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転位組織的特性について，また粒内のひずみ集中域と

突き出しあるいは疲労ざ裂発生との直接的関係につい

て報告し，さらにひずみ集中域と粒界との交差部に生

じた粒界の突き出し状変形の観察より．高サイクル疲

労下での粒界き裂の発生機櫛を提案したi1sxl．'・同様の

機構が,繰返し塑性ひずみが大きくすべり運動が活発

な低サイクル疲労にも適用できるかどうか，あるいは

低サイクル疲労下では他の機構が作動しているのか興

味がもたれる.このような観点から，本報では､低サイ

クル疲労で形成された７０/30黄銅の粒界き裂につい

て,表面観察と転位組織の観察を行い，これに基づい

て低サイクル疲労下での70/30黄銅の粒界き製の発生

機檎を検討した．

１．緒旨

疲労破壊は応力操返しに伴うき製の発生と成長によ

り起こる．一般に，多結晶金属材料の疲労き製の発生

は,突き出しや入り込みを伴う固執すべり帯で起こる

か結晶粒界と自由表面の交差する箇所で起こる．この

ため,図軌すべり帯や粒界でのぎ製の発生については，

これまで数多くの研究が行われ，き製発生機欄も多く

提案されている⑪)~('｡)．しかしながら，特に,転位組織

的観点から言えば,固執すべり帯については,鋼およ

び銅合金を中心に多くの研究が行われ(Iw1`),極々の

成果が得られているが,粒界でのき製発生については

表面観察に視点をおいた研究が大部分であり．疲労過

程で形成された転位組織と粒界との相互作用について

研究し，これに基づいて粒界き製の発生機構を検討し

た研究は少ないようである．著者らは，前報(ｗで,銅

および銅合金の高サイクル疲労で形成されたひずみ集

中域について研究し，これらの材料のひずみ集中域の

2．使用材料ならびに実験方法

直径15ｍｍの70/30黄銅引抜材を図１に示す形

状・寸法に機械加工し,600℃で１時間の真空焼なま

しを行った後,表面層を約301A、除去し実験に供し

た．表１，２に供試材の化学成分と機械的性質を示す．

図２は，麺気油圧サーボ式疲労試験機を用いて，引張

圧縮の両振り塑性ひずみ幅ｊＥｐを一定にして得られ

た供試材の低サイクル領域のｓ－Ⅳ曲線で,表面観察

と転位組織の観察は，図２中の破線で示す塑性ひずみ
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幅」さ,＝0.03のもとで101回のひずみ繰返しを与えた

試験片について行った．走査形電子顕微鏡を用いて，

表面に形成されたすべり帯と粒界さ製との関係を調べ

た後,図３に示す手順で薄膜試料を作製した.まず,放

禰加工機で試験片表面に平行に表面を含む厚さ０．５

ｍｍの薄板を切り出した後，この薄板から直径４ｍｍ

の円板を切り出した．次に，この円板をエメリー紙で

表面と反対の試料内側から厚さ０．２ｍｍまで仕上げ，

これについて，図３に示すように，ジェット電解研磨，

仕上げ電解研磨リイオンシンニングの工程を経て，轍

子線の透過可能な薄膜試料を作製した．得られた薄膜

は表面下約201｣ｍの深さに相当するもので,薄膜試料

中の転位組織は,透過型電子顕微鏡を用い200ｋＶの

加速電圧のもとで観察した．

３．実験結果および考察

疲労を受けた７０/30黄銅の代表的な転位組織とし

て，高サイクル疲労の場合は，〈101＞方向に平面的に

配列した組織が報告されている'121.本研究での低サイ

クル疲労で形成された組織は,繰返し塑性ひずみが大

きく転位運動が活発なことにより，二重すべりを示す

互いに交差した組織や部分的に絡み合った組織が多く

観察され，また引き伸ばされたセル状組織も見られ

た．図４に代表的な転位組織を示す，図４の組織も局

所的に絡み合っているが,全体的にはく101＞方向に配

列した様相を呈している．この図４で注目すべき点は，

図４中のＡ,Ｂの位邇に形成された粒界の異常変形で

ある.通常,焼なまされた状態での粒界の形状は,銅お

よび銅合金では，極めて直線的であり，不自然な形状

は見られない，したがって，図４中の結晶粒１からの

突起は,繰返し変形中に形成されたもので,後述のひ

ずみ集中域と粒界との相互作用によって形成されたも

のと考えられる．両突起の幅は約0.61A、,突起間の間

隔は約４１ｍであり，これらの値はこのような突起形

成と固執すべり帯との関係を思わせる．図５もこのよ

うな粒界の異常変形の例で,結晶粒１内にはほぼ

く101＞方向に配列した組織の発達が見られると同時に，

結晶粒１と２の粒界部Ａには図４と同様の異常変形
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図１試験片の形状・寸法(ｍ、）
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表１７０/3D澱鋼の化学成分(ｗｔ％）

表２７０/30黄銅の機鱗的性質
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観察されなかった．その理由は，ひずみの繰返しが足

りないからであり，前報('`x'`)に述べたように，ひず

み集中域を鰯顕させるには，真空環境下で長期の繰返

し変形を与えればよい．

疲労過程で形成される粒界変形については，これま

であ崖ワ注目されず,報告例も極めて少ない．Winter

らい，)は，高サイクル疲労下で形成された純銅の転位

組織を観察し，その中で梯子状；fi織と粒界との交差点

での粒界の曲り（buckling）について報告している．

しかしながら，彼らは，このような粒界変形を位界さ

製の発生と結びつけて輪じてはいないようである．著

者らは,前報I'`ｘＩ`)において，図７および図８に示す

ように,長期の応力繰返し（同一応力振幅下での大気

中での寿命の約150倍）を与えた70/30黄銅の賦料中

が見られる．その幅は約０．５ｐｍで,図４のものと同程

度の大きさである．図５中の結晶粒界には疲労き製の

形成が見られないことや同様な他のいくつかの観察結

果から判断すると，このような粒界の突き出し状変形

は粒界き製の発生削に形成されることがわかった．図

６には三つの突き出し状変形の形成が見られる．転位

組織の形態は，前述の二つと比較してはっきりせず，

方向性も不明りょうである（左半分の組織は幾らか

くIOD方向に配列した櫛相を示している)．Ａ,Ｂ,Ｃ点

に形成された突起の幅はそれぞれ0.8,0.4,0.511ｍ

で,Ａ点の突起の鯛は他の二つの約２倍になってい

る.ＡとＢＩＢとＣの突起間の間隔は約lPmで,図４

のものと比較してかなり小さい．このように,本研究

で行われた低サイクル疲労では,通常の高サイクル疲

労の場合と同様に,二つの活性なすぺり闇からなるひ

ずみ集中域の形成は，転位組織からは，明りょうには

図５低サイクル疲労で形成された転位組織と粒界変形図４低サイクル疲労で形成された転位組織と粒界変形

図６低サイクル疲労で形成された転位組繊と粒界変形
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には,通常の乎伽的な転位組織内に２本の平行で近接

した活･注なすべりＭｉからなるひずみ架中城（図７には

LijLI2とＬ２ｊ，Ｌ艶のすべり層から榊成されたひずみ

集中域が二組見られる）の形成が見られること，また

このようなひずみ集中域と粒界との交差点には突き出

し状変形（図８のＡ点の突起）が形成されることを報

告した．この高サイクル疲労で形成された突起の幅は

約ｑ２ＩＡｍで,前述の低サイクル疲労のものの半分以

下の大きさである．

次に，本研究で内部組織の観察に用いた試料表面の

走査形電子顕微鏡写真を図９に示す．粒界に沿ってき

裂が発生・成長し，図９中のＡ,Ｂ,･･･]における箇所

には,突き出し状の突起の形成が見られる．これらの

突起には，例えば,Ａ部の突起には，Ｌ,１，Ｌ１２の二つの

平行なすべり層からなるひずみ集中域が対応している

のがわかる．これらの突起の幅は０．５１１ｍ程度で,前述

の内部組繊で見られた粒界突起の幅と同程度であり，

両者の同一性が理解される．

以上の低サイクル疲労における転位組織の観察と表

面観察ならびに高サイクル疲労における転位組織の観

察結果から総合的に判断すると，高サイクル疲労と同

様低サイクル疲労においても，都合の良い方位の結晶

粒中には応力操返しに伴って二つあるいは多数の近接

した活性なすくり眉からなるひずみ集中域が形成さ

れ，またこのようなひずみ集中域が粒界と交差すると

突き出し状の粒界変形が形成されると考えられる．し

かしながらⅢひずみ巣中城の幅は，低サイクル疲労の

ものは高サイクル疲労のものの２倍以上の大きさがあ

る．一般に，ひずみ集中域の幅は積層欠陥エネルギー

と密接な関係があるようで,純銅で,～1.5ＰｍｎＯＩＩ,｡）

であるのに対して，７０/３０黄銅では0.2～0.3岬《'`)１１．）

の値を示し,積層欠陥エネルギーが低くなるにつれて

ひずみ集中域の幅は小さくなる傾向がある．高応力下

では,積層欠陥エネルギーの高い場合と同様に,転位

の交差すべりが頻繁に生じるので!幅の広いひずみ集

中域が形成されると考えられる．

二つの近接したすべり層から構成されたひずみ集中

域の概念を最初に転位論に導入したのはＬｉｎら[1,)で

あり，Mughrabiら(`)やTanakaら《`)がこれをさらに

発展させた．Mughrabiらは，このようなひずみ集中

域を想定して，突き出しの形成のシミュレーションに

成功しており，またひずみ集中域と粒界との相互作用

による粒界のねじれ変形を考え出している．しかしな

がら，本研究での限られた範囲内では，このような粒

界のねじれ変形は観察されなかった．また，Tanaka

らは，二つの近接したすべり層からなるひずみ集中域

の仮定のもとに，塑性ひずみ幅とき裂発生寿命の関係

がCofYin-Manson則に従うことや結晶粒径と疲労強

度との関係がPetchの式に一致することを解析する

と同時に，ひずみ集中域と粒界との相互作用も検討し

て粒界でのぎ製の発生機構も提案している．しかしな

がら，彼らのモデルでは，粒界そのものの変形は考慮

されていない．

一方,表面観察を通して,低サイクル領域での粒界

き製の発生機櫛を検討した研究は多い．Ｋｉｍら(!)は，iiliiill
図７高サイクル疲労で形成された７０/30黄銅のひずみ

集中域(｡a＝l47MPa,Ⅳ＝L5xlO7cycles）

７魂ｕⅡ

鑓鰹遺鯉辮』ＧＦａＩｎｌ
図８高サイクル疲労で形成された7Ⅱ/３０

簡銅のひずみ巣中城と粒界変形 陳１９突き出し状変形と粒界き製
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累積する不艘合により，粒界にざ製が発化することを

報告している.結局，これらの説によれば,次の三つが

原因で粒界にき裂が発生する．すなわち，（ｉ）粒界に

形成された段などの応力典'|｣源，（ii）すべり帯と粒界

との衝突による不整合かまたは惟緬職位による応力染

中，〈iii>粒界に柚うずれ.（ｉ）と(iii)については，本研

究では砿翻されず,別の適切な研究が必要と思われ

る．（ii）は，I鮪サイクル疲労下での粒界き製の発生機

樹として知られているすべり帯衝突機樹（slipband

impingementmechanism)(2x`xiolに相当し,独立した

-つのすべり面上を運動する転位が粒界によって阻止

され,Zener(2゜'やStroh(２１)の考えに立脚した推稿転位

による応ﾉ｣災中により，粒界にき製が発樅するしくみ

にな-』ている．しかしながら，この機構では〆つ一つ

のすべり111iはＭぃ7して存ｲＩＬており．また粒界そのも

O)q)変形を隊噸していないなどの問題がある．ＩｉｉＩ

慨('4)~１Ｍ)と水1J{死の絡果から判断すると，金＃18材料の

岐労馨製の発化機MHについては，少抜くとも鋼および

光干渉法による純銅の表面観察から，結晶粒界に形成

された高さ1.511ｍの段(step)による応力集中によっ

て，粒界でき裂が発生・成長するという機榊を提案し

ている．また，LimIs'は，ニッケル111大結品粒の低サイ

クル疲労において,大気中では粒界と衝突するすべり

綴によって粒界き製の発生が綴起され，典噌中では，

試料表面に形成されたしわが粒界き製発生の原悶であ

ると報告している．KemsIey⑰)も，純鋼について，低

応力下ではき製は粒内で発生するが,I薊応力下では粒

界で発生するように鞍叺表面のしわが臓因で粒界に

谷(valley)が形成され，その応力築中により粒界にざ

製が発生すると報告している．コバルトバナジウム合

金に閲するFeltnerら(川の研究によれば,粒界に衝突

するすべり帯における。r｢錘tshearが純界狩横切づて

高応ﾉJをもたらし，その|inが粒ｙＷ)雑念ﾉﾉよりも大き

くなると粒界での魯裂の苑'１１が腿こ弘,．また，Vlirf

〃''１１ｈＭAI料炎I｢｢iに1118Ｍ１．０〕ダイヤ:ピンドガ1で細線を

Miさ，その迎桃観蝦のliIi＃しから，純鋼では)MMLにｉｎう

ずれにより，７０/30黄銅でIdt粒界にif)うＷＬと粒界に

(ら）b製輪生

図１０１N5サイクル疲労で形成された７０/３０黄銅の互いに

接し合って発迎したひずみ襲中域

（ｂ）さ製成長

図１２ひずみ集中域と粒界との相互作用による
粒界き製の発生・成長図ｕ多数のひずみ集中城による粒界変形と粒界き製

－３２－



91570/3()黄銅の低サイクル疲労における粒界き製の発生と転位組織

鋼合金について{よ，…つ－．つの独立したすべり面では

なく，二つの1バ行で近接した活性なすぺり面から構成

されたひずみ巣中域を基本要素として設定しなければ

ならないと思われる．通常，このようなひずみ梨中城

'よ,都合の良い方位をした結晶粒中にある間隔をおい

て発達する場合が多いが,図10に示すように，複数個

のひずみ集中域が互いに接し合って発達する場合もあ

る．特に，繰返しひずみ振幅が大きくすべり運動が活

発な低サイクル疲労下では，このようなひずみ巣中城

の集合形成が促進されるものと考えられる.図１１のＡ

とＢ部には,複数個のひずみ集中域が協力して作動し

たと思われる幅の広い粒界突起の形成がみられる．

上記の観察結果に基づいて，低サイクル疲労下で

の粒界き製の発生機構を図１２に示す.一つ一つのひず

み集中域あるいは集合化したひずみ集中域と粒界との

交差点に粒界突起が形成され，そ二にき裂が発生し

(ａ)，その後の応力緯返しに伴って，それらは互いに

合体して粒界き製へと成長していく（ｂ)．このような

き裂の発生には，前に述べた粒界でのすべりの不整合，

推積転位による応力集中のほかに,形成された突起部

での粒界に沿うすべりによるはく離も寄与するものと

考えられる．これは，図１３に示すように，粒界三蝋点

においても低い頻度であるがき製の発生が観察される

ことからも推測できる．

４．結言

低サイクル疲労を受けた７０/30黄銅の表面近傍の転

位組織と試料表面を観察することにより，以下のこと

が明らかになった．

（１）商サイクル疲労と同様低サイクル疲労におい

ても，適当な方位の締晶粒中には，幅の１Aい（数千Ａ）

ひずみ集中域が形成されるが，これに対応する特殊な

転位組織は形成されない．

（２）このようなひずみ集中域と粒界との交差する

箇所には.eXtrusionタイプの突起やそれらの集合体

が形成される．

（３）大部分の粒界き製は，このような粒界変形部

に発生したき製がその後の応力繰返し仁伴って合体し

図１３粒界三敢点でのき裂の発生・成長

て成長したものであると考えられる．
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