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ひずみ』情報による非貫通穴材の疲労き製進展挙動の検知＊

真壁朝敏*１，

犬場克巳*3，

糸数真哉*ｚ

兼城英夫*２

AnInspectionofFatigueCrackExtenBionOfaB1imI-HoledSpecimen
E聖edonStrainlmfOrmation

ChobinMAKABE,MasayalTOKAZU,ＫａｔｕｍｉＯＨＢＡａｎｄＨｉｄｅｏＫＡＮＥＳＨＩＲＯ

AdeIEctionoffaLiguecrackinitiaLionandgrowthbehaviorofablind-holedspecimenwas
carTiedoutbymeansofthestraininter化rencemethod・Thestrainsonthecemteraxisofthｅｈｏｌｅａｒｃ
ｕ聖dlbrthedeterminationofthesIIrainfimctionoA，､Thecrackinitiationcanbedetectedusingthe

wavelbnnoftheS8rainIunctiolu｡A，､Ｔｈｅｗａ肥Iormo(０ｈ’ｏｆtheprecrackingcanbediStinguished

fromthatofthepostcrackimg･ThepenetrationofcrackdepthintothespecimenthicImesscanaIso
beinspectedusingthewaveformofthestrainfunctionIh,､SuChwlriationsolthewavefmmare
basedonthecrack上ipopeningandclosingbehavior､Furthermore,theapproximateestimationof
cracklengthwascarrIedoutuBingthevaIueofthestrainfunctionWh，measuredatthemaximum
stJ℃sspoint．

Ｘ固りWbjUb：Fatigue，B1ind-HoIedSpecimen･Cracklnitiation，CrackGrowth,CrackOpeningI
C｢ackClosingbStrainGaugQMeasurementMethod

験片に加工し，主にその穴からの疲労き製発生および

き製の板厚方向への貫通挙動を検肘した．なお，応力

振幅は一定の場合について検討したが,本手法はある

限られた範囲では変動荷璽への応用も可能であると思

われる．

２．使用材料および実験方法

素材は，S15CK丸棒材（直径25ｍｍ)である．それ

を900.Cで１時間焼なました後に賦験片を作製した．

その化学成分と機械的性質をそれぞれ表１，２に示

す.賦験片形状を図１に示す.試験片には，直径,深さ

が約２ｍｍの非貫通穴を試験部中央に放趣加工によ

って作製した後,600℃で１時間其空焼なましを行い

実験に供した．図２に二軸形ひずみゲージ（ゲージ長

1．緒倉

機械櫛遺物の破壊事故を防ぐために定期的な非破壊

検査手法による点検が行われている，機械要素の破壊

は,疲労に関するものが多く，その大多数は欠陥や切

欠部等の応力集中部から発生した疲労き製に起因して

いる('１．したがってⅢ機械の定期点検に加え,切欠部等

の弱い部分の日常的な検査を行えば,疲労破壊事故は

減少するものと考えられる．本研究では，前報12)同様

に，そのような切欠部からの疲労の進行の日常的な監

視方法の開発の可能性について検肘した．そして，安

価なシステムでの疲労き製発生・進展挙動の検知を目

的として，切欠部周辺のひずみ（ひずみゲージにより

検出)を用いる手法を考案した．霞た，これまでにき製

発生・進展したき製の長さ・形状を糖密に測定する手

法⑧が多々提案されているが,本研究では,前報《z)-(`）

で提案したひずみ干渉法を基にして機械の安全性の観

点から簡便鞍手法によって大まかな叶測ができないか

否かを検肘した．切欠さとしては,非貫通穴を平板試

表１化学成分(wL％）
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さ１ｍｍ,ゲージ抵抗120Q)の貼り付け位個を示す.図

２には,穴部より上側部分のみを示しているが,一部

の実験については上下対称にひずみゲージを貼り付け

た．ひずみ計測結果は,上下で定鑓的にほぼ一致した

ので本研究では図２に番号を付して示した片側の結果

について示す．ひずみゲージの位置については，番号

①の位置はベースを含むゲージ長さを考慮し，ひずみ

測定箇所がなるべく穴縁近くになるように選び,②の

位題はひずみゲージ間に貼り付けたゲージ端子の長さ

く4ｍｍ)とハンダ付作業を考慮して決定した．本実験

では試験片寸法とひずみゲージ貼付作業の都合によっ

てひずみiHII定位圏を適当に選んだ．その位極は本実験

範囲では差支えなかったが,本研究の手法を実用化す

るためには,種々の実験や数値計算等によりひずみゲ

ージの位置と測定感度の関係を検討する必要がある．

本研究では,前轍３Ｄ同様ひずみ干渉法を用いて穴中心

軸上の荷鼠方向ひずみＥｕとそれに垂直方向のひずみ

曇によってき製の進展挙動を検出した．なお，ひずみ

には測定位圏を示す添字１，２を付してある．

疲労試験は,島津サーボ･バルサＬａｂ５を用い，荷顛

制御方式で行った.応力振幅は一定振幅でありＤ－９８

ＭＰａ～171.5MPaの間で４種類とした．応力比尺は

－１である.穴からのぎ製進展量は，図２に示すように

穴縁左右の平均長さｃで定義し，穴径αを含めた場

合はき裂半長をα＝c＋〃２として定義した．

３．ひずみ関数の定義

前報(2)では,主にひずみ干渉法により切欠部より発

生するき裂の検出の可能性を示した．本研究において

は，包裂発生に加え，き裂の板厚方向への貫通挙動等

の検知の可能性を次のひずみ関数を用いて検討する．

｛二塁笈:}…………………(1)
ここで傘｡,jEoは１応力サイクル間のひずみｇｏ,Ｅ６

の変化幅である．また，ひずみＥ゜,Ｅにしては単一箇

所のひずみを用いた場合は，

Ｅ･＝ご`j,ｇｏ＝ezl（i＝1,2),……………..…（２）

iは測定位図を示す記号であるが本報ではｉ＝1の場

合について示す．

２箇所のひずみを用いた場合はⅢ

ｓｏ＝ごり,－B似2,ｇｏ＝Er1-壁2.……………,.…（３）

とした．

４．ひずみ干渉法によるき製発生の検知

き製が発生した場合にはEIber《、によって見い出さ

れたき裂開閉口挙勘が生じる．その開閉ロ挙動はき製

付近のひずみあるいはき製を挟むあるゲージ長さ間の

変位になんらかの変化をもたらす．このような変化を

利用して除荷弾性コンブライアンス法(7)やひずみ干

渉法(2)~(`'ではき裂開閉口点応力を求めている．そし

て，このひずみや変位の変動はぎ製の発生の検出にも

利用できることが考えられる．

図３に１サイクル問の単独の二軸形ひずみゲージ

(ゲージ位置：ｉ＝1)によって得られるひずみ関数〃

の波形を示す.なお,繰返し応力び＝Oの時点をデータ

取込み開始点としたが,ローOの点でAの値は,応力

の綴返しにより若干変化するので,以下の図では任意

の点の値から開始点(｡＝0)の値を差引いて平行移動

し補正したものをＡとして用いた．図３には応力振幅

が“＝l225MPa,l7L5MPaの２例について示し

た．これらの図から明らかなようにぎ製発生前にはほ

ぼl/2サイクルの位団に最大値を持つ波形である．そ

して，き製が発生するとその波形に明りょうな変化が

生じ,極値の位國や数が変化することがわかる．

引算した式（３）に示すひずみによるひずみ関数ル

の波形を図４に示す．この場合においても図３と同様

にき製発生前後において応力振幅レベルによらず,波

形に変化が生じることが確露できる．そして，この場

合には,単独の二軸形ひずみゲージの結果よりもき製

発生による波形の変化が明りょうである．その理由と

しては，ひずみ蓬を用いることによってひずみ償号の

ノイズが減少し’さらにき裂開閉口挙動の波形に及ぼ

身■
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図２ひずみ測定位圃(m､）図１試験片形状(m､）
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すると○一ＭMN図へのぎ裂開閉口挙動の影騨が穴部の

変形挙動による影騨よりも大きくなり線図に変化が生

じる．この変化は，き裂が大きくなるほど明りょうで

ある．前述したようにこのようなき製発生によるき製

す影響が強調されることが考えられる．前報１２)では，

き裂発生による波形の変化を明りょう化するために，

き裂発生前の基準波形から同じ箇所の営裂発生後のひ

ずみ波形を差引いたものを用いたが，この場合には，

周波数のずれ,応力擾幅のずれ等の影鞠を除去する必

要があった.したがって,実用的な面からは,本研究の

場合の２箇所のひずみ差を用いたほうが有利である．
以上のことからひずみ波形の変化によってき裂の発

生が検知できることが明らかである．またぎ製が大き

くなるに従って,波形の初期状態からの変化の程度も

激しくなる．そして極値の位置のずれや波形の振幅の

変化を利用すれば,ひずみ情報による切欠部からの疲

労き製発生の自動検出が可能になると思われる．

き裂発生前とき裂発生後の公称応力｡と引算した

式(3)によるひずみ関数ｈの関係を図５に示す．穴部

があることの影響によってき製発生前にはU-A線図

には複雑な折れ曲がりが生じる．そして，き裂が発生
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開閉ロ挙動の出現がひずみ関数ｈによるき製発生の

検知が可能になる根拠となっている．したがって，き

裂開閉口挙動がなんらかの手法によって求められれ

ば,本研究と同棟な手法によってき製発生が検知でき

るものと考えられる．厳お，単独の二軸形ひずみゲー

ジでもき裂開閉口点の検出は可能であるが，２箇所の

ひずみを用いればき製発生によるひずみ関数の波形の

変化が明りょうになり単--箇所の場合より短いき裂の

開閉口点が測定できる．また,変動荷璽下においては

パワースペクトル解析を用いることによってより効果

的なき裂検知が可能になると考えている．そのことは

今後の検討:HulHである，

の情報が得られるはずである．そこで，き製の板厚方

向への貫通挙動がひずみ干渉法によって検出できるか

否かについて検肘した．

き裂力噸厚を貫通する前後での引算した式（３）を用

いたひずみ関数１３の波形の変化の様子を“＝l225

MPal7L5MPaの２例についてそれぞれ図６（ａ)，

（ｂ)に示す．破断面のピーチマーク等によって判断し

た貫通時のぎ裂長さはα＝l225MPaでは約ｃ＝4.3

ｍｍⅢl7L5MPaでは約ｃ＝3.8ｍｍである．図６によ

れば，き製が板厚を貫通する直前付近で波形に顕著な

変化が見られる．図７は“＝l225MPaの例で,貫通

前後におけるｏ－ハ[式（３）を用いた場合]線図である．

これから，貫通前後においては。-ｌｂ線図に変化がみ

られ，き裂開閉口点も移動していることがわかる．し

たがって，き製が仮厚を質通する付近では，き饗伝ぱ

挙動，き裂開閉口挙動に穴部裏側の試験片表面の影靭

が現れることが考えられ，また貫通による穴部周辺で

のひずみ振幅の変化が生じることが考えられる．この

ようなことがひずみ関数Aの波形の変化に反映して

いると思われる．

き製貫通前後では，波形の振幅に著しい変化が生じ

る．そこで,次に式(3)に示すひずみ差を用いたひず

み関数力の変化幅」Aとき裂半長α(穴径を含む)の関

係を図８に示す．図８からき裂の貫通直前に』AIに急

激な変化が生じることがわかる．したがって，図７，８

からき裂の発生同様にぎ製の板厚方向への貫通もひず

み関数hの変化によって検知できることがわかる．ま

た,本研究範囲においては」カー4xlO-4程度を目安と

しておけばき製の板厚への貫通を未然に防ぎ,実験を

中止することができる．なお,単一箇所のひずみを用

いても，ひずみ干渉法によって,貫通挙動が検出でき

5．ひずみ干渉法によるき裂貫通の検出

前章に示すように，ひずみ関数力の波形はき裂長さ

によって変化する．したがって，ｈの波形の変化を連

続的に調べれば，き製の貰通挙動についてもなんらか

xld3

＝

Cycle

(ａ）ぬ＝122.5MPnに＝3ｍｍのときＡ=3.3,ｃ＝4ｍｍ
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図７き製貫通前後での２箇所のひずみ差を用いたひずみ

関数ハと公称応力ぴとの関係[⑱＝l225MPa,ｃ＝
３．３５ｍｍのとｇ』＝3.67,ｃ＝4.33ｍｍのときバー7.34,

ｃ＝4.65ｍｍのときＡ＝1.771（･－はき裂開ロ点を示

す)］

0.5

Cyc【ｅ

(ｂ）“＝171.5MPa(6-2,15ｍｍのときＡ－２３１ｌｃ￣2.41ｍｍ
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図６２箇所のひずみ差を用いたひずみ閲数Aの波形

による曾裂の板厚方向への貫通の検知
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れろが,大まかなき裂長さの即時推定が可能であると

考えられる．式（４）を用いた例として前報(`)の中央切

欠き(切欠幅が細いので実質的に中央き裂とみなせる）

の場合についてまず検肘する．図９は，中央き製の禍

合の応力の測定位圏健裂中心軸上）とき裂長さの関

係を示したものである．線形破壊力学(8)からこの場合
には次式が成り立つ（妃号は図９を参照)．

…-嘘(刀菱デー')………………(5)
そして,段大引張荷重時の局所応力⑳,02,に対応する

ひずみが…,Ｅﾂﾞ厨であるから，フックの法則と式

（４）Ⅲ（５）より（〃はポアソン比,Ｅはヤング率）

胸A-L2J2逸し(刀馨京-1)…………(6)
ここでＵ駒は最大荷重時の公称応力虚である．式

（６）によるとき裂長さとAMBの関係は簡単な式で表せ

る．そこで前報の中央切欠き（中央き裂）の場合の実

験結果と式（６）を比較したのが図１０である．図10の

縦軸は雌を公称ひずみ振幅ｊｅで除した値で,横軸

がき裂半長αである．これから小規模降伏条件を満た

すと思われるα＝4ｍｍまでの範囲で応カレペルによ

らず実験結果と式(6)の値は比較的よく一致してい

る．したがって，関数ﾊﾙを式(4)のように単純なひず

み和にすれば,図１０に示すように実験条件によって

は,理鎗的な値を用いて大まかにjMBの値からき裂長

さが推定できる．また,本実験の場合は測定位圏〃を

固定したので11Aはき裂長さαに対して単圏減少関数

となっている．

図１１に本実験の場合の非貫通穴から発生したき製

の場合について示す．これからき裂が短い範囲に=４

ｍｍ)では,応力レペルによらずｊＷ４Ｅと穴径を含め

たき裂半長αには比較的よい対応関係があると思わ

れる.応力振幅０泊＝171.5ＭＰａにおいてピーチマーク

法によりアスペクト比（き裂深さ/き裂半長）を閑ぺた

ところ，き裂発生初期ではアスペクト比は０．５より大

るが，２箇所のひずみを用いた場合が，より明りょう

な変化が生じた．また，“＝98MPaの場合，き製の発

生後，曹裂半長がα＝2.62ｍｍ(貫通前）でき製進展速

度が極端に低下したため繰返し数１V＝5950000で実

験を中止し応力振幅を“＝l47MPaに切り換えた．

大路ら(5)による電気ポテンシャルｃｒ法は，き製の

精密な位圃や形状を測定することを目的としており，

医学のｃｒスキャナ手法による患部の検迩にたとえら

れる．また,本手法では切欠部という限定された箇所

ではあるがiその箇所が機械の破壊挙動に影野するの

であれば,波形の変化によるき裂発生および成長挙動

の監視は医者が患者の病状を心電図で調べることに類

似していると考えられる＿

6．ひずみ憤報によるき裂長さの推定

き製進展に伴いひずみ関数の波形に変化が生じる．

このことからひずみ関数を用いてざ型長さの大まかな

推定が可能か否か検討した．前章までのひずみ関数k

の波形振幅鋤は，き裂開閉口挙動の影鯉を受ける．

そのため，き裂開閉口点が移動する場合や応力レベル

によってき裂開閉口点応力が異なる場合には」〃によ

る曽裂長さのuW21Eiは合理的でないと思われる．そこで]

同じひずみ情報を用いてき裂長さを推定するための手

段として最大引彊荷璽時における次のひずみ関数の値

峨を用いることを考えた．

JMI＝E、＋s”・…･………………･…………（４）

…,gumはj5l大引彊荷璽時の荷璽方向ひずみとそれに

垂直方向のひずみである．

ひずみ関故Ｍを用いると，除荷弾性コンブライア

ンス法、や他の手法に比べれば精度は落ちると恩わ
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図９単軸引躯Dを受ける無限板中にあるき裂の応力測
定位匝（γは測定点Ｐとき製先端との距麟,〃は
き製中心と測定点Ｐとの距離）

図８ 2笛ﾘﾘﾃﾞのひずみ蓬によるひずみ００数Aの変化幅
“と自製長さαとの関係（矢印は貫通時の表
面曾裂長さを示し,矢印に付した妃号は応力銀
幅レペルに郡面する）
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図１０［１１央き劉材に鈴けるJhjWsとき裂長さαとの

関係(`＝2ｍｍ）

図１１非貫通穴材におけるAIA凶ととき裂長さαとの

関係

きいが次第に減少していきき製半長αが約2.5～4.0

ｍｍの閥ではほぼ半円形を維持していた．そこで，

Newman-RagumxI･)によって求められた半円形表面

ざ裂における応力拡大係数の補正係数Ｆの値を求め，

それを式(6)に掛け合わせた値を数点図１１に併肥し

た(黒丸印).応力拡大係数と補正係数Ｆの関係は次の

ように表される．

脇=零Ｆ…………………………(7)
ここで,＆は第２極完全だ円積分,Ｆは補正係数［詳

細は文献(9)，（10)参照]・図11に示すように，き裂半

長2.5～4.0ｍｍの間で実験値と計算値はよい対応関

係がみられる．表面き製を二次元の等価き裂長さとし

て考えた場合の応力拡大係数の補正係数Ｆがそのま

ま式(6)の補正係数として使えるかは砿鰯していない

が参考値とはなると思われる．

以上のことから，応力レベルによらず小規模降伏条

件が成り立つと思われる範囲で，き裂長さと』MMdEの

間にはある程度の相関性があり，ひずみ関数枕によ

り大まかな表面き製長さの推定ができることが期待さ

れる．あらかじめ存在するき裂の進展の追尾や実験室

での大まかなき裂計測に本研究の手法が適用でぎる可

能性がある．この手法は今後改良していく予定である．

７．緒言

疲労き製が進展する際には，き裂開閉口現顛が現れ

る．その開閉ロ現象はき製周辺のひずみの変動に影轡

を及ぼす．本研究では,非貫通穴材を用いてひずみ楕

報によるき製の発生・進展挙動を検知する方法を開発

することを戯みた．得られた主な結果は次のとおりで

ある．

（１）穴繰からき製が発生するとき裂の開閉ロ現餓

によりひずみ関数Aの波形に変化が生じる．その波形

の変化によりき製の発生が検知できる．

（２）発生したき製は板厚方向へ進展しやがて貫通

する．ひずみ関数ルの波形はき裂の板厚方向への貫通

によって大きく変化する．そしてその変動幅４Aを連

続的に観察することによってき裂貿通を安全側に検知

することができる．

（３）小規模降伏条件が成り立つと思われる範囲で

ひずみ関数Ｍとき裂長さαの間にはある程度の相関

性があり，ひずみ関数AAIにより大まかなあらかじめ

存在する表面き製長さが推定できる．

（４）本研究のぎ製発生・進展挙動の検知方法は現

在の段階である限られた範囲ではあるが十分に実用に

供することが期待できる．
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