
北見工業大学・工学部・教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１０１０６

基盤研究(C)（一般）

2018～2016

放射光白色Ｘ線による単結晶延性損傷評価法の開発

Development of evaluation method for ductile damage in a single crystal using 
synchrotron white X-rays

６０２０６１４１研究者番号：

柴野　純一（Shibano, Junichi）

研究期間：

１６Ｋ０５９６１

年 月 日現在  元   ６ １７

円     3,500,000

研究成果の概要（和文）：本研究では、放射光白色Ｘ線の透過回折Ｘ線を用いて、単結晶の転位セルサイズ、不
均一ひずみ、転位密度を評価するプロファイル解析手法を提示した。引張り負荷により延性損傷を受けたアルミ
ニウム単結晶を大型放射光施設SPring-8で測定した。さらに、その試験片のＸ線測定領域を透過型電子顕微鏡
TEMで観察した。その結果を本手法による評価結果と比較した。その結果、本手法で得られた転位セルサイズは
TEMによる観察結果よりも大きく評価されたが、転位密度はほぼ同様の値を示した。単結晶における延性損傷評
価に対し、本手法が有用であることを確認した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we presented the profile analysis method to evaluate 
dislocation cell size, non-uniform strain and dislocation density in a single crystal by using a 
transmitted diffracted X-ray of synchrotron white X-rays. The aluminum single crystal which received
 ductile damage with tension load was measured at synchrotron radiation facilities SPring-8. The 
X-ray measurement area of the specimen was observed by transmission electron microscope TEM. The 
observations by TEM were compared with the estimate results by this method. As a result, although 
the dislocation cell size obtained by this method was evaluated more largely than the observations 
by TEM, the dislocation density indicated almost same value. It confirmed that this method is useful
 for the ductile damage evaluation in a single crystal.

研究分野： 材料強度学

キーワード： 延性損傷　単結晶　転位密度　プロファイル解析　装置関数　白色Ｘ線　放射光

  ２版
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研究成果の学術的意義や社会的意義
機械や構造物の破壊の原因となるき裂の発生・進展を非破壊で高精度に推定・評価する手法の開発が産業界から
強く望まれている。本研究では、これまで検討してきた放射光白色Ｘ線によるプロファイル解析手法を基に、単
結晶内部の特定された結晶方位から得られる単一の回折Ｘ線プロファイルから、延性損傷パラメータとして転位
セルサイズ、不均一ひずみ、転位密度の情報を得るための手法を開発した。本手法は材料破壊の原因究明や材料
工学研究においても有効な測定技術として活用できる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

延性材料では塑性変形時の局所的な結晶レベルの損傷（転位の蓄積、点欠陥の発生、マイク
ロクラックの発生）からマクロき裂が生じ進展することが知られている。き裂の急激な進展は
材料の破壊をもたらすため、その発生・進展を非破壊で高精度に推定・評価する手法の開発が
産業界から強く望まれている。多結晶材料内部のき裂先端は局所的には１つの結晶粒に達した
のち、その結晶粒内部に進展するか結晶粒界を伝播するかは、き裂先端近傍の応力場と結晶方
位との関係も決定要因の１つとなることが推測される。したがって、結晶方位とき裂進展の関
係を明らかにすることが重要であり、そのためには単結晶レベルでの延性損傷進展に関する基
礎的検証が必要となる。 

一方、結晶性材料から得られるＸ線回折プロファイルの形状は結晶レベルの損傷状態を反映
することが知られており、半価幅による評価が古くから行われている。研究代表者らは、シン
クロトロン放射光から得られる高エネルギー白色Ｘ線（50keV～150keV）に着目して、高輝度、
高指向性を活かした材料内部の微小領域ひずみ測定に関する研究を行ってきた。2005 年から
SPring-8 において実験を開始し、2007 年の実験で、厚さ 5mm の高張力鋼内部のき裂先端の
透過イメージングとひずみマッピングに成功した。その結果を受けて 2009 年には、平行部の
直径が 5mm の丸棒形引張試験片に引張荷重を負荷し、内部き裂の CT 撮影と併せてき裂先端
近傍のひずみマッピングを行った。これら一連の研究から、き裂の進展が結晶方位の影響を受
けている可能性が実験的にも明らかとなった。 

そこで、これを確認するために 2012 年から結晶方位が明らかな単結晶を用いた実験による検
証を行った。その結果、特定方位が引張負荷方向を向いたアルミニウム単結晶の透過型回折Ｘ
線プロファイルの半価幅の分布から、結晶方位と延性損傷の進展の関連について定性的ではあ
るが関連性を明らかにすることができた。その際、回折Ｘ線プロファイルに含まれる測定装置
や測定方法に由来する装置関数の評価方法を提案したが、転位密度などの測定精度に影響を及
ぼすため、その正確な評価が課題となっていた。 

 

２．研究の目的 

これまで検討してきた放射光白色Ｘ線によるプロファイル解析手法を基に、単結晶内部の特
定された結晶方位から得られる単一の回折Ｘ線プロファイルから、延性損傷パラメータとして
転位セルサイズ、不均一ひずみ、転位密度の情報を得るための手法を開発する。その際、測定
装置や測定方法に依存する装置関数が転位密度などの測定精度に影響を及ぼすため、その正確
な評価方法を確立する。透過型電子顕微鏡 TEM による単結晶転位分布観察結果と本手法によ
る評価結果の比較検討を行うとともに、アルミニウムなどの単結晶内部における延性損傷進展
と結晶方位との関連を評価し、本手法の有用性を検証する。 

 

３．研究の方法 

（１）放射光白色Ｘ線を用いた単結晶延性損傷評価法の構築 
①測定装置や測定方法に依存する装置関数の評価法の検討 

回折Ｘ線プロファイルの広がりに影響する主な因子として、半導体検出器(SSD)とその電子回
路系による広がり（装置関数）がある。この広がりについては、これまで放射性同位元素 Co-57
や Am-241を利用した評価を行っているが、利用エネルギー範囲である 50keV～100keV における
データ点が少ないため他の試料や方法も検討する。 
②放射光白色Ｘ線の透過回折Ｘ線プロファイルから装置関数を分離する方法の検討 

単一の回折Ｘ線プロファイルに対しプロファイル解析を行い、広がり（積分幅）のガウス成
分（不均一ひずみ、転位密度に関連）とコーシー成分（結晶子サイズに関連）を分離し、それ
らから装置関数による広がり分を除去することで、延性損傷に関連する情報を取得する。 
③転位セルサイズ、不均一ひずみ、転位密度の評価法の構築 

②で得られた回折Ｘ線の積分幅ガウス成分とコーシー成分を用いて、転位セルサイズ、不均
一ひずみ、転位密度を算出する方法を確立する。 
（２）放射光白色Ｘ線を用いた単結晶延性損傷評価法の有用性の検証 
①透過型電子顕微鏡 TEMによるシリコン単結晶転位分布観察結果との比較検討 
 放射光白色Ｘ線で測定した単結晶を TEMで測定し転位分布の観察を行う。負荷ひずみの各段
階で本手法による転位密度と TEM観察による転位分布を比較検討する。 
②本手法の単結晶延性損傷評価法としての有用性に関する考察 
放射光白色Ｘ線で測定した単結晶を透過型電子顕微鏡 TEMで測定し、転位分布の観察を行う。
本手法による転位密度と TEM 観察による転位密度を比較検討し、本手法の有用性を検証する。 
 
４．研究成果 
（１）放射光白色Ｘ線を用いた単結晶延性損傷評価法の構築 
①測定装置や測定方法に依存する装置関数の評価法 

装置関数は検出器と主に光学系由来の発散角による広がりのコンボリューションと考えられ
る。光学系由来の発散角は単結晶においては、入射側の発散角とほぼ同等になると考え、光学
系に関係するスリットの寸法やスリット間距離から算出する。半導体検出器(SSD)とその電子回
路系による広がりについては、これまで放射性同位元素 Co-57 や Am-241 を利用した評価を行っ



たが、利用エネルギー範囲である 50keV～100keV におけるデータ点が少なく評価精度への影響
があった。そこで、様々な物質の蛍光Ｘ線のエネルギーを検討し、本研究では酸化セリウム CeO2

を使用することとした。これにより、約 45keV～114keV までの間に７つのピークが得られるた
め、利用エネルギー範囲における装置関数のより正確な評価が期待できる。 
②放射光白色Ｘ線の透過回折Ｘ線プロファイルから装置関数を分離する方法 

単一の回折Ｘ線プロファイルから、不均一ひずみ、転位密度に関連するとされるガウス成分
と結晶子サイズに関連するとされるコーシー成分を分離するための関数はいくつかあるが、本
研究では Voigt 関数を利用した。プロファイル解析を行うことで分離した各成分から装置関数
による広がり分を除去した。 
③転位セルサイズ、不均一ひずみ、転位密度
の評価法 

②で得られた回折Ｘ線の積分幅ガウス成
分とコーシー成分を用いて、転位セルサイズ、
不均一ひずみ、転位密度を算出した。 

不均一ひずみは，回折Ｘ線プロファイル積
分幅の真のガウス成分と Bragg角θの時に格
子面間隔 dで回折するＸ線エネルギーを用い
て算出した。転位密度は、G. K. Williamson
と R. E. Smallman による算出式に、本研究
で得られた不均一ひずみの値を用いて算出
した。転位セルサイズは Bragg 角、プランク
定数、光速度、と回折Ｘ線プロファイル積分
幅の真のコーシー成分から算出した。 
（２）放射光白色Ｘ線を用いた単結晶延性損
傷評価法の有用性の検証 
①透過型電子顕微鏡 TEMによる単結晶転位分
布観察結果との比較検討 
・図１に大型放射光施設 SPring-8（BL28B2）
において放射光白色 X線での測定に用いた純
度 6N (99.9999%) の Al 単結晶の引張試験片
とその寸法を示す。試験片は、<111>と<110>
が負荷方向に対してそれぞれ 45°傾き、平行
部中央の両側に幅 0.4mm、深さ 0.3mm の 2 ノ
ッチを有している。 
・白色 X線による測定は、試験片を 45°傾け
た状態で行い、図２で示したノッチ先端から
水平・垂直方向に 0.05mm ずつ移動させた位
置を基点 Sとし、<110> と平行に 0.1mm間隔
の 16 点で実施した。本研究では、白色 X 線
の測定点と同一の領域で TEM 観察を行った。 
・ノッチ先端からの距離に対して転位セルサ
イズと転位密度を調査するため、白色 X 線に
よる測定後の引張試験片から観察用サンプ
ルを作製した。ダイヤモンドカッターにより
試験後のサンプルを切断し、機械研磨により
寸法を 2.6mm×1.0mm×0.1mm に調整した。そ
の後、イオンスライサ(JEOL EM-09100IS)に
よりイオン研磨を施した。その条件は Ar イ
オンビームの照射角度を 1.8°とし、加速電
圧は 3.0～6.0kVとした。 
・図３に作製した TEM サンプルを示す。空孔
の周辺が TEMでの観察領域となる。サンプル
は基点 S から 0.65mm の位置に空孔が形成さ
れており、白色 X 線による測定点 0.6mm と
0.8mm の観察用サンプルとなる。同様に、 
1.1mm と 1.3mm の観察に用いるサンプルも作
製した。観察方向は白色 X線の測定方向と同
様である。結晶方位は X 線回折装置(Rigaku 
MiniFlex)を用いて事前に確認した。 
・TEM 観察は TEM(HITACHI H9000NAR)を用い
て行い、低倍率と高倍率での TEM像から転位
セルサイズおよび転位の観察を行った。転位
密度の算出には以下に示す Hamの関係式を用

 

図１ 試験片（アルミニウム単結晶） 

 

図２ 放射光白色Ｘ線による測定位置 

 

図３ TEM サンプル 



いた。 
 
  ρ=2N／Lt 
 
ここで、ρは転位密度、N はメッシュと転
位の交点の数、L はメッシュ全長、t はサ
ンプルの厚さである。メッシュは一辺の長
さが 600nm であり、L=4800nm とした。厚さ
t は 100nm とした。 
・図４(a)と図５は基点 S から 0.6mm の位
置での低倍と高倍の TEM写真である。これ
らから転位が局所的な領域に見られ、また、
引張負荷方向と<110> に沿った転位の絡
み合いが見られた。低倍では 300nm、高倍
では 100nm 程度の転位セルが確認できた。
低倍と高倍から転位セルの平均は 200nmで
あった。図４(b)と図６に 0.8mm の位置の
低倍と高倍の TEM 像を示す。0.8mm では低
倍、高倍の両方で広く均一に転位が認めら
れ、転位の切り合いも見られた。転位セル
は比較的大きい数百 nm のものが存在することが確認できた。それらの平均は 275nm であった。
図４(c)と図７は基点 Sから 1.1mm の位置での低倍と高倍の TEM像である。低倍写真から 1.1mm
では転位が複雑に切り合い、特定の方位や負荷方向に関連した組織の状態は認められなかった。
大きいものでは 1000nm を超える亜結晶も確認できた。また、高倍では 150nm 程度の転位セルが
確認され、場所によっては転位セルが密集し、50nmサイズのものも見られた。それらの平均は
500nm であった。図４(d)と図 8に 1.3mm の位置の TEM像を示す。1.3mm では 1.1mm と同様では
あるが、複雑な転位の切り合いにより転位セルが微細になっていることが認められた。低倍で
は 1500nm を超える亜結晶が確認できた。また、高倍では 50nm サイズのものが見られた。それ
らの平均は 450nm であった。この位置は、<111>と<110>との交点であり、塑性ひずみの増大の
影響が考えられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ TEM画像（高倍率 基点 Sから 0.6mm） 図６ TEM 画像（高倍率 基点 S から 0.8mm） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図７ TEM画像（高倍率 基点 Sから 1.1mm） 図８ TEM 画像（高倍率 基点 S から 1.3mm） 

 

図４ TEM画像（低倍率） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図９ 転位セルサイズ分布 <110>方向     図１０ 転位密度分布 <110>方向 
 
 
②本手法の単結晶延性損傷評価法としての有用性に関する考察 
・図 9は白色 X線による測定から得られた転位セルサイズと TEM像観察から得られた結果を比
較したものである。白色 X 線の結果では 1000nm を超える転位セルサイズがあり、基点 S から
0.1mm，0.4mm の位置で 1100nm 程度の転位セル、0.50mm の位置では 1400nm 程に上昇し、0.6mm
と 0.7mm では 800nm 程度に減少した。0.8mm から 1.2mm では 1300nm から 1800nm までの増加傾
向となった。1.3mm では 1.2mmから減少し 800nm となった。一方、TEM 像より得られた転位セル
サイズは、0.6mm では 200nm、0.8mm では 275nm、1.1mmでは 500nm、1.3mm では 450nm となった。
<111>と<110>との交点付近での減少は白色Ｘ線の結果とも一致した。 
・図 10 は白色 X線による本法と TEM写真から得られた転位密度を比較したものである。白色 X
線の結果は、起点 S から 0.2mm の位置では 0.59×1014/m2、0.3mm では 0.68×1014/m2と上昇し、
0.4mm では 2.19×1014/m2となった。0.5mmでは 2.00×1014/m2と下がり、0.7mm では 0.91×1014/m2

まで減少した。0.8mm では 2.98×1014/m2、0.9mm では 3.55×1014/m2と上昇した。その後、1.0mm、
1.1mm、1.4mm では減少傾向を示し、0.43×1014/m2まで減少した。 

高倍の TEM像から Ham の関係式により算出した転位密度は、0.6mm では 0.65×1014/m2、0.8mm
では 0.83×1014/m2、1.1mm では 1.00×1014/m2、1.3mm では 0.91×1014/m2となった。 

これらより、TEM の結果は白色 X線の結果より低い値ではあるが、0.6mm から 1.3mm の範囲内
において、転位密度の増加と減少の傾向やその値については、ほぼ一致した結果が得られた。 
（３）研究成果のまとめ 

放射光白色Ｘ線を用いて、単結晶内部の特定された結晶方位から得られる単一の回折Ｘ線プ
ロファイルから、延性損傷パラメータとして転位セルサイズ、不均一ひずみ、転位密度の情報
を得るための手法を提示した。その際、転位密度などの測定精度に影響を及ぼす装置関数のよ
り正確な評価方法を示した。アルミニウム単結晶を用いて、透過型電子顕微鏡 TEM による転
位分布観察結果と本手法による評価結果の比較検討を行った。その結果、転位セルサイズでは
本手法で得られるサイズが TEM による観察結果よりも大きく評価されたが、転位密度では測
定位置によってはほぼ同様の結果が示された。以上のことから、単結晶における延性損傷進展
評価に対し、本手法の有用性を確認することができた。 

（４）今後の展望 
 本研究では、主に面心立方晶のアルミニウム単結晶を用いて検討を進めた。その中で、最密
六方晶であるマグネシウム単結晶への本手法の適用も検討した。しかしながら、結晶系の違い
から転位密度の算出式がそのまま適用できなかった。しかし、本報告には記載していないが、
回折Ｘ線プロファイルの半価幅や積分強度などの基本的データから、双晶の発生や転位密度の
増加・減少の傾向が推測できた。今後は、放射光白色Ｘ線による様々な結晶系における延性損
傷評価のための手法を検討する。 
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