
まえがき＝自動車業界では，高まる地球環境保護強化の
要求から，自動車車体の軽量化などの燃費向上施策が重
要とされている。しかしながら，自動車衝突時の安全性
への要求を満足しつつ車体軽量化を達成することは容易
でなく，一つの解決方法としてボディ部品への高強度鋼
板の適用が進められている。例えばセンタピラーには，
側突時の変形を低減し乗員の生存空間を確保するために
できるだけ高い強度，特に降伏点の高い鋼板を使うこと
が有利とされており，引張強度 980MPa 以上の超高強度
冷延鋼板の適用が拡大している1）。
　自動車用鋼板の引張特性は，通常，ひずみ速度 10－2～
10－3s－1の準静的条件下で評価される。しかしながら，
自動車の衝突時における部材の変形速度は，ひずみ速度
で103s－1にもなる。衝突安全性向上と車体軽量化の両立
を目的として耐衝突部材の高強度化を図るためには，自
動車の衝突に相当する高ひずみ速度域での力学特性が重
要である2）。高ひずみ速度下における応力－ひずみ関係
の測定には，SHB（Split-Hopkinson Bar）法 3），油圧サー
ボ法 4），ワンバー法 5）などいくつかの試験方法が提案さ
れているが，未だ標準化された衝撃試験法はない。
　その中でもSHB法は，現状で最も信頼性のある衝撃試
験法であり，変形の初期段階から応力－ひずみ関係が評

価できるといわれている6）。この試験法が成り立つため
には，入出力棒，ストライカおよび試験片の中心軸が一
致していること，試験片内の応力，ひずみが一様である
必要がある7）。
　我々は，いくつか提案されている衝撃試験法の中で
SHB法のメリットに着目し，試験装置の技術確立を行っ
ている。本報では，当社のSHB試験装置について高ひず
み速度下における金属材料の応力－ひずみ関係の妥当性
を検証するため，試験片両端の変位を実測することで求
めたひずみと，計算ひずみを比較した結果を紹介する。

1．実験方法

1．1　SHB法による応力，ひずみ速度およびひずみの測

定

　図 1に，SHB試験装置の概略図を示す 8）。本装置は，
長さがそれぞれ1,500mmの2本の同径，同材質の細長い
入出力棒と管状のストライカによって構成されている。
ストライカ，入力棒，出力棒は同軸上に並べられ，入力
棒と出力棒の間に試験片が設置される。コンプレッサに
蓄積された圧縮空気によって発射されたストライカを，
入力棒の左端に設置したヨークに衝突させることで，入
力棒に持続時間2�/�0, Stの入射波εiを伝播させることが
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図 1  スプリットホプキンソン棒式衝撃試験装置（SHB）の概略
������  Split-Hopkinson bar (SHB) apparatus for impact tensile test
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できる。ここで，�はストライカの長さ，�0, St はストラ
イカ中を伝播する縦波の速度である。εiは，入力棒内を
試験片に向かって伝播する。試験片に到達したεiの一
部は，透過波εtとして試験片を通じて出力棒に伝播す
る。残りは反射波εrとして入力棒へ反射し，入力棒内
を左端に向かって伝播する。これらのεi，εrおよびεt
を，入力棒および出力棒に貼付したひずみゲージで記録
し，ブリッジ回路を介してアンプで電圧増幅した後，デ
ジタルストレージオシロスコープでデジタル記録した。
試験片の応力σ，ひずみ速度ε・およびひずみεは，入出
力棒に一次元弾性波伝播理論が成立つとき，以下の式に
よって求められる。

　 
  ………………………………（1）

　 
  ……………………………（2）

　 
  ……………………………………………（3）

　��：入出力棒のヤング率
　ρ：入出力棒の密度
　�0 ：入出力棒中を伝播する縦波の伝播速度
　� ：入出力棒の断面積
　�s�：試験片の断面積
　�s�：試験片の標点距離
　なお，SHB法では，応力およびひずみを理論式に基づ
いて計算しているため，計算に必要な入出力棒の�，ρ
および�0，試験片の�sおよび�sを高い精度で決定しなけ
ればならない。
　ρは，入出力棒と同材質の試験体を，JIS Z 8807に記載
されている固体比重測定方法を用い，有効数字 3桁の精
度で測定を行った。
　�0は，SHB試験装置の入出力棒に複数箇所ひずみゲー
ジを貼付し，εiを伝播させたときのひずみゲージ間の距
離を，εiの立上がり時間の差で除することによって算
出した。
　�は，実験によって求めた�0およびρを（4）式に代入
することで求めた9）。
　�＝ρ�02  ………………………………………………（4）
　�s および�s は，図 2に示す引張試験片の断面積および
試験片の肩部を含めた標点距離であり，マイクロメータ
およびノギスで測定した。

σ＝　　(εi＋εr＋εt)
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2As

ε・＝　　   (εi－εr－εt)
E
ρC0ls

ε＝ ε・dt
t

0

　また，試験片の両端での応力が等しい場合，εi＋εr＝
εtの関係が成立ち，（1）および（2）式は，それぞれ
（5）および（6）式のように表すことができる6）。

　 
  ……………………………………………（5）

　 
  ……………………………………（6）

　本検証において応力およびひずみ速度の算出には，
（5）および（6）式を用いた。
1．2　高速度カメラによる応力，ひずみ速度およびひず

みの測定

　SHB法で高ひずみ速度下における応力－ひずみ関係
を正しく測定するためには，入出力棒および試験片が一
軸応力状態である必要がある。測定原理上，試験片両端
の変位を実測することで，入出力棒が一軸応力状態であ
ることを確認することができる。そこで，高速度カメラ
を用い，SHB試験中における試験片の変形挙動を詳細に
撮影・解析することで変形中のひずみ－時間関係を実測
し，（3）式から求められるひずみとの比較を行った。用
いた撮影装置はフォトロン社製FASTCAM-MAXであり，
測定の分解能を 25μs/frame とした。試験片の変位を測
定するために，試験片の両端近傍にマーキングを施し
た。これら 2カ所のマークをターゲットとし，その距離
の変化を相対変位として測定した。なお，供試材には，
590MPa 級冷延鋼板を用いた。

2．結果および考察

2．1　SHB試験結果

　SHB法で応力－ひずみ関係を測定するためには，εiお
よびεtを高精度に測定する必要がある。しかしながら，
入出力棒および試験片の中心軸が一致していない場合，
εi上に大きな波の変動が発生する。この変動は，試験片
を介しεtにも影響を及ぼす。εtに比べてεiがはるかに
大きい場合，その影響はより顕著に表れ，εtの精度を著
しく低下させる。この変動を含むεiおよびεtから応力
－ひずみ曲線を計算するため，ローパスフィルタや移動
平均法によって波形を平滑化することも行われるが，そ
のような操作によって，真の材料特性を捉えることがで
きなくなる可能性がある10）。そこで，εiおよびεtの原
波形から応力－ひずみ関係を求めるため，SHB試験機の
ダンパ部および入出力棒の支持台の高さと位置の最適
化，ストライカ－ヨーク間の角度・中心軸調整，ノイズ
対策を行った。
　図 3に，本 SHB試験機で測定されたεiおよびεtを示
す。（a）は SHB装置の軸調整およびノイズ対策前のεi，
（b）は軸調整およびノイズ対策後のεiおよびεtの原波
形である。図 3（a）は，εi上に大きなひずみの変動が重
畳しており，また，350μs 付近にも約 4× 10－4の大き
さのノイズが重畳している。一方，（b）ではεi上の変動
が低減され，ノイズも除去されていることがわかる。
（b）のεiは，立上がりに要した時間が約 30μs であり，
以後一定の大きさのひずみ波が持続している。このεi
の幅は，2�/�0, St によって算出される値とほぼ同等であ

σ＝　　εt
EA
As

ε・＝　　   (εi－εt)
2C0 
ls
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図 2  SHB 試験に用いた動的引張試験片形状
������  Dynamic tensile specimen for SHB testing
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り，ストライカのエネルギーが入力棒に正しく伝わって
いることを示している。
　図 4に，εiおよびεtを（3），（5）および（6）式に代入
することで求めた応力－ひずみ，およびひずみ速度－ひ
ずみ曲線を示す。上降伏点発生時のひずみ速度は約 3.5
× 102s－1となっており，降伏応力が高ひずみ速度下で測
定できていることがわかる。図 4のひずみ速度－ひずみ
曲線は，εiに比べてεtが小さいため，変形中のひずみ
速度はほぼ一定値を得ることができた。一方，本SHB試
験機のεiの持続時間では，試験片を破断させることがで
きなかった。そのため，ひずみ約 0.07 以降はひずみ速度
の減少に伴い，応力が減少している。この応力除荷時の
勾配は，変形初期の勾配とほぼ同じであり，試験片が弾
性応答していることを表している 11）。
2．2　高速度カメラによる応力およびひずみの検証

　図5に，高速度カメラで撮影したSHB試験中の試験片
の変形挙動を示す。0μsから2,450μsまで，時間の経過
に伴い入出力棒および試験片が左側に移動している。ま
た，試験片自体も引張変形を受け，伸長していることが
わかる。これは，入出力棒および試験片に引張波が伝播
しているためである。試験片の変形を詳細に観察する
と，0μsは変形直前であり，200μsまでの時間の経過に

伴い試験片が引張変形を受けている。200μs から 625μs
までは，弾性変形分が回復するため試験片の伸び値がわ
ずかに減少しており，引張変形は受けていないことがわ
かる。625μs から 825μs に至る間に試験片が再び引張
変形を受けている。これは，図4に示したように，本SHB
試験では試験片が破断に至っていないため，εrおよびεt
がそれぞれ入出力棒を伝播し，入出力棒の他端で反射し
た後，試験片に再び入射したことを示している。試験片
が変形を開始する時刻は，それぞれ，0，625，1,225μs で
あり，入出力棒の長さと�0から予測される時刻のタイミ
ングと良い一致を示す。このように SHB試験で試験片
が破断に至らない場合には，試験片が繰り返し引張変形
を受けることになる。本SHB試験では，試験後の試験片
の伸びと 1回目のεiとεtから算出されるひずみは一致
しないことになる。
　図 6に，入出力棒で測定したεiおよびεt，高速度カメ
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図 3  SHB 試験で測定された代表的な入出力ひずみ－時間関係
������ Typical input and output strain wave - time curves measured 

by SHB testing
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図 4 SHB 試験で測定された応力－ひずみおよびひずみ速度－ひ
ずみ曲線

������ Stress - strain and strain rate - strain curves measured by SHB 
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図 5  ひずみ波伝播時における試験片の変形挙動
������ Deformation behavior of specimen during strain wave 

propagation under dynamic condition
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ラの画像を解析することで求めた試験片の実測ひずみを
示す。εi，実測ひずみ，εtの順にひずみの立ち上がり時
刻が遅れるのは，計測位置が異なるためである。εiの持
続時間と，高速度カメラで撮影した試験片が変形してい
る時間とは，良い一致を示した。εiは 1 回目と比較して
2回目のひずみ波のピーク値が 5.1×10－4から 4.6×10－4

まで減少しているが，それに伴い試験片に与えられるひ
ずみ量も 0.071 から 0.051 まで減少していることがわか
る。一方，εtはひずみ波のピーク値が2回目以降増加し
ている。εiおよびεtは 4 回目の試験片への入射時にひ
ずみ波の大きさがほぼ同じになるため，それ以降はひず
み波の伝播を繰返しても試験片はほとんど変形しない。
　図7に，SHB法における一次元弾性波伝播理論に基づ
く計算ひずみと，高速度カメラによる実測ひずみの比較
を示す。計算ひずみは実線，高速度カメラの計算ひずみ
は，25μs ごとの測定値を点で示してある。このひずみ
－時間関係は，1回目のεiによって試験片が変形したと
きのひずみを比較している。
　εiが試験片を変形させている間（変形初期から約 200
μs）における計算ひずみと，実測ひずみは，良い一致を
示した。したがって，本 SHB試験機では，一次元弾性波
伝播理論に基づく式（5）および（6）が成立し，これら
の式を用いることで応力およびひずみが測定可能である
といえる。

　一方，試験片から測定精度の検証を行う場合は，試験
片内の応力，ひずみ状態が一様であることを確認する方
法が用いられる。我々が精度検証した SHB試験装置は，
変形初期を高精度に捉えるため入出力棒を 1,500mmと
比較的短くしている。今回の検証において，変形初期の
応力とひずみが高精度に測定できていることは立証でき
たが，一方で，試験片を破断させることができなかった
ため，大ひずみ域の応力とひずみの測定精度を確認する
ことができなかった。今後は，入出力棒の長さを大きく
し，試験片を破断させたときの試験片内の応力，ひずみ
状態を確認する必要がある。

むすび＝高ひずみ速度下における金属材料の応力－ひず
み曲線を評価するため，SHB試験装置の技術確立を行っ
た。本 SHB試験装置において応力およびひずみの妥当
性を検証した結果，以下のことが明らかとなった。
（１）入出力棒，ストライカおよび試験片の中心軸の調整

と，ノイズ対策を行うことによって，高ひずみ速度
下における応力－ひずみおよびひずみ速度－ひずみ
曲線を高精度に測定することができた。

（２）高速度カメラを用いることで，SHB試験中における
試験片の変形の様子を詳細に捉えることができ，入
射波εiおよび透過波εtの伝播と試験片の変形挙動
との関係を明らかにすることができた。

（３）SHB試験における試験片のひずみの測定精度を検
証した結果，一次元弾性波伝播理論に基づく計算ひ
ずみと高速度カメラによる実測ひずみは良い一致を
示した。したがって，測定される変形初期の応力お
よびひずみは信頼性が高く，本SHB試験装置は，高
ひずみ速度下における金属材料の応力－ひずみ関係
を測定するのに適している。
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図 7 一次元弾性波伝播理論に基づく計算ひずみと高速度カメラ
による実測ひずみの比較
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