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は し が き

本報告書は､平成9 ･ 1 0年度の2年間に文部省科学研究費補助金(基盤研

究B)を受けて行われた研究｢金属基複合材料の部分使用に適した固相接合･

複合プロセスの開発｣の経過と成果をまとめたものである｡

構造部材の一部分に金属基複合材料(MMC)を使用してその構造部材の

付加価値を高めること､およびMMCの成形に塑性加工を適用することは､今

後のMMCの一つの方向と考えられる｡本研究は､ MMCを部分的に使用した

構造部材を塑性加工法を利用して固相状態のまま製造するプロセスの開発を目

指している｡本研究はMMCと従来材料を一体で塑性加工して､接合と成形を

同時に行うこと.によってプロセスコストの低減を図る点を特徴とし､それによ

ってこの新材料の実用化を一層進めようとするものである｡

2年間の本研究期間において､次の二つの成形プロセスが検討された｡一

つは､アルミニウム合金及び粒子強化アルミニウム合金複合材料のそれぞれ一

次素形材を高温圧縮加工して､両者の固相接合と同時に一体で成形加工する方

法である｡他の一つは､金属粉末の圧縮ねじり成形法を利用して､異種粉末素

材の一体固化成形により､部分的にセラミック粒子で強化した構造部材を一体

成形する方法や､溶製材上に混合粉末を直接固化成形して一部分を複合材料と

する方法である｡本報告書では緒言に続く二つの章でそれらの成果をまとめて

いる｡
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第1章 緒

不連続織姫やセラミック粒子を分散強化した金属基複合材料(MMC)

は､比強度､比剛性､耐摩耗性などに優れた新しい構造用材料としてその実用

化が期待されている｡中でも自動車産業や機械産業の分野において､構造部品

の軽量化が可能なアルミニウム合金をマトリックスとする複合材料は､強度と

耐磨耗性を兼ね備えた新しい材料としての実用化に可能性を秘めている｡この

ような金属基複合材料の開発研究はすでに3 0年近く前から盛んに行われ､ 2 1

世紀初頭にはかなりの工業利用が期待されていた｡しかしながら今まで各方面

で様々な試作部品が検討されてはいるものの,実用部品に利用された例はそれ

ほど多くはなく､当初期待されたようには実用化が進んでいないのが現実であ

る[1 ]｡その理由としては､新材料の宿命である材料に対する信頼性が低いこ

と､高い材料コストに相応しい特性の発揮ができていないこと､従来材料に代

替できる安価な加エプロセスが確立されていないこと､この材料の特性を発拝

できるニーズの開拓が不十分なこと､などが挙げられる｡

分散強化型金属基複合材料(MMC)は､その製造プロセスから液相法と

固相法とに分類され､成形される製品形態から直接成形法と素形材成形法とに

分類できる｡この中で現在まで最も実用化が進んでいるのは､液相法による直

接成形法であり､すなわち不連続織推のプリフォームを使った加圧鋳造法(ス

クイズキャスト)である｡そしてこの方法で製造されている実用部品のほとん

どは､耐摩耗性や高温強度が要求される製品の一部のみを複合材料にするもの

である｡今後のMMCの利用においても､やはり構造部材全体を複合材料で製

造するのではなく､必要な部分のみをMMCとして利用することが一つの大き

な方向と考えられる｡しかしその製造法として現在利用されている加圧鋳造法

は､幾つかのノウ･ハウを伴うプリフォームの成形という,この材料特有の加

工プロセスを必要とし､しかも複雑形状品や量産部品への構極的な適用は困難

である｡
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一方､今後このMMCを積極的に利用するための安価な加工プロセスの可

能性として､従来材料と同様の考え方による素形材の二次加工､特に塑性加工

を利用した量産部品の成形が挙げられる｡すなわち比較的安価な方法で作製し

た棒状あるいは板状の複合材料｢素形材｣を､鍛造加工など塑性加工して複雑

形状の最終製品にするプロセスである｡分散強化型金属基複合材料は､高温で

はもちろん､室温でもある程度の塑性加工が可能であり､しかもマトリックス

金属の結晶粒微細化や空孔の除去など組織の改善､加工硬化や集合組織強化な

どによる特性の向上､あるいは不連続繊維や強化粒子の特定方向への配向によ

る強化など､加工に伴う材質の改革が期待できる｡また生産性の良さによるプ

ロセスコストの低減は､既に多くの金属材料で実証されており､複合材料の培

極的な実用化への大きな道になり得ると考えられる｡研究代表者らはこのよう

な観点から､分散強化型アルミニウム基複合材料の塑性加工性を検討するため

に､その鍛造性[2,3]､圧延加工性[4]､超塑性成形性[5]､塑性変形に伴う微

視組織や特性の変化[6-9]､変形抵抗の測定と予測[10-12]､あるいは塑性加

工による粉末固化成形[13-16]など､関連した研究を進めている｡

以上のように､構造部材の一部分にMMCを使用してその構造部材の付加

価値を高めること､およびMMCの成形に塑性加工を適用することは､今後の

MMCの一つの展開方向と考えることができる｡そこで本研究は､ MMCを部

分的に使用した構造部材を塑性加工法を利用して固相状態のまま製造するプロ

セスの開発を目指すものである｡現在利用されている加圧鋳造法とは異なり､

塑性加工法の利用では､従来材料に使用されている生産設備をそのまま利用す

ることができ､しかも生産性の高い特長を生かして､量産部品へのMMCの横

極的な利用を進めることも可能となる｡固相状態で部分複合材料部材を製造す

る方法としては､ろう付けや拡散接合などの接合技術が考えられ､ MMCと従

来材料との接合についても少しづつ研究が進められている｡また固相プロセス

による層状複合材料の製造法として､焼結接合法[17, 18]､押出し法[19-

27]､圧延法[28],摩擦押出し法[29,30],二軸接合化押出し法[31,32]などが

検討されている｡しかし本研究は､ MMCと従来材料を一体で塑性加工して､

-2-



接合と成形を同時に行うことによってプロセスコストの低減を図る点が特徴で

あり､それによってこの新材料の実用化を一層進めようとするものである｡

このような観点から､本研究では具体的に次のような二つのプロセスを検

討した｡一つは､アルミニウム合金及び粒子強化アルミニウム合金複合材料の

それぞれ一次素形材を高温圧縮加工して､両者の固相接合と同時に一体で成形

加工する方法の可能性と､接合性に及ぼす加工条件の影響を検討する｡他の一

つは､金属粉末の圧縮ねじり成形法を利用して､異種粉末素材の一体固化成形

により､部分的にセラミック粒子で強化した構造部材を一体成形する方法や､

溶製材上に混合粉末を直接固化成形して一部分を複合材料とする方法の可能性

を検討する｡
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第2章 高温圧縮加エによる接合プロセス

2.1 はじめに

金属基複合材料を塑性加工することそのものがまだ一般的には利用されて

おらず､部分複合材料の作製において圧縮接合を利用した例は報告されていな

い｡そのためまず､圧縮変形時の応力状態が最も単純な-軸圧縮変形による接

合を試み､圧縮接合の可能性を検討した｡続いて､ -軸圧縮変形よりも静水圧

応力が高くなると考えられる平面歪圧縮変形による接合を試みて､部分複合材

料の作製について検討した｡いずれの圧縮変形においても､圧縮工具と試料と

の間の摩擦効果によって､試料中心部での圧縮応力が高くなるが､一方向の変

形を拘束した平面歪状態での変形抵抗は-軸変形より大きくなり､従って材料

に働く静水圧応力もー軸圧縮より高くなるため､より良好な接合が期待でき

る｡高温圧縮変形による固相接合では特に接合温度と圧力(変形量)が大きく

影響すると考えられており､様々な圧縮率･圧縮温度条件下で部分複合材料を

作製し､それらが接合強度に及ぼす影響について調査した｡またアルミニウム

合金は加工後に熱処理をして実用されろことが予想されるので､接合後に熱処

理を行い接合強度の変化についても調べた｡

2.2 実験方法

2.2.1供試材料

アルミニウム合金の塑性加工部材の一部分を､同じ合金をマトリックスと

する複合材料とした部分複合材料部材を想定して､次のような供試材料を選定

した｡基本となる材料として6061アルミニウム合金を使用し､複合材料とし

ては､ ALCAN杜が市販している粒子強化アルミニウム基複合材料『DURAL

cAN』を使用した｡ 『DURALCANjは溶湯拷拝法を用いて作製された材料
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で､強化粒子はA1203粒子､マトリクスは6061アルミニウム合金であるo A1203

粒子の平均粒径は約20〝m､体積配合率は22%である｡

6061アルミニウム合金は直径20皿mおよび35皿mの押出し丸棒を､複合材料

『DURALCANjは直径40m皿の押出し丸棒と42m皿× 15mmの押出し角棒を準備し

て､後述するように試験片を採取して-軸圧縮接合および平面ひずみ圧縮接合

に使用した｡

2.2.2
一軸圧縮接合

6061アルミニウム合金の押出し丸棒(直径20皿m)と､複合材料の押出し丸

棒(直径40mm)をさらに773Kで押出して直径20m皿にした複合材料から､ Table

Table 2-1 : Dimensions of specimens used for uni-axial compression.

Reduction(%) 30 50 70

Diameter(rTTn) 20

Height(rTTn) 15 30

Table 2-2 : Conditions of umi-axial compression.

Reduction(%) 30 50 70

Temperature(K)

573 ○

673 ○

773 ○ ○ ○

HoJdingtime(min) ー0

Compressionratio(rTTn/S) 0.05

Atmosphere Air
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2 _ 1に示す寸法の円柱試料をそれぞれ切り出して-軸圧縮接合用の試料とし

た｡尚､各材料とも押出し方向と圧縮方向が一致するようにした｡

円柱試料の両端面を旋盤加工して平行面を出し､接合面とした｡その後,

複合材料の接合端面はエメリー研磨紙を用いて#220､ #500､ #1000の順に研磨

機による湿式研磨を行った｡一方､ 6061合金は研磨機を用いず､ #500､ #1000

のエメリー研磨紙で手動による湿式研磨を行った｡この際,一般に圧縮接合に

おいて良好な接合を得るためには､接合面のある程度の表面荒さが必要とされ

る[33]ので､研磨による研磨痕が一定方向に或るように研磨した｡最後に､

接合端面をアセトン中で3分間の起音波洗削こよる脱脂を行い圧縮試験片とし

た｡

Fig.2･1に-軸圧縮装置の概略を示すo圧縮変形はこの圧縮装置を油圧プレ

Fig. 2-1 : Schematic diagram of apparatus for uni-axial compression･
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ス機にセットし､複合材料を上､ 6061合金を下にして一体で圧縮した｡この

際､接合端面の研磨痕が互いに直行するようにセットした｡また潤滑材として

窒化ホウ素(BN)スプレーを上下のダイス面に塗布した｡圧縮接合時の圧縮条

件はTab)e 2･2に示すように､圧縮温度を773Kに固定して圧縮率を変化させる

系､圧縮率を50%に固定して圧縮温度を変化させる系の2系統について､大気

中で行った｡圧縮装置に試料をセット後､ヒーターで室温から昇温し､圧縮温

度に到達後､圧縮装置内の温度の均一化をはかるため10分間保持したのち圧縮

変形を行い､所定量の圧縮終了後直ちに試料を装置から取り出した｡

2.2.3 平面ひずみ圧縮接合

6061アルミニウム合金の押出し丸棒(直径35m皿)と複合材料の押出し角棒

(42m皿×15mm)から､ Table 213に示す寸法の直方体試料を切り出し圧縮接合

Table 2-3 : Dimensions of specimens used for plane strain compression.

Reduction(%) 30 50 70

Thickness(rTm) ー0

Length(rrrn) 20

Height(rTTn) 15 20

Table 2-4 : Conditions of plane strain compression.
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用試料とした｡尚,各材料とも押出し方向と圧縮方向が一致するようにした｡

各直方体試料の両端面を横フライス加工によって平行面を出し接合面とした｡

その後は, -軸圧縮の場合と同様に研磨および洗浄処理をして､圧縮試験片と

した｡

Fig.2-2に平面ひずみ圧縮装置の概略を示す.圧縮変形はヒーターで加熱し

た圧縮袋置を油圧プレス機にセットし､複合材料を上､ 6061合金を下にして

-体で圧縮した｡この際､接合端面の研磨痕が互いに直行するようにセット

し､潤滑材として窒化ホウ素(BⅣ)スプレーを上下･拘束ダイス全面に塗布し

た｡また､拘束ダイス面からの接合面への潤滑材混入を防ぐことと､拘束ダイ

スと材料の接触による凝着･かじり等の問題を防ぐことを目的に､厚き0. 8mm

の純アルミニウムの薄板材を試料-ダイス間に片側2枚づつ挿入した｡圧縮接

合時の圧縮条件はTable 2･4に示すように､圧縮温度を773Kに固定して圧縮率

Fig. 2-2 : Schematic diagram of apparatus for plane stmin compression･
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を変化させる系で大気中で行った｡圧縮装置に試料をセット後､ヒーターで室

温から昇温し､圧縮温度に到達後10分間保持したのち圧縮変形を行い､所定量

の圧縮終了後直ちに試料を装置から取り出した｡

2.2.4 接合強度の測定

圧縮接合した部分複合材料の接合強度を調べるため､次の方法によって引

張試験を行った｡ -軸圧縮接合については､ Fig.2･3に示すように､圧縮後の

円柱試料の直径位置で切断した直方体部分から､半径方向中心から外周に向け

て可能な限り微小引張試験片を採取して行った｡.また平面ひずみ圧縮接合につ

いては､接合後の直方体試料から直接同様に採取した｡引張試験片は幅

10mm､厚さ2mmの板状で横フライス加工により円弧切削し､最小断面積部を幅

7mmにした平行部のない形状である｡その際､接合界面が最小断面積部に位置

するよう極力注意し､試験片作製後は多少の位置のずれも考慮して､最小断面

積部と同時に接合界面部の断面寸法も測定した｡試験片の形状については､以

前の研究[34]で同様な形状試験片で引張試験を行ったところ､一般的形状の試

験片による結果と大差ない結果が得られている｡

圧縮接合後の熱処理が部分複合材料の接合強度に及ぼす影響を調査するた

めに､作製した引張試験片の一部に熱処理を施した｡熱処理は一般的に6 0 6 1

アルミニウム合金に施されるT6処理を採用し､ 798Kで2時間容体化処理した後

Fig･ 213 : schematic illustration of small tensile specime.
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水冷し､その後448Ⅹで8時間人工時効を行った｡

作製した引張試験片はコンピューター計測制御式精密万能試験機､島津製

オートグラフ(AG-2000A)を用いて引張試験を行い､その引張強度を測定し

た｡なお､引張試験では試験片形状の都合上最大強度(破断強度)のみを測

定､評価した｡引張試験は､同一条件につき3個の試験片を作製して試験し､

その平均値を測定強度とした｡引張試験後､走査型電子顕微鏡(SEX)を用い

て各試験片の破面を観察した｡

2.3 実験結果および考察

2.3.1一軸圧縮接合

(り 圧縮率の影響

圧縮温度を773【に固定し､圧縮率を30%､ 50%､ 70%の3種類に変化させ

て作製した部分複合材料lの引張試験結果をFig.2･4に示すo横軸は半径方法の

試験片採取位置を示しているが､圧縮率によって圧縮後の試料半径が異なるた

め相対位置として表した｡ここでは圧縮後も直円柱であるとし､圧縮前後で体

(可
i

≡
i=ヨ

.1=
llo)

⊂

4)
｢I■
●→■

の

盟

の
⊂

0

ト

a.o o.2 0.4 0.6 0.8

Relative position in radia一 direction

Fig･2- 4 : Effect of reduction in uni-axial compression on tensile strength･
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積一定であると仮定して圧縮後の半径を計算し､その値と試験片採取位置の試

料中心からの半径方向距離の比をとり､それを相対的位置として表している｡

図中の破線は､比較のために6061アルミニウム合金単体を773【, 50%圧縮し

た後に､同じ形状の試験片で測定した引張強度である｡複合材料単体について

も同様な引張試験を行いその強度を測定したが､ 60 6 1アルミニウム合金単体

とほぼ同じ値であった｡圧縮率の増加に伴い､特に中心部の接合強度が増加す

るが30%と50%の差に比べ､ 50%と70%ではそれほど大きな接合強度の差が

見られない｡このことから本研究で行った-軸圧縮では圧縮率50%以上では圧

縮率増加による接合強度の増加はあまり期待出来ないものと思われる｡

測定された接合強度はいずれの圧縮率､半径方向位置でも金属材料側の

606 1合金の引張強度を超える結果は得られなかった｡これは加圧によって現

れた新生面部分での接合が良好であっても､界面全体で完全に接合するのは難

しく､破壊･分解された表面酸化膜が存在するためそれらが起点となって破断

していることが考えられる｡また複合材料側での粒子/マトリクス界面の剥離

等も破断の原因として考えられる｡

いずれの圧縮率の接合強度も試料半径方向の中心部から採取したものほど

高い数億を示し､外周部に向かうにつれてその強度が低下する傾向が且られ

た｡この傾向は､一般的に本研究で行ったような-軸圧縮では圧縮冶具一試料

間の摩擦により試料内部に発生する圧縮応力が試料中心部で高くなる事が知ら

れており､その影響であるものと考える｡

773Kで30 %, 50%､ 70%それぞれ圧縮した試料中心部a?破面組織写真を

Fig.215に示す｡全体的な組織としては圧縮率の違いによる破面の明確な違い

は確認されなかったが､ (a)のように30%試料の特にアルミニウム側にディ

ンプルのない平坦な部分が若干数ではあるが確認された｡この部分の形状や大

きさ(10-20FL皿)から接合時の接触によるA1203粒子の圧痕である可能性があ

る｡また30%試料では先に述べた隆起･沈降部分の存在､アルミニウム側の粒

子数が50%､ 70%試料に比べて少ない傾向にあった｡ 30%圧縮では材料の変

形量が少ないため接合面の表面酸化膜の破壊･新生面の出現が5 0 %､ 70 %と
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Fig. 215 : Fracture sufaces of specimens uni-axial compressed at 773K.
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比べて少ないこと,そして新生面同士の接合が50%, 70%と比べて劣ること

が原因であると考える｡

773K､ 70%圧縮した試料の中心部及び外周部の破面組織写真をFig.2-6に示

す｡両者の組織には明確な違いは確認されず､他の圧縮条件による試料につい

A[uminium side Composite side

10LLm

Fig. 2- 6 : Fracture sufaces oftensile specimens compressed in 70% at

773K.
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ても半径方向の違いによる破面組織の明確な違いは確認されなかった○

(2)圧縮温度の影響

圧縮率を50%に固定し､圧縮温度を573K､ 673K､ 773Kの3種類に変化させて

接合した部分複合材料の引張試験結果をFig.2･7に示す｡圧縮温度の上昇に伴

い接合強度甲向上がみられた.これは一般に温度の上昇により材料の変形抵抗

は低下し､それに伴い表面酸化膜の破壊と新生面の押出しが促進されることに

加え､接合面での原子の相互拡散が活性化されるため､接合強度が向上した結

果である. 673K､ 773Kの接合強度は試料半径方向の中心部から採取したもの

ほど高い数値を示し､外周部に向かうにつれてその強度が低下する傾向は前述

と同様に見られた｡

各温度での圧縮接合後の試料外観写真をFig. 2･8を示す｡この図から573Kで

の変形形態一掛こ金属材料と複合材料の半径方向への変形量一に大きな違いが

出ているのに対し､ 673K､ 773Kでは金属材料と複合材料がほぼ同等の変形を

していることが分かる｡また､ 573Kの試料の中には引張試験片を切り出す際に

接合面で剥がれてしまうものもあった. 573Kの様な比較的低温での圧縮接合で
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Fig. 2-7 : Effect of joiningtemperature on tensile strength･
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F王g. 2-8 : Longitudinal section of specimens compressed in 50%.

は､金属材料に比べ複合材料の変形抵抗が高いため接合面での相対滑りによる

表面酸化膜の破壊はある程度行われるが,新生面の押出しや新生面同士の接合

での原子の相互拡散が不十分なため接合が上手く行われなかったものと考え

る｡

573K､ 673K, 773Kでそれぞれ圧縮した試料中心部の破面組織写真をFig. 2-9

に示す｡ 573E試料は673K､ 773K試料の破面組織と大きく異なり隆起､沈降部

分はほとんどなく､破面全体､特に(a )アルミニウム側でディンプルのない

平坦な部分の存在が確認されたo この写真からもFig.2-8で述べたように､

5 7 3Kでは新生面の押出しや新生面同士の接合での原子の相互拡散が不十分な

ため接合が上手く行われなかったものと考える｡

(3)熱処理の影響

T6処理を施した部分複合材料の引張試験結果をFig. 2-10およびFig. 2-11に示

すo Fig. 2-10は圧縮率変化の影響も見ておりFig.2-4に対応し､ Fig.2-11は圧縮

温度の影響も見ておりFig. 2-7に対応している｡図中の破線は比較のために測

定した773K, 50%圧縮を施した6061合金にT6処理を施した試料の引張強度で

あるo 573K圧縮の試料を除いて､全条件でT6処理を施すことにより圧縮のみ

のものと比べ接合強度が約2倍にまで増加した｡しかし圧縮のみの場合と同様

にマトリクスである6061アルミニウムの引張強度に匹敵する強度は得られなか
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冒
Fig. 2-9 : Fracture sufaces oftensile specimens compressed

in 50% reduction.
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った｡これは複合材料のマトリクスが6061アルミニウムであるので､良好な

接合が行われ接合部が一体のアルミニウム合金のようになれば､ T6処理の容体
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Fig･ 2-10 : Effect of reduction in uni-axial compression on tensile

strength after T6 treatment.
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化処理によってKg2Si固溶体を形成させ､人工時効処理によって析出物を硬化

させるため､接合部の強度も向上する[35] ｡しかし実際には接合が不十分な

部分の存在､接合面に存在する表面酸化膜等の影響によるポイドやき裂が接合

界面に存在していることは容易に考えられる｡そのためT6処理によって接合が

良好な部分ではマトリクス材近くまで接合強度が増加するものの､先に述べた

ポイド等を起点として破断が発生し､試験片の破断にいたるため全体としては

マトリクス強度にはおよばないものと考える｡

T6処理した試料のなかで唯一接合強度が減少した573【圧縮試料は､試験片

を切り出す際に界面で剥がれてしまうもの､引張試験開始直後に破断してしま

うものが多かった｡また測定できた試験片の強度も先のFig. 7に示すように

50肝a以下と低いため､ T6処理の際の水冷による急激な温度変化によって接合

界面の剥離､き裂の発生などがおきている可能性が考えられる｡

圧縮率を変えた試験片について､ T 6処理を施した試料中心部の破面組織写

真をFig. 2･12に､圧縮温度を変えた試験片について､ T6処理を施した試料中心

部の破面組織写真をFig. 2･13にそれぞれ示す. Fig. 2-12はFig･ 2-5に､ Fig･ 2-13

はFig. 2-9にそれぞれ対応している｡ 30%､ 50%､ 70%圧縮､ 673K､ 773K圧縮

の試料ではFig. 2-5, Fig. 2-9の圧縮のみの場合と比較して若干ではあるがディ

ンプルが浅くなっていることが確認された｡これはT6処理により強度が上昇し

た反面延性が低下した影響であると考える. 573KではFig. 2-9の圧縮のみの場

合には確認されたディンプルがほとんど見られなかった｡これは前にも述べた

ように､水冷による急激な温度変化によって接合界面の剥離､き裂の発生など

がおきている可能性が考えられる｡

2. 3. 2 平面ひずみ圧縮接合

(1)圧縮率の影響

圧縮温度を773Kに固定し､圧縮率を30%､ 50%､ 70%の3種類に変化させ

て接合した部分複合材料の引張試験結果をFig. 2･14に示す.横軸は-軸圧縮と

同様に､圧縮前後で体積一定であると仮定し､圧縮前の試料寸法から各圧縮率
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Fig1 2-12 : Fracture sufaces of specimens uni-axialcompressed at 773K

and T6 trested.
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Fig, 2-13 : Fracture sufaces of specimens uniazial compressed
in 50%

and T6 trested.
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Fig. 2-14 : Effect of reduction in plane stmin compression on tensile
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における圧縮後の試料長さを計算し､その値と各試験片採取位置の試料中心か

らの距離の比をとり､それを相対的位置として表して′いる｡図中の破線は､前

出の図と同様に-軸圧縮によって773【, 50%圧縮を施した6061アルミニウム

合金単体の引張強度である｡測定された接合強度は圧縮率の増加に伴い､特に

中心付近の接合強度が増加する結果が得られた｡またいずれの圧縮率の接合強

度も試料長手方向中心部ほど高い数値を示し､外周部に向かうにつれてその強

度が低下する傾向が見られた｡

-軸圧縮(Fig. 2-4)と比較すると､ 30%､ 50%圧縮はほぼ同レベルの強度を

示したのに対し､ 70%圧縮では-軸圧縮より全体的な強度の向上が見られた｡

これは､垂直方向の変形を拘束するために負荷される応力に加え､拘束ダイス

による摩擦によって試料長手方向への変形が抑知されるため,変形に必要な圧

縮応力すなわち接合面での静水圧応力が増大したためである｡そして変形量の

多い70%圧縮試料にその影響が大きく現れたものと考える｡

各圧縮率で圧縮した試料中心部の破面組織写真をFig. 2･15に示す.圧縮率30
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Fig･ 2-15 : Fracture sufaces of specimens plane strain compressed at 773K
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%試料では､ 50%､ 70%圧縮の破面に比べて､破面上の凹凸やA120｡粒子のア

ルミニウム側-の残留が少なく､ディンプルも浅い形態を示した｡またディン

プルの存在しない部分も-部確認された｡ -軸圧縮と比較した場合,圧縮率30

%､ 50%試料については接合法方の違いによる破面形態の違いは見られなかっ

た｡しかし､圧縮率70%試料では図(e)､(f)に見られるような深いディンプル

が破面全体で観察され､ -軸圧縮のものとは明らかに異なる破面形態を示し

AIuminium side
Composite side

10FLm

Fig, 2116 : Fracture sufaces of specimens compressed in 70% at 773K.
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た｡さらに引張試験における試験片の破断は先に述べたように､マクロ的に接

合面で発生していたが､図(e)､(f)に相当する試験片ではマクロ的に見て､破

面の一部分が明らかに606 1合金側､あるいは複合材料側にあり､破面も全体

的に他の試料と異なり明らかに凹凸のある形態となっていた｡

773K､ 70%圧縮した試料の長手方向中心部及び外周部の破面組織写真をFig.

2-1引こ示す.この図から-軸圧縮では見られなかった試料半径方向における破

面組織の違いが見られる｡ (c) ､ (d)の試料外周部では中心部に比べてディ

ンプルが浅く､破面の起伏も少ないのに対し､ (a) ､ (b)の試料中心部では

深いディンプルと破面全体に大きな起伏が観察された｡ 30 %､ 50 %圧縮の破

面においてもディンプルの形態､破面の起伏状態の違いが同様に確認された｡

これは試料中心部では圧縮応力が高くなる傾向に加え､拘束ダイスによる摩擦

力が外周部に比べて高くなるため両者の相乗効果によって中心部の静水庄応力

が高くなり良好な接合が行われた結果であると考える｡
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Fig･ 2-17 : Effect of reduction in plane strain compression on tensile

strengtb a鮎r T6 treatment･
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Fig. 2-18 : Fracture sufaces of specimens plane strain compressed at

773K and T6 treated.
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(2)熱処理の影響

T6処理を施した部分複合材料の引張試験結果をFig. 2･17に示す｡ Fig. 2-14の

圧縮のみのものと比較して､いずれの圧縮率においてもT6処理を施すことによ

り-軸圧縮の場合と同様に接合強度が約2倍にまで向上した?この中で70 %圧

縮試料の中心付近の試料では､マトリクス自身の強度に匹敵する接合強度が得

られた｡これは先に述べたように圧縮した時点での接合強度がマトリクス材に

かなり近くなっており､複合材料のマトリクス部分についてはかなり良好に接

合されて､ 6061合金と一体材料に近い状態になっていることが考えられる｡

従ってそれをT6処理することにより､単体材料と同様に時効硬化されると同時

に､接合部の原子拡散がさらに進んで接合状態が一層改善されていることも予

測できる｡

T6処理を施した試料中心部の破面組織写真をFig.2･18に示す｡圧縮率30%､

50 %試料ではT6処理を施すことにより､圧縮のみの破面と比較して浅いディ

ンプルの破面が観察された｡これらは-軸圧縮の場合と同様の破面形態であ

る｡圧縮率70%試料では破面の大部分でFig. 2-17で示したような深いディンプ

ルが観察されたが､僅かな領域で他の部分よりも低く､浅いディンプルを持つ

部分が観察された｡このような浅いディンプルは先に述べたように､ T6処理に

よって強度が上昇した反面､延性が低下した影響であるものと考える0

2.4 まとめ

-軸圧縮変形により接合した部分複合材料について､以下の結論を得た｡

1.圧縮率30%での接合強度は圧縮率50%､ 70%に比べて低い値を示した｡ま

た圧縮率3 0 %の破両組織から若干の未接合部と思われる部分の存在が確

認された｡

2.圧縮率50%と70%では痩合強度の差はそれほど大きくなく､破面組織から

も明確な差は確認されなかった｡このことから､ -軸圧縮による圧縮接

合ではこれ以上の圧縮率の増加による接合強度の向上は期待出来ない｡
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3.圧縮温度573Kでの接合強度は圧縮温度673K､ 773Kに比べかなり低い値を

示した｡その破両組織からも573Ⅹでの接合性の悪さが確認された｡

4. T6処理を施すことにより､ほぼ全ての圧縮条件で接合強度が約2倍向上

した｡しかし､圧縮後の接合強度が50XPa以下であった圧縮温度573Kの

試料では逆に低下した｡

5. 573K圧縮を除く全ての圧縮接合条件において試料半径方向中心部の接合

強度が外周部に比べて高くなる傾向が見られた｡しかし､破面観察にお

いては組織の大きな違いは確認されなかった｡

一方､平面歪圧縮により接合した部分複合材料について､以下の結論を得

た｡

1.圧縮率の増加に伴い接合強度が向上した｡破面組織においては圧縮率の

違いによりに明確な違い一特にディンプルの形態-が確認された｡

2. 70%圧縮試料中心部の破面形態は他の試料と比較して明らかに異なり､

マクロ的にも明らかに凹凸の激しい形態を示した｡この形態は-軸圧縮

で観察された破面とも大きく異なった｡

3.
-軸圧縮と異なり平面歪圧縮では圧縮率50 %以上の接合条件でも特に試

料中心部で接合強度の向上が期待できる｡

4. T6処理を施すことにより全ての試料で接合強度が約2倍向上した｡ 70%圧

縮試料の中心部ではマトリクス自身とほぼ同等の接合強度を示した｡
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第3章 圧縮ねじり成形による接合･複合プロセス

3.1 はじめに

著者らの以前の研究[13-16]によって､生産性が高く,材料歩留りが良い粉

末固化成形法の開発を目的に,圧縮荷重と同時に軸回転によりせん断変形を負

荷する圧縮ねじり成形法を提案し検討を続けてきた.そしてこの成形法は,義

面酸化膜が強固なアルミニウム合金粉末の直接固化成形に特に有効であり,特

にアルミニウム合金粉末をマトリクスとした高性能アルミニウム複合材料の製

造法の一つとして有力でという結果を得た.本成形法はその後の二次加工を必

要とするものの,例えば鍛造用ビレットをネット重量で短時間に直接固化成形

できるため,材料歩留まりの向上と工程短縮による材料コストの低減が期待で

きる.さらに本成形法の特徴として,組成の異なる粉末材料を任意の位置に配

することで成形体の一部を強化した部分複合材料や傾斜組成複合材料の創製へ

の利用も期待できる.

そこで本章では,自由度の大きい本成形法の一つの応用として,粒子強化

アルミニウム複合材料と異種金属からなる二層部分複合材料の製造に適用し

て,成形体の組織や機械的性質を調べることによってその可能性を検討した.

二層部分複合化には溶製材料上への複合材料素粉末(混合粉末)の直接固化成

形と単体粉末および混合粉末の一体固化成形を試みた.

3.2 実験方法

3.2.1 圧縮ねじり成形法

圧縮ねじり成形法は,高温下で圧縮負荷とねじり負荷を独立に制御して金

属粉末を直接固化する方法である. Fig.3･1に示す専用の成形治具を, INSTRON

社製複合負荷サーボパルサー試験機に装着して実験を行う.本試験機は下部ア
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クチエエイタ-のみが上下方向(最大±100m皿)および回転方向(最大±50

°eg)に稼動するため,上ダイスおよびコンテナは固定であり,下ダイスのみ

の片押し片ねじり負荷(single Action Compacting)である･従って金型と粉体

との摩擦が原因で圧粉体の高さ方向,半径方向で応力分布が異なることは容易

に想像がつく.ここでは成形体の機械的特性･組織の分布は予め不均一になる

要因を持っていることを考慮に入れる.試験機のコントローラーにあらかじめ

負荷方法を設定することにより,様々な制御(荷重,変位,歪)が可能であ

る.圧縮圧力およびねじりトルクは装置付属の上部ロードセルで測定し,変位

はアクチュエイタ-の移動量,ねじり角度はアクチュエイクーの回転角度であ

る.昇温および温度保持はカートリッジヒーターを埋め込んだコンテナ中央の

Fig･ 3-1 : Schematic diagram of apparatus for compressive torsion formlng･
●
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粉末充填部の内壁から3mmの所にアルメルークロメル熟電対を入れ制御する･

円筒状コンテナ内部に充填した試料粉末に上下ダイスにより4XPaの圧力を

加え,所定の温度まで加熱する.これは試験機を荷重制御下に置くためであ

る.昇温速度は制御していないがおよそ30K/minであり,室温から573ほで約

10min, 773Kまで約15minで昇温される.その後,温度分布を一定に保つため

に所定の温度で5min保持してから圧縮ねじり負荷を開始する･一定圧力まで

10sで圧縮した後,ねじり角度±45-,周波数1/6‡zのねじり負荷を正弦波で与

Sic/pureAlpowder

temperature : 773 K

pressure : 75 MPa

cycle : 20cycle

frequency : 1/6Hz

CompressiVe75
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Fig･ 3-2 : Example of measured diagram of compressive pressure･

displacement) twist torque and angle･

-30-



Fig･ 3-3 : Sample specimens.

え,所定のねじり回数(成形時間)の後に両負荷を同時に除荷して成形体を取

り出し空冷する･ Fig. 3･2にその際の圧縮圧力,変位,ねじりトルク･角度の

測定例を示す･この方法ではFig. 3-3に示す直径25Jnm,高さ約30mmまでの円盤

および円環状試料の作製が可能である.上下ダイスの成形面は,ねじりを効果

良く伝達する目的で,深さ1mmの凹凸が設けてある.凹凸の形状･探さに関し

ては一例である.成形体離型のためにコンテナ内壁およびダイスにボロンナイ

トライドを塗布した.コンテナは割り型になっているが,固化が十分でない場

合は離型の際にスプリングバックで庄粉体が割れることもあった.

3. 2. 2 二層複合材料の創製

Fig. 314に示すように,固定側(上ダイス側)にべ-ス材料として純アルミ

ニウムと純鋼のそれぞれの粉末材料あるいは溶製材料を用いた.そして駆動側

(下ダイス側)には組織変化を調査する目的もあり次の混合粉末を用いた.ま

ず純アルミニウム粉末(空気アトマイズ粉末,粒子径44mm以下67. 1%)とSiC

粉末(平均粒径4.35mm,休債分率10%)の混合粉末,さらに高強度の粉末とし

-31-



Table 3-1 : Formlng conditions for fabricatin of dual layer composite･
●

temperatureT/E 773

pressureP/MPa 75

年equencyf他 1/6

twistanglce/deg ±45

twistcyclcC/- 20

て6061アルミニウム合金粉末(粒子径44皿皿以下)とSiC粉末(平均粒径

4. 35mm,体積分率10%)の混合粉末を使用した.そして各層の成形後の厚さが

1. 5m皿,合計3mm (表面の凹凸を除いた実質寸法)になるように配置して成形

を行った.成形条件はTable 3･1に示す条件で一定として行った｡ベース材料

には混合粉末と比較して変形抵抗の高い耗銅および変形抵抗の低い純アルミニ

ウムを選んだ.各材料単体にTable 3-1の条件でねじり負荷を加えた際のねじり

rigid side

pure aluminum (powder/ingot)

6061 alloy (powder/ingot)

pure copper (powder/ingot)

閤

twisted side

mixed powder

;:;m=] 3--

VflO% Sic/pure aluminum

VflO% Sic/6061 alloy

Fig･ 3-4 : Schematic illustration of double layer composite product･
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トルクをFig. 315に示す･図の横軸は成形時間であり, Fig. 3-2に示したような

ねじりトルクの極大値を結んだ曲線で示した.塑性加工の際の成形荷重は純粋

変形抵抗と摩擦抵抗を含む.しかし,ほとんどの場合には工具と材料の間の摩

擦に関しては不明である.ここでは便宜上,ねじりトルクを材料の変形抵抗の

大小を示す指標として考える.成形条件は混合粉末の固化成形に適当な成形温

度773K,圧縮圧力75XPa,ねじり回数20cycle (成形時間120s)であるが,純

鋼粉末はこの条件において単独で固化成形させた場合,比較的固化成形が容易

であり, 3皿mの成形体で250-300肝aの一様な強度が得られることを前項で確認

している.成形後の混合粉末部分の硬さ分布を測定し,成形体の界面および組

織観察から成形可否を判定した.さらに混合粉末単体による複合材料の組織観

察結果と比較してその強度を推定した.

己

ち

ど
oヽ

S1 100
ト■

貞
一■

'hP

60

Timらf /sec

Fig･ 3-5 : Twist torque during compressive torsion formlng･
●
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3.3 実験結果および考察

Fig. 3-4に示したいずれの組み合わせにおいてもその一体固化成形が可能で

あった. Fig. 3･.6に純アルミニウム混合粉末と各ベース材料を組み合わせた二

層複合試料の混合粉末部分の硬さ分布を示す.グラフ中には純アルミニウム混

l

iZg

義
∽

班

q)

fj
｢コ
I■■

a
2Z

iコ

a

.望>･

b as°

m aterial

mixed

powder

temperatureTノE 773

pressureP/MPa 75

frequencyf/Hz 1/6

twistanglcO/deg ±45

twistcycleC/- 20

5 10

Distance from the center L/mm

Fig･ 316 : Effect of base material on radial distribution of hardness of

composite area in dual layer composites･
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合粉末を単独で園化成形した場合の同位置での硬さ分布を併せて示してある.

混合粉末を単体で固化した成形体と比較して純銅粉末,純銅溶製材料との組み

合わせではほぼ同様の結果が得られたが,アルミニウム材料との組み合わせで

は特に中心部で硬さ値がわずかに低い.撤密化の程度あるいはSiC粒子の分散

の程度が低いことが考えられる.

初めに組織変化の比較基準として, Fig. 3-7に純アルミニウム混合粉末,

Fig. 3一郎こ6061合金混合粉末をそれぞれ単独で固化成形した場合の試料縦断面

内の光学顕微鏡写真を示す.後述する二層複合試料の界面に当たる中心線の上

■
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Fig. 317 : Optical micrographs in diametrically cross sectio in con-

solida土ed mixed powder of Sic/pure aluminum.
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下において,半径方向に3ケ所観察している,若干変形抵抗の高い6061合金混

合粉末の方がわずかに横枠領域が広い様子が駆動側中心部と固定側外周部で確

認できるものの,マトリクス粉末の粒子径が多少違うことを除けば組織が擾拝

されている領域はほとんど等しい.十分に擾拝されSiC粒子が均一に分散して

いる領域は駆動側外周部から半径の中間程度までに限られる.

まず同種金属材料との組み合わせとして, Fig. 3-9に両混合粉末と純アルミ

ニウム粉末を一体成形した二層複合試料の混合粉末部分の観察結果を示す.

Fig.3-7, 3-8の駆動側(下側半分)の組織と比較して両混合粉末共に獲拝領域が

■
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Fig･ 3-8 : Optical micrographs in diametrically cross section in

consolidatedmixed powder of Sic/6061 alloy･
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縮小し,半径中間部分では元のマトリクス粒子が変形しているものの獲粋が不

十分である･ここで注記すべき点はFig.3-5において純アルミニウム粉末の変形

抵抗は両混合粉末の半分程度しかないことである.次に更に変形抵抗の低いベ

ース材料との組み合わせとして純アルミニウム溶製材料との直接固化接合を行

った.純アルミニウム溶製材料の変形抵抗は両混合粉末の1/5程度である.

q
rigidside

II
-･ :50pm

twist side

center +
outer

section

Fig. 3-9 : Optical micrographs in diametrically cross section in dual

layer composites (a) Sic/pure aluminum and (b) Sic/6061 alloy

consolidated wi也pure aluminum powder.
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Fig. 3110に両混合粉末部分の観察結果を示す.この場合は両混合粉末とも混合

粉末部分全域において擾拝が起きておらず,単に-軸圧縮した場合と同様にマ

トリクス粒子が変形し密に詰まっただけの組織が得られた.以上の結果は試料

内部で変形抵抗の差が生ずれば抵抗の低い領域で優先的に大変形が生ずること

を示している.固定側ベース材料に配置された純アルミニウム溶製材料は混合

q rigidside ll
-- :50pn

∈twistside )
center +

outer

section

Fig. 3-10 : Opticalmicrographs in diametrically cross section in dual

layer composites (a) Sic/pure aluminum and (b) Sic/6061 alloy

consolidated with pure aluminum Ingot.
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粉末に比べて著しく変形抵抗が低く,加えられたせん断応力はベース材料の変

形にそのほとんどが費やされる.粉末材料の撤密化は比較的小さなせん断変形

で成し遂げられるため,混合粉末部分は撤密化されるものの大きな塑性流動は

導入されず,先に示したような圧粉組織になると考える.従ってベース材料は

混合粉末と比較して変形抵抗の高いものが適すると予期できる.

そこで変形抵抗が高い純銅粉末および溶製材料をベース材料として使用し
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た.予備実験により銅粉末は成形温度773Kで単に圧縮しただけでも十分に固

化することがわかっている. Fig.3111(a)に銅粉末と純アルミニウム混合粉末,

Fig. 3-ll(b)に銅粉末と6061合金混合粉末を一体成形した二層複合試料の界面

と混合粉末部分の組織を示す.両混合粉末とも界面状態は良好であり,連続し

た反応相が確認できる.これらはEDX分析の結果からアルミニウム側にA12Cu

(o相)
,銅側にAICu2

(γ2相)あるいはAICu (77相)と推定され, 10mm程
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度の連続した層である.熱処理後には更に成長することも確認されており,そ

の後の強度に対する影響が懸念される.混合粉末部分を見ると純アルミニウム

混合粉末では授拝領域が単体の場合と同様であり, 6061合金混合粉末の場合は

それと比べて若干広がっており,半径中心部分においてもマトリクス粒子が大

きく変形している･更に純銅溶製材料と直接固化接合した結果をFig. 3-12 (a),

(b)に示す.両混合粉末共,界面は良好であり,銅基板上にアルミニウム粉末
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材料が直接国化接合できることが明らかになった.混合粉末部分の組織は単独

固化の場合と同程度かそれ以上の投枠組織が得られた.ベース材料の変形抵抗

は混合粉末と比較してそれ以上であれば十分であり,浪合粉末部分に優先的に

せん断変形を導入することが可能である.また同じ原理により,純アルミニウ

ム混合粉末よりも変形抵抗が高い6 06 1合金混合粉末の方が半径中心方向に擾

拝領域が広がることが確認できた.
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そこで上下の配置を逆にして固定側ベース材料となる方にSiC/6061合金混

合粉末を,駆動側に純銅粉末を配して一体成形を行った.混合粉末部分の組織

写真をFig･ 3-13に示す. Fig. 3-8の固定側(上部半分)と比較して,固定側で

も組織が摸拝され良好な分散組織が得られた.やはり変形抵抗の低い領域が優

先的に変形しており,このように駆動側に変形抵抗の高い材料を配することで

擾搾効果が遠方で働くことが確認できた.

次に複合粉末部分の固化の程度を推測するため組織をSEM観察し,前章にお
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Fig. 3-13 : Optical micrograpbs in diametrically cross section in dllal

layer composite Sic/6061 alloy consolidated with pure copper

powder at rigid side.
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いて引張り強さが既にわかっている組織と比較した. Fig. 3-14に変形抵抗が低

い純アルミニウム溶製材料と混合粉末を一体成形した場合の混合粉末部分の組

織sEM写真を半径方向の分布として示す.混合粉末単独で国化成形した場合と

比較して,組織を擾拝する大きな塑性流動は全く起きておらず,半径方向全域

において撤密化の程度が低く,硬さ値が低い原因となっている.アルミニウム

粒子の界面もはっきりしており,十分な接合強度は得られていないと予想され

る.一方変形抵抗が高い純銅粉末との組み合わせとして混合粉末を一体成形し

た場合の組織をFig.3115に示す.この場合は逆に組織の擾粋が起こりSiC粒子
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Fig･ 3-14 : SEMs in diametrically cross section in dual laye composite

SiC/aluminum alloy consolidated with pure aluminum lngOt･
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が均一分散している領域が広がり,中心部分でもかなり塑性流動が起きている

ことが確認できる.また分散組織の程度から粉末粒子は十分結合し,その強度

も十分であると推定できる.

3.4 まとめ

金属粉未の圧縮ねじり成形法を利用して､部分的にセラミック粒子で強化

した構造部材を一体成形する方法を検討した結果,次のことが明らかになっ
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Fig. 3115 : SEMs in diametrically cross section in duallaye composite

SiC/aluminum alloy consolidated with pure copper powder.
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た.

1.複合材料を創製するのための混合粉末と金属合金粉末を一体固化成形

することにより､従来金属による構造部材の一部分を複合材料とする製品の一

体成形が可能であることを確認できた｡

2.溶製材料と混合粉末を一体で圧縮ねじり成形することにより､従来金

属の溶製材料上に複合材料を接合と同時に成形することが可能であることを確

認した｡

3.いずれの成形法においても､変形抵抗の低い領域が優先的に変形して

成形されるため,各層の変形抵抗の組合わせを考慮すれば､任意の層に優先的

にせん断変形を導入できる.
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第4章 結 昌

分散強化型金属基複合材料を部分的に使用した構造部材を､塑性加工法を

利用して固相状態のまま製造するプロセスの開発を目指して､次の二つのプロ

セスを検討した｡一つは､アルミニウム合金及び粒子強化アルミニウム合金複

合材料のそれぞれ一次素形材を高温圧縮加工して､両者の固相接合と同時に一

体で成形加工する方法である｡他の一つは､金属粉末の圧縮ねじり成形法を利

用して､異種粉末素材の一体固化成形により､部分的にセラミック粒子で強化

した構造部材を一体成形する方法や､溶製材上に混合粉末を直接固化成形して

一部分を複合材料とする方法である｡これらの検討結果として､次のことが明

らかとなった｡

高温圧縮変形による部分複合材料の接合･複合化プロセスに関して､

1.高温圧縮によって､複合材料とマトリックス合金単体との接合同時加工

が可能ではあるが､接合強度は両母材を上回ることは不可能である｡

2.
-軸圧縮による圧縮接合では､圧縮率50%程度で接合強度はほぼ一定と

なり､それ以上の圧縮率では接合強度の大きな向上は期待出来ない｡ま

たある程度の接合強度を得るためには､圧縮温度は673【以上が必要であ

る｡

3.平面歪圧縮では-軸圧縮以上の接合強度が可能であり､圧縮率50%以上

の接合条件でも､特に試料中心部で接合強度の向上が期待できる｡

4.圧縮加工後にある程度の接合強度を有する場合には､接合加工後にT 6

処理を施すことにより接合強度が約2倍向上する｡

金属粉末の圧縮ねじり成形法を利用した部分複合材料の接合･複合化プロ

セスに関して､

1.複合材料を創製するのための混合粉末と金属合金粉末を一体固化成形
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することにより､従来金属による構造部材の一部分を複合材料とする製

品の一体成形が可能であることを確認できた｡

2.溶製材料と混合粉末を一体で圧縮ねじり成形することにより､従来金

属の溶製材料上に複合材料を接合と同時に成形することが可能であるこ

とを確認した｡

3.いずれの成形法においても､変形抵抗の低い領域が優先的に変形して

成形されるため,各層の変形抵抗の組合わせを考慮すれげ､任意の層に

優先的にせん断変形を導入できる.
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