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1.

序

実用材料では平面歪み破壊時のじん性Klcがその材料
の降伏応力Ty

の増加とともに減少することが知られて

ノ･4‑●
.

いる.この現象は一般に次のように理解されている.ll

〇･〇･

(i)応力が集中するき裂先端で塑性変形が起きる.
(ii)
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この塑性変形によりき裂先端は鈍化する.
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(Bi)したがって破壊に必要な応力がき裂先端にかか
りにくい状態になる.

(N) 33
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(iv)これらは降伏応力ry

が小さいほど起こりやす

く,破壊じん性値Klcは大きくなる.
ところが, NaCl, KClのようなイオン結晶のへき関

では, γ線を周射したり.温度を下げることによって降

伏応力を大きくすると,破壊に必要な力は大きくなるこ
とがいくつかの実験により確かめられている.2卜4)
図1はNaClについての絵異を示したものである.2)実
験は図2に示したdouble cantilever型試料のき裂を進

1

展させるときに必要な力を測定したもので.弾性体を仮
定したときの破壊じん性値KICと.大きさについて規格
化した力Fc

2

3

T, (MN/m2)
図1 NaCl籍晶の破蟻じん性値KJcおよび標準の大きさの試
料(図2)に換算した力

を,降伏応力Tgに対して書いてある･こ

F,と降伏応力Tyの関係2)

点線は(1)式の関係

の図の結果は,実用材料について定性的に与えられてい

る説明があてはまらないことを示している.この報告で
は.図2のようなNaClの試験片中を,あらかじめ入れ

たき裂が進展する条件について考察する.

図1の実験結果は次のように要約できる:
(Ⅰ)降伏応力Tyが小さい範囲(Tu<1･5× 106N/m2)

で,き裂進展に必要な力Fc

は降伏応力が大きくなるに

つれて大きくなる.

(Ⅰ)き裂進展に必要な力Fcは降伏応力Tyを0

に

外挿しても有限な値にとどまる.
(Ⅱ)降伏応力Tyが(I)の範囲をこえて大きくなる

と.き裂進展に必要な力Fcは一度最大値を通って,減
少ないしは一定値に近づくようにみえる.
上の(Ⅰ),川)におけるFcとTyの関係ほだいたい

図2

実験に用いた

NaCl結晶の形と方位

標準の大きさはhl‑h2‑uJ‑5mm,l‑15mm,
エ‑ 40mm
Fc(N)‑2.3 (N)+ 2.9× 10 6(m2)×Ty(N/m2)

(1)

次のようにあらわされる.
き裂進展で重要な役割をなすのは,き裂先端から(110)
*東京大学生産技術研究所

第1部

面上をき裂後方に向けて図3のように進入した転位群で
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降伏応力Ty<1･5MN/m2の試料で,き裂進展の際に

みられるすべり岸の模式図

ある.5)この転位群は,上の(I)の降伏応力の範囲でのみ

図4 き裂先瑞の転位群
A :き裂先端から進入する転位

観察され, (Ⅲ)の領域ではき裂先端からほとんど転位の

B:内部で増殖されき裂先端にもどってくる転位

発生はみられない

比例して増加すると考えられる.けっきょく.き製先端

次章では,き裂進展の掛こみられる転位の観察結果を
もとにして.き裂進展の条件について考察する.

掛こ新しい微小き裂を作るために必要な数の転位が供給
されるためには.ある一定数ncの転位がき裂先端から
進入することが必要であろう.

2.き裂進展の条件

実際に.き裂先端から進入した転位の数n

NaClのようなイオン結晶では, ‑き開面と転位のす

nc

が臨界値

に等しくなったときにき裂が進展するという考え方

べり面の幾何学的関係が定まっており.単結晶でつくっ

に立てば前章で述べた(Ⅰ )〜(Ⅲ)を以下に示すように理

た図2の形の試料ではき裂進展の際にき裂後方‑(110)

解することができる.

面に沿って多数の転位が進入する.き裂先端ではき裂前
方の方が転位に働く応力が高いのにもかかわらず,き裂

実験で用いた試料では転位はき裂後方へ向く(110)す
べり面に多く入りこむ.したがって,多結晶の試料やす

後方に多くの転位が進入するのは試料の形の影響をうけ

べり系の数の多い結晶の場合のようにき裂先端で一様に

ているからである.5)

塑性変形が起きることは期待できない.この場合き裂先

き裂先端から進入した転位は結晶内部で交叉すべり等

をくり返し増殖するであろう.増殖により最初にき裂先

端での応力は次のように見積られる.
き裂先端は初めpoの曲率半径を持っているとする

端から進入した転位と同符号のものと異符号のものがつ

(図5)･き裂の上後方と下後方にそれぞれ乃

くられる･同符号のものは最初の転位と同じ方向,すな

が進入したあとではき裂先端の曲率半径βは

本の転位

わち内部へ動き,異符号のものは反対にき裂の方へもど
p‑伽+2溜

るが.最終的には正負の転位は長距離の歪み場が小さく

(2)

なるように(したがって弾性エネルギーが小さくなるよ

となる･ここで∂はBurgersベクトルの大きさであ

うに)配列する.き裂先端から進入した転位と反対符号

る.

のもののうちいくつかはき裂前方に押し出されて堆積し
(図4),微小き裂を形成する.6卜8J

き裂先端が丸くなっているときの応力は.鋭いときの

､仁万程度となるから. n本の転位が進入したあとでは

このような多数の転位が存在している領域では,転位

新たに進入する転位に働く応力は外力がFのとき

間の間隔や運動は転位間相互作用によって決まり,外力
にはあまりよらない.したがって,き裂先端の少し前方
に集まる転位の数も外力にはあまり敏感でなく,すでに
導入されている転位群(増殖したものも含めて)の大き
さによってきまる･交叉すべりを起こして増殖する頻度

0. 135kF
J2打(po+すすnb)

(3)

ただし

(kF)2‑(i)2賃L2(l･1･4与.015(雲2)

も同様にすでに存在する転位群によって支配されるであ
ろうが,転位群全体の数は進入した転位の数刀

にはぽ

である.9)

(4)
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(a)初めの状態

(b)き裂先端から転位が進入したあと

図5

き裂先鴇の曲率半径

一方,新たに進入しようとする転位は,すでに入って

‑2
1

2

3

いる転位群から上の力とは逆向きに9(n)の応力を受け
る･これら2つの力の差が降伏応力Ty以上であれば.
転位はさらに導入される.したがって,外力が

き入る転位の数n

F

4

5

6

7

γ(mm)

図6

き裂先端を通る(110)面上の勢断応力

のと

縦軸は標準の大きさの試料にF‑1Nのカをかけたと

は次式で与えられる.

きの値で目盛ってある.

実線は有限要素法による計算結果5)
0.135kF

‑ Ty+9(n)

点線は(8)読.横軸γはき裂先端からはかった距離

(5)

J2万(I,. +Jすnb)

題として扱うことができる.実際,図6に示すようにき
ここで9(n)の正確な函数形はわからないが, nの増加

裂先端を通るすべり面上の勢断応力時近似的に

函数である.
前述のようにn‑nc

となったときにき裂が進展する

T〜蒜(i一着) (L‑淳)

(8)

条件に達するとすれば
とあらわされる.
Fc‑

27r(po+/すncb)

0.135k

(Ty+9(nc)) (6)

転位がつくられ. (6)式でFcがきまるためにはある
適当なγをとったときに

実験式(1)からき製が進展するときのpおよび9(nc)

Ty< (8)式の右辺

(9)

は

が満たされなければならない.図7は7‑1.2mm

pc‑p.+巧ncb‑0.03mm
(7)
9(nc)‑ 0.8

MN/m2

(9)式が成立しないTyとFの範囲ではき裂先端か

ら多量の転位が発生することはなく,き裂進展に必要な

となる.

p.が無視できるとすればn{〜5×104

とし

たときの図である.

となる.進入

した転位が数回交叉すべりをおこすとすれば,観察され

力Fcはき裂先端の引張り応力が理想的な破壊強度を越
える力としてきまる. (3)式と同様に考えてFcは

る転位群の総数(約5×105)になる.
また, 9(nc)〜0.8MN/m2の値は,約1.5jl離れた刃

品一cc

状転位がそのすべり面上につくる勢断応力の大きさの程

(10'

度である.これは深くまで入った転位は,交叉すべりを

で与えられる.ここでJcは理想的な破壊強度であり,

起こしてできた転位と長距離の応力場を打ち消し合うよ

ウィスカで測定された最大の強さをとると. 1.1×109

うに配列していることを示している･ 9(n)に関係して

N/m2 (Young率の1/40)となる･10)

いるのは,ごく近くの転位のみである.

これまで述べたことが起きるためには.転位が試料の

十分降伏応力が大きく,ほとんどn〜0

とみなせる

ところでは,Fc〜6N (実験値,図1)であり.po

の

内部まで深く進入し,転位を増殖しなければならない.

値は

そのためには,試料の内部でもすべり面上の勇断応力が

入れたき裂を途中でとめたために入った転位の影響と考

降伏応力Tyをこえている必要がある･試料の腕の部分
の応力はき裂先端にごく近い部分を除いて棒の曲げの問

えられる.また. (7)式においてp.が無視できること

6×10 6mm(約15∂)となる.これは.はじめに

がわかる.
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NaCl単結晶のdouble cantilever型試料では.き裂

が進展するときの力は次のようにしてきまる:
(1)降伏応力が小さいときには,き裂から入った転

位の数が限界の値を越えたときにき裂が進展する.この
降伏応力の範囲では,き裂から転位を入れる力が破壊条
件をきめている.

(ii)降伏応力が大きくなると,転位はき裂先端を鈍
化させはするが,試料内部までほ入りこめず.き裂進展
に大きな力がいる.

(ii)さらに降伏応力が大きくなると.転位の発生は
無視でき,き裂先端の応力のみが問題となる.ここで,

降伏応力依存性はなくなる.
(1981年2月27日受理)
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