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第Ⅲ章 特殊鋼，高合金鋼溶接部の組織 
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第Ⅳ章 非鉄合金溶接部の組織 

Ⅳ-1 非鉄合金溶接部の組織解説 

Ⅳ-2 非鉄合金溶接部の組織集 

Ⅳ-2.1 ニッケルおよびニッケル基合金 

（171）工業用純ニッケルのティグ溶接部  （172）モネルのティグ溶接金属  （173）ハステロイ B2 のティグ溶接部 

（174）ハステロイ C-276 のティグ溶接部  （175）ハステロイ X の電子ビーム溶接部  （176）インコネル 600 のティグ溶接部 

（177）インコネル 625 のティグ溶接部  （178）インコネル 617 のティグ溶接部  （179）インコネル 690 の多層盛ティグ溶接部 

（180）インコネル X-750 のティグ溶接部  （181）ワスパロイのティグ溶接部  （182）インコネル 718 のティグ溶接部（1） 

（183）インコネル 718 のティグ溶接部（2）  （184）インコネル 718 のレーザ溶接部  （185）ユディメット 500 のティグ溶接部 

（186）IN738LC の電子ビーム溶接部  （187）アロイ 713C のティグ溶接部  （188）MM007 のティグ溶接部 

（189）TD ニッケルの電子ビーム溶接部  （190）TD ニッケルの抵抗スポット溶接部  （191）TD ニッケルの固相接合部 

Ⅳ-2.2 コバルト基合金 

（192）HS188 のティグ溶接部  （193）ヘインズアロイ 188 のティグ溶接部  （194）ヘインズアロイ 25 のティグ溶接部 

 Ⅳ-2.3 アルミニウムおよびアルミニウム合金 

（195）A1100P-0 材のティグ溶接部  （196）A2024P-T4 材のティグ溶接部  （197）A3004P-0 材のティグ溶接部 



（198）A4043F 材のティグ溶接部  （199）A5083P-0 材のティグ溶接部  （200）A5083P-0 材の大電流ミグ溶接部 

（201）A5083P-0 材の重ねすみ肉ミグ溶接部  （202）A5083P-0 材のミグ溶接部  （203）A5083P-0 材の電子ビーム溶接部 

（204）A6063F 材のティグ溶接部  （205）A6063S-T5 材の溶接熱影響部  （206）A6063-T5 材の CO2 レーザ溶接部 

（207）A6N01 のレーザ溶接部  （208）A7N01P-T4 材のティグ溶接部  （209）A7N01P-T6 材の溶接熱影響部 

（210）A7N01P-T5 材の重ねすみ肉ミグ溶接部  （211）A7N01P-T4 材の抵抗スポット溶接部  （212）高純度アルミニウムのセル状組織 

（213）工業用純アルミニウムのセル状樹枝状晶  （214）工業用純アルミニウムの等軸晶  （215）A2024P-T3 材の等軸晶 

（216）A7N01P-T4 材の溶接金属における結晶増殖ならびに結晶微細化  （217）アルミニウム合金摩擦撹拌接合部 

  Ⅳ-2.4 チタンおよびチタン合金 

（218）純チタンのティグ溶接部  （219）純チタンのレーザ溶接部  （220）Ti-5Al-2.5Sn のティグ溶接部 

（221）Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo のティグ溶接部  （222）Ti-8Al-1Mo-1V のティグ溶接部  （223）Ti-6Al-4V の電子ビーム溶接部（1） 

（224）Ti-6Al-4V の電子ビーム溶接部（2）  （225）Ti-6Al-4V の YAG レーザ溶接部  （226）Ti-6Al-4V の溶接熱影響部 

（227）Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo のティグ溶接部  （228）Ti-15Mo-5Zr-3Al のティグ溶接部 

 Ⅳ-2.5 マグネシウム合金 

（229）マグネシウム基鋳造合金（QE22A-T6）のティグ溶接部  （230）マグネシウム基鋳造合金（AZ92A-T6）のティグ溶接部 

（231）マグネシウム合金の摩擦撹拌接合継手  （232）AZ91 の摩擦撹拌点接合部 

 Ⅳ-2.6 銅および銅合金 

（233）純銅のミグ溶接部  （234）脱酸銅のパルスミグ溶接金属  （235）硬銅トロリー線の常温圧接部 

（236）アルミニウム青銅のパルスミグ溶接部  （237）90Cu-10Ni クラッド鋼のティグ溶接部（1） 

（238）90Cu-10Ni クラッド鋼のティグ溶接部（2）  （239）異種黄銅のティグ溶接部  

 Ⅳ-2.7 その他の非鉄合金 

（240）工業用純ジルコニウムの電子ビーム溶接部  （241）ジルカロイ-2 のティグ溶接部 

（242）工業用純タンタルのティグおよび電子ビーム溶接部  （243）工業用純ニオブのティグ溶接部 

（244）電子ビーム溶解純モリブデンのティグ溶接部  （245）電子ビーム溶解純モリブデンの電子ビーム溶接部 

（246）焼結モリブデン合金（TZM）のティグ溶接部  （247）焼結モリブデン合金（TZM）の電子ビーム溶接部 

（248）アーク溶解モリブデン合金（TZM）の電子ビーム溶接部  （249）異色金合金（18K）の拡散接合部 

Ⅳ-2.8 新材料 

（250）NiTi 金属間化合物のレーザ溶接部 

 

第Ⅴ章 異材溶接（肉盛溶接）部の組織 

Ⅴ-1 鉄鋼材料異材溶接部の組織集 

（251）SUS309L ステンレス鋼帯状電極肉盛溶接金属  （252）鉄基硬化肉盛溶接金属 

（253）フェライト鋼へのオーステナイト鋼の肉盛溶接部  （254）フラックス入りワイヤによるオーステナイト系ステンレス鋼 

（255）フラックス入りワイヤによるフェライト系ステンレス鋼  （256）フラックス入りワイヤによる 825 合金クラッド鋼のマグ溶接部 

（257）低合金耐熱鋼へのオーステナイト系ステンレス鋼の肉盛溶接部  （258）フェライト系ステンレス鋼の肉盛溶接部 

Ⅴ-2 非鉄材料異材溶接部の組織集 

（259）インコネル 690 のレーザ肉盛溶接部  （260）ニッケル基単結晶合金のレーザ肉盛溶接金属  （261）ステライト系肉盛溶接部 

（262）バイタリウム（HS21）のティグ肉盛溶接部  （263）X-40（HS31）のティグ肉盛溶接部  （264）WI-52 のティグ肉盛溶接部 

（265）MAR-M509 のティグ肉盛溶接部  （266）アルミニウムめっき鋼板とアルミニウム合金板の異材抵抗スポット溶接界面 

（267）アルミニウム合金／鋼の摩擦撹拌点接合部 

 

第Ⅵ章 新しい観察手法による溶接部の組織解析に関する解説 

Ⅵ-1 その場観察 

Ⅵ-1.1 高速度カメラによる凝固組織の直接観察 

Ⅵ-1.2 高温レーザ顕微鏡による相変態の直接観察 

Ⅵ-1.3 高輝度放射光による相変態のその場解析 

Ⅵ-2 結晶方位解析 

Ⅵ-2.1 EBSD による摩擦撹拌接合部の結晶方位解析 

Ⅵ-2.2 EBSD データを活用した微視的ひずみ解析 

Ⅵ-3 分析電子顕微鏡観察  スーパー13Cr 鋼溶接熱影響部の鋭敏化組織 


