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基地組織と黒鉛形状が異なる鋳鉄の高温条件下における疲労強度特性
式

田

昌

弘１）

Fatigue Strength Characteristics at Elevated Temperature of Cast Irons
with Different Matrix Structure and Graphite Shape
Masahiro SHIKIDA

Abstract
This study discusses the effects of the microstructure and the temperature change on the fatigue
strength through fatigue tests conducted on six kinds of ferrite and pearlite base cast iron in which the
graphite shape is flake, vermicular and spheroidal（hereafter referred to as FC, FCV and FCD,
respectively）
. Four point supported rotating bending fatigue tests were carried out for six kinds of cast
iron at room temperature and 400℃ in air. The fatigue limit was shown to be highest in FCD cast iron
and lowest in FC cast iron whereas FCV cast iron took the value between the two in rotating bending
fatigue test at room temperature. Even if these values changed due to matrix structure, when
considering the large difference of tensile strength in the three kinds of graphite shape, the fatigue limit
can be accounted as the same relative value. On the other hand, the fatigue limit of each cast iron
decreased with the elevation of testing temperature up to 400℃. The fatigue limit of the FCV cast iron
having pearlitic matrix at 400℃ was higher than that of the FCD cast iron having same conditions
independent of graphite shape. The fatigue limit ratio of ferritic cast irons were higher than those of
pearlitic cast irons regarding the matrix structure. This tendency was prominent in fatigue testing result
at room temperature.

１．緒

鋳鉄（以下 FC と記す）と球状黒鉛鋳鉄の両方の優れた

言

性質を兼ね備えており，近年，新しい鋳鉄として注目さ

鋳鉄は歴史的に見ても，最も古くから工業用として使

れるようになった（１）。

用されてきた金属材料である。その理由の一つは，極め

鋳鉄の疲労研究が行われるようになったのは，FCD

て複雑な形状の製品を容易に作ることができるからであ

の機械部品に使用される頻度が高くなった1960年代に入

る。しかし，これまでの鋳鉄は引張強さが低く，耐衝撃

ってからであり，自動車メーカーを中心に始められた。

性が悪いなどの欠点を持つため機械部品としての用途は

鋳鉄の疲労研究の中で遅れている分野の一つが熱疲労も

限られていた。鋳鉄のこのような機械的性質の低さは，

含めた高温疲労強度の領域である。鋳鉄の融点は一般の

主として組織中の黒鉛形状が片状であることに起因す

鋼に比べ300℃程度低いこともあって使用温度に制限は

る。しかし，1940年代後半になって球状黒鉛鋳鉄（以下

あるけれども，比較的高温域の450〜500℃までは連続使

FCD と記す）が開発され，鋳鉄も強度部材として使用

用に耐えることができる。実際には室温条件下での数多

されるようになった。バ ー ミ キ ュ ラ黒 鉛 鋳 鉄（以 下

（３）
くの研究報告はあるが，高温での研究報告は少ない（２）
。

FCV と記す）は黒鉛形状が芋虫状のもので，片状黒鉛

FCD（主としてフェライト基地）においては特異的に
400℃脆性（４） の問題があって比較的高温域での優れた
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耐久強度は望めないが，400℃脆性が見られない FCV
では高温域での使用拡大が進んでおり，今後の研究動向
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Fig. 1

Optical micrographs showing microstructure of cast irons tested.
Table 1

Chemical composition of cast irons tested.

に大きな期待が寄せられている。
本研究では，基地組織と黒鉛形状が異なる６種類の鋳

度を130分間保持したのち，炉冷による焼鈍を施した。
また，パーライト基地を得るには素材を930℃まで加熱

鉄材料を用いて室温および比較的高温の400℃における

して，90分間保持したのち空冷する焼準処理法を用いた。

４点式回転曲げ疲労試験を実施して，各種鋳鉄の疲労強

この際，完全に近いパーライト基地を得るため，鋳造時

度特性におよぼす温度の影響を調べると共に，それらの

においては 0.5％の銅が添加された。

諸特性と基地組織や黒鉛形状との関係についても考察し
た。

６種類の鋳鉄の光学顕微鏡による組織写真を Fig. １
に，化学成分を Table １に示す。鋳造に際しては，カ
ーボン量は3.2〜3.7％近くになるように，またシリコン，

２．供試材料および試験片

マンガン量は６種類の材料間でそろえるように留意され
た。

本研究に用いた材料は基地組織がフェライト地とパー

本研究では，回転曲げ疲労試験を行う前に６種類の鋳

ライト地，黒鉛形状が片状，バーミキュラ，球状の６種

鉄の機械的性質を調べるため，室温下での引張試験を行

類の鋳鉄である。素材はφ33×250mm の丸棒として鋳

った。使用した試験機はインストロン形引張試験機の島

放し状態で供給されたので，主として熱処理によってフ

津オートグラフＡＧ−１型（負荷容量100KN）であり，

ェライト基地およびパーライト基地にした。すなわち，

引張ひずみ速度は１ mm/min とした。Table ２に供試

フェライト基地を得るには素材を850℃に加熱後，同温

材料の機械的性質を示す。また，鋳鉄においては材料固
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Table 2

Mechanical properties of cast irons tested at room temperature.

有の数値として黒鉛球状化率と黒鉛面積率がある。光学

った。Fig. ２に素材から機械加工した試験片の形状寸法

顕微鏡で撮影した各供試材料の組織写真をもとに（株）

を示す。

イノテック社の画像解析ソフト，Quick Grain を用いて
黒 鉛 球 状 化 率 お よ び 黒 鉛 面 積 率（ 黒 鉛 の volume
fraction に相当）を測定した。Table ３に測定結果を示す。

３．実験装置および実験方法

回転曲げ疲労試験片の形状は JIS 規格に準拠したもの

使用試験機は４点曲げ形の回転曲げ疲労試験機で，一

であり，疲労試験機の構造上の制約から，室温条件下と

般に小野式回転曲げ疲労試験機と呼ばれている。この試

高温条件下で用いる試験片の形状寸法は異なるものとな

験機では，丸棒試験片を回転させながら４点曲げの負荷

Table 3

Fig. 2

Graphite condition of cast irons tested.

Shape and dimension of fatigue test specimens at room and elevated
temperature(unit : mm).
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①
②
③

Three phase induction motor
④ Temperature controller
Tacho meter, Breaking detector ⑤ Dead weight hanger
Electric heating furnace, Specimen
Fig. 3

Ono's rotating bending fatigue testing machine.

を与えるので試験片平行部（試験部）の曲げモーメント

全体が電気抵抗加熱炉内に納まるように加熱炉をセット

は一定値となる。Fig. ３は小野式回転曲げ疲労試験機の

した。

全景である。図中に各部の名称を示し，２点加力・２点

試験片に負荷する曲げモーメントの大きさは，試験機

支持の負荷リンク機構によって試験片に最大100N ･ m

中央部の重錘受けに載せる重量の増減によって変えるこ

の均一曲げモーメントを与えることができる。試験片を

とができる。また，試験片には周波数56.7Hz の引張・

回転させる動力源は三相200V ･400W の誘導モータで，

圧縮両振波形（正弦波形）が負荷され，応力値は曲げモ

回転速度は3,400rpm 一定である。試験片の応力繰返数

ーメントの大きさに比例する。

は電気カウンター式積算回転計によって計測され，破断
と同時に自動安全停止機能付き破断検出器が作動してモ
ータは自動的に停止する。
高温疲労試験を行う際には，試験片にチヤッキング・
ロッドを継ぎ足して加熱炉をセットした。加熱には単相

４．実験結果および考察
４．１ フェライト基地鋳鉄のＳ−Ｎ線図
Fig. ４〜６に黒鉛形状が片状，バーミキュラ，球状で

100V，最大2.5KW の電気抵抗加熱炉（通称，電気炉）

あるフェライト基地鋳鉄 F-FC，F-FCV，F-FCD のＳ

を使用し，その内部には円筒形鋼板を２つ割りにした発

−Ｎ線図を示す。いずれの図においても，白抜き記号は

熱体が取付けてある。チヤッキング・ロッドも電気炉の

室温における値，黒塗り記号は比較的高温域の400℃に

中で加熱されるので試験片全体が均一な温度分布とな

おける値である。

る。電気炉からの熱がモータ等の周辺機器に伝わって高

報告されている幾つかの研究によれば，疲労強度は黒

温による悪影響を防止するため，チヤッキング・ロッド

鉛形状の影響を受け，片状，バーミキュラ，球状の順に

両端の軸受部に外径10mm のビニールパイプを接続し

大きくなることが分かっている（５）〜（８）。また，高温域

て，軸受部には冷却水が流れる構造になっている。温度

における鋳鉄の引張特性も黒鉛形状の影響を受け，引張

調節機には PID 制御式小型デジタル指示調整計が採用

強さ，伸び等の機械的性質は片状，バーミキュラ，球状

されている。

の順に大きくなることが分かっている（９）（10）。しかし，

疲労試験は，事前に行った室温から比較的高温域まで
の引張試験結果をもとに，各供試材料の弾性域における

鋳鉄の疲労強度に対する温度の影響を研究した報告は見
当らない。

応力を負荷する弾性疲労（高サイクル疲労）として実施

Fig. ４〜６より疲労強度に対する温度の影響を３種類

した。試験温度は室温および400℃の２段階とし，室温

の鋳鉄について比較すると，室温での疲労強度に対する

条件下では Fig. ２ (a) に示す全長210mm の試験片をセ

400℃での疲労強度の割合は，F-FC（片状）で0.63〜

ットして疲労試験を行い，400℃の高温条件下では Fig.

0.68，F-FCV（バーミキュラ）で0.75〜0.76，F-FCD（球

２ (b) に示す全長80mm の試験片の両端にチヤッキン

状）で0.76〜0.78となる。従って，フェライト基地鋳鉄

グ・ロッドを取付けて試験片アッセンブリーを構成し，

における温度の影響は F-FC が最も大きく，F-FCD が
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Fig. 4

Fig. 5

S-N diagram for flake graphite cast irons with ferritic matrix (F-FC).

S-N diagram for compacted vermicular graphite cast irons with ferritic matrix(F-FCV).

Fig. 6

S-N diagram for spheroidal graphite cast irons with ferritic matrix(F-FCD).
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最も小さく，F-FCV は F-FCD 寄りの中間的なものと

0.80）となる。従って，パーライト基地鋳鉄においては

なることが分かった。この結果は，高温条件下において

P-FC が温度の影響を最も強く受け，次いで P-FCD，

はフェライト基地組織の延性増大によって３種類の材料

P-FCV の順となるが，バーミキュラ黒鉛鋳鉄（P-FCV）

間で黒鉛形状の違いによる切欠き効果の差が大きくなる

よりも球状黒鉛鋳鉄（P-FCD）の方が温度の影響を強

ため，疲労強度に対する黒鉛形状の影響は室温条件下に

く受けることはフェライト基地鋳鉄の場合と異なってお

おける場合よりもさらに大きくなることを意味してい

り，注目される。その結果，パーライト基地鋳鉄におい

る。

ては 400℃の高温条件下でのバーミキュラ黒鉛鋳鉄と球

４．２

パーライト基地鋳鉄のＳ−Ｎ線図

状黒鉛鋳鉄の疲労強度の大きさは逆転することが予想さ

Fig. ７〜９に黒鉛形状が片状，バーミキュラ，球状で

れ，このことは，Fig. ８と Fig. ９に示す400℃における

あるパーライト基地鋳鉄 P-FC，P-FCV，P-FCD のＳ

値の比較からも理解できる。これまでの研究で，パーラ

−Ｎ線図を示す。フェライト基地鋳鉄の場合と同様に室

イト基地のバーミキュラ黒鉛鋳鉄は高温機能材料として

温での疲労強度に対する400℃での疲労強度の割合を求

有効に利用できることが報告されており（11）（12），疲労強

め る と，P-FC で は0.71〜0.77（ 平 均 0.74），P-FCV で

度においても P-FCV は高温条件下で優れた性質を示す

は0.90〜0.84（ 平 均0.87），P-FCD で は0.86〜0.73（ 平 均

ことが分かった。

Fig. 7

Fig. 8

S-N diagram for flake graphite cast irons with pearlitic matrix(P-FC).

S-N diagram for compacted vermicular graphite cast irons with pearlitic matrix(P-FCV).
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Fig. 9

４．３

S-N diagram for spheroidal graphite cast irons with pearlitic matrix(P-FCD).

疲労限度と疲労限度比

ライト基地鋳鉄では室温の72〜84％に低下する。また，

Table ４に室温（RT）および400℃における疲労限度

耐疲労性の指標となる疲労限度比の値も高温になると低

σｗと疲労限度比σｗ /σＢの値を示す。疲労限度は Fig. ４

下傾向が見られ，特に片状黒鉛鋳鉄（FC）において大

〜９より求めたものであり，σＢは室温および400℃のも

きく低下している。これは黒鉛形状が切欠き効果の大き

とで行った静的引張試験から得た各供試材料の引張強さ

い片状であるため，温度上昇による基地組織の脆弱化を

である。表から分かるように，いずれの材料についても

伴って，疲労き裂伝播が一段と促進される結果であると

400℃の高温条件下における疲労限度は室温の値よりも

考えられる。基地別に比較すると，室温（13）と高温のい

低下し，フェライト基地鋳鉄では室温の59〜77％，パー

ずれにおいても，疲労限度はパーライト基地鋳鉄の方が

Table 4

Fig. 10

Fatigue limit and fatigue limit ratio of each cast iron.

Tensile strength and fatigue limit of each cast iron at room temperature (RT) and 400℃.
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（ａ）fatigue limit

（ｂ）fatigue limit ratio
Fig. 11

Relationship between degree of graphite spheroidization and fatigue limit and fatigue limit ratio.

大きく，疲労限度比は高温での１つの例外（FC) を除
けばフェライト基地鋳鉄の方が大きい値となることが分
かった。

きくなるのに伴って増大するのに対し，疲労限度比は黒
鉛球状化率の値に関係なく，ほゞ一定値となることが
（ｂ）の図から分かる。

Fig.10は材料の静的強度を表す引張強さと動的耐久強
度を表す疲労強度（疲労限度）について室温と高温（400
℃）における値を比較したものである。図から分かるよ

５．結

言

うに最も顕著な傾向として，いずれの値についてもパー

基地組織と黒鉛形状が異なる６種類の鋳鉄材料を用い

ライト基地鋳鉄の方がフェライト基地鋳鉄より勝ってい

て室温および400℃の高温条件下で４点式回転曲げ疲労

ることである。中でもパーライト基地の球状黒鉛鋳鉄と

試験を実施した。得られた結果は次のようである。

バーミキュラ黒鉛鋳鉄の引張強さは室温と高温の両方に

（１） フェライト基地鋳鉄においては，疲労強度に対

おいて高い値を示すことは注目される。しかし反面にお

する温度の影響は F-FC が最も大きく，F-FCD が最も

いて，両材料の疲労強度は期待する程高い値とならない

小さく，F-FCVはF-FCD寄りの中間的なものとなった。

のは興味深い。これは，応力繰返しに伴う基地組織の加

（２） パーライト基地鋳鉄においては，P-FC の疲労

工硬化が進む結果，疲労き裂の伝播が脆性的に促進され

強度が温度の影響を最も強く受け，次いで P-FCD，

るためではないかと考えられる。

P-FCV の順となり，バーミキュラ黒鉛鋳鉄（P-FCV）

Fig.11（ａ），（ｂ）は黒鉛球状化率に対する疲労限度
と疲労限度比の関係を示したものである。前述のごとく

の疲労強度に対する温度の影響は３種類の材料間で最も
小さいことが分かった。

全般的な傾向として，疲労限度はパーライト基地鋳鉄

（３） 基地別に比較すると，疲労強度（疲労限度）に

（Ｐ）の方が大きく，疲労限度比はフェライト基地鋳鉄

対する温度の影響はフェライト基地鋳鉄の方がパーライ

（Ｆ）の方が大きくなることが図から理解できる。また，

ト基地鋳鉄よりも強く受けることが分かった。

同図の（ａ）に示すように疲労限度は黒鉛球状化率が大

（４） 室温と高温のいずれにおいても，疲労限度はパ

9

ーライト基地鋳鉄の方が大きくなった。また，疲労限度
比はフェライト基地鋳鉄の方が大きくなる傾向が強く表
れた。

35-393(1986),617.
（３）式田，松本，坂根，大南：日本機械学会論文集Ａ，
57-536(1991), 700.

（５） 黒鉛球状化率との関係では，疲労限度は黒鉛球
状化率が大きくなるに伴って増大するのに対し，疲労限
度比は黒鉛球状化率に関係なく，ほゞ一定値となること
が分かった。

（４）柳沢：機械の研究，38-8(1986),915.
（５）Bhandhubanyong, P., 梅 田， 木 村： 鋳 物，
54-12(1982), 802.
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