
まえがき＝デンドライトは，金属・合金の凝固組織を構
成する結晶粒の基本サイズを決定し，凝固現象の基礎と
なる重要因子の一つで，偏析やポロシティ，引け巣とい
った種々の鋳造欠陥の形成要因に深くかかわってい
る 1）。鋳造欠陥は，鋳物や鋳片の機械的特性に大きな影
響を与えるため，デンドライト組織の制御による結晶粒
微細化，偏析低減などの研究が行われてきた 1）。また，
デンドライトそのものの成長形態は学術的な研究の対象
としても魅力的であり，その複雑な形態形成に関する研
究は古くからなされている。凝固理論の観点からは，組
成的過冷却 2），Mullins-Sekerka の摂動論 3），中立安定仮
説 4），KGTモデル 5），LKTモデル 6）などが提案され，実
験の観点からは，デンドライト 2次枝間隔と凝固時間の
関係 7），透明有機物質によるデンドライトの直接観察 8）

などが行われてきた。さらに，デンドライトの先端形状
が回転放物体のような安定形態で成長することを仮定し
たデンドライト先端安定性理論に関しては，可解性理論
などの難解な理論研究へと発展したが，近年，フェーズ
フィールド法が登場したことにより，デンドライト成長
の詳細な検討が数値計算により手軽に行えるようになっ
てきた。
　フェーズフィールド法は，1990 年代に入り急速に進展
してきた組織形成シミュレーション手法で，Fe 基，Al
基各種合金のデンドライト成長 9），10）をはじめ，Fe-C 系
合金の包晶凝固11），CBr4-C2Cl6有機系合金の共晶凝固12），
ファセット成長13）のような凝固問題に限らず，拡散相分
離 14），AuCd 合金のマルテンサイト変態 15），固相結晶成
長・再結晶 16）など，メソスケールの組織形成に数多く適
用されている。しかし，実用プロセスへの適用 17），18）は
まだ十分に行われておらず，鋳物，鋳片のミクロ偏析の

形成に大きくかかわるデンドライト 2次枝間隔の予測に
関しても，Al 基合金についての報告はほとんどない 19）。
そこで，本研究では以下のことを目的とし，フェーズフ
ィールド法の実用性について検討した。
・多くの実用 Al 基合金の基礎となっている Al-Si2元合
金を対象とした数値計算を行うこと。
・計算結果からデンドライト 2次枝成長および 2次枝
間隔について評価すること。

1．フェーズフィールド法

1．1　フェーズフィールド法の支配方程式

　フェーズフィールド法では，液相から固相へと連続的
に0から1に変化するスカラー関数φ（フェーズフィール
ド）を導入し，そのφの時間発展を計算することで固相
成長を間接的に取扱っていく。界面形状は 0＜φ＜1の
分布から決定されるため，界面を特別な領域として扱う
必要がない。このφの時間発展は，バルクの自由エネル
ギーと界面領域の自由エネルギーの和として与えられた
系の全自由エネルギー�の変分に比例する（式（1））。

　　 
  ………………………………………（1）

　　 　
  …………………（2）

　　�（φ，�）＝�（φ）���（��）＋（1－�（φ））���（��）＋��（φ）  …（3）
ここに， �：溶質濃度
　　　　�：温度
　　　　���（��）， ���（��）：固層および液層の自由エネルギー
　　　　��，��：固相及び液相の濃度
　　　　ε，�，�：フェーズフィールドパラメータ
　凝固組織形成の過程を解析するには，式（1）のフェー
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ズフィールド方程式に加え，温度場または溶質場の方程
式を解かなくてはならない。純金属では熱伝導方程式を
連立して解き，合金系では系の温度を均一として拡散方
程式を連立して解く。ここでは，合金系のフェーズフィ
ールド法で用いられている拡散方程式を式（4）に示す。

　　 
  …………………………………（4）

ここに，�（φ）：拡散係数
式（4）の下付添字は変数�に対する 1階（��）あるいは
2階（���）の偏微分を表す。以下にフェーズフィールド法
で用いるその他の主な関係式を記す。下記の関係式の詳
細は，文献を参照されたい 20）。
　　�＝�（φ）��＋（1－�（φ））��  …………………………（5）
　　��（��）＝��（��）  ………………………………………（6）
　　�（φ）＝φ2（3－2φ）  …………………………………（7）
　　�（φ）＝φ（1－φ）  ……………………………………（8）
1．2　フェーズフィールドパラメータ

　前節の三つのフェーズフィールドパラメータε，�，
�は，定量的解析手法として界面特性を満足させる上で
重要なパラメータであり，熱力学的な界面物性値および
界面幅と結びつけて導出される。したがって，フェーズ
フィールド法では，曲率効果，溶質分配といった界面特
性はフェーズフィールドパラメータによって自動的に満
足される。
　εは，式（2）第 2項のフェーズフィールドの勾配エネ
ルギー係数であり，�は，固相から液相へ相転移すると
きの障壁エネルギーの高さに関係する係数である。これ
ら二つの係数は，界面エネルギーσと界面幅 2λによっ
て以下のように決定される。

　　 
  ………………………………………（9）

　　 
  ………………………………………（10）

　�は界面の移動度を表すパラメータであり，界面幅を
限りなく小さいものと仮定する sharp interface limit 条
件 21）と，界面に有限な幅を仮定し，界面領域内に温度あ
るいは化学ポテンシャルの分布があるとする thin 
interface limit 条件 20）により求めることができる。定量
的な解析を行うには後者の条件が必要であり，本研究で
も後者を採用している。thin interface limit 条件での合
金系の�は，界面の動力学的効果に起因する項��と溶
質の分配，拡散に起因する項��の 2つで構成され，式
（11）で表される。

　　 
  …（11）

ここで，��：気体定数
　　　　���：モル体積
　　　　���：平衡分配係数
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　　　　��：液相線勾配
　　　　μ�：カイネティク係数
上付添字の�は平衡状態を表す。また，金属のように動
的過冷が無視できる場合にはμ�＝∞とすることができ
る。
　デンドライトのように界面異方性のある結晶成長を解
析するためには，界面エネルギーあるいは界面の移動度
に異方性を与える必要があるが，物理的意味が明解であ
ることから，一般的に界面エネルギーに関連する勾配係
数εに与えることが多く，2次元解析では 4回対称性を
考慮して式（12）のように表される。
　　ε＝ε�（1＋ε��cos4θ）  ……………………………（12）
ここに，ε�：異方性の強さを与えるパラメータ
　　　　θ ：界面の法線ベクトルと x軸との角度
1．3　計算条件

　計算では，式（1）,（4）を離散化し，正方形メッシュ
上で前進差分法により解いていく。対象合金は Al-Si2 元
合金であり，初期組成には 5，7，9mass％Si（以下，mass
％Si を％Si と記す）の 3組成を選択した。表 1に計算で
用いた物性値を示す 22）。
　計算領域は，図 1のようにデンドライト 1次枝間の成
長を想定した長方形の 2次元領域とし，初期条件は計算
領域の底部にデンドライト 1次枝と仮定した平滑界面固
相を置いた。その初期固相から成長する枝を 2次枝とす
る。計算領域サイズは 120×40μm，左右の境界条件は
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図 1  計算領域の模式図
������  Schematic illustration of calculation domain used in simulation
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Partition coefficient, �� 0.13
Liquidus slope, � [K/mass％Si] －6.63
Diffusivity in Solid, �� [m2/s] 1.0×10－12

Diffusivity in Liquid, �� [m2/s] 3.0×10－9

Molar volume of Al, ������ [m3/mol] 1.00×10－5

Molar volume of Si, ������ [m3/mol] 1.21×10－5

Interfacial energy, σ [J/m2] 0.160
Anisotropy parameter, ε� 0.03
Gibbs-Thomson coefficient, Γ 1.60×10－7

表 1  計算で用いた Al-Si 亜共晶合金の物性値
��������Material properties of Al-Si hypo-eutectic binary alloy used 

in the simulation



周期境界条件，上下の境界条件は断熱境界（溶質濃度勾
配なし）とし，メッシュサイズを 0.1μmとした。系の温
度は均一として，計算は，図 2で示すように初期組成��
における液相線温度�＊から開始し，連続冷却（冷却速度
10～200K/s）して共晶温度��に達したところで終了とし
た。したがって，組織は共晶温度に達した時点で凍結さ
れたものとなる。

2．Al-Si 合金のデンドライト成長

2．1　 2 次枝成長

　冷却速度 50K/s，Al-5％ Si 合金における 2次枝成長過
程のSi濃度分布を図3に示す。成長初期は過冷度が小さ
く平滑界面が安定界面として成長するため，2次枝成長
は見られないが，時間の経過とともに過冷度が増加し界
面が不安定になるため，平滑界面は乱れ 2次枝成長が促
進されてくる。その後，界面の乱れは増幅され，大小
様々なセル状界面として成長し，粗大化や競合成長を起
こして，大きな側枝はより大きく，小さな側枝はより小
さくなりやがて消滅していく（図 3中の①）。さらに粗大
化が進むと小さな側枝同士が合体し，一つの太い側枝と
なるものも現れる（図 3中の②）。
　2次枝の粗大化機構には，隣接して並ぶ 2本の枝に対
して，細い方の枝が再融解して太い枝のみが成長してい
くモデル，隣接する枝が合体して一つになるというモデ
ルなどが提案されており，これらのモデルから 2次枝間
隔と凝固時間の関係が導かれている23）～25）。フェーズフ
ィールド計算の結果は，それらの両機構を特別な条件な
しに再現しており，フェーズフィールド法におけるデン
ドライト成長シミュレーションの有効性を示している。
　つぎに，デンドライト形態への合金組成および冷却速
度の影響について検討する。冷却速度50K/sで冷却し共
晶温度に達した時点での各合金における Si 濃度分布を
図4に示す。含有Si濃度により2次枝の形態は全く異な
り，Al-5％Si合金では，粗大化が進行して2次枝が太くな
り，Al-9％Si合金では，細く小さな2次枝の成長にとどま
っている。この形態の差異は，凝固区間の長さと共晶温
度における固相率の違いによるものである。凝固区間が
長く凝固終了までに時間がかかる場合は，側枝成長およ
び粗大化は促進され，共晶温度における理論固相率が大

きい場合は，成長の駆動力が大きくなる。結果として図
4のような合金組成による形態の差が現れる。
　図5は，20，50，100K/sの冷却速度で計算したAl-7％Si
合金の共晶温度における Si 濃度分布である。冷却速度
が高くなるにつれて，細く長い 2次枝が多く見られ，粗
大化および 2次枝の消滅があまり進行していないことが
わかる。さらに 100K/s の場合では，3次枝成長の兆し
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図 2  Al-Si2元系状態図
������  Phase diagram of Al-Si binary alloy system
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図 3  計算による Al-5mass％Si 合金の Si 濃度分布の変化（50K/s）
������ Evolution of calculated Si concentration profiles for Al-5mass

％Si alloy simulated by phase-field method (50K/s)
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図 4 計算による 3組成に対する Al-Si2 元系合金の Si 濃度分布
（50K/s）

������ Calculated Si concentration profiles for three Al-Si binary 
alloys simulated by phase-field method (50K/s)
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も確認でき，界面が不安定状態にあることもわかる。こ
れらの成長の違いは 2次枝先端の成長速度と側枝が太る
方向への成長速度のバランスに関係する。冷却速度が大
きい場合には，側枝先端の成長速度の方が速いため，い
くつかの側枝が先行して成長し，成長の遅れた細い 2次
枝は自身の粗大化による合体や隣接する 2次枝の粗大化
による消滅が十分に進行しないまま，凝固終了温度（共
晶温度）に達するためそのままの形態で残る。一方，冷
却速度が小さい場合には，側枝先端の成長速度が遅く，
より安定界面で側枝が粗大化するため，太く丸い 2次枝
が成長する。
　大きな冷却速度はまた，非平衡現象を促進する。各合
金における冷却速度と共晶温度に達した時点での固相率
の関係を図 6に示す。ここで，計算による固相率とは計
算領域全体が固相の場合を 1として，固相領域が計算領
域に占める割合のことである。各合金における共晶温度
での理論固相率は，Al-5，7，9％Si 合金の順にそれぞれ
0.69，0.51，0.33 である。計算での固相率を見ると 10， 
20K/s の冷却速度の時は，各合金ともほぼ理論固相率と
一致しており，冷却速度が高くなると固相率は減少しは
じめ，Al-9％Si 合金に至っては大きく減少していること
がわかる。これは，冷却速度が大きいために非平衡状態
で組織が凍結されたことを示しており，Al-9％Si 合金は
凝固時間が短いためその傾向が顕著に表れている。
　このように，フェーズフィールド法でのデンドライト
形態は，合金組成，冷却速度などの凝固条件の変化に適
切に対応し，実際の凝固組織形態に則した非平衡現象も
取扱うことが可能である。
2．2　2次枝間隔の予測

　前節でデンドライト形態を再現したシミュレーション
がフェーズフィールド法により実現できることを確認し
た。そこで，実際の鋳造組織予測で重要となる 2次枝間
隔の予測について本節で検討する。
　各合金の冷却速度と共晶温度における 2次枝間隔の関
係を図 7に示す。すべての合金での値が，ほぼ同一直線

上にプロットされることがわかる。その直線の勾配は
－0.325であり，2次枝間隔が冷却速度のほぼ－1/3乗に
比例しているといえる。また，図 8は，各合金の部分凝
固時間と共晶温度における 2次枝間隔の関係を示したも
のであるが，こちらもすべての値がほぼ同一直線上にプ
ロットされる。この直線の勾配は0.326であり，2次枝間
隔が部分凝固時間の 1/3 乗に比例しているといえる。各
種アルミニウム合金についての実験報告26～28）において
も2次枝間隔が冷却速度の－1/3乗，部分凝固時間の1/3
に比例するとされており，その絶対値も実験報告と本研
究の計算結果はほぼ一致する（図 8破線）。
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図 5 異なる冷却速度における計算による Al-7mass％Si 合金の Si
濃度分布

������ Calculated Si concentration profiles for Al-7mass％Si alloy in 
the case of different cooling rate simulated by phase-field 
method
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(c) 100K/s
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図 8  Al-Si合金の部分凝固時間と共晶温度における2次枝間隔の関係
������ Relationship between local solidification time and secondary 

arm spacing at eutectic temperature for Al-Si binary alloy 
simulated by phase-field method
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図 7  Al-Si 合金の冷却速度と共晶温度における 2次枝間隔の関係
������ Relationship between cooling rate and secondary arm spacing 

at eutectic temperature for Al-Si binary alloy simulated by 
phase-field method
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図 6 Al-Si 合金の冷却速度と共晶温度における固相率の関係
������ Relationship between cooling rate and solid fraction at 

eutectic temperature for Al-Si binary alloy simulated by 
phase-field method
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　一般的に，オストワルド成長による粗大化機構とし
て，1/3乗則が理論的に成立つとされているが，Kattamis
らの2次枝の粗大化理論によれば，2元系合金の2次枝間
隔λ2と部分凝固時間��の関係は次式で与えられる 22）。
　　λ2＝5.5（���）1/3  ……………………………………（13）

　　 
  ………………………（14）

ここに，Γ ：Gibbs-Thomson 係数
　　　　���：凝固終了時の液相濃度
　この関係式は，等温の系内にて太い枝と細い枝の 2本
が平行して並んでいるという仮定において導出されたも
のであるが，���を共晶組成と等しいと置いて各物性値
を代入し，式（13）の係数 5.5A1/3を計算すると，Al-5，7，
9％Si の各合金に対してそれぞれの係数の値は 11.9， 
11.3，10.9μm・s－1/3となる。図 8から 2次枝間隔が部分
凝固時間の 1/3 乗に比例するとして各合金に対し同様の
比例定数を求めると，それぞれ9.93，9.88，9.81μm・s－1/3

となった。式（13）は単純化した粗大化モデルにより導
出されたものであることを考慮すると，フェーズフィー
ルド計算の結果は理論値と良い一致を示しているといえ
る。したがって，Al-Si 合金のように 1/3 乗則が成り立つ
2元系合金においては，理論式による 2次枝間隔予測が
可能であると思われるが，実際には合金系によって指数
が 1/3 と異なることも多く，数値計算による予測の方が
有効であると考えられる。
　ここまで検討してきたように，図 3，4，5での定性的
なデンドライト形態変化の妥当性と，図 7，8で示す定量
的な計算結果から，フェーズフィールド法が定量的な凝
固組織予測モデルとして有効であり，2次枝間隔予測のよ
うな具体的な応用への展開も可能であることがわかる。

むすび＝フェーズフィールド法を用いて Al-Si2 元合金の
デンドライト成長シミュレーションを行い，デンドライ
トの 2次枝成長過程，2次枝間隔についての評価を行っ
た。
・ Al-Si 合金の 2次枝間隔が冷却速度の－1/3 乗，部分凝
固時間の 1/3 乗に比例し，実験報告および理論モデル
と良い一致を示した。

・ 2 次枝の粗大化過程も特別な条件を与えることなくシ
ミュレートされ，非平衡現象に対応した凝固過程も再

　DL ln（CL
m/C0） 

m（1－k0）（CL
m－C0） 

A＝－ Γ 

現できた。
　これらの結果より，今後，実用材に対応した多成分系
合金での 2次枝間隔予測へと拡張し，各種アルミニウム
合金へ適用してゆくことが重要となる。多成分系合金に
対するフェーズフィールド法の定式化も完了しており，
実用的な解析は可能な状況になっている。
　しかし，フェーズフィールド法では，デンドライト先
端曲率半径などのサイズ制約から，大きくても 1μm程
度までのメッシュサイズにとどめることが望ましいが，
並列計算や計算法の工夫を行ったとしても，対象とでき
る計算領域は数百μmから数mm程度になってしまう。
これらの制約を持ちながらも，フェーズフィールド法で
の計算対象は多くの分野へ広がっており，今後も組織予
測法として幅広く適用されていくものと期待される。
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