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まえがき＝当社の圧縮機をはじめとする産業機械製品の
部品には多くの鋳造品を使用している。とくにねずみ鋳
鉄は，鋳造性や機械加工性が良いうえに高い振動減衰能
を有することから機械部品などに使用されることが多
い。このため，性能向上や製造コスト削減による競争力
強化が求められている。
　鋳造は形状自由度が高い部品に適した製造法である
が，得られる鋳物は部位に応じて組織に起因する強度特
性が大きくばらつくことが一般的に知られている。その
ため，鋳物部品の形状や強度設計を行うにあたっては，
製造方法とともに，得られる鋳物の材料強度特性を十分
に把握することが重要となる。
　本稿では，オイルフリースクリュ圧縮機の鋳鉄製本体
ケーシング（以下，ケーシングという）を対象に，鋳鉄
特有の力学特性がその耐圧性能や変形特性に及ぼす影響
について解析した結果を紹介する。また，耐圧試験での
ケーシングの変形計測や機械的特性の試験評価に加え，
その材料試験データを用いた弾塑性シミュレーションに
よる強度予測を高精度化した内容について報告する。

1 ．ケーシングの耐圧試験

　オイルフリー圧縮機の場合，性能の改善を図るために
ケーシング内部に圧縮空気用流路（ガス流路）に加えて
冷却水や冷却油用の流路（冷却ジャケット）を設ける場
合が多い（図 1 ）。それぞれの流路は独立した 2 系統で
構成され，その形状と構造は複雑になる。また，運転時
に各流路に作用する最高使用圧力が異なるため，要求さ
れる耐圧性能もそれぞれ別途規定されるという特徴があ
る。そのため，各流路に内圧が作用した場合のケーシン
グの強度や変形挙動を把握することが重要となる。そこ

で，ねずみ鋳鉄（JIS－FC250）で製作したケーシング
を用いた耐圧試験を行い，それぞれの流路に所定の内圧
を付与した際の代表部位におけるひずみを計測した。
1. 1　耐圧試験条件とひずみ計測部位の選定
　本体ケーシングの開口部を盲板（めくらいた）と治具
でふさぎ，流路内に所定の圧力（水圧）を付与して耐圧
試験を実施した。まず，水冷ジャケット内のみの昇圧試
験を実施した後に大気圧まで減圧し，その後ガス流路内
のみを破壊するまで昇圧した。いずれの流路について
も，0.5～1.0MPaずつ段階的に昇圧させた状態で 5 分保
持し，耐圧性能を確認した。
　また，図 2 に示すようなFEモデルを事前に作成し，
汎用（はんよう）FEMソフトABAQUS（Ver. 6.5）を
用い，上記耐圧試験を想定した弾性FEシミュレーショ
ンを実施した。ケーシング素材はねずみ鋳鉄FC250，盲
板および治具にはそれぞれSS400およびS45Cを用いて
おり，シミュレーションに用いた機械的特性は表 1 に示
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図 1  オイルフリースクリュ圧縮機の本体ケーシング
Fig. 1  Main casing for oil-free type screw compressor
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したとおりである。境界条件は，盲板とケーシングとを
ボルト締結している箇所を共有節点で剛結合とし，その
他の接触面は接触境界条件（摩擦係数：0.1）とした。
このFEモデルに対し，各流路の内面に所定の圧力を与
えて計算を実施した。
　また，各流路内を昇圧した際に変形が大きいと推定さ
れるケーシングの代表部位 8 箇所を本シミュレーション
結果に基づいて抽出し，ケーシング外表面の当該部位付
近に貼付した 3 軸ひずみゲージによって最大主ひずみを
計測した（図 3 ）。
1. 2　ひずみ計測結果とFEシミュレーション結果の考察
　耐圧試験時のひずみ計測と弾性FEシミュレーション
結果を図 4 に示す。ここで，プロットが実験結果，実線
が弾性FEシミュレーション結果であり，（a）は水冷ジ
ャケット内のみを昇圧した場合，（b）はガス流路内の
みを昇圧した場合の結果である。水冷ジャケット内のみ
を昇圧した場合（図 4（a）），実測値と計算結果はほぼ
一致しており，5 MPaまで昇圧してもケーシングの変
形はほぼ弾性範囲内にあることが確認できる。いっぽ
う，ガス流路内のみを昇圧した場合（図 4（b）），部位
によっては内圧が 3 ～ 4 MPaを超えたあたりからひず
みが非線形的に上昇しており，塑性変形が発生している
ことがわかる。その後，8.5MPaから 9 MPaに昇圧して
いる最中にケーシング側面腹部にき裂が発生（図 5 ）し
て破壊に至った。
　この破断面をSEMにより観察した結果（図 6 ），へき
開破面が確認されたことから脆性（ぜいせい）破壊した
ことがわかる。なお，き裂部全体にわたって同様の調査
を実施したところ，ひけ巣などの鋳造欠陥はなく，適切
に鋳造されたものであることも確認した。
　以上の結果から，ねずみ鋳鉄のように脆性破壊する材
料であっても，破壊に至るまでの過程では塑性変形が生
じていることが明らかとなった。このため，数値シミュ
レーションによる強度解析を行う際は，応力－ひずみ関

図 2  FEモデル
Fig. 2  FE model

表 1  弾性FEシミュレーションで用いた機械的特性
Table 1  Mechanical properties of each part used in elastic FE 

simulation

図 3  耐圧試験時のひずみ計測点
Fig. 3  Measurement points of strain for pressure test

図 4  ひずみ計測とFEシミュレーションの結果
Fig. 4  Results of strain measurement and FE simulations

図 6  SEMによる破面観察結果
Fig. 6  SEM observation of fracture surface

図 5  き裂発生位置
Fig. 5  Crack occurring position
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係の非線形性も考慮することが必要であるといえる。

2 ．ねずみ鋳鉄の機械的特性

2. 1　ねずみ鋳鉄の材料試験評価
　ケーシング素材として本稿が対象としている材料はね
ずみ鋳鉄FC250である。この材料に要求される機械的特
性は，JIS規格上では「別鋳込みで製作された径30mm
長さ200mm以上の丸棒供試材に対して，引張強度が
250MPa以上かつ硬度がHB241以下」とされている 1 ）。
いっぽうねずみ鋳鉄は，同一の溶湯によって鋳造した場
合でも厚肉部ほど強度が低下する「肉厚感受性」が高い
とされている。すなわち，実際の鋳物部品のほとんどに
おいて実体強度が規格値に対して小さくなる傾向にあ
る 2 ）。これは，上記の強度評価用の供試材が別鋳込みで
あることに加えてサイズ（肉厚）が実部品より小さく，
鋳造中の凝固速度や冷却速度の違いが影響して得られる
材料組織が異なることに起因する。そのため，一般の機
械鋳物部品の場合には規格上の強度に対して70～80%を
目安に設計するとされている 2 ）。しかしながら，肉厚変
化が大きい複雑形状の部品では，溶湯成分や鋳造方案に
よっては同じ部品内でも内部組織と機械的特性に大きな
ばらつきが生じる場合もある 3 ）。
　そこで，耐圧試験後のケーシングを用い，肉厚のある
フランジ部から試験片を 2 本採取し，引張試験，硬度測
定，およびミクロ組織観察を実施した。なお，試験片形
状はJIS8B号に準拠したものとし，クロスヘッド変位速
度 5 mm/分で，非接触式伸び計およびひずみゲージに
よるひずみ計測を実施した。その後，試験片のつかみ部
からサンプルを採取してブリネル硬度を測定し，あわせ
てナイタール腐食後のミクロ組織を光学顕微鏡により観
察した。
　いっぽう，耐圧試験でき裂が発生したケーシング側面
腹部については，引張試験用の試験片を採取するのが困

難であった。このため，硬度測定とミクロ組織観察のみ
を行い，ケーシング部位による組織と機械的特性の変化
状況を調査した。
　フランジ部から採取した試験片での引張試験，硬度測
定，ミクロ組織観察の結果をそれぞれ図 7 ，図 8 およ
び表 2 に示す。引張強度は別鋳込み供試材と比べて20～
25%低い（200MPa弱）ことが確認できる。また，ひず
みが0.04%程度の低ひずみ域から非線形（塑性）挙動を
示しており，ねずみ鋳鉄の場合には耐力の定義に注意が
必要である。さらに，ねずみ鋳鉄のミクロ組織は一般に
フェライト，パーライトおよび片状黒鉛の 3 相で構成さ
れるが，フランジ部の母相はほぼフルパーライト組織と
なっており，硬度はHB140程度であった。
　いっぽう，き裂が発生した部位近傍 2 箇所の硬度測定
と組織観察を実施した結果をそれぞれ表 3 および図 9
に示す。同部位ではフランジ部に比べて軟質で延性に富
むフェライト相が多いことが確認でき，変形能（伸び）
にも違いが現れていると考えられる。また，硬度は

図 7  フランジ部から採取した試験片による応力－ひずみ曲線
Fig. 7  Stress-strain curves of specimens obtained from flange

図 9  き裂部付近のミクロ組織観察結果
Fig. 9  Microstructure of crack neighborhood

図 8  フランジ部から採取した試験片のミクロ組織観察結果
Fig. 8  Optical micrographs of specimens obtained from flange

表 2  フランジ部から採取した試験片の機械的特性，組織分率（面積率）
Table 2  Mechanical properties and fraction of each phase of 

specimens obtained from flange

表 3  き裂部付近の硬度と組織分率
Table 3  Hardness and phase fraction of crack neighborhood
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HB100程度まで下がっていることが明らかとなった。一
般に，ねずみ鋳鉄の硬度と引張強度はほぼ比例関係にあ
るとされている 4 ）ことから，同部位での引張強度はフ
ランジ部に比べてさらに低いものと推察される。
　以上より，ケーシングの材料選定や強度設計を行う際
には，規格上の強度に対して実体強度が低減する点，お
よび同じ部品内で生じる組織や強度特性のばらつき範囲
を把握することが重要であることがわかった。そこで，
上記のばらつき範囲を調査するべく，次節に示す材料試
験評価を追加で実施した。
2. 2 別鋳込み試験片による材料試験評価
　ケーシングの材質と同様のねずみ鋳鉄JIS－FC250の
別鋳込み供試材に対し，熱処理を施すことで内部組織分
率を模擬的に変化させた試料を別途作製した。熱処理条
件は，600℃あるいは680℃で 4 時間保持後に炉冷とし
た。各試料から前節と同様の引張試験片を採取し，機械
的特性と組織分率を調査した。
　組織分率と硬度の関係について整理した結果を図10
に示す。フェライト量の増大（パーライト量の低下）と
ともに硬度が低下するいっぽうで，黒鉛相の分率はほぼ
一定であることから，母相の組織状態で硬度が決定され
ると考えられる。つぎに，引張試験から得られた各硬度
値でのYoung率，引張強度および伸びについて整理し
た結果を図11に示す。ヤング率は素材硬度との明確な
相関はないと推定され，おおよそ90～110GPaの範囲で
推移していた。
　いっぽう，引張強度と伸びは硬度との相関があり，硬
度の低下に伴って強度は低下し，伸びは増加する傾向が
得られた。今回の実験結果でも，硬度と引張強度はほぼ
比例関係にあり，その推定式は次式のようになった。

　　σB＝1.27HB＋20.8 ………………………………（ 1 ）
ここに，
　　σB：引張強度（MPa）　　HB：ブリネル硬度
ただし，文献 5 ）によってはねずみ鋳鉄の鋳放し材での
試験結果を対象に
　　σB＝1.67HB－80 …………………………………（ 2 ）
と同定している結果もある。したがって，硬度と引張強
度の関係式は一意的には決まらず，溶湯成分や鋳造条件
によって変化すると考えられる。
　式（ 1 ）を推定式として用いた場合，前節で調査でき
なかった耐圧試験でのき裂発生部位付近では硬度が
HB100程度であったことから，引張強度は150MPa程度
であり，実体試験片を採取したフランジ部に比べても約
25%低い強度であったと推定される。
3.  材料試験データを用いた弾塑性FEシミュレーション
　前章の材料試験結果から推定された実体強度のデータ
を用いた弾塑性FEシミュレーションにより，1 章で示
した耐圧試験と同じ条件でケーシングのひずみ解析を実
施した。ここで，鋳物素材の応力－ひずみ関係は，フラ
ンジ部から採取した試験片での引張試験データ（Case1，
図 7（a）に対応）に加え，き裂発生部付近に対して推
定されたように強度が25%程度低下することを想定した
データ（Case2）の 2 条件（図12）での弾塑性FEシミ
ュレーションを実施した。盲板と治具は弾性体と仮定し
てその機械的特性は表 1 の値を使用し，境界条件も1.1
節と同様の条件とした。また荷重条件は，ガス流路内に
作用する内圧のみとした。
　顕著な塑性挙動を示す測定点⑤～⑧を対象に，図12の
応力－ひずみ関係を用いて実施した弾塑性FEシミュレ
ーション結果と，最大主ひずみの実測値（図 4（b））と

図10  組織分率と硬度の関係
Fig.10  Relationship between phase fraction and hardness

図12  弾塑性シミュレーションに用いた応力－ひずみ関係
Fig.12  Stress-strain curves used in elasto-plastic simulation

図11  硬度と引張強度特性の関係
Fig.11  Relationship between tensile properties and hardness
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の比較を図13に示す。応力－ひずみ関係の非線形性を
考慮したことにより，シミュレーション結果が実測値に
大きく近づくことが確認された。測定点⑤～⑦について
は，Case1とCase2の結果の間にひずみの実測値がある
のに対し，測定点⑧では低強度素材を仮定したCase2の
結果を超える変形が生じていることがわかる。今回のシ
ミュレーションでは，ケーシングの全領域に対して同一
の応力－ひずみ関係を与えたが，予測精度を向上させる
には各部位で得られる組織状態や硬度分布に応じた応力
－ひずみ関係や強度のばらつきも同時に考慮する必要が
あると考えられる。この点については今後の課題である。
　Case1の応力－ひずみ関係を与え，ガス流路内に
8.5MPaの内圧を付与した条件のシミュレーションで得
られたMises応力分布の予測結果を図14に示す。この結
果と耐圧試験での破壊の様子（図 5 ）を比較すると，き
裂発生部位と高応力部位が一致していることが確認でき
る。今回のき裂発生部位は，ケーシングの内側において
高い引張応力が作用する形状となっており，き裂は内側
から発生したと推定される。つまり，今回のシミュレー
ションモデルであっても，実体のねずみ鋳鉄鋳物で耐圧

試験を実施する前に破壊リスクが高い部位をある程度定
量的に予測し，形状設計にフィードバックすることが可
能となった。いっぽう，ケーシングが破壊に至る際の内
圧値や破壊部位を精度良く予測するうえでは，上述した
計算モデルの改良に加えて，シミュレーション上での鋳
鉄材料の破壊基準についても検討する必要がある。とく
にねずみ鋳鉄材料のように，塑性変形も考慮したうえで
伸びが 1 %前後の低ひずみ域で破断するような材料は，
引張強度と発生応力の比較に基づく判定のみでは破壊予
測に限界がある。すなわち，材料の伸びに対する発生ひ
ずみ状況も考慮に入れる必要があると考えられ，この点
についても引き続き検討する予定である。

むすび＝オイルフリースクリュ圧縮機のねずみ鋳鉄製本
体ケーシングを対象に耐圧試験，材料試験評価および数
値シミュレーションを実施し，以下の結論を得た。
　 1 ）ねずみ鋳鉄のように巨視的に脆性破壊する材料で

あっても，その過程では塑性変形が生じている。
このため，数値シミュレーションによる部品の強
度予測を行ううえでは応力－ひずみ関係の非線形
性を考慮する必要がある。

　 2 ）実際のねずみ鋳鉄部品の材料選定や強度設計を行
う際には，規格上の強度に対して鋳物素材の実体
強度が異なること，および部品内の部位によって
材料組織が異なることによる局所的な強度のばら
つきも加味することが重要である。

　今回抽出された課題に基づき，引き続き当社機械製品
に使用するねずみ鋳鉄部品の強度設計に活用する数値解
析モデルの高度化に取り組んでいく。
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図14  Mises応力分布
Fig.14  Mises stress distribution

図13  ひずみ計測と弾塑性FEシミュレーション結果の比較
Fig.13  Comparison between measured strains and results of elasto-plastic FE simulations


