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ではないかと考えられる．実際に，アルミニウム簿帯
１．緒旨 では,疲労き製先端にポイドが形成され,それらの合

近年,純銅やアルミニウム，アモルファス合金等の体によりき製が進展するというパルク材とは異なった
金属薄帯が電子機器部品材料や高強度材料,耐食材料報告もなされている(`)．このような観点から本報では，
として，また家庭用品として広く利用されるようにな多結晶純銅薄帯の焼なまし材と圧延材の平滑材と切欠
った.特に，アモルファス合金薄帯は,その電気的,磁材について片掘り引製りの疲労減験を行い,表面観察，
気的,強度的優秀性により有望視されている新素材の破面観察および転位組織のI8a察を通して,純銅薄帯の
一つである．このため,薄帯材料の強度や疲労特性に疲労特性について検肘した．
ついては多くの研究(1)-(4)が行われ,種々の知見が得 ２．８式験片および実験方法
られてきているが,まだ不明な点があるようである．

厚さ331A、,幅35ｍｍの市販の多結晶純銅薄帯(純鳳居らは12)はloOImの純鉄薄板材の疲労き製進展が
パルク材と同様に応力拡大係数に支配されることを明度99.9Ｗt,％)から,ハサミを用いて図１に示す形状・
らかにしている．しかし,パルク材の疲労概楠が直接寸法の戯破片を製作した．切欠賦験片の切欠部は放電
的に薄帯に対しても適用できるかどうかについては末加エ機で製作した．平滑脚験片のＲ部はハサミによる
解明である．薄帯材料は,圧縮応力に対する負荷能力カッティング損傷を除去するため,エメリー紙(＃
がなく，結晶粒の配列も平面的であり，また純粋な平1500)で研磨した.以後は,この段まの状態の脚険片を
面応力状鰯に近い等パルク材とはかなり異なった状態圧延銅薄帯賦験片と称し，これをさらに600℃で１時
下にあり，これらが疲労特性に微妙な影轡を与えるの間真空焼なましを行ったものを焼なまし鋼薄帯賦験片

として区別することにする．表１に供賦材の機械的性
●平成４年11月１４日松山地方願UH会において鱒UNDⅨ秘受 質を示す(参考のためパルク材の値も配戯)‘疲労徴験

ごＩ正員.筑球大学工学部(●908-0l沖縄県中頭邪西原町千原は,電気油圧サーボ式疲労試験機を用いて,繰返し榎
付平成５年11月10日

勤敵30Ｈｚの片振り引頚応力下で行った．薄帯賦験片】)．

●2正員,東芝(株）（⑥236横浜市磯子区汐見大3-7)．
⑭正員,岩手大学工学部(画20盛岡市上田4-3-5)．の繩衡機チャック部への取付けは，試験片にたるみが
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生じて応力が不均一にかかることのないように注意し

て，市販のシアノアクリレート系接着剤で行った．

疲労き製の発生・成長の観察は，適当な応力繰返し

数で賦料表面から採取したレプリカ膜に金を蒸着した

後光学顕微鏡を用いて行った．破断した試験片は,走

査形電子顕微鏡(SEM)による破面観察に供した.電子

線の透過可能薄膜は以下の手順で作製した．まず,所

要の応力繊返しを行った試験片からⅢ平滑材の場合は

適当な箇所から，また切欠材の場合は疲労き製を含む

一辺が４ｍｍの正方形の薄帯をハサミで切り出した．

これらについて，ジェット式麺解研磨,仕上げ電解研

磨およびイオンシンニングを順次行い,電子線の透過

可能な薄膜試料を作製した.本研究では!特に,焼鞍ま

し材の場合,1Mi膜作製時に変形の恐れがあるため，正

方形薄帯の周辺を市販のスカッチテープで補強した．

得られた鱒膜識料の娠位組繊は,透過形噛子顕微鏡

JEM200CXを用いて200ｋＶの加速懲圧のもとで観

察した．

（ａ)からわかるように,試料表面上には無数の圧延条

痕と図中Ａで示すように，圧延方向と直角な微小な

き製が多く存在した．図２（ｃ〕より，焼なまし材では

薄帯の厚さ(3314ｍ)よりも大きい結晶粒が多く含まれ

ており，かなりの数の結晶粒が薄帯の表裏に貫通して

いると思われる．疲労試験はすべて図２（ａ）の表面状

態のままで行われた．図３に供試材のｓｗｌｌｉＩ線を示

す．また，表２に，図３から求めた１０ｱ回に対する疲労

限度⑩と疲労限度の引張強さに対する比,すなわち

疲労限度比｡h,/DIDを示す．圧延銅の疲労限度は焼なま

し銅の約２．３倍であるが,疲労限度比は焼なまし銅よ

り若干低い値となっている．疲労限度比は,パルク材

では,片振り引張りの場合0.25～0.3の値をとること

が報告されているI`〕．したがって,純銅薄帯の疲労限

度比はパルク材よりも小さいようである．これは,薄

辮では締ＩＭＩ粒の配列が二次元的であること，また，本

研究では試料表面の微小なき製を除去せずに実験を行

ったことなどが原因していると思われる．

３．２疲労き製の発生･成長図４に焼なまし銅薄

帯における疲労き製の発生･成長の様相を示す．通常Ⅲ

焼なまされたバルク金属では,疲労き製の発生に先だ

って試料表面上にはすべり帯が発生し,疲労き裂はこ

のようなすべり帯か結晶粒界に沿って発生すると言わ

れている⑰).図４（ａ)から，焼なまし銅の場合も，き製

の発生に先だって試料表面上にはすべり帯が形成され

ており，また図４（ｂ)からき裂はこのようなすべり帯

と関連して発生しているのがわかる．これより，き製

3．実験結果および考察

３．１供賦材のS-jV曲線図２に実験に用いた
り

純銅薄帯の表面状態と電解腐食後の組織を示す．図２
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表１純銅薄帯およびバルク銅の機械的性質(ａ）平滑BdC験片
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図２供試材の表面と光学顕微鏡組織写真
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れぱ'疲労週裂の進展はせん断形の第１段階と引渡形

の第ｕ段階に分けられ、それぞれの段階で特徴的な破

而形態が現れる．図６は,焼なまし鋼薄帯の低倍率の

SEM螺真で’き製が試料の左端からせん断形で発生

成災し，応力llMlに蝋:角方向に少しずつ向き婚変えて進

展して行ったことがわかる．図６の第１段階に相当す

る破面は帯幅および柵碑さいずれの方向に対しても傾

いていることがわかった．図７に各段階の比較的高倍

率の写典を示す．図７（ａ）の左側部分は.ペーパ仕上

げをした試験片の端部で,右側部分が疲労破面であ

る.微細な凹凸や条痕模様が見られるが.比較的平坦

でありパルク材の第１段階ざ裂破面と似ている．条痕

模様から判断すると，き製は主として帯iniから浮さ方

向に巡鵬していると考えられる．また．図７（ｈ)は第

１l段階に見られた被iiiで,粒界破禰と粒内破面が混在

しており，これもパルク金属の破面とよく似ている．

jui常Ⅲパルク材では‘このような破面に続いて,応力

サイクルに対応したストライエーションが形成される

ようになるが,焼なまし鋼薄帯では図７（ｂ)の形態の

破面が災<続きストライエーションはまったく観察ざ

の発生と初期段階のざ製成長については，パルク金属

の機椛が純鋼薄帯にも適用できるものと思われる．

岡櫛に，脚５に圧延銅におけるき製の発生・成艮の

鰯|を示す．図５（ｂ)からわかるように,厩延鋼薄辮
では．ざ製の発生に先だってすべり線の形成は股った

く見られず、き製の発生に寄与する転位の迎勤が検知

できなかった．また,ざ製発生に喪する繰返し数の介

灘命に,!『める荊合が96％程度と非常に高く，それだけ

酋裂進展の全寿命に占める綱合が極めて小さいことが

わかった．本研究で使用した圧延銅のように強加]ささ

ｵしたiIjll｝では.後述するように，密に絡み合った娠位

H1綴が形成されており，繰返し応力によるｌｕ１仮はlJijmi

的に,徐徐にしか起こらないものと考えられる．その

ため，き裂発′１２に要する繰返し数は寿命のう為の大部

分綴IIiめるものと思われる．

；1.:ｌ純銅薄帯の疲労破面観察Ｆ('１wtb⑬'によ
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通常,パルク材ばれなかった．

Laird(9)によれば,ストライエーションはき製先端破面である．しズ

での引授行程時の鈍化と圧縮行程時の再鋭化により生に,焼なまし銅鴬
ずろ．この機構に立脚すれば,薄帯では圧縮時の再鋭しⅢ図中のＡと
化過程が不十分なためにストライエーションが形成さられて最終的に‐
れないのではないかと思われる．参考のために,板厚ＡとＢを結ぶ稜

を5001ｍから約lOOlAmごとに板厚を減少させて，Ｉま,破面上の条秘
薄板材におけるストライエーシヨンの形成有無についある.同様に，図
て調べたところ，片振り引張りのもとでは,約801A、 疲労破面を示す．

の板厚まではストライエーションの形成が確認されすようにrubbin’

た．これらの事実はl00ILmの鈍鉄薄帯材の片振り疲的に粒状でザラ」

労き製で明らかなき製閉口が見出されたこととも符号成がはっきりしⅡ

している(2)．次に，図７（ｃ）に最終破面の形態を示す．た圧延銅薄帯でＩ

通常,パルク材の最終破面はへき開破而かデインプル

破面である．しかしながら，図７（Ｃ）からわかるよう

に,焼なまし銅薄帯では，チゼルエッジ形の破壊を示

しⅢ図中のＡとＢを結ぶ稜線は図の上下の表面が絞

られて最終的に一致したところである．したがって１

ＡとＢを結ぶ稜線の上下に形成されている平行条痕

は,破面上の条痕ではなく，上下閥表ilii上の滑り線で

ある.同様に，図８に,図５に示した圧延銅薄Wfざ製の

疲労破面を示す．図８（ａ）は初期き裂破面で.Ａで示

すようにrubbingmarkが何箇所か存在するが,全体

的に粒状でザラザラしており，第１段附き裂破iHiの形

成がはっきりしない．後述のように。本実験で使用し

た圧延銅薄帯では,転位組織が強く絡み合っているた

めに,滑り変形をするための新たな雌位のMMI航と通､１１

が抑制され,第１段階のせん断形破面が形成されにく

くなっているのではないかと思われる．図８（ｂ)は図

８（ａ）よりさらにき製が長くなった鮒所の被iiiで，

（ａ）と同様に微細な凹凸模様を呈した．ｌｌｉ延鋼薄ｲｉｆの

場合も図８（ｂ)の後にストライエーションの形成はま

ったく見られず,最後には図８（ｃ）に示すチゼルエツ

ジ形破壊様式で破断した．

３．４平滑材の転位組織一般にⅡ純銅バルク材

の転位組織は応力振幅によって異なり，高サイクル領

域では図９に示すようなban｡(orvein)組織とその中

に形成される梯子状組織からなり('０１１低サイクル領域

図６焼准まし銅１９F帯の表面と破面を含む
も

ＳＥＭ写真(び｡＝44.5MPa）

lillll1ii1iilliiiIIl1ii
(ｃ）最終IMnHi(ａ）第１段暗きZWHA面（ｂ）第１I段階自製磯iHi

lXl7焼なまし銅薄帯の疲労破面(ひ←445MPa）

(ｃ）最終破而（ｂ）第１【段階ざ裂破面

図８圧延銅薄帯の疲労破面(do-130MIja）

(ａ）初期き裂破面

－１４－
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でl:ﾋｰﾋﾙｨill織が形成ざれぉと瀞ｵ>｣【ている(''１．しかし

汰が心．kIIiなまし銅iMMIjPでＬＬｔｉ('11)にぶすように．ｉｌＨＨ

リイツル蹴域でもセルポⅡ繩しか形成瀞Ｉ'ず．トビ１９に兇

,.ＤＩＩら必)』rbr1n〔1糾織と榔T･状IMI轍はＭ１獺鄭れ([か

’た．、iAIilj’7,1卿イルＮｉ｣r線U》溌蝿ijJIIEな薄膜部髭もつ

繩恢｡)鑓lihllIげ拭験で純銅や純アルミニⅢフムリ)マトリ

ヅクxilIにセル紺織が形ＩＩＩＣ型ｵしることを鞭借している

が．バンド細織や梯-j昆状細繊の形成について1.l特にii

AILしていない．パルク材では．ひずみ搬蛎が'|､さい鴎

nIftl：洲')系にＩＨＩ(するｌｌｉｊ:位のjili1MlにＬってI)【11】(|剃l職

が)f>１，蛾｣Ｌひずみ搬IlIiiが大きく放ると：次すべ')系

U》物<位Ｍ１:1lUlMピル細繊が鵬１lbきれる仏〕に、:X,と解

W僻ｌしていMp.こ(ﾉ)解#<にＩＹＩＩ１１１１･為と，i瞬勝では．,IMU

イツルイピi域でも:次ﾘﾍﾞｸ)系(､椛位Ｕ〕迦肋が起こって

いることに〈KK1，ル賑}〕鞠返し雌ﾉﾉによるiWi)lllfの彼労

拭験では11.{iサイクル城(/)Iiiﾄﾉ｣膿Wfiの低い場合でも於人

応ﾉﾉlL人きなＩｒｌと撤ぴている．したが診,て．i批験|)M姉

とともに禺次すべり系の'＃:位の狐11111がii1i嫌ﾄｰ起こって

梯子状組綴の形成が随Ikされ.セル組織が形成される

ものと考えられる．なお．厚みのある板材のスリット

に銅灘膜溌接赫してiiIij振り疲労試験を行った場合に

は,梯子状組織の形成されることが報告されてい

る⑬３１．

次に`剛Ⅱおよび図１２にそれぞれ圧延鋼の疲労前

機の維位馴織を示す．疲労を受ける前の圧延鋼の艫位

細繊としては，不明りょうなＷａｌｌをもつセル組織や

瀬ＩＭＩセルとmicrobamdsおよびそのcIusterSから成る

組織懇が溌儲されているIIJ)１１`)が.図１１は’Malin

i31M'Ｕ)７１％U)}１１延加｣:を受けた拭料の組織とよく似

てい鮒､,ﾆｵＬｋｌ)Ⅲ本研究でlWWしたHi砥鋼撤,11;下率

ＩｆＦＩﾘIで,胸るが強力Ⅱ二1:されたものであることが理解ざ

ｲ,る．YzjIlI；によ-』て導入された鱸位組織が疲労によ

りど"】ように鰹化するかに参〕いてはいくつかの報告が

なされている.FcltIIerら'1ｍはⅢ５％のり|抜き加J:を受

図１１疲労前の[【：延銅1M【帯の転位&乱織

図９純銅パルク材の商サイクル疲労で形成された
band組織と梯子状剥腕(ぴ｡＝84ＭFa〕

図１０焼なまし鋼薄帯の高サイクル疲労で形成
されたセルiu織化｡＝60MPa） 図１２疲労後の厩延鋼薄帯の転位組織〈“＝l25MPa）
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１３と図14)について述べる．図13から，焼なまし鋼薄

帯では，き裂の開口鐵が大きくすべり線も広範囲に発

生しているが,圧延銅薄帯では，き裂開口斌が小さく

すべり線もき製のごく近傍にしか発生していないこと

がわかる．特に,薄辮では，図14のパルク材と比較し

てⅢき製近傍のすべり線の密度に変化が抜く，切欠底

からき製先端まで一様に分布しているのがわかる．こ

れに対してパルク材では,片握りでも両振りでも，き

製の成長に伴って，図中のＢで示す領域にはき裂進展

方向に対して傾斜した著しいせん断流動を示すすべり

帯が発生し，薄帯との差異が顕著であった．このよう

なき裂近傍の転位$11織を図15～１７に示す．図１５は焼

なまし銅薄帯に形成されたさ製jiu端前方の転位組織で

ある．同図〈ａ)よりき製先端前方５ｍｍの領域では，

極位線は長くほぼ一様に分布し,また部分的には互い

に絡み合って集合化しつつあるが,固有の組織を形成

するには至っていないのがわかる．図15(ｂ）より，き

製先端から30011ｍの領域になると，まだセルの大き

さが不揃いでセル境界も不明りょうであるが,組繊と

してのセル化が進行しているのが理解される．さらに，

き製先端に近づくと図15(ｃ）からわかるようにセル

化がいっそう進行し，セル寸法は1～2仏ｍ程度となり

けた純銅の疲労前後の組織を研究し,加エ材の組織は

繰返し変形によって回復し,焼なまし材と同様の明り

ょうなセル組繊が形成されることを報告している．ま

た上村ら(1鴎)は20％の圧延加エをした厚さl00lAmの

炭素鋼薄板について平面1111げ疲労試験片を行い,疲労

後の組織として,圧延状態のままの組織,再配列途｣典

の組織J焼なまし材と同様のセル組織簿を観察し，場

所により組織回復の程度が異なることを報告してい

る．子ひずみ材の疲労による組織回復の樫度は，子ひ

ずみ麓や応力振幅に依存すると思われるが,本爽験で

用いた圧延銅薄帯では，図１１と図１２の比較より，ほ

とんど組織の回復や再配列は起こらないことがわかっ

た．また,特別に，殿大脇力を引張強さの95％に上げ

た実験でも同様の結果が得られた．これは,本災験の

圧延銅が強加工されて転位が強く絡み合っていること

や本実験が片振りで応力磁幅が小さく圧鯛行穐がない

ことなどが原因していると思われる．

３．５疲労き製近傍の転位組織き裂近傍の職仙

組織について述べる前にⅢ薄帯とパルク材の切欠底か

ら発生･成長したき製とき製近傍のすべり線の様相(図

(ａ）焼なまし銅(ぬ＝銘MPa）
(ａ）片握り（｡b＝猫MPa）

（ｂ）両摂り〈瓜＝60ＭＰ３）

卿１４銅パルク焼なまし材の疲労き裂と滑り線

b）圧延銅(⑰＝48ＭＦa）

図１３純銅薄帯の疲労き製とiIlD線

(ａ）ざ饗先噛前方５ｍｍ（ｂ）自製先｣Ｎｉ前方30018ｍ（ｃ）さ裂先i5I前方l00Pm

図１５焼なまし飼薄帯のぎ裂先j＃i前方に形成された転位組Hi(⑭＝32ＭＰ３）
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２Aｍｌ
－

』:-銭(IRM！

呵翻…､‘

ｌｚｌＩｌｉ焼抜ｉｆしiH紳粥U》＆劉止勝り)転位組織
い－Ⅲ)Ｍ１'副）

セル蝋もIﾘ１１ルラになる．と郷1K匹のよう化セル糾織

''１を進鵬することになるが.巡鵬後のざ製近傍U)ＩｉｋｌｉＸ

糺職を似lI6に派す．水蝿験で}｣，lxI16に1,しられるよ

うに．鮴1M１１作製過樺で酋裂iIIiilX下がiiIi失しており，し

たがってざ饗iniiIl〔下のh1i報はｉｌｌ`うれ倣いが．ざ製IlI1mi

近傍には職位密度の低い領域と松位礎がU#んだIﾘjりょ

う葱セル組綱が形成されているのがわかる．これらは，

パルク材に関するこれまでの研究,すなわち，鋼１１１納

品を)ⅡいたPurcellら１１?)の研究やＡＩＩ/2％Ｍｇ合金

に関するWiIkinsら('８１の研究,純鉄に閲する粟谷

らい，'の研究と定性的によく一致している．したがっ

て，き製通過後の転位鮒聯にはiW帯とパルク材との|Ｕ１

に有懲蕊はないように見える．しかしながら，図１３と

図１４に示したように，き裂近傍に形成されたすべり

帯の様相については両者に明らかに差異がみられる．

バルク材のき製近傍に形成されるせん断帯に対応した

転位組織についてはKalagiriら(2.)の研究がある．彼

らはき製進展方向に約70｡傾いている引き延ばされた

セルを観察し，これらのセルの職位形態が冷'1M力(Ｉ:T:さ

れた銅の下部組織と似ていることを報告している．本

研究の焼なまし銅薄ｲllrでも，いくらか延びたセルも観

察さｵしたが,強いせん断流lIUjを1M』』せる組織は慨鰻さ

れなかった．これは,焼なまし隙WMjllfではき裂巡１１４に

伴うせん断凌形が主として板蝋方向に生じ，き製進展

方向に±70゜をなす大規模なせん断変形が限られてい

るためと考えられる．

次に,図１７に圧延銅薄帯で形成されたき裂先端近
傍の転位組織を示す．図中には,薄膜作製時に生じた

人工曾裂も見られるが,組織の全体的様相は図１１に

示した疲労前の組織とよく似ており，疲労き製の通過
による組織の回復や再鯛列はこの観察からは見い出す

ことはできなかった．

また，本研究では,マトリックスやき製近傍にポイ

『靴Ｉ７ｊＩｉ延銅輔ｲlfのざZWkjlH近f断の職位H1樋
（、＝4ＨＭｌ'３）

ドはまったく観察されず，ポイドの発生と合体による

ざ裂成災機柵を支持するMII:脚は得られなかった．

４．鰭曾

焼なまし銅薄帯と圧延鋼薄帯について,片援り引弧

Dの疲労賦験を行い,試料表面や破面ならびに転位組

織を観察した結果,以下のことが明らかに鞍った．

（１）１０ｱ回に対する疲労限度はⅢ焼なまし鋼で４２

MPa,圧延鋼で95ＭＰａとなった．また，それらの疲

労限度比はそれぞれ0.24,0.21となり，パルク金属よ

りも低い値となった．

（２）焼なまし銅薄帯ではき製はすべり帯に沿っ

て発生・成艮したが,圧延銅ではすべり帯は観察され

ずき裂発ﾉﾋとの関係は認められなかった．

（３）バルク材と比較して，簿粥の場合,特に圧延

鋼では，ご劉逃鵬の全寿命に,!iめる制合の低いことが

わかった．

（４）焼鞍まし鋼薄帯については,初期き製領域ま

ではパルク材の疲労機機が適用できることがわかっ

た．しかしながら,薄帯ではいずれにおいてもストラ

イエーションは形成されず，き裂先端における再鋭化

過程の不十分さが示唆された．

（５）焼なまし銅では，高サイクル領域でも，マト

リックスの組織はセル組織となった．き製近傍の転位

組織はほぼバルク金属のものと同様であったが,パル
ク金属に見られるき裂斜方前方への滑りiii動域に形成

される著しく延ばされたセル組織は観察されなかつ
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