42巻8号(1990.8)

特

集

生

産

研

究

501

UDC 666.6 : 621.763 : 669‑419.8

9

研究解説

繊維強化セラミックスの高靭北機構
Toughening Mechanism of Fiber‑Reinforced Ceramics

香

川

豊*

Yutaka KAGAWA
級維強化セラミックスの破壊挙動ならびに破壊執性についての基本となる考え方を紹介し,級
経を複合化することの効果を考える.ついで,綾経による複合効果に及ぼす織雄一マトリック
ス間の界面力学特性の影響を説明する.また, 界面の力学特性を支配する力学パラメータにつ
いても若干の説明を加える.

1.ま

え

が

さ

えてみよう.まず,繊維を複合化した材料の引っ張り破

最近セラミックスの弱点の一つである"脆さ"を克服

壊挙動を考えることにより繊維による複合効果をあさら

するためにセラミックス中にセラミックス繊維を人工的

かにし,連続繊維強化セラミックスの力学特性中で最も

に複合化してセラミックスの高敬化を試みることが盛ん
に行われるようになり,この種の材料は繊維強化セラ
ミックス(Fiber‑Reinforced Ceramics)と呼ばれてい

る1).繊維強化セラミックスを構成する材料はもともと
脆いマトリックスと脆いセラミックス系の繊維であり,

複合化した材料も本質的には脆いはずである.例えば,
マトリックス,繊維の破壊エネルギーをそれぞれGm, Gf

とし,繊維の体積率を了とすれば複合材料の破壊エネル
ギーGcは繊維,マトリックスがともに同一平面内で界面

の剥離等のエネルギー散漫機構がなく破壊すると仮定す
ると,
Gc‑G,i+Gm(1

‑f)

(

1)

図1 Sic(PCS)繊維強化ガラスセラミック(LAS)の繊

維軸に垂直な方向の研磨面の光学顕微鏡写真(繊

で表される.式(1)を見ると,いかに弾性率が大きく,

維直経はおよそ15JJm)

強度も大きな繊維を複合化したところで,繊維,マトリッ
クスがセラミックスである限り破壊エネルギーの飛躍的
な増加は不可能なことが容易に推測される2).

ところが,複合化した材料の破壊敵性を測定してみる

とアルミニウム合金や鋳鉄にも匹敵する値が得られるこ
とが確かめられている.例えば, Sic(PCS)繊維注1)強化ガ

ラスセラミックスではSiC(PCS)繊維の破壊エネルギー
は4‑8J/m2でありマトリックス(LAS)の破壊エネルギー

は40J/m2である.しかし,図1に示したような複合材料3)

を最適な繊維配向を持つ構造にしたものでは図2のよう
に複合材料のマトリックスは脆いガラスセラミックスで

あるにもかかわらず釘やネジを木材と同様に打つことが
可能になっている4),5).

高教性SiC(PCS)繊維強化ガラスセラミック

(LAS)に釘とネジを打ち込んだ写真

ここでは,なぜ,脆い材料に脆い材料を複合化すると

なぜ割れにくくなり,また,高教化が行われるのかを考
事東京大学生産技術研究所

図2

第4部

注1)文章中でSiC(PCS)繊維はニカロン⑧の略称として用い,
SiC(CVD)はTextron社(米国)によるSCS繊維の略称と
する.
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材料のヤング率であり,マトリックスのヤング率をEmと

う.なお,限られた紙面の関係で説明が不十分なところ

すると, Ec‑Eff+Em(1lf)で与えられる. (2)の領

は参考文献[ 1]で補って頂きたい.

域ではマトリックスが一定の間隔に破壊し,その最小間
隔X′は

2.複合材料の破壊挙動の特徴
連続した繊維で強化した脆性マトリックス複合材料の

X′‑i ･榊‑I)2Elf2(fKEc三2(トvB)1/3

12f Ec

(3)

大きな特徴の一つはセラミックス単体のようにカタスト
ロフィック(Catastrophic)な破壊を生じないということ

で与えられ,最大間隔は2X′となる.また, ACK理論を

である.図3は繊維とマトリックス界面が理想的であり,

発展させ統計的な取り扱いをしたもの7)では平均間隔X‑′

界面での応力伝達が摩擦力により行われる場合について

は1.34X′になるといわれている.また,このマルティプル

解析されたAveston‑Cooper‑Kelly6)により提案された

フラクチャーの平均間隔を用いると繊維とマトリックス

ACK理論をもとに連続繊維強化セラミックスの応力
一歪曲線を示したものである.また,同図中には繊維強

間のせん断滑り強度1は

化セラミックスに観察される代表的な破壊様式を示して

1‑i ･ (卜V2t(C票cL2/(1モ3ilB) 2r亨EI/2

(4)

おく.

ACK理論によると応カー歪の関係は3つのステージ

となることがわかる.

現実的な材料では繊維強度自体がバラツキを持ってい

に分けることができる.すなわち,
(1)マトリックスにクラックが生じるまでの領域

ることやマトリックスも強度にバラツキがあることなど
から式(2)〜(4)を厳密には満足しない8)･9)が連続繊維

(0 ≦ec≦cm｡),

(2)マトリックスのマルティプルフラクチャーが生

とセラミックスマトリックスの複合効果を定性的には説
明することができる.

じる領域(cm｡≦ec≦Smc),

図4は炭素繊維強化ガラスの引っ張り応力‑ひずみ曲

(3)繊維が荷重を負担し,破壊に至る領域

線を示したものである10).図中の●印はマトリックス中

(Smc≦sc≦sc｡),

である. (1)の領域では繊維,マトリックスともに弾性

にクラックが発生した応力を示している.この場合には

変形を行い,マトリックスの歪がgm｡に達して始めてマト

図3に示したマルチプルフラクチャーの領域は明確には

リックス中にクラックが発生する.このときの応力6mu

見られないが,図から明らかなように炭素繊維の体積率
が増加するにつれてマトリックスにクラックが発生する

はマトリックス単体とは異なり,

応力レベルが向上していることが明らかである.また,
ohu‑ 6 〔1(KB)C2,(i(1 ll̲V2;))Eff2〕 1/3

( 2 )

いったんクラックが発生した後にも複合構造は荷重を負
担する能力を持っており,繊維の複合効果は明らかであ

で与えられる.ここで,では界面せん断応力(滑りによる

る.以上を再整理すると,セラミックス繊維をセラミッ

ものと仮定), KTcはマトリックス単体の臨界応力拡大係

クマトリックスと複合化するとセラミックスにクラック

敬,E,は繊維の軸方向のヤング率,Vはマトリックスのポ
アソン比, fは繊維の体積率, yfは繊維の半径, Ecは複合

繊維

マトリックス

6fuVF

｢■ヽ
｢ ヽ
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Emc

引

図3
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(A)

ACK理論による遵繊維強化セラミックの引張応
カー歪曲線(マルチプルフラクチャーを生じる場
合)と破壊した複合材料の模式図((A) :シング

引

張

歪(%)

図4 炭素繊維強化ガラスの繊維軸方向の引っ張り応カ
ー歪曲線, ECはマトリックスにクラックが生じる

ルフラクチャ‑;(B):マルチイプルフラク

前の複合材料のヤング率,烏はマルティプルフラ
クチャ‑終了後の見掛けのヤング率(●から◎の

チャ‑)

間で計算した値)
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が生じる応力レベルを大きくすることが可能になり,し

に,材料に外部から力が加わっている場合は良く知られ

かも,式(2)から理解されるように複合化する素材の特

ているように外力が十分に大きくなりクラックは外力に

性ならびに界面の特性に応じて変化させることが可能に

対して自由に成長することができる.一方,図5(a)に

なるという特徴を有している.

モデルを示したようにクラックを閉じる働きを持つもの

オリジナルなACK理論が提案されてからAvestonと

を複合化したらどうなるであろうか?容易に想像できる

Kellyll)が界面が強固に接着している場合を解析してい

ように複合化したものの働きによりクラックは閉じられ,

る.また, Romualdiら12), Hamant13)が異なるモデルを

その開口は妨げられることになる.図5(b)は(a)の機

用いて同様な結果を得ている.また,ACK理論では′‑ 0

構を連続繊維により実現したときの様子を示したもので

の場合の取り扱いに難があるがMoorleyら14)は独自のモ

ある.図5(b)からわかるように複合化した連続繊維に

デルを用いて′‑ 0の場合を含む解析を行っている.義

クラックを閉じる力が発生すればクラックの開口が妨げ

近では, ACK理論では界面での応力伝達が摩擦によるこ

られるので材料に与えられる外力が増加してもクラック

とを仮定していたが実際の複合材料では界面の剥離

の不安定な成長が行われにくくなる.

いま,複合材料中を進展するクラック先端の応力拡大

(Debonding)が生じた後に界面が得ると考えられる場合

係数をKc,複合化による高教化の寄与を△先,測定され

が多い.
Budianskyら15)は界面に引っ張り応力が作用して界面

る応力拡大係数を∬∞とすると,

の剥離を生じるような場合を解析している.ここでは,

解析方法の詳細は材料中の内部熟応力を考慮する必要が

Kc‑K00‑△Rt (△Kt≧ 0)

(5)

と記述される. gcは複合材料自体の応力拡大係数であ

あり,これ以上は立ち入らないが,詳細は原著論文ある

り,クラックが進展するときにはgc‑∬㌔であると考え

いは文献[1]を参考にして頂きたい.

ている.ここで注意したいことは連続繊維強化セラミッ

3.線経による高執化のメカニズム

クスではクラック進展中はgcすなわち,複合材料自体の
クラックの進展に対する抵抗は‑i.であり, △先の存在

セラミックス中に連続した繊維を含むと,材料中に応

により始めて高教化が行われていることである.言い換

力集中源がある場合にも破壊に対する抵抗を増加させる

えれば,高教化にはクラックの進展が必須であり,クラッ

ことができる.セラミックス中にクラックがあり,さら

クが進展して始めて△Kc> 0となる条件がそろうわけで
ある.

なお, gcの値自体は複合材料を均質等方体とし,破壊

(a)

はマトリックス中から始まるとすると,

Kfc= (髭) KTc

‑

〔Eff+EEmm(

1

f)〕Krc

(6)

となる(モードⅠを仮定).したがって,クラック先端か

ら破壊が始まる抵抗を複合化により大きくしたい場合に
は,

(1)マトリックス自体のKTcを大きくする,

(2) Efの大きな繊維を用い, fを大きくする,

ことの二点が重要なポイントとなる.

△範の値は繊維がクラックを閉じる力により大部分が
決定される.例えば,クラックを閉じる力を図6で,座
標Xの関数としてTf(X)で表すと,クラック全体でクラッ

クを閉じる応力の平均値Tf(X)を用いて△先はストレー
トクラックの場合を例にとると,

AKc‑ 2 (i) lI2J:
図5

クラックブリッジング機構の概念図(a),と現実

的な機構(長繊維を用いた場合) (b).

(7)

で表される1).ここにαは図6中でクラックを閉じる力が

働いている部分の長さである. ACK理論の場合と同様に
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504

42巻8号(1990.8)

生

産

研

究

♂
一

一

クラ

一

′クを閉じるT.i‑･力TEの分A)'

JJJ 0

図7

;クラ.,ク成土主
I jjlLIJj

L=

'

ニZ

繊細がクラ
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I

(3)クラックの進展が安定から不安定に移行するとき

をプ･)L,ジしてl
いる部分
王

の破壊敵性, (負荷様式,材料形状で異なる) ;

｣
｣

｡I

を明確に分離しておくことが必要となる.なお,図7中

L∫

で, △KRは△Kcの飽和値である.

.r =/7

(1)のクラック進展開始時の応力拡大係数は式(6)か

AKrが発生している部分(0≦X≦a)

図6

連続繊維強化セラミックスのR曲線による高教化

機構(理想的な界面を仮定している)

1

繊維によるクラックブリッジングによるクラック

らもわかるように繊維を複合化しないマトリックス単体

を閉じる力Tfの発生と分布Uはクラック開口変

の場合に比較して大幅な増加は期待できない.複合化に

位, UHはUの最大値(繊維が破断する直前のU)

よる弾性率の向上による寄与のみであり,繊維とマト
リックス間の弾性率がほぼ等しいセラミックス系複合材

界面での応力伝達が滑りにより生じている場合, Tf(X)は

料ではマトリックス単体の値に近い.

(2)のクラックが安定に成長しているときの破壊抵抗

Tf(X)‑ 2fluEf" '")]1/2

(8)

は連続繊維強化セラミックスでは高教化に最も効果的な

rf

機構であり, (1)のクラック進展開始時の破壊敵性(応
で表される16).ここで,

力拡大係数)がガラス材料単体で0.5‑1.1MPaml/2,セラ

ミックス材料単体でト10MPaml/2程度の値であり,複合

77 ‑ E" Fl]J;.I‑15 ,

材料の場合のみ精密に測定された値はほぼ同様な値であ
るのに対して, (2)の領域では料中をクラックが進展す

〟はガにおけるクラックの開口変位である.この式から

るときのR曲線挙動で高靭化が達成される.繊維強化セ

も繊維の特性と界面の特性により高教化が支配されてい

ラミックスではこの部分での高執化は応力拡大係数にし

ることが理解できる.

てlo‑30MPaml/2にも達する17).このように,材料中をク

高教化機構が働いているときに,マトリックスのみが
破壊し,繊維は理想的にクラックをブリッジ(Bridge)

(a)

(b)

(C)

(d)

するときを考えよう.このような場合,K00とノッチ先端

からのクラック進展長Adの間には図7に示したように

Aaの増加につれてK00が増加するというR曲線挙動
(Resistance curve behavior)をとる.したがって,破

壊に対する抵抗はクラック長さとともに増加し,繊維の
破壊が始まって定状状態に達するとKpは一定値に集束

する.このような場合には材料の破壊敵性として
(1)クラックが成長し始める時点での破壊敵性, ∬…
(あるいは図7でKIc) ;

(2)クラックが安定に進展している時の破壊敵性,
AKc (あるいは図7でAKR) ;
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SiC(CVD)繊維強化ガラス中のクラックの進展挙
動とクラックブリッジングによる繊維とマトリッ

クス界面の滑り領域の広がり
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ブリッジすれば外力に対してクラックを閉じる働きが得

られ高教化が達成できる.ただし,高級化機構が働くの

実際に数多くのセラミック繊維強化セラミックで破壊

は材料が破壊を開始したあとであるということには留意

抵抗がR曲線で表されることが実験的に調べられている.

しなければならない.クラック進展の始まりを大きくす

図8はSiC(CVD)繊維強化ガラス(Pyrex)のモデル材料

るためにはマトリックス自体の破壊敵性を大きくする必

でクラックブリッジングの様子を調べたものである18).

要があり,今後の繊維強化セラミックスの研究開発には

クラック開口変位が増加するにつれてノッチ先端にマト

この二点を分離して考えることが必要である.

リックスに生じたクラックを挟んで白い三角形の部分が
広がっており,この部分では繊維とマトリックス界面で

4.破壊様式と界面の力学特性

滑りが生じている.図9は滑りが生じた部分を測定する

繊維強化セラミックスではノッチのない場合,ノッチ

ことによりクラックをブリッジする繊維の負担している

のある場合にかかわらず界面特性が重要であり,界面の

応力を求めたものである19).また,図10は図9を基にして

力学特性は破壊様式の変化をもたらす最も重要なパラ
メータであることが式(2), (8)からも明らかである.

求めたR曲線挙動を示している18).

この例のようにマトリックスが破壊した部分を繊維が

容易に想像できるように界面が強固に接着していればマ
トリックス中で最初に生じたクラックは繊維を破壊しな
がら進むであろうし,界面が弱ければ図11のように界面

4

にクラックが到達しても界面が破壊するのみで繊維は破

rTt7'H】碓惑Tjlf的Jy笠7fl

壊せずにクラックは繊維を残して進むことになる19).マ
3(ソ】l

トリックス中のクラックが繊維の破壊を伴って進むか否

かは界面の臨界エネルギー解放率Giと繊維の臨界エネ
ルギー解放率GさならびにDundur'Sのパラメータα注2)を

用いて求めることができる.図12は界面で剥離が生じる

場合と繊維の破壊を生じる場合を前述のパラメータを用
いて整理したものである20).この図からαの値によらず
1

2

クラ

図9

3

′ク上くさ

‑1

こ)

6

Gi/G王が小さいと界面で剥離が生じやすいことがわかる.
マトリックスが破壊すると繊維はクラックをブリッジ

AlI(mm)

SiC(CVD)繊維強化ガラスで測定された繊維によ

する.すると,繊維とマトリックス間にせん断力が発生

るクラックブリッジング時に測定された繊維応力

し,繊維がクラックを閉じようと働くことになる.この

のクラック開口変位とクラック長さによる変化

とき,図13(a), (b)に示したように界面剥離のせん断

応力Tdが界面滑りのせん断応力fsよりも大きい場合に

は界面が滑って開口変位を閉じるためにはTdに達する
8

までに繊維が破壊しないことが必要である. IsとIdを区

(∈＼′t:(lLN)Vl.V義堂Y‥[tfr(.17'L

642

0
2

クラ

図10

4

6

8

ノク長さ』〟(mm)

SiC(CVD)繊維強化ガラスに見られるR曲線挙動
例

注2) Dundur'Sのパラメータαは材料A, Bの界面を考えると
き,それぞれの剛性率をGA, GB,ポアソン比をvA, Lbと

マトリックス中のクラックの進展方向

繊維

すると,

図11 Sic(CVD)繊維強化ガラス中のクラックの進展挙
q ‑ [ 2?AG'Ah‑霊.GBi‡ ll̲UAlA), )]

で求められる‥

動と光弾性による応力場(Gさの小さな場合) (繊維
直径は150ノJm)
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マトリックスの破壊
l

‑
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弾性変位l
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a

図12

界面剥離と繊維破壊様式に及ぼすGi/GlとDun‑
dursパラメータ(a)の影響, Giは界面の臨界エネ

C

ルギー解放率, GSは繊維の臨界エネルギー解放率

図13

(b)

変形様式
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図14

セラミックス繊維をマトリックスから引き抜く場
合の界面せん断応力の分布. (̲a)はマトリックス
にクラックが生じた直後, (ち)は(a)の片側モデ

7')レアウト

試験片

ルを示し, (C)は(b)のモデルによる界面せん断

i

ﾆﾇ"ﾃw#蟯

0

変

$｢ﾓ

ﾆ

氏

変位ld)a. 曲緑tj 幸三 儕＼R′′ ＼ ､､R′ PR増さTir>ふや

1ル7r?r

ｹ¥

3〔(̲垣JrWlJ中

0

リックス

位♂

プルアウト試験時の荷重一変位曲線の界面せん断
剥離応力(1｡),せん断すべり応力(fs)による変
化(a)とプルアウト試験片(ち)

応力の分布, (1dは界面剥離のせん断応力, 1Sは界

面滑りのせん断応力, Pは荷重を示す)

法の開発も必要になっている.

また,連続繊維強化セラミックスでは材料特性の異方

性があり,セラミックス単体とは異なる使用技術を要求
される.したがって,材料自体の異方性を出来る限り少
なくするために連続繊維を立体織物構造にしたり,逆に,

別して測定する方法としていろいろな手法が開発されて

異方性を活かした材料使用技術が将来的には必要になる

いる21)が,最も古くから行われているプルアウト(Pull‑

ものと考えられる.

(1990年5月31日受理)

out)法を薄いマトリックス材料に適用し,繊維が破断せ
参

ずにプルアウトする条件下では1Sと1dの備により図14

に示すようにプルアウト時の荷重一変位曲線が変化する

2)香川
と

め

連続繊維強化セラミックスではすでに説明したように
材料の破壊が始まる特性を向上させるのではなくいった

ん破壊が始まった後の壊れ方を制御することにより材料
全体として優れた特性のものとする考え方である.エン
ジニアリングセラミックスをマトリックスとする場合成
形に高温を要し,現状では,成形温度に耐えられ,かつ,

高温での使用に長時間さらされても特性の変化しない繊
維がないことが大きな問題となっている.また,これら

と並んで材料設計の思想を活かすためには界面の力学特

性を制御することも大切であり,界面力学特性の測定手
58
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