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  In this study, the possibility to estimate fatigue life distribution for spot welded joints was investigated by 
applying the fatigue life distribution estimation method proposed by Shimokawa et al.. The model of the converted 
stress distribution of data of fatigue life obtained from fatigue test was assumed to be a 2 parameter Weibull 
distribution, and values for scale and shape parameters in this model were set for each high, medium and low stress 
zone. The fatigue life values estimated using this model agree well with the experimental values, and the validity of 
the model of the converted stress distribution was confirmed. 

1．緒  言 
スポット溶接の疲労耐久性は自動車車体全体の耐久

性を大きく左右する．製造過程で生じる板厚やナゲット
径など幾何学的寸法のばらつきにより疲労耐久性は変
動する．ばらつき要因による疲労寿命の変動を評価する
には，同一荷重条件における疲労寿命分布について調べ
ることが必要である． 
疲労寿命分布の推定に関して，下河ら(1) は S-N 曲線

で疲労寿命のばらつきを応力のばらつきに換算し，その
統計的性質を検討することで，寿命分布を予測すること
を行っている． 

本研究では，下河らの推定法を適用し，590Mpa級高張
力鋼板を母材としたスポット溶接継手の引張せん断負
荷時の疲労寿命分布推定について検討した． 

 

 
 
2．換算応力による疲労寿命分布の推定(1)  
下河ら(1) は，疲労寿命のばらつきを設定応力の誤差に

換算して考え，この換算応力分布を評価し，この結果か
ら導かれる換算応力分布モデルを仮定し，順序統計学の
知識を応用して，S-N 曲線とから寿命分布を導いた．本
研究では，スポット溶接継手の疲労寿命分布の推定を以
下のように行った． 

(1) まず，スポット溶接した引張せん断継手試験片を
用いて多数の疲労試験を実施し，実験により得ら
れた中央値寿命𝑁𝑁�によって𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑁𝑁�曲線を決める．
ここでは，荷重に代えて公称構造応力𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛を用い 

た。 
(2) この𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑁𝑁�曲線と実験で得られた疲労寿命分布

から，図 1のように各々の寿命に対する換算応力
を求める．この換算応力分布の性質，例えば分布
形はワイブル分布で形状パラメータが応力によ
らず一定，尺度パラメータは応力と線形関係など
を検討する． 

(3) 評価の結果，この分布モデルが有効であると判
断された場合，得られた形状パラメータ，尺度パ
ラメータより換算応力分布モデルを仮定し，図 2
のようにして𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑁𝑁�から疲労寿命分布を導く． 

(4) 基準試験片データから得られた換算応力分布モ
デルを，継手寸法の異なる引張せん断継手に適
応し，同様に疲労寿命分布のばらつきを推定す
る． 

 

3．疲労試験 

図 3 に示すように，スポット溶接に引張せん断が作用

する試験片（基準試験片）を作成した．供試材料は板厚

1.0mm の高張力鋼板 SPFC590である．荷重は中央値寿命

𝑁𝑁�の𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑁𝑁�曲線において，2×104回時間強度と 3.5×106

回時間強度の間を 7 段階に設定した．試験片は各 20 本

とした．ただし,最も低い設定荷重は疲労限度に近いの

で本数を増やし 28 本とした．疲労試験は荷重制御で行

い，完全片振り（R=0.02）とした．  

 

 

Fig. 3 Spot-welded joints used for fatigue testing under tensile 

shear 
 

 4．寿命分布と S-N 曲線から求めた換算応力分布 

図 4は基準試験片の疲労試験結果である．各荷重の中

央値寿命𝑁𝑁�𝑓𝑓を用いて𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑁𝑁�曲線を作成し，その近似式
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Fig. 1 Calculation 
procedure of equivalent 
stresses from the date of 
fatigue life distribution 

Fig.2 Calculation 
procedure of fatigue 
life distribution 
equivalent stresses 
from the estimated 
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を求めると次式となる． 

 

𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1.560 × 104𝑁𝑁�𝑓𝑓
−0.2602

          (1) 
  

図4の疲労寿命の実験値を式(1)の𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑁𝑁�曲線の近似

式により換算応力に変換した．換算応力の累積分布は 2

母数ワイブル分布に従った．表 1に換算応力の 2母数ワ

イブル分布の尺度パラメータαと形状パラメータβ，平

均値𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛����，標準偏差𝑆𝑆𝐴𝐴，変動係数𝑉𝑉𝑛𝑛を示す． 

尺度パラメータαの値は𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 = 298(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)を除くと設

定応力𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛の値にほぼ等しい．尺度パラメータαと公称

構造応力𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛の関係を図 5 に示す．両者は線形関係にあ

り,次式で与えられる． 

 

𝛼𝛼 = 1.0236𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 − 14.908           (2) 

 

βは高応力域（𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=1216[Mpa]，1051[Mpa]）と中応力

域（𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=885～467[Mpa]），低応力域（𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=298[Mpa]）の

３つのグループに分類され，それぞれの領域ではほぼ一

定値となる．  

 

5. 換算応力分布モデル 

前章の結果から，本研究では換算応力分布のモデルは

2 母数ワイブル分布とし，次式で与えられるものとする． 

 

 𝐹𝐹(𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛) = 1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−�𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛
𝛼𝛼
�
𝛽𝛽
�                  (3) 

 

尺度パラメータαと形状パラメータβは次のように 3

つの領域ごとに与える． 

 

 
Fig.4 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛 range-number of cycles to failure of tensile shear 
 
Table1 Typical value of converted stress and degree of 
dispersion 

 
 

   
Fig.5 𝝈𝝈𝒏𝒏𝒏𝒏 – α          Fig.6 𝝈𝝈𝒏𝒏𝒏𝒏 – β 

 

 
(c) 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=1216[Mpa] 

 
(b) 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=577[Mpa] 

 
(c) 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=298[Mpa] 

 
Fig.7 Fatigue life distributions 

(Experimental value and Estimated value) 
 

(a) 高応力域 

αは式(2)，βは𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=1216 と 1051[Mpa]の平均値 15.7 
(b) 中応力域 

αは式(2)，βは𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=885～467 [Mpa]の平均値 22.6 
(c) 低応力域 

αは 313，βは𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛=298 の値 31.4 
式(3)の換算応力分布モデルを用いて，任意の累積確

率に対して換算応力𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛を求める．さらに，式(1)から，

疲労寿命𝑁𝑁𝑓𝑓を計算し，ワイブル分布の累積確率(破壊確

率)を求めた．その結果の一例を図 7 に示す．推定値は

実験値とよく一致しており，式(3) の換算応力分布モデ

ルの有効性が示された． 

 

6.結 言 
本研究では，下河ら(1)の推定法を適用し，スポット溶

接継手の疲労寿命分布推定について検討した． 

(1) 換算応力分布のモデルは 2 母数ワイブル分布で表

され，その尺度パラメータαと形状パラメータβは

高，中，低応力域の 3領域ごとに与えられる． 

(2) 換算応力モデルによる疲労寿命の推定値は実験値

とよく一致し，そのモデルの有効性が示された． 

 

参 考 文 献 

(1)下河利行・浜口泰正，航空機用アルミニウム合金

2024-T4 切欠き材(Kt=8.25)における疲れ寿命のばらつ

きと S-N曲線との関係，航空宇宙研究所(1975) 

 ⊿L[kN] σns[MPa] α β SA VN

3.67 1216 1228 16.0 1189 91.2 0.077
3.17 1051 1057 15.3 1022 82.0 0.080
2.67 885 900 23.5 879 46.6 0.053
2.06 683 675 22.1 659 37.0 0.056
1.74 577 587 21.2 573 33.5 0.058
1.41 467 456 23.7 446 23.5 0.053
0.9 298 313 31.4 307 12.3 0.040
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