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ねじり予ひずみ材の破断延性に及ぼすマイクロクラックと
人エ表面き製の影響についで
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の機椣についての報告(7K`)によると材料の延性の変化
は材料の加工硬化が主原因となる場合と内部ポイドの

１．緒宮

材料の変形能を表す尺度の一つに破断延性値6Ｊが
ある．破断延性が子ひずみおよび欠陥の面預率盟たは
体積率によって変化することは周知の事実である．ね
じり子ひずみ材の引狼破断試験に関する報告は比較的

少ない．これまでの親告('形(`}によると，材料に一方向
ねじりを与えた後引張破壊させると，あるねじり子ひ

ずみ派を遷移点として破断延性が,大きく減少する．
またらせん状にねじれた組織をねじり戻すと破断延性
E′は無ひずみ材の状態近くまで回復することが知ら
れている．ねじり子ひずみ材の破断延性値に遷移点が
存在することならびにねじり予ひずみ材の破断延性低
下の原因として,表面の観察し難いほどのマイクロク
ラックの存在は)(｡)と内部と表面での延性の差異による
表面腰の脆化(4)(5)が報告されている．

引張りや圧縮による予ひずみ材の延性と損傷に関す
る報告(`〕や低サイクル疲労過程における破断延性低下
▽平成元年１１月１０日材料力学囚演会'二打いて綱演,原稿受

発生や表面き裂の存在が主原因となる場合がある．ね
じり子ひずみ材では，ひずみこう配が存在するため，

大路ら(5)が指摘するように内部と表面部分では延性に
差異が生じ，また０表面にはらせん状に長く伸びる凹
凸がみられる．このようなことからねじり予ひずみ材
の残留延性は表面の物理的現象に基づき検肘が数され
ている，本研究では，ねじり子ひずみ材の延性低下に
及ぼす傷状の凹凸の影櫻について検肘し，さらに，そ
の延性に及ぼす人工の表面き裂の影櫻を調べることを
目的とした．ねじり子ひずみ材に人工の表面き饗が存

在すると,上述の遷移点付近での破断延性にも変化が
生じると考えられる．したがって,人エの表面き製が
ねじり子ひずみ材の延性に及ぼす影響を検肘すること
により，上述の遷移点の存在と延性低下の機檎につい

て有意穣な知見が得られるものと思われる．また,表
面微小き製をもつねじり予ひずみ材の強度低下の機構
を解明することは，基礎実験的な立場からも興味深
い．

付平成元年４Ｆ]１４日

･’１１蝋,聡球入学tulUIk学椰（“03･O1i11I鰹県西原町･｢･Iml僻
地ｌ

ｗｉｌｉ;IFj`臓球A:学l:γiiI；

２．使用材料および実験方法

素材は低炭素鋼みがき棒鋼（直径：25.4ｍｍ)であ

*OII:ti・jiiLk入学(:学部．
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．■、－－－－－，

ろ．賦験片は作製後,600℃で１時間其空焼なましした

とによって拡大する．二のことはねじりｒひずみによ

後表面を研磨仕上げして実験に供した．その化学成分

って周辺部に材質的な劣化が生じていることを示して

と真空焼なまし後の機械的性質を表１および表２に示

いる．しかし，大路らの研究【５１でも指摘されているよ

す．試験片形状を図１に示す．試験片平行部直掻は、

うに,ねじり子ひずみにより延性遡移が生じない場合

＝12ｍｍと、＝１５ｍｍの２種類を用いたが主に、＝

は，内部の無ねじり材に近い延性をかくす部分の破壊条

12ｍｍについて検討した．

件により破壊ひずみが決まり．このような表面の延性

TiniusOlsen社のねじり試験機Ｂ６－５により試

が低下した部分の影騨は少ない．図４に示すように延

験片にねじり速度,約30deg/ｍｉｎで子ひずみを与え

性遷移が生じた場合は，いわゆる“狼の耳形'，と呼ぱ

た後,島津万能試験機ＲＨ－５０により変位制御方式で
引擾破断試験をした．引張速度は約１ｍｍ/ｍｉｎで行っ
表１化学成分(ｗｔ,％）

た．試験片の一部については，ハイトゲージおよび標

線間印刻機により表面を深さ１０１１ｍ～301山、程度に引
っかいた後にねじり，引っかき傷から表面き裂を発生
させ；|根試験を行った．以下そのき裂を人工表面き製
と呼ぶ.試験片平行部にはねじり角測定治具等による傷

炎２機械的性質(ＭP3,％）

がつかないように塔･慮しせん断ひずみγを求めた．つ

まり，、＝12ｍｍの場合,予備実験により試験片に描
いた十字線の変形よりせん断ひずみγを求め，それ

と，標線間40ｍｍ（片部）に取付けた分度器の指示と
の関係を調べ，その関係に基づき，子ひずみiiiを分度

ＳＰＱ二Ｉ曹ｌ

ｒ

人

ｑ

＋Ｉ

器の指示値で求めた．、＝15ｍｍの場合は.楓線間１

■、
●

』：

＝40ｍｍの問にマジックで描いた数本の試験片軸に

⑤0--‐
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し

平行な線によって求めたねじれ角よりせん断ひずみを
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算出した．
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3．実験結果および考察
３．１ねじり予ひずみ材の残留破断延性の遷移につ
いて部材にあるひずみ粒以上のねじり予ひずみを

与えると引彊破断延性が急激に低下する延性週移が生
じる．この現象には予ひずみ材の表面層の状態が関連

「

ぷぷ

-副一
ヨヨニ 国=

卜

している(1)-(5)．本節ではまず,人工表面き裂を有さな
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い平滑試験片を用いてこのことについて検肘する．

Ｂ
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11)）ノ)藷1，，１，

各ねじり子ひずみに対する引授破壊ひずみE，と-Ｆ
ひずみすなわちせん断ひずみγの関係を図２に示す．

l輿１１試験片形状(ｍ、）

これより本実験の場合,延性が急減する遷移点はγ＝
1.0～1.2ぐらいに存在することがわかる．また，試験片
直径、＝12ｍｍの場合の結果に示すようにねじり戻

1.0

しにより延性は回復する．図３，４に示すように延性

i－－－二一隻８

の遷移は破面にも現れる．図３は無ねじり材とねじり
により延性がほとんど低下しない場合の破面の例であ

る．、-12ｍｍの場合,破面にはねじりの影騨がみら
れないが,、＝１５ｍｍの場合,破面は完全なカップア
ンドコーン形とならず,周辺部に放射状のすじがあ

る．この破面中央部はデインプルパターンであるが，
すじ模様の周辺は延性破面と脆性的な破面が入り混じ

っている．そしてこのすじ模様は子ひずみを与えるこ

-７２－

●－－

←

〔△」
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ＵｎｄｒＱＣ１uOn｡、
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図２予ひずみγと破断延性ど'の関係
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れるせん断形の磯iHiとなる．Backofenらに)や大森１３)に

を取り除かない,､狼の耳形',の破壊例を示した.両者の

よると，この延性遷移と破断面が変化するのは，表面
にマイクロクラックが存在し，それが拡大し，表面か

破壊の鋳目は異なっており，図６（ｂ)の場合はらせん

ら破壊が進行するためであるとされている．また，大

表面層の凹凸を取り除いたほうが低くなっている．表

路ら(扇)によれば,内部と表繭では延桃の濃異という異

面層にき裂状の凹凸等が存在すると表面き製が最高荷

方性が生じており．二軸応力状態で内部ボイドから破
壊が進展する前に表面き製の進展により試験片がせん
断によるらせん形破壊をすることにより延性遷移が生
じることが考察されている．しかし’大路らの論文で

は，せん断による破壊の起点である表driき製が,引扱
前にすでに存在しているのか，いいかえれば,ねじり
により生じる表面嘗裂の存在は延性遷移に影瀞しない
のかは明砿には示されていない．したがって，これま

での報告をまとめて考えると，ねじり予ひずみによる

延性遷移の原因は,表面のマイクロクラックの存在と
ねじり子ひずみで生じる組織異方性の相互作用である
とも受け取れる.そこで,本研究では，上述のあいまい
さをなくするため，γ＝1.35のねじり矛ひずみを与え

た試験片表面圏の凹凸を取り除いた後,引張破壊試験
を行った．ねじり後の表面圏は図５に示すようにらせ
ん状に変形しており，最大1011ｍ程度のくぼみがあ
る．また試験片軸に対し垂直に伸びるねじり破断の起
点となりうるすべり線も観察される．しかし，はっき
りしたき製は観察きれなかった．表面層は直径で約４０

形の破壊をし，しかも図２の印で示すように延性は，

璽付近からゆるやかに成長を始めるため，内部の延性
に欝む部分での変形能の影響により，ほぼ最大せん断
応力面に沿って試験片が破壊することが考えられる．

これに対しⅢ表面の凹凸を取り除くと高応力状懸で表
面獺からき製が発生するため,急激なき製進展が生じ，
脆性的にらせん形で破壊が進行すると考えられる．し

たがって，このことよりねじり予ひずみ材における延
悦遷移の主原因はⅢ大路らの指摘するようにらせん状に
炎面組織が変形するための異方性であり，さらに詳し
く述べると，後に示すように,ねじりによって表面圏
が脆化いき裂に対する材料表面の変形抵抗が低下す
るためであると推察される．なお,Backofenら【2)は，
ねじり予ひずみ材(OFHC銅）を焼なましても延性の

遡移現象は回復しないと報告している．しかし,本実
験の場合では,γ＝1.3<、＝12ｍｍ)のねじり子ひずみ

を与えた後,600℃で約１時間真空焼なましをしても
延性は回復しないが，２時間真空焼なましをすると延
性が回復することが露められた．このことは．ただ単

Ｍｍ取り除き研磨仕上げをして表面邑裂が厳いことを
確認して実験に供した．その結果破壊した試験片の様
子を図６（ｂ)に示す．図６（ａ)には比較のため表面圏

Ｉａ）リ１級軸kIWi。（ｂ）１１預軸〃向から
ノj小MIMbdjIm爵の剛路

図４延性遡移が生じた場合の狼の耳形の破壊
（、＝12ｍｍ,７＝1.3）

(ａ)－１１)＝１２ｍｍ､アーＵ〈ａ)－２，＝12ｍｍ.γ＝1０

Ｉａ）７６厘0（ｂ）γ＝1.3

(ｂ）．lノルl:１ｍｍ.γ＝Ｏ（１））－２〃三'５，，１．７＝0.(i:１

図５れじリテひずみによる表面組織の変形
（－拭験片軸方向）

１割３廷ｾjijuB梅が生じない場合の破而
－７３－
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に表面圏のマイクロクラックや凹凸が存在するだけで

しやすさから人工表面き裂は試験片紬に垂直方向に導

は延性低下は生じないことを示している．

入した．引張破壊による破面とねじりによる傷から生

３．２人エ表面き製のねじり予ひずみ材の延性に及

じるき裂面は区別が可能である．引張破面より，人工

ぼす影櫻について前節に肴いてねじり予ひずみ材

表面き製の面積を求めたが,図７に示す例のように深

の延性遜移の主原因が,組織異方性と表面圏の脆化に

さ１０～301A、程度の表面傷からき製は拡大する．

よるものであると考察したが，その検証のため,人工

ねじり戻した場合および図２において延性遷移の生

き裂を有する試験片を用いて表面曾裂の大きさと延性

じない矛ひずみを与えた場合の人工表画き製を有する

の関係について検討した．ねじり試験片では，試験片

試験片の雪裂面積と引張破断延性句との関係を図８

軸に垂直な方向の傷からき裂が発生しやすいことと，

に示す．人工き製がない場合は，内部の状態で破壊ひ

ねじりによって拡大する表面き裂の大きさの定獄化の

ずみが決まるため,破断延性値巳/にはほとんど差が
生じないが，表面き裂が存在すると子ひずみ域および
き裂面鏑によって破断延性が低下する度合が異なる．

そして，子ひずみを与え稜い欠陥をもつ延性材料の場
合(,)と同様にき製面積に対応して延性はゆるやかに低
屋。『必。⑩凶【ロ①『『⑩ロ①』

ｌ

下する．図９は，延性遷移が生じる場合に相当する予
ひずみを与えた結果である．この場合は,人工表面き

裂の先端からき製が急速に進展するため,賦験片断面
はほとんど減少せず図１０に示すような脆性的ならせ

ん形破壊をした.図９にはγ＝1.0の場合の二例も示し
たが，き製面禎がＡ＝2.0ｍｍ2程度では，７－１０でも
脆性的ならせん形破壊をする．このことから，延性遷
移点あるいはそれ以上の予ひずみを与えた場合.表面

(ａ）表面研宙しない場合（ｂ）表面lWHVした場合

屑の破壊靭性値に相当する負荷が与えられた結果,破

図６延性遷移が生じる子ひずみを与えた
場合の破壊の様相

壊が生じたことが予想される．人工表面き製を有する
ねじり子ひずみ材の引張破面の例を図１１に示す.引張

方向より45.傾いた方向から観察した．巨視的にみる

と，破面の形態は予ひずみ薮に関係する．延性遷移が

生じる子ひずみの場合［図１１(ａ)］はらせん形となり，
γ＝10の場合[図11(ｂ)］は一例(Ａ＝2ｍｍ辺)を除い
てw狼の耳形"の破面となった．ねじり戻した場合[図

11(ｃ)]やγ＝0.7の場合は中央部に繊維状破壊部分を
伴うせん断形破壊となった．

以上のことから人工き製を有する場合は表面き製の

図７人工表面曾裂の形状

進展のため，ねじり子ひずみ材の表面屑の劣化の状況
1.0
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図８延性週移が生じない子ひずみを
与えた場合の母とき裂面欄八の関係

図９延性遡移が生じる場合のc，とＡの関係
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が明確化することがわかる．予ひずみ姓により初期き

D予ひずみが与えられると，図10に示すように引頚

製の方向とねじれた結晶組織方向とのなす角度が変化

軸に垂直方向を基鵡とすると結晶のらせん方向よりも

するが,延性遷移が生じないひずみ状態では，おおま
かな破壊の進展方向はほぼ最大せん断応力面に沿って
いる．そして，その場合,破面の状態は延性的である

が,子ひずみijtによって若干の違いがみられ，き裂の
大きさに対する延性低下も子ひずみ状態によって異な
っている．このことは，結晶組織がらせん状のねじり

変形を受けることおよび結晶組織方向と引張方向の関
連によって材料のぎ裂に対する進展抵抗が変化するこ
とに基づくと思われる．延性遷移が生じる程度のねじ

小さい角度で表面き製はらせん状に進展し,破壊の方
向は最大せん断応力方向とならない．そして，表面き
裂が脆性的に進展する限界まで結晶がらせん状にねじ
られることにより内部の延性に富む部分が変形を受け
持てなくなる．

図１２に人工表面き製を有する試験片における最高
応力”とき製面穣Ａとの関係を示す.ほぼ最大せん
断応力面に沿う破鰻[図11(ｂ)，（ｃ)］が生じる場合，

荷重‐変位線図に極大値が生じ，ＯＢ*の値はき製面積
によってほとんど変化がない．しかし]らせん形破壊

では,最高応力“*に達すると同時に破壊が生じⅢき

～

示したが，それらには＋印を付してある．脆性的な破

壊をする糊合と延性的な破壊をする場合は明らかに

ぴｒと句の傾向が異なり，同図の左上側のプロット群
が脆性的ならせん形破壊の場合である．表面圏の凹凸
を取り除いた賦験片(γ＝1.35)では,最高応力⑰＊よ

1０００
。△二

図１０人工ざ製より開始するらせん形破壇

製面積に応じて｡｡＊あるいは公称破壊応力が低下し
ている．図１３に真破断応力田と破断延性値町との
関係を示す．同図には人工表面き製を含まない場合も

●■

Ｃ５００

;濠r￣

０１０２．０４．０４．４

Ａｍｍ２

図１２人エさ裂材における最高応力｡．●と
き製面積Ａの関係

(ａ）－１，＝１２ｍｍ.γ＝1.3（ａ)－２Ｄ－１５ｍＩｎ７＝】､2５
1０００
ロュヱ

ilM1i

○・，

５５００

(1)）ノノー１２ｍｍ’７＝1.0（ｃ）〃＝１２ｍ０，．７＝Ｌ:１

０

１１じりｌ（し

国
Ｅｆ

図１１人:[さ製から進幌するｵ｣じI)子ひずみ材の

図１３破断延性句と其破断応力｡｢の関係

破壊形態

－７５－
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り応力が減少し，公称応力ひが0.92⑰＊となった時点

応力拡大係数が限界値に達すると破壊が生じることが

で破壊が生じたが,最終的な破壊形態は脆性的であっ

明らかである．

た．そのため図中の①､印に示すように，人工表面き製

３．３破壊の起点周辺およびき製進展状況の観察

を有する鰯合のらせん形破壊をする場合と同傾向を示

延性遷移が生じる予ひずみ材のり|摂りにおいては，

している．この傾向からも賦験片が延性週移点付近あ

表面の凹凸から生じるき裂あるいは潜在的なき製が

るいはそれ以上のねじり子ひずみを与えられた結果，

徐々に進展するため叩狼の耳形"の破壊が生じること

表面層が聡化し,表面き製が急速に進展するためにら

が考えられる．図１５，１６は，直径/)＝１２ｍｍ,fひず

せん形破壇が生じることが予想できる．般大せん断応

み７＝1.3の試験片に負荷を与え，般擶膨刀の＊から

力面にほぼ沿って破壊をする場合の延長上は，カップ

応力びが0.83Ｃ`＊に減少した時点で除荷した場合の

アンドコーン形破壊（□傘,△+印)である．延性的な破

き製の状態である.図１５に示すように表面では税いき

壊が生じる場合，中央部の延性の状態が同じであるこ

製がらせん状の組織に沿って発生し,進展している．

とを考えると試験片炎面からき製が進展する時期や速

図１６は,横断mlを観察したものである．破壊に蕊らし

さによって,破断延性値が決まると思われる．試験片

める主週裂は，災iliiから進展すると思われるが,炎ini

のくびれが進行すると表面き製と内部ざ製の干渉や内
部き製の優先的な拡大により高い応力状態で破壊が/1A
じる．破断延性値が小さい場合においては表画き製が

徐々に進行していき，試験片･内部の応力が-卜分なﾆﾐ軸
応力状態にならないため，破断する瞬間の応力は低く
なっていることが考えられる．したがって，これらの

ことからも表面のぎ製進展に対する抵抗の弱化という

材質の脆化によって子ひずみ材の破断延性の週移が生
じることが推測できる．

人工表面き製を起点としてらせん形破壊が生じる場
合には,賦験片がある破壊靭性債に達するまで負荷さ

図１５γ＝1.3の子ひずみを与えた場合の引弧り
により拡大した表面き裂（平ifMHW衡片）

れる結果,破壊が生じることが考えられる.そこで,村

上ら('｡》《１１》によって提案された欠陥材に簡便に適応で
きる応力拡大係数のパラメータを用い検討したのが図
１４である．ただし，本実験の場合引張軸に垂直方向に

き製が進展しないため村上らの提案した次式

ｋｉ…=q650oi,ｲﾌﾃ7房涼
の係数0.650は考慮せず,応力Obを真破断応力ｏァと
して．単に傾向を確かめることにとどめた．ここで
Ki…はき裂縁での応力拡大係数の最大値,α'ぜ【Tはき

製の投影面槻である．これより．表面層の脆化のため

(狐）炎、i近くで紐'|（し（ｂ）代Iliiよ')Ｍ6人し/どﾕ
ﾉﾆＩｌｈｌｉＨＩ３製型v)叱塔i/)噸1％

１割１６７＝1.:lのｆひずみ材の横断iiiに
みられるき製の様子（平滑試験片）

０
４

に「ｐａｚ

△

腱。
い

･

－－．０－－－．．－－－－－－－－－－．ロー
◎

。、工吃mmOFrus
△、言150両Ｗｌ旬１２５

□、=Ｉ２ｍｍｏＪ。IＤ

(、）磯ＭＷｊ超）!`叩逝j）（ｂ）拭戦１１．１１１ﾘ&injl二

０１２

FIilIIi」パP愚雌lllI

Ａ、ｍ２
脚１４人エざ製材の破壊靭性の胖価

図１７γ＝１３の場合の破面の様子（平滑拭験片）

－７６－
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よりわずかにIﾉﾘli1Il(約20～4001,種度)でも菖裂の発

（３）人工表衝き裂を有する試験片において，延性

く|§が観察される‘図１７には７＝Ｌ３の】fひずみを与え

られた試験片の破噛の電子顕微鏡写真を示すが,表面

遷移が生じない程慶のねじり予ひずみを与えると，試
験片の破断延性は，き裂の大きさと，子ひずみ戯によ

の起点付近では組織が引きずられるがⅢ中央部はカッ

って変化する．そして，延性遷移が生じる程度のねじ

プアンドコーン形破壊のシヤーリップにみられるよう

り子ひずみを与えた場合は,脆性的に破壊し破面はら

なディンプルパターンを呈している．

せん形となる．これらのことはねじり予ひずみにより

延性遷移が生じる子ひずみ杜までねじった試験片の

材料の表面層がぜい化するために生じる現鋏である．

表面層を取り除き，引張破壊試験した場合の破断後の

（４）人工表面き製を有する試験片においてらせん

表面には図18(ａ）に示すような多数の微小さ裂が存

形破壊をする場合の強度は応力拡大係数を用いて評価

在する．また横断面には図18(ｂ)に示すよう強表画き

できる．

製と内部ざ型の干渉と考えられる状態も観察される．

（５）延性遷移が生じるねじり子ひずみを与えた人

この試験片の破壊の起点と思われる箇所の電顕写脚を

工き製のない平滑試験片では表面層のみでなく，表面

図19(ａ）に示すが，ほとんど図17の場合と変わらな

よりわずかに内側でも材・質の劣化によるき製の発生が

い．しかし，らせん状に広がる破面は，ほとんど図
19(ｂ)に示すリパーパターンで覆われている．

図２０に矛ひずみγ＝１３の場合の人工表面き製を有
する試験片の引張破面の例を示す．破面はこのような
脆性破面で占められている．

したがって以上の観察結果からもiii１節までの結果が

裏付けられ,材料の表面と内部における延性の差異お

よび表面厨の脆化によって低炭素鋼ねじり子ひずみ材
の延性遷移が生じることがわかった．なおこのような
ことが面心立力格子の鋼等について適用できるか否か

は,検討する必要があると思われる．

(ａ）

災lQi(二発生したき鍵の（ｂ）表面き製と内部ざ製
四W《のｆ渉

図１８７－１．３５の子ひずみを与えた後研磨した
試験片におけるき製成長状況

４．結實

低炭素鋼みがき棒鋼ねじり子ひずみ材の破断延性に
及ぼす衷画き製の有無の影響を調べ,延性遷移現象に対
する検討を行った．これまでにも，マイクロクラック

の存在により延性遷移が生じることを提案した報告

や，らせん状にねじれるための異方性に起因した表面
層の材質の劣化によって延性遷移が生じることを示し

た報告があるが,本研究における実験では後者によっ

て延性遷移が生じる結果となった．得られた主な結果
は，次のとおりである．

（１）用いたねじり子ひずみ材の引張試験における

延性遷移点はγ＝1.0～1.2付近である．遷移点以後で

(ａ）起点付近の破面の（ｂ）。bせん状破蝋部分の
伽子破面パターン

１列１９７＝Ｌ３５の子ひずみを与えた後研鱒した
賦験片の破面観察

の破断延性低下は表面鬮の損傷部分からき製が徐々に
最大せん断応力IIiにほぼ沿って進展するために生じ
る．

（２）延性遷移が生じるγ＝Ｌ３のねじり子ひずみ

を与えたiiJ(験片の炎面層の凹凸を取り除いた後,引張

破断試験をすると試験片はらせん形の脆性的な破壊を
生じる．このことから本実験におけるねじり子ひずみ
材の延`性趨移には表面層の材質の脆化が関係している
図２０人工芭裂を有する試験片のらせん形破鰹の破面

ことがわかる．

－７７－
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討論
（質問〕東郷敬一郎〔静岡大学工学部〕

路ら､)によって指摘されているようにひずみこう配が

以下の３点についてご教示願いたい．

小さいと延性週移現象は生じにくくなる傾向がある．

（１）ねじり戻しの場合の子ひずみγはどのよう

したがって延性遡移はⅢ表面と内部での延性の異方性

に定義されているか．

およびらせん状にねじれた表面結晶組織と引張方向と

（２）ねじり子ひずみ材の破断延性遷移現象に対し

の関連による材料のぎ製進展に対する抵抗の劣化とい

て,子ひずみによる表面府の材質臆化ということで説

う脆化がある程度進行すると，破壊形態が遷移するこ

明されているが,延性遷移は,材質脆化が予ひずみγ

とによって生じると考えられる．

＝1.0～1.2以上で急激に起こるために生ずるというこ

（３）圧延材の延性には異方性があり,圧延方向に

とか．それとも，臆化そのものは子ひずみに対応して

平行に引摂った場合と４５.方向に引張った場合では破

起こるが.ある程度臆化が進むと破壊形態が遜移する

断延性値が異なることがあるIIIl)．本研究で延性遷移

ために生ずるということか．

が生じた場合のねじられた結品組織方向は試験片袖に

（３）ねじり戻しの場合はどうして延性遷移現象は

対し４５．以上の方向だった．本文''１でも述べてあるよ

生じないのか．

うに延性遷移は結晶組織のねじI)変形と脆化が関連し

〔回答〕（１）記述が不十分であったことをおわ

て生じると考えられるので,ねじI)戻すことにより組

びする．ねじり戻しの場合の子ひずみγは、ねじった

織方向が試験片紬方向にほぼ一致する結果.jJLじり展

際の試験片表面における最大のせん断ひずみ値で定義

し材では内部から破壊が他じ延性遷移が生じてないと

している．

考えられる．

（２）ねじり子ひずみ材の表面部分での脆化は．ね
じり子ひずみ辻に対応して進展すると考えられる．犬

－７８－
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