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研究背景研究背景研究背景研究背景
地球環境保護を目的として自動車などに使用
される構造材料には軽量化が求められている。

鉄系材料に匹敵する強度や耐摩耗性を有する
アルミ及び複合材料の開発が進められている。

アルミ製品の自動車部品への適用例
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新技術の基となる研究成果・技術新技術の基となる研究成果・技術新技術の基となる研究成果・技術新技術の基となる研究成果・技術

溶融反応型低圧含浸法は、今まで実現できなかっ
た低コスト、プロセスの簡略化、分散率を制御が容
易である金属間化合物分散金属間化合物分散金属間化合物分散金属間化合物分散アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム複合材料複合材料複合材料複合材料

の新作製技術である。

金属化合物分散強化複合材料の作製原理金属化合物分散強化複合材料の作製原理金属化合物分散強化複合材料の作製原理金属化合物分散強化複合材料の作製原理
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マトリックスマトリックスマトリックスマトリックス AC8A合金（Al-12%Si-1%Ni-1%Cu-1%Mg）

Fig. SEM image of porous Ni preform (住友電工（株）)

強化材強化材強化材強化材 体積率 4－6 vol.％

発砲樹脂 導電処理 電気めっき 熱処理 Ni 多孔体

Cell size 0.73-0.98 [mm] 0.46-0.58 [mm]

Specific surface area   1250[m2/m3] 2800 [m2/m3]

• 材料
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Fig. Schematics of the experimental apparatus

加圧力 0.1MPa
Thermocouple

Mold

Al alloy

Porous Ni

Weight

counter

recorder

Lear gauge

• 作製プロセス
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• 結果。ニッケルニッケルニッケルニッケル多孔体多孔体多孔体多孔体とととと溶湯溶湯溶湯溶湯のののの反応反応反応反応

（（（（b））））（（（（a））））

Fig. SEM images of Al3Ni/AC8A composite infiltrated in 973K 
Density of Ni, Al3Ni2 and Al3Ni, i.e., 8.9, 4.8 and 4.0 kg/m
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Applied pressure : 0.1MPa, Temp. of molten alloy : 973K , Holding time: 10min

Cell size [mm]0.73-0.98 [mm] , Specific surface area   1250[m2/m3]
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• 結果。加圧力加圧力加圧力加圧力のののの影響影響影響影響((((温度973K下)

Fig.  Microstructure of Al3Ni/AC8A composites by applied pressure

(a) 0.05MPa (b) 0.1MPa (c) 0.15MPa

Applied pressure : 0.05- 0.15MPa, Temp. of molten alloy : 973K , 

Holding time: 10min

Cell size [mm]0.73-0.98 [mm] , Specific surface area   1250[m2/m3]]
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• 結果。溶湯温度溶湯温度溶湯温度溶湯温度のののの影響影響影響影響 ((((加圧力0.1MPa下)

Fig. (a) SEM images of Al3Ni/AC8A composites infiltrated in 943K, 

(b) in 973K, (c) in 1023K, and (d) 1053K
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• 結果。保持時間と冷却時間の影響

Fig. Relationship between holding time and cooling rate

多孔体を用い、金属化合物強化複合材料
の作製際、最適なプロセス条件である
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Fig. Microstructure of Al3Ni/AC8A composites with porous cell size : 

0.73-0.98mm (a), 0.46-0.58 mm (b) under fabrication conditions of 

973K and 0.1MPa

Cell size [mm] 0.73-0.98 [mm] 0.46-0.58 [mm]

Specific surface 1250[m2/m3] 2800 [m2/m3]

• 結果。多孔体多孔体多孔体多孔体のののの比表面積比表面積比表面積比表面積のののの影響影響影響影響
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• 結果。金属間化合物の形状
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Fig.  Aspect ratio (ratio of length/width) of Al3Ni, porous cell 

size: 0.73-0.98mm, 0.46-0.58 mm.
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Posit

ion

Compositions 

(at%)

The nearest phase in 

Ni-Al phase 

diagram
Al Ni

1 0.1007 99.8993 Ni

2 59.5475 40.4525 Al3Ni2

3 60.3725 39.6275 Al3Ni2

4 61.7403 38.2597 Al3Ni2 + Al3Ni

5 72.8549 27.1451 Al3Ni

6 75.3053 24.6947 Al3Ni

7 75.4548 24.5452 Al3Ni

8 97.2602 2.7398 Al

9 77.5302 22.4698 Al3Ni

Fig. Microstructure of Al-N at SEM (COMPO) image and summary of the

chemical compositions for the DTA sample. The corresponding positions in

the compo image where these compositions are analyzed are shown

• 結果。定量分析結果



13

• 結果。硬さ試験結果
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72%向上向上向上向上

Fig. Relationship between composite and Micro-vickers hardness, and  SEM images 

of Micro-vickers hardness test impression on Al3Ni(a), on matrix(b)

*Tetsuro Kimata, Keisuke Uenishi, Akira Ikenaga, Kojiro F Kobayashi : Intermetallics, 11(2003)947-952
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金属間化合物分散アルミニウム基複合材料

低低低低コストコストコストコスト
分散率分散率分散率分散率
製造製造製造製造プロセスプロセスプロセスプロセス
のののの簡略化簡略化簡略化簡略化
高強度高強度高強度高強度

作製方法 緻密性 強度特性 コスト 複雑形状 分散率

粉末冶金法 △△△△ ○○○○ ☓☓☓☓ ☓☓☓☓ ○○○○

反応ガス浸透法 ☓☓☓☓ △△△△ ☓☓☓☓ ○○○○ ○○○○

反応焼結法 ○○○○ △△△△ △△△△ ☓☓☓☓ ○○○○

溶融撹拌法 ○○○○ ☓☓☓☓ △△△△ ☓☓☓☓ ☓☓☓☓

鋳造法 ○○○○ ☓☓☓☓ ○○○○ ○○○○ ☓☓☓☓

ハイブリッド溶融ハイブリッド溶融ハイブリッド溶融ハイブリッド溶融
反応型低圧反応型低圧反応型低圧反応型低圧含浸含浸含浸含浸法法法法

◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○

◎◎◎◎ : : : : 優 ○○○○: : : : 良 △△△△ : : : : 可 ☓☓☓☓ : : : : 不可

表1. 現状セラミックス粒子強化複合材料の各種鋳造プロセス一覧

溶融溶融溶融溶融反応型反応型反応型反応型
低圧低圧低圧低圧含浸含浸含浸含浸法法法法

溶融反応型
低圧含浸法

• 従来技術とその問題点
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• 想定される用途

インサート実用製品インサート実用製品インサート実用製品インサート実用製品

V6用シリンダーブロックロアー V6用シリンダーブロックアッパー

コンバーターハウジング

ロッカーアーム
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• 想定される用途
V6用シリンダーブロックロアー

シャッターバルブ
ドライブギヤケース

シフトフォーク
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• 現在、複合材料について多様な作製条件によ
り、組織の制御が可能なところまで開発済み。
しかし、機械的特性の評価点が未解決である。

• 今後、機械的特性について実験データを取得
し、開発材料についてデータベースを構築し
ていく。

• 実用化に向けて、高い強度及び耐摩耗性が
向上できるよう最適な組織の作製技術を確立
する必要もあり。

• 実用化に向けた課題
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• 複合材料は、様々な車などの部品への適用
が期待できる。

• 車関係の部品メーカーとの共同研究を希望。

• また、車の軽量化に向け、材料開発中の企業、
複合材料分野への展開を考えている企業に
は、本技術の導入が有効と思われる。

• 企業への期待
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• 発明の名称 ：金属間化合物強化複合材
料及びその製造方法

• 出願番号 ：特願２０１２-０９３８６２

• 出願人 ：広島大学

• 発明者 ：崔 龍範

• 本技術に関する知的財産権

※さらに，もう2件申請予定（10月末頃）
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国際・産学連携部門

TEL 082－424－4302

FAX 082－424－6189

E-mail techrd@hiroshima-u.ac.jp

• お問い合わせ先

広島大学産学・地域連携センター

広島大学大学院工学研究院

材料生産加工部門 崔龍範
TEL 082－424－5752

E-mail : ybchoi@hiroshima-u.ac.jp


