0.2876 nmであり，
d1 >d2である．合金元素Mを入れると格子歪が導入され
るので，d1，d2の値も変化する．

Fig.4 Comparison of calculated volume change around M with the 
volume size-factor, Ωsf.

Fig.3  Local lattice strains, (Δa/a + Δc/c), around alloying elements in hcp Ti.
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　格子歪が正の合金元素Mの中で，hcp Tiに2 mol%以
上固溶する元素（M=Sc, Zr, Nb, Ag, Sn, Hf, Ta, Au）の
d2距離（白丸○）の位置は，すべて純Tiのd1距離とd2

距離の間にある．ただし，Fig.5では，横軸のこれら合
金元素を赤色で示し他元素と区別している．これに反す
る元素は唯一Euのみで，これは固溶しない元素ある．
そのd2距離（白丸○）はたいへん長く，純Tiのd1距離
に近い．従って，上記の固溶する元素に比べて，Eu-Ti

原子間の化学結合が相当弱いので，Euはhcp Tiの中で
固溶しにくいと考えられる．
3.2.	 hcp	Ti中の合金元素近傍の原子の局所変位とマ

ルテンサイト変態開始温度（Ms）
　チタン合金では，マルテンサイト変態，β-Ti（bcc）→ 

α（̓hcp）又はα”（orthorhombic）が起こる2）．佐藤ら3）は，
2元系Ti-M合金のマルテンサイト変態開始温度（Ms）
の合金元素Mによる変化を報告している．Fig.6（a）に，
Ms温度が573 K（300℃）を示す組成（mol%）と，Fig.3

の格子歪量（Δa/a+Δc/c）の関係を表す．図中のNbの
データは，金12）の論文による．
　興味深いことには，Msが573K（300℃）を示す組成
（mol%）は，W, Moを除けば，格子歪とともに直線的
に変化している．すなわち，負の格子歪が大きい合金元
素Mほど低いM濃度の合金で，マルテンサイト変態が
573K（300℃）で起こっている．
　従来から，Ms温度は合金元素Mの原子サイズや価電
子数と相関があるといわれている3）．そこで，Fig.6（b）
に，Ms温度と価電子数（e/a）の関係を示す．Ms温度は
周期表の6A族のCr, Mo, Wではほぼ同じで，Fig.6（a）
に見られたようなW, Moでのずれはない．このことは，
化学結合の重要性を示唆している．しかし，5A族のV, 

Nbは同じ価電子数を持つにもかかわらず，縦軸に示す

ように，両者のMs=573Kの合金組成の違いは大きい．
Fig.6（a）に示した直線関係が成り立つメカニズムや，
W, Moにおいて直線からずれる原因は未だ不明である
が，この例から分かるように，合金元素近傍の局所格子
歪は，マルテンサイト変態を理解するうえで重要な因子
であるといえる．

Fig.5   Change in the M-Ti bond distances, d1 and d2, with alloying elements M in hcp Ti.
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　格子歪が正の合金元素Mの中で，hcp Tiに2 mol%以
上固溶する元素（M=Sc, Zr, Nb, Ag, Sn, Hf, Ta, Au）の
d2距離（白丸○）の位置は，すべて純Tiのd1距離とd2

距離の間にある．ただし，Fig.5では，横軸のこれら合
金元素を赤色で示し他元素と区別している．これに反す
る元素は唯一Euのみで，これは固溶しない元素ある．
そのd2距離（白丸○）はたいへん長く，純Tiのd1距離
に近い．従って，上記の固溶する元素に比べて，Eu-Ti

原子間の化学結合が相当弱いので，Euはhcp Tiの中で
固溶しにくいと考えられる．
3.2.	 hcp	Ti中の合金元素近傍の原子の局所変位とマ

ルテンサイト変態開始温度（Ms）
　チタン合金では，マルテンサイト変態，β-Ti（bcc）→ 

α（̓hcp）又はα”（orthorhombic）が起こる2）．佐藤ら3）は，
2元系Ti-M合金のマルテンサイト変態開始温度（Ms）
の合金元素Mによる変化を報告している．Fig.6（a）に，
Ms温度が573 K（300℃）を示す組成（mol%）と，Fig.3

の格子歪量（Δa/a+Δc/c）の関係を表す．図中のNbの
データは，金12）の論文による．
　興味深いことには，Msが573K（300℃）を示す組成
（mol%）は，W, Moを除けば，格子歪とともに直線的
に変化している．すなわち，負の格子歪が大きい合金元
素Mほど低いM濃度の合金で，マルテンサイト変態が
573K（300℃）で起こっている．
　従来から，Ms温度は合金元素Mの原子サイズや価電
子数と相関があるといわれている3）．そこで，Fig.6（b）
に，Ms温度と価電子数（e/a）の関係を示す．Ms温度は
周期表の6A族のCr, Mo, Wではほぼ同じで，Fig.6（a）
に見られたようなW, Moでのずれはない．このことは，
化学結合の重要性を示唆している．しかし，5A族のV, 

Nbは同じ価電子数を持つにもかかわらず，縦軸に示す

ように，両者のMs=573Kの合金組成の違いは大きい．
Fig.6（a）に示した直線関係が成り立つメカニズムや，
W, Moにおいて直線からずれる原因は未だ不明である
が，この例から分かるように，合金元素近傍の局所格子
歪は，マルテンサイト変態を理解するうえで重要な因子
であるといえる．

Fig.5   Change in the M-Ti bond distances, d1 and d2, with alloying elements M in hcp Ti.
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3.3.	 bcc	Ti中の局所格子歪
　Fig.1（b）に示したスーパーセルを用いて，中心にある
合金元素Mの周りの局所格子歪量を決定している．そ
の計算例をFig.7に示す．（a）はM=Fe，（b）はM=Zr

の結果である．いずれのMでも，その第一近接位置に
ある8個のTi原子は，Mに向かって<111>方向に変位
している．その歪の大きさは，bcc格子のa軸方向のTi

原子の歪量をΔa3とすると，√
–
3Δa3で表される．また，

それを格子定数a=0.39755 nmで割った√
–
3Δa3/aの値も

%単位で示している．その値はFeでは–10.79%，Zrで
は–3.32%である．一方，Mの第二近接位置にある6個
のTi原子は，<100>方向に変位している．図（a）のFe

では，Feから逃げる方向に変位し，その歪量Δa4は正で
あり，格子定数aで割った値Δa4/aは+2.53%である．一
方，図（b）のZrではFeとは異なり，Zrにわずかに近づ
く方向に変位し，歪量Δa4は負であり，Δa4/aの値は
–0.14%である．

　代表的な合金元素Mのbcc Ti中のM近傍の局所格子
歪量の結果をFig.8（a）に示す．比較のために，Fig.3の
hcp Tiの結果から共通のMの結果を抜き出し，Fig.8

（b）に改めて示す．（b）に示すhcp Tiの中では，格子歪
は合金元素Mによって正と負の値をとるが，bcc Tiの中
では，第一近接原子はすべて負の値であり，歪み方が結
晶構造によって違う．例えば，Zr, Hfの原子サイズは，
hcp Ti中では大きく，bcc Ti中では小さく見えるが，こ
の理由は不明である．
　bcc Ti中の合金元素M近傍のM-Ti，Ti-Ti原子間距離
は，歪むことによって変化する．Fig.9（a）に，Mがその
中心にある一つの多面体をとっている．この多面体の底
面の結晶面は（110），側面の結晶面は（11

-
2）面である．

この多面体の中のM-Ti（1），M-Ti（2）およびTi（1）-Ti（2）
原子間距離を，Fig.9（b）中にそれぞれ●，○，□印で表
している．ただし，Ti（1），Ti（2）は，それぞれ中心のM

の第一近接位置，第二近接位置にあるTi原子である．ま
た，Ti（2）はTi（1）の第一近接位置にあり，純Ti（M=Ti）
の場合，Fig.9（a）の多面体の下方に値を示すように，

dM-Ti（1）=dTi（1）-Ti（2）である．Tiが合金元素Mに替わると，
歪が導入されてTi（1）-Ti（2）原子間距離（□印）は，Fig. 

9（b）のように変わる．
　黒丸印（●）のM-Ti（1）原子間距離は，Fig.8（a）に示
したように，純チタンに比べ短くなる．白丸印（○）の
M-Ti（2）原子間距離は，Zr, Hfを除けば長くなる．これ
らの変化に伴い，合金元素Mに近接する□印のTi（1）- 
Ti（2）原子間距離は，Fig.9（b）に示すようにおおよそ一
定になり，全体としてMの周りの化学結合のバランス
が保たれている．

Fig.8 Comparison in the local lattice strains around M between (a) 
bcc Ti and (b) hcp Ti.

Fig.9   Change in the interatomic distances with M in bcc Ti.

Fig.7 Calculated local lattice strains around alloying element, (a) Fe 
and (b) Zr in bcc Ti.
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3.4.	 bcc	Ti中の原子の局所変位とマルテンサイト変
態開始温度（Ms）

　先に述べたように，チタン合金ではマルテンサイト変
態，β-Ti（bcc）→α（̓hcp）又はα”（orthorhombic）が起き，
M濃度が低いときにはα ʼマルテンサイトが現れ，M濃度
が高いときにはα”マルテンサイトが現れる．ここでは，
bcc Ti中の合金元素近傍の原子の局所変位とマルテンサ
イト変態開始温度（Ms）との関係を調べる．
　まず，bcc Ti中の合金元素近傍のTi原子の平均の局所
変位を，次式で定義する．

 M近傍のTi原子の平均の局所変位 

  =  =［（√
–
3Δa3/a）×8 + （Δa4/a）×6］/14（%）

 （1）

これは，Mの周りの各歪に配位数を掛けて算術平均した
値である．Fig.10に，Ms温度が573K（300℃）を示す組成
（mol%）と，上式の平均の局所変位の関係を表す．Fig.6

（a）ほど両者の間には明瞭な直線関係は見られないもの
の，やはり負の格子歪が大きいほど，低いM濃度でマル
テンサイト変態が573K（300℃）で起きる．Mo, Wにお
いても，Fig.6（a）で見られたような大きなずれはない．
　ところで，母相であるbccのβ-Tiに比べて，α ʼマルテン
サイト相は稠密構造のhcp格子である．従って，マルテン
サイト変態によって密度が高まり，格子は収縮する傾向
にある．このような場合，例えば酸素原子のように，bcc

のチタン格子の侵入型八面体位置に入り，その周りに正
の大きな格子歪を作りだす原子は，チタン格子を膨張さ
せるため，マルテンサイト変態は起こりにくいと予想さ
れる．実際，このことは実験から確かめられている12，13）．
　一方，チタン格子の置換型位置に入る合金元素Mの
場合，原子サイズが小さくて，負の大きな格子歪をその
周り作りだす合金元素ほど，チタン格子を収縮させてマ
ルテンサイト変態を助長するのかもしれない．しかし，
Fig.11に示すように，必ずしもそうではない．Fig.11で
は，二つの合金元素M1とM2を考えている．この図のよ
うに，Ti-M1合金のマルテンサイト開始温度（Ms）が，
Ti-M2合金のそれより低いとする．このとき，Ms温度が
低いTi-M1合金は，Ti-M2合金に比べて，高温のbcc β相
がより低温まで存在することになる．従って，Ti-M1合

金はTi-M2合金より高温のbcc β相が安定化されている
ので，マルテンサイト変態が起こりにくいといえる．
Fig.10から分かるように，例えば，M1はFeであり，M2

はNbである．Feのように負の格子歪が大きい合金元素
ほど，マルテンサイト変態が起こりにくいのである．そ
の理由を変態機構に立ち戻って，以下に考察する．
3.5.	 マルテンサイト変態機構と局所格子変位
　Fig.12は，Burgersによるbcc Ti→α（̓hcp）の変態機構
である2）．図の（a）から（b）の過程では，bcc結晶がそ
の（11

-
2）面にそって［1

-
11］方向にシアー（shear，せん断

変形）する．このとき図中の角度が，70.5°→60°へ変化

Fig.10 Correlation of local strains around M with alloy compositions 
of Ms = 573 K in binary Ti-M alloys.

Fig.11 β-phase stability change with the Ms curves of Ti-M1 and Ti-M2 
alloys.

Fig.12   Martensitic transformation from bcc to hcp following the Burgers relation.
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する．次に，（b）から（c）の過程では，底面の（110）に
沿って1原子面おきにシャッフリング（shuffling）をし
て，hcpのα ʼマルテンサイトが得られる2）．合金元素M

の濃度が増えるに伴い，シャッフリングの仕方が変わ
り，α”（orthorhombic）マルテンサイトが現れる14）．
　そこで，合金元素M近傍の原子の局所変位が，bcc 

Ti→α（̓hcp）の変態機構のシアーする前の角（以下，シ
アー角とよぶ）にどのように影響を及ぼすかについて考
えてみる．Fig.12（a）の真中にある太線で囲まれた多面
体は，既にFig.9（a）に示した多面体と同じである．こ
の多面体の中心に各種合金元素Mがあるときのシアー
角を計算する．Fig.13がその例であり，（a）Fe，（b）Nb

の結果である．ただし，図中に番号1，2と付けた原子
は，Fig.9（a）のTi（1），Ti（2）のことであり，それぞれM

から第一近接位置，第二近接位置にあるTi原子を表して
いる．それらは，図中の矢印の向きに変位している．図
中に示すように，シアー角は，（a）のFeでは61.7°，
（b）のNbでは66.3°であり，いずれも純Tiの70.5°に比
べて小さくなっている．

　Fig.14に，種々の合金元素Mのシアー角の計算結果を
縦軸に，局所歪量を横軸にとりプロットしている．Feの
ように局所格子歪が負で大きな合金元素Mほど，シアー
角は小さく，60°に近い．このため，Fe近傍の領域では，
ほとんどシアーしなくても良いので，マルテンサイト変
態が助長されるように思えるかもしれない．しかしなが
ら，結晶格子全体を見るとき，純Tiのシアー角70.5°の
大きい領域と合金元素Feのシアー角の小さい領域が混在
することになる．言い換えれば，結晶格子内にシアー角
が広い範囲に分布していることになる．さらに，Fig.13

に示すように，合金元素Mの近傍のTi原子は矢印の方向
に変位している．その変位方向もシアーする方向と全く
異なっている．このような局所格子歪の乱れが格子空間
にあると，結晶全体とし均一な（11

-
2）シアーを起こすこ

とがかえって難しくなる．このような理由により，合金
元素M近傍の大きな負の格子歪の存在は，当初の予想
とは異なり，むしろマルテンサイト変態を抑え，高温の
bcc（β）相を安定化させる．結晶格子に存在する局所原子
変位は，変位型のマルテンサイト変態を助長するように
は働かず，むしろ変態を抑える逆の効果を与える．

　それでは次に，実用上重要な鉄のマルテンサイト変態
と局所格子歪の関係を調べてみる．

４．鉄中の合金元素近傍の局所格子歪
4.1.	 bcc	Fe中の局所格子歪
　Fig.1（b）に示したスーパーセルを用いて，中心にある
合金元素Mの周りの局所格子歪量を決定している．bcc 

Fe中の置換型合金元素Mの近傍の格子歪構造の例を
Fig.15に示す．これらは合金元素Mが，（a）Crと（b）
Moの結果である．

　（a）Crでは，その第一近接位置にある8個のFe原子が
<111>方向に変位し，Cr原子の方に近づいている．そ
の歪の大きさは，bcc格子のa軸方向のFe原子の歪量を
Δa3とすると，√

–
3Δa3と表される．また，それを格子定

数a=0.27469 nmで割った√
–
3Δa3/aの値は，–3.39%であ

る．一方，Cr原子の第二近接位置にある6個のFe原子
は，<100>方向に変位してCr原子から遠ざかっている．
その歪量Δa4は正で，格子定数aで割った値Δa4/aは
+3.99%である．

Fig.14 Calculated angles for shearing of {112} plane near a variety 
of alloying elements M in bcc Ti.

Fig.13 Calculated angles for shearing of {112} plane near alloying 
element M in bcc Ti, (a) M = Fe and (b) M = Nb.
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Fig.15 Calculated local lattice strains around alloying element, (a) Cr 
and (b) Mo in bcc Fe.
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　一方，（b）Moでは，Crとは異なり，その第一近接位
置にあるFe原子は<111>方向にMo原子から遠ざかる
方向に変位している．Moの第二近接位置にあるFe原子
も，<100>方向にMoから遠ざかる方向に変位してい
る．このように，合金元素Mによって近接するFe原子
の歪み方が違う．
　さらに，Fig.1（b）に示したスーパーセルの八面体格子
位置に侵入型元素C, N原子を置いて，その周りの局所
格子歪量を決定している．その結果をFig.16に示す．八
面体の上下の頂点にある第一近接位置の2個のFe原子
は，<100>方向に大きく変位し，C, N原子から遠ざかっ
ている．八面体の他の頂点にある第二近接位置の4個の
Fe原子は，<110>方向に少し変位し，C, N原子へ近づ
いている．歪量はC原子の方がN原子より少し大きい．
この結果は最近報告されている計算結果15）に近い．

　種々の合金元素Mに対する計算結果を，Fig.17にまと
めて示す．合金元素Mによって歪量や歪み方が異なっ
ていることが分かる．
4.2.	 fcc	Fe中の局所格子歪
　Fig.1（c）に示したスーパーセルを用いて，中心にある
合金元素Mの周りの局所格子歪量を決定している．fcc 

Fe中の置換型合金元素の近傍の格子歪構造の例をFig.18

に示す．これらは，合金元素Mが（a）Crと（b）Moの
結果である．
　（a）Crでは，その第一近接位置にある12個のFe原子
が<110>方向に変位し，Cr原子から遠ざかっている．
その歪の大きさは，fcc格子のa軸方向のFe原子の歪量
をΔa7とすると，√

–
2Δa7と表される．また，それを格子

定数a=0.34351 nmで割った√
–
2Δa7/aの値は，+0.39%で

ある．（b）Moでも，（a）のCrと同様に，各合金元素か
ら遠ざかる方向に変位している．
　さらに，Fig.1（c）のスーパーセルの侵入型格子位置に
C, N原子を置き，その周りの局所格子歪量を決定してい

る．その結果をFig.19に示す．最近接位置にある6個の
Fe原子は，いずれも<100>方向に変位して，C, N原子か
ら少し遠ざかる．この歪量は3～4%程度であり，Fig. 

16に示したbcc Fe中のC, N原子近傍の<100>方向の歪
量の12～13%に比べてかなり小さい．fcc Fe中でのC, 

N原子の固溶量（C：9.06mol%，N：10.3mol%）16）がbcc 

Fe中の固溶量（C：0.096mol%，N：0.4mol%）16）に比べ
てたいへん大きいことは，この歪量の違いによるのかも
しれない．同様に，fcc Fe中，bcc Fe中の固溶量も，歪
量の大きなC原子に比べて，歪量の小さなN原子の方が
少し大きい．
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Fig.17   Local lattice strains around alloying element, M in bcc Fe.
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　一方，（b）Moでは，Crとは異なり，その第一近接位
置にあるFe原子は<111>方向にMo原子から遠ざかる
方向に変位している．Moの第二近接位置にあるFe原子
も，<100>方向にMoから遠ざかる方向に変位してい
る．このように，合金元素Mによって近接するFe原子
の歪み方が違う．
　さらに，Fig.1（b）に示したスーパーセルの八面体格子
位置に侵入型元素C, N原子を置いて，その周りの局所
格子歪量を決定している．その結果をFig.16に示す．八
面体の上下の頂点にある第一近接位置の2個のFe原子
は，<100>方向に大きく変位し，C, N原子から遠ざかっ
ている．八面体の他の頂点にある第二近接位置の4個の
Fe原子は，<110>方向に少し変位し，C, N原子へ近づ
いている．歪量はC原子の方がN原子より少し大きい．
この結果は最近報告されている計算結果15）に近い．

　種々の合金元素Mに対する計算結果を，Fig.17にまと
めて示す．合金元素Mによって歪量や歪み方が異なっ
ていることが分かる．
4.2.	 fcc	Fe中の局所格子歪
　Fig.1（c）に示したスーパーセルを用いて，中心にある
合金元素Mの周りの局所格子歪量を決定している．fcc 

Fe中の置換型合金元素の近傍の格子歪構造の例をFig.18

に示す．これらは，合金元素Mが（a）Crと（b）Moの
結果である．
　（a）Crでは，その第一近接位置にある12個のFe原子
が<110>方向に変位し，Cr原子から遠ざかっている．
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Fig.18 Calculated local lattice strains around alloying element, (a) Cr 
and (b) Mo in fcc Fe.
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Fig.17   Local lattice strains around alloying element, M in bcc Fe.
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　種々の合金元素Mに対する計算結果を，Fig.20にまと
めて示す．fcc Fe中では合金元素M近傍に導入される歪
の大きさは違うものの，歪はすべて正であることが分か
る．すなわち，Fe原子は fcc格子の中では原子サイズが
最も小さな元素のように振る舞っている．歪量の小さな
合金元素であるMn, Co, Ni等は，オーステナイト相
（fcc γ相）形成元素であり，fcc γ相の安定化に寄与して
いる．
　また，Fig.17とFig.20を比較すると，bcc Feの中では
合金元素Mの近傍の格子歪に正，負が見られるが，fcc 

Feの中では格子歪は常に正であり，結晶構造によって
歪の入り方が違っている．
4.3.	 鉄のマルテンサイト変態と局所格子変位
　鉄では fcc（γ）からbcc（またはbct）マルテンサイト
（α ʼ）への変態が起こる 2）．γ相とα ʼ相の間の結晶方位関
係は，例えば，1.4%C鋼ではKurdjumov-Sachs（K-S）
の関係が，Fe-30%Ni合金では西山（N）の関係が成り
立つ2）．変態機構に関する初期の理論では，変態はシ
アー（shear，せん断変形）で起こるものとしている．
Fig.21（a）に，母相のγ相とα ʼ相の結晶構造の関係を示
す．K-S関係の成り立つ鋼では，{111}γ面に沿いその面
内の<110>γの方向にシアーし，一方，N関係の成り立
つ合金では，{111}γ面に沿いその面内の<112>γの方向
にシアーする．図中のγ相のシアー前の角70.5°は，シ
アー後には90°になる．
　チタンの場合と同様，γ相の局所格子変位がシアー前
の角にどのような変化を及ぼすかを計算する．Fig.21の
中に，合金元素Μが，（b）Niと（c）Moのときの角度
を示している．Niでは70.8°，Μoでは71.9°であり，そ
れらは純Feの角70.5°とあまり変わらない．他の合金元
素でも変化は小さく，角度は70.5～73.5°の範囲に収
まっている．このように角度の変化は小さいものの，Μ

の最近接位置（図中の番号1）にあるFe原子は，矢印の
方向に変位して局所的に歪んでいるので，この場合もや
はり結晶全体として均一なシアーは難しいのかもしれな
い．しかし，この議論は，不変面の理論2）に基づく解析
ではないので，今後さらに検討する必要がある．
　泉山ら17）は，Fe-M二元系合金のMs温度の組成依存性
の実験データを報告している．Ms温度が873K（600℃）
のMの組成とM近傍のFe原子の平均の局所変位の関係
をFig.22（a），（b）に示す．（a）ではbcc Feで求めた平均
の局所変位を，（b）では fcc Feで求めた平均の局所変位
を横軸にとって表している．
　ただし，bcc Fe中のFe原子の平均の局所変位は，置
換型合金元素Mでは（1）式によって求め，侵入型C, N

原子では，以下の式を用いて計算する（Fig.16参照）．

 Fe原子の平均の局所変位 

  =  =［（Δa5/a）×2 + （√
–
2Δa6/a）×4］/6（%） 

（2）

一方，fcc Fe中の平均の局所変位は，置換型合金元素M

では，√
–
2Δa7/aで表し（Fig.18参照），侵入型C, N原子で

は，Δa8/aで表している（Fig.19参照）．
　Fig.22において，bcc Fe，fcc Feにかかわらず，正の
大きな局所変位を持つ鉄合金ほど，マルテンサイト変態
開始温度Ms=873K（600℃）の合金組成が低くなる傾
向がある．すなわち，正の大きな局所変位はマルテンサ
イト変態を抑える効果がある．チタン合金の場合，
Fig.6，Fig.10で説明したように，負の大きな局所変位は
マルテンサイト変態を抑える効果がある．鉄合金とは局
所変位の正負が逆転しているものの，大きな局所変位が
あるほど変位型のマルテンサイト変態が起こり難くなる
のは同じである．

Fig.20   Local lattice strains around alloying element, M in bcc Fe.

Fig.21 (a) Shear mechanism from fcc γ  to α’ martensite and calculated 
shear angles around (b) Ni and (c) Mo in fcc γ  Fe.
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　先に述べたように，鉄では最密結晶格子である fcc（γ
相）からbccまたはbctのマルテンサイト相（α ʼ）が現れ
る．従って，鉄では変態によって格子は膨張する．これ
は変態によって格子が収縮するチタンとは逆である．こ
のため，鉄では正の格子歪を与える合金元素（例：C, 

N, Mo他）によって，合金のMs温度が大きく変わるわ
けである．
　このように，合金元素近傍の局所格子変位（または
歪）は，合金のマルテンサイト変態に影響を及ぼし，Ms

温度を変える．正または負の局所格子変位量が大きいほ
ど，Ms温度を下げる傾向がある．

５．お　わ　り　に
　チタンおよび鉄中の各種の合金元素近傍の局所格子歪
の大きさを，擬ポテンシャル法を用いて見積もった．
（1） hcp Tiとbcc Ti，および bcc Feと fcc Feにおいて，

局所格子歪の入り方は，結晶構造によって異なる．
（2） チタン合金および鉄合金中の局所格子歪は，結晶格

子の均一なシアーを妨げ，マルテンサイト変態の進
行を抑制する．

　今後，合金元素の原子化エネルギー18）を解析して，金
属中の局所格子歪の状態をエネルギーの視点から捉え直
す予定である．
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