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日本金属学会誌第56巻第1号（1992）96－103

過共晶A1－Si系合金の複合鋳込み鋳塊における

　　　　　　　　微細初晶粒子の生成起源

大洲達也＊田中康博＊＊工藤昌行＊

J．Japan　Inst．　Metals，　Vo1．56，　No．1（1992），pp．96－103

Origin　of　Fine　Primary　Crystals　in　Hypereutectic　A1－Si　Alloy　Ingots

　　　　　　　　Produced　by　Duplex　Casting　Process

Tatsuya　Ohmi＊，　Yasuhiro　Tanaka＊＊and　Masayuki　Kudoh＊

　　In　the　previous　paper，　the　authors　reported　the　refinement　of　primary　silicon　crystals　in　the　hypereutec－

tic　A1－22　mass％Si　alloy　ingots　produced　by　the　Duplex　Casting　process　with　the　combination　of　Al－12

mass％Si　alloy　as　the　first　melt　and　A1－32　mass％Si　alloy　as　the　second　melt．　In　this　study，　three　possible　ori－

gins　of　the　refined　primary　silicon　crystals　were　examined：（1）detachment　of　eutectic　silicon　crystals　during

the　remelting　process　of　solidified　shell　of　the　first　melt，（2）nucleation　in　the　second　melt　during　the　mixing

process　of　the　first　and　second　melts，　and（3）nucleation　after　complete　mixing．

　　In　order　to　examine　the　first　origin，　two　combinations　of　alloy　compositions　were　selected　for　the

Duplex　Casting　process：（a）A1－33　mass％Cu　and　Al－32　mass％Si；and（b）Al　and　A1－44　mass％Si．　As　a

result，　the　primary　silicon　crystals　were　refined　even　though　the　first　melt　was　free　from　silicon　in　either

case．　Therefore，　the　first　origin　was　concluded　to　be　not　dominant　in　the　refinement　of　primary　crystals．

　　The　combination　of　Al－51　mass％Ge　alloy　and　A1－32　mass％Si　alloy　was　selected　to　examine　the　second

and　third　origins．　The　germanium　concentration　in　the　refined　primary　crystals，　which　was　measured　by

EPMA，　was　lower　than　the　possible　minimum　concentration　predicted　on　the　assumption　that　the　primary

crystals　came　from　the　third　origin．　Therefore　the　second　origin，　i．e．　nucleation　in　the　second　melt，　was　con－

firmed　as　the　predominant　one．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　July　27，1991）

抽〃ωord8：0αS伽9ρZO6θ∬，勿ψθ名獅θ6！ゴ0α1％〃Z勿％〃Z－3〃60πα1勿，ρ7翻αηS耽0％，名⑳％θ〃Z6πち

　　30Z彪刎0α’あπ，α1％吻勿％吻一6吻θ処3魏60％α1Z6ワ，σZ％挽勿％〃Zr9θ7挽α％月利一S漉00％α11の

1、緒 言

　過共晶Al－Si合金は，　Al－Si共晶中に硬質の初晶Si粒子

の分散した組織を有し，耐熱・耐摩耗性に優れることから

エンジン部品などに用いられるが，機械的強度および耐摩

耗性を確保する上で初晶Si粒径の制御が不可欠である．

最近，著者らは本系合金に関して，組成の異なる2種類

の合金溶湯を鋳型に時間差注湯する「複合鋳込み法」の適

用を検討し，適当な操作条件を選択することにより初晶

Siを約40μmまで微細化できることを報告した（1）．本法

は，微細初晶組織を持つ大質量のバルク材を単一工程で製

造できる可能性を有し，また簡便な上注ぎ注湯法のみを用

いているため実施が容易であるなど，実用上有利な特徴を

持っている．このことから，本法における初晶微細化機構

を解明し，プロセスとしての可能性を検討することは有意

義であると思われる．

　前報（1）では，（a）溶湯組成の組合せとして，Al－12％Si合

金†とA1－32％Si合金の組合せ，およびA1－22％Si合金同

士の組合せを検討し，最初に鋳込む溶湯（1次溶湯）の液相

線温度よりも，後に鋳込む溶湯（2次溶湯）の液相線温度を

高くすることが初晶微細化に必要であること，（b）1次鋳

込みから2次鋳込みまでの時間間隔（∠のが長いほど，す

なわち，溶湯混合時の1次溶湯温度が低いほど初晶Siは

微細化すること，また（c）2次溶湯の鋳込み温度が低いほ

ど雪解Siは微細化することを明らかにした．

　ここで，初晶微細化の可能な複合鋳込み（1次溶湯：Al－

12％Si，2次溶湯：A1－32％Si，以後，［AISi12－AISi32］の

ように表記する）の過程で生起する現象を整理すると，鋳

型に鋳込まれた1次溶湯は時間の経過とともに冷却し，α

＊北海道大学工学部金属工学科（Department　of　Metallurgical　Engineering，　Faculty　of　Engineering，

　Hokkaido　University，　Sapporo）
＊＊ k海道大学学生，現在：日本航空㈱（Undergraduate　Student，　Hokkaido　University，　SapPoro．　Present

　address：Japan　Air　Line　Co．，　Ltd．，　Narita，　Chiba）

†本報では，濃度はすべて質量％とする．また，濃度記号をCとし添字により元素を示すことにする．
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デソドライトとA1－Si共晶からなる亜共晶組織の凝固殻

（以後，1次凝固殻と呼ぶ）が鋳型壁面から形成する（1）．こ

れに高温の2次溶湯が鋳込まれると，1次溶湯の未凝固溶

湯と2次溶湯との混合が行われるとともに，1次凝固殻の

一部ないしは全部が溶解し，これが溶湯の混合過程に加わ

ることになる．

　一般に凝固過程における結晶粒の微細化機構は「結晶増

殖」と「異質核生成」とに大別されるが，微細結晶の起源

という観点からは，前者では凝固により生成した既存の結

晶，後者では液相から新たに核生成した結晶として区別で

きる．同様の分類は複合鋳込み過程での初事の生成起源を

考える上でも有効と思われる．まず1次凝固殻の溶解が

平衡状態図の通りに進行するならば，初めに共晶液相が生

じ，その後に初晶のαデンドライトが遊離することにな

る．過共晶液相中ではα相は溶解して周囲に低Si濃度の

液相領域を形成する傾向にあるため，初電Siの核生成サ

イトとして機能することは考えられない．したがって1

次凝固殻が初晶Si核の供給源となるのは，α相とSi相と

の溶解温度の差から共晶α相が優先的に溶解されて共晶

Siが溶湯中に分散する非平衡的な溶解過程が起こる場合

に限られる．そして分散された共晶Siが，1次溶湯と2

次溶湯との混合溶湯の凝固開始まで生き残れば，初島Si

の核生成サイトになり得ると考えられる．一・方，新たな核

生成を生じる可能性のある液相としては，溶湯の混合過程

における2次溶湯，および完全混合後の溶湯が考えられ

る．本研究は，以上挙げた3種類の起源のうちどれが初

晶の微細化に主要な寄与をしているかを実験的に検討した．

皿．実　験　方　法

1．　1次凝固殻起源に関する実験

　1次凝固殻中の共晶Siが初章Si核の主要な起源かどう

かを検証する実験として，1次溶湯にSiを含まない合金

を用い，2次溶湯に過共晶Al－Si合金を用いて複合鋳…込み

を行い，混合組成の合金の通常鋳込みの結果と比較して初

寒が微細化するかどうかを検討した．なお，本研究で行っ

た複合鋳込み実験の1次溶湯，2次溶湯および混合溶湯の

組成と液相線温度をすべてTable　1に示した．

　（1）Al－Si・Cu系

　1次溶湯にA1－33％Cu（Al－A12Cu共晶）合金0．55　kg，2

次溶湯にAl－32％Si合金0．55　kgを用いた複合鋳込み実験

（Table　1の［AICu33－AISi32］）と，混合組成であるA1－

16％Si－16．5％Cu合金1．1　kgの通常鋳込み実験を行った．

A1－16％Si－16．5％Cu合金はAl－Si－Cu系状態図（6）（7）によれ

ば，初晶として初晶Siを晶出し，　A1－Si　2元共晶反応を経

てA1－Si－Cu　3元共晶に達し凝固を完了する．また，本系

の複合鋳込み実験では，Table　1に示すように1次溶湯お

よび混合溶湯の液相線温度が他の系に比べて最も［AISi12－

AISi32］の場合に近い条件とな：っている．

　（2）Al・Si　2元系

　1次溶湯にAl（0．55　kg），2次溶湯にAl－44％Si合金

0．55kgを用いた複合鋳込み実験（［Al－AISi44］）を行い，

前報（1）のA1－22％Si合金の通常鋳込みの結果と比較した．

2．2次溶湯起源および混合溶湯起源に関する実験

　1次溶湯にAl－Ge共晶組成に近いAl－51％Ge合金0．55

kgを用い，2次溶湯にAl－32％Si合金0．55　kgを用いて複

合鋳込みを行った．混合組成Al－16％Si－25．5％Geは過共

晶組成であり，初晶としてSiに類似したダイヤモンド構

造のSi－Ge固溶体を晶出し，α相とSi－Ge固溶体からなる

共晶を経て凝固する．：Fig．1は，　Al－Si－Ge　3元系平衡状

80

70

凍60

器50
窪

＼40
8
030

20

10

0

Equilibrium

Nonequilibrium

Liquid

　　　　　　　　ノ

Solid

1
ノ

　　0　　　　0．05　　　0．1　　　0．15　　　0．2

　　　　　　　　　　　　fs

Fig．1　Change　in　Ge　concentration　of　solid　and　liquid

at　the　solid－1iquid　interface　in　the　solidification　of　A1－

16mass％Si－25．5　mass％Ge　alloy．

Table　l　Composition　and　liquidus　temperature（銑）（2）一（4）of　alloy　melt　in　the　Duplex　Casting　process．

First　melt Second　melt Mixed　melt
Experiment

Composition TL／K Composition TL／K Composition TL／K

［Alsi12－Alsi32］（1） Al－12％Si 853 A1－32％Si 1110 A1－22％Si 986
［Alcu33－Alsi32］ A1－33％Cu 821 A1－32％Si 1110・ A1－16％si－16．5％cu 969＊

［A1－AISi44］ Al 933 A1－44％Si 1245 Al－22％Si 986
［AIGe51－AISi32］ A1－51％Ge 698 A1－32％Si 1110 A1－16％Si－25．5％Ge 1034＊＊

＊measured　by　thermal　analysis．＊＊calculated（5）．
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態図（5）を基に計算したA1－16％Si－25．5％Geの初晶凝固過

程における二一液界面での固相と液相のGe濃度の変化を，

平衡（固相内拡散が完全）の場合と非平衡（固相内拡散を無

視）の場合の各々について示している．本組成では，最初

に晶出する部分が最低Ge濃度となる（＝15．6％Ge：以後，

この濃度をC蕊とする）．またSi－Ge固溶体では溶質拡散

速度が遅いため，通常，coring　patternを呈する（8）．

　ここで微細な初晶が，溶湯の完全混合以後に晶出するな

らば，その初晶Ge濃度は常にC蕊以上となるが，完全混

合以前に2次溶湯内で晶出するならば，その初期晶出Ge

濃度はC蕊よりも低：濃度になることが予測される．このこ

とを確認するために，複合鋳込み鋳塊と混合組成の通常鋳

込み鋳塊の初晶のGe濃度をX線マイクロアナライザー

（EPMA）により測定し，　C（超と比較した．

　また，A1－16％Si－25．5％Ge合金0．1　kgを，銅製のくさ

び形鋳型（9）に鋳込んだ試料についても同様の測定を行い，

冷却速度を大きくすることによって初晶を微細化したとき

のGe濃度を通常鋳込み材および複合鋳込み材の場合と比

較した．このとき鋳込み温度は1073Kとした．

3．実験操作

　複合鋳込みおよび通常鋳込みの操作手順は，基本的には

回報（1）と同様なので，主に変更部分を述べ，他は概要のみ

とする．

　実験に使用した合金は，Al（99．99％），Al－25％Si母合

金，金属Si（99％），Cu（99．9％）およびGe（99．9999％）の

組合せにより各々溶製した．実験装置を：Fig．2に示す．

鋳型は黒鉛製円筒（内径80mm）と断熱レンガ製の底…盤か

らなり，その上部に設置されたレール上を1次鋳込み用
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の断熱レンガ製タンディシュと2次溶湯を鋳込み温度に

保持するための電気炉とが独立して移動できるようになっ

ており，2段階の注湯操作を迅速に行うことができる．実

験では，1次溶湯および2次溶湯の鋳込み温度は，いずれ

も液相線温度より50K高い温度に統一した．

　得られた鋳塊は縦に二分割し，一方の縦断面をマクロ組

織観察に供し，他方をミクロ組織観察および照臨Si粒径

測定に供した．初晶Si粒径の測定においては，鋳塊試料

面の外周より4mmの位置から38　mmまで半径方向に2

mm間隔に採った計18視野の光学顕微鏡像を画像処理し

て各粒子の絶対最大長を測定し，全視野の結果を総計して

得られた粒径分布から幾何平均値を計算して平均粒径とし

た．一画像の視野面積は，1．318mm2（1148μm×1148

μm）とした．また画像処理の際には共晶Si相の影響を排

除するため面積が55μm2以下の粒子を除外した．

皿．結果および考察

1．　1次凝固殻の寄与

o O

　（1）Al・Si－Cu系

　：Fig．3（a）に，　Al－16％Si－16．5％Cu合金の通常鋳込み鋳

塊（鋳込み温度1023K）のミクロ組織を示す．初晶Siは形

状および大きさともA1－22％Si合金（1）に類似している．予

習Si粒径の測定値は，鋳込み温度988　Kで97μm，1023

Kで90μm，1073Kで95μmとなり，A1－22％Si合金と

同様に鋳込み温度の低下による初晶Si粒径の減少は見ら

れなかった．一方，Fig．3（b）は［AICu33－AISi32］複合鋳込

み鋳塊のミクロ組織で，1次鋳込みから2次鋳込みまでの

時間間隔∠≠は16sであった．この試料の初晶Si粒径は

38μmであった．また∠≠を7sとした場合は，初晶Si粒

径は44μmとなり，［AISi12－AISi32］複合鋳込みと同程度

の微細化効果が確認できた．

　1次溶湯の鋳込みから7s後の1次凝固殻の形成状態を

デカンテーショソ法を用いて確認したところ，1099の凝

o o

0
1‘ ①②

．＝÷↓髪Lw

「 、【1

o o

Fig．2　Experimental　apparatus　for　the　Duplex　Cast－

ing　Process．①graphite　mold，②thermocouples　for
measurement，③thermocouples　for　temperature　con－
trol　of　second　melt，④first　melt，⑤second　melt，⑥

tundish　for　first　melt，⑦tundish　for　second　melt，⑧

electric　furnace，⑨stoPPer．

Fig．3　Microstructures　of　Al－16　mass％Si－16．5
mass％Cu　alloy　ingots．（a）conventional　casting．（b）

the　Duplex　Casting　process　with　the　combination　of

Al－33　mass％Cu　and　Al－32　mass％Si．
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固殻が形成していた．この凝固殻中のθ相の量を平衡状：態

図から求めると649となる．

　本実験において，先に［AISi12－AISi32］複合鋳込みに関

して想定したような1次凝固殻の非平衡的な溶解が起こ

ると仮定すると，α相よりもθ相（A12Cu）の溶解温度の方

が低い（3）（10）ため，θ相が優先的に溶解することになる．

現在用いられているA1－Si－Cu系状態図（6）（7）では，　Si一θが

擬2元共晶系，A1－Si一θがi擬3元共晶系を構成するとさ

れ，またA1，　Si，θを頂点とする濃度三角形内の組成では

3元金属間化合物は生成しない（6）とされている．このよう

な場合，仮にα相とθ相が溶湯中に遊離してもAl－Si　2元

系におけるα相の場合と同様に初晶Siの核生成サイトと

しては機能しないため，1次凝固殻が初晶Siの核生成サ

イトの供給源になることは考えられない．ただ，Al－Si一θ

を擬3元共晶系と見なすことは，A1－Cu　2元系におけるθ

相の晶出・溶解点の反応タイプをcongruent変態とする

見解（10）を前提としているが，最近のMurrayによるAl－

Cu系状態図（3）では，θ相は包子反応（：L＋η1→θ）により生

成するとされている．後者の場合はAl－Si一θを閉じ，た系と

して取り扱うことはできず，1次凝固殻をもとにした異質

核生成サイトの生成の有無を状態図だけから判断すること

はできない．

　そこで，Al－Si合金溶湯中へのθ相の溶解が初晶Siを微

細化する効果があるかどうかを調べるため，A1－16％Si合

金（1kg），Al－22％Si合金（1　kg），およびAl－32％Si合金

（0．55kg）の3種類の溶湯中に，775　Kに予熱した粒状の

A1－54％Cu合金0．1　kgを投入し，15　s撹搾・溶解した後，

鋳…型に鋳…込む実験を行った．Al－54％Cu合金はθ相を主体

とし，微量のη2相を含む組成である．実験条件をTable

2に示す．いずれの実験においてもAl－54％Cuの混合直

後から鋳込みに至るまでの溶湯温度は混合溶湯組成の凝固

開始温度より僅かに低い温度であった．すなわち異質核生

成物質が生成すれば，ただちに機能できる条件にあったこ

とになる．また各実験の混合組成であるA1－14．55％Si－

4．9％Cu合金1．1kg，　A1－20％Si－4．9％Cu合金1．1　kg，　Al－

27．1％si－8．3％cu合金。．65　kgをそれぞれ鋳込み温度

907K，991　K，1113　Kで鋳込み，比較材とした．　Fig．4

は，混合実験により得られた試料の単位面積（1mm2）当り

Table　2　Thermal　condition　in　mixing　experiments　of

A1－54　mass％Cu　alloy　granules　and　hypereutectic　A1－

Si　alloy　melt．

Al－Si　alloy　melt Mixed　alloy

Composition T／K Composition TL／K Tp／K

A1－16％Si

`1－22％Si

`1－32％Si

908
X91

P153

Al－14．55％Si－4．9％Cu

`1－20％Si－4．9％Cu

`1－27．1％si－8．3％cu

897＊

X74＊

P093＊

892

X71

P092

T：temperature　before　mixing，％：casting　temperature・

＊measured　by　thermal　analysis．

I　　　　　I　　　　　i
撃`l－16Sl－16．5C・

【AlCu33－A［S：32】DUPLEX　　　　　I

lAH4．5S卜4．9Cu
IAI－16Si＋

lA1－20Si－4．9Cu

IA1－22Si

　　Al－54Cu

@　　十Al－54Cu

@　十Al－54Cu

戟@　　　　I

IA1－27．1S卜8，3Cu

1Al－32Si

1
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　　N／mm－2
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Fig．4　Effect　of　addition　of　granular　Al－54　mass％Cu

alloy　into　the　hypereutectic　Al－Si　alloy　melt　on　the

number　of　primary　particles　per　unit　area（劫，which

is　compared　with　the　effect　of　the　Duplex　Casting

process・

の初茸Siの個数（N）を各混合組成の通常鋳込み試料の結

果と比較して示している．また，［AICu33－AISi32］複合鋳

込み試料（∠≠＝7s）とA1－16％Si－16．5％Cu合金の通常鋳込

み試料（鋳込み温度988K）の測定結果も併せて示した．本

結果によると，複合鋳込み試料では通常鋳込み試料の3

倍以上に初晶粒子数が増加しているのに対して，θ相を溶

解した試料はいずれの場合も通常鋳込みによる比較試料と

変わらず，Al－16％Si－16．5％Cu合金の通常鋳込み試料と

同レベルにとどまっている．したがって，本実験ではθ相

の溶解による初晶Siの核生成の促進効果は見られず，有

効な異質核生成物質の生成がなかったことを示している．

　また，デカソテーショソにより得られた1次凝固殻の

凝固界面近傍の共晶ラメラ間隔を測定したところ，約0．3

μmであった．一般に垣外槽等の乱流のKolmogoroffス

ケールが101μmのオーダーであること（11）を考慮すると，

ラメラ間隔が0．3μmと極めて小さい共晶組織内で，仮に

θ相が優先的に溶解してもα相の層の間に閉じ込められる

ため，ほとんどのθ相はα相と共に溶解し，共晶組成の

液相を生じるものと推測される．

　以上から，［AICu33－AISi32］複合鋳込みにおいては，1

次凝固殻からの核生成サイトの供給はなかったと考えるの

が妥当と思われる．

　（2）Al－Si　2元三

　1次溶湯に純A1，2次溶湯にA1－44　mass％Si合金を用い

た複合鋳込み実験では，∠≠＝18sのとき初晶Si粒径は

61μmであった．本条件では，［AlCu33－AISi32］複合鋳込

み鋳塊のような：顕著な微細化はみられず，比較的粗大な初

晶が多くみられたが，一部に，：Fig．5に示すような微細

な初晶Siの弓状集団が観察された．このような組織は，

Al－22％Siの通常鋳込み鋳塊（1）では見られな：かったもので

あり，複合鋳込みによる微細化効果を示すものと考えられ
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Fig．5　Microstructure　of　Al－22　mass％Si　alloy　ingot

produced　by　the　Duplex　Casting　process　with　the　com－

bination　of　AI　and　A1－44　mass％Si．

る．

2．Al－Si・Ge系複合鋳込み鋳塊の初晶の微細化とGe

　　濃度

　：Fig．6（a）にA1－16％Si－25．5％Ge合金の通常鋳込み鋳塊

（鋳込み温度1073K），およびFig．6（b）に同じ組成のくさ

び形鋳塊の先端から10mmの位置のミクロ組織を示す．

くさび形鋳塊では，急冷効果により初等粒径が通常鋳込

み材よりも小さくなっている．またFig．6（c）には，

［AIGe51－AISi32］複合鋳込み鋳塊（∠∫＝7s）のミクロ組織

爵～響・

避〆ド’ t

鰯．
誤爆裟灘

畷i

隅隅
耀

撮

欝
糞

Fig．6　Microstructures　of　A1－16　mass％Si－25．5
mass％Ge　alloy　ingots，（a）conventional　casting．（b）

casting　in　the　wedged　mold．（c）the　Duplex　Casting

process　with　the　combination　of　A1－51　mass％Ge　and

Al－32　mass％Si．

を示す．この場合，Fig．6（a）と比較すると絶群はより微

細であり，本系でも複合鋳込みによる初晶微細化野果が確i

認された．特にFig．6（c）の中央部に観察されるような島

状集団内の初晶の微細化は顕著であり，これに比較する

と，集団外の初晶は相対的に粗くなっている．なお複合鋳

込み鋳塊のマクロ組織観察では，1次凝固殻は残存してお

らず，また初野の分布状態から1次溶湯と2次溶湯のマ

クロ的な混合が十分行われたことが確認できた．

　：Fig．7（a）～（d）に，　EPMAにより分析した初晶粒子内

の濃度分布の例を示す．Fig．7（a）は通常鋳込み鋳塊の初

晶であり，放射状に成長した粒子の中心部（グラフ内矢印）

近傍が最も高Si・低Geである．一方，　Fig．7（b）はくさび

形鋳塊の先端から10mmの位置の初晶粒子である．この

場合，粒子内のGe濃度分布は緩やかなW字状になって

おり，中心部（矢印）でGe濃度が高くなっている．また全

体のGe濃度の水準が，　Fig．7（a）の通常鋳込み鋳塊より高

くなっているが，これらは，初年晶出過程でGeの溶質捕

捉が起こったためと思われる．Fig．7（c）および（d）は複合

鋳込み鋳塊の初晶粒子である．本系でも［Alsi12－Alsi32］

複合鋳込みの場合（1）と同様に，微細な初耳は集団を形成す

る傾向がみられ，一一方，孤立した翌夕は比較的粗大であっ

た．Fig．7（c）は微細初晶集団内の初晶粒子であり，Fig．

7（d）は孤立した初晶粒子である．Fig．7（a）と比べると，

微細な初晶はGe濃：度が低く，逆に，孤立粒子はGe濃度

が高くなっている．

　Fig．7は，本来3次元形状である初端粒子の2次元断

面について線分析を行った結果であり，測定ラインが初晶

の最初に晶出した部分を通過しているとは限らない．そこ

で，各試料中の複数個の初晶粒子について同様の測定を行

い，各粒子の＝濃度分布における最低Ge＝濃度（C（かを求め

て統計的に検討した．得られた結果をヒストグラムとして

：Fig．8（a）～（e）に示す．　Fig．8（a）は通常鋳込み試料のう

ち，成長の起点が特定しやすい放射状形状の初晶30個に

ついて測定した結果で，C（蓋分布の最小値が，状態図から

予測される初筆の初期晶出濃度C（髭に近似した値になって

いる．Fig．8（b）は，くさび形鋳塊の初晶30個の測定結果

で，Ge濃度は高い．なお，この場合は初期晶出部分の

Ge濃度とC（蓋とは対応しない．　Fig．8（a）（b）の結果は，混

合組成から晶出する初晶のGe濃度はC（艶よりも低くなら

ないという11．2節の予測と一致する．Fig．8（c）はFig．

6（c）中央に見られる微細初晶集団内の10～20μm径の初

晶30個について測定した結果である．C（蓋はC蕊よりも低

濃度側に分布しており，通常鋳込みの結果とは明らかに異

なっている．この傾向が他の微細細民集団でも共通してみ

られるかどうかを検討するため，鋳塊の上部・中部・下部

から5集団づっ，計15集団選び，さらに各集団から5個

つつ選んだ合計75個の初晶について測定した結果をFig．

8（d）に示す．Fig．8（c）と同様の分布がみられ，　C（蓋がC蕊

よりも低い傾向は，微細初晶集団に共通したものであると
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Fig．7　0ptical　micrographs　and　EPMA　line　profiles　of　primary　crystals．（a）Al－16　mass％Si－25．5　mass％Ge　alloy　in－

got　by　conventional　casting．（b）Al－16　mass％Si－25．5　mass％Ge　alloy　ingot　cast　in　the　wedge　shaped　mold．（c）fine

primary　crystal　in　the　ingot　produced　by　the　Duplex　Casting　process　with　the　combination　of　A1－51　mass％Ge　and　A1－

32mass％Si．（d）relatively　coarse　primary　crystal　in　the　ingot　produced　by　the　Duplex　Casting　process　with　the　com－

bination　of　Al－51　mass％Ge　and　A1－32　mass％Si．
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Fig．8　且istograms　for　minimum　Ge　concentration　in
each　concentration　profile　of　primary　crystals（CG謹）．

（a）A1－16　mass％Si－25．5　mass％Ge　alloy　ingot　by　con－

ventional　casting．（’b）Al－16　mass％Si－25．5　mass％Ge

alloy　ingot　cast　in　wedge　shaped　mold。（c）fine　pri－

mary　crystals　in　one　cluster　in　the　ingot　produced　by

the　Duplex　Casting　process　with　the　combination　of　A1－

51mass％Ge　and　A1－32　mass％Si．（d）fine　primary
crystals　in　fifteen　clusters　in　the　ingot　produced　by　the

Duplex　Casting　process　with　the　combination　of　A1－51

mass％Ge　and　A1－32　mass％Si．（e）relatively　coarse

primary　crystals　in　the　ingot　produced　by　the　Duplex

Casting　process　with　the　combination　of　A1－51
mass％Ge　and　Al－32　mass％Si．

考えられる．次に，Fig．7（d）に示したような：孤立した初

晶のうち放射状形状の初晶5個の測定結果をFig．8（e）に

示す．この場合は，微細初回集団とは異なり，Ge濃度が

高くなっている．以上の結果は，複：合鋳込みにおける微細

な初晶の起源が2次溶湯にあることを示している．一方，

複合鋳込み鋳塊における孤立した粗大な初晶については，

Fig．8（e）の結果から，1次溶湯の混合割合の多い高Ge濃：

度の溶湯部分から晶出したものと推測される．

3．初晶微細化機構モデル

　以上の検証結果を総合すると，第一に，1次凝固殻から

の核生成サイトの供給の有り得ない条件でも複合鋳込みに

第　56　巻

より初鶏Siが微細化することが示された．特に［AICu33－

AISi32］の複合鋳込みでは，［AISi12－AISi32］の場合に匹

敵する微細化効果がみられた．この結果は，［AISi12－

AISi32］複合鋳込みの初晶微細化に対する1次凝固殻の寄

与の可能性を完全に否定するものではないが，少なくとも

主要な起源が別にあることを示唆している・第二に，AL

Ge合金を1次溶湯に用いた複合鋳込みでは，微細な初晶

は1次溶湯と2次溶湯の完全混合以前に2次溶湯側から

晶出することが示された．2次溶湯内での多発核生成を説

明し得る初章微細化機構としては以下のモデルが考えられ

る．

　鋳型内の1次溶湯と2次溶湯の混合のような均一相の

液一環混合は，循環流や乱流渦の運動によって流体塊が変

形・分散する流体力学的な過程（対流混合（12））とこれに並

行して進行する分子拡散（拡散混合（12））との複合過程と見

なされる．対流混合は溶質の巨視的分布の均一化をもたら

すと同時に拡散混合を促進する．通常，対流混合による熱

と溶質の輸送速度は同程度だが，拡散混合では異なり，液

体金属では熱伝導が溶質拡散よりも著しく速い．このため

溶湯間の温度差の解消に比べて濃度差の解消が遅れること

になる（13）．一方，対流混合による熱的拡散の促進が2次

溶湯の冷却速度を増大させるため，2次溶湯内に比較的大

きな過冷却が生じ，初寒の多発核生成をもたらすことが考

えられる．さらに，分散された2次溶湯の流体塊が1次

凝固殻や鋳型壁に接近または接触するような場合には，冷

却効果はさらに強くなると考えられる．

　Fig．5やFig．6（c）に見られる微細な初葉の島状集団は，

混合過程において初晶の多発核生成を生じた2次溶湯の

流体塊であった領域であり，核生成後も初晶の密集状態が

続いたため，個々の初晶の成長が抑えられ微細化したもの

である．一方，贈与集団外の混合溶湯領域内にまばらに存

在した初晶や島状集団外周部の初晶は溶質の十分な供給を

受けて相対的に粗大に成長したものと考えられる．

　また，溶湯の温度条件に関しては，2次溶湯の冷却には，

1次溶湯の温度は低温である方が有効であり，また2次溶

湯の過熱度が小さいほど，より少ない抜熱量で過冷却を生

じさせることができる．このように，本モデルでは前報の

実験結果（1）をも説明できる．また［Al－AISi44］複合鋳込み

のように1次溶湯および2次溶湯の液相線温度が共に高

い場合，混合後の溶湯の過熱度が大きくなるため，核生成

した初晶Siが再溶解する機会の多くなることが考えら

れる．［A1－AISi44］複合鋳込みの初晶微細化効果が，

［AISi12－AISi32］の場合ほど顕著でなかったのは，この理

由のためと思われる．

　過共晶Al－Si合金の過冷度と初晶Si粒径との関係を調

査した著者らの結果（9）によると，A1－32％Si合金を約950

Kまで過冷却させると初晶は40μmまで微細化し，さら

に約850K（Al－Si共晶温度）まで過冷却させると初晶を

10μmまで微細化できることが分かっている．［AISi12一
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AISi32］複合鋳…込みでは，凝固殻生成時の1次溶湯残溶湯

の温度が約850Kであり，また1次凝固殻自体も同程度

の温度で溶解することを考えると，少なくとも2次溶湯

の一部が950Kから850K程度の温度まで過冷却される

ことは不可能ではないと思われるが，この点も含めて本モ

デルの定量的な検討は今後の課題である．

1V’．結 言

　過共晶Al－Si合金の複合鋳込み鋳塊における微細な初晶

の生成起源を検討した．1次溶湯にAl－12％Si，2次溶湯に

Al－32％Siを用いた複合鋳込み過程の考察から，初晶核の

起源として，1次凝固殻中の共晶Si，2次溶湯および混合

溶湯の3種類が考えられ，各々の実験的検討から以下の

結果が得られた．

　（1）初晶微細化に対する1次凝固殻中の共晶Siの寄与

の度合を検討するため，Siを含まない組成の1次溶湯

（Al－33％CuおよびAl）を用いた複合鋳込みを行った．その

結果，初晶の微細化が確認され，主要な起源が別に存在す

ることが示された．

　（2）1次溶湯にAl－51％Ge合金，2次溶湯にAl－32％Si

合金を用いて複合鋳込みを行い，微細な初晶のGe濃度を

測定した結果，混合組成から晶出する初晶の最低Ge＝濃度

よりも低かったことから，微細な初晶が2次溶湯を起源

としていることが示された．

　（3）2次溶湯内での初筆の多発核生成の可能性を説明す

る微細化機構モデルを提示した．本モデルは，液一盛混合

における熱と溶質の移動速度の相違により2次溶湯内で

過冷却が生じ，初晶の多発核生成をもたらすと考えるもの

である．
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