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はしがき

本研究成果報告書は平成 7, 8年度科学技術研究費補助金 (基盤研究 (C))によ

って行われた ｢疲労き裂伝ば抑制機能を持つ部材の開発について｣ の成果をとりまと

めたものである｡以下に研究目的,成果について記述する｡

｢研究目的｣

最近,知的材料の開発が進められ,材料自体に疲労き裂発生のセンサーとなる機能

やき裂伝ばを阻止させる機能を持たせる等の試みがなされてきている｡また,設計思

想として,破壊制御設計という思想が生まれ,部材の形状や製作手法に工夫を凝 らす

ことによって破壊する箇所の特定や破壊確率特性の改善等がなされてきている｡疲労

き裂が発生,伝ばする場合,材料自体にき裂の伝ば抵抗が増大 していく機能があれば,

安全面や経済性か ら非常に有意義なことであると思われる｡そこで,本研究ではこの

ようなことの試みとして,部材断面形状の工夫や複合化等によって,き裂伝ばの抑制

ができるかどうかについて検討してみた｡なお,知的材料は一般的にまだ普及してな

いので,従来からある材料に上述の機能を持たす ことができるかどうか検討すること

は有意義なことであると思われる｡

｢研究成果｣

まず,研究成果の概要を示す｡本研究では,部材の加工形状,複合化等によって,

き裂の進展を抑制することができるかどうかについて検討した｡はじめにき裂が進展

する方向に溝を設けた試験片を用いて板厚の急変によってき裂伝ば速度が抑制できる

かどうかについて検討した｡その結果,き裂伝ば速度は溝の前で加速し,溝を通過し

た後に減速することがわかった｡しかし,平均的なき裂伝ば速度は溝の配列や深さに

よって異なった｡ 1つの溝を加工した試験片では,溝のない試験片の場合を基準にし

た場合,溝の深さを板厚の6割以上にした場合に基準より寿命が長くなった｡ このこ

とから,板厚を急に変化させた場合にはき裂伝ばが抑制できる場合があることが期待

できることがわかった｡また,密接 して複数の溝を加工した場合は溝の深さにかかわ

らず,き裂伝ばが抑制されることはなかった｡次に部材の複合化による効果を検討し

てみるという目的か らき裂のある板 とない板を貼合わせた場合について検討した｡こ

の場合には,最終的に試験片が分断するのを防ぐ効果はあったが,き裂伝ばそのもの

は 1枚の板の場合と大差がなかった｡また,複合材料に見立て,局所的に試験片の硬

さや組織を変化させた場合についても検討した｡この場合,き裂伝ば方向にその変化

した部分がある場合にき裂伝ば速度が抑制されることがわかった｡以上のことから部

材の加工法等に工夫をすることによってき裂伝ば速度が抑制できる可能性があること

がわかった｡
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以下に,それらの研究結果について詳しく説明する｡

(1).溝を設け板厚を急変させた場合について

部材の加工手法や形状によってき裂伝ばが抑制できるかどうかを検討する目的で,

溝を加工した試験片のき裂伝ば挙動を調べた｡また,この場合には,板厚を急変させ

ることがき裂伝ばの抑制に効果的ではないかということを考えて実験を進めた｡

1-1.素材および実験方法

本実験に用いた素材はS15CK圧延丸棒である｡その化学成分と機械的性質をそれ

ぞれ,表 1と表2 に示す｡それを 900℃で1時間､焼きなました後に図 1に示す形状

に試験片を加工した｡試験片の片側の平板部分には板厚を急変させる目的から荷重方

向に細い溝を放電加工してある｡また,疲労き裂を発生させるために試験片には長さ

約1mmの切欠き(先端半径は約0.1mm)を放電加工してある｡図 1-1が溝が 1本の場

令,図 1-2が港が 3本の場合である｡図1-1の場合には,き裂伝ばに及ぼす溝深さ

の影響を調べるため,溝の深さbを3とおりに変化させた(板厚tに対する無次元量b/tは

それぞれ､0.125,0.45,0.65)である.図1-2の場合には,溝の干渉効果を調べるた

め3本の溝を加工した｡図 1-2に示すように溝の深さは2とお りであり,溝の配列

は片面のみと両面に交互にした場合の2とおりである｡この試験片の場合には溝配列

に対応させて研究結果を説明するため,番号 (No･1-No･4)を付けてある｡また,港

付き試験片との比較のため,片側切欠きのみを加工した試験片 (以下,Baseと呼ぶ)

も準備し,この試験片の実験データを基準 として考察を行った｡疲労試験は予き裂導

入後,600℃で1時間,真空焼なましした後に行った｡

電気油圧サーボ式引張圧縮疲労試験機を用い,一定応力振幅の疲労試験を行った.

各試験片のき裂伝ば寿命を比較するため,いずれの場合も,応力比R(繰返し最小応

刀/繰返し最大応力)は-1,繰返し最大応力は85.84MPaに固定 した｡き裂長さはダイヤ

ルゲージと金属顕微鏡を用い100倍の倍率で両面から測定した.ただし,溝のある面

では溝をき裂が通過する間はき裂長さが測定できないため,その場合はき裂長さを線

形内挿してある｡き裂開口点応力の測定はひずみ干渉法(ひずみゲージを用いる手法)

によって行った｡また,溝をき裂が通過する前後におけるき裂前縁形状をビーチマー

ク法によって観察 した｡

1-2.実験結果および考察

ト 2-1.溝を有する試験片のき裂伝ば挙動

図2にき裂伝ば曲線を示す｡縦軸にき裂長さ,横軸に応力の繰返 し数をとってある｡

図2-1の場合は1本の溝のある試験片の場合であり,この場合から説明する｡この

場合には,溝のある試験片のデータはプロットしてあり,溝のない平滑試験片(Base)

のデータは曲線で示してある｡また,溝縁の位置は水平な点線で示してある｡溝の深

さによって,き裂伝ば曲線は異なっている｡溝が浅い b/t=0.125の場合には平滑試験
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片とほぼ同じき裂伝ば曲線が得 られている｡そして,これ らの伝ば曲線か らわかるよ

うに,き裂伝ば寿命は単に溝の深さには比例せず,溝深さが板厚の約半分の場合(b/t=

0.45)の寿命が最も短く,港が最も深い場合(b/t=0･65)の寿命が最も長くなっている｡

溝付近で生じる応力変動等は溝深さによって異なる｡その結果,溝の前後でのき裂伝

ばの加速や遅延の程度が溝の深さによって異なり,図2-1のようなき裂伝は曲線が

得 られたものと思われる｡また,溝のある面 (黒塗印)とない面 (白抜印)のき裂伝

ば挙動の差は溝が深い程,顕著である｡次に,図2-2の3本の溝の場合について説

明する｡図2-2(a)の場合は溝を両面に交互に並べた場合(試験片No･1,2),図2-2(b)

の場合は片面のみに満がある場合 (試験片No.3,4)のき裂伝ば曲線である｡いずれの

湛配列,溝深さの場合もき裂伝ばは溝のない平滑試験片 (Base)より加速している｡

この原因としては満都における応力集中の干渉が生じたことが考えられる｡

各試験片のき裂前線形状の推移をビーチマーク法によって観察した｡その結果をト

レースした結果を 1本の溝の場合について図3に示す｡また,この トレースは試験片

幅の約半分を示している｡港が浅いとき裂前縁形状の変化も小さく,き裂が溝を通過

した直後にき裂前縁形状は平滑試験片の場合とほぼ同じ形状になることが観察される｡

溝深さが板厚のほぼ半分の場合(b/t=0.45)には,き裂が溝を通過した後のき裂前縁形

状は他の場合より複雑である｡この場合には,溝側でのき裂伝ばの加速のため､き裂

前縁形状に曲率の変化が生じている｡溝が深いb/t=0.65の場合には､き裂が溝を通過

した後のき裂前縁形状は楕円の一部を現わしたような曲線となっている｡このような,

ビーチマーク法によるき裂前縁形状の観察結果か らも溝の深さの違いによって､き裂

伝ば挙動に差が現われていることがわかる｡溝が 3本の時には溝と港の間で若干複雑

なビーチマーク形状となったが,基本的には図3(b),(C)とほぼ同様な形状であった｡

き裂伝ば曲線を基にして作成したき裂伝ば速度da/dNとき裂長さaとの関係を図4に

示す｡図4-1は港が 1本の場合で,(a)が溝のない面,(b)が溝のある面の結果である｡

図中の点線は溝の縁を示 している｡溝のある面では､満都における正確なき裂伝は速

皮da/dNはわか らないので実験方法に記 したように近似的にそれを求めてある｡また,

滞側のき裂伝ば速度は溝の中心部分付近で極/日直を取ると思われるが,その値は不明

である.図4-1(a)からわかるように,溝のない面ではき裂が溝を通過する前よりも

通過した後のき裂伝ば速度da/dNが平滑試験片の場合と著 しく異なっている｡そして,

溝深さに比例 して,き裂が溝を通過した後のda/dNの極小値は低 くなっている｡き裂

先方に細板を貼付けた場合には,細板をき裂が通過した後に,き裂伝ば速度が低下す

る｡溝のない面でのき裂が溝を通過した後のき裂伝ば傾向はその傾向と定性的によく

似ている｡図4-1(b)に示した溝側では,き裂が溝を通過する際にき裂伝ば速度da/

dNが低下する｡そして,き裂が溝を通過した後に再びda/dNは上昇するが,その傾向

は溝深さによって異なっている｡特にb/t=0･45の場合において,その時点のき裂伝ば

速度の上昇は顕著である｡

図4-2は溝が 3本の場合で,(a)が試験片No.1,2,(b)が試験片No.3,4の結果で

ある｡Baseを基準にすると,いずれの場合においても最初の溝をき裂が通過する場合
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の速度が高くなっている｡また,港間を通過する際はき裂伝ば速度が波打っているこ

とがわかる｡そして,これ らの場合には全体的にき裂伝ば速度がBaseの場合より高く

なっている｡

以上のことから, 1本の溝の場合では溝の深さによってき裂伝ばが抑制されること

がわかった｡そして,複数の溝の場合にはき裂伝ばの抑制は期待できないこともわか

った (ただし,複数の溝の場合でも,溝間隔を板厚以上にして,応力集中の干渉が生

じなければき裂伝ばは抑制されることがあると思われる)｡なお,これらの結果から

溝を有する試験片ではき裂伝ばの加速や遅延が溝形状によって異なり,複雑なもので

ある｡また､特に,溝が 1本の場合には,き裂が溝を通過 した後のき裂伝ば速度に溝

のある面とない面ではっきりした差異が現われる｡そして,これらの結果か ら,満の

深さが深い試験片では,き裂伝ば則を溝のない試験片の応力拡大係数を用いて坂に簡

便評価することが無意味であることがわかる｡

1-2-2.き裂伝ば挙動からの応力拡大係数の見積もりについて

既知の応力拡大係数範囲とき裂伝ば速度da/dNの関係を用いて,ある試験片の未知

な応力拡大係数Kがda/dNの値を介 して算出できる｡著者 らもそれ らの手法にならっ

て,平滑試験片のき裂伝ば則からda/dNの値を介 して溝を有する試験片の応力拡大係

数を求めた｡荻原らの研究により板厚が急変する場合でもda/dNと有効応力拡大係数

範囲の関係は平滑試験片の場合とほぼ同じになることが示されている｡そこで,その

ことを根拠として､図 5のの流れ図のようにして､平滑試験片のき裂伝ば速度と有効

応力拡大係数範囲の関係を基にして溝を有する試験片の応力拡大係数を算出した｡本

手法で算出した応力拡大係数は,実験的に測定 した,き裂長さa,き裂伝ば速度da/dN,

き裂開口比 (有効応力幅/最大応力)Uを基に算出しているので,実験的な誤差が含ま

れる｡特に,き裂開口比Uはき裂前線のある特定な点のものではなく平均的なもので

ある｡そのための誤差は厳密には無視できるものではない｡しかしながら,複雑な断

面形状を有する部材では,き裂前縁形状が複雑に変化 していくため,予め数値解析等

でき裂伝ばをシュミレー トし,応力拡大係数を精度よく求めることは必ずしも容易で

はないと思われる｡本研究のような実験的な手法を用いれば複雑な断面形状を有する

部材のき裂伝ば速度を求めると同時に応力拡大係数の変化傾向を定性的に評価できる｡

また,き裂伝ば速度da/dNと応力拡大係数の関係は局所的な応力変動の影響を受け易

いので,本研究ではda/dNと有効応力拡大係数範囲の関係を基にしている｡以上のこ

とから,精度上の問題点はあるが,応力拡大係数の定性的な変化傾向を知る手法とし

て本研究手法は有効であると思われる｡

図6に図5の手法によって得 られた応力拡大係数Kとき裂長さaの関係を示す｡図

6-1は溝が 1本の場合で,(a)が溝のない面､(b)が溝のある面の結果である｡溝のな

い面においては,溝の前方で応力拡大係数が平滑試験片 (実線)の場合よりも高くな

ることがわかる｡また､b/tが0･125の場合にはその極大値は他の場合よりも低く,港

が浅いと応力拡大係数への溝の影響も少なくなることがわかる｡き裂が溝を通過 した
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後においては,b/tが0.125と0.45の場合,応力拡大係数が平滑試験片の結果にすみや

かに漸近している｡それに対して,溝の深いb/t=0.65の場合には著しく応力拡大係数

が低下することがわかる｡溝のある面においては､溝の前後で応力拡大係数は極大値

をとる｡それらの極大値は溝の深さによって値が異なっている｡b/tが0.125の場合に

は,応力拡大係数の極大値の値は小さく,平滑試験片の結果を示す実線か らのデータ

のずれも少ない｡溝の前方では,b/tが0.45と0.65の場合の極大値はほぼ同じ値である｡

荻原らの数値計算によると,き裂が試験片の両面に加工した溝や非貫通穴を通過する

直前で応力拡大係数が増大する｡本実験の溝のある面でも,荻原らの数値計算結果と

定性的に同じ傾向がみられる｡また,溝のある面では,b/tが0.45の場合において,き

裂が溝を通過した後の応力拡大係数の増加が顕著である｡b/tが0.65の場合では,溝付

近でのき裂伝ばの遅延が著 しいので､b/tが0.45の場合程には溝の後方での応力拡大係

数の増加は起 こらないと思われる｡そ して､溝のある面とない面のき裂伝ば速度や応

力拡大係数は互いに影響を及ぼしなが ら変化 しているものと思われる0

図6-2は溝が 3本の場合で,(a)が試験片No.1,2,(b)が試験片No.3,4の結果である｡

各港付き試験片の場合とも,同じき裂長さに対する応力拡大係数は,溝のない平滑試

験片 (Base)の場合よりも高い値を示 している｡そして,溝を片面のみに加工した

No.3,4の場合においては,湛付近で応力拡大係数の値が振動している｡これ らのこと

より,溝を複数加工し,それらによる応力集中が干渉する場合には,応力拡大係数が

高くなり,その結果,き裂進展が加速されることが考えられる｡

ト 2-3.溝を有する試験片のき裂伝ば則について

図7にき裂伝ば速度da/dNと応力拡大係数の最大値Kmaxとの関係を示す｡図7-1

は溝が 1本,図7-2が溝が 3本の場合である｡溝が 1本の場合か ら説明するが図7-

1(a)は無次元溝深さb/tが 0.125の場合､(b)はb/t=0.45の場合､(C)はb/t=0.65の場合で

ある｡また,白抜きのプロットは溝のない面,黒塗りのプロットは溝のある面の結果

である｡図7-1(a)か ら溝が浅い場合には,平滑試験片の結果で溝を有する試験片の

き裂伝ば則が近似的に評価できることがわかる｡しかし,溝が深くなる程,溝を有す

る試験片のda/dN-Kmax関係は平滑試験片のda/dN-Kmax関係か らずれている｡したが

って,溝がある程度深くなるとKmaxによるき裂伝ば則の評価は困難になる｡また,

本実験の場合,溝深さb/tとき裂伝ば速度の関係には比例的な関係がない (つまりb/t

が0･45では平均的なき裂伝ば速度が加速するが,b/tが0.65では平均的なき裂伝ば速度

は減速している)｡その理由には,板厚の半分以上に溝深さが大きくなると溝付近で

のき裂前縁形状の変化が激 しくな り,その結果平均的なき裂伝ば速度が減速するよう

になったということが考えられる｡ これ らのき裂伝は傾向を理解 し易くするため,図

7-1(d)にda/dNとKmaxの関係を模式的に示 した (溝のある面の結果は溝の前後で分

割して線図を描いてある)｡溝が深い場合には,滞付近のda/dNやKの分布に明瞭な

起伏がみられる｡このようなことか ら,溝の深い試験片においては,き裂伝ば速度

da/dNとともにKmaxも上昇したり,下降した りする.単一過大荷重を試験片に加えた
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際にはき裂伝ばの加速や遅延が生 じるが,そのような場合も,き裂閉口挙動によって

き裂伝ば挙動が説明できることがある｡過去の研究か ら推察すると,本実験の場合で

ち,そのような観点に立ってき裂伝ば挙動を評価できるものと思われ 本実験でき裂

伝ばの抑制が見 られた場合には,き裂先端に単発的な過大応力が生 じた場合のような

効果があったことが予想される｡

図7-2は溝が 3本の場合の結果であり,(a)が試験片No,1,2,(b)が試験片No.3,4の

場合である｡各試験片の場合 ともき裂が 3番 目の溝を通過するまでは,da/dN-Kmax

の関係は港のない試験片の下側に位置 している｡そ して,その後 (Kmaxが40MPaJ盲

より大きい範囲)では平滑試験片の傾向とはぼ一致する関係が得 られている｡ これら

の場合には,応力拡大係数はき裂の進展に反して低下するという現象は生じないので,

da/dN-Kmaxの関係はやや複雑ではあるが,単調増加する曲線になっている｡したが

って,これらの場合のき裂伝ばは,試験片に変動する応力振幅を加えた場合と類似し

ていると考えられ,本実験の場合にはき裂先端に複雑な変動応力が生じていた ことが

予想される｡そ して,その結果, 3本の溝の場合にはき裂伝ばは抑制できなかったと

思われる｡

ト 3.結 言

試験片平面部分に荷重方向の溝を加工し､その試験片における疲労き裂伝ば挙動と

応力拡大係数の変動を検討し,き裂伝ばの抑制効果について検討した｡得 られた主な

結果は次のとおりである｡

(1)溝が 1本の場合,滞付近においてき裂伝ばが加速､遅延 した｡その現象に起因し

てき裂伝ば寿命は溝の深さによって変化した｡溝深さbと板厚tの比b/tが0.125程度で

は溝を有する試験片のき裂伝ば寿命は平滑試験片の場合とほぼ同じである｡ しか し,

溝が深いと溝を有する試験片のき裂伝ば寿命 と平滑試験片のき裂伝ば寿命には明瞭な

差が現われた｡そ して,b/tが0.65の場合にき裂伝は速度が抑制された｡

(2)溝が3本の場合には,溝の深さに関わ らずき裂伝ばは抑制されることはなかった｡

(3)溝が 1本の場合,溝の加工条件によっては,き裂が溝を通過する付近で単発の過

大荷重によるき裂伝ばの遅延のような効果が生じることが考えられる｡これが,本実

験で港が深い場合にき裂伝ばが抑制できた理由であると思われる｡

(4)本実験結果か ら,試験片の加工条件によってき裂伝ばの抑制の可能性があること

がわかった｡
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(2).局所的に機械的性質の変化する材料について

本研究では,材料の強度や組織が局所的に変化する場合の疲労き裂伝ば挙動を調べ,

その場合,き裂伝ばの抑制ができるかどうかについて検討した｡また,この研究では,

その材料を複合材料に見立てて,複合材料におけるき裂伝ば抑制効果についても若干

の考察を行った｡その目的のため,き裂の進展方向にスポット加熱を施して部分的に

強度を変化させた材料を製作し,その材料のき裂伝ば挙動に関して実験を行った｡

2-1.素材および実験方法

素材はボンデ鋼板である｡試験片は図 8(a)の形状に加工し,表面をエメリー紙(#

150-#1500)で研磨し,さらにき裂長さを測定し易くするために金属研磨剤で鏡面仕

上げした｡片側き裂を発生させるために,図8(a)のA部の詳細に示すように片側端面

には荷重軸と垂直に長さ1mmの切欠きを加工した｡スポット加熱の位置 (2例)を図

8(b)に示す｡図8(b)の円形状はスポット溶接機でスポット加熱した部分である｡本

実験では,すべての試験片へのスポット加圧時間を7秒と決めて加熱 した｡また,過

常スポット溶接を行う場合,2枚の板を上下の電極間にはさみ,板の一部を溶融し,2

枚の板を圧接するものだが,本実験では,試験片に局所的に組織や強度の変化 した部

分を生じさせるため,試験片1枚ずつに加圧を施した｡

疲労試験は一定荷重振幅の片振り引張方式で行った｡繰返し最大応力は196MPa,

繰 り返し周波数は5Hzである｡き裂長さはダイヤルゲージと金属顕微鏡を用い,100

倍の倍率で片面から測定した｡また,スポット加熱の材料の性質に及ぼす影響を調べ

るため,硬さの測定をビッカース硬度試験機を用いて行った｡硬度の測定はき裂が伝

ばすると想定される場所に2mm間隔で行った｡なお,本実験では図9に示すように合

計 10種類の方法 (加熱部の場所や数を変化させた)でスポット加熱を行ったが,複

雑さを避け説明を容易にするため,本報告では代表的な2例について説明する｡また

以下では,図8(b)に示すように試験片を区別するため､基準 としたスポット加熱し

ていない試験片をTypel､加熱 した試験片をそれぞれType2､TypC3と称する｡

2-2.実験結果および考察

図 10に試験片Typel-3のき裂伝ば曲線を示す｡すべての試験片で切欠きか らき

裂が発生し,初期には,それが荷重軸とほぼ垂直方向に伝ばした｡図10からわかる

ようにTypC2の場合の寿命が明らかに長く,約 50万回であり,寿命が約 3万回の

TypC3と比べるとかな りの差があることが分かった｡この結果か ら,き裂の伝ばす

る方向にスポット加熱を施 した場合 と,き裂の伝ばする方向の上下にスポット加熱を

施した場合では,前者の方が寿命が長くなることが分かった｡このき裂伝ばについて

考察するため,き裂伝ば方向の硬さ分布を調べてみた｡図 11は,切欠き底を原点と

した荷重軸に垂直方向の硬さ分布を示 したものである｡寿命の一番長い試験片TypC

2の硬さの値は,基準の試験片Typelの値と比べると1個の値を除いては,高い値に

なっている｡しかし,TypC3においても1個の値を除いてはTypelよりも高い値を
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示しているので,それぞれの寿命の傾向には硬さ分布が大きな影響を及ぼしてないこ

とが考えられる｡したがって,上述の寿命の差が生じた理由としては,切欠き部の近

くにおいて,TypC2の場合は圧縮,TypC3の場合は引張 りの残留応力が生じたこと

が考えられる｡そして,図 10の結果か ら考えると,その残留応力はき裂の進展とと

もに解放されるので,Type2においては,き裂が短い間はき裂伝ば速度が基準の

Typelの場合よりも遅 くなるが,き裂が長くなると両者の差が少なくなる結果に結

びついていると考えられる｡そして,以上のことから,局所的な加熱によって,部材

の局所的な性質変化をもたらし残留応力を生じさせることによってもき裂伝ばの抑制

ができる可能性があることがわかる｡

図12は,き裂伝ば速度da/dNと最大応力拡大係数Kmaxの関係である｡なお,スポ

ット加熱により組織変化や残留応力が生じていることが考えられるが,本報告ではそ

れらを無視 して､すべて片側き裂をもつ帯板の応力拡大係数を用いている｡Typel

のda/dN-Kmax曲線は少々うねっているが,ほぼ単調増加する比較的スムーズな曲線

である｡それに対 し,スポット加熱したTypC2では,スポット加熱部付近でのda/dN

の変動が激しく,特に,き裂伝ば初期では基準のType 1よりもda/dNの値が低くなっ

ている｡また,Type3の場合では,スポット加熱部に挟まれた部分でda/dNの値が高

くなっている｡それ らの現象には,前に述べたような組織変化や残留応力が関係 して

いることが考えられる｡破壊の形態を調べるため, 図 13に示すように､試験片

Typel- 3の破断後の様子を観察した｡TypC2の場合には1個 目のスポット加熱部

をき裂は通過しているが, 2個 目の加熱部は避けて伝ばしている｡Type3ではType

lと同様にき裂の進展方向はほぼ全体的にほぼ荷重軸と垂直方向である｡疲労による

き裂伝ばはモー ドⅠ型すなわち引裂き型であることが多く,本実験の場合もすべての

試験片 (1l種壊)でモー ドⅠ型が支配的であった｡なお,TypC2においてはき裂伝

ば後半においてスポット加熱部を避けき裂が伝ばするが,その際は破断直前であり寿

命やき裂伝ば特性にはほとんど影響を及ぼさないことが考察される｡

なお,本研究ではき裂を持つ平板 とき裂のない平板を種々の方法で貼 り合わせた試

験片を作製し,それ らのき裂伝ば特性を調べた｡本実験での手法ではそれ らの平板は

完全には密着 してなかったため,き裂伝ばによる剥離が生じた｡その結果,応力振幅

をそろえた場合,各試験片におけるき裂伝ばに大差は生じなかった｡しかしなが ら,

静的に最終破断する際は,単独の板で作製した試験片が脆性的破断するのに対 し,貼

り合わせた試験片はいきなり脆性的に破断することがなかった｡そ して,後者の場合

は,き裂は初期き裂のある平板のみで進展するため,き裂のない平板の延性的な変形

のため,脆性的な破壊が生じないことが観察された｡また,木材の合板を用いた実験

を行ってみたが,この場合は実験データがばらついた.しかし,き裂伝ばが木材の局

所的な方向性の影響を受けることがわかった｡

2-3.結言

本実験では複合材料に見立てた試験片を作製してき裂伝ばの傾向を調べた｡得 られ
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た主な結論は次のとおりである｡

(1) き裂伝ば方向に複数のスポット加熱を施した試験片においては,き裂伝ば速度が

遅くなり寿命が基準のものより延長することが分かった｡また､き裂が伝ばする面を

挟むように上下にスポット加熱した場合には､き裂伝ばは加速し危険であることが分

かった｡き裂伝ば方向はスポット加熱部に大きく影響されず､モー ドⅠ型が支配的で

あった｡そして､き裂伝ば速度が変化する原因としては単に硬さの上昇ではなく､残

留応力が関係 していることが考えられ,き裂先端の前方に圧縮の残留応力場があった

場合にき裂伝ばが抑制されたことが考えられる｡

(2)スポット加熱を施 した試験片や板を貼合わせた試験片の実験結果から,複合材料

においては,その設計手法によってき裂伝ばを抑制できるものが開発できる可能性が

あることがわかった｡
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