
1.  緒言

オーステナイト（γ）系ステンレス鋼であるSUS316L鋼
は，耐食性や耐水素脆化特性などの優れた物理的性質を有
しており，圧縮水素貯蔵用の圧力容器などに利用されてい
る。Ni量が多いSUS316L鋼は，γ系ステンレス鋼の中でも
比較的 γ相の安定性が高い鋼種として知られているが，室
温においても強加工を施すことで微量ではあるが加工誘起
マルテンサイト（α’）相が形成される。FCC構造である母
相の γ相に比べてBCC構造であるα’相の水素拡散係数は格
段に大きく，α’相が水素の拡散経路として働くことで耐水
素脆性を低下させる 1,2）。これに対して，α’相は硬質相であ
るため材料の高強度化にも寄与する。したがって，用途に
応じてSUS316L鋼の加工誘起変態挙動を制御することは，
水素社会実現に向けた重要な課題の一つである。
準安定 γにおける加工安定性の指標として，Md30やNi当

量などが提案されている 3,4）。Noharaらは，Md30の結晶粒度
依存性について，Md30を補正した次式を提案した 5）。

   （1）

ここで，GSNは結晶粒度番号を示しており，結晶粒度番号
が大きいほど結晶粒径は小さくなる 6）。つまり，結晶粒微
細化によって加工安定性が向上するということを示してい
る。ところが，Matsuokaらは，準安定 γ系ステンレス鋼にお
いて引張変形を施した場合，γ相の加工安定性は結晶粒径
に依存しないことを報告している 7）。つまり，γ相の加工安
定性に及ぼす結晶粒径の効果は未だ不明瞭であり，とくに
結晶粒径が1 µmレベルの超微細粒になった時，加工誘起
変態に及ぼす効果は明らかではない。
これに対し，Eskandariらは，準安定 γ系ステンレス鋼に

おいて，予ひずみを与えることで蓄積された転位が加工誘
起変態を促進させることを示した 9）。一方，熱的安定性（熱
的変態）に関しては γ相の強加工が，γ相の安定性を向上さ
せる，すなわち，転位が γ-α’変態を抑制することも知られ
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ている 8）。これは，強加工によって転位が導入されること
で，α’相の成長を抑制することを示している。つまり，熱
的変態と加工誘起変態とでは，γ相の安定性に及ぼす転位
の効果が異なることが推測される。以上の点から，結晶粒
微細化による加工誘起変態挙動の影響については，化学組
成および結晶粒径だけでなく，転位密度を含む変形組織の
特性を考慮する必要があることが示唆される。そのため，γ

系ステンレス鋼における γ相の加工安定性に及ぼす結晶粒
径および転位密度の効果を明らかにすることは，学問的に
も，産業利用上でも極めて重要である。
一般的なステンレス鋼の結晶粒微細化プロセスとして

は逆変態法がある。冷間強加工によってα’相を生成し，逆
変態によって微細 γとする方法である 10–13）。しかしながら，
この方法では結晶粒径を小さくするほど，α’相が残留して
しまう可能性が大きくなる。また，SUS316L鋼の場合，冷
間強加工でも十分な量のα’相を得ることができず，逆変態
プロセスが有効に機能しない場合もある。近年では，冷間
～温間域における大ひずみ加工が新しい結晶粒微細化プロ
セスとして多くの注目を集めている 14–19）。γ相が十分に安
定である温間温度域において大ひずみ加工を施すことで，
加工誘起変態を介さずに超微細粒組織を形成することが
できるものである。Torizukaらは，効率的な超微細粒鋼の
製造プロセスとして，オーバル孔型およびスクエア孔型を
利用した温間多方向溝ロール圧延を提案している 20–31）。し
かし，温間大ひずみ加工によって形成される超微細粒組織
は，転位組織が結晶粒に変化するという形成過程を経るた
め 32–35），一部の結晶粒は高い転位密度を有する可能性があ
る。つまり，加工誘起変態において，高転位密度に起因す
る促進効果および超微細粒組織に起因する抑制効果という
相反する性質を併せもつ可能性があるといえる。
そこで本研究では，準安定 γ系ステンレス鋼である

SUS316L鋼における γ相の加工安定性に及ぼす結晶粒径の
効果を明らかにするために，まず，さまざまな結晶粒径を
持つ完全再結晶組織を作製し，加工誘起変態に及ぼす粒径
の影響を調査した。次に，大ひずみ加工である温間多方向
溝ロール圧延と熱処理によって超微細変形組織を生成し，
結晶粒径や転位密度などの観点から，加工誘起変態挙動に
及ぼす超微細変形組織の影響について検討を行った。
各試料における加工誘起変態挙動の観察については，加

工誘起変態を十分に生じさせるために，低温圧延によって
所定の圧下率まで加工を行った。加工誘起α’の定量化のた
めに， SPring-8の高輝度放射光を用いて透過型X線回折を
行った。透過型X線回折によって板厚方向全体の情報が得
られ，表面の加工層の影響を軽減でき，より正確な定量化
が可能となる。

2.  実験方法

2・1　供試材作製，組織観察
本研究では，市販のSUS316Lオーステナイト系ステン

レス鋼線材を供試材として用いた。供試材の初期線径は
直径6 mmであり，その化学組成をTable 1に示す。超微細
粒組織を得るために，多方向溝ロール圧延を500℃の加工
温度で行った。Fig.1に示すように，孔型にはオーバル形状
およびスクエア形状を使用し，計6パスの圧延を3工程に
分けて行った 20–31）。最終的な試料の断面形状は，2.6 mm×
2.6 mmであった。我々は，オーバル孔型とスクエア孔型の
組み合わせによる圧延で，24×24 mmの材料に対し，計6
パスの圧延で12×12 mmまで圧延することによって，試
料全体に3以上の塑性ひずみを導入でき，温間圧延によっ
て，超微細組織が得られることを報告してきた 23,27）。今回
の圧延は，材料の大きさ，孔型の大きさは相似であり，超
微細組織の生成ができる。また，再結晶組織を得るために，
温間溝ロール圧延材に対して，Fig.2に示す1000℃×1 min，
10 min，30 minおよび700℃，800℃，900℃×30 minの条件
で熱処理行った。
各試料の組織観察は，ショットキー電界放出型走査電子
顕微鏡（JSM-7001F）を用いた電子線後方散乱回折（EBSD）
解析により行った。観察面は，角棒および板状試料のTD
面およびRD面である。得られた結晶方位像（OIM image）
から，相分率および結晶粒径，集合組織等の解析を行った。
2・2　低温圧延

SUS316Lステンレス鋼は γ相の安定度が高いため，加工
誘起変態を十分に起こすために低温（液体窒素，－196℃）
で圧延を行った。低温圧延は，試料を1パス毎に液体窒素
に浸漬し5分間保持した後，直ちに圧延を施した。各パス

Table 1.  Chemical composition of the SUS316L steel used 
(mass%).

C Si Mn P S Ni Cr Mo
0.019 0.48 0.83 0.028 0.001 12.03 17.47 2.03

Fig. 1.  Schematic illustration of multi-directional caliber rolling 
with oval and square caliber rolls. (Online version in 
color.)

Fig. 1.  Schematic illustration of multi-directional caliber rolling 
with oval and square caliber rolls. (Online version in 
color.)
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の圧下率は，加工発熱による試験温度の大幅な上昇を防ぐ
ために，1パスあたりの圧下率を5%未満に設定した。相当
ひずみについては，平ロール圧延を平面ひずみ圧縮と仮定
して，圧下率 rから次式を用いて算出した。

   （2）

2・3　透過型X線回折法によるラインプロファイル解析
各条件で作製した試料の初期転位密度および低温圧延

で生じた加工誘起α’相の体積率を調査した。通常のX線回
折装置ではX線の侵入深さが浅く，試料表面の圧延時や試
料加工時に生じた加工層の影響を大きく受ける。このため
本研究では，バルク試料内部の微細組織情報を正確に得る
ために，大型放射光施設SPring-8（ビームラインBL19B2，
BL15XU）の高輝度X線を用いて，透過型X線回折を行っ
た。Fig.3に測定系の模式図を示す。X線を透過させるため
に，試料の板厚は0.5 mmまで薄くした。ただし，90%圧延
材のみ試料厚さが0.5 mmを下回るため板厚を0.25 mmと
した。入射X線のエネルギーは30 keVとし，ビームサイズ
は水平方向に2.5 mm，鉛直方向に0.2 mmとした。ゴニオ

メーター上に試料のND面を入射X線に対し垂直となるよ
うに取り付けた。試料を透過した回折X線を検出するため
に，試料後方に一次元検出器であるMYTHENまたは二次
元検出器であるPILATUS300Kおよび Imaging Plateを設置
した。
初期転位密度の算出には，角度分解の高い一次元検出器

MYTHENによって得られたラインプロファイルを用いた。
使用した回折ピークは，γ相の（111），（200），（220），（311），
（222）および（400）である。各回折ピークにおいて装置由
来のピーク広がりをVoigt関数によるデコンボリューショ
ンを行い除去し，転位によるひずみの異方性を考慮した
modified Williamson-Hall / modified Warren-Averbach法を用い
て，転位密度を算出した 36,37）。
加工誘起α’相の体積率の算出には，集合組織の影響を軽

減するために，二次元検出器PILATUS300Kによって得ら
れたラインプロファイルを用いた。SUS316L鋼の低温圧延
における加工誘起変態の場合，γ相やα’相だけでなく中間
相として六方最密構造（HCP）の ε-マルテンサイト相も測
定された。このため各試料のα’相の体積率は，γ相，ε相お
よびα’相の3相のみから構成されるとして，次式を用いて
算出した 38）。

   （3）

ここで，Iは各相の積分強度であり，RはBragg角θ，Miller
指数（hkl）および物質の種類によって得られる理論回折強
度である。添え字 jは，計算に用いた j番目の回折ピークで
あることを示し，nは，計算に用いた γ相，ε相およびα’相
のそれぞれの回折ピークの 数（n＝3）を示す。

3.  結果および考察

3・1　温間溝ロール圧延後の組織と熱処理による組織変化
Fig.4（a）および（b）に温間溝ロール圧延材（WCR）にお
ける特徴的な組織のEBSD逆極点図方位マップ（IPF map）
を示す。黒線は方位差角が15°以上の大角粒界を表す。温
間溝ロール圧延材は，結晶粒径1 µm以下の超微細等軸粒
（Fig.4（a））およびRD方向に伸長した粗大伸長粒（Fig.4（b））
からなるバイモーダルな特徴を有する超微細変形組織と
なった 39）。
再結晶組織を得るために，温間溝ロール圧延材に対し
て，1000℃で1 min，10 minおよび30 min熱処理を行った
結果をFig.4（c），（d）および（e）に示す。これらの試料は，
すべて粒内方位差のない等軸粒であり，完全に再結晶し
た組織であると判断できる。平均結晶粒径は，それぞれ，
12 µm，18 µm，27 µmであった。

Fig. 2.  Thermo-mechanical processing conditions to produce 
fully recrystallized microstructures and bimodal 
microstructures with various grain sizes and dislocation 
densities.

Fig. 3.  Schematic illustration of transmission type X-ray 
diffraction measurement system in the BL19B2 of 
SPring-8. (Online version in color.)

Fig. 3.  Schematic illustration of transmission type X-ray 
diffraction measurement system in the BL19B2 of 
SPring-8. (Online version in color.)
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700℃，800℃および900℃で30 min熱処理した組織を
Fig.4（f），（g）および（h）に示す。700℃熱処理材の特徴と
しては，温間溝ロール圧延材に比べ超微細等軸粒の割合が
増加していることである。これは，加工硬化した粗大伸長
粒から静的再結晶により微細な新粒が生成した結果と考え
られる。一方，明らかに伸長粒も残存している。このこと
から700℃熱処理材は完全再結晶組織ではなく，部分再結
晶組織といえる。超微細等軸粒の平均粒径は0.5 µmであっ
た。800℃および900℃の熱処理で得られた組織には伸長粒

Fig. 11.  IPF map, phase map and IQ map observed by SEM-
EBSD which show strain-induced martensitic 
transformation of the specimens rolled cryogenically 
by 20%. The starting materials are produced by caliber 
rolling at 500ºC and subsequent annealing at 1000ºC for 
30 min.

Fig. 16.  IPF maps, phase maps and IQ maps observed by SEM-EBSD which show strain-induced martensitic transformation of the 
specimens rolled cryogenically by 20%. The starting materials are produced by caliber rolling at 500ºC (WCR).

Fig. 8.  (111) pole figures showing texture evolution by annealing at 1000ºC for 1, 10 and 30 min in the materials produce by caliber 
rolling at 500ºC.

Fig. 4.  SEM-EBSD IPF maps of the microstructures of the 
materials produced by multi-pass multi-directional 
caliber rolling at 500ºC (a) ultrafine grained region, UFG 
and (b) coarse grained region, CG. And SEM-EBSD IPF 
maps of the microstructures of the materials produced by 
subsequent annealing at 1000ºC for (c) 1 min, (d) 10 min 
and (e) 30 min, and annealing at (f) 700ºC, (g) 800ºC and 
(h) 900ºC for 30 min.
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は存在せず，すべて粒内方位差のない等軸粒であり，とも
に完全再結晶組織が得られたと考えられる。平均粒径はそ
れぞれ，1.8 µmおよび7.4 µmであった。800℃熱処理材に
は，Fig.5のTEM像に見られるように，粒内および粒界近
傍に析出物が観察される。これはCrの炭化物（Cr23C6など）
であると考えられた。一方，700℃および900℃熱処理材で
は炭化物の析出はほとんど観察されなかった。この炭化物
の析出は γ相の加工安定性に影響を与えると考えられる。

Fig.6に，温間溝ロール圧延材と700℃，800℃および
900℃×30 min熱処理材各試料のX線回折結果を示す。検
出器は一次元検出器MYTHENを用いた。熱処理材に比べ
温間溝ロール圧延材のピーク形状はブロードしており，転
位密度が高いことが推定される。Fig.6に示すラインプロ
ファイルを用いて転位密度を算出した。得られた転位密度
より，熱処理温度および結晶粒径の関係についてFig.7に

まとめた。温間溝ロール圧延材および700℃×30 min熱処
理材については，粗大伸長粒を除いた超微細粒領域（UFG 
regions）のみの結晶粒径である。温間溝ロール圧延材の転
位密度は1.8×1015 m－2と極めて高かったが，700℃熱処理
材では5×1014 m－2まで低下した。それでも依然として高
い転位密度を示した。800℃，900℃および1000℃×30 min
熱処理材の転位密度に関しては，Modified Williamson-Hall 
/ Modified Warren-Averbach法では算出できないほど低かっ
た。そのため，一般的に完全再結晶組織の転位密度は1×
1010 m－2程度と言われているためこの値を採用した。以上
のことから，温間溝ロール圧延材の熱処理では，800℃以上
で静的再結晶が完了し，900℃以上の温度では粒成長が生
じたものと考えることができる。これらの試料を初期組織
として，低温圧延における加工誘起変態挙動について観察
を行った。
3・2　加工誘起変態挙動に及ぼす結晶粒径の影響
加工誘起変態挙動は，結晶粒径だけでなく転位密度や集

合組織など，様々な要因によって影響を受けると考えられ
る。熱処理時間を変化させた1000℃×1 min，10 minおよ
び30 min熱処理材は，すべての試料で完全再結晶組織で
ある（Fig.4）。つまり，低温圧延によって導入される転位
量に対し，十分に転位密度が低く，初期転位密度の影響は
非常に小さいと考えてよい。また，集合組織の影響につい
て議論するために，熱処理前組織である温間溝ロール圧延
材および1000℃×1 min，10 minおよび30 min熱処理材の
｛111｝極点図をFig.8に示す。極点図は，TD面のEBSD観察
によって得られたOIM像のRD方向の方位情報から作成
した。一般的に，FCC金属においては〈011〉方向が圧延面
法線方向（ND）に平行な繊維集合組織をα-fiberという 40）。
温間溝ロール圧延材の集合組織は，弱いα-fiber集合組織
（〈110〉//LD）を示した。ここでLDは最終工程であるスク

Fig. 5.  TEM micrograph of the microstructure of the material 
produced by caliber rolling at 500ºC and annealing at 
800ºC. Black particles are precipitates composed of 
chromium carbide.

Fig. 6.  X-ray diffraction profiles of the microstructures of 
the materials produced by caliber rolling at (a) 500ºC, 
and subsequent annealing at (b) 700ºC, (c) 800ºC and 
(d) 900ºC for 30 min. The profile of precipitates in 
the specimen annealed at 800ºC after WCR indicates 
Chromium carbide. (Online version in color.)

Fig. 7.  Change in dislocation density and grain size in the 
materials produced by caliber rolling at 500ºC (WCR), 
and subsequent annealing at 700ºC, 800ºC, 900ºC and 
1000ºC for 30 min. (Online version in color.)

Fig. 6.  X-ray diffraction profiles of the microstructures of 
the materials produced by caliber rolling at (a) 500ºC, 
and subsequent annealing at (b) 700ºC, (c) 800ºC and 
(d) 900ºC for 30 min. The profile of precipitates in 
the specimen annealed at 800ºC after WCR indicates 
Chromium carbide. (Online version in color.)

Fig. 7.  Change in dislocation density and grain size in the 
materials produced by caliber rolling at 500ºC (WCR), 
and subsequent annealing at 700ºC, 800ºC, 900ºC and 
1000ºC for 30 min. (Online version in color.)
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エア圧延時の荷重方向であり，一般的な平板圧延における
荷重方向であるNDに対応する。各1000℃熱処理材の集合
組織は，温間溝ロール圧延時に発達した集合組織を引き継
ぐが，集積度の値に大きな差異は見られなかった。つまり，
1000℃×1 min，10 minおよび30 min熱処理材の加工誘起
変態挙動については，集合組織の影響を考慮する必要はな
く，結晶粒径の影響のみについて議論することができると
考えられる。

Fig.9（a）に1000℃×1 min，10 minおよび30 min熱処理
材の低温圧延で生じた加工誘起α’相の体積率の変化を示
す。近似曲線は，式（4）に示すα’体積率の飽和値（Vα's）を
用いて補正したMatsumuraの式によるフィッティング結果
である 41,42）。

   （4）

ここで，Vα'はα’体積率，Vα’sは飽和体積率，kとqは定数，εeq

は相当ひずみ，Vγ0は初期 γ体積率であり熱処理材のように
オーステナイト単相の場合はVγ0＝1となる。Fig.9（b）は，
近似曲線から次式を用いて得られた相当ひずみに対する変
態速度vα'を示す。

   （5）

最大変態速度は，粒径によらず圧下率20%（εeq＝0.26）程
度で現れた。各試料の加工誘起変態挙動は同様の傾向を示
したが，熱処理時間が短いほど変態速度が低下し，同時に，
飽和α’体積率も減少することがわかった。1000℃×1 min，
10 minおよび30 min熱処理材の加工誘起変態挙動の変化
は，結晶粒径のみに依存した結果であると考えられるた
め，Fig.10に結晶粒径と飽和α’体積率の関係（a）および結
晶粒径と最大変態速度の関係（b）をそれぞれ示した。結晶
粒径が小さいほど，飽和α’体積率および最大変態速度はと

Fig. 9.  Change in (a) volume fraction of strain-induced martensite and (b) transformation rate with equivalent strain introduced into the 
specimens rolled at liquid nitrogen temperature (the cryogenic rolled specimens). The starting materials before cryogenic rolling 
are fully recrystallized ones. (Online version in color.)

Fig. 10.  Change in (a) saturated value of strain-induced transformed martensite, Vα’ and (b) maximum transformation rate in the 
cryogenic rolled specimens as a function of grain size number of the starting materials which are fully recrystallized.

Fig. 9.  Change in (a) volume fraction of strain-induced martensite and (b) transformation rate with equivalent strain introduced into the 
specimens rolled at liquid nitrogen temperature (the cryogenic rolled specimens). The starting materials before cryogenic rolling 
are fully recrystallized ones. (Online version in color.)
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もに低下した。これは，結晶粒微細化による γ相の加工安
定性の向上を明確に示す結果である。
完全再結晶組織における個々の結晶粒の変態挙動を観

察するために，液体窒素温度下で圧下率20%（εeq＝0.26）
まで圧延した1000℃×30 min熱処理材に対し，EBSD観察
を行った。得られた IPF map，Phase mapおよび IQ mapを
Fig.11に示す。1000℃×30 min熱処理材の IQ mapから，矢
印で示す母相 γ粒内に数µm間隔で並んだ線状の組織が確
認された。この線状組織は局所的なすべり変形の集中領域
であるすべり帯（slip band）であると思われる。また，Phase 
mapからこのすべり帯とその交差部に沿ってα’相の形成が
観察された。中間相である ε相は，ごく微量ではあるが γ-α’
界面にて確認されたが，EBSDの分解能よりも微細な構造
であり，CI値を著しく低下させてしまう。このため，ε相を
省いて観察を行った。
加工誘起変態挙動の速度論モデルとして，上述の

Matsumuraの式の他に，Olson-Cohenモデルが用いられてい
る 43–46）。Olson-Cohenモデルでは，上記の結果と同様にα’相
の核生成サイトを局所的な変形の集中領域であるせん断帯
（shear band）の交差部であると仮定し，現象論的に示した
ものである。このOlson-Cohenモデルにおけるせん断帯は，
完全再結晶組織において確認されたすべり帯と同様の不均
質変形領域であると考えられる。Olson-Cohenモデルの式
を次式に示す。

   （6）

ここでαは核生成サイトの形成頻度を表し，βは核生成サ
イトにおける核生成のし易さを含むパラメータである。α

値は積層欠陥エネルギー（SFE）に依存し，β値は化学的駆
動力に依存するといわれている。Fig.12に示すように，α値
の増加は飽和α’体積率に影響しないが，変態速度を増加さ
せる。一方，β値の増加は飽和α’体積率を増加させ，必然的
に変態速度も増加させる。また，Iwamotoらは，結晶粒径の

影響を考慮したOlson-Cohenモデルの定式化を行い，結晶
粒径が大きいほどβ値も増大することを示した 45）。Table 2
に各1000℃熱処理材の加工誘起変態挙動から得られたα値
およびβ値を示す。α値はほとんど変化しないが，β値は結
晶粒径が大きいほど増加した。つまり，Iwamotoらの報告
と一致する結果が得られた。以上の点から，結晶粒微細化
にともなってβ値が低下することで，飽和α’体積率および
最大変態速度がともに低下し，γ相の加工安定性が向上す
ることを明らかにできた。
3・3　加工誘起変態挙動に及ぼす転位密度の影響

Fig.13（a）に温間溝ロール圧延材と700℃，800℃および
900℃×30 min熱処理材における相当ひずみとα’体積率の
関係を示す。Fig.13（b）は近似曲線から得られた変態速度
を示す。温間溝ロール圧延材の加工誘起変態挙動の特徴と
して，最大変態速度は熱処理材よりも高い値を示したが，
飽和α’体積率は減少した。また，熱処理材においては，熱
処理温度が高いほど飽和α’体積率は増加した。一方，最大
変態速度は800℃＞700℃＞900℃となり，熱処理温度に依
存しなかった。ここで，Fig.14に，温間溝ロール圧延材と
700℃，800℃および900℃熱処理材における結晶粒径と飽
和α’体積率の関係（a）および結晶粒径と最大変態速度の
関係（b）を示す。図中には，比較例として1000℃で熱処理
した完全再結晶組織の結果も加えた。温間溝ロール圧延材
および700℃×30 min熱処理材については，粗大伸長粒を
除いた超微細粒領域（UFG region）のみの結晶粒径を示す。
図中の全ての試料に関して，結晶粒径が小さいほど飽和α’

Table 2.  Parameters α and β in the Olson-Cohen model, 
which are obtained from strain-induced martensitic 
transformation behavior in the fully recrystallized 
materials.

steel Grain size, μm α β
1000ºC × 1 min 12 3.33 0.598

1000ºC × 10 min 18 3.24 0.694
1000ºC × 30 min 27 3.77 0.732

Fig. 12.  Model figure of strain-induced martensitic transformation behavior based on the Olson-Cohen model shown in (a). Parameter α 
in the equation is related to dislocation density and parameter β is related to grain size. (Online version in color.)

Fig. 12.  Model figure of strain-induced martensitic transformation behavior based on the Olson-Cohen model shown in (a). Parameter α 
in the equation is related to dislocation density and parameter β is related to grain size. (Online version in color.)
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体積率は低下し，完全再結晶組織の傾向と一致した。とこ
ろが，Fig.14（b）に示すように最大変態速度に関しては，
900℃熱処理材のみ完全再結晶組織の結果にのっとるが，
700℃および800℃熱処理材は結晶粒径が900℃熱処理材よ
り小さいにも関わらず，最大変態速度は増加した。つまり，
最大変態速度については，完全再結晶組織において示した
粒径効果に反する結果となった。したがって，700℃および
800℃熱処理材の最大変態速度が大きかったのは，結晶粒
径以外の要因と考えられる。まず，800℃熱処理材の組織観
察においてCr炭化物の析出が確認されていることから，炭
化物の析出に起因していると考えられる。式（1）に示した
ように，炭素（C）は γ相の安定化において重要な役割を果
たすことが知られている。つまり，炭化物の周辺では γ相中
の固溶C濃度が低下するため，γ安定性が低下したと考え
られる。このため800℃熱処理材の場合，加工初期ではこの
γ不安定領域において加工誘起変態が集中的に進行し，変

態が促進された。次に，700℃×30 min熱処理材について
は，温間溝ロール圧延材に比べ転位密度は低下するものの，
0.5×1015 m－2と依然として高く，変形組織の影響が強く
残っている部分再結晶組織と見なすことができる。そのた
め，残留した転位が加工誘起変態を促進したと考えられる。

Fig.15にバイモーダルな特徴を有する超微細変形組織
である温間溝ロール圧延材および部分再結晶組織である
700℃熱処理材と最大変態速度の最も低い完全再結晶組織
である900℃熱処理材における初期転位密度と最大変態速
度の関係を示す。900℃熱処理材は完全再結晶組織となっ
たため，転位密度は1×1010 m－2としてプロットした。初期
転位密度が高いほど最大変態速度は増加した。つまり，圧
下率20～30%程度の低ひずみ域においては，初期転位密度
が高いほどα’相がより多く形成された。これをOlson-Cohen
モデルに基づいて考えると，初期転位密度は変態速度のみ
を変化させるα値に影響すると予想される。これは初期転

Fig. 14.  Change in (a) saturated value of strain-induce martensite, Vα’ and (b) maximum transformation rate in the cryogenic rolled 
specimens, as a function of grain size number in the starting materials produced by caliber rolling at 500ºC (WCR), and 
subsequent annealing at 700, 800 and 900ºC for 30 min and at 1000ºC for 1,10 and 30 min after WCR. (Online version in color.)

Fig. 13.  Change in (a) volume fraction of strain-induced martensite and (b) transformation rate with equivalent strain introduced into 
the specimens by cryogenic rolling. The starting materials before cryogenic rolling were produced by rolling at 500ºC (WCR) 
and subsequent annealing at 700, 800 and 900ºC for 30 min after WCR. (Online version in color.)

Fig. 13.  Change in (a) volume fraction of strain-induced martensite and (b) transformation rate with equivalent strain introduced into 
the specimens by cryogenic rolling. The starting materials before cryogenic rolling were produced by rolling at 500ºC (WCR) 
and subsequent annealing at 700, 800 and 900ºC for 30 min after WCR. (Online version in color.)

Fig. 14.  Change in (a) saturated value of strain-induce martensite, Vα’ and (b) maximum transformation rate in the cryogenic rolled 
specimens, as a function of grain size number in the starting materials produced by caliber rolling at 500ºC (WCR), and 
subsequent annealing at 700, 800 and 900ºC for 30 min and at 1000ºC for 1,10 and 30 min after WCR. (Online version in color.)
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位密度が高い場合，既に同一すべり面上に転位が蓄積され
た状態であり，すべり帯の導入に必要な転位の蓄積量がよ
り少ないひずみで達成されると考えられるためである。

Table 3に温間溝ロール圧延材と700℃，800℃および
900℃熱処理材の加工誘起変態挙動から得られた実際のα

値およびβ値を示す。β値については完全再結晶組織の場合
と同様の粒径効果を示したが，α値については初期転位密
度が高いほど増加する傾向が得られた。以上の点から，温

間溝ロール圧延によって結晶粒微細化されることでβ値は
低下するが，同時に導入されていた転位の存在によってα

値が増大し，最大変態速度が増加することを明確に示した。
3・4　超微細変形組織の加工誘起変態機構
温間多方向溝ロール圧延によって形成された超微細変形

組織の低温圧延における加工誘起変態挙動については，前
述の通り結晶粒径と転位密度の複合的な影響を受けること
がわかった。次に，実際の超微細変形組織における個々の
結晶粒の変態挙動を観察するために，液体窒素温度下で圧
下率20%（εeq＝0.26）まで圧延した温間溝ロール圧延材に
対し，EBSD観察を行った。得られた IPF map，Phase mapお
よび IQ mapをFig.16に示す。温間溝ロール圧延材は，超微
細等軸粒および粗大伸長粒からなるバイモーダルな特徴
を有する超微細変形組織であり，α’相は粗大伸長粒におい
て優先的に形成された。変形組織の形成メカニズムについ
て考えると，動的再結晶によって形成された超微細等軸粒
は比較的に転位密度が低い組織であり，粗大伸長粒は結晶
粒径が大きいだけでなく転位を多量に蓄積した組織である
と推定される。温間溝ロール圧延材の低温圧延における加
工誘起変態挙動のモデル図をFig.17に示す。圧下率20%程
度の低ひずみ域においては，すべり帯の形成に必要な転位
がより多く蓄積されている粗大伸長粒において加工誘起変
態が優先的に進行した。粗大伸長粒における加工誘起変態
の大部分はすべり面に沿って粒内で生じる。このため，す
べり帯とその交差部が核生成サイトとして作用したといえ
る。つまり，転位はすべり帯の形成に寄与する。すなわち，
転位，具体的には，高転位密度による変態促進効果は，蓄積
転位がすべり帯の早期形成に寄与したためと考えられる。
一方，超微細等軸粒領域では粒径効果によって加工誘起

変態が抑制されたと考えられる。このような変態速度の差
から高ひずみ域においては粗大伸長粒がすべてα’相に変
態し，超微細等軸粒のみが残ると推測される。つまり，温
間溝ロール圧延材において熱処理材に比べ高い最大変態速
度を示したにも関わらず飽和α’体積率が最も低い値を示
したのは，最終的に残った超微細等軸粒組織が加工誘起変
態の進行を抑制したためである。

4.  結論

本研究では，SUS316L鋼における加工誘起変態挙動につ
いて，温間多方向溝ロール圧延とその後熱処理を施した組
織を評価することで，結晶粒径および転位密度の影響を調
査し，以下の結論を得た。
（1） 温間溝ロール圧延材は，超微細等軸粒および粗大伸長

粒からなるバイモーダルな特徴を有する超微細変形組
織であり，1.8×1015 m－2と極めて高い転位密度を有し
ていた。一方，熱処理材は，熱処理温度が高くなるに
つれ，静的再結晶によって超微細変形組織から部分再

Fig. 15.  Change in maximum transformation rate in the 
cryogenic rolled specimens as a function of dislocation 
density in the starting materials produced by rolling at 
500ºC (WCR) and subsequent annealing at 700ºC and 
900ºC for 30 min.

Table 3.  Parameters α and β in the Olson-Cohen model, 
which are obtained from strain-induced martensitic 
transformation behavior in the materials produced by 
rolling at 500ºC (WCR) and subsequent annealing at 
700, 800 and 900ºC for 30 min.

steel Grain size, μm Dislocation density, m–2 α β
AS-WCR 0.84 1.8 × 1015 5.49 0.447

700ºC × 30 min 0.53 0.5 × 1015 3.43 0.486
800ºC × 30 min 1.8 ~1010 3.09 0.559
900ºC × 30 min 7.4 ~1010 2.52 0.617

Fig. 17.  Schematic drawing of the mechanism of strain-induced 
martensitic transformation in the structures consisting 
of ultrafine grains and coarse grains. (Online version in 
color.)

Fig. 17.  Schematic drawing of the mechanism of strain-induced 
martensitic transformation in the structures consisting 
of ultrafine grains and coarse grains. (Online version in 
color.)
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結晶組織（700℃）に変化し，さらに，完全再結晶組織
（800℃～1000℃）に変化した。800℃では炭化物の析出
が確認された。

（2） 完全再結晶組織の加工誘起変態挙動に関して，結晶粒
径が小さくなるほど，最大変態速度および加工誘起マ
ルテンサイト体積率の飽和値は減少した。つまり，結
晶粒微細化にともなってオーステナイト相の加工安定
性が向上することを明らかにできた。

（3） 転位密度の高い超微細変形組織および部分再結晶組織
の加工誘起変態挙動に関して，加工誘起マルテンサイ
ト体積率の飽和値は完全再結晶組織の結果と同様に，
結晶粒径が小さくなるほど減少した。一方，最大変態
速度は完全再結晶組織の結果と異なり，粒径依存性は
なかったが，初期転位密度が高いほど最大変態速度が
増加した。

（4） バイモーダル組織な特徴を有した超微細変形組織にお
ける加工誘起変態は，転位密度が高く，すべり帯の形成
が容易な粗大伸長粒において優先的に進行する。この
ため，低ひずみ域において変態が促進されるが，高ひず
み域においては加工安定性の高い超微細粒領域のみが
残留するため，加工誘起マルテンサイト体積率は早期
に飽和し，粒径効果にのっとり最も低い値が得られた。
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