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ＭＩＩ牡破壊機柵にIHIしては,Ｗｌらかになっていない部分

があると思われる．そこで,本研究ではイオン窒化し

た低炭素鋼Ｓｌ５ＣＫの破壊機榊を,疲労き裂の発生と

伝ぱのようすを観察することによって検肘した．その

手法として.本研究では.特に表面をわずかに除去し

た鯛合に戯R;t片の疲労強度や破壊機樹にどのような変

化が生じるかに霧目し検肘した．

２．実験材料と実験方法

IHU1Lた低炭索鋼Ｓ１５ＣＫの化学成分を変１に承

り.、素材を9()１１℃で1時１１１１焼な'たしした後に試験Ⅱ.を

|IMI作した．婚材の機械的性fTを変２に示し，試験片の

形状をＩｘｌｌにﾅﾘ《す．紙験片の雑木的な形状は図ｌ(ａ）

の形状であり．き裂発４ｋ．伝ぱ機構を検肘するため，

飛化後拭験部の表iiiiliVを半掻で約0.1ｍｍ除去した

ものをH1いた．その場合,醗小断面(直径８ｍｍ)を含

む中央部の長さ２０ｍｍの部分を倣い旋盤を用いて表

illiをなぞるようにして切削し,エメリー紙と金属研磨

剤で鋺而仕上げした．また，ざ製の観察のために図

】（ａ)の試験片の中央に図ｌ(ｂ)で示す西谷１゜１が考案

した部分切欠ざを加工した試験片も用いた．切欠先端

半傑は１０ｍｍ,深さは(Ｌｌｍｍ,応力災に１１係数は約

1.05である．

1．緒首

部材･の彼労強lqiをIHfIiぬるために．表Mli改脚が柧々の

'服法で↑jわれている''１．蕊､i故ｒｌによってば判.よりも

lMliい強１mが得`〕れれぱ,材料の付力Ⅱ側Ⅱif(が燗し,より

イィ効にその材料が利)Uできる．本研究では，表iii改質

法の－．つであるイオン鋼化法にｉｌ１ｕしイオン窺化した

隣索鋼の投労破壊機椛について検討した．窒化処瑚を

１．ると炎1(IiMの砿化や圧縮蝿WIlii力の発生等のため，

蝿労Ijilnが政ｉＩｉｔされることはよく知られてい

る`圏'－１侭１．例えば,（)IDl1kiら(:'１１上イオン鋼化した低合金

鋼の強庇と破壊機ＨＷ)llLl係に)いて検ｌ'し，磯Wllbノノ

の分ｲliにﾊﾋﾟづいた波ﾂﾅ強ilHiのｒ測刀法を提案してい

る．また．小林〃`'は村I:`710)提案した二F法によって

砿さ，磯{W応力，災1mの化合物櫛,介在物等を瀞MIIす

ることによってガス欲窒化材やイオン窒化材の疲労強

度が予測できることを示している．しかしながら,材

料の柧類や璽化法によって破壊機榊が異なるため,灘

・蹴概受付2000《I§７月２１１１．
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獺や被iIii剛梁を行った．また，IiU火材はき製の発1ｋ.

従ぱ率１１１１jを慨策し破壊機榊を検ｉけるためのみに便川

した．

３．実験結果および考察

小Ｉ平滑材の疲労強度に関して…船に澱ﾂｸ椀

luiは材料の$Ⅱ織,ｉＭｌ１ｑｉ,jiLiWlIij;ﾉﾉﾘ)分ｲIiそして災峨於

件辮に/fｨ｢きれる(')．木肌ﾂﾋﾟでは．；f-l藤,組織とliU1lQi

分hiについて鋼べ，次に波ﾂ7qiiil典とそ州ｗ)u1係を綱

べてみた．鋼化材の披ﾂ鯛i}樫とﾀﾞ1！{Yｲﾙﾋﾘﾉの'1MｵJIJにつ

いてはすでに多くの研究!;:'－１１Ｍ'(破きオ'てｊｊり，水Iilf

光の卵;材でも強jqi特牲に残{W応ﾉﾉとのlIlljIjUがiI;'ろﾆ

ﾉﾆがⅦ１１＆｣しるが,水ｌＵ１流で|$MiliIY｛しiﾒﾉﾉ41111)iiLてい

ｲKい0)でlIUd)IU1ｿＷﾉﾘ'１Ⅱして検iIQlを↑r-jA．

｜斑'２(;,)，(1))ⅢLそ』しぞ池k処jlI1材と玲Ｉ化材(ﾉ)糾織

,ノハ(であわ．ｻﾞ！(【ﾆｾｲ{化ｲｵではyullli(･'近の:|R鵬がlliIll1で

あI)．災Inillvには鉄鋼化物か`>成る薄い化合物lihiがｌＩｊ

成さｵしてkiり，そ0)~卜部に釘状の鋼化物lrC↓Ｎを付灯

拡lMU竹が形成きれている．これらのjMl織変化が波ｸﾞｵﾘｉｉ

ｌｒと疲労破壊機柵に彩粋を及ぼしている．ｌ剛:川よそｵし

らの縦断iIIiO)ビッカース砿皮分布を比鮫したものであ

る．縦庇のilllI定は0.98ＮのiMjlnを約15秒ｌｌＩＩ保持し

て測定した．また，lil職写真からわかるように顎化材

の化合物Ｍは非常に１Wいので縦断閲からは測定できな

いので試験H･表iniから硬唆を１１W定した．股た，これら

のデータは数Ｍ測定した分布の代表的なものである．

図１(ａ)の試験片は，すべて，表面をエメリー紙と

金属研贈剤で鏡而仕上げし,600℃で１時間典空焼な

ましした．その後,一部の賦験片を残してイオン篭化

を施した。窒化条件は,窺化淑度が550℃,議化時'１１１

が３時間,窒素と水索の比率がｌ：Ｉ，ガス【E力が６

ＴｏｉＴである～切欠きの敬いj1fiiｻなibII験ﾊﾞｨ』窺化を施

さないもの,窒化したもの,鋼化俊爽Kii除去を行った

ものの３棚類のものを川麺した．これらを噸に氷処HM1

材,激化材,表ilIi除去材と称する．また，部分切欠さ

を有する賦験片Ｍ１いたが，それをljIj欠材と称し，認

化したものか否かは本文『l'で述べ紡采弊の説IⅢをす

る．なお,切欠さは窒化処､１１後に力Ⅱ]ルた．

彼労|拭験は小１１\式IilIijilIllげ縦労孤験搬を)||い，…．近

の回転数3000rl)ｍのもとでfいた．ざ鍵のりＭｉヒレｉ

ばIルプリカ法を川いて1M1W(したハ|′ＷｌなOld(NlilIでは

波労強｣図と破壊機棡の|側係‘け蟻１．６ために３;Ｗ)M１

TmhIelcI1elU1iciIll?｡'ⅡI川齢ili(ｍｌｗＬ％’
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図４は平滑試験片のＳ－ＪＶ曲線すなわち応力擾幅“

と破断繰返し数八K,の関係である．なお,矢印を付し

たプロットは107回の応力繰返しでも破断しなかった

試験片のデータである．若干のばらつきはあるもの

の，窺化材の疲労限度のは末処理材のそれより高く

なり．波労特性が窒化処理によって改善されている．

しかしながら，窒化材と表面除去材の疲労限度□"に

はほとんど差がなく，またⅢ疲労寿命分布も平均的に

は大瀧がない．炭素鋼ではピッカース硬さ〃しが本

研究材料の般大表面硬さ250程度の範囲であると，一

般には表面硬さに比例して疲労強度が上昇する、、そ

れに従うと表而除去材の疲労強度は窒化材のそれより

も低下するはずである．ところが,上述のようにｲ表

面硬さの差はそれらの疲労強度には影騨を及ぼしてい

ない．この結果から本研究の窒化材の疲労寿命および

強度は表而より0.1ｍｍ以上の深さのある聴囲の組

織の疲労判性によって決まっていることが考えられ

る．そこで，そのことを検肘するため,破度分布から

見積もられる疲労強度の分布と疲労限度｡"における

実際の応力分布の関係を図５に示すように調べてみ

た．

これまでに疲労強度、,とピッカース硬さＨしには

次式の関係があることが知られ良く用いられてい

る(7)．

（ﾌﾟ向,＝1.6ＨｙＭＰａ…･………………．.……（１）

この関係を図３で測定した窒化材の硬度分布に適応す

ると図５のようにプロットされる(この分布を強度

Ｌ６ＨＶの分布と称する)．また，図４から窒化材の疲

労強度“は約290MPaであり，それは賦験片表面の

応力であるから，回転曲げ賦験片の表面から１ｍ、ま

図３からわかるように鐡化材では表iiii付近の化合物１Ｗ

が硬く，拡散勝との境界付近から著しく硬度が低下し

ている．その後,砿散11Wの部分で緩やかに硬度が低下

していき母材の硬度に漸近していく．材料が異なるた

め，旭jtl:的には評liliできないが．こOL)ItH1fIはOnuI《ｉ

ら（３）がイオン窒化鋼SACM-645の硬度分布を測定し

た結果と定性的には良く似ている．また．OnukiらI:！’

が測定した結果を巻必にすると残WlMiiｿ｣の大きさが内

部方向へ漸減していく傾向は硬皮分布の傾向と多少似

通っていると思われる．つまり，表iniの化合物臓を除

くと，それらが内部方向へ漸減していくときのこう配

には同様な傾向があるものと思われる．そこで,本研

究では硬さ分布を蕪にして蝋化鋼の波労強度に関する

若二l:の検肘を行った．特に，後に述べる理由から，本

研究では実験方法で示したように竃化した後に表iliilPi

を半掻で約(I」ｍＵｎ除去した試験ハ．すなわち表而除

去材の鯉労特性についても鋼べてみた．
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９ｍイオン識化した低蝿鋼sI5CKq)波ﾂﾀ雌蛾遡

での深さの応力分布は脚５の実線で表せる．ｉｉｌｉ者を比体し，ところどころ針状淑化物にｉｎって酋劉がジグリ
鮫すると,、､ざから予想される強1m[１．６〃ｙは深さがグに伝ぱしたり分岐したりしているようすがlliU察各れ
約０．１ｍｍまでは疲労限度を想定した分ｲii応力よりた．このような慨察から．災耐除犬材に上jいてはき製
も濁<，それより深く教るとその分布ｌｉボヵよりも低くが針状鋼化物やそり);kil)I）の状鰍0)M;艸綴芝け苑/l;、
鞍る．したがって，波労|脳膜付近に〃いては表ｉｉｉより倣ぱすね．

もi拭験片内部に〃ける破壊lliX率がi師<なっていること｜刻６から|刺８にき製の飛化,し《ぱを迎統脱獺したｉｊ
がわかる．また，深さＵ､１ｍｍ以降の強鰹1.6ｌＷをのを'1ｔす．Ｉ叉lIi’７は衆化したものの部分Iilj欠材の場
示す''１１線のこう配は応カジ>ｲIiのこうIiUにほぼｉ１４行であ合であり．|刹Ｈ}よ比較のためj伏した火処jl11のものの舟Ⅱ
る．このことは,波労さ製の発くIHが茨ihiより(1.1ｍｍ分切欠材の珊介で曲る．これら`)|製lは１．ぺて切欠岐深
以上の深さのある範MHで起こり掛ることをボ唆していＩＭＩ付近をlNM蟻したものである．；表lIIi除ﾉ《材においても
る．つまり，本研究で表lniMを().１ｍｍの深さまでＩＷｔＩｘ１６ｏ)部ｸ>Ijlj欠材の瑚合とIiil雛なき鍵U)蝿察締ＩＩＬが御
去した表iii除去材のWMfが災llli空除ﾂﾞiしない淑化材のら｣したが,巡統観察したIi1i1ILを,jくすに};1部ｸ>Ijll欠材の
強１挺とほぼ－蚊するのは上述のJ;うKjclill1jm分hiも根拠助ｲｱが効1N的で』し)-Ｊ’た．そこで`本Y1的なき製の樅ｌＩｉｌｌ
と依っている．そして，イilLl〕ljI命jMiに｣ｉいて６，１t述ＩｔＩ,j０冊でliilじ(’０)でihZD(ﾉ)で.小２１H1で１t部分Ijll欠庇
の脳膜分布の膨糠を愛けてjM〔ﾂju拠り)硴'|【が'１;じるこに｣iIlね避拠(ﾉ)娩然liIi采AP,ＩＬた．lxI(iの鋼化した｣鮒
とが考えらｵしる．そこで,次に炎ｌｌＩｉでのby製のＩＭＩ察と台に｣;いてI.Ｌ占裂が,I･状鋼化物な'｡Ｌ』て発′I土成災
破lliiの観辮を行･』たlNljINか`１，本liﾙﾂMに#jける鞭化材してｉｉ〈化)１がM1鯛。ｌしるくさ製先端は矢１１１でフバし
の蝋労破壊機構腱ついて核附した．てあゐ)．ｉｌＩｌｌ）八をﾄ|･したき饗}よ，そU)ｿＭｉが縦返し
３．２自製発生と伝ぱについて懸化材(1【制imU験数が約1(i〃''11(/V/Ｍ＝(Lli)で確認ざｵしん．また,iii１

片)に轍いては破断する隙iiiiまで変illiでき裂を観鰯すＩｊＣを付したき鍵の礎ｲ1(は約2(i万Ｍ(MjV,壽二().H)で
ることはできなかった．後にﾌﾟﾊﾟ寸破ini観察の肘i采か`）観察さ；Ｉした．メド命の後半で苑１１Ｌた後将の酋裂は，内
わかるように，この賜合は内部M1綱からき製が繩/'1，部か'9,発！|iしたとAULわれ．き裂発11Kのiill蝋現象である
伝ぱする．それに対し表iii除去材では表耐き製が観察すべりｲ|}の観察ができないまま，突然5011,綴度の災
できた．表ilii除去材の破壊に際して１６t級数のぎ製が合ざで表ihiに現ｵしてきた．鵬た，前滑の場合においても．

(ａ）ノW防寒0.31（ｂ）MIV,-.(1.5（ご）ノＶＷ＝0.P５（。）ノWN,＝(1.75（ｃ）Ｍ】V,＝(0.8

3FilE､６０bsewationofthegr()wthbebKwi()r⑥｢に｢､仁kinlthec網ｅ《lrIuiIrdedlMDtchedspecimm（鴎＝
'302Ｍ''3.ﾊﾙ＝322000）
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￣２.＝－－－－－－－－－一一一一●一一→－－－－－－￣

災さｌ()ⅢＩｎｉＷ逆のざ契り)発?l{が観察uIlだがすべI）

線の観察はINIiliであった．そして，その凸裂LlL針状細

繊に沿いながら巡股し．iliiiiiの後.１４ではiltWll釦､几

たき製と合体している．なﾎjⅢHlliでは．針状lIill縦と

些劉のＩ)<)'11が場合によっては難しいこともあったり】

で.迎統観察した胸従のⅢI係を鯛ぺながら．魯裂jlL蝋

の賊`鰹を１丁-》た．

艇'７は先端にildリハとＣを卜↑したさ製が衣IfIiで腋

i懸さオしたときのようすを’1地たものであIハこォ1Ｊ>は

l1xlIiの一部を拡大したものである．求処jW1の場合の|ﾂ)｜

である膜１８と比鮫するとき裂発'|{の形ＭＩＩがｌ･『:f:兇nFっ

ていることがｵ)かる・１なj)ｎ．木処ｊＷ)場合に』iい

て'よ，ざ製はフェライト卿l識U)-Jぺり線か!〕苑１１(して

おり．ざ裂発/liには特に舗吊ｲⅡ(/)彫粋による人きな!‘

ﾉﾉ処ilIU)11催ﾂﾔ10k少ない．そｵLに対してＩ珊化した(’０〕てｂ

１１．１il辮騰'i眼か1Ｗｒ１ｌルた鋼化物が』製､i/１１にＨｆ鞠舟

AIdfPしていることがわかる．

こｵしら０〕観蝦例か`》・鞭化材のざ劉発'1(には31状飛

化物の発述による残W|応ﾉﾉや針状組織とAUl1ld)6Ｗ(ＭＢＩ

秤に1%川る応力典IlIがlN1連していることがﾘﾗ濃さ』し

る．また，Ｉｋｌ５の硬度から算｛'１されるi1MI分ｲijおよび

後で示す破而のパターンをあｵ〕せてザえると．瑠化材

では表面より０．１ｍｍから０．５ｍｍｈ１庇内祁の位ilH

において針状組織にinって多数のざ型が発/l:IIR災した

とAMわれる．そして，それらが合体することによって

急速に成処し炎iiiにき製が達してｌｌｌｌもなく,拭験ｈ･が破

断するものと瀞鯛きれる．つまり，本研究の窺化材に

おいて，表ijIiからのぎ製の観察がM1難であったのは．

き製が表iiiにJMれるのが寿命に逮するIIPIIiiIであったた

めである．なお，炎ihi除去材においては‘普裂は表Ihi

からも内部からも苑/|LⅢそれらの巡腿は脆性的では

なかった．したが｡'て．激化材の内部菖裂も好命に逮

､)苔111`【)iiiで雅化.Ｕ凸のではなく,ある概腹のぼばが命

iiiｲｒｌることにifrる．

次にユ鍵Ni'likbiぱ機檎について1週1111観鰯の結果を

ｉｌｌｉして検iIilL．Ｉ;述のことを検討する．米処理材,麹

化材そして炎ｌＩｌｉ除人材の爽体顕微鏡による|望楓的な磯

I「IiU)硯察催したMh1iⅡL、それらのMM11に人錐はなかっ

た．い「JILにｋiいても，波労にル,てき製がiuWQした

よ.)すがIilkIIIiに川R,ｵしん．そして,表llljさ製の観鰡が

|N鮒であ-,上釈化材においても憾拠的にはプイッシェ

アイ形の桃嫌IklJnれなかった．そこで.表i【i除去材

１１:UN化lイリ)NIiIiIルー'いて止Iii形111千ＩＭＩ徹鋺による鯉繋

狩i”て．ﾓｲ１１Ｗ)特徴について検肘した．ｂＭ９は災

IlIi除人材でざ製が'|:じた部分を観蝋したものである．

そI/)IMiIlliA:11災Ihi｣:;よびiiWIi上I】1,ＷJ,にlAIlllのNII分

にiWl('１Ｗ;Ｗ)ＶＭ:．［八ばｲｾﾞ貌寸幽放U〕だl1状ｄ)ゾヮ･ソ

トイピ釦MWl粒脇が肌附きオ(ろ．：ＬＡ2.2ハシツトな微域

U)IﾉﾘllilにItXl･ライコ:－シ÷リン状")樅様が数WH〃iで観

崇ざれるが．それ”)CLiばり･ろﾉjlfIはまちまちであ

る，そのことかFjその部分では拠敗のざ型が雛{ｋしそ

れらが合体したことがWUAさｵLる．腱110は塑化材の

(81）MVV，Ⅱ（１））１W/V,｡（).:Xｉ

(ａ）Ｉｎｔｈ⑯Ｃｕ難(KcrackA（ｂ）１，１１惚ｃａｓｅ(】fcT孔囮kC

Fig､７Crackinitiation⑰fthenitrided-n(Dtched印eci･
ｍｅｎ

（ｃ）ノｖＷ二0.郷（。）ＭＶ,＝０．７２

Fig.８CmackinitiationuftheanneaIedsIDecimE、
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(５０〕ｌＩＩＩＩＩどじ【13岬Ｄｍｏ－:11(ｕＭＩｈ;I（ｂ）ＭﾖlmiIi仁訊tioⅡloo[曲rｃａＡ(初）Mac｢(“opic化６０【ｗｅ

IIIlIl〔･［i蝋･《0『、。‐:lＭＭｌｏｉ０（(|）MiIKuUiliCali《IIMI（ＩＷＷＩけ

ｌｒｉＸ,lIIrr6IcIuo･《p瓠1Ｔｌ;Kxp名()ltIucluitridedsl)ccimcll

(ｂ）InthWIIpiniIylD｢〔Prioukini(iJDIiuul祭it《Ｐ（仁）

Fig.９Ｆ『制ctlIreHur｢;に⑪(､ＩⅡM･瓢01.｢iにq1
r⑭ｍ１ｗＰ《Ｉｌｉｐ“iouM9tu（何ロー』:Ｍ

１MIoa）

き裂発生儲所付近の浮其である(この部分は圃視的な

破面から判断されるき裂発fMmi所と対ｉｄIする)．試験

片表面から蒋干内側,つまり表i『iより0.1ｍｍから

０．５ｍｍ程度のIUlに表面除去材で見られたのとIiliぼ何

じき裂発生を示す模様が数箇所で鬮察された．このこ

とから,本実験の窒化材ではき製が表面より０．１ｍｍ

から0.5ｍｍ程度の深さにおいて複数箇所で発生し，

それらが干渉して(つまり合体して)伝ぱしたことがわ

かる．また，内部き製は脆性的にではなくある穏戚の

応力繰返しの間に成長していったことも破而から伺え

る(破面は全般的には脆性形でない)．図１１は竃化材

の表面欄近傍のようすを観察したものである．表ini牌

の化合物厨は直線的に割れ,脆性破壊の様相を呈して

いるが，それの内側の破而はでこぼこしており，疲労

き製がジグザグに成長したと思わせる様相を呈してい

る．化合物鳳を除去しない場合,応力の繰返し数が破

断繰返し数に近づいても表而でき製発生を観察するの

はM1難であった．そのことと砿、の梯ｲHから．内部か

ら発生したき製が表li「iiにjMiした後に，化合物lWiの脆性

的な削れが生じたことが考えられる．

これまでにⅢ露化した材料の疲労破堪の機綱は材料

や窒化方法の違いにより異なることがわかっている．

例えば工業用純チタンの窒化材(，)や軟鋼の塩浴窒化

林`)では表面閥(化合物層)が割れてき製が進展する

ことが報告されており，高強度鋼等のイオン窒化材で
，？・

は内部から破壊が開始し，フイッシュアイ形の模様力ｆ

・形成されるIsHO〕ことが知られている．本実験の場合

は内鋤､ら疲労破壊が生じているが,その機綱は後者

FiR・l10bscrvationofthesurfacelayerofthcnitrided
specimen(“＝352ＭFa）

の場合とは典なっている．つまり，内部で一つか極少

数の介在物を起点として発生したき製が高応力下で伝

ぱするときはフィッシュアイ形の破壊が発生するがⅢ

本実験の場合は，以下にまとめるように，それと異な

る破壊機榊で内部から破壊している．

本実験材料で内部に多数出現した針状組織は硬い

が,その周りの組織は延性がある．疲労破壊は，その

ような組織形態の彫鞠を受け，複数のぎ製の発生，

個々のき製の成災,それらの合体によって生じてい

る．ｉｆた，ざ製発生は針状組織が析出することによっ

て生じるMii力災ｉｌ１と磯ＩＭＩ応力の彩瀞も受けていると考

えられる．本爽験材料においては硬度分布等の関係か

ら疲労強腿が表面より０．１ｍｍから０．５ｍｍ程度内

部でのき製の挙動によって決まる．このことに基づい

て,本実験材料では表面圏を若干取り除いても疲労強

度の低下はほとんど生じない．また，このようなこと

からき裂の発生,伝ぱが表面から観察できることは非

破壊的な検査を行う上で有用であるので,本実験材料

のような窒化材においては表面層を除去するのが実用

上好ましいことである．

－１２４－
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硬度分布も破壊機榊にかかわっている可能性があ

る．例えば,兼城ら110〕の軟鋼塩浴窒化材では,表面の

薄い窓化胸のみで硬度が高く、拡散１Ｍとの境界で硬度

が急激に低下する．このような場合には,本奥験結果

と述いⅢ表iii１脚のはく離により酋裂が発生している．

本実験の場合は前述したように硬膜は表iiiでil5<,内

部で比較的滑らかに低「していく．硬度分布の違いは

破壊機櫛にも彫騨を及ぼすものと思われ，idjj者の機構

は異なっている．したがって，硬度分布や組織形態の

関係から溌化材の破壊機織を比較検肘してみるのは興

味深いことである．また，電化によって大気中での強

腰が改紳されても腐食澱境では疲労強腿の上昇は望め

ないことが多い．この機構も現獅検肘中であるが，そ

れがわかると今後,胸食環境１１１で窒化材の強度低下を

防ぐ乎扶について検討できると思われる．

<，それより深いと予想強度より商<なる．このこと

が結欝（１）の根拠の一つになっている．

（３）表面を除去した賦験片と部分切欠きを持つ試

験片における，き製発生と伝ぱの観察を行った．その

結果から，硬度分布や内部組繊形態等に起因して,本

実験の蝿化した戯験片では表面から０．１ｍｍ以上の

ある深さの範囲の組織から複数のぎ製が発生し，それ

らが干渉して伝ぱすることがわかった．

（４）窒化した試験片では内部からき裂が発生・伝

ぱしたことを示すだ円状のフラットな領域が複数,破

面に観察された．したがって,破面観察からも本実験

の場合は,針状窒化物に関連して内部から複数個発生

したき製が干渉して成長し,表面にき裂が運すると試

験片が急遮に破断することがわかった．
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本研究では鋼化した低炭索鋼Ｓ１５ＣＫの疲労破壊

機榊について検討した．特に，竃化後表面胸を半径で

0.11nｍ除去した試験片を１Mいて，き製の発生と伝ぱ

の状況を観察することにより寵化材の疲労機棡につい

て考察した．得られた主な結果は次のとおりである．

（１）鋼化後,表面層を半禄で0.1ｍｍ除去しても

疲労強度や疲労寿命は除去しない賜合とほとんど変わ

らない．

（２）硬度分布から予想される材料の強度は表面層

付近で高く,内部で低くなる．曲げ応力の分布とその

強度を比較検討すると］表面から01ｍｍの位間まで

は疲労強度における応力の値は予想される強度より低
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