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金属中の合金元素近傍の局所格子歪と合金物性

*森　永　正　彦*

Local Lattice Strain around Alloying Elements in Metals  
and Its Influence on Alloy Properties

*Masahiko MORINAGA*

 It is well known that local strains are introduced into the crystal lattice around solute atom due to the 
size mismatch between solute and solvent atoms in any alloy. However, there are very few investigations 
of the local lattice strains in alloys. Such local lattice strains are calculated for the first time in various 
alloys (e.g., Mg alloys, Al alloys, Ti alloys, Fe alloys), by using the pseudopotential method. It is found 
that the magnitude of the strain energy stored in the local lattice around solute atom is nearly comparable 
to the thermal energy, kBT, where kB is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. Therefore, 
local lattice strains have a great influence on those alloy properties (e.g., mechanical strength, phase 
stability) which vary with temperature. For example, the martensitic transformation start temperature (Ms) 
changes with the local lattice strains in both binary Ti and Fe alloys. Also, the ferromagnetism of the bcc 
Fe martensitic phase appears to raise the Ms by lowering the local lattice strains in the course of the 
transformation. For comparison, local lattice strains around a vacancy are calculated in various pure metals. 
The local strain energy around a vacancy is much higher in bcc metals than in close-packed fcc and hcp 
metals. In particular, it is very high in both bcc Fe and bcc Ti, in which the martensitic transformation 
takes place.

１．は　じ　め　に
　金属中に原子サイズの違う合金元素が入ると，合金元
素近傍の母金属格子に局所歪が導入されることは昔から
よく知られている．Fig. 1（a）に示すように，合金元素の
大きさによって，その近くの母金属格子は局所的に膨張
または収縮する．しかしながら，局所格子歪の大きさを
系統的に調べた研究は，著者の最近の研究1，2）の外には，
殆ど見当たらない．後述するように，この格子歪エネル
ギーは決して小さな値ではなく，熱エネルギー（kBT）
にほぼ匹敵する大きさである（kB：ボルツマン定数，T：
絶対温度）．従って，局所格子歪は，温度とともに変化
する多くの合金の性質（例：強度，相安定性）に影響を
及ぼす．例えば，チタン合金や鉄合金に現れるマルテン
サイト変態は，金属材料学の中核をなす変態であるが，
それは，Fig. 1（b）に示すように，シアーやシャッフリ
ングのような原子変位によって起こる．この原子変位型
の変態に，局所格子歪（合金元素近傍での母金属原子の
変位）が影響を及ぼすことは十分考えられる．
　しかしながら，この局所格子歪は，これまでの金属学
の中では定量的な議論が殆どなされていない未開の問題

である3）．その意味でも，合金元素近傍の局所格子歪の
大きさを求めて，合金の性質への影響を調べることはた
いへん重要である．その重要性を喚起するために，本稿
では，代表的な金属であるマグネシウム，アルミニウ
ム，チタン，鉄の局所格子歪の問題を取り上げる．これ
までの結果1，2）をレビューするとともに，最近の成果も
入れて総合報告する．特に，局所格子歪と合金の機械的
性質やマルテンサイト変態との関係について説明する．
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Fig. 1. (a) Local lattice strain introduced around solute atom (or 
vacancy) due to the size mismatch between solute (or vacancy) 
and solvent atoms and (b) atomic displacements in martensitic 
transformation (by courtesy of Prof. A. Kamegawa).
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また，強磁性bccマルテンサイト相の局所格子歪と磁性
の関係を調べる．
　金属中に現れる局所格子歪の特徴を広く理解し，かつ
合金元素近傍の局所格子歪と比較するために，いろいろ
な金属中の原子空孔近傍の局所格子歪を最近計算してい
る．まず，その結果について説明する．

２．金属中の原子空孔近傍の局所格子歪
2.1	 計算方法
　計算に用いたスーパーセルを，Fig. 2（a–c）に示す．こ
れらスーパーセルは，金属の代表的な3種類の結晶構造
である（a）hcp，（b）bcc，（c）fccの単位格子を，それぞ
れ，3×3×2個，3×3×3個，2×2×2個重ねて作られ
ている．各図中のＭサイトに原子空孔（vacancy）を置
き，擬ポテンシャル法を用いて，原子空孔近傍の局所格
子歪を求める．本計算では，平面波基底のcutoffエネル
ギーとして，380 eVを選んでいる．まず，純金属の格
子定数を最適化する．その後，Ｍサイトに原子空孔を置
き，格子定数を一定に保ったまま，周期境界条件のもと
で，原子空孔の第一，または第二近接位置にある金属原
子のみを格子緩和させ，各原子の局所格子歪量を決定す
る．格子歪は長範囲にわたって生じるかもしれないが，
計算上の制約から格子歪を短範囲内に限定している．
2.2	 局所歪エネルギー
　各種の金属中の原子空孔近傍の局所歪エネルギーの計
算結果をFig. 3に示す．この歪エネルギーは，歪の導入
前と導入後の全エネルギーの値の差から求める．図（a）
に示すbcc金属の歪エネルギーの値は，最密充填構造の
（b）fcc金属と（c）hcp金属に比べて，約一桁大きい．
bcc金属の中でも，特にTiとFeが大きい．歪エネルギー
が大きなこれら金属では，Fig. 1（b）に示した原子変位
型のマルテンサイト変態が起こる．この外，bcc Ti合金
やbcc Zr合金では，原子変位型のオメガ変態も起こる．
　bcc Feにおいて，○印で示すスピン分極の計算では，
●印で示すスピンを考慮していない計算に比べて，歪エ
ネルギーが少し減少している．すなわち，bcc Feは強磁
性状態では歪エネルギーが少し下がる．従って，高温の
オーステナイト（fcc γ）相を焼き入れして，強磁性bcc

マルテンサイト（α ʼ）相が生成するときには，歪エネル

ギーが下がり，局所格子歪量が減少する（第6節参照）．
その結果，強磁性マルテンサイト（α ʼ）相の生成を促
し，その変態開始温度（Ms）を上げているかもしれない．
2.3	 bcc	Tiの局所格子歪と格子定数の関係
　bcc Tiを例にとり，その線膨張係数を考慮して，格子
定数を変えたときの歪状態をFig. 4に示す．温度上昇と
ともに格子定数が長くなると，局所歪エネルギー（図
（a）参照）は単調に減少する．図（d）に，原子空孔の周り
の原子の局所歪の様子を表している．□で示す中心の原
子空孔の周りの8個の第一近接Ti（1）原子は，<111>方向
に変位し，原子空孔に近づく．軸方向の変位をΔa3で表
すと，変位量√–

3 Δa3は–0.0205 nmである．これを格子
定数aで割った√–

3 Δa3/a（%）の値は–6.30%となる．一
方，6個の第二近接Ti（2）原子は，<100>方向に変位し，原
子空孔から遠ざかっている．軸方向の変位をΔa4で表す
と，変位量Δa4は+0.0332 nmであり，これを格子定数a

で割ったΔa4/a（%）の値は+1.02%となる．この時，図
（c）に示すように，Ti（1）─Ti（2）原子間距離は約0.28 nmで
あり，純Tiの第一原子間距離0.2821 nmに近い．このよ

Fig. 2. Supercells used in the calculations for (a)hcp, (b) bcc and (c) fcc metals, where an alloying element, M, is substituted 
for a mother metal. In case of the vacancy calculation, a vacancy is located at the M site instead of an alloying element.

Fig. 3. Comparison in the local strain energy around a vacancy between 
(a) bcc, (b) fcc and (c) hcp metals.
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うに，原子空孔の周りのTi（1），Ti（2）原子は，純TiのTi（1）─
Ti（2）原子間距離をあまり変えないように変位している．
　また，図（b）に示すように，格子定数を変えても，局
所歪√–

3 Δa3/a，Δa3/a（%）の値はほぼ一定である．図中
の平均歪（Average strain）は，次式（1）で定義している．

平均歪＝［（√–
3 Δa3/a）×8 +（Δa4/a）×6］/14 （1）

この平均歪は，第一，第二近接原子の歪量にそれぞれの
配位数を掛けて単純平均したものである．この平均歪の
値も格子定数によってほとんど変化しない．参考まで
に，図（c）に，変位後の原子空孔─Ti（1）距離，原子空孔─
Ti（2）距離およびTi（1）─Ti（2）原子間距離を示す．これら距
離は格子定数とともにわずかに増加している．
2.4	 fcc金属の局所格子歪
　Fig. 5に，各種 fcc金属の（a）局所歪量と（b）格子定数
を示す．Fig. 5（c）のように，例えば fcc Niでは，□で示
す原子空孔の周りの12個の第一近接Ni原子は<110>方
向に変位し，原子空孔に近づいている．軸方向の変位を
Δa7で表すと，変位量√

–
2 Δa7は–0.00344 nmであり，こ

れを格子定数aで割った√–
2 Δa7/a（%）の値は–0.98%と

なる．他の金属の結果をFig. 5（a）にまとめている．こ
れら金属の局所歪エネルギーは，Fig. 3（b）に示した通
りであり，局所歪エネルギーが大きい金属（例：Ni）ほ
ど，Fig. 5（a）に示す局所歪量は負で大きくなる．
2.5	 hcp金属の局所格子歪
　Fig. 6に，各種hcp金属の（a）局所歪量と（b）格子定
数を示す．また，その局所歪エネルギーは，Fig. 3（c）
に示した通りである．Fig. 6（c）に図示するように，hcp 

Mgでは，□で示す原子空孔が中心にある6角形上の6

個のMg原子は，hcp座標でa軸に沿って矢印の方向に
Δa1だけ変位するが，c軸に沿う変位Δc1は対称性からゼ
ロである．一方，6角形の上下にある2つの3角形上の3

個のMg原子は，a軸に沿ってΔa2変位し，c軸に沿って
矢印の方向にΔc2変位する．いずれの変位も中心の原子
空孔に近づくので，歪量は負（収縮）である．ここで，格
子定数で割った平均の歪量を，以下のように定義する．

     Δa/a =（Δa1/a + Δa2/a）/2 ,  Δc/c = 2（Δc2/c） （2）

ただし，c軸に沿う歪の向きは，Fig. 6（c）に示すよう
に，上下の3角形上の原子では逆である．従って，これ
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Fig. 5. (a) Local strain around a vacancy, (b) lattice parameter of pure 
fcc metals, M, and (c) schematic drawing of local lattice strain 
around a vacancy in fcc Ni.

Fig. 4. Changes in (a) local strain energy, (b) local strain around a vacancy, (c) interatomic distances with 
lattice parameter, and (d) schematic drawing of local lattice strain around a vacancy in bcc Ti.



118 金属中の合金元素近傍の局所格子歪と合金物性

は格子定数cの変化に2倍に作用するので，歪量を2倍
にしている．hcp Mgでは，Δa/a=–1.23%，Δc/c=–0.95 

%，Δa/a+Δc/c=–2.18%となる（Fig. 6（c）参照）．
　他の金属の結果をFig. 6（a）にまとめている．周期表
でTiの左横にあるScでは，Δa/a，Δc/cは共に正である．
その和であるΔa/a+Δc/cは，小さいながら約+1%の正値
である．すなわち，hcp Scにおいて原子空孔の周りの原
子は，原子空孔から遠ざかる方向にわずかに変位してい
る．Scが唯一の例外であり，他のすべての金属では，原
子空孔の周りの歪量は負で，近傍の原子は原子空孔の方
に近づく．Fig. 6（b）に示すように，Scの格子定数a，cが
Tiに比べ大きいことが関係していると思われるが，詳細
は不明である．

　以上のように，各種金属の原子空孔の周りの局所格
子歪の知見が得られた．原子空孔は原子の拡散と関係
があるので，これら知見は重要であるが，話を進める
ために，次に合金元素近傍の局所格子歪について説明
する．

３．マグネシウム
3.1	 合金元素近傍の局所格子歪
　マグネシウム中の合金元素近傍の局所格子歪の大きさ
を計算している1）．すなわち，Fig. 2（a）に示したよう
に，hcp Mg単位格子を3×3×2個重ねたスーパーセル
の中の一つのMg原子を合金元素Mと置換する．そし
て，Fig. 6（c）に示したマグネシウム中の原子空孔の場
合と同様に，合金元素Mの最近接サイトにある12個の
Mg原子の局所格子歪の大きさを，擬ポテンシャル法を
用いて決定する．
　Fig. 7に示すように，局所格子歪の大きさを，hcp格子
のa軸，c軸に沿って，それぞれΔa/a，Δc/c（%）で表し
ている．ただし，a，cは，純Mgの格子定数である
（Fig. 6（c）参照）．Δa/a，Δc/cは合金元素Mとともに大き
く変化する．Δa/a，Δc/cの値は，例えばCaでは共に正で
あり，Ca近傍の局所格子は膨張する．一方，Feでは共
に負であり，Fe近傍の局所格子は収縮する．また，希
土類金属近傍の局所格子は少し膨張する．
　多くの遷移金属元素M（例：Fe）の近傍の局所格子歪
Δa/a+Δc/cの値は，水平線で示した原子空孔近傍の値
（–2.18%）に比べて，負で大きい．すなわち，原子空孔
がある時に比べて，合金元素M（例：Fe）の周りのMg

原子は一層，合金元素M側に近づいている．このこと
は，M-Mg（例：Fe-Mg）原子間の化学結合が強いこと
を示唆している．
3.2	 原子化エネルギーによる局所格子歪の解析
　局所格子歪の成り立ちは，原子化エネルギー4，5）を使っ
て理解できる．すなわち，エネルギー密度解析法 6，7）を

Fig. 7.  Local lattice strain, (Δa /a) + (Δc/c), around a variety of alloying elements, M, in hcp Mg.
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用いて，スーパーセルの全エネルギーを構成原子のM，
Mgへ分配し，それぞれの原子化エネルギー ΔEM，ΔEMg

を決定する．それらは，次式で定義される．

ΔEM = EM
atom – EM

MMg
 ,  ΔEMg = EM

a
g
tom – EM

M
g
Mg （3）

ここで，ΔEM，ΔEMgは，マグネシウム（MMg）の中のM

およびMgの原子化エネルギーである．式の中のEM
atom，

EM
MMgは，それぞれ孤立中性M原子，マグネシウム（MMg）
中のM原子のエネルギーである．EM

a
g
tom，EM

M
g
Mgも同様な意

味で，Mg原子のエネルギーに対応している．
　Fig. 8に示すように，局所格子歪量Δa/a，Δc/cは，合金
元素Mの原子化エネルギー ΔEMと関係がある．原子化
エネルギーの値は，その原子の原子核とその周囲にある
電子との間に働くクーロン引力エネルギーの大小によっ
て変わる．従って，原子化エネルギーの値から原子の周
りの電子密度分布の情報を得ることができる．例えば，
ΔEMの正負はM近傍の電子密度の増減を表し，正のとき
は孤立原子に比べて電子密度が増え，負のときは減る．
例えば，Fig. 8に示すように，サイズが小さなFe原子で
はΔEMは正であるので，周りのMg原子からFe原子へ電
子が移行して，Fe原子近傍の電子密度が増える．逆に，
サイズの大きなCa原子ではΔEMは負であるので，Ca原
子から周りのMg原子へ電子が移行して，Ca原子近傍の
電子密度が減る．このように，マグネシウムの中では
M-Mg原子間で電荷が移行して，原子のサイズを巧みに
調整している．
　また，ΔEMgの解析によれば，合金元素Mによる電荷
移行の方向の違いにも係わらず，Mに近接するMg原子
の電子密度は，離れた位置にあるMg原子のそれに比べ
て常に高い1）．すなわち，ほぼ自由電子的なマグネシウ
ムの中では，不純物M近傍で電子遮蔽が起こりMの効
果を弱めている．このように，原子化エネルギー 4，5）を
使って，局所歪の成り立ちを電子レベルから理解でき
る．

3.3	 歪エネルギー
　Fig. 7に示したように，合金元素Mによって局所格子
歪量は大きく変化する．それに伴い，歪エネルギーの大
きさもMとともに大きく変わる．先に述べたように，
歪エネルギーは，歪の導入前と導入後の全エネルギーの
計算値の差から求められる．Fig. 9に示すように，歪エ
ネルギーの値は，Fig. 7に示した正または負の局所格子
歪が大きな合金元素で大きく，例えば，最も大きな
M=Feの歪エネルギーは，約0.015 eV/atomである．熱
エネルギー kBTは，kBT=8.62×10–5 T（eV/atom）と表
されるので，この値を温度換算すれば約175 Kとなる．
合金元素の添加量が増えると，歪エネルギーはさらに増
加する．この歪エネルギーは決して小さな値ではなく，
温度とともに変わる多くの合金物性（例：機械的性質）
を左右する大きさである．例えば，固溶体合金の強度は
温度上昇とともに低下する．その主な理由は，転位の運
動を妨げる局所格子歪の大きさが温度とともに減少する
からである．
　合金元素は，その局所格子歪の場を通して，転位，空
孔あるいは他の合金元素の歪場と相互作用する．転位と

Fig. 8. Correlation of atomization energy of M, ΔEM, with local lattice 
strains, Δa /a and Δc/c in hcp Mg.
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の相互作用は，コットレル効果8，9）として知られ，固溶
強化の原因となる．空孔との相互作用は，原子の拡散速
度を変える．また，他の合金元素との相互作用は，短範
囲規則やクラスター領域の形成を助長する．例えば，マ
グネシウム合金（Mg97Zn1Y2）には，L12-Zn6Y8規則クラ
スターが現れる10）．しかし，Zn-Y 2元合金にはL12規則
相は生成しない．それにもかかわらず，Mg合金中では
負の格子歪をもつZn原子と正の格子歪をもつY原子
（Fig. 7参照）が相互作用して，L12-Zn6Y8規則クラスター
ができるのである．このクラスターからなる長周期規則
構造は，ミルフィーユ構造と呼ばれ，通常の転位に替わ
り，キンクによる強化機構が働いていると言われてい
る．

４．アルミニウム
4.1	 合金元素近傍の局所格子歪
　Fig. 2（c）の fcc金属のスーパーセルを用いて，Al中の
合金元素M近傍の局所格子歪を計算している3）．この
スーパーセルは，fcc単位格子を軸方向に2×2×2個重
ねたものであり，その中の一つのAl原子を合金元素M

で置換し，Mの最近接位置にある12個のAl原子の位置
を最適化している．その計算結果をFig. 10に示す．（a）
はM=Cu，（b）はM=Mgの結果である．M=Cuの場合，
最近接Al原子は，<110>方向に変位しCu原子に近づい
ている．a軸方向の変位をΔa7と表すと，<110>方向の
変位量は√–

2 Δa7となり，格子定数aで割った√–
2 Δa7/aの

値は–0.59%である．一方，M=Mgの場合，最近接Al

原子は，<110>方向に変位しMg原子から遠ざかる．√–
2 

Δa7/aの値は+0.98%である．図（c）に他の合金元素の結
果をまとめている．比較のために，原子空孔の近傍の変
位量（–0.68%）を図中に示す．Ｍが遷移金属（例：Fe）
のとき，Fig. 7に示したMg金属のときと同様に，局所
歪は負で大きい．しかし，Al合金の主要合金元素Mは，
Li, Mg, Si, Cu, Znなどであり，それらの√–

2 Δa7/aの大き
さは小さく，±1%以内に収まっている．
4.2	 歪エネルギーと機械的性質
　Fig. 11に歪エネルギーの計算結果を示す．歪エネル
ギーの値も上記の主要合金元素では小さく，0.002 eV/

atom以下である．この歪エネルギーの値は，Al中に孤
立した一つの合金元素Mに対する計算値であり，実際
のAl合金では，合金元素を多く添加している．例えば，
高強度の実用合金7475の組成は，Al-5.7%Zn-2.3%Mg-

1.5%Cu-0.22%Cr（mass%）である11）．Crのように歪エ
ネルギーが比較的大きな元素も少量添加されている．
　ところで，高強度アルミニウム合金は，微細な析出物
によって強化されている．すなわち，高温の単相領域か
ら焼き入れ後，ある温度で時効熱処理を行い，微細な析
出物（例：η ʼ，η（MgZn2））をマトリックス中に析出さ

せる．この時効熱処理によって，微細な析出物の近傍に
大きな格子歪が導入され，転位の運動が妨げられるため
高強度が得られる11）．時効熱処理によって，溶質原子の
再配列が起こるが，同時に格子歪分布の変化も起こる．
　そこで，格子歪によって，どの程度Mg合金が強化さ
れるかを見積もってみよう．Fig. 12はそのために作成し
た図である．（a）は7475合金11）の結果であり，この合
金を時効処理して微細な析出物を形成させた後，横軸に
示す各温度T（K）で10,000時間（約1.14年）保ち，その
温度T（K）で平衡状態にあるミクロ組織を得る．その

Fig. 10. Local lattice strains around alloying elements, M; 
 (a) M=Cu, (b) M=Mg and (c) other M in fcc Al.
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後，合金を室温まで冷却して，その引張強度（TS（10,000 

hours, T））を室温で測定する．図の縦軸は，この引張強
度TS（10,000 hours, T）と時効処理直後に室温で測定し
た引張強度（TS=552 MPa）との差（TS（10,000 hours, 

T）─TS）を表している．合金を温度T（K）に10,000時間
保つと，析出物は一部マトリックス中に溶解する．析出
物の量は温度T（K）の上昇とともに減少し，併せて，微細
析出物の粗大化も進行する．その結果，局所格子歪が減
少するので，引張強度TS（10,000 hours, T）は低下する．
　そのため，温度T（K）の上昇とともに縦軸の合金強度
の差（TS（10,000 hours, T）─TS）は，負で大きくなり，
その値は直線的に減少する．温度が425 Kを超える温度
になると，析出物が減少し，格子歪量も減少するので，
引張り強度は直線からずれる．図中に示すように，温度
が425K以下の直線の傾きは，7475合金では，0.01 eV/

atom当り–96 MPaである．ただし，この計算では，図
の横軸の温度を熱エネルギーに換算してeV/atom単位で
表している．また，図（b）に示すように，この値は7175

合金（TS=552 MPa）では，0.01 eV/atom当り–103 MPa

である．このように，この2合金では，直線の傾きは，
0.01 eV/atom当り約–100 MPaである．この変化を微細
析出物の周りの歪エネルギーの減少によると仮定する
と，逆に，0.01 eV/atomの歪エネルギーの増加によって，
合金強度は約100 MPa上昇すると言える．他の各種の時
効硬化性Al合金の強度を調べると，歪エネルギー 0.01 

eV/atom当り，約125 MPaの強度上昇が認められる3）．
この値は上記の約100 MPaに近い．
　現在，最も強い7000シリーズのAl合金の引張強度
は，約700 MPaであるので，この合金の歪エネルギーは，
上記の結果を使えば，おおよそ約0.06 eV/atomと推定さ
れる3）．この値を温度換算すると約696 Kになる．従っ
て，温度が約696 Kを超えると，歪エネルギーは殆どゼ
ロになるので，Al合金の引張強度は大変弱くなると予
想される．実際，Al合金の強度を696 K以上で測定され
たデータは殆ど無い．唯一，2124合金の報告12）があり，

その698 Kでの引張強度は30 MPaとたいへん小さく，
この予想とほぼ合致している．このように，格子歪は
Al合金の機械的性質と密接に関係している．
　最近，ハイエントロピー合金が注目されているが，そ
の機械的性質も局所歪（格子点からの原子変位）によっ
て大きく変わることが知られている12）．

５．チ　　タ　　ン
　チタン合金では，マルテンサイト変態を利用してその
物性（例：形状記憶，超弾性）を制御しているので，マ
ルテンサイト変態と局所格子歪の関係を調べることは，
物性制御の観点からも重要である．
5.1	 hcp	Ti中の合金元素近傍の局所格子歪
　チタンは約1155 Kで同素変態し，低温ではhcp Ti

（α-Ti），高温ではbcc Ti（β-Ti）が安定に存在する．そ
こで，Fig. 2（a）に示すスーパーセルを用いて，hcp Ti中
の局所格子歪を計算している．Fig. 13は，局所格子歪の
計算結果である2）．先に述べたhcp Mgと同様に，局所
格子歪の大きさを，hcp格子のa軸，c軸に沿って，それ
ぞれΔa/a，Δc/c（%）で表す．ただし，a，cは純Tiの格子
定数である．Δa/a，Δc/cは合金元素Mとともに大きく変
化する．例えば，Δa/a，Δc/cの値は，Feでは共に負で大
きく，Zrでは共に正で大きい．従って，局所格子はFe

近傍では収縮し，Zr近傍では膨張している．
5.2	 局所格子歪と合金元素の固溶限
　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．これはサイズ
効果として，古くから知られている経験則である．その
一つの理由として，局所格子歪による最近接M-Ti原子
間距離の変化が関係していることを示そう．
　Fig. 14の中の挿入図に示すように，d1を中心のMと六
角形上のTiとのM-Ti原子間距離，d2をMと上下の三角
形上のTiとのM-Ti原子間距離とする．図中には，d1は
黒丸●で，d2は白丸○で表している．純Tiでは，d1 > d2

であるが，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．格子歪が正の合金元素M

の中で，hcp Ti固溶体中に2 mol%以上固溶する元素M

は，Sc, Zr, Nb, Ag, Sn, Hf, Ta, Auである．図中のこれ
ら合金元素の元素記号の下に，アンダーラインを引いて
他元素と区別している．これら元素の最近接M-Ti原子
間距離であるd2距離（白丸○）の位置は，すべて純Ti

のd1距離とd2距離の間にあり，かつ図中の点線より下に
ある．点線のM-Ti原子間距離は，純Tiのd2距離に比べ
て約2%長い．このように，これら元素Mを入れると最
近接M-Ti原子間距離は少し伸びるが，伸び量がある範
囲に収まっていれば，元の純Tiの化学結合の大きさをあ
る程度保持できるので固溶すると理解できる．このよう
に，局所格子歪は固溶問題にも関係している2）．

Fig. 12. Decrease in the tensile strength (TS) of (a) alloy 7475 and 
(b) alloy 7175 by heating in 10,000 hours at each temper ature, 
T.
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5.3	 bcc	Ti中の合金元素近傍の局所格子歪
　次に，Fig. 2（b）に示したスーパーセルを用いて，bcc 

Ti中のM近傍の局所格子歪を計算している2）．このスー
パーセルは，bcc単位格子を軸方向に3×3×3個重ねた
もので，その中の一つのTi原子を合金元素Mで置換し
ている．Fig. 15に，その計算結果を示す．図（a）はM=  

Feの結果である．Feの第一近接位置にある8個のTi（1）

原子は，<111>方向に変位し，Feに近づいている．bcc

格子のa軸方向のTi原子の歪量をΔa3とすると，その歪
の大きさは，√–

3 Δa3で表される．それを格子定数aで
割った√–

3 Δa3/aの値は，–6.56%である．また，第二近
接位置にある6個のTi（2）原子は，<100>方向に変位し，
Feから遠ざかっている．a軸方向の歪量をΔa4とすると，
それを格子定数aで割ったΔa4/aの値は+2.86%である．
一方，図（b）のM=Zrの場合は，第一および第二近接位

置のTi原子の歪の方向はFeとは全く逆であり，その√–
3 

Δa3/aの値は+2.93%，Δa4/aの値は–0.18%である．図
（c）に，他の合金元素Ｍの結果をまとめている．また，
参考までに原子空孔の値を図中に示している．原子空
孔の近傍の局所格子歪量は，Feのそれとほぼ同じ大き
さである．
　代表的な合金元素の歪エネルギーの計算結果を，Fig. 
16に示す．（a）はbcc Ti，（b）はhcp Tiの結果である．
歪エネルギーは，bcc Tiの方がhcp Tiに比べて大きい．
例えば，Feの歪エネルギーは，bcc Ti中では約0.019 

eV/atom，hcp Ti中では約0.005 eV/atomである．bcc Ti

の値を温度換算すれば，約220 Kになる．
　先に述べたように，温度によって変わる合金の性質
（例：相安定性）に局格子歪は影響を及ぼす．その一例
として，マルテンサイト変態を次に取り上げる．

Fig. 13.  Local lattice strains, (Δa/a + Δc/c), around alloying elements, M, in hcp Ti.

Fig. 14.  Change in the M-Ti bond distances, d1 and d2, with alloying elements, M, in hcp Ti.
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5.4	 局所格子歪とマルテンサイト変態
　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）が起きる．M濃度が低
いときにはα ’マルテンサイトが現れ，高いときにはα”

マルテンサイトが現れる13）．佐藤ら14）は，Fig. 17（a）に

示すように2元系Ti-M合金のマルテンサイト変態開始
温度（Ms）のMによる組成依存性を報告している．こ
の実験データを基に，Ms温度が573 Kを示すM組成
（mol%）と，hcp Ti中の格子歪量（Δa/a＋Δc/c）（Fig. 

13参照）との関係を調べた．その結果をFig. 18（a）に示
す．Msが573Kを示すM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．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で起こっている．
　一方，Fig. 18（b）に，Ms温度が573 Kを示すM組成
（mol%）とbcc Ti中の合金元素近傍のTi原子の平均の
局所変位の関係を表す．bcc Ti中の平均の局所変位は，
先に述べた式（1），すなわち，［（√–

3 Δa3/a）×8 + （Δa4/a）
×6］/14（%）で定義している2）．Fig. 18（b）では，Fig. 

18（a）ほど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573 Kで起こる．
　この結果の意味を，Fig. 17（b）を使って説明する．
今，二つの合金元素M1とM2を考える．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，例えば組成X1

では，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．温度T2 =573 Kとすると，Fig. 17（a）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．

Fig. 16. Comparison in the strain energy around M between (a) bcc Ti 
and (b) hcp Ti.

Fig. 15.  Local lattice strains around (a)M=Fe, (b) M=Zr and (c) other M in bcc Ti.
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　Fig. 19は，Burgersによって提案されたbcc Ti→α ’

（hcp）の変態機構である13）．図の（a）から（b）の過程で
は，bcc結晶がその（112）面にそって［111］方向にシアー
（shear，せん断変形）する．このとき図中の角度（以下，
シアー角と呼ぶ）が，70.5°→60°へ変化する．次に，
（b）から（c）の過程では，底面の（110）に沿って1原子
面おきに逆ずれ（shuffling，シャッフリング）をして，
hcpのα ’マルテンサイトが得られる．
　そこで，合金元素M近傍の原子の局所変位が，bcc 

Ti→α ’（hcp）の変態のシアー角にどのように影響を及
ぼすかについて調べる．ここでは，Fig. 19（a）の真中に

ある太線で囲まれた多面体の中心に合金元素Mがある
ときのシアー角を計算する．Fig. 20が，（a）M=Fe，（b）
M=Nbのときの計算結果である．ただし，図中に番号
1，2と付けた原子は，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．また，それら
Ti原子は，図中の矢印の向きに変位している．図中に示
すように，（a）のFeではシアー角は64.6°で，（b）のNb

ではシアー角は69.2°であり，いずれも純Tiの70.5°に
比べて小さい．

Fig. 18. Correlation of local lattice strains in (a) hcp Ti and (b) bcc 
Ti with the alloy compositions of Ms = 573 K in binary Ti-M 
alloys.

Fig. 17. (a) Compositional dependence of the Ms temperature of binary 
Ti-M alloys [14], and (b) correlation of the phase stability of 
bcc β phase with the Ms curves of Ti-M1 and Ti-M2 alloys.

Fig. 19.  Martensitic transformation from bcc to hcp following the Burgers relation [13].
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　Fig. 20（c）に，種々の合金元素Mのシアー角の計算結
果を，横軸に局所格子歪量を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考えるかもしれない．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で分布していることになる．さら
に，Fig. 20（a，b）中に示すシアー方向［111］と，番号1，2
で示すTi原子の変位の方向（矢印の方向）とは全く異
なっている．従って，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（112）シアーを起
こすことが難しい．
　このように，合金元素M近傍の大きな負の局所格子
歪の存在は，高温のbcc（β）相を安定化させ，マルテン
サイト変態の進行を抑える効果がある 2）．

６．鉄
　鉄鋼材料では，マルテンサイト変態を活用して，ミク
ロ組織を制御し優れた機械的性質を得ている．そこで，
鉄の局所格子歪とマルテンサイト変態の関係を調べる．
6.1	 bcc	Feとfcc	Fe中の局所格子歪
　Fig. 2（b），（c）に示すスーパーセルを用いて，bcc Fe

と fcc Fe中の局所格子歪を計算している2）．Fig. 21（a）
はbcc Fe，（b）は fcc Feの局所格子歪の計算結果である．
図（a）のbcc Feの結果では，Mが3d遷移金属（例：Cr）
のとき，その格子歪の値は，第1近接原子では負，第2

近接原子では正である．一方，図（b）の fcc Feの結果で
は，すべてのMに対して，その最近接原子の格子歪は常
に正である．また，Fig. 22（a）はbcc Fe，（b）は fcc Fe

の歪エネルギーの計算結果である．歪エネルギーは，
bcc Feの方が fcc Feに比べてかなり大きい．
　上記のbcc Feの計算結果は，スピン分極を考慮しない
ときの結果である．スピン分極を考慮して計算した局所
格子歪の計算結果をFig. 23（a）に示す3）．Fig. 21（a）と比
較すると，局所格子歪には両者に違いがあり，スピン分

Fig. 21.  Local lattice strains around alloying elements, M, in (a) bcc Fe and (b) fcc Fe.
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極を考慮して計算した局所格子歪の値の方が少し小さ
い．しかし，式（1）を用いて平均の格子歪を計算する
と，Fig. 23（b）に示すように，両者の平均の格子歪の間
には，ほぼ直線的な相関が見られる．
6.2	 局所格子歪とマルテンサイト変態
　鉄合金のマルテンサイト変態について，泉山ら15）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873 K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. 24（a），（b）に示
す．Ms温度が鉄の873 Kはチタンの573 Kに比べて高
いが，低温のデータが少ないので，873 Kの結果を採用
している．ここで示すC, Nの結果は，それらを侵入型
八面体位置に置いて計算した結果である2）．それらの局
所歪量は大きい．
　この図から明らかのように，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=873 Kの合金組成が低くなる傾
向がある．このように，正の大きな局所変位があるほど
マルテンサイト変態は抑えられる．チタンの場合と同様
に，合金元素近傍の歪方向がシアーの方向とは全く異な
り，結晶全体としての均一なシアーが難しいことが主な
原因である2）．
　チタン合金の場合には，Fig. 18に示したように，負の
大きな局所変位がマルテンサイト変態を抑えるので，鉄
合金とは局所変位の正負が逆転している．この違いは，
変態に伴う結晶格子の変化に由来している．すなわち，
鉄では最密結晶格子であるfcc（γ相）からbccまたは
bctのα ’マルテンサイト相が現れるので，変態によって
格子は膨張する．一方，チタンではbccのβ相から最密
結晶格子であるhcp α ’マルテンサイト相が現れるので，
変態によって格子は収縮する．この違いによって，両合
金の局所変位の正負が逆転するのである．しかし，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傾向である．
　ところで，先に述べたように，鉄のbccマルテンサイ
ト（α ’）は強磁性である．正の局所格子歪が増えると，
Fig. 24に示したように，Ms温度は低下する．しかし，
Fig. 23（a, b）に示したように，スピンを考慮した強磁性
の計算では，スピンを考慮しない計算に比べて，局所格
子歪の大きさは減少している．言い換えれば強磁性のも

Fig. 23. (a) Local strains around M in bcc Fe, obtained by spin-polarized calculations and (b) comparison 
in average local strain around M between spin-polarized and non-spin polarized calculations.

Fig. 22. Local strain energy stored in the lattice around an alloying 
element, M, in (a) bcc Fe and (b) fcc Fe.
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とではMs温度の低下は抑えられ，マルテンサイト変態
が起こりやすくなる．このことは，外部から磁場を印可
した時に，Ms温度が上昇する一般の傾向とも良く対応
している16）．
　鉄合金において，高温の局所格子歪の小さなオーステ
ナイト（fcc γ）相から低温の局所格子歪の大きなbccマ
ルテンサイト相（α ’）への変態は，歪エネルギーのみで
は理解しにくい．鉄のマルテンサイト変態には，強磁性
への磁気変態が強く関与しているように思える．純鉄の
Ms温度は不純物（例：C）の影響を受けるので正確には
不明であるが，泉らが報告している高純度鉄のMs温度
は約993 Kであり15），磁気変態温度（キュリー温度，
1043 K）に近い．一方，鉄合金に比べて，磁気変態の
ないチタン合金では，高温の局所格子歪の大きなbcc

（β-Ti）相から，低温の局所格子歪の小さなhcpマルテン
サイト相（α ʼ）へ変態するので，歪エネルギーの観点か
ら理解しやすい．

Fig. 24. Correlation of local lattice strains around M in (a) bcc Fe and 
(b) fcc Fe with the alloy compositions of Ms = 873 K in binary 
Fe-M alloys.

７．お　わ　り　に
　合金元素近傍に導入される母金属格子の局所歪は，合
金物性を左右する重要な因子である．しかしながら，局
所格子歪の研究は，これまでは殆ど定量的には取り扱わ
れてこなかった．本稿で説明したマルテンサイト変態や
機械的性質のみならず，合金元素の周りの歪場は，転
位，空孔および他の合金元素の周りの歪場と相互作用し
て，多くの合金物性に影響を与える．今後，この分野の
研究が活発になることを期待したい．
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