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結晶粒界転位と粒界すべり
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対応粒界＊＊1）における，粒界転位の種類についての考
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察2）をこれまですすめてきたが，最近，Gleiter3）らは粒
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界転位による粒界すべりに関する，実験的論文を発表し
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た．そこでこの実験結果を考慮に入れて粒界すべりの機
構につき，さらに考察をおこなったので報告する．詳細
は前速報2）の結果と一一vaにして近く論文として発表する・

粒界すべりが粒界転位の粒界にそった動きによってひ
きおこされるという考えは，すでに筆者ら4）によって提

製

案されてきたものであるが，Gleiterらは，粒界すべり
が粒界転位のすべり運動によっておこった場合を実験的

献

●○

に観察している点であたらしい．ところで，筆者の考察2）

によれば，対応粒界における粒界転位のバーガースベク

●

トルは一般に隣接する両結晶粒のもつ格子転位に対して

図1

部分転位の関係にあり，格子転位のバーガースベクトル
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行なものばかりではない．これに反し，Gleiterら3）はバ

ーガースベクトルが粒界面に平行でかつ粒界面上にのっ
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1に直線で示したのはΣ17bなる対応粒界のうち最稠密

もちろんADBのように両側の結晶粒内に格子転位を放

なものであるが，AB−a〔223〕が完全粒界転位に相当す

出する反応も考えられる．

る．ちなみにこの図では黒丸と白丸はそれぞれ隣…接する

a〔225〕→号〔i1T〕＋号〔T・T〕＋警〔223〕＋量匝・1蛎〕

結晶粒の格子点であって重ねあわせることによって，対
応粒界の位置や転位のバーガースベクトルを表示できる

＋妾〔111125〕

（2）

ようにしたものである．転位のエネルギーはおおよそそ
のバーガースベクトルの二乗に比例するから，格子転位

ここでa／34〔111125〕は隣…接結晶粒の格子転位のバーガ

（b．）のそれのIABI2／1∂LI2湿23倍であり，当然いくつ

ースベクトルであり，これを基準結晶粒（黒丸の格子）
の方位で表示したものである．3a／17〔22百〕は粒界転位で

かの粒界転位や格子転位に分解することが予想される．

ある．

たとえば，もし，一方の側の格子転位のみに分解すると

したら，図1にACBと矢印で示し，また下式で示すよ

式のようにもっとこまかく，17個の部分転位

うに4個の通常の格子転位と1個の不動転位に分解し，

このうち4個の格子転位は互いの反擾力によって粒内に
分散してゆくと考えられる．

b＝a／17〔229）に分解してしまうであろう2）．

a〔229〕→9，〔225〕＋各〔22S〕＋…

・伽〕→号〔エ・エ〕＋号〔エ・エ〕＋号〔1・エ〕＋号〔T・1〕

＋a〔00工〕

また比較的高温で粒界拡散のよくおこる温度では，次

17個

（3）

−−

配列した粒界転位はそのバーガースベクトルが粒界面に

（1）

平行な場合には，それが粒界面に垂直な場合とはちが
＊東京大学生産技術研究所
＊＊C。incidence

grain

第4部

い，お互いに反掻し合う関係にあるため分散してゆく傾

b。undaryを以後対応粒界と訳すことにする，文

献1）では一応，符合粒界という訳をつけたが，すでにそれより以前
に東大宇宙航空研究所の小原助教授が対応粒界という訳を与えておら
れたことがわかったので，以後，この訳に統一することにする．
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あるが，しかし，粒界に応力が集中した場合，粒界すべ

過後も境界面に変化はない．転位のエネルギを考慮に入

りの要請からこのような巨大転位が一時的に生成するこ

れると，ショックレー半転位が運動したと考えた方が妥

とがあるかもしれない．

当と思われる．

（3）式で生成した粒界転位のバーカースベクトル

以上の考察では，粒界を対応粒界として考えたが，そ

b−a／17〔223〕は粒界面に平行ではあるが，この転位は

うではない場合はどうなのであろうか．たとえばBol1−

図1に示すように高さh＝O．

85aなる粒界階段の上にの

mann5）が解析したような振り粒界を考えてみよう．対

っていると考えられる．この転位が存在すると粒界はA

応粒界は一般に界面エネルギが低く，したがって実在す

点で折れ曲って鎖線上にのることになる．従ってこの転

ると考えられるが，チョウ模様を含んだ粒界面でも低エ

位が粒界に平行に右下方向にむかって運動する際には，

ネルギになる場合がある．この涙り粒界は，たとえば図

図の点線内の原子は黒丸の位置から白丸の位置へ移動し

1で粒界面を紙面に平行にとったときに相当する．この

なければならない．この動きは転位の芯内での再配列で

場合，BollmannのDSC格子5）によって与えられるバ

あり，原子の収支には関係ないので原子の拡散ほどの活

ーガースベクトルはすべて粒界面に平行で，かつ粒界面

性化エネルギは必要としないであろうが，この転位のす

上にあるため，粒界面上をすべり運動することが考えら

べり変形の際のパイエルスカとして作用するであろう．

れる．そのうえ積層欠陥を生じることによって半転位に

同じ対応粒界でも双晶境界の場合にはこの事情は非常

に異る．図2は面心立方晶における双晶境界を図示した
（111）

なる可能性もある点で対応粒界の場合と異る．このよう
にチョウ模様を含む粒界面では完全粒界転位がエネルギ
的に安定に存在しうる，
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ことは，この面以外ではパイエルスカがずっと大きいた
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ものであるが，この場合，図1のb粒界転位に相当する
のはショックレー半転位a／6〔112〕である，この半転位
が双晶境界面（111）をすべり運動すると，境界面は一原

子面だけずれるが，その際に図1のゐ転位が動くときの

いようにおもわれる．いずれにしても粒界面は一般には
曲っているから，原子の粒界拡散や粒界移動を伴わない
転位の移動の程度は限られたものとおもわれる．

筆者らがFe−Mn合金を用いて実験した際にはGleiter
らの観察したような電顕下の熱応力の程度では粒界転位
が動いた例はなかった．また電顕内で直接加熱した場合
にも，粒界転位像はすべて動くことなく次第に薄くぼけ，

ついには消失してしまったことから，これら転位は実は
格子転位であり，軽度の変形に伴って粒界に至ったもの

ような原子の再配列は必要でない，また境界面は（111）

で，加熱により原子拡散が活発になるにしたがい，図1

でこの結晶系のすべり面と一致するので，この半転位の

bのような粒界固有の転位に分解してしまったものと考

すべり運動が容易なことは周知の事実である．実はGle−

えられる6）．以上のような粒界転位挙動のちがいが，実

iterらが実験的に観察したもの（Gleiterら3）Fig．4））は

験に用いられた合金の結晶構造などのちがいによるもの

この場合ではなかったかと思われる証拠がある．たとえ

かどうか実験的に確かめる必要がある．

（1968年11月11日受理）

ば，彼らのFig．4において2本の粒界が平行で直線状
に並び，かつその回折干渉縞の並び工合が互いに反転し
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ている事実，またFig．4（c）において見られる粒内の
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