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S15CK中央切欠試験片の延性き裂進展と
き裂開ロ状況の関係について＊
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１．緒實

そして.図１に示す模式図のように,図１（ａ)の横軸
のみをき裂長さ（き裂半長α)で無次元化することによ

高靭性材料においては，延性き製の安定成長およびり（ｂ)のようにぎ製先端付近におけるき裂開ロ形状お
不安定成長挙動は,TearingModulus（１）121や，き裂先よび引彊り方向ひずみＥ‘の分布は，き裂長さにかか

端開口角ｃｍＡ（３）等をパラメータとして評価されてわらず,ほぼ同じ状態になることを示した．高靭性材
きている．この背景には最近のコンピュータによる解料におけるノ値を用いたこれまでの弾塑性破壊力学
折手法の進歩により延性破壊現象への数値破壊力学の的評価法を応用した破域問題と異なり，前報（５）のよう
応用がなされてきたことや1弾塑性破壊初性試験方な延性材料における大きな塑性ひずみを伴う破壊の問
法'４)の発還等が考えられる．しかし,試験片が大変形題に関しては定麺的な理Rii解析や数値解析は困麟であ
るが，実験・観察を通して砿駁奥津七便麺しLJO、～
し,断面収縮等が伴う際の破壊問題に関しては,解析るが,実験・観察を通して破壊現象を検討しておくこ
とは,後に塑性加工等における延性破壊のクライテリ
や実験的な定適的解釈が十分にはなされていない．とは,後に塑性jum工等における延性破壊のクライテリ

オンを考える際にも有意義になると思われる．また，
著者らは削報(5)において，実験条件等の違いの影瀞オンを考える際にも有意義になると思われる．また‘

そのような報告例は少ない．
も考えられるが,延性き裂安定成長挙動は７０/30黄銅そのような報告例は少ない．

そこでⅢ本研究では，さきの報告(5)の妥当性と７０／
中央き裂試験片の引磯Dの場合と高靭性材料の引彊りそこでⅢ本研究では，さきの報告(5)の妥当性と70／
30黄銅以外の他の延性材料への適用性を検肘するた
や曲げの場合(`〕とで異なることを示した．前報の70／３０黄銅以外の他の延性材料への適用性を検肘するた
め,低炭素鋼中央切欠錘貨片の引扱りにおける延性き
30黄銅では，き裂進展は板厚が元の厚さの約1/2以下め,低炭素鋼中央切欠錘貨片の引扱りにおける延性き
製進展挙動を鯛ぺた．さきの報告によれば,延性材料
となりながら進行したが，そのような著しい断面収縮裂進展挙動を鯛ぺた．さきの報告によれば,延性材料

では駄験片に顕著な断面収繍が伴う際，き製進展の特
を伴う際のぎ裂進風の場合，き裂先端開口角ｃｍＡでは麟睡片に顕著な断面収繍が伴う際，き製進展の特
徴がき裂開ロ形状に反映されると思われるので,特に
は必ずしも一定とはならないことが考えられ，き裂進微がき裂開ロ形状に反映されると思われるので,特に
鬮凍塵はき裂長さに依存して段
虫｡４０回鰯演会において鋼演,原研

受付昭和62年４月８日．

.O正負,琉球大学短期大学部（s903-O1沖縄県中頭部西原千
原１１

･Ｚ正負,琉球大学工学部

き裂開ロ形状を鮮細に調べた．・

２．使用材料および実験方法

‘素材はＳ１５ＣＫである．それを900℃で１時間ぴ焼
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発生,成長は,金属顕微鏡で試験片表面から直接観察

なました後,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．図２に試験片形

した．

用いた試験機は島津オートグラフIS-5000形であ

状を示す．図３に切欠形状および寸法を示す．切欠き
は主に放i画加工により試験片板幅中央部分にワイヤカ

る，

ット加工した．切欠先端半径ｐは４翻類である．ｐ＝

３．実験結果および考察

0.08,0.14ｍｍの場合は，ワイヤカットのままである
が,Ｐ＝0.0ｍｍ（き製)の場合は．ワイヤカット加工後，
疲労賦験(応力比Ｒ三一1,繰返し応力幅はき製発生前
450MPa，き製発生後400ＭＰａとした）により子ざ製
を導入した．ｐ＝0.25ｍｍの切欠半径は，ワイヤ直径

形態に大きな影響を及ぼすものと思われる．本節では

(｡≦0.2ｍｍ)の都合によりドリルカロエした．以下,疲

応力，ひずみおよびき裂長さ等の関係から試験片変形

労による初期き製(ＩＤ＝0.0ｍｍ)も切欠きと呼ぶ.公称

挙動と破壊挙動について検討する．

切欠長さ２“は,５ｍｍであり初期板鯛２１１６(20ｍｍ）
の1/4倍である．この“/脇の値は弾塑性破壊靭性賦

力ひと板幅中心線上の切欠きをはさむ位置での標線

験法(`)の場合に比べ小さな値であるが,試験片が大き

間'0ｍｍの公称ひずみどの関係であり，図５は，公

３．１賦験片変形挙動と延性き製の発生,成長挙動
の関係延性破壊においては，形状変化等の試験片
変形挙助が，その破壊過程におけるき製の発生・成長

図４は，リガメント部の初期面積で評価した公称応

く塑性変形した後のき製進展挙動を調べる目的のた

め,あえてUzO/川堯1/４とした．

副副二下司＝)二国＝

引扱試験は,変位制御方式により引喪速度１ｍｍ／
ｍｉｎで行い,破断に至るまでの切欠きの変形やき裂の
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図６切欠端よりの曹裂発生と進展の状況の観察（引製方向＄〉
称応力ｄとき裂長さあるいは切欠長さを仮幅２Ｗで

１．０

無次元化した滋α/ｗの関係である．なお，き裂長さ

は，切欠長さを含めた表面長さであり，引張軸に対し
垂直な面に投影した長さである．これらの図からわか

るように,本実験範囲の切欠形状では巨視的な蹴験片

rti馬=鑑…１１

ｇｏ５
＞

ロ

変形および破壊挙動の傾向にほとんど差がない．また，

p＝0.08～025ｍｍの場合,図中に示す矢印間付近で

▲

切欠端よりき裂の発生が観察されたが，き裂は賦験片

熟(iii」

０００．０５ｃ０．１００．１２

変形が引頚強さ鋪に達した時点の後に顕著な成長を

図７切欠先蝋の鈍化状況

する．

図６に,切欠きから発生,成長していくき裂の観察
例を示す.③が切欠半径ｐ＝0.0ｍｍ（き裂）の場合で
あり，⑪がｐ＝0.08ｍｍの場合である．写真の番号は
図４，５の番号の位腫と対応している．これらの例で
はき製は切欠端から２方向に分岐して発生したが,破
壊をもたらしたはそのうちの１個であり，他方はき製

進展初期段階で成長が停止した.また,｡＝0.0ｍｍの場
合においては,引狼強さ付近の写真(③2）からわかる
ように疲労き製の鈍化後,延性き裂が進展していく．
き製の発生形態は,切欠半径ｐ＝0.14ｍｍの場合も図
６と同様であった.ｐ＝0.25ｍｍの場合には，切欠先端
より１個のぎ製が進展した．き製の進展方向は，どの

場合も引擾軸に対し斜め方向であった．さきの報告(5)
の70/30黄銅では，き製が引張軸にほぼ垂直方向に進
展し，破壊がほぼモードＩで進展した．それに対し，
Ｓ１５ＣＫでは，引張りとせん断の混合モードで延性き
製が進展していく．

図７は，き製発生時点付近までの切欠先端の鈍化の

状況を示したものである．縦軸は,切欠先端から０．２

Ｃｐ０Ｃ．Ｏ．Ｄ6７００５ｍ
￣￣

図８ｐ＝025ｍｍにおける切欠きの変形状況（3'弧方向
い

ｍｍの位圃における，切欠関ロ変位」ｙ(』Ｙ＝ｙｈ
－脇,脇；変形後の切欠幅，脇：初期切欠幅)である．
これから明らかなように，矢印で示す切欠端（初期切
欠半径ｐ＝008,0.14ｍｍ〕からのぎ製発生が礪認され
る付近まで」ｙとひずみＥにはほぼ直線関係がある．

また，その直線こう配は一定であり，,｡＝0.0ｍｍ（き

裂）を含め,同図に示した初期切欠半径の違いによら

ず,切欠先端の鈍化状況に定量的な差がほとんどない

ことがわかる．したがって，このような切欠寸法の範
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￣＿￣＝

囲では,延性き製の初期進展機構に大きな違いが生じ
ない．また図６に示されるように，,｡＝0.0ｍｍくぎ裂）
でも，他の切欠き同様に引張強さ鋪付近での切欠き
の変形愛(例えば」ｙ)に対し，き製進展壁は少ないよ
うに思える．き製は引擾強さ㎡に達した以後におい
て顕著に進展するが,以上のようなことが,後述する
全体的な延性き製安定成長傾向にも切欠形状の影轡が
ほとんど生じないことの理由にもなっている．

３．２延性き製安定成長挙動と建裂開口形状の関係

これまでの結果より，変位制御賦験においては,延

性材料の場合,初期寸法として,板幅肌に対して切
欠長さのが小さければ,延性き裂安定成長は引張強

に次の関係が成り立つ（直線関係がある)．
１，〈α/ﾛ｡)｡cご
微分して，変形すると

“雄｡Ｃａ・…･……………･…………………（１）
すなわち，延性懲裂安定成長の際は図６に示すよう
に破壊は混合モードで進展しているにもかかわらず，
さきの報告の７０/30黄銅の場合のほぼ引張モードのみ
でのぎ製進展と同様に，き製進展速度血/dEはき裂長
さαにほぼ比例している．

これ泉での研究昨(刀によれば,延性き製安定,不安

定成長挙動を調べるためのパラメータとしてき裂開ロ
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態に近い状態での観察結果に基づくものである．

００１２

６
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って,本実験結果は,き裂が進展するか否かの限界状

０

でＣ、Ｃ］こ

においては,再負荷により賦験片の変位をわずかに増
加させることによりき製はただちに進展した．したが

強さび3以後においてはln(zzbo)とこの間には平均的

●▲▲●

０．８

ｐｐｐｐ

ある．本実験では，試験機を一時停止した状態で試験
片およびき製の形状を測定したが，引張強さ｡＃以後

図９は,標線間ひずみＥと初期切欠長さ“で無次
元化した変形後の切欠長さあるいはき裂長さα低の
対数との関係である．特徴的なこととしては，切欠半
径ｐの違いにより多少のばらつきはあるものの,引綬

●▲、⑥ＪＱ
●▲ＯＪＪ△、□

さ鋪に達した以後において顕著であることは重要で

０５

S15CK中央切欠賦験片の延性き製進展とき裂開ロ状況の関係について
角ＣＱ４が重要であるとされている．そこで,次にき裂
開口形状について検討した．

図10,11は，き製先端からき製中心軸方向への距離

ェにおけるき裂開ロ鑓６(ｪ)の変化を調べたものであ
る．き製は図６に示すように引張軸に対し斜め方向に

進展するが,６(工)は引張軸方向の寸法で定義した．両
図とも，（ａ）が切欠半径ｐ＝ＵＯｍｍ（き裂)，（ｂ)がＰ
＝0.25ｍｍの場合である．なお，他の切欠寸法の場合
もほぼ同様な傾向を示した．

図10は，き裂開pfR8(r)と測定位圃Zとの関係
であるが,進展していく過程のぎ裂長さによってばら
つきがみられ，き裂開口角ＣＯＡは一定となっていな
い．

図１１は，き裂開ロ趾６(ｚ〉とき裂長さによる無次元
距艦地の関係である．進展していくき裂長さによら

ず,６(r)とｚ/との関係には，ほぼ一定した関係がみら
れる.また，図中に示した実線は.本実験で使用した４
種類の切欠きの場合の平均傾向を示したものである．

本実験範囲の切欠寸法では，き裂の進展に対し前述し
た切欠きの鈍化等の影轡がほとんどないことから，き

裂開ロ形状が,切欠先端半径の影響をほとんど受けな
い結果となっている．なお,図１１(ａ)の破線は前報（３）
の70/30黄銅中央き裂戯験片（板幅12ｍｍ,板厚２
ｍｍ,初期き裂長さ2.32ｍｍ)の場合の結果である．試
験片寸法,初期き製寸法が異なるので詳細な蟻鎗はで
きないが,参考までに併妃した．

ｈｆＩＩ０１

ＥＣ｜］Ｕの』一つ
。一一的色凹杵

今

が.｡/a
（ａ）（ｂ）

図１２廷往き製安定成長時のぎ裂開ロ形状の変化を示す
モデル

5.2

｡r0.08mｍ
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これらのき裂開ロ形状測定結果をモデル化したの

が,図12である．大小２個のき製(き裂半長α1,“)の
ぎ製先端が,“だけ開口した時,元のぎ製先端から

き製がそれぞれ“,,jdz2だけ進展したとする。実験結
果から図12(ｂ)に示すように,横軸すなわち測定位置
の寸法をき裂長さで無次元することによってき裂先端
付近のぎ裂縁が重なり合う．このことから，α＞“を
考慮すると次式が成立する（５）．

４２，仏,＝｣"/13,＝｣cz/ｂｏＵ６

さらに，き裂進展量が微小として』6→｡6,4α→cltzと
すると

。b/d6.亡αまたはdMUZocMZ………………（２）

したがって,延性材料においては,延性き製安定成
長過程(変位制御)の大部分において，き裂開□麺変化
に対するき製進展速度dhld6はき裂長さに比例し,図
９の結果〔式(1)〕と同槻な結果が得られた．また，き
裂開口角dwub【`)は，き裂長さの逆数に比例する.つま

り，き製は進展していくにつれて，き裂長さに応じて，
ざ裂先端が鋭化していくことになる．ただし，式（２）
にはもう一つの長さの単位をもつパラメータを考慮す
べきであり，これについては今後検討したい．
高靭性材料においては，き裂開口角ＣＯＡに基づく

TearingModulus”が，ほぼ一定となった報告(ｱ)も
あるが,本実験結果とそれらの結果を直接比較するの

は,実験条件および試験片形状の違い鞍どから問題が
ある．しかし,本実験条件においては，引張強さ錨以

後において，き製進展速度dtFﾊﾟｵE,dtzId6とき裂開ロ角
ｄ６ﾉﾛｾｪ(`)が，き裂長さに依存することが,明らかになっ
たのは顛要であると思われる．

３．３試験片内部における曾裂開口形状について

前節までの結果から,本実験範囲の切欠形状では，
ほぼ同様な延性き製安定成長挙動を示すことがわかっ

た.ただし，前節までの結果は，賦験片表面上で計測し
た結果からの考察である．本節では,甑i験片内部と表
面でき裂開口形状がどの程度異なっているか検肘す
る．実験例は一例のみで,切欠半径Ｐ＝0.08ｍｍの賦
験片において引調強さ鋪を経た後,約320ＭＰａの時
点で除荷した試験片の縦断面をペーパ研磨により観察

●

Ｂ

４

ＥＥ◎

した結果である．

ｑ

ｑ

Ｏｚ

ｏＦｺｴF－ｏ
４０

ＯＯＯ４０．８１．２１．３６
Ｚｍｍ

図１３き裂前縁の形状には,板厚中心から表面（1.36）方
向への距離）

図１３に，き裂前縁の半分の形状を示す．縦軸が，き
裂半長α,横軸が板厚中心(2-0ｍｍ)から板表面に二
1.36ｍｍ)までの距離である．このように，き裂前縁は
凸形になっており，き製は表面よりも内部で先行して
進展している．

賦験片内部におけるき裂開口遥6位)の変化を調べ
たのが図１４である．横軸の寸法αは各測定位圃巫に
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図１６磯Uiiの例い＝008ｍｍ）

辞
０.ｏｏＩｘ／ＣＯ２

図１４板内部におけるき裂開□形状(p＝008ｍｍ）
０△

▲０．２．７別而１ｐ■0.0a、

２

Ｏ

ＥＥ－ｘ｝や

▲、ロ3.20ｍ
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図１５図１４と同じ切欠半径の場合の表面での遇裂開ロ形
状

(j考えられる．

そこで,本研究では定性的な観点から低炭素鋼Ｓｌ５
ＣＫの中央切欠試験片を用いて，変位制御方式の実験
により延性き製安定成焚挙勤について検討した．得ら
れた主な結果は次のとおりである．

（１）延性き製はⅢ引張強さが；に達する以iMIに発
生するが，き製安定成長は鍬以後において顕薪とな

る．また，ざ製が発生するまでの切欠先端の鈍化傾向
は,川いた切欠きの先端半径[IC＝0.0(き製),008,014,
025ｍｍ]の範囲では.ほぼ同様であった．

（２）延性き製は，引狼軸に対し傾斜して進展して
いき，延性破壊は引狼りとせん断の混合モードで進展
する．

おける値であり，ほぼ,表面,板厚の1/４および板厚

（３）本実験範囲では初期切欠半径によらず，き製
進展麺迩と標線間ひずみ増分生の問には，次の関

中心付近で6(ｪ)を測定した．図15は比較のため同じ

係があり，き裂進展速度血陸はき裂長さに依存して

切欠半径Ｐ＝0.08ｍｍをもつ試験片の表面でのぎ裂開

いる．

ロ形状を示したものである．データは少ないが,図14,

。Ｍ兆・cα

15の比較により表面と内部でのき裂開口形状の傾向

（４）き裂開口遮の変化おとぎ裂進展趣”で定

に極端鞍相異は罷められない．また両図の場合とも図

義されるき裂開口角(llWtzは,本実験条件内でⅢき裂

中の実線で示す本実験で用いた切欠きの場合の平均傾

長さの逆数に比例する．

向とよく一致している．

なお，き製進展方向は表面,板厚中央で引強軸方向

ｄＷｔｚａＭｚ
（５）本実験範囲で用いた切欠きの寸法では，延性

に対し傾斜し，き裂面は板厚方向にもほぼ45゜の角度

き製安定成長挙励の平均傾向に極端な違いはみられ

で傾斜していた．そのため,破壊は複雑な混合モード

ず,内部での現故と表面での現象には大きな違いはな

で進展するが,丸棒平滑賦験片中央部のようにはデイ

いことが予想される．

ンプルは成長せず.引張軸方向から観察した破断面に

最後に,本研究をまとめるに当たりご助言をいただ

は，図16の破面写真にみられるような等軸形に近い

いた九州大学工学部材料強弱学教室,村上敬宜教授に

デインプル(厳密には，せん断-伸長形デインプルであ

感謝申し上げる．

る）が多くみうけられた．
４．鰭言

さきの報告(5)における７０/30黄銅の中央き製試験片
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