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Effect of crystal structures on antibacterial properties of stainless steels
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 to investigate effect of crystal structure on antibacterial behaviors of steel, structure control is re-
quired in order to obtain various types of single-phase or pseudo-single-phase samples with same chem-
ical composition. thus austenite-metastable stainless steel with various heat treatment conditions was 
studied by x-ray diffractometry and electron backscatter diffraction. More than a half volume fraction of 
martensite phase was obtained by sub-zero treatment in dry ice for 1.8 ks. after electropolishing for 
120s, 180s and 360s, martensite phase decreased up to about 15 vol.%. by electron backscatter diffrac-
tion measurement, lath martensite was mainly observed in the sub-zeroed sample, however, both lath 
and butterfly martensites were observed after the electropolishing. Forty three percent difference of mar-
tensite volume fraction was successfully obtained by those treatments.

１．緒　　言
　1996年に発生した病原性大腸菌o-157の集団感染以
降，消費者の安全衛生への意識が高まった．それに伴
い，抗菌性能を持つ様々な素材の開発ニーズが高まり，
抗菌性能を付与したプラスティック，陶器，ステンレス
鋼等が開発されている（1, 2）．金属材料の抗菌性には，主
に溶出イオンの対菌毒性が鍵となる．粒界偏析や析出に
よる特定元素の濃化に伴い抗菌性を持つイオンの溶出が
促進され，材料の抗菌性能が発現するという考え方が主
である．抗菌性を持つ金属元素には，Hg，ag，Cu，Cd，
Co，Zn，Sn等が挙げられる．そこで，agやCuを表面に
分散または析出させて抗菌性を狙った抗菌ステンレス鋼
が実用化された．特にag+の殺菌力は高く（3），プラス
ティックや繊維製品では，ag微粒子を分散させること
で抗菌性を発現させる製品が一般的である．また，Cu

添加型の場合，ε-Cu相が粒界に析出し，耐抗菌性を持つ
Cu2+が溶解しやすくなる．しかしながらCu析出型の場
合，溶出イオンによる殺菌能力は弱く，析出相と菌の直
接接触による活性酸素の発生が殺菌力を発揮すると報告
されている（4）．
　すなわち，抗菌作用の発現メカニズムは殺菌力を持つ
金属元素あるいはイオンそのものの効果で整理されるの

が一般的である．材料組織の抗菌作用への影響は微粒子
分散や粒界析出等の元素の濃化の効果が主であり，抗菌
作用と加工状態や結晶構造に関する議論は少ない．しか
し，ε-Cu相を析出させた抗菌ステンレスでも，オーステ
ナイト（γ , fcc）系とフェライト（α , bcc）系では抗菌性
能を発揮する菌の種類が異なる傾向も見られる（5）．これ
は同じCuあるいはCu2+による効果というだけでは説明
が困難である．そのため母相のγ相やα相の効果も考慮
する必要が生じるが，この場合は母相の組成も異なるた
め，一概に結晶構造の議論は出来ない．
　このように，結晶構造を変化させるには組成を変える
必要があるが，一部のオーステナイト系ステンレス鋼の
場合，加工や深冷処理によってマルテンサイト（α ’, 

bct）相が生成する．これは無拡散変態によるものであ
る．すなわち組成変化による相変化では無いため，結晶
構造の変化による金属の抗菌作用に対する直接的な知見
が得られると期待される．また，材料表面の応力場の存
在や変形で導入されるひずみによって表面の電気化学的
状態が変化すれば，含有元素のイオン化が起こることも
考えられる．
　そこで本研究では，ステンレス鋼の結晶構造の差によ
る抗菌性能の違いに関して議論するため，抗菌性評価試
料となる準オーステナイト鋼の組織制御を行った．
　過去に報告した熱処理によるγ体積分率増加を狙った
実験において，長時間の熱処理は炭素（C）の材料表面
からスケール中への拡散を促し，その結果α相へと変態
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理によるピーク強度の逆転が見られた．すなわち，深冷
処理によってα ’相が増加したと考えられる．そして，そ
のピークトップ差は液体窒素による深冷処理材よりもド
ライアイスによる深冷処理材で顕著であった．このこと
から，本鋼種において，ドライアイスによる深冷処理は
液体窒素によるものよりも優れたα ’相生成促進効果を
有することが分かった．
　さらに，研磨による表面加工層を除去するため電解研
磨を行い，最大5μm程度の厚みを除去した．電解研磨
を行った試料のXrD回折測定の結果をFigure 2に示す．
電解研磨時間の増加に伴ってγピーク強度が増加し，α ’

ピークが減少した．特に，深冷処理と同様に，電解研磨
を施した試料の（111）γと（011）α ’のピークトップの差
は，研磨時間の増加に伴い大きくなった．XrD測定の
結果から得られた各相の積分強度を用いて求めたγ相と
α ’相の体積分率をtable 2に示す．ドライアイスによる
深冷処理を施した試料のα ’相体積分率は約58%まで増
加した．この材料のα ’相体積分率は，最大50%程度と
言われている．よって，少なくとも試料表面近傍はこの
鋼種で得られる最大のα ’体積分率を有している．
　さらに，供試まま材試料を用いて，電解研磨時間に伴
うα ’相体積分率の変化についても調査を行った．その結
果，電解研磨時間に伴い，α ’相体積分率は低下した．ま
た，360sの電解研磨を行った試料のα ’相体積分率は
15%程度であり，過去に報告した熱処理材のα ’相体積
分率33%より大幅に減少した．これは，先述のように

してしまうこと，そして供試材表面には加工誘起α ’が導
入されている可能性が示唆された．そのため，今回は電
解研磨（electropolishing）による表面加工層の除去を
行った．また深冷処理（sub-zero treatment）に関して
は液体窒素による処理よりも高温なドライアイスによる
処理を行い，α ’相の高体積分率化を試みた．

２．実験方法
　準オーステナイト系ステンレス鋼圧延材を出発材料と
して，電解研磨を施した試料と深冷処理した試料を作製
した．本組成は，SuS301よりni含有量を1%程度低く
することでγ安定性を下げ，一方，C添加によってγの安
定化を図っているのが特徴として挙げられる．試験片サ
イズは抗菌試験の国際規格 iSo 22196：2007に準拠す
ることとし，厚さ約1 mmの板状供試材を5×5 mm2角に
切断した．
　深冷処理および電解研磨条件をtable 1に示す．深冷
処理は，酸洗した試料をドライアイス中に一定時間保持
し，その後室温まで大気中にて放置することにより行っ
た．電解研磨はH3Po4とH2So4の混合液（体積比率3 : 2）
中で行い，table 1に示すように研磨時間を変化させた．
尚，研磨中の電流密度は1.2 ma/mm2であった．

　相の同定は，Cu管球を用いてX線回折（XrD）法に
て行った．得られた回折ピークの積分強度からγ相とα ’

相の体積分率を求めた（6）．また，α ’相の分布状態を調べ
るため，後方散乱電子線回折法（electron backscatter 

diffraction；ebSD）による測定を行った．

３．結果と考察
　供試まま材試料と深冷処理後の試料のXrDプロファ
イルをFigure 1に示す．供試材のプロファイルからは，
明瞭なα ’相のピークが見られた．これまでの結果から，
供試材は表面に加工誘起α ’相が存在することが指摘さ
れている（7）．この組成のCu管球でのX線浸透深さは最
大6.3μm程度と考えられることから，検出された高いα ’

ピークは，主に表面層の加工誘起α ’相に起因すると考え
られる．更に，深冷処理材では，どちらも供試材に比べ
てγ相のピーク強度が減少しα ’相のピーク強度が大きく
なり，特に低角側ピーク（111）γと（011）α ’では，深冷処

Table 1  Subzero treatment and electropolishing condition

Treatment
Temperature

 [K]
Holding time

[ks]
Polishing time

[s]

Sub-zero in dry ice
Sub-zero in liquid n2

（7) 

194
077

1.8
1.8

—
—

electropolishing

000
120
180
360

Fig. 1  XrD results of as-received and sub-zero treated specimens.

Fig. 2  XrD results of as-received and electropolished specimens.
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供試材表面近傍に多くのα ’相が導入されているためで
ある．従って，本鋼種では，γ化熱処理においてCのス
ケールへの散逸によるγ安定性の低下が生じるが，表面
の加工誘起変態相を化学的に除去することで表面におけ
るγの体積分率を上昇させる事が可能である．また，ド
ライアイスによる深冷処理を施した試料と電解研磨を
360s施した供試まま材試料とのα ’相体積分率の差は
43%程度であった．
　電解研磨を540s施した供試まま材試料と電解研磨を
40s施したドライアイス深冷処理試料におけるebSD測
定結果をFigure 3に示す．電解研磨を施した供試まま試
料材は，Phase mapに見られる様に主にγ相で構成され
た組織であった．さらに，観察されたα ’相の結晶方位解
析を行った結果，観察されたα ’相はラス状α ’相および
バタフライ状α ’相であることがわかった．一方，in-

verse pole figure mapより，深冷処理試料では，供試ま
ま試料材に比べて微細な組織を有しており，そこで観察
されたα ’相の多くがラス状α ’相であった．通常，ラス
状α ’相およびバタフライ状α ’相は，比較的高い温度領
域（室温以上）にマルテンサイト変態開始温度（Ms）
を有する鉄鋼材料に生じる．それゆえ，本鋼種のMs点
は，室温近傍であろうと推察される．また，ラス状α ’相
やバタフライ状α ’相の生成によって生じるγ相の変態ひ
ずみは，比較的低い温度で生成するレンズ状α ’相に比べ
て小さい．変態ひずみの増加は局所的な領域における
Ms点を低下させるため，ラス状α ’相やバタフライ状α ’

相の生成によるMs点の低下は小さい．その結果，ドラ
イアイスによる深冷処理によって，高いα ’相体積分率を
有する試料の作製に成功したといえる．
　以上の結果，電解研磨とドライアイスによる深冷処
理によって，α ’相体積分率が大きく異なる試料が得ら
れた．今後これらの試料を用いて抗菌試験を行い，結
晶構造が及ぼす抗菌性の違いについて検討する予定で
ある．

４．ま　と　め
　本研究では，ステンレス鋼の結晶構造の差による抗菌
性能の違いに関して議論するため，抗菌性評価試料とな

Table 2  Volume fraction of γ and α ’

[vol.%] γ α ’

as received
Sub-zero (dry ice)
Sub-zero (liq. n2)
e-polish 120s
e-polish 180s
e-polish 360s

63.5
42.0
51.4
79.9
80.6
85.0

36.5
58.0
48.6
20.1
19.4
15.0

Fig. 3 ebSD images of electropolished (upper) and sub-zeroed (lower) samples;
 Left: image quality map, center: phase map, right: inverse pole figure map.
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る準オーステナイト系ステンレス鋼圧延材を出発材料と
して，γ単相を得るため電解研磨を施した試料と，深冷
処理によってα ’変態を起こさせた試料を作製した．表面
近傍に多く存在する加工誘起α ’相を電解研磨によって
除去することが，高いγ相体積分率を持つ試料の作製に
有効であった．また，深冷処理では，ドライアイスを用
いることで約58 vol.%のα ’相が得られた．
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