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 Phase transformation behavior induced by shot-peening for austenitic stainless-steel has been 
investigated. the stainless-steel used in this study contains a lot of stress-induced martensite phase (α ’) 
formed by cold rolling. When the stainless-steels with large amount of α ’ are shot-peened under room 
temperature, volume fraction of austenite phase (γ ) around shot-peened surface is a little bit increased. 
this means reverse transformation is occurred by the shot-peening. in addition, the reverse 
transformation is enhanced by the shot-peening under higher temperature. as well as the temperature of 
shot-peening, volume fraction of γ  is increased with increasing the pressure of shot blast. it is 
considered that this reverse transformation is caused by the huge shear strain due to shot-peening and 
the frictional heat between the blast particles and the peened-surface of specimen. From the obtained 
results, it can be concluded that the phase transformation behavior on the surface of specimen can be 
controlled by the blast pressure and the temperature during shot-peening.

１．緒　　　　　言
　金属材料にショットピーニングを施すと，その加工 

表面近傍にナノ結晶粒を有する加工変質層が観察され 

る1），2）．この加工変質層は，加工表面に生じた巨大なせん
断ひずみによって生成する1），2）．このような加工変質層
は，摩擦摩耗やドリル加工などによっても発生する1）─9）．
　過去の研究において，著者らは，Fe-30mass%Ni合金
に摩擦摩耗を施すと摩耗表面近傍に加工変質層が形成す
ることを報告した8）．同時に，摩擦摩耗によって形成し
た加工変質層の組織は，初期組織がオーステナイト（γ）
相単相である試料あるいはマルテンサイト（α ’）相を多
く有する試料に関わらずγ 相単相になることも報告して
いる．つまり，α ’相を多く有する試料では摩擦摩耗に
よってγ 相への逆変態が生じることを意味する．しか
し，Fe-30mass%Ni合金におけるα ’相からγ相への逆変
態開始温度（as点）は390℃である8）．そのため，摩擦熱
が約230℃のFe-30mass%Ni合金への摩擦摩耗におい
て，摩擦熱のみでの逆変態の発生は困難である8）．その
結果，著者らは，この特異な相変態挙動が摩擦摩耗によ

る巨大なせん断ひずみに起因したas点低下および摩擦
熱によって生じることを報告した8）．
　さらに，著者らは，Fe-33mass%Ni合金へショット
ピーニングを施した際に加工表面近傍に生じる相変態挙
動についても調べた7），9）．初期組織がγ相単相の試料で
は応力誘起マルテンサイト変態が発生する．一方，α ’相
を多く有する試料ではγ 相への逆変態が生じることを見
出した．このとき，ショットピーニング中における加工
表面の最高温度は38℃であった．しかし，Fe-33mass% 

Ni合金のas点は200℃である8）．この結果から，ショッ
トピーニングにおいても，摩擦摩耗と同様に巨大なせん
断ひずみに起因した特異な相変態挙動が生じる7）─9）．
　この摩擦摩耗やショットピーニングによって生じる特
異な相変態挙動はFe-Ni合金のみにおいて報告されてい
る7）─9）．しかし，ステンレス鋼など他のFe合金に対する
この特異な現象は，著者が知る限り報告されていない．
もし，この特異な相変態挙動がFe-Ni合金以外において
発生すれば，この現象は鉄鋼材料表面の機能および機械
的特性の制御技術につながるであろう．
　本研究では，SuS304ステンレス鋼へショットピーニ
ングを施し，そのときに生じる相変態挙動について調査
を行った．SuS304ステンレス鋼へのショットピーニン
グにおいてγ 相からα ’相への応力マルテンサイト変態は
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良く知られているが，逆変態挙動については不明な点が
多い．そのため，本研究では圧延によってα ’相を多く有
するSuS304ステンレス鋼を作製し，その試料に対する
ショットピーニングにて生じる相変態挙動について調査
を行った．

２．実　験　方　法
　本研究では，供試材として厚さ３mmのSuS304板材
を用いた．このSuS304板材に対し，1.8mmまで冷間圧
延を施した（圧延率40%）．その後，圧延材より幅15 

mm×長さ15mm×厚さ1.8mmの寸法を有するショッ
トピーニング試験用の試料を切り出した．
　作製したSuS304圧延試料を用いてショットピーニン
グ試験を行った．ショットピーニングは，直径210μm

～300μmのジルコン製投射材（Hv=650～800）を用い
て行った．ショットピーニングにおける噴射圧力および
噴射時間は，それぞれ0.2, 0.4, 0.6mPaおよび60s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．さらに，本研究ではショットピーニン
グにおける試料温度が逆変態挙動に及ぼす影響を調査す
るため，ホットプレートにて加熱した試料にショット
ピーニングを施した．図１は，ショットピーニング試験
時における試料およびホットプレートの配置を示す模式
図である．ショットピーニング開始時における試料の加
工表面温度は100℃とした．
　さらに，本研究では，比較材としてγ相を多く有する
未圧延のSuS304試料に対し，室温にてショットピーニ
ングを施した．同様に，比較材として前述のSuS304圧
延材に対し，室温にてショットピーニングを施した．
ショットピーニング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60sである．
　ショットピーニングを施した後，X線回折装置（XrD）
による５ピーク法にて加工表面近傍のγ相体積分率を測
定した．このとき，XrDにて用いたX線源はCuKαで

ある．さらに，加工表面近傍の断面組織における結晶方
位分布を電子線後方散乱回折法（ebSD）にて観察した．
このとき，ebSD観察条件は，加速電圧15kVおよびス
テップサイズ0.3μmとした．

３．結果および考察
3.1.	 ショットピーニング中の相変態挙動に及ぼす試

料加熱温度の影響
　未圧延のSuS304はγ相を主な組織として有する．本
研究では，比較材としてSuS304未圧延材にショット
ピーニングを施した場合における相変態挙動を調査し
た．本研究で用いたSuS304未圧延試料におけるγ相体
積分率は85vol.%であった．この試料に対し，室温にて
ショットピーニングを施したところ，ショットピーニン
グ後におけるγ相体積分率は24vol.%であった．γ 相を多
く有するSuS304未圧延試料へのショットピーニングで
は，応力誘起マルテンサイト変態が生じている．この現
象は過去の研究における報告と一致している2）．
　本研究では，前で述べたように初期組織にα ’相を多く
有するSuS304圧延試料を冷間圧延により作製した．
ショットピーニング前におけるSuS304圧延試料のγ 相
平均体積分率は９vol.%であった．図２は，ショット
ピーニング開始時の加工表面温度が室温および100℃で
あるSuS304圧延試料への加工前後におけるγ 相体積分
率変化を示している．加工表面温度が室温でショット
ピーニングを施した場合はγ相体積分率変化が約２
vol.%増加した．また，ショットピーニング開始時に加
工表面を100℃まで加熱してショットピーニングを施し
た試料では，加工表面近傍のγ 相体積分率が９vol.%か
ら16vol.%まで増加している．つまり，初期組織にα ’相
を多く有するSuS304圧延試料では，ショットピーニン
グによって加工表面で逆変態が発生し，かつ加工表面に
おける温度が高いほど逆変態量は増加する．図３は，
ショットピーニングにおける噴射圧力とγ 相体積分率の
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図１ ショットピーニング試験における試料およびホットプレート
の配置図．
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図２	 ショットピーニング開始時の加工表面温度が室温および
100℃である試料の加工前後におけるγ相体積分率 .
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関係を示している．この結果は，加工表面を100℃まで
加熱してショットピーニングを行うことによって得た結
果である．ショットピーニングの噴射圧力が高くなるほ
どγ相体積分率は増加した．すなわち，噴射圧力が高い
ほど加工表面近傍において逆変態が生じやすい．以上の
結果をまとめると，α ’相を多く有するSuS304圧延試料
の加工表面では，ショットピーニングにおける加熱温度
および噴射圧力が高いほどα ’相からγ 相への逆変態が発
生しやすいことが分かる．
　しかしながら，1100℃で30分間のオーステナイト化
処理後に圧下率50%の冷間圧延を施したSuS304のas

点は400℃であることが報告されている10）．このas点
は，ショットピーニング開始時における加工表面の加熱
温度よりも高い．また，ショットピーニング中における
加工表面温度は，投射材の噴射で用いるエアーのため，
加工直前における表面温度に比べて低い．つまり，この
逆変態は加工表面がas点である400℃を超えることに
よって生じる現象と異なる．本研究で生じたSuS304の
逆変態はショットピーニングによって生じた特異な相変
態挙動であるといえる．

3.2.	 ショットピーニングによって形成する加工表面
近傍の微細組織

　図４は，噴射圧力0.2mPaで加工を施した試料におけ
る加工表面近傍の微細組織をebSDにて観察した結果を
示している．図４（a）のイメージクオリティーマップ
（iQマップ）から，加工表面近傍には多くのすべり線が
生じていることが分かる．また，図４（b）の逆極点図
マップ（iPFマップ）から観察されるように，加工表面
近傍における旧γ 結晶粒は比較的等軸状に近い形状を有
する．この結果より，噴射圧力を0.2mPaとしたショッ
トピーニングではSuS304試料表面に大きなひずみが生
じていない．一方，0.6mPaの噴射圧力でショットピー
ニングを施した試料におけるebSD観察結果を図５に示
す．図５（a）の iQマップ中の矢印で示すように，0.6 

mPaでショットピーニングを行った試料の加工表面近傍
にはせん断帯が生じていた．それゆえ，この試料の加工
表面には巨大なせん断変形が生じていることが見出され
ている．しかし，図５（b）に示す iPFマップから分かる
ように，加工表面近傍の旧γ 結晶粒は扁平状に変形して
いるが結晶粒微細化まで至っていなかった．これは，
ショットピーニングによって巨大なせん断変形が生じて
いるが，結晶粒微細化を引き起こすまでのせん断ひずみ
量が導入されていないことを意味する．その結果，本研
究で作製した試料には明確な加工変質層が形成していな
い．
3.3.	 SUS304へのショットピーニングによる特異相

変態の発現要因
　LiらはSuS304へ高圧ねじり加工（HPt）にて巨大ひ
ずみ加工を施したときの相変態挙動について報告してい
る11）．この報告によると，公称相当ひずみがε eq =3に到
達するまで，応力誘起マルテンサイト変態によってγ 相
の体積分率はひずみの増加に伴い減少する．一方，公称
相当ひずみがε eq =3を超えると逆変態が発生し，γ相の
体積分率はひずみの増加に伴い増加する．同時に，加工
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図４	 噴射圧力0.2mPaおよび温度100℃でショットピーニングを施
した試料における加工表面近傍の微細組織：

 （a）iQマップ，（b）iPFマップ．

図５	 噴射圧力0.6mPaおよび温度100℃でショットピーニングを施
した試料における加工表面近傍の微細組織．白矢印はせん断
帯を示す：

 （a）iQマップ，（b）iPFマップ．
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図３	 ショットピーニングにおける噴射圧力とγ相体積分率の関係．
白丸は未圧延材におけるγ相体積分率を示す．
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試料の微細組織は巨大ひずみによって微細化されてい
る．Liらは，この現象をDynamic phase transformation

（DPt）と呼び，その発現要因が加工発熱と巨大ひずみに
起因することを説明している．本研究におけるSuS304

圧延試料では，HPtに比べて小さいが，ショットピーニ
ング前において材料内部に圧延で導入されたひずみが存
在している．そのため，ショットピーニング開始時に
は，応力誘起マルテンサイト変態でなく逆変態が生じる
可能性が考えられる．さらに，PatelとCohenは金属材
料に圧縮の静水圧応力が作用するとマルテンサイト変態
開始温度（ms点）やas点のような相変態温度が低下す
ることを報告している12）．ショットピーニングは，静水
圧応力がかかった状態での加工であり1），かつ加工表面
近傍に圧縮残留応力が生じる．そのため，加工表面近傍
の相変態温度は低下するであろう．以上の結果より，
SuS304へのショットピーニングによって生じる特異相
変態挙動は，ショットピーニングに起因する巨大なひず
みと加工熱に起因する．

４．結　　　　　論
　本研究では，SuS304にショットピーニングを施すこ
とで生じる特異相変態挙動について調べた．応力誘起マ
ルテンサイト変態で生じたα ’相を有するSuS304に対し
てショットピーニングを施すとα ’相からγ相への逆変態
が発生する．この逆変態はショットピーニング開始時の
加工表面温度が高いほど生じやすい．同様に，噴射圧力

が高いほど逆変態にて生成するγ相の体積分率は高くな
る．よって，ショットピーニングによる加工表面の相変
態挙動は，加工時の試料温度および噴射圧力に依存す
る．
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