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論　　文

高エネルギー放射光による遮熱コーティングの

　　　　ボンドコートの高温その場応力測定†

　　　　　　　　　　鈴木賢治＊　田中啓介＊＊秋庭義明＊＊
　　　　　　　　　　川村昌志＊＊＊西尾光司＊＊＊尾角英毅＊＊＊

In－Situ　Stress　Measurement　of　Bond　Coatings　at　High　Temperature

　　　　　　　　　　by　High－Energy　Synchrotron　X，Rays

by

　　Kenj　i　SuzuKI＊，　Keisuke　TANAKA＊＊，　Yb　shiaki　AKINrwA＊＊，

Masashi　KAwAMu踏＊＊＊，　Kozi　NIsHIo＊＊＊and　Hideki　OKADo＊＊＊

　　High－energy　X，rays丘om　a　synchrotron　radiation　source，　SPring－8，　are　available　to　obtain　the　microstructural

information　at　deep　positions　inside　the　materials，　because　of　its　large　penetration　depth．　Using　the　high－energy　X，

rays　with　an　energy　Ievel　of　about　73keV，　the　internal　stress　in　the　bond　coating　was　measured　through　the　top　coat－

ing　in　the　thermal　barrier　coatings（TBCs）which　consisted　of　a　zirconia　top　coat　with　thickness　of　O．24mm　and　a

NiCoCrAIY　bond　coat　with　thickness　of　O．2mm．　A　furnace，　which　could　heat　up　the　specimen　up　to　1473K　was　deveL

oped　for　the　purpose　of　the　in－situ　stress　measurement　of　the　TBC　in　the　goniometer　at　Beam　Line　BLO2Bl　of　SPring－

8．The　dif肚action　of　Ni3Al－311　from　the　bond　coat　obtained　through　the　top　coat　with　about　O．24mm　thickness　was

strong　enough　for　stress　determination．　The　internal　stress　in　the　bond　coating　was　measured　at　the　room　tempera－

ture，773K，1073K　and　1373K　The　internal　stress　in　the　bond　coat　at　a　room　temperature　was　tensile，　and　it　was

decreased　with　increase　in　te】mperature．　At　1073K　or　higher，　the　internal　stress　in　the　bond　coat　was　released　due　to

softening　of　the　bond　coat．　The　change　of　internal　stresses　in　the　bond　coat　with　temperatures　was　explained　by　the卜

mal　mismatch　of　expansion　between　top　and　bond　coats．

　　Kegωords：The㎜al　ba㎡er　coa丘ng，　Residu訓s甘ess，　Synchro廿on　radiadons，　In－situ　s曾ess　measurement

　　　　　　　　1緒　　　　　言　　　　　　　　　　コニア・トップコートの除去なしにボンドコート層の応

　高温・過酷環境にさらされる遮熱コーティング（TBC）　　力を非破壊的に測定できる．　　　一

には，基材とトップコートの熱ひずみによる残留応力，　　　（2）高輝度X線であれば，トップコートに減衰された

ボンドコート層の酸化およびコーティングのはく離など　　　ボンドコートの弱い回折であっても十分な回折のカウン

課題が多い．これらの課題を解決し，高い信頼性のTBC　　　トを得られるので，精度のよい応力測定ができる．

を実現することは，環境およびエネルギーの面からも重要　　　　（3）高エネルギーX線のために回折角が低く回折角

である．これまで，著者らはTBCのトップコートの残留　　　決定精度が落ちることが懸念されるが，放射光の優れた

応力をX線法により測定する手法を開発してきたP～3）し　　　平行性と高精度ゴニオメータにより低角度でも，ピーク

かし，研究室のX線装置では，X線のエネルギーレベル　　　分散が少なく高精度の応力測定ができる．

が低く，かつX線源の強度が小さいために，内部の残留　　　　ところで，ヨーロッパの放射光源（Europian　Synchrotron

応力分布あるいはボンドコート層の応力を求めるには，　　Radiation　Facility：ESRF）では，20～200keVの白色X

表面を研摩除去して逐次X線測定する方法に依らなけれ　　　線を利用してTBCと基材を透過してボンドコートの回
ばならない．そのため，従来の低エネルギーX線による　　　折を測定している四この研究では，残念ながらボンドコ

応力測定は，表面層の応力測定である．　　　　　　　　　一トの回折を測定したのみであり，ボンドコートの結晶

　近年，SPring－8に代表される第3世代放射光施設が誕　　　系や回折ピークの指数付けも検討されていない．また，

生し，高エネルギーかつ高強度のX線を利用した実験が　　残留応力の測定もなされていない．しかし，ESRFでは

可能となった．高エネルギー放射光は優れた特徴を持ち，　　白色光を利用した残留応力測定の研究にも力を入れてお

TBCへの応用に関して，以下のことが期待される．　　　　　り，3軸応力解析などρ今後の研究が期待される．米国

　（1）高エネルギーX線は侵入深さが大きいので，ジル　　　アルゴンヌ国立研究所の放射光施設（Advanced　Photon
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Source：APS）では，放射光による残留応力測定が開始さ　　　　　　　　　　　3　実　験　方　法

れ，応力測定の精度について角度分散法とエネルギ分散　　　　3・1材料および試験片

法の比較検討が報告されているρこのように諸外国の放　　　　板厚2mmのNi基超合金を基材とし，その上にボンド

射光による残留応力測定の研究動向を見ても，放射光を　　　コートとしてNiCoCrAIYを減圧プラズマ溶射した．厚さ

利用した応力測定および白色X線を利用した応力測定の　　　約0．2rnmのボンドコートの上に8wt％Y203－ZrO2を大気

研究が早急に確立しつつある．　　　　　　　　　　　　　　プラズマ溶射し，膜厚約0．24mmのトップコートを施し

　本研究では，SPring－8の高エネルギーかつ高輝度の放　　　た．これを真空中で後熱処理した後，機械加工により切

射光を使用し，TBCのトップコートの上から非破壊的に　　　出し，幅8mm，長さ20mmのTBC試験片を製作した．

ボンドコートの高温での内部応力のその場測定を行った．　　　このジルコニァを溶射したままのトップコート厚さ7bが

　　　　　2　高エネルギーX線の侵入深さ　　　　　　　　240μmの試料を高温その場応力測定に供した．また，ト

　放射光の高エネルギーX線を利用して応力測定すると　　　ップコートの透過性を上げるためにトップコートを研摩

き，ジルコニアのトップコートに対する実験で用いるX　　　してTcを83μmにした試験片も用意した．なお，トッ

線エネルギーと有効X線侵入深さTをあらかじめ計算　　　プコート厚さを調整する際に，残留応力が生じないよう

し，その結果をもとにX線測定に利用する回折角度の設　　　に粒径1μmのダイヤモンドスラリーにてパフ研摩した．

定を検討ておくことが必要である．　　　　　　　　　　　　その他，ボンドコートの機械的弾性定数およびX線的

　ZrO2の333回折を側傾法にて応力測定した場合，　X線　　　弾性定数を測定するために，ボンドコート単体の試料も

波長（keV）とsin2Ψによる有効X線侵入深さTの変化　　　用意した．基材の上に減圧プラズマ溶射にて1mm厚さ

を計算した結果をFig．1に示す．なお，有効x線侵入　　　のボンドコートを同様に製作して基材を機械加工にて除

深さの計算の詳細については，後述の付録に示した．X　　　去して，ボンドコート単体の試験片を製作した．その試

線エネルギーが大きくなると，有効X線侵入深さTはZr　　験片の寸法は，幅8mm，長さ60mmおよび厚さ1mm

のK吸収端（18keV付近）の手前で大きくなるが，約　　　である．ボンドコート単体試験片にひずみゲージを貼り，

20μm程度である．ZrのK吸収端を過ぎると有効X線侵　　　引張試験によりボンドコートの機械的弾性定数を求めた．

入深さTは急激に増してくる．70keVを越すと有効X線　　　その結果，ヤング率が158GPa，ボアソン比が0．27を得た．

侵入深さTは50μmに達するが，そのときのZrO2の333　　　3・2試料加熱装置

の回折角2θは約10degより小さくなり，X線応力測定　　　　本報告では，1473Kまで試料を加熱できる高温試料加

のほぼ限界に達する．　　　　　　　　　　　　　　　　　熱装置をSPring－8のビームラインBLO2B1用に試作し

　以上のことから，より大きなトッフ゜コートのX線侵入　　　た．その高温加熱装置の製図をFig．2（a）に示す．その

深さを得ることと応力測定の限界から，本研究で行う反　　　概観をFig．2（b）に示す．この炉は，応力を測定するた

射法において利用できるX線エネルギーは，75keV以下　　　めにX線入射角度をΨ’＝0～45°にできるようにベリリ

であろう．この限界波長エネルギー以下でX線応力測定　　　ウム窓および断熱材の開口部を大きくした．白金発熱体

に適した回折強度が強くかつジルコニアなどの他の回折　　　で試料を加熱し，高ち密アルミナ試料台の後ろに温度測

に影響されないボンドコートの孤立回折ピークを探さな　　　定用の白金・白金ロジウム熱電対を設置した．炉は大気，

ければならない．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス雰囲気，真空での高温実験が可能である．ゴニオメ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ータや他の装置への熱輻射を防ぐために外側のベリリウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム窓に加え内部の断熱材の周りをニッケル箔で覆ってい

る．また，冷却水を回して構造体を水冷している．炉の

温度調整は，PID制御されている．試料ホルダーに入る

本実験では，試料を大気中にて室温，773K，1073Kお

　　　　り，1200×10から一800×10一の曲げひずみを400×
5　　　10－6間隔で与え　2θ一sin2Ψ法により逐次X線応力測定を

の条件をTable　Iに示す．　Cr－Kα特性によるNi3A1の

220回折を利用した．ピーク決定は半価幅法により決定

　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　詳細は後述する．応力測定には並傾法を用いた，

Fi9・1・駈ecdve　Xray　Penetra丘on　dePth　fo「Z「02，333・　　　　　一方，放射光による高温応力測定は，高輝度光科学研

ダ　　　　したなおボンドコートの組織結晶構造についての
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　φ112　　　　　　　　　　　　　　　究センター（SPring－8）のビームラインBLO2B1を利用し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．放射光実験では高エネルギX線を利用することから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回折角が低角度になるので，応力測定法は側傾法を用い

　　　　　　　　　灘　　　た・また，トップコートおよびボンドコートから多数の

　　　　　　　　　　　　　i　　　　回折ピークが重なることも懸念されるので，回折線幅の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広がりを抑え，応力測定の精度を確保するために長尺の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソーラースリットを受光側に設置した．

　　　　　　　　　　　　　、　“　　　放射光による実験条件をTable　Hに示す．室温のX線

　　　　　　　　　　　　　i　　　　　的弾性定数は，前述のx線実験によるNi鯉の220回折

　　　　　　　　　　　　　i　　　　から求めたものを用いた．放射光実験で利用する回折は

　　　　　　　　　　　　　3i§　　　　311回折であり，220回折と異なるが，極端に大きな差

　　　　　　　　　　　　　i　　　　異はないとした．また，表中の高温でのボンドコートの

　　　　　　　　　　　りi　　　　　応力定数は，Ni基超合金のヤング率の温度依存性をもと

　　　　　　　　　　　　H　　に比例計算して求めた・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　実験結果および考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4・1　ボンドコート層のX線回折

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．3（a）にボンドコート単体試験片の研磨した表面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の走査電子顕微鏡の二次電子線像（SEI）を示す．プラズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ溶射したときに生成した気孔が見られるが，減圧プラ
（a）Drawing　　　　　　　　　　　　ズマによるコーティングのために気孔は多くない．また，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボンドコート層に凝固・収縮により発生したき裂は見ら

藁　　　・牟　　　　　　　影　砕　　　　　　　　　い組織はCr，　Coの組成であること，黒い組織はN，　N1

　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　蟹　　　　　X線応力測定では，対象とする材料の組成，結晶構造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を明確にしておく必要がある．とりわけ，高エネルギー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X線で測定する場合は高次の回折ピークが数多く出現す
　　　　　　　（b）Photograph　　　　　　　　　　　る．そのため，複雑な組成を持つ材料においては混乱を

　　　　　　　　H9・2・Fu「nace・　　　　　　　　　招く場合が多い．高温応力測定に先立ち，ボンドコート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試，験片およびTBC試験片の72keVの高エネルギーX線

Table　I．）獄ay　condiUons　for　stress　measurement　　　　　による回折プロファイルを測定した．

Crystal　system

Diffraction

Radiations

Diffraction　angle　2θo

Tube　voltage

Tube　cu．rrent

Filter

Preset　time

Scanning

Divergent　angle

Irradiated　area

sin2ψ

　　　　　　　　　　　　　　　ボンドコート単体の試験片のシンクロトロン放射光に
αo＝0．35844nm

　Ni3A1，220
　　Cr．Kα　　　　　　　　　　Table　H．　Conditions　for　stress　measurement　of　bond

　129．35d・g　　　　c°ats舳s獅ch「°廿゜n「adia廿゜ns

40kV　　　　　　　　Wavelength（keV）

　　VCryst翫1　10sec　　　　　　　　　　　Dif資action

Oユdeg／step　　　　　　　　　Diffr　action　angle　2θ

Wavelength（keV） 72．83

Slit　size，（width×height） 2×0．5mm2

Cryst翫1 Ni3A1

Dif資action 311

Diffr　action　angle　2θ 9．0135deg

Stress　constant　K（MPa／deg）

R．T． 一19486

773K 一17128

1073K 一15452

1373K 一12101
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（a）SEI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）BEI

　　　Fig．3．　SEM　photograph　of　polished　surface　of　bond　coat．

よる回折結果とリートベルトによる回折シミュレーショ　　　に示す．500μmおよび100μm厚さのTBC試験片の回折

ンを行った結果を併せてFig．4に示す．　NiAl，　Ni，℃r，　　曲線を比較すると，トップコート厚さ500μmの回折では

Co，　M迎Y，　Ni3A1など可能性のある結晶についてリー　　　存在しない回折ピークが，図中の矢印に示すようにトッ

トベルト解析した．その結果，Ni蜘7）と30　at％Coを固　　　プコート厚さ100μmのTBCの回折に現れる．図中に示

溶するCr8）の場合のみが，　Fig．4のようにきれいに一致　　　すように，これらのピークにボンドコート単体の回折ピ

する．以上のことから，Fig．3（b）の写真の白い組織は　　　一ク（破線）を重ねるときれいに対応する．すなわち，

30at％Co－Cr，黒い組織はNi3A1である．　NiCoCr！MYの　　　100μmのトップコートを介してボンドコートの回折を得

組成については，β一NiAIとNiの混合組織とする報告9）や　　　ることができる．特に，　Ni測の311回折は回折強度も

NiCrの母相にNiAlが析出するという報告10）があるが，　　大きく，膜厚100μmのジルコニアを透過して回折ピーク

いずれも結晶構造解析を行っておらず，曖昧になってい　　　の測定が可能である．さらに，他の回折ピークとあまり

た．本研究におけるNiCoCr1UYの結晶構i造は明確とな　　　重なっていない利点がある．このピークを利用すること

り，X線応力測定が可能となった．　　　　　　　　　　　　で，　TBC膜下のボンドコートの応力を測定する．

　さて，前述のようなボンドコートの残留応力分布を測　　　　4・2　ボンドコート層のX線的弾性定数

定するとき，高エネルギーX線がトップコートを透過し　　　　ボンドコートの高温X線応力測定のために，ボンドコ

てボンドコート層に達し，しかもその回折により残留応　　　一トのNi3A1のx線的弾性定数を測定した．実測した機

力測定の精度が得られるかが問題となる．500μmおよび　　　械的弾性定数を用いて曲げひずみを負荷してX線応力測

100μm厚さのジルコニア・トップコートの高エネルギー　　定により逐次2θ一∈並n2レ線図を作成し，X線的弾性定数を

x線回折とボンドコート単体の回折を併せた結果をFig．5　　求めた．負荷応力は，平板の曲げと仮定して計算した．
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　Fig．4．　X・ray　d置raction　profile　of　NiCoCrAIY　and　simulatioll　results　by　Rietveld　method．
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　　　　　　　　Fig．5．）蔓ray　d面action　profiles　of　TBC　and　NiCoCrAIY

各曲げひずみに対する2θ一sin2レ線図をFig，6に示す．　　の220回折のX線的弾陛定数が大きな値となる・前述の

Fig．6（a）に示すように，各負荷ひずみに対する2θ通n2レ　　　ように，ボンドコートの組織はCr相とNi郵相の複合組

線図の直線関係もよく，回折角のずれもない．2θ一sin2Ψ　　　織であり，本測定ではこの多相材中のNi3A1相を測定し

線図の傾きが無負荷で正になっているのは，試験片製作　　　ている．Ni3A1の結晶は，　Crの結晶に比較して大きなヤ

における研削加工の影響により試験片表面に圧縮残留応　　　ング率をもつので，Ni訟d相のX線的ヤング率は，ボン

カが生じているためである．　　　　　　　　　　　　　　ドコートの機械的ヤング率より大き一な値となる．なお，

　負荷応力砺に対する2θ通n2Ψ線図の傾きMおよびy　　　Ni魂相の弾性定数がCr相よりも大きいので・Ni細相

軸切片の値2θ瞥oの直線関係をFig．6（b）にまとめて示　　　が負荷応力を多く受け持つ・ボンドコートの機械的弾性

す，負荷応力の変化に対する傾きMおよびツ軸切片の値　　　定数は，両相の複合したものを測定している・

2θ昨oの変化もきれいな直線関係となり，信頼できる測定　　　　4・3　ボンドコートの高温応力

結果が得られた．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験に先立ち，高温加熱装置を利用して大気中でTBC

　得られた機械的およびX線的弾性定数をTable皿にま　　　の回折曲線を測定した．　Fig・7にトップコート厚さ71c＝

とめた．ボンドコートの機械的弾性定数と比較してNi劃　　　240μmの試料の一例を示す．温度上昇により格子定数が
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　　　Fig．7．　Profiles　of　TBC　specimens　with　increase　in　temperature．

大きくなり，回折ピーク位置がきれいに低回折角度側に　　　　　g．20

移動している様子がわかる．注目すべき点は，試料温度

が大きくなるに連れてZrO2およびNi劃の回折ピーク高
さが減少していることである．これは温度により熱振動　　　　　9°15

が増大し，結晶の回折強度が低下するためである．高温

で残留応力を測定する際は，加熱によるピーク強度の低　　　　　9．10

下と傾斜角Ψ角によるピーク強度の低下の両者を考慮す　　　8⊃

ること猷切である・Fig　7の回折結果からもトップコー　£9．。5

トを透過して十分な強度を得ることができ，ボンドコート　　魯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にの残留応力および高温での内部応力測定が可能である．　　　　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　高温下のボンドコートの内部応力を測定するために，　　§　9・00

遮熱コーティングしたままのトップコート厚さ7b＝　　薯

240μmの試料および厚さ71c＝83μmの2種類の試料を　　　0　8．g5

用意した．

　本実験で試作した高温装置を利用してボンドコートの
応力を測定した2θ橿n2Ψ線図をFig．8に示す．2θと　　　　8’90

sin2
撃ﾌ関係に少し非線形も見られるが，応力測定は十

分可能である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．85

　Table　Hに爪す各温度に対する応力定数を用いて内部

λ＝0．0170225nm　　　　●　R・T・（TBC81）

（72．83keV）　　　　　　　口　773K

Ni3AI　311　　　　　　　　麟　筆（）ア3民

T＝240m　　　　　　　●　1373K

●　●　●　●　●　●　●　●

ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ

　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　0」　　　　0．2　　　　0．3　　　　0．4　　　　0．5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応力の値を計算した．Fig．9に各温度での内部応力をま　　　　　　　　　　　　　　　sinΨ

とめた．図に示されるようにボンドコートの内部応力は，　　　　　　Fig．8．2〔弥sin2Ψdiagram　for　bond　coadng．

室温で引張りが測定された．Fig．8に示されるように，

低温においてはsin2Ψの大きい領域で2θ通n2Ψ線図の傾　　　トおよびトップコートの正確な線膨張係数の測定が必要

きがより負に大きい．sin2Ψの大きい領域はX線侵入深　　　である．

さが浅いので，ボンドコートとトップコートの界面付近　　　　トップコートの厚さの薄い83μmの場合の内部応力に

でより大きな引張り内部応力の存在が予測される．これ　　　関しても，厚さ240μmと同様の結果が得られた．ただ

は，高温から冷却される過程で，熱膨張係数の小さいト　　　し，7b＝83μmの試料から得られる応力値は，トップコ

ップコートに比較して熱膨張係数の大きいボンドコート　　　ートの厚さが薄いために，トップコートによる熱ひずみ

層に引張り応力が生じることで説明できる．そして，ボ　　　の拘束が小さく，より内部のボンドコートの応力を含ん

ンドコートはトップコートより熱膨張が大きいので，ボ　　　でいる．そのため，71c＝83μmの応力値は，厚さ240μm

ンドコートの応力は，温度上昇により圧縮側に移行する．　　　の引張応力よりもやや小さい内部応力を示す．

しかしFig．9をみると，1073K以上では内部応力が消失　　　　　　　　　　　5結　　　　　言

している．これは，ボンドコートの高温での軟化が原因　　　　本研究では，SPring－8の72．83keVの高エネルギX線

と考えられる．このことから，基材，ボンドコート，ト　　　を利用して，遮熱コーティングのボンドコート層の高温

ップコートの熱ひずみによる内部応力が問題となるのは，　　その場応力測定を行った．得られた結果をまとめると以

室温から1073Kまでの温度範囲と言える．ただし，内部　　　下のごとくである．

応力について定量的に言及するには，基材，ボンドコー　　　　（1）72．83keV波長レベルで0．2mm程度のジルコニ
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　　　　　　　　　　Tempe「atu「e，　K　　　　　　　　　　散乱という．コンプトン散乱の断面積σcは，以下の手

　　K9・9・Change　in　inte「nal　st「esses　of　bond　coatin9　　　　続きで計算する．入射X線のエネルギーをE（keV）とし，

　　　with　inc「ease　in　temPe「atu「e°　　　　　　　　　　　　光電子のエネルギーを〃z62（keV）との比を

ア．トップコートを＋分に透過してボンドコートの内部　　　　α一誰孟　　（5）

応力の測定が可能であることが実証できた．　　　　　　　　で表す．〃3は電子の質量，6は真空中の光速である．こ

　（2）　エネルギ72．83keVのX線によるNi3A1の311回　　　のαとトムソン散乱の断面積σT（cm2）からコンプトン散

折は，回折強度も強く孤立ピークであることから，ボン　　　乱の断面積σC（cm2）は，次式で表される．

ド認輕駕欝蹴総を示し，高　σ・矧劉讐一伽（1＋2αα）｝

難総灘1惣蹴ll三1　　＋半）藷］　⑥
トとトップコートの内部応力が問題となるのは，1073K　　　なお・トムソン散乱の断面積σTは以下となる・

から室温までの領域である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σT＝6・7×10－25［cm　2］　　　　（7）

　本研究の遂行に当たり，BLO2B1ビーム担当の池田直　　　Zr元素，0元素のノ〉／ρは，以下にて計算される．

鷺蕪黙鎌聚璽芒瀟饗；嚢蕩窪鷲鴛　　　　　　努一￥　　　　（8）

た．また，本学学生の渡部義宣君にも実験に協力してい　　　　Z　：原子番号［Zr＝40，0＝8］

ただいた．ここに記して感謝の意を表します．　　　　　　　　M：原子量【Zr＝91．2g，0＝16．Og］　　　　（9）

　本研究は，高輝度光科学研究センター共同利用研究　　　　　煽：アボガドロ数（6．02×1023）

（2001B－0063－ND－np，2002！鴇116－ND　1－np，平成13年度　　　実際のジルコニアトップ゜コートの吸収係数μは，　Zr元素，

トライアルユース（TU－3）および文部科学省科学研究費　　　0元素の質量比から以下の式により求めた．

轡翻篇牒鯉゜78）の灘受1ナた゜　μ＝ρ緋一＋矧
付録：高エネル＿による有効X線侵入深さの計算　糊…　罰（1°）

X線の鯉吸収騰μ／ρ（・m2／9）は，次式で示すViα　以上の関係を用いて鰍収係数μ（、m－・）が得られる．な

t・reenの式で緻的に与えられる11） @　　　お，上式のρにはジルコニアの実際の盤を代入すれば

　　　　　　　些α・－Dλ・認σC　　（1）　よい・
　　　　　　　　ρ　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　高エネルギーX線で2θ通n2レ法を用いて応力測定する

なお・本稿では以上の式に対応する単位系と数値が一意　　　場合，回折角2θは低くなる．そのため，反射法では試

的に関係している・λはX線波長（A）・σcはコンプトン　　　料傾斜角Ψの設定は並傾法が使用困難であるので，側傾

散乱の断面積（・m2）である・Nは物質騨位体積中傭　法による2θ舳・滋を利肌なければならない．側傾法

子数，ρは密度であり，ジルコニア・トップコートにつ　　　を使用する場合の有効X線侵入深さTは次式となる．

鵬鷺噺軌ネルギーE（k。のから嚴　　　丁＝sin呈讐　　（・・）

λ（A）を計算するのに以下の近似式を用いる．

　　　　　　　　λ＝1a碧424〔A⊃　（2）

　Zr原子の場合，　Victoreenの式の係数C，　Dは以下で
与えられる．12）

£1：鮒（λ＜λκ）・鶴職（λ≧λκ）（3）

なお，Zrのκ吸収端λκは，0．68883（A）である．

　0原子については，

　　　　　　　　C讐3．18，　D瓢0．0654　　　　　　（4）

を用いた．0のK吸収端λκは，23．32（A）なので，本実

験の計算については，0のK吸収端は考慮していない．

　X線が電子に当たったときX線は光子エネルギーを失

い波長の長いX線として散乱し，一方の電子は運動エネ

ルギーを得て系外に放出される．この現象をコンフトン



高エネルギー放射光による遮熱コーティングのボンドコートの高温その場応力測定　　　　　　　　　　　　　763

目的の材料の波長に対する線吸収係数μを計算し，この　　　6）Y・X1ao，　M　1£e，　D・E・Wit㎞er，　T　Graber，　J・Gebhardt，　R　J・

式に測定に用いる回折角θと各Ψ角を代入し有効X線侵　　　　Viccaro，　S　M・Mini，　J・Hnton　and　M・Beno，　Re肌ScL　hlstrum

入深さTを求める．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（USIW3，1390（2002）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）W．B．　Pearson，　A　Handbook　of　Latdce　Spachlgs　and　S伽ctures

　　　　　　　　　参考文献　　　　　　 of　Metals　and　Alloys，　p．377（1958）Pergamon　Press．

1）鈴木賢治，町屋修太郎，田中啓介，坂井田喜久，日本機　　　　8）W・B・Pearson，　A　Handbook　o鉦atdce　Spacings　and　S㎞ctures

　　械学会論文集，A67，417（2001）．　　　　　　　　　　　　　　　of　Metals　and　IMIoys，　P．502（1958）Pergamon　Press．

2）鈴木賢治，町屋修太郎，田中啓介，坂井田喜久，日本機　　　　9）J・M．Veys，　A．　Riviere　and　R　Mevrel，1st　Plasma　Technik

　　械学会論文集，A．67，1325（2001）．　　　　　　　　　　　　　　Symposium，2，115（1988）．

3）KSuzuki，　K．　Tanaka，　S．　Machiya　and　Y　Sakaida，　MSRI，　　　10）伊藤義康，斉藤正弘，宮崎松生，本多啓三，材料，43，

　　STP幽1，307（2001）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　690　（1994）．

4）WReimers，　M．　Broda，　G。　Brusch，　D．　Dantz，　Kの．　Liss，　A　　　11）菊田梶志著，‘X線回折・散乱技術”，　P．69（1992）東京大

　　Pyzana，　T　Sc㎞a（オers　and　T　Tschenscher，　J．　Nondestruc廿ve　　　　　学出版会．

　　Eva1．，17，129（1998），　　　　　　　　　　　　　　　　　12）たとえば，宇田川康夫編，“X線吸収微細構造”，P．172

5）A．Pyzalla，　J，　Nondestructive　Eval．，19，21（2000）．　　　　　　　　（1999）日本分光学会．

G

　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　ロ

書　　評
1旧01川1川1川lll目口日目川11川旧［1目日川1川

“〈基礎固め〉シリーズ　物理”
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　所謂ゆとり教育が流行ったため，高校生の数学，理科のレベルダウンが著しいと言われる．また，理工系の大学に入学

するために，必ずしも物理の受験を要しないところがあるという．いくらノーベル賞？？人を目指せとのお題目も，それ

を支える広い裾野の支えがなければ実現も夢ではないだろうか．我が国の科学・技術の将来を憂うるこのごろではある．

　本書は，予備校の講師をされている著者が，高校と大学の狭間で，なんとかしたいと著した物理の基礎をもう一度おさ

らいをするため，ないしは，物理を履修せずに理科系の大学学部に入った学生向けに，基礎をしっかり身につけるために

書かれたものである．

　表題は物理となってはいるが，その基礎としての力学を主として，ところどころに，それに関連する電磁気学の基本が

要領よく述べられている．色つきのイラストを交えて，力，モーメント，運動と力，仕事とエネルギーがわかりやすく解

説されており，詳しい回答つきの演習問題も豊富である．評者も長年材料力学を講義したが，力の概念は理解しても，モ

ーメントの概念を学生がなかなか理解できないらしい．ナットとスパナを例として，モーメントの概念の説明などは，評

者も拝借したいと思っている．また，“微積分のfeeling”という微分積分の考え方も素敵である．

　本学会の材料力学，構造力学などを講義される大学の教員には，学生への講義の参考におすすめしたい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福山大学　井上　達雄）


