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１．緒哲

低炭素鋼などの実用金属材料の引譲りによる延性破
壊は,カップアンドコーン形破壊として知られてい
る．カップアンドコーン形破壊は,破壊過程において
発達するボイドを核として生じ,部材の延性はポイド

の発生,成長挙動に左右される｡〕･カップアンドコー
ン形破壊の最終過程は,局所的に発達するせん断変形
をともなった不安定破壊である（２）(3)．ＲＯＢ己rs(3)による

と，不安定破壊はせん断帯でのポイドシートの形成に
より延性き製が拡大することにより生じる．また西谷

ら仏)は,巨視的ポイドを起点として，強せん断変形域
が生じ,内部き製が形成されていく過程を詳細に観察
することによって,不安定破壊開始時には複数の内部
選裂が干渉すると述べている．カップアンドコーン形
破壊における内部き裂の拡大機構については，このよ

うな報告がなされてきているが，それに対し,表面か

ら開始する丸俸の延性破壊の報告は少ない．
村上ら側は,低サイクル疲労過程における残留破断
延性の低下の主原因が微小表面き製の存在であること
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を明らかにした．その報告によると疲労賦験後の一方
向引張りにおける，表面の疲労き製から開始する巨視
的延性破壊の様相は，カップアンドコーン形破壊と異
なり，破断面の大部分がせん断形破面を呈する．村上
らは，このような表面き製から開始し,引張りとせん
断による混合モードで進展する廷kh破壊をせん断形破
壊と称したが,試験片表面に人工欠陥を加工した場合

も,同犠にせん断形破壊で延性破壊が進行してい
く(o)．

本研究では，人工穴を有する低炭素鋼丸棒試験片を
用いてこのよう鞍表面から拡大するせん断をともなう

延性破壊の挙動について検討する．三軸応力状態のも
とで形成された内部き製と表面より発生するき裂の進
展挙動は異なるものと思われるがⅢ一般的にせん断形

破壊を理解するためにも，表面き製によるせん断形破
壊の挙動を調べておく必要があるものと考えている．

また，著者らは，７０/30黄銅、および本実験で使用
したのと同じS15CKmIを用いて中央き裂試験片およ
び中央切欠試験片の延性き製進展挙動を調べた．その

結果,弾塑性破壊じん性試験法(｡)の推奨値に比べ，試
験片板幅に対し板厚が薄く，初期き製長さが短い場合，
延性材料ではひずみの増加率に対するき製進展速度が
き製長さに依存することが明らかとなった．本研究で
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'よ，このような延性ざ裂の進展する際の特徴も考慮し

ＡＣは初期断面種である，葱おﾛ断面積Ａ,凸はき製

て表面からのせん断形の延性破壊挙動を検討する．

寸法および穴寸法を含めた面積である．くびれが生じ

2．使用材料および実験方法
素材は,低炭素鋼Ｓ１５ＣＫである．それを900℃で

ｌｈ,焼なました後Ｉ試験片を製作した．表１および表
２にその化学成分および機械的性質を示す．試験片は

ると式(1)の応力は真応力と一致しないが,本報では
くびれた後の破壊挙動を主に検討するので式(1)の応
力を平均応力と呼ぶ．

用いた試験機は島津オートグラフIS-5000形であ
る．

図１に示す砂時計形韻圃験片である．表面からのぎ製の

3．実験結果および考察

進展挙動を観察するため試験片中央部には図２に示す

人エ穴を加工した．穴寸法を図２の範囲で変化させる

３．１公称応力,公称ひずみによるき製進展挙動の

ことにより穴からの延性き製発生およびせん断形破壊

検肘前報(7)（８）において,延性材料の平板試験片の

開始条件の検討を試みた．以下,穴を有する賦験片を

引頚破壊では中央部の貫通き製が実験条件によっては

穴材と呼ぶ．

き裂長さに依存して成長していくことを明らかにし

引張試験は,変位制御方式で引張速度５ｍｍ/ｍｉｎ

た．本実験の丸棒穴材では非貫通き製により延性破壊

で行った．破断に至るまでの穴の変形およびき裂の発

が進展していくが,前報との比較のため公称応力叩Ⅲ

生,成長の観察は試験機に取付けた金属顕微鏡により

公称ひずみａ,とき裂長さの関係を検討する．公称ひ

直接観察し,変形時の試験片最小断面直径およびき製

ずみ｡’は式（１）により求めた其ひずみＥを用いてＳｍ

寸法などの測定はダイヤルゲージと顕微鏡を組合せて

＝ず－１として求めた．

穴材の延性破壊過程におけるき製進展状況を公称応

行った．

試験片に加わる平均応力uolびおよび真ひずみｓは

力との関係で検討したのが図３である．試験片最小断

面直径、で無次元化した穴あるいはき製の引張軸方

次式により算出した．

ワーPVA,と=lnAMA.．……………･………（１）
ここで,Ｐは外力(荷重)であり，Ａは引張時の断面積，

向への表面での投影長さ〃と公称応力恥との関係
であるが引張強さ砿に達するわずか前に発生したき
裂の進展は引頚強巻鋪以後に顕著となることがわか

る．このことは,引張強さ以後のぎ製進展挙動が穴材

表１化学成分(Ｗｔ％）

の延性に大きな影智を及ぼすことを示唆している．

■Ｆ■面■四

ｍ■ｎｎｎｎｎＦｍＦ面呵■届Ｔ

村上ら(8)(`)は,表面欠階から進展する延性破壊をせ
ん断形破壊と呼んでいるが,本実験の穴材の破壊も同

様にせん断形破壊と呼ぶことにする．せん断形破壊は
穴縁から発生したき製が引張軸に対し斜め方向に進展

表２機械的性質(MPa,％）

することにより生じ，破壊モードは引張りとせん断の
ＤＳｌ；Low2ryIeldpolntoBBU1tlmtetenSI1e5tren9th
向；TTuefracture5treSS中；ReductlonofaFca

混合モードとなる．このようなせん断形の破面の例を
図４に示すが,せん断形の破面の大部分は，カップア
ンドコーン形破面のせん断縁部分に類似した破面とな
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１２４２

試験片の変形とき裂発生)成長過程を関連させて検討

っている．

穴より発達するせん断形破壊によるき裂進展曲線の

する必要がある.穴材および平滑材の平均応カー真ひず

例を図５に示す.初期寸法(ん＝ぬ)で無次元化した穴

み〔式(1)〕の関係の例を図６に示す．図６にはⅢ穴縁
からのぎ裂発生,引張強さ砿およびき裂が穴底まで拡
大し穴全体がき製で覆われる時点付近(＊印)を記して

あるいはき裂の引張軸方向への投影長さの対数1,(〃

ん)と公称ひずみＥ同の関係を示している.図５はⅡ初期

としての実線から1,("L)｡ＥＧ風という傾向があること

いる．また，＊印付近での試験片直径Ｄによる無次元
き製長さ"の値も併記してある．回印は穴のない平
滑材の場合であるが,平均応カー真ひずみ線図にみら

がわかる.したがって,穴から発生した非貫通き製の

れる穴材の変形挙動は,穴底割れ〔＊印)付近までは，

せん断形での進展も前報(7)⑱)の貫通き裂同様,延性き

平滑材の場合とほぼ同様であるとみ厳せる．このこと

製はき裂長さに依存して成長する傾向があることがわ

からⅡ穴材の破壊ひずみは，き製発生時期よりも穴底
割れ付近以後のぎ製進展挙動に大きくH熱されること

穴径。b＝1.0ｍｍの場合であるが,試験片の変形が鋪
の時点に達した以後においては，き製進展挙動の目安

かる．

３．２穴材の変形とぎ製の発生,成長について

が想像できる.したがって,今後ﾛ破壊ひずみと穴形状

ドからのぎ製形成過程を詳細に観察している．その結

の関係を定避的に明らかにするためにも，穴底割れ付
近以後のき製進展挙動を検討しておくのは有意義であ
る.なお’穴径“＝1.0ｍｍ,穴深さＡ･＝1.7ｍｍ,の場

果によると，カップアンドコーン形破壊過程は，ほと

合は,他の場合と異なり＊印の点の応力の値は平滑材

西谷ら(2)(仰は，剛性を高くした特殊な引張装圃を用い
ることによりカップアンドコーン形破壊におけるポイ

んどポイドの発生,成長過程であり，ポイドからのき
製発生機楠の考察が破壇ひずみを検討するうえで重要

に比べて若干低めの値となっているが,後に示すよう
にき裂を半円形と仮定してき製面積を含まない実断面

である．

積で平均応力を評価すると｡'＝720ＭＰａとなる．この
値は同じひずみのときの平滑材の平均応力｡とほぼ

それに対して，丸棒穴材では,図３，５に示す線図か
ら推察できるように，き製の進展挙動が破壊ひずみに
大きな影響髭及ぼし,穴材の破壊機檎を考えるには，

等しい．

西谷ら(4)の70/30黄銅を用いた平滑材の実験によ

ると，内部き裂の発生時点すなわち強せん断変形域

の著しい発達によって平均応力の低下が生じる．穴
材においても，同櫛に穴底割れが生ずる付近あるいは
穴塵割れ以後において平均応力の低下が生じる．その
平均応力低下は,穴から発生したき裂のせん断形によ
る拡大にともなって起こったものであるが,平滑材の
…
図４せん断形破面の例

ように不安定ではなく比較的に安定的である．これは

高い三軸応力状態のもとで部材内部から開始するせん
断形破壊と，表面から開始する低い三軸応力状態での
せん断形破壊との違いであると思われる．しかしなが
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図６丸俸穴材の平均応力-真ひずみ線図
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報告(`》における強せん断変形域の発達による内部き製

さすなわちき製の深さ塊'を仮定したものである．

の発生時点と対応した意味を持つものと考えられ,穴
材の延性破壊機構を考えるうえで重要である．

せん断形破壊の特徴を考えるため,それが,開始する
際のき製形状を調べたのが図７，８である．せん断形破
壊は,穴底割れ直後あるいは平均応力の鰯六値付近で開始
すると考えられるが,本研究では,穴底割れの時点に注
目した．図７は，引張過程において穴底創れを確認し
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ｈ'＝んM､｡．、…,.………．…･…………･……(2)
ここで,胸,、hはそれぞれ初期穴深さ，初期断面直径

であり！Ｄは穴底割れ時点の断面直径である．

図８はⅢ穴底割れ確認時点における表面き製長さん

と仮定した式（２）によるき裂深さ〃の関係である．こ
れよりアスペクト比〃"･はほぼ05～0,6である．し

た時点で試験片を除荷し,液体窒素中でぜい性破壊さ

たがって，本実験範囲内では図７にみられるように，
せん断形破壊開始時点では，き製がI土ぼ半円形となっ

せた破面の写真である．延性破面とぜい性破面の違い

て穴全体を覆っていることが考えられる．

から延性き製のき裂前縁形状がわかるが,ほぼ半円形

３．３せん断形破壇におけるき製の進展挙動につい

となっている．本研究では，き製形状の詳細な測定は

て３．１節で述べたように延性雪裂の進展挙動には

行っていないので,式(2)のように穴深さを仮定して，

き製寸法が関係している.3.1節では前報(，)(`)との比較

せん断形破壊開始時点付近のぎ製形状を検討した・式

という観点から公称応力,公称ひずみでの整理結果を

(２）は,引張りによる穴の深さの減少率と賦験片直径

示したが,塑性加工や物理的意味づけの面から考察す

の減少率がほぼ等しいとして,穴底割れ時点の穴の深

るには,真応力，真ひずみでの整理が必要となる.この
ような観点から，本節ではせん断形破壊と其ひずみの
変化の関係を主に検討する．内部破壊により急激に進
展するせん断形破壊の詳細な観察は困難であり，特別
な工夫12'が必要である．それに対し,本例のような表
面から開始するせん断形破壊の観察は比較的容易であ
る．

図９は]穴あるいはき裂の引張軸方向への投影長さ
ノと／の載験片直径に関する無次元通』ＩＤ(以下,無次
（ａ)破面全体図（ｂ)穴部付近の拡大

図７せん断形破壊開始時点付近のき製形状の観察

元菖裂長さと呼ぶ)との関係である.物理的背景は明ら

かでないが,ノーｌｌＤの関係には引張強さの点以後にお
いて直線関係がある．したがって,本実験結果は，ム

６０

ＫＩＤのどちらで整理しても定性的には,同様鞍傾向を
示す．

図10は，無次元ぎ裂長さ〃、と真ひずみｇとの関
係を片対数グラフ上に示したものである.図10中の直

層

線は，穴底割れ付近以後におけるき製進展傾向を示し
ている．穴底が割れて，き製進展に及ぼす穴寸法の影

￣
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図８せん断形11;u9M開始時点付近のき製形状の推定
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図１０奥ひずみによるき製進展傾向の検肘

低炭索鋼丸捧穴材の引張りにおける延性破壊の進展挙動について
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轡が小さく葱ると，無次元化き裂進展速度‘ulDWE
は穴の初期寸法にほとんど依存しなくなると思われ

る．このことを明碗にするため,穴底割れ付近以後の
データについて，引張時の変勘するひずみEから破壊
ひずみ母を差引き，図10の横軸を平行移動したのが
図１１である．図１１から，き製が穴全体を覆いつくし

た際の無次元化雪裂進展速度は,初期穴寸法によらず，
平均的にはほぼ次式で表せることがわかる．

‘<〃)ﾉﾛｾ室Ｃ･("､）………………………（３）

:灘纂'一一判

ここで,池はき裂半長αに関する営裂先端からのき
製進展方向への距離γの無次元量，句は材料の破壊ひ
ずみでほほ１．５である．また，Ｑ,βは定数でそれぞ
れＣ,＝qlO～0.13,β-0.4～０５となった17Ｉ．この場合，
き裂は引張方向にほぼ垂直に進展しⅢ破壊の巨視的様

ここでＣは定数であり，Ｃ＝3.4となった．穴寸法が

相は引裂形であったが,安定成長時にはき裂はき製先

小さい場合(｡$＝0.5JiO＝0.7ｍｍ)はその他の場合の
平均傾向と異なる傾向を示すが,I､(Ｍ､）とどの関係

端近傍のひずみが限界値すなわちほぼ破壊ひずみに達
しながら連続的に進展した．

は平行関係を維持しているので本質的には,式(3)が

Ｓｌ５ＣＫの中央切欠試験片(切欠半径IC'＝0.08ｍｍ

本実験範囲内の穴形状に週)11できる．この穴寸法が小

の場合)1mに拓いては図１２に示すようにき製は引張軸

さい場合の結果におけるずれの背景には，賦験片形状

より斜め方向に進展し,破壊は本実験同様に引張モー

変化と荷顧状態とも関連したﾛ破壊ひずみE/に逮す

ドとせん断モードの混合モードで進展した．図１３は，

る直前での応力の三紬性の影響が考えられる．

き製進展曲線である図10,11から，き製のせん断形

真ひずみｅ,の分布例をき製先端からの距離γの無次

による進展開始は初期穴寸法の彫瀞を顕著に受ける

元ｉｉＷｂに対して求めたものである．この場合,破壊

が，き製が全体的にせん断形で進展していくときはⅢ

は混合モードで進展するので,式（４）のような明確な

初期穴寸法によらず無次元化き製進展速度‘(ｌＭＤＷＥ

関係は得られないが，き製先端付近では近似的にｅ‘

が式(3)のように表現でき，ひずみ履歴の影響が少な

＝母(S15CKの破壊ひずみ句＝11)という関係があ

く，また定性的傾向として穴寸法の影響を受けないこ
とがわかった．このようなせん断形破壊の進展挙動に

は３．２節で示したようにせん断形破壊開始時点のぎ製

形状が本実験範囲内の穴寸法によらずほぼ半円形であ

Ｉ

著者らは，前報（７）において70/30黄銅中央き製試験
片では,試験片の変形が引摂強さび#の時点を趣える
と,き製進展方向において計測したき裂先端付近の引

張方向･真ひずみＥ,の分布は,実験を行った範囲のき

臣ロー投じ①ＬＰつ
①｛』町Ｅ、』

ることも関係していると思われる．

0.5,,

裂長さによらず次式のように表せることを示した．

1＿、

図ｌ２Ｓｌ５ＣＫ中央切欠賦験片におけるき製進展状況の例
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図l3S15CK中央切欠試験片におけるき製先端付近のひ
ずみ分布の例

低炭素鋼jk騨穴材の引弧りにおける延性破壊の進漫挙動について

１２４５

の影鵜を受けない背繁には,式(4)や図１３に示され（３）せん断形破壊の開始時点は，カロエした穴の初

るように，き製先端近傍のひずみがある限界値に近づ期寸法の影謬を受けるが，き製が穴全体に拡大する蒔
きながら，き製が安定的に進展していくことが考えら点付近からは,無次元化き裂の進展速度α(〃)峰は，
ｵしる．このような限界ひずみの存在を定駄的に考察す初期穴寸法の影櫻を受けず次式で表せる．

ることは,今後,延性破壊に関する理論式の検討や破‘(｣わ)陸｡c勿
壌ひずみ評価を行ううえで璽要であると思われる．この結果は，前報の平板試験片で得られた貫通中央き
４．結言

製の進展傾向と同様な結果であり,き製がき製長さに
関係して進展することを示している．

延性材料の丸棒平滑材の延性破壊ではカップアンド最後に,本研究を行うにあたりご助言をいただいた
コーン形となることが多い．それに対し，同じ材料で九州大学工学部材料強弱学教室村上敬宜教授ならび
も丸棒穴材の引張りによる延性破壊は巨視的様相が力に西谷弘僧教授に感謝申し上げます．
ツプアンドコーン形と異なる．本研究では，このよう

な丸棒穴材の破壊を村上ら(園x`)にならってせん断形破
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