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粉体層の疲労破断現象 は,既 に著 者 らに よ り負荷応 力-疲 労寿命関係(S-N関 係)に つい て統 計的

に解析 され てい る.本 論文は,こ の結果 に基づいて疲労破断過程 を考察す るため に繰 り返 し負荷に よ

り生 じる変位量 の増加過 程を検討 した ものであ る.実 験は,動 的繰 り返 し引張 り応 力を粉体 層に負荷

するため,二 分割 セルお よび振動台 を用 いて行 った.振 動周波 数は,5,20Hzで 行い関東 ローム粉,

溶融 アル ミナ粉,ラ ク トース粉を試料 として用 いた.

得 られた結果 よ り,変 位量 の増加過程が三 区間に分かれ ることを確 認 し,増 加過程途上 の変形 挙動

か ら寿命値を推定 で きる実験式が得 られ た.ま た,既 報 で求め たS-N曲 線 におけ る傾斜部 と水平 部

の区分 に よる変位量 の増 加過 程の違いが整理 された。

緒 言

著者 らは,炉 布上 へ集塵捕集 した粉塵層に払 い落 とし

力を繰 り返 し作用 させ る研究2,6)の中で,繰 り返 し負荷

に よ り払い落 としが 開始 し 進行す る 現 象の 存在 を確 認

し,粉 体層 に疲 労破 断現象が存在す る ことを予測 した.

そ こで著者 らは,粉 体 層の基礎 的な力学特性 として疲

労破断現象 を解 明するために,単 純 化 した試験装 置で粉

体 層に静的引張 り応 力を 繰 り返 し 負荷す る 実5)を 行

い,粉 体層 に疲労破 断現象が存在す る ことを確認 した.

さらに前報1)に おいて,広 い負荷回数範 囲に渡 り応 力と

破 断す るまで の負荷 回数(寿 命)の 関係,す なわ ちS-N

関 係を動的繰 り返 し引張 り試験に よって求め,こ れ に統

計的解析を行 い,粉 体 層の疲労破断寿 命分 布が ワイブル

分布 に よって記述 できるこ とを確認 し,有 限寿 命領域で

ある傾斜部 と,疲 労破断 限度領域であ る水 平 部 を も つ

S-N曲 線が求め られ た.

本研究では,前 報 に引 き続 き疲労破断現 象を検討す る

ために,負 荷開始か ら疲 労破 断す るまで の疲 労破断過程

を変位量に着 目 して考察 す る.最 初 に,動 的繰 り返 し引

張 り試験 よ り得 られ る粉体 層の変位量 の増加過 程を整理

し定 性的特徴を求めた.そ して この結果 に基 づいて,変

形 挙動 と寿 命値の関連,お よびS-N曲 線 における傾斜

部,水 平部の区分 との関連 を中心に考察 を行 った.

1. 実 験

1・1 実験 装置お よび方法

粉体 層に動的繰 り返 し引張 り応 力を負荷す る装置 の概

略 を,Fig.1に 示 した.こ の装 置は,吊 り下 げ式付着

力測定装 置(細 川粉体工学研究所 製,コ ヒテスター)の

可 動 セル側 に振動 台を接 続 した もので,振 動振幅 に より

粉体 層に引張 り応 力を繰 り返 し負荷 す ることがで きる.

粉体 試料を充填す るセルは,内 径50mm,深 さ20

mmの 二 分割式 セルで,負 荷応 力はス トレ イ ン ゲージ

に よ り測定 し,変 位量 は差動 トランスに よ り測定す る.

使用 した振動台は,電 磁 式振動台(ノ ー ド社製,VT-10

型)で,振 動周波数は5～50000Hzま で連続的 に変え

るこ とがで きる.

粉 体層の成 形は,可 動 セル部を クランプで固定 し,セ

ルに成形用枠 を取 り付け,ス パチ ュラで試料を充填 し,

ピス トンお よび分銅に よ り10分 間予圧密後,分 銅,ピ

ス トンお よび枠を取 り除 き,セ ル上 而で粉 体層をす り切

って行 った.こ の際予圧密時 の粉体 層の高 さが,セ ル上

面か ら1mm程 度高 くな る よう試 料充填量 を調節 した.

実験は,応 力を負荷 しない状態 で可動 セルを固定 して

い るクランプをはず し,応 力が負荷 され ない状態 での粉

体 層の変位量 を求 め,こ れを変位量0の 基 準点 とした.

そ して再び可動 セルを固定 し,可 動 セルと振動 台をつ な

ぐワイヤ ーに張 力を与 えてか らクランプをはず して振動

を開始 し,徐 々に振動 振幅を増 加 させ,層 に加わ る引張

り応 力の最大値が設定 した値 σsに 達 した時を負荷1回

目とし,こ の時の変位量 を負荷1回 目の変位量 と定義 し

た。そ して破断す るまでの粉 体層の変位量の増加過程を

レコー ダーに記録 した.ま た張 力を加えて クランプをは

ずす 時に微 小な応 力変動 を観測 したが,σsに 比べ十分小

さい値での変動であ ることを確 認 してい る.

実験 条件 として,負 荷応 力は,最 大値 σ、と σsの5～

20%の 最小値の間で正弦的 に 変動 させ,常 に引張 り応

力が作用 してい る系 で実験 を行 った。なおあ らか じめ予

備実験 を行 って得た平均 の静 的引張 り強 度 δzよ り負荷

応 力が小 さな値 とな る よう調節 してい る.ま た,粉 体層† 〒464名 古屋市千種区不老町
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の変形 に伴 う負荷応 力 σsの 低下 につ いては,低 下 が顕

著 な場合 には振動 振幅の調節を行い,最 大 で5%の 範

囲 におさえた.

その他,粉 体層への引張 り応 力負荷 を開始 してか ら引

張 り応 力の最大 値が σsに達す るまで の時間 は,ど の デ

ータで も10秒 程度でほぼ一定 となる よう調節 した.ま

た粉体 層の空 隙率は予圧密応 力11.4～41.3kPaの 範囲

で調節 し,振 動 周波 数には5,20Hzの 二種類 を選 んだ.

1・2 試料

本研究 で用 いた試料は,静 的引張 り強 度が大 き く再現

性 が良い関東 ローム粉(試 験用 ダス ト,JISZ8901No.

11),関 東 ローム粉 と同等 の静 的引張 り強度であ りなが ら

引張 り破断に要す るエネルギー,変 位 等について異な る

結 果4)を示 した溶融 アル ミナ粉(商 品名W.A.#8000(,

お よび有機 粉体 であ るラク トース粉 の3種 類を用いた.

試料の粒 径,真 密度お よび実験 条件 として行 った空隙率

範 囲をTable1に 一括 して示 した.

2. 結果お よび考察

最 初に前鞭)で 統計的解析 を行 った粉体層に加えた応

力 と破 断す るまでの負荷回数(寿 命)の 関係,す なわ ち

s-NV関 係をFig.2に 示す.粉 体層のS-NV関 係は,こ

の図で明 らかな よ うに大 きな分 布を持 ってい るが,統 計

的解析を行 った結果,図 中 の曲線 で示 した傾斜部 と水平

部を持つS-N曲 線が得 られ た.こ こで傾斜部は有限 負

荷回数で必ず破断がお こる有限寿 命領域,水 平部は有限

負荷回数では必ず非破断点を含 む疲労破 断限度領域であ

る。

ところが この結果だけでは,負 荷 開始か ら破断 まで の

疲 労破 断過程について検討で きない.そ こで粉体層の繰

り返 し負荷に よって生 じる変位量 の増 加過程か ら疲労破

断過程 の一面を知 ることが できる と考 え,ま ず この変位

量 の増 加の仕方の定性的特徴 を求め る ことを試みた。

2・1 変 位量の増加過程 の特徴

実験 よ り得 られた 負荷 開始か ら破断 まで の累積 変位量

の測定 結果の一例をFig.3に 示 した.各 データ とも増

加 の仕 方は,似 た傾 向を示 してい る.ま た 負荷 周波 数の

違 いは,変 位量の増加 の仕方 に特 に極端 な影響 を示 して

お らず,本 報 では周波数 につ いては影響が ないもの とし

て検討 を行 った。

さてそ こで寿命値 の異 なる変位 量の増加過程 を比較 す

るため に,横 軸の負荷回数 を寿命 値 との比 と し て 与 え

Fig.4に 示 した.こ こで寿 命値が異 なっても,後 に整 理

を行 う負荷1回 目と破断1回 前の累積変位量 が,同 じ横

軸 の値で比較 できる ように,横 軸は(NV-1)/(Nb-2)で

Fig.  I Apparatus with horizontally splitting cell to load 

repeated tensile stress on powder bed

Table 1 Samples

Fig. 2 S-N relation for Kanto loam powder (JIS 11) 

and S-N curve estimated by statistical analysis

Fig. 3 An example of increasing process curve of 

 displacement by loading with repeated stress
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与 え,横 軸0が 負荷1回 目,1は 破断1回 前を示 してい

る.ま た各曲線上 の数字 は寿命値を示 している.

この図 よ り粉体層は一般 に,Fig.5に 模式 的に示 し

た ように次の三つ の変形 区間を順次経 て破断 している.

第一 の区間は,負 荷開始後,粉 体 層の累積変位量 の増 加

割合 が次第に低下 してい く区間,第 二の区間は,累 積 変

位量 が繰 り返 し回数 に対 してほぼ直線 的に増加す る定常

変形区間,そ して第三の区間は累積 変位量 の増加量が増

大 し最終破断 に達す る区間であ る.た だ し,こ の三つ の

区間の表れ方は試料,寿 命値 に よ り異な ってい る.特 に

寿命 値が20～30以 下 の場 合には区間1の 存在が確認 で

きないデ ータもあ る.

さて次 に,こ の区分 に基づ いて各 区間 ごとに変形挙動

の整理 を行 った ところ,次 項 に述べ る ように,変 形 挙動

か ら寿命値 が推定 で きる相関関係が得 られ た.そ して こ

の結果を用 いて,疲 労破 断現象において変位量 の増加過

程 が三区間 に分かれ る ことについて考察を試みた.

2・2 変形挙動か らの寿命推定 と変位量の増加過程の

三区間の区分 に関 する考察

Fig.4に お いて定 常変形区間IIの 傾 きが,各 試 料

ごとにみ る とほぼ等 しい こと に着 目し,こ の区間の傾

き,す なわち負荷1回 当 りの変位量 と寿命 との関係を考

察す る.

負荷1回 当 りの区間IIで の平均 変位 量 δIIを次式 よ り

求め寿命値 との関係をFig.6に 示 した.

(1)

ここで ΔI,ΔIIお よびNI,NIIは,そ れぞれ区間1,

区間Hの 終 了時 の累積 変位量 お よび負荷回数 であ る.

この図 で明 らか な ように,ど の試 料で も傾 き約 一1の

関係があ り次式 が得 られる.

(2)

こ こで Δcは 試 料 に よ り異 な り,Table2に 各 試 料 の

4,を,静 的 引 張 り試 験 で の平 均 破 断 変 位 量 δ2と と も

に 示 した が,Δcと δzの 両 者 に は 相 関 が な く,」,は 疲

Fig. 4 Comparison of increasing process of displace-

ment concerning with sample and fatigue life

Fig. 5 Schema of sections of increasing process

 Fig. 6 Relation between fatigue life and mean dis-

 placement per repeated number in section II

Table 2 Constant in Eq. (2)Table 2 Constant in Eq. (2)
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労破断現象に関す る特性値 と考え られ る.

Eq.(2)は 破断す るまで繰 り返 し応力を負荷 しな くと

も,区 間IIに 達 した段階で変形速度を求めれ ば疲労破断

寿 命が予測 で き る こ と を意味 してい る.同 様 の関係式

が,土 の三軸 圧縮 ク リー プ試験3)で も得 られ てお り,乾

燥粉体 の引張 り疲労試験 で も得 られた点は興味深 い.

Eq.(2)の ように非 破断状態で寿 命が推定 で きる相関

関係 は,Fig。7に 示 した 区間1の 終了時 の負荷 回数NI

と寿 命値 の関 係か らも得 られ る.こ の図は区間1が 存在

す る場合 には,N1と 寿命値の間 に比例関係が存在 する

ことを示 してお り,最 小二 乗法 に より次式 の関係が得 ら

れ た.

(3)

Eq.(3)は,試 料に よらず区間1の 存在割合 はほぼ一定

で あ り,区 間1の 終 了が確認 されれば寿 命値 が推定 で き

ることを示 している.

さて,Figs.6,7の 関係か ら,累 積変位量 の増加 過程

の三区間 の区分 について,疲 労破断を起 こさない場 合 と

の比較 に基づいて若干の考察を試み てみ る.

疲労破断 が起 きない場 合,す な わ ち寿命値Nbが,

Nb→ ∞ の場合に は,Figs.6,7の 結果か ら推測す る と,

区間1の 終 了時 の負荷 回数NIは,NI→ ∞,区 間IIで の

負荷1回 当 りの変位量 δIIは,δII→0と な る.し たが っ

て疲労破断 を起 こさない場合 には,粉 体層は繰 り返 し負

荷 に対 して次第 に安定 化 し,粉 体層の累積変位量 の増 加

過程 はある値 に漸近 してい く形 状にな ると予測 され る.

実際 に本 試験範 囲で破断 しなか ったデ ータの累積変位量

の増加過程 の一例 をFig.8に 示 したが,負 荷1回 当 り

の変位量は減少 を続け てお り,疲 労破断を起 こさない場

合には,区 間1の 状態 しか存在 しない と考え られ る.

この結果か ら,疲 労破 断を起 こす場合 の累積 変位量の

増 加過程 におけ る区間1は,繰 り返 し負荷 に対 す る粉体

層の安定化を示 している と考え られ る.し か しこの安定

化,す なわ ち負荷1回 当 りの変位量 の減 少が,疲 労破断

が起 こる場合 には一定 の水 準で停止す るために,定 常変

形 区間IIが 存在 し,最 終 破断に至 る区間IIIの状 態 まで粉

体 層の力学的性質 が変化す ると考え られ る.

ただ し,区 間1か ら区間II,区 間IIか ら区間IIIへの移

行 が起 こるため の条件 や機 構については,各 区間での粉

体 層の強 度 な ど の 力学 的性質に関す る検討 が必 要であ

り,今 後の課題 である と考え られ る.

以上の よ うに,疲 労破 断過程 におけ る三区間 の区分 に

つ いて,本 試験範囲 で疲 労破 断が起 きなか った場合 との

比較 に よ り考察を試みた が,次 に前報1)で得 られたS-N

曲線 の傾斜部,水 平部 の区分 に着 目して変形挙動 を考 察

す る.

2・3 S-N曲 線 と変形過程

S-N曲 線 が傾斜部か ら水 平部 へ移行す る 寿命 値は,

Fig.2よ り5×102～103回 であ る.各 区間の変形挙動

が,こ の5×102～103回 の寿 命値を境界に してどの よう

な変化を示すかを各区間 ごと順 次示 してみ る。

まず,全 過 程の最初 の段階 である負荷1回 目の変位 量

Δ1と 寿命値 の関係 をFig.9に 示 した。 変位量 は,静

的引張 り試験 での破断時 の変位量 δ2で無次元化 してあ

る.こ の図か ら明 らか な ように,負 荷1回 目の変位量 と

Fig. 7 Relation between fatigue life and repeated num

ber at the end of section  1

Fig. 8 An example of increasing process curve of 

displacement (unbroken data)

Fig. 9 Displacement after first stressing
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寿命値 の関 係はS-N曲 線 と同様 な傾向を持 ってい る.

次 に,区 間1の 終 了時 の累積 変位量 Δ1と 寿命値 の関

係をFig.10に 示 した.区 間1の 存在 が確認で き な い

デ ータは負荷1回 目の変位 量を与え てある.試 料,空 隙

率 に よ り値は異 なっているが,傾 斜部 に相 当す る寿命値

では ΔIは ほぼ一定 であるのに対 して,水 平部では増加

傾 向を示 してい る.ま た ここでは示 さなか ったが,同 様

の傾 向は区間IIの 終了時 の 変位量ΔIIと 寿命値 の 関係

で も得 られ てい る.

最後 に区間皿 につい て示す.Fig.11に 区間皿の存在

割合(1-NII√/トNb)と 寿命値の関係を示 したが,こ の図 も

S-NV曲 線 と同様 の傾 向を持 ってい る.さ らに,破 断1

回前の累積変位量ΔNb-1と 寿 命値 の関係をFig.12に 示

した.各 試料 とも水平部 では,静 的引張 り試験で の破断

時 の平均 変位量 δzより変位 して も破断 してい ない.

以上 の結 果を まとめ,傾 斜部 と水 平部の変位量の増加

過程 を模式 的に比 較 したのがFig.13で あ る.傾 斜部で

は寿命が長 い程,負 荷1回 目の変位量Δ1は 小 さいが,

区間1の 終 了時の累積変位量 は一定 である.区 間IIで は

等 しい傾 きで変位量が増加 し,寿 命が長 い程 区間皿の開

始は遅 く,δz程 度の変位量 で破 断する.一 方 水 平 部で

は,Δ 、は一定で あ るが,寿 命値が長い程 ΔIが増 加す

る.区 間IIで はほぼ等 しい傾 きで変位 し,区 間 皿が開始

す る時点 もほぼ等 しい.そ して δ、 よりも変位 して破 断

を起 こしてい る.こ の図は,関 東 ローム粉 に関 して記述

した ものであ るが,溶 融 アル ミナ粉の場合 もほぼ一致 し

ている.一 方,ラ ク トース粉では区間皿の存在割合が大

き く,区 間皿で大 きな変位量 の増 加が起 きてい る点な ど

が 他の二 種類の試料 と異 なっている.

以上 の結 果か ら若干 の考察 を行 う.Fig.13に おいて

水平部 での累積 変位量の増大は,疲 労破 断条件 が累 積変

位量だけ では記 述で きない ことを示 している.ま た,疲

労破 断を起 こす応 力範 囲が狭い ことか ら,累 積 変形 エネ

ルギー量 で も疲労破断条件 は記 述で きない.

Fig. 10 Cumulative displacement at the end of sec

tion  1

Fig. 11  Existance ratio of section  III

Fig. 12 Cumulative displacement immediately before 

failure

Fig. 13 Characterization of increasing process of dis

placement as to sloping part and horizontal 

part in S-N curve
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この原因 としては,長 時 間の繰 り返 し応 力履歴 を受 け

る水平部 では,履 歴 に よって粉体層の構造が変化 し,破

断状態 が静的 引張 り試験 の場 合 と異な ってい ると考 え ら

れ る.そ してこの構造 変化が変位量の増加 と して現れ る

ため,単 純 な形 で疲 労破断条件が記述で きないと考 え ら

れ る.ま た,こ の累積 変位 量の増 加は寿命値が長 い程大

き くなってお り,層 の構造変化は長寿命 の場合程大 きい

こ とを示 している.し か し,傾 斜部 のデータ と比較 して

累積 変位量の増 加が起 きてい る区間 は,Figs.10,12の

結果か ら試 料に よって異な ってお り,ΔNb-1の 増加 に関

する機 構は単純 ではない ことが予測 され る.

さて一 方,短 い負荷時間で粉体層が破断す る傾斜 部の

場 合,破 断時の累積 変位量はほぼ静的引張 り試験 での破

断変位量 と一致 してお り,繰 り返 し引張 り応 力履歴に よ

る構造変化は小 さく静的引張 り破断 と似 た機 構で破断 し

てい るもの と考え られ る.し たが って,疲 労破断条件の

決定には,時 間や応力履歴 による粉体 層の構造変化を考

慮す る必要があ り今後 の課題 と考 え られ る.

結 言

粉体 層に動 的繰 り返 し引張 り応力を加え る実験を行 い

疲労破断 に至 るまでの粉体層の変形挙動を検討 した結果

以下 の結論 を得 た.

(1) 粉体層 の疲労破 断過 程におけ る累積変位量 の増

加過程は,負 荷開始後,粉 体 層の累 積変位量 の増加割合

が次第に低下 してい く区間1,累 積変位量が繰 り返 し回

数に対 してほぼ直線的 に増加 する区間II,累 積変位量 が

急増 して最終破断 に至 る区間皿の三つの区間 に区分 され

た.

(2) 各区間 の変形 挙動 を整理 した結果,定 常 変形 区

間IIに おけ る変形 挙動 等か ら非破断状態で寿 命推定 ので

きる実験式が得 られた.

(3) S-N曲 線 における 水 平部,傾 斜部 の区分 は,

変位量 の累積過程 において,累 積 変位量の増加や三 区間

の存在割合 の変 化等に現れ,両 者の変形過程 の違 いが模

式的 に整理 され た.
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だ いた内藤牧 男氏((株)細 川粉体工学研 究所)に 記 して

謝意 を表 します.

Nomenclature

dp = mean particle diameter [μm]

f = frequency of vibration [Hz]

N = number of repeated stress [-]

NI = repeated number at the end of

section I [-]

NII = repeated number at the end of

section II [-]

Nb = number of repeated stress to fatigue

failure [-]

Δt = displacement after the first

stresslng [μm]

ΔI = cumulative displacement at the end

of section I [μm]

ΔII = cumulative displacement at the end

of section II [μm]

Δc = constant in Eq.(2) [μm]

ΔNb-1 = cumulative displacement immediately

before failure [μm]

δII = mean displacement per repeated

number in section II [,um]

δz = mean displacement needed to split

at statical test [μm]

ε = porosity of powder bed [-]

ρp = particle density [kg√m3]

σs = repeated tensile stress [kPa]

σz = statical tensile strength of powder

bed [kPa]
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Increasing Process of Displacement in Fatigue Failure Phenomenon 

of Powder Bed by Repeating Dynamic Tensile Stress 

Hidehiro Kamiya, Jun-ichiro Tsubaki and Genji Jimbo 

 Dept. of Chem. Eng., Nagoya Univ., Nagoya 464 
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Process, Fatigue Life, Powder Dynamics, Powder Property, Powder Mechanics 

To investigate the process of fatigue failure phenomenon of a powder bed, which was 
analyzed as the relation between repeated stress and fatigue life (S-N relation) by authors, 
the increasing process of displacement by loading with repeated tensile stress was analyzed. 

Experiments were carried out by using vibration to exert dynamic repeating tensile load 
on the powder bed with horizontally splitting cell. The frequencies of vibration used were 
5 and 20 Hz, and Kanto loam powder (JIS Z8901 Test Dust No. 11), fused alumina powder 
and lactose powder were used as samples. It was found that the increasing process of dis-

placement is divided into three sections, and an experimental equation, with which it can be 
used to estimate the fatigue failure life, is proposed. Further, the difference of the increasing 

process between the sloping part and horizontal part in the S-N relation proposed in the 
preceding report is characterized.
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