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　　hUhe auth()rs｀previous study､ velocity changes of ultrasonic waves under simple and pure shear

states were studied both the()retically and experinlentally. The research work revealed the quite

diばerelu longjtudinal wave velocity changes between under the simple and pure shear states and also

djstinμuished longitudinal velocity change under the pure shear state、on the other hand transverse

wave velocity changes under simple and pure shear states showed almost the same change tendencies

similar to the texture development under both shear states. Therefore､to clear the different effects

due to plastic def()rmation on transverse and longitudinal waves velocity changes under simple and

pure shear states the microstructural changes of polycrystal solids were investigated via jnite

elcment p(jlycrystal nlodel (FEPM).The analyzed results suggested that thetransverse wave

velocity depends upon texture developments mainly､whereas the longitudinal wave velocity depends

heavi?y upon point defects induced by intersected cross slips among dislocations.The principal

object()f this paper is experimental veriticati()n of point defects dependence of the longitudinal wave

vel()city using a pure Aluminum single crysta1. As a result､ no point defeds occurring under single

slip stage was simulated by FEM analysis for crystal plasticity and experimental evidence of no

longitudinal wave velocity changes under same stage was shown. lt was confirmed that the longitudi-

nal waves velocity depends under the point defeds.

Key Words； Longitudinal Wave velocity、 lnterseded Cross Slip、Point Defects､ Pure Shear State、

　　　　　　　　Finite Element Polycrystal M()del、Single Crystal、 CrystalOrientation

　　　　　　　　　1.緒　　　言

　著者らは超音波非破壊材料評価法に関する一連の研

究において，塑性変形状態，すなわち塑性変形による

降伏曲面や集合組織の変化,微視的すべり帯に関連し

た局所変形などを評価する超音波非破壊材料評価法の

理論モデルを提案した．その後,数値解析結果と実験

結果との比較検討など一連の研究を通して提案の理論

モデルが妥当なものであることを報告した田~(5).ま

た，先の報悍6)で，それぞれねじりと等二軸引張一圧

縮による単純せん断と純粋せん断状態における超音波

縦波と横波の伝搬速度変化を理論的かつ実験的に検討
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した結果,縦波の伝搬速度変化が単純せん断と純粋せ

ん断による塑性変形下で大きく異なることが明らかに

なった．すなわち，単純せん断状態では縦波の伝搬速

度変化が生じないのに対し,純粋せん断状態では顕著

な伝搬速度変化が数値シミュレーションおよび実験で

観察された．一方,横波の二つのモードの伝搬速度変

化は，単純せん断と純粋せん断の両状態におけるほぼ

同様な集合組織の進展と同じくシミュレーション結果

も実験結果もともに両せん断状態において集合組織の

進展と同様にほぽ一致した変化傾向を示した．そこ

で,両せん断状態における縦波と横波の伝搬速度変化

に及ぼす塑性変形の異なった効果の要因を明らかにす

るため,有限要素多結晶モデル(FEPM)(7)による多結

晶体の微視的構造変化を前報(8)において検討した．

検討結果は,横波の伝搬速度は主に集合組織進展に依

存するのに対し,縦波の伝搬速度は転位の切り合いに

よって生じた点欠陥に強く依存することを示唆してい

た．

　本研究では，純アルミ単結晶を用いて縦波伝搬速度

39
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点欠陥への超音波縦波伝搬速度依存性に関する純アルミ単結晶による考察

　超音波縦波伝搬速度に関わる以上の予想は多結晶体

の場合についてであり，多結晶体においてはすべり変

形機構が複雑であるためその直接的検証は極めて困難

である．したがって，すべり変形機構がより単純であ

る単結晶により純粋せん断状態で点欠陥発生の確率が

低いと想定される単一すべり変形下での超音波縦波の

伝搬速度変化を測定することにより上記の予想の実験

的検証を試みる．そのために３章以降において単結晶

の純粋せん断状態における単一すべり変形機構につい

て検討を進める．

　　　　　3.FEPMによるすべり変形の

　　　　　　　　　　理論的検討

　結晶のすべり変形において転位が交差するすべり面

ですべって変形する際に転位の切り合いが生じる場合

があり，この切り合いの際にジョグが形成され点欠陥

が発生することが知られている．しかしながら,点欠陥

の発生を理論的に計算することは困難で,本研究にお

いては種々の結晶方位分布を有する多結晶体内の各結

晶粒内すべり量を解析できるFEPMを用いて転位間

の切り合いによる交差すべり量を計算し，その量に確

率的に比例するものとして点欠陥の発生量を推定する．

　ここでは,FEPM解析において各要素の初期結晶

方位をすべて同じ結晶方位にすることにより単結晶モ

デルとして転位間の切り合いによる交差すべりに関す

る量と結晶方位の影響について検討を試みる.

　3･1　転位間の切り合いによる交差すべりの解析

図１にFCCすべり系を示す．一つの結晶格子内に四

ｄ
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つの等価なすべり面と，一つのすべり面において３方

向のすべり方向が存在し，計12個のすべり系が存在

する.12個のすべり系の中の一つのすべり系に対し

て互いが切り合うように交差してすべりを生じる可能

性を有するすべり系が８個存在する．そこで，ある要

素z･の主すべり系のせん断ひずみ増分を戸とし，二

次すべり系の中で主すべり系と交差する可能性のある

すべり系のせん断ひずみ増分をだら＝1～8)とすれ

ば,それぞれのすべり量の積を全要素にわたって加算

した転位間の切り合いによる交差すべり量を7‾'で定

義し，次式で表す．

自尽戸川
（８）

ここでj祠よ要素数である．本研究では要素数を729

個とし，各要素の初期方位を同－にして単結晶モデル

とした．そして変形段階ごとに生じる，転位間の切り

合いによる交差すべりに関する量を式（８）により求め

る．なお，数値計算では材料をアルミニウムとし，材

料定数は加工硬化指数万＝0.25,塑性係数F＝

160 MPa, 縦弾性係数£＝62.4GPaおよび等方硬化

を仮定してTaylor因子訂＝3.07を用いた．また，

純粋せん断状態とするため境界条件は立方体の境界面
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点欠陥への超音波縦波伝搬速度依存性に関する アルミ単結晶による考察

Fig.6　Block diagram of biaxial combined loading

む‥

　　　　　　　回surface oi specjlefl

Fig.7　Crysta】orientation and surface of specimen

圈はフッ化水素水溶液により除去した.

　4･2　試験装置　　本実験において，純粋せん断状

態の実験には図５に示す二幅負荷試験機を使用した．

試験機の二幅荷重は独立に水平対向に設置された二対

のステッピングモータにより，各幅ごとに荷重，ある

いはひずみを同時に制御できる．本実験ではクリップ

ゲージによりjr幅とｙ幅の変位を測定し，純粋せん

断状態となるように,変位をステッピングモータで制

御し，試験片の中央において板厚方向に入射した５

ＭＨｚ超音波縦波の伝搬速度の変化をPEO（Pulse

Echo Overlap）法巾8）により計測した．図６に二幅負

荷装置と音速測定装置のブロック図を示す.

　4･3　単結晶試験片の負荷方法　　図７に示す結晶

方位を有する純アルミ単結晶試験片に図示した方位に

引張・圧縮荷重を負荷する．その際,せん断応力の方

　　　－　　　　一位は［111］と［110］を結ぶ辺上を移動する．その辺

の共役すべり面は，主すべり面と同じすべり面である

ため，塑性変形初期において活動すべり面が交差せず，

点欠陥が発生しないものと考えられる．
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Experinlental result of longitudinal wave veloc-

ity in pure Al single crystal under pure shear test
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Fig.9　Stress-straill re】ationsof pure Al single crystal

　　　　　underpure shear states

　4･4　実験結果と考察　　純アルミ単結晶を用いた

超音波縦波の伝搬速度の変化の実験結果を図８に示

す．変形初期(ａ)においては超音波縦波伝搬速度の変

化が見られなかった．これは単一すべりが発生し，転

位間の切り合いによる交差すべりの発生がなく，それ

に伴う点欠陥の発生がなかったためと考えられる．ま

た，変形中期(♭)においては，塑性変形の進展に伴い

縦波の伝搬速度が減少している．これは,加工硬化に

詔
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