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しない場合のき製伝ぱの評価手法を提案している．ま

た,モードＩからモードⅡにき裂伝ぱﾓｰﾄﾞが変化し
た場合には,炭素鋼等の機tH瀞造用部材では,余寒命
力握くなる(6)．これは,負荷形式の違いによって，主

応力方向が変化することとき製がモードＩで伝ぱし易
いことに基づいている．接触疲労の問題で}よせﾉﾚ断

モードでのき裂伝ぱの評価が重要である(6)ことｶﾖﾀﾋﾟﾛら

れているが，通常の引張･圧縮やねじり疲労の場合に

は,多くの金属では,疲労き製はモードIや混合モー
ドで伝ぱすることが多いそのようなことから，一般
的には純枠なせん断モードき裂伝ぱは繍殊な工夫をし

ないと実現し難く，まだ不明な点が残されていると思
われる.ところで1せん断モードのき製伝ぱが生じる力、
どうかは,材料に依存することが知られている〔酢(7)
旭吉ら(7)によって工業用純アルミニウム（1050アル
ミニウム）では,繰返しねじりにおいてせん断モード
で疲労が進展する傾向があることが報告さｵぴている．
そこで,本研究においても，錦IIな工夫を凝らさずと
も，せん断モードのき製伝ぱが生じる可W旨Ｎｂがあるニエ
業用純アルミニウムを用いて表面き製のせん断モード
き製伝ぱの機構と伝ぱ則について)検討した．また，せ
ん断ﾓｰﾄﾞでのき裂伝ぱは結晶のすぺりや微'1､き裂の
挙動の影騨も受けることが予想される．それらの挙動

Ｌ緒言

モードIの疲労き裂伝ぱに対し,モード、やモード

、すなわちせん断モードの疲労き製伝ぱは生じ難い
そのため,せん断モードき裂伝M霞試験やき製伝ぱ則の

評価を行うには特別な工夫をする必要がある([)-(5)．
せん断モードき製伝ぱの実現のため，特に試閣剣幾や試

験片に工夫を凝らした例としては大塚ら⑪)や村上
ら(3)の研究があげられる，大塚ら(1)燭|張力とせん断

力が同時に加わる装圏を独自に開発し,それを用いて

アルミニウム合金のモードIIのき裂伝ぱ挙勤を明ら

かにした.村上ら〔3)は２重片持ちばり方式の疲労試

験を行い炭素鋼とアルミニウム合金のモードⅡのき

製伝ぱ１こついて考察している，また,せん断モードで

き裂が伝Ｍ３ける際にIよき裂面の摩擦の評価力3重要な
課題となる．田中ら(4》は環状き裂を有する試験片の

ねじり疲労試験を柿､,摩擦力を考慮した場合と考慮

、原欄受付2002年11月27日．
．B正風,琉球大学エ学部(⑤903-0213沖綱県中頭加西原町千
ｊ;(1)．

cZMeCh.＆Indus、Eng・Univ・ofllIinoisatUTbama-Cham‐
paIgnjl206W,GreenSLUrbana，IL61801，ＵＳＡ．
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Iま材料によって異なる傾向を示すと思われるので，

種々の材料で検詞する必要がある．本研究では，まず

微小き製の挙動について，アルミニウムとは結晶構造

の異なる4340鋼(8)とせん断破壊が生じ易いｦl辮晶材

料のポリカーボネート(9)の場合での観察結果とを比

較して若干の考察を行い１次に主目的である工業用純

アルミニウムのせん断モードのき製伝ぱ機構について

考察した．

Ｚ素材および実験方法

用いた材料は９９L77％の工業用純アルミニウム

（1050アルミニウム）である．その材料の0290mサカは

961仔邑であり，引張強さはl0afnである．試験片は試

験部直径が14ｍｍの丸棒タイプのものであり，250℃

で２時間,焼きなまして実験に供した.試験部中央表

面にはき裂発生箇ｦFrを特定するため,深さ・直径と

もｑ２ｍの非貫通穴を加工した．実験１.陣､b力ねじり試

験機を用い，両振り方式の引張･I王縮試験と繰返しね

じり試験を行った.繰返しねじり試験を行った際には，

微１，穴から引張･圧縮で予き裂を発生させた試験片を

用いて検討した．そして，繰返しねじり試験では,主

に，同噸こ2CM泡の静的な引張りを加えてき裂面の摩

擦を軽減させた実験を行った．また,２０hF色の静的圧

縮応力と引張応力を交互に加えながら，繰返しねじり

疲労試験を行い，き裂面摩擦の効果を定性的に検討し

た実験も行った.繰返し応力の周波数はいずれの場合

もｌＣｌｈである．き裂の観察はレプリカを用いて所定

の繰返し数で試験機を停止して行ったき製は傾斜し

た場合もあったので，き裂長さは試験片軸方向に投影

した表面長さを測定した．

３．実験結果および考察

３．１せん断モードでのぎ製伝ぱの筬寮本研究で

は,せん断モードでのき製伝ぱについて検討すること

を主目的とした．そのため､せん断ﾓｰﾄﾞでき製が伝

ぱし易い工業用純アルミニウム(7)を用いた．まず，

;’
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工業用純アルミニウムのせﾊﾉ断ﾓｰﾄﾞでの疲労き裂伝

１３W幾構を,結晶組織のすべりシステムと微小き製との

干渉という観点から検討し考察するため,他の材料の

場合のき製伝ぱ挙動と比i3鹸討してみた．比較した材

料は4340鋼とポリカーボネートの予き製材であり，

繰返しねじり試験を行った場合の結果を比較してみた．

4340鋼とポリカーボネートの場合は低リーイクル疲労試

験そして工業用純アルミニウムの場合は高サイクル疲

労試験という実験形式の蝉,､はあるが，き製睦展iiM瀞

を比鯛寅閏する上では問題はないなお,縄⑩鋼の場

合高サイクルでの繰返しねじり試験で陸予き製先
端からき裂が分岐し，実験開始適後から混合モードで

伝ぱした．また,これらの実験では繰返しねじり負荷
とともにJbpえた軸力、の値は変化させている.

4340鋼(8)の予き製材の繰返しねじり試験の結果に

よると，き製伝ぱ過程においては,せん断モードでの
き製の伝砥き製の分岐そしてせん断ﾓｰﾄﾞから混合
モードン､のき裂伝ぱモードの遷移が生じた．このよう
な変化が生じる限界のき裂長さは負荷レベルが高し程
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長くなった．図１は4340鋼における分岐した主き製

の様子と主き裂から雛１Wと箇所で発生した微小き製の

挙動を観察したものである．4340鋼の場合には,主き

裂の近くにj軸[方向やそｵuこ垂直方向のき製が多数発生

しそれら同士や主き製との合体が生じた.特に,進展

方向ｶﾐ異なるき裂の合脚轆，き裂面に段差をもたらし，

き裂面露擦とき裂進展抵抗を増大させる．そのような

機構は結晶のすべり系と関係しており，進展方向の違

うき製の合体は.分岐したき製の進展方向に影響を及

ぼした．

図２はポリカーボネートの場合におけるき裂の観察

結果である．ポリカーボネートの場合繰返しせん断

ひずみが大きいと主き製のみが優先的にせん断モード

で成長したが，繰返しせん断咽苓みが小さい場合には

主き製以外にも多数のき裂が発生し，せん断ﾓｰﾄﾞで

伝ぱした．図２では後者の場合の例を示し，ｌ;難さ

を避けるために矢印で千き裂の先端を示すことを省い

た．

図313口ﾄﾐ実験の場合の工業用純アルミニウムの繰返

しねじりにおけるせんMifﾓｰﾄﾞでのき製の観察例であ

る．この場合においても，主き製の近傍にはj軸方向や

それと垂直方向に伸びる微小き麹艶生した．しかし

ながら，主き劉主異なる方向けなわち軸方勵に

伸びﾂﾋ微小き製とは合体することなく伝ぱした主き

製の面は同じ方向に伸びたjiM､き製との合体によって

わ「ずかに段差が生じる部分も若干あったが，それがき

製伝ぱを大きく妨げるようなものではなかったした

がって,せん断ﾓｰﾄﾞのき製伝ぱの途中で分触り0注じ

き製伝ぱﾓｰﾄﾞが遷移してしまう4340鋼と，分岐が

生じすqせん断モードでのき裂fE識を持続する純アルミ

ニウムでの疲労き裂伝M韻機構の違いには結曝粒内・

粒界でのiii小き裂の発生に関わるすべり機構がﾛ錘す

ると考えられる．鋼こ比べて純アルミニウムの場合に

はすパリ系が少なく，発生した微'1､き裂がその方向

を変えることも少ないき裂週爵のすべり帯の様子を

観察した結果,すべり帯は4340鋼では特にき製先端

からある角度をもって広角で分散していたのに対して

純アルミニウムではき製lこ平行なものが多かった．そ

れ勇図１と図3③の様子からも推察されるが，この

ようf戸すべり帯の分布も微｡､き製の拳91bに関係すると

思われる．

ﾌﾘﾘin目tiDO簿!iけるときの結晶粒間の鋼察力（せん

断応力）Ｉｵ理騨，にIｺﾞ銀では２ＭtＬアルミニウムで

は30Ｍ$Ｌ銅では5Ｍｾﾚﾆｯｹｿﾚではl2nVZhそし

て⑰鉄では1500Ｖ咽である('0)．このことから，契漂

子金属より面心立方格子金属の場合の方が低いことが

期待される．そして，同じ面心立方格子の銅等の場合

よりもアルミニウムの場合が摩擦抵抗I或低いことが考

えられる．例えば銅等の他の面心立方格子金属を用い

た場合,必ずしもせん断モードでのき裂伝ぱが生じる

とは限らないことはこのことにも起因する可能性があ

る．したがって,本研究の範囲では十分な検肘は行っ

ていないが，アルミニウムでせん断モードのき裂伝ぱ

が生じた理由は,応力の条件,すべり面の分布そして

によるものである考えすべり

ている．

ポリカーボネートの場合もせん断モードでき裂が伝

ぱし易い材料であることが報告(9)されている．図２

の場合も図3(日)の場合と同様に，主き製に平行に複数

のき裂が成長しているが，この状況は分子結合に対す

る蟻擦抵抗の強さが闘璽していると思われる．本研究

の段階で}ま観察したき製の状態から考察しているので，

確|貫的な結輪は得られていないが，このような観察か

ら材料の内部摩際抵抗に関わる微視構造とき裂伝１．W;ｉｉ

欄とは何らかの関連があることが考えられる．

以上のようなことから工業用純アルミニウムは，高

荷重を支えるような構造部材ではないが,せん断モー

ドの疲労き裂伝ぱ挙動を検罰するのに適した材料であ

るといえる．このようなことから，せん断モードき裂

伝ぱを検詞するのにふさわしし､材料は他にもあると思

われるが，本研究では工業用純アルミニウムを用いて

検個寸を行った．

図４に工業用純アルミニウムにおいて，両披りの引

張･圧縮疲労試験の場合にき裂が伝ぱした状態の例を

示すｂ図４③のq怠=421圧尅の場合，表面から観察する

とき製３試験片轍ｧ向に垂直方向にモードＩで伝ぱし

ている．それに対して，図４ｌｂ)のq㎡=5Ｍ強の場合に

lよき裂は表面においても内部においても傾斜し,表面
ではモードＩとモードⅡの混合ﾓｰﾄﾞで伝ぱし」没深

部ではモードＩとモード、の混合モー１Fで伝ぱしてい

ることになり，応力が高い場合にはせん断モードがき

製伝ぱに関係している．なお，穴縁から子き裂が発生

してない試験片を用いた予備実験も行った.その場合

には繰返しねじりによるき裂の伝ぱ方向が軸方向で

あったり，穴部からの子き裂が破壊の起点ではなかっ

たりした．つまり,本実験材料では穴部から予き製が

発生している場合と発生してない場合で繰返しねじり

によるき裂の伝ぱ方向が異なる場合があった.また，

西谷と福田('１)は炭素鋼の場合同じ材料でも繰返

しねじりの場合ｂ穴材と平滑材ではき製伝ぱモードが

異なることを示している．このように,材１５Ｆや実験方にも結閻瀦節HのPすべり分離に対す-る抵抗はﾀP[j立方格

－８６－
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小観桜降伏条件下でのき裂伝ぱ機構を考慮するとき裂

開ロに支配される引張･圧縮の場合は引摂応力のみを

考lmbすればよし功:，繰返しねじりの場合はせん断モー

ドでき裂が伝ぱしたのでｂ応力幅を用いてき裂伝ぱを

評価する必要がある．なお繰返しねじりの場創ま同

時に2ClFhの静的引張応力を加えた結果である．き製
伝ぱ曲線を平滑化J1』ず6画翼測定値からき裂伝ぱ速

度を求めたため，バラツキがあるが，付録に示した仮

定の基で評価した△Ｋと｡a/Dlの関係には引張･圧縮

と繰返しねじりの場合でtb較的良し相関がある．表面

からの観察結果によると，引張・圧縮試験の場合，

o上式=4日肝尅の場合にはき裂はほぼモードＩで進展したが，

q颪=5nThの場合には図４(b>に示すように混合モード

で進展した．三Bk元き裂が混合モードで進展し，しか

も圧縮応力が作用する場合1ｺ応力拡大係数の評価は困

難であるのでｂ図５では簡便に応力拡大係数をモード

Ｉの式で算出した．中央き裂試験片の場合においては，
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法等によってき製伝ぱ挙動が異なるのは興味深いこと
である．

３．２表面き製材のき製伝ぱ則工業用純アルミニ

ウムの疲労き裂伝ぱ挙動について，引張･凪祷試験と

繰返しねじり試験の結果を比慰i験討した．本実験材料

では，特に繰返しねじり試験の場合人工穴から子き

裂を発生させることによって，き裂の発生箇所を限定

し，伝ぱ挙動を確実に追跡できた（予き熱ま引張･圧

縮試験により発生させた）．き裂長さは穴径を含めた

表面の軸方向投影長さであるが,本夷験では，き裂長

さ力S約ｑ４ｎｍに達した後からき裂伝I瀬Ｉについて検討

した．き裂伝}瀬ﾘを評価するパラメータである応力拡

大係数Ｋは,引張･圧縮の場合はⅢwin力鱒いたモー

ドＩに対する式('2)，ねじりの場合は砲ssirとSihが

導いた式('u)･('4)を用いてモードnに対して算出した．

ただし，後に示Fi-破面に残されたき裂刑駒伏から前者の

場合はき裂形状を半円形とした.後者の場合はアスペ

クト比が1/2の半楕円形（表面長さを長軸側とした）

と仮定して算出した.破面から疲労き製形伏を測定し

た結果では，アスペクト比は前者の場合がｑ９，後者

の場合がq52であった．なおり応力拡大係数の詳細に

ついては,煩雑さを避けるために付録に示してあるが，
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図５に応力拡大係数範囲△Ｋとき裂伝ぱ速度｡a/Ｄｌ

の関係を示すＢただし，△Ｋを求める際引張･圧縮

献験の場合は応力として繰返しj鬮大応力。“を用い，

繰返しねじりの場合は応力振幅△て＝２Ｔｍを用いた．
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純アルミニウムのせん断モード疲労ざ製伝ぱ機榊に関して8８

抗が'1､さい材料であるとすると，せん断モードき裂伝

ぱに対する抵抗も小さくなると考えられるので，炭素

鋼等と純アルミニウムにおけるモードＩとせん断モー

ドのき裂伝ぱ速度の変化傾向は異なる可調生が十分あ

ると考えられる．このような点から，付録に示したよ

うな仮定の基にアルミニウムの混合モードのき裂伝ぱ

を評価したことは,jMi密ではないが，さらに検討を進

めてみる価値があると思われるそして，アルミニウ

ムのせﾊﾉ断モードき裂伝ぱについて，より詳細に検討

するため，２次元き裂で検討してみる価値もあると考

えている．

図７に試験片の破面の例を示す：図7<a)が引張･圧

縮試験，（Uが繰返しねじり試験の場合である．図

7(a)の引張･圧縮試験の場合の例IdODh嵐冒鑑bPt1の場合で

あるが，この場合には表面でのき製進展方向は試験片

軸にほほ垂直方向であった．そして，き裂力窺い噸ま

表面付近ではモードＩで進展していた様子が破面にも

見られた．しかしながら，き製が長くなった暁点では

内部方向に傾斜しており，その部分の破面は比較的滑

らかである．また，穴部以外の他の個所でもき裂が発

生しており，き裂i0li長くなった時点で進展方向が変化

していることも段差から推察される．図中の矢印は予

き製を発生させた穴の位圏である．図70,に示Fj-繰返

しねじり試験によって得られた破面の凹凸は比繊i勺少

ない最終13噸fもせん断形であるため，楡こ中央部は

平坦になっている．そして，人工穴から発生伝ぱし

傾斜したき裂の伝ぱ速度が賦験片軸方向への投影き裂

長さで評ImiしたモードＩの応力拡大係数を用いて簡便

に評価できることは，これまでの研究０５)で示されて

いる．そこで,本研究でも，ある範囲内でのき裂の傾

斜角の違いはき裂伝ﾎｫ$､に大きな影騨を及ぼさないこ

とを期待して整理した.図4⑥のき製伝ぱの場合は表

面ではモードＩとモード、の混合モードでき裂は伝

ぱしているがｂその場合もモードＩの応力拡大係数に

よるき製伝ぱの簡便評価をした根拠は付録に示した．

ただし,モード11のき裂伝ぱ条件として付録に示す仮

定を設定した．したがって，本研究で示した応力拡大

係数の評価の妥当性については、その評価が比較的容

易な２次元き裂を用いて検討する必要があると思って

いる．

図6にき製のアスペクト比b/ｈと形伏係数Km/ｿbr殖

の関係を示｢ず(詳細はｲﾘ録参HH）．ここで,疲労き裂

の表面長さを塑深さをｂとして定義してアスペクト

比を求めている．前述したように，繰返しねじりによ

って進展するき劃まアスペクト比Iyaを1/２とした

引張･圧縮の場合のき裂を半円形（b/bF1）として固

定して考えた場合;もし，繰返しねじり試験の場合の

き製も半円形（Ｍz=1）なら，同じ△Ｋの値に対する

き製伝ぱ速度｡a/dVは繰返しねじりの場合の方が引

張･圧瀧iの場合よりも遅くなる．また,逆にｈ/ｂが

1/２より小さい場合には,繰返しねじりの場合の方が

き裂伝付漣度は速くなる，というように図５は譜き直

される．後で示す破面の状況から繰返しねじりにおけ

る疲労き製のアスペクト比b/aは1/2に近いことが推

定されるのでｂ本実験条件下では，用いた工業用純ア

ルミニウムにおけるモードＩとモードⅡのき製伝ぱ則

はほぼ等価となっていると解6尺した（ただし，混合モ

ードのき製伝ぱ評価手法についてば検討する余地が

ある）．大塚ら(1)，村上ら(3)そして田中ら(4)の研

究によｵIばl炭素鋼等の構造用部材においては，同じ

応力拡大係数範囲に対するき裂伝IYjS速度｡a/uvl土せ

ん断ﾓｰﾄﾞの錫r合が引裂きモード(モードI)の場合

より高くなることが示されている．また,lIamdaら(6）

は負荷手法をモードI方式からせん断モード方式に

変えた場合Iこは,余寿命が長くなることを報告してい

る．これらのことから,構造部材でば疲労き劃ｺﾞﾛせ

ん断ﾓｰﾄﾞでは進展を開始し難いが，き裂面摩擦の影

響を少なくした場合に|虫き製が一旦せん断モードで

進展し始めるとき裂伝ldGi箇度は高くなるというように

jW9iRされる．せん断モード下のき裂伝ぱ:i鋤１ｺg材料に

よって異なる可能性がある．純アルミニウムが多くの

ｲﾘｉｉｉ銅料に比して，結寵1粒間のせん断に対する摩擦抵

た疲労き製の形状が破面のこすれた部分（黒い部分）

から推定できる．穴から発生したき裂以夕|に，他の部

分にも小さなき裂が発生し，そｵ1がせん断モードで進

展した形跡もある．これらの形状から疲労き製はアス

ペクト比b/bがほぼ1尼であったことがわかる．こす

れた部分の表面長さは約4ｍであるが,その範囲まで

はき裂面はほぼ平坦であったこと力洞える．そして，

それ以上にき製が進んだ部分では静的な引張応力の影

響を受けて混合モードで疲労き裂が急速に伝ぱするた

⑨PmBhpun(｡h零F4副V、．⑪qdictmBinn(△F=80,肥CO．

FYg7Cbmpa面BonofthBpattemBofhEztum副工色ge(Anuw

BhowBtheholedpoBitjmD．
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純アルミニウムのせん断モード疲労き製伝ぱ機榊に関して 8９

め，き裂面の段差が生じている．破断した試験片の状

態を考慮すると，いずれも最瀧破壊はいわゆるせん断

形である．

３．３せん断モードのぎ裂伝|謝鯛i;lこ及ぼすき裂面摩

擦の影響き裂面の摩擦はき製伝ぱの妨げとなる

｡‐(5)．本節では工業用純アルミニウムにおいてせ

ん断モードでき裂が伝ぱする際のき裂面議擦の影響に

ついて若干検討する．その手法としては，実験方法で

述べたように,20BPHの静的な圧i縮応力と引張応力を

交互にJbpえながら繰返しねじり疲労試験を行い，き裂

伝ぱ速度｡a/61Vの変化を調べるという方法を用いた．

図８は同じせん断応力幅BClfHｮを繰返した場合に，

200F臼の静的引張Fb;力を同時に加えた場合と圧ﾖ縮応力

と引張応力を交互に加えた場合のき裂伝ぱ曲線を比較

したものである．図中の矢印は静{M鰯h力を切替えた時

点であり，Ｃ豊Tを付した矢印の点が圧縮から引張り，

T皀Ｃを付した矢印の点が引張りから圧縮に切替えた時

点である．この結果から，Ｉ王ﾖ縮応力負荷11寺にIｺﾞ極端に

き製伝ぱ》i遅くなることがわかる．また，｣卍W嵐応力負

荷後に引張応力を負荷した部分のき製伝ぱ曲線の傾斜

は１引張Bii;力のみを負荷した場合の同じき裂長さでの

き製伝ぱ曲線の傾斜とほぼ同じである．したがって，

本実験範囲では,圧縮応力の履歴がその後のき裂伝ぱ

機構に及ぼす影響は少ないことがわかる．図９}よ交

互に静的軸力を負荷した場合のき裂伝ぱの様子を観察

した例である．この図に示した部分では軸力として圧

縮応力を負荷している.主き裂に沿ってすべり帯力澆

達している様子も観察される．この観察結果から，き

裂伝ぱがせん断ﾓｰﾄﾞで伝ぱするという機構にはＬ本

研究の範囲で軸力を変化させても，本質的な違いが生

じないことがわかる．しかし，明らかにき製伝ぱ機構

にはき製pH麓擦が影響しており，き裂先端のすべり変

位がき裂面礒擦によって妨げられるので)圧縮応力を

負荷した場合には，き裂伝IdS崖度が遅くなっている．

本実験では，データが少ないのでき裂面議擦とせん

断ﾓｰﾄﾞでのき裂伝ぱについてji誰i釣に検討した.今

後，同じ材料を用いてき裂伝ぱ速度，静的軸力そして

き裂先端近傍のすべり変位の関係を調べる予定である．

そのことによって,せん断モードの疲労き製伝ぱに及

ぼすき裂面摩擦の影響がより詳細に明らかになると考

えている．

４結宮

本研究では工業用純アルミニウムの予き製材のせ

ん断モードき製伝ぱとその機構について検討した．

得られた主な結果は以下のとおりである．

(、工業用純アルミニウムでは,疲労き製がせん断モ

ードで伝ぱする傾向があった

②静的に引張りながら繰返しねじり疲労試験を行う

とき裂はせん断ﾓｰﾄﾞで伝ぱした．そのtii合主き裂

先端付近には微小き裂やすべり帯が発生したが，それ

らは主き製伝ぱ方向に変化を及ぼさなかった．また，

引張･圧縮疲労試験の場合でも，き裂が試験片の軸に

対し傾斜して伝ぱする傾向があった．

③4340鋼，ポリカーボネートでの観鯛宕果と比較し

て検討した結果ｂすべり樹9Ｉと結晶粒間のせん断に対

する摩擦抵抗の低さ等が複合的に関与して，純アルミ

ニウムでIｺﾞ繰返しねじり疲労試験でせん断ﾓｰﾄ角Cの

き裂伝ぱが生じたことが考察された．

④本実験範囲内においては,静的に引張りながら繰

返しねじり疲労試験を行った場合と引張･田潤疲労試

験を行った場合の由/uトムＫの関係はほぼ一致した．

ただし，混合ﾓｰﾄﾞでのき製伝ぱに対しては付録に示

した仮定が設定されている．

⑤同時に静的引張応力勘pえた場合も，静的Hﾖ縮応
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力をｶﾛえた場合も，繰返しねじり疲労試験でき製はせ

ん断モードで伝ぱした．しかしながら，き裂伝1.M幾構

にはき裂面摩i察が関係しており，圧縮応力を加えた場

合にはき製伝ぱ速度が遅くなる．したがって,本実験

材料で緒言⑨のようなき製伝ぱが実現する詳細な条

件は今後検討する必要がある．

鼠i後に､本実験を行うに当たり電力中央研究所の緒
方隆氏，立命館大学の坂根政男観受そして芝浦工業大

学の与調F宮登雄篭h授からのご協力やご討論をいただい

たことを記しJ鶴肘の意を表す．

付録

応力拡大係数の3iWi1iについて表面き製を有する

半無限体が遠方で引張応力。を受ける場合の応力拡大

係数は、winが導いた式02)に表面補正係数Ｍ１をかけ

て次式のように表せる．

臆!="１ヶ/昨)極/")v2仏Ｉｎ２Ｍｓｗ)v‘（１）

〃壜Ｍ`通ＷＩＣ雲『恥翅鬮im2胸
ここで；ａ,ｂは図10で定義されるき裂長さであり，

角脚は図10における角蝿である.表面でのき裂縁
の値は,β=〔「の場合の値である．半円形き裂の場｢合
には，

ｘＦＭｉ｡極)V2ルノ2）②

であり，この場合の表面補正数1Aの値はNemmと

Raju<'6)によって算出された値1.144を用いた．

図10に示すき裂がせん断応力Tを受ける場合，ａ>ｂ

の条件では,lbssirとSihが熱､た式('3)に表面補正

係数脇をかけて，モードⅡに対する応力拡りE係数が
次式のように表せる

KII="Dい'ん)に

…ﾉﾘ/[Ft艸塾｡ｉｎｗｏｗｉ'`］｡
’Ｍ{いり圏ｔｗ･迦艇Ｃｌ
”=1-.Ｗ)i｜図,臆･Ｚ薑b/・

@k)『“im2`ｿｭ“

烟薑rl岬,w'''1“
ここで,ｖはポアソン比（＝034）であり、βは図10の

角度比である．表面でのき裂縁の値はpjOPの場合
の値である｛本文の図６に示した応力拡大係数画の

i:ilii率il3i
，←比
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Ｍｉ暉魎miLThu且ahad1i(Ｍ）は,本研究とほぼ同様な

き裂の形状に対して応力拡大係数、の表面補正係数

M【を１としているので，本研究でもそｵLにならってい
る．

本実験の引張，圧縮疲労試験の場合，応力の高い

o漆５ＭMﾖでは､表面では図４⑤に示すようにモード
Ｉと１１の混合モードでき裂が進展した.その場合は

混合モードの応力拡大係数を算出する必要があるが，

本研究では定性的ではあるが,試験片軸方向に投影し

た投影き製の表面長さを用いたモードＩの応力拡大係
形ｔｈ係数I5icn1ElIj式ﾛﾘにβ二90Fを適用した場合のも

数（半円形のき裂として）
のである）．半円形き製の場合1ま,圧=bとして，
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純アルミニウムのせん断モード疲労ざ製伝ぱ磯構に関して 9１

れモードＬⅡに対するき裂伝ぱ速度として，daAnVが

次式で表せる．

‘』q/`W=(dMJv),+(dMIﾜV)iIｑ副

モードＩに対しては本文に記したように４１回=1国…そ

して係数をＣＭｍｌとして

（｡b/dⅣ)!＝c,△x,緬'＝c1xI…鰄’Ｇｄ

混合モードでき製が伝ぱする場合のモードⅡ成分に

対しては,係数をCh，ｍｎとして

（dMdﾜv)t,＝qIAKu噸Ⅱ=Ｃｌ,(L5xnm四FII⑰

ここで,、G別,＝Ｌ証…[と仮定した．これは,IiH麹〈ｊ

な手法であり，厳密なものではない静的に引張りな

がら繰返しねじりを行った場合はＡＫｍｍ＝２島として評

価できる．混合モード下で圧繍M扇カカ功nわる場合にせ

ん断によるき裂伝ぱが生じないなら,、鮎ロー竃とす

べきである．しかしながら，き裂伝目賎度は遅くなる

ものの圧1W聴力下でもせん断モードでき製は進展する

ので（図8リ，本2,W究ではそれらの平均的な値として

AEbd,＝'瓜日並■を採用した.実験結果から表面におい

てモード,でき製が進展するq国F45B侭の場合と繰返し

ねじりの場合のき裂伝M顕ｌがほほ同じであること（図

印から，

、＝、,二m,,＝2.8,ｃ=c,三cⅡ='・ｓｘｌｏ－９０ＥＯ

として近似した．式q[,に式('３から式('３を代入する

と

｡,w/dIv薑Ｃｌ,…"+(,５K,!…r］⑲

Ｋ,,=Ｍ１｡(ｍＷＭ）⑤

を用いてき熱云ぱを評価した．ここで,その評価に妥

当性があるのか検I:寸してみる，麟密には，図１１に示

すようにき裂は傾斜しているので１表面でのき裂伝ぱ

にはモードⅡ成分が無視できない．実際には穴部や

初期き裂があるので,初期の等価き裂長さ蕊も考慮

する必要があるが，投影き裂長さに対して傾斜したき

裂先端の状tiBを考慮し，図l10bIのように簡便化した．

その場合のき裂の試験片軸からの傾きをαとすると図

11｡に示したように外力ｏｶﾐ座標変換される．そし

て，き裂先端付近の応力の分布は極座標仇G）を用い

て，

。,=K1`/(2j毎V２，ｍ=KII`/(2")Ｖ２ ⑥

として表せる('7ｌここで，

Ｋ,,薑｡｡s(q/2水,｡..s2(,/2)_yZKI1osin，］⑦

Ｋ１１`=I/2°。s(`/Zlk1asina-Ki,o0cosO-ll⑧

であり，ＫｂＫｍｈｌまそｵ1,ぞｵl図11｡の傾斜き熱こ沿っ

た方向のモードＩとｎの応力拡大係数である（き製

形状Iま半円形とする）．図4⑪に示すようにき裂が安

定的に伝ぱする場合にはき裂進展方1句は変化しないの

で（図11でぱいOの方向），式p）と式(7),式(Ｏと式

⑧を考慮すると

Ｋ【,=K,．=",oWmzJv2ルノ2）⑨

ｘ１ｉｏ=x１１.="１Ｍ(z-v)r》hい")U２⑩

力鵯られる．図11から“＝◎sin2cも凡ニヮｓｍａｍＢａ

そしてq,＝q/Simαであるので，これらを上式に代入

すると

ｋｉ`=Ｍｍｉ叙2`側ﾕﾙﾌﾟｵｑＤ
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XI1`－Ｍ１１Ｍ(Z-v胸服sinV2acosα他)1/２（画

となる.これらの応力拡大係数と式!])で示した投影き

裂の表面長さを用いた応力拡大係数,⑰を比較するた

め，次の形lh係数EMFblを定義した．

Ｆｉ＝KIO/XIP＝siny2a ⑬

jGiI＝KII，/K”-(Mn/jMI)Wb-v)IsinWacosa⑭

ここで,Ｍ１/〃'三VLI44とする

ThnalEaとＡｌｍｉｗａ('8）は，混合モードのき裂伝ぱ

趨覧をその成分の和として表している．その方法を本

研究の場合に適用すると，Ｃａｌｍ、，（dalnmをそれぞ
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力鴫られる．三ｍｇにﾖM1，,“を適用すると，

…[吋鰄(し，嚥小…”ｍ
ｉｏ鴫られる．FYm+(L5Flクロを形M1係数とみなし，図１２

に傾き角αとの関係を示した．図4ｌｂ)からα二45°と

近似できるので,その点のFYmKL6函､mの値は、7と

なる．したがって，上述の仮定に基づくと戯密なもの

でI±ないが，ｌ昆合モードのき製伝ぱがl次式で近似でき

る．
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