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NIMSデータシートの発行について 

平成27 年4 月8日 
国立研究開発法人 物質・材料研究機構 

概要： 
独立行政法人＊

 

 物質・材料研究機構（理事長：潮田資勝、以下NIMS）は、以下の4冊のデー

タシートを平成27年3月31日付けで発行しました。（＊発効日3月31日での名称となります） 

(1) クリープデータシートNo.50を11年ぶりに更新！世界最長の破断時間データを初掲載 
シート名：『NIMS CREEP DATA SHEET No.50A 
クリープデータシート最終版発行後に取得した長時間クリープ破断データ』 
 
NIMSでは、高温に加熱された金属材料に荷重をかけて、変形量や破断までの時間を測定する

「クリープ試験1)」を 68 種類の材料で行っています。試験は長期にわたり、各材料についてデ

ータをまとめた最終版発行時にも、破断せずに試験が継続中の材料がありました。そのような

30種類の材料について、最終版発行後のデータをまとめたものが平成16年に初版2)

 

を発行した

データシートNo.50です。その後さらに試験を継続し、この11年間で破断したデータを追加し

た最新版が今回の「No.50A」です。追加されたデータのうち、最長破断時間は約 40 年（破断

時間として世界最長）、含まれるデータの合計試験時間は約3,378年になります。 

 (2) アルミニウム合金の疲労データシートを追加 
シート名：『NIMS FATIGUE DATA SHEET No.119 
アルミニウム合金板A5083P-O(Al-4.5Mg-0.6Mn)のギガサイクル疲労特性データシート』 
 
輸送機器等に用いられるアルミニウム合金では、小さな負荷が繰り返し（1千万サイクル以上）

かかることで起こる疲労3)（ギガサイクル4)

 

疲労）が問題になっています。今回、3 種類の試験

機を用いて、アルミニウム合金A5083の100億サイクルまでのギガサイクル疲労特性を明らか

にしました。 

 (3) 宇宙関連材料強度データシートを2種類追加 
  （国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（理事長：奥村 直樹、以下JAXA）と連携） 
シート名：『NIMS SPACE USE MATERIALS STRENGTH DATA SHEET No.23 

Ti-6Al-4V ELI 合金（φ300mm鍛造材）の極低温破壊靭性および高サイクル疲労特性データシート』 
シート名：『NIMS SPACE USE MATERIALS STRENGTH DATA SHEET No.24 
アロイ718（1338 K 溶体化処理）母材、溶接継手の破壊靭性および高サイクル疲労特性データシート』 
 
新型基幹ロケットのエンジンに使用予定であるTi-6Al-4V ELI 合金と、H2AおよびH2Bロケ

ットのエンジンに使用されているNi系耐熱合金アロイ 718 板材について、それぞれの高サイク

ル疲労特性データシートを発行しました。 
 
 既刊のデータシートは各適用領域において、強度設計や材料選択の基準となる参照データとして

多くの成果をあげてきており、上記のデータシートも広く活用されることが期待されます。 
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発行内容 
(1) クリープデータシート No.50A 

NIMS CREEP DATA SHEET No.50Aは、クリープデータシート最終版発行後に取得

した長時間クリープ破断データのクリープデータシートで、平成16年に発行したNo.50を、

今回改訂A版として発行するものです。 
このクリープデータシートNo.50Aには、既に最終版として発行したクリープデータシ

ートのうち、各データシート最終版の発行時にクリープ試験が継続中で、最終版発行後に

破断した長時間クリープ破断データが記載されています。全データ数は199本で、今回の

改訂で53本のデータが新たに追加されています。その中で破断時間が10万時間（約11年5
ヶ月に相当）以上のデータが155本、最長破断時間は350,771.8時間（約40年に相当）であ

り、その合計試験時間は約3,378年です。最終版発行後に取得したデータは、応力－破断

時間線図の中に、既に発行されたデータとともに黒印で記載されています。 
 

(2) 疲労データシート No.119 
今回発行した疲労データシートNo.119は、アルミニウム合金A5083に関して、電磁共振

式疲労試験機5) （100Hz）、回転曲げ疲労試験機6)（100Hz）、超音波疲労試験機7)（20kHz）
により取得した1010

輸送機器等の多くの機械に用いられるアルミニウム合金では、10

（100億）サイクルまでのギガサイクル疲労特性を明らかにしていま

す。 
7（1千万）サイクルを

越える超高サイクル域での疲労破壊が問題となります。そのため、このような機械の設計

や保守管理には1010（100億）サイクルまでのギガサイクル疲労特性デ一タの整備を進め

ることが重要です。本データシートではその一環としてアルミニウム合金A5083の1010

 
（100億）サイクルまでのギガサイクル疲労特性を明らかにしています。 

(3) 宇宙関連材料強度データシート 
本活動は、NIMSの第三期中期計画（平成23年度～平成27年度）における知的基盤の充

実、及びJAXAの第三期中期計画（平成25年度～平成29年度）における基幹ロケットの維

持・発展の一環として進められており、これまでにチタン合金やニッケル基超合金の極低

温における疲労メカニズムの解明等、多くの成果を挙げています。 
1) 宇宙関連材料強度データシート No.23 
 このデータシートは、新型基幹ロケットのエンジンに使用予定であるTi-6Al-4V ELI 合
金（φ300mm鍛造材）に関するものです。液体水素温度（20 K）、ガスヘリウム雰囲気中

（20 K）、液体窒素温度（77 K）、室温（293 K）における破壊靭性および高サイクル疲

労特性のデータが掲載されています。さらに、用いた材料の金属組織写真ならびに破断し

た疲労試験片の破面写真を掲載しています。 
2) 宇宙関連材料強度データシート No.24 
 このデータシートは、H2AおよびH2Bロケットのエンジンに使用されているNi系耐熱

合金アロイ718板材（52.5%Ni-19%Cr-3.0%Mo-5.1%Nb-0.90%Ti-0.50%Al-18%Fe: %は重

量%）の母材およびElectron Beam Welding (EBW)、Tungsten Inert Gas welding (TIG)
の各溶接継手に関するものです（溶体化処理温度は1338 K）。液体水素温度（20 K）、

液体窒素温度（77 K）、室温（293 K）、高温（873 K）における高サイクル疲労特性の

データが掲載されています。さらに、用いた材料の金属組織写真ならびに破断した疲労試

験片の破面写真、疲労破壊起点部付近の金属組織写真を掲載しています。 
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発行に伴う波及効果について 
(1) クリープデータシート 

NIMSで発行するクリープデータシートは、国内ばかりでなく海外でも、他では十分に得

られないデータを掲載しており、かつ中立的な立場で厳しい試験規格に従ってデータ取得を

行っていることから、信頼性の観点からも国際的に高く評価されています。そのため、国内

外での高温機器構造物の強度設計における設計応力の設定や材料選択などでの基盤的な材

料強度特性データとして、また長期間使用された高温機器部材などの金属材料の劣化状況

や、余寿命評価などを判断する場合の基準的参照データとして、広く活用されることが期待

されます。 
微細金属組織、及び評価データを収めた組織写真集と長時間クリープ変形データを収めた

クリープ変形データ集についても、データシートと同様に、国内ばかりでなく海外でも、他

では十分に得られないデータを掲載しており、高温構造部材の劣化状況や余寿命評価などを

判断するうえで、基準的参照データとして広く活用され、発電プラントや化学プラントなど

の安全性確保に貢献できることから、極めて貴重です。 
 
(2) 疲労データシート 

NIMSのデータシートは中立的な立場から試験規格（JIS規格疲労試験法など）に従い、

信頼性の高いデータを30年以上にわたって公表してきました。今回のデータシートも、国

内外の約660機関（国内460、国外200）に配布することにより、機械、構造物の強度設計

における設計応力の設定や材料選択等での基盤的な材料強度特性データとして、また長期

間使用された各プラント等の金属材料の劣化状況や余寿命評価等を判断する場合の基準

的参照データとして、幅広く活用されることが期待されます。 
 
(3) 宇宙関連材料強度データシート 
液体ロケットエンジンの信頼性を向上させるためには、エンジン運転時の過酷な環境下

（高温・高圧、極低温、熱衝撃、水素）における強度余裕を高い精度で把握し、構造設計

や製造・検査工程に反映する必要があります。今回発行したデータならびに既刊のデータ

は、H2A ロケット、及び H2B ロケットの第 1 段エンジン(LE-7A)と第 2 段エンジン

(LE-5B-2)の強度余裕評価や改良設計に使用され、打上げ成功に大きく寄与しています。ま

た、新型基幹ロケットの研究・開発にも用いられます。 
 
 
【用語説明】 
1）クリープ試験 

高温で金属材料に荷重がかかると、時間の経過に伴って徐々に塑性変形が進むクリープ

（Creep： 「這う」という意味である）という現象が起こります。このため、ボイラー

やタービンなどの火力発電プラント、石油化学プラントの圧力容器などの大型高温機器に

使われる材料でクリープが問題になります。クリープ試験とは、高温に加熱された試験片

に一定の荷重をかけて、金属材料の時間の経過に伴うクリープ変形量や破断するまでの時

間を測定する試験です。 
 
2）初版 
データシートの出版条件は以下のように決められています。 
初版出版条件： 約 1万時間までのデ－タが得られたとき 
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A版出版条件： 約 3～5 万時間までのデ－タが得られたとき 
B版出版条件： 10万時間を超えるデ－タが得られたとき 
ただし初版の内容は A版に、 A版の内容は B版に吸収されます。 
 

3) 疲労 
  材料が、繰返しの荷重、またはひずみを与えられた際に破損する現象です。 
 
4) ギガサイクル 

109（10億）サイクルのことです。ここでは1010

 

（100億）サイクルまでのデータという

意味でギガサイクルと呼びました。 

5) 電磁共振式疲労試験機 
電磁力の引力と斥力による共振現象を利用することにより、60Hz～250Hzまでの速度

で試験片に引張・圧縮の力を繰返して作用させることができる一般的な疲労試験装置で

す。本デ一タシ一トでは100Hzの速度で試験しました。 
 

6) 回転曲げ疲労試験機 
曲げモーメント（試験片に湾曲を起こさせるように作用する力）を作用させた状態で試

験片を回転させることにより、試験片の表面付近に引張・圧縮の繰返し力を作用させる

疲労試験装置です。広く普及している一般的な疲労試験装置ですが、本デ一タシ一トで

は特別に48本の試験片（半数が100 Hz、残りは30 Hz）を同時に試験できるマルチ型の

疲労試験機で試験を行いました。 
 

7) 超音波疲労試験機 
共振現象を利用することにより、20 kHz（１秒間に2万サイクル）という高速で引張・

圧縮の力を繰返して試験片に作用させることができる疲労試験装置です。通常の疲労試

験機は100 Hz（１秒間に100サイクル）程度が上限なので、約200倍の速度で試験する

ことができます。なお、1010

 

サイクルの試験は100Hzでは３年を要するが、20 kHzでは

１週間以内に終えることができます。 

 
お問い合わせ先 
（広報に関すること） 
(1) クリープデータシート、(2) 疲労データシート、(3) 宇宙関連材料強度データシート 
〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 
国立研究開発法人 物質・材料研究機構 
企画部門 広報室 
TEL 029-859-2026 FAX 029-859-2017 
 

(3) 宇宙関連材料強度データシートの広報に関しては下記でも承ります 
〒101-8008東京都千代田区神田駿河台 4-6御茶ノ水ソラシティB1 
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 
広報部 
TEL : 050-3362-4374 FAX : 03-3258-5051 
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（事業内容に関すること） 
(1) クリープデータシート 
国立研究開発法人 物質・材料研究機構 
中核機能部門 材料情報ステーション 木村一弘（きむら かずひろ） 
TEL: 029-859-2229 FAX: 029-859-2830 
E-mail: KIMURA.Kazuhiro@nims.go.jp 

 
(2) 疲労データシート 
国立研究開発法人 物質・材料研究機構 
中核機能部門 材料情報ステーション 古谷 佳之（ふるや よしゆき） 
TEL 029-859-2298 FAX 029-859-2201 
E-mail: FURUYA.Yoshiyuki@nims.go.jp 

 
(3) 宇宙関連材料強度データシート 
①国立研究開発法人 物質・材料研究機構 
中核機能部門 材料情報ステーション  由利 哲美（ゆり てつみ） 
TEL 029-859-2340 FAX 029-859-2301 
E-mail: YURI.Tetumi @nims.go.jp 
 

②国立研究開発法人 物質・材料研究機構 
中核機能部門 材料情報ステーション  木村 恵（きむら めぐみ） 
TEL 029-859-2246 FAX 029-859-2201 
E-mail: KIMURA.Megumi@nims.go.jp 

 
③国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 
研究開発部門第四研究ユニット 長尾 直樹（ながお なおき） 
TEL 050-3362-2457 FAX 029-868-5977 
E-mail: nagao.naoki@jaxa.jp 
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