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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめて下さい。) 
 

「脆くて割れやすい」という性質は，ガラスの持つ最も大きな欠点である．硬くて割れにくくするた

めのプロセスとして，物理強化と化学強化の 2 つが実用化されているが，こうして作製された「extrinsic
な」強化ガラスは，その構造上後加工することが出来ず，強化のプロセスは製造工程の最後に行われ

なければならない．さらに製法上，数 mm 以下の極薄にすることは難しいなどの限界がある．本質的

に（intrinsic な）硬いガラスを開発することは，新たなニーズを掘り起こす応用可能性（シーズ）を秘

めている．  
 ガラスのビッカース硬度 HV はヤング率 E とイオン充填率 Vt によって決まる．ヤング率はイオン間

の結合強度に依存し，ガラスの場合，イオン充填率と比例関係にあることが知られている．従って，

高いイオン充填率のガラスは「硬い」ガラスになると言える．しかしながら，従来のガラスは，その

構造が三次元不規則網目となっているため，必然的に充填率は高くならない．一方，最近我々は無容

器浮遊法を用いることで，これまで結晶化すると思われていた組成でもガラス化が可能となることを

報告している．それらの中には充填密度の極めて高いガラスが見つかったので，その機械特性を評価

した． 
 無容器浮遊法で 60Al2O3-40SiO2 ガラスを作製した．得られたガラスは無色透明であった．超音波の

速度から求めたヤング率は 129GPa，ビッカース試験から求めたビッカース硬度は 8.0GPa という優れ

た値を持つことがわかった．さらに，ビッカース試験でのクラック発生確率を求めたところ，従来の

ガラスの 4～10 倍にも達するクラック抵抗値を示した．放射光 X 線回折実験と分子動力学シミュレー

ションから，60Al2O3-40SiO2 ガラスの構造モデルを構築し，構造と物性との相関をしらべた．その結

果，Al 周囲の酸素配位数の増大や，O 周囲の Al 配位数の増大が，機械特性に影響を及ぼしていると

示唆された． 
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欧文概要 ＥＺ 

 

Strong glasses are required in various fields including construction, transportation and electronics. 

However, the brittleness of glass limits their application range. Therefore, obtaining a “hard” and 

“unbreakable” glass is always one of the most important issues in glass science and technology. 

In this study, the elastic properties and indentation behavior of 60Al2O3–40SiO2 glass prepared in 

aerodynamic levitation were investigated. The glass was colorless and transparent. The Young’s modulus 

was 130 GPa and Vickers hardness was 8.0 GPa, which are considerably higher than those of conventional 

oxide glasses. Furthermore, from the indentation imprints, it was found that the cracking resistance of the 

glass was much high. From the structural analysis of the glasses, it was suggested that the local structures 

around Al and O had correlation with the superior mechanical properties. 

 

 


