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ガラスの限界安定性
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ガラスの脆さを物理学で理解してみよう
●

水野英如
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液体では分子は無秩序な状態で熱運動している。その液体を急冷して，分子を無秩序な状態のまま固化させたものが「ガラス」
である。物理学の世界では，規則的な結晶と対比して，ガラスを無秩序な固体あるいは不規則な固体と呼ぶ。ガラスと聞いて，何
をイメージするだろうか。
「脆い」
「割れやすい」
，
「壊れやすい」
，
というイメージがあるのではないだろうか。実際にガラスは，割れ物
として注意深く扱われる。近年，ガラスの物理学の発展に伴い，ガラスの脆さを象徴する概念として「限界安定性（英語では
marginal stability）
」が特別な注目を集めている。レプリカ理論や有効媒質理論といった代表的な理論は共通して，ガラスがギ
リギリ安定であることを主張する。本稿では，ガラスがギリギリ安定な固体であることを，ガラスの力学物性と熱物性から解説す
る。日常生活で経験する「ガラスの脆さ」を物理学の観点から理解してみよう。
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元の谷底に戻る。すなわち，安定である。一方で，図
1b ではボールは山頂で静止している。この場合，ボー
ルの位置をずらすと遠くへと転がっていってしまい，
元の山頂に戻ることはない。すなわち，不安定である。
では，結晶やガラスといった「固体」の安定性と不
安定性を考えてみよう。固体に加える擾乱として力学
的な歪みが考えられる。図 2a では例として剪断変形
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図 1 ボールの安定性と不安定性。ボールが（a）安定，
（b）不
安定，
（c）限界安定な状態で静止している

させた場合を示す。そこで，固体に力を与えて歪ませ
た後に力を除いたとき，固体がどのように応答するか
を考えてみよう。安定である場合，力を与えている間
は「弾性変形」をして，その後力を除いたときは元の
形に戻る。逆に不安定である場合は，力を与えたとき
に「塑性変形」あるいは「破壊」といった著しい応答

図 2 （a）分子シミュレーションによりガラスを剪断変形させた
ときの様子，
（b）分子の再配置における変位の様子

（a）は，赤と緑の 2 つの分子から構成されたガラスの分子シミュレーションの
様子を示す。（b）は，剪断変形させたときに生じる分子の再配置の可視化図を
示す。各分子の変位を矢印によって表している。可視化の目的で 2 次元のシ
ミュレーション結果を示すが，3 次元についても似た再配置を確認できる。文
献 4）より引用。

が生じて，力を除いても元の形に戻ることはない。
一般に結晶は安定である。結晶に力を与えて歪ませ
ると弾性変形し，力を抜くと元の形に戻る。結晶とは
対照的に，レプリカ理論 と有効媒質理論

視的な塑性変形」と捉えることもできる。
したがって，ガラスに歪みを与えると，微小とは言

はガラス

え塑性的な応答が生じて，厳密には元の形に戻らない

が限界安定（ギリギリ安定）であることを主張する。

ので，安定とは言えない。一方で，いわゆる巨視的な

1）

2, 3）

ガラスの限界安定性と力学物性

準備ができたので限界安定性の話に入っていこう。

塑性変形が生じるわけではないので，不安定とも言え
ない。図 1 のボールの例で言うならば，元の位置に戻
るわけでもなく，遠くへと転がっていってしまうわけ

限界安定とは安定と不安定の境界を指す。図 1 のボー

でもなく，平面上でわずかに移動する程度の応答であ

ルの例では，図 1c のようにボールが平面上に静止して

る。したがって，ガラスは安定でも不安定でもない，

いる状況が限界安定に対応する。この場合，ボールの

それらの境界の限界安定と言えるだろう。

位置をずらすと，元の位置に戻ることもなければ，遠

一般に固体の力学物性を測る際は，横軸に歪み，縦

くへと転がっていってしまうこともない。すなわち，

軸に応力をとってデータをプロットする。弾性体の場

安定でも不安定でもなく，それらの境界と言える。

合，応力・歪み曲線は線形な直線となる。ガラスの場

では，限界安定なガラスは，どのように振る舞うだ

合も一般に，線形な直線となるため，一見すると安定

ろうか。力学的な歪みを加えたときの応答を見てみよ

な弾性体として振る舞っているように見える。しかし

う。結果から言うと，ガラスでは「分子の再配置」が

ながら，実際には微視的な塑性変形が発生しており，

局所的に生じる 。安定な場合の弾性変形では，分子は

厳密な弾性応答ではないのである。微視的な塑性変形

歪みに追随した変位のみを示すのだが，ガラスの分子

が起こっても，巨視的な物理量である応力・歪み曲線

はそれに加えて，それとは全く別の変位を示す。この

にはその影響が現れない，ということである。

4）

付加的な変位（すなわち再配置）は，塑性変形と似た
ものであるが，極めて微小である。実際に「分子シミュ
レーション」
と呼ばれる数値実験によって観測すると，

ガラスの限界安定性と熱物性

これまではガラスの限界安定性を力学物性から見て

図 2b に示すような多くとも数万個程度の局所的な分

きた。次に，熱物性，本稿では「比熱」から見てみよ

子が変位するのみである。モル（6×10 個）の分子か

う。比熱とは単位温度上げるのに必要な熱量を指す。

ら成る固体において，わずか数万個の分子が関わる現

ガラスと結晶では，低温における比熱の温度依存性が

象は極めて微小である。そのため，分子の再配置を「微

大きく異なることが，古くから観測されてきた。図 3
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想定したことにある。安定な結晶では確かに分子は 1
つの配置（格子構造）のまわりを振動する。しかし，
限界安定なガラスでは，わずかでも温度を与えると図
2b に示すような「分子の再配置」が生じる 6）。すなわ
ち，ガラスの分子は再配置を繰り返し，配置を時々
刻々と変えながら振動する。
「固体の分子は 1 つの配置
のまわりを振動する」という素朴な期待は，ガラスに
は通用しないのだ。ガラスの熱物性を正しく理解する
には，振動に加えて再配置を考慮する必要がある。
有限温度のガラスでは，分子は絶えず再配置を繰り
返しながら熱振動を行う。しかしながら，液体の流動
のように遠方に拡散することはなく，あくまでも拘束
された空間内を運動し，したがって，ガラスは固体状
図3

態を維持することを強調しておく 6）。現状では，「分子

比熱の温度依存性

SiO 2 の結晶とガラスの比熱について，実験による計測値をプロットする。
低温において，結晶の比熱は温度の 3 乗で増加するのに対して，ガラスの比
熱は温度に線形で増加する。文献 5）より引用。

の再配置」が「比熱の温度線形依存」を生み出すのか，
という問いには完全な決着はついていないが，両者が
深く関連していることは確実である。したがって，結

に示すように，結晶の比熱は「温度の 3 乗」で増加す

晶の比熱の温度 3 乗依存は安定性を反映しているのに

るのに対して，ガラスの比熱は「温度に線形」で増加

対して，ガラスの比熱の温度線形依存は限界安定性，

する 。温度の 3 乗依存は「デバイ理論」によって説明

つまりガラスの脆さを反映していると言える。

5）

できる。一方で，温度の線形依存はいまだに完全な理

おわりに

解には至っていないが，近年の研究によってガラスの

窓ガラスをはじめとしてガラスはとても馴染み深い

限界安定性と関係することがわかってきた。
有限温度の固体中では，分子は絶え間なく熱運動を

ものである。ところが，それを物理学で記述しようと

行っており，この熱運動の特性が熱物性を決める。そ

すると，固体か液体のどちらとして扱うべきなのか，

のため，熱物性を理解するには，分子の熱運動に基づ

掴み所のない存在となる。実際に，レプリカ理論 1）は

いて理論を構築する必要がある。素朴には，
「固体の分

液体論を基盤とする理論である一方で，有効媒質理

子は 1 つの配置のまわりを振動する」と期待できる。

論 2, 3）は固体の理論である。これら異なるアプローチの

そこで，結晶では規則的な格子構造のまわりを振動

理論がともに，ガラスの限界安定性を導き出したこと

し，ガラスでは不規則な配置のまわりを振動すると想

は，ガラス物理の大きな進歩である。ガラスの限界安

定することが自然であろう。この想定に基づき結晶に

定性は，掴み所のないガラスに対して，それは（安定

ついて構築した理論がデバイ理論であり，比熱の温度

な）固体でもなく（不安定な）液体でもない，それら

3 乗依存を見事に説明する。

の中間的な存在であることを主張するとも言えるだろ

一方で，ガラスについてはデバイ理論に不規則性が
組み込まれた理論ができ上がる。ところが，この理論
は比熱が温度のおおよそ 3 乗に依存することを主張
し，温度の線形依存を説明できない。なぜ結晶で上手
くいった理論的アプローチがガラスでは上手くいかな
くなってしまうのであろうか。その理由がガラスの限
界安定性にあるのだ。
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問題は，
「分子が 1 つの配置のまわりを振動する」と
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