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イオン窒化法によるニッケル合金の

表面硬化に及ぼす窒化条件の影響

眞 喜 志 隆*,中 田 一 博**,松 田 福 久**

Effect of Nitriding Conditions on Surface Hardening of 

    Nickel Alloy by a Plasma Nitriding Process

Takashi MAKISHI*, Kazuhiro NAKATA** and Fukuhisa MATSUDA**

    In order to investigate the effect of nitriding conditions on the hardness and thickness of the nitrided layer in 

nickel alloys, a tentative nickel binary alloy of Ni-30wt %Cr was nitrided in plasma nitriding at different nitriding 

temperatures ranging from 673 to 1073K nitriding times of 3.6 to 32.4ks, nitrogen gas concentrations in N 2 + H 2 mixed 

gas of 10 to 100 vol %, gas pressures of 270 to 1330Pa, discharge voltages of 270 to 420V and current densities of 
14.2 to 19.5A/m 2. 

    Nitriding temperature was the parameter that affected the hardness of the nitrided layer. The maximum 

surface hardness was Hv 760 at a nitriding temperature of 823K. The thickness of the nitrided layer depended 

on the nitriding temperature, nitriding time, and nitrogen gas concentration. Gas pressure, discharge voltage, 

and discharge current density, however, did not affect surface hardening in the nickel alloy. 

    In this study, we determined that the optimum nitriding conditions for surface hardening of nickel alloys 

by plasma nitriding were temperature at 823K and 90vol%N 2 + 10vol%H 2 mixed gas atmosphere at 800Pa.
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1.緒 言

イオ ン窒化法 は,窒 素 ガスを含 む低圧雰 囲気 中で,被

処 理物 を陰極 と して陽極 との間に直流電圧をかけ,グ ロー

放電 を発 生 させ,こ の時生 じる窒素 イオ ンを被処理物 に

衝突 させて窒化 を行 う方法で ある。

イオ ン窒化法 は従来 のガ ス窒化法や塩浴法 に比べ無公

害処理 であ り,窒 化処 理の迅速化が可能で あるなどの優

れ た特徴 がある。 また,鉄 鋼 材料で は,窒 化温度や雰囲

気 のガス組成 を変 える ことで窒化 層組成の調整が可能 で

あ ることが知 られている1)。

ところで,CuやNiの よ うな材 料 は,純 金属 の まま

で は窒化処理を行 って も硬化 しないため,窒 化 法 はCu

合金 お よびNi合 金の表面硬化法 としては考慮 されて い

なか った。

著者 らは,Cuお よ びNiに 対 して,Ti,Cr,V,Nb

などの適 当な窒 化物生成 元 素 を添 加 し,イ オ ン窒 化す

る ことで表面硬化 が可能 な こ とを見 いだ した2)～6)。し

か しこれ らの合金 の窒化層 の硬 さや厚 さに及 ぼす イオ ン

窒化処理条件 の影響 に関 して はまだ十分 には検討 されて

いな い。 そこで本研究 では,窒 化硬化が容易で ある試作

Ni-Cr2元 合金 を用 いて,こ れに窒化温度,窒 化時間,

窒化雰 囲気ガ スの窒素 と水素 の混合 ガス組成,雰 囲気 ガ

ス圧力 な らびに グロー放電 のための放電電圧 および放電

電流 を変化 させて イオ ン窒化処理 を行 い,Ni合 金 の窒

化層 の形成 や窒化層 の硬 さに及 ぼす窒化処理条件の影響

を検討 した。

2.実 験 方 法

2.1使 用材料

試験片 には窒化硬化 が可能 な代表 的 な合金 と してCr

を29.51wt%添 加 したNi2元 合金(以 下30Crと す る)

を用 いた3)。 高周波溶解炉 を用 いてアル ゴン雰 囲気 中で

10kgの 鋳 塊 を製 作 した後,1273Kで 熱 間鍛 造 を行 い

10mm厚 の板材 と し,1173K×0.9ksの 焼 きなま し処 理

を行 い,そ の後,板 厚3mmに 切削加工 した。焼 きなま

し後 の硬 さは約Hv180で あった。窒化 処 理用 の試験 片

のサイズは,20mm×10mm×3mmで あ る。 窒化処 理

に先立 ち,試 験 片表面 を エメ リー紙 の1200番 まで研 磨

した後,ア セ トン中で超音波洗浄 を行 った。

2.2イ オン窒化 方法

イオン窒化処理 は,既 報6)と 同 ように真空室 とな って

いる窒化処理炉 の炉壁 と純Ni陰 極上 においた試 験片 と

の間に直流電圧 をかけ,陰 極全体 に グロー放電 を発生 さ

せ ることで行 った。 この時,試 験 片の表 面温度 を二色放

射温度計 で測定 した。

一般 に
,イ オ ン窒化 では,グ ロー中のイオ ンの衝突 で
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試験片 を加熱 し,所 定 の窒化温度 を維持 している。 この

ため,放 電電圧 を変 え ることで窒化 温度 を673～1073K

と変化 させ た。

また,窒 化温度 を変 えずに放電電圧 および電流 を変化

させ る場合 には,陰 極板 の大 きさを変 えることで行 った。

この時 の放電電圧 および電流 は270～420Vお よび14.2～

19.5A/m2と 変化 させ た。

反応 ガスには窒素 と水素 の混合 ガスを用 い,予 め混合

タ ンク内で所定 のガス体 積比 に混 合 した後,0.65Pa以

下 まで排気 した炉内 に導入 した。 ガス圧力 はガスの導入

量 と排気量を調節 して一定の圧力 に保 った。

イオン窒化処理 した各試験片 はマイクロビッカー ス硬

さ計で試験 片表面の硬 さ測定お よび ヌープ硬 さ計 で窒化

層断面硬 さ測定(荷 重:0.1N)を 行 った。 また,光 学

顕微鏡で窒化層 の組織 観察を行 った。 この とき試験片 は

10%し ゅう酸水溶 液で電解 腐 食 を行 った。 さ らに,透

過型電子顕微鏡(TEM)に よ り窒化 層 の微細 構造 の解

析 を行 った。TEM観 察 用試験片 は図1に 示 す よ うにイ

オ ン窒化後 の試験 片 を裏面 か らエメ リー紙 で研磨 して

100μm程 度 の薄板 とし,そ の後,試 験片 表面 保護 の た

めにスチ レン系樹脂 を塗布 し,さ らに裏面 よ りジェ ッ ト

法 で電解研磨 した薄膜 を用 いた。 電解 液 に は23%過 塩

素酸+77%酢 酸 の混合液 を用 い,液 温15℃,電 圧15Vと

した。

3.実 験 結 果

3.1窒 化温度の影響

窒化時間 を10.8ks,窒 素 と水素 の体 積比 を1:1,ガ

ス圧 を800Paと 一定 に し,表 面硬 さお よび窒化 層厚 さ

に対す る窒化温度の影響を検討 した。なお,こ の時窒化

温度 とともに放電電圧お よび電流 も変化 し,673Kの270

V,14.5A/m2か ら1073Kの370V,18.OA/m2と な っ

たが,3.5節 で述べ るように,こ の範囲内では放電 電流

や電圧の影響 はほとん ど無か った。

窒化温度 と窒化層 表面および断面硬 さの関係 を図2に

示す。 表面硬 さ は673Kか ら850K程 度 までは窒化温度 の

上昇 とともに増加 し,最 高硬 さ約Hv760と な った。 そ

れ以上 の窒 化温度 で は表面硬 さ は低下 し,1073Kで はほ

とん ど硬化 していなか った。

このよ うに表面硬 さは窒化温度 に依存 して大 き く変化

したが,こ れは次 のよ うに考 え られる。低温側で表面硬

さが低 い原 因は,4.1節 で述べ るよ うにこれ らの温度 域

では形成 される窒化層 の厚 さが薄 いため,表 面硬 さ測定

では窒化層直下 の軟 らかい母材 の影響 を受 けたためで あ

る。実 際に これ らの温度 での窒化層断面硬 さは低下 して

お らず,高 い硬 さを示 していた。

これに対 して,高 温側で は表面 および断面硬 さはいず

れ も低下 しており,表 面硬 さの低下 は窒化層厚 さの影響

で はな く,窒 化層その ものの硬 さが低下 したためである。

このよ うに,高 い窒化温度 で硬 さの低下 す る現象 は低合

金鋼 やステ ンレス鋼 で も認 あ られ て い る7)。 なお,873

K以 上 での表面硬 さと断面硬 さの差 は圧子形 状の違 いの

ためで,標 準硬 さ試験片 で も同様 の差 が認 め られた。

図3に723お よび973K処 理後 の窒化層 のTEM像,回

折像 および回折 図形 を示す4)。 いずれ の温度 で も窒化層

中には微細 な析 出物 が認 め られた。 これ らの析 出物 は窒

化温度 と ともに粗大化 し,723Kで 粒径約6nmで あ った

ものが,973Kで は約20nmと な った。 これ に伴 い,析

出密度 は減少 し,723Kの8×1022/m3か ら973Kで は7.5

×1021/m3と な った。 回折斑 点 か らは823K以 上 で窒化

物CrNが 同定 され た。Ni合 金の イオ ン窒化 による硬化

は,こ の ような窒化層中での微細窒化物 の形成 に伴 う格

子歪 による もので あり,窒 化温度の上昇 による硬 さの低

下 は窒化層中 に析出 して いる窒化物(30Crで はCrN)

の粗大化 による析出歪の減少のためであ る4)。

次 に,窒 化温度 に対す る窒化層厚 さの変化 を図4に 示

Fig. 1 Schematic illustration of specimen for TEM obser-

vation.

Fig. 2 Effect of nitriding temperature on hardness of the 

surface and crosssection of nitrided layer.
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す。窒化温度 の上昇 とと もに窒化層厚 さも急速 に厚 くな

る傾 向 を示 し,673K処 理 の1.5μmか ら1073Kで は10

μmと な った。 これ はNi合 金 中への窒素 の拡散 が温 度

の上昇 とともに容易 になるため と考え られ る。

3,2窒 化時間の影響

窒化 温度を823K,窒 素 と水素 の体積比1:1,ガ ス圧

800Pa一 定 と し,窒 化時間 の影響 を検討 した。 図5に 窒

化 時間に対す る表面硬 さお よび窒化層厚 さの変化 を示す。

窒化時 間が3.6か ら10.8ksま では表面硬 さは増加 す る傾

向を示 したが,こ れ は,図1で 示 したよ うに窒化 時間が

3.6ksの 短 時間側 で は形成 され る窒化層が薄 いた めで あ

る。窒 化時間が10.8ks以 上 で は表 面 硬 さ はほぼ一定 の

値 を示 し,窒 化時間 にはほとん ど影響 されなか った。

また,窒 化 層 は3.6ksま で は急速 に厚 くなったが,そ

の後 は緩 やかに増加 す る傾向を示 した。 この窒化時間 と

窒化層厚 さの関係 を両対 数 グラフに表わす と図6の よう

にな り,両 者 の関係 は勾 配が1/2と なった。 これ よ り,

窒化時 間が3.6ks以 上で は,窒 化層 の形成 は放物 線則 に

従 うことが わか った。 なお,窒 化時間が3.6ks以 下 での

窒化層 の急速 な成長 は,窒 化の初期にお いて雰囲気中の

窒素 と試験片表面原子 との直接 反応に よって窒化層が形

成 され る表面反応支配 とな るため と考え られ る2),8).9}。

窒化時間 を3.6～32.4ksと 変化 させて窒化処 理 した と

きの窒化時間 と窒化層厚 さの2乗 の関係を求 め ると図7

とな り,本 研究 の範囲 では両者 に はX2=htの 関係が 成

立 した。 ここでXは 窒化層厚 さ,tは 窒化時間,kは そ

Fig. 3 TEM micrographs and diffraction patterns of nitri-
ded layer of Ni-30Cr treated at (a) 723K and (b) 973K.

Fig. 4 Effect of nitrided temperature on thickness of nitri-

ded layer.

Fig. 5 Effect of nitriding time on surface hardness and 

thickness of nitrided layer.

Fig. 6 Relation between nitriding time and thickness of 

nitrided layer.
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れそれ のグラフの傾 きで放物線速度定数である。さらに,

図7か ら求めた放物線速 度定数kの 自然対数ln(k)と 窒

化温度の逆数(1/の の関係を求めた ところ図8と な り,

直線関係が得 られた。ア レニ ウスの式 よ り窒化層成長 の

活性化エネルギーQは39.5kJ/molと 求 め られ,Ni-30

Cr合 金では,放 物線速度定数kと 窒化温度Tの 関 係 は

次式の ようにな った。

k=528xexp(一39.5x103/RT)

ここで,k:放 物線速度定数(μm2/ks)

R:気 体定数(8.314J/mol.K)

このQの 値 については,NiやNi-Cr合 金中での窒素

の拡散 の活性化 エネルギーに関す る報告例が ないた め直

接比較 はで きないが,各 種 ステ ンレス鋼や炭素鋼の イオ

ン窒化 での窒素 の拡散 の活性化 エネルギーは75～130kJ

/molで あ り8)～11),本研究 で求 めたQは これ らに比 べ

低 い値 となった。

3.3窒 素 と水素の混合比の影響

窒化温度 を823K,窒 化時間を10.8ks,雰 囲気 ガ ス圧

を800Pa一 ・定 と し,雰 囲気 ガ ス中の窒 素 の体積 比 の影

響 を検討 した。結果を図9に 示す。表面硬 さは,混 合比

が50%程 度 まで は窒素の増 加 と と もに増 加 し,そ れ以

上 の混合比で はほとん ど変化せ ず ほぼ一定 のHv750程

度 となった。 しか し混合比が100%,す なわ ち窒素 単独

では表面硬 さは著 し く低下 してお り,ほ とん ど硬化 しな

か った。 また,窒 化層厚 さは混 合比 が90%ま で は ほぼ

直線 的に増加 し2.5か ら5μmと な ったが,100%で は窒

化層 は形成 されなか った。

一般 にイオ ン窒化 では
,雰 囲気 中に水素 を混合 す るこ

とで雰 囲気 中の残留酸素 や試験片表面 の酸化物 の還元 除

去 を行 うと言 われている1)。 このため,窒 素単独 で窒化

処理 を行 った場合,試 験片表面 の酸化物 のたあに試験片

中への窒素 の拡散 が妨 げ られ,窒 化層が形成 されなか っ

たと考 え られる。 また,窒 素 の混合比 の増加 とともに窒

Fig. 7 Relation between square of nitrided layer thickness 

and nitriding time.

Fig. 8 Relation between In (k) and reciprocal nitriding 
temperature (1/T).

Fig. 9 Effect of nitriding gas composition on surface hard-

ness and nitriding layer thickness.
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化層厚 さが増加 したのは,雰 囲気 中の窒素分圧 が増加 し

たため と考え られ る。

3.4雰 囲 気ガス圧の影響

窒化温度 を823K,窒 化時間を10.8ks,窒 素 と水素 の

体積比 を1.1と し,雰 囲気ガ ス圧力の影響を検討 した。

雰囲気圧力 は270,800お よび1330Paと 変 化 させた。 こ

の とき,雰 囲気圧力 と ともに放電 電圧 および電 流 も変 化

し,270Paの330V,11A/m2か ら1330Paの260V,

17.1A/m2と なったが,次 節 で述 べるよ うに,こ の範 囲

での放電 電圧 お よび電流 の変化 は窒化層厚 さや硬 さには

影響 しなか った。

雰囲気圧力 と窒化 層 厚 さお よ び硬 さの関係 を図10に

示す。本研究 の範 囲内で は,270Paを 除 き雰囲気圧力が

表面硬 さに及 ぼす影響 は小 さく表面硬 さはほとん ど変化

しなか った。 また,窒 化層 厚 さは圧力の増加に伴 って増

加 したが,こ れ は雰囲気 中の窒 素分圧 が増加 したため と

考 え られ る。 なお,270Paで は表 面硬 さがHv400程 度

と低 いが,こ れ は形成 され た窒化層 が薄 いためであ る。

3.5放 電電圧お よび電流密度 の影響

放電電 圧お よび電流密度 をそれぞれ270～420V,お よ

び14.2～19.5A/m2の 範囲で変化 させ,放 電電圧 お よび

電流密度 の影響 を検 討 した。なお,窒 化 温度 は823K,

窒化時間 を10.8ks,窒 素 と水 素 の体積 比1:1,雰 囲気

圧力800Paと した。 その結 果を図11に 示す。

この図か らわかるよ うに,放 電 電圧お よび電流密度が

変化 して も,表 面硬 さおよび窒化層 厚 さはほとん ど変化

せず,本 研究 の範囲で は,放 電電圧 および電 流密度 は表

面硬 さお よび窒化層厚 さにはほ とんど影響 しない ことが

わか った。なお,試 験片表面 にイオ ンを衝突 させ ること

で表面 の格子 欠陥を増加 させ,硬 さを向上 させた報告例

もあるが12),こ の場合放電電圧が数kVと 本研 究 に比 べ

て非常 に高 く,本 研 究での放電電圧 の範囲 では,イ オ ン

衝撃 の効果 は非常 に小 さい と考え られ る。

4.考 察

4.1表 面硬 さに及 ぼす 窒化 層厚さの影響

本研究の ように軟 らかい母材 の上に硬 化層を形成 させ

る表 面硬化法で は,表 面硬 さを測定 した場合,硬 化層の

厚 さによ って硬化層直下 の母材 の硬 さの影響 を受け る。

このため,イ オ ン窒化後の表面硬 さに対 す る窒化層厚 さ

の影響 を検討 した。窒化温度 は最 高 硬 さを示 した823K

と し,窒 化時 間,雰 囲気ガ ス比お よびガス圧力 を変化 さ

せて窒化層厚 さを2～8μmと 変化 させ,窒 化層厚 さに

対す る窒化層表面 および断面硬 さの変化 を測定 した。 こ

の とき,表 面 および断面硬 さの測定 はそれぞれ ビッカー

スお よびヌープ硬 さ計 を用 い,荷 重0.1N(10gf)で 行 っ

た。母材のN1-30Crの 硬 さはHv180で あ った。

図12に,窒 化層厚 さに対 す る表面 お よび断面 硬 さ の

変化 を示 す。 窒化層の断面硬 さはほぼ一定 で,ヌ ープ硬

さで約Hv900と な った。 これ に対 して,表 面のビッカー

ス硬 さは,窒 化層 が4μmよ り薄 い場合,表 面 硬 さ は窒

化層厚 さ とともに上 昇 したが,そ れ以上 の窒化層厚 さで

はHv760と ほぼ一定 の値を示 した。 したが って本研 究

の範囲 内では,測 定 荷重が0.1Nの 場合,4μm以 上 で母

Fig. 10 Effect of nitriding gas pressure on surface hard-

ness and nitrided layer thickness.

Fig. 11 Effect of discharge voltage and current density on 

surface hardness and nitrided layer thickness.
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材硬 さの影響を受 けず,表 面硬 さを用いて窒化層 の硬 さ

を評価で きることがわか った。

4.2雰 囲気の窒素ガス分圧の影響

イオ ン窒化で は,窒 化 処理のパ ラメー ター として窒化

温度および時間以 外に,雰 囲気 の反応 ガスの組成 や圧力

を変化 させ ることがで きる。 ところで,ガ ス比 が一定 な

らばガ ス圧 力の変 化に ともな って雰 囲気 中の窒素分圧 も

変化す る。 このため,3.3お よび3.4で 求 めた雰 囲気 ガ

ス比およびガ ス圧 力 と窒化層 の硬 さおよび厚 さの関係 を

もとに,雰 囲気 の窒素分圧 が窒化層 の硬 さおよび厚 さに

及ぼす影響 を検討 した。

図13に,窒 素 ガス分 圧 と表面 硬 さお よび窒 化層 厚 さ

の関係を示 す。 なお窒化温度 および時間 は823Kお よ び

10.8ksと した。窒素 ガス分圧200Paま で は表面 硬 さは

分圧 の上昇 とともに急激 に上昇 し400PaでHv750と なっ

たが,そ れ以上 の分圧で はほぼ一定 の値 となった。また,

窒化層厚 さ も200Paま で は窒素 ガ ス分 圧 とと もに急 激

に増加 し,そ の後 は緩やかに増加し750Paで5μmと なっ

た。 また,分 圧 が400Paよ り も低 い場 合 に は表 面硬 さ

が低下 して いたが,こ れ はこれ らの ガス分圧で形成 され

た窒化層 が4μmよ りも薄か ったためで ある。

4.3ニ ッケル合金の最適窒化処理条件

本研究で は,イ オ ン窒化処理のパ ラメータであ る窒化

温度,時 間,雰 囲気 のガス組成,ガ ス圧力な どが,ニ ッ

ケル合金 の窒化層 の硬 さおよび厚 さに及ぼす影響 につい

て検討 して きたが,得 られた結果を もとにニ ッケル合金

に対す るイオ ン窒化処理 の最適条件 につ いて検討を行 っ

た。

本研究の範囲内で は,窒 化層の硬 さに最 も影響…す るの

は窒化温度 で,そ の他 の窒化時 間,ガ ス組成,ガ ス圧力

の影響 は小 さか うた。窒化層 の硬 さは,窒 化 温 度823K

以下 で はHv750と 高 い値 を示 したが,そ れ以 上 の温 度

では低下 した。厚 い窒化層 を得 るために は窒化温度 は高

い方 がよいが,高 温側で は硬 さが低下 す るため,窒 化温

度 は最高表面温度 を示 した823Kが 適切 と考 え られ る。

窒化層厚 さには,窒 化温度,時 間,ガ ス組成が影響 し,

ガス圧力 の影響 は小 さい。窒化層 の成長 は放物線則 に従

い,窒 化時 間が長 いほど厚 い窒化層 を形成 する。 またガ

ス組成 は,雰 囲気 の窒素分圧 の高 い場合,よ り厚 い窒化

層 を形成 した ことか ら,N、:H2=9:1が 適切 と考 え ら

れ る。 ガス圧力 は窒化層の硬 さおよび厚 さに大 きな影響

を及 ぼさなか ったた め,標 準 的な ガ ス圧 力 の800Paで

よいと考え られ る。

5.結 言

試作Ni-30Cr2元 合金 に対 し窒 化温 度,窒 化 時間,

雰囲気の窒素 ガスと水素ガスの混合比お よびガス圧力,

放電電圧お よび電流密度 を変化 させて イオン窒化処理 を

行い,窒 化層の硬 さおよび窒化 層厚 さに及ぼす これ ら処

理条件の影響を検討 した。得 られた結果を まとめると次

のよ うにな る。

(1)窒 化温度 は窒化 層の硬 さおよび厚 さ に大 き く影響 し

た。窒化温度 が673Kか ら850K程 度 まで は,表 面硬 さは

窒化温度 とともに上昇 したが,そ れ以上 の窒化温度で は

逆 に低下 し,最 高表面硬 さは850K前 後 でHv760が 得 ら

れた。 また,850Kま では窒化層 の硬 さ はほぼ一 定 で あ

るが,窒 化層厚 さが薄 いために表面硬 さは窒化温度 によ

り変化 した。 これよ り高温側 では窒化層 その ものの硬 さ

Fig. 12 Relation between nitrided layer thickness and hard-

ness of nitrided layer.

Fig. 13 Effect of partial gas pressure of nitrogen on sur-

face hardness and nitriding layer thickness.
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が低 下 した。窒化層厚 さは窒化温度 とと もに増加 した。

(2)窒 化 時間 は窒化層 の硬 さにはほとん ど影響 しなか っ

た。 また窒化層 厚 さは時間 とと もに増加 し,3.6ks以 上

では窒化層 の成 長 は放物線則 となった。 また窒化層成長

の活性化 エネルギ ーと して39.5kJ/molが 得 られ た。

(3)雰 囲気 の窒素 お よび水素 ガス混合比 は窒 化層 厚 さ に

影響 し,窒 素分圧 の増加 とともに窒化層厚 さは増加した。

しか し,窒 素単独 で は窒化層 は形成 されなか った。また,

窒化層硬 さへ の影響 は小 さい。

(4)実 用 イオ ン窒化処理 ガス圧 の270～1330Paの 範囲 で

は,窒 化層厚 さは雰 囲気 ガス圧 とともに増加 す るがその

程度 は小 さい。 また,硬 さに及 ぼす影響 は小 さい。

(5)温 度,時 間,雰 囲気 ガス圧,ガ ス比 を一 定 とし,放

電 電圧お よび電流 密度 をそ れぞ れ280～470Vお よび14

～24A/m2と 変化 させて両者 の影響 を検討 したところ,

本研究 の範囲内で は,放 電電圧 および電流密度 は窒化層

厚 さおよび硬 さにはほとん ど影響 しないことがわかった。

(6)本 研究 の範 囲内で は,ニ ッケル合金 の最 適 な イオ ン

窒 化処 理条 件 は窒 化温度823K,窒 素 と水素 の 混 合 比

9:1,ガ ス圧力800Paで あ った。
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