
概要

疲労は、金属の予期しない破損の最も一般的な原因となり、別の材料でも発生する可能性があります。
SolidWorks® ソフトウェアは、疲労関連の問題を事前に予測して解決するための、迅速で信頼性が高く、コス
ト効果の高い方法を提供します。
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はじめに
1954 年、世界初の商用ジェット旅客機のデ・ハビランド コメットで 2 件の事故が発生
し、「金属疲労」という言葉が新聞の見出しを占め、長期にわたって人々の関心を集
めました。加圧客室を備えた最初の機体であるこの旅客機には、正方形の窓が設置
されていました。加圧状態と繰り返されるフライトの荷重が重なったことで、窓のコー
ナー部分に亀裂が発生し、時間の経過とともに拡大して、最終的に飛行中に客室が
バラバラになる惨事を引き起こしました。1 68 人の犠牲者を出したこのコメット機の悲
劇がきっかけとなり、エンジニアたちは安全で強固な設計に取り組むようになりました。

会社の効率改善の動きとともに、疲労解析の重要性は次第に高まりました。最終的に、
材料の節約は資金の節約につながります。ウォーターボトルの厚みをわずかに薄くする
と、大量生産効果で材料費を大幅に節約できます。しかし、機械的な疲労を防ぐこ
とはさらに重要です。

この複雑な問題をすばやく解決できるツールがあります。SolidWorks Simulation は、
疲労関連の問題を予測して解決するための、迅速で信頼性が高く、コスト効果の高
い方法を提供します。

疲労とは
設計者は、最も重要な安全性を確保するために、構成部品、アセンブリ、製品の全
体的な強度を高めようとします。このため、想定最大荷重に耐える設計を施した上で、
保険として安全係数を高めます。しかし、実際の環境では、設計に一定の荷重がか
かることはまれです。設計はさまざまな荷重を受ける場面の方が多く、こうした荷重の
変化を何度も受けることで、時間とともに破損が発生します。

疲労は「1回の適用では破壊を生じるレベルに至らないが、さまざまな荷重の組み合
わせやそれらの繰り返しにより生じる破壊」として定義されます。疲労は金属を破壊さ
せる最も一般的な原因となり、別の材料でも発生する可能性があります。2 疲労は次
の 3 段階で進行します。

1. 亀裂発生

2. 亀裂伝搬

3. 最終的な破壊

疲労の第 1 段階は、局部的な可塑性応力による亀裂です。こうした応力は、構成部
品の表面に応力が集中することで発生したり、表面または表面のすぐ下に最初から存
在していた破損が原因で発生します。

こうした破損を CAD でモデル化するのは困難であり、ほとんど不可能です。材料のバ
ラツキの方がはるかに想定しやすい要素と言えます。SolidWorks Simulation は、応
力が集中する部分を予測し、設計エンジニアが疲労発生までの耐久期間を予測でき
るように支援します。本書では、構成部品の合計疲労寿命を予測し、第 1 段階の亀
裂の発生を防ぐ方法について主に説明します。残りの 2 つの段階については、詳しく
述べません。3 

スキューバタンクは、適切に設計しないと疲労が発生しやすい装置の一例です。ダイ
バーは、金属製のタンクが過負荷状態になって問題を引き起こすような深さには頻繁
に潜りません。しかし、タンクはその寿命を通じて多くの応力サイクルにさらされ、その
ほとんどは加圧酸素の注入時に発生します。以下の図 1 に示すスキューバタンクを見
ながら、次の説明に進みます。

疲労は「1回の適用では破壊を生じるレベ
ルに至らないが、さまざまな荷重の組み合

わせやそれらの繰り返しにより生じる破壊」

として定義されます。
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図 1. 疲労調査に使用するスキューバタンク。

亀裂の成長
2 つの物理的なメカニズムが、疲労亀裂の成長プロセスを促進します。荷重サイクルを
繰り返し、材料粒子のマイクロ構造のスリップ面が前後に動くことで、構成部品の表面
に小さな突起や緩衝物が発生します。これらの高さは 1 ～ 10 ミクロンで、小さすぎて
肉眼では見えませんが、亀裂の初期段階 (第 1 段階 ) と見なされます。

第 1 段階の亀裂が粒界に達すると、隣接する粒子に機械的に伝搬します。第 1 段階の
亀裂は、荷重の方向に対して 45° の最大せん断方向に成長します。

粒子約 3 個分のサイズまで成長すると、幾何学的な応力集中が形成されるため、亀
裂の挙動が変化します (第 1I 段階 )。第 1I 段階になると、亀裂の先端が引張弾塑性
ゾーンになり、これ以降の亀裂は適用される荷重の方向に対して垂直に成長します。

疲労、初期兆候、伝播に関する構成部品の応力レベルを考慮すると、von Mises 応力
レベルは亀裂の初期段階予測に適していますが、最大主応力が亀裂を増殖させます。

成長する亀裂が構成部品の局部的な断面エリアを減少させ、構成部品が破損します。
破損が生じた構成部品を点検する際は、疲労による破損の外見的な特徴を確認し、初
期段階、亀裂前縁の成長段階、最終的な過荷重による破損部分を形成しているか判
断します。
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疲労の解析方法
亀裂が発生してから構成部品を破損させるまでの時間を左右する主要因として、構成
部品の材料と応力場という 2 つの要素があります。疲労寿命の計算方法には、応力
寿命 (SN)、ひずみ寿命 (EN)、線形等方性破損力学 (LEFM) の 3 種類があります。

1. SN メソッド : 応力寿命アプローチでは、破損に関する標準材料テストに基づ
いて構成部品の疲労寿命を予測します。この場合、全体的な疲労寿命に
基づく結果が生成されるため、プロセスは 3 つの段階に分割されません。
応力寿命アプローチは、変化する弾性応力の計算に基づいています。つまり、
低サイクル疲労 (10,000 荷重サイクルでの破損 ) には適用できません。しか
し、ほとんどの産業用途に当てはまる高サイクル疲労では、非常に正確な
結果が得られ、このメソッドを使用してテストされた膨大な量の材料データ
が公開されています。

2. EN メソッド : ひずみ寿命手法は、塑性応力の計算に対応しています。この
ため、亀裂の予測と全体的な寿命計算の両方に使用できます。また、プラ
スチックの疲労研究用に低サイクル疲労にも適用できます。ただし、このメ
ソッドに基づく材料データは限られています。

3. LEFM メソッド : 線形等方性破損力学は、亀裂の成長率を計算するために
使用します。この場合、亀裂が既に存在することが前提となり、亀裂先端
の応力密度に応じた亀裂の成長を予測します。

SolidWorks Simulation は、疲労しないことを最優先する設計の支援を目的としていま
す。応力が低く (弾性 )、数十万サイクル以上に及ぶ場合は、応力寿命とひずみ寿命
の両方のアプローチで非常に正確な結果が得られます。しかし、この特定の目標では、
低サイクル疲労における EN メソッドのさらなる精度が問題になります。SolidWorks 
Simulation は、高サイクル疲労の可能性のみを重視しています。

EN メソッドを凌駕する SN メソッドの大きなメリットは、豊富なデータを利用できること
です。応力寿命に関する材料実験は、ひずみ寿命に関する実験よりはるかに多く行わ
れています。このため、SolidWorks Simulation は、EN アプローチではなく SN アプロー
チを採用しています。

実際に、SN メソッドの主入力データとなる S-N 曲線は、疲労解析で効果を発揮した
最初のアプローチでした。このグラフは、19 世紀に初めて体系的な疲労検証を設定し
て実施した August Wöhler によって確立されたものです。一般的な実験環境のテスト
で、回転曲げ、片持ち曲げ、軸方向の押し引き、ねじりなど、循環的な荷重を適用
しました。この実験結果から、荷重サイクル数を破損数 (N) と適用応力 (S) と対比し
たデータを生成し、これが「S-N 曲線」の由来になっています。現在、科学者やエン
ジニアは、S-N 曲線を生成して各応力と破損に至るサイクル数の関係を解析していま
す。エンジニアは、これらの曲線から、任意の材料が特定のサイクル数だけ耐えられ
る応力レベルを導き出すことができます。

SolidWorks Simulation は、疲労しないことを
最優先する設計の支援を目的としています。
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以下の図 2 は、疑似炭素鋼の S-N 曲線です。

図 2. S-N 曲線の例 

あらゆる S-N 曲線は、いくつかの重要なパラメータと分布に分けることができます。まず、
耐久限度の有無を確認します。つまり、サイクル数にかかわらず、材料を破損させな
い応力レベルがあるか確認します。鉄の場合は、この耐久限度が存在しますが、その
他の多くの材料には耐久限度が存在しません。図 2 の耐久限度を見てください。106 
サイクル付近から始まる横線が耐久限度で、Se というラベルが付いています。

もう 1 つの特徴は、高サイクル疲労と低サイクル疲労の違いです。高サイクル疲労は、
グラフの左に向かって徐々に下降しているラインが急激に落ち込むときが始点になりま
す。これは材料によって若干異なりますが、一般には 10,000 サイクルが代表的な移
行値と見なされています。設計者やエンジニアは、次の解析に備えて高サイクル疲労
と低サイクル疲労の間で優先順位を設定する必要があります。
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S-N 曲線は、さまざまな応力に対する材料の耐性に関して、有益な情報を提供します。
しかし、以下の図 3 に示すように、異なる荷重シナリオを考慮することはできません。

図 3. 交番応力、正の平均応力、および不均一な応力分布

図 3 の青い曲線は交番応力シナリオとして分類されます。応力はゼロ応力を中心に正
と負の間を等しく循環しています。S-N 曲線は、このような荷重シーケンスを想定して
作成されます。

しかし、その他のシーケンスも一般的です。多くの装置は黄色い曲線のように全体を
通して引張を受けた状態で動作します。あるいは、赤い曲線のように不均一で、交番
応力とはほど遠いものになります。これらの複雑な荷重シナリオでは、平均応力が重
要なパラメータになります。研究によると、ゼロ以外の平均応力が疲労寿命に対して
著しい影響を与えることが分かっています。つまり、亀裂伝搬は引張荷重がかかってい
る状態でのみ発生します。このため、サイクル全体で圧縮ではなく引張荷重がかかっ
ている場合は、装置の亀裂がより早い段階で発生することになります。したがって、平
均応力が高ければ、より多くの損傷が装置で発生することになります。
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現在では、図 4 のように、平均応力を調整するための 3 つの一般的なメソッドが確立
されています。

図 4. 従来の平均値補正手法の基準となる Gerber、Goodman、Soderberg 線

Gerber、Goodman、Soderberg メソッドは、図 4 に同じ名称で記載されている平均補
正線に従って予想される破損を示します。Gerber メソッドは、耐久限度 (Se) と最大抗
張力 (Sut) に関連する二次非保存アプローチで、一般に延性材料に適合します。
Goodman アプローチは、同じパラメータ間の保守的な線形関係に依存します。
Soderberg 線は、すべての関係の中で最も保守的で、Se を極限引張強度 (Syt) と関
連付けます。交番応力と平均応力 (それぞれ Sa および Sm で示されます ) の交差部
分を見ることで、異なる標準線に沿った破損の可能性で一定の見解が得られます。

この 3 つのメソッドは、関連するすべての S-N 曲線が完全な反転荷重に基づいている
場合のみ適用されます。さらに、これらの補正は、適用された疲労荷重サイクルの平
均応力が応力範囲と比較して大きくなる場合に多大な効果を発揮します。テストでは、
一般的な疲労性破壊が Goodman 線と Gerber 線の間の領域内で発生することが確認
されました。このため、設計で余裕を見るには、上限として 2 つのメソッドのより保守
的な線を使用することが最も現実的です。
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通常は、疲労を静解析した後で、マイナー則と「レインフロー カウント」という従来の 
2 つの分析フォームで解析します。マイナー則は、物体が N サイクルの S 応力レベルに
耐えられる場合に、サイクルごとに物体の疲労寿命が 1/N という割合で少しずつ減少す
ることを想定しています。たとえば、鉄の棒に 200 MPa の応力を 90,000 サイクル適用
したときに破損した場合は、サイクルごとに寿命が 1/90,000 ずつ減少したことになりま
す (この法則では、平均重量を取ることで複数の荷重を考慮することもできます。必
要な変更はごくわずかです )。マイナー則には 2 つの大きな制限があります。まず、疲
労の初期兆候の可能性を考慮しません。さらに、応力の到達順序も一切考慮しません。
しかし、結果は一般にテストと一致するため、標準的な解析フォームとして使用されます。

ほとんどの構成部品は、実際の状況下では、振幅と平均応力の両面でさまざまな荷
重履歴を重ねています。このため、より一般的かつ現実に即したアプローチでは、可変
振幅荷重を考慮します。この場合、応力は時間とともに繰り返し適用されますが、振
幅も変化しているため、荷重「ブロック」に分割することが可能になります。レインフロー 
カウントは、マイナー則計算の一部として、応力とその応力が発生する頻度を判断する
ために使用します。図 5 に レインフロー カウントの例を示します。

図 5. レインフロー カウントの例 ソフトウェアは塗りつぶされた領域 (左 ) で始まり、最初の繰り返

しの後にその断面を 1 つずつ残していく (右 ) ことで、グラフを「分割」していきます。

応力範囲とその関連する平均応力は、グラフで示されている荷重履歴から判断されま
す。荷重履歴は「雨水で満たされ」ます。応力範囲と平均を特定したら、「雨水」は
最も低い位置から排出されます。残りの部分の範囲と平均に「雨水」が溜まり、値が
明らかになります。結果から、マイナー則を適用して、疲労寿命を計算できます。

図 5 を引張応力の組み合わせを示す S-N 曲線の断面と考えてみましょう。図 5 のよう
に、グラフの最下部がゼロラインになります。左の最も高い点からスタートしたグラフは
「漏れている」状態です。屋根の部分に当たるギザギザの線が横向きになると、雨は
排出されて右に移ります。つまり、図のように落ちていくことになります。図 5 の右の部
分は、最初の繰り返しの後にそのまま残ります。このセクションでは、範囲と平均がマ
イナー則で考慮されます。各部の影響は重なり合った部分で統合されます。5 
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ほとんどの物体において、同じ荷重がかかるケースはまれです。たとえば、一般的なス
キューバタンクには、異なる圧力が異なる回数や期間で適用されます。レインフロー カウン
トは製品寿命における平均応力をグラフィカルに算出する方法であり、マイナー則はこう
した応力と組み合わせることができます。

SolidWorks Simulation は、疲労を SN アプローチで解析するための優れたツールを提供
します。入力は線形弾性応力場で構成されるため、アナリストは複数の荷重ケースで想
定される相互作用を考慮することができます。典型的なアプローチである最悪のケース
荷重環境を計算する場合は、寿命プロット、損傷プロット、安全率プロットなど、複数
の異なる疲労計算結果が得られます。さらに、SolidWorks Simulation は、Rainflow 
Matrix 図とともに、小さい交番主応力を大きい交番主応力で割った比率を示す両軸イン
ジケータプロットも提供します。後者は 3D ヒストグラムで表示され、X 軸と Y 軸は交番
応力と平均応力を表します。Z 軸は各ビンで測定されたサイクル数を示します。

単純な荷重シナリオ
スキューバタンクの安全性の判断には、複数の要素が用いられます。操作圧力、破壊
圧力、タンクの想定寿命など、さまざまな安全要素が考えられます。疲労解析の基本
となるのは、内圧による弾性応力場を計算するための静解析です。設計者にまず求めら
れるのは、安全のための応力係数が必要とされる最小値を上回るようにすることです。
設計段階で強度テストに合格したら、疲労点検プロットを使って材料で疲労破壊の危険
がある部分を明らかにします。

圧力シミュレーションの結果を以下に示します。安全係数では 1.5 の最小値が報告され
ていますが、通常はこれでは低すぎます。タンクの材料はこの値をまったく超えていません。
この疲労点検プロットでは、疲労の最小安全係数を 4 に指定しています。図 6 の赤い
部分は、応力が図 4 の安全ゾーンから外れている部分を示しています。このプロットの
値は、より深い疲労解析を実施するためのスタート地点になります。タンク全体をやみく
もに解析するよりも、想定されるホットスポットを重点的に解析した方が、時間とリソースを
より生産的に活用できます。

図 6. スキューバタンクの圧力シミュレーションの結果。材料の安全係数 (左 ) と疲労

点検プロット (右 )。

レインフロー カウントは製品寿命における平
均応力をグラフィカルに算出する方法であり、

マイナー則はこうした応力と組み合わせること

ができます。
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圧力テストシミュレーションの結果から、完全な疲労解析を行う必要があると判断でき
ます。完全疲労解析では、安全疲労係数プロットだけでなく、損傷プロットと合計寿命
プロットも得られます。損傷プロットは、適用された荷重サイクルによって材料の疲労
寿命がどの程度失われるかを示します。損傷率が 100 を超えた場合は、材料に部分
的な亀裂が入ると判断できます。合計寿命プロットは、材料の任意の部分を完全に疲
労させるために必要な荷重サイクル数を示します。この場合、スキューバタンクは、疲
労が顕在化するまでに最大 149,000 回充填できると判断できます。この値は上限と見
なすべきであり、安全疲労係数では充填回数を 100,000 回未満まで下げる必要があり
ます。

図 7. スキューバタンクの圧力シミュレーションの結果。損傷率 (左 ) と合計寿命プロット (右 )。

高度な荷重シナリオ
実際の多くのシナリオでは、スキューバタンクのケーススタディでは想定できない複雑な
力がかかります。実稼働環境の多くの装置の疲労を解析するときは、異なる種類の荷
重を組み合わせることが重要です。たとえば、荷重は「静荷重」と「動荷重」に分類
できます。静荷重は一定です。たとえば、退役した列車は線路に乗っているだけなので、
列車の重量が静荷重として線路にかかります。一方、動荷重は、走行中の列車が線
路の上を通り過ぎるときにかかる荷重のように、時間とともに変化します。

SolidWorks Simulation は、同時にかかる荷重を検証するために必要なツールを提供し
ますが、荷重シーケンスはある程度「ブラックボックス」のままです。ここでは、ケーブ
ル カーと風力タービンという 2 つのケーススタディを取り上げて、独自のシチュエーション
における疲労解析の役割を紹介します。

SolidWorks Simulation は、同時にかかる
荷重を検証するために必要なツールを提供

します。
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ケーブル カー
ケーブル カーのフレーム疲労の可能性を判断するケースを考えます。車両はレール上を
繰り返し走行します。フレームには、風、線路上の往復、乗客による荷重がかかると想
定されます。このケーススタディでは、SolidWorks Simulation で解析できる荷重セット
について説明します。

図 8. 線路上のケーブル カー。フレームにかかる荷重の組み合わせを疲労解析用に

統合します。

これらの荷重は、実際には同時に発生します。乗客はケーブル カーのフレーム内に立ち、
風が吹き、車両は線路に沿って往復します。しかし、荷重は分類可能です。それぞれ
の力は、シミュレーションソフトウェア内で個別の「イベント」として扱うことができます。
各ノードにおける荷重を合計し、その合計荷重を必要な時間だけ繰り返すことができま
す。ケーブル カーのフレームにかかる応力と応力レベルが発生するサイクル数を把握す
ることで、ソフトウェアはマイナー則によって構造の寿命を予測します。SolidWorks 
Simulation は、結合された同時荷重シナリオで非常に効果的に動作するため、手作業
での計算や機械的なテストに比べて時間を大幅に節約できます。

SolidWorks Simulation は、結合された同
時荷重シナリオで非常に効果的に動作し、

手作業での計算や機械的なテストに比べて

時間を大幅に節約できます。
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風力タービン
次に、設計者が風力タービン設計の疲労の可能性を解析するケースを考えます。彼は、
始動時、停止時、通常動作時に構造体にかかる 10 分間のサンプル荷重を記録し、
20 年以上の実働環境で構造体が 10,000 回分の始動と停止に耐えるかどうかを確認
しようとしています。このシナリオは、SolidWorks Simulation では解析できないケース
です。

1 つ目の問題は、時間の長さです。数分単位あるいは数時間単位で応力を記録しても、
数年にわたる稼働環境の結果を生成することは困難です。ケーブル カーでは、風は小
さな要素に過ぎないので、一定の風を想定するだけで十分でした。しかし、風力タービン
では、風は大きな要素の 1 つになります。ランダムに変化する風のパターンを想定する
ことが求められるため、一定の振幅では予測に不十分です。台風並みの強風が吹く
日もあれば、翌日には無風状態になることもあり、そのパターンも無秩序です。

ソフトウェアにとっては、効果的に解析できない、根本的に異なるケースです。
SolidWorks Simulation は、ケーブル カーのケースで説明したように、すぐに組み合わ
せることができる「イベント」を定義します。しかし、連続して並んでいる異なるイベン
トをグループ化することはできません。さらに、構造におけるイベントの順序を一切考
慮しないというマイナー則の制限があります。マイナー則はランダムに繰り返されるサイ
クルでのみ効果を発揮します。

現在使用されている最適な予測方法は、これらのイベントの解析と調査を並行して行
うことです。時間の経過とともに変化する各ノードの応力列を大きなスプレッドシートに
配置します。次に、これらの応力を手作業で組み合わせて、マイナー則で統合する必
要があります。しかし、この作業には膨大な -時間がかかり、ミスも起こりやすくなりま
す。このため、この種の疲労研究は解決できないまま事実上棚上げになっています。

結論
材料の節約とデザイン寿命の維持の間で最適なバランスを取ることが重視されるよう
になっています。機械設計における疲労研究へのモチベーションは、こうしたニーズの
増加とともに高まっています。SolidWorks Simulation は、疲労を考慮するために多く
のさまざまなツールを提供しますが、最も重視していることは時間の節約です。こうし
た計算の多くは手作業でも行えますが、計算ミスの可能性や膨大な作業時間は 
SolidWorks Simulation に大きく劣る点です。さらに、実験室でのテストは完全に正確
なデータを得るための唯一の方法ですが、これらのテストに関連するコストや時間は莫
大な規模になります。SolidWorks が提供する解析ツールは、より良い製品を設計する
ための地道な活動を支援します。

より詳細な情報とヘルプについては、SolidWorks 社の Web サイト  
www.solidworks.co.jp をご覧ください。
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