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近年， 社会基 盤材料 である 鉄鋼に 対して ，強度 と延性 の両立 が強く 望まれ ている ．一般 に，強 度の増 加と
と もに延 性は低 下する ため， その両 立は困 難であ ったが ，新た な生産 プロセ スを基 盤とし た 組織 制御の 研究
が進 み，多く の高強度 -高延性 材料が開 発され， 現在，高強 度鉄鋼材 料の適用 範囲が飛 躍的に広 がってい る．
しか し，これら の高強度 -高延性 材料の主 な研究対 象は，材料 がネッキ ングする 前の均一 変形であ り ，転位論
を基 礎として 進められ てきた．
一方 ，鉄 鋼材料の 主要用途 である自 動車部品 には ，成形性・安 全性の観 点から ，引張 強さ 600MPaを 越える
高 強度鋼 を中心 に，従 来延性 として 求めら れてい た均一 変形領 域にお ける伸 びだけ ではな く，ネ ッキン グ開
始 以後の 局部変 形域の 伸びす なわち 局部延 性向上 まで求 められ るよう になっ てきた ． さら に，ラ インパ イプ
輸 送用鋼 管素材 にも， 不安定 延性破 壊抑制 のため ，局部 変形域 の伸び の向上 が期待 されて いる． 局部変 形は
ネ ッキン グが開 始し， 破断に 至る間 に生じ る現象 である が，こ の機構 は均一 変形と はまっ たく異 なる． 局部
延 性は， ボイド の発生 ・成長 ・連結 過程で 進行す るため ，それ ぞれの 段階に おける 支配因 子の解 明が重 要で
あ る．し かし， 破断に 至るま での機 構は十 分に明 らかに されて いない ． この 分野で は，ダ メージ メカニ クス
のシ ミュレー ション手 法を基に ，ポーラ ス材料の 降伏関数 である Gurson-Tvergaardの 式などを 用い，ボ イド密
度 を境界 条件と した有 限要素 法によ るマク ロスコ ピック な研究 が主体 である ．しか し，金 属組織 を主体 とし
た ミクロ スコピ ック的 観点か らの研 究はあ まり進 んでい ない ． ナノオ ーダー ボイド の観察 手法も 確立さ れて
お らず， また， 破断事 故の原 因解明 などに 用いら れるフ ラクト グラフ ィ（破 面観察 ）も， 局部 延 性に優 れた
材 料設計 におけ る有用 な指標 である にもか かわら ず，破 面観察 および 破面形 状の定 量的解 析に基 づいた 研究
も少 ない．
本論文 は，ナ ノオー ダーボ イド観 察およ び破面 の定量 評価の 新たな る手法 を確立 し，こ れらの 手法を 用い
て ， 16％ Crフェ ライ ト単 相鋼 および フェ ライ ト -オー ステ ナイ ト系 2相鋼 におけ る析 出物 間隔 が局 部延 性に及
ぼす 影響を明 らかにし たもので あり，６ 章から構 成されて いる．
第１章 では， 鉄鋼材 料の局 部延性 の重要 性，お よび局 部延性 向上に 関する 過去の 研究知 見と問 題点を 整理
し， 局部延性 向上への 取り組み を目的と する研究 方針を述 べた．
第 ２章では ,延性破 面形状を 模して金 型表面へ 付与した表 面テクス チャを対 象に，フーリエ 関数を用 い たラ
イン プロファ イルの定 量評価手 法を確立 した．
第 ３章で は，局 部延性 の研究 に際し て必要 な，ナ ノオー ダーボ イドの 観察手 法を確 立した ．凹凸 成分に 対
して 鋭敏な高 コントラ スト撮影 が可 能で ある FE-SEM（電解 放出型走 査型電子 顕微鏡）の AsB（ Angle Selective
Backscattered）像 を二 値 化処 理す る こと で， 従 来1.0μmと さ れ てい た ボイ ド検 出 限界 を， 0.1μ mに拡 大 出来
る 観 察 手法 を 確立 し た ．ま た ，実 際 に 0.2%マ ルテ ンサ イ ト 鋼の 引 張試 験 片 の横 断 面に 生 じる ナ ノオ ー ダー

ボイ ド観察を 行い，そ の発生起 点と組織 の対応の 解明に本 手法が有 効である ことを実 証した．
第 ４章では ，16Crフ ェライト 単相鋼を 用いて 5μ mオーダ ー間隔で 析出して いる Cr析 出粒子の 間隔が引 張試
験 で求め た局部 延性へ 与える 影響を 調べた ． Cr析 出粒子 間隔が 広い材 料ほど 局部延 性は向 上する こと， Cr析
出 物間隔 が広く なるほ ど破面 のディ ンプル 径が大 きく か つ浅く なるこ と，さ らに， このデ ィンプ ル形状 の相
違が ボイドの 連結挙動 に起因す ることを 明らかに した．
第 ５章では ，フェラ イト -オーステ ナイト２ 相鋼を用いて ，20μ mオーダー 間隔で析 出してい る Al析出 粒子
の 間隔が 引張試 験およ び計装 化シャ ルピー 試験で 求めた 局部延 性に及 ぼす影 響を 調 べた． 引張試 験で求 めた
局 部延性 は， Al析出粒 子間隔 が変化 しても 一定で あった が，一 方，計 装化シ ャルピ ー試験 で求め た局部 延性
を 表わす 指標と 考えら れるき 裂伝播 エネル ギーは ， Al析 出粒子 間隔が 大きく なるほ ど増加 した． 両試験 で求
め た局部 延性に 対する Al析出 粒子間 隔依存 性の相 違は， それぞ れの試 験で塑 性変形 プロセ スが異 なるこ とに
伴う ボイド連 結挙動の 差に起因 するとの 結論を得 た．
第 ６章では ，本研究 の総括を 行った．

