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 when metallic materials are severely deformed only on its surface, deformation-induced layer with 
very fine grain and high hardness is formed on the surface. Such deformation-induced layer is often 
observed on the surface treated by shot-peening, wear and so on. in this study, formation behavior of 
deformation-induced layer by shot-peening or sliding wear was investigated using Fe-33mass%Ni alloy. 
Especially, phase transformation behavior induced by these surface treatments is focused. the 
deformation-induced layer formed by the sliding wear has only austenite phase and fine microstructure. 
on the other hand, the deformation-induced layer induced by shot-peening has small grains and consists 
of both austenite and martensite phases. it is considered that this microstructural difference of 
deformation-induced layer comes from surface temperature generated during the surface treatments. 
Moreover, it is found that there is no dependence of initial microstructure on the microstructure of 
deformation-induced layer. From the obtained results, it is concluded that the microstructure of the 
deformation-induced layer depends on the surface-treatment method.

1．緒　　言
　切削やドリル穴あけのような機械加工およびブラッシ
ングやショットピーニングのような表面処理を施した金
属材料表面には，母材組織と異なる層状組織が観察され
る場合がある1）–9）．この層状組織は，加工変質層と呼ば
れており4），6）–9），ナノ結晶粒で構成された微細な組織を
有する1）–9）．また，Fe合金に形成する加工変質層は白層
とも呼ばれており，他の金属材料に生じる加工変質層と
同様に微細な組織を有する4），6）–9）．これらの加工変質層
は，加工表面での巨大なせん断変形によって形成する．
　このような加工や表面処理をFe合金に施した場合，
その表面近傍では，加工変質層の形成と同時に加工誘起
相変態が発生する3），6），7）．それゆえ，Fe合金における加
工や表面処理に伴う加工変質層の形成挙動は，加工中に
生じる相変態によって大きく影響される．ここで，機械
加工や表面処理によって生じる相変態の発現要因を考え

ると，その要因には，加工表面での巨大なせん断変形お
よび加工熱が挙げられる．前者の要因は，すべての機械
加工および表面加工に共通して生じる現象である．一
方，後者の加工熱の影響は，機械加工や表面処理の各技
術によって異なると考えられる．例えば，表面処理技術
の一つであるショットピーニング処理は，硬質粒子が衝
突した部位のみで加工されるため，加工表面における平
均的な温度は上昇しにくい．一方で，ブラッシング処理
では，加工表面全体が常にブラシと接触して加工されて
いるため，加工表面温度が摩擦熱などによって上昇しや
すい．それゆえ，Fe合金の表面に形成する加工変質層
の組織および機械的特性は，表面処理に用いた各技術に
大きく依存すると考えられる．しかしながら，このよう
な依存性に対する知見を報告した研究は少ない．この知
見は，目的に沿った表面処理技術を選定するうえでの決
定要因になるため，特に表面処理分野において重要であ
ると考えられる．
　本研究では，Fe合金への表面処理技術の最適化を念
頭にして，表面処理技術が変質層の微細組織に及ぼす影
響について調査した．この加工変質層における微細組織
の中でも，本研究では表面処理に伴って生じる相変態挙
動に着目している．また，本研究では，表面処理技術と
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2.3.	 ショットピーニング処理
　Sw試料およびSL試料を用いてショットピーニング
処理を行った．ショットピーニング処理は，直径210  

mm～300 mmのジルコン製ショット材（Hv=650～800）
を用いて行った．ショットピーニング処理における噴射
圧力および噴射時間は，それぞれ0.6MPaおよび600sで
ある．また，噴射ノズル先端から試料表面までの距離は
300mmとした．その後，XrDにて加工表面近傍のγ相
体積分率を測定した．さらに，加工表面近傍における断
面組織の結晶方位分布もEbSDにて観察した．

3．結果考察
3.1.	 摩擦摩耗処理における加工変質層の形成挙動8），9）

　Figure 1は，摩擦摩耗処理後の摩耗表面近傍における
EbSD観察に得られたイメージクオリティー像（iQ）で
ある．Figure 1（ a ）および（ b ）は，それぞれ試験後のww

試料およびwL試料の微細組織を示している．また，iQ

像における黒線は大傾角粒界である．ww試料および
wL試料とも，摩耗表面近傍に近づくにつれて組織が微
細化していた．また，ww試料に形成した変質層直下の
結晶粒径は3mmであるため，変質層内部の結晶粒径は
3mm以下であることが分かる．table 2は，摩擦摩耗前
後における摩耗表面近傍のγ相体積分率である．ww試
料では，摩擦摩耗前後においてγ相単相であった．一方
で，wL試料では，摩擦摩耗処理によってγ相体積分率
が減少している．すなわち，wL試料は，摩擦摩耗中に

してショットピーニング法およびブラッシングを念頭に
した摩擦摩耗法を用いている．さらに，同一組成のもと
で異なる初期組織を有する試料に対し，ショットピーニ
ング処理あるいは摩擦摩耗処理を施すことによって，Fe

合金の初期組織が加工変質層の組織に及ぼす影響につい
ても検討した．

2．実験方法
2.1.	 試料作製
　本研究では，供試材としてFe-33mass%Ni合金イン
ゴットを用いた．これは，Fe-Ni合金の微細組織がオー
ステナイト（γ）相およびマルテンサイト（α ʼ）相のみ
から構成され，かつ相変態温度も明確になっており，相
変態の研究に関するモデル材料として適しているためで
ある10）．そこで，本研究ではFe-33mass%Ni合金イン
ゴットより，ショットピーニング処理および摩擦摩耗処
理に用いる試料を切り出した．ショットピーニング用試
料および摩擦摩耗用試料の寸法は，それぞれ15mm×
15mm×厚さ3mmおよび3mm×3mm×長さ20mmで
ある．ショットピーニング用試料は1100℃で30分間の
オーステナイト化処理を施し，水冷した．一方，摩擦摩
耗用試料は，950℃で1時間のオーステナイト化処理後
に水冷した．Fe-33mass%Ni合金のマルテンサイト変態
開始温度は─104℃であるため10），オーステナイト化処
理を施した試料はγ単相組織を有する．その後，水冷に
よって作製した試料の一部に対して，液体窒素中で30

分間のサブゼロ処理に供した．このサブゼロ処理によっ
て，α ’相を多く有する試料を得た．table 1に本研究で
作製した試料の詳細を示す．

2.2.	 摩擦摩耗処理
　ww試料およびwL試料に対して摩擦摩耗処理を施し
た．摩擦摩耗処理は，ブロックオンディスク式摩耗試験機
にて，荷重39.2N，すべり速度0.5m/sおよびすべり距離
1000mの条件にて行った．相手材にはSKD11（Hv= 

203）を用いた．摩擦摩耗処理後の試料に対し，X線回折
法（XrD）による5ピーク法にて，摩耗表面近傍における
γ相体積分率を測定した．さらに，摩耗表面近傍の断面組
織における結晶方位分布を後方散乱電子線回折法
（EbSD）にて観察した．このとき，EbSD観察は，加速電
圧15kVおよびステップサイズ0.3 mmの条件にて行った．

Table	2		Volume fraction change of γ  around wear surface.8), 9)

Specimen name
Volume fraction of γ

before wear test after wear test

ww 100 vol.% 100 vol.%

wL 017 vol.% 100 vol.%

Fig.	1 image Quality (iQ) maps showing microstructure around 
worn surface of (a) ww and (b) wL specimens. black lines 
show high-angle grain boundary.8), 9)

Table	1  Details of specimens for wear test and shot-peening test.

Specimen name Cooling method
Initial 

microstructure

ww (for wear test) water quench only γ

wL (for wear test) water quench + Subzero γ  + α ’

Sw (for shot-peening test) water quench only γ

SL (for shot-peening test) water quench + Subzero γ  + α ’
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α ’からγ相への逆変態が生じている．過去の研究におい
て，Fe-33mass%Ni合金における逆変態開始温度（As

点）は200℃であることが報告されている10）．また，本
研究の摩擦摩耗処理で生じる摩擦熱を測定した結果，摩
耗表面における最大温度は約230℃であった．それゆ
え，wL試料の初期組織に存在するα ’相は，摩擦摩耗に
起因する摩擦熱でγ相に逆変態する．この摩擦摩耗によ
る加工変質層の形成挙動は，摩耗に起因した巨大ひずみ
による結晶粒微細化と摩擦熱に起因した逆変態によって
説明可能である．
3.2.	 ショットピーニング処理による加工変質層の形

成挙動9）

　Figure 2は，Figure 1と同様にEbSDにて観察した
ショットピーニング処理後のSw試料およびSL試料に
おける加工表面近傍の iQ像である．Sw試料およびSL

試料においても，摩擦摩耗処理を施した試料と同様に加
工表面に近づくにつれて組織が微細化していた．table 

3は，ショットピーニング処理前後における加工表面近
傍のγ相体積分率を示している．table 3から分かるよう
に，Sw試料では，ショットピーニング処理に伴ってγ
相体積分率が減少しており，加工誘起マルテンサイト変
態が生じている．一方，SL試料では，ショットピーニ
ング処理によってγ相体積分率が増加しており，α ’相か
らγ相への逆変態が発生していた．そこで，ショット
ピーニング処理の加工熱に起因する加工表面温度の上昇
を熱電対にて測定したところ，加工中の最大温度は28℃
であった．よって，SL試料に生じた逆変態は，加工誘
起によるものと考えられる．過去の研究において，
SuS304あるいはSuS316にHigh pressure tortion加工
を施すと，巨大なせん断変形と加工熱によって加工誘起
マルテンサイト変態と逆変態の両方が発生すると報告さ

れている11），12）．この現象は，本研究で得られた現象と
類似している．ゆえに，SL試料で生じた逆変態は巨大
なせん断変形と加工熱によって生じると考えられる．
　摩擦摩耗処理とショットピーニング処理にて生成した
加工変質層は，両者とも微細結晶粒で構成されているが
異なる相分布を有する．つまり，加工中に表面にて生じ
る相変態挙動は，ショットピーニング処理および摩擦摩
耗処理の間で異なる．摩擦摩耗における試料表面は，常
に相手材と接触しており，摩耗表面の温度が摩擦熱で高
温になるため，逆変態が生じやすい．しかし，ショット
ピーニング処理中の加工表面では，ショット材が衝突し
たときのみショット材と接触するため，摩擦摩耗に比べ
て大きな加工熱が生じなく，逆変態が発現しにくい．
よって，摩擦摩耗処理およびショットピーニング処理で
形成した加工変質層の微細組織の違いは，加工中に生じ
る加工熱の違いに起因すると考えられる．

4．結　　論
　摩擦摩耗処理およびショットピーニング処理にて形成
した変質層は微細結晶粒を有する．摩擦摩耗処理で形成
した変質層は初期組織に関わらずγ相単相であった．一
方，ショットピーニング処理で形成した変質層は初期組
織に関わらずγ相とα ’相の共存組織であった．この変質
層の微細組織の違いは，加工中に生じた加工熱の違いに
起因すると考えられる．
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Table	3	 Volume fraction change of γ  around the deformed-surface 
by shot-peening test. 9)

Specimen name
Volume fraction of γ

before shot-peening after shot-peening

Sw 100 vol.% 55 vol.%

SL 013 vol.% 39 vol.%

Fig.	2	 iQ maps showing microstructure around worn surface of (a) 
Sw and (b) SL specimens. black lines show high-angle 
grain boundary.9)
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