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１．はじめに 

強度や耐熱性に優れる高機能プラスチックはス

ーパーエンジニアリングプラスチック（以下、スーパ

ーエンプラ）と呼ばれ、さまざまな分野に応用されて

いる。ポリフェニレンサルファイド（polyphenylene 

sulfide, PPS）は難燃性、寸法安定性、耐薬品性等

の特徴も有するスーパーエンプラであり、軽量化や

電装化への強い要求を背景に自動車への適用が

拡大している。熱可塑性樹脂である PPS は主に射

出成形により製品が成形される。一般に、PPS 製品

には強化を目的にガラス繊維や無機フィラーが

30−40%程度添加されている。また、成形時には

140−300 °C[1]に加熱されるため、樹脂成分の分解

や添加物に起因した激しい腐食が起こる。したがっ

て、射出成形に用いられる金型や装置部材にとっ

ては硬質なガラス繊維や無機フィラーによる摩耗と

腐食性ガスに起因した腐食の両面で過酷な使用環

境である。スーパーエンプラ成形用金型には高硬

度で耐摩耗性に優れる SKD 系合金工具鋼や高速

度工具鋼が用いられているが[2]、これらの鋼種は

炭化物の形成に起因して耐食性に劣る。一方、マ

ルテンサイト系ステンレス鋼は耐食性が比較的良好

であるが、硬度や耐摩耗性が不十分な場合が多い。

したがって、トレードオフの関係にある硬度・耐摩耗

性と耐食性を両立した金型・装置部材の開発は生

産性や品質の改善において極めて重要である。 

以上の背景を踏まえ、研究代表者らは、射出成

形機のスクリュー・シリンダ等の装置部材用鋼材の

開発に取り組み、Fe−16Cr−3W−2Cu−1C (mass%)

を開発した[3]。開発鋼はナノスケールの炭化物と

マルテンサイト組織の形成により既存の高速度工

具鋼と同等以上の高硬度を有するとともに、PPS 射

出成形時の亜硫酸ガス環境を模擬した硫酸水溶液

環境において優れた耐食性を示す。また、腐食反

応初期に合金元素の選択的溶出「デアロイング」が

起こり、腐食表面に Cu 濃化層が形成することで優

れた耐食性を発揮することを見出した。 

 

２．目 的 

高速度工具鋼は一般に、オーステナイト域からの

「焼入れ」によりマルテンサイト組織を形成した後、

靭性の確保や二次硬化を主な目的とした「焼戻し」

を繰り返すことにより製造される。一連の熱処理に

おいて起こる炭化物の分散状態やマルテンサイト

組織の転位密度の変化は硬度や耐摩耗性と密接

に関係している。一方、炭化物とマルテンサイト組

織は電気化学的に異なる性質を有し、電気化学ポ

テンシャルの差を駆動力とした腐食反応が進行す

る。したがって、熱処理条件により変化する組織に

対する理解は耐食性の観点からも重要である。加

えて、マルテンサイト変態に起因した残留応力は製

品肌や金型の寸法精度に影響を及ぼすため、金型

用途では十分な検討が必要である。すなわち、開

発鋼のさらなる高機能化や金型材料として実用化

のためには、焼入れ・焼戻しにおける組織変化や

腐食環境での表面状態と材料特性の関係を系統

的に理解し、最適化することが必要不可欠である。 

以上を踏まえ、本研究では先行研究にて抽出し

た Fe−16Cr−3W−2Cu−1Cを基本組成とする合金

系に対して、以下の点に取り組んだ。 

 

(1) 合金組成および焼入れ・焼戻し条件を変化さ

せた試料を作製し、硬度、耐食性、残留応力

の変化を系統的に明らかにする。 

(2) 各組成・熱処理条件において得られるバルク

組織を定量化し、硬度や耐食性との関係を明

らかにする。 

(3) 腐食環境におけるデアロイング挙動と表面状

態を明らかにし、Cu 添加による高耐食化に関

するメカニズムを明らかにする。 

 

３．実用的な価値、実用化の見込など 

プラスチック射出成形用鋼材として様々な材料が

使用されており、代表的な鋼材として機械構造用鋼、

工具鋼、ステンレス鋼が挙げられる[2]。これらの鋼

材には耐摩耗性や耐食性、被削性、鏡面性等、

種々の特性が求められる。PPS 樹脂の射出成形で

は耐摩耗性が必要なため、装置部材には工具鋼が

使用されるが、高 C 組成であるため炭化物の形成

に起因して本質的に耐食性に劣る。また、PVD 等

によるコーティングは剥離の懸念がある。一方、ステ

ンレス鋼や非鉄材料を含む耐食性材料では Cr 添

加により耐食性を確保しているが、耐摩耗性や硬

度に課題があった。また、先行研究[3]において多

量の炭化物が存在する場合には硫酸水溶液環境

において主に Cr2O3 からなる不動態皮膜が安定に

存在できないことが示唆されている。したがって、ト

レードオフの関係にある耐摩耗性と耐食性を両立し

た鋼材が実現できれば PPS 射出成形用金型の耐

久性が向上し、交換頻度の低減による生産性の向

上や省資源・低コスト化が期待できる。また、将来的

には耐食性の懸念から既存材料が適用できなかっ

たエネルギー・化学・製造・資源開発分野への応用

も期待される。本研究により最適化された組成およ

び熱処理条件については、現在民間企業との共同

研究にて実機適用に展開している。 
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４．研究内容の詳細 

4.1. 実験方法 

4.1.1. 試料作製 

先 行 研 究 に お い て 抽 出 し た 基 本 組 成

Fe−16Cr−3W−2Cu−1C (mass%)合金および基本組

成をベースに C 添加量を変化させた合金を高周波

誘導溶解炉により溶製した。溶体化熱処理後、熱

間鍛造および熱間圧延により丸棒に加工し、供試

材とした。供試材より放電加工を用いて試料を切り

出し、マッフル炉（大気中）にてオーステナイトが安

定な 800−1100 °C に保持後、氷水中に焼き入れた。

また、焼戻し条件の検討では、より実機に近い環境

を模擬するため、焼入れ処理は真空焼鈍炉を用い

て行い、1000−1150 °C に保持後、Ar ガスを用いて

冷却した。前述のように射出成形装置部材では成

形温度（~300 °C）以上での焼戻し処理が必要であ

ることから、400−600 °Cにて焼戻しを行った。 

 

4.1.2. 組織解析 

作製した試料の組織観察は走査型電子顕微鏡

（scanning electron microscopy, SEM; IT-800, JEOL）

を用いて行った。また、電子線プローブマイクロア

ナライザー（electron probe microanalyzer, EPMA; 

JXA-8430F, JEOL）を用いて元素分布を調査した。

組織観察に用いたサンプルは各試料から放電加工

を用いて切り出し、エメリー紙にて研磨後、コロイダ

ルシリカ懸濁液（OP-S, Struers）を用いて鏡面に仕

上げた。 

得られた試料の組織と特性の関係を定量的に理

解するため、中性子回折を用いた組織解析を行っ

た。中性子回折測定は J-PARC の iMATERIA 

(BL20)にて実施した。測定には供試材から放電加

工により切り出し、800−1100 °C に保持後、氷水中

に焼入れた φ10 mm、高さ 30 mmの円柱状試験片

を用いた。得られた回折プロファイルに対して、

Rietveld Texture 解 析 に よ る 相 分 率 評 価 と

Convolutional Multiple Whole Profile (CMWP)法に

よる転位密度測定を行った。 

4.1.3. 硬度および耐食性の評価 

各試料の硬度を Vickers 硬さ試験（HMV-G31S, 

島津製作所）により評価した。また、焼入れ後の残

留応力を μ-X360s ポータブル型 X 線残留応力測

定装置（パルステック工業）を用いて評価した。 

耐食性は、幅広いスーパーエンプラの射出成形

への応用を想定し、硫酸水溶液、塩酸水溶液、硝

酸水溶液を対象に浸漬試験により評価し、硫酸水

溶液において最も腐食量が大きいことがわかった。

また、PPS の射出成形では S を含む腐食性ガスが

発生することから、本研究では硫酸水溶液に対す

る 評 価 を 中 心 に 行 っ た [4] 。 浸 漬 試 験 は

800−1100 °C から氷水中に焼入れた試料を用いて

行い、室温にて 0.5 M 硫酸水溶液に浸漬し、所定

の時間経過後の重量損失を評価した。浸漬試験後

の腐食表面の組成・化学組成をX線光電子分光法

（X-ray photoelectron spectroscopy, XPS; Axis Ultra 

DLD, Shimadzu-Kratos, UK）により調べた。 

 

4.2. 実験結果 

4.2.1. オーステナイト化温度の影響 

図 1 に、800−1100 °C の各温度に保持後、氷水

中に焼き入れた Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金の

SEM 反射電子（BSE）像を示す[4]。明るいコントラ

 
図 2 (a) 800 °C、(b) 1100 °Cから氷水中に焼入れた Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金の EPMA分析結果 

     

   

   

     

   

   

        

      

    

   

 
図 1  800−1100 °C から氷水中焼入れた

Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金の SEM-BSE像 
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ストとして観察されるのは炭化物であり、オーステナ

イト化温度の上昇に伴って炭化物の形成量が減少

する傾向を示した。また、図中に観察された黒いコ

ントラストは介在物および炭化物の一部が脱落して

形成したポアと考えられる。 

図 2 に、800 °C あるいは 1100 °C に保持後、氷

水中に焼入れた Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金の

EPMA 分析結果を示す[4]。炭化物には Cr、W お

よび C が濃化していた。一方、Cu はマトリックスに

分配されていた。800 °C より焼入れた試料では計

算状態図から予測された Cu 粒子の析出が示唆さ

れたが、1100 °CではCuはマルテンサイト中に均一

に分布していた。炭化物の組成・構造に及ぼすオ

ーステナイト化温度の影響は観察されなかった。 

図 3 に、800−1100 °C に保持後、氷水中に焼き

入れた Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金の中性子回折

プロファイルを示す[4]。いずれの温度においても

M23C6 型炭化物とマルテンサイト組織が検出された。

一方、1100 °Cから焼入れた試料では残留オーステ

ナイトに由来する回折ピークが観察された。 

図 4 に、上記の中性子回折プロファイルから

Rietveld Texture 解析を用いて見積もった各試料の

相構成を示す。M23C6 型炭化物の相分率はオース

テナイト化温度が 800 °C の場合において約 20 

vol.%であり、温度の上昇に伴って 15 vol.%程度ま

で減少した。この結果は、熱力学計算の結果とよく

一致した。一方、1100 °C の試料にて検出された残

留オーステナイトの相分率は約 40 vol.%と見積もら

れ、主要な構成相の一つであることがわかった。 

図 5 に 、 CMWP 法 に よ り 求 め た

Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金のマルテンサイト相の

転位密度を示す。オーステナイト化温度の上昇とと

もに転位密度は増加し、1000 °C 以上では概ね一

定値となった。高炭素組成のマルテンサイトでは結

晶構造の正方晶性が無視できなくなり、立方晶を仮

定した CMWP法では実際よりも高い転位密度が得

 
図 4  Rietveld Texture 解析により決定した

Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金の相分率とオース

テナイト化温度の関係 

 

 
図 5  CMWP 法 に よ り 決 定 し た

Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金のマルテンサイト相

の転位密度とオーステナイト化温度の関係 

 

 
図 3 800−1100 °C の各温度から氷水中に焼入

れた Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金の中性子回折

プロファイル 
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られる場合がある。しかしながら、本研究で作製した

試料では顕著な c/a の増加は観察されず、少なくと

も 900 °C 以下ではほぼ立方晶であった。したがっ

て、マルテンサイト相は 1016 m−2オーダーの極めて

高い転位密度を有することが示唆された。 

図 6 に、800−1100 °C の各温度から焼入れた

Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金のVickers硬さを示す。

高温から焼入れるほど硬度は増加し、1100 °C にて

オーステナイト化処理を行った試料では HV650 程

度の高い Vickers 硬度が得られた。前述のように

1100 °C から焼入れた試料はマルテンサイトより軟

質な残留オーステナイトを多量に含んでおり、炭化

物の相分率も高温ほど低下する。したがって、高転

位密度を有するマルテンサイト相の形成が極めて

高い Vickers硬度の要因と考えられる。 

焼入後の残留応力はオーステナイト化温度が低

いほど大きな圧縮応力を示し、800 °Cでは300−400 

MPa程度の値が得られた。一方、1100 °Cでは 100 

MPa 以下の圧縮残留応力あるいは引張残留応力

が観察され、焼入れ条件により応力状態が大きく変

化することが示唆された。残留応力の評価について

は今後より詳細な解析を行う予定である。 

図 7に、0.5 M硫酸水溶液への浸漬試験におけ

る Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金の重量損失および

腐食速度に及ぼすオーステナイト化温度の影響を

示す。比較のため、先行研究[3]にて得られた同一

組成および Cu 無添加材のアーク溶解材における

結果を併せて示す。本研究で作製した試料はいず

れも Cu 無添加材よりも優れた耐食性を示した。一

 
図 6 焼入れ後の Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金

の Vickers硬さとオーステナイト化温度の関係 

 

 
図 7 800−1100 °C の各温度から氷水中に焼入

れた Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金の 0.5 M硫酸

水溶液への浸漬試験における重量損失と腐食

速度 

 

 
図 8 (a) 800 °Cおよび(b) 1100 °C より焼入れた Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金の 0.5 M硫酸水溶液に 7 h

浸漬後の表面における XPS深さ方向分析結果 
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方、同一組成のアーク溶解材と比較するとわずか

に耐食性は低下しており、製造プロセスの影響が

示唆された。腐食による重量損失はオーステナイト

化温度の増加とともに低下し、1100 °Cより焼入れた

試料では Cu無添加材の結果よりも 2桁近く低い腐

食速度を示すことがわかった。 

浸漬試験後の腐食表面を XPS を用いて評価し

たところ（図 8）、いずれの条件においても表面近傍

の Cr 濃度が低く、Cr2O3 皮膜の形成による不動態

化が観察されなかった。一方、1100 °C から焼入れ

た試料では 800 °C の場合と比較して表面近傍に

Cu がより多く分布していることが示唆された。したが

って、オーステナイト化温度により腐食表面の元素

分布により耐食性が変化したと考えられる。 

以上の結果より、オーステナイト化温度が高いほ

ど硬度と耐食性が共に向上することが示唆された。 

 

4.2.2. 焼戻し温度の最適化 

図 9は、種々の温度から Arガスを用いて焼入れ

た Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金に対して焼戻し条件

の影響を検討した結果である。図 6 とはオーステナ

イト化処理後の冷却条件が異なるが、焼入れ状態

では 1050 °C および 1100 °C にて水焼入れと同等

の高硬度が得られ、1150 °C では著しく軟化した。

一方、焼戻し後の Vickers 硬度は 1000 °C および

1050 °C より焼入れた試料では焼戻し温度の上昇

に対して低下したが、1100 °C より焼入れた試料で

は 500 °Cにて二次硬化が観察され、焼入れ状態と

同等の高硬度が得られた。この二次硬化は M23C6

型炭化物および Cu 粒子の析出に起因すると考え

られる。550 °C 以上の焼戻しでは著しい軟化が観

察されたことから、最適な焼戻し温度は 500 °Cであ

ると考えられる。同様に、1150 °Cから焼入れた試料

でも硬度は低いものの二次硬化が観察された。な

お、標準的な条件にて作製した SUS440C および

SUS420J2 の 500 °C 焼戻し状態の Vickers 硬度は

それぞれ HV642 および HV528 であり、開発鋼に

おいて同等以上の硬度が得られることがわかった。 

 

4.2.3. C添加量の影響 

さらなる高硬度化を目的に、基本組成を基に C

添加量の影響について検討した結果を図 10 に示

す。焼入れおよび焼戻し後の Vickers 硬度は C 添

加量に対して単調に増加し、約 1.3 mass%の C を

添加した合金では HV750 程度の極めて高い

Vickers 硬度が得られた。また、低 C 組成では焼戻

しにより焼入れ状態から硬度が低下したが、1 

mass%C 以上では焼戻し後も焼入れ状態と同等の

硬度が得られることがわかった。 

 

５．まとめ（結言） 

本研究では、高硬度と耐食性の両立を目的とし

て独自に開発した Fe−16Cr−3W−2Cu−1C 合金の

焼入れ、焼戻し熱処理条件の最適化に取り組んだ。

その結果、オーステナイト化温度が高いほど硬度・

耐食性共に向上することを明らかにした。また、オ

ーステナイト化温度と組織および腐食表面形成の

関係を見出した。一方、二次硬化が得られる焼戻し

条件を特定し、実用化に重要な熱処理条件を決定

することに成功した。さらに、C 添加量と焼入れ・焼

戻し後の硬さが比例関係にあることを見出し、高 C

組成にて焼戻し後も HV750 程度の極めて高い硬

度が得られることを明らかにした。 

最後に、本研究を遂行するにあたりご支援いた

だいた公益財団法人金型技術振興財団に厚く御

礼申し上げる。 
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図 9  1000−1150 °C の各温度より焼入れた

Fe−16Cr−3W−2Cu−1C合金を 400−600 °Cにて

焼戻した際の Vickers硬さの変化 

 

 
図 10  焼 入 れ お よ び 焼 戻 し 後 の

Fe−16Cr−3W−2Cu−C 合金の Vickers 硬さに及

ぼす C添加量の影響 


