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単一過大荷重を受ける疲労き裂の伝ぱ挙動に及ぼす
負の応力比の影響について＊
宮I111Ii達二郎*１，AllindiloPURNOWIDODO*2,真壁朝敏*！
ＥｒｅｃｔｏｆＮｅｇ孔tiveStretisRinti(ＤｏｍＦｎｔｉ宵ueCrnckPropagationBehavior
afterSinlrIeTensileOverl⑪a。

Tatsujir()ＭｌＹＡＺＡＫＩ*凪,Anindit〔)ＰＵＲＮＯＷＩＤＯＤＯａｎｄＣｈｏｂｉｎＭＡＫＡＢＥ
｡、l比Ｉ)３１．ｌｎＭ１１０Ｄ「Ｍ心rhKuIuiE組IＳ》･釦upnu9sI:0収il0KK･Ｉ･iuIR･FIomollyＩＤ【l《I収iIurcrinK・UnivqP厩ityUDftheI《yukyus、
１錠ullDiurll､NinhihHW趾N6Ik別H6IIuIiⅨlⅡ0.()kiowIw8l.!)ＩＤ:lⅡ21;l」;11,刑、

ｌｌｉＨｗ巴Ⅱl《Ⅱ【DｗＩ１lllala月inHIcteI1RiにIDwrIID51(l8IIDuIitP(lduriIIKC【､､飢alulanlplitudecyclinRata

l)(OHitiVe机rGSSrati《（fllH艶串111⑬CraCkjZl.【DWthretilI.【IH1IiIDILII1aEa9ieManeKatiVCStreSSrntiORo
h(DwwcT･IhclatiHuc心T孤ｃｋｌＮ【r(DwlIlralca⑰LuaⅡvnccCIcril(edIhIleralellsiIG《wcrl【Dad･Ｔｈi息crnck

pr《)IDak3tiIlI1bchilvioriHTd&ltGd（(Dth【pIl)cHlIbuIlu【illlZ()（馴x､CinwnthickmcssvtheI】Iuntmgbehaviorof
crackIi鵬aI1〔Ｉｔｈｃｒ鴎idu制Ｉ飢祀HQidi艶ribulilDn§．WI1eIuthGcrack（ip：wereblUI81edduringtensile
《wcT1nildaI1dth⑤Hucc⑱e〔IinIgc1〕Inprc鵜inn剖r巴騨willMIhilXhWIIucwa蘭appIieda【tertheoverI《Dad,the
crK8ckpr(lp5K噸ti[Ｄｎｒａｔｃ煙【nthilghcrIev⑧１thHM1lllKllbGi(ⅡPq1th《ｑＩｗ⑪rlq〕aIdaplDlicatiml・Ｉｎｔｈｉｓｃ紐寵,a
tclMIiIeresidualstrc鰯ｗａ：ｃ【.e副ｔｅｄｉｎｒ1.011t（)fthecrnck．Ｔ《DiIwe帥igatetheeIfectofLheneZKative

strc鵜r副tin《)ｎｌｈｅｈｌ(iHuecrackpropnIFatiImlhｃ｢aliKucL巳Ht5und⑥Ｍ１＝０，－１ａｎｄ－１．５applyingthe
BiI1RI巴tellsileoverIoadweTepcrf〔Ｉｒｍｅｄｕ筋inⅨ&lI111cillcdO】5％carI〕(Dnsteels，Intheprcsentstudy,ａ
唾sidualIi蛇afteranoverloRdinXMlｓｓｐじciaIlyiIwesLigatEdIElI1ditwa5foundtha上thetransition
phenomeIMm⑨ftheTesiduaIli化wasappearcdiI1theca縄ofthenCRativestresSrati０．

Ｋ⑳IVbhd8：FatigueCrackPropagiltipm,OverIoad・Ｓｔ肥ＳＳＩ(atio,Retardation,Acceleration1BIunt・
ingofCrackTips･ResiduaIStress

の後のき裂伝ぱが加速する場合があることを報告して
いる．加速現象については，過大荷重負荷によるき製
先端の残留応力，板厚変化などの要因が考えられる．
真壁ら('1)は，過大荷重負荷前後でのき裂先蝋の板厚
変化を詳細に観察し，その結果を用いてき製先端での

１．緒宮

一定応力振幅下で安定的に伝ぱしている疲労含裂に
単一過大荷重を負荷すると，き裂の伝ぱが遅延するこ

とはよく知られている(1)~('０)．この遅延現象は，過大
荷重によって生じた静的塑性域において生じる圧縮の

残留応力分布に基づいた過大荷重負荷直後のき製伝ぱ

残留応力場をき製が進展するためであり鴎応力比(3)，

挙動のメカニズムについて検肘を行っている．しかし

賦験片板厚(4)~(6)，材料強度(7)などの影響を受ける．
特に，験験片板厚が薄い場合に遅延効果は大きく，過

大荷１K比は遅延期間に影縛を及ぼす．
しかしながら，応力比，過大荷重の大きさなど単

一過大荷重の負荷条件によっては，き製伝ぱが加速

する場合もある．例えば，真壁ら(9)~('1)は，応力比
Ｒ＝omm/＠…（恥ｉｎ,。…はそれぞれ一定応力援

幅下でのき製伝ぱにおける繰返し最小応力および最大
応力）が－１．５で伝ぱしているき裂に，その先端が著
しく鈍化する程のレベルの過大応力を負荷すると，そ
・原稿受付2004年３月22日

･I正員.琉球大学エ学部(⑤903-0213沖縄県中頭郡西原町千
原1)．

･２正回.琉球大学大学院理工学研究科．
E-malI：t-miyaetcc・u-ryukyu･acjp

ながら，き製伝ぱの加速現象については不明な点も残
されており，定働的に取扱うまでには至っていない．
また，それらの研究では炭素鋼S35Cを用いて検肘を
行っているが，一般的にき製伝ぱの加速現象に関する
基本的なデータは少なく，今後，定趣的評価を行うた
めにも，他の材料でも実験する必要がある．
そこで本研究では，Ｓ１５Ｃを用いて過大荷重を受け
るき製の伝ぱ挙動に及ぼす過大荷重の大きさ，および

基本負荷サイクルの影轡について検討を行った，具体
的には，後述のき裂長さ２Ｇから破断時までに要する

繰返し数を金寿命として，過大荷重の負荷条件よる余

寿命の変化に着目し，過大荷重の大きさおよび基本負
荷サイクルの条件を変化させながら，き製伝ぱと負荷
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履歴の関連について検討を行った．なお，本研究では]
基本負荷サイクルの応力比Ｒが負の場合に着目して
検討を行っている，

２．使用材料，賦験片の形状および実験方法

供試材には，JIS機械構造用炭素鋼S150の焼鈍し
材（904ｏＣ焼鈍）を用いた．その化学成分を表１，機

ようにびmi邪，ロm･曇および丘に付した下付添字１，２
は，それぞれ過大荷重を負荷する前，後を表す，試験
片No.1～8については，同一負荷条件の一定応力振幅

械的性質を表２に示す．

図１に拭験片の形状を示す．試験部中央には，長さ
２０＝2.5ｍｍ，先端半径β＝0.2ｍｍのスリットを加
工し！そこから子き製を導入して中央き製試験片とし

た.スリット長さを含めた子き裂長さは2qo＝３ｍｍ

である．子き製導入後，６０OCCで１時間の真空焼鈍
を行った．き製伝ぱ試験においては，基本負荷サイク
ル賦験を￣定応力振幅ヮ｡，繰返し速度10Ｈｚの条件
で行った.過大荷重DCLは，き裂半長がα＝３ｍｍと
なった時点でⅢ一定応力振幅のき製伝ぱ試験を中断し
手動により負荷した．また，過大荷重の有無やその負

荷条件の変化による余寒命の違いを比較するため，本
研究ではき裂半長｡＝３ｍｍから破断までの繰返し数
を余寿命とした．

図２に負荷サイクルの模式図を示す．表３に実験
条件を示す．一部の試験においては，過大荷重を負荷

する以前の疲労荷重履歴が，その後のぎ製伝ぱ挙動
に及ぼす影響を鯛ぺるために，過大荷重負荷前後で

基本負荷サイクルの条件を変化させた．図２に示す

の疲労拭験の途中で単一の引狼り過大荷重を負荷した．
なお，No.7の試験条件および後述の試験結果はⅢNo.８
とほぼ同じであったので，No.8で代表させた．No.９，
１０については，単一過大荷重を負荷した前と後で応力
比Ｒおよび応力振幅ヮ。を変化させた．つまり，応力
比Ｒについては，No.1～8の場合ではＲｌ＝Ｒ２，Ｎ０．９

および10の場合ではＲ,≠ＲＥとなる．
３．実験結果および考察
３．１過大荷重負荷後のぎ製伝ぱ挙動

３１．１過大荷重負荷前後で負荷条件が等しい場合
図３に拭験片No.1~６，８のき製伝ぱ曲線，すなわち，

き裂半長αと繰返し数｣Ｖの関係を示す．矢印は過大
荷重を負荷した点，実線は過大荷重を負荷しない基本

的なき製伝ぱ曲線である．図４にき製伝ぱ速度血/0Ｗ
とき裂半長αの関係を示す．実線は過大荷重を負荷し
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ない基本的なき裂伝ぱ速度である．No.1～6,8につい

ての場合は，通常行われているように過大荷重負荷前
後で同一負荷条件の一定応力振幅の疲労試験を行って

いる．応力比Ｒ(＝Ｒ,＝Ｈ２)＝ｏおよび－１では過

大荷重を負荷した後，き製伝ぱの遅延現象が観察され
た．そして，図３，４に示した範囲では，それぞれ過

大荷重が大きい場合の方が,過大荷重負荷後の余寿命
が短くなっている．Ｒ＝－１．５については，No.５，６
で遅延現象ロNo.８で加速現象が観察され，過大荷重
の大きさによって異なる傾向のき製伝ぱ挙動が観察さ

れた．なお，No.７についてもNo.８と同様な傾向の結
果が得られた．それぞれのき裂伝ぱ速度は，遅延期間

または加速期間を過ぎると，すぺて過大荷重を負荷し
ていない場合のき製伝ぱ速度と平行になっている．

なお，真壁らは(9)~('1)は，Ｓ３５Ｃを用いて同様な実

験を行っている．その結果においても，基本負荷サイ
クルの応力比Ｒが-1.5において，単一過大荷重の大き
さがある値以上の大きさであるとⅢ過大荷重負荷後の

き製伝ぱが加速し，余寿命が短くなるという結果を得

ている．したがって，賦験片の寸法等の問題について

は，まだ詳細に検肘していないが,少なくとも炭素鋼
の場合においては，過大荷重の負荷によって，疲労き
製伝ぱが遅延する場合だけでなく，加速する場合もあ
ることがわかった．
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大荷重負荷前後でＲを０から-1.5へと変化させた場

合のNo.９では加遠現象Ⅲその組合せが逆のNo.１０で
は遅延現象が観察された,これらの結果から，過大荷

ﾖﾀﾞ毎A▽

愈負徽後のき製伝ぱ挙動には,過大荷重の大きさとそ

ｎＰｎＵ‐ｃＩＯ３

の後の繰返し応力条件が関与することがわかる．なお，

－Ｄ準BIine
▽Ｎｎ８

本実験では応力比ＲがＯと-1.5の基本負荷サイクル

ＲＵＯＯＲＤ・・1.9
▲No.，

において，それぞれのき裂伝ぱ曲線がほぼ同じになる

2３４５６７

ような条件について検討した．過大荷重負荷後のき製・

Cracklengthα[mm］

伝ぱ挙動は過大荷重のレベルと過大荷重負荷後の負荷

サイクル条件に影響を受けるので，本実験と異なり両

（a)Ｈ１＝０，Ｈ２＝－１．５
ＵＵ００

１１１１

４５

万一○西へ日旦這亘員）

７

応力比において基本的なき裂伝ぱ曲線が異なる組合せ
の場合でも，同様な傾向のき裂伝ぱ挙動が得られるこ
とが予想される．

３．２過大荷重負荷後のぎ裂開ロ点の変化と余寿命

瀝曇一

き製伝ぱ挙動はElber('2)が提案したき裂閉ロ挙動と密
接に関係しているので，本研究でもき裂の開口挙動に
ついて検討した．図７に除荷弾性コンプライアンズ法

('3)により測定したき裂開口点の変化する傾向の一例

２３４５６

を示す．矢印は，き製の開口点を指す．このようにし

Crack1engthq[mm1

て得られた関ロ点ぴゅをき裂半長⑨で整理した結果を

図８に示す．なお，図８は次に示すき製先端の状態と

（b)Ｒ,＝-15,1T2＝Ｏ

対応させて考えるため，過大応力DCLのレベルによっ

Fig.６RelaCionbetweendbWNandc
3.1.２過大荷重負荷前後で負荷条件を変化させた

塙合図５，６に応力比丘が過大荷重負荷前後で異

て，。.pの変化の傾向を図8(a)と(b)に分けて示して

ある．このようなき裂開口点の変化は，き裂伝ぱに伴

うき製先端の残留応力分布に関わっている('0)．

なる場合について検肘したき裂長さαと繰返し数１Ｖ

の関係および“/0Ｗとαの関係をそれぞれ示す．矢
印で示す過大荷重点の前後で応力比況は異なり，実

線は過大荷重負荷後の基本負荷サイクル（Basenne）
での関係を示している．NODの過大荷重負荷以前の

応力比Ｈ１と最大応力ヮ,m・曇はそれぞれＯと８６MPa，
No.１０はそれぞれ－１．５と６７ＭＰａである実験条件

は異なるが，結果的に１過大荷重負荷以前ではNo.９

図９に本実験において過大荷重のレベルが商い試験

片No.２，４，８，１０の場合のき製伝ぱ速度“/DljVを
(△雄〃－△Ｒｂ",`jh)で駐理した結果を示す．ここで，

４Ｋb〃は有効応力拡大係数幅，４Kと"ﾙﾊはその下限
界値であり，△雄"0`jh＝2.6ＭPMIYとした.実線は，
図９で示した実験結果の平均的な傾向であり，次式の
ような関係となった．

－５４－
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Fig.１０Comparl8onofcr錘kopemngandclosing

Ga〒l8SMPOmu＝ｌ７８ＭＰａ
３

behavior

４５６

には，過大荷重負荷後にき裂開ロレベルが上昇し，そ

CracklengthG[m､）

れがき裂伝ぱの遅延に影轡していることは明かである．

（bmoL＝178,185MPa
Fig､８EfICctsoftheoverloadonthe”riatlonof
。”

1０４

L型、

しかしながら，過大荷重によってき製先端が大きく鈍

化した４１$合［図10(b)，（c)，（e)］には,応力比の違い

によってき製伝ぱの遅延が生じる場合と生じない場合
があり，過大荷重負荷後の応力条件によりき製伝ぱの

０

Ｑ１

Ｓ

０

１△

６

で【・労・一目【臣一 ミミ：

－－－Ba9P96…
Ｒ凸Ｏ
●No.Ｚ

傾向が異なっている．つまり，本実験範囲では，応力

比ＲがＯと－１［図10(b)，に)］では，き製先端の鈍

ｎ■･1.0
■No.４

化後に一端き製伝ぱが加速するものの，き製伝ぱは最
終的に遅延している．しかしながら，Ｅが－１．５の鯛

合［図10(e)］には過大荷重負荷後にき製伝ぱ速度は

Ｒ痙・1.5

諺

▽No.Ｂ

全体的にそれ以前の値より高い値を示し，余寿命が短
くなっている．これらのことから，き製先端の塑性変
形，き裂開口挙動，き裂先蝋の残留応力分布およびき
裂伝ぱ則は密接に関係していると考えられる．本実験

ＲＰ・1.3.Ｒ０つＯ
●No.1０

５１０２０
ＩＣ，トーーミ計テョ1

．△ＫＣ〃－△K･",`ハ[MPaV届i］

Fig.９Rclationbetweendn/ｄＮａｎｄ△“〃－
△Ｋｂ〃“

ここで，Ｏと冗は材料定数であり！Ｃ＝２XlO-1o1

JU＝２である．実験結果は実線に対して若干のばらつ

きはあるが，過大荷重によって加速するき製において

も，近似的ではあるが，有効拡大係数によるき製伝ぱ

の評価が有用である二とが図９から期待できる．

図１０に過大荷重負荷時の最大荷重に連した時点の
き裂先端の槻子を示す．図８と図１０を対応させて考
察すると，き製先端が鈍化しない場合［図10(a)，（｡)］

のＲ＝-1.5の場合において，実験時に加えた応力の

最大値は，過大応力負荷時の“Ｌ＝l78MPaである．
素材の下降伏点は“l＝283MPaであることから，そ

れらの比◎ＯＬ/のlは063である．また，リガメント

での正味応力を定義すると，◎ＯＬは254ＭＰａとなり，

その値と下降伏点ﾜ｡Iとの比は0.9となる，き製は勝
的に大規模降伏し，その先端では図11(e)に示すよう
に激しく鈍化した状態となっている．したがって，験
験片が大きく，き裂先端での鈍化が小さい場合では，
過大荷重負荷後のき製伝ぱ挙動が本実験結果と異なる
可能性があることは注意すぺきである．このような問

－５５－
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dtVdjVandjV

ね｡､,ＯＬ

塊..｡Ｌ

(b)ワーワｏＬ

然応力比Ｒに関係せずⅢその大きさが過大荷重がき

ｔ２)⑰＝､2m`njuStafteF
applyingooL

製伝ぱに及ぼす影響域の大きさ△αを決定する．つま

り，△αはＲに依存しないが，図11(Cl)，（c2)に示す

Fig、１１SchematiI：illuBtrationofaBt睡鍔di5tribu-

ように，応力比庇によって過大荷重負荷直後の負荷過

Cionandapla3ticzOnenearcradヒヒｉｐｗｈｅｍ

程におけるき裂先端に生じる圧縮の応力集中による逆

ｃｒ日cktipwasb1untedbyov③rload

降伏域ｒｒ｡｡,ＯＬの大きさが異なる．真壁ら(Lu)はその際
の逆降伏によって残留応力が圧縮が引張りに反転する

題もあるが，過大荷重による塑性域の形成とき製伝ぱ

と述ぺているが，応力比によって，その過程は異なる，
したがって，Ｒ＝-1.5の場合とＲ＝Ｏの場合は同じ
“の領域をき製が通過する速度が異なってくる．そ

の関係を関連づけるため，次のような検肘を行ってみ
る．

真壁らは('1)は，き製伝ぱの遅延・加速現象とき製
先端での残留応力分布について定性的に検肘している．

れが，過大荷重負荷後の残留寿命に大きく影響する．

図１１にその報告('1〕とＲｉｃｅ(】4)のモデルに基づいて検

３．３過大荷重負荷後のぎ製伝ぱ余寿命について

討したき裂先蝋での応力分布と塑性域の模式図を示す．

過大荷重負荷によるき喪伝ぱの遅延期間の評価する

にあたって，Ward-Clo8eら(L)は，き製伝ぱ曲線，す

ただし，この場合は過大応力ＤＣＬによってき製先端

が鈍化する場合について示している．図11(a)は一定

なわち，き裂長さと応力の繰返し数の関係を用いて検

応力振幅下での最大荷重の時の場合であり，７mｏｎは

討している(21)．しかしながら，き製伝ぱ曲線からき

そのときに生じる塑性城である．（b)は過大荷重を負

製伝ぱが加速する期間を求めるのは困難である．そこ

(Ｃｌ)および(c2)は過大荷重負荷直後の最小荷重時点
であり，γ…,ＯＬはその際の繰返し塑性域である．ま
た，（Cl)はＲ＝０，（c2)はルー-1.5を想定してい

製伝ぱの加速，遅延期間を決定した．図１２に模式図

る．そして，太い実線は着目する時点の応力分布，破

荷重を負荷した後に減速したき製伝ぱ速度が過大荷重

線はその前の応力分布，点線は重ね合わせる応力分布

負荷前の時点の速度まで復帰するまでに要する応力繰

である．過大荷重を負荷し，除荷することでⅡき裂先
端には圧縮の残留応力が生じるが，荷重の段小の値が

返し数である．また，過大応力ＯＣＬを負荷した後に
き製伝ぱが加速する場合は，象寿命が短くなる．加速

異なるので，繰返し塑性域の寸法が異なり，それがき
製伝ぱの加速期間に影響を及ぼすと考えられる．真壁

まで減速するとき製伝ぱは極小値に連し，その後の関

ら(11)は，過大荷重負荷によってき裂先端が鈍化した

係はＯＣＬを負荷した場合の基本的なdMljwv関係

場合には，負荷サイクルの条件によって，その後のき
裂伝ぱ速度が加速する場合があることを示し，その現
象をき製先端における残留応力分布との関係に着目し
て考察している．そのことを，さらに詳細に述べると，

繰返し数を，同じき製伝ぱ速度の時点のびＯＬ負荷し
ない場合（BaBeline）の応力繰返し数から差し引いた

で，き製伝ぱ速度血/ｄＮと繰返し数Ⅳの関係からき

荷した時点であり，７m｡"ＯＣＬはその際の塑性域である．

過大荷重を負荷した時点の静的塑性域の大きさは，当

を示す６矢印は過大荷重を負荷した点，jVDは遅延期
間，ｊＶＡは加速期間である．すなわち１ノＶｂは，過大

した伝ぱ速度が基本的な応力サイクル下での伝ぱ速度

と平行な線図で表せる．そこで，この場合は，過大荷
重を負荷した後，き製伝ぱ速度の極小値の時点の応力

繰返し数を｣V>４と定義した．したがって，」ＶＡは負の

－５６－

単一過大荷放鐙受ける疲労き製の伝ぱ挙動に及ぼす負の応力比の影轡について
Ｉ１１

ががが

でも５へ日日｝」弓一目

－Ｕ〈ＵベＵ（Ｕ一Ｕ

４５６７８

｛①で湯○へ【目目｝シ「、一○℃

ｌｌｐ１１１

ｆ

曇弩
RO■ｎ$＝・Ｌ９
－ＵＤＢｃＩｌｎＢ
ＯＮｑ８

Ｒｏ■OoRU■－０.Ｓ
ＤＮ0.9

lU7
１２３

０．５１１．５２

NumberofcyclesⅣ[xlO61

Numberofcycles｣Ｖ[×106］

(a)Ｒ,＝０，Ｈ２＝－１．５

(＆)Ｈ１＝Ｒ２＝０
》Ｕ

４

Ｒ■･ｌ
－ＢｑＢＣＩｉｎｃ

■Ｎｑ３
ロ

０

鑑識

６

Ｉ

ｐＮｏｏ４

何Ｖ

万一Ｕ缶Ｕへ【ロ日｝シ「己へ。匂

－０－０、》

３４５

でで諒○へ日（ロ｝

０１。Ⅱ１△

:"．

1723

1０７

IUl門苛門
１１．５z

l2

NumberofcyclesⅣ[x10ol

NumberofcycIesⅣ[×106］

（b)Ｒ,＝-1.5,Ｒ２＝Ｏ

（b)ＲＦＲ２＝－１

Fig.１４RBlationbeCweenm/dNandNwhe祀几】≠

iillZ＝llZl

随

鐙“

一似106］

２

ＵＯＵ

＋Ｒ＝０
.●･ＲｐＣＩ

自

Ｉ５::;肌愈．

､＠．Ｒ－－Ｉ５

aＱ

ぎ
-１

ｑＤＱ

-00.20.4０．６

ＯＣＬ/ﾜ｡,Ⅱ

Fig.１３

Fig.１５RelationbetwcenoOL/＠.landjVb

値となる．

図13に過大荷重負荷前後でＲが同じ場合のdtWⅣ‐

〃の関係，図１４に過大荷重負荷前後で凡の値が異な

る場合をそれぞれ示す．基fluとなる基本負荷サイクル
としては，過大荷重負荷後の応力比Ｒ２の場合とした．
前述したように，過大荷重負荷後の余寿命は過大荷重
後の負荷条件に左右される．そして，Ｒ２がＯと－１の

場合には，dtB/djWV線図によって，jVDが求められ

る．また，Ｈ２が－Ｌ５の場合には，｡ＯＬの値によって，
余寿命はjVDとして評価される場合とjVAとして評価
される場合があることがわかる．なお，図中の水平線

は｣ＶｂやjVAを求めるための基飽となる血/djVの値
のレベルを示している．

図15に図13より求めたJVD,」ＶＡを◎oL/CClで整
理した結果を示す．十分な実験データが得られた後に，
図１５で得られるような結果を数値シミュレーション

により検肘する予定であるが，過大荷重によるき裂伝

－５７－
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域は，過大荷重負荷により生じる静的塑性域で決

ぱの加速，遅延には基本的な応力サイクルの応力比と
過大荷重の大きさが大きく影瀞することがわかる．図

まる．また，その限域内でのき製伝ぱ挙動は過大

中の曲線は，得られた範囲で実験点を結んでみたもの

荷重負荷後の基本負荷サイクルの条件によって決

である単一過大応カヮＯＬを大きくしていくと，き製
伝ぱの遅延期間lvDは長くなるが，ＤＣＬがある限界値
を越えるとjVDは減少していく．そして，Ｍ>のピー

４．．α/dJwv線図を用いると，き製伝ぱの遅延朔間

まる．

ｊＶＤと加速期間ＪＶＡが容易に算出できる．そして，

ク値は，応力比Ｒによって異なる．特に‘Ｒ＝－１．５
の基本負荷サイクルの条件下では’過大荷重のレベル

Ｒ＝－１．５ではⅢ過大荷重がある限界値以上に大

が低い場合は，過大荷重負荷後のき製伝ぱ余寿命が基

裂伝ぱ寿命が短くなることがわかった．

きくなると，基本負荷サイクルの条件によってき

本負荷サイクル下での余寿命（き裂半長Ｂ＝３ｍｍか
ら破断時までの繰返し数）よりも長くなっているが，

最後に本研究に対してご助言を賜ったUnive函iCyof

⑰nnecticutのＡ,Ｊ､McEvily教授に感謝申し上げる．

過大荷重がある限界値より大きくなると余寿命が短く
なり，余寿命の短命化が生じている，
以上の結果より，安定的に伝ぱしているき製に単一・
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