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一方向凝固させたAl-Cu共品合金の破壊様式と引張強度

糸村昌祐本 平敷兼貴* 村山哲朗“

Fractography and Tensile Strength of the 

U nidirectionally Solidified Al-Cu Eutectic Alloy 

Shosuke ITOMURA， Kenki HESHIKI. Tetsuro MURAYAMA 

Surnrnary 

To study the behavior of fracture of unidirectional solidified Al-

CuAl2 eutectic composites， the specimens with varying solidification rate， 

1 mmJhr-50 mmJhr， were prepared by means of Bridgman method. Most 

of all specimens showed well-regclated lamellar eutectic structure; i.e.， 

aluminum rich matrix and CuAl2 lamellae were parallel to the longitudinal 

direction of the specimen， with few exceptions，ιg.， banding structure， 

degenerate structure produced at the lower solidification rate. 

Tensile testing of these specimens revealed that the failure occured 

by a transverse cleavage of CuAl2 platelets and a shear fracture of the 

matrix between cracks on adjacent CuAl2 platelets. There are many 

cracks in the CuAl2 lamellae near the final fracture surface， but the 

distribution of platelet cracks was not uniform. The tensile strength of 

the specimen obtained was about 24 kgJmmぺ andthis actual strength 

showed good agreement with the Kelly-Tyson discontinuous-fiber compo-

site relations. 

1.緒輸

前事長1/において， 合金の相変態を一方向に進めるこ

とにより. i疑凶状態で共品の各相が整列する金属系後

合材料 (in-situcomposite)の一例として. Al-

Cu 共品合金をブリッジ7 ン法にて一方向凝固させ.

4疑問条件と組織およひ台室温における抗張力との関係を

報告ーした。

繊維強化彼合金属 (FRM:Fiber Reinforced 

受付:11978年 10月30臼
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Metal)の一種であるin-situcompositeの抗張力に

関する報告はいくつかあり:!)叫，その強度については.

組織中の強化相を一万戸，]にそろえてあることから，

FRP (Fiber Reinforced Plastic)と同様，マ トリッ

クスと 強化相と の体積比で決まるというKelly-Tyson刊

の理論に代表される出合則 (ruleof mixture) によ

る考え方が基縫とな っている。Kelly-Tysonの理論

では繊維の破断は， すべて同時におきる と仮定してい

るが， 厳密に言えば，すべての繊維が均質で，ある応
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カで同時に破断するという考え方には無理があり，繊

維の強きは統計的な分布を示すと考え る方が妥当であ

る。さらに現実の繊維強化複合金属の破壊様式を大別

すると， 1本の繊維の被壊力、復合体の破壊につながる

場合と ， 1本の織維の破壊がそこだけで、終って，別の

繊維が新たに破壊する場合とに分け られる:;)。再ij者の

場合は，最も弱L、繊維の強度が破壊に効〈 ζ とになり，

後者の場合は.繊維の破話題点が分散し.ある時点で外

力を支えられ立くなり 複合体が破壊する こととな る。

また繊維と?トリ ックスの性質が， ~単性体と翠i性体の

いずれであるかによっても，破壊様式は異なったも の

となっ てくる であろうし，繊維とマトリック スの界面

の結合強さも問題とな ってく る。このように考えると

笑際の綾合材料における強度および破壊の様式は.実

験によってしか明らかにできないということになる 。

本報告は.前報同様種々 の凝固速度で一方向凝固 させ

たAI-Cu共品合金について，光学顕微鏡による組織

観察と併せて.走1t型電子顕微鏡による破面観察を行

ない，その破綾様式について得られた結果を報告する。

2 .実験装置および方法

実験に用いた材料 (99.99%Al，電解銅入試験片形

状(l30X10X2mm)，一方向ィ疑固の万法はすべて前報

と同僚である。 一方向凝凶炉は前報の 2号j'ji，すなわ

ち入力に白金・白金ロジウム熱電対の起電力を用いて，

電子式温度制御器により 炉内最高溢度を制御するたて

咋Jニクロム線管状均zを用いた。実験袋置の概略を図 1

にiJ'す。本実験では炉体下部の水冷を行なわなかった

ところ，炉内最高温度 900
0Cに対し AI-Cu共品凝固

点 (548
0

C)での尚度勾配はが)32
0

C/cmて、あった。単結

晶炉用に作市1)された定速 (低迷)駆動装置を用いて，

I疑問速度を 1mm/ hr-10mm/ hrの聞を 1mmおきに 10

段階，15mm/ hr-50mm/ hrの聞を5mmおきに 8段階，

計18種笑験した。所定の位置から黒鉛容器に入ってい

る試験片を容能ごと降下させ，試料中央部30-60mmを

ー・方向凝国 させた後，急降下させて未凝固部分を急冷

させた。得られた試料の表面の光学顕微鏡写真を嶺影

し，インストロン引材料試験機にて.ひずみ速度 1mm 

/minで引張訟験を行い，走査型電チ顕微鏡で破面観

察を行った。

@ Asbesto 

Nichrome Wire 

Graphite Vessel 

Specimen 

Fig. 1 Rough sketch of experimental apparatus 

and temperature distribution in the furnace. 

3 .実験結果および考察

3.1 マク口組織および光学顕微鏡組織

凝lfil速度30mm/hrO)試料を. 10%水両変化ナトリウム

水溶液で腐食した7 ク口組織を図 2にな、す。実験土f法

の項て、述べたごとく， 試験円の中央部分のみをー方rilJ

t疑問させており，試料左1"1)は母材組織を不している。

一方向t疑問した部分は，はじめに小さな結晶粒が数

多く 品出するが，その中のいく つかが.隣接した結晶

粒を押えて成長し始め. ついには小数の結品粒のみが

凝固方向に向って成長している。図 2の試料てすま中央

音I1で3結晶となっていた。単結品 となるのが理想的で

あるが， 方向性凝固区聞が知か過ぎたためか， 全試料

とも試験片中央部で 2-5の複数結品組織となってい

た。試験片右側は急冷されたため組織が細か し一部

コロニ一組織も認められる。
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Solidification Direction 

(:饗鐙三二Iム露議欝難語
ド うk 4 

Unidirectional Solidified Rapid Cooled 

Fig. 2 Macro structure of the specimen， solidification rate 30mm/hr 

X 150 

Fig. 3 Microstructure of the specimen， 

solidification rate 1 mm/hr 
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図3にJ疑問速度 1mm/ hr，図 4に凝固速度 3mm/ hr， 

図5に凝固速度50mm/hrの場合の急冷界面および，急、

冷界面から 10mm手前の試料表面における光学顕微鏡組

織を示す。組織写真は，鍛影位置での結品の数に対応

させてある。今回の実験で得られた試料は，大部分が

写真に示すようなラメラ一組織となり，ごく一部には

図6に示す層状組織のくずれたデイジェネリト組織も

認められた。いずれの試料も数個の結晶からなってお

り，共品層の成長方向および試料表面と共品層とのな

す角度の違いによって 1つの試料中に種々の組織を

呈している。 組織写真の白色部はCuをわずかに固浴

した Al相，黒色部は腐食されたCuA12相て・ある。急冷

界商はそのほとんどが平滑界面であり.冷却速度が急

変したため，結晶相との関係が不連続て・コ ロニ一組織

が現われたり ，層状組織が急に細かくなっている。前

報では温度勾配(G)と凝固速度(R)との比G/Rが，

77.6 (.C・hr/cm')以上では，コロニ一組織のない層状

共品組織となっていたが，今回の実験では凝固速度50

mm/ hrの場合でも (G/R=6.4.C・hr/cff(2)コロニー組

織は認められなかった。この原因としては試料の純度

が考えられる。すなわち笑験用素材溶解のための原料

は同ーの純Alと電解銅を用いているが，溶解過程途

中における不純物浪人により ，前報における試料純度

が若干低下していたのではないかと考えられる。詳細

に検討するためには x線アイク ロアナライザーに よ

る微小部分の分析等が必要である。三浦61らが行った

AI-Cu共品合金の実験では，温度勾配40.C/cm，I疑聞

速度 5mm/ hr -35 mm/hrの範囲 (G/R=1l.4-40)で

コロニ一組織の発生を認めているが，その場合の母材

には公称、品位99.9%のアルミニウムおよび99.9%鍋を

用いており，コロニ一組織発生範囲は，前報の場合と

ほぼ一致していることも，今回の試料が前報より純度

が高かったことを示していると考えてよかろう。

3.2 走査型官電子顕微鏡による破面観察

インストロン型材料試験機にて抗張力試験を行なっ

た試料(凝固速度 2mm/ hr )の破面の走査型電子顕微

鏡写真を図 7に示す。写真は破面中央部を3C倍， 200 

倍で搬影したものであ るが，層状組織となっている様

子が明瞭である。この試料は，表面組織の光学顕微鏡

による観察から， 4つの結品の集合体となっているこ

とが判るが，破函写真においても各結晶の層の向きが

異なっていることが判る。写真を見ると破面が，白色

X150 

Fig. 6 Degenerate structure observed in the 

specimen， solidification rate 5 mm/hr 

部と黒色部に分けられている。 CuAI2相は金属開化合

物であり，強化相の役割を果すがもろく ，Al 相はや

わらかく延性に富むので，高倍率で組織を観察すると，

図8のように破断していることがうかがえる。したが

って白色に見え る相は AI相， 黒っぽく見える相は

CuAI2相となる。AI;相は破断する段階で断面が収縮

してから破断し，強化相である CuAl2相は荷量方向と

ほぼ垂直に，脆性的に破断しているこ とがわかる。

不連続繊維複合金属における強化機構は.強化相の

強度がマトリ γ クスに伝達されるのに十分な長さの強

化相を有するとき，マトリックスの変形を強化相が拘

束すること，すなわちマトリ ックスと 強化相界商聞の

結合力が十分高いとすると ，Kelly -Tysonによ って

次のように解析されている 4151。円柱の中に l本の円

形の短繊維をおいたモデルを用い，繊維両端からの応

力伝達は無視し，繊維への応力伝達はすべて界面のせ

ん断応力によるとする。またマトリ ック スは塑性体で.

繊維より早〈塑性変形し (大部分のFRMはこの場合

に相当する )その結果十分長い繊維ではその両端部の

ある長さ (繊維の強度が有効に複合体の強度に作用す

る限界・臨界長さ lc，の半分)では一定のせん断応力

fmを示すと仮定する。そうすると繊維内の引張応力。f

の大きさの長手方向の分布状態は，図9の下図のE直線

のようになる。 σfが繊維の引張強さ め叫こ達したとき，

複合体の破壊が起こるとすると.繊維中の平均引張応

力aAi，1を繊維長さ， 1 cを臨界長きとして
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Fig. 7 Scanning electron micrographs of fracture surface for 

solidification rate 2 mm/hr specimen， magnification: upper 

X 30， middle and lower X 200 
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。:CuAl， 

Fig. 8 Model for fracture section of 

lamellar eutectic structure. 

↑
↑
↑
↑
↑
 

Fiber 一一一一一

1 c/ 2 Ic/2 

Fig. 9 Stress distribution of fiber-matrix 

interface， fm and of fiber， d/ by 

Kelly and Tyson 

ð/= σ~u (1-lc/2ll 

となるから，似合体の引張強さを σcuとすると，

σcu= σ~u • V / ( 1 -[ c/ 21) +σm' Vm 

が与えられる。ここて'-V/， V m はそれぞれ繊維とマト

リックスの体鮫Z宇て。V'"ニ 1-V/であり， σmは繊維が

破断するときの7 トリ ックスの応力である。以上は応

力が繊維に平行に加えられた場合であるが，繊維軸と

応力方向が，角度世だけ傾いている場合には，次のよ

うな三つの量を考える必要がある il。すなわち(1)繊維

が破壊することにより，複合材料が破壊する場合に必

要なヲ|張応力は，前述のσcuを用いて

σ=σ"cu' sec'rt 

(2)繊維に平行な面で，繊維の方向へマト 1)."/クスがせ

7 

ん断することによ って複合材料が破援する場合は

σ= 2 fu • cosec 2世

fuはせん断によるマトリ ックスの般壊応力である。(3)

繊維を横切ってマト 1)."クスの塑性変形によって起る

破壊.すなわち引張における繊維とマトリ γクスの界

面の破填によ リ複合材料カ、破壊する場合は，

σ=σu' cosec2rt 

のは面ひずみでの?トリックスの最大引張応力である。

JacksonとCratchleyHI によって1Tわれた，アル ミ

ニウムのマトリ ックス中に整列した石英繊維を含む被

合材料についての実iJIII値，および 上記 3つの式の環論

予測値を総合すると，繊維軸と負荷されたヲ|張応力の

方向とのなす角が小さいほど，上記(1)の形態で倣壊が

起り，強化相の効果が大きし角度が大き くなるにつ

れて， (2)， (3)と11闘に移行して強化相の効果が減少する。

ある一定の角度より大きし強化相の効果が低下し(2)

の場合の破壊様式となる臨界角度は，上記Jacksonと

Cratchleyの実験では約3.5・であった。本実験の

CuAl，相は板状共品組織ではあるが，上記の理日命を拡

張適用する 。 ~度面の走資引電子顕微鏡による観察から

は.全凝固速度範凶において，大部分の試料が層状組

織をなし， CuAl，相の彼断面が，はLJ:"荷重軸に対し』下

直であった。表面組織の光学顕微鏡に よる観察および

走査型電子顕微鏡による低倍率の破面観察から，層状

共品の試料表面 (光学顕微鏡観察面)に対する ri'Jきは，

緩々の角度をと っているが，荷重軸方向に対する

CuAl，相の角度は.前記の理論と破面の高f古率走査究'1

電子顕微鏡観察から， 比較的小さい角度内，すなわち，

はほ荷重軸方向に平行に近し したがって般商の破壊

様式も前記(1)の繊維が破壊する ことにより.供試体全

体が破壊する場合に相当する。

なお Kelly-Tysonの理論において繊維の長さが臨

界長さよりも小さければ，繊維中の平均応力は急激に

小さ くなり ，複合体の強化に効果がない。このとき繊

維中の引張応力は，その引張強さ に達し主いので，マ

トリソクスで破壊する。図10はそのような例として，

凝固速度 2mm/ hrの場合に試料に現われたバンド状組

織部で破断した状態を示している。一方向凝固におけ

るバンド状組織の形成については， Fe-C共品川101

Al-Cu共品111，Cu-Ni一Mg共品111等いくつか報告

されている。その生成機構については過冷低減という
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し Banding

Optical 
rnicrograph 

X 150 

SEM X30 

SEM X1000 

Fig. 10 Optical rnicrograph of banding structure and SEM of 

fracture surface at the banding， solidification rate of 

the specirnen 2 mm/hr 
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概念を用いた大野の説明131があるが，組成的過冷によ ともわかる。共品層の乱れ，複雑な破面，共品層界面

っておこ ると考えるのは疑わしいとする考え1剖もあり， 間でのクラ ック発生等を考えると，閲11の観察部分で

温度変動，機械的振動等も考えられ定説はないようで は，共品層の成長方向と荷重方向と が多少傾いている

ある。いずれにしてもこのような強化相の不連続部が であろうと推測される。整列した層状組織の試料でも

試料横断蘭にできれば，当然強度的にはその位置が一 同様の微細クラ yクが観察され，CuAl，相のみの微細

番弱くなるわけで， ~底面の様相は図 7 の整列した層状 クラック，あるいはCuAl，相にはきまれた 7 トリッ

組織の破面とは著しく臭っている。 クス部分まで亀裂が進展している試料も多数あった。

きて，強化相が先に破壊し，ついて。7 トリ ックスが 図12は図 7と同じ部分の1000倍の走査型電子顕微鏡

破壊して複合体全体の破壊にいたる前記.(1)の破壊形態 写真であるが，中央部CuAl，相内に縦に クラ ックが入

において，一本の繊維の破壊が複合体全体の破壊につ っている。これは試料内に潜在的にできているもので

ながる場合と，一個所の破壊はそれだけに終り，別の はなく ，引張試験によってできたものと考えられる。

個所での破壊が起り ，これらの破断点の累積により最 CuAl，相の破断面は平面的で，いわゆる脆性破函を

終的に全体が破壊する場合の 2通りが考えられる。 呈しており，荷重方向と CuAl，相の成長方向とは先に

図11はこの観点から凝固速度 6mm/ hrの試料の破断 述べたごとしほとんど平行と考えられることから，

部近くの表面を，走査型電子顕微鏡で撮影したもので 引張試験においてCuAl，相内に荷重方向と平行な縦割l

ある。走査型電子顕微鏡写真では，光学顕微鏡写真と れクラ ックが入ることは，前述の繊維強化複合材料の

異なり，表面部写真の明るい部分がCuAl，相て府ある。 破壊機構からは考えられない。一方向凝固させたAト

層状組織の多少くずれたディジェネリト組織のため Ct供品合金の成長方向と平行に圧縮荷重を加えた場合l日

乱れた複雑な破面状態を示しており，破面近くの 同じく層状成長方向に垂直に荷重をかけた引張試験

CuAl，相に荷量と垂直の方向に，微細なクラ ックが多 (CuAl，板の側面方向への引張) 1日においては，低応

数認められる。表面中央部を詳細に観察すると， CuAl， カで簡単に CuAl，相内にへき開が起り，後者の報告で

相と 7 トリ ックスとの界面にクラ yクが入っているこ は0.08%という非常に小さいひずみで，界爾には何の

X200 

Fig. 11 SEM micrograph illustrating microcracks in the CuAl， 
phase near the final fracture surace. 
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圃園田明掴・・

X1000 

Fig. 12 SEM micrograph illustrating midplane cleavage of CuAl， 
platelets in the tensile testing of the specimen solidified 

at solidification rate 2 mm/hr. 

変化もなし CuAl，相内にへき聞が起ったことが報告

されている。これらのことから，CuAl，相は長手方向

に対する引張強度は強いが，厚さ方向への引張り(へ

き開)には非常に弱<，異方性が大であることがわか

る。本実験に用いた試料は，いずれも組織の成長方向

は荷重方向とほぼ平行と考えられることは先に述べた

が，単結晶ではなく数個の結晶体の集まりであり，個

々の結晶が荷重士制日と共にひずんでいく過程で，隣接

する結晶により変形が拘束され，結晶に 3軸応力が発

生したのではないかと考えられる。さらに本来強化相

はだJ一強度を有するのが理想的で、あるが.現実にはバ

ラツキがあるのが一般的であり，強化本日間隔，強化相

長さ，分布状態，強度のバラツキ，応力のかかり具合

等が複雑にからみあって， CuAl，相内に縦割れクラッ

クが生じたと考えられる。この縦割れクラックは.と

の試料の破断面でも認められた。図13に縦割れクラッ

ク面の走査型電子顕微鏡写真を示す。凝固速度 4mm/ 

hrの試料であ ったが，図中に示すような形態で階段

状に破断しクラック面が露出した。写真からわかるよ

うに典型的な脆性破面を呈しており，お上部には荷重

方向と垂直方向のクラックも見られる。

3.3 引張強さ

図14'こ抗日長カと凝固i邸主との関係を示す。 前報では

凝固速度6mm/hr -109mm/ hr附で実験を行い， I疑問速

度と強度とがほぼ比例する結果を得たが，今回の笑験

では，低速城で組織の乱れにより極端に低い抗張力を

示した試料もあるが， 20kg/mm' -30kg/mm'の値を示し

平均すると図中に示すように24kg/mm'の値を得た。バ

ンド状組織やディジェネリト組織の部分から似断した

低迷凝固域の低強度値は前報の値とほぼー欽している。

今回用いた実験試料が全体として層状共品の事長手11がよ

く，コロニ一組織も現われていないことから，本実験

の範囲内では， (疑問速度の低下による共品層間隔の開

きにもかかわらず(凝固速度 1mm/ hrのとき平均12.5

1ffi1) CuAl，相の強化が有効であったことがうかがわ

れる。先に，不連続繊維による強化の場合のKelly-

Tyson の式を示したが，一方向連続繊科iにより強化

される場合のKelly-Tysonの式

σcu= σ~" Vf+σmVm 

を用いて(各記号の意味は前述の式と同一)絞合材の

号|張強度を求めてみる。Vf，VmはAI-Cu共品の状

態図 li!よりそれぞれ0.475，0.525とし， σ'fu，σmをそ
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X30 

Midplane cleavage 
surface 

円 1/

Fracture shape 
of the specimen 

-X 1000 

Fig. 13 SEM micrographs of midplane cleavage of CuAl， phase 
showing typical brittle fracture surface. 

11 
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れぞれ56kg/mm'.8 kg/mm21同とすると， σ'cu=30.8kg/mm2 るが，成長方li'Jは全体としてィ疑問万IIlJとほば、r行にな

を得る。この計算他は測定値の最高値にほぼー欽し. っている。

，'IWj仙より 25%払『市'j，、。光学顕微鏡組織の項で述べた 3 ) 強化相である CuAl，相|にその成長}jlujと平行

ごとし実際には CuAl，相は }jli'J性凝固させた個所の にm長荷重を加えると，成長ブil[，jにほ 1{1なrft]内で先に

初めから終りまで必ずしも連続ではなし繊維長さを CuAl，相が破断し，次いでマ ト1)'/クスのIi庄凶r.供試

考慮した係数を，強化相の強度に乗ずる必要がある。 体の破壊に到るが，破断部i!i:f去のCuAl，科iにも償断す

この場合実捌11値20kg/mm'-30kg/mm'に対し，臨界長さ る微細クラ y クが認められ，強化相の~t由航岐により

んと繊維長引の 2倍との比Ic/21は， flぽ Oから0.4 複合体が破断することがわかる。

の問に主る。走宣別電子顕微鏡写真の項て、述べた，強 4) Al?トリ y クス相と CuAl，キ11の界ifliの結合

化本tJの累積破壊による試料の破I哀を考えれば，平均よ は， CuAl，杭lの破壊応力と I百l等か，それ以上ていあ り.

り ~~j t..、強化相が綾合休の破峻に強〈関係することにな 破断は通常CuAl，科!の切断によっておこるか，組織の目L

K 本実験で得られた，一方向凝固AI-Cu共品合金 れがある場合には，その場所でマトリ ソクスの似壊に

の引張強度は，Kelly -Tysonの泌合員1I環論 とよ くー より供試体が破断する 。

致していると言える。 5) CuAl，相がへき開破壊に刈 して似し、ことを刀、

す縦割れがみられた。

4 総括

AI-Cu共品合金の板状素材を緑々の凝固速度で一

方li'J凝固させ.光学顕微鋭組織，走資ヰリ電子顕微鏡観

祭.抗張力を謝べ， Kelly-Tyson の ìl~合則理論と対

応させて検討した結果.，次のような結論を得た。

1 ) 低速械で一部試料にパント状組織やデイジエ

ネリト組織が現われたが，全体として 1mm/ hr -50mm 

/ hrのィ疑問速度範囲内で層状の整列した組織を得た。

2 ) 方向性J疑問区間内では単結晶は得られず.す

べて 2- 5 j例の結品から成る組織が得られ，各結晶内

でのCuA12相の面LJ:隣接結晶き繰々の角度をなしてい

6 ) 供試材{ム全itl:回範捌にわた って20kg/mm2-

30kg/mm' (平均24kg/mm2 )のおrt~t三 力 をノj 、 L ， Kellyー

Tyson の似合~ll理論とよ くー飲した 。

本研究をまとめるにあたり.東北大''f:1'，1干教校十"Hj

日比康先生の，第19刷日本金属学会賞交賞記念講減(U!.{ 

和49年 4月 2L1， T菜料之、'1'1'， 日本大"[:'U8U>γ日1;)

および文献 5)を参巧にさせていただいたことを記し

て謝立を表すると:lUこ.実験に協力 していただいた，

Lil 洲特j消 j~:j iJ:洲 Illí!i fìの I~'I 君にト&，~Iの，G を Ä します。
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