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日本機械学会鏡文集(Ａ鳩）

５２巻475号(昭61-3）

真空中疲労で形成された純銅の転位組織＊

兼城英夫｡.，
HIdeDKANESHIRO，

屋富祖建樹・・
TatekiYAFUSO

K臼ＪＷ/､冠８：Fatigue,EffectofEmvironment,Copper,FatigueStrength,CrossSlip,Substructure

一級(#500～#1000)で研廟した．次に，800.Ｃ２時間

の真空焼なましを行いⅢさらにリン酸系の研摩液を用

いて表面厨を約301ｍ除去して実験に供した．このよ

うにして得られた賦料の平均結晶粒径はl201Lmで，

表１および表２にその化学成分と機械的性質を示す．

使用賦験機は繰返し運度1000rpmの遠心力式万能疲

労賦験機で,引張り-圧縮の両振り荷重下で実験した．

真空中での疲労試験は，油回転ポンプと油拡散ポンプ

を使用し,真空槽内を(1～3)xL334x10-3Paの真

空度に保持して行った．

次に，図２にパルク賦料から電子線の透過可能な薄

膜賦料を作製するフローチャートを示す．下部組織の

観察には，空気中の場合は予想寿命の約75％の応力

1．緒宮

一般に機械や樹造物は過酷な腐食性ふん囲気中で使

用されることが多い．近年,真空環境中における疲労

の研究が行われるにつれて，大気もまた一種の腐食性

ふん囲気と考えられるようになった．これまでの研究

は，真空度と疲労強度IIx21,ストライエーションの形

成有無l3x0)，酸素や水蒸気の害作用'2),長時間脱気効

果'`),超高真空効果旧)等の観点から行われ，その結果

其空中における種々の疲労特性が明らかになった．し

かしながら，これらの研究は，表面観察やフラクトグ

ラブイ的手法を用いて行われたもので,疲労で形成さ

れる下部組織の立場からの研究は少ないようである．

真空中においては，平滑材の場合，その寿命の約７０％

がき裂の発生過程であることが報告されている、．こ

のような長時間のぎ裂発生期間中,表面ではすべり線

の密度の増加となって現れるが，それに対応して下部

組織もなんらかの変化・発運をしていることが予想さ

れるが，これに関する報告は見当たらないようであ

る．

以上の観点から，本研究は，大気中と真空中で疲労

を受けた純銅のバルク試料から薄膜試料を作製し，そ

の下部組織の観察を通して，真空中での長時間のぎ製

発生期間中における下部組織の変化・発達を検討した

ものである．

２．供賦材料ならびに実験方法

実験に用いた材料は直径15ｍｍの純銅引抜材であ

る．まず,図１に示すように，試験部が鯛８ｍｍ厚さ３

ｍｍの平板平滑材に機械加工した後,戯験部をエメリ

表１純鋼の化学成分(wt％）

表２純鋼の機械的性質
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両二年

ＦｏｉｌｓＰｅｃｉｍｅｎ

の器:蓋○。 Ｌ
図２薄膜作製のフローチャート(単位、、）

操返しを受けた賦料を用い，真空中の場合は大気中と

同じ繰返し数のものと真空中での予想寿命の約75％

の応力繰返しを受けたものの２種類を用いた．これら

について，まず表面圏を保護するために，硫酸と硫酸

銅を主体としたメッキ液を用いて,両側に約1.5ｍｍ

の銅メッキを施した．次に，放電加工法により，縦軸

に平行な厚さ2001ｍの薄板の切出しとメッキ層を含

む直径３ｍｍの円板の切出しを行った．さらに，この

円板に電解研廟により中央部に厚さ約1011ｍの凹部

をつくり，最後にこの凹部のメッキ用を含む領域に小

孔があくまでイオンシンニングを施した．このように

して得られた薄膜駄料中の下部組織を透過形踊子顕微

鏡を用いて200ｋＶの加速電圧下で観察した．

３．実験結果および考察

３．１s－１V曲線ならびにすべり線の様相大気中

および真空中における供試材のＳ－Ｎ曲線を図３に示

す．これより奥空中では疲労寿命が延び，大気中の場

合の約10倍の値を示すことがわかる．これは，前報に

おける丸俸平滑材の結果(Ⅳ`〃"V”＝7～16)の範囲内

にある．

大気中と真空中における疲労寿命の違いについて

は，これまで気体分子のすべり面内へのまき込み説③，

新生面の再溶着鋭(0),逆すべりの抑制説㈹)等で鋭明さ

れているが，まだどの説が有力であるか明らかでな

い．また，真空中での疲労寿命は，平滑材では，き製進

展過程よりもき裂発生過程の占める比率が大きく，寿

命の約70％にも及ぶようである．図中の破線は下部組

織の観察に採用した応力振幅に＝84MPa)を表し，

大気中ではⅣ｡＝3.76×10`,真空中ではＮｐ,＝3.76×
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図３純銅のＳ－｣Ｖ曲線

100

105,Ⅳ.S＝4.O2x10`で疲労験験を中断したものにつ

いて薄膜試料を作製した．

次に，図４に両ふん囲気でそれぞれⅣ｡,１V,2の応力

操返しを受けた賦料のすべり線の様相を示す．どちら

も予想寿命の約75％の応力操返しを受けたもので，

すべり線の密度は真空中のほうが高いことがわかる．

しかしながら，繰返し数が同一の場合は，大気中のほ

うが多少すべり線の密度が高いようである．大気中疲

労で飽和時のすべり線の密度が低いのは，すべり面内

への気体分子のまき込みによるすべり面の分離や新生

面の腐食による逆すべりの抑制によりき製の発生が早

まり，その後繰返しひずみエネルギの大部分がき裂の

進展に消費されるためだと思われる．

３．２下部組織の形成･発逮観察された下部組織

をセル組織,ハシゴ状組織(LadderLikestructu正)，

バンド組織に分け，真空中での長時間のぎ製の発生・

成長過程でのこれらの組織の変化・発達について，大

気中のものと比較検討した．

３．２．１セル組繩積層欠陥エネルギが大きく交
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差すべりの容易な銅においてはセルＩ到劇iの形成が容易

であるといわれている・図５に両ふん囲気で形成され

た代表的なセル組織を示す．真空中のものは大気中の

ものの約'0倍も長時間の応力操返しを受けているに

もかかわらずpセルの寸法やその形態的特徴に有意差

は認められない．これより，セルの大きさは応力擾幅

や応力拡大係数範囲と関係の深い(．)ものであると思わ

れる.しかしながら，結晶粒をバンド組鰯から楢成さ

れるものとセル組織から構成されるものに分けると，

セル組織からなる結晶粒の全結晶粒中に占める比率は

大気中で約55％，奥空中で約80％であった．したがっ

て)真空中での長時間のぎ裂発生．成長の期間中,試

料表面ではすべり線の密度の増加と愈って現れるが，

下部組織の立鰯からは,繰返しひずみエネルギの一部

はバンド組織をセル組織へ発達させるのに消賢される

と考えられる．

３．２．２ハシゴ状組織ハシゴ状組織は広義では

セル組織に属すると思われるが，ここでは通常のセル

組織と区別して取扱うものとする．この組織は，転位

密度の非常に低い帯状領域に亜境界がほぼ等間隔に並

んだ様相を呈する.Lukd§ら('０〕はこの組織が園軌すべ

り帯と関係の深いことを指摘し，また片桐らⅢ！〕は,微

小き製を含む薄膜試料を観察することにより，き製の

発生・成長がこの特殊な組織に沿って起こることを見

い出した．

図６１図７に大気中および真空中疲労で形成された

ハシゴ状組織を示す．其空中のものはⅡメッキ閥とマ

トリックスの境界部にイオンシンニングによる小孔が

あいたため，メッキ園部が欠けているが,大気中のも

のと同槻拭料表面直下の結晶粒に形成されたハシゴ状

組織である．大気中のものにはバンド組織中に２本の

ハシゴ状組織しか形成されていないのに，真空中のも

のでは十数本が互いに趣なり合って発達しているのが

わかる．したがって，この組織は最初活性なすぺり領

域に形成されるが,其空中のようにぎ製の発生がおく

れて長時間の応力蝋返しを受けると，次灯とその隣接

領域に形成の進行することがわかる．しかしながら，

この組織は,試料表面直下と同様試料内部においても

数多くの形成がみられた．これより，この組織は園軌

すべり帯のみに属した組織ではなく，すべり遮勤に好

都合な方位を有する結晶粒中の活性なすくり領域に比

較的形成されやすい組織だと思われる．さらに，この

組織は,結晶粒の端から端まで一度に形成されるので

はなく，結晶粒の中央部から形成されて徐々に粒界方

鰯MIH 、
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(ａ）Air(Ⅳ＝“）

(ａ）Air(Ｎ＝Ⅳ.）
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笘轤

(ｂ）VacuumUV＝】V,,8）

図５代表的なセル組織
(ｂ）vacuum(Ⅳ＝Ⅳ’8）

図４すべり線の橡相
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向に発逮していくことがわかった．また，この組織は，に伴って再配列したものと思われる．jVo2の操返しを

セル組織中に形成されるのはごくまれで，そのほとん受けた試料では，図８に見られるような互いに交差し

どがバンド組織中に形成されるようである．その亜境たものも観察された．図７の右上部にもこれと類似の

界は，活性なすぺり領域中のバンド組織が応力繰返し組織の形成がみられる．

図６大気中疲労で形成されたハシゴ状組織ＵＶ＝Ⅳ｡）

図７真空中疲労で形成されたハシゴ状組織(Ⅳ＝Ⅳ｡､）
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３．２．３バンド組織上述のように，ざ製の発

生・成長と密接に関連したハシゴ状組織はバンド組織

中に形成され,その一部は応力繰返しに伴ってセル組
織へ変化する．図９にバンド組織の拡大したものを示

す．大気中のものには，小さい転位ループに混ざって

細長い転位ループがかなり見られるが，奥空１，のもの

は数百Ａ・の小さな円い転位ループより栂成されてい

ることがわかる．これより，真空中での長時間の応力

操返しに伴ってバンド組織中の細長い転位ループの微

細化が進行すると考えられる．

３．２．４賦料表面直下の下部組織図１０にメッキ

層を含む試料表面近傍の代表的な下部組織を示す．表

面直下に溝目すれば，いずれも転位密度の低い領域

(白色部Ａ)と転位密度の高い領域(鳳色部Ｂ)が混在

する槻相を呈する．大気中のものに比ぺ真空中のもの

はＡ部分が短くＢ部分が長くなっており，真空中に

おける活発なすべり運動を思わせる．しかしながら、

同一の繰返し数の試料間にはこのような差異は灘めら

れなかった．一方,試料表面でのすべり線の間隔は，

平均的な箇所で大気中の場合3～6肌､,真空中の場合

1～3ＩＬｍを示した．また，幅が1～２１ｍのすべり帯も

多数観察された．これらのことから，図１０における下

部組織は表面におけるすべり線の様相とよい対応を示

しているように思われる．

３．３ハシゴ状組織の形成方向ハシゴ状組織は

主としてバンド組織中に形成されるが,パンド組織か

ら載るすべての結晶粒にその形成が見られるわけでは

ない．また，この組織は表面直下においても試料内部

においても同様に形成される．そこで,観察された数

多くのハシゴ状組織について，その形成方向と応力軸

との関係について調べてみた.図１１は，横軸にハシゴ

状組織の形成方向と応力軸(メッキ閥とマトリックス

の境界方向)とのなす角度0.をとり，縦軸にその形成

数Ｎを表したものである．これより，ハシゴ状組11Nは

結晶学的には[TO1]方向に形成される(本研究でも電

子線回折により碗認された)が.結晶学的すべり方向

が最大せん断応力方向に近い結晶粒中に形成されやす

いことが理解される．これは，き製の発生･成長がせん

断形であるというFomSythの考え方('2)にも一致する．

４．絃甘

純銅について)大気中と真空中で疲労試験を行い，

両ふん囲気での疲労寿命とすべり線や下部組細の様相

について比較検肘した結果.以下の賭点が明らかにな

った．

（１）真空中では疲労寿命が延び,大気中での約

10倍の値を示す．

両ふん囲気での予想寿命の約75％の応力繊返しを

受けた試料について

（２）セル寸法に有意差は認められない．セル組縦

（８）AirＵＶ＝ﾉVb）

（ｂ）ＶａｃｕｕｍＵＶ＝JVb8）

図９パンド組織中の転位ループ図８交差したハシゴ状組織(真空中Ⅳ＝Ｍ'2）
ト・Jｂ
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よりなる結晶粒の全結晶粒中に占める割合は真空中の
ほうが高い．

（３）其空中では,長時間き製の発生期間中,バン
ド組織を綱成する転位ループの微細化が進行する．

（４）其空中では，ハシゴ状組織の形成が進行し，

重悶化したものや互いに交差したものが多く観察され

る．

（５）表面直下の下部組織は転位密度の高い領域と

低い領域からなり，真空中の試料では前者が長く後者

が短い．これは真空中における活発なすべり運動に関

に）Air(｣V＝｣Ｖ６）

（ｂ）VacuumUV＝Ｍ２）

図１０賦料表面近傍の下部組織



瓦空中疲労で形成された純鋼の転位組織 599

（６）ハシゴ状組織は,結晶学的なすべり方向が最

大せん断応力方向と一致する，バンド組織からなる結

晶粒中に形成されやすい．
2０
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図１１ハシゴ状組織の形成方向

（0.：ハシゴ状組織の形成方向と応力軸とのなす角，
Ⅳ：ハシゴ状組織の観察数）
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(12）

係していると思われる．

討論

る．また，図10(ｂ)の表面起伏の少なさについてご指

摘の点があると考えられるが,今回観察した賦料では

全部が表面起伏が少巷<，また微細な起伏があっても

それが転位組織と結びつくものか，あるいは鰯解研摩

による賦料表面の仕上げ状態を反映しているのか判別

で曽なかった．したがって,表面の起伏と転位組織お

よびすべり運動の難易との関連については今後の課題

と考える．

〔質問〕猪飼鏑〔神戸大学工学部〕

示唆に富む結鯰をいくつか得ておられる．

（１）ハシゴ状組IHIは(111)面上<丁01>方向に生ず

るとされている(付】)．図11では(111)面と応力軸と

の角度が示されていないが,結諭(６)は妥当なもの

か．

（２）転位組織とき製発生との関連はどのように考

えておられるのか，お示し下されば幸いである．

〔回答〕（１）図11のハシゴ状組織の全部につ

いて方位を鯛ぺたわけではないが,代表的ないくつか

については慰子線回折法により調べ，その結果を図

６，図７にも示した．この限りでは結鎗(６)は妥当と

考えるが,16J察した断面によって転位組織の形閣は変

化するので，ご指樹のように方位ばかりでなく結晶面

〔質問〕片桐一宗

〔大阪大学産業科学研究所〕

固執すべD帯の形成されるひずみ域では，ひずみ擾

幅(繰返し加工硬化が飽和していれば応力振幅)とハシ

ゴ状組４３１領域の体積率が－対一に対応するという単結

晶による実験結果と異なり繰返し数が１０けた増すの

に伴ってその体積分率が増加すること，バンド組織の

賦料表面直下部にふん囲気による差異がみられること

など興味ある知見が得られている．後者に関する著者

らの解釈とは異なり，バンド組織中では高転位密度領

域よりも低転位密度領域のほうが繰返し塑性ひずみが

大きいと考えられること．またバンド組織領域に比べ

てハシゴ状あるいはセル組織領域ではひずみが２けた

ほど大きいという報告などから，表面のすべり帯発達

のふん囲気による差異と関係する薗要な点はセル領域

が真空中で大きいという著者らの見出した事実かと思

われる．図10(ｂ)などに表面起伏がほとんど見られな

いこともこのような考えと符号するように思われる

が，この点いかがか．

〔回答〕いろいろご教示いただき厚くお礼申し上

げる．すべり線の様相と表面直下の転位組織との関連

について，バンド組織のみからの一方的考察になって

おり，ご指摘のようにすべり運動の容易なハシゴ状組
纐やセル組織の体積率からの検討が必要かと思われ

(付１）FInney1J.Ｍ・amdLaird,ＣＦｉｂｉｂ６．A曲り;,１３１（1975>’
３３９．．



600 其空中疲労で形成された純銅の転位組織

をも考慮した研究が必要であり，これについては今後

凛検肘しなければならない問題と考える．

（２）一般的に，金属材料の低サイクル疲労ではひ

ずみの不整合によりき製は主として粒界に発生するの

に対してⅢ高サイクル疲労ではすべり稚き裂が多く，

き製の発生とそれに続く第１段階のぎ製進展は結晶学

的であると考えられている．このような観点から高サ

イクル疲労においてはき裂の発生と疲労で形成される

転位組織とは密接な関連を有すると考える．


