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セメンタイト粒径による鋼の被研削性の評価↑

W1i本功＊糸村畠祐竃平リリ〔兼賀愈長谷川嘉雄*。
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セメンタイトの平均粒径を変化きせたとき，被研削

性にどのような影響を及ぼすか検討を行った。す

なわち，研削抵抗，仕上面あらさ’加工層の深さ，

切りくず形態などの被研削性がセメンタイトの平

均粒径によって整理されうるかどうか検討を行っ

た。さらに，切りくず生成におけるセメンタイト

の挙動を把握するために，単粒による研削急停止

装掻')を用いて，切りくず生成の状況を瞬間的に

停止し，切削瀞周辺，せん断面付近を走査型電子

顕微鏡（SEM）を用いて観察を行った。

その結果，セメンタイトのような硬質粒子を含

む場合の被削材の研削領域の変形砿jllでは，セメ

ンタイトのき製，破壊およびボイドの生成が認め

られ，セメンタイト粒が小なる場合は，ボイド合

体によるセメンタイト粒の剥離現象が鰯められる

のに対し，セメンタイト粒が大なる場合は，セメ

ンタイト粒の微小破砕が認められ，それらのミク

ロ的差異が被研削性に大きく影響を与えているこ

1．緒言

研削加二[は，破壊現象の一例であるという観点

にたてば，砥粒切れ刃が被削材へくい込み，切り

くずを排出するまでの過郷は，ili1性変形→塑性変

形→破壊（クラック発生）→切削（切りくず排出）

のプロセスと考えることができる。そこで，被削

村中にマトリックスの機械的性質と極端に差異が

ある第２*Ⅱ細織が存在する複合組織の場合は，両

者において破壊の形態は，おのずから異なるため,

研削加工においても肝第２相の大きさ，獄および

形状が被研削性に，大いに影瀞を与えるものと思

われる。

ところで，鋼において，硬さ，引張り強さを適

峻に保ち，伸び，絞り，衝撃値をあげ，鋼衡を改

諜する方法として，セメンタイト（Fe3C）の球

状化がなきれている。そこで，第２練'として，鋼

の球状パーライト組織のセメンタイト粒に着目し，

受付：1984年10月31日

・琉球大学`工学部機械工学科

・・大阪大学エ学部機械工学科

↑本論文の内容については精密機械学会学術識演会（1982年）にて発表。
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とか明らかになった。

2．実験装邇及び方法

供試材料はⅢＪＩＳＳ５(〕Ｃ，ＳＫ５を用いた。

その化学成分をＴａｂｌｅｌに示す。セメンタイトの

球状化処理は，900℃で3()分加熱保持後水焼入れ

を行い，その後，奥空地気炉をⅡ]い，ＡＩ点嵐下

の7()0℃で１時ＩＨＩより100時|H1まで焼もどしを行っ
た。

次に，研削条件をＴａｂｌｅ２に汀くす。
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研削抵抗のi111定は，入閣形弾性リングにひずみ
ゲージを貼り付け，接線，法線方向の研削抵抗を
求めた。加エ層については，できるだけか酷な研
削条件を選び砥石切込みを5()jm1とした。研削後,
研削表面にニッケルメッキを施し，樹脂に埋め込
み，研摩，腐食を行い，光学顕微境により観察を
行った。またマイクロビッカース硬度計を用いて
加工鰯の硬度分布をもとめた。次に仕上面あらさ
切りくず形態については小坂触針式あらさ；'.，光
学および定縦型ＩＩＥ子顕徹境（ＳＥＭ）を用いて検
肘を行った。

さらに，マイクロビッカース硬度計のダイヤモ
ンド庄子を用いて，単粒による研削の急停止を行
い，切りくず生成におけるセメンタイトの挙動を
用いて観察を行った。その際の研削条件は，研削
速度Ｖ＝62.8ｍ/ｍin，切込み。＝50解ｍとした。

３－実験鯖果と考察

ＪＩＳＳＫ５を用いて，焼もどし時間は）を

ｔ＝1-100時間まで変化させたときの球状パー
ライト組織をＦｉｇ．１に示す。球状の粒子がセメ
ンタイト（Fe3C），基地の組織がフェライト
（αＦｅ）である。球状化処理は，焼入れ，焼も
どしによる方法をとり，セメンタイトの分布を一
様に分散させた。また，セメンタイトの平均粒径
（、)，フェライトの平均粒径（Ｘ)，およびセメ
ンタイトの表面一表面間平均距離（Ｌ）を次式よ
り求めた。(2)。

Ｄ＝3/2ZNiDi/Ｍ

ｘ＝3/2ZNjXl/Ｎｊ

Ｌ＝('万万7ﾃ7~二丁－１）Ｄ
ここで，Ｎｉはひん度分布におけるセメンタイ

ト粒径､j，フェライト粒径Ｘｉに属する粒子数，
ｆはセメンタイトの体横率である。次に，各焼も
どし時間に対して1000～2000個のセメンタイトの
測定から求めたり，Ｘ，およびＬと焼もどし時間
との関係を両対数グラフで整理した結果をＦｉｇ．
２に示す。焼もどし時間の増加にともない，、，
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Fig.１Microstructuresofworkpieces

る。次に，研削表面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）

で観察した様子をＦｉｇ４に示す。研削表面には，

セメンタイトの剥離した様子を示すボイドが多数

認められる。これは，セメンタイト粒が小なる場

合には，砥粒切れ刃が被削材へくい込み切りくず

を排出する過程で外力を受ける際，フェライトと

セメンタイトの塑性変形量に差があるためポイド

を発生する。またセメンタイトの粒間距離も短か

いため，ポイドの合体も生じやすいことからセメ

ンタイトは剥離しやすい状態となる。

そこで，切りくず生成におけるセメンタイトの

挙動を把握するため，単粒による研削急停止装邇

ＸおよびＬは対数グラフにおいて直線的に増加す

る傾向にある。

そこで，フェライトとセメンタイトの機械的特

桃を比較すると(3)，セメンタイトの破域応力は，

｡（αＦｅ)＝22-32kgf/mnl2に対しＩその数十倍の

4()O～80()k：｢/､'2をとり，また硬さは,Ｈｖ(αＦｅ)＝

120に対しＨｖ(Fe3C)＝1180～1250と十倍程度商い。

いま，被研削性の１因子として，セメンタイト

粒径と研削抵抗との関係をFig.３に示す。接線方

Iiilにおいてはいずれの切込みにおいてもセメンタ

イト粒径の増大にともない研削抵抗が直線的に増

DIIし，法線方向においても同様な傾向が認められ
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Fig2Temperingtimeversusgrainsizeofcementite

を用いて，切りくず生成の状況を瞬間的に停止し,

切削鱗周辺，せん断面付近を定森型電子顕微鏡

（ＳＥＭ）を用いて観察を行った。その結果を

Ｆｉｇ５に示す。セメンタイト粒鑑が小なる場合に

は，セメンタイトの粒間距離が蝋かいため，ポイ

ドの合体が生じやすく，クラックに至りやすい.

そのため結果的には，セメンタイトが剥離しやす

い状態となる。それに対して，セメンタイト粒径

が大なる場合は，ボイドが発生しても，セメンタ

イトの粒間距離が長いため，ボイド合体によるク

ラックは発生し難く，セメンタイト粒の剥離は生

じにくいのに対し，逆にセメンタイト粒が大なる

ため細かく破砕している様子･が伺える。

次に，これらのことを定職的に検証するため，

研削表瓜iに残留しているセメンタイトの研削前後

の粒径を測定し比較検討した。その結果をＦｉｇ６
に示す。図より，セメンタイト粒径が小なる場合

には，研削前後においてそれほど差がないのに対
し，セメンタイト粒径が大なるにしたがって，セ
メンタイト粒径が30％程小さくなっていることよ

り細かく破砕している様子がわかる。このことよ

り，セメンタイト粒が大なる場合は，硬質粒子の
セメンタイト粒の破砕により多くのエネルギーを必

要とするため，緒采的には，研削抵抗が大なるも
のと思われる。

次に，仕上ｉｉｉiあらさについて検討を行った｡当

】凸、■、』、1１

Fig.３Relationshipbetweengrinding
fOにｅａｎｄｇｒａｍｓｉｚｅｏｆｃｅｍｅｎｔｉｔｅ
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Fig4Groundsurface

初は，セメンタイト粒径が大なる場合は，セメン

タイトの粒間距離も大きく，またフェライト粒径

も大なるためそれだけ塑性変形しやすく凹凸にな

りやすいと考えた。ＳＥＭで研削表而を観察する

と，Fig.７に示されるように，セメンタイト粒径

が大なる場合は，比較的良好な仕上面の様子が認

められる。これは，いったんできた凹凸が，後続

切れ刃のためにillIしつぶされ平拙にならざオLたた

めたと思われる。そこで，仕上iniあらさを定量的

に検討するため，肢火あらさＲｍａｘの比較を行っ

た。その|鰭I砥Jnの砥粒切れ刃はランダムな分布状

態を呈しているため，同一表面状態の砥石による

研削条件を設定する目的で，５個の工作物をlid時

に研削する〃法を＃lいた。’1,坂触針式あらき計に

よるi1M定例をFig.８に>jくすが，あらさIlil線は非常

に良くlWi似したプロフィールを示していることが

Ｆｉｇ５ＶｏｉｄａｎｄｃｒａｃｋｆＯｒｍａｔｉｏｎｉｎｔｈｅ
grindingprocess

わかる。Fig.９に測定結果を示すが，鍍大あらさ

Rmaxはセメンタイト粒径の増大にともなって，

直線的に減少する傾向にあることがわかる。

次に，加エ屑における塑性流動の様子をFig.１０

に示す。セメンタイト粒の塑性流動の様子がかな

Ｉ
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の近似曲線はＡＩＣ法(4)により決定した。これよ

I)いずれの材料も研削表iHiは著しい加工硬化を）】く

し，内部へ深くなるにつれて硬度は低下するIviMij

にある。しかし，加工硬化の椎度はいずれのセメ

ンタイト粒径においてもそれほどの差鵬は認めら

れず，また力Ⅱ工層の深さもいずれも200圦、梛腱

となり著しい差異は認められない。

研削切りくずにおいては，いずれの材料も流ｵし

形，せん断形，むしれ形，溶触形などの切りくず

が樋められ，セメンタイト粒径による切りくず形

態の机述は認められない。次に，採取した切りく

ずを樹脂に雌め込みｲillF摩，腐食した後内部組織を

観察した`,その紬釆をFilK」２に刀《すが，当初は

切りくず内部においてjNl縦変化を予想したが，切

りくず内部においてもセメンタイト粒が蝿制し，

また比較(Ｍｉ１ｆ剛iHA度が闘いときに発生する溶触形

切りくずにおいてもセメンタイト粒が一部蝿劉し

Fig7Grourldsurface

り顕箸に観察できるのに対し，セメンタイト粒か

大なる糊合は，フェライトの塑性変形にとどまっ

ているのが鰯めらjfしる。

次に，加工厨の硬度分;ｲijをFigllに示す。図中

「￣

￣

麺 0.2■■

徒一対
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Fig.８Pmfilesofgmundsurface
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Fig.９RelationShipbetweensurfaceroughness
andgrainsizeofcementite

切りくず内部においてもセメンタイトの物理，化

学的な基本的特性は，ほとんど変化することなく

切りくず生成，加エ層においても常温における場

合と同様な特性をもって影響を受けていることが

認められた。

4．鰭雷

ＪＩＳＳ５０ＱＳＫ５を用いて，熱処理により，球

状パーライト組織のセメンタイト粒径を0.45～

150瓜ｍの範囲において変化させたとき，被研削

性にどのような影響を与えるか検討を行った結果，

次のことがらが明らかとなった。

（１）接線方向の研削抵抗は，セメンタイト粒径

が蝋大するにしたがって，研削抵抗も直線的に増

加する傾向にある。法線方向においても同様な傾

向が認められる。

１２）単粒研削で急停止を行い，ＳＥＭで観察し

た結果，セメンタイト粒が小なる場合は，セメン

タイト粒の剥離現象，セメンタイト粒が大なる場

合は，セメンタイト粒の微小破砕の現象が確認さ

れた。

（３）研削前後において，セメンタイト粒径を比

較検討した結果，セメンタイト粒径が小なる場合

には，研削後もそれほど変化がないのに対し，セ

メンタイト粒径が大なる場合には，研削後は細か

く破砕している様子が伺える。

（４）仕上面あらさは，セメンタイト粒径が増大

するにつれて直線的に減少する傾向にある。加工

層の深さについては，セメンタイト粒径による著

しい差異は認められない。
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（５）研削切りくずの内部組織を観察すると，セ

メンタイト粒が残留し，切りくず生成においても，

常温における場合と近い特性をもって影響を及ぼ

していることが確認された。



2８ セメンタイト粒径による鋼の被研削性の評価：橘本・糸村・平蝋・俊谷Ⅱ’
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