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純銅,８５/15黄銅,７０/30黄銅の疲労き製進展に
及ぼす大気の影響．
兼城英夫輔，真喜志康二｡.，

屋富祖建樹愈･
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雄ソＷｂＪｕ汀８FatigueIEIfectofEnviTonmen上,Copper､８５/l5Brassi70/３０Brass,StackingFauItEnergyoFatigue
SLrength

L緒倉

易にするため，リン酸系の研磨液を用いて平行部を電

解１，膳で約301A、除去し実験に供した．表１および表

一般に機械や橘遺物は甑々の腐食性ふん囲気中で使

２に使用材料の化学成分と機械的性質を示す．使用し

用されることが多い．典空中での疲労に関する研究が

た試験機は遠心力式の万能疲労試験機で，その繰返し

行われるにつれて，大気もまた一楓の腐食性ふん囲気

速度は1000rpmであり，実験は引弧り‐圧縮の両振

とみなされるようになった．近年，航空工学や宇宙工

り荷重下で行った．真空中での疲労試験は，油回転ポ

学の発展につれて，奥空中での疲労破壊に関する数多

ンプと油拡散ポンプを直結した湿式排気系を用いて，
真空槽内を（1～3)XL334x10-3Paの真空度に保つ

くの研究が行われ，大気中と異鞍る極々の疲労特性が

明らかになった．これらの研究は，主として，真空度
と疲労強度との関係《Ix21，ストライエーションの形成

幾１材料の化学成分（％）

有無I,)(｡,酸素や水蒸気の害作用(21,脱気効果(6),超高
真空効果(`)などに分類されるが，まだ不明な点が多い

Ｐｂ

ｃｑｐｐｇｒ＞99991(Ｃｐ目、。（18ppm
５１凸Ｔｒ－ＤＢ二

ようである．また，金属材料は真空中で疲労寿命が向

Ｕロ二

上するが，灘命の延び率は金属によって異なった値を
示す．しかしながら，今日までこれを理解する手掛か
りがまだ示されていないようである．

であるが積鰯欠陥エネルギの異なる純銅,８５/15黄銅，
70/30黄銅について大気中と典空中で疲労賦験を行

ヨヨー副Ｗ－１５Ｒ

ｗ｛己

本研究では以上のような観点に立って，同一のα層

１２１２７」４

３

2０１２

1６１

い,疲労寿命の延び率と積層欠陥エネルギとの関係を

(a）SmooIhspecimen

検討するとともに，表面や破面の観察を通して，き製
の発生，き製進展速度，き製経路に及ぼす大気腐食効
果を検討した．

一一

2．供試材料および実験方法

龍

使用した実験材料は直径１５ｍｍの純鋼,８５/15黄
・銅,７０/30黄銅で，図１に示す形状･寸法に機械加工し

た後，エメリ紙による平行部の研磨をえて，600℃１

ＤｅＩａＩｌｏｆＡ

時間の真空焼なましを行った．さらに，表面観察を容
ｏ昭和57年10月１０日第60期全国大会鯛iii会において硝
浪が原稿受付昭和58年10月６日．
o・正員,琉球大学工学部（田003-01坪阿県西原町字千原59爵
地)．

(b）Notchedspecimen
図１試験片の形状・寸法
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て行った．怠裂の発生･成長は，両ふん囲気中での予想

図２は,純銅,８５/15黄銅,７０/30黄銅平滑材の大気

寿命の５％ごとに疲労試験を中断して平行部のレプリ

中と真空中におけるＳ－１Ｖ曲線である．いずれの材料

カ膜を採取し，それに金蒸着を施し観察した．

においても大気中より真空中での寿命は長い.図３は，

このＳ－Ｎ曲線より求めたもので,横軸に各材料の引
張強さに対する応力振幅比〃｡｡をとり，また縦軸に
大気中と其空中での寿命比Ⅳ./１V･をとって表したも

３．実験結果および考察

３．１真空中における疲労寿命とilI圏欠陥エネルギ

のである．これより，いずれの材料においても，低応
力長寿命域になるにつれてｊＷＮｏは大きくなり，ま

表２材料の機械的性質

鷆聿iilijIi÷ｉｉｉ÷」
Ｍ

関
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－８５ﾉﾕ５Brass
＋８５ﾉｴﾖＢｒａｓｓ

皀180

た同一のJoOでは，高応力域での純銅と８５/15黄銅
の関係を除けば,７０/30黄銅,８５/15黄銅,純銅の順に
大きな値を示すことがわかる.特に,７０/30賀銅は,｡／
ひ,ツー0.47でⅣu/Ｎａ＝380にもなり，低応力域での大
気腐食効果が顕著である．次に，図４および図５は応
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図２平滑材のＳ~NIUl線

図４欄個欠陥エネルギと疲労寿命比
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図３応力振幅と疲労寿命比
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図５欄溜欠陥エネルギと疲労寿命比(d化U＝0.47）
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ある．積屑欠陥エネルギの測定法、にはＸ線法,変形

腐食効果が顕著に現れるのは,作動すべり系が少ない
材料ほど真空中での圧縮時の逆すべりが容易なことを
意味し，これは十分理解できることである．

双晶法,半転位の曲率法などがあり，各測定法での測
定値に差異がみられるようであるが，ここでは便宜上
Luka5ら(3)の文献を参考にし作図した(純銅γ＝5.5×

応力拡大係数幅ｊＫの関係を図６に示す．いずれの材
料においても，同一の」Ｋに対して血/dlVは大気中

10~０J/cm2,85/15黄銅γ＝2.5ｘ10~．』/cｍ2,70/３０
黄銅γ＝1.3×10-`J/cm2)．これより，γが小さく，材
料の交差すべDが困難になるにつれて真空中での寿命

Ａ】合金に関する駒井ら('｡)の第２領域によく似た傾向
を示している．図中の式は，パリス同MtzMV＝cjK廓

力振幅をパラメータにし,横軸に各材料の積厨欠陥エ
ネルギをとってＮＷＶｈとγとの関係を表したもので

の延び率は増加し，またⅢ応力振幅が小さい場合は両
対数目盛上でⅣ./Ⅳ｡～γはほぼ直線関係を示すこと
がわかる．

大気中と真空中における疲労寿命の相違について

は，すべり面内への酸素や水蒸気のまき込みによるす
べり面の分離(，),酸化皮膜による圧縮半サイクル時の
再溶着(圏)や逆すべりの抑制㈹)などのぎ製進展機機で説
明されている.今，Pellouxの仮説に従って，種々のふ
ん囲気中での寿命を引張半サイクル時のすべり趣と圧
縮半サイクル時の逆すべり鉦との蓬分の累積とみなす

と，γの減少に伴って真空中での寿命の延び率が増加
することは，γの小さい材料ほど圧縮時の逆すべり趣
が大きいことを意味する．また，γの大きい純銅では
主すべり系と交差すべD系が作動するのに対して，γ
の小さい70/30黄銅では主すべり系のみが作動し，ま

た，８５/15黄銅では両方の中間のすべり運動をすると
考えられている．これより,γの小さい材料ほど大気

３．２き裂の発生・成長に及ぼす大気腐食効果

Forsyth(’'1によれば,疲労過程はき製が殿大せん断

応力面に沿って進展する第１段階とⅢ引iHI応力軸に垂
直な面に沿う第２段階および最終破壊に分けられる．
大気腐食効果が疲労過程のどの段階に最も顕著に現れ
るか調べてみた．図７および図８は,８５/１５黄銅の大

気中および真空中におけるき製の発生・成長の様相を
示す．また，表３は，疲労き裂の発生と成長が連続的
な過程で両者を明確に区別することが困難なため，便
宜上，き製発生の繰返し数Ⅳ`を１結晶粒程度の微小
き製長さに相当する繰返し数と定義した時，両ふん囲
気での寿命１Ｖに対する比率１V!/Ⅳと，大気中と真空

中における寿命比Ⅳ./Ｎａを表す.したがって，表中の

ｉ

血/d/Ｖ(〃･圃＝0.315）

偏汕鱗〆・桝

応力拡大係数幅」Ｋとき製進展速度

測紗〆叡／ａ
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みられるように，平滑材ほど顕著でないようである．

ｏ－Ａｉｒ

一、）

ｌＯ

を適用して求めたもので,指数税は通常いわれてい
る２～4の間を示している．しかしながら，切欠き材の
寿命に及ぼす大気腐食効果とγとの関係は，表３にも

÷ｖａｃｕｕｍ

凸

／器薑MJiQ。

－ｂ

■Ｉ

〆／･●

－（Ｕ

Eｆ

の一ｍ』二一重一○』□ 二Ｕ、」ロ

十

で大きく、崖た両ふん囲気中の値はほぼ平行となり，

３

〆

ｚｐ－ｍｐ

が

,『

①一Ｕ易Ｕ一戸』（と

①一Ｕ夛旦Ｐ』仁』ｚロ一ｍ口①一ｍ』二一ｚ－Ｃ』ワ辱Ｕｍ』。

ｃ－Ａｉｒ
－●－vacuum

８

次に,切欠き材より求めたき裂進展速度”/ＵＷと

０２０３０４O
Slressintensilyfactor

range△ＫＭｐａ・ｍＩ２ｇｅ

に）７０/３０Brass
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Ｍは,試料の表面と内部の違いはあるが，ほぼFor・

応するものである．これらの実験結果より，すべり線

sythの第１段階に相当する繰返し数と考えられる．ま

の飽和に要する繰返し数は真空中のほうが長く，ま

た，飽和時のすべり線の密度も真空中のほうが商い．
またロ平滑材のぎ製発生の繰返し数は，大気中では寿
命の約25％，真空中では約70％で顕著な大気

た，平滑材では，このような微小き製は多数発生する
ので，ここでのＭは試料を破壊に導いた主き製に対
表３き製発生の繰返し数および寿命比
ＮＶ

ＮＣ， Ｎ（｡'｡）

sｍｏｏｔｈ

SpecImen

Ｃｏｐｐｅｒ
85/1５

B回二号

７０ﾉｺ０
B｢asS

Notched

SpeCImen

Ｎａ

ＮＯにhed
Ｓ
speclIT埒、 speClmen

Ａ１ｒ

vacuum

Ａｉｒ

V曰EIIIIm

2６

６７

５

６

７－１６

７

2５

7５

1１

９

６－７２

６

2３

7２

1９

2△

56ｓ8０

８

腐食効果がみられる．しかしながら，切欠き材
では環境による差異は少ないようである．概し
て，大気腐食効果は切欠き材よりも平滑材にお

いて！また，第２段階よりは第１段階までの疲
労過程に顕著に現れることが理解される．これ
はⅢニッケル基超合金について，環境に敏感な
のは第１段階の疲労き裂進展過程であるという
Duqquetteら(IzIの結果と一致し，また，2024Ｔ３Ａｌ合金に関するWelnerの研究u３１’すな

(＆）Ｎ＝０

(a）Ｎ＝0

(ＵＮ二5xIOム
(b）Ｎ二ｌ５ｘｌＯ６

に）Ｎ二5xlO4

（｡）Ｎ二6.5xlO凸

図７８５/15黄銅の大気中におけるき製の発生．成長

に）Ｎ蔓1.8xlO6

（｡）Ｎ二Z1xlO6
図８８５/15黄銅の其空中におけるき裂の発生・成長
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わち，粒界き製発生から第１段階のすべり面き製への
遷移が最も環境に敏感な疲労過程の段階であるという
こととも関係があると思われる．Welnerの実験では，
深さ５～20P、の粒界微小き裂の発生．成長に寿命の
約95％が費やされており，本実験の供試材より寿命
に占める初期き製の役劉が大きい．

片桐ら(I4xI軒によれば,微小き製の発生・成長はⅢ銅
では[TO1]方向にのびたラダー状組織(ladder-jike
stmcturdに沿って，また，７０/30黄銅では（111）面
の上race方向の転位線や転位ループに沿って起きてお

応力振幅や材質によらず数多くの形成が見られるのに

対して，真空中で形成された破面上には観察されない
場合が多かった．これは粒界が化学的に活性なため，
大気腐食効果の大きい大気中では，き裂が粒界を進展
しやすくなるためだと思われる．また，真空中では，
試料表面の観察によればき製が粒界を進展している
が，それに対応する粒界破面が観察されない場合が多
い。

次に，真空中においてストライエーシヨンが形成さ

れるか否かについて，相反する結果が報告されてい

り，一般的にもき製進展の第１段階は第２段階より結

る．すなわち，Meyn⑬)はＡ１合金について，また黒部

段階に顕著に現れるのは,第１段階が結晶学的である

の形成を否定しているのに対して，Ａｌ合金に関する

ことと密接に関係し，この段階でPeuouxのき製進展

Ritterら('７〕や駒井ら､CDの研究ではストライエーショ

機綱が作動しやすいためではないかと思われる．
３．３き製進展経路に及ぼす大気腐食効果図９

ても！また平滑材でも切欠き材でも，真空中で形成さ

晶学的であると考えられている．大気腐食効果が第１

および図10は，大気中と真空中で形成された初期き
製領域および比較的長いき製領域に対応する代表的な
破面形態である．初期き裂領鱗での粒内破面の形態に
ついては，環境による差異はほとんど認められなかっ
た．しかしながら，粒界破面については，大気中では

(a）Ａｉｒ

（b）vacuum
図９き製の初期段階に対応する破面形態

ら1ＷはＡｌについて，真空中でのストライエーション

ンを観察している．本実験では，いずれの材料におい
れた疲労破面上にストライエーションが見られた.し

かし，その形成領域が真空中では少なく，またⅢ大気
中ではプラトの全面に形成されるが,真空中ではその
一部にしか形成されていないのがしばしば観察され
た．これより，真空中ではストライエーションの形成

(a）Ａｉｒ

（bWacuum
図１０大気中および真空中で形成された
ストライユーシヨン

純銅,８５/15黄銅’７０/30黄銅の疲労き製進展に及ぼす大気の影轤
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が抑制される傾向があり’き裂が特に結晶学的に都合

（４）大気中と真空中でのき製経路の大きな相違

のよい結晶面を進展する場合にその形成が見られるの

は，真空中ではき製が粒界を進展しにくいことであ

ではないかと思われる．しかしながら，真空中でのス

る．

トライエーション形成の抑制が,Christensenの冷間
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