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Gorow WAKAHAMA 1~62 On the Plastic Deformation of Ice. II. An Interpretation of the 

Plastic Deformation of a Single Crystal of Ice Based upon the Theory of Dislocation. Low 

Ternperature Science， Se~-. A， 2(). (With English resumるp.97) 

氷 の塑性変形について II*

一一一単結晶氷の塑性変形の転位論的解釈一一

若浜五郎

(低温科学研究所応用物理学部門)

(昭和 36年 11月受理)

1. まえがき

前報告 Iりでは， 長方形の単結品氷の薄片を一定速度で、圧縮(引張り)したとき，氷が示す

反抗力の時間的変化について簡単にのべた。圧縮をはじめると，反抗力は Oから直線的に急激

に増大する。圧縮が進行すると，力の増加来は，はじめの値から次第に減少しはじめ，やがて

反抗力がある値l乙達すると，それ以後，力は増加しなくなり，反抗力曲線は横ばいとなる。

得られた反抗力曲線を解析するための準備として，報告 Iの後半lζ，氷における転位，転

位網，転イ立の増殖源などlとついて， くわしくのべた。これに基いて，本報告では単結晶氷の反

抗力の時間的変化を，転位論的な立場で考えてみることにする。

氷の塑性変形を論ずるとき，最も重要な量の 1っとして，臨界関断応力がある。氷の臨界

勇断応力を求めた例は，従来も 2，3あるが，人によってばらつきが大きい。そ乙で，まず，氷

の臨界勇断応力を実験的lζ求める。それにひきつづいて，反抗力の増大過程，および，反抗力

が一定値Iζ保たれる定常変形過程について，転位論的な解釈を行なう。定常変形過程を利用す

ると，任意の大きさの応力lζ対応する氷の転位の移動速度が求められる。乙れらについて，以

下，順次のべることにする。

11. 氷の臨界勢断応力

前報告 Iの第 VIII節でのべたように，距離 Jの2つの不動点を結ぶ転位線，すなわち，フ

ランク・リード源 (F-R源)に勇断応力 Tが働くばあい，-r>Gb/1ならば転位線の増殖がお乙な

われるが-rくGb/lだと増殖はおこらない。こ乙 lζ，Gはその物質の剛性率 bはその転位の

ノミーガ F ス・ペクトノレの大きさで， いづれも常数である(今後，簡単のために 2つの不動点

聞の距離が JのF-R涼を「長さ JのF-R源J，あるいは単に fF-R源(l)jとよぶことにする)。

報告 Iの第 VI節でのべた転位網の模型では， F-R源の長さ fは， [暗lこ， すべて互に相等

しいとして議論してきたが，実際lとは，1は大小様々な値をもっていると考えられる o 1の頻度

分布がどんな型のものであるかはわからないが，今，そのうちの最も長い JをJ。とする (lの頻

決北海道大学低温科学研究所業績第 607号

低温科学物理篇策20輯昭和 37年



78 若 浜五郎

度分布lζ関しては，報告 IV2
)で詳しくのべる予定である)。 乙の氷に力を加えたばあい，とり

面にそう到断応力 Tが

τ=τc = Gb/l，。 (2.1) 

をこえた瞬間から，乙の F-R源(10)は転位の増殖をはじめ，とりによる氷の塑性変形がおこる。

すなわち， 71<.の臨界到断応力 τは， その氷lと含まれている F-R源のうち，最大の長さをもっ

F-R源の長さんによってきまるのである。一般に，1。の大きさは氷の試料ごとにちがうと考え

られるので，厳密にいえば，氷の臨界勇断応力は 1つ 1つの試料によってととなり，また，

試料の大きさにも左右されることが予想される。実験的lと氷の臨界勇断応力 'cの大きさを求

める試みは，従来も 2，3の研究者によってなされたが，その値はまちまちである。たとえば，

Weinbergは， 'cは多分 1kg/cm2以下だろうと報告し (Dorsey3)の教科書による)， Steinemann') 

は， -2.30Cの温度において， τ。は 200gr/cm2
以下だろうとのべている。最近，Butko、rich-

Landauer5
) は，市販氷と氷河氷に小さなカをかけて， -lO

"，-190Cの温度範囲でのクリープ試

験を行なった。 Butkovichらは， 10 gr/cm2
ていどの小さな応力でも，氷が塑性変形すること

を見出した。ただし，そのときの氷の変形速度は極めて小さい。 -llOCにおける郭断歪速度f

は， j""，lQ-，o"，lQ-lJ (sec-')のていどで‘そのため，実験時間は数百ないし千時間という長時間

にわたっている。臨界勇断応力 Tを求めるために行なった従来の実験は，すべてクリ戸プ試験

によったものである。筆者は，単結晶氷を一定速度で圧縮(引張り)しつつ，その途中で圧縮を

止めたときにお乙る応力緩和の現象を利用し，次のようにして，氷の臨界勇断応力を求めた。
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第1図 一定速度で氷を圧縮したばあいtζ氷が示す反抗力曲線OABCと，その

途中で急1<:圧縮を中断したとき氷が示す応力緩和曲線CD，EF， E3F3， 
E，F，.反抗力が直線的に増大する過程OA上の l点Eで，圧縮を中断し

ても，応力は EFにそって緩和するのでOA部分は弾性変形の過程で
はない。 OA上，反抗力が小さいときに圧縮を中断するほど，緩和速度
も小さくなり，ある一定値%以下で中断すると，応力はもはや緩和し
はくなる。 ζのことを利用して，氷の臨界勇断応力 /:0を求めた。
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第 1図の曲線 OABCDぱ前報告 Iの第 2図の曲線 111乙相当する氷の反抗力一一一時間曲線

である。氷を 1時聞に数パーセントていどの一定の歪速度で圧縮(引張り)したばあい，時間の

経過とともに，カは O点から急激に増大する。力は最初，時間とともにほぼ直線的に増加する

が，次第に直線関係が破れ，カの増加率は漸次減少する。やがて力が B点に達すると，それ以

後は， 力は横ばい状態となり，ほぼ一定の値 Oyiζ保たれる。変形は一定速度で行なわれてい

るので，この図の時間軸は氷の歪に比例する量を表わしていると考えてもよい。それで，一般

に，反抗力曲線の最初の直線部分 OA(あるいは近似的に OABの部分)は，力と歪とが比例し

ていると考え，乙の部分を「弾性変形部分J，また，力が横ばいになる点 Bを「降伏点J，それ

に対応する応力 Oyを「降伏応力」とよんでいる。

と乙ろが弔問ーの氷の試料を，いろいろな値の一定の歪速度まで圧縮(引張り)したばあい，

報告 Iの第 2図の曲線 II，IIIのように sの大小によって B点に対応するいわゆる降伏応力

行の値が変る。もし，l1yが莫の降伏応力ならば，きのいかにかかわらず，常に一定不変である

はずである。 σyが EP::よって変るのは σyが真の降伏応力ではなく，従って OABの部分が弾

性変形の部分でない 1つの証拠である。そこで， δ互が弾性変形部分でないととを直接確かめ

るために，次のような実験を行なった。

単結晶氷の試料を一定速度で圧縮し(引張り)，カがまだ直線的に増大する OAの範囲内の

ある 1点，たとえば図の E点に達したとき，圧縮(引張り)を中断すると，力は EFiCそって綾

和する。もし，氷が OA部分で弾性変形しているのならば， E点で引張り(圧縮)を中断したば

あい，力は図の破線 EGiとそって一定に保たれるはずである。氷の薄片の代りに，薄いガラス

板，または金属板などを圧縮し，同ーの条件の下で圧縮を中断すると，力は時聞が経過しでも

変化しないで， EG にそって二一定に保存される乙とがたしかめられた。手の乙とから，反抗力

が直線的に増大する部分 OAは，弾性変形部分でなく，従って Oyも降伏応力でないことがわ

かる。

今のべたように，反抗力が OA上の 1点 Ei乙達したとき圧縮を中断すると，力は EFiとそ

って減少するので， E点における力 01?の 1/10ていどになったとき，再ぴ圧縮する。力が oFJ iと

達したとき再度圧縮を中断する。乙のような操作を何回かくり返していると，試料の表面lとか

すかにとり線が見えてきて，氷がたじかに塑性変形したことを示す。乙れは，カの直線的増大

部分 OAが弾性変形部分ではなく，この範囲で氷はすでに塑性変形をお乙している最も直接的

な証拠である。

それでは，氷が塑性変形をおこすに要する真の降伏応力は，どのていどの値であろうか。

そこで，応力緩和の現象を利用してi欠のような実験を行ない，氷の降伏応力を求め，それから

臨界蔚断応力を計算した。

薄片の厚さを通常の 1mmていどから， 2-3mmていどにまして，底面内lと働く努断応力

が小さくなるようにして引張り試司験を行なった。引張り開始後まもない，まだ力のごく小さい

図の E，点で引張りを中断すると， 予想通り力は緩和せず，瓦F1にそって一定に保たれた。次
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l乙，同じ試料をもう少し引張って力をわづかにまし，図の E2点で中断すると，カは前と同様，

最初はほとんど一定に保たれたが，数分後にわっ、かに減少しはじめた。さらに引張りを行なっ

て， 図の E，点、まで力をましたと ζ ろで再び中断すると，力は最初からゆっくり緩和し 50--

60分後には E2F2における力よりも減少した。 力を次第にますにつれて，応力の緩和速度も増
l 

大し，引張り中断時の力匂のーーに減衰するに要する時間(緩和時間)は，dRが大きいほど小
6 

さくなる(応力緩和に関する詳細な議論は，別の機会6)I乙ゆずる乙とにする)。

力が E1点lと対応する値九1のときは，氷は弾性的に変形しているのであるが，E2点l乙対応

する値 σE21こなると，氷は塑性変形をはじめることがわかった。応力緩和をはじめる限界のカ

をにとすると‘ ð]" く九く ðJ，~ である。上にのべたような実験によって九を求めることは容易で
1 

ある。 この dc '乙対応する底面の兜断比、力 rc(rc=玄σcsin 2θ，θ;引張り方向と，試料の c軸

とのなす角)が，氷の臨界関断応力であり， 乙れが本節のはじめにのべた (2.1)式のじ=Gbjl。

の rc1ζひとしいのである。ただし，氷lとは特定のとり方向がないことり，りが知られているので

とりは底面内の最大勢断応力の方向にそっておこると考える。

このようにして求めた氷の臨界到断応 第1表 氷の臨界勇断応力 (rc)

カ rcを第 1表lC:示した。試料はすべて，ア 温度;ー100C

ラスカの氷河から採取された良質の単結晶 。 σc 白 rc 

氷であり，実験温度は -100Cである。

第 1表に見られるように，九は用いた
20 44.40 

~500 gr(cm2 ~1.0kg(cm2 

21 34.5 ~500 ~1. 1 

氷の試料によってちがう。 ただし，試料第
22 37.7 ~200 ~0.42 

20番，21番のばあい，明断応力が 500gr/cm2 

であっても， 長時F品ののちには，わづかではあるが緩和する傾向があった (1時聞に数ノミーセ

ントのていど)。これは，乙れらの試料の臨界買断応力が 500gr/cm2よりも，もっと小さいこと

を示している。そこで，-lOoC における氷の臨界到断応力は，乙のばあいの最低値 200gr/cm2 

をとる乙とにした。この値は，-2.30C において St巴inemann4
)が得た値とほぼ一致している。

一方，さきにのべたように， Butkovich-Landauer5lは，10 gr/cm2ていどの勇断応力を加えても

氷(多結晶氷)は非常に緩漫ではあるが塑性変形することを見出している。しかし，男断応力が

10 gr/cm
2 
IC::対応する F-R源の長さは (2.1)式から求められように， 1mm以上である。乙んな

に長い F-R源が氷体内に安定に存在することは考え難いので， このような低応力下における

変形は，通常の底面とりによるのではなく，イ可か別の機構によると考える方が妥当であろう。

Butkovichらも 100gr/cm2以下の低応力下における氷のクリ F プ曲線を解析した結果，変形が

空孔拡散などの過程によってお乙る乙とを主張している。 ~王者が上 lと与えたじ--200 gr/cm2と

いうのは，あくまでも，転位の発生，移動に伴って生ずる底面iこりに関する臨界菊断応力の意

味であることに注意を向けたい。なお，第 1表lζ掲げた rcの値は，試料lζ加える歪速度の大小

によって，ほとんど変化しないこともたしかめられた。
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111. 反抗力の増大過程

前節において，氷を一定の歪速度で変形させたばあい，氷が示す反抗力は，変形の初期の

段階において，時間の経過とともにほぼ直線的に増大するが，その部分で氷は弾性変形をして

いるのではない乙とを示した。本節では，乙の一見弾性変形に見える第 1図の OA部分，カが

次第に一定値 l1y!と近づく遷移部分 AB，および力が横ばいになる部分 BCを，報告 Iで仮定し

た転位や，フランク・リード源などを用いて解釈してみよう。ただし，簡単のために，間報告

の第 VIII節で議論した転位の相互作用，消滅作用については考えないことにする。

今，第 2図(aHζ示したようなう長さ 50の長方形の単結晶氷を， 長さの方向(x方向)に一

定速度XOで圧縮したばあいについて考えてみよう。試料の左端lζ密着した圧縮板Pは，一定

速度九でお方向lと向って前進する。試料の右端には，受庄板 Qと，それに接して受圧器の受

圧部分の，長さ L。の棒Rがある。圧縮板 Pが前進すると ，PとQとの聞にはさまれた氷は単純

圧縮をうける。 Pほ常lζ一定速度£。で Z方向lと向って前進するが，受圧棒Rは， そのとき氷

[こ加わっている圧縮カ 11!と比例した変形量 4Lだけ縮んで短くなる。棒 RがL1L縮むことによ

って線歪型受圧器lζ生ずる電圧 L1Vは，棒 Rの歪 L1L/Lo1乙常lζ比例して変化するように作られ

ているので，L1Vの変化を記録すれば，直ちに氷がうけているカ，および棒Rの歪の変化を知

るζ とができる。第 1図l乙示した反抗力曲線は，この L1Vの時間的変化を記録したものである。

圧縮方向 (x方向)と試料の結晶主軸方向 (c軸方向)とのなす角をがとすると，図lζ示した
/π1  

ように，すべての結晶底面 SoSo，SIS1' むらなどはお方向と(吉一りの角をなして交わる。報告

Iの第 VIII節において，氷には転位が網目状lζ連結して存在し，そのうちの底面内に含まれた

転位がフランク・リード涼 (F-R源)になりうることをのべた。 図aの底面 SOSO' S，S，などの上

lと書いた白丸は，それぞれの底面内に含まれる F-R源を表わし，その長さを(ん)， (1，)， (12)，… 

で示した。ここで l。は， ζ の試料l乙含まれる F-R源の長さの最大値とし，lo>l，>l2>…・・とす

る。 ζの氷を圧縮したばあい，試料に生ずる状態の変化を同図の b，c，…… g!ζ示した。

(1) 弾性変形

圧縮をはじめた直後は圧縮量が小さいので，氷内部の応力は小さい。前節でのべたまうに

底面(Jこり面)内lζ働く到断応力 rが小さくて， τくGbjlo(='fcJである間は，試料内lと存在する

すべての F-R源は活動できず，氷はただ弾性変形 Jxをおこすだけである。このときの状態を

図 blc示した。圧縮をはじめてか.ら t時間後における庄縮板 Pの変位はゑ。tであり，棒R

lζ生じた圧縮量 JLは，.dL=xut-L1xである。 乙の間， 反抗力は .JL'乙比例して直線的に増大

する。第 1図lζ示した反抗カ曲線の，最初の白線部分 OE2が，郊性変形による氷の反抗力の増

大部分である。

(2) フランク・リード源 (F-R源)からの転位の発生ととり変形

とり面に働く応力 TがGbjlo(=じ)をわづ、かでもこえると，最大の長さ 1。の F-R源 (lo)が先
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第 2図 単結晶氷を一定速度で圧縮したばあい，氷の塑性変形が転位の発生，

移動によってお ζ ることを示した模型図。

a 圧縮前の状態。 P，Qの間にはさまれた長方形の部分が単結晶氷の薄片oL薄片の長さ，();圧縮
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方向IL対する結晶方位。 50050，S山などは結晶底面を表わし，それぞれに丸印で示した F-R源(lo)，
(ll)などが含まれている。 Pは一定速度でZ 万向 {C前進する金属板で，受圧板 Q，受圧棒 R(長

さLo)とともに誠料を圧縮する。 Pを一定速度れでz方向lζ 前進させて試料を圧縮レたlまあ
い，氷と受圧部分におこる状態、の変化を図b以下l乙示した。

b 圧縮をはじめてから，単位持間後における状態。 F-R源は，まだ全然活動をはじめていない。

氷lζは， 5準性変形 .:Jxが生じ，受圧棒Rは(Xoー←.:Jx)だけ圧縮される。

c 応力がまして，臨界勇断応力 tcをこえた直後の，氷が塑性変形lζ入ったときの状態。 F-R源(lo)
が転位の増殖活動をはじめ，発生じた転位群は，底面 5050上を移動する。 そのために生じた氷

の変形速度をむとすると，受圧棒Rの圧縮速度は (Xoーむ)となる。

d さらに， F-R源(l1)が活動をはじめたときの状態っ F-R源(lo)， (ん)から発生した転位による氷

の変形速度を乙とすると，棒R の圧縮速度は(ぉ ι) となる。 ~I>言。なので，棒 R の圧縮速度
はやや減少する。

e さらに， F-R 源 (/2) が活動しはじめ，氷の変形速度は ~2 {C増失する。棒Rの圧縮速度は，(XOー

ら){ζ減少する o 以上のような経過をたどりながら，氷体中で活動する F-R源の数は次第に増

加し，逆に，受圧棒 R の圧縮速度(正。-~)は減少する。
f，g F-R (ly) 源が活動をはじめ，氷の変形速度 ~y が，圧縮板 P の前進速度れ にひとしくなったと

きの状態。棒 Rの圧縮速度は， (正。-~y)=o となるわで， P が前進しても，棒 R はもはや圧縮を

うけず，一定の長さI!"IL保たれる。氷は，圧縮された分だけ変形してしまうから，反抗力(また

は，氷IL加わる力)は一定に保たれる。これが，定常変形の過程であって，定荷重変形における

定常クリープlζ対応する。各F-R源から発生した転位は，次々に表面にぬけでて，そこにとり

線を形成する。
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づ活動をはじめて，次々に転位を増殖する。 このときの 'cが第 II節でのべた氷の臨界勇断応

力である。 図cK.，τが 'cを乙えた直後における状態を示す。 F-R源 (lo)から発生した一連

の転位は，底面上を外部lと向って速度 u。で移動する。

転位論によると，結晶体が力をうけてお乙すとり変形は，結品体内に元来存在していた転

位および，あらたに発生した転位がとり面上を移動し，外部lζ散逸する ζ とによって行なわれ

る。全体の変形量は，とり商内での転位の走査面積の総和によってきまり，変形が進行するの

は，結品体Jζ存在する転位の総数およびその走査面積が時間とともに増加することによってお

こなわれるのである。

氷の結晶内lζ元来存在している転位は，報告 Iの第 VI節でのぺたように， 転位網を形成

していて自由に動き得ないので，直接とり変形に寄与するのは， F-R掠から増殖される転位に

よるものと考える o

F-R源から増殖された転位群は，そのとき底面に働いている応力 Tと， 温度 Tとによっ

てきまる速度 Uで底面上を移動する。転位群のあいつぐ転位間の平均間隔を久とり田内のあ

る 1点を t時間の間に通過する転位の数を nとすると ，no=viなる関係が成り立つ。この nは

F-R源から t時間の聞に増殖された転位の数lとひとしいと考える乙とができるので， F-R源か

ら単位時間内に発生する転位の数，すなわち転位の発生速度必は

え=v/δ (3.1) 

で与えられる。

臨界勇断応力 'cよりも大きな応力むがとり面lζ働いているばあい，活動しうる F-R源は

長さ lが，'c tζ対応する lo(lo= Gb/.c)以下の，ls=Gb/τsよりは長い範囲，すなわち，lが lo2三lと
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l8の範囲にあるものだけである。 F-R源 (lo)，(l)， (ls)から発生する各転il'Cll平における転位の平

均間隔をそれぞれ δ0，δ，Aとすると，一般に δ。~δ~らであって， δはそのとき活動している

F-R 源のうちで最も短い F-R掠の長さんによってきまると考えられている。むに対応する転

位の移動速度を 7んとすると， (3.1)式によって

1i = v8/δs (3.2) 

となる。すなわち，ある瞬間に，長さ J がんとl~三l8 なる範囲にある任意の F-R 源 (l) から単位時

聞に発生する転位の数 dは，そのとき活動している最短の F-R源 (l.，)からの転位の発生速度仏

にひとしい。一方，o8 は近似的に πldとひとしいと考えられるから， (3.2)式により

JI， -1Js/πl8 (3.3) 

あるいは，l8=Gb/rsなる関係を用いて

1i -v8r8/πGb (3.4.) 

となる。

一方，バーガ{ス・ペクトノレの大きさが biとひとしい転:位が，面積 Aのとり面 (A=α・d，a 

はとり方向の長さ ，dはとり面の幅)七を移動して面積 Bだけ走査したとき，そのとり商にそ

ってお乙るとり量 Sは

s = b(B/A) (3.5) 

である。この関係を用いて， とり面iと応力 τが加わったとき 1つの F-R源 (l)が増殖活動を

はじめてから t時間後におけるこのとり商でのとり速度 xを求めてみよう。転位の走査面積の

時間的増加速度を B とすると

S = b(E/A) (3.6) 

である。 β は時刻 tにおいて， F-R源 (l)から発生し，すでにとり田を移動中の転位と ，t=t以

後に発生する転伎が単位時間内l乙走査する面積の総計である。 t二 tの瞬間にすでにとり面上に

存在する転位の数は M本だから，約必t本の転位が速度 υでとり面上を移動することになる。

F-R源から発生したばかりの転位の憶は一般にとり面の幅 diC.比して小さいが，ある時間たっ

たのちにはほぼ diとひとしいと考えてもよいから ，Bは近似的lζ

B-v.d・n.t (3.7) 

とれを (3.6)式に代入すると， F-R源 (l)が活動することによって，時刻 t=tiとおいて生ずると

りの速度Sは

s = b(B/A)~b(1Jめit/ad)

= b1J1it/α 

となる。 (3.3)式あるいは (3.4)式を用いて，この式はまた

s -bv
2t/πal 

あるいは

(3.8) 

(3.9) 
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8 ~ v2rtlπaG (3.10) 

と書くこともできる。

(3) 反抗力の増大過程

以上のべたことを用いて，氷の反抗力の増大過程の説明をこころみてみよう。

応力 τが，氷の臨界関断応力 τc(三"，，)を乙えた直後には，第 2図c{と示したように， F-R 

源 (10)だけが転位の増殖活動を行なっている。応力 "0K対応する転位の移動速度を1)0とすると，

F-R源 (10)が活動をはじめてから t時間後における， このとり商でのとり速度 d。は， (3.10)式

によって

80 = v山 t/πaG (3.11) 

である。との式の時間 tは，上にのべたように， F-R源 (10)が転位の増殖活動をはじめた瞬間

をt=oとし，それ以後の経過時間をあらわしている。乙の第 3項では，時間 tはすべて，乙の

意味で用いることにする。

薄片のとり国は，圧縮方向と(~-0)の角をなして交っているから， Soの圧縮方向の成

分，すなわち，薄片の圧縮方向の変形速度2。は

go = 80 sin 0 (3.12) 

である。 (3.11)， (3. 12)式lとより

go vg"ot sin θ/rraG (3. l3) 

この式で， "0は小さいので，転位の移動速度 u。も小さいであろう。従って， F-R源 (/0)が転位

の増殖活動をはじめてから t時間後における氷の変形速度占。は極めて小さく，薄片l乙生ずる歪

はごく小さい。そのため，氷は，あたかも剛体のごとく振舞い，単位時間内iζ受庄棒Rが圧縮

される量 (Xo-乙)は， 圧縮板Pの前進速度九にほぼひとしい。 これは，受圧棒Rが一定速度

£。で圧縮されるのと同じ乙となので，受圧器lとあらわれる力は，時間の経過とともに直線的に

増大する。

t=t1において，応力 Tが，"， = Gb/l，をこえたとする。乙のとき ，1。の次lζ長い F-Rj原(lJ

が転位の増殖をはじめる。

t=t1 十 t~ ， すなわち， F-R 源 (1 1) が活動しはじめてから t~ 時間後における， F-R 源(l.)だけ

による薄片の圧縮変形速度 giは， (3. 13)式を求めたのと全く同様lとして

g;JiT1sin θ・t; v;" sin H・(t-t1)

I 一 πaG 1faG (3.14) 

となる。ここに v1は，応力引 に対応する転位の移動速度である。乙のとき，F-R源(10)からの

転位の発生速度は， (3.4)式のところでのべたように，え。ではなくて， ρ1にひとしいから， F-R 

源 (10)による圧縮変形速度おは

g6 =~fT1sin θ・(t1+ tj v;'1 sin (j・t
0- 1faG 一 πaG (3.15) 

となる。従って，t=t，+むにおける氷の圧縮変形速度 glは，gG+釘にひとしく
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(3.16) 

となる。 (3.13)， (3. 16)式において， "1"， >"1"0' V， >V，。だから，t，>g。となり，それに応じて，受庄

棒 Rの圧縮速度は (Xo-go)から(丸一色)Iζ減少する。 氷体内における力の増加率もそれに対応

して，やや減少する。乙のときの状態を第 2図 dl乙示した。

同じような経過をたと・って，さらに短い長さの F-R源(ん)， (13)，……が順次，転位の増殖

活動をはじめる。簡単のために， F-R源 (li)が活動をはじめてから， 次lζ短い F-R源(li+l)が

増殖をはじめるまでに要する時間んを，すべて一定値 t。にひとしいとする。最初の F-R源(10)

が活動をはじめてから t時間後に，とり面上の応カ Tが "1"="1"nに達して， F-R源 (ln)が活動を

はじめたときの氷の圧縮変形速度ιほ， (3.16)式を求めたのと同様にして

ι=益法立{t+(ト to)+(t-2to)+ ...... +(t-nto)} 

= V，~"1"n(n+1)sin θ・(2t-nto)/2 naG 

この式で t~nt。だから乙乙 lζ 仇は，応力 τπl乙対応する転位の移動速度である。

ー一t
・町一必

九一

π

2
π

一ワム
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一

H
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一mu 
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一
π

九一

2
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一
-
h
h
b
 

となる。

(3.17) 

となる。 この式は， F-R源 (10)が活動しはじめ，とりによる塑性変形がはじまった瞬間(t=O)

からの経過時間 tの増大にともなって，薄片の変形速度が急激に増加することを示している。

時間 tの経過につれて，応力 rがまし， τがますと，転位の移動速度 U も増加する。今かりに，

roct， voc rと仮定すると(乙の仮定は，のちにのべるように，大体一正しいととがわかる)，薄片

の変形速度 2は，塑性変形をはじめてからの経過時間 tのほほ 5来に比例して増加する乙とに

なる。

逆l乙受圧棒Rの圧縮速度(Xo-g;は急速に減少する。 このため，氷体内の応力の増加率

は急激に減少し，反抗力曲線は，第 1図の AB部分のような傾向をたどるのである。このよう

にして，転位の数，および移動速度の増加による氷の変形速度は，急速に一定値品。に近づき，

ついには g=ゑ。 lζ到達するはずである Q

とのように考えると，氷の反抗力一一一時間曲線の最初の直線部分(第 1図の OA)は，弾性

変形および，それにひきつづいてお ζ る塑性変形の初期の段階に対応するととがわかる o また

反抗力の増加率が急激に減少する遷移部分(第 1図の AB)は，転位の走査面積が加速度的vc増

加する乙とによっておこる軟化部分である。

定常変形過程

前節では，一定速度£。で前進する圧縮板が薄片を圧縮するとき， 薄片や受圧棒RIとおこ

る変化の過程をくわしくのべた。薄片の変形速度れま，時間がたつにつれ， 0から加速度的に

増大し，ついにはg=xoK到達する。逆lζ，受圧棒Rの圧縮速度(法。-g)は急速に減少し， gが

IV. 
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必。 にひとしくなった瞬間IC0となる。 それ以後は，圧縮板Pが，一定速度必。で薄片を庄縮し

つづける lζ もかかわらず，受庄棒Rは， もはや圧縮をうける乙とがなしある一定の長さ L~

l乙保たれる。第 2図f，g 1と，この乙とを示した0

3が£。 にひとしくなったという乙とは，氷体内lζ発生した転位による変形速度が，外から

氷lζ加える圧縮速度に等しくなったことで，変形が定常状態lζ入った乙とを意味する。第 1図

のB点は，~=x。 になって，変形が定常状態lと入った点であり， 力の横ばいする部分 BCは，

定常変形過程lと対応する。

次lと，薄片が定常変形lζ入る瞬間の薄片の変形速度む(=xo)を求めてみよう。

~=x。 になる直前lζ 活動しはじめた F-R源の長さを Iy，とり面lζ働く努断応力を τyとす

ると

τy = Gb/ly (4.1) 

である。'ryは，そのときまでにすでに活動をはじめた F-R涼の長さ 10，1" ι…・・のすべて

より短いんの長さをもっ F-R 源 (ly) を活動させるに要する臨界莞断応力である。~=必。になっ

てから以後は，応力がそれ以上増すことがないので，んよりも短い F-R源 (ly+，)， (lY+2)・

は増殖活動を行なわない。

'ry によってきまる転位の移動速度を Vyとすると， ζ のときにおける氷の変形速度 h(=xo)

は， (3.17)式を求めたのと同様にして

Y
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h
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(4.2) 

まナこは

h=芸品子 (t (4.2Y 

となる。乙乙 lとんは， F-R源 (10)が活動をはじめてから， F-R源 (ly)が活動しはじめるまでに

要する時間，すなわち，氷が塑性変形をはじめてから定常変形過程l乙入る瞬間までの，反抗力

の増大する時間である。

定常変形過程に入ると，やがて試料の表面にとり線が現われ，次第にその数と明瞭度とを

増す。これらのとり線は，上にのべた F-R源 (lt)(/o~三liミIy) から発生した転位が， .次々に表面

lごぬけ出した結果形成されたものと考えられる。

ζれまでの議論において，圧縮板 Pの速度£。を，より大きな値必にすると，氷の変形速

度2が必にひとしくなるには，さらに大きな応力 Z''I'が必要となることは明らかである。従っ

て， 'rY IC対応する件も ，<1yより大きな値となる。報告Iの第 2図のと乙ろでのべたように，

いわゆる降伏応力 σyが，庄縮速度d。の大小lζ応じて変化するのは，乙のようにして説明する

乙とができる。

以上のように考えると，反抗力が横ばいになる部分(第 1図の BC)は，転位の発生，移動

による氷の変形速度が，外部から与える変形速度にひとしくなった定常的な変形部分である o

降伏応力と考えられていた <11'は，氷の真の降伏応力ではなく，単Ll乙，氷の試料lζ加える変形逮



es 

度によってきまる応力にすぎないのである。今後，この tJyを，氷の「定常変形応力J，tJy ~乙対

応するとり間での勇断応力 τyを， r定常変形勢断応力」とよぶことにする O
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(4.2)式lζそ

定常変形過程における氷の歪速度と応力との関係

(1) 転位論的に求めた氷の歪速度と応力との関係

前節において，定常変形過程lζ入った直後における氷の変形速度 eyを導きタ

れを示した。すなわち

v. 

(5.1) 

である。 乙ζ に，a;とり聞のとり方向の長さ， G;氷の剛性不， τy，定常変形男師応力，Vy; 

τy tこ対応する転{立の移動速度 H;圧縮方向lζ対する薄片の結晶方位 ty;応力が，臨界男断

応力を ζ えてから， τy tζ達するまでに要する時間 Ny;定常変形過程lζ入る直前までに活動

をはじめたフランク・リード源 (F-R源)の総数で (4.2)式の (Y+1) ~とひとしい。

前íf~で，定常費Jf~時の氷の変形速度 h を導いたとき， すべてのとり面でのとり速度は，

(3.8)式で与えられると考えた。 これは薄J-tの変形が定常状態に入る瞬間まで， 各とり面上の

F-Ri原から発生した転位群が，まだ 1本も表面lとぬけ出していないことを暗に仮定していた乙

とになる。実際lこは，定常変形l乙入るころには， F-R源から出た転位群のうちのいくつかは，

第 2図 d，eの底商 S品 ，S1S1のと乙ろ κ示したように， 表面を通って外部に散逸しはじめて

いるにちがいない。事実，薄片が定常変形l乙入ってからしばらくするとラ光学顕微鏡の下でも

とり線が見えはじめる。 乙れは， 各 F-R源から発生した転位が次々に表面にぬけ出した結果

形成されたものである。光学顕微鏡の分解能は 1μ のていどだから，もっと分解能の大きい光

学系，たとえば電子顕微鏡で観察すれば，光学顕微鏡で見るよりはるか以前にとり線が見える

はずである。乙のように，転{立が外部l乙ぬけ出すと，上l乙のべた (3.8)式は成り立たなくなり，

従って， (4.2)式あるいは (5.1)式も成り立たなくなる。そこで， <:欠lと，転位が次々に表面にぬ

け出しはじめてからの，氷の変形速度について考えてみよう。

F-R源から発生した転位が，とり面の端から次々に外部lζ散逸するときには，単位時間内

にF-Ril京から発生する転位の数えと，外部に散逸する転位の数とがひとしい。 そのため，

の転位群によるとり面でのとり速度 dは，時聞に無関係で，

こ

もτyNvsin{} tパ=ぷ。)=μ y.J..Yy

2παG 

(5.2) 

となる (bは転位のノミーガース・ペクトノレの大きさ)。 定常変形i乙入ってから，

時間がたったのちには，上にのべたように， 各 F-R源から発生した転位群は，ほとんどすべ

て表面を通して，外部にぬけはじめていると考えられる。乙の状態、における氷の薄片の変形速

度 eyは

1時間ていどの

つねに

S = b1i 

y y 、

ey = I: Si sin θ= I: bぬsinθ 



(3.4)式を用いて，上式は

氷の塑性変形について II 

h = b sin(}.NベfZ})
~y = Nyvyrysinθ/πG 

となる。ただし，Ny= Y+lで，定常変形時lζ活動中の F-R源の総数である。

89 

(5.3) 

定常変形時における薄片の，圧縮軸方向の歪速度をさy，試料の圧縮方向の長さを近似的に

一定とし，それを F とすると ~y=むNO である。

乙れと (5.3)式から

正y"'= Nyvyrysin O/71Ggo (5.4) 

乙の式は，同じ長さ，同じ結晶方位をもっ試料を単純圧縮(引張り)したばあい，定常変形時の

歪速度々が，Ny， VY， ry lCよってきまることを示している。

乙乙で取扱っている定常変形過程は，一定荷重をかけたばあいの定常クリ戸プ変形と閉じ

過程と考えられる。そ乙で，Ny， VY， ryの添字の Yを省いて，一般に定常変形時になりたつ

式として， (5.4)式を次のように書いてもよい。

~=Nvτsin O/71Ggo (5.5) 

乙れが転位論的な立場から導いた，氷の定常変形時における歪速度の式である。乙の式で

わかるように，とり面に働く勇断応力 τを大きくすると， 歪速度まも増加するが，立は rの一

次函数ではない。 τをますと，転位の移動速度 V，および活動しうる F-R源の数Nがともに増

加するからである。言いかえると，とり面lζ応力 Tが加わると， rの大きさによって，活動し

うる F-R源の数 N，および転位の移動速度 Uがきまり， (5.5)式によって，そのときの氷の歪

速度 tがきまるのである。 乙のように N，Vはともに応力 Tの函数だから，定常変形時の歪

速度 tは。結局応力 Tによってきまる。そ乙で， (5.5)式の N・u・τをまとめて，f(r)で，また，

他の常数をまとめて 3で書きあらわすと

s = sf(r) (5.6) 

となる。氷のさが， rとどのような関係にあるかは，従来2，3の人によって実験で求められた。

また，上にのべた定常変形の過程を利用すれば，簡単な実験でf(r)が求められる。次iζ，sと

τとの関係を少しくわしくのべてみよう。

(2) 実験的に求めた氷の歪速度と応力との関係

従来，単結晶氷の定常変形時における郭断歪速度fと，応力 Tとの関係は， 2. 3の研究者

によって調べられている。たとえば， Steinemann')は，単結晶氷について，クリープ試験を行

なった結果，定常菊民rr歪速度 Tは，t=krnという式に従って，男断力 Tとともに増大すること

を見出した。ただし，nの値は1.5-3.9の範囲にばらついた。また， Butkovich.Landauer8
)は，

とりやすい結晶方位の単結晶氷のばあい，t=kτ2ぺとりをおこし難い方位のばあい，1=kτ2目ぺ

一般の多結晶氷のばあいは，i=kτ2，96という法則をえた。 このように，氷の勇断歪速度は，応
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カのほぼ 2，5-3乗に比例して増加することが知られている。筆者も，つぎのようにして，氷の

歪迷度と応力との関係を求めた。

第 IV節でのべたように，長さがSなる単結晶氷の薄片を，一定速度必で圧縮したとき，

薄片の定常変形時における圧縮方向の歪速度幻ま，X/~ にひとしい。 そのとき，底聞に働いて

いる勇断応力 τの大きさは，定常変形到断応力 τyにひとしいから， 2とTとの関係は，乙の実

験ですぐ求められる。しかし，圧縮軸方向の歪 εは，底面とりによって生ずる男断変形の結果

としてあらわれる見かけの量にすぎない。 それゆえ， Steinemannや Butkovichらの行なった

ように，とりによる勇断歪速度Tと，勇断応力 rとの関係を求める方が，まと τとの関係を求

めるよりも適当であろう。 それには，zとfとの聞になりたつ関係を求め，それを用いて実験

でえられるまと Tとの関係を， rとτとの関係になおせばよい。

等方均質体の単純圧縮(または引張り)のばあいには，圧縮軸方向の歪速度tと到断歪速度

との聞に

t = 13 E (5.7) 

という関係が求められている (Nye')，1953)。しかし，筆者が単純圧縮(引張り)を行なったのは

単結晶氷の薄片であって，非等方体である。単結晶氷の塑性変形は，唯一のとり面である結晶

底面でのとりだけによって行なわれるので，等方体についてなりたつ上の関係を，ここでその

まま使うわけにはいかない。 そとで，つぎに，単結晶氷のばあいになりたつ，tとTとの関係

を求めてみた。

第 2図に示したのと同様，結晶主軸 (c軸)を面内にふくむ長方形の単結晶氷の薄片を，そ

の長軸にそって単純圧縮したばあいを考える。 第 3図a!と，それを模型的lζ示した。 圧縮軸

と，薄片の c軸とのなず角を θとする。今， 2枚の結晶底面 AN，BB'ではさまれる平行四辺

形 ABB'A〆の部分に着目してみよう。薄片を庄縮すると，すべての底面でとりをお乙し，薄片

の形がかわる。ある一定量だけ圧縮 Lたとき，平行四辺形ABB'A!のA点は，底面上の 1点C

l乙 A'点は Cノ点lとうつって， ABB'A'はCBB'C'になったとする。とりは並進的に進行する

から，底面 ANの長さは，変形後も圧縮前の長さに保たれ，AN=ceである。 したがって，

AC=Neとなり， CBB'C'も平行四辺形となる。 図aの三角形 ABCの部分を拡大して，図

b に示した。ムABCの各辺の長さを，図のように a，b， cとする。乙のうち，bは，上にの

べたように，底面 ANにそうとり量にひとしい。 三角形の頂点 Cから，底辺 AB!乙垂線を下

し，その足を Dとすると，圧縮による軸方向の歪εは， ε=AD/ABである。ここに， ABzc，

AD=bベき-(/)= b sin (/だから

e = b sin θ/c (5.8) 

となる。

つぎに，点 Bから，底面 ANに垂線を下じ，その足を Hとする。圧縮によって点 Hが

，底面 ANの点 Kにきたとすると， HKの長さは，もちろん互Eの長さにひとしく，画K=bで

ある。勇断歪 Tは，定義lとより， r=HK厚亘である。ここに，BH=c cos {/，百豆=bだから
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第3図 圧縮軸に対する結晶方位が Oの単結品氷の薄片を単純圧

縮したばあいの，勇断歪速度 fと，軸方向の歪速度語と
の関係を求めるための図。

a 2枚の底商AA'， BB'ではさまれる平行四辺形が，ある一定量圧縮したのち
lζ，平行四辺形 CBB'C'tcなったとする。

b 図aのムABCの部分を拡大した図。ムABCの頂点Cから底辺 ABIζ下し

Tこ垂線の足を Dとすると，軸方向の歪εは， e=AD/ABである。一方，

B点から底面AA/1(下し7こ垂線の足を Hとし， H点は，圧縮後， K点IC来

たとすると，勇断歪 Tは， r=HK/BHである。

r = b/c cos tJ (5.9) 

となる。

(5.8)， (5. 9)式から ，b， cを消去すると

r = e/sin () cos 。 (5.10) 

となる。したがって，圧縮軸に対する結晶方位が θなる単結晶氷を単純圧縮したばあい，勇断

歪速度Tと，軸方向の歪速度さとの聞には，次の関係がなりたつことがわかる。

7"=三/sin() cos I! (5. 11) 

g (主定常変形時の歪速度だから，ま=hN=必Jである。よって，tは

7" = xoN sin θcos () (5. 12) 

となる。そのときのとり面の到断応力 Tは，定常変形勇断応力"ryだから，tもでも定常変形を

行なう乙とによって得られる。 そこで Xo，がをいろいろ変えて，tと'Yとを実験で求めた。

ただし，この際次のような注意をして行なった。

今までの議論においては， Jこり面の両端はつねに自由表面であると，暗に仮定してきた。
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しかし，実際には θが大きくて 900
(ζ近いほど，

また，試験の圧縮(引張り)方向の長さ Sと幅ザと

の上1:;~/可が小さいほど，とり面の端は，圧縮板あ

るいは受圧板と接触する機会が多くなるために，

とり面からの転位の散逸が自由でなくなり， 転

位の堆積その他の影響が大きくなる。 逆l乙 tJ

が小さく， ~/甲が大きいほど，とり面の両端は自

由になるから，このようなおそれが少なくなる。

θをあまり小さくして， 0 (ζ近くしてしまうと，

単純なとりによる変形をおこし雑くなってしま

うので，実際にはがを 200__450 にえらび，また，

変形方向l乙長い形の試料を用いて実験しやすい

引張り試験を主として行なった。

τが臨界珂断応力 rcより小さいときは，r=o
でなければならないととを考慮に入れて， 実験

で得た r，(τー てJを両対数回盛のグラフ用紙に記

入したのが第 4図である。 かなりのばらつきは

あるが， 点はほぼ図の直線にのっていると見て

よいであろう。 それで，rと{τ-tJとは，近似

的に
r = s(r-rc)π 

100 
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M
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第4図 単純引張り試験によって求めた

単結晶氷の勇断歪速度 fと，応

力 zとの関係。縦軸，横軸とも
対数回盛である。

(5.13) 

ョという関係にある乙とがわかる。直線の傾斜から n求めると ，n--3.0である。よって， (5. 13) 

式は
t = s(r-'rc)3 (5.14) 

ζ日ト7.3X10イ叫!(些Y
¥ S巴C / I ¥ cm 

となる。 乙の式は， r~τc の応力 τ の下では，氷の男断歪速度が T の三乗に比例して増大する

乙とを示している。乙れは，前にのべた Steinemannや Butkovichらの結果とほぼ一致した結

果である。 (5.11)式を用いて，tを Et乙なおすと

ま=s sin tJ CQS θ(r一九)' (5.15) 

(5. 14)， (5.15)式が，実験的lζ求めた，単結晶氷の定常変形時における歪速度と応力との関

係である。 (5.15)式は，前項 (1)で転位論的l乙導いた式(5.5)，(5.6) Iζ対応する式である。 (5.6)

式 :E=sf(r)のf(τ)は，実験によって，近似的lとがの形をもっ乙とがわかっーたのである。
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VI. 氷の転位の移動速度

(1) 氷の転位の移動速度と応力との関係

93 

本節では，前節で求めた氷の歪速度と応力との関係を利用して，任意の応力lこ対応する転

位の移動速度を求めてみよう。

前節の (5.5)式， (5. 15)式からさを消去して，整頓すると

v = 7':Gß~バOcos t1 (，_ .. ，，)3 
=ー一一N ， (6.1) 

(cm¥I/dyne¥ 3 

がえられる。ここに， G， s， ..。は指数で，G-3 X 1010 dy吋 cm2
; s-7.3X1W25

(長 )f(己記)，

ro-2 x 105 dyne/cm2
である。 また ， N は、定常変形時に活動している F-RiJJ.J~の総数である O

これは，薄片の大きさや結晶方位lとよって変化する量なので，議論するときに不便である。そ

こで， 定常変形時[と活動中の F-R源の， 結晶主軸方向lこそう単位長さ当りに含まれる数を考

え， それを N。とする。 N。は，定常変形時lと活動している F-R源を含む底r!II聞の平均間隔を

hとすると

No = l/h (6.2) 

で与えられる。長さ乙結晶方位が Hの単結晶氷の薄片が定前努形を行なっているとき，活動

する F-R源の総数，すなわち， (6. 1)式lこ含まれる N は，N-; cos (//hである。よって

爪=す-N/~ cosθ 

これを用いて (6.1)式を書きなおすと

となる。

。 πGs (，-ro)3 
一一一一一一No .. 

(6.3) 

(6.4) 

第 V節でのべたように， J.Vは応力 rの函数であるの従って，N，。も rの凶数である。もし

Noとτとの函数関係が求まると，それを (6.4)式に代入することによって， 転位の移動速度 U

と，応力 τとの一般的な関係がえられる。 そ乙で， (欠lζ，JV。と Tとの関係について考えてみ

よう o

第 IIIE!ijにおいて，単結晶氷をある一定の速度ムで圧縮したばあい， F-R源(10)が活動を

はじめたのち，んによってきまるある一定の時間間隔 t。経泌するごとに， F-R源(lよ (12)' ... 

が順次活動しはじめると仮定した(乙の仮定は， F-R源の長さの!JiJi度分布lこも関係があるので，

報告 IVで， くわしく議論する予定であるt'が，第 1図の OAI乙示したように，"Yのすぐ近

くまで，時間 tとともに直線的に増大する ζ とを考慮すると，上の仮定は，定常変形lζ入るま

でに活性化する F-R源の数が，応力に比例して増大することを要治する。'<:""では活動する

F-R泌がないことを考慮に入れると

No = k(て一九) (6.5) 
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となる。 (6.2)式lとより ，No=1/hであるから，実際lζは，定常変形i停に表illilと生じたとり帝京の

平均間隔 hを測定して Noを求める τ・三τy'-3.2x 10' dyn巴/cm2のときの hが約 15μ であった

ことから， (6.5)式の hを求めると

となる。

(6.5)式を (6.4)式に代入すると

k -2.2 X 10-"( -d~:e ) 

UπGs (τ-7:，)' 
一一一一- k τ (6.6) 

がえられる。これが求めようとした，氷の'I!L、iv:の移動速度と列断応力との一般的な関係式であ

る。ただし

である。

7:?>τcのとき， (6.6)式は

。-7.3 X 1O-
2S

(ま)!(生子y…X 10-'(品)

U π68 ~一一 一一・ τ (6.7) 

となる。 すなわち， τ〉れのばあいには，氷のむ位の移動速度は，とりj(ii0.底!ui)(乙働く yy'断応

力の大きさに比例した迷さでとり lI!i上を移動することがわかった。

(2) 氷の転位の移動速度

前項で導いた (6，6)式を用いると， 任志の大きさの ~y断応力7:(こ対する転位の移動迷度を

計算することができる。 G，{j， kなどの値を (6.6)式に代入すると

(τ一九)2
-(3，1 X 10-10

)・ f一一 (6，8) 

となる。 この式によって求めた τとUとの関係を，第 5図lζ示した。温度が-lOOCにおける

氷の転位の移動速度は oから，破壊強度lζ対応する約 60μ/secにいたるまで，ほぼ直線的lこ

変化する。もちろん，乙れらの値は， -lOoCより高い温度において，もっと大きな値になるは

ずであるが，む位の移動速度の温度依存性lこ関しては，現在実験中で，それについては別の機

会にのべることにする。

金属における j忌位の速度が，通常数 m/secのていどであるといわれているのに反し，氷の

それが ζ のように小さな値なのは，金属と氷とにおける結合方式の相違，実験l乙用いる応力の

相違(金属では通常数 kg/mm2ていどの応力が使われる)， 剛性率のちがい(氷の剛性率は，一

般の金属のそれより 1桁小さし、)などによるのであろう。
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第5図 氷の結晶における転位の移動速度 U と，こり凶lζ働く勇断応力 zとの関係。

VII. ま と め

前報告 Iでは，氷の転位，転位網，転[立の増殖源などについて， くわしくのべた。それに

基いて，本報告・では，単結品氷を一定.iA度で庄縮(1m長り)してえられる反抗力曲線を，転位三'Ifu

的な立場で考えてみた。それと同時に，氷の転位の移動速度，氷の臨界勇断応力などを実験で

求めた。それらをまとめると次のような乙とがいえる。

(t) 氷の臨界努断応力'1"0を実験で求めた結果，'l"c~200 g/cm2
の値をえたo

(2) 氷を圧縮してえられる反抗力曲線は，力の熔大部分と，カが一定に保たれる定常部分

とに分けられる。カの増大部分は一般に，弾性変形の部分といわれているが，実際にはこの部

分で氷はすでに塑性変形をおこしていることを，いくつかの実験で示した。

(3) 氷の変形はすべて，転位が発生，移動することによって，氷がとる結果と考えた。反

抗力の増大過程，定常温程を，このような立場ーで解釈し，第 2図にそれを模型的lこ示した。反

抗力の培大過程は，転位の発生，移動による氷の ~~7f;;速度 2 が、外部から氷 l乙与えられる圧縮

速度れより小さい過程lζ対応する。転位の増殖法Kから発生する転{立の数と速度とが，圧縮の進

行とともにますので，tは加速度的lこ増大する。やがて，tが :i:oICひとしくなると，反抗力の

増加はそこで停止する。これが反抗力曲線の定常部分である。
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(4) 定市変形過程での氷の歪速度 tを転(立論的に求めたところ

ま=Nv， sin tI/-rrG; (5.5) 

がえられた。 ここに N;活動中のフランク・リード源の総数， τ;とり r(liにそう JjIj断応力，

v;転伎の移動速度， tI;圧縮方向l乙対する結晶方位。 G;氷の剛性2←キ札+

(得伺5旬) 圧縮方向lにと対する結晶方位カが1θ なる単結晶氷を単純圧縮(または引張り)したばあいの

9鈎珂与3宇断歪j述虫度 Tと，庄縮軸方向における歪速度 tとの間には

r=正/sinθcosθ (5.11) 

の関係があることを示した(第 3図参照)。

(6) 定常変形過程における氷の労断歪速度 TとBy断応力 τとの関係を実験的lこ求めた結果

(第4図)，

i: = s ('-'c)' (5.14) 

がえられた。ただし，s-7.3 X 10-25 (CGS)，τc ，氷の臨界労断応力σ

(7) 転位論的に求めた圧縮軸方向の歪速度まと応力 T との式 (5.5)式と，塑性論で求めたま

と明断歪速度fとの関係 (5.11)式， および，実験でえた fとrとの関係 (5.14)式を用いて，氷

の転位の移動迷度 U と応力 T との関係 ;υ=!(，)を求めた。 (6.6)式がそれである。

(6.6) 

ここに k-2.2X 10' (CGS)。応力 τ がI~~{;界男断応力れよりずっと大きいばあいには ， vはτに

比例する。

(8) (6.6)式によって，任志の応力 τに対応する転位の移動速度 Uを求め，第 5図にそれを

示した。 Uは0から，破壊応力lと対応する 6011/secていどにいたるまでを， 1乙応じて直線的

l乙変化する。

おわりに，終始御指導をいただいた吉白Ii偵五教授に厚く御礼を申し上げます。また，原子

力研究所の鈴木秀次博士lとは，いろいろと御批判，御討論していただいた乙とに感謝欽レます。

なお，乙の研究lζ用いた費用の一部は，文部省科学研究費から支出された。
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R白ume

As stated in the previous paper (Plastic deformation of ice， 1)， the dislocations in single 

crystals of ice make three dimensional networks and the dislocations located in the basa! 

planes of the crystals act as Frank.Read sources generating new dislocation loops when 

subjected to shear stresses. The generated dislocation loops expand causing slips onthe 

basal planes to which the main part of the plastic deformation is due. Taking accpunt of 

such a nature of the dislocations in the basal planes， and， taking advantage of certain 

theorems in the theory of dislocation， the author interprets the results which he obtained 

by his own experiments upon the deformation of single crystals of ice. 

(1) Experimental results concerned with the relaxation of stress. As described in the 

previous paper‘a thin plate of a single crystal of ice， when extended or compressed 

laterally at a strain rateまbelowa certain critical value， gives such a strain-time curve as 

shown by OABCD in Fig. 1 of the text. The relaxation of sress d shown by the last 

portion CD of that curve results from stopping the extension or compression at point C 

The r巴laxationof stress occurs also when the extension or compression is stopped in the 

first stage OA of rising stress i for instance， if the extension or compression is stopped at 

E. the stressσdeclines along curve E，F，. As will be shown afterwards， the relaxation of 

stress occurs on account of slips on the basal planes of ice crystals; the relaxation can be 

regarded as an indication of plasticity. Therefore the str巴ssin the first stage OA of the 

curve can never be a purely elastic one although it rises in a straight line as is also the 

case with a purely elastic body 

The lower the point lies at which the extension or compression is stopped On line 

OA， the more slowly the stress relaxes and finally th巴 relaxationbecomes unobservable 

when the stress at that point comes to be less than a value に Thevalue do depends on 

the angle fI between the c-axis of the ice crystal and the direction of extension or com-

pression， being given by dc = ，/sinθcos θwhen τis put equal to 200 gr-wt/cm' at _lQoC. 

From this fact it may be said that the smallest shear stress '0， the critical shear stress， at 

which the basal planes of ice crystal begins to slip， lies around the value of 200 gr-wt/cm'. 

(2) Generation and motion of dislocations in the basal planes during the compression. 

The series of figures marked a， b， c， ・・ in Fig. 2 of the text il 



98 若浜五郎

of the ice crystal which makes angle H with the direction of compression. Metal plate P 

attached to the left end of the ice plate moves rightwards at constant speed .1:0 while 

another metal plate Q at its right end pushes metal rod R connected with且 force-measuring

device (not shown in the figure). The oblique straight lin巴smarked So， S" S2' ・・. represent 

'active basal planes' in each of which a Frank-Read source indicated by dotted circle is 

located. As stated in the previ.ous paper， a basal plane cannot always act as a slip plane 

even though it is provided with Frank-Read sources， because dislocations in the neighbour-

ing basal planes may interfere with the motion of the dislocations in the basal plane in 

question. But some of the basal planes will chance to be free from such interferences 

making themselves slip planes; those are above called ‘activ巴 basalplanes' 

For a Frank-Read source to begin generatingnew dislocations it needs to be acted 

upon by shear stress of the magnitude τ= Gbjl， where G， b and [ are respectively the 

ngほityof ice， the strength of Burgers vector a吋 thelength of the Fra此 -Readsource. 

Let it be assumed that the Frank-Read sources in the active basal planes so， S" S，‘'" are 

respectively of lengths lo， [1' l2'… and lo>ll>l2‘へ Thenthe stress ri=Gbjli need巴dfor 

the Frank-Read source inιth active basal plane to begin working increases as the number 

i becomes larger. 

When metal plate P at the left end of the ice plate in Fig. 2 begins to move there 

begins 10 appear on every basal plane a shear stress τgiven by a sin θcos H， a being the 

normal stress in the direction of th巴 compressionwhich is recorded on the force measuring 

device. But， as long as τremains below ro=GbjIQ' no Frank-Read source works and the 

ice plat巴 iscompressed elastically. The second figure b of Fig. 2 shows the ice plate in 

this state. Then there comes the state of the third figur巴 C of Fig. 2 where r exceeded 1"0 

and the Frank-Read source in basal plane so has begun generating new dislocations to 

cause a partial slip 011 that basal plane. The rate 11 of production of the new dislocations 

as well as their expanding velocity v are dependent on shear stress 1"; the smaller 1" is， 

the smaller both 1I and v ar巴目 Therefore the reduction in the length ~ of the ice plate 

due to the slips occurring on basal plane So is not enough to cancel the compression causεd 

by the moving plate P. On that acconnt a， conseq uently ， a150， keeps increa5ing to bring 

into pla 
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denoted by ~， the increasing rate r. =g/~ uf the strain of contr呂ction.is shown to be given by 

Nvτy sin tJ 
<:= 

rrG~ 
( 1 ) 

where N represents the number of the Frank-Read sourc巴swith lengths longer than ly. 

(3) Shear stress τand the increasing rate t of shear strain. The increasing rate S of 

the strain of contraction and the increasing rate t of the shear strain on the basal planes 

are connected. with each other by the formula 

t = r./sinθcos θ (2  ) 

because the ice plate contracts only because of the slips on the basal planes. Since 6y 

increases with increase in the speed of the moving plate P， consequently with increase in 

S， as stated in the previous paper， the relationship between -ry and t ca:n be found by 

measuring 6 Y at di妊erentspeeds of plate P. The results of the measurement are shown 

by small circles in Fig. 4 of the text目 Althoughthe small circles are scatt巴redin the figure， 

they are positioned near the straight line drawn there， which yields as the relationship 

between t and τthe formula 

fコ s(r-rcl3， ( 3 ) 

。bei昭 equalto 7.3 x 10-25 (cm/sec)j(dyne/cm2
)'. Here the general symbol -r for shear stress 

is used instead of -ry， because t should depend upon the value of shear stress itself irre-

spective of whether the shear stress is changing or not (ry is the symbol for the steady 

shear stress which does not change 'with time) 

(4) Shear stress r on the basal planes and the advancing speed v of dislocations. By 

the use of formulae (2) and (3)， formula (1) is transformed into 

U 一・ 7[G~ßcos tJ (-r-rc)3 -一一一一N -r 
( 4) 

Number N of the basal planes on which slips are occurring due to the activation of the 

Frank-Read sources located in them is assumed to increase in proportion to (r-rc) 

Number N will be proportional also to ~ cos θ， because the spacing between the adjacent 

sIipping basaI planes wiII be determined only by the shear stress r. Then N is given by 

N = k; cos tJ (r一九)， (5) 

where k is a constant to be determined by experim巴nts. Formula (4) isもhentransformed 

into 

v=πGs (τ--rcI
2 

一一k r 
( 6 ) 

the formula connecting the advancing speed v of the dislocations with τand the charac-

teristic quantities of ice crystaI. When r>τc as is usuaIIy the case， the above formula is 

wntten as 

v=πGs -
k 

(7 ) 

The spacing h = ~ cos tJμV between two adjacent slipping basaI planes is given by the 
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spacing between the slip lines observab1.e on the surface of the compressed plat巴 ofice 

crystal. The actual microscopic observations on the slip lines gave 15μas the value of h 

for θ=200_450 and 'l" =3.2 kg-wt/cm2 at -lOoC. From that experimental value of h and 

by the use of formula (5)， the value of k is given as 

k = 2.2 X 10-4 cm/dyne . 

By putting into formula (6) the numerical values of the constants G， s and k， the 

values of v were calculated for di任erentvalues of -r and the. curve relating υwithτwas 

drawn in Fig. 5 of the text. The largest shear stress that the basal planes of ice crystal 

can stand without fracture will be 20 kg-wt/cm2 or thereabout. Then， as seen from that 

figure， the greatest speed the dislocations in ice crystal can have turns out to be 60-80 

/I/sec. This value of v is extremely small compared to the advancing speed of dislocations 

in metals which is known as to be of the order of m/sec. 
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