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まえがき＝地球環境への負荷低減に向け，自動車の燃費
やCO2排出量の規制基準は年々強化されており，その対
応策の一つとして自動車車体の軽量化が強く求められて
いる。そのいっぽうで，衝突安全性の向上を目指した衝
突安全基準の厳格化に伴い，ボデーの強化やエネルギー
吸収量の向上が求められている。
　このような自動車車体の軽量化と衝突安全性確保を両
立させるため，引張強度（以下，TSという）980MPa
以上の超高強度鋼材の適用に加え，軽量素材である樹脂
やアルミ材への置換，材料を適材適所に適用するマルチ
マテリアル化が拡大している。
　そうしたなか，材料の高強度化に伴う延性低下，ある
いは軽量化を目的に薄肉化したことに起因する衝突した
際の車体部材の破断が懸念される，このため，衝突時の
部材の変形や破断を数値解析的に予測するなど，設計段
階における材料および強度両面からの十分な検討が重要
となってきている。
　既往の取り組みとしては，材料試験レベル，部材レベ
ルで様々な破断予測モデルを用いた数多くの研究がなさ
れてきている 1 ）～ 3 ） 。しかしながら，これらの報告の多
くは単一の材料を対象とした破断予測精度の検証にとど
まっている。最近では，自動車車体部材に用いられる材
料の多様化，高強度化が進み，同じ強度クラスの材料に
おいても用途に応じた使い分けがなされてきていること
から，耐割れ性の差異に着目した研究が重要となりつつ
ある。
　本稿では，機械的特性の異なる 2 種類のTS980MPa
級Dual -Phase鋼（以下，DP鋼という）を対象に，実験
によって測定した破断ひずみを用いて破断クライテリア

を同定し，材料の機械的特性の違いが破断クライテリア
に及ぼす影響について考察した。さらに，これら破断ク
ライテリアを用いてハット断面部材（以下，ハット部材
という）を対象とした圧壊試験の再現解析を行い，これ
ら 2 種類の材料の耐割れ性の差異と破断クライテリアの
関係を明らかにした。

1 . 破断予測モデル

　図 1 に薄板金属材料の引張試験における変形の局所
化の様相を示す。拡散くびれの開始点であるA点までは
一様に変形し，B点で変形がせん断帯に局所化して局所
くびれが発生（すなわち，塑性不安定が開始）した後，
延性破壊に至る（C点）。
　金属の延性破壊は，静水圧応力成分の影響を受けるこ
とが一般的に知られており，静水圧応力成分の影響を表
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図 1  変形の局所化の概念図
Fig. 1  Schematic image of deformation localization
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す指標として式（ 1 ）に示す応力 3 軸度ηが用いられる 4 ）。

　          　 ……………………………………………（ 1 ）

　　　　　　　　　　…………………………………（ 2 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 3 ）

ここに，
　　σ1，σ2，σ3：主応力
　　σm：静水圧応力
　　σeq：相当応力
　本稿での数値解析には陽解法汎用有限要素法（Finite 
Element Method，以下FEという）ソルバであるLS-
DYNA®を用い，破断予測モデルは破断クライテリアの
自由度が高いGISSMO（Generalized Incremental Stress-
State dependent damage Model）5 ）を用いた。GISSMO
はダメージと呼ばれる損傷値で破断判定を行い，ダメー
ジ値が 1 に達すると破断（要素削除）に至る。ダメージ
値の進展式を式（ 4 ）に示す。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 4 ）

ここに，
　　D：ダメージ値
　　ΔD：ダメージ増分
　　Dexp：ダメージの増加度合いを表すパラメータ
　　Δεeq：相当塑性ひずみ増分
　　εf：応力 3 軸度に応じた破断ひずみ
　破断限界を示す応力 3 軸度の軸上で定義された相当塑
性ひずみεfと相当塑性ひずみ増分Δεeqによってダメー
ジ増分ΔDが算出される。相当塑性ひずみ増分が同等で
も応力 3 軸度が異なる場合は，比較する破断曲線の相当
塑性ひずみが異なるため，ΔDが同等とならない。この
ため，応力 3 軸度の履歴に伴う破断限界の変化も破断判
定に反映されることとなる。また，GISSMOでは塑性不
安定と変形の局所化を考慮できるモデルとなっており，
不安定性指標Fにより応力軟化の開始を判定する。式

（ 5 ）に示すFの進展式によって不安定性指標が 1 に達
すると塑性不安定が開始し，その後の応力軟化挙動は式

（ 6 ）のとおりとなる。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 5 ）

　　　　　　　　　　　　……………………………（ 6 ）

ここに，
　　⊿F：不安定性指標増分
　　εi：応力 3 軸度に応じて塑性不安定が開始するとき

の相当塑性ひずみ
　　Dc：Fが 1 に達したときのダメージ値
　　Fexp：応力軟化の度合いを表すパラメータ

2 . 破断クライテリアの実験的同定手法

2. 1　試験供試材料
　本稿では，耐割れ性の異なる 2 種類のTS980MPa級

DP鋼板を用い，破断クライテリアの同定から破断予測
解析までを実施した。JIS 5 号試験片の引張試験から得
られた機械的特性，および穴広げ率を表 1 に示す。試験
には板厚1.4mmの鋼板を用いた。
　穴広げ率は，塑性不安定が開始してから破断に至るま
での延性である局所延性と相関がある。表 1 に示すとお
り，Aタイプは穴広げ率が高くなるよう開発された曲げ
加工性に優れた材料である。いっぽうで，Bタイプは絞
り成形性に優れた材料として開発し，全伸びおよび均一
伸びを高めた材料となっている。これらの材料は，化学
成分は同一であるが，製造工程の熱処理で造り分けてい
る 6 ）。
2. 2　破断ひずみの測定
　金属の延性破壊は静水圧応力成分の影響を強く受け
る。このため本稿では，図 2 に示すように応力 3 軸度に
応じた破断ひずみを実験により測定した。純粋せん断試
験，小R，大Rの 2 種類の切欠を設けた試験片の引張試
験 7 ），およびエリクセン試験により，それぞれ純粋せん
断（η＝0），単軸引張（η＝ 1  

 3 ），平面ひずみ（η＝ 1  
 √3），

および 2 軸引張（η＝ 2  
 3 ）の応力状態における破断ひず

みを測定した。
　具体的には，せん断試験では破断部近傍で測定したせ
ん断ひずみから，切欠付引張試験では破断起点近傍の板
厚減少率から，エリクセン試験では試験材表面に転写し
たスクライブドサークルの変形と破断起点近傍の板厚減
少率からそれぞれの応力状態における破断ひずみを算出
した。
2. 3　破断クライテリア
　実験により測定した破断ひずみから同定した破断クラ
イテリアを図 3 に示す。図 3 の実線は破断判定のクライ
テリアεf，破線は塑性不安定開始判定のクライテリアεi

を示している。
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図 2  破断ひずみ測定試験
Fig. 2  Tests for measuring fracture strain

表 1  供試材の機械的特性
Table 1  Mechanical properties of steel sheets
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　破断判定のクライテリアは式（ 7 ），（ 8 ）に示す曲線
式 1 ）により同定した。
　　εf＝d1e－fθ＋d2e

fθ …………………………………（ 7 ）

　　　　　　　　　　　………………………………（ 8 ）

ここに，
　　τmax：最大せん断応力
　　d1，d2，f1，ks，：同定パラメータ
また，図 4 に示すように，切欠付き引張試験の結果とそ
れらの再現解析（破断を考慮しない）結果において，公
称応力－公称ひずみ関係を比較し，両者の応力－ひずみ
線図が乖離（かいり）し始めるときに変形の局所化が開
始するとし，塑性不安定開始を判定する曲線εiを同定し
た。なお，圧縮（η≤ 0 ），および， 2 軸引張（η＝2/3）
の応力状態では塑性不安定は生じないと仮定している。
　Aタイプ，Bタイプは同じ化学成分で同等の引張強度
であるが，伸びおよび穴広げ率の異なる材料である。こ
の機械的特性の違いを破断クライテリア曲線の相違とし
て定量的に表すことができる。図 3 における実線εfと
破線εiの差は，応力軟化を開始してから破断に至るま

でに増加する相当塑性ひずみであるため，材料の局所延
性に相当する。応力 3 軸度が 0 ≤η≤ 2/3 の領域におい
て，実線と破線で囲まれる面積はAタイプ＞Bタイプと
なっており，一般的に局所延性と相関があるとされる穴
広げ率の大小関係とも整合する。このように，実験結果
から破断クライテリアを同定することによって，材料の
破断特性を応力 3 軸度と相当塑性ひずみの関係で表現す
ることができた。

3 . 破断予測解析

3. 1　FE解析モデル
　図 3 の破断クライテリアを用いてハット部材の準静的
軸圧壊試験の破断予測解析を行った。解析条件はハット
部材の形状や接合点位置を含め，実際のハット部材の軸
圧壊試験と同様にした。解析モデルを図 5 に示す。シェ
ル要素のサイズは2.5mmで試験体の板厚は1.4mm，板
厚方向の積分点は 5 点（完全積分）とした。ハット材準
静的軸圧壊試験の破断予測解析（ハット部要素数：
10,560）では，ハット材および裏板材の端部節点を上板，
下板に剛体結合し，押し込み量として上板に150mmの

θ＝
σeq
τmax（1－3ksη）

図 3  破断クライテリア曲線
Fig. 3  Fracture criterion curves

図 4  εiの同定方法
Fig. 4  Identification of εi 
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強制変位を与えた。軸圧壊試験においてスポット溶接部
の破断は生じなかったため，破断予測解析ではスポット
溶接部の破断は考慮していない。
3. 2　FE解析結果
　ハット部材の軸圧壊試験結果と破断予測解析結果（押
し込み変位150mm）を図 6 に示す。実験結果における
図中の破線は割れを示している。AタイプのほうがBタ
イプよりも割れが小さく，これら 2 種類の材料で割れ発
生の程度に差異が見られる。FE解析結果においても，

ハット部の破断要素数はAタイプが21要素，Bタイプが
384要素となっており，試験結果の挙動と一致する。ま
た，破断予測解析結果における割れ発生位置についても，
試験結果の割れ発生位置と一致することが確認できた。
3. 3　考察
　ハット部材の軸圧壊解析結果において，AタイプとB
タイプで破断要素数に差異が見られた。どの応力 3 軸度
における破断クライテリアがこの差異に支配的な影響を
及ぼしているのかを調査するため，図 7 に示す破断近傍
要素の応力 3 軸度と相当塑性ひずみの関係を分析した。
ここで，同図のコンタ（要素の濃淡塗分け）は相当塑性
ひずみの大きさの分布を示している。図中の要素A1と
B1はいずれも，ハット形状のR部に位置していた要素で
あり，座屈変形によって曲げ変形を受けている。また，
要素A2とB2は座屈部の曲げ端部に位置しており，それ
ぞれ同様の変形を受けている要素をAタイプとBタイプ
の解析結果から抽出している。
　要素A1とB1は両要素とも， 1 段目の座屈変形時に破
断に至っており，要素が削除されていた。いっぽうで要
素A2とB2は，同様の変形を受けているにもかかわらず，

図 7  評価した破断部近傍の要素
Fig. 7  Evaluated elements around fracture

図 6  試験結果とFE解析結果
Fig. 6  Results of experiment and FE analysis

図 5  ハット部材軸圧壊FE解析モデル
Fig. 5  FE model for axial crush of HAT member

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/66_2/662-18-f05.mp4
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B2は破断に至っているが，A2は破断に至っていなかっ
た。これらの要素の応力 3 軸度－相当塑性ひずみ関係を
図 8 に示す。図中の要素番号の後に付している数字は板
厚方向の積分点位置（ 1：ハット外側，2：板厚中央，3：
ハット内側）を表している。
　要素A1とB1は，変形開始直後においてハット外側，
内側ともに圧縮の応力状態を示している。変形が進むに
つれてハット外側が圧縮，ハット内側が引張の応力状態
を示しており，曲げ変形を受けていることが分かる。こ
れらの要素は，引張側であるハット内側の積分点が平面
ひずみ付近（η≅0.6）の応力状態で破断に至っている
ことが確認できる。
　要素A2とB2は，変形開始直後はハット外側が引張，
ハット内側が圧縮の応力状態を示しており，要素A1，
B1と同様に曲げ変形を受けていることが分かる。変形
が進むにつれて各積分点の応力状態は純粋せん断（η＝
0 ）の応力状態に近づき，要素B2についてはハット外
側の積分点が破断に至っていたが，要素A2は破断に至
らず，ハット材の変形は 2 段目の座屈変形に移行していた。
　ここで，要素A2，B2におけるハット外側の積分点の
応力 3 軸度とダメージの関係を図 9 に示す。積分点
A2-1におけるダメージの累積は，応力 3 軸度が  1  

 3 ≤η≤
 2  
 3 の範囲では0.19，－  1  

 3 ≤η≤  1  
 3 の範囲では0.39となって

おり，積分点B2-1においては，応力 3 軸度が  1  
 3 ≤η≤  2  

 3

の範囲では0.27，－  1  
 3 ≤η≤  1  

 3 の範囲では0.63のダメージ
が累積されていた。これらの結果から，純粋せん断（η

＝ 0 ）の応力状態近傍でダメージが大きく増加している
ことが分かった。
　以上より，今回の実験で用いたハット部材の軸圧壊時
の割れに関しては，AタイプとBタイプの純粋せん断の
応力状態近傍における破断クライテリアの差異が割れの
大きさの違いになったと考えられる。

むすび＝本稿では，同じ強度クラスの 2 種類の材料にお
ける耐割れ性に着目し，TS980MPa級DP鋼を対象に破
断ひずみを測定した。また，得られた破断ひずみより破
断クライテリアを同定した後，それら破断クライテリア

図 8  応力 3 軸度と相当塑性ひずみの関係
Fig. 8  Relationship between stress triaxiality and equivalent plastic strain

図 9  応力 3 軸度とダメージ値の関係
Fig. 9  Relationship between stress triaxiality and damage
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を用いてハット部材圧壊試験の破断予測解析を行うこと
により，耐割れ性の差異を再現できることを確認した。
今回のハット部材の軸圧壊解析において発生した 2 種類
の材料における割れの大きさの差異については，純粋せ
ん断の応力状態近傍における破断クライテリアが影響し
ていることが分かった。
　本稿で紹介した取り組みによって得られた成果の展開
として，今後は自動車車体の実部品レベルでの圧壊時に
おける耐割れ性について，破断特性がどのように影響す
るのかを明らかにしていきたい。また，その後の展望と
して，フルカーレベルでの衝突時の破断予測解析を行
い，破断特性の差異が車両全体の衝突性能に与える影響
について明らかとしていきたい。
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