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合Ⅲ既存の下部組織が窓化処理過程でどのように変化

し，また，変化した下部組織が疲労によりどのように

再配列するのか興味が持たれる．以上の観点から，本

報では,窒化処理した圧延材の疲労前後の下部組織の

観察を行い，その結果を焼なまし後に窒化処理した前

報の結果と比較することにより，箪化材の疲労特性に

及ぼす下部組織の影縛を検討した．

1．緒筒

一般に,金履材料に麹化処理を行うと耐鰯耗性や耐

食性が向上するとともに耐疲労性も向上する．そのた

め,近年,識化処理した金腐材料の疲労特性について

多くの研究が行われ，その結果，多くの金胸材料では

波労強度が向上するが'純チタンでは,逆に'疲労強

度の低下が起こること，また,竃化材では疲労破壊機

槻が通常の金屈材料とかなり異なることなどがわかっ

てきた(1)~(０１．しかし葱がら・これまでの研究は,試験

片の表面や破面の観察に立脚して行われたものが多

く，疲労jij樫で形成GML為下部M1縦の観点から讃化枡．

の彼労特性を検討したものは少欺いようである．；ＭｗＩｉ

らは,iMi側１１０１で'鞭化処flI1した…般１１W造りUII;延鋼

ss400の繊労破壊楓榊について，主として娠位組織

的立場から研究を行った．

金属材料に窒化処理を行う場合，ひずみ除去の熱処

理を行った後窒化処理する場合と熱処理をせず内部組

織を有したまま窒化処理を行う場合がある．後者の場

2．使用材料および実験方法

使用した材料は市販の一般柵適用圧延鋼SS400で，

IIi延力IfUと試験ﾊﾞの軸方Ｉ向]が一致するように，図】に

示す形状・寸法の拭験ﾊ･に機械力Ⅱコルた．このような

試験片の表ⅧilWには,１１(廷過樫で生じた下部M1職と試

験１１.加工時に発生したﾄﾞ部尉l織が混在している．機械

』Ⅱ二l:澗厚さは，鋼材を900℃で１時1111のひずみ除去の

焼なましを行って得られた試験片の縦断面における硬

さ分布と所要の深さにおける下部組織を観察して決定

された．その結果,機械加工鬮厚さは約5OPmである

ことがわかったが,本研究では，なお十分な余裕をと

り轍解研磨で約701Aｍの表面層を除去したもの(以下

圧延材と称す)を実験に供した．これに対してひずみ

除去の熱処理を行った前報の試験片を以下焼なまし材

と記す．窒化材は，これらの賦験片を570℃の

・原稿受付2000年４Ⅲ１７日．
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原l)．
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相当する時間研磨を行い,次に反対側(賦験片内側)か

ら微小孔があくまで研磨を行った．このような微小孔

周りの下部組織を透過形電子顕微鏡(TEM)を用いて

160ｋＶの１１趣函圧下で観察した．

３．実験結果および考察

３．１圧延材の下部組織本実験で使用した市販

の一般鯛造用圧延鋼SS400の下部組織を図２(ａ)，

（ｂ)に示す．図２(ａ）より，使用した圧延材の下部組

織は,肋報い｡)の疲労で形成された焼なまし材のセル

組織や粟谷ら('し》のぎ製先端近傍のセル組織とよく似

た明りょうなセル組織を呈していること，セルの大き

さは0.5～3ILm程度であること，また(ｂ)はセル内部

の転位組織を拡大したもので,このようにセル内部に

は絡み合った転位が多く観察され，またそれらは互い

に連結を始めていて，セルの細分化の過程にあるので

はないかと思われる．

比較のため,図３に前報の焼なまし材の転位組織を

示す．一般に，十分に焼なまされた結晶中にも１００

～103/ｃｍ２の転位が存在すると曾われているq2l．図３

では,図２のセル組織は完全に消滅しているが，とこ

ろどころに緩位のかけら(fragment)が残存している

のが見られる．

LiCNOの塩浴中に１時間没潰した後油冷して作製し

たもので’便宜上それぞれ窒化圧延材,寵化焼なまし

材と称する．表ｌおよび表２にSS400圧延材の化学

成分と機械的性質を示す．

疲労試験は島津ＵＦ１５形万能試験機を用いて両振

り平而Illlげ応力下で行った．下部jil噸観察用の薄膜試

料は，まず,放電加工機で試験片平行部から表面に平

行な６ｘ４ｘｑ３ｍｍ３の薄板を切断した後.切断側か

らエメリー紙で約０．１２ｍｍの厚さに仕上げ，これに

ジェット式電解研磨法を適用して作製した．ジェット

式愈解研欝は,殿初,試験片表面側から所定の深さに
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葱研究を行い，その結果,疲労限度上昇に占める残留

応力結果は約30％で，その他の因･子の寄与が大きいと

報告している．本研究は,主として，下部組織の観察

を通して窯化材の疲労特性に及ぼす下部組織の影鱒を

検討したもので!以下これについて述べる．

なお，図中の破線は,下部組織観察に採用した応力

振幅(D＝620MPa，750MPa)と疲労試験をllT断した

繰返し数(8xlO`サイクル)を示す．

３．３窒化圧延材の下部組織窒化処理過程では

熱処理と窒紫原子の固溶や窒化鉄の析出とが同時に進

行する．3.3節では，図２で示した庄延材の下部組織

が濯化処理過程でどのように変化し，またそれらが疲

労にJ､りどのように再綱するのか調べた．下部組織の

iiM察は化合物|灘lAllMi(深さ約９１↓、)，化合物簡画:下(深

さ約1Ｈ１｣､)，拡散lii内部(深さ約4Ｍm,)の位臘にお

いて表iiiiに:lz行な薄膜試料を作製し，その下部組織を

観察した．

３．３．１疲労前の翠化圧延材の下部組織窒化処

靴された圧延材の疲労前の下部組織を図6～8に示す．

欝多ら(２１のＸ線回折によれば,化合物層の鰻外層は

稠密六方品のＥ相(Fe2-3N)で,内側は面心立方品の

γ相(圧４Ｎ)になっている．本研究では,鍛外層の下

部組織の観察も試みたが,試料表面側からのジェット

研磨時間が短いことによりＴＥＭ観察に適した平滑な

薄膜が得られなかったので,本報では,比較的研磨時

間が長く良質の薄膜の得られた化合物層内側の下部組

織のみを観察した．図６はそのような化合物層内側の

下部組織で,（ａ）より図２で示した圧延村中のセル組

織は窒化後も化合物屑内側ではそのまま保存される

が,鬮子線回折より，面間隔の比はいくぶんずれてい

るが,結晶構造は面心立方品に近い値を示した．また，

３．２組織およびＳ－１Ｖ曲線窒化圧延材の縦断

面における光学顕微鏡組織を図４に示す．よく知られ

ているように,窒化圧延材でも表面に接して厚さ

10～151ｍの化合物圏が，またその下部には拡散鳳が

表面から約400ｍの深さまで発達していた．

図５は砿延材と灘化圧延材のＳ－ﾉＶ曲線でⅡ比較の

ため前報の焼なまし材と窒化焼厳離し材の結果も記戦

した．図５よりⅢ圧延材の疲労強度は焼較まし材の疲

労強度とほぼ一致し，疲労限度は約２５０ＭＰａとなっ

た．上村ら('3)は,厚さ1251,1の薄板をl00ILmに冷

間圧延した低炭素鋼の疲労強度を職位組織の観察を通

して研究を行い，その結果,圧延材の疲労寿命が焼な

まし材の寿命より仲びるのは,灘命が10万画程度の

比較的高いICi力振鯛領域ではIf延材[１１のI艇位組織によ

って鰍返し応力によるiijii位の可１１Witが妨げらｵしるため

であり，１１KたりW命が数Ｗ〃'1'1の低い応力機llM領域では

疲労曾裂の発化に砿嬰な役WIIを果たすと轍えられる

poreが圧延材'１１の刃状I腿位により吸収されるためだ

と報告している．上村らの庄延材'１:Iの下部jMl織はⅢnM

境界が蝋広くぼやけた不明確なセル組織で,図２のよ

うな亜境界力瓢<明りょう戦セル組織にはなっていな

い．確かなことはわからないが，このような下部組織

の微妙な遮いや圧延材を作るときの圧延方法や圧下率

の違いにより，本報と上村らの舷延材の疲労強度に差

異が生じているのではないかと思われる．

また,図５より，焼なまし材も圧延材も窒化処理す

るとその疲労強度は著しく改善されるが,圧延材のほ

うが焼なまし材よりも窒化効果が大きく，疲労限度は

窒化圧延材が窒化焼なまし材よりも約l25MPa樹い

値を示しておりⅢ下部組織が窒化材の疲労強度の向上

に寄与していることがわかる．窺化による疲労強度の

上昇については医縮残留応力や硬さの上昇，また固溶

した窒素によるすべりの阻止等の要因が考えられてい

る．寺沢らⅡ'は，特に`残留lMii力の影瀞について詳細 000
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す双川,を俳号セル組織で.図６(ｂ）と同様のγ`相から

なる領域であった．もう一つの領域の下部組繊を図

H〔、)～(U）に示す．この領域では,図８(ａ)のように

セルの－IIllはliMi4礼ているものの(1))にji』られるよう

にセル(ﾉ)六N'1分は溌化処理に伴う熱処理により消滅し

ていた．このようなセル消滅領域には図８(ｃ)に示す

ようなほぼ一槻分布した転位clusterが観察きれた．

これは，セル畷を柵成していた転位やセル内の転位が

窯化処理により再配列してできたものと思われる．こ

の繍域は,⑰子線回折より．またセル内に双,Wlが見ら

れないことからも．マトリックスのα相からなる領域

であることがわかった．

次に，隙'1)に深さ約40IU11のiiiIIMIii2W料il1に親察され

たWIWill繊をポ1-．この領域では`図７において見ら

れた双ＩＩｌＩを(!|くうセル級織は全く観察されず01勘部的に

まだセルが兄ハオしるものの緒Ａｌｌ粒中のセルはほとんど

iI1j減していた．図９はこのようなセル消滅領城の下部

細織で,化合物１Ｗ(下の図８(ｃ)の組織と変わらずほ

ぼ一棟分布した娠位clusterからできていた．

３．３．２波労後の窯化圧延材の下部組織3.3.1

項の潔化処HMによって生じた下部組織の疲労による変

遷を以下に記す．

まず,窒化圧延材の時間強度に相当する応力ひ＝

750ＭＰａを負荷したときの下部組織を図10～１２に示

す．図１０は化合物廟内側の組織であるが,図６(ｂ)に

示した疲労前の組織とほとんど変わっていない．これ

より,化合物欄ではこの応力下でも転位の迎勵や増殖

は全く起こらないことがわかった．これは､｡(験片表面

上に職位迦醐の痕跡であるすべり線が全く観察されな

いこととも一致する．

図１１は化合物屑直下の組織で,局所的には(ａ)の

図ｏ（１））より，セル内にはところどころ細長い蟻形の

双iilIの形成が児らｵした．

双IHIには，朔lYl1迩形に際してjMれろ変形双,Ｈ１と加rl：

後の焼な§こしでできる純なまし双,H1がiハリ‘体'ｔｊＷＭｊ

ＩＩｈのＦｔＰでは．ICiMでiWi逃避形させた場合に煙形双,ｌｈ

が現れるが.純銅や70/3()貨鋼瀞のVIi心血方Ａｌｌ命鵬に

できる焼なまし収Ｍ１は現れないと蘭われている''１１．

上誕の秘多らは.破断而上で化合物1Wの内側'1にのみ双

IHIを観察し、化合物kUi内側が而心立方IMIの７．ｲ１１であ

る根拠の一つとしてあげている．図６(1))は．窒化処

刑１１でＩＩＪｵしたいわIq)る焼なまし双IMIであり，化介物ｌＮｌＡｌ

(MIIが-1,.W１１紺織IMjにも1m心立方,M1のγ'ｲ11禅Aすること

がliiliMMされた．

次に、iiil報において．疲労き製は化合物ﾙiiI1IｿＷ)抵

散肘Ｉｌｌのiili↑|;な紬,'M,粒から発生することが観察された

ので.本綴でも，化合物肘直下の下部糾織を詳細に観

察した．この舗域は，以下に示すように，二つの形鯉

の1j部mMimから櫛成されていた．その－つがｌＸ１７に派

い）

（ｂ）

Fig.６Substructuresoftheinnerpmr上oftheCOmpound
layerp｢Dducedbynitriding

Fig.７SubstructurejustbelowthecompoundIayer
producedbynitlFidimgj

－９７－
Z



寵化したⅡ:延鋼の疲労特性と転位$ｌＬ繊一一一9８

ような疲労iiiの$Ｍ;lの形態を保持しているのも見られ

たが'大部分は(ｂ)，（ｃ）のように互いに絡み合った

112t位が遮結しセルの初期の形態を形作っていた．これ

より,このLtW下ではⅢ化合物１W直下のすべり述鮒に

IITH都合な方位の緒LWj粒では転位の連動や増賦が活発に

行われることがわかった．これは，窓化焼なまし材に

おいて疲労ざ製が化合物掴直下のすべり逆IMIの活性鞍

結晶粒に発生するという前報の結果とも定性的に一致

する．また，双iV1を伴うセル組織も観察されたが．そ

の形態的特徴は疲労前のものと一致し,疲労による組

織の変化は全く見られなかった．

また１拡放11W|内部では，図１２に示すようなセル形成

途｣元にあると忠われる組織も観察されたがりそのよう

な$11織は楓めて少なくほとんどが披労前の組織の形態

を保持しており，化合物剛直下と比べ転位迎1,1が不活

発であることがわかった．

い）

Fig9Substructureofthediffusio打layerproducedby

nitriding
(ｂ）

に）
.』ごh，

Fig.８SubstructuresjustbelowthecompoundIayer

ProduCedbynitriding

Fig10Substructureoftheinnerpartofthecompound

layerafにTcycIicloading〈グー750MPaJV＝8ｘ
100）

－９８－



鋼化しノさ11:延鋼の痩労特性と椎位潤l織９９

次に．１１１１報の繍果と比較するために．瀬化縦栽まし

}イとltilじ1h$ﾌﾞj縦Iiiiが＝62()MlDrT卜で形成ざオLた拭料

'|'U〕ドバlliⅡ綱をilMべてみた．このlliﾒ〃卜で(よ．窮化焼

くrよし｜lでIJkIﾘ11)ようなセル細織が)Iﾂﾙ1tされたが．蝋

化lIilhWでIMlj介物|例内側．化合物ｌＷＩｌ１〔「､MkliWlAl

lHiの組織とも;I･小ＩＪＩ(ｄ)披労IMiU)糾織とIRIとAど趣｣】

っていなかった．例として疲労き裂の発生と密接な関

係Ｕ〕ある化合物１MN!〔下の組織を楓１３に示すが，この

組織'よiiii述のび語75()ＭＰ刊で形成された図１１(ｂ)，

(（)0)IMliIWとIよ'ﾘjらかに奥なっている．これはliX113

")椎h1cluM⑥rがＮ臓子と強固に園越しており，その

ため汀峯二621)ＭＰａ下ではこのよう鞍固報から娠位を

解放することができないためだと思われる．

以上よ')，市販の一般檎造用圧延鋼ＳＳ４ＵＯを窒化

,処班した場合の下部組織の形態や錨化処理後疲労させ

た場合の下部組織の形態をまとめた概観図を図川に

示す．

4．鰭曾

ilJ版の…般櫛造jUlli延鋼SS40Oについて．溌化処

剛と搬労拭験毎行い.iilii過程で形成さ｣した下部紐繊を

lil獺した結果以|；のことがIﾘlらかになった．

（１）激化処｣M1IiiId)U:延材と焼なまし材の縦労強皮

い）

Fig.１２Substructure0lthedin｢usimllayeraftercyCIic
l【)adinR（｡-750MPajV＝8ｘ100〕(ｂ）

（ｃ）

Fig.１１SubstructuresjustbelowthecompoundIayer
aftercyclicloading（D＝750MPa0Ⅳ＝8ｘ１０ｌ）

Figl3SubsCructulPejustbeIowthecompoundIayer
aftercyclicloading（け＝620MPa,Ⅳ－８x10d）

－９９－



lOll竃化した胱雄ＩｉＷｊ擬労lMr性と転位細臓

はほぼ向－．の鯛とjIFっだが．寵化処理後は‘圧延材の鰍からなるγ緬域とセル組織がiill減し躯(血のり１１１.ダリ

ぼうが焼なまし材より《｣癌<鞍り,圧延により形成ざしたallWからなる釧城が共イルていた．拡iM(1櫛lj1IMl

れた下部#11織が窺化による蝋ｸﾞ'強腫｣:鼎に櫛効であるでIdk7Ijのl:ル組織の一部IMiltｲrしているものU)ｋｉＷｌ分

ことが｣,かつ九．け枕{iZojIIjnIlｸﾘしたａｌｌル心できてい/(?、

随翻材を溌化鯉蝋すると蹴化処ＦＩＬた1Ｍmｲｲ舟搬労Ｂｌｌろと

.（２）化術物繍内側でIよ)心のⅡ;鰹材ｑＷルM1職は１１１１（:l）化介物胸IﾉIllllのfIl縦に1.k溌化かfそく↓OLら！’

柵きれるが，ＩピルIﾉﾘに奴ＡＭ５Ｉ】lれ，締A1,橘ji1iの溌化がリ'，化合物l街でＭＭ〔ilj過係でケペI)jiIl卿Iが蝿こ`9,ﾌﾟﾋﾟﾚ

兇のＩ1,だ．：［た．化命物$WlHI;で};よ奴ﾊﾙを{1:ラセルiIlことＷ)力,．’比また,化合物1Ｗ〔卜でもγ,+'1$､域

C○ｍｍ⑥氏inISS400

!’
JuBtbcl⑥wthC

oompoundlayer DimmBmnhnyerＣｏｍｐｍｍｄｌａ罪ｒ

蕊Ｉ
』

勲Ｉ～←
〆－－－

＞－

;Ｉ
Jum比l⑪wthE

oomp《Dundlnyer
CmnIx)undlnypr ＤｉＨｍｍｎｈｙｅｒ

1,1蝋

Figjl＆ThGmH1iUiⅡ仙呂[riIli[Out〔)ｆ(1IRP岡ulD凱r(l(，ltIrcspr〔)｡u1,G．ｂ》･nitridi21RfIu1dfaliRue
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では組織の変化は全く見られないが,α相領域の組織

は変化し,幅の広い亜境界をもつ初期セルの形成が見

られ，その領域での転位運動や増獺の活発性を知るこ

とができた．また，拡散相内部では，ごく一部に転位

運動の活発な領域が見られるもののほとんどの領域で

内部組織の変化は起こらなかった．
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