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微粉体層のクリープ引っ張り破断過程を解析するため,破 断に至るまでの粉体層の引っ

張り破断応力と変位量の変化を測定 した.ク リープ引っ張り破断に至るまでの変位量増加

過程は三つの区間に区分された.最 初の区間Iで は,変 位量の増加速度は減少 し,区 間II

では一定とな り,区 間皿では急激に増加 し破断した.区 間IIの 変位量の増加速度からク リ

ープ破断寿命を推定する実験式が導かれ ,こ の式を用いることで,ク リープ引っ張り破断

過程で負荷応力を増加させて破断強度を求めても,ク リープ破断寿命が推定できた.粉 体

層の引っ張 り破断強度は区間1で はほとんど変化しなかったが,区 間II,IIIで は顕著な強

度低下が観察された.強 度変化が認められなかった区間Iの 変位量増加過程はVoigtモ デ

ルによ り近似できた.強 度低下に比例 してVoigtモ デルの粘弾性係数が低下すると仮定す

ると区間II,IIIで の複雑なクリープ破断までの変位量増加過程が表現できた.粉 体層の強

度と変形抵抗には定量的な比例関係があることが認められた.

緒 言

一次 粒子径が数 μm以 下の微 粉体の高 い付 着性 は
,閉

塞な どの様 々な トラブルの原 因 とな るため,微 粒子の付

着力 の測定 と解析 が,従 来一個 粒子2)あ るいは粉体層16)

を対 象に行われて きた.ま た,付 着性の 高い微粒子 は疲

労,ク リープ,応 力緩和 などの時間依存型 現象が乾燥 し

た粉 体層で も顕著 に観察 され る.こ れ らの現象は付着 力

だ けでは説明で きず,微 粉体層 を構成す る多数の粒子 の

集合 体構造の経 時変化 を考慮 して解析す る必要が ある.

土質 力学の分野 では湿潤 した粒子層の沈下 現象3,9)などで

古 くか ら時間依存型 現象 は扱 われ,各 種 粘塑弾性 モデル

によ る連続体1,17,21)としての 扱 いや 微視 的な粒子の配 列

変化 を考慮 したモデル11,12)も用い解析 されて きた.一 方,乾

燥 した微粉体層 で もセ ラ ミックスの成 形操 作 に関連 して

繰 り返 し圧密,ク リープ圧 密4,7,8)によ る高密度化が報 告

されてい る.内 藤 ら13,14,20)は捕集粉塵層 を繰 り返 し払い

落 す実験 によ り,引 っ張 り,せ ん断力 によ って も疲 労,

クリープ破壊が起 こることを指 摘 し,基 礎 的な実験5,6)で

その存在 を確認 した.乾 燥 した微 粉体層の破壊 までの 巨

視 的な変形挙動 は湿潤 した比較 的大 きな粒子層 と良 く似

て いるが,湿 潤 粒子 では粒子間 空隙 に存在す る間隙水が

時間依 存型現象 に極めて大 き く影響 して いる.乾 燥 した

微粒子 の場合,時 間 依存型現象 は多数の粒子が 集合 した

凝集 体な ど二次 粒子構造が徐 々に変形す るため と考え ら

れ,湿 潤粒子 と巨視的な挙動 は似ていて も発 現機構は異

な ることが予測 され る.

同様の現象 は,基 盤上 に捕 集 した粒子の 除去15)や粒子

層 表層か らの粒子 飛散9)に おいて,繰 り返 し除去力を粉

体層 に加え ると,繰 り返 し回数 の増加 につ れて除去率や

飛 散率が増加す る現象な どが 報告 されて いる.こ れ らの

現象は,除 去 力の流体力学 的なば らつ きによ る確率的な

破壊現象 と して説明が試 み られて いる.し か し,繰 り返

し力の作用 によ り粉体層 内の配列構造が徐 々に変化 し,

破壊応力 に対 す る抵抗力が低 下す るため最終的な破壊現

象が起 こる決定論 的な破壊現象が考 え られ る.し か し,

こう した破壊機構 に着 目した考察 はあま りな されて お ら

ず,破 壊 に至 るまでの過 程を詳細 に測定 評価 した研究 は

少な い.

そ こで本 報では,2種 類 の無機系微粉 体層 を対象 に,

ク リープ引っ張 り破断過 程での変位速度 および破断応力
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の変化 を測定 し,ク リープ破壊 に至 る過程での粉体層 の

力学的性質の変化 について考察 した.そ して,破 断応力

の変化 と変形挙動 を統一 的 に表現で き る粘塑弾性 モデル

の提案を試み た.

1. 実 験

実験は,Fig.1に 概 略を示 した吊 り下げ式付着 力測定

装置(ホ ソカワ ミクロン(株)製,コ ヒテスター)を 用 い

た.装 置の詳細 は既 報で報告 して い るが,垂 直圧密水平

引 っ張 り型の二分割 式の粉体層 引 っ張 り破断装 置であ る.

可動セ ルを引っ張 る定速度で 回転 す るプ ー リー とセルの

間に弾性係数の小さなバネを入れ,定 応力負荷速度での試

験が可能 と して い る.実 験 に用いた粉体試料 の密度お よ

び平均粒径 をTable1に 一括 して示 した.Sample Iは,

標準粉体(関 東 ロームJIS11種)で,Sample IIは,研 磨

材 と して用 い られ る溶融 アル ミナ粉(昭 和電工製,WA#

8000)で あ る.い ずれ も,平 均粒子 径が1μm程 度 の 微

粉体で ある.

恒温恒湿雰 囲気中(20℃ ±5℃,60%±10%)で,粉 体

試料 を測 定用セル に充填 し,5kPaで10分 間予圧密 して,

粉 体層 の空隙率 をSample Iで0.75,Sample IIで は0.74

で ほぼ一 定にな るよう調節 した.こ の粉 体層を用 いて,

Fig.2に 概要 を示 した3種 類の 引っ張 り破断試験 を行 っ

た.Fig.2(a)は 各実 験 中の 粉体 層 の 引 っ張 り方 向変 位

量,Fig.2(b)は 負 荷応 力の 経時 変化 を示 して い る.実

験1は 単純な 引っ張 り破断試験で,引 っ張 り応 力増加速

度 を一定の条件で,破 断応力(σz)と 破 断 まで の 応カ ー

変位関係 を測定す る試 験であ る.実 験2は ク リープ引 っ

張 り試験で,引 っ張 り応力を,実 験1で 求 めた粉体層の

平均引 っ張 り破 断応力以下の設定 応力(σs)ま で増加 させ

た後,応 力 を一 定に保 ち,Fig.2(a)の ように変 位量増加

過程を測定 しなが ら,ク リープ破 断す るまで の時間(tb)

を求め る実験 であ る.ク リープ引 っ張 り破 断に至 るまで

の変位量 の増加 過程は,Fig.2(a)に 示 したように,初 期

の変位量増加 速度が減少 しつ づけ る区間1,変 位量増加

速度が ほぼ一定 とな り変位量が 時間 に対 して 直線的 に増

加す る区間II,寺変位量が急 激に増加 し始 め ク リープ破断

に至る区間IIIの3つ の区間 に分 けられ る6,10).クリープな

どの時間 依存 型破壊 における変位量増加過 程が3区 間 に

(a )

(b )

区分で きる ことは,金 属 など延性材料 の ク リープあるい

は疲労破壊 や,土 質力学 の分野 において も確認 されて い

Table 1 Powder properties of each sample

Fig. 1 Scheme of the test apparatus  for measurement 

of tensile strength of powder beds

(a) Increasing process of displacement during 
each test 

(b) Changing process of tensile stress during 
each test

Fig. 2 Changing process of the displacement of powder 
beds and loading stress during simple tensile 

failure test (test 1 ), creep failure test (test 2 ) 

and tensile failure test during creep failure 

process (test 3)
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る.ま た乾燥 した微 粉体での高周 波繰 り返 し疲 労試験 に

お いて も観察 され た.こ の複雑 な変 位量増加過 程を統一

的 に評価 す るモデルは現在の と ころ提出 されて いない.

ク リープ破断寿命(tb)と 区間1か ら区間II,区 間IIか ら

区間IIIへ移行す る時間(ti,tII),区 間1で の ク リープ変

形速度(CII)な どの関係 を整理 し,破 断前の変形挙 動か ら

ク リープ破 断寿命 を推 定す る方法 を検討 した.実 験3は,

ク リープ破断試験の途 中の時間(tc)で,再 び応 力を増加

させ破断応 力(σE)を 求めた。この結 果か ら,ク リープ破

断過程で の粉体層強度 の変化 を評価 した.ク リープ設定

応力(σ3)お よび強度測定 開始時間(tc)は,実 験1,2の 結

果 に基 づい て決 定 した.

2. 結 果

2.1　 引 っ張 り破 断試 験 (実験 1)

粉体 層の単純 引 っ張 り破 断試 験によ り得 られた応カ ー

変位 関係の一例 と してSample Iの 結果 をFig.3(a)に 示

した.破 断時の応 力(σz)は ば らつ きが大 き く,試 料数10

点の測定 での破断 時の引 っ張 り応 力の変動係数 は2.67%

で あった.し か し,応 カ ー変位関数 は比較 的似た形状で

あ り,破 断時の変位 量は ほぼ 同程度 で,変 位量 があ る値

に達す ると破壊す る傾 向が認 め られ る.そ こで,Fig.3

(b)に 縦軸 お よ び横軸 の負荷応力 と変位量 を破 断時の応

力(σz)と 変位量(⊿z)で 無次元化 し,負 荷応力比(σ/σz)

と無次元 変位量(⊿/⊿z)と して 整 理 した結 果 を示 した.

負荷応力比 で整理す る と応カ ー変位 関係は よ く一 致 して

お り,σ/σz=0.95の 時 の 変位 量 の ば らつ きで比 較す る

と変動係数 は1.25%ま で低 下 して いる.Sample IIで も

同様の結果 が得 られて お り,粉 体層 の単純引 っ張 り破断

は,変 位量 があ る値 に達す ると破壊 す る変位量支配 の現

象で,変 位量 に着 目 して 整理 したほ うがば らつ きが小 さ

い と考え られ る.そ こで,Fig.3(b)の 応力比 一変位 量の

平 均曲線 を求 め,そ の 曲線 を関数fで 定義 した.

(1 )

ク リープ引 っ張 り試験で は,引 っ張 り破断強度(σ2)以

下 の設定応力(σs)ま で応力を増加 させ ク リープ試験 に入

る.ク リープ開始 時の変位 量(⊿0)とEq.(1)か ら,ク リ

ープ試験を行 った粉体層の推 定引 っ張 り破断強度(σz*)

が 次式に よ り求 め られ る.

(2 )

ク リープ破断寿命 や ク リープ過 程での粉体 層強度の変 化

は,こ う した履歴 を与えて いない もとの粉 体層の 引っ張

り破 断強度の ば らつ きに比べ,十 分大 き くない.し たが

って,ク リープ試 験な どを行 った各粉体層 の引 っ張 り破

断 強度 の推定 は強度 の変化 を評価す る上で 必要で ある.

(a )

(b )

2.2　 ク リープ引 っ張 り破 断試 験 (実験 2)

ク リープ試験 によ り求 めた負荷 応力 と寿命 の関係を,

Fig.4に 示 した.縦 軸 は,設 定応力(σε)をEq.(2)に より

求 めた推定 引 っ張 り破断 強度(σz*)で 無次 元化 した.引

っ張 り破 断強度 を推定 して負荷応力比 を求め ることによ

り,同 じ縦 軸の値 に対す る寿命のば らつ きが抑え られる.

この図か ら負荷応力比 を0.9以 下 に設 定 した場合 には,

本研究で 設定 した試験範 囲であ る104s以 内 に は破 壊 し

Fig. 3 Examples of tensile stress and displacement 
relations during simple tensile failure test 

(test 1)

Fig. 4 Stress and creep failure life relations of 
sample 1
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ない.104s以 上の時間,引 っ張 り力を負荷 して も破断 し

ない場合 には,微 粉体層が安 定化 して強度が 増加す る場

合があ る13)こ とか ら,ク リープ 破断 過程 で の強度測定

(実 験3)は,104s以 内に確実 にク リープ破断が発 生す

る σ3/σz*=0.95の 条件で 行 った.

ク リープ破断 に至るまでの変位量 増加過程 は,Fig.2

(a) に示 した よ うに,3つ の区間 に分 けられ る.こ の中

で,変 位量増加速度 がほぼ一定 とな る区間IIで の変形速

度(On)を ク リープ破断寿命 に対 して プ ロッ トした結果 を

Fig.5に 示 した.Sample I, IIともに傾 き 一1の 直 線 に

良好に近似 されて い る.し たが って,区 間Hが 確認 され

れば,変 形速度(CH)か らク リープ破 断寿命 は次式 によ

り非破壊段階 で推 定で きる.

(3 )

同様の関係 は微粉体層の繰 り返 し疲労試験5)や 湿潤粘土

の ク リープ破 壊試験18)でも報 告 されて いる.寿 命推定 を

変形挙動か ら推定す る方法 と して区間1か ら区間II,区

間IIか ら区間IIIへ移行す る時 間(tl,tII)も 用 い る ことが

で きる.Fig.6に(tl,tn)と 寿 命値の関係 を示 した.tb

とtl,tHはSampleI,IIと もに比例 関 係 があ り,ク リー

プ破断 まで の各区間の割合 はほぼ一定で あ ることが認 め

られ る.ま た,tIIは2種 類 の試料 と もほぼ一致 して お り,

区間IIIの存在 割合 はほぼ等 しい ことを示 してい る.

2.3　 ク リープ破断過程 での強度測 定試 験 (実験 3)

実験1の 結果は,ク リープ試験 に入 る前の単純 引 っ張

り試験段 階での変位量(⊿0)を 一定 として ク リープ試 験を

行 えば,ク リープ破断 寿命に及 ぼす 引 っ張 り強度 のば ら

っ きの影響を抑 え られ ることを示 して い る.実 験2か ら

は,ク リープ試験 において定速変形 区間IIに 入 った こと

が確認 されれば,そ の変形速度 か ら非破断段 階で破断寿

命が推 定で きる ことを示 した.以 上の結果 に基づいて,

ク リープ破断過程 での強度測定 実験を行 い,強 度変化過

程を整理 した.Figs.7,8は σ3/σz*=o.95の 条 件 で ク リ

ープ試験 を行い
,区 間1,II,IIIそ れ ぞれ につ いて,ク リ

ープ破 断過程での強度 を測定 した結果で ある.区 間II,III

に達 してい る強度測 定デ ータについて は,Eq.(3)か ら寿

命値(tb*)を 推 定 し,横 軸 の強度試験 開始 時間(tc)と の

比 を求 めた.縦 軸 は,ク リープ引 っ張 り履歴 を受 けた後

の測定 強度 を,ク リープ 引っ張 り履歴 を受 けなか った場

合 の推 定強度で無 次元化 して い る.Fig.6の 結 果か ら,

区間1,II,IIIの 割 合は各サ ンプルで等 しい.区 間1の 段

階で 強度測定 したデ ータは寿命 推定がで きないので,横

軸 の値(tc/tb*)が0.2の 位 置に一括 して 示 した.

区間1の 段 階で測定 した強度 は,縦 軸1.0付 近 に分布

して お り強度低 下は観察 されない.し たが って,区 間1

は強度の低下 を伴 う変形で な く,ク リープ引 っ張 り応 力

に対 して粉体層 の構造がバ ランスを と り安定化す るため

の変 形 と考 え られ る.区 間IIで は,縦 軸 の値が1.0を 越

え るデ ータが ほ とん どな くな り,区 間1よ り強度が劣化

して い る こ とを示 して い る.さ らに区間IIIでは,ほ ぼ

設定応力付 近まで強度が低 下 して いる.Sample2の 結

果 を示 したFig.8で も同様 の結果が得 られた.以 上 の結

果 か ら,ク リープ破断 まで の粉体層の 強度 低下 は,全 過

程 を通 じて徐 々に起 こるのではな く区間1の 段階で はほ

とん ど発生せず,区 間IIに 移 行 して は じめて強度が低 下

し,σE=σsに な ったところで ク リープ破 断が起 こる と考

え られ る.こ の結果か ら,強 度変化 とク リープ破 断にい

たるまでの複 雑な変位量 増加 過程 はなん らかの相 関関係

が存在 す ると予 測 され る.

Fig. 5 Relations between creep failure life and constant 

deformed velocity of powder beds during section 

II

Fig. 6 Relations between creep failure life and the 

ending time (t1, t11) of section I and II
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3. 考 察

ク リープ破壊過程 での強度劣化 およ び変形 挙動をFig.

9(a)に 示 したVoigtモ デル によ り定量的評価 を試み る.

Voigtモ デル は,以 下の基礎式 で応 カ ー変位 関係が与 え

られ る.

(4 )

ここで,kpは スプ リング要素の弾性 係数,μ は ダッシュ

ポ ッ ト要素 の粘性係数 であ る.こ の式を ク リープ試験で

の σ=σs=constantの 条 件 で解 くと,変 位 量 ⊿の経時

変化 は次式 で与え られ る.

(5 )

この式 はFig.9(b)に 示 した様 に,一 定値 にむけて徐 々

に変形速度が 低下す る変 形過程 を与 え る.ク リープ破断

が発生 しないよ うな設定 引 っ張 り応 力条件 (σ3/σz<0.9)

では変位量 増加過程 はEq.(5)で 良好に近似 され,ク リー

プ時間が104sを 越 え ると変形 速 度 はほぼ0に な る.ま

た,ク リープ破 断が発生す る条件で も,区 間1の 範 囲で

は変形過程 を良 好に近似で き る.ク リープ破断 を起 こす

までの区間II,IIIと 移行 す る複 雑な変形過 程 は,単 一の

粘 塑弾性 モデルでの表現 は極めて困難 であ る.

そ こで,本 報で は粘弾性パ ラメータ(kp,μ)が,粉 体

層 の引 っ張 り強度 の変化 と ともに変化す ると仮定す る.

変形抵 抗 を表す 粘弾性パ ラメ ータが,強 度 を決定す る破

壊 の クライ テ,リオ ンの関数 であ るとい う仮 定 は,湿 潤粒

子 を対象 とす る土 質力学の 分野では用 い られて いる1,17,21).

こ こでは,粘 弾性 パ ラメータは区間1で は一定(kpl,μ1)

(a ) (b )

で あ るが,区 間II,IIIと 移 行す る とと もに低下 す ると し

た.区 間II,皿 での引 っ張 り変位量(⊿)の 変化を次の式で

近 似す る.

(区 間 II) (6 )

(区 間III)

(7 )

こ こで,⊿1は 区 間1が 終 了 した 時 点 で の 累 積 変 位 量 で,

CII,CIIIは 定 数 で あ る.Eq.(4)にEq.(6),Eq.(7)を それ

ぞ れ 代 入 し,kp,μ に つ いて はEq.(8)の 関係 が 成 立 す る

と仮 定4)し,

(8 )

kp(t)に ついて解 くと,区 間II,IIIの 変形挙動 を与 える弾

Fig. 7 Change of tensile strength during creep failure 

process (Sample 1)

Fig. 8 Change of tensile strength during creep failure 

process (Sample 2)

(a) Voigt model 

(b) Scheme of increasing process of displacement 
described by a Voigt model 

Fig. 9 Rheological model to analyze the increasing 

process of displacement
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性パ ラメータ(kp)の 経時変化 は次 の式で表わ され る.

(区 間 II)

(9 )

(区 間 III)

(10 )

Eqs.(6)～(10)を 用 いて,ク リープ変形過程 を近似 し

弾性パ ラメー タ(kp)の 経時変化 を求めた結果 をFig.10

に示 した.ク リープ変形過 程はEqs.(5)～(7)で 良好 に近

似 されて い る.こ の近似 を達成す るための弾性パ ラメ ー

タ(kp)の 経 時変化は,区 間1で は一定,区 間II,IIIで は

低下す る.区 間II,IIIで の弾性パ ラメータ(kp)の 低下傾

向は,Figs.7,8で 示 した引 っ張 り強度 の低下過程 と比

較的良 く似てい る.そ こで,区 間II,IIIで 強度 測定 を行

ったデータを対象 に,各 測 定強度の横軸 の値(tc/tb*)を

求め,Eqs.(9),(10)のtに 代入 し,各 測 定強度 に対 応す

るkpの 値 を求め る.区 間1で の弾性パ ラメ ータ(kPI)に

対 し算 出 したkpの 値の比(kp/kPI)を 求 め,対 応す る強

度比(σE/σ2*)と の関係をFigs.11,12に 示 した.図 中の

実線 は傾 き1の 比例関係 を示 し,破 線 は区間1で の σE/

σz*の ば らっ きの範囲 を示 してい る.強 度 と弾性パ ラメ

ータの関係 は
,2種 類の サ ンプル ともほぼ比例関係が ば

らつ きの範 囲内で成立 して い る.

以上の結 果か ら,ク リープ引 っ張 り履歴 に よる強度低

下 に比例 して,変 形抵抗 を表わす粘弾性パ ラメータが低

下す るとい う仮定 により,ク リープ破 断にいた るまで の

複雑 な変形 挙動 が単一の粘 塑弾性モ デルで記述で きた.

したが って,微 粉体層の強度 と変形挙動 の間 には密接 な

関係が あ り,変 位量の評価 によ り粉体層 の強度,破 壊 特

性が推定で き る可能性が示 された.

結 言

2種 類 の微粉体 を用いて,ク リープ 引っ張 り破断過程

での強度 およ び変形 挙動を測定,解 析 した結 果,以 下の

結論 を得 た.

Fig. 10 Examples of fitted and calculated results about 

increasing and changing process of displacement 

and elastic parameter in Voigt model

Fig. 11 Relations between tensile strength and elastic 

parameter during creep failure process 

(Sample 1)

Fig. 12 Relations between tensile strength and elastic 

parameter during creep failure process 
(Sample 2)

第 20 巻 第 4 号 (1994) 561



(1) 単純 引っ張 り試験か ら,微 粉体層 の引 っ張 り破壊

は変位 量支配で あ ることが確認 され た.ま た,ク リープ

破 断までの変形過程 は3区 間 に区分 され,各 区間の変形

挙動 を解析 した結果,定 常変形 区間IIで の変形速度か ら

寿命推 定式(Eq.(3))が 得 られ た.

(2) ク リープ破 断までの強度変 化は,変 形 速度が徐 々

に減少 す る区間Iで はほ とん どク リープ 引 っ張 り履歴 を

加え ない場合 と大差が ないが,区 間II,IIIに 移行 す るに

従 い,徐 々に強度が低 下 し,設 定応 力まで強度 が低下す

ることで破 断す る.

(3) 粘弾性 パ ラメータが強度低下 に比例 して低 下す る

と仮定 したVoigtモ デルに より,粉 体層の強度 劣化 とク

リープ破断 にいた るまでの複雑 な変 形過程が統一 的 に整

理 され た.
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Nomenclature

C = ratio of elastic parameter to viscous

parameter  ( kp  /  ƒÊ=  constant) [s-1]

Cv = coefficient of variance  [-]

CII = mean increasing rate of displacement in 

section II [m/s] 

CIII = constant in Eq. (7) [m/s2]

f(⊿) = function related between tensile stress and

displacement during simple tensile test  [-]

kp  = elastic parameter in Voigt model  [Pa/m]

kPI  = elastic parameter in Voigt model during 

section I (=constant) [Pa/m]

kp(t)cal = calculated elastic parameter by Eqs . (9)

or (10) [Pa/m]

tb  = creep failure life [s]

tb*  = estimated creep failure life by Eq . (3)  [s]

tI  = creeping time at the end of section I [s]

tII  = creeping time at the end of section II [s]

tc  = creeping time at the start of test 3 [s]

⊿  = displacement of powder beds •@•@•@•@•@•@•@•@•@•@[m]

⊿0  = displacement of powder beds at the start 

of creep test [m]

⊿1  = displacement of powder beds at the end 

of section I [m]

ε  = porosity ratio in powder beds  [-]

σ  = tensile stress [Pa]

σE  = tensile strength of powder beds after 

creep damage [Pa]

σs  = tensile stress during creep test [Pa]

σZ  = tensile strength of powder beds determined 

by simple tensile fracture test [Pa]

σz*  = estimated tensile strength by Eq . (2)  [Pa]

μ  = viscous parameter in a Voigt model [Pa  s/m]
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Creep Failure Process for Fine Powder Beds 

by Tensile Loading
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To investigate the process of creep failure phenomena in fine powder beds, the 

change in the tensile failure strength and the displacement of powder beds during 

the creep failure process was analyzed. The increasing displacement is divided into 

three sections ( I, II, III). The increasing rate of displacement slows in the first stage 

(section I ), almost constant in section II, and rapidly increases and falls in section M. 

By using the experimental equation to relate the creep failure life to the increasing 

rate of displacement in section II, the change in tensile strength of powder beds can 

be estimated during the creep failure process. No decrease in tensile strength is observed 

during the first stage (section I). However, in the second and third stages (section II 

and III), the strength decreased remarkably with increasing creep time. The increasing 

displacement can be fitted by a Voigt model in the region of section I, in which the 

tensile strength is almost constant. According to the elastic/viscous parameters of 

a Voigt model decrease in relation to the decrease in fracture strength of powder 

beds, the complex increase of displacement in the region of sections II and III can be 

quantitatively estimated. The deformation resistance of powder beds was quantitatively 

related to the fracture strength.
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