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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属ガラスを成形するための急速コンデンサ放電形成（ＲＣＤＦ）装置であって、
　原料バレル基板と絶縁フィルムとを含む原料バレル、
　を含み、
　前記フィルムは、原料サンプルに隣接するように構成された前記基板の内部面上に配置
される、
　ことを特徴とするＲＣＤＦ装置。
【請求項２】
　金属ガラス原料サンプルを加熱するように構成された電気エネルギの供給源であって、
該供給源が、前記原料バレルの両端に配置された対電極の少なくとも一方に電気的に接続
され、該電極が、該原料サンプルが該原料バレルにロードされる時に該原料サンプルを均
一に加熱するのに十分な電気エネルギを放電するように構成される前記電気エネルギの供
給源と、
　前記原料サンプルに対して成形関係に配置され、加熱された時に該原料サンプルを物品
に成形するのに十分な変形力を印加するように構成されたた成形工具と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項３】
　前記成形工具は、結晶化を回避するのに十分な速度で前記物品を冷却するように構成さ
れることを特徴とする請求項２に記載のＲＣＤＦ装置。
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【請求項４】
　前記絶縁フィルムは、少なくとも１ｘ１０5μΩ－ｃｍの電気抵抗率を有することを特
徴とする請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項５】
　前記絶縁フィルムは、前記金属ガラス原料サンプルの電気抵抗率よりも少なくとも１０
3倍高い電気抵抗率を有することを特徴とする請求項４に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項６】
　前記絶縁フィルムは、少なくとも５ｋＶ／ｍｍの誘電強度を有することを特徴とする請
求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項７】
　前記絶縁フィルムは、１０００Ｖよりも高い誘電破壊電圧を有することを特徴とする請
求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項８】
　前記絶縁フィルムは、０．１ｍｍ／ｓ未満の熱拡散率を有することを特徴とする請求項
１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項９】
　前記電気絶縁フィルムは、０．０５ｓよりも長い熱緩和時間を有することを特徴とする
請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１０】
　前記絶縁フィルムは、前記基板の厚みの５％に等しいか又はそれ未満の厚みｔを有する
ことを特徴とする請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１１】
　前記絶縁フィルムは、５００マイクロメートルに等しいか又はそれ未満の厚みｔを有す
ることを特徴とする請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１２】
　前記絶縁フィルムは、ポリマー、セルロース系材料、及びセラミックから構成される群
から選択された材料を含むことを特徴とする請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１３】
　前記絶縁フィルムは、ポリテトラフルオロエチレン、フェノール樹脂、高密度ポリエチ
レン、低密度ポリエチレン、ポリイミド、赤色絶縁ワニス、及び紙から構成される前記群
から選択された材料を含むことを特徴とする請求項１２に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１４】
　前記電気絶縁フィルムは、接着剤によって前記基板の表面に接着されることを特徴とす
る請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１５】
　前記バレル基板は、少なくとも３０ＭＰａｍ1/2の平面歪み破壊強靭性を有することを
特徴とする請求項１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１６】
　前記バレル基板は、少なくとも３０ＭＰａの降伏強度を有することを特徴とする請求項
１に記載のＲＣＤＦ装置。
【請求項１７】
　前記バレル基板は、低炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン合金、アルミニウ
ム合金、銅合金、真鍮及び青銅、及びニッケルと、アルミニウムと、銅と、チタンとのよ
うな純金属から構成される群から選択された材料を含むことを特徴とする請求項１に記載
のＲＣＤＦ装置。
【請求項１８】
　ＲＣＤＦサイクルを使用してバルク金属ガラス原料を加熱かつ成形する方法であって、
　バレル基板と絶縁フィルムとを含む原料バレルに配置された金属ガラス原料サンプルに
わたって電気エネルギを放電する段階であって、金属ガラスのＴｇと金属ガラス形成合金
のＴｍの間の処理温度まで該金属ガラス原料サンプルを加熱するために、該絶縁フィルム
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が、該金属ガラス原料サンプルに隣接するように構成された該基板の内部面上に配置され
る前記放電する段階と、
　変形力を印加して前記加熱された金属ガラス原料サンプルを物品に成形する段階と、
　前記金属ガラスの前記Ｔｇよりも低い温度まで前記物品を冷却する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記絶縁フィルムは、前記ＲＣＤＦサイクル中の壊滅的故障を防止するような熱的及び
化学的安定性を有する材料を含むことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記絶縁フィルムは、前記ＲＣＤＦサイクル中に該絶縁フィルムを横切って流れる電流
を無視することができるような電気抵抗率及び誘電強度を有する材料を含むことを特徴と
する請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本出願は、引用によってその全体が本明細書に組み込まれている２０１３年１０月３日
出願の「絶縁フィルムで被覆された強靭な基板を含む金属ガラスの原料バレル急速放電形
成」という名称の米国特許仮出願第６１／８８６，４７７号の「３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１
１９（ｅ）」の下での利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明の開示は、熱的及び電気的絶縁フィルムで被覆された原料バレルに関する。バレ
ルは、急速コンデンサ放電形成（ＲＣＤＦ）技術によって金属ガラスを射出成形するため
に使用することができる。
【背景技術】
【０００３】
　米国特許公開第８，６１３，８１３号明細書は、ある一定の態様において、電気エネル
ギの量子が、実質的に均一な断面を有する実質的に欠陥のない金属ガラスサンプルを通し
て放電されて金属ガラスのガラス遷移温度と金属ガラス形成合金の平衡溶融温度との間の
処理温度までサンプルを急速に加熱し、次に、変形力を印加して加熱サンプルを物品に成
形し、次に、この物品を冷却して金属ガラス物品を形成する電流の急速放電を使用して金
属ガラスを急速に加熱及び成形する方法に関するものである。
【０００４】
　米国特許公開第２０１３／００２５８１４号明細書は、ある一定の態様において、加熱
された原料を電気的に絶縁して機械的に閉じ込めるのに使用される絶縁原料バレル又は「
バレル」の開示を含むＲＳＤＦ方法を使用する金属ガラス物品を射出成形する方法及び装
置に関するものである。上述の特許公開の各々は、引用によってその全体が本明細書に組
み込まれている。
【０００５】
　ＲＣＤＦ処理において、複数のＲＣＤＦサイクルに耐えることができる原料バレルが考
えられている。一般的に、強化セラミックが、原料バレルの基板に使用されている。セラ
ミックは、高温まで電気絶縁性及び化学的に安定であり、かなりの強靭性を示すことがで
きる。しかし、セラミックは、一般的に比較的高価な材料であり、これらを強化するのに
使用する様々な処理は、複雑かつ労働集約的であり、かつ総原価を有意に増加させる。セ
ラミックの機械加工は、一般的に困難かつ時間集約的であり、高価な工具を必要とする。
従って、たとえ強化セラミックで工具寿命の延長を達成して複数のＲＣＤＦサイクルを可
能にしても、高い総原価により、セラミックバレルのＲＣＤＦサイクル当たりの費用は、
依然として多くの用途に対して非常に高くなる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】米国特許公開第８，６１３，８１３号明細書
【特許文献２】米国特許公開第２０１３／００２５８１４号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｍ．Ｆ．Ａｓｈｂｙ及びＤ．Ｒ．Ｈ．Ｊｏｎｅｓ著「工学材料１：特性
、用途、及び設計への導入」、第３版，Ｅｌｓｖｉｅｒ　ＵＫ，２００５　ｐ．１１０及
び１７８
【非特許文献２】Ａｓｈｂｙ，Ｍ．Ｆ．著「機械的設計における材料選択」（Ｐｅｒｇａ
ｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，１９９２，ｐ３８
【非特許文献３】ｗｗｗ．ｍａｔｗｅｂ．ｃｏｍ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　電気絶縁性であり、かつ少なくとも１つのＲＣＤＦサイクルに耐える損傷許容性を有す
るＲＣＤＦ用途のための代替バレルに対する必要性が残っている。ＲＣＤＦ方法における
原料バレルの性能に関連付けられる問題は、機械的判断基準から熱的及び電気的判断基準
を切り離すことによって克服することができる。これは、機械的弾力性であるバレル基板
を使用し、一方で原料と接触するバレル基板の内部面上に絶縁フィルムを配置することに
よって達成することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の開示は、金属ガラス物品を形成するＲＣＤＦ方法に使用するための原料バレル
に関する。一部の実施形態において、金属ガラスを成形するためのＲＣＤＦ装置は、バレ
ル基板と、原料をバレルにロードする時に原料サンプルに隣接するように構成されたバレ
ル基板の内部面上に配置された絶縁フィルムとを含む原料バレルを含む。
【００１０】
　一部の実施形態において、ＲＣＤＦ装置は、金属ガラス原料サンプルを加熱するように
構成された電気エネルギの供給源を含むことができる。電気エネルギの供給源は、原料バ
レルの両端に配置された対電極の少なくとも一方に電気的に接続することができる。電極
は、原料サンプルを原料バレルにロードする時に原料サンプルを均一に加熱するのに十分
な電気エネルギを放電するように構成することができる。更に、ＲＣＤＦ装置は、原料に
対して成形関係に配置された成形工具を含むことができる。成形工具は、加熱された時に
原料サンプルを物品に成形するのに十分な変形力を印加するように構成することができる
。一部の実施形態において、成形工具は、結晶化を回避するのに十分な速度で物品を冷却
するように構成することができる。
【００１１】
　様々な実施形態において、原料バレル基板は、少なくとも３０ＭＰａｍ1/2の平面歪み
破壊強靭性及び少なくとも３０ＭＰａの降伏強度を示すことができる。様々な実施形態に
おいて、絶縁フィルムは、基板厚の５％に等しいか又はそれ未満の厚みｔを有することが
できる。一部の実施形態において、絶縁フィルムは、５００μｍに等しいか又はそれ未満
の厚みｔを有する場合がある。
【００１２】
　様々な実施形態において、絶縁フィルムは、少なくとも１ｘ１０5μΩ－ｃｍの電気抵
抗率を有することができる。他の実施形態において、絶縁フィルムは、金属ガラス原料サ
ンプルの電気抵抗率よりも少なくとも１０3高い電気抵抗率を有する場合がある。追加の
実施形態において、絶縁フィルムは、１０００Ｖよりも高い「誘電破壊電圧」を有するこ
とができる。他の実施形態において、フィルムは、少なくとも５ｋＶ／ｍｍの誘電強度を
有する場合がある。
【００１３】
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　更に別の実施形態において、絶縁フィルムは、０．１ｓ．未満の「熱緩和時間」を有す
ることができる。更に他の実施形態において、フィルムは、０．１ｍｍ／ｓ未満の熱拡散
率を有することができる。様々な実施形態において、絶縁フィルムは、ＲＣＤＦサイクル
中の壊滅的故障を防止するように機械的、熱的、及び化学的安定性を有することができる
。
【００１４】
　別の実施形態において、バレル基板は、金属を含む。
【００１５】
　更に別の実施形態において、バレル基板は、低炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、
チタン合金、アルミニウム合金、銅合金、真鍮及び青銅、及びニッケル、アルミニウム、
銅、及びチタンのような純金属から構成される群から選択された金属を含む。
【００１６】
　別の実施形態において、絶縁フィルムは、ポリマーを含む。
【００１７】
　別の実施形態において、絶縁フィルムは、セルロース系材料を含む。
【００１８】
　別の実施形態において、絶縁フィルムは、セラミックを含む。
【００１９】
　更に別の実施形態において、バレル基板は、ポリテトラフルオロエチレン、フェノール
樹脂、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、Ｋａｐｔｏｎポリイミドフィルム、赤
色絶縁ワニス、及び紙から構成される群から選択された材料を含む。
【００２０】
　更に別の実施形態において、絶縁フィルムは、独立しており、かつ接着剤によってバレ
ル基板の内部面に接着される。
【００２１】
　更に別の実施形態において、絶縁フィルムは、湿潤噴霧コーティングによってバレル基
板の内部面上に堆積される。
【００２２】
　更に別の実施形態において、絶縁フィルムは、粉末堆積によってバレル基板の内部面上
に堆積される。
【００２３】
　更に別の実施形態において、絶縁フィルムは、化学蒸着によってバレル基板の内部面上
に堆積される。
【００２４】
　更に別の実施形態において、絶縁フィルムは、物理蒸着によってバレル基板の内部面上
に堆積される。
【００２５】
　更に他の実施形態において、本発明の開示は、ＲＣＤＦを使用してバルク金属ガラス原
料サンプルを加熱かつ成形する方法に関する。本方法は、バレル基板と絶縁フィルムとを
含む原料バレルに配置された金属ガラス原料サンプルにわたって原料サンプルを加熱する
ために処理温度まで電気エネルギを放電する段階を含むことができる。絶縁フィルムは、
金属ガラス原料サンプルに隣接するように構成されたバレル基板の内部面上に配置される
。処理温度は、金属ガラスのＴｇと金属ガラス形成合金のＴｍの間とすることができる。
ＲＣＤＦ方法は、変形力を印加して加熱原料サンプルを物品に成形する段階と、Ｔｇより
も低い温度まで物品を冷却する段階とを更に含むことができる。様々な態様において、原
料バレルの絶縁フィルムは、ＲＣＤＦ方法中の原料バレルの壊滅的故障を防止するように
熱的及び化学的安定性を有する。
【００２６】
　この説明は、本発明の開示の様々な実施形態として提示されて本発明の開示の範囲の完
全な列挙として解釈すべきではない以下の図及びデータグラフを参照してより完全に理解
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されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の開示の実施形態による急速コンデンサ放電形成装置の例示的実施形態の
概略図である。
【図２Ａ】本発明の開示の実施形態により原料及び電極を有するＫａｐｔｏｎ裏打ち鋼バ
レルの画像を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の開示の実施形態によるＫａｐｔｏｎ裏打ち鋼バレルを使用した射出成
形部品の画像を示す図である。
【図３Ａ】本発明の開示の実施形態によりＫａｐｔｏｎ裏打ちステンレス鋼バレルを使用
して形成された射出成形部品の非晶質性を検証するＸ線回折図である。
【図３Ｂ】各走査においてガラス遷移温度、結晶化温度、及び結晶化のエンタルピーが左
から右に順番に示されている本発明の開示の実施形態によりＫａｐｔｏｎ裏打ちステンレ
ス鋼バレルを使用して形成された射出成形部品の非晶質性を検証する示差熱量測定走査を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の開示は、機械的弾力性であり、かつＲＣＤＦ技術を使用して金属ガラス物品を
形成するのに使用することができる電気的かつ熱的絶縁性フィルムで被覆されたバレル基
板を含む原料バレルに関する。本発明の開示は、ＲＣＤＦ処理に原料バレルを使用する方
法にも関する。
【００２９】
　本発明の開示のある一定の態様において、コーティング、障壁コーティング、ライナ、
又はフィルムという用語は、障壁基板の表面に接着され、堆積され、結合されたか、又は
付加されたか又は取りつけられたいずれかの他の手段による材料の薄層を意味する。他の
態様において、これらの用語は、原料サンプルを原料バレルにロードする時にバレル基板
の内部面と原料サンプルの外部面の間のインタフェースに配置された材料の薄層を意味す
る。他の態様において、これらの用語は、原料サンプルを原料バレルにロードする時に原
料サンプルに隣接するように構成された材料の薄層を意味する。
【００３０】
　ＲＣＤＦ技術は、「ジュール」加熱を使用して急速に（例えば、１秒未満、及び一部の
実施形態では１００ミリ秒未満の加熱時間）金属ガラス原料を均一に加熱し、金属ガラス
を軟化させ、かつ工具（例えば、押出ダイ又はモールド）を使用してそれを最終成形物品
に成形する方法である。加熱して軟化させた原料に変形力を印加して加熱原料を望ましい
形状に変形する。加熱及び成形する段階は、加熱原料が結晶化するのに必要な時間よりも
短い時間尺度にわたって実施される。その後に、変形した原料は、ガラス転移温度よりも
低い温度まで自然に冷却される。一部の実施形態において、変形した原料は、それをガラ
ス状にして非晶質物品にするために、熱伝導性の金属モールド又はダイと接触させること
によってガラス遷移温度よりも低い温度まで冷却される。より具体的には、本方法は、コ
ンデンサに蓄積された電気エネルギ（例えば、５０Ｊから１００ｋＪ）の放電を利用して
数ミリ秒又はそれ未満の時間尺度で金属ガラスのガラス遷移温度Ｔｇと金属ガラス形成合
金の平衡融点Ｔｍとの間にある粘性流に貢献する「処理温度」まで金属ガラスの原料サン
プルを均一かつ急速に加熱することができ、以下では急速コンデンサ放電形成（ＲＣＤＦ
）と呼ぶ。
【００３１】
　「射出成形」モードで作動させて、ＲＣＤＦ処理は、原料バレルの中にロードされた金
属ガラス原料のサンプルブロック（例えば、ロッド）への電気エネルギの放電から始まる
。一部の実施形態において、少なくとも５０Ｊのエネルギが放電される。他の実施形態に
おいて、少なくとも１００Ｊのエネルギが放電される。更に他の実施形態において、少な
くとも１０００Ｊ及び更に他の実施形態では１００００Ｊのエネルギが放電される場合が
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ある。一部の実施形態において、１００ｋＪ未満のエネルギが放電される場合がある。他
の実施形態において、１０００Ｊ未満のエネルギが放電される場合があり、一方、他の実
施形態において、１００Ｊ未満のエネルギが放電される場合がある。更に別の実施形態に
おいて、放電されるエネルギの量は、５０Ｊと１００ｋＪの間の範囲である場合がある。
【００３２】
　非晶質材料が、容易な成形を可能にするのに十分な処理粘性を有するように、電気エネ
ルギの放電を使用して数マイクロ秒から数ミリ秒又はそれ未満の時間尺度で金属ガラスの
Ｔｇよりも高い「処理温度」まで、より具体的には、金属ガラスのＴｇと金属ガラス形成
合金のＴｍの間の処理温度までサンプルを急速に加熱することができる。
【００３３】
　一部の実施形態において、処理粘性は、少なくとも１Ｐａ－ｓである場合がある。他の
実施形態において、処理粘性は、少なくとも１０Ｐａ－ｓ又は少なくとも１００Ｐａ－ｓ
である場合がある。更に他の実施形態において、処理粘性は、１００００Ｐａ－ｓ未満又
は１０００Ｐａ－ｓ未満である場合がある。更に他の実施形態において、処理粘性は、１
から１００００Ｐａ－ｓに及ぶ場合がある。その一方、処理温度は、一部の実施形態では
Ｔｇよりも少なくとも５０℃高い場合がある。他の実施形態において、処理温度は、Ｔｇ
よりも少なくとも１００℃高い場合がある。更に、他の実施形態において、処理温度は、
Ｔｍよりも１００℃未満低く、又はＴｇよりも５０℃未満低い場合がある。
【００３４】
　様々な実施形態において、本発明の開示に説明するような金属ガラスのサンプルを成形
する機能は、サンプルにわたって急速かつ均一な方式でサンプルを加熱する機能に依存す
る。加熱が均一でなかった場合に、サンプルは、代わりに局所加熱を受けると考えられ、
このような局所加熱は、例えば、部分を互いに接合するか又はスポット溶接し、又はサン
プルの特定領域を成形するなどの一部の技術に有用である可能性があるが、このような局
所加熱は、サンプルのバルク成形を実施するのに使用されてきておらず、かつ使用するこ
とができない。
【００３５】
　同様に、サンプル加熱が十分に急速でなかった場合（典型的に、５００－１０5Ｋ／ｓ
の程度）、形成されている材料は、その非晶質特性を失うと考えられ（すなわち、その材
料は結晶化すると考えられ）、又は成形技術が、優れた加工性（すなわち、結晶化に対す
る過冷却液体の高い安定性）を有する非晶質材料に限定され、ここでもまた、処理の実用
性を低下させる。一部の実施形態において、ＲＣＤＦを使用すると、金属ガラスは、少な
くとも１０3Ｃ／ｓの加熱速度で加熱することができる。他の実施形態において、加熱速
度は、少なくとも１０4Ｃ／ｓとすることができる。更に他の実施形態において、加熱速
度は、少なくとも１０5Ｃ／ｓとすることができる。更に別の実施形態において、加熱速
度は、１０3Ｃ／ｓと１０6Ｃ／ｓの間である場合がある。
【００３６】
　本発明の開示との関連では、均一に加熱されているサンプルとは、均一に加熱されたサ
ンプルの異なる領域内の温度が２０％を超えて変化しないことを意味する。他の実施形態
において、均一に加熱されたサンプルの異なる領域内の温度は、１０％を超えて変化しな
い。更に他の実施形態において、均一に加熱されたサンプルの異なる領域内の温度は、５
％を超えて変化しない。更に他の実施形態において、均一に加熱されたサンプルの異なる
領域内の温度は、１％を超えて変化しない。均一に加熱することにより、金属ガラスは、
射出成形により高品質ＢＭＧ物品に成形することができる。
【００３７】
　一部の実施形態において、均等に加熱されたサンプルの異なる領域内の温度が２０％を
超えて変化しないように、サンプルは均等に加熱される。他の実施形態において、均等に
加熱されたサンプルの異なる領域内の温度は、１０％を超えて変化しない。更に他の実施
形態において、均等に加熱されたサンプルの異なる領域内の温度は、５％を超えて変化し
ない。更に他の実施形態において、均等に加熱されたサンプルの異なる領域内の温度は、
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１％を超えて変化しない。均一に加熱することにより、金属ガラスは、射出成形により高
品質ＢＭＧ物品に成形することができる。「均等に加熱すること」及び「均一に加熱する
こと」は、同義的に使用することができる。
【００３８】
　本発明の開示のＲＣＤＦ方法の実施形態による例示的なＲＣＤＦ装置の概略図は、図１
に示されている。図示のように、基本的なＲＣＤＦ装置は、金属ガラスをロードすること
ができる空洞を有する原料バレル（８）の両端に配置された電気エネルギの供給源（１０
）及び少なくとも１対の電極（１２）を含む。電極の対を使用して、電気エネルギを原料
バレル（８）に配置された金属ガラス原料サンプル（１４）に印加する。電気エネルギを
使用して、サンプルを処理温度まで均一に加熱する。金属ガラス原料サンプルは、モール
ド（１８）における射出成形によって同時に又は順番に成形されて非晶質物品を形成する
ことができる粘性液体を形成する。
【００３９】
　図１に概略的に示す一実施形態において、射出成形装置は、ＲＣＤＦ方法を用いて組み
込むことができる。このような実施形態において、加熱された非晶質材料の粘性液体は、
例えば、機械的にロードされたプランジャを使用してモールド空洞（１８）の中に射出さ
れ、金属ガラスの最終成形構成要素を形成する。一部の実施形態において、モールドは、
室温で保持されるが、他の実施形態において、モールドは、Ｔｇと同じくらい高い温度に
保持される。
【００４０】
　図１に示す方法の例では、原料サンプルは、本明細書に説明するバレルにロードされ、
高導電性及び熱伝導性の両方を有する導電材料（銅又は銀のような）で作られた円筒形プ
ランジャによって射出圧力（典型的には、１から１００ＭＰａ）に予めロードすることが
できる。ある一定の実施形態において、電極も、プランジャとして作用することができる
。金属ガラスサンプルは、電気的に接地されたベース電極上に載っている場合がある。コ
ンデンサの蓄積エネルギは、上述のある一定の判断基準を満たすならば、金属ガラス原料
サンプルにわたって放電することができる。一部の実施形態では予めロードすることがで
きるプランジャは、次に、加熱された粘性溶融物をモールド空洞の中に入れる。原料バレ
ル（８）とモールド（１８）の間のゲートは原料バレルとの関係でどこにでも置くことが
できることを当業者は注意されるであろう。一部の実施形態において、例えば、ゲートは
、バレル（図示していない実施形態）の中間部分に配置された開口部とすることができ、
又は他の実施形態において、ゲートは、バレルの端部に配置することができる。
【００４１】
　十分なエネルギのパルスを供給するのに適切なあらゆる電気エネルギの供給源を使用す
ることができることは理解しなければならない。例えば、１０μｓから１００マイクロ秒
の放電時間を有するコンデンサを使用することができる。また、サンプルにわたって接触
するのに適切なあらゆる電極を使用して、電気エネルギを伝達することができる。
【００４２】
　射出成形モードのようなＲＣＤＦのある一定のモードでは、ＲＣＤＦ装置は、原料を収
容し、放電中に周囲金属工具から原料を電気絶縁し、かつ原料がその粘性状態に達して変
形力が印加されると原料を機械的に閉じ込めるのに使用する原料バレルを含む。一部の実
施形態において、原料バレルを使用して、バレルの開口部（すなわち、場合によってはゲ
ートと呼ばれる）を通して、かつ軟化させた原料が最終的に満たすと考えられるモールド
空洞をもたらすランナー上に変形原料サンプルを案内することができる。
【００４３】
　一般的に、原料バレルは、約６００℃まで、一部の実施形態では約８００℃までの温度
で電気絶縁性及び化学的に安定とすることができる。バレルは、このような温度まで十分
に機械的一体性を有し、ＲＣＤＦ射出成形処理中に受ける応力に耐えることができる。更
に、射出成形の複数のＲＣＤＦサイクルに原料バレルを繰返し使用する場合に、サイクル
の機械的及び熱的性能がバレルに必要である。具体的には、ＲＣＤＦ射出成形に使用する
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原料バレルの材料特性は、破壊に抵抗する十分な強靭性と、ＲＣＤＦ処理中に受ける応力
に耐える十分な降伏強度と、原料及び電極を周囲の工具から電気絶縁する高抵抗性及び誘
電強度と、ＲＣＤＦ処理の持続時間中（０．５ｓ未満）約８００℃までの温度で軟化させ
た金属ガラス原料への露出に耐える熱的及び化学的安定性とを含むことができる。周期的
な機械的及び熱的ロードの下でこれらの特性を維持することができるバレルは、恒久的又
は半恒久的原料バレルとして使用することができる。これらの特性は、バレルを繰返し使
用するための材料の選択に影響を与える。
【００４４】
　一般的に、使用するバレル材料は、強化セラミックであった。開示するセラミックバレ
ル基板材料の例は、Ｍａｃｏｒ、イットリア安定化ジルコニア、又は微粒子アルミナを含
む。セラミックは、電気絶縁性であり、かつ高温まで化学的に非常に安定であり、適正に
処理すると、これらは、相当な強靭性及び機械加工性を示すことができる。しかし、セラ
ミックは、一般的に比較的高価な材料であり、これらを強靭にするのに使用する様々な処
理は複雑で労働集約的であり、かつ総原価を有意に増加させる。セラミックの機械加工は
、一般的に困難で時間集約的であり、かつ高価な工具を必要とする。更に、スプリットバ
レル設計の要件は、機械加工処理を更に複雑にして総原価を増加させる。従って、たとえ
強化セラミックで工具寿命の延長を達成して複数のＲＣＤＦサイクルを可能にしても、高
い総原価により、セラミックバレルのＲＣＤＦサイクル当たりの費用は、依然として多く
の用途に対して非常に高くなる可能性がある。
【００４５】
　一般的に、熱的及び電気的絶縁材料の機械的性能及び損傷許容性は、不足する傾向があ
る。例えば、セラミック材料は、一般的に脆弱になる傾向があり、一方プラスチックは弱
くなる傾向がある。具体的には、多数のＲＣＤＦサイクルにわたって、セラミックは、割
れ又は砕ける傾向があり、一方プラスチックは、変形して擦られる傾向がある。
【００４６】
　ＲＣＤＦ方法における原料バレルの性能に関連付けられる問題は、熱的及び電気的判断
基準を機械的判断基準から切り離すことによって克服することができる。これは、機械的
弾力性で損傷許容性があるバレル基板を使用し、一方で原料と接触するバレル基板の内部
面上に熱的及び／又は電気的絶縁フィルムを配置することによって達成することができる
。このようにして、原料とのインタフェースにおいて電気及び熱絶縁特性を示し、かつ多
数のＲＣＤＦサイクルに耐えるような機械的弾力性及び損傷許容性を有するＲＣＤＦバレ
ルを構成することができる。
【００４７】
　バルク機械的要件を電気的及び熱的インタフェース要件から分離することで、原料バレ
ル基板を機械的、電気的、及び熱的要件を満足させる材料だけに限定する代わりに、原料
バレル基板の幅広い種類の材料の選択を可能にする。その分離により、バレル基板材料と
して機械的弾力性材料の使用を可能にし、バレル基板材料は、金属のような電気絶縁性で
ない場合がある。機械的特性（例えば、強靭性及び降伏強度）及び機械加工性単独の観点
から、金属は、原料バレル基板として使用するためのセラミックと比較してその特性を改
善している。金属は、損傷を受けにくく、セラミックと比べて従来の機械加工法を使用し
てより機械加工しやすい。しかし、金属は導電性であり、直接に原料バレルとして使用す
る時に、電流を伝導して原料サンプルの非常に非効率的かつ不均一な加熱をもたらす可能
性がある。更に、金属はまた、高熱伝導性であり、原料バレルと接触している間に原料の
かなりの冷却をもたらす可能性がある。
【００４８】
　このような損傷許容性材料をＲＣＤＦ技術の原料バレルとして使用し、一方でこれらの
潜在的に高い導電特性を克服するために、原料サンプルをバレルにロードする時に原料サ
ンプルに隣接するように構成されるバレル基板の内部面上に電気及び熱絶縁フィルムを配
置することにより、バレルを電気及び熱絶縁することができる。
【００４９】



(10) JP 5916827 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

　様々な実施形態において、絶縁フィルムは、機械的支持が主としてより強力かつより強
靭な基板によって受け入れられるように十分に小さい厚みを有する。フィルムは、高電気
抵抗率及び高誘電強度を有し、基板にわたってあらゆる電流を防止することができる。フ
ィルムはまた、加熱原料から冷却基板へのあらゆる熱伝達を防止するように低熱拡散率を
有することができる。フィルムが高温への露出中に壊滅的に分解しないように、フィルム
は、熱的安定性を更に有することができる。
【００５０】
　本発明の開示はまた、高降伏強度及び高破壊靱性を有するバレル基板と、基板よりもか
なり薄い障壁コーティングとに関する。障壁コーティング又はフィルムは、熱及び電気絶
縁性であり、高誘電強度、低熱拡散率、及び高作動温度を有することができる。
【００５１】
　一部の実施形態において、バレル基板は、少なくとも３０ＭＰａｍ1/2の平面歪み破壊
強靭性及び少なくとも３０ＭＰａの降伏強度を有することができる。他の実施形態におい
て、バレル基板は、少なくとも６０ＭＰａｍ1/2の平面歪み破壊強靭性及び少なくとも１
００ＭＰａの降伏強度を有する。様々な実施形態において、バレル基板は、以下に限定さ
れるものではないが、低炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン合金、アルミニウ
ム合金、銅合金、真鍮及び青銅、及びニッケル、アルミニウム、銅、及びチタンのような
純金属を含む金属である場合がある。このような合金の降伏強度及び破壊靱性のデータは
、表１に列挙されている。（Ｍ．Ｆ．Ａｓｈｂｙ及びＤ．Ｒ．Ｈ．Ｊｏｎｅｓ著「工学材
料１：特性、用途、及び設計への導入」、第３版，Ｅｌｓｖｉｅｒ　ＵＫ，２００５　ｐ
．１１０及び１７８，及びＡｓｈｂｙ，Ｍ．Ｆ．著「機械的設計における材料選択」（Ｐ
ｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，１９９２，ｐ３８からのデータ）。表１に
示すように、一部のアルミニウム合金を除くほとんどの金属は、上記判断基準を満たす。
【００５２】
（表１）
表１．例示的金属合金の降伏強度及び破壊靱性データ

【００５３】
　一部の実施形態において、絶縁フィルムは、機械的支持が主として基板によって受け入
れられるように基板断面厚の５％を超えない断面厚ｔを有することができる。例えば、一
実施形態において、基板断面厚みが１センチメートルである場合に、フィルム断面厚は、
５００マイクロメートル又はそれ未満とすることができる。他の実施形態において、絶縁
フィルムは、基板断面厚の１％に等しいか又はそれ未満の断面厚ｔを有することができる
。更に他の実施形態において、絶縁フィルムは、５００マイクロメートルに等しいか又は
それ未満の断面厚ｔを有することができる。更に他の実施形態において、絶縁フィルムは
、２００マイクロメートルに等しいか又はそれ未満の断面厚ｔを有することができる。
【００５４】
　一部の実施形態において、絶縁フィルムは、電流が主として金属ガラス原料サンプルを
通して輸送されるように、電流放電中に原料バレルを電気絶縁性にするために高電気抵抗
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率を有することができる。金属ガラスは、１００－２００μΩ－ｃｍの範囲の抵抗率を有
する。一部の実施形態において、絶縁フィルムの抵抗率は、金属ガラス原料サンプルの抵
抗率よりも少なくとも１０3倍高くすることができる。他の実施形態において、絶縁フィ
ルムの抵抗率は、金属ガラス原料の抵抗率よりも少なくとも１０8倍高くすることができ
る。更に他の実施形態において、絶縁フィルムは、少なくとも１ｘ１０5μΩ－ｃｍの電
気抵抗率を有することができる。更に他の実施形態において、絶縁フィルムは、少なくと
も１ｘ１０10μΩ－ｃｍの電気抵抗率を有することができる。
【００５５】
　金属ガラス原料サンプル及び原料バレルの絶縁フィルムが同じ大きさの並列抵抗器であ
った場合に、原料サンプルよりも１０3倍少なく伝導する絶縁フィルムは、原料サンプル
を通過する印加電流の約９９．９％をもたらすことができる。本発明の開示の一部の実施
形態において、絶縁フィルムの電気抵抗率は、印加電流の９９．９％が原料サンプルを通
過するようなものである。他の実施形態において、絶縁フィルムの電気抵抗率は、印加電
流の９９．９９９％が原料サンプルを通過するようなものである。更に他の実施形態にお
いて、絶縁フィルムの電気抵抗率は、本質的に無視することができる電流（すなわち、＜
１０Ａ、及び一部の実施形態では１Ａ未満）がＲＣＤＦサイクル中に絶縁フィルムを横断
して流れるようなものである。
【００５６】
　選択された材料の電気抵抗率は、表２に示されている（ｗｗｗ．ｍａｔｗｅｂ．ｃｏｍ
から取ったデータ）。表２に示すように、Ｋａｐｔｏｎのようなポリイミド、Ｔｅｆｌｏ
ｎ（デュポンによる）のようなポリテトラフルオロエチレン、ＨＤＰＥ、Ｖｏｌｔａｔｅ
ｘ（デュポンによる）のような修飾Ａｌｋｙｄ樹脂ワニス、及び紙の全ては、１ｘ１０5

μΩ－ｃｍよりも大きい電気抵抗率を有する。
【００５７】
（表２）
表２．選択された材料の抵抗率

【００５８】
　表２に示すように、一部の実施形態において、絶縁障壁フィルムの電気抵抗率は、少な
くとも１ｘ１０10μΩ－ｃｍ、更に他の実施形態では、少なくとも１ｘ１０15μΩ－ｃｍ
である場合がある。更に別の実施形態において、電気抵抗率は、１ｘ１０5μΩ－ｃｍか
ら１ｘ１０30μΩ－ｃｍに及んでいる。
【００５９】
　絶縁フィルムはまた、電流が主として金属ガラス原料サンプルを通して輸送されるよう
に、絶縁フィルムにわたって（すなわち、導電原料サンプルから原料バレルの基板まで）
電流放電に抵抗するのに十分に高い誘電強度κを有することができる。絶縁フィルムは、
ＲＣＤＦ処理で印加された典型的な電圧の下で電流放電に抵抗することができ、その電圧
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は、１０００Ｖ又はそれよりも大きい高い値に達する可能性がある。換言すれば、絶縁フ
ィルムは、１０００Ｖよりも高い誘電破壊電圧を有することができる。「誘電破壊電圧」
は、κ・ｔの積として定義され、ここでκは絶縁フィルム材料の誘電強度であり、ｔはフ
ィルム厚である。従って、絶縁フィルムは、与えられたフィルム厚ｔに対して破壊電圧が
κｔ＞１０００Ｖになるような誘電強度κを有することができる。一実施形態において、
絶縁フィルム厚ｔが１００マイクロメートルである場合に、フィルム材料は、誘電強度κ
＞１０００Ｖ／ｔ、すなわち、少なくとも１０ｋＶ／ｍｍのκを有することができる。別
の実施形態において、フィルム厚ｔが５０マイクロメートルである場合に、フィルムは、
誘電強度κ＞１０００Ｖ／ｔ、すなわち、少なくとも２０ｋＶ／ｍｍのκを有することが
できる。選択された材料の誘電強度は、表３に示されている（ｗｗｗ．ｍａｔｗｅｂ．ｃ
ｏｍから取ったデータ）。
【００６０】
（表３）
表３．選択された材料の誘電強度

【００６１】
　一部の実施形態において、絶縁フィルムは、少なくとも５ｋＶ／ｍｍの誘電強度κを有
する場合がある。他の実施形態において、フィルム材料は、少なくとも１０ｋＶ／ｍｍの
誘電強度κを有する場合がある。更に他の実施形態において、絶縁フィルムは、少なくと
も５０ｋＶ／ｍｍの誘電強度κを有する場合がある。本発明の開示の一部の実施形態にお
いて、絶縁フィルムの誘電強度及び厚みは、印加電流の９９．９％が原料サンプルを通過
するようなものである。他の実施形態において、絶縁フィルムの誘電強度及び厚みは、印
加電流の９９．９９９％が原料サンプルを通過するようなものである。更に他の実施形態
において、絶縁フィルムの誘電強度及び厚みは、フィルムを横切る電流が１０Ａに等しい
か又はそれ未満であるようなものである。更に他の実施形態において、絶縁フィルムの誘
電強度及び厚みは、フィルムを横切る電流が１Ａに等しいか又はそれ未満であるようなも
のである。
【００６２】
　絶縁フィルムはまた、フィルムにわたって起こる（すなわち、加熱原料サンプルから冷
却熱伝導性基板まで）熱輸送を無視することができるような熱絶縁性とすることができ、
その結果、原料サンプルは、モールドへの射出前に過冷却液体状態で均一な温度を維持す
る。絶縁フィルムは、ＲＣＤＦ処理において加熱及び成形ステージに関連付けられた時間
尺度の下で（例えば、０．１ｓもの間、及び一部の実施形態では０．５ｓもの間）熱輸送
に抵抗することができるような熱拡散率Ｄを有することができる。一実施形態において、
絶縁フィルム材料は、与えられたフィルム厚ｔに対して特徴的な熱緩和時間がｔ2／Ｄ＞
０．１ｓである十分に低い熱拡散率Ｄを有することができる。「熱緩和時間」は、比率ｔ
2／Ｄとして定義され、ここで、Ｄはフィルム材料の熱拡散率であり、ｔはフィルム厚で
ある。フィルム厚ｔが、例えば、１００マイクロメートルである場合に、絶縁フィルム材
料は、熱拡散率Ｄ＜ｔ2／０．１ｓ、すなわち、０．１ｍｍ2／ｓ未満のＤを有することが
できる。フィルム厚ｔが、例えば、５０マイクロメートルである場合に、絶縁フィルム材
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ができる。選択された材料の熱拡散率は、図４に示されている（ｗｗｗ．ｍａｔｗｅｂ．
ｃｏｍから取ったデータ）。
【００６３】
（表４）
表４．選択された熱拡散率

【００６４】
　一部の実施形態において、絶縁フィルムは、１ｍｍ2／ｓ未満の熱拡散率Ｄを有する場
合がある。他の実施形態において、絶縁フィルムは、０．２ｍｍ2／ｓ未満の熱拡散率Ｄ
を有する場合がある。更に他の実施形態において、絶縁フィルムは、０．１ｍｍ2／ｓ未
満の熱拡散率Ｄを有する場合がある。本発明の開示の一部の実施形態において、絶縁フィ
ルムの熱拡散率及び厚みは、熱緩和時間が、ＲＣＤＦ処理において原料サンプルの成形の
加熱に関連付けられた時間よりも大きいようなものである。一部の実施形態において、絶
縁フィルムの熱拡散率及び厚みは、熱緩和時間が０．０５ｓよりも大きいようなものであ
る。本発明の開示の他の実施形態において、絶縁フィルムの熱拡散率及び厚みは、熱緩和
時間が０．１ｓよりも大きいようなものである。
【００６５】
　一部の実施形態において、絶縁フィルムはまた、ＲＣＤＦ処理において電流放電に関連
付けられた時間の下で６００℃まで、一方、他の実施形態では８００℃までの温度で化学
的安定性を維持することができる。一部の実施形態において、電流放電時間は、０．５ｓ
未満で発生する場合がある。他の実施形態において、電流放電時間は、０．１ｓ未満であ
る場合がある。６００℃もの高い又は一部の実施形態では８００℃もの高い作動温度を有
する材料は、この判断基準を満たすことができる。これに加えて、「壊滅的故障」を受け
ることなく０．５ｓの期間に又は他の実施形態では０．１ｓ未満の期間にわたってより低
い作動温度を有するが、６００℃もの高い又は一部の実施形態では８００℃もの高い温度
に耐えることができる材料も、この判断基準を満たすことができる。本発明の開示との関
連では、高温への露出の結果としての絶縁フィルムの「壊滅的故障」は、それらの形状、
機械的一体性、又は電気的及び／又は熱的に絶縁するそれらの機能を化学的に分解又は損
失することを意味する。選択された材料の最高使用温度を表５に示している。
【００６６】
（表５）
表５．選択された材料の最高使用温度
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【００６７】
　本発明の開示では、絶縁フィルムは、障壁基板の内部面に接着され、堆積され、結合さ
れるか、又はいずれかの他の手段によって付加されるか又は取りつけることができる。一
部の実施形態において、絶縁フィルムは、原料サンプルを原料バレルにロードする時に原
料サンプルに隣接するように構成することができる。他の実施形態において、絶縁フィル
ムは、原料サンプルを原料バレルにロードする時にバレル基板の内部と原料サンプルの外
部の間のインタフェースに配置するように構成することができる。例えば、絶縁フィルム
は、高温接着剤によって基板に接着され、いくつかのＲＣＤＦサイクルに続いて劣化した
後に置換される独立フィルムである場合がある。別の例では、絶縁フィルムは、湿潤噴霧
コーティングによって基板上に堆積させることができ、いくつかのＲＣＤＦサイクルに続
いて劣化した後に再び堆積される。更に別の実施形態において、障壁コーティングは、粉
末堆積、物理蒸着、化学蒸着、又はいずれかの他の適切な薄膜蒸着技術によって堆積させ
ることができる。更に他の実施形態において、障壁コーティングは、原料サンプルの表面
に接着され、堆積され、結合されるか、又はいずれかの他の手段によって付加されるか又
は取りつけることができる。このような実施形態において、絶縁フィルムは、原料サンプ
ルの外部面に付加されるか又は取りつけることができる。従って、絶縁フィルムは、原料
サンプルを原料バレルの中にロードする時に原料サンプルと原料バレルの間に配置するよ
うに構成することができる。
【００６８】
　一部の実施形態において、絶縁フィルムは、ポリマー材料を含むことができる。制限す
るように意図することなく、一例として、絶縁フィルムは、本発明の開示に説明する実施
形態により、ポリテトラフルオロエチレン、フェノール樹脂、高密度ポリエチレン、低密
度ポリエチレン、Ｋａｐｔｏｎポリイミド、又は物理的、電気的、及び熱的特性を有する
いずれかの他の適切なポリマー材料を含むことができる。他の実施形態において、絶縁フ
ィルムは、紙のようなセルロース系材料を含むことができる。更に他の実施形態において
、絶縁フィルムは、セラミック塗料又はセラミックコーティングのようなセラミック材料
を含むことができる。
【００６９】
　上記説明は、射出成形のようないくつかの例示的な成形技術の特徴に着目してきたが、
本発明の開示のＲＣＤＦ方法と共に押出又はダイキャステングのような他の成形技術を使
用することができることを理解しなければならない。更に、追加の要素をこれらの技術に
加えて、最終物品の品質を改善することができる。例えば、上記方法のいずれかによって
形成された物品の表面仕上げを改善するために、モールド又はスタンプは、金属ガラスの
ガラス遷移温度付近又は少し下回るところまで加熱することができ、それによって表面欠
陥を防止する。これに加えて、より良好な表面仕上げ又は最終成形部品を有する物品を得
るために、上記成形技術のいずれかの圧縮力、及び射出成形技術の場合は圧縮速度を制御
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して高「ウェーバー数」流れから生じるメルトフロント不安定性を回避し、すなわち、霧
化、噴霧、流線、その他を防止することができる。
【００７０】
　上述のＲＣＤＦ成形技術及び代替実施形態は、エレクトロニクス、ブラケット、ハウジ
ング、ファスナ、ヒンジ、ハードウエア、腕時計の構成要素、金属構成要素、カメラ及び
光学要素、宝石類などのような小さく複雑な最終形状で高性能の金属構成要素の製品に適
用することができる。ＲＣＤＦ方法はまた、ＲＣＤＦ加熱及び射出システムと協働して使
用される様々なタイプの押出ダイを通してより動的に押し出すことができる小さいシート
、配管、パネル、その他を生成するのに使用することができる。
【００７１】
　本明細書の方法及び装置は、バルク金属ガラス物品を使用する電子デバイスの製作に貴
重である可能性がある。様々な実施形態において、金属ガラスは、例えば、デバイスのハ
ウジング又はケーシングの一部のような電子デバイスのハウジング又は他の部品として使
用することができる。デバイスは、携帯電話、デスクトップコンピュータ、ラップトップ
コンピュータ、及び／又は携帯式音楽プレーヤのようなあらゆる消費者の電子デバイスを
含むことができる。デバイスは、デジタルディスプレイのようなディスプレイ、モニタ、
電子書籍リーダ、携帯式ウェブブラウザ、及びコンピュータモニタのような部品とするこ
とができる。デバイスはまた、携帯式ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤプレーヤ、「ブルーレイ」
デスクプレーヤ、ビデオゲーム機、携帯式音楽プレーヤのような音楽プレーヤを含む娯楽
デバイスとすることができる。デバイスはまた、イメージ、ビデオ、サウンドのストリー
ミングの制御のような制御を与えるデバイスの部品とすることができ、デバイスは、電子
デバイスの遠隔制御器とすることができる。合金は、ハードドライバタワーハウジング又
はケーシング、ラップトップハウジング、ラップトップキーボード、ラップトップトラッ
クパッド、デスクトップキーボード、マウス、及びスピーカのようなコンピュータ又はそ
の付属品の一部とすることができる。金属ガラスはまた、腕時計又は掛け時計のようなデ
バイスに適用することができる。
【実施例】
【００７２】
　限定するように意図することなく、以下の実施例は、本発明の開示の様々な態様を示し
ている。材料及び方法の両方に対する多くの修正を本発明の開示の範囲から逸脱すること
なく実施することができることは当業者には明らかであろう。
【００７３】
　ＲＣＤＦ射出成形は、Ｎｉ68.17Ｃｒ8.65Ｎｂ16.42Ｂ3.28Ｓｉ0.50（原子％で）の非晶
質原料サンプルと、７５μｍ厚の両面テープでバレル基板の内部面に接着された１２５μ
ｍ厚のＫａｐｔｏｎポリイミドフィルムを有するステンレス鋼で作られたバレル基板とを
使用して実施された。原料サンプルは、４．８２ｍｍの直径、２７．９９ｍｍの長さを有
し、３１５ｌｂの印加された軸ロードの下で３４５０ｊ／ｃｍ3の付与エネルギを有する
容量放電電流パルスによって加熱された。電流及び力は、５ｍｍ直径の銅電極／プランジ
ャロッドによって印加された。原料サンプルは、別の５ｍｍ直径の銅静止電極ロッドによ
って下から支持された。軟化させた原料は、１．５ｍｍ×５ｍｍの断面寸法を有する銅ス
トリップモールド空洞の中にバレルの側面の３ｍｍゲートを通して印加された軸ロードの
下に射出され、ここで、充填後にその原料は冷却されて非晶質ストリップを形成した。
【００７４】
　Ｋａｐｔｏｎ裏打ちステンレス鋼バレルで作られた射出成形の写真は、図２ａ及び図２
Ｂに示されている。Ｋａｐｔｏｎ裏打ち鋼バレルは、ＲＣＤＦ処理中に直面する条件に十
分に耐えている。原料は、モールド空洞の中に流れ込み、モールドとバレルの半分との間
にフラッシングを生成している。Ｋａｐｔｏｎ裏打ちバレルを使用して作られた成形部品
の非晶質性は、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）及びＸ線回折（ＸＲＤ）によって検証された
。この解析の結果は、図３Ａ及び図３Ｂに示されている。ＤＳＣプロットは、成形金属ガ
ラスストリップが完全非晶質原料の走査に非常に類似している走査を示すことを示唆する
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が、結晶学的ピークは、ＸＲＤ走査で検出することはできない。
【００７５】
　いくつかの実施形態を説明したところで、当業者は、本発明の開示の精神から逸脱する
ことなく様々な修正、代替構成、及び均等物を使用することができることを認識するであ
ろう。これに加えて、本明細書に開示した実施形態を不要に曖昧にしないように、いくつ
かの公知の処理及び要素については説明していない。従って、以上の説明を本発明の範囲
を限定するものであると取るべきではない。
【００７６】
　当業者は、本発明の開示による実施形態が例示的な教示であり、限定ではないことを認
めるであろう。従って、以上の説明に含まれる又は添付図面に示されている内容は、限定
的な意味ではなく一例として解釈しなければならない。以下の特許請求の範囲は、本明細
書に説明する全ての一般的及び具体的特徴、並びに言語上それらの中間に該当する場合が
ある本方法及びシステムの範囲の全ての説明を網羅するように意図している。
【符号の説明】
【００７７】
１０　電気エネルギの供給源
１２　１対の電極
１４　金属ガラス原料サンプル
１８　モールド

【図１】 【図２Ａ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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