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Al－Si合金の等軸三層の形成とその層内の液相流動性

工藤昌行＊　高橋忠義＊
　　　　　　　（B召禾「162年3，月3！日受丑昼）

Formation　of　Equiaxed　ZoRe　and　Fluidity　of　Liquid

　　　　　　　　　　　i鶏the　Zo鷺e　for　AトSi　A夏夏oy

Masayuki　KuDol－i　and　Tadayoshi　TAI〈Ai｛Asl－g

　　　　　　　　（Received　March　31，　1987）

Abstract

　　　IR　order　to　investigate　the　sedimentation　and　accumu｝ation　phenomena　of　free　crystals

and　te　estimate　the　fiuidity　of　the　liquid　coexisting　with　accumulated　crystals，　two　experi－

ments　by　naethods　established　by　authors　were　carried　out．

　　　The　first　is　a　stirring　method　of　the　upper　part　of　the　liquid　filled　crucible．　The　granular

crysta｝s　formed　by　stirring　setties　down　aRd　are　accumulated　at　the　bottom　of　the　crucible．

Then　the　fraction　solid　in　the　accumulated　zone　becomes　more　excessive　tlaan　the　equilibrium

fraction　solid　because　of　the　closed　packing　of　tlie　granular　crystals．　Furthermore，　liquid

pores　are　observed　in　the　accumulated　zone　and　is　considered　to　contribute　to　the　formation

of　semimacro－segregation．

　　　The　second　is　seepage　method．　lt　allows　the　liquid　in　the　accumtilated　zone　composed

of　granular　crystals　to　flow　iRto　a　hole　formed　in　that　zone．　The　fiuidity　of　the　liquid　is

estiiinated　as　the　effective　permeability．　Obtained　values　agreed　with　those　in　the　case　of　a

slowly　solidifing　ingot　which　is　composed　of　dendrites．　The　liquid　in　the　accumulated　zone

may　fiow　in　the　range　of　approximately　O．49　to　O．69　of　the　fraction　solid．

1．緒 言

　鋼の運続鋳造過程に電磁撹絆を適用して凝固組織を等軸晶化することが行われている。これは

中心偏析の軽減あるいは合金鋼でのりジングの軽減などを鑓的として行われるが，さらには電磁

概拝を行わない場合よりも鋳型への注入温度を低くできるという操業上の利点や，等軸晶化によ

る内部割れの減少などもあり，現在では雰金属介在物の巻き込みを嫌う高級鋼等を除いてほとん

どの鋼種に電磁掩絆が適用されている。しかし一：方では，等軸晶化によってV偏析あるいはセミ

マクロ偏析の生成等の問題が生じ，等軸晶層の形成挙動と，その三内での液相の流動性について

の検討が必要となっている。等軸晶の生成起源については従来多くの報告1殉がなされているが生
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成した等軸酷は重力さらには溶湯の対流によって移動することから，等軸晶層の形成の挙動は，

柱状話法や肥大晶層の形成より複雑であるとみなされる。

　本研究では始めに上層撹拝凝固法6）によって，凝固組織の等軸晶化をはかり，等軸晶で構成され

た凝血遷移層の形成過程を把握し，次にその面内での液掘の流動性を円形空孔滲出法7）を用いて評

価した。またこれらの結果をもととして，セミマクロ偏析の生成についても考察した。

2．実験方法

　実験は等軸晶の沈降堆積による等軸堆積層の形成過程の把握と，その堆積層内での液相の流動

性の評価の二つに分けられる。

　（1）　等軸贔層の形成

　用いた組成はA1－3mass％Si合金である。内径30　mm，高さ100　mm，肉厚5mmの黒鉛ルツボ

を用い，溶湯温度973Kより凝固開始温度914Kまで平均0．　033　K／sの速度で冷却した。溶湯の

高さは80mmである。上層撹掬ま直径6mmの不透明石英管を溶湯表面より30　mm深さまで挿

入し，ルッボ壁に沿ってエ往復2秒で反復回転することによって行った。境絆はこの試料の平衡

液相線温度より10K高い温度から開始し，播餌中前壷を継続し，種々の温度で急冷した。測温は

ルッボ底部から40mm高さでルッボ中心に設定したアルメルクロメル熱電対で行った。試料は急

冷後縦断面で切断し，研磨腐蝕後，20倍の拡大写真によって急冷時の体積固相率を試料の高さ方

向にそって線分法で測定した。

　つぎに得られた固相率分布を基として，等軸晶粒の沈降一体積はその固体粒子が受ける圧力が

固体粒子の浮力を考慮した単位体積力と溶湯の浸透圧との二つの因子で構成されるとして以下の

式8）で計算を行った。式の誘導術語の説明および計算に豪いた値についてはAppendix！に示す。

　　　oe／et　＝　42（C，　（a2e／　oZ　g）　十　（dC，／d4）　（d4／dZ，）2一　（d／dg）　（C，　・m，　・f，）　（ae／　aZ，））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

　（2＞　等軸晶層内の液相流動

　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炉内の

中央均熱帯部に設置した。等軸晶で構成された寄宮共存層に空読を形成するため，あらかじめル

ツボ底部の中心に固定してある直径13mm，高さ！0　mmの黒鉛台座上に外径13　mmの両端開放

の不透明石英管を密着して直立させた。また石英管内には空病に流入した液相の高さと流入に要

する時間との関係を得るために，高さをたがえて探知針を設定してある。探知針はアルメル熱電

対線を用い，外径！mm，内径0．4mmの絶縁管で被覆し，その先端を2mm絶縁管より突出させ，

さらにそのうちの1mmを直角方向に曲げて流入液摺との接触を良好にさせた。この探知針が流

入液相と接触するとランプが点灯する。試料の組成および温度保持に至るまでの冷却条件は実験

（1）と同じである。

　実験手順としては，電気炉内にルッボ，空回形成用の石英管，探知針および熱電対を設定後，

電気炉の温度を973Kまで上昇させてその温度で保持し，別の電気炉で溶解してあるAl－3　mass％

Si合金の溶湯を85　mm高さまでルツボ内に注入した。その後，ルツボおよび電気炉に上蓋を設置

した。この上蓋は石英管を保持するとともに，温度の均一化を保つためであり，さらに上層掩押

用の石英管を摺動させるための溝を切ってある。所定の速度で冷却させ，液絹線温度から10K高

い温度で上層掩壕を開始し，所定の固相率に対応する温度で1時間保持したのちに石英管を75mm

の高さまで静かに引きあげ，その温度でさらに保持を続けた。本実験の場合，等軸晶で構成され
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る固液共存層の固相率は温度で決定できないことから，

（1）で行ったと同様な方法で予備実験を行って種々の

温度で1時間保持したのち急冷した試料の温度と固絹

率との関係を求めておき，石英管を引ぎあげて空孔を

形成した時の温度をその関係に対応させて闘相率を決

定した。行った固根率範囲はO．30からO．75までであ

り，G．49以下の固二二では，安定した二士共存層が形

成されず，また0．69より高い圏梢率では，空孔への液

相の流入は認められなかった。さらに求めた空孔内へ

の流入液縮の高さと流入晴間との関係より有効透過係

数を求め，デソドライト凝固した時の有効透過係数と

比較した。有効透過係数は次式で求めたが，その式の

導聞）術語の説明はAppendix　2に示す。

　　　　　　　（t2－ti）＝：　rraQ／8　Ke　（2）

3．実験結果および考察

　3．1等軸晶の沈降と固相率分布

　溶湯の上層部でルッボ壁面に沿った摺動撹搾を行う

と，物干深さの領域で結晶が生成し，溶湯中を沈降し

てルッボ底部に堆積する。この挙世を継続すると，堆

積層は結晶の沈降方向に垂直に平滑な面を有して順次

堆積する。概搾初期における贔出固掘の形態は，結晶

の沈降領域では上部から下部近くまで微細な星雲状の

形態であり，堆積層である底部では菊花状の形態となっ

ている。星雲状の形態は沈降速度が遅く，浮遊してい

る固相が試料の急冷によって成長したものであり，ま
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Fig．1　Experiinental　apparatus　to

　　　make　a　hole　in　the　equiaxed

　　　zone　ancl　to　measure　the

　　　fiowing　rate　of　intergranular

　　　liquid　into　the　hole．

　　　1：　quaytz　pipe，　2：　ther－

　　　mocouple，　3：　graphite　cru－

　　　cible，　4：　hole，　5：　equiaxed

　　　zone，　6：　leading　wires，　7：

　　　furnace，　8：　lamp．

たその固相が複数絡みあった状態となっている。堆積した固相は始め菊花状の形態を示すが，そ

の圏相が密にな：るとしだいにその形は壊れて粒状形態へと変化していく。Fig．2は鋳塊の底部から

。．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の高さが！0mmと60　mm位置での等軸晶
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Fig．　2　Change　in　crystal　growth　at　positions　oi　IO

　　　and　60mm　from　the　ingot　bottom　of　the

　　　specimen　obtained　by　stirring　method．

の大きさを滞留時闘との関係で示している。

上層概拝は480秒までであるから，三二中

の等軸晶の大きさは一番左側の点のみであ

るが，上部位置でみられる等軸晶は時間の

経過とともに大きくなる。一方，下部の等

軸晶の大きさはほぼ一定であるが，その形

態は菊花状から粒状へと変化している。撹

絆目寺に生成した結晶の沈降速度をストーク

スの式で求めると，その半径が約30μmで

あることより，1．6×10－2cm／sとなる。この

値は以前に行ったA1－4　mass％Cu合金の
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L8×10－2cm／s6｝よりいくぶん小さいので，概貌に

よって晶出した固相の液相内での浮遊時間は長い

とみられる。

　Fig．3は鋳塊高さ方向の固相率分布を示す。図幅

に示した時間は凝固開始からの時間であり，凝圏

開始から60秒置240秒は撹絆中にそれぞれの時間

で急冷した場合であり，480秒は麗搾終了直後に急

冷し，840秒目よび1，950秒はその後の留出過程で

急冷した場合である。また6，000秒および9，000秒

はこの試料の組成からみた平衡固相率0，67に蝿応

ずる温度で保持したものであり，上層撹絆と冷鋼

過程は1，950秒までの試料と同じであり，0．67に

対応する温度880Kで3，600秒および6，600秒保

持して急冷したものである。藩中で示した時間は

凝固開始から急冷するまでの時間である。凝固開

始から60秒で急冷した時の固相の存在は，試料の

底部から10mmの高さまで等軸晶が堆積し，それ

より上部では等油滴が浮遊した状態である。この

底部の堆積層における固相率ば0．28と測定され，

浮遊している領域での固相率は0．20となる。浮遊

している固相は必ずしも平均的に分布していない

ことから，その固相率の測定値は誤差が大きく，

測定値土0．025の誤差となる。また堆積層における

固相は急冷によっていくぶん成長しているが，
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Fig．　3　Profile　of　fraction　solid　along　the

　　　height　of　the　ingot．　Numbers　in　the

　　　figure　indicate　the　time　period　from

　　　the　start　of　solidMcation　to　quench－

　　　ing　of　the　specimen．　Brol〈en　lines

　　　show　the　calculated　ones．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その成長量を除いて測定し，漏定値の誤差は測定

値±0．01と見積もられる。240秒で急冷した試料は底部から25mm高さまでが等軸晶の堆積層で

あり，25mmから40　mmまでは沈降と堆積の区別がしがたい領域となっており，それより上部で

は固相が浮遊または沈降過程の状態となっている。またこの堆積層底部の固相率は60秒で急冷し

た試料の堆積層の錫相率とほぼ一致した値となることから，この固相率はまだ堆積層の高くない

段階での等軸晶の連係を保ち始める固相率と見なせる。またこの値は著者らが示しているデンド

ライト凝固した時の凝固遷移層におけるゲントライトが連係を始める力学率7）と一致することは興

味あるものである。さらに晶出した固相が移動しないとするpfannの式9）と状態図によって温度か

ら固相率を計算することができる。いまこの固絹率をここでは平衡固相率と呼称し，60秒および

240秒での平衡固相率を求めると0．20となり，結晶の沈降領域での固相率0．20と一致することか

ら，溶湯の上層部では温度と平衡して固絹が晶兆し，さらに定常的に沈隆しているとみなされる。

一方，堆積層の固糖率は平衡固相率を上回ることから，固相は一時的により密に充壌されること

になる。しかしこの堆積層での固相の遵係は脆弱なものである。すなおち次の上層掩拝が終了し

た段階で急冷した480秒の試料では，底部から60mm高さまで堆積層となっているが，底部の固

相率はO．41となって固相率を増加させ，試料の高さ方向に沿って固相率は減少し，堆積層の上部

では固相率が0．31となって，60秒，240秒の試料の堆積層の固相率とほぼ同じになっている。こ

の時の平衡固相率は0．32であることから，試料の上部では平衡的な固禧量となっているが，試料
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の底部から40　mm高さまでの堆積層は過剰な固相率となり，堆積層内の固相が圧密されているこ

とが示される。掩搾を停止し，840秒で急冷した試料の下部の固相率は増加するが，これは温度の

低下による固相の成長と圧密とが進んだためとみられる。1，950秒の試料の平衡固相率は0．58で

あることから，試料上部では温度に平衡な固相率となっているが，下部の領域では0．70固相率と

なって過剰な固相量が存在する。平衡固相率を0．67とした6，000秒および9，000秒での試料は，

高さ方向に沿う非平衡固相率の分布が次第に解消されることを示している。試料の底部から20mm

の高さ領域で1，950秒では0．70の固相率であるが，温度保持を行うとその温度に平衡な固相率と

なるように固相の再溶解が生じているとみられる。なお60秒，240秒および480秒で示された破

線については3．3節で述べる。

　3．2堆積層内の等軸晶形態

　Fig．4（a）は凝固開始から480秒の撹搾を終了した直後に急冷した試料の，堆積層底部でみら

れる等軸晶（白く見える部分）であり，（b）は概絆を停止したのちに840秒まで徐冷して急冷し

た試料の堆積層の底部でみられ

る等軸晶（白く見える部分）で

ある。二つの写真に見られる灰

色の領域は急冷前に液相であっ

た領域を示す。（a）に見られる

等軸晶の基本形態は菊花状の形

態であるが，その花弁が分解し

て細かくなった結晶も多く見ら

れる。またこの時の固相点は0．

41であるが，固相は完全に連係

された状態ではなく，まだ多く

の液相を含んで堆積している。

一方（b）に見られる領域の固

相率は0．63（Fig．3参照）であ

るが，この段階で見られる等軸

晶は，菊花状の結晶もまた花弁

状の結晶もともに成長して大き

くなり，連係を強めている。（b）

で示した写真は特に大ぎな液相

が中央に見られるものを示して

いる。このような例は少ないけ

れどもこのように大きな液相域

が見られることは，凝固欠陥を

引き起こす要因となる。すなわ

ち凝固が進行すると，この領域

への溶質の濃化が進みセミマク
　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　4　Morphologies　of　crystals　and　liquid　pores　in　the　bottorn
ロ偏析10）を生じることになる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　part　of　accumulating　zone．　（×16）
また凝固収縮によって液相の補　　　　　　（a）t＝480s，（b）t＝840s．
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　　濃象”
　　じ　　　篠黛㌶・・

饗

Fig．　5　Morphology　of　liquid　pores　in　the　center　（a）　and　at　the

　　　bottom　（b）　of　accumulated　zone　for　the　specimens

　　　quenched　after　9000s　from　the　start　of　solidification．　（　×

　　　16）

6

給を必要とする時はこの領域か

ら運ばれるか，あるいは最終凝

固領域として気泡生成しやすい

領域となることも考えられる。

連続鋳造に電磁掩拝を適用して

凝固組織を等軸晶化すると，中

心偏析は抑制できるが，V偏析

やセミマクロ偏析と呼ばれる微

小の溶質濃化領域が形成し，問

題となっている乙。）本実験での等

軸晶の堆積挙動を見ると，沈降

過程から個々の等軸晶は独立し

ているものではなく，2個以上の

ものが始めに連係あるいは結合

し，それがさらに堆積層で連係

することによって橋架け構造と

なり，それが（b）に見られる

ような橋架け構造の中央に大き

な液相領域を残すことになる。

これはまた堆積層の固相率が，

剛体球での単純充填構造での体

積固相率0．52より大きく下回っ

た0．28か月始まる理由であり，

固相の圧密と成長によって固相

率を増すことになる。等軸晶同

志がなぜ結合するかについては

不明であるが，等軸晶が粒状形

態であると固液界面での平衡凝

固温度は曲率によって低下する

が，粒子同志が衝突して衝突面を平滑にすると平衡凝固温度が上昇して凝固しやすくなり，それ

が粒子同志の結合になると考えられる。

　Fig．5はO．67固相率に対応する温度で保持して急冷した試料の堆積層の中央部（a）と底部（b）

に見られた等軸晶（白く見える部分）の充填状態である。試料全体で見られる固相は比較的同じ

大きさの粒状形態であり，またFig．4（b）で示した液相領域が引き継がれたような場所が（a）

で2ヶ所，（b）で1ヶ所見られる。このような液相領域は前述のセミマクP偏析の原因になると

ともに，等軸晶の充填構造は必ずしも均一と見なすことはできない。

　3．3堆積機構
　上層掩絆によって晶出する結晶の，沈降堆積過程を解析した。これe＃　3．1および3．2節で述

べたように，等軸晶で構成される堆積層には，大きな液相間隙が存在し，セミマクロ偏析等の生

成につながることから出来るだけ均一に固相を堆積させる必要があり，そのためには堆積挙動が
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どのような三子で決まるかを知ることが重要となる。

　ここでは等軸晶の堆積挙動に土質工学に見られる粘土粒子の圧密理論を応用した。本実験では

固相は上方から沈降することにより，ある鋳塊高さでの体積要素で生じる別称間隙液相の流動は

Darcyの法鋼にしたがって上向きに流れるとした。2．（1）節で述べた式（1）を差分化し，鋳

塊高さを80mmとして高さ方向に16分割し，マイクロコンピューターを用いて計算した。得ら

れた結果をFig．　3に破線で示してある。計算結果は上層掩拝終了の480秒まで良い一致を示す。

したがって沈降堆積した等軸晶層は始めは掌骨問隙を流れる液相の速度と，その層内での固相の

体積圧によって決まることになる。このことは堆積過程の始めからより充填率を高めるためには

液相の有効透過係数の大きいことが望ましく，かつ固相の形態としては連係を組みづらくするた

め，ある程度微細であることが望ましいことになる。しかし480秒より大きくなると固相の成長

も加わることから，用いた理論式は適用できなくなる。

　3．4　等軸晶層での液相流動性と凝固遷移層形態

　凝固組織をデンドライト形態から等軸的な形態とするため円形空回滲出法に上層概絆法を適用

した（実験（2））。円形空回に流入した液相高さと流入時間との関係をFlg．6に示す。液相の流

入は石英管を引き上げた直後に大きくなり，時間の経過とともにゆるやかとなる。また固梢率が

増加すると流入量は減少する。初期の流入の大きいことは石英管を引き上げることによって，石

英管周囲の二子と石英管壁面とのあいだの圧力バランスが崩れたためと見られる。さらに空孔へ

の流入状況をFig．7に示す。いずれの鋳塊も石英管を引き上げ後2，5時間以上の温度保持を行い，

その後炉冷させたので，丁丁周囲の等軸晶はほぼ同じ大きさの粒状晶となっている。一方，空回

への液縮の流入は石英管引き上げ時の固相率によって大きく異なっている。國相率0．49で石英管

を引き上げたとき（Fig．7（a）），空孔近傍の固相が押し出されたような状態が空回の右側に見

られるが，左側では液相のみが流入してその液絹から晶出し成長したデンドライトの見られるこ

とから，この固相率ではまだ完全に固相同志が連係した状態ではなく，部分的連係状態にあると

見られる。（b）で見られるように石英管を引き上げるときの固相率が0．55になると，空孔内へ

は三二のみが流入し，デンドライF凝固したことが示される。さらに（c）では空回への液相の

流入は低下している。この写真による空孔内への液相の流入状況は，凝圃収縮現象と液相が流入

して探知針に接触したことによるランプの点灯が見られることから，空孔内への液相の流入は不

完全ではあるが，ここでみられるよりも多く満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
たされていると見られる。以上のことより骨相

が固定されて液相のみの流動できる固相率範囲

は円形竹野滲出法による結果では狭いものとな

る。

　Fig，8はFig，6において液相の流入が定常状

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ものである。×

印が今回の結果であり，他の記号は以前に行っ

た結ee　11｝のものである。以前の結果はデンドラ

イト層での流動速度であるが，等軸晶層での結

果は0．0083K／sで冷却したデンドライト凝固層

の値とほぼ一致している。また圃縮率0．69での

辱
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Fig．　6　Relation　between　the　height　of　the　liquid

　　　having　flowed　into　a　hole　from　the　bot－

　　　tom　of　it　and　the　time　elapsed　after　the

　　　formation　of　the　hole　for　several　frac－

　　　tions　of　solid，　fs　．
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Fig．　7　Solidification　structure　of　the　specimens

　　　after　the　liquid　in　the　accumulation　zone

　　　has　flowed　into　a　hole　formed　in　the　center

　　　of亡he　specimen．（×1．5）

　　　（a）f，＝O．49，　（b）f，＝O．55，　（c）f，＝O．59．
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Fig．　8　Comparison　of　rising　velocity　of　the

　　　liquid　having　flowed　into　the　hole

　　　between　present　and　previous　data．

値は探知針によるランプは点灯しなかったが，

試料を切断することによって空孔の壁面に微

量の液相の滲出が認められた。

　著者らは合金の凝固過程で形成される凝固

遷移層12）をデンドライトの発達形態と，デソ

ドライト間液相の流動性とから，固相と液相

がともに流動できるq2層，固相が部分的連係

から完全な連係まで発達し液相がその間隙を

流動できるq、層，さらに固相が液相を捕捉し

て液相の流動ができなくなるp層の三つに分

類している。デソドライト凝固したときのq2

－ql層の境界固相率はO．30であり，q1層とp

層との境界固相率は冷却速度によって異なる

が，O．60から0．70となっている。等軸晶で構成される凝固遷移層では液相のみの流動がみられる

固相率の下限は，0．49から0．55の間にあり，上限値は0．69とみられる。したがってq2層とq、層

との境界固相率は大きく異なることになる。このように連係しがたいことは等軸晶層は大きな液

相問隙を形成しやすく，またときには固相の集団的なスリップ現象なども生じることによると考

えられる。しかし本実験では石英管を引ぎ上げると連係が不完全な固相は側部へ移動しやすくな
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るため，q2層とqi層との境界二相二値は大ぎく

なったことも考えられ，固栢が下方へ沈降堆積

する場合には3．1節でも示したようにこの境界

固相二値は低くなっていることから，この値の

決定はさらに検討を進める必要がある。一方，

qi層とp層との境界固梢二値は冷却速度の遅い

場合と一致する。これは冷却速度が遅くなると

デンドライト形態が粗くなり，デンドライト主

軸および側枝の連係によって國絹と液相の共存

状態が見掛け的に粒状贔に近い形態になるため

である。

　等軸晶間隙の液相の流動性をFig．6の空孔へ

の液相の流入高さと流入時間との関係から2（2）

節の式（2）を用いて有効透過係数で評価した。

その結果を以前の結果11）と比較してFig．　9に示

す。以前の結果はデンドライト凝固の場合であ

り，冷却速度が遅くなると等軸晶層の有効透過

係数と一致している。等軸晶層での液相の流動

性を定量的に評価した例はなく，
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Fig．　9　Comparison　of　effective　permeability

　　　between　present　and　previous　data．

本報告が始めてである。

4．結 言

　粒状形態に近い等軸晶は重力あるいは溶易の流動によって移動することから，等軸晶層の形成

過程は，デンドライト的に発達した柱状晶層や肥大論層の形成過程と大きく異なることが考えら

れる。本研究は上層撹三法によって溶湯上層部で人工的に結贔を生成させ，その生成結晶を沈降

堆積させた等軸堆積層の形成過程を把握するとともに，その方法に円形空孔滲出法を組み合わせ

て等軸堆積層内の液相の流動性についての定量的評価も行った。その結果，生成等輸晶は沈降過

程から固体同志の連係あるいは結合が生じ，その固相が堆積すると橋架け構造となって比較的大

きな液相領域を含んだ堆積層を形成する。この層の固相率はその固相が存在している領域の温度

に平衡な固掘率よりも大きくなる。さらに固相が堆積すると圧密が進み，非平衡固相率も大きく

なり，同時に液相間隙を減少させて大きな液相間隙のみを残すことになる。このような液掘闘隙

はセミマクロ偏析の原因になると見られる。さらに等軸堆積層の手網同志の連係を強めるのはデ

ンドライト凝圃の場合よりも大きな固相率とみられ，本実験では0．49の高い固絹率まで完全に連

係されなかった。一方，固相が完全に液根を捕捉する固相率は，デンドライト凝圃の場合とほぼ

同じであり，0，69となっている。さらに溶質濃化などの四王現象を考えるとき，等軸描凝圃では

固相の移動が可能な段階でぱ非平衝な圏相量が存在することに注意を要するが，固相が移動しな

くなると従来のデンドライF二三と同じ扱いが可能となる。

Appendix　1

Fig．10に示す体積要素が下方に歪む量△VCは次式で表わされる。

　　　AVc　＝（oE／at）・dt・（A・dz） （3）
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一方，体積要素から流出する液相：量△Vfは

　　　　Avf＝一（av／az）“dz・A・dt　（4）
となる。式（3）と式（4）は等しいことから次式が得られ，

これが基本式となる。

　　　　（aE／ot）＝一（aV／az）　（s）
　歪み量と体積要素を歪ませる有効研力との関係は式（6）　z

で表わされる。

　　　　ds＝mv　edp　（6）
　ここで有効圧力勾配は滲透圧fpと体積力fvの二つの函子で

決まるとすると

　　　　（ap／az）　一一　一f，＋f．

で表わされる。ただし

　　　　fp　＝pL’Gh

　　　　fV＝fS’（PS－PL）

となる。

　一方，固体間に存在する液相の流動速度は

　　　　V　＝Ke“Gh

となる。式（6），（7），（8）と式（10）より

　　　　V＝C，｛一（aE／az）＋m，・f，｝

（7）

（8）

（9）

Fig．　IO　Schematic　illustration　of

volume　element　to　analyze

the　sedementation　and

accumulation　behavior　of

free　crystals．

10

（IO）

（li）

が得られる。ただしCv＝K。／ρL・mvである。さらにξ＝δZ。／δzおよびε＝log，ξの関係を用いて

式（11）を式（5）に代入すると式（1）が得られる。

　ここでf、，mvはつぎのように表わされる。

　　　　4＝fs／fso＝fo／f　（12）
　　　　mv　＝一（1／f）　（df／dp）　（！3）
ただし体積比fと有効圧との関係はf罵frGlo9（P／PG）の経験式とした。

　術語の説明

A：体積要素の断面積　　（m2）

Cv：Ke／pL・mv　（m／s）

Ke：有効透過係数　　（m／S）

f・：初期体積比　　（＝　1／fso）

f、：固相率

fv：体積力　　（kg／m3）

P：有効圧力　　（kg／m2）

t：時間　　（s）

z，Zo：相対座標，基準座標

ρ、：固相密度　　（kg／m3）

　計算に用いた値は以下の通りである。

C正，圧縮率

Gh：動水勾配

f：体積比　　（二1／f、）

fp：滲透力　　（kg／m3）

f、。：初期固相率

mv：体積圧縮係数　　（m2／kg）

Po：初期有効圧　　（kg／m2）

V：流動速度　　（m／s）

ε：ひずみ量

ρし：液絹密度　　（kg／m3）

fs。＝0．2，　Po＝2×10－3，　C，＝3，　Ke＝3×10｝4，ρs＝＝2．55×10－3，　loL　：2．43×10－3

Appendix　2
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　有効透過係数を解析するために用いた模式図をFlg．11に示す。この座標系での水頭ψの連続の

式は次式で表わされる。これが基本式となる。

　　　　÷蕃（athr　ar）＋詳一・　　　　　　　　　　　（14）

ここでψは速度ポテンシャルφによってつぎのように表わす。

　　　　di＝（1〈pg／pt）｛（p／pg）十z｝＝（kpg／pt）th＝K．　th　（15）
式（14）の境界条件をz瓢0からz＝1までlb・　・1，　z・・1からz＝hまでψ＝z，　z＝hでψ＝h，　r・＝

dで（∂ψ／∂r）＝0，z＝Oで（∂ψ／∂z）＝0とすると次の解が得られる。

Z

t
5　G

h

d

“1皿

Y

Equiqxed　Zone Hole

Fig．　11　Sciiematic　“lustration　for

　　　the　ana2ysis　of　the　effective

　　　permeabMty　by　fiow　of　inter－

　　　grantilar　｝iquid　into　the　hole，

ψ一喋Σ素…雛（nnr2h）・…賢

ただしn＝1，3，5……であり，R。は式（17）で表わされる。

　　nzrX　Ki　（n　rrd／2　h）　・le　（nnr／2　h）　／li　（nzd／　2　h）　十　Ko　（nzr／　2　h）恥儲）一

（16）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（！7）
　　　　　　Ki　（nzd／2　h）　．lo　（nna／2h）　／li　（nrrd／2　h）　十　Ko　（nza／2　h）

ここで1。は0次の第1種変形ベッセル関数で，K。は0次の第2種変形ベッセル関数である。また

式（17）の分母はr＝aのときR。＝！になるように選んだ。

　単位蒔間当りに空回に流入する液相量dQ／dtほ式（18）で表わされる。

　　　　釜一…曜釧認・

したがって空孔内の液相は上昇速度は式（19）となる。

　　　　d／／dt＝　（dQ／dt）／na2＝16　hK，S／za2

ここでSはつぎのように表わされる。

　S　＝＝　cos（nl／2　h）　・B（1）一cos（3　z／／2　h）　・B（3）／9十cos（5　rrl／2　h）　・B（5）／25・・…一

（／8）

（19）
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　　　　　一Ki　（nrrd／2　h）　・li　（nrra／2　h）／li　（nzd／2　h）　十Ki　（nrra／2　h）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）　　B（n）　＝r
　　　　　　Ki　（nrr　d／2　h）　．lo　（nza／2　h）／li　（nrrd／2　h）　十Ke　（nrra／2　h）

ただしn；1，3．5……

　空孔内の液相が1，から1，まで上昇する時間をtiからt2として式（20）を積分すると，式（2）

が得られる。ただしn　・7以上を無視した。ここで式（2）のQおよびQのT，U，　Wはつぎの

ように示される。

　　　　　　tan　rr（i十　12／h）／4
　　　　　　　　　　　　　　十U（sin　n12／2　h－sin　zli　／2　h）　十W（sin3　z4／2　h一　sin3　nli　／2　h）　　Q＝Tln　　　　　　tan　z（1十　li　／h）／4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）

　T＝：（B（1）一B（3）／3－B（5）／5］／（B（！））2

　U＝＝4CB（3）／32十B（5）／s2）／（B（1））2

　W＝16　B（5）／75｛B（1））

　術語の説明

a：空女の半径　　（m）

g　重力加速度

k：透過率　（m2）

P　圧力

μ：粘性係数

d：鋳塊の半径　　（m）

h：鋳塊の高さ　　（m）

1：空孔内の液相高さ

r，z：座標

（m）
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