
「材料」σ．Soc．　Mat．　Sci．，Japan），Vo1．51，　No．7，　pp．756－763，　July　2002

論　　文
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ショットピーニング処理した鉄鋼の残留応力分布の評価†
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　　This　paper　described　a　new　nondestructive　measurement　of　the　in－depth　distribution　of　residual　stresses　by

using　monochromatic　high　energy　X－rays　from　synchrotron　radiation　source　of　SPring－8．　The　measurement　was　car

ried　out　by　using　the　sin2 撃高?狽?盾п@with　theΨ一dif症actometer．　It　was且rst　proved　to　have　a　high　accuracy　in　measur－

ing　the　Ioading　stress　by　four－point　bending．

　　The　di丘ractions　with　five　different　penetration　depths　obtained　by　Xイays　with　three　energy　levels，30，60，　and　72

keV，　were　adapted　to　measure　the　residual　stress　below　the　surface　of　shot－peened　steels．　The　residual　stress　distrr

bution　measured　by　five　penetration　depths　agreed　well　with　the　residual　stress　distribution　determined　by　the　con－

ventional　Cr－Kαradiation　combined　with　the　method　of　the　successive　removal　of　the　surface　layer　by　electropo1－

ishing．　The　compressive　zone　extended　150　and　300μm　below　the　surface　depending　on　the　intensity　of　shot　peening．

　　Keμωord5：X－ray　stress　measurement，　Synchrotron　radiation，　Shot　peenillg，　Residual　stress，　High　ener－

　　　　　　　　　gy　x－「ays

　　　　　　　　1緒　　言　　　　　は数mm以上を大きく取る必要があり，測定における空
　X線回折法は，結晶質材料の残留応力の非破壊測定法　　　間分解能が低い．さらに，表面近傍では中性子が一部表

として広く用いられている．特に鉄鋼材料の熱処理や表　　　面に抜けるため照射体積に起因する表面効果の補正が必

面処理によって導入される残留応力を管理するための現　　　要である．このため，表面処理材の数100μm領域の応

場技術として定着している，しかしながら，通常のX線　　　力分布を決定するのには限界がある．

法ではクロムの管球を使用しており，このときのX線の　　　　一方，第3世代の放射光（Synchrotron　radiation：

侵入深さは数μm程度である．そのため，疲労強度の向　　　SR）施設であるSPring－8では，高輝度でしかも高指向

上において重要なショットピーニングや，レーザピー二　　　性でかつ任意の波長の高エネルギX線が得られる．エネ

ング，ウオータージェットピーニングなどによって導入　　　ルギが高くなるほどつまり波長が短くなるほど，X線の

される数100μm程度の領域に拡がる残留応力分布を得　　　侵入深さは大きくなる．このため高エネルギX線は，従

るためには，表面層を電解研磨で除去し測定を繰り返す　　　来の管球型の実験室X線測定と中性子測定の中間を埋め

手法が用いられてきた．この逐次表面除去法で測定され　　　る応力測定法として注目される．

た残留応力には表面除去の補正が必要であり，かつ時間　　　　高エネルギX線は透過能が優れているため，材料深部

もかかり，厳密な意味では非破壊的な方法とはいえない．　　　の応力評価に用いることができる反面，X線検出器その

　このX線法が極薄い表面層の応力測定であるという欠　　　ものも透過し易くなることから，その検出効率が低くな

点を補う材料内部測定手法として，中性子応力測定法が　　　るとともに，X線の整形も困難となり，ハンドリングが

注目されているρ中性子応力測定法は，X線法と同様，　　難しくなる．また，通常，応力評価に適したひずみ感度

結晶の回折を原理としており，しかも，侵入深さはX線　　　の高い高角度側の回折線は高次の回折となり，かっX線

より約1000倍大きく材料内部の測定に適している．し　　　の回折強度を支配する原子散乱因子がsinθ／λ（θ：回折

かしながら，中性子源の強度は強くないため，測定領域　　　角，λ：波長）の関数であることから，信号強度が著し

†　　　　原稿受理　平成13年10月10日　Received　Oct．10，2001
＊　　　　正会員　川崎重工業㈱技術研究所　〒27＆8585野田市ニツ塚，Tech．　Ins．，　Kawasaki　Heavy　Industries，　Ltd．，　Futatsuzuka，　Noda，278－8585

＊＊　　　飼新産業創造研究機構　〒678－1205兵庫県赤穂郡上郡町光都，The　New　Industry　Res．　Org．，Akou－gun，　Hyogo，678－1205

＊＊＊　正会員新潟大学教育人間科学部〒950－2181新潟市五十嵐，Faculty　of　Educa哲on＆Human　Sci．，　Niigata　Univ．，　lkarashi　Niigata，950－2181

＊＊＊＊　正会員　名古屋大学大学院機械工学専攻　〒464－8603名古屋市千種区不老町，Dept．　of　Mech．　Eng．，　Nagoya　Unユv．，　Chikusa－ku，　Nagoya，

　　　　464－8603



放射光高エネルギX線を用いたショットピーニング処理した鉄鋼の残留応力分布の評価　　　　　　　　　　　　757

く低くなるρよって，回折強度が比較的強い低角度の回　　　Table　H．　X－ray　condi亘ons　for　stress　measurement　by　Cr

折線を利用せざるを得ない．このため，従来の高エネル　　　　　Kα「adiation・

ギSRを利用した応力評価ではエネルギ分散型のX線回　　　　　　　　Method
折が利用されているβ’5）しかしながら，現在，エネルギ　　Ch田。、t，，i、ti、照，ay

分散法では応力測定精度は十分でない．一方，単色のX　　　　　　　　　Filter

縦利用されているが，・in2購を用いていず，測定精　　　D1缶acti。n　plane

度も＋分ではないp　　　　　　　　D1缶actl。n　angl，（d，g）
　そこで本研究では・SPring－8において単色の高エネル　　　　　　　Tube　voltage（kV）

ギX線（30～72k助を用いた・in2継1こよる応力測定　　T。be　c＿t（mA）

法を検討した．機械構造用炭素鋼を実験材料とし，ショ　　　　　　Irradlated　area（mm）

ットピーニング条件を2種類に変え残留応力分布の異な　　　　　　Scan　speed（deg／min）

った場合について，高エネルギSRを用いた材料深部の　　　　　　　preset　tlme（sec）

残留応力非破壊評価法を検討した．　　　　　　　　　　　　X．ray　Young・s　modulus　E、（Gpa）

　　　　　　　　2実験方法　　　　　　 X．ray　poissonもratioγ、

　2・1材料および試験片　　　　　　　　　　　　　　　　　X．ray　value　E。／（1＋γx）（Gpa）

輿験材料は機械構造用炭素鋼σIS　S45C）で，試験片形　　　　　Stress　constant（MPa／deg）

状に加工後，ショットピーニングの前に，850℃1hの焼

なましを行った．材料の下降伏点は319MPa，引張強さ
は583MP・である・試験片は，板厚4mmで，シ・ット　　　K＝－2（E1＋y）…θ・論　（2）

面勤㌍鵬吸引噴射式のシ。ットピーニン島漏懲羅瑞ご繍溜ン比で

グ機を使肌た・シ・ット噸さ田＝4°°嚇鋼を使　2．3高エネルギ放射光を用いた応力演掟

選一ニングをした試験片をMP（M・d・・at・ly　peen・d）　72k。Vのエネノレギを持つ高顯X線が利嗣能であると

実験室X繊置（マックサイエンス：M即18）を使用　線のブラッグ触は小さくなりρ）励測定手法として並

より緬層を除去しながら応力測定を働返した・si卿　α5mm×幅2．。mmに整形し，回折線の灘にはシンチ

法におL≦・°か至α5までα1刻みで潰胤源響従　レーシ。ンカウンタ検出器を用い，蛍光X糖の雛を

い半価幅中点法によりピーク位置を決定した・・in蘇　取り除いた。また鹸出器前には分簾α。3・長さ5。。

図の直線近似し胸酬に応力定撚を掛けて応力を　mmの駅ソーラースリットを設置した．
求めた・ @σ一鰹　　　　　測定に用いた放射光1まSi（3・・）の2結晶分光器を用い

　　　　　　　　M－∂（2θ）／∂←㎞・の　　（・）　薦隻ll凝禦あ叢予織襯簿響弄穆

応力定数Kは，次のX線的弾性定数の関数である．　　　　のため，試料の結晶粒のサイズが実験室系の実験では問

Method Parallel　beam　method

Characteristic　X－ray Cr－Kα

Filter V
Dif愈action　plane Fe（211）

Dif丘action　angle（deg） 156．41

Tube　voltage（kV） 30

Tube　current（mA） 200

Irradiated　area（mm） 2×2

Scan　speed（deg／min） 1

Preset　time（sec） 2

Xイay　Young’s　modulus　E、（GPa） 222

X－ray　Poisson’s　ratio　γx 0，272

X－ray　value　Ex／（1＋γx）（GPa） 175

Stress　constant（N｛Pa／deg） 一318

Table　I．Shot－peening　conditions。

M・di・mpeeni・g　　　　　　　　／ω1し）と
　　（MP）　　0．4　．　1．5　100　　sR∫s・・　、！ノ　、，戟

一㎞

Specimen　No．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ　・一・一’一陰一

H・avy　peeni・g　　　　　　　　　　　　　，蓋血嵩・
　　（HP）　　0・8　』3・0　100　　　H＆1．翫h。m。匝，皿。，㈱。n。fX，ay，加essmea，＿。。t
Specimen　No・2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　synchrotron　radiation．
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題とならない程度の小ささであっても，放射光の高品質　　　　　　　　　　　　7b＝sinθo／2μ　　　　　　（6）

性から，直線であるべきsin2レ線図に若干のうねりが見　　　　Table　IVには，各回折の線吸収係数μおよび恥に対す

られることがある・このことから，本実験においては試　　　る侵入深さをまとめる．Fig．2にはTとsin2Ψの関係を

料をφ軸周り（試料面内）に約1秒に一回の速度で回転　　　示す．ここで，C卜Kα線の場合は並傾法で，その他は側

させながら・測定を行った・　　　　　　　　　　　　　　傾法の侵入深さを示す．乃の値は，CrKα線で5．5μmで

　本実験は比較的ブラッグ角度が小さい回折線を利用す　　　あるのに対して72keVでは最大186μmとなり，34倍位

るため，Ψ角度の変化に対して回折線シフト量が少なく，　　深く侵入する．

ゴニオメータ回転中心と測定点の位置ずれは，応力評価　　　　X線で測定される応力値は，試料厚み乃とすると応力

を行う上で測定精度上の問題となる・このため・試料を　　　分布σ②を用いて次式で表される重み付き平均応力値で

Ψ軸周りおよび試料面法線軸（φ軸）周りに回転させな　　　ある．1）・10）～12）

がら・群顕鞭で試料麺を観察し・試料緬の測定　　　　億σ（・）…4・
灘諺オメータ回転中心を±1°μm程度の精度で一　　　〈σ〉＝腔礁　（7）

　Table皿に応力測定の条件を示す．　X線のエネルギレ　　　　2・5　X線的弾性定数の測皐

ベルとして，30，60，72keVの3種類として，また回折　　　　X線弾性定数の測定は，4点曲げ負荷状態でsin2Ψ線

面は予めリートベルトシミュレーションRIETAN9）により　　　図を求め，負荷応力に対する傾きおよび縦軸との交点の

計算した強度の強い回折として，321回折および633，　　負荷応力に対する変化率から求めた．この実験に使用し

552，721回折を利用した．ここで，ひずみ零のとき後　　　た試験片は，厚さ2mm，幅10mm，長さ56mmで焼な

者の3つの回折面間隔は等しく，回折角は等しい．　　　　　ましのままである．4点曲げにおけるピンの内スパンは

　回折曲線は，633，552，721回折は1つのプロフィル　　　10mm，外スパンは36mmである．圧縮側にひずみゲー
としてガウス関数で近似し，そのピーク位置を回折角と　　　ジを添付し，それをモニタして各設定ひずみでのsin2Ψ

した．321回折も同様である．　　　　　　　　　　　　　線図を求めた．

　2・4　X線侵入深さと測定応力値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　実験結果および考察

　X線強度は材料を透過するとき，透過距離κに応じて　　　　3・1　ショットピーニングの表面下の残留応力分布

指数関数的に減衰する．入射X線強度をZoとすると，透　　　　CrKα線を用いて測定した残留応力分布をFig．3に示

過X線強度は材料の線吸収係数μを用いて次式のように
表される．1）β）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　IV．　Penetration　depths　of　X－rays．
　　　　　　　　　1＝Zo　exp（一μκ）　　　　　　　　　　　　　（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

X線の強度比1／10が1／eの強度になる表面からの垂直深　　　　　Energy　Linea「also「Ption　　　．　Pene廿ation

鞭侵入深さTとすると・側傾法に対して騰　箋ゾ雛弊奪

　　　　　　　　　T＝血響　 （4） @3・　463乳：ll7211｝：1
また，並傾法については　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　　g．272　　　　321　　　74．6

　　　　　　　　T－・in2θ・一・in2レ　　（5）　　72　5．9。2　321　94・9
　　　　　　　　　　2μsinθo　cosΨノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　633，552，721　　　186

ここで，θoは無ひずみの回折角，Ψ一は側傾法の傾斜角であ　　　　　　　　　　　　＊C卜Kαradiati・n

る．レ＝0のときの侵入深さは両者で等しく次式となる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200

X－ray　energy
30 60 72

（keV）

Difffaction 321　721＊ 321 321　721＊

Dif匠action
31．25　63．88 15．91 12．87　25．43

angle（deg）

Preset　time

2　　　20 1 2　　　10
（sec）

Scan　speed
0．3　　0．03 0．3 0．06　0．018

（deg／min）

Table皿．　X－ray　conditions　for　stress　measurement　by

　s”ch「°甘゜・・adi・d・焦　　　　　　　　皇15・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72　　　　　　看
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　£

　　　　　　　　　　　　　　　　　12・87　　2543　　　　　　　　お　　　50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0　　　　　　　0．2　　　　　　　04　　　　　　　0．6　　　　　　　0．8　　　　　　　1．0

　　　　　　　　　　　0．06　　　0．018　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2

　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SlnΨ
＊　633，552，721dif蝕actions　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fi＆2．　Penetration　depth　of）蔓ra弘
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む　　　　　　　　むむ　　　　　　　　むむ　　　　　　ヨむむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　コ　　　　　　　　　　タ

　　Depth　from　the　surface，　zμm　　　　　　が同じである633，552，721回折を利用することとし，

　　　　（b）HP　specimen　　　　　　　　　この複数の回折を1つの回折と見なし，X線的弾性定数

存することが知られている．このため，X線応力評価に

おいては，単独の回折面からの寄与のみを含む回折線を

利用した測定が望まれる．しかしながら，高エネルギX

線を用いた実験においては，回折線の強度，角度，分離

等を考慮すると，複数の回折面からの寄与を含む回折線

の利用を余儀なくされる　本実験においても　回折角度

　　Fig．3．　Measured　and　corrected　distributions　of　　　　の測定を行った・なお・X線エネルギは回折が低角とな

　　　residual　stress．　　　　　　　　　　　　　　　　　　る72keVで行った．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig，5が各負荷ひずみで得られたsin2レ線図を示す．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sin2Ψ＝oからo．5の範囲でほぼ直線近似が成立し図中に

す・表面残留応力は圧縮であり，その残留応力が分布す　　　回帰直線を示す．また，Fig．6には直線の勾配Mおよ

る領域深さzoはMP試験片で150μm・HP試験片で300　　び縦軸との切片2θ弊oの負荷応力に対する変化を示す．
μmである．ショット径が大きいほうが深くまで入る岬こ　　　ごこで，負荷応力値は負荷ひずみに機械的弾性定数EM

の90の深さ以上では，ショットピーニングの影響が及ん　　　＝211．4GPaを掛けて求めた曲げ試験片の表面における

でいないので，残留応力は零と見なされる・　　　　　　　　値である．Fig．6の関係を直線近似した回帰直線を図中

　逐次表面層除去法で得られた残留応力の測定値から，　　　に示す．ここで，切片と負荷応力の関係では，負荷応力

次式を用いて表面除去の効果を補正した四　　　　　　　　　が80MPa以上に対して直線近似した．これ以下の負荷

卿）…＠）＋2催4ξ一6（剛（辮ξ駿籍藷錨驚冨誓角に灘あつた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）　　　　X線弾性定数は，通常sin2Ψ線図の勾配および縦軸との

ここで，σ血②は逐次表面層除去法で表面層9で測定され　　　切片の負荷応力に対する変化率から次式で求められるP

た応力，（取（2）が補正後の応力で，乃は板厚である．この

補正後の残留応力値を白丸で示す．また，残留応力減衰

したそれよりも内部の応力の測定値は零として補正後の　　　　　25°445

応力を求めた．補正後の残留応力分布では，表面の圧縮　　　　b。　　　、’貫
にバランスする引張が存在する．　　　　　　　　　　　　　名．25．440　＼呈こ：ここ＼、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　3・2　X線弾性定数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

購鎌鷺鞭臨讐鵜農1：1：：：iiiiil驚ミ奪llじ：

無く応力値は零と見なすことが出来る．このことから逆　　　署　　　　ロ・・800芦　　　　　　　　　甑’

に光学系のアライメントが猷されてL・ることが翻で　゜2漸゜F1°°°“　　　　㌔
きる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0・0　　0・1　　0・2　　0・3　　0・4　　0・5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’放射光での測定が実験室の場合とは異なり低角の回折　　　　　　　　　　　　　　　　　sinΨ

を利用するため，X線的弾性定数の測定をとおして精度　　　　　Fig．5．　sin2Ψdiagram　of　steel　stretched　to　various

検定を行った．また，X線弾性定数は一般に回折面に依　　　　　　strains．（633，552，721　dif盤acUon，　energy＝72keV）
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　　　　　　　　Table「W．　X，ray　elastic　constants　of　h・on　poIycrystals　cal㎝Iated

　　留　　　　　　　　by　Kr6ner’s　modeL
25．442℃

　　誤
　　N　　　　　　hkl
　　ゴ
　　の25・440壽　　　　　　　　321

　　．9　　　　　　633
　　ぢ
　　・田　　　　　552

25・438峯　　721
　　Q

hkl
Intensity

@ratio

E。／（1＋γx）

@　GPa

Ex

fPa
γx

321

U33

T52

V21

100

S．85

S．85

X．70

175．5

P75．5

P83．5

P43．9

223．4

Q23．4

Q32．O

撃W8．4

0，273

O，273

O，264

O，309

　　　　　　　　　　む　　　　　らむ　　　　ユむむ　　　　ユ　む　　　　　むむ　　　　　らむ

　　　　　　　APPlied　stressσA（MPa）　　　　　　　　　されている211回折と同一で，計算値もE／（1＋の＝

　　Fig．　a　Changes　in　slope　and　intercept　of　sin2Ψdiagram　　　　175GPaに等しい．一方，633，555，721回折のX線的

　　　with　applied　stress．（633，552，721　di癒actions，　　　　弾性定数は互いに異なっている．ここで，強度比の重み

　　　energy＝72keV）　　　　　　　　　　　　　　　　を掛けて平均値を取ると計算値はE／（1＋の＝162GPa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　となり，上で実測した値に非常に近い．このことより，

　　　　　　　薪＝－2（1＋γE）・・nθ・　　欝で驚羅哲費響繍論部響ζ

　　　　　　　∂〈籍知　（9）欝灘ζ灘欝籍織黙
しかしながら，各負荷応力値qに対する傾きMおよび　　　次項のsin2Ψ法による応力算出においては，633，555，

切片く2（う卿を測定されたsin2V線図より求める時，本　　　721回折に対しては実測値E／（1＋の＝173GPaを・また

実験のX線エネルギが72keVと高く，侵入深さが深いた　　　321回折に対しては標準値E／（1＋の＝175GPaを用い
め，4点曲げ試験片の深さ方向の応力分布の影響を受け　　　て，式（2）より計算される応力定数を用い，sin2Ψ・線図の

ることが予想される．このとき，Fig．5を用いて直線近　　　直線勾配より応力値を決定した・

似により傾きと切片を求め，式（9）によりX線的弾性定　　　　一方，ボアソン比は実測値のほうが計算値より大きい・

数を求めると，sin2Ψ線図の非直線性の影響を若干受け　　　これは・Fig・6に示すように・回折角のずれが生じてお

ることとなる。このため，付録で述べたように，sin2Ψと　　　り十分の数の測定点が得られていないためと考えられ，

く2〔うの非線形の関係について，便宜的にsin2Ψ・が0か　　　今後の再測定が必要であろう・

ら0．5まで0．1刻みに対するデータ点を，最小二乗法に　　　　3・3　ショットピーニング材の残留応力非破壊測定

より直線近似したものとして，X線的弾性定数を評価し　　　　2種類のショットピーニング処理を施した試験片につ

た（後述の式（20））．Fig．6からこの方法で評価したx線　　　いて3種類のエネルギを用いてsin2レ法による残留応力

的弾性定数は，E／（1＋の＝173．2GPa，　v＝0．363である．　　　測定を行った・MP試験片のX線エネルギ72keV，321

　一方，簡便な計算方法として，付録に述べように1軸　　　回折のsin2Ψ線図をFig．7に示す．比較的低角度の回折

応力状態では，sin2レの測定範囲0～0．5の直線近似で　　　であることから残留応力による回折線シフト量が小さい

求まる応力は，，in・Ψ＝・．3での侵入深さT。、一・55．6μm　ものの・・in2脚宝・から・・5の鯛で良好な直獺係を示

の位置の応力値を測定していることになる．表面におけ　　　している・回帰直線の傾きから残留応力を評価した．ま

る応力をcりとするとX線で測定される負荷応力は砿＝　　　たHP試験片に対しても同様の測定を行った．

0．8444σbとなる．この関係を使用し，式（9）よりX線的　　　　2種類の試験片について・用いる回折線，X線エネル

弾性定数を求めるとE／（1＋》）＝174．3GPa，　v＝0．356と

なる．この値はsin2レ線図の非線形性を厳密に考慮した　　　　　12．880

場合とほぼ一致する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　Table　Vに示す単結晶の弾性定数15）からKr6nerモデ　　　名
ル・％使って求めたX線的弾齪数をT。bl，　Wに示す．　爲｝12°875

表中にはリートベルトシミュレーション9）で求めた回折　　　　毬

強戯赫す．32・回折の方位係数は，X線鮮で採用　錘12°87°

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書

T・bl・V．　E1・・dcc。n，伽t，。fi，。n，鱒dp。糠臨　藻1z865

Single　crysta1 Polycrysta1

CH

iGPa）

C12　　C44

iGPa）（GPa）

EM
iGPa）

γM　EM／（1＋γM）

@　　　　　　　（GPa）、

228．0 132．0　116．5 211．4 0．285　　　164．5

MP　Specimen
　（321）

　　　　　　　．．o・・o・’o／
，ρ．ρ・。・。・の’つ

EM　。M　EM／（1＋。M）　　　　°’°　色2、i。・Ψ砿〃　α6

（GPa）　　（GPa）　　　F童9．7．2ひ，in2レdi。g，am。f　321　di岱acti。n。f　MP

2114　　　0・285　　　　　1645　　　　　　　　　　　　　　　　spec㎞en．（energy＝72keV）
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ギにより変化させた5つの侵入深さで応力評価した結果　　　　　⑩

をT・bl・WおよびT・b圃に示す・表中には68．3％信頼　睾゜MP、pecimen　　‡
限界も示すが，直線近似はほぼ成立している．本実験に　　　　令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo　o　o　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
おいて観測される応力値は，式（6）の侵入深さをパラメ　　　　㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。王・望

一タとし鍾み付き平均値となる・ここで，・in2Ψ法で　聾一2。。

求まる囎応力は等2軸であり・このと鮒鍮こ述べる　2　・　亙。D。、t，uc，、ve　m，th．d
ように大略侵入深さを乃（一定）としたときに対応する　　　　遷一300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王　　・S。㎡。c，一，em。．、l　m。th。d

ものと見なされる・つぎに本実騰果と逐次表層除去　澄

法で得られた結果との比較を容易にするため，Fig．3の　　　　　　　　　0　　　50　　100　　150　　200

補正後の残留応力分布を用いて式（7）により侵入深さT　　　　　　　　　　　penetration　depth・Tμm

に対する評価値（積分応力値）を計算した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（a）MP　specimen

　Fig．8に計算値とともに，　Table珊およびTable皿の　　　　σ　o
実験結果を乃の位置にプロットした．高エネルギのX線　　　　睾

を用いて，非破壊的に測定した値は，逐次表面除去法に　　　　　㊥一100

比較して，侵入深さが浅いところではやや大きめに，一　　　　㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
方，深いところではやや低めの圧縮応力となっているが，　　　　ε一200

全体的にはよい一致が得られている．このことから，放　　　　釜

射光高エネルギX線を用いた本X線応力評価手法が非破　　　　　遷一300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ壊測定法として有効であることが結論づけられる．　　　　　　品

コ摩：　　　o　o　ooO

　　　　茎・°

。。・・°i互・D。、t田。，、vem。，、．d

　　亙　　　　　　●　Surface－removal　metho

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　でむむ　　　　　　　　く　　　　　　　　ヨ　
　ここまでの議論においては，試料内部の平面応力状態　　　　　　　　　　　　Penetration　depth，　Tμm

を仮定してきたが，本実験のようにX線侵入深さが深い　　　　　　　　　　　　　（b）Hp　speclmen

X線を使った場合，平面応力状態が内部まで成立してい　　　　Fi喜8．　Distdbudon　of　residual　stress　as　a　funcdon　of

ない可能性がある．このため，次に3軸応力状態であっ　　　　　　Pen磁a励n　dePth・

た場合について検討する．試料表面に垂直な方向にz軸，

本軸に垂直な軸をx，y軸とする座標系をとり，それぞれ　　　で与えられる．本実験のように，測定時に試料をφ軸周

の主応力値をσ1，σ2，σ3とすると，応力基礎式は，　　　　　りに回転させている場合は，φ軸に対して平均をとり，

（2θレ2％－2（桔の鴫（繭＋碗綱（α＋驍Q撃（1並漏一鋼Ψ
、i。・レー2（1＋γ）、。nθ。σ，＋翌、。nθ。（σ、＋σ、＋σ，）　　φΨ　E

　　　　　　E　E　　（1。）　　－2（￥y）・・nθ・σ・＋書・㎝θ・（2σ・＋σ・）（・・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　となり，sin21μ線図の傾きより求めた応力値は試料面内

Table　W．　Residual　s惚ss　dete㎜ined　from　sin2 ｵmethod　　　の応力値σ1ではなくσ1一σ3を示すこととなる．よって，

　　for　MP　specimen．　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．8で示した放射光を用いた実験結果はσ3の効果も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　含んでいる可能性があるが，逐次表面除去法により得ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　Residual　stress
　　Ene「gy（keV）　Di伽cti°n　（鯉、）　　れた結果批較すると・その効剰ま比較的小さいと思わ

　　　　　　　　　　　　321　　　　281土19　　　　　れる・このため・本実験におけるX線侵入深さ程度にお

　　　　3°　633，55λ721　必2土14　　いては・試験片内部のσ・はほぼ・であることカミ示唆さ

　　　　60　　　　　　321　　　　　．12g±18　　　　　れ，平面応力状態を仮定した本報の結果は，非破壊応力

　　　　　　　　　　　　321　　　．117±7．132±11　　　　評価値の第一近似として有効であることを示している．

　　　　72　633552721　法±4　　しかしながら，3軸応力状態を考慮した解析・実験は高
　　　　　　　　　　　，　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギ放射光を用いた非破壊応力評価にとって重要と

　　　　　　．　　　　　　　　　　．2　　　　　　　なる可能性が高く，今後詳細な検討を進めていきたい．
塊誌濫甘essdete而ned丘゜msmΨme血゜d　また，　X搬入深さ内部で応力勾配があるとき，・踊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図に非線形が表れその非線形の解析を基に残留応力分布

　　E囎（k，V）Di岱ac、i。n　R・・id・a1・t・ess　を締する方法も撚されているが1°）～12）この方法につ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（MPa）　　　　　　いても今後検討する．

　　　　30　　　321　　－310±7　　　　　　　4結　　言
　　　　　　　　　　633・552・721　　　－290±10　　　　　　大型放射光施設SPring－8から得られる単色の高エネル

　　　　60　　321　　－243±14　　ギX線（30，60，72k・V）を使用して，・in2Ψ法による
　　　　72　　　　　321　’　－233峨圃189±31　　　応力測定法を開発し，ショットピーニングした炭素鋼表

　　　　　　　　　　633’552’721－　　411±5　　　　　面下の残留応力の非破壊測定に応用した．高エネルギX
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線による非破壊測定値を，従来の実験室X線を用い逐次　　　直線近似して評価したとき，傾きMと切片く2疹弊oは

表面除去法で測定された残留応力分布と比較した．　　　　　次式で計算される．

　得ら舵た綿論は以下のさおり∫ある．　　　　　　　　　　　M＿Σκ1Σ〈2θ＞i＿ηΣκ、〈2θ＞i

　（1）局工不ルギX線による局強度の回折角は低角で　　　　　　　　一　　（Σκi）2吻Σ葬

あるが，十分な精度での測定が可能である．

∴認麟灘鴇灘隷哲望　く2θ禍Σ飛馳慰弄く2θλ（・8）

のとき実測したX線的弾性定数は，単結晶の弾性定数か　　　上式により，114およびく2（う弊oを求めると次式となる．

二欝e「モデルで求めた値に強度比の酬き平均値　M＝－2（量・）剛σ。＋α7・994σ。砺）

蕊讐篇罎蕪蒲灘螺健難　　一α584・4努σ・伽θ・
奮額欝撒灘の非破壊応力評価手法とく2θ禍＝α・2・539醐2（　　　　　　　　　　　　　（19桔の・anθ。＋2θ。）

付録麟法の直線近似で算出した応力値　　＋伽砺（砺＋L°°628醐）

の纏灘欝勾醗る獺獅孚遥議2讐瀦辮轍し1’藩鑑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から次式を得る．
常の直線近似を行い，直線の勾配に応力定数を掛けて求

孚嚢禦高繍差驚諮翻黎　譜＝－2（登り鴫×α86795

まで…刻みで行った場合を考える・　　　　　　望・anθ・×α・・865
　応力は1軸ないしは等2軸とし，分布の深さ2方向へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）

の分布が次式の直線?Tるとする・（、2）　∂〈欝一2（謬）一・・382・2

例えば高さ乃の平板に曲げ励を加えたとき，麺の応　　　＋髪・anθ・×α81283

力をσoとして・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X線的弾性定数の，非線形性を考慮した評価では上式を

　　　　　　　　σ（2）＝σo（1－24勿　　　　　（13）　　　使用する．

となる．式（10）を式（7）に代入して，　　　　　　　　　一方，sin2Ψ法でoからo．5までo．1刻みで測定した回

　　　〈σ〉上差咄晦一砺＋醐、4）灘翻繍認糊鶴弩慧懸
　　　　　　　　　垢・吻・　　　　　次式となる．
ここで，乃はTに比較して十分大きいとした．測定され
る回折角が侵入灘の動付き平均とすると，次式が成　　〈σ〉＝σ・＋α7°994σ・五％＋°・58414σ・職・／（1＋・）

立する．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）

〈2θ〉＝一禦鴎〈σ〉蜘験砺〈σ〉＋2砺ここで’v＝α2職懸繍究場合（22）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）　　　　等2軸応力状態で

ただし，ゾは1軸応力のときvで，等2軸応力のとき2v
である．ここで，①は式（、4）で与えられる摂掟応力で　　　　〈σ〉＝σ・＋α96905σ・孟％　（23）

ある．式（14）を式（15）に代入し，次式を得る．　　　　　　となる・これらの式と，式（12），（14）と比較することよ

　　〈2θ〉＝－2（塔り賜蜘（砺＋醐…の　　1』朧㍗攣甥翻隷鯉3罫1騰

　　　　＋署伽θ・（σ・÷σ・陥卿）＋2θ・（・6）合塗隷隣這欝ま鶏箋車譜謄

ここで，側傾法の侵入深さ　　　　　　　　　　　　　　　ニングは等2軸応力状態であるため恥に対応する深さの

　　　　　　　　　丁業7bcOSIμ　　　　　　（17）　　　残留応力を測定していると仮定した．7bと7b，3の比は

を使用した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8367である．

　応力勾配が無視できないとき，式（9）で求まるx＝sin2Ψ　　　本研究は大型放射光施設SPring－8課題番号2000

とy＝＜2疹の関係は非線形となる。この非線形の関係　　　BO491および2001AO414において行ったものである．ま

を貌が0から0．5まで0．1刻みに対して，式（13）より計　　　た，放射光利用実験実施にあたり，ビーム調整を始めと

算されるく2傷値をデータ点として，最小二乗法により　　　して様々な助言を頂いたBLO2B1担当者JASRI池田直



放射光高エネルギX線を用いたショットピーニング処理した鉄鋼の残留応力分布の評価　　　　　　　　　　　　763

氏に深く感謝の意を表します，また，ショットピーニング　　　7）日本材料学会X線材料強度部門委員会編，“X線応力測定

処理では，㈱豊田中央研究所小川一義博士の援助を得ま　　　　　法標準”p．6（1997）日本材料学会．

した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8）野田幸男，菖蒲敬久，池田　直，日本結晶学会誌，42，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　（2000）．

　　　　　　　　　　参考文献　　　　　 9）Elzumi，‘The　Rietvelt　Method”，　p。236（1995）Oxford　Uni肌

1）日本材料学会編，“改著X線応力測定法”，p．54（1981）養　　　　　　Press．

　　賢堂．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）英　崇夫，藤原晴夫，西岡一水，材料，30，274（1981）．

2）KTanaka　and　Y　Ak㎞wa，　Materials　Res。　Inte藍Special　Tech　　　11）吉岡靖夫，佐々木敏彦，倉元眞實，非破壊検査，34，52

　　PubL，1，412（2001）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1985）．

3）菊田捏志，“X線回折・散乱技術上”，P．80（1996）東京大　　　　12）鈴木賢治，田中啓介，坂井田喜久，材料，45，759

　　学出版会．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1996）．

4）D．Dantz，　C．　Genze1，　W．　Reimers　and　K　D．　Liss，　Proc　6th　h夏t　　　13）小川一義，浅野高司，材料，48，1360（1999）．

　　Conf　on　Residual　Stresses，　ICRS6，717（2000），　　　　　　　　　14）SAE，“Residual　Stress　Measurement　by）重ray　Dif丘ac廿on”，

5）T・Gnaupel－Herold，　D．　R。　Haef［ner，　H．　J．　Prask　and　J　Mateliek，　　　　　P．62（1971）SAE．

　　Proc・6th　hlt　Conf　on　Residual　Stresses，　ICRS6，751（2000）．　　　　　15）AE．　Lord，　JL　and　D．　N．　Beschers，　J．　ApPL　Phys．36，1620

6）R．AOwen，　P．　J．　Withers　and　P．　J．　Webster，　Proc．6th　Int　Conf　　　　　（1965）．

　　on　Residual　Stresses，　ICRS6，82（2000）．　　　　　　　　　　　　　　　　　16）　E．　Kr6ner，　Zeit　Physik，151，504（1958）．


