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北海道大学工学部研究報告

第125号（昭和60年）

Bu｝letin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　Hokkaido　University．　No．　125　（1985）

Cu－Zn－Al形状記憶合金の粒界における変態歪の整合

武　沢　和　義塞 千　葉　秀　隆＊＊

（H召孝目59年11月30日受理）

佐　藤　進　一＊

Strain　Compatibility　at　the　Grain　Boundary

　　　　i簸Cu－Zn－Al　Shape瓢elnory　A至豆oys

Kazuyoshl　TAKEzAwA，　Hidetal〈a　CHiBA　and　Shin’ichi　SATo

　　　　　　　　　　　　（Received　November　30，　19．　84）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AbSもrac毛

　　　The　mechanical　behavior　associated　with　the　shape　memory　effect　and　pseudoel－

asticity　in　Cu－Zn－Al　martensitic　alloy　is　remarkably　affected　by　the　size　and　crystal－

lographic　orientations．　This　is　because　the　grain　boundary　has　a　life－and－death　power

over　the　reversibility　of　the　two－step　transformations，　1．　e．，　Pi一〉　51　and　Pl一÷　al，　stress

－induced　in　£his　alloy．

　　　In　£he　present　study　a　detailed　morphological　examination　was　performed　during

the　extension　of　various　Cu－Zn－Al　al｝oys　with　different　compositions．　Attention　was

paid　to　ehe　compatibility　of　transformation　strains　at　the　grain　boundary　in　poly－

crystalline　speclmens　and　also　in　two　£ypes　of　bicry＄tals，　one　with　the・　boundary　parallel

and　the　other　perpendicular　to　the　tensile　direction．

　　　The　conclusions　derived　are　summarized　as　fo！lows　：

（1）　ln　alloys　with　low　Al　contents，　the　second　martensite　ev1　is　easily　induced　and　the

　　　slip　in　a｛　prevents　the　initiation　of　cracl〈　at　the　boundary．　However，　the　slip

　　　produces　an　irreversible　shape　change．

（2）　ln　alloys　with　high　Al　contents，　al　is　hardly　produced　and　the　fracture　occurs　easily

　　　at　the　boundary．

（3）　The　optimum　content　of　Al　for　practical　use　of　ehe　shape　memory　alloy　is　to　be

　　　about　6　at　％．

1。序 論

　形状記憶効果や変態擬弾性が，マルチンサイト変態に伴う勢断変形に伴って生ずることはすで

に明らかにされているが1・2》，これを機能性材料として実際に工業利用に供するに当っては，材料

学的な立場からみて，なお検討されなければならない幾多の問題が残されている3）。Cu系合金の

場合は，粒界破壊のおき易いこど）や疲労寿命の短かいこと5）等の欠陥が指摘され，この合金系の

bcc母相が糧粒であることがその原因の一つとして挙げられている。この合金のマルチンサイト

は20％近くにも達する大きな変態勢門歪を持つが6・7），結晶粒が大きい場合，その分布が不均一に

　　　　　　　　ハなり，粒界の多くの場所で変態歪による集中応力が発生して，これが粒界破壊を引きおこす原因
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になっていると思われる。従って，粒界破壊を防ぐには，結晶粒を小さくするか8），発生した集中

応力を緩和する方策を立てる必要がある9）。しかし，粒界での応力緩和が塑性変形のような不可逆

的な機構でなされる場合には，マルチンサイトの可逆性と密接に関連している形状記憶効果や変

態擬弾性の機能を損うことにもなり得るので，充分な吟味が必要である。

　一つの結晶粒を取り囲む粒界上のすべての点で応力が解放されるには，5つの独立な勢断系が

必要である10｝ので，働き得る勢断系の数は出来る限り多い方が望ましい。Cu－Zn－Al合金を引張り

変形すると，β1嚇β1→α1の2段階のマルチンサイト変態がおこりII，12＞，その変態応力は合金組成

に大きく依存する。粒界でfct構造のα1マルチンサイトが生成する場合は，β1→α1変態に伴う勢

断変形に加えて，｛111｝α～面でのたり変形が可能となり，働き得る勇断系の数が著しく増加する。

　そこで，：本研究では，合金組成の異なる数種のCu－Zn－Al合金の双結晶および多結贔を用い，

マルチンサイトを応力誘起させて，（1）界面歪の整合と粒界破壊，（2）界面歪の整合に関与する勢断

系の可逆性とマルチンサイト変態の可逆性，（3）合金組成と延性や破壊強度，等の関係を詳細に観

察し，α！マルチンサイトの生成がこの材料の機械的性質にどのように影響するかを調べた。

2．実　験方　法

　Cu－Zn－Al合金のB，町回（CsCl型規則構造）一一・・　Blマルチンサイト（長周期最密構造9R）の変

態開始温度（Ms点〉は，　ZnとA1の原子濃度をそれぞれC。。，　CAtとおくと

　　　　　　Ms（K）　：3220ww80Czn－110　CAi

になること13）が知られているので，この関係式を用い，Ms＝273Kと一定に保ち，Al濃度を4．2，7．0，

9．0，ll。0，15．0（at％）に変化させた5種類の合金を実験に用いた。今後これらは4Al，7Al，

9Al，11Al，15Alと略記する。すべての合金は純度99．99％のCuとAlおよび99．999％のZnを1／

3気圧のAr雰囲気の石英管中に封入し，1373Kで溶解して作った。双結晶と単結晶の合金は，こ

れらを1373Kで再溶解し，ブリッジマン法によりl143Kまで温度を下げて結晶粒を成長：させ，室

温の水に焼入れて作製した。作ったインゴットが2～5個の結晶粒を含んでいたので，粒界面が

平滑で試料面を垂直に抜けるような場所を選びそれが中央部にくるようにして3×0．6×10mm3

の双結晶を，また1つの粒内から1．5×0．6×10mm3の単結晶を，それぞれ，引張り用の試験片と

して放電加工機で切出した。なお各結晶の方位は背面反射ラウエ法を用いて決定した。また，多

結晶試験片は，インゴットを2mm厚まで熱問あるいは冷間で圧延し，表面の加工層を取除いた

後1143Kで600sec加熱して水焼入れを行ない，4×1×　15mm3の大きさに切出して作った。

　これ．らの単結晶，双結晶，多結晶の各試験片はインストuン型引張り試験機により，室温で2．5×

10－4／secの歪速度で引張り応カー歪曲線を記録した。なお引張り試験中，実体顕微鏡で表面組織

の変化を観察し，これを35mmカメラで撮影するかVTRに収録した。またこの試験とは甥に，

手動式の小型引張り試験機を光学顕微鏡試料台に設置して引張りに伴う組織変化の詳細を写真撮

影した。

3．結 果

3．1　多結晶試料の応カー歪曲線と組織変化

　図1は1mm程度の結鹸粒径の多結晶試料を破壊するまで引張って得られた応カー歪曲線で，

（a）～（d）はそれぞれ4，7，ll，15Alの合金に対する結果である。まず曲線全体の形をみると，
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降伏後に応力上昇が認められるが，単結晶の場合にはそれが一定応力になることが知られてい

る11）のでこの応力上昇は結晶粒界の影響によるものと考えられる。破壊までの伸び歪は，試料毎に

ばらつきが大きかったが，（a）の4Alの場合を除いて，　Al濃度が増すにつれて減少した。引張り

試験中の実体顕微鏡観察と試験後の光学顕微鏡観察の結果では，（a）のようにA1濃度が低くて伸

び歪が比較的少ない場合には，破壊が発生した場所にα1マルチンサイトが集中して生成し，その

内部に多数のたり線を含んでいるのが認められた。ところがA1濃度が増えるとα1マルチンサイ

トの生成量は少なくなり，（d）の15Alではα1マルチンサイトの生成を確認することができなかっ

た。また，破壊応力はすべての組成に対して300MPa前後の値になり，その組成依存は認められ

なかった。
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図1　多結晶試料の応カー歪曲線
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写真1　多結晶試料の引張り変形後の表面組織

　写真1に，光学顕微鏡下で各組成の試料を引張って組織変化を調べた結果の一部を示した。全

体の変化を示したのが図2であり，列方向にA1濃度の増加を，縦方向に変形量の増加をとり，そ

れぞれによる組織変化を模式的に示した。写真1（a）は4Al合金を引張った結果で，3つの結晶粒

を含んでおり，結晶毎に変形量が異なっている。直線性のよい白っぽい筋状組織がβ1マルチンサ

イトで，右上の結晶粒に見られるように1方向だけに生成する場合もあったが，多くの場合は左



194 武沢和義・千葉秀隆・佐藤進一 4

側の結晶粒のように2方向のβ1マルチンサイトが交叉して生成していた（図2（a）（1），以下図2

は略し（a）（1）とだけ書く）。この組織の交叉部はα1マルチンサイトになっており13），多結晶試料

ではこのような交叉部分が拡がることによって必マルチンサイトに変態する。そのようになった

部分が右下の結晶粒で，変態歪の整合が悪いためその周囲の粒界が大きく歪んでいるが，まだク

ラックは生じていない＊（（a）（2））。α1マルチンサイトは，結晶粒内で交叉組織として生成する場

合は除荷によって逆変態できるが12｝，このように粒全体が変態したり粒界でブロック状に生成し

たときには全く逆変態しなかった。また，横方向に走る波状の黒線はたり線で，β1とalの両方の

マルチンサイトにまたがっている（（a）（3））。写真1（a）からさらに変形量が増えると，£り帯が

認められるようになり，その後に艦内で破壊が生じる（（a）（4））。このような段階になってもマ

ルチンサイトが金く生成していない結晶粒もあり，歪の分布は極めて不均一であった。
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図2　多結晶試料の引張り変形に伴う組織変化の模式図

＊粒界の歪とクラックは検鏡時に顕微鏡の焦点を変えると簡単に区別できる。
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　写真1（b）は7Alの例である。交叉組織が認められる場合も時折みられたが，4Alの場合よりは

少なく，複数方位のβ｛マルチンサイトが生成してもこれらは交叉せず，1方向のβ1マルチンサイ

トだけで一定領域を占めることが多かった（（b）（1））。また下半分には5～6個の結晶粒がある

が，β1マルチンサイトの大部分は粒界を貫ぬいて連続しており，変態歪の整合のよいことがわか

る。ところが上部で左右に走る粒界に沿って整合が悪く，α1マルチンサイトが生成する前にここ

でクラックが発生した（（b＞（2））。この写真1（b）からさらに引張ると，クラックの先端の応力集

中部にα1マルチンサイトが生成し（（b）（3）〉，さらに粒界に沿ってクラックが伝播して破壊した

（（b）（4））o

　写真1（c）の15Alでは交叉組織の生成は全く認められず（（c）（1）），1方向のβ1マルチンサイ

トが少量生成して粒界に接しただけでクラックが生じ（（c）（2）），それが拡大して写真のように

なった（（c＞（3＞）。またクラックが粒界を伝播するにつれて応力が解放され，β1マルチンサイト

が逆変態するのがしばしば観察された（（c）（4））。

3．2　双結晶試料の慮カー董曲線と組織変化

　多結論試料での粒界の分布は複雑で解析しにくいので，双結晶を用いて引張り試験を行ない，

粒界での変態歪の整合について詳しく調べた。なお，粒界の影響を引張り方向に平行な成分と垂

直な成分に分けて調べるために，粒界と引張り方向が平行な双結晶（等歪型）と垂直な双結晶（等

応力型）の2種類の試験片を用いた。

　図3は4，9，15Alの等歪型双結晶で得られ

た応カー歪曲線で，図中のステレオ三角形は2つ

の結晶粒G1とG2の引張り方向を示してい

る。降伏後の（a）の曲線く4Al）の形は，初め応

力上昇のほとんど認められない第1ステージが

あり，ついで一度急勾配になった後，再び応力

上昇のゆるやかな第2ステージが現れる。暗君

顕微鏡による組織観察の結果から，第一ステー

ジではβ1マルチンサイトが生成し，第2ステー

ジではα1マルチンサイトの生成，さらにそれに

続いて殴り変形が生じていることがわかった。

破壊したときの笹身は60％もの大きさに達し

ているが，（a）より大きな変態伸び歪が期待で

きる単結晶を引張ったときの破断歪は50％で

あった10｝。（b）の9Alの場合は第2ステージに入

ってまもなく破壊が生じており，（c）の15Alで

は第2ステージは認められなかった。

　第1ステージの応力レベルは10eMPa前後

で，図1の多結晶の場合の降伏応力値にほぼ繭

致していた。しかしこれはG1とG2の方位を

（a）　4At

〈b）　9Al
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8300
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蓬200
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｛c）15Al

一∠墾1

o 10　20　30　40　50　60
　　Alノ｛。（。ノ。）

図3　等同型双結晶試料の応カー歪曲線

　　との各結晶粒の引張方向

持つ単結晶に対して期待される値よりも大きかった。図4に実線で示した応か歪曲線は15A玉の

等歪型双結晶を引張って得られたもので，この試験片と同じインゴットから，G1とG2の方位の

単結贔を切出し，これを引張ったのが点線（G1）と一点鎖線（G2）である。この場合の双結晶の

応力レベルは50MPaで，図3の場合より小さかったが，明らかに単結贔のそれより大きい。とこ
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うが等応力型双結晶を引張ると，2つの単結晶の応カー歪曲線をつなぎあわせた曲線が得られ，図

4のような応力の上昇は認められなかった。また，破壊歪も図3の場合よりも小さかった。従っ

て引張り方向に平行な粒界は変態応力を高くし，垂直な粒界は破壊歪を小さくする働きを持って

いることがわかる。
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図4　等歪型双結晶と単結晶の応カー歪曲線の比較
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図5双結晶試料の引張り変形に伴う組織変化

　　の模式函

　写真2に9Alの等歪型双結晶を引張ったときの第1ステージ（a＞と第2ステージ（b）の光学

顕微鏡写真の三例を示した。この場合の引張り方向はG1とG2に対してそれぞれ〔430｝β1と

〔1311〕Slである。このような組織変化を組成の異なる2つの型の双結晶試料について調べた結

果を模式図にまとめたのが図5である。写真2（a）をみると場所によって向きが異なっているが，

岡一方向のβ1マルチンサイトが認められる個所では，それはほぼ均一な密度で薄板状に生成して

いる。この特徴1のはすべてのA心酔の等歪型双結贔に共通して認められ，この粒界が歪の分布を

均一にする働きを持つことがわかる。また写真の右側の書癖面のトレースの模式図に示したよう

に，粒界に沿って粒界から離れた場所に生ずるもの怯は別の方位のβ1マルチンサイトが帯状に

分布している”＊。この組織は9Alよりも15Alの場合により一般的で，　A1濃度が増すにつれて顕著

になる（図5（c））。第2ステージになるとα1マルチンサイトが生成し，それと連動して（114）β・、

／／（111）at、面のトレースに一致するたり線がG1で認められた（G2のこの視野はすでにα1マル

チンサイトに変態している）。このα1マルチンサイトは4Alの場合には試料全面にわたって生

成するが，Al濃度が増えるとその幅が狭くなる（図5（a）と（b））。写真2の状態からさらに引張

るとαiマルチンサイトの内部に多量のたり線が生じ，その一部がくびれて破壊する。単結晶を引

張った結果では7あるいは9Alまではα1マルチンサイトが生成した後にたり変形が生じ，それら

のおきる応力も異なっていたが，それ以上のA｝濃度になると，田老が同時に進行するようになっ

た。9A1で破壊した場所の組織と，破壊の様子を示したのが写真3で，4方向に辻り線が認められ，

すべての｛111｝・’、面で気り変形が生じたことを示していた。等亦力型双結昆ではliり変形が生じ

るときの属マルチンサイトの幅がもっと狭くなり（図5（b’）〉，alマルチンサイトが生成しなく

なる15Alではβ1マルチンサイトが粒界に達すると，そこですぐに粒界破壊が発生した（図5

（c’）〉。このための等応力二尉結晶の破断歪が小さくなったものと思われる。

　＊引張り方向に対するSchmid因子が最大で，単結晶を引張るとこれが優先的に生成する11）。

＊＊Y．Chuang　and　H．　Margolln15）が導入したGrain　boundary　deformaもion　zo麗に根当すると思わ

　れる。これを粒界変形帯域と呼ぶ。
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4．考 察

4．1　粒界での変態歪の整合

　写真1と2（図2と図5）に示したように，多結晶試料と双結晶試料の変形挙動に，交叉組織

とα1マルチンサイトの生成が極めて重要な役割を果たしていることが本研究で明らかとなった。

粒界近傍において変形を伴う現象として認められたのは（1）Pi→β1変態（2）β1→α1変態

（3）β1とα1のマルチンサイト内のセりであったが，この他に粒界変形帯域の幅が変わる場合に

は（4）β1マルチンサイトの配列換（変形双晶）6）が認められており，さらに応力集中の結果として

（5）弾性歪が存在することが考えられる。材料が破壊しないためには，これらの変形モードによ

る歪の総和が結晶粒界で整合することが必要である。まず双結晶試料のような平面粒界を考え，

粒界面内にx，y方向をとると，歪の整合条件はε敷＝ε籔，ε鼻＝ε男，γ易二γ£多で与えられ

る。従って片側の結晶粒で生成した変態歪と整合するためには，もう一方の結晶粒で3つの独立

な勢断系が働かなければならない。多結晶試料の場合は整合条件はもっと厳しくなり，6つの歪

成分に対して，5つの独立な勇断系が必要となる。

β→β1変態の形状変化は不変面と勇断方向がそれぞれPP＝（0．717，一〇．156，0．679）β、，dβ＝

〔0．649，一〇．141，一〇　．　748〕β・の勇断変形7）なので，これを（101）β、〔101〕β、勢新変形と近似す

る。この場合，独立な勢断系は2つしか存在しない。従ってβ1マルチンサイトの生成だけでは変

態歪を完全に整合させることができないけれども＊，相当量の歪の解放は可能と思われ，このこと

が生成したβ1マルチンサイトが必ず粒界に接する多結晶や等歪型双結晶で低Al濃度の場合に

交叉組織が多く観察された原因になっていると推察される。ところが高Al濃度の場合は，その交

叉組織さえ生成せず1方向のβ1マルチンサイトだけであったため，変態歪の界面での不整合が非

常に大きくなって粒界破壊が発生したと考えられる。

　またβ1→α1変態の不変面と勇断方向はPa＝（O．634，一〇．738，一〇．050）β、，　d。＝〔0．733，一

＊Pβとdβに正確な値を使っても，この事情はあまり変わらない。
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0．675，　一〇．085〕Slなので，これも（110）β1〔1io〕β1勢断固に近似でき，β→β1変態に対して独

立な勢断系を新たに追加することはできない。しかし，α1マルチンサイトの4つの｛111｝。’、〈1釦0〉。’1

気り変形はすべて独立であるので，これが生じると粒界での歪の整合は容易となり，歪の不整

合による粒界破壊は生じなくなる。α｛マルチンサイトの生成しやすい低Al濃度の試料で粒界破

壊が認められなかったのはこのためと考えられる。

4．2　変形挙動の組成依存

　この研究ではMs点が一定な合金を用いたので，β1日差1の変態誘起応力（τβ）は一定であるが，

A圭濃度が高くなると電子濃度が大きくなり，β1一・α1の変態誘起応力（τ・）は大きくなる16）。また

α1マルチンサイト中の治り変形のための応力（τ・）の定量的な組成依存は不明であるが，7AIの

あたりでτ・より低くなることが確められているので，これらの関係を模式図としてまとめると，

pa　6のようになる。（a）（a’）等は図5の記号と対応する組成範囲を示している。　Al濃度の少ない

（a＞ではraが小さく薦マルチンサイトが非常

に生成し易いが，τs＞τ。なのでα1マルチンサイ

トが充分に大きくなった後にたり変形が生ず

る。従ってβ｛→α1の変態歪が生じた後に，くび

れが発生して粒内で破壊するので，破壊歪が網

当に大きくなることができる。特に引張り方向

に平行な粒界成分は，このすべり変形を分散さ

せるので等屈託双結晶では，破断するまでに非常

に大きな伸び歪を生ずることができる。（b）の

組成領域になってrs～τ、の場合は，β｛→α1変

態がおきるとすぐに，それに併行してiヒり変形

が生じることが可能である。従ってα1マルチン

サイトが生成している部分でのみ，S；り変形が

生じて試料断面積が減少し，そこで応力集中が

おきて破壊に至るものと考えられる。引張り方

向に垂直な粒界があると，alマルチンサイトの

生成を局在化させるので破壊歪を小さくする役

割を果たすことになる。さらにAl濃度の高い

＄

き
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図6　変態応力およびたり変形の降伏応力の

　　組成依存

（c）では，α1マルチンサイトそのものが生成しなくなる。しかし幽幽型双結晶では，粒界破壊が幾

何学的に許されないので，粒界変形帯域を形成して，β｛マルチンサイトだけで可能な限り応力を

緩和しようとする。しかし，等応力型双結晶では，外力が粒界を引きはなそうとする方向に働い

ていることも原因して，粒界での変態歪が不整合による集中応力が直ちに粒界の破壊に結びつく

ものと考えられる。

　以上のように，α1マルチンサイトが生成すると，変態歪の整合が容易になり，粒界割れが生じ

にくくなることが本研究の結果明らかになった。alマルチンサイトを作るには出来る限りAl濃

度を少なくすればよいが，しかし一一方で，形状記憶合金の最も大切な性質である変態ならびに形

状変化の可逆性が薦マルチンサイトの生成によって損われることが知られており11），たり変形の

非可逆性も手伝ってalマルチンサイトが多量に生成することは必ずしも好ましいことではない。

従って可逆性を損わない範囲で，粒界割れを防ぐことのできるような組成範囲を選ぶことが必要

である。本研究によれば，その最も好ましい組成はT＄＝τ。に対応する組成より僅かに少ないA1濃
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度即ちMs＝273K：に選ぶときに約6％Al近傍と結論される。また，粒界のうち引張り方向に平行

な成分は見掛けの変態応力を高くするが，歪を分散させ試料の破壊を遅らせる働きを持っており，

一方垂直な成分は逆に歪の局在化による応力集中を助ける働きをもっていることも判った。即ち，

細粒化が形状記憶合金の機能の改善に役立つのは，主として引張り方向に平行な成分の働きによ

っているためと考えられる。従って，この特性を有効に利用するため集合組織を作って平行粒界

成分を増加させる方法も有効な改善策の一つと考えられる3）。
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