࠙◊✲㒊ࠚ

◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
᰾⇞ᩱࢧࢡࣝ㛵ࢃࡿࢡࢳࣀࢻᅛᾮᛂࡢᇶ♏ᛂ⏝
◊✲௦⾲⪅ྡ
ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭బࠎᮌ㝯அ
◊✲ศᢸ⪅ྡ
ᮾᏛከඖ≀㉁⛉Ꮫ◊✲ᡤ బ⸨ಟᙲ࣭᱒ᓥ 㝧
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ ㈏ᩄᙪ
ி㒔ᏛཎᏊ⅔ᐇ㦂ᡤ ୖཎ❶ᐶ࣭ᒣྡ ඖ࣭⸨ಇ⾜࣭᳃ᒣ⿱
ᮾிᕤᴗᏛ ᯇᾆ᫂
ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᑠᯘᚿ࣭ᯇᾆ⏤ె
ᮾᏛ㔠ᒓᮦᩱ◊✲ᡤ ᒣᮧ ᮅ㞝

㸯㸬ࡣࡌࡵ
᰾⇞ᩱࢧࢡࣝࢆࡼࡾᏳ࡛᭷ຠ⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡍࡿୖ࡛ࠊ⏝῭⇞ᩱฎ⌮ࡸᗫᲠ
≀ᆅᒙฎศ㛵ࡍࡿᕤᏛᇶ♏◊✲ࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊḟୡ௦ࡢ⏝῭⇞ᩱฎ⌮ࡸᗫᲠ≀ᆅᒙฎศࡢ
ᢏ⾡ࡢᏳᇶ┙ࡋ࡚ࠊ≀⌮Ꮫ❧⬮ࡋࡓࢡࢳࣀࢻࡢᛂࣉࣟࢭࢫࡢ᪂ࡓ࡞⌮ゎࡑࡢᛂ⏝ࡣḞ
ࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᨺᑕᛶᗫᲠ≀ฎศࡢ㛗ᮇᏳホ౯࠾࠸࡚ࡣࠊ⪃࠼ࡽࢀࡿᆅୗỈ୰ࡢᵝࠎ࡞᭷ᶵ㓟ࡸ
ᚤ⏕≀ࡢᏑᅾୗ࡛ࡢࢡࢳࣀࢻࡢ⁐ゎᗘࡢண ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⁐ゎᗘホ౯ࡣࠊ㘒య࠾ࡼࡧᅛ┦ࢆ
ᙧᡂࡍࡿ」㞧࡞ᖹ⾮⣔ࢆ⇕ຊᏛⓗ⌮ゎࡍࡿࡶࣔࢹࣝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
 ࡇࢀࡲ࡛ฎศሙᆅୗ⎔ቃ࡛ࡢᏑᅾࡀᐃࡉࢀࡿᵓ㐀ࡢ␗࡞ࡿ᭷ᶵ㓟ࡸᚤ⏕≀ඹᏑୗ࡛⏕ᡂࡍࡿࢡࢳࣀ
ࢻᅛ┦ࡘ࠸࡚ࠊ⇕㔜㔞-♧ᕪ⇕ศᯒ㸦TG-DTA㸧
ࠊX ⥺ศᯒ㸦XRD, XAFS㸧ࠊඖ⣲ศᯒ࠾ࡼࡧ ICP Ⓨග
ศᯒඖ⣲ศᯒ࡞ࠊᵝࠎ࡞ศᯒⓗ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋᮏᖺᗘࡣࠊ㸲౯ࢡࢳࣀࢻඖ⣲ࡢ௦⾲ࡋ࡚ࡢࢺ
࣒ࣜ࢘ࠊ࠾ࡼࡧ㸱౯ࢡࢳࣀࢻඖ⣲ࡢ௦᭰ࡋ࡚ࡢࣛࣥࢱࣀࢻඖ⣲╔┠ࡋࠊ㘒⏕ᡂᛂࡀྠඖ⣲ࡢ
⁐ゎᗘ࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
 4 ౯ࢡࢳࢽࢻ࡛࠶ࡿࢺ࣒ࣜ࢘㸦Th㸧ࡢ⁐ゎᗘཬࡰࡍኳ↛⭉᳜⏕ᡂ≀㸦ࣇ࣑ࣥ㓟㸧ࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡓࡵࠊࣇ࣑ࣥ㓟Ꮡᅾୗ࡛ࡢ Th ⁐ゎᗘ ᐃ࠾ࡼࡧ␗࡞ࡿᏍᚄࡢࣇࣝࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࢁ㐣ࡼࡿࢥࣟ
ࢻ✀ࡢ⢏ᚄศᕸ ᐃࡶࠊ⏕ᡂࡋࡓ Th ᅛ┦ࡢ⤌ᡂࢆศᯒࡋࠊࣇ࣑ࣥ㓟Ꮡᅾୗ࠾ࡅࡿ㘒యࠊࢥࣟ
ࢻ✀ࠊᅛ┦ᙧᡂࡢ୍㐃ࡢᛂࡢ⣔⤫ⓗゎ㔘ࢆヨࡳࡓࠋ≉ࠊࣇ࣑ࣥ㓟Ꮡᅾୗ࡛⏕ᡂࡍࡿᅛ┦ࡢ⤌ᡂ╔┠
ࡋࠊᅛ┦ྵࡲࢀࡿ C, H, N, Th, Na ࠾ࡼࡧ Cl ࡢඖ⣲ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂࡛ࡣࠊࣇ࣑ࣥ㓟⃰ᗘ 5.310-3
(eq/l)㸪Th ึᮇ⃰ᗘ 1.010-6~5.310-3 (mol/l)࠾ࡼࡧ pH4~12 ㄪᩚࡋࡓヨᩱ⁐ᾮࢆ Ar 㞺ᅖẼୗ࡛ 2 ࢝
᭶㛫㟼⨨ࡋࡓᚋࠊ⏕ᡂࡋࡓỿẊࢆศ㞳࣭⇱ࡉࡏࡓࠋᅛ┦ྵࡲࢀࡿ CHN ࡣඖ⣲ศᯒ⨨ࡼࡾࠊTh ࠾
ࡼࡧ Na ࡣỿẊࢆ㓟⁐ゎࡋࡓᚋࠊICP-MS㸪ICP-AES ࡛⃰ᗘࢆ ᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊCl ࡣᨺᑕศᯒࡼ
ࡾࡑࢀࡒࢀᐃ㔞ࡋࡓࠋࣇ࣑ࣥ㓟⃰ᗘࡀ㧗࠸ሙྜࠊᅛ┦ࡣከࡃࡢ C ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊTh ࡣࣇ࣑ࣥ㓟ỿ
Ẋࢆᙧᡂࡍࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ୍᪉ࠊTh ึᮇ⃰ᗘᑐࡍࡿࣇ࣑ࣥ㓟ࡢ┦ᑐ⃰ᗘࡀప࠸ሙྜࡣࠊᅛ┦୰ྵ
ࡲࢀࡿ C ࡣᑡ࡞ࡃࠊᅛ┦⤌ᡂࡣ Th Ỉ㓟≀㸦Th(OH)4(s)㸧㏆࠸⪃࠼ࡽࢀࠊTh ᅛ┦ࡢ⤌ᡂࡣ Th ࣇ
࣑ࣥ㓟ࡢ⃰ᗘẚࡼࡗ࡚ኚࡍࡿࡇࢆぢฟࡋࡓࠋᾮ┦ࡢศᯒ࡛ࡣࠊࣇ࣑ࣥ㓟⃰ᗘࡀ㧗࠸ሙྜࠊ┠ࡢ⢒࠸
0.45Ǎm ࢁ㐣ᚋࡢ Th ⁐ゎᗘࡣࠊ3kDa 㝈እࣇࣝࢱ࣮㸦Ꮝᚄ 2nm㸧ࢁ㐣ᚋࡢ⁐ゎᗘẚ㍑ࡋ࡚ࠊ㧗࠸್
࡞ࡾࠊnm ࢧࢬࡢ Th-ࣇ࣑ࣥ㓟㘒యࡢࢥࣟࢻࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊࣇ࣑ࣥ㓟
⃰ᗘࡀప࠸ሙྜࡣࠊTh Ỉ㓟≀ࡢ⁐ゎᗘ㏆࠸್࡞ࡗࡓࠋ⏕ᡂࡋࡓᅛ┦ࢆ⣧ỈࡼࡾὙίࡋࡓሙྜࡣࠊ
ᅛ┦ྵࡲࢀࡿ Na, Cl ࡢྵ᭷㔞ࡣࡁࡃపୗࡋࠊᅛ┦ྵࡲࢀࡿ Na ࠾ࡼࡧ Cl ࡢ㒊ศࡣࠊ㟁ゎ㉁⁐ᾮ
㸦Na+ࡸ ClO4-㸧⏤᮶࡛࠶ࡾࠊTh ࡸࣇ࣑ࣥ㓟࠶ࡲࡾᙉࡃ⤖ྜࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 㸱౯ࢡࢳࣀࢻࡢ௦᭰ࡋ࡚ࠊ㸱౯ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⁐ゎᗘࡢᚤ⏕≀ࡢᏑᅾࡢᙳ㡪ࢆㄪࡓࠋ
ᐇ㦂࡛ࡣࠊP0 ࡢᕼᅵ㢮ඖ⣲ࢆྵࡴ⁐ᾮࣔࢹࣝᚤ⏕≀ࡋ࡚㓝ẕࢆῧຍࡋࠊ⁐ᾮ୰ࡢᕼᅵ㢮ඖ⣲⃰
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ᗘࡢ⤒ኚ࡞ࡽࡧ⣽⬊ࡢ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࡼࡿศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⁐ᾮ୰ࡢᕼᅵ㢮ඖ⣲⃰ᗘࡣ᥋ゐ
㛫ࡢቑຍࡶῶᑡࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㓝ẕ⣽⬊ࡢ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࡼࡿゎᯒࡽ⣽⬊⾲㠃ࡣ⁐ᾮࣜࣥࢆῧ
ຍࡋ࡞࠸ࡶಀࢃࡽࡎࠊᕼᅵ㢮ඖ⣲ࢆྵࡴᕼᅵ㢮ࣜࣥ㓟ሷ㖔≀ࡀᙧᡂࡋࡓࠋ⁐ᾮ୰ࡢᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢ⃰ᗘࡢ
ཎᏊ␒ྕᑐࡍࡿࣉࣟࢵࢺࡽࠊ㍍ᕼᅵ㢮ඖ⣲⃰ᗘࡢῶᑡࡀ㔜ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢῶᑡẚ࡚ࡁࡃࠊࡇࡢ⤖
ᯝࡣࠊᕼᅵ㢮ඖ⣲ࣜࣥ㓟ሷ㖔≀ࡢ⁐ゎᗘࡢ㛵ಀㄪⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

 ᭷ᶵ≀࣭ᚤ⏕≀ࡀࢡࢳࣀࢻࡢ⁐ゎᗘ࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸࡚ᐇ㦂ⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᖺᗘࡢᡂᯝࡣ
௨ୗࡢࡼ࠺せ⣙ࡉࢀࡿࠋࢺ࣒ࣜ࢘㸦Th㸧ࡢ⁐ゎᗘཬࡰࡍኳ↛⭉᳜⏕ᡂ≀ࡢᙳ㡪᳨ウ࠾࠸࡚ࡣࠊࣇ࣑
ࣥ㓟Ꮡᅾୗ࡛ࡢᅛ┦⤌ᡂࡣࠊ⁐Ꮡ✀ࡸࢥࣟࢻ✀ࡢ≧ែᐦ᥋㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿぢࡅ
ࡢ⁐ゎᗘࡢ⇕ຊᏛࣔࢹࣝᵓ⠏ྥࡅࡓ▱ぢࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᚤ⏕≀ᙳ㡪ࡢ᳨ウ࠾࠸࡚ࡣࠊᚤ
⏕≀ࡀ㸱౯ࢡࢳࣀࢻࢆ㖔≀ࡍࡿሙ࡞ࡾᚓࡿࡇࠊ࠾ࡼࡧᚤ⏕≀ࡽฟࡉࢀࡿ᭷ᶵ≀ࡀ㸱౯ࢡ
ࢳࣀࢻ㘒⏕ᡂࡍࡿࡇࡼࡾࠊぢࡅࡢ⁐ゎᗘࢆ㧗ࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ≉ III
౯ࢡࢳࣀࢻ III ౯ᕼᅵ㢮ࡀΰྜࡍࡿ⁐ᾮࡢࣜࣥ㓟ሷࡋ࡚ࡢỿẊ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⊂❧ࡋ࡚ࡿ⯙
࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ
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࠙◊✲㒊ࠚ







㸯㸬ࡣࡌࡵ

◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
⣸እ࣭┿✵⣸እ㏱᫂࢞ࣛࢫᮦᩱࡢ㛤Ⓨ

◊✲௦⾲⪅ྡ
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・清水俊彦

◊✲ศᢸ⪅ྡ
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・猿倉信彦
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・中里智治

⌧ᅾࠊᐇ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ  㡿ᇦࡢ㏱᫂ගᏛ⣲Ꮚᮦᩱࡣ⤖ᬗࡢࡳ࡛ࠊ⤖ᬗẚᆺ࣭ᡂᙧࡢ
ᐜ᫆࡞  㡿ᇦ࡛㏱᫂࡞࢞ࣛࢫࡢᐇ⌧ࡣࠊ ගᛂ⏝ࢆ㣕㌍ⓗ㐍ᒎࡉࡏࡿ㘽࡞ࡾ࠺ࡿࠋ࢞ࣛࢫ
≀ᛶ◊✲ᡭἲࡣࠊ࣐ࣛࣥศගἲࡸ  ࡸࢡࣛࢫࢱ࣮㏆ఝࡼࡿ㔞ᏊᏛィ⟬ࡀ࠶ࡾࠊ▷㊥㞳࣭
୰㊥㞳ᵓ㐀࠾ࡼࡧࡑࢀ⏤᮶ࡍࡿ≀ᛶࢆゎ᫂ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ㛗㊥㞳ᵓ㐀ࡘ࠸࡚ࡣ࠼ࡤ 
ࡼࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣ᫂࡞ࡇࡶከ࠸ࠋ㏆ᖺࠊィ⟬ᶵ⛉Ꮫࡢ㐍Ṍࡼࡾ
」㞧࡞⤌ᡂࡢ࢞ࣛࢫ࡛ࡶ⌧࡛ࡁࡿከᩘࡢཎᏊࢆࣘࢽࢵࢺࢭࣝ⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡶྍ⬟࡞ࡾࠊ⤖
ᬗࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽィ⟬ᇶ࡙ࡃ≀㉁タィࡼࡿᮦᩱ㛤Ⓨࢆ⾜࠺⎔ቃࡀ࢞ࣛࢫ࡛ࡶᩚ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ⏦ㄳ⪅ࡣ┿✵⣸እⓎග࣌ࣟࣈࢫ࢝ࢺᆺࣇࢵ≀㛤Ⓨ࡛⏝࠸ࡓࣂࣥࢻィ⟬ᇶ࡙ࡃ≀
㉁タィ࠾ࡼࡧศගᏛⓗᡭἲࡼࡿ≉ᛶホ౯࠸࠺ᡭἲࢆ࢞ࣛࢫ㛤Ⓨᛂ⏝ࡋࠊᚑ᮶ࡽ࠶ࡿ࣐ࣛࣥศ
ගࡸᗈᇦ࢚ࢵࢡࢫ⥺྾ᚤ⣽ᵓ㐀ゎᯒࡼࡿ≀ᛶホ౯ᡭἲ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠊ࢞ࣛࢫ≀ᛶไ
ᚚ࣭㛤Ⓨᡭἲࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࠋ


㸰㸬◊✲⤒㐣

≀㉁タィ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣌ࣟࣈࢫ࢝ࢺᆺࣇࢵ≀ࡢࣂࣥࢻィ⟬ࢆ⾜࠸ࠊከࡃࡢ┤᥋㑄⛣ᆺࣇࢵ≀
ࡢᏑᅾࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ ࠶ࡿ  ヨ㦂ຍ㏿ჾࢆບ㉳※ࠊ
ࡢ㛫ศゎⓎගࢫ࣌ࢡࢺࣝ ᐃᡂຌࡋࡓࠋࡑࡢࡶࠊ⣸እ࣭┿✵⣸እⓎගࡍࡿᵝࠎ࡞ᕼᅵ㢮ῧຍ
ࣇࢵ≀⤖ᬗࢆ㛤ⓎࡋࠊࡑࡢගᏛ≉ᛶࢆ᫂ࡽࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢࣇࢵ≀⤖ᬗࢆ⏝ࡋࡓ
⣸እ࣮ࣞࢨ࣮ࡢቑᖜࡶᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ࢞ࣛࢫ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࡶࠊ྾➃ࡀἼ㛗   ᪤Ꮡࡢ࢞ࣛࢫࡑࢇⰍࡢ࡞࠸▷࠸
ࢆ㛤Ⓨࠊᕼᅵ㢮࢜ࣥࢆῧຍࡋ୰ᛶᏊࢩࣥࢳ࣮ࣞࢱ࣮ᛂ⏝ᡂຌࡋࡓࠋ◊
✲ࡢ᭱⤊┠ᶆࡣ࢞ࣛࢫᮦᩱࡢࣂࣥࢻィ⟬ࡑࡢጇᙜᛶࡢ᳨ド࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣィ⟬ᚲせ࡞ࣘࢽࢵࢺࢭ
ࣝࡢỴᐃࡢࡓࡵࡢ  ࢞ࣛࢫࡢᵓᡂࢆྠᐃࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
 



㸱㸬◊✲ᡂᯝ

ᮏᖺᗘࡣ  ࢞ࣛࢫࡢᵓᡂࢆྠᐃࡍࡿࡓࡵࠊᨺᑕගタ  ࡛ࡢ  ࢞ࣛࢫࡢศග
ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋගບ㉳࡛ࡢⓎගࢫ࣌ࢡࢺࣝບ㉳ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆィ ࡋࠊ⤖ᬗẚ㍑ࡍࡿࡇ࡛ࡑࡢⓎග
ࡢ⏤᮶ࡢྠᐃࢆヨࡳࡓࠋࡲࡓ⏦ㄳ⪅ࡽࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ  ࣮ࣞࢨ࣮ࡸ  ࣮ࣞࢨ࣮ࡢ㧗ㄪἼ
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【研究部】

金属ガラスのガラス遷移温度以下域でのクリープ挙動とその機構の解明
研究代表者
宇部高専・機械工学科・藤田和孝
研究分担者
宇部高専・専攻科学生・木原 好昭

１．はじめに
バルク金属ガラス （BMG） は，引張・圧縮強さ，疲労強度，破壊靭性等の機械的性質に優れていること
が分かっているが，ガラス遷移温度( Tg ) 以下のクリープ現象については未だ調べられていない．この原
因は， BMG の Tg は一般に 100〜500 ℃程度と低いことからクリープの生じやすい高温下での使用が想定さ
れていないためと考えられる．しかし，常温においてカールした BMG リボン材をそのまま長時間放置する
と，その後平らな面に置いてもカールが若干残ることが観察されており，Tg 以下の低い温度においても一
定荷重（または変位）下において変形（クリープ）またはリラクセーションが生じる可能性がある．実用
上この現象を明らかにしておくことは重要である．そこで本研究では Tg 以下の温度における一定荷重下
におけるバルク金属ガラスの変形特性を組成も変え検討する．
２．研究経過
Zr50Cu30Al10Ni10 at.%BMG（Zr50）において，試験温度（T ）が 573 K と Tg = 710 K よりも十分に低い温度
下においても結晶合金と酷似した遷移，定常，および加速域を有する明瞭なクリープ曲線が生じた．また，
473K 下で行った試験では応力が引張強さに近い大きな値でも破断までに数カ月かかると予想されたため試
験を中断し検討した．この温度の場合も，遷移，定常クリープは確認されたため実験を継続すれば加速ク
リープ域も生じると予想された．これらのことより，Zr50 は Tg の少なくとも 200K 以上低い温度下におい
ても結晶合金と同様のクリープ変形を示すことが分かった．このクリープ変形は，試験片平行部が一様な
伸びを生じたため，粘性流動による均一変形によって生じたものと考えられた．その後，局所的にくびれ，
ひずみ速度が急激に速くなって緩和が追いつかず複数のせん断帯がほぼ同時に発生・進展し，その中の主
となるせん断帯の方向に少しすべった後，引張破壊したとみられた．また，破面は金属ガラス特有のベイ
ン模様を示し，依然としてガラス状態が維持されていた．これらのことは，最も良く用いられている共晶
組成の Zr55Cu30Al10Ni5 at.%BMG（Zr55）においても確認された．Ni の割合が多く耐熱性に優れると考えられ
る Zr50 と共晶組成の Zr55 を用い，Tg に対する試験温度 T の比と，引張強さσB に対する試験応力σの比を
同じにした条件下で一定荷重試験を実施したところ，クリープ曲線は概略一致し，破断ひずみは Zr50 の方
が大きい傾向を示した．Zr55 において T =473K と Tg より 200K 以上低い温度下（T/Tg=0.69）において，
σ/σB =0.65 と 0.52 の応力を負荷したところ，約 200 日から 300 日で定常クリープ域に達したとみられた．
これらのクリープ変形は，試験片平行部で一様に生じ，粘性流動による均一変形により生じたものと考え
られた．ひずみ速度に比例する応力指数は，比較的高い温度の T/Tg=0.84，0.81 では約 6（σ/σB =0.20
～0.63）であり，低い温度の T/Tg=0.69 では約 1（σ/σB =0.52～0.65）を示した．
３．研究成果
微小部 X 線回折装置を用いてより正確な XRD 測定を行った結果，クリープ変形量が多い場合は処女材と
比較して格子間距離が狭くなり，試験日数が長く変形量が少ない場合は逆に広くなる傾向が見られた．常
温における繰返し一定荷重振幅下の変位振幅は繰返しとともに若干減少した．これらの原因は明かではな
いが，Tg 以下におけるβ緩和機構が温度・応力により異なることが考えられる．なお，常温における繰返
し一定荷重振幅試験においては，陽電子寿命測定の結果，フリーボリュームが減少する傾向が見られた．
４．ま と め
Zr 基 BMG においては，Tg より 200 K 以上低い温度下においてもクリープ変形が生じ，T とσをそれぞれ
Tg とσB で基準化した値を同じにすれば，クリープ曲線はほぼ一致した．しかし，破断ひずみは組成により
異なった．ひずみ速度に比例する応力指数は，温度が高いに場合には約 6，低い場合には約 1 を示し，ま
た常温における繰返し一定荷重振幅下の変位振幅は繰返しとともに若干減少した．これらの結果は，β緩
和機構が温度・応力により異なることを示唆した．
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Fig. 1.

ZnO ⤖ᬗ࢞ࣛࢫ⾲㠃ࡢ SEM ീ㸬

Fig. 2. ZnO ⤖ᬗ࢞ࣛࢫࡢ⾲㠃㡿ᇦ㸦㉥㸧࠾ࡼࡧ
ෆ㒊㡿ᇦ㸦㟷㸧ࡢⓎගࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸦ບ㉳ග※ࡣ
He-Cd ࣮ࣞࢨ࣮325 nm㸹3.81 eV ࢆ⏝㸧㸬
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