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セラミックスの強度，破壊靱性と臨界損傷域寸法の関係
淡路英夫

松 永 拓 也

崔

成

名古屋工業大学物質工学専攻
J. Japan Inst. Metals, Vol. 70, No. 1 (2006), pp. 5966
 2006 The Japan Institute of Metals

Relation between Strength, Fracture Toughness, and Critical Frontal Process Zone
Size of Ceramics
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In order to improve the fracture toughness of ceramics, we need to develop a new material design concept. One of the suitable
concepts is to utilize dislocation activities even in brittle ceramics. Intratype nanocomposites use dislocation activities to enhance
the strength and fracture toughness. The dislocations are caused by sintering residual stresses around the secondphase nano
particles dispersed within the matrix grains. In this research, first, we clarified the relation between the strength, fracture toughness, and critical frontal process zone (CFPZ) size using alumina ceramics. The fracture toughness of ceramics is related closely
to the CFPZ size, because ceramics with larger CFPZ size consume higher fracture energy during crack extension and indicate
larger fracture toughness. Second, we fabricated toughened aluminanickel nanocomposites using a soaking method which we developed recently to create an intratype nanostructure, and found that the suitable annealing after sintering could achieve toughened nanocomposites. Finally, we discussed the relation between the fracture toughness and CFPZ sizes of the monolithic alumina, assintered nanocomposites, and annealed nanocomposites. The results revealed that the annealed nanocomposites had the
highest CFPZ size and fracture toughness, because it was conceivable that the sessile dislocations in the CFPZ became nuclei of
nanocracks, created many nanocracks, and expanded the CFPZ size.
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このような脆いセラミックスを高靱化するためには，セラ

1.

緒

言

ミックスに適した新しい概念に基づいた材料設計を行う必要
がある．新原により提案されたナノ複合材料は，極めて高い

セラミックスは優れた機械的特性を有するにもかかわら

強度と同時に破壊靱性もほどほどに改善される材料として広

ず，破壊靱性に関しては金属に比べるとかなり低い．それ

く知られているが6)，その高強度化・高靱化機構は，脆いセ

は，原子結合がイオン結合・共有結合という，結合力に方向

ラミックスにおいても転位の活動を巧みに利用したものと考

性があること，疎な原子配列となること，かつ，転位の構造

えられる7)．本研究は，このナノ複合材料の材料設計概念を

が大きいことによってその活動が限られるためである1)．例

セラミックスの高靱化に応用することを目的として，CFPZ

え ば ， a ア ル ミ ナ 単 結 晶 の 臨 界 分 解 せ ん 断 応 力 ( Critical

寸法と破壊靱性との関係を明らかにすること，並びに，高靱

Resolved Shear Stress, CRSS)は室温において 4 GPa(プリズ

性ナノ複合材料を作製してナノ複合材料の高靱化機構を具体

ム面すべりに対し)という，強度に較べてかなり大きな値と

的に解明することを試みたものである．

なることが示されており2)，このことから室温での転位の活

セラミックスの高靱化機構は大まかに次のように分類され

動は圧縮応力場という拘束された環境においてのみ可能とな

る5)．

ることになる．従って，セラミックスのき裂前方損傷域




(Critical Frontal Process Zone, CFPZ)は金属のようなすべり
によって形成されるのではなく，小さなナノき裂によって形

性(Ki)を高める機構



成されるものと考えられている1,3,4)．その結果，緻密質セラ
ミックスの CFPZ 寸法は数 mm 程度と極めて小さくなる．
CFPZ が小さいということは，き裂伝播に要する破壊エネル

破壊エネルギを大きくすることにより本質的な破壊靱
き裂面の架橋によって破壊靱性に付加的増分( DKR )
を与える機構




き裂の伝播方向を拘束することによって，エネルギ解
放率を低下させる方法

ギも小さいということになり，Griffith のエネルギ平衡に従

 の機構を考える．
 の中にはいく
これらのうち，ここでは

ってその破壊靱性は低くなる1,5)．

つかの高靱化機構が含まれるが，本質的には CFPZ を拡大
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することによって破壊エネルギを高めるというものである．
また，ここで扱う高靱性ナノ複合材料の開発においても，
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CFPZ を大きくする意図のもとでの材料設計により破壊靱性

を高めることを考える．
ここで， CFPZ 寸法の非線形体としての取り扱いには， J
積分を用いた Hutchinson8) および Rice と Rosengren9) によ
る HRR 解が知られている．しかし，セラミックスの CFPZ
は微小なき裂によって形成されると考えられることから，
HRR 解をセラミックスに適用することはできない10)．ここ

では，セラミックスという脆くて小規模降伏条件を満足しや
すい材料であることに着目して，単純な線形破壊力学に基づ
い た 議 論 を 行 う ． ま ず ， 局 所 破 壊 規 準 ( local fracture
criterion )11) と Griffith Irwin の エ ネ ル ギ 平 衡 式1) よ り ，
CFPZ 寸法の式を導く．つぎに，以前に示したアルミナの実

Fig. 1 Stress distribution ahead of a crack tip in an infinite
plate with a long crack.

験データを用いて12)，CFPZ 寸法と強度と破壊靱性の関係を
論じる．最後に，我々が最近作製した高靱性アルミナ・ニッ
ケルナノ複合材料のデータ13) について CFPZ 寸法を求め，
ナノ複合材料の高靱化が CFPZ を拡大することによって達
成されることを説明する．なお，ここで用いる CFPZ 寸法
とは，微組織に依存しないマクロな値であることをお断りし
ておく．

理

2.
2.1

論

局所破壊規準

モード I 負荷をうける無限板中のき裂において，き裂前方
応力の厳密解は次のように表される14)．

s y＝

sf(ae＋r)
K I 1＋ r / a e
＝
＝sfFc(r)
2
＋
2 ae r r
2p r 1＋ r / 2a e

(1)
Fig. 2 Stress distribution ahead of a crack tip in an infinite
plate with a short crack.

ここに，syき裂前方の r 軸上の垂直応力，sf無限板に働
く遠方応力， ae 無限板中のき裂の半長， r き裂先端から
の距離， KI応力拡大係数， Fc(r)き裂前方の無次元応力
分布である． Fig. 1 に示すように，き裂が CFPZ 寸法に較

ネルギ平衡と局所破壊規準とは同値となる．
つぎに，Fig. 2 に示すように無限板中に短いき裂のある場

べて十分に長く小規模降伏条件を満足するような場合には，
式( 1 )は次のような Irwin の式によって近似される．
KI
s y＝
2p r

合を考える．このように FPZ 寸法に較べてき裂が十分に長
(2)

くない場合には Irwin の近似式は有効とはならないので，臨
界局所応力を式( 1 )の厳密解より求める必要がある．き裂

この Irwin の式の有効範囲は，後に実験データを用いて示す．

の伝播が短いき裂に対しても局所破壊規準に従うものとすれ

Fig. 1 は，き裂が進展開始時の臨界応力状態における応力

ば，r0 の位置における臨界局所応力は次のように表される．

sc＝sfc Fc(r0)

場を表したものであり，式( 1 )または( 2 )において， KI ＝
KIC (破壊靱性)のときの応力場である．よって， r 軸上の

CFPZ 寸法(以降ではこの値を CFPZ 寸法と称する)を r0 と

sfc＝sc

表すと，式( 2 )より

sc＝

KIC
2p r 0

(3)

り，ここでは臨界局所応力と呼ぶ．
ここで局所破壊規準とは，き裂先端からのある特性距離に

2aer0＋r 20
ae＋r0

(5)

と表される．そこで，式( 5 )について ae→0 の極限をとると
lim sfc→sc

という関係が得られる．ここに， KIC ＝ sfc ( pae )1/2 ， sfc 遠
方応力の臨界値， sc  r0 の位置における応力の臨界値であ

(4)

よって，この無限板の強度は

a e→ 0

(6)

となる．このことから， sc はき裂長さがゼロのときの強度
であるという物理的意味が示される． sc と実際の強度との
関係については後に実験データを用いて説明する．

おける応力が臨界値に達するとき裂は伝播するというもので
ある．すなわち，き裂先端からの特性距離を CFPZ 寸法に
よって置き換えると，き裂は CFPZ 寸法の位置の応力が臨
界局所応力 sc に達すると伝播すると言い表すことができ
る．すなわち，小規模降伏条件の下では GriffithIrwin のエ

実験・結果・討論

3.
3.1

アルミナ単体

まず始めに，アルミナ単体の実験について述べる．これに
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ついては以前に発表してあるので12) ，ここでは簡単に説明

々に直線よりそれ，き裂長さが短くなるにつれてその強度は

する．アルミナ多結晶体(相対密度 99.5，平均粒径 2 mm)

平滑試験片の強度である■印に近づいていくように見える．

から， 3 × 4 × 40 mm の JIS の曲げ試験片を切り出し， JIS

しかし，実際の曲げ試験片の強度は試験片内の欠陥に支配さ

規定の三点曲げ試験を行った．その結果， 10 本の試験片に

れる値であるのに対して， V ノッチを加工した試験片の強

ついて 462± 18.0 MPa という強度が得られた．また，二母

度は r0 の位置の応力が臨界局所応力に達するときの値であ

数 Weibull 分布にあてはめて得られた形状母数は m ＝ 28 と

る．この臨界局所応力は式( 5 )において ae→0 と考えたとき

なった．破壊靱性は，JIS 規定の SEPB 法によって求めた結

の仮想の強度ともなる．よって，臨界局所応力と三点曲げ強

果，3.65±0.11 MPam1/2 となった．

度の関係は，統計上き裂伝播の可能性のある部位の有効体積

つぎに，曲げ試験片に鋭い V ノッチ15) を加工して，ノッ
チ長さと強度の関係を調べた．ここで，平滑試験片の三点曲

の寸法効果によって表されるものと考えられる．
三点曲げ試験片の有効体積は次のようになる1)．

げ強度と比較するために，V ノッチは幅 4 mm の面に加工し

V B＝

て三点曲げ試験を行った．このときの V ノッチ先端の曲率

V
2( m ＋ 1) 2

(9)

半径は約 20 mm であった． V ノッチの公称長さは， 0.015,

ここに， V ＝ B× H × S， m Weibull の形状母数である．つ

0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 mm とし，各ノッチ長さにつき 5

ぎに，セラミックスの CFPZ の有効体積について考える．

本の実験を行った．ここで， V ノッチを縁き裂と見なし，

脆性セラミックスのき裂先端に形成される CFPZ は，金属

それと同じ応力拡大係数をもつ無限板中のき裂長さ，すなわ

と異なりナノき裂によって形成され，さらに，ナノき裂は主

ち等価き裂長さを求めた．曲げ試験片の応力拡大係数は若井

に最大主応力によりつくられる．よって，CFPZ の形状は最

らの次式16)より求めた．

大主応力の等応力線で囲まれる面積によって第 1 近似とし

KI＝Ysf a1/2

s f＝

3PS
2BH 2

て表されると考えられる18)．
(7)

ここに， KI縁き裂の応力拡大係数， Y 形状係数16)， a

そこで，モード I 負荷のもとでの最大主応力の等応力線を
求める．き裂先端近傍の最大主応力 s1 は，小規模降伏条件
下において

縁き裂長さ，P荷重，Sスパン，B試験片幅，H試験

s 1＝

片高さである．また，等価き裂長さは次式より得られる17)．
ae＝

Y2
a
p

(8)

実験結果を Fig. 3 に示す．図中，◎印は V ノッチのある曲

KI
u
cos
2p r
2

(1＋sin 2u )

(10)

と示される18)．よって，Fig. 4 に示すような，き裂先端から
最大主応力の等応力線までの距離 r1 は，上式より次のよう
に求められる．

げ試験片の強度，■印は平滑試験片の曲げ強度である．これ

r1＝r0 cos2

より，等価き裂長さが 100 mm よりも長い場合には実験デー

u
2

(1＋sin 2u )

2

(11)

タはほぼ勾配－1/2 の直線上にあり，この範囲において線形

ここに，r0 は式( 3 )に示す u＝0 における r1 の値である．こ

破壊力学が有効となることがわかる．ここで，この範囲内の

れより，き裂先端から等応力線上の点(r，u)までの直線と，

実験データから最小二乗近似によって破壊靱性を求めた結果，

それから微小角 du だけ進んだ線との間に挟まれる微小面積

KIC ＝ 3.72

MPam1/2

となった．この値は前述の SEPB 法に

を dA とすると，それは

よる値の 3.65 MPam1/2 とほぼ一致しており，V ノッチによ
る破壊靱性測定(SEVNB

dA＝

法15))の有効性が示される．

つぎに，縁き裂が 100 mm 以下の範囲では実験データは徐

Fig. 3 Experimental results of the bending strengths of the
specimens with and without a notch, where sB is a bending
strength and sc is a estimated critical local stress.

1 2
r 1d u
2

(12)

となる．よって，CFPZ の面積は次のように表される．

Fig. 4

Shape of the critical frontal process zone of ceramics.
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p

f (

A＝r 20

u
2

cos4

0

1＋sin

u
2

4

)

du

(13)

第

70

巻

金属に較べるとかなり大きいので1)，転位の周りにはより大
きな引張り応力場と圧縮応力場とが背中合わせになった比較

ここで，上式の積分項を数値計算により求めた結果， 3.29

的大きな応力場が形成される．そこに， Fig. 5 に示すよう

となった．よって，CFPZ の有効体積は，試験片の厚さを B

に，材料の破壊を支配する主き裂が進展してくると，主き裂

とすると

先端の高い応力場と転位の周りの引張り応力場との相互作用
VFPZ＝3.29r 20B

(14)

によって，転位はナノき裂の核となると考えられる．そのた

ここで，CFPZ 内の応力場は最大主応力と最小主応力の二

なる．その結果破壊エネルギは増大し，破壊靱性も向上する

と表される．

め，き裂先端近傍に多数のナノき裂ができ，CFPZ は大きく

軸応力場である．一軸応力場と二軸応力場をうける試験片の
強度をそれぞれ S1， S2 とすると，その比は次のように表さ
れる1)．

と考えられる．
以上の機構を達成するためには，粒内ナノ複合構造をつく
ることが必須となる．しかし，マトリックス粒内に第 2 相

(

S2
1
＝
S1
1 ＋ mm

1/m

)

(15)

ここに， m 二軸応力の比である．しかし， CFPZ 内の主応

粒子を分散させることは容易ではない．通常は，ホットプレ
スやパルス通電法のような急速焼結法を用いて，マトリック
ス粒子のみを粒成長させることによって粒内ナノ複合構造を

力の比は 1 から 1/3 の値をもつが，m＝20 と仮定すると S2/

得ているが，多くの第 2 相粒子はマトリックスの粒界に存

S1 は 0.97 から 1 の値となるので，ここでは二軸応力の効果

在することとなる19) ．そこで我々は，効果的に粒内ナノ複

を無視することとする．

合構造を得る方法として，溶液浸漬法なるものを開発し

以上より，三点曲げ強度と局所破壊応力の比はそれらの有

た13) ．この方法は，微細な柱状の一次粒子の凝集粒である
市販の g アルミナに金属塩溶液を染み込ませ，内部に染み

効体積より

{ }

sc
VB
＝
sB
VFPZ

1/m

1/m

{ }

S2
VB

S1
VFPZ

(16)

込んだ金属塩のみを残して還元することによって，gアルミ
ナ粉末内にナノ寸法の金属粒子を生成するというものであ

と表される．以上のようにして実験値である sB から仮想値

る．この方法によって得られる金属内包セラミックス粉末を

である sc を求めることができる．

焼結すれば，粒内ナノ複合構造をもつ複合材料を作製するこ

実際の計算においては，まず， CFPZ 寸法 r0 の値を仮定

とができる．

して式( 14 )より VFPZ を計算し，つぎに式( 16 )より sc を計

アルミナ・ニッケルナノ複合材料の作製方法についてはす

算する．さらに， sc と KIC を式( 3 )に代入して r0 を求め，

でに報告してあるので13) ，ここでは要点のみを述べる．市

最初の仮定値と比較するという trial and error の手順が必要

販の g アルミナ( AKP G015，住友化学)とニッケル硝酸塩

となる．ここで，アルミナについては前述の結果より m ＝

(キシダ化学)を用い，溶液浸漬法によりニッケル金属内包

28 ，その他については曲げ強度のデータが少なかったこと

gアルミナ粉末を作製した．その粉末に，焼結性を高めるた

から，m＝20 とした．

めに a アルミナ( AKP 53 ，住友化学)を種結晶として 10

アルミナ単体について，以上の方法によって得られた値は，

mass 加えた．このときのニッケルの体積分率は約 3 で

r0＝7.0 mm，sc＝561 MPa となった．また，これらの値を式

あった．焼結はパルス通電法により，焼結温度 1250, 1350,

( 5 )に代入すると任意のき裂長さをもつ無限板の強度が計

1450, 1550 °
C ，圧力 30 MPa，真空中にて行い，焼結保持時

算されることになる．その結果を Fig. 3 中に破線で示し

間は 5 分とした．これによって得られた試験片をここでは

た．これより， V ノッチをもつ曲げ試験片の強度の実験

「 As sintered 」と表した．また，一部の試験片をさらに Ar

データは，等価き裂長さを用いるとすべて式( 5 )によって
表されること，また，その収束値は sc となることがわか

中で熱処理した．その試験片を「Annealed」とした．
曲 げ 試 験 は 2 × 2 × 10 mm の 寸 法 の 三 点 曲 げ ( ス パ ン 8

る．これらのことから，線形破壊力学の有効な範囲に限ら
ず，すべてのき裂長さに対して局所破壊規準が成り立つこと
が確認される．
3.2

アルミナ・ニッケルナノ複合材料

アルミナの破壊靱性を高める方法として，我々は粒内ナノ
複合構造による高靱化を試みている．ナノ複合材料の中で
も，マトリックスの粒内に第 2 相のナノ粒子を分散させた
粒内ナノ複合構造をもつ材料は，第 2 相粒子の周りに焼結
後の冷却過程において転位を生成する7)．従って，その組織
を適度に熱処理することにより，マトリックス粒内に転位の
拡散・増殖した組織を作ることが可能となる．またアルミナ
の結晶内では，室温において不動転位となることから2)，高
靱化のための新たな材料設計手法として，この不動転位を利
用することを考える．すなわち，セラミックスの転位構造は

Fig. 5 Schematic explanation of nanocrack formation in a
frontal process zone.
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mm)とした．破壊靱性試験は同じ曲げ試験片の中央に V ノ

ッチを加工して求めた．結果を以下に示す．
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て説明する．
Fig. 7 は，ナノ複合材料の破面の SEM 写真である．焼結

Fig. 6 は，ナノ複合材料と同一条件で焼結したアルミナ単

温度上昇とともにアルミナの粒径が大きくなること，いずれ

体と，アルミナ・ニッケルナノ複合材料の種結晶を加えた場

もほぼ粒内破壊となることが観察される．ここで，アルミナ

合と加えない場合の，焼結温度と嵩密度の関係を示したもの

単体を 1350 °
C で焼結したときの焼結後の粒径は約 2 mm ，

である．これより種結晶を加えない場合を除くと， 1350 °
C

破面は粒界破面であった．

以上で十分に焼結されていることがわかる．よって以降で

Fig. 8 は，アルミナ単体， Assintered ナノ複合材料につ

は，ナノ複合材料については種結晶を加えた場合のみについ

いて得られた焼結温度と強度・破壊靱性・CFPZ 寸法の関係
を示したものである．これよりアルミナ単体の強度は，焼結
温度に関わりなく単純に平均して 470 MPa ，破壊靱性は
3.66 MPam1/2 であるのに対し， As sintered 材は強度 911
MPa，破壊靱性 4.61 MPam1/2 となり，特に強度は 2 倍近く

に向上していることがわかる．また，Fig. 7 と比較すると，
結晶粒の大きなものは低い強度となるという，通常の焼結体

Fig. 6 Bulk densities of monolithic alumina and aluminanickel nanocomposites.

Fig. 7

Fig. 8 Strength, fracture toughness, and critical frontal
process zone size of monolithic alumina and assintered
nanocomposites.

SEM observations for fracture surfaces of seeded aluminanickel nanocomposites sintered from 1250°
C to 1550°
C.
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に見られる強度の結晶粒依存性は見られない．このようにナ

のが 7.6 MPam1/2 という極めて高い値を示した．また，ア

ノ複合材料は，強度が大幅に改善され，強度の粒径依存性は

ニール時間が 10 min の場合，いずれの破壊靱性も低下して

明瞭でなくなり，破面は粒内破壊になるという特徴をもつこ

いる．さらにアニール温度が高くなると破壊靱性はアニール

とがわかる．

前の値よりも低下することがわかる．このことは，高温また

Fig. 9 は，その機構を概念的に説明したものである．(a )

は長時間のアニールによって転位が粒内から粒界に抜け出て

はアルミナ単体の破壊を説明している．通常の多結晶焼結体

CFPZ 拡大に寄与しなくなり，そのため破壊靱性は低下した

は，焼結により大幅な体積収縮を伴う場合には，結晶粒内に

ものと思われる．

高い焼結残留応力を生じる．その残留応力は試験片内で自己

Fig. 11 は，ナノ複合材料のアニール前後の強度・破壊靱

平衡的な応力分布となり，ある結晶粒が引張り残留応力をも

性 ・ CFPZ 寸 法 を 比 較 し た も の で あ る ． ア ニ ー ル 温 度 は

つときにはそのまわりの結晶粒には圧縮応力が生じて，それ

800 °
C とした．これより， 10 min 保持の場合を除外して考

らは全体としてつり合う．そこで，図に示すように粒界三重

えると，アニール効果によって強度はほとんど変わらない

点に大きな空隙があり，そのまわりの結晶粒に引張り残留応

が，破壊靱性と CFPZ 寸法とがアニールによって大きくな

力があったとすると，空隙と残留応力の相互作用によって空
隙から粒界に沿ってき裂が進展し，外応力をうける前に粒径
程度の大きさの欠陥に成長することが予想される．そこに外
応力をうけると，この欠陥がその試験片の強度を支配する最
弱欠陥となり，き裂は粒界に沿って進展する．従って，最弱
欠陥の大きくなった分または局所的な引張り残留応力の大き
さの分だけ，実際に測定される強度は低下することになる．
一方，(b)はナノ複合材料の概念図である．焼結後の冷却
過程において粒内にある第 2 相粒子のまわりに転位が生成
すると，その転位の生成によって粒内の残留応力は解放され
る．従って，その試験片の最弱欠陥は粒界三重点の空隙のま
まとなる．同時に，主き裂が空隙から進展するとき，き裂前
方に損傷域を形成するので，マトリックス内にある転位を核
としてナノき裂ができ，それらを縫うように主き裂が進展す
る．そのため粒内破壊になると考えられる．
つぎに，ナノ複合材料のアニールの効果について考える．
Fig. 8(b)に示すように， 1350°
C で焼結したナノ複合材料は

最も高い破壊靱性(5.5 MPam1/2)を示した．そこで，この試
験片をさらにアニールして破壊靱性を測定した．結果を
Fig. 10 に示す．図中，○印は 1350 °
C で焼結した As sintered 材 の 破 壊 靱 性 ， ● ， ▲ ， ■ は そ れ ぞ れ 800, 900,
1000°
C でアニールした試験片の破壊靱性である．横軸はア

ニール保持時間を表す．この結果， 800 °
C ， 5 min 保持のも

Fig. 9

Fig. 10 Fracture toughness of assintered nanocomposites
and annealed nanocomposites.

Schematic explanation for strength of monolithic alumina and nanocomposites.
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っていることがわかる．特に CFPZ 寸法の大幅な拡大が破

同様に向上することがわかる．特に，CFPZ 寸法については，

壊靱性の向上に寄与することが納得される．

Assintered 材はアルミナ単体に較べて若干大きくなるが，

そこで，CFPZ 寸法の変化について考察する．Fig. 8 によ

Annealed 材は大幅に大きくなっている．このことからア

ると，アルミナ単体の CFPZ 寸法は Assintered 材に較べる

ニールによって適度に転位を拡散・増殖させることができれ

とかなり大きい．しかし，Fig. 9 で説明したように，アルミ

ば，破壊靱性を大きく改善することが可能となることがわか

ナ単体の曲げ強度は，本来の強度よりも残留応力の影響によ

る．

って小さく見積もられると考えられる．そこで，引張り残留

Fig. 13 はそれらをまとめたものである．アルミナ単体と

応力によって最弱欠陥が大きくなると考え，強度が見かけ上

Assintered 材の間では， CFPZ 寸法の大きさは若干拡大す

260 MPa 低下すると仮定してみた．すなわち，アルミナの

るが，最弱欠陥の大きさの大幅な縮小によって強度は大きく

本来の強度は測定された値よりも 260 MPa 大きいものと考

増加する．さらにアニールすることによって，転位の拡散・

え，CFPZ 寸法を再計算した．その結果を Fig. 12 に示す．

増殖が適度になされると，CFPZ が大きくなり破壊靱性は大

ここで，図の A はアルミナ単体， B は As sintered ， C は

きく改善される．すなわち，粒内ナノ複合構造によって転位

Annealed のナノ複合材料の値であり，それらの強度，破壊

の活動を利用した，セラミックスの高靱化のための新しい材

靱性，CFPZ 寸法を単純に平均して比較したものである．た

料設計概念が明らかになったといえる．

だし，ここでは Fig. 11 における焼結温度 1550 °
C とアニー
ル時間 10 min のデータを除いて計算した．その結果，○で
示される補正された強度を用いて計算された□で示されるア
ルミナ単体の CFPZ は 1.6 mm となった．これらより，強度
についてはナノ複合化によって向上し，破壊靱性についても

Fig. 11 Strength, fracture toughness, and critical frontal
process zone size of assintered and annealed nanocomposites.

Fig. 12 Comparison between strength, fracture toughness,
and critical frontal process zone size of monolithic alumina and
assintered and annealed nanocomposites.

Fig. 13 Schematic explanation of strength and critical frontal process zone size in monolithic alumina and assintered and annealed
nanocomposites.
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結

論

粒内ナノ複合構造をもつアルミナ基ナノ複合材料につい
て，その高強度化・高靱化機構を示し，特にセラミックスの
高靱化のための新しい材料設計概念として不動転位を利用す
る方法を提案した．実際に，アルミナ・ニッケルナノ複合材
料を溶液浸漬法により作製し，適度なアニールによって破壊
靱性を 2 倍に向上させることができた．
本研究は 21 世紀 COE プログラム「環境調和セラミック
ス科学の世界拠点」の一環としてなされたものである．
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