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引張負荷下で単一すべり系が活動する
アルミニウム単結晶の延性損傷評価†
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Evaluation of Ductile Damage in Aluminum Single Crystal with
Prior Activity of Single Slip System under Tensile Loading
by

Jun-ichi SHIBANO*, Kentaro KAJIWARA**, Takuya TSUKAMOTO***, Hirokazu KAWAI***
Setsuo MIURA*, Zhang SHUOYUAN**** and Takahisa SHOBU****
A ductile damage progress of an aluminum single crystal with the prior activity of the single slip system under
tensile loading was verified by a profile analysis using white X-ray obtained in BL28B2 beam line of SPring-8. In this
study, the aluminum single crystal of the purity 6N was used as a specimen prepared in I-type geometry for tensile test.
A notch was introduced into one side of the center of a parallel part of the specimen by the wire electric discharge
machining. White X-ray beam, which has 50 m in both height and width, was incident into the specimen on the Bragg
angle θ of 3 degrees using energy dispersive
X-ray diffraction technique. The specimen was deformed by elongation in
_
the direction of 45° to [111] and [110] crystal orientations, respectively, and a diffraction profile of the white X-rays
from Al220 plane was analyzed. In profile analysis, an instrumental function was defined in consideration both of a
divergence by slits and a response function peculiar to the energy dispersive method. The Gauss component of integral
breadth related to non-uniform strain and the Cauchy component of integral breadth related to crystallite size were
determined by eliminating the broadening by the instrumental function from the diffraction profile of white X-rays. As
a result, dislocation density increased as ductile damage progressed, but it was relatively low near the notch. The
influence of a release of the strain energy by a ductile damage progress was expected. The characteristics of ductile
damage progress near the notch of the aluminum single crystal with a prior activity of a single slip system under the
tensile loading were clarified from the distribution of dislocation density.
Key words : Aluminum single crystal, Ductile damage, Crystal orientation, Profile analysis,
Dislocation density, White X-ray
1 緒

[001]が引張方向を向く場合，4 つのすべり面の各 2 つのす

言

延性損傷の進展と結晶方位の関係を実験的に検証する

べり方向でシュミット因子が最大となるため 8 つのすべ

ためには単結晶を用いたＸ線回折法が有効である．塑性

り系が優先的に活動する．負荷ひずみの増大に伴う格子

変形などの金属材料損傷とＸ線回折法により得られる回

ひずみ，転位密度に関連する積分幅のガウス成分，結晶

折Ｘ線プロファイルの形状には関連があることが知られ

子（転位セル）サイズに関連するコーシー成分の変化か

ており，古くから多くの研究が行われている

1)～7)

．著者ら

も放射光白色Ｘ線を用いた結晶レベルの延性損傷評価に

ら，結晶方位[001]が引張方向を向いたアルミニウム単結
晶の延性損傷挙動を検証することができた．

ついて研究を行っている．これまでに，結晶方位[001]が

本研究では，新たに引張負荷下で単一すべり系が優先

引張方向を向いたアルミニウム単結晶の引張負荷下にお

的に活動する結晶方位を有するアルミニウム単結晶につ

けるノッチ近傍の延性損傷進展挙動を検討した 8)．その際，

いて検討した．大型放射光施設 SPring-8 に設置された共

エネルギー分散法特有の応答関数と発散角による広がり

用ビームライン BL28B2 において，白色 X 線を用いたア

を考慮した装置関数を導出し，回折Ｘ線プロファイルか

ルミニウム単結晶の延性破壊進展挙動の検証を行った．

ら不均一ひずみや結晶子サイズに由来する積分幅ガウス

負荷方向に対して[110]方位が 45°の傾きを有するアルミ

成分とコーシー成分を求める方法を提案した．結晶方位

ニウム単結晶を用いて片側ノッチを有する試験片を作製

_
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し、引張試験により塑性変形させながらノッチ近傍を白

朔源，菖蒲敬久

ロードセルで測定する．試験機の変位計，荷重計は A/D

色Ｘ線で測定した．数値解析により予測されていた延性

変換器を介して PC に接続され，測定中に PC の画面で

損傷の進展方向であるノッチ中心から斜め 45°の方向に

荷重-変位線図を確認できる．引張速度は約 3.1×10-6／s

沿って透過回折Ｘ線を測定した．Ｘ線回折プロファイル

とした．Fig. 3 に応力―ひずみ線図を示す.
2・3 測定装置と測定条件

から得られる積分幅ガウス成分から不均一ひずみや転位

測定には大型放射光施設 SPring-8 に設置された共用ビ

密度を算出し延性損傷進展挙動を検討した．

ームライン BL28B2 を利用した．測定におけるスリット

2 実験方法

サイズは照射側が高さ 0.05mm，幅 0.05mm，検出器側で

2・1 試験片
試験片材料として純度 6N（純度約 99.9999％）のアル
ミニウム単結晶を使用した．試験片は結晶方位の明らか
_

な円板から，ロースピードダイヤモンドカッターで[110]

は高さ 0.1mm，幅 0.1mm とした．放射光白色Ｘ線を試験
片に照射し，水平面内で回折角 6°で透過したＸ線を Ge
型の半導体検出器(SSD)で測定した．この場合のゲージ

方位と[111]方位が負荷方向に対してそれぞれ 45°の傾き

ボリュームの断面を Fig. 4 に示す．検出された回折 X 線

を有するように切り出し，フライス加工によって Fig. 1

のエネルギーはマルチチャンネルアナライザー(MCA)

に示すような I 字型平板引張試験片を作製した．ワイヤ
ー放電加工によって平行部中央の片側に幅 0.34mm，深さ
0.20mm のノッチ加工を施した．
2・2 小型引張試験機

によって 4096 チャンネルに弁別される．エネルギー較
正式は，放射性同位元素の Co-57 と Am-241 から得られ
る 4 つのピークを用いて求め，式(1)を得た．
En = 0.059066×CH + 0.37067 [KeV]

試験片に引張荷重を加えるために用いた小型引張試
験機を Fig. 2 に示す．小型モーターを駆動力源として歯

 (1)

ここで，CH は MCA のチャンネルナンバーである．式(1)

車減速機構を介して図中矢印の方向に引張荷重を負荷

より 1 チャンネルあたりのエネルギー幅は 59.07eV であ

する．変位計の先端をチャック部に接触させ，チャック

り，4096 チャンネルで約 240keV までのエネルギーの弁

部の動きにより変位を測定する．最大 2mm までの変位

別が可能である．

を測定することが可能である．試験片に負荷する荷重は
Nominal stress, MPa
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Fig.3 Stress-strain diagram and measurement points of one-side
notched Al single crystal specimen.

Fig.1 Specimen configuration for tensile test.
Notch

[111]

Displacement
gauge

[110]
Specimen
Tensile load direction
S.R.

Fig.2 Compact tension equipment for strain measurement
using synchrotron white X-ray.
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Fig.4 Schematic diagram of gauge volume using transmission
diffracted X-ray.
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Fig. 5 に回折Ｘ線プロファイルの例を示す．[110]結晶
方位に関連して Al 220 面のピークが測定されている．ま
ず，無負荷の状態で試験片中央付近を 5 点，１点当たり
90 秒間測定した．得られた各格子面のピークエネルギー
の平均値を無ひずみデータとした．次に CCD カメラで
ノッチの位置を確認後， Fig. 6 に示すように，数値解析
により予測されていた延性損傷の進展方向であるノッ
チ中心から斜め 45°の方向に沿ってノッチ中心から 2 方
向に 0.4mm 空けて 0.2mm 間隔でそれぞれ 19 点測定した．
両方向とも Al 220 面を負荷ひずみ 1.0％，5.0％のときに
測定した．１点当たりの測定時間は 60 秒とした．
2・4 プロファイルフィッティング

Fig.5 Diffracted X-ray profile of Al single crystal.

回折 X 線プロファイルから延性損傷の進展を詳細に
検討するため，式(2)に示す Voigt 関数でプロファイルフ
ィッティングを行った．
I = I0 +
P

∞
2ln2 𝑤𝑤𝑤𝑤
3⁄
2 ∫
−∞
π 2 𝑤𝑤𝑤𝑤

2

(√ln2

e−t

2
𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑐𝑐
𝑤𝑤𝑤𝑤 2
) + (√4ln2
− t)
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤

dt

(2)

ここで，I0 はバックグラウンド，P は回折プロファイル
の積分強度，wG は回折 X 線プロファイルの積分幅のガ
ウス成分，wC はコーシー成分，E はＸ線エネルギー，
Ec はピークエネルギーを示す．また，格子ひずみは回折
エネルギーの変化から以下の式で算出する．

Fig.6 Measurement positions in the specimen.

𝐸𝐸 − 𝐸𝐸0
𝑑𝑑 − 𝑑𝑑0
=−
(3)
𝑑𝑑0
𝐸𝐸
ここで，E は有ひずみ状態での回折エネルギー，E0 は無
ε=

ひずみ状態での回折エネルギーである．

2・5 転位セルサイズ，不均一ひずみと転位密度の算
出
転位セルサイズ D は式  で求める 8)．
𝐷𝐷 =

ℎ𝑐𝑐
2𝛽𝛽𝐶𝐶 sin 𝜃𝜃𝐵𝐵

(4)

ここで，θ% は %UDJJ 角，h はプランク定数，c は光速度，
C は回折Ｘ線プロファイル積分幅の真のコーシー成分
である．

Fig.7 Measurement of angle rotation of sub-grain using flat panel
sensor.

不均一ひずみ⊿εは，回折Ｘ線プロファイル積分幅の
真のガウス成分G と Bragg 角θB の時に格子面間隔 d で
回折するＸ線エネルギーEB を用いて式(5)で算出した．
なお，真のガウス成分G を求める際に必要となる装置関
数は応答関数や放射光の発散角を用いて算出している 8)．
𝛽𝛽𝐺𝐺
∆ε =
𝐸𝐸𝐵𝐵

(5)

1)

転位密度は不均一ひずみ⊿εから次式で算出する ．
ρ=

04-12712-(p.533-538).indd
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ここで，b はバーガースベクトル，F は転位間の相互作
用に関する因子，k はひずみ分布に依存する定数である．
F は通常１とされ，k は面心立方格子ですべり方向を
[110]とする場合 16.1 とする．
3 結果と考察
3・1 転位セルの生成とその回転
予備測定において，塑性変形が進むにつれて初期設置
位置では単結晶試験片から回折Ｘ線が検出できなくな
った．このことから転位セルの発生とその回転が推測さ

(6)

れたため，その回転角度を２次元検出器フラットパネル
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開始点に対する相対的な角度変化を示す．Fig. 9(a)は水
平面内，Fig. 9(b)は垂直面内における転位セルの角度変
化を示している．
Fig. 9(a) から，水平面内ではノッチに近い位置から結
晶方位が徐々に変化していることがわかる．また，測定
方向 A における角度変化は，負荷ひずみ 1%と 5%とで
ほぼ同様の傾向を示しているが，測定方向 B では 5%の
ときの変化が大きい．Fig. 9(b) から，垂直面内では水平
面内に比べ負荷ひずみ 5%の角度変化がたいへん大きい
ことがわかる．また，ノッチ近傍の変化が激しい．引張
負荷による Al(111)面のすべり活動が転位セルの生成と
回転に大きな影響を及ぼしていることが考えられる．
前報 (8) の[001]方向引張ではノッチ近傍をマッピング
Fig. 8 Transmission SR Laue diffraction pattern of Al single crystal
by flat panel sensor.

測定するため，転位セルの回転までは追跡していない．
そのため本報と前報における転位セルの回転角度の比
較はできないが，前報では垂直面内で±0.2°の搖動を掛
けており，その範囲の回転は吸収できていたと考えられ
る．回折強度もマッピング測定領域では検出できていた
ので，負荷ひずみ 2.2%程度では本報の転位セルほど大き
な角度の回転は生じていなかったと考えられる．
3・2 積分幅ガウス成分とコーシー成分の分布
回折Ｘ線プロファイルの積分幅ガウス成分の分布を
Fig. 10(a), (b) に示す．図のGf は装置関数のガウス成分
を示しているが，測定されたガウス成分Gb はすべて装
置関数より大きい値を示した．
両図とも負荷ひずみ 1.0％

(a) in horizontal plane

(b) in vertical plane
Fig.9 Distribution of relative rotation angle of normal direction of
diffraction plane of Al220.

に比べ 5.0%の方が全体的に値が大きい．延性損傷進展に
よる不均一ひずみあるいは転位密度の増加が回折Ｘ線

(a)

direction A

(b)

direction B

センサーで調べた．Fig. 7 にフラットパネルセンサーを
用いた測定の様子を示す．フラットパネルセンサーは試
験片を透過した回折Ｘ線を検出するように設置してい
る．Fig. 8 に測定された透過型のラウエパターンの例を
示す．試験片を回転させた時に，Fig. 8 の Al220 回折の
スポットがフラットパネルセンサー上で中心に対し対
称に配置されるように，測定点ごとに試験片の角度を調
整した．さらに，回折Ｘ線強度が最大となるように SSD
によって微調整を行った．Fig. 9(a), (b) に負荷ひずみが
1％と 5％の各測定位置における回折面法線方向の測定

04-12712-(p.533-538).indd

536

Fig.10 Distribution of Gauss component of integral breadth of
diffraction plane of Al220.
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算される転位セルのサイズを Fig. 12 に示す．1μm を超
えるものもあったが本手法では精度的に保証できない
ため示していない．図から，いずれも数 100nm であり測
定精度的に低いと考えられるが，転位セルの最小サイズ
は前報(8)の 420nm と比較して 138nm と小さくなっている．
3・3 不均一ひずみと転位密度の分布
今回の実験でエネルギー較正式の算出に用いた放射
性同位元素の Co-57 と Am-241 の測定プロファイルをガ
ウス曲線でフィッティングし積分幅のガウス成分を算
(a)

direction A

出した．回折Ｘ線エネルギーとガウス成分の関係，すな
わち検出器系における積分幅ガウス成分 wGSSD [keV]は
次式となった．
w𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝐸𝐸𝑛𝑛𝑃𝑃 ) = (0.1880959 + 0.0011924 × 𝐸𝐸)1/2 (7)

Fig. 13 に式(7)のグラフを示す．この値に光学系由来の発
散角による広がりをコンボリューションすることで装
置関数(8)を求めた．これにより，測定によって得られた
回折Ｘ線プロファイルから不均一ひずみの影響のみを
反映した積分幅ガウス成分βG が得られる．
(b)

direction B

Fig.11 Distribution of Cauchy component of integral breadth of
diffraction plane of Al220.

式(5)を用いて求めた負荷ひずみ 1％および 5％におけ
る不均一ひずみ分布を Fig. 14 に示す．また，式(6)によ
り求めた転位密度分布を Fig. 15 に示す．どちらの方向も
全体的に 1％よりも 5％の値の方が大きくなっており，
延性損傷が進むことで不均一ひずみや転位密度が増加
することを示している．またノッチ近傍が相対的に少し
下がっているのは延性損傷の進展に伴うすべり面の活
動によるひずみエネルギーの解放がより多く生じてい
ることが原因と考えられる．
Fig. 16 に，試験片は異なるが同じ負荷条件で得られた
負荷ひずみ 1％と 5％の時のノッチ近傍表面の光学顕微
鏡写真をそれぞれ(a)，(b)に示す．負荷ひずみ 1％では確
認しにくいが，ノッチより斜め約 45°方向にすべり帯が
発生しており，特に負荷ひずみ 5％ではライン B の[111]
方向に沿って多くのすべり帯が発生していることがわ

Fig.12 Distribution of dislocation cell size calculated by using
Cauchy component of Al220 diffraction profile.

かる．このすべり帯の発生が局所的にひずみエネルギー
の解放をもたらし，それによって不均一ひずみや転位密

プロファイルに影響を及ぼしていることがわかる．また，
測定方向 A，B どちらの方向においてもノッチ近傍から
遠ざかるにつれてガウス成分の値が増加する傾向が見
られる．
回折Ｘ線プロファイルの積分幅コーシー成分の分布
を Fig. 11(a), (b) に示す．コーシー成分の値はガウス成分
の値に比べ１けた小さい．水平方向 A ではノッチから離
れるにつれてコーシー成分の値が増加する傾向が見ら
れる．負荷ひずみ 1.0％と 5.0%の分布に大きな差は見ら
れなかったが，ノッチから離れた位置でコーシー成分が
高い領域がある．局所的に小さい転位セルが生じている
と思われる．垂直方向 B では負荷ひずみによる明確な違
いは見られなかった．式(4)を用いてコーシー成分から計
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Fig.13 Gauss component of integral breadth of response function
in the measurement system.
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イン BL28B2 において，放射光白色 X 線を用いたアルミ

度の分布に違いが生じたと考えられる．
4 結

朔源，菖蒲敬久

言

単結晶の延性破壊進展挙動の検証を行った．得られた主

大型放射光施設 SPring-8 に設置された共用ビームラ

な結果を以下に示す．
(1) 延性損傷進展に伴い発生した転位セルの回転は，水
平面内に比べ垂直面内で大きく，特に負荷ひずみ 5%のと
きのノッチ近傍の角度変化がたいへん大きくなった．引
張負荷による Al(111)面のすべり活動が転位セルの生成と
回転に大きな影響を及ぼしていることが考えられた．
(2) 転位密度は材料の延性損傷が進むことで全体に増
加したが，ノッチ近傍では相対的に低かった．延性損傷
進展によるひずみエネルギーの解放の影響が考えられた．
な お ，本 研究 は ( 財 )高 輝度光 科 学研 究セ ンタ ーの
SPring-8 利用研究 2012B125 の援助を受けるとともに，
JSPS 科研費 24560083 の助成を受けた．ここに記して謝意
を表する．

Fig.14 Distribution of non-uniform strain calculated by using Gauss
component of Al22 diffraction profile.

Fig.15 Distribution of dislocation density calculated by using Gauss
component of Al22 diffraction profile.
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Fig.16 Distribution of slip band near notch of aluminum single
crystal at applied strains of ε= 1% and 5%.
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