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Cu3Au合金における秩序-無秩序相転移の過渡過程における秩序整列過程乃研究

境界が求まり,これは先に得 られている結果と一致する20)4)(17)の [ ]内が消えると

ころで F-Gl｣Pの相境界が得られ,

p - i

x(2+x)+t[1+5x-2x2-212(1+x)]

tll+5x+2x2-212(1+x)]
(19)

で与えられる｡T- 0でp-GI｣Pの境界は p- 7/8 となる (ref.4)の Appendix

の結果と一致 )0

(7)(10)(12)と(18)(x≡ 12Gt2) を用いればGLPのエネルギーが,(7)(10X12)と(17)(x…12Ft2)

を用いれば F｡rr｡のエネルギーが得 られそれから比熱,エント｡ピーが求まる㌘

積分方程式(9か ら一般の分布 PO)に対するF,GLP,Pの相境界 も得られる｡ この

分布 を中心J,幅 2Aの長方形分布にとった場合の相境界は ref.6)に与えられて居る｡

J- J｡Z, A - A｡√㌻ ととZ--の極限で 鮎 the近似 は分子場近似に tend してp

- F, p-GLPの相境界は ScherringtonKirkpatrick7)のそれ と一致する｡
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Cu3Au合金における秩序一無秩序相転移

の過渡過程における秩序整列過程の研究

東工大 ･理 橋 本 魂 洲

二元合金系の秩序一無秩序相転移の問題は, Isingスピン系における相転移の問題の
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適例と考えられ,近年,注目され研究 されている｡

我々は,二元合金 Cu3Au を選択し,その相転移を研究しているo Cu3Au合金は,

面心立方構造を持ち, 391･1℃ で, CuおよびAu原子の配列が秩序一無秩序相転移を

行 う合金であるo我々の現在の興味の中心は,無秩序状態より秩序状態へ転移する際の,

秩序整列 clusterの成長過程である｡ Cu3Au 合金が選択 されたのは,無秩序状態から秩

秩序状態-の転移の緩和間間が,胡常 に長いためである｡
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第 1図 410℃ (>T｡ )で焼鈍後, 380℃に急冷し･焼鈍を続けた

場合の,電気抵抗 (R-求 )の焼鈍時間依存性｡Re杖, 380e
℃での熱平衡状態での電気抵抗値, Tは熱平衡-到達する迄の

緩和時間｡

第 1図にその測定の 1例を示す｡キュリー点以上の温度 410℃で焼鈍 した試料を,キ

ュリー点以下の温度 380℃に急冷 し,この温度で焼鈍 しながら,Cu3Au 試料の電気抵

抗の経時変化を求めると,第 1図の如 くなる｡これより,緩和時間 丁は, 406分と求め
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られ,急冷温度がキュ リー点に近づ くと,緩和時間は更に長くなる｡

秩序整列 clusterの成 長過程を追 う実験は,次の手順で行われたoCu3Au 試料 を真

空封入し,キュ リー点 391.1℃以 上の温度 410℃で長時間焼鈍し,試料 をほぼ完全な

無秩序状態にする｡試料焼鈍の温度 を, 410℃から,キュリー点以下の温度に急変 させ,

この温度で色々な長さの時間間隔で焼鈍 し,氷水 で急冷する｡この様な試料のX線回折

実験を行い, (110)超格子線の線巾および線型の,温度急変後の焼鈍の経過時間紋存

性 を求める｡

30 40

REFLECTIONANGLEt20)

ANNEAuNGTIMEDEPENDENCEOFTHE･(110)REFLECTIONLINE

SHAPEINTHESAMPLEANNEALEDAT58g.C.

第 2図 410℃ (>T｡)より, 389℃に試料温度 を急変させ,焼

鈍を続けた時の (110)超格子反射線型の焼鈍時間依存性｡但

し,積分強度は規格化 してある｡

第 2図に実験結果の 1例を示す｡ 410℃で焼鈍 し, 389℃に急冷後, 2.6,･70及び

720分間焼鈍された試料の (110) 反射線の線型は,焼鈍時間の増加と共に,非常に巾

広い反射線が,鋭いピークを持っそれ-と変化してゆく｡

-A23-



洲親本橋

(02
6nep
)
gu.Jl
(O
LL)
JO
qIP
.Ij

l
DH

HiiiL

0

0

5 10 50 100

Anneqling一ime(mini.)

笥 3図 410oC(>T｡ )より,キュリー点 (T｡ )以下の色々な温
度-,試料温度 を急変させ,焼鈍を続行した場合の,積分半

値巾B(110)の焼鈍時間依存性｡右側縦軸は,秩序整列cluster

が球型であると仮定 した場合の,cluster直径 Dを示す｡
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第 3図に (110)反射線の積分半値巾B(110) の焼鈍時間紋存性 を示す｡秩序整列

clusterが球形であると仮定 し, Stokes-Wilsonの微 少結晶の回折理論を援用すると,

この半値巾B(110)より,秩序整列 clusterの直径 Dが見積 もられる｡このDが,右側

縦軸に目盛ってある｡

この B(110) の経時変化は次の 2つの領域に分かれる様である｡

(i) 経過時間 tが長い領域,例えば,急冷後の焼鈍温度 387℃ の場合,-40 分より
1

長い焼鈍時間領域では,秩序整列 clusterの径成長率は t亨 に比例 し,焼鈍温度に

は殆んどよらない｡

Qi) 経過時間 tの短い領域,例えば 387℃の場合,-40 分より短い領域では,成長
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ユ_

率は t2 よりずれ,勾配はゆるやかになる｡

(i)の領域に関 しては, Rudmanl)や K.Kawasaki2)等 は,熱平衡状態においては, D土

が t2 に比例すると言う理論的計算結果 を導いているが,この結論 と我々の実験結果は

全 く一致する.

Oi)の領域の t紋存性は,(i)の機構 とは異 る機構によると考えられる｡ Binder3)等によ

ると,スピーノダル分解における整列 cluster成長率 は,初期の凝塊過程と, 後期 の

clusterの成長 過程では,異る t紋存性 を示すことを導いている｡ 我々の結果は,スピ

ノーダル分解ではないが,この結果を参考にすると,試料中の短距離秩序領域 を核にし

て,試料が,小さな秩序整列 clusterに分割される迄の過程に対応するのが,この領域

ではないか と考えられる｡

この様な2つの異る機構による cross-overを,我々は,観測 したのではないかと現在

は考えているが,論断出来ない｡今後の理論的研究の発展が望 まれる｡

参 考 文 献

1)P.S.Rudman;Paperonorder-disorderkineticspresentedatAIMEAnnualMeetingFebruary

1964,Dept.Phys.,TechnionIsrael,Haifa,Israel.

2)K.Kawasaki;Privatecommunication.ThisTheorywillbepublishedinPhysicalReview

1977.

3)K.BinderandD.Stuffer;Phys.Rev.Letters33,(1974)1006.

-A25-




