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特 集 4
研 究 解 説

熱闘加工時の変形抵抗）！▲組織変化の予測手法＿
IncrementalFormulationforthePredictionofFlowStressand

MicrostructuralChangeinHotForming

柳 本 潤＊
Jun YANAGIMOTO

素形材加エにおいては，被加工材に塑性変形が付与されるのと同時に内部組織の創り込みが行われる．
塑性変形制御技術と内部組織制御技術とを組み合わせることにより形状・材質の自由な創り込みを可
能とする加工技術（創材加工技術）の開発が，今後ますます重要度を増すと考えられる．本解説では，
熟間加工時に生じる内部組織の変化および対応して生じる変形抵抗の変化に対する，転位密度を媒介
とした増分形解析手法について述べる．

1．緒

塑性加工中の被加工材には，金型・ロール等により塑性
変形が付与されるのと同時に内部組織の変化が生じる．塑
性加工プロセスの最適化に際しては，付与される塑性変形
が第1に考慮されるべきであるが，ついで加工中の内部組
織変化が考慮されるべき重要な要因である．
特に熟間塑性加工時の被加工材内部組織の変化は，変形
抵抗の変化を通じて加工荷重に代表される巨視的な塑性変

形特性に直接影響を及ぼし，さらに加工後の被加工材の機
械的特性（強度，延性，勒性など）を支配する．これらを
精度よく予測するためには，まず一連の熱間塑性加工にお
ける被加工材温度の変化・被加工材の受ける塑性変形を的

確に把握し，続いて温度・変形履歴に対応して生じる内部
組織の変化を正確に求めなければならなし、．有限要素法
（FEM）に代表される数値解析技術を適用することにより，

1）Soaking or Reheating process
α→γtranSformation

Grain growthin heating
2）Hot forming process
Dynamic events：

Work hardening
Dynamic recovery
Dynamic recrystallization
Grain growth of dynamically recrystallized grain
Static events：

Postdynamic recrystallization
Static recovery
Static recrystallization
Grain growth of statically recrystallized grain
3）Cooling process
γ・＋αtranSformation

Grain growthin cooling
表1素形材熟間加工時に生じる内部組織変化

被加工材温度の変化および被加工材のうける塑性変形の解

塑性変形時に生じる「動的」な現象と，塑性変形を受けた

明は現在可能となりつつあり，温度・変形履歴に対応して
生じる内部組織変化の理論的な解明が，現在最も重要な課

後に残留する応力・ひずみにより引き起こされる「静的」

題となっている．

素形材の熱闘加工プロセスは，加熱・加工・冷却の3要
素プロセスの組み合わせとしてとらえることができる．各
要素プロセスにおいて生じる被加工材内部組織の変化は，
表1に示す現象の組み合わせとして生じ1），これらの現象

な現象とに大別することができる．

動的な現象のうち加工硬化および動的回復は，塑性変形
を受ける被加工材には必ず生じているが，動的再結晶は塑

性変形に対応し増殖した転位が再結晶を開始させるのに必
要な駆動力を超えない範囲では起こらない．造船用厚板・

ラインパイプ用厚板等の低温強度・低温勒性が必要とされ

は被加工材の合金組成に依存して発現のしかたが複雑に変

る鋼材では，70年代よりTMCP（Thermo Mechanical

化する．これら3個の要素プロセスのうち，加工時に生じ
る内部組織変化が最も重要であるが，これらは被加工材の

TMCPでは圧延温度が低くパス間時間も比較的長いため

ControIProcess）による内部組織制御が行われてきたが，
動的再結晶は生じず，内部組織制御はNb等の添加による
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静的再結晶の抑制ならびに加工硬化オーステナイトから
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フェライトへの変態の促進によるフェライト粒の微細化に

じる場合を例にとり，FEM解析等の結果求められるひず

ょり行われてきた．したがって，S。1l。rS2）r3），Roberts4）ら

み速度場・温度場およびその履歴をもとに，変形抵抗およ

により厚板圧延（TMCP）を対象として開発された内部

び内部組織の変化を求めるための増分形解析手法の転位密

組織予測モデルは，静的な現象（主に静的再結晶）により

度を媒介とした定式化について述べる．さらに，内部組織

す「罰すざき九盲両部姐緬変死の予測を主音す自すとLていた．

変化に増分形解析を適用するために必要な実験方程式群を
示し，等ひずみ速度・等温変形ならびにひずみ速度・温度

熱間鍛造・熱間圧延（薄板圧延，棒線材圧延）のように
1パスで被加工材に付与されるひずみが大きいか，パス間
時間が短いためにひずみの累積効果が大きい場合には，動
的再結晶が生じる．矢田・瀬沼らは，オーステナイト鋼を

が変化する場合を村象とした若干の解析結果を示す．
2．動的再結晶・加工硬化・動的回復が生ずる場合の
変形抵抗・組織変化

対象とした一連の熱間高速多段圧縮実験を行い5），熱間加
工時に生じる動的および静的な内部組織変化を実験式群と
してまとめている6）〜10）

．K。rhaus。nらは熟間圧縮実験結

加工硬化と動的回復および動的再結晶が生ずる場合の応
力ーひずみ関係は，図1のように模式的に表すことができ

果をもとに動的および静的な内部組織変化を実験式群とし

る．動的再結晶が生じない場合には，応力は塑性ひずみの

てまとめ，熟問圧延・熱間鍛造時の内部組織の予測を行っ
ている11卜14） ．これらの内部組織予測技術は，一方では熱

増大にともない単調に増加し，加工硬化による転位密度の

間薄板圧延加工の様にオンライン組織制御への応用が考え

増加と動的回復による転位密度の減少とが釣り合った応力

られているが，他方FEM解析等により得られるひずみ・

値で飽和する．さらに動的再結晶が生ずる場合には，動的
再結晶の開始にともない一旦応力が減少し，その後加工硬

ひずみ速度・温度と組み合わせることにより，被加工材内

化による転位密度の増加・動的回復による転位密度の減

部の組織分布を予測し最適加工条件を見いだし得るオフラ

少・動的再結晶による転位密度の減少が釣り合った応力値

イン解析システムとして実用化することも重要である．

で飽和する．本章では，加工硬化・動的回復・動的再結晶

FEM解析等との複合化をはかり熱間加工時の内部組織
変化を予測しようとする試みは，上述のKarhausen
ら11卜14） に加え，浜渦ら15），難波ら16），Pietrzykら17）等

それぞれに対応した転位密度の変化および内部組織の変化，

により行われている．

2．1転位密度と変形抵抗との関係および加工硬化が生ず

上述のように，熱問加工時の内部組織変化の予測に関し
ては，現在各所にて研究が行われているが，以下の3項目
が今後解決すべき問題として残されている．
1）従来開発されてきた内部組織予測モデルのすべてが
経験式・実験式に基づいており，鋼種・合金組成が変

およびそれらを解析する手法について説明する．

る場合の転位密度の変化
金属材料の塑性変形は転位の運動の累積の結果として生
じていることは周知の事実である．多結晶体金属材科の塑
性変形に必要な応力は，a）可動転位の運動に必要な応九
b）転位の増殖・転位間の相互作用による抵抗，C）結晶

化するごとに異なる実験式が必要であり，さらに，求

粒界による抵抗，の和としてとらえることができる引・9）

めるべき実験定数の数が多すぎるため，数多くの鋼

高温ではa）およびc）による影響は小さくなることが知

種・合金組成ごとにこれらを求めるのには膨大な労力

られており，多結晶金属材料の塑性変形に必要な応力は，

が必要であること

転位の増殖・転位間の相互作用による抵抗（内部応力げっ

2）従来開発求められてきた実験式は必ずしもFEM解
析等により求められる応力場・ひずみ速度場・温度場

のみを考えればよい9）．一般に，転位の面密度βと内部応
力αJとの間にはαJ＝g＞p の関係があり18），さらに

およびその履歴を反映するのに都合のよい形式（増分
3）材質予測技術にはいまだ一般的な手法・モデルが存
在していないこと
言うまでもなく最も本質的な問題は3）であり，物理冶金
学の視点から今後検討が進められねばならない．FEM解
析等と内部組織予測技術との複合化をはかる上では，3）
よりはむしろ2）が重要な問題であり，さらに，2）の問
題の解決に際しては，必要な実験方程式群の整理・削減お
よび簡略化すなわち1）の問題を避けて通ることはできな
い．

本解説では，動的再結晶・加工硬化および動的回復が生
28
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図1 熱間加工時の応力とひずみとの関係
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転位の平均面密度とひずみとは比例関係にあるものと仮定
すると，結局，高温での降伏応力げ，塑性ひずみg，転位

転位密度p。は温度Tの関数であるが，式（5）より結晶粒

の平均面密度（以下単に転位密度と呼ぶ）β相互の関係は，

結晶粒界の転位密度を直接測定するのは困難なので，動的

次式により表される．

再結晶の発生限界は次式のごとくひずみに関する関係式と
して与える．

界の転位密度pGを理論的に求めることはできず，また，

（7＝

I）＝（て

限界ひずみど。は一般に結晶粒径・温度・ひずみ速度の関
数であると考えられる11）．

式（1）（2）よりβを消去することにより加工硬化領域での応

力とひずみとの関係が得られる．

2）動的再結晶率ズβぉよびその速度形 未再結晶部から
の動的再結晶率XD（0→1）は次式のごとくAvrami形の関係

2．2 加工硬化と動的回復が同時に生ずる場合の転位密度

式として与えられる．

の変化
方副い1）＝

高温では，加工により導入された転位の消失，すなわち

1−g呼［−G（盲−g。）タ］……‥‥……

（8）

動的回復が起きる．動的回復は時刻fの関数であるから，
加工硬化と動的回復が同時に生じる場合の転位密度は，ひ

Gは再結晶の進行速度を表す．（8）式の速度形は次式によ

ずみと時間の関数として表現できる．したがって，転位密

り表される．

度の仝微分は，

d方β（0→1）

め

脚＝（書）如（部￡

＝言匂（盲−ど。）♪￣1噂［−G（盲−g。）］（9）

現在の未結晶部の体積率AOに対する動的再結晶速度の比

と表すことができる9）．動的回復による単位時間あたりの

五郎0→1）

は以下の式により表される．

転位密度の変化は，その時点での転位密度に比例するもの

dズβ（0→1）

と仮定すが）．
∂p
∂g

り
．・l

／／

＝どG♪（ど−g。）ク「1…‥qゆ

上式の導出には，AO＝1−Ⅹβ（0→1）なる関係式を用いた．

＝−／，／）

上式を一般化することにより，Ⅳ回再結晶した材料の現
式（2）（4）を（3）に代入し差分形で表示すると，時間増分と

在の体積率A入rに対する動的再結晶速度五β（〃→Ⅳ十1）

転位密度増分との間の関係式が得られる．

めることができる．

を求

3）動的再結晶部の取り扱い 解析の対象とする領域内の
△p〈ふ＝（c言〈〝〉一紳〈〃〉）△古く示………………＝……・

（5）

各点についてFEM解析等により求められるひずみ速度・
温度およびこれらの履歴をもとに，以上に示した式を利用

ただし〈乃〉は時間ステップを表す．占，Cは結晶粒径・温
度・ひずみ速度の関数である．

し動的再結晶・加工硬化・動的回復に起因する変形抵抗お
よび内部組織の変化を求めることができる．従来これらの
変化を求める増分解析の手順として，2種類の方法が提示

2．3 動的再結晶による転位密度・内部組織の変化

されている．

1）限界ひずみど。塑性変形に対応し増殖した転位が必要

a）材料内部を未結晶部（Originalstructure）と動的再結

な駆動力を超えると，動的再結晶が起こる．動的再結晶は

晶部（Sub−StruCture）に2分割する．2回目以後の動

結晶粒界より発生し粒内に向けて進行することが実験より

的再結晶の解析を省略しSub，StruCture数の増大を防

明らかになっており1），したがって，結晶粒界での転位密

ぐかわりに，動的再結晶部の転位密度もしくは定常応

度pGと限界転位密度β。との間に

力を実験式により求める9）．
b）それぞれの時間増分毎に生じる第1回目の動的再結

pG≧p。

晶部をおのおの別々のSub−StruCtureとし，2回目以
後の動的再結晶により動的再結晶部より新たに生ずる

なる関係が満足された場合，動的再結晶が生ずると考える

部分についても，新しいSub−StruCtureとする．ひず

ことができる ．熟的活性化過程との仮定のもとでは，限界

み・結晶粒径等の履歴量は，各SubTStruCtureごとに
29
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に用いる増分ステップの総数をMとすればSub−StruCture

ただし，AⅣ〈乃〉は時刻￡〈示におけるⅣ回再結晶した材料
（Sub＿Str。Ct。r。N）の体積率，BN〈n〉はSub−StruCtureN
全体に対しⅣ＋1回目の再結晶に必要な限界ひずみg。Ⅳ〈〃〉
を超える部分がしめる割合，GN〈n〉はSub−StruCtureNか
らの再議吉高の進行速度である．
BN〈n〉はSub＿Stru。tureNへの再結晶の履歴を表す量で
あるため，本来は陽な形で求めることはできない．この履
歴を厳密に求めるためには，各時間増分ごとの再結晶の履
歴を厳密に求めなければならず，このためには各時間増分

の総数は2几グ個にまで達する可能性がある．したがって

ごとに再結晶部を新たなSub−StruCtureとして考慮するこ

Sub−StruCtureの数を削減するために，増分ステップの大
きさもしくはSub−StruCtureとして考えるために必要な最

と，すなわち前節にて述べた方法b）を用いることが必要
になる．ここでは計算を簡略化するため，Ⅳ回目の動的

小の体積率に関する制限を設ける必要があり，さらに，ひ

再結晶の履歴が式（8）のひずみを変数としたAvrami形の

ずみ・結晶粒径等の履歴量は各Sub−StruCtureごとに記憶

方程式と相似であると仮定し，が〈示を次式にて近似する．

記憶する11）

方法a）はオンライン組織制御のためにモデルとしては有
効だと思われるが，塑性変形および温度分布に対応した転
位密度・内部組織の変化の履歴を解析するのには必ずしも
適しておらず，また定常応力（または転位密度）に関する
実験式を必要とするという問題がある．方法b）は言うな
れば内部組織変化の直接シミュレーションであり，結晶粒
径分布なども含めた厳密な解析が可能であるが，解析の際

しておかかナればならないため，大きな記憶容量を必要と
ズか（Ⅳ￣1→涌く刀〉l盲＝盲〃〈 〉

する．

上ニー ・−

再。〃rl〈′∂一。。〃〈′）
（1頚

従来の方法a）と方法b）の本質的な相違は，動的再結

ズβ（〃￣1→州く〃〉l盲＝盲〃く77〉＋げ＝（刀）

晶により生ずるSub−StruCtureの取り扱い方法にある．こ
こでは，方法a）と方法b）双方の長所を有し，さらに

式㈹の意味を図2に示す．Sub−StruCtureN−1よりSub−

FEM等により求められるひずみ速度場・温度場の履歴を

structureNへの動的再結晶率はSub−StruCtureNrlのひ

考慮するのに適した増分形解析手法を新たに掟案する．

ずみ盲〃￣1〈〃〉に対して図2の中の曲線で与えられるものと

じ粒の集合であるとする．すなわち，Sub−StruCtureO（Ori−

する．時刻≠〈n〉でのSub−StruCtureN−1の限界ひずみを
Eご1〈n〉とすれば，Sub−StruCtureNの再結晶開始時点か

ginalstructure），SubLStruCturel，Sub，StruCture2，・‥

らのひずみの累積値盲N〈n〉とSub−StruCtureNrlのひずみ

まず，個々のSub−StruCtureは動的再結晶した回数が同

SubTStruCtureN・・・

（再結晶開始時点からの累積値）盲〃￣1〈〃〉との間に，以下

はそれぞれ，未結晶粒，1回動

的再結晶した粒，2回動的再結晶した粒，・‥

の近似的な関係を仮定することができる．

，Ⅳ回

動的再結晶した粒，‥・の集合であるとする．各Sub−
盲Ⅳ−1〈〃〉た盲勅）＋￡。Ⅳ−1〈刀〉

structureNの転位密度PNぉよび結晶粒径dNはそれぞれ
のSub＿StruCtureNごとの平均値で考える．以後右肩上の
添字NはSub−StruCtureNについての値であることを意味

従って，Sub−StruCtureNMlよりSub−StruCtureNへの動

し，添字〈刀〉は時間ステップを表すものとする・時刻古く〃〉
での温度およびひずみ速度をT〈刀〉，言〈 〉，増分時間を

的再結晶の履歴（図2中の曲線）が，

△￡〈刀〉とする．
4）動的再結晶速度の求め方 ひずみ増分は，すべての

さらに，

Sub＿StruCture共通に次式により表される．

れぞれ1．0，0．0である，

ア）ひずみを変数とした式（8）の関係式に相似であり，
イ）sub−StruCtureN−1の初期体積率およびひずみがそ
と仮定して規格化すると，Sub−StruCtureNの現在の体積
率は，

△盲〈乃〉＝盲〈〃〉△f〈刀〉

Ⅵ＝ズ以〃1→川〈〃〉l盲＝言〃く′7〉＋どr〃項′一〉…………・凋

Sub＿StruCtureNのひずみはN回目の再結晶が開始した時
点からのひずみ増分を累積して求めるものとし，これを
云Ⅳ〈〃〉とする．Ⅳ回再結晶した材料からのⅣ十1回目の動

と表される．また，Sub−StruCtureNの再結晶開始時点か

的再結晶速度女β（Ⅳ→＋1）く〃〉は，式（1qを一般化した式㈹

らのひずみの累積値が，現在のひずみ値よりSub−

により求めることができる．

structureNの限界ひずみEcN〈n〉を減じた値盲N〈〃〉−EcNく72〉

であった時に既にSub−StruCtureNplよりSub−StruCture
女以財田1）〈〃〉＝AⅣく 〉β砧〉㌔（〃→爪叶1）〈〃〉

Ⅳへ動的再結晶していた部分は，現在のひずみがⅣ＋1

＝A〃〈パ㌢く刀〉言〈刀〉G砧〉♪（云Ⅳ〈ふ一g。Ⅳ〈ふ）ク1

回目の動的再結晶への限界値を超えていると考えることが
・
（1功
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（Timestep＜n＞）

叩」→NJl

杭＝0．0

＿〝 〃

＿〃

仁一El・

E

図2 限界ひずみを超える部分のしめる割合の近似方法
図3 フローチャート

の累積値が現在のひずみ値より限界ひずみg。〃〈〃〉を減じた
値言N〈J2〉−EcN〈J7〉であった時に，すでにS。b＿Str。。t。r。NL

各Sub−StruCtureごとに求める．同時に，各Sub−StruCture

lよりSub−StruCtureNへ動的再結晶していた部分の体積

Ⅳの動的再結晶しない部分の転位密度の増分は，式（5′）

率は，上記ア）イ）の仮定を用いると式（19と同様に，

により表される．

△pⅣく〟〉＝（。巫〈乃〉一拍〃〈 〉）△と〈〃〉 …‥

峨＝ズβ（〃1→川く′7〉l言＝云勅〉＋。r入項′〜し。r∧r（ノい＝‥1凋

と表され，式（19と（摘の比（図2中では坤／叩），すなわ
ち式（1頚により月勅7〉を近似的に表すことができる．なお，

（5′）

各Sub−StruCtureNの時間ステップ〈N）終了時の平均転位
密度は，次式により表される．

式（1射19（畑中の動的再結晶率ズβは一般に温度■ひずみ速

度・結晶粒径などの関数であるが，たとえば各Sub−

p〃〈打＋1〉＝

structu詭の平均温度・平均ひずみ速度・平均結晶粒径等

‥‥・（1ゞ1

を用いて近似的に計算することができる．
炉〈〃〉（p〃〈〃〉

＋△β〃〈 〉）一△ズ狛→Ⅳ十り㍍〉p〃〈′−〉‡

式（1頚〜（凋を式（1功に代入し増分時間△f〈′7〉を乗じること

により，各Sub−StruCtureNより動的再結晶する体積率の

上式では，Sub−StruCtureN−1からの再結晶により新たに

増分を求めることができる．

加わった部分の転位密度は0であり，Sub−StruCtureN＋1
への再結晶により消失した部分の転位密度は，その時点で

△ズ刀（入卜肘1）〈′7〉＝女β（入卜肘1）く〃〉△f〈〃〉

・
（1乃

の平均転位密度に等しいことをイ反走している．時間ステッ

プ〈N）終了時の各Sub−StruCtureの体積率は，次式により
5）増分解析の進め方 図3にフローチャートを示す．
FEM解析等により求められる各時間ステップ〈わ（時刻
f〈〃〉）での温度およびひずみ速度7W〈〃〉，言〈〃〉増分時間を

△t〈n〉ぉよび現時点での各S。b＿Str。。t。r。Nのひずみ盲N〈〃〉

表される．
A〃く′7＝〉＝AⅣ〈刀〉＋△Ⅹβ（〃−1→川〈〃〉

− △Ⅹβ（〃→Ⅳ十1）〈刀〉

＝

11tり

をもとに，式（1男を用いて動的再結晶する体積率の増分を
31
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に評価することができる．

Fl。WStreSS（strainrate＝10s￣1）

。＼■一．＼ β〈オ1〉＝ よ a〃〈〃十1〉βⅣ〈〃＋1〉………………………

㈹

．＼ ll

Caseこ3 け≡1・123 Eう

古く〃fl〉一三α＞i声珂

ハ

O
︑リ⊥

C乱思e一針た1223E）

組織・転位密度についての増分形解析の結果として求める

5
l

O

Ca邑巳−1（た1323Ⅰ〔）−

ことができる．実験により定めるべき方程式群は，
a）転位密度と変形抵抗の関係式（式（1）または式￠頚）

0

N・∈∈・も占＼設巴︼∽巨Oth

図3中に，以上に述べた解析を実行するのに必要となる
実験式辞をまとめた．図1にて示した最大応力・定常応力
いずれについても実験式を必要とせず，これらの値は内部

リ

b）加工硬化時の転位密度とひずみとの関係式（式（2））
【U

c）動的回復にともなう転位密度の変化を与える関係式
（式（4））

d）動的再結晶発生限界を与える限界ひずみ（式（7））
e）動的再結晶率を与える関係式（式（8））
f）動的再結晶粒の粒径（式銅中のみ〃￣1〈〃〉）
0．4

0．8

1．2

1．6

であり，これらは合金組成が異なる金属それぞれに対応し
て，一般にひずみ・ひずみ速度・温度・結晶粒径等を変数

2

Ecluivalent strain

とした関係式により与えられる．

図4 加工温度の変化にともなう変形抵抗の変化（等
温，等ひずみ速度の場合）

3．変形抵抗・内部組織変化の解析事例
第2章にて示した解析手法は，任意のひずみ速度・温度

時間ステップ〈入り終了時の各Sub−StruCtureの平均粒径は，

分布に対応した変形抵抗・内部組織変化に関する結果を与

次式により表される．

える．本章では，等ひずみ速度・等温変形およびこれらが
変化する場合についての若干の解析例を示す．

㌦晶〉＝

甘

×iA〃く乃〉d〃〈〃〉

− △ガ（州）〈

3．1解析に用いた実験方程式群
熱間低炭素鋼を対象とし，実験方程式群としてはとりあ

〉拙〈7∂ヰ刷
1

…………‥ 銅

えず瀬招・矢田らにより求められたものを用いが）・9）
用いた実験式の具体形を以下に示す．

ただしみⅣ1〈n〉

は，Sub−StruCtureNrlから動的再結晶

した粒の直径であり，動的再結晶部の粒成長は無視されて

∂＝1．58×104ヽ／す

いる．時間ステップ〈n）終了時の各Sub−StruCtureのひず
みは，次式により表される．
盲Ⅳ〈 十1〉＝言〃〈ふ＋△盲〃〈〃〉

ひずみの累積は，これはSub−StruCtureNへの再結晶開始
時点より行うものとする．各Sub−StruCtureNの体積率お
よび平均転位密度をもとに，Totalstructureについての平
均転位密度は式鋤により計算でき，さらにこれを式㈹の
転位密度と変形抵抗との関係に代入することにより，時刻
￡〈刀〉での平均変形抵抗古く㌦1〉が計算できる．この平均変形
抵抗をFEM解析に用いることにより，内部組織変化にと
もなう変形抵抗変化が，塑性変形挙動に及ぼす影響を正確
32

ろ＝9850盲0・685e却（二軍）……………………・＝

（2り

c＝0・85×1011（1＋去）
（3，）

gr＝4・76×104叫（竿卜
0．693

G＝，♪＝2，
ど。．5＝1・144×10−3dO・28盲0・05
み＝22600Z−0・27

呵（竿）（8り

‥

（7，）

・

回5 各Sub−StruCtureの体積率の変化（等温，等ひずみ速度の場合）

平均転位密度，変形抵抗，温度，ひずみ速度の単位はそれ

ぞれ［cm2］，［kgf／mm2］，［K］，［srl］である．式
（3り，（8り 中のdは粒径であり，（20り中の動的再結晶粒
径も含め，単位は［pm］である．式（20，）中のZはZ。n＿
er−Hollomonのパラメータであり，次式により表される．

z＝吉昭（芸ト…………………………………

錮

ただしQは活性化エネルギーであり，以下の計算では266
［kJ／mol］とした．Rはガス定数（R＝8．314［J／m。1K］）

である・転位密度と変形抵抗の関係式（1，）中の係数は，
同一著者の文献中の2種類の値の中間値6）・9）を用いた．

闇6 加工温度の変化

図7 ひずみ速度の変化

3・2 等温・等ひずみ速度の場合の変形抵抗および動的再 れらの結果は，従来行われてきた実験的研究により得られ
結晶率
た定性的傾向とよく対応しており，さらに，図4に示した
ひずみ速度を10［s1］に固定し，加工温度を850℃
変形抵抗−ひずみ曲線は同一条件下での実験結果6）と定量
（1123K），950℃（1223K），1050℃（1323K）と変化させた場合

的にもよく一致している．

の均一圧縮加工についての解析結果を示す．加熱温度は
1100℃であり，初期結晶粒径は加熱温度をもとに簡易
式10）により求めた．

3．3 加工温度・ひずみ速度が変化する場合の変形抵抗・

図4は解析の結果得られた変形抵抗−ひずみ曲線である．
加工温度が高いほど変形抵抗は減少し，小さいひずみ値で
定常応力に達する傾向にあるが，これは，加工湿度の上昇
にともない動的回復の影響が大きくなることと，動的再結
晶が促進されることに起因している．図5は，各Sub−
StruCtureの体積率の変化をひずみに対してプロットした

ものであり，加工温度の上昇にともない動的再結晶が促進
されること，さらに，動的再結晶が繰り返し発生すること
により変形抵抗が定常応力に達すること（たとえば加工温

度1050℃でひずみ1・2以上の場合），が示されている．こ

内部組織の変化

加熱温度1100℃，初期板厚25．5mmより合計6パス（各
パスの公称圧下率30％，ひずみ0．4）で最終板厚3．Ommま
で庄下する場合を想定した加工温度・ひずみ速度分布を用

い，変形抵抗・内部組織の変化を解析した結果を以下に示
す．いうまでもなく加工温度・ひずみ速度の変化は，本来
FEM等を用いて求めるべきであるが，ここでは図6に示
す加工温度変化および図7に示すひずみ速度変化を仮定し

て解析を行っている．図7に示すひずみ速度変化は，1）
最終パス出口の板速度は10m／s，2）各パスのロール
ギャップ内での板速度は各パス入出口での板速度の平均，
33
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図8 平均結晶粒径の変化（温度，ひ

0．02 0．04 0．06 0．08 0．1 0．12

Time／S

図9 未結晶粒の体積率の変化（温度，
ひずみ速度が変化する場合）

図10 変形抵抗の変化（温度，ひずみ
速度が変化する場合）

と仮定し，さらに各パスロールギャップ内でのひずみ速度

本モデルは転位密度を媒介として定式化されているため，

分布については，上述の仮定により求められる各パスの平

パス間での残留ひずみ等の影響も残留転位密度を介して正

均ひずみ速度の2倍が接触孤の入口側10％の地点で発生す
るとして求めたものである．また，本来パス間にて生じる

確に考慮することができる．

本解説では加工硬化・動的回復および動的再結晶が生じ

静的再結晶・静的回復などの影響は無視している．増分解

る場合のみを村象としたが，現在静的再結晶・静的回復さ

析ステップ数は3888，各ステップの増分時間は0．00003秒

らに変態等が生じる場合についても同様の定式化を行って

である．

おり，これらを併せることにより熱間加工時の一貫した材

図8に平均結晶粒径の変化を示す．圧延の進行にともな
い結晶粒が微細化される様子がとらえられている．ただし
本計算条件では最終パス終了後も完全に再結晶が終了して

質予測が可能となろう．

（1994年8月16日受理）
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