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不均一変形が生じると共に]結晶粒内部方向に発達し

1．緒首

た帯状の領域にⅢＧＮ転位が高密度に堆積する（この

金属多結晶に塑性変形が生じると，通常，粒界にお

ようにＯＮ転位が堆積する構造を『ＧＮ転位帯』と呼

ける爽位の連続性を滴たすために．粒界近傍に不均一

んだ．）場合があることを既報⑪で述ぺた．このこと

変形が生じる共に『幾何学的に必要な転位』（ＧＮ転

から，金属多結晶に生じる不均一変形と０Ｎ転位の発

位：geomclricallyncccss幻dislocBtiom）(1)が鍵積する．

生，及び，ＯＮ転位の構造形成の原因が，必ずしも，

このことから，従来，多結晶に生じる不均一変形と

粒界を通して結晶粒相互に働く変形拘束だけとは限ら

０Ｎ職位の堆積の原因は，弾性異方性の効果(2)やすべ

ないことが明らかとなり，負荷条件，粒界面，自由表

り変形の異方性の効果によって，粒界を通して結晶粒

面騨，境界条件が結晶粒のすべり変形に及ぼす影響を

相互に働く変形拘束が主要なものと考えられてきた．

評価する必要性が示された．

著者等は，粒界を通して結晶粒相互に変形拘束が働

結晶粒に不均一変形が生じると，微視的な応力集中

かない条件，所8W，粒界におけるひずみの『適合条

が発生し,主応力方向が負荷方向から外れ，主すべり

件」(ｗ)を満足する対称双鰭品の引摂変形の結晶塑性

系，二次すべり系における実効的なSchmid因子の増

解析を行い，対称双結晶でも負荷の与え方によって，

減を招く⑤．また，０Ｎ伝位は，正負の不平衡性から，

●

●１

＄ｍ

Ｅ

正負が対になった転位よりも，応力の減衰が小さく，
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長笛囲に及ぶ内部応力場（背応力）を形成する、．従
って，『0Ｎ繼位帯』のように，鯖晶粒内の局所的な
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場合，後の変形挙動に極めて薗要な影瀞を及ぼすと考

ひずみ増分から計算される．ＳＳ雛位密度増分鰍》と

えられる．

'い'の関係は次式によって表される卿・

本報告では，対称双繕品の引張変形に伴う『ＧＮ転

坪-諾…………………………(，］

位帯』の構造形成に関して，これの評価方法と，後の
変形状態に及ぼす影轡を明らかにするために，初期結

ここで，ｃはＩのオーダの係数，５はバーガースペク

晶方位が異なる種々の対称双結晶の引張変形の結晶塑

トルの大きさ，Ｕ･)は運動転位の平均自由行程である.

性解析を行い，ＯＮ転位密度分布の変化に関して，検

結晶粒のすべり変形は，砿位の運動により生じるた

討した結果を述べる．

め，転位が通過した領域にはすべりが生じ，娠位が通

２．解析方法

過する前の領域には，まだ，すべりが生じていない.

従って，γ《")の空間勾配が生じている$i3所には，鰭位

2.1有限要素法による変形の解析すぺり系の活性

が存在していなければならないこれをＯＮ犠位と呼

化条件がSchmid則により与えられると仮定すると，

ぶ(1)．

活性化条件下における応力テンソル②とn番すべり

すべり面上におけるすべり方向をふすぺり方向に

系の臨界分解せん断応力DIq)の間に次式が成立する．

選直な方向を‘と表し，γ(｡)の空間勾配に関して，す

ｌｌｌ･Ioi＝,"l

べり方向成分を刃状転位密度成分ｎｌ５Ｉ４ｍ`，すべり方向

llrDbb-〃"’………………（’）

に選直な方向成分をらせん転位密度成分plRlh."とす

印･'一;{wｗｗＷ１

ると,０N転位密度のﾉﾙﾑllnWiは次式で表される

lIOl

》鮒鵬

ここで。ノW"はすべり面法線方向の単位ベクトルを
’1｡)，すぺり方向の単位ベクトルを叶鋤とする〃番す

一Ｉ言６

關耐洲一》

べり系におけるSchmidテンソルである．

ひずみ増分身は弾性成分輔と塑性成分輔の和から
次式で求められる．

………….．（６）

肉＝鮒+吋

射－５lb１屯………………………（２）
鋪=Ｚｱ(･)鼎卿’

２．３変形履歴の胖価方法変形履歴を受けた面心立
方品におけるすべり系の臨界分解せん断応力ひ｡》は，

■

修正BUlil餅Hi犀hのﾖdpDより表される．

ここで，雛は弾性コンブライアンス，ノ側)は塑性せ

，(叩-`b(ir)+f"5｡(－１『….………（７）

ん断ひずみ墹分である．

■■Ｉ

ひずみ硬化係数をＡＰＩとし，ひずみ硬化則が次式，

秋'=ＥＡＩ(■)'(､)…………･…………(3)
府

で表されると仮定すると，弾塑性構成式ｌｏ)は次式，

ここで，DOIま運動転位に対する変形履歴に依存しな
い抵抗値，αは0.1程度の数値，似は結晶のせん断弾
性係数，α南〕は相互作用行列側である．Ｑ(画)はすぺ
り系上に堆積した転位が他のすぺり系上の運動転位に
対して及ぼす障害の強度を表しており，同－すぺり系

鰯{熟･要(伽I-vwI1蝿………(４）

上の転位同士の相互作用強度を基準単位とした５種類

のパラメータ，Ｒ１，尺２，尺j，Ｒ9,,及び，Ｒ４で表すこ

で蜜される．ただし，〃，価は活動すべD系について

とができる．ここでは，等方硬化を仮定し，Ｒｏ＝脳＝

のみ和をとる．この弾塑性構成式をもとに有限要素法

R]＝Ｒｂ･＝Ｒ0回１．０１とした．この式は，連動転位と蓄

によりモデルの変形を解析する．

積転位間に働く（極めて複雑と考えられる）多体相互
作用を，蓄積転位が作る等方均質な『ＭＭの中を転位

２．２臆hb鹿宝の解析蜜形履歴を受けた材料内部に

存在する転位は『統計的に蓄積された転位』（ＳＳ転

が運動するという描像に単純化している．

位：statisticallysto画disloc811ons）とＯＮ伝位の二種

変形履歴を受けた材料のひずみの硬化係数ｌｂ`nRﾉは

類に大別され，これらの密度は変形の解析結果である

次式で表される．

－３２－
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"へ:鵠

１４５３

ユモデル

.（８）

解析モデルは，図ｌに示す対称双鰭品で一辺の長さ

式(5)，(8)における運励娠位の平均自由行程、")の
計算方法には，ＳＳ転位と０Ｎ転位が寄与する娠位密

ﾉが2001｣m，厚さＩがｌＯ１Ｌｍとなっている．粒界面は
モデル表面と､[交している．有限要素分創は８節点六

度依存型モデルmIxl2)を用いた．

面体要素で均一に行った．総要素数は3200である．

双鰭品の粒１，２が，各々，独立に変形したとき，

C●

ZPD＝

(９）

２．'１－１(ＲＩＦ'十''1ＦＩＩ

粒界面内方向のひずみ成分に差が生じる組み合わせで

ある場合，粒１，２が結合して変形すると鰭品位間に

■

このモデルは，連動転位が堆積転位の平均間隔の

４９．倍の距離を運動した後に停止するという描像に基づ

いている．ここでは，ｃ巾-13とした．砂呵は趣み行列

変形拘束が生じる．このような変形拘束の相互作用が

生じf良い条件を『適合条件』(])(4)と呼ぶ．なお，この
適合条件は園体力学における適合条件と意味が異なる
ことに注意を要するこの場合，次式で与えられる．

(lIx1z)で通勤転位と蓄稲艦位の相互作用を表しており，

獣-GW，Ｇ:１－塔Ｉ鍋'-ご陽（ＩＣ）

６種類のパラメータ’6℃，ｗ１，Ｗ２，Ｗ〕，ｗ3,,及び，ｗ４
で表すことができる．ここでは，自己すべり系と共面

ここで，戦，蝉'簿は,粒1,2が独立に褒形した時

すべり系に蓄積された転位が運動転位の捕捉に寄与し

に生じるひずみ（弾性ひずみ成分と塑性ひずみ成分の

ないと考え，ｗｏ=ｗ１－０，Ｗ2＝ｗコーＷｆ＝ｗｑ毎1.0とした．

和）成分であり‘右肩の添え字は結晶粒番号である．

寸法依存性を持つ０Ｎ転位密度がZ｡)に寄与するた

材料は仮想的な面心立方品金属とし，弾性異方性の

め，ＳＳ転位の蓄積（式(3)参照）に０Ｎ転位が関与し，

効果③による弾性不適合応力が生じないように，結鰯

臨界分解せん断応力，ひずみの硬化特性に寸法効果が

基準軸方位の弾性コンブライアンスは，リポ性異方性比

発生する（式(7)，（８）参照）．
Ｚ･４増分解析本解析は，変形の解析（2.1節），

2(SiI-Si2川がｌと熊る組み合わせSII-LOXlOIl，

転位密度の叶算（2.2節），すぺり系のひずみ硬化の

Sl2-O25xlOoI，Ｓ`4-2.,ｘ10.1$[mｺﾉN1とした．
［100]，［OlOhIOOllの単位ベクトルで構成される結

評価（2.3節）の三つの部分から構成されている．

晶座標系と材料座標系（x，ｙ，ｚ）の関係は，図２に

最初に弾性＝ンプライアンスと初期結晶方位から弾

性変形の構成式を決定し，境界条件に応じた降伏直前

示すＥｕler角（ｒｂａＯ）によって定後される．なお，
Euler角の定義の仕方は，何種類かあるので注意を要

までの弾性変形を解析する，次にSChmidHIから活動

する．Eulcr角により，材料座標系と結晶座楓系間の

すぺり系を遡択し，初期鯵位密度等からひずみの硬化

座槻変換行列は，次式で与えられる，

係数を決定し，柵成式を改訂し,すべり変形を解析す

|鰯}|鯛繍鰯:曇菫，
二搬窒Hi1:鰯Ⅲ》

る．変形の巡行に伴って，すべり系のひずみ硬化が生
じるため，構成式を動的に改訂する必蕊がある．この
非線形現象の解析のため，すべり系の活動開始と停止

毎に時闘ステップを区切って増分解析を行う．すなわ

ち｡ＳＳ転位密度，r'とON艦位密度ﾉﾙﾑI麻'1が。

次の時間ステップにおける榊成式を決定する内部状態
変数となっている．

ｙ

Ｚ

Ｌ’
、

Fig`２DcnnitiDnofEUlcfamgleS脇０８，．Ｊ

Fi31GcometIyandbound2Jyconditionfbr[hcmodeIs
empIoycdimhisstudy
…‐３３－
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平均引張りひずみ笏が0.0】船の段階における主す

粒Ｉの初期結晶方位は，表１に示す11通りの方位

ぺり系(IIT)1101】の０Ｎ転位の刃状転位密度成分

とし，粒２の初期結晶方位は，粒】をｙ軸周りに180゜

蝋鉛の分布を図３に示す．なお，このひずみ段階ま

回鱸させた方位とした．これらの方位は主すべり系

(ImIl0llに関して，綱-球切剥で,すべり方向

では，何れの場合も，主すべり系の単一すべりにより

ＤＰ句と負荷方向のなす角度αが４４゜～46.となる．こ

モデルが変形していることを砿隠している．ここでは，

の場合，主すべり系(11T)IlOl]のSchmld因子の値は，

初期結晶方位（角度ｄによる『ＧＮ転位帯』の相違

ほぼ0.5となり，微小変形下では，主すべり系の単一

を比較するために，ＯＮ転位密度の表示範囲を２３×

すべりにより，モデルの変形が進行する．

１０，～2.5×１０，１mF1に固定してある．
角度αが４５．の濁合（図３(0）］｡Ｎ鯵位が発生せ

ガ勘)=b１，曲)割であるので,粒1,2におけるSchmid

ず，角度αが４５．から外れた掲合，４５゜から低角度側

テンソル畔１，醗働１，聯)の値はｏとなり，粒１，

（図］(a)～(c)）０高角度側（図３(9)～(k)），何れの

２に生じる塑性ひずみ成分曙，砿，雛はｏとなる

鰯合も，モデル上面と粒界面の交点付近から，結晶粒

（式(2)参照）．また，粒２の方位は，粒ｌをyIIMI周り

内部方向に発達した帯状の領域に高密度に堆積する構
造！すなわちⅢrGN職位榊』を形成する．『ＯＮ転

に180.回転させた方位であるため，粒ｌと２で，

ｉｆ`ﾘと６１９`b)の符号が逆になるだけで,，ｻﾞ'と醗蝋'の

位帯』の密度と符号は，角度αに依存して結果が異な

値は等しく，噌順'の値は等しくなり，粒１，２に生じ

っており，角度αが４５．から離れるに従い０堆積する

る鴎が等しくなり，適合条件式('0)を滴足する．

初期転位密度p･はLOxlO,[m･iIで均一とした．
このモデル底面の全節点のｙ軸方向の変位を拘束し，
上面の全節点にｙ軸方向の一機な強制変位を熟し，平

転位密度が高く喉っていることがわかる．また，４５．

均引摂りひずみ易が1％になるまで引張づた.

逆に鞍っていることがわかる．

から低角度側（図３(8)～化)）と，高角度側（図３(8)

～(k)）で『0Ｎ転位椛』を形成する０Ｎ転位の符号が
４．２Schmidテンソルの値と『ＧＮ転位帯』の関係対

４．解析結果と考察

称双結晶モデルの上，底面に一様変位が生じるように

４．１初期結晶方位によるiGN伝位帯』の相違我々

境界条件を鵬した場合，変形後もモデル上，底面と粒

は既報側で，対称双結晶に強制変位による引張りを与

界面が直交関係を維持しなければならないため,主す

えた場合，適合条件を満足していてもⅢ不均一変形が

べり系のすべりによる粒１１２の形状変化がモデル上，

生じると共に，モデル上面（或いは，底面）と粒界面

底面と粒界面に拘束される．粒１，２の主すべり系の

の交点付近から，結晶粒内部方向に発逮した帯状の領
示した．この０Ｎ転位構造を『ＧＮ転位帯』と呼ぶ．

すべりに伴う塑性ひずみ増分鋪はSchmidテンソル
F1聯)の値に依存するため（式(2)参ＩＭＩ），拘束される
塑性ひずみ成分もﾊﾘ箙'の値に依存するIMI蝋'の値と

この場合，『ＧＮ転位帯』は，結晶粒の寸法やひずみ

符号は結晶方位に依存し，この場合，角度αが４５゜か

域に，０Ｎ砿位が高密度に堆積する場合があることを

の硬化特性に関わらず形成され，ほぼ完全な刃状転位

ら低fli度側と高角度側で，ハザlhiの符号が逆になるた

密度成分例lIH1Lにより檎成される(，)．本報告では，初

め（表Ｉ参照），角度αが４３゜から低角度側（図３（日）

期結晶方位（角度α）による『０Ｎ転位帯』の相違を

～(e)）と高角鰹側（図３(8)～(k)）で，『ＧＮ転位

述ぺると共に，これの評価方法を述べる

惰』を形成した(】Ｎ艤位の符号も逆になる．

TnbIClEulermglc（Ala』，BngIeb創噸emslipdirectionblMlandにngiIeloadin8directiom“componcntso｢sIipdircction

vcCOoFOF胸),sliPpIanonomlalvectorv(MIandvaluc･fSchmid化nsorRI，鯛),(1'蝿I=雌，鰯1-0.噸､i'=Bl；'､)=ﾉ3W１１=O）

i義i霧蕊
3４
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(日)Ave､藤dvalucordensilyofno『ｍ⑥｢gc⑥mctricllⅡynccessa『ydislocDIIol1sand(b)its５０噸dnJddevialionqPloⅡCd
ln8uinslSchmidtCnsoMh、

ＯＮ転位が発生しない場合（図３(D），主すべり系
転位が発生しない場合(図](D)，主すべり系わかる易の墹加に伴うｓの発展も,ljWwI1Iに依存

のlPlI11な゛サペリによる粒１，２の形状礎化に如何なる
Iなすぺりによる粒１，２の形状礎化に如何なるして顕著になることがわかる．ｓの発展は，局所的な

拘束も働いていないことを示している．この条件は粒
,働いていないことを示している．この条件は粒傾城に０Ｎ転位が堆稠していること，すなわち，ＯＮ

'’２の塑性せん断ひずみ増分`;がｏの時．すなわち，
Ｉ〕塑性せん断ひずみ増分`;がｏの時．すなわち，鱈位の構造形成を意味している．二の場合，『ＯＮ伝
Ｄ値が0（角度αが45．）の時に満たされる，位徽』を構成するＯＮ纏位密度が，SchmIdテンソル
RV蝿'の値が0（角度αが45．）の時に満たされる，

平均引弧りひずみzルが0.01％までの各ひずみ段階
リ引弧りひずみzルが0.01％までの各ひずみ段階の値で解価できることがわかった．

におけるRw剛の値とＯＮ転位密度ﾉﾙﾑ''’1ﾂ)|の全
rるRW剛の値とＯＮ転位密度ﾉﾙﾑ''’1ﾂ)|の全４．３『０N転位帯』とすべり系のひずみ硬化の関係
要紫での平均値ＷＩの関係を図４(‘）これの標箪
尋の平均値ＷＩの関係を図４(‘）これの標箪ＧＮ娠位は,正負が不平衡となった転位のため､二れ

憾遷ｓとの関係を図４(b)に示す．
『との関係を図４(b)に示す．が作る応力鯛は，正負が対になっている職位が作る応
ｌ:すべり系のIih-すべりによりモデルの変形が進行
トベリ系のIih-すべりによりモデルの変形が進行力場より，減衰が小さく，長範囲に及ぶの．また，す

している'Ⅱ'，ﾊﾞﾂ鋤'の絶対値lIRY`1の墹加に従って，
､る'Ⅱ'，ﾊﾞﾂ鋤'の絶対値lIRY`1の墹加に従って，くりが不均一に生じると,微視的な応力集中が生じ。

堆積する０Ｎ転位密度が，線形的に高くなっているこ
「るＯＮ転位密度が，線形的に高くなっているこ主応力軸が負荷方向から外れ，主すぺD系，二次すべ

とがわかる．乳の増加に伴うＯＮ転位密度の墹分も，
つかる．乳の増加に伴うＯＮ転位密度の墹分も，り系の臨界分解せん断応力の増減を招く⑥．ゆえにｆ

『ＯＮ転位帯』のように同符号のＯＮ転位が局所的な
lRFmllに依存して大きくなる二とがわかる
'１に依存して大きくなる二とがわかる
凹個鐘灯の鯖｡他佃愉)１１の翻力nに稚い鰹掘的に卜領域に高密度に堆積した堀｢合，極めて強い内部応力場
標蝋偏蓬sの値もl1RF徹'||の増加に従い,線形的に上

昇し，ＧＮ嘘位密度分布の不均一性が発風することが

－３５－

911

．､91,＝Djol9poluIB15血O1qsIII3u％｢051増u1Rn”l1su9m8mgAu

諏噸ｌＷｓｕｍｓ縞d1lsIOll】(１１１)ＷＢ【101】(11【)uDsuc脾oIs1pb1Is"DguﾊﾟⅡu麺⑨山函BJouuouJoKI15ugp(q)`O)ｐｍＢ１
江!ﾛH9sJugWso11兜IdJou⑪1lnqu鱒!P(町`(9)`uJa鱒［sd1ISﾊﾟIEuJ1JdslIIuos叩18molsIpKEUEsg”uAIWD1noum④3Jo副ugumdul“＿
AdaJos(P)Pu甘鋼p⑨(3)`suo1lB”Is1ppamlsﾊﾟl陣１１s1UmsJouD1mq1ms1pn1s⑬p(q)Tl!…』usllSo1UsBIdJouc11nq“!｡（日）９９８１Ｊ

ｌ《"洲⑨
１１綱(q）岬｡1,脚(別（四`〆(.）
・蔓…・目：ご｛ａ斡一

》『》》》》》

ｉ

一ｌｉｌＩ１ｉｌｌｉ－

『｛２…§…團

》》》》》》》

１１

０ＣＯ００ロロ

○篦。、園□。○目⑪］ローョ’“］

》》》詔酔》．｛

》ｌｌｉＪ０・’’－０．０１Ⅱ…ｆ１８ＰＩ８Ｆ６』

｛、”ⅣＭＨｍｍⅡ川哩［Ⅲ川町山凹『“》】函輻幽宕】四曲一』回】三回『》

認…！Ｉｌｊｉ》

竜一………

ｉ

》》》》》｜》》

~瀬簿－－

心６ＦＢ●ＩＤ

「

n曲Ⅸ

ｌ－－Ｔ
ｉＩ

ｉ１

Ｌ.．…－－▲

’

ｗＭ(は)

vＭｉｄ(q）

,qII;M1。(,）

蝋}ｄ(p）

貝喚一…・ョ…。（ａ

蕊一

０■０回９０、

碑岼郵岼螂》》

１

？６５００Ｉ句

ｒｉＩ‐－．１１鱒

》》

一一

戸ｉ…ｌ：Ｉ；△

》一

二印

ー｝

『一息…§…ゴ

ｉ

》》》》》》》

劃

ロ厨一…一・…扇一電一ａ》］

》》》》》一一

ｉ

・團………一冨愈｝

》》》》舜辨》

１

３ｉ庁、■０６

□瞬一。⑤農菖』ｇ望切一ヨ山一

》》》》』》癖

伝いいＨ峠咄叩同ⅡＭ閂卿幽国図図画四四■・

声１１’’１１１１協呼願い」

マル‐‐ｌｌｌ一

｛‐６℃一

１１１ｍ‐１刷轍》

国園＆ｎ号８『軌百“》ヨ

》》》》》》》

i'i1i i l

Ｉ

瀬鋤製．\I包否二・壁'W９軍議ﾄﾞﾘﾏご受４列)可↓製蝿溌
nI-4Ml室受↓1鉢｡I撒劇卑駒躯倒,｡'派マ豆＋瓢鉦忍

到平響１判１つ随ｦI誼鏑剰勤ｓＳマ荘十○蝋'y軒珊鰯
ロヰヰ・受評鞭孝寂畔⑦瓢淋銀謬曾↓l率I瓢秘平･澱

Ｉｆｉ１窯船１１，Ⅵ‘％１．０ＷL笹ﾂiビル、CO蕊lC臨太⑭ｲｲ

.受.lL璽團尋圏鱒碆鑛,壷}取平⑭醐羽

望壬の鉾マ｡しし:じわ麺場平勺狐銀考『蝋刈鋤Ｎ､』弊

,季１１１鮒ｺﾞ)顛鰹J1)鋤Ｎｏｎ警峯忌凸系]iI)､I'轡９`Ｖ

鵬''１

可iWi7iﾗﾗiniI菰匡ﾏ冠FKUrHi;777；IPT戸Ｉ.マ?l（ 瓢W1蝋 r，』小郷Ｎ1）？;|イヴＭ１形lf1rpliP黙Kr珊熈

対称以結1M'ﾘ)引強りに伴うGNlliji位の榊造形成とすべり系の周所的なひずみ硬化の関係

図５に)，(8)に示すように，主すべり系(IIT)IloⅡの

二次すべり系に生じた塑性せん断ひずみγ(,対)と／１噸）
の量を，主すぺり系に生じた塑性せん断ひずみγ(軸’

『ＧＮ転位帯』の檎造形成に起因して，二次すべり系

(111)I1oT1と(lT1)lIloIが『ＯＮ転位帯』近傍の極めて

（図５(日)）の戯と比較すると，Ｉﾉ1000～】/100温度と

局所的な傾城で活性化していることがわかる．なおⅢ
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總激な空間勾配が生じると共に，ＯＮ転位が堆積する．

せると共に，変形状態の不均一性を発展させることが

特に,llpll酸】||の堆1M1は顕著である(図5(h))．

わかった．

二次すべり系にＧＩq転位が堆積した領域では，転位

５．錆雷

相互作用により，運動転位の平均自由行程が短縮され

対称双結晶の引張変形の結晶塑性解析を行い，

るため（式(9)参照）,この領域では,主すべり系の

『ＧＮ転位帯』を形成するONm2i位密度とSChmjdテ

ＳＳ転位密度が急激に上昇し（式(5)参照），局所的な
主すべり系のひずみ硬化を発生させる（式(8)参照）．

このため，主すべり系の塑性せん断ひずみγ(，町とｓｓ
転位密度β１，ﾒｶ)の分布の様相が異なる（図５(a)，（b)）．

また,転位相互作用により，ｖ1,餌)－６F`Ｌｏにも関わ

ンソルの値との関係，『ＧＮ転位帯』が後の変形状態
に及ぼす影響について検肘した結果を以下に述べる．

(1)対称双結晶の引張りに伴う主すべり系における
『ＧＮ転位帯』は，主すべり系のすべりによる結
晶粒の形状喪化が（粒界や負荷条件など，境界条

らず，厚さ方向にもγ(，卿の空間勾配が生じ，らせん

件により）拘束されることにより生じ，『ＧＮ鱈

転位密度成分pIXll1wが発生する（図５(d)）．

位帯』に堆積するＯＮ転位密度の鼠は，拘束され

主すぺり系，二次すべり系の空間的配腫は結晶方位
に依存するため，活性化する二吹すべID系の種類や場

る塑性ひずみ増分を決定するSchmidテンソルの

所は，角度ａ（結晶方位）に依存して異なる（図６）．

値で評価できることがわかった．

(2)『０Ｎ転位帯』のように，０Ｎ転位が局所的な領

角度αが４６゜の場合，（ITI)IllOlが活性化しない

域に高密度に唯繭する０Ｎ鮨位構造を形成すると,

（γ('(MAlの最大値，最小値が共にＯ）ため（図６(9)），

二次すべり系が活性化する．なお，二次すべり系

主すべり系と二次すべり系(111)[ICT]のすべり変形に

に生じる塑性せん断ひずみは，主すべり系に生じ

よってのみ，モデルの変形が進行する．この結果，二

る塑性せん断ひずみの僅かⅥ000～1/100程度で

次すぺり系(1m)[lOTlに堆積する０Ｎ転位密度が高く

あるが，局所的な領域で生じているため，懲激な

なり（図６(e)），転位相互作用により,主すぺり系
に堆積するＳＳ転位密度（図６(b)），及び，ＯＮ転位

空間勾配が生じⅢ０Ｎ転位が高密度に堆積するこ

のらせん転位密度成分（図６〔｡)）も高密度に堆穣し，

とがわかった．

主すべり系のすべり変形の不均一性の発展が顕著にな

｡）主すぺり系の『0Ｎ転位帯』が高密度に形成され，
二次すべり系が活性化した以後の変形状態は，主

る．

すぺD系と二吹すべり系の転位相互作用により，

変形が進行した段階（平均引張りひずみ易=1％）

運動転位の平均自由行程が短縮し，ＳＳ転位が局

における角度cＹ（結晶方位）による変形状鯛の相違を

所的に堆積すると共に，主すぺり系の局所的なひ

図７，図８に示す．なお，０Ｎ転位密度の表示範囲は，

ずみ硬化を発生させ，変形の不均一性が急激に発

図５，図６の10倍にしてある．

展することがわかった．

主すぺり系の『ＧＮ転位帯』の構造形成に起因する
二次すべり系の活性化に伴う局所的なひずみ硬化の影
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