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FatigueCrackPropagationBehaT7iorfromaInternalNotch
ofPerpendicularlyInterBectingTwoHoles
ＣｈｏｂｉｎＭＡＫＡＢＥ,ＫａｔｓｕｍｉＯＨＢＡ，
ＨｉｄｅｏＫＡＮＥＳＨＩＲＯａｎｄＭａｓａｙａｌＴＯＫＡＺＵ
Fatiguecrackpropagationbehaviorwasobservedbymeansofthebeachmarkmethodonthe
hacturesurface､InthespecimenwithperpendicuIarlyinte【sectingtwoholes,thefatiguecTackwas
initiatedattheintemalcomersoftwohoIesandpropagatedfromtheinternalsectionｔｏｔｂｅ〔》utside･

InthelirststageofcTackpropagation,thecrackfiPontfOrmedastraightlineandthecrackedarea
intheformofatrianglewasobservedThisshapegradual1ychangedwiththecrackpropagation・In
thelinalstageofcrackpmpagation,aparabola-likecrackfromtwasobserve｡､Thecrackpropaga‐
tionwasexaminedwiththechangeinthecrackedareaS・Thecrackpropagationrateofthearea，
｡SｿZMwasfOundtobeproportionaltotheareaSandthecrackpropagationlawcouldbeexpressed
asdSlqW＝“〆Ｓ（』｡isthecyclicstressrange,〃andCareconstant)．
Ｋ”lWbrdb：Fatigue,CrackPropagation,HoledSpecimenⅢBeachMark,CTackedArea

設定が適切であれば，ピーチマークをつけるための荷

1．緒雷

重変動はき製伝ぱ挙動に影響を及ぼさないとされるた

疲労き製が部材表面から発生,伝ぱする際は,表面．

め，本研究においてもピーチマーク法によりき裂伝ぱ

観察を行うことによって，その挙動が追跡できる．し

挙動を解析した．機械要素の破壊事故は疲労によるも

かしながら，部材の内部から伝ぱするき裂に関しては

のが多く，疲労寿命を評価することは工学的にも社会

実験中に直接的な観察をするのは困難であり，表面き

的にも重要な問題となっている．そして疲労寿命の評

裂に対して，内部き製の伝ぱ挙動を検討した研究は少

価法としてき裂の発生,伝ぱ挙動に着目した多数の研

ない．本研究においては，試験片内部から疲労き製が

究が報告されている.また，その中でも，低サイクル疲

生ずる場合の一例として，交差した貫通穴を有する試

労や高サイクル疲労の有限寿命域では,微小き製伝ぱ

験片の疲労き製伝ぱ挙動を検討した．き裂面が空気に

に着目した研究がなされているい)‐(10)．

触れることなどから,本研究での実験は完全な内部き

本研究では,特殊な場合について取扱っているが，

裂の進展について検討したことにはならないが,表面

基礎実験的な観点から，内部方向から表面にき裂が伝

き裂とは拘束条件の異なる内部方向から伝ぱするき製

ぱする場合,通常の表面き製と同様なき裂伝ぱ則の整

の様相を検討することを目的とした．直接観察のでき

理が可能かどうかを調べることを目的とした．そして，

鞍い試験片内部におけるき裂伝ぱの評価に際しては，

疲労き裂伝ぱ挙動と疲労寿命の関係についての検討を

ピーチマーク法(1)がよく用いられており，破面楕報に

行った.また,破壊の機構に関し考察を行う目的で,単

基づいた解析がなされている．ビーチマークはタイド

一の貫通穴の場合の破面観察も行い交差貫通穴の場合

マークとも呼ばれ,荷重や環境の急激な変化に伴い，

と比較検討した．

疲労破面上に残されるき裂前縁の痕跡である．荷重の

2．使用材料および実験方法

＊平成３年10月１６日第69期全国大会鯛波会において識演，
原稿受付平成３年12月１６日．
刺正員,琉球大学短期大学部（愚903-01沖鰯県西原町千厩1)．
､2准貝.九州爾力(株）（忠8１０福岡市中央区渡辺通り2-1-82)．
＊0正員.琉球大学工学部．

素材はＳ４５Ｃ丸棒材〈直径25ｍｍ)である．その化

学成分と機械的性質を表１および表２に示す．これを
845°Ｃで１時間焼きなました後,図１に示す試験片を
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作製した．試験片には内部から表面への疲労き裂伝ぱ
挙動を検討するため，試験片中央部分に交差貫通穴を

もとでのき裂伝ぱ速度にほとんど影響を及ぼすことな
くピーチマークをつけることができる(2)．ピーチマー

ドリル加工した.その穴部断面形状を図２（ａ）に示す．

クをつけるための繰返し数は,荷重レペルによって異

また交差貫通穴の場合のき裂進展と比較するため図２
(ｂ)のような単一の貫通穴を有する試験片の破面観察

なるが，104～103回程度の範囲を選定した．本研究で

も行った.穴の直径は０．５ｍｍである．また，試験片は

き製伝ぱ則とき裂面積との関係について検討した．

は破面の観察を通じてき裂伝ぱ挙動を調べたが,特に，

穴加工後に600°Ｃで１時間真空焼きなまして実験に供

3．実験結果および考察

した．

３．１ビーチマークによるき製伝ぱ挙動の観察

疲労試験は，島津サーポパルサＬａｂ５を用い，引張
圧縮両振りの荷重制御方式で行った.繰返し応力幅は，

交差貫通穴材における最終破断面を図３に示す．本実

図２（ａ)の交差貫通穴材においては』｡＝315ＭＰａ～

験においては,疲労き裂は試験片内部から発生し,伝

420MPa間で，４種類とし図２（ｂ)の貫通穴材では

ぱしていく．その伝ぱ過程は,破断面に残ったビーチ

」ｏ＝420ＭＰａで行った．内部から進展するき裂の形

マークから判断できる．き裂は試験片中央部分付近の

状はピーチマーク法によって調べた．ビーチマークを

穴の交差した角部から発生し,表面方向へ伝ぱしてい

導入する際の応力は，き裂伝ぱの際の応力の１/４の応

く．き製伝ぱ初期では，き裂前縁は直線的であり，き裂

力幅にし，また，前者と後者の繰返し最大応力は同一

面は三角形状である.しかし，その形状は，き裂伝ぱと

値にした．このような条件に設定すれば」◎が一定の

ともに次第に変化していき，最終的にはき裂前縁が双
曲線状になっている．き裂が試験片表面に達するのは，
疲労寿命のかなり後半の部分であることが,破面から

表１化学成分

■四■「~ヨ

■万■■T和■Ｔ面■ＴｍｒＴ訂

Ｃｕ
－－－－

０．１Ｂ

<叱り

うかがえる.そして，き裂が比較的小さい間は，穴角部
４箇所から発生したき製がほぼ均等に伝ぱしているこ

とが図３よりわかる．そして,後に示すき裂伝ぱ曲線

から判断すると比較的小さいき裂の伝ぱ過程が疲労寿
命の大部分を占めている．き製伝ぱ曲線とピーチマー

表２機械的性質
Loweryield
point
oBKMPo）
￣

３５５

UItimqtetensile
hImptetenBIleTruBfrqch｣reRBductlonof
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OqT(MPC）
OB(MPq）

クの形態を対比すると比較的小さいき裂が伝ぱする間

はき裂面形状はほぼ三角形状であり，ほとんど相似な
形でき裂が伝ぱしている．

交差貫通穴の場合との比較のため単一の貫通穴の場

。■9９４４７４

合における破断面を図４に示す．図４（ａ)の場合のよ
うに試験片取付け時の曲げの影響がほとんどない場合

にはき製は穴底に沿って発生し，穴軸にほぼ平行なき

Ｆ１三三ﾖﾐﾖﾆ'三冊

裂面を形成しながら破断に至るまで伝ぱしている．交
差貫通穴と単一の貫通穴の場合の破断面を比較するこ

とによって,交差貫通穴材のき裂進展機構が推察され
る．交差貫通穴では穴角部での強い応力集中によりき

図１試験片形状（ｍ、）

裂の発生が穴角部で生じ，き製伝ぱ初期ではシェプロ

ン形切欠きの場合にみられるようなき裂進展が生じて

f言

鶚
ＬＩ

(ａ〕交差貫通穴の場合（ｂ）貫通穴の場合

図２穴部の断面形状（ｍ、）

いる.しかしながら，き裂の進展に伴い,拘束状態が変

化いき製伝ぱの後半では穴底に沿ってき裂が進展す
るようになる．そしてその伝ぱの様相は試験片取付け

時の多少の曲げの影響を受ける単一の貫通穴の場合の
図４（ｂ)の様相と類似している．その理由としては，

応力こう配のため穴縁の一部分（交差貫通穴材では中

心付近,単一の穴材では片側の穴角部付近)で優先的
にき製が進展するため，それがき裂伝ぱ過程後半のき
裂伝ぱ形態に影瀞することが考えられる．

－７１－
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１ｍｍ

｜

１０

<ａ）破面全体の様相（ｂ）破面のほぼ1/4の部分

図３交差貫通穴材の破断面とピーチマーク（』｡＝420MPa）

２

－

一

(ａ．l）ほとんど曲げの影騨がない場合（ａ･2）（ａ.l)のほぼ1/4の部分

，

両

２

１ｍｍ
！ﾛ

(ｂ）多少の曲げの影埋のある過合

図４単一貫通穴材の破断面のピーチマーク

た表面き裂長さを用いてき裂伝ぱ挙動を評価できる

500

が,本実験のように試験片の内部からき裂が進展し，
刻々とき裂形状が変化する場合，き裂寸法の代表長さ
。△工。『

をどのように選ぶかは，き裂の形や,伝ぱ挙動によっ

400

て異なってくるものと思われる．そこで本研究では簡

便のため，き裂寸法を代表長さでなくき製の面積で評
価することを試みた．そしてき裂面租と，き裂伝ぱ貝リ
にどのような関係があるのかを検討した．
３００

1０５

1０４
Nｆ

き裂伝ぱ則を整理するに当たっては，き裂面積Ｓ

2.5ｘｌｏ５

を式(2)のように試験片最小断面領Ｓｂで無次元化し

たき製面積比Ｃを用いた.Ｓは穴部の面積を含まない
図５応力幅」｡と破断繰返し数ｊＷの関係

図３にみられる４箇所のき裂面積の総和である．
Ｃ＝SⅢSb……･……………･･…………………（２）

３．２疲労寿命とき製伝ぱ挙動について交差貫
通穴材のＳ－ｊＶ曲線を図５に示す．これから繰返し応
力幅“と破断繰返し数Ｍとの関係は式(1)のよう
になることがわかる．

破断面から得られたき裂面積によって整理したき曇Ｌ

伝ぱ曲線を図６，７に示す．縦軸には，き裂面積比Ｃ
(図６）またはｃの対数(図７）を取り，横軸には破断

繰返し数Ｍで無次元化した相対繰返し数ＭV,を取
っている．これらの図よりＭＭ＝0.1ですでにき製が

ｊｂ９Ｗ｢=1.04×10銘…･……･…･……………(1)

き製が表面き製の場合は，き裂寸法として直接測定し

発生しており，寿命のほとんどがき裂伝ぱ過程である

－７２－
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ことがわかる．また，特に図７からほぼき裂面積比の
対数ｌｒｌＣと相対繰返し数ＭN,の間にはほぼ比例関

材料定数）をパラメータとして，西谷らと類似な整理

係があり次式が成り立つことがわかる．

拠として，これらの場合と似通った整理を行うことに

C1CWnVoCC…..…………………………･…（３）
き裂面積比Ｃと相対繰返し数ＭＭの関係は応力幅

討するため,式(4)を考慮して(｡CｿZjUV)にと繰返し

を行っている．そこで本研究では，図6,7の結果を根

した．図８はき裂伝ぱ速度に及ぼす応力幅の影響を検

にほとんど依存せず最小二乗法によって整理すると式

応力幅ｊＣの関係を調べたものである．（ｄｑｂＷ)/Ｃの

(4)で示される図中の実線のようになる．

実験値は各応力レベルにおいてＣの値によらずほぼ
一定となる．そして村上ら(4)の研究に基づくと

１，Ｃ＝5.87ＭＭ－7.21………………………（４）
小規模降伏状態においては応力拡大係数範囲ｊＫが

(ｄＣＭＷＣの値は式(4)を微分して得られる式（５）

き裂伝ぱ則を整理するための有効なパラメータとな
る．しかし，小規模降伏状態を逸脱するとｊＫが使え

によって精度よく近似できる．

（dqt2/V)/C＝5.87"V1,………･……..………（５）

なくなる．本実験材料の降伏応力は355ＭＰａであり，

図８の横軸の」ひは１Ｗに対応する応力幅から決ま

疲労試験を行った最低の繰返し応力幅上は３１５

る．（｡CMV)には無次元化き裂伝ぱ速度と見なせる

MPaである．したがって，穴の交差部分での高い応力

が，その値は,村上ら(4),桜井ら(6)の研究のき裂長さノ

集中度を考慮すると，本研究においては,小規模降伏

に対する(dWtW)〃と同様に破断繰返し数Ｍと密接

状態は満たされていない可能性がある．そして，この

に関係している．図８の直線の傾きが９．１であること

ような場合,西谷ら(3)は表面き裂の場合においてｏ'Ｖ
（ひ：繰返し応力振幅，に表面き裂長さ，〃：材料定
数）をパラメータとしたき裂伝ぱ則の整理を行ってい
る．また村上ら(`)(5)による低サイクル疲労試験結果で

からき裂伝ぱ速度に及ぼす応力幅とき裂面積比の影響

も，４節/(』EP：塑性ひずみ幅，ノ：表面き裂長さ，〃：

は次式のように表せる．

ｄｑ団ＩV＝5.22×10-空』ぴ'･ＩＣ………………（６）
式(6)のように，き裂伝ぱ則がき裂面積で整理できる
背景としては,破断面に観察されるように，寿命の大

部分で，き裂の形状がほぼ相似な三角形状に伝ぱして

0.4

10-ｺ
0.3

０

０

１

0.1

４

＆（弓Ｓ□〉

●０．２

1０－５

００．５１．０

１０２１０．

Ｎ/Ｎｆ

Ａ０ＭＰ０

図８．C/ｚＭＣと」ｏの関係

図６き製面積比Ｃと相対繰返し数ＭＭの関係

500

oExperiment

ロュヱ。『

(」

4００

300

００．５１．０

’Ｏ５

１０４

Ｎ/Ｎｆ

ｚ５ｘｌＯＳ

Ｎｆ

図９実験式とき裂伝ぱ則から導いた寿命則の関係

図７き裂面積比Ｃの対数と相対繰返し数ＭＭの関係

－７３－
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いることが考えられる．式（６）を積分すると

村上ら('1)~('3)は,解析的に伍蔵(area：欠陥や微小
き裂の投影面積）が欠陥から発生した微小き裂の応力
拡大係数を評価するためのパラメータとなることを示
し,微小欠陥を有する部材や高硬さ材の疲労強度を合
理的に評価している.また，本実験の場合は，解析的根
拠はないが，き裂面積で交差貫通穴材のき裂伝ぱが整
理できる結果になっている．そして，欠陥材の延性破
壊における破断延性値の評価においても，村上らｗ）
は欠陥投影面積率が体積率よりも合理的パラメータで
あることを提案している．このように，欠陥やき裂の
面積に基づく破壊挙動の評価が行われているが，この
ような整理方法が,簡便手法として，どのように応
用･拡張できるのかは興味深いことであると思われる．

ｌｎＣ,/Cb-522xlO~麹ｹﾞ･'(ﾉＶ６,－｣V6)･…･…．（７）
ここでＣｂはⅣ＝“回（き裂発生繰返し数）における

き裂面薇比,Ｑは破断時のき裂面積比である.簡便的

に，き製発生繰返し数川＝０とし、Ｃ､およびＱの値

は式(4)あるいは図７においてＭＭ＝０およびＭＭ
＝１の時のＣの値として求めた．それらの値,／V6＝０，
Ｑ＝0.00074,Ｑ＝0.26を式（７）に代入すると次式を
得る．

４．，．１Ｍ＝1.13ｘ10灘.．………………………．（８）
図９にＳ－Ⅳ曲線として,実験結果とその実験式で
ある式（１）およびき製伝ぱ則から導いた式(8)の結果
を示す．これから式（１）と式(８）はよく一致している
ことがわかる．

4．結

丸棒平滑試験片においては低サイクル疲労寿命法則
であるCoffin-Manson則(7)が実質的に微小き製伝ぱ
則と等価であることが村上ら(4)(5)によって報告されて
いる．また高サイクル疲労についても同様な整理がな
されている(8)．本実験においても，これらの場合とほ

言

交差貫通穴材を用いて，試験片内部から疲労き裂が
生ずる場合の疲労き裂伝ぱ挙動をピーチマーク法を用
いて観察し，き裂面積によるき製伝ぱ則評価の可能0性
について検討した．得られた主な結果は次のとおりで

ぼ同様な結果が得られている．したがって，これまで
表面き裂の場合で示されていたき裂伝ぱ曲線と疲労寿
命の対応関係が本実験結果にも適用できることにな
る．さらに，このことを逆に言えば,本実験のように，

ある．

（１）交差貫通穴材においては，き裂は試験片中央

部付近の穴の交差した角部から発生し，試験片表面に
向かって伝ぱする.また，き裂伝ぱ初期では，き裂前縁
は直線状であり，き裂面は三角形状である．しかし，そ
の形状は，き裂の伝ぱとともに次第に変化していき，

内部からき製進展が生ずる部材でも，あらかじめ疲労

寿命曲線であＳ‐Ⅳ曲線とある数例の応力振幅につい
てのき裂伝ぱ曲線を求めておけば,有限寿命域での任
意の応力振幅下での疲労き製状態が繰返し数によって

最終的には，き裂前縁が双曲線状になる．

ある程度推定できる可能性がある．

んど100％がき製の伝ぱ過程に費やされる．

実験データにはある程度のばらつきは当然含まれ
る．しかしながら，相対繰返し数ＭV,で評価したき

製伝ぱ則にはばらつきが少抜くなること(，)や高応力
下においては，鋭い切欠きを有する部材ではき製発生
寿命が極めて短く，平滑材に比べて,結晶組織的因子

に基づくき裂伝ぱ挙動のばらつきが少ないことなどか
ら，本実験のよう鞍切欠きから発生したき製において
は,定性的なき裂伝ぱ挙動は図６，７に示したようなデ

ータ範囲である程度検討可能と思われる.小林('0)が解
説しているようにある狭い実験範囲においては，ある

特定の見掛け上のき裂伝ぱ則が成り立つことがある．

しかしながら，その法則の応用範囲が広く，何らかの
近似的評価を示しておれば,工学的には簡便的手法と
して有用であると考えられる．本研究においても，見
掛け上の伝ぱ則が成り立っている可能性があるが,今
後さらに内部あるいは表面から発生,伝ぱするき製の
評価を統一的に行う場合の目安になると考えている．

（２）交差貫通穴材における破断までの寿命のほと

（３）き裂の代表寸法としてき裂面積を採用し，き
裂伝ぱ則を整理した．き裂面積比の対数Ｉｎｃと相対
繰返し数ＭＭの間には比例関係が成り立つ．この結
果から，き製面積に比例してき製が伝ぱすることがわ

かった.またⅡき裂面積比Cと相対繰返し数ＭｌＷの
関係にはほとんど応力依存性がない．

（４）き裂面積比Ｃで整理したき裂伝ぱ則から求
めた疲労寿命はＳ－Ⅳ曲線で示した実験値とほぼ一致

する．したがって，丸棒平滑材の場合と同様に，Ｓ－Ⅳ
曲線とき裂伝ぱ則の間には密接な係わり合いがあるこ
とがわかった．

最後に卒業研究として実験を手伝って頂いた山元裕
樹君に感謝する．

－７４－
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