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Al－Si合金の固一液共存層における液相の

　　　　　　　　　　　流動性の定量的評価

工藤昌行　高橋忠義
　　　　　　（昭和57年6月15臼受理）

Estimat自彊of騰e］Fluirkity　of漁e　Liquid重醜翫e
So丑重d－L量〔夏uid　Coex量s癒責魏g　Zo叢e　of　a醜AレS量A置亘oy

Masayuki　KuDoH　and　Tadayoshi　TAKAHASI－il

（Received　June　15，　1982）

Abstraet

　　　The　fiuidity　of　the　liquid　in　the　soiid－liquid　coexisting　zone　of　an　Al－2．4　massO／o　Si

alloy　was　measured　by　the　seepage　of　interdendritic　liquid　through　a　’cylindrical　hole

formed　iR　the　zoRe．　The　effective　permeability　coefficient　Ke　which　is　an　index　of　the

fiujdity　of　the　interdendritic　liquid　was　estimated　in　relation　to　the　fractioR　of　solid　fs

and　cooling　rate　R　at　the　initiation　of　solidification．　The　specific　permeability　k　depe－

nding　on　the　geometrical　pattern　of　dendrites　was　also　deduced　from　the　effective

permeability　coeflficient．　As　a　result，　the　following　relations　were　obtained．

　　　Iog　Ke罵log　O．079　R一十15．3　Roユ7玉og（1uafs）一2　　（4）

　　　log　k＝log　2．1　×　lem6　RO’5‘÷16．6　RO’i8　log　（1－f，）一4　（6）

　　　The　fraction　of　the　solid　at　which　dendrites　begin　tG　form　networl〈s　is　about　O．30．

Then　the　effective　permeability　coefficient　is　7．9　×　lerm6　m／s　and　the　specific　perme－

ability　is　1．3　×　10一’2　m2．　On　the　other　hand，　the　fraction　of　the　solid　above　which　the

liquid　cannot　fiow　through　the　dendrites　decrease　from　O．70　to　O．6e　as　£he　cooling　rate

increases　from　e．0083　K／s　to　e．083　K／s．　The　effective　permeabi1ity　coefficient　and

specific　permeability　become　constant　vaiues　of　2．8　×　10rm8　m／s　and　3．7　×　IO一’5　m2，

respectively，　a｝theugh　the　fraction　of　solid　is　changed　by　the　cooling　rate．　lt　was

shown　that　the　effective　permeability　coefficient　is　mainly　contro｝led　by　the　specific

permeability．

1．縮 言

　合金の凝固終了までにデンドライト状形態に発達する結晶と，その結晶の発達にともなって溶

質が濃化する液相とが共存する過程を経なけれぽならない。その過程における液相の流動性は偏

析や気孔の生成に大きな影響を与える！i）｛2）それゆえ液相の流動性を凝固要因と関係づけて定量的に
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70 工藤畠行・高橋忠義 2

評価することは健全な鋳塊を製造する観点から重要なこととなる。

　固一階共存層内液相の流動性は基本的には成長デソドライトの幾何学的形態とその分布および共

存二丁の固相割合を考慮して検討することが必要である。結晶の発生とその後のデンドライトへ

の発達は凝固開始時の冷却速度に左右される（3x4）ことから，デンドライトの発達形態とその分布を

冷却速度の関数として表わすことが可能である。著者ら（5）はこれまで炭素鋼を用い，種々の冷却速

度で形成した三一液共存層の一定固絹率段階で人工的な円筒状の空相を形成し，その空孔内に固一液

共存層内液相を浸出させることによって液相の流動性を冷却速度と圃縮率とに関係づけた有効透

過係数で評価した。また固一液共存門内液相の密度および粘性係数を決定することにより，有効透

過係数からデンドライトの幾何的分布形態に依存する透過率も導出した。有効透過係数を評価し

た方法を“円形空孔浸出法”と呼称している曾）この方法は種々の結晶形態，たとえば肥大晶や等

軸晶と共存する液相の流動性をも評価することが可能である。

　本研究V2　A／－2．4mass％Si合金を試料とし，冷却速度を種々変化させて形成した固一液共存層に

おける液相の流動性を円形空孔浸出法によって評価

し，有効透過係数と二二率および冷却速度との関係

を求めた。さらに有効透過係数より透過率を決定し，

透過率と固相率および冷却速度との関係も求めた。

また本研究で得た透過率と炭素鋼における透過率（5）と

の比較，さらには他の報告値⑥ωとの比較検討も行

なった。

2．実　験　方　法

　用いた実験装置の概略をFig．1に示す。内径60

mm，高さ120　mmの黒鉛ルツボを電気抵抗炉内の均

熱帯に設定した。固一思共存層に空回を形成するため，

あらかじめルツボ底部の中心に固定してある直径13

mm，高さ10　mmの黒鉛製台座上に外径13　mmの両

端を開放してある不透明石英管を密着して薩立させ

た。また石英管内にぱ空孔内に浸正した液相の高さ

を測定するための探知針を高さを違えて設定した。

探知針はアルメル熱電対線を用い，外径1mm，内径

0．4mmの絶縁管で被覆し，その先端を2mmほど絶

縁管より二三させ，さらにそのうちのlmmを直角

方向に曲げて浸出液相との接触を良好にするように

した。温度の制御はルツボ底部から30mm高さで，

ルツボ壁面から15mmの位置に設定したアルメルーク

ロメル熱電対で行なった。

　実験手順としては，電気抵抗炉内にルツボ，空孔

形成用の石英管，探知針および熱電対を設定後，電

気炉の温度を973Kまで上昇さぜてその温度で保持

し，別の電気抵抗炉で溶解してあるA／－2．4mass％

｝2

㍗ 燗葡　　「謙

8
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3456ア

Fig．　1　Experimental　apparatus　to

　　　estimate　the　fluidity　of　the

　　　Iiquid　in　the　solid－liquid　coex－

　　　isting　zone．

11　Quartz　pide

2　：　Thermocouples

3　1　Graphite　crucible

4　1　Cylindrical　hole

5　1　Solid－liquid　coexisting　zone

6　：　Probe

7：　Electric　furnace

8：lndicatinb　lamp
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Si合金の溶湯を85　rnmの高さまでルツボ内に注入した。その後973　Kで600秒間保持後，所定の

冷却速度で冷却させて固一州共存層を形成させ，所定の固相率に対応する温度で300秒保持後，空

孔形成用の石英管を75mmの高さまで静かに引き上げた。空孔内に浸出した液相は探知針に接触

するとランプが点灯し，それによって空孔内に浸出した液相の高さと，その高さに達するまでの

経過時間を測定した。冷却速度は0．0083K／s，0．038　K／s，0．058　K／s，0．083　K／sの4段階で変

化させ，また空回形成時の固相率はO．33から0，65までの範囲で行なった。試料は最上部に設定

してある探知針が感知した後に，あるいは保持温度で1500秒経過した後に炉冷した。

　炉冷後の試料は円形空孔の縦中心面を通るように切断し，エメリー紙で研摩後，10％苛性ソーダ

水溶液で40秒間腐蝕し，デソドライト組織の観察を行なった。保持温度と固相率との関係は

Appendixに示す方法で求めた。

3．実　験　結　果

　3．1　固相率による液相の流動性

　Photo．1に凝固開始時の冷却速度が0．0083　K／sで，空孔形成時の固相率が（a）0．46および（b）

0．55の凝固組織を示す。空孔の痕跡は腐蝕による空孔内外の色の濃淡差と，空孔内のデンドライ

トが空孔外のデソドライト組織よりも微細であることから明瞭に区別できる。また空孔内のデン

ドライトは空汁形成時の固相率の高い方がより微細化している。このことは浸出液相の溶質濃化

によるデンドライトの微細化に加えて，浸出

した液相は結晶生成に先立って過冷し，その

過冷度は固相率の増加とともに増加すること

によるためと考えられる望）
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f5＝O．65
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Fig．　2　Relation　between　the　height，　1，　from

　　　the　bottom　of　the　liquid　flowing　into

　　　a　hole　and　the　time，　t，　after　the　form－

　　　ation　of　the　hole　at　different　fractions

　　　of　solid，　f．．Cooling　rate　is　O．0083　K／s．

photo．1　Dendrite　structure　of　an　A工一Si　alloy

　　　　after　the　holes　were　formed　at　the

　　　　fractions　of　solid　of　（a）　O．46　and　（b）　O．55．

　　　　Cooling　rate　is　O．0083　K／s．　（XI．8）
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　Fig．2に。．oo83　K／sの冷却速度で冷却したときの空孔内へ浸出した液相高さ1と耳孔形成から

の経過時間tおよび空孔形成時の固相率f、との関係を示す。空孔の形成初期において液相は急速

に浸出し，時間経過とともに液相の浸出は緩やかとなり一定の上昇速度を示す。また上昇速度は

空孔形成時の固相率が増すほど低下する。空孔形成初期における液相の急速な浸出は石英管を引

き上げることによって空回壁付近での圧力均衡がくずれたためと考えられ，その後は溶湯静圧の

みによって液相が定常的に浸出したものとみなされる。

　3．2　冷却速度による液相の流動性

　Fig．3は本実験で最大の冷却速度0．083　K／sで冷却したときの液相の浸出高さ1と経過時間tお

よび空孔形成時の固相率f，との関係を示したものである。液相が空孔へ浸出するときの挙動はFig．

2と類似しており，空孔形成初期において液

相は急速に浸出し，その後はしだいに緩や

かとなっている。また固相率の増加ととも

に空孔内に浸出した液相の上昇速度は減少

している。さらに凝固開始時の冷却速度が

小さいFig．2の結果とFig．3の結果を近似

した固相率で比較すると，冷却速度の増加

は液相の空孔への浸出速度を低下させてい

ることが認められる。

　Photo．2は0．083　K／sの速度で冷却し，

0．53の固相率で空馬を形成した試料の凝固

組織である。空心外のデンドライトはPhoto．

1で観察される空帳外のデンドライトよりも

微細であり，冷却速度の増加が初晶デソド

ライトを微細化したことが示される。固一々

共存状態での液相の流動性を凝固後の組織

より判断することは必ずしも正しくないが，

同一成分試料の本実験結果では流動性の良

否と凝固組織の微細化とが対応することよ

り，冷却速度の増加による結晶生成数の増

加がその後の凝固過程でデンドライトの密

な分布状態をもたらし，デソドライト間液

相の流動性を阻害するものと考えられる。

　Fig．2およびFig．3において液相の浸出が

定常状態となった領域で，液相の空孔内で

の上昇速度を求め，固相率との関係で示し

たのがFig．4である。また同図には0．038　K／

s，および0．058K／sの冷却速度で冷却し，

Fig．2，　Fig．　3と同様に各固相率における空

孔内に浸出した液相高さと浸出時間との関

係を求め，その関係より決定した液相の上

6

5

4
E

迄

x5
N

2

　o　　O　O．5　1．0　1．5　2．O
　　　　　　　　　t／　k＄

Fig．　3　Relation　between　the　height，　1，　from

　　　the　bottom　of　the　liquid　flowing　into

　　　a　hole　and　the　time，　t，　after　the　form－

　　　ation　of　the　hole　at　different　fractions

　　　of　solid，　f，．　Cooling　rate　is　O．083　K／s．

R＝0．083K／s

f5＝O．33
@　　　　　f5＝040

f5＝σ43

f5冨0．53

photo．　2　Dendrite　structure　of　an　Al－Si　alloy

　　　　obtained　at　the　cooling　rate　of
　　　　e．083K／s．　The　hole　was　formed　at　the

　　　　fraction　of　solid　of　O．53．　（Xl．8）
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昇速度と固相率との関係も示してある。上昇

速度は固相率が約0．45付近までに急速に減少

し，それ以上の固相率になると上昇速度の減

少は緩やかとなる。このことは0．45の固相率

までは単一のデンドライトの主軸および側枝

がよく成長する過程であって，試料全体とし

てはデンドライトによる部分的ネットワーーク

を形成する段階までであるため，結晶成長形

態の急速な変化が流動性の急速な変化につな

がっている。O．45以上の固相率では側枝の肥

大化にともなってデンドライトのネットワー

クを完成する過程に対応するため，結晶形態

の変化に対応して流動性の減少は緩漫となる

が，非常に液相の流動を胴難なものとする。

また冷却速度が増すと同一固相率であっても

液相の上昇速度は減少し，冷却速度の増加に

ともなうデソドライトの密な分布状態が流動

性を低下させることが認められる。また面諭

へ液相の浸出が困難となる固相率ぱ0．0083

K／sの冷却速度で0．70，0．038K／sでO．64，

0．058K／sで0．61，0．083K：／sで0．60となり，

冷却速度の増加にともなって減少する。著者

の1人は圏一類共存層の凝闘過程における動的

移行を凝固遷移属と呼称し，

73
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Fig．　4　Relation　between　the　rising　velocity

　　　of　the　liquid　fiowing　into　a　hole　and

　　　the　fractieh　of　soHd　at　different

　　　cooling　rates，　R．

　　　　　　　　　　　　　その層を液絹と固相の共存状態よりq層とp層に分類し，低國相早

藤のq層をさらにq2層とq｝層に細分している89｝完全液体領域とql層との間にあるq2層はいわゆ

るペースティゾーンであり，自由デンドライトは液体とともに流動することができる。ql層はq2

暦とp層との間にあり，デンドライトがネットワークを形成し，液体のみの流動が可能となる。

さらに高國相率側のp層はqi層と完全圃体領域との聞にあり，憎憎の流動が困難となる領域であ

る。したがって円形海砂への液相の浸出ができなくなるときの蹟1相率は凝圏遷移層内のデンドラ

イトのネットワークの完成段階に対応するp－q1層の境界固相率に対応するものとみられる。一方，

液相の上昇速度は冷却速度によらずほぼ0．30の嗣回覧で一定値を示すようにみられる。このこと

は凝固初期において液相内に懸垂した未発達の自由デンドライトが流動できるq2層から，凝圏の

進行とともにデンドライトが部分的にネットワ…クを形成し，液梢のみの流動を可能にするq1層

へ遷移する境界の固相率に対応するものと考えられる。

4．有効透過係数の評価

　4．1計算方法
　本実験方法による有効透過係数の解析には，土壌内のホールへの水の浸繊に関する流体物理学

的理論を応毒したgo｝ui）い劇酢液共存熊内の空孔に浸出する液相が1，かららまで上昇するのにtl

からt、時間経過したとするとつぎの関係式が得られる。



74

（t2　ww　ti）　＝　rr　aQ／8Ke

工藤昌行・高橋忠義

（1）

6

ここで

K．　＝：　pgk／＃ （2）

　　　Q＝TlextanR．rr（（ll＋＋lv／hhi／／44－t－U（siRz4／2h－sinzli／2h）一｝一W（sin3z12／2h－sin3zli／2h）　（3）

　a（m）は空孔の半径，K．（m／s）は有効透過係数ρ（kg／m3）は液体の密度μ（Pa・s）は液

体の粘性係数，gは重力加速度k（m2）は透過率，　h（m）は空孔の高さである。またT，　U，　W

は空孔および鋳塊の：大きさで定まる定数であり，つぎのように表わされる。

　　　　　　一Ki（nnd／2　h）　．li（nrra／2　h）　／li（nrrd／2　h）　十Ki（Rza／2　h）
　　　B（n）　＝
　　　　　　　Ki（nzd／2　h）　olo（nza／2　h）　／li（nzd／2　h）　一Y　Ko（nza／2　h）

　　　n　：1，　3，　5

　　　T　＝＝　（B（　1）一B（　3）／3－B（　5）／5）／　（B（　1））2

　　　U＝　4　CB（　3　）／　3　2十　B（　s　）／　s　2）／　（B（　1　））2

　　　W＝16　B（　5）／75　（B（　1　）｝2

　ここで1。，K。はそれぞれ0次の第一種および第二種の変形ベッセル関数であり，　d（m）ぱ鋳塊

の半径である。またn＝7以上の項は無視した。Fig．2，　Fig．3で示した各固相率における空孔内の

浸出液相高さ1と経過時間毛との関係を定常的な浸出領域内で求め，それを（1），（3）式に代入

することによって有効透過係数K。を決定することができる。

　4．2　有効透過係数

　Al－2．4　mass％Si合金の冷却速度0．017　K／sにおける有効透過係数と固相率との関係はすでに
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報告している91）ここでは冷却速度のコントロールを注意深く行ない，さらに冷却速度をO　．　0083　K／

sから0。083K／sまでの間で変化させた。凝固開始階の冷却速度R（K／s）と空孔形成時の固相率

f、と有効透過係数K。（m／s）との関係をFlg．5に示す。有効透過係数は固相率の増加で減少し，

岡一固糊率では冷却速度の増加によって減少する。これら三者の関係はつぎのように表わされる。

　　　log　K，　＝＝　log　O．079　Re’“十15．3　Re’i710g（1－f，）一2　（4）

　（4）式において固桐が液相とともに流動するq2層から固相が発達して部分的なネットワークを

形成し，液栢のみが流動するq、層へ遷移する境界の固相率0．30での有効透過係数値　K。（q、…q、）は

7．9×10　rm6　m／sである。また液相の漫出が困難となる境界（q1層とp層の境界）の固相率は冷却速

度が0．eO83　K／sから0．083　K／sへと増加するにつれてO．70からO．60へと減少したが，有効透過

係数値　Ke（q1．p）はほぼ2．8×10－8m／sの一定値となる。

5．透過率の決定

　5．1　液相の密度と粘性係数

　有効透過係数は（2）式で示されるように液体の密度，粘性係数とデンドライトの幾何形態に

対応する透過率で構成される。したがって同一液共存層内液相の密度，粘性係数が決定できれぽ透

過率を算出することができる。

　Al－Si合金における液相の密度は高瀬の実験結果（12｝をもととしてつぎの式で表わされる。

　　　V，＝：：e．3668－1－7．869Xlemu5（T．一273）十〇．078×10－3C，O・34　（s）

　ここでVL（1『3　m3／kg）ぱ液木目の比容積，　C，．（mass％）は液相溶質濃度，　Tm（K）はC，に平

衡な凝固開始温度である。固一液共存層内液相の密度は凝固過程における各固相率での液絹溶質濃

度と，その濃度に平衡な凝固開始猛度をAppendixの（8），（9）式によって求め，（5）式で計

算した。
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　一一方，液相の粘性係数はW．R．　D．　Jonesらの実験結果（13）より各組成の融点における粘性係数

を外挿して求めた。融点Tm（K）におけるAl－Si合金の粘性係数変化をFig．6に示す。固一液共

存層内液相の粘性係数も密度を決定したときと同様に，各固相率における液相溶質濃度を（8）

式，その濃度より得られる平衡凝固開始温度を（9）式で求め，Fig．6より読みとることによって

決定した。求められた密度と粘性係数の結果をFig．7に示す。密度は固桐率が増加しても2．40　Mg／

m3とほぼ一定であり，粘性係数は圃根率の増加によって減少する傾向を示す。これらの値をもと

として（2）式より透過率を計算した。

　5．2　透　過　率

　Fig．　8に透過率k（m2）と固相率f、および冷却速度R（K／s）との関係を示す。有効透過係数と

固相率，冷却速度との闘係と同様に透過率は固相率および冷却速度の増加で減少する。k，　f、，　R

の三者の関係は次式で示される。

　　　log　k　＝log　2．1×10－6　RO’54十／6．6　RO’i8　log（1－fs）　一4　（6）

　上式の傾きと，有効透過係数と固相率および冷却速度との関係を示した（4）式の傾きを比較

すると，冷却速度が0．0083K／sで（4）式は6．8，（6）式でZoであり，0．083K／sの冷却速度
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では（4）式が10．0，（6）式で10，6となり，いずれの冷却速度においても粘性係数の変化が透

過率の傾きをいくぶん大きくするが，その効果は小さく，主体的にぱ有効透過係数は透過率に支

配されているとみなせる。

　また低固相下側のq2層とq1層との境界固相率での透過率値　k（q，一・；1）e”k　1．3xlO－12　m2であり，

液相の浸禺が認められなくなる高吟絹率側のqi層とp層との境界固椙率における透過率値k（・11・一p｝

は冷却速度によらずほぼ3．7×工OT15　m2の一・定値を示した。

　一一一方，鋳塊の健全性を規定する立場からは，凝固過程における固一三共存層内液相の凝固収縮を

駆動力とする給湯性を明らかにする必要がある。凝劉収縮によってデンドライト間を液相が流動

するとき，本研究での溶湯静圧下での流動限界圃響町よりも負圧の増加分に応じて大きな固相率

まで流動することが予想され，このことは瞳ト液共存層を加圧すると流動限界固相率はしだいに大

きくなることを示したS．Englerらの実験｛14）からも理解される。いま凝固収縮による液相の流動

隈堅固相即を求めた実験（15｝によると，凝固開始時の冷却速度が0、083K／sで流動限界固相率は0．

71であり，透過率値k（s）は9．6×10　rm　i7　m2となり，本実験で得た陶…冷却速度での流動限界固相率

O．60より11％ほど増加する結果を得た。したがって凝固収縮による負圧によってデンドライト形

態が変形しなければ，デンドライトの幾何形態を表わす透過率と固相率および冷却速度の静崖下

における関係は外野収縮負圧によって静圧下よりいくぶん高めの高固相率において流動する液相

の挙動にも適用されるものと考えられるので，その関係をFig．8の破線で延長して示し，さらに

一… ﾂの冷却速度0．083　K／sにおける流動限界固相率0。71での透過率値k（，）9．6×10…ユ7m2は，他の

冷却条件の場合にも静圧下における場合と同様に同一であると考えてFig．8に併記した。このよ

うに評価した透過率k（，）を賢いると，一方向凝固における凝圃収縮負圧と試料の密度変化はよく対

応し，鋳塊の健全性を定量的に論じる上で非常に役立つことが明らかとなった96）

　5．3炭素鋼の透過率および他の報告値との比較

　著者らは円形空劫浸出法によって0．75mass％C鋼の固一等共存層内液相の流動性を蒋効透過係

数および透過率で評価したgs）その結果透過率k（m2）は固相率f、と冷却速度R（K／s）の関数と

して次式で表わされた。

　　　log　k：：1．5×10－6　R十20．3　RO’35　10g（1－fs）一4　（7）
　Al－Si合金の透過率と圏桐率および冷却速度との関係を示した（6）式と炭素鋼の（7）式を比

較すると，冷却速度の遅い0．0083K／sの場合にはAムSi合金の方が固相率の増加にともなって透

過率の減少は大きくなり，液相の流動は低下する傾向を示す。またこのことはAl－Si　a金の方が

炭素鋼よりも給湯｛生が悪く，鋳造欠陥を生じやすいことを示唆している。冷却速度が0．083　K／sに

なると，透過率と固桐率との関係は両者とも近似した傾向を示し，炭素鋼およびAl－Si合金のデ

ンドライト形態は類似し，液根の流動性に対する溶質元素の影響が小さくなることを示している。

炭素鋼におけるq、層とql層との境界固相率は0．29～0．30であり，本実験での境界固相率0．30と

よい…致を示す。また炭素鋼の　1〈（92一一q、〉値は6．0×10mi3　m2であり，A／－Si合金の　k（q、…qi＞値

1．3×10…12m2より小さな値となる。一一一方，炭素鋼のq叢層とp層の境界固相率も冷却速度が減少す

ると増加するが，　k（qrp）値は2．1×10”i5　m2の一一定値を示し，　Al－Si合金の3．7×10－i5　m2と近

似した値となっている。

　T．S．　Plwonkaら（6》はAl一一4．5mass％Cu合金を用い，ほぼ完全液相状態から固相率0．90まで

の透過率を求めた。またD，Apelianら（7＞は約0．66から0．94までの固相率範囲でA／－4　mass％Si

合金の透過率を求めている。これらの実験における冷却速度と透過率との関係は不明であるが，
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同一圃相率で本実験結果と比較すると，いずれの透過率も本実験より大きな値となっている。ま

た流動限界固相率もAl－4　．　S　mass％Cu合金で0。90，　Aム4　mas＄％Si合金で0．94と本実験結果と

大きく異なっている。このような相違の生じる要因uaついて考察する。　Piwonkaらの実験による

と固一回共存三内の液相を溶融鉛の強制流動または窒素ガスの吹き込みによって流動させ，Darcy

の法則より透過率を評価している。この方法によると液相を流動させるためのこのような駆動力

は，流動の容易な特定の流路を形成しやすく，、ときにはデンドライトの比較的弱い部分を破壊す

ることが考えられる。したがって高固相率まで液相は流動できるとともに，本実験よりも高い流

動性を示したものとみなせる。一方，Apelianらは減圧によってデンドライト間液相を除記してポー

ラス層を作製し，蒸留水の流動によって透過率を評価している。このような試料の作製方法でも

上述と隅じことが考えられ，デンドライト間液相の強制除去は液体流動の容易な優先流路を形成

させやすいことになる。このような優先流路の形成は凝固中のデンドライトの不均一発達分布に

起鵬するものである。本実験では液相の流動は鋳塊高さのみの液相の静圧によるため，デンドラ

イトは強い流動抗力を受けることが少なく，また鋳塊の高さや直径が有効透過係数を変化させな

い大きさを選定し，デンドライトの不均…発達分布の影響を小さくしている。しかしいずれにし

ても流動限界における透過率はA／－4　．　5　mass％Cu合金で4．0×IO’i5　m2　：i71Al－4　mass％Si合金で

は3．5×10－15m2であり，本実験での流動限界透過率3．7×10－15　m2と良い一…致を示す。

6．結 言

　固一一液共存三内液相の流動性が二三できる円形空孔浸出法を用い，AムSi合金の有効透過係数を

デンドライトの発達状態を規制する冷去腿度と固糖率との関連において明確にした。また有効透

過係数に含まれる液相の密度および粘性係数を評価することによって，デンドライトの分布形態

に依存する透過率を決定し，炭素鋼の透過率および他の研究者の値との比較検討を行なった。

　その結果を要約するとつぎのようになる。

　（1＞AムSi合金のデンドライト間液相の流動性は空山形成時の固相率が大きくなるほど低下し，

また同一晶相率では凝固開始時の冷却速度が大きくなるほど液相は流動し難くなる。

　（2）有効透過係数K。（m／s）と固相率fsおよび冷却速度R（K／s）との関係はつぎのように表

わされる。

　　　log　K，　＝＝　log　e．079　RO’“十15．3　RO’i7　log（1－f，）一2　（4）

　上式はデンドライトがネットワークを形成し始めて液相のみが流動できる境界の固相率fq、一q、

から，固相の増加によって液相も流動し難くなる境界の固相率fql－pまでの問で成り立つ。ここ

でAムSi合金の　fq、一q、値は0．30であり，　fqrP値は冷却速度が0．0083　K／sから0．083　K／sへ

と増加するとG．70からG．60へと減少する。また　fq、．qlの固梢率における有効透過係数値Ke

（q・一ql＞は7，9×10『6　m／sであり，　fqr，の固相率における有効透過係数値Ke（q1－p）は冷却速度

によらずほぼ2．8×IO－8　m／sの一定値を示した。

　（3）透過率k（m2）と冷却速度（K／s）および固相率f、との関係はつぎのように示される。

　　　log　k＝log　2．1×IOrm6　RO’5‘　一i一　16．6　RO’i8　log（1－f，）一4　（6）

　fq，一q、およびfq、一pにおける透過率　k（q、一qll，　k（qrp）はそれぞれL3×10－12　m2，3．7×10’』15

m2であり，後者の値は炭素鋼および非鉄合金に関する報告値と良い一致を示す。また凝固収縮を

ともなう場合の流動限界二相率は，溶湯静圧による流動限界固絹率よりも約11％ほど高くなり，

その固相率における透過率値は9．6×10”i7　m2となる。
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　（4）炭素鋼における透過率と固相率および冷却速度との関係ig　Al－Si合金の透過率と固相率，

冷却速度との関係を比較すると，冷却速度が遅くなるとAl－Si合金のデンドライト間液相は流動

し難くなる。

Append量x

　固一液共存一二液相の溶質濃度，固相率および平衡凝固開始温度の決定

　凝固過程での固桐内溶質拡散を考慮すると，液相溶質濃度CL（mass％）はつぎのように表わさ

れる98）

　　　CL＝Co［1一（1－2evko）fs）ko一’t｛’nv’2ako｝　（s）
　ここでC・（mass％）は初期液相溶質濃度，　k。は平衡分配係数である。またαはD，τ／L2で表わ

される凝固パラメータである。D、（m2／s）は固相内の溶質拡散係数τ（s）は部分凝固時間，　L

（m）はデンドライト側枝間隔の1／2の長さである。

　液相溶質濃度Cしと平衡する凝固開始温度Tm（K）との関係はつぎのように示される。

　ここでT。（K）は純金属の凝固温度，m（K／mass％）は液相線の傾きである。したがって空孔

形成時の温度が与えられることより，（9）式から液相溶質濃度C，が決定でき，（8）式より固相

率を求めることができる。計算に搦いたk。，D，，　To，　mはそれぞれ0．　13　li9）　2×10『a2　m2／s120｝　933

K，7．1K／mass％㈹であり，しとτは110×10｝6　m～155×10rm6　mおよび1210　s～4140　sの範囲に

ある。
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