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In the authors' previous studies, the dependence of ultrasonic wave velocity on the micro-
structural properties of solid materials under plastic deformation was investigated both theoretically 
and experimentally. From the results obtained , it has been found that the changes of longitudinal 
wave velocity under simple and pure shear states are quite different, on the other hand transverse 
wave velocity changes under both shear states are almost same. These results suggest clearly that 
the propagating character of ultrasonic waves is dependent upon the interaction between the 

propagating mode of ultrasonic waves and micro-structural material changes induced by damages 
due to plastic deformation. In this paper, therefore, to identify the dependence of longitudinal wave 
velocity on the point defect, the longitudinal wave velocity propagating in a pure Aluminum single 
crystal under the pure shear plastic deformation is examined for several combinations of crystal 
orientations and shear slip directions which are determined by the difference of the amount of point 
defect calculated by the finite element polycrystal model (FEPM) .
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1. 緒 言

著者 らは,超 音波非破壊材料評価法 の定式化 に関 す

る一連 の研究 において,塑 性損傷 による材料 の微視組

織変化 を超音波の伝搬速度変化か ら推定す る試みを進

めている(1)～(6).その定式化 においては,超 音波伝搬速

度 は物理 的非 線形性効 果,い わ ゆ る応力 依存性効 果

(音弾性効果)と幾何学的非線形性効果,お よび変形誘

起異方性 による効果 とに密接 な関係 を有す ることを明

らか にしている.な お,超 音波 は弾 性波 であ るゆ え,

この場合の変形誘起異 方性 とは,例 えば集合組織 形成

な どの塑性変形 による弾性力学特性変化 を意味す る.

さて,せ ん断変形状 態においては,塑 性変形 に伴 う

超音波縦波の伝搬速度変化 は変形誘起異方性 のみに依

存 するため,塑 性損傷に伴 う材料 の微視組織変化 と超

音波 の伝搬速度変化 との相関 を調 べ るには好都 合で,

前報(6)において,応 力お よびひずみ状態 は同 じであ る

が ス ピン状態が異 な る単純せ ん断 と純粋せ ん断状 態

(それ ぞれ,ね じ りと等二軸引張一圧縮変形状 態)の そ

れ ぞれにおける,超 音波伝搬速度 と塑性 損傷 に よる材

料 の微視 組織 との関連性 につ いて検討 した.す なわ

ち,単 軸 引張試験 であらか じめ決定 した材料定数 を用

いて,単 純せん断および純粋 せん断状態 の塑性変形下

における超音波縦波 と横波の伝搬速度の数値 シミュレ

ー ションを行い,超 音波横波 の伝搬速度 は両せ ん断状

態 においてほ とん ど一致する こと,し か しなが ら,超

音波縦波の伝搬速度 に関 しては,単 純せ ん断状態 にお

いては塑性変形 の進展に よって も変化 が生 じず,一 方

純粋せ ん断状態 においては塑性変形 の進展 に伴 い,超

音 波縦波 の伝搬速 度が変化 する結果が得 られ た.ま

た,こ の ような超音波横波お よび縦波の塑性変形 によ
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る伝搬速度変化 に関す る数値 シ ミュレーション結果の

検証 のために,多 結晶アル ミニウム合金 を用 いた実験

を行い,そ の妥当性 を検証 した.

次いで,上 記の単純せ ん断お よび純粋 せん断状態 に

おける,超 音波横波および縦波の伝 搬速度特性 に関わ

る材料微視組織の要因について考察す るた めに,有 限

要素多結晶モデル(7)(FEPM: Finite Element Poly-

crystal Model)を 用い,両 せ ん断状態 において塑性 変

形 の進展 に伴い材料 に生 じるそれぞれの微視組織構造

変化 を解析 し,そ の相違点 についての検討 を試 みた.

その結果,単 純せん断 と純粋せ ん断状態 にお ける集

合組織 の進展は面内,面 外 ともに,両 状 態において塑

性ひずみが中程度 まではほぼ同 じ発達 を示 してお り,

したがって超音波横波の伝搬速度変化が単純せん断 と

純粋せん断の両状態 にお いて,数 値 シ ミュレーシ ョン

結果 および実験結果が ともにほぼ一 致 してい るのは,

超音波横波 の伝搬速度が集合組織 と密接な関係 にある

ことが背景 としてあ るとの結論が得 られた(8)(9).

一方
,単 純せ ん断 と純粋せ ん断状態 にお ける超音 波

縦波伝搬速度変化の相違 に関 しては,単 純せん断状 態

に比較 して純粋せん断状態 においては,ス ピンが拘束

されることによ りすべ り変形 において多重すべ りが生

じやす く,そ の際に転位問の切合 いによる点欠陥発生

の割合が増加 す るの ではないか と考 えた.し たが っ

て,こ の推定 を確 かめるために有 限要素多結晶 モデル

において,主 すべ り系 とそれに交差 する二次す べ り系

のそれぞれのせん断ひずみ増分の積 を算定 し,単 純せ

ん断 と純粋せん断状態 にお けるその比較 を試みた とこ

ろ,純 粋せ ん断状態において は多重すべ りに よる転位

間の切合 い と,そ れによる点欠陥発生の確率 が非常 に

高 いこ とが予想 された(8).ま た,同 様 の数値 シ ミュレ

ーションを単結晶の純粋せん断状態の場合 について行

った結果 では,特 定の結晶方位 においては,純 粋 せん

断状態で も塑性変形初期 に単一すべ りにより転位間の

切合 いが生 じず,点 欠陥の発生が抑 えられた こ と,し

たが って,超 音波縦波の伝搬速度が変化 しないで あろ

うことが予想された.そ こで,以 上 の推定 を実験的 に

検証 するため,純 アル ミニウム単結晶 を用 いて純粋せ

ん断状態 における塑性変形下での超音波縦波の伝搬速

度測定 を試みた.そ の結果,純 粋せ ん断変形状態 にお

いて も,塑 性変形初期の単一 すべ り状態 では塑性変形

の進展にかかわ らず,超 音波縦波 の伝搬速度 が変化 し

ない ことを実験的に検証 し(10),塑性変形状態 における

超音波縦波 の伝搬速度が,点 欠陥 と密接 に関連 してい

ることを明 らか にした.

本研究 において は,前 報(10)での単一すべ り状態 に

おける超音波縦波伝搬速度が,塑 性変形 の進展 に伴 っ

ても変化が生 じないことの実験的検証 か らさらに一歩

進 めて,多 重すべ りによる転位 の切合 いで生 じる点欠

陥の量 と,超 音波縦波 の伝搬速度変化 との相 関の検証

を目的 としている.す なわち,種 々の結晶方位 を有 す

る単結 晶での点欠陥発生量 をFEPMで シ ミュレー シ

ョンし,そ の中か ら点欠陥発生量の異 なる結晶方位 を

選択 することで,そ の結晶方位 を持っ単結晶純アル ミ

での超音波縦波伝搬速度測定 に より,塑 性変形 による

点欠陥発生量 と超音波縦波伝搬速度 との相関の実験的

検証 を試 みる.

2. 塑性損傷超音波伝搬速度の

数理論モデル

著 者 らの一 人 は,塑 性 変 形 下 に お ける材 料 の力 学 的

挙 動 に関 して数 理論 モ デル を提 案 し,そ の モ デ ル に 基

づ き塑 性 損 傷 超 音 波 伝 搬 速 度 の 定 式 化 を試 み て い

る(1)(2)(4).提案 の 数 理 論 モ デ ル に お い て は,塑 性 変 形

に よ る 弾 性 力 学 特 性 の 損 傷(弾 塑 性 カ ップ リ ン グ 効

果:dcij)を 考 慮 し,Il'iushinの 指 摘(11)に あ る よ う に塑

性 ひ ず み増 分 露 が そ の損 傷 分 だ け降 伏 曲面 の 垂 直 則

か ら の ず れ を 生 じ る も の と し,塑 性 構 成 方 程 式 を前

報(12)で 定 義 した.

そ こで,せ ん 断 ひ ず み状 態 を想 定 し,x1-x2平 面 内

のせ ん断 変 形 を考 えれ ば,σ1=-σ2,σ3=0,εe3=εp3=0

とな る.し た が っ て超 音 波 縦 波 を 為 方 向 に入 射 した

場 合,そ の伝 搬 速 度VLは 式(1)と な る.

(1)

ρ0:未変形状態における密度

VL:縦 波伝搬速度

G,λ:Lameの 定数

上式において 脇 は弾塑性 カ ップ リング効果か ら導 出

された垂直塑 性ひず みに依存 す る項(12)で,単純 せ ん

断状態においてはすべて零であ り,し たが って単純せ

ん断状態 での塑性変形下 において,超 音波縦波 の伝搬

速度 は塑性変形の進展 によって も変化 しないことが理

論的 に予測 され,実 験的 にも検証 されてい る(6).また,

純粋せ ん断状態で は 万、は零 に はならず,超 音波縦波

の伝搬速度 が塑性変形 とともに変化す ることを実験的

に検証 した(6).

3章 において,益 に密接に関連す ることが推定 され

る転位 問の切合 い量 のFEPMに よる算定 方法 につい

て論述す る.
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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 の切合いが生 じる場合

が あ り,こ の切合いの際 にジョグが形成 され点 欠陥が

発生す る ということは前報(10)でも述べ た.本 研究 で

は,点 欠 陥 の影響 を調 べ るた め にFEPMを 用 い て,

点欠陥量 に確率的に比例する と考 えられる転位 間の切

合いによる交差 すべ り量を算出す る.

3・1 転位間の切合いによる交差 すべ りの解析

FCC結 晶構造 においては一つの結 晶格子 内に12個 の

すべ り系が存在 し,一 つのすべ り系に対 して,互 いが

切合 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,FEPMに お ける

ある要素iの 主 すべ り系 のせ ん断 ひず み増分 をrpi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rsi(s=1～8)と

す る.そ して,そ れぞれのひずみ増分 の積 を全要素 に

わたって加算 した もの を,転 位 問の切合 いによる交差

すべ り量 Γ で定義 し,式(2)で 表す.

(2)

n:要 素数

Γav.:一要素当た りに平均化 した転位間の切合いに

よる交差すべ り量

なお,単 結晶の場 合にお いては結晶内部 をよ り細 か く

分割 し,詳 細 に解析 できるようにしてい る.本 研究 で

は要素数 を729個 とし,各 要素 の初期結晶方位 を同一

にして単結晶モデル とした.そ して,変 形段階 ご とに

生 じる転位間の切合いによる交差すべ り量 を式(2)に

より求 める.な お,数 値計算 では材料 を純 アル ミニ ウ

ム とし,材 料定数 は加工硬化指数N=0 .25,塑 性係数

F=6.43MPa,縦 弾性係数E=62.4GPaお よび等方

硬化 を仮 定 して,Taylor因 子M=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 においてひず み増分 を ε1=-ε2,ε3=0と なる

ように変位成分 を与 えてい る.

3・2 単結晶の純粋せん断状態における転位 間で切

合 う交差すべ り量 任意の結晶方位 を有す る単結晶

体 について,種 々の負荷方向での純粋せ ん断塑性変形

状 態の一要素当た りの平均 の転位間で切合 う交差すべ

りに関す る量 を,FEPMを 用いて算 出した結果 を図1

に示す.な お,比 較のため結晶方位 を乱数で与 えた場

合 の,多 結晶体 にお ける転位間で切合 う交差すべ り量

も図示 した.図1に おいて は,式(2)で 示 した転位 問

の切合いによる交差すべ り量 を要素数で除 し,一 要素

当た りの平均 した交差すべ り量で示 している.図1よ

り,単結晶体の純粋せん断状態 においては結晶方位 と

負荷 方位 との関係で,転 位 間の切合 いでの交差すべ り

が発生 しない塑性変形領域 が存在 し,こ の領域 は単一

すべ り状態であると推定で きる.ま た,転 位問で切合

う交差すべ りの発生 している負荷方位や塑性変形領域

は,交 差するすべ り系の活動 による多重すべ りに よる

もの と推定 でき,結 晶方位 と負荷方向の組合せ により,

転位間で切合 う交差 すべ り量に顕著な相違が生 じるこ

とがわかる.

3・3 最大分解せ ん断応力方位の回転 純粋せ ん

断状態 での負荷方位Type I～Type IIIにお ける,外

部最大分解せん断応力の塑性変形の進行 に伴 う方位回

転 の よ うす を,標 準 ステ レオ三角形 によ り図2に 示

す.Type Iに おいて は,最 大分解 せん断応力 の方位

が[111]と[011]を 結ぶ辺上にあ り共面すべ り系が

活動 しているが,主 すべ り系 と同一すべ り面上 でのす

べ りであ り,転 位間で切合 う交差すべ りは生 じていな

い.

Type II,Type IIIの場合 には,最 大分解せ ん断応力

の方位 がステ レオ三角形の角に位置 してお り,塑 性変

形が進行 して も方位 は回転 してい ない.こ の位 置で

は,複 数のすべ り系が活動 する多重すべ り状態 にあ る

ことがわ かる.よ ってType II,Type IIIの方位 で は

転位間で切合 う交差すべ りが生 じている.

Fig. 1 Intersected cross slips among dislocation under 

various types of crystal orientation
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4章 で はType II,Typel IIの結晶方位 と負荷 方 向

に関 して,塑 性変形下 の超音波縦波伝搬速 度測定 実験

を行い,本 節 の転位間で切合 う交差すべ り量のシ ミュ

レーション結果か ら推定 され る点欠陥発生量 との相関

について,考 察 を試 みる.な お,Type Iに 関す る超

音 波縦 波伝搬速度測定結果 は前報(10)で報告 した測 定

結果 である.

4. 超音波縦波伝搬速度測定 による

実験 的検証

4・1 試験 片および実験装置3章 で行 った シ ミ

ュレーシ ョン結果 と超音波伝搬速度 との相関 を検証す

るた め,試 験 片 は純 アル ミニ ウム単 結 晶材 料(純 度

99.999%)を 用 いる.試 験 片形状 および結 晶方位 と負

荷方 向 を図3に 示す.ま た,実 験装置 は前報(10)と同

じ装置 を用 い,x1軸 とx2軸 のひず み比 を制御す る こ

とにより,Type II,Type IIIと同様 の負荷方位 で等二

軸引張 ・圧縮試験 を行 う.

なお,ひ ずみが小 さい範囲 において測定点を多 くす

るために,ひ ずみ計測の分解能 を向上 させ る改良を計

測装置 に施 している.

超音波伝搬速度測定は,試 験片 の中央 において板 厚

方向に入射 した5MHz超 音波縦波 の伝搬速度の変化

を,ゼ ロクロス法 を用いて測定 している.

4・2 実験結果 と考察 超音波縦波伝搬速 度の変

化の実験結果 を図4に 示す.超 音波縦波の伝搬速度 は

塑性損傷 の進行 とともに低下 し,と りわけ単結晶 にお

いてはその傾向が明瞭である.図5は 点欠陥依存性の

影響が明瞭 なひずみが5%ま での範 囲における超音波

縦波の伝搬速度 を示 してお り,点 欠陥が発生す る と推

測 され る領域 において,Type Iは 塑性変 形初期 に縦

波伝搬速度 の変化が見 られない領域があった.図1に

示 した同負荷方位 のFEPM解 析結果 では,初 期塑性

変形領域において単一 すべ り状態 にあることが推定 さ

れ,こ の領域 において は転位問の切 合いが生 じず,点

欠陥が発生 しないもの と推測 される.

一方
,図1よ り塑性変形初期か ら転位問で切合 う交

差すべ りが生 じ,点 欠陥の発生が想定 され る負荷方位

Type II,Typel IIにおいては,図5に 示す ように,塑

Fig. 2 Shear stress direction in standard stereo triangle 

under pure shear state

Fig. 3 Geometry of specimen, crystal orientation and 

the loading direction
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性変形初期 よ り縦波伝搬速度に塑性変形 の進展に伴 う

音速 変化が観察 された.な お,Type IIとType IIIと

では転位 間で切合 う交差すべ り量が異な り,そ の大小

による縦 波伝搬速度変化へ の影響 に注 目す ると,転 位

問で切合 う交差 すべ りが大 きいType IIIのほ うが,縦

波伝搬速度 の増加 ・減少の変化量が大 きかった.し た

がって,塑 性変形状態 において転位 間で切合 う交差す

べ りにより生 じる点欠陥 は,超 音 波縦 波伝搬速度 と密

接 な相関にあることがわか る.

ところで,図1に おいて,乱 数で結晶方位 を分布 さ

せた場合の多結晶体 に生 じる転位問で切合 う交差すべ

り量 は単結晶Type IIIと同程度で,両 場合 の点 欠陥発

生量 も同程度 と考 えられる.ゆ えに,多 結晶体 と単結

晶Type IIIの縦波伝搬速度変化 は同程度で あろうと予

測 されたが,縦 波伝搬速度 の測定 結果(図4,5)は,多

結 晶体 の ほうが伝搬速 度の変化が 明 らか に大 きかっ

た.こ れは多結晶 と単結晶 の違 いによるもので,結 晶

粒径,結 晶粒界や結晶方位の分布が本質的 に影響 して

い るもの と考 え られ,FEPMの シ ミュレー シ ョンに

おいて は現在 のところ,こ れ らの影響 を考慮 した シミ

ュレー ションはで きていない.し たが って,そ の影響

を多数の結晶を有する多結晶体 で考察す ることは困難

であるため,双 結晶体 を用いて結晶方位の影響 の考 察

のみを5章 で試み る.

5. 双結晶体における転位 間の切合い

による交差すべ りへの

結晶方位の影響 の考察

図6に 示 す ように,FEPMの 要素 分割 にお いて表

面 の最上層一層 とその下層全体 を別々の結晶方位 とし

た双結晶体 を想定す る.こ こで,下 層八層の結晶方位

を固定 した まま,表 面の最上層一層 の結晶方位 を種々

変えた三 とお りのケースについて,転 位間の切合いに

よる交差すべ り量 を算定 し,そ の比較検討 を図7に 示

す.図7か らわか るように,双 結晶 において は表面の

結晶方位が転位間の切合 いによる交差すべ りに顕著 に

影響 し,多 結晶体 において も同様 な現象が生 じること

が推定 され る.実 験に用いる多結晶試料中の実際の結

晶方位分布 に基づ くFEPMの シミュレーシ ョンは極

めて困難で,図1に 示 した多結晶体中の結晶方位分布

は,乱 数で発生 させた結晶方位分布 を代用 した もので,

結晶粒径分布 も含 め実験 に用いた試験片の もの とは明

らかに異なった もの となってい る.

したが って,図1で シミュレー シ ョンした多結晶体

の転位間の切合 いによる交差すべ り量は,図5に 示 し

た多結晶体での塑性変形 の進展に よる縦波伝搬速度変

化に対応 した もの とはいえず,さ らに結晶粒径や結晶

粒界 の影響 をも考慮すれぼ,あ くまで も定性的な もの

で参考 の域 を出ないもの と考 えられる.多 結晶体 にお

Fig. 4 Velocity changes of longitudinal waves under 

pure shear state (0-20%)

Fig. 5 Velocity changes of longitudinal waves under 

pure shear state (0-5%) Fig. 6 FEPM bicrystal model
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けるこれ らの影響 に関 しては,さ らなる検討 と解明の

努力 を要するため,今 後 の取組 みが望 まれ る課題であ

る.

6. 結 言

超音波の伝搬特性は,波 動 と伝搬す る材料の微視組

織構造 との相互干渉で影響 を受 け,し たが って,伝 搬

特性か ら材料 の損傷状態 を非破壊 的に評価 しうる可能

性 を有 している.著 者 らは先 に,超 音波の伝搬特性 に

及 ぼす材料 の微視組織構造変化 を解明 する目的で,応

力お よびひず み状態が同一 で,ス ピン状態が異な る単

純せん断 と純粋せん断塑性変形状態 において,超 音 波

縦波の伝搬速度変化が塑性変形に伴 い両せん断状態で

極 めて異な り,そ の要因 として転位問の切合い によっ

て生 じる点欠陥の発生状況が,両 状態 において異なる

ことを推測 した.そ こで,本 研究 において はその理論

的 ・実験 的検証 を目的に,多 結晶 に比 較 してすべ り変

形機構 が よ り単純 であ る単 結晶 を用い,FEPMに よ

り点欠陥量 に確率的に比例す ると考 えられる転位間の

切合いによる交差すべ り量 に関 して,結 晶方位 に対 し

種々の負荷方位の場合 についてのシ ミュレーションを

行 い,転 位間で切 合 う交差 すべ り量 が異 なる,す なわ

ち点欠陥発生量が異 なると考え られ る負荷方位 を推定

した.

次いで,そ の推定結果 を基 に,純 アル ミニ ウム単結

晶 に等二軸引張 ・圧縮荷重 を負荷 して純粋せ ん断状態

とし,そ の ときの超音波縦波 の伝搬速度変化 か ら,超

音波縦波 の伝搬速度 に及ぼす点欠陥発生量 の相関につ

いて実験的検証 を試 みた.さ らに比較検 討 を目的に,

アル ミニウム多結晶の場合で も同様の実験 を行い,考

察 を試みた.以 上の検討結果および考察か ら以下の知

見が得 られた.

(1) 塑性変形初期 に転位 間で切合 う交差すべ り量

が生 じず,点 欠陥が発生 しない と考 え られる負荷方位

においては,塑 性変形初期に縦波伝搬速度 に変化 が見

られなかった.

(2) 塑性変形初期か ら転位間で切合 う交差すべ り

量が生 じ,点 欠陥の発生が考 え られる負荷方位 におい

て は,塑 性変形初期 よ り縦波伝搬速度 に増加 ・減少 と

いった変化が見 られた.

(3) 転位間で切合 う交差すべ り量の大小 による縦

波伝搬速度の違いを調査 した ところ,転 位間 で切合 う

交差すべ り量の大 きいほうが,縦 波伝搬速度 の増加 ・

減少の変化量が大 きい.

(4) 多結晶の縦波伝搬速度変化 の傾向 は点欠陥発

生量 と関連がある ものの,縦 波伝搬速度 の変化量 は単

結晶の場合 と異なっている ことがわかった.
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