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炭素繊維複合材料の内部損傷進展の可視化と
衝撃強度のメカニズム
松尾剛*1、矢野文彬*2、枝廣雅美*2

New materials

化学工業材料

1. はじめに
繊維強化複合材料（FRP）は、重量当たりの力学特性が鉄

そこで重要になるのが、現象を厳密に観察するための可視

鋼やアルミなど金属材料より優れるため、様々な工業製品に

化技術と実用環境を再現した中での力学特性の計測技術で

金属の代替素材として使われるようになってきました。特に

す。最近では、分析技術や計測技術の進歩によって、従来不

最近では、高品質の炭素繊維やその樹脂含浸プリプレグ、高

明瞭だった現象や挙動が明らかになりつつあります。こうい

度な成形技術が開発されてきており、高い信頼性が必要な航

った分析・計測技術の積極的な活用により、将来有望な高性

空機や自動車の主要構造にも使われ始め、多くの実績を伴っ

能素材の力学メカニズムを解明できれば、製品設計にフィー

て広く普及してきました。

ドバックできて、仕様を満足する信頼性設計が実現でき、新

しかし一方で、炭素繊維と樹脂で構成される炭素繊維強化

素材のさらなる普及・拡大に貢献できます。

プラスチック（CFRP）は、接着界面の存在も相まって壊れ

力学特性を簡単に計る方法に曲げ試験法があり、標準規格

る過程で非常に複雑なメカニズムを有します。さらに、図 1

化されています 1)。単純な操作および比較的小さい容量の小

に示すように、成形性向上の観点から、繊維をある一定の長

型試験機で実施できるので、複合材料の分野でも多用されて

さにカットして積層した不連続繊維タイプのシートも実用

います。しかし、試験力点である圧子と試験片の接触点近傍

化されるようになり、形状自由度が飛躍的に上げられる半面、

は素材の異方性の影響で特異な応力場を示し、板厚や支点間

力学メカニズムがより複雑化します。昨今の炭素繊維複合材

距離などの条件にも依存しますので、特に圧縮側で破壊する

料は成形性や性能が高まり、広範囲の工業製品への適用が期

場合には、得られた強度評価値の扱いに注意が必要です。加

待され、注目度の高さから実用化研究は活発であると言えそ

えて、実用面でも接触物による曲げ変形で壊れる現象も高頻

うですが、信頼性を理論的・定量的に説明するための力学メ

度で起きます。したがって、曲げ破壊がどのように進み、強

カニズムの解明がまだ不十分である、というのが現状と考え

度の設計応力をどのようなプロセスとロジックで決定すべ

られます。

きかを現象の把握と相互補完的に検証していくことが求め
られます。
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また、高分子系材料の力学特性を把握する際に重要なのが、

その一環として、私たちは、曲げ変形中の内部損傷進展の
可視化を可能とするために非破壊検査で用いられる三次元

樹脂の粘弾性に起因する速度や温度の影響を評価すること

X 線 CT 装置を活用しました。X 線 CT は、複合材料のような

です。複合材料の曲げ強度は樹脂粘弾性に支配的であること

複数の素材で構成されている物体の内部観察に非常に有効

が知られています 3)。設計者にとって、速度や温度に依存す

なツールであり、外観からでは把握できない損傷による空伱

る強度がどのようなメカニズムで決定されるか予測できる

などを、X 線透過像を元に構築される三次元的 CT 画像で検

ことが肝要です。その手法の一つに、時間温度換算則という

知できます。三次元ということで、任意断面を選択して断面

のがあります 4)。CFRP 曲げ強度の速度・温度依存性が樹脂

観察できますし、解析用ソフトウェアを活用すれば、繊維の

の粘弾性によってのみ決まるとした場合、樹脂粘弾性から得

配向分析やボイド率・ボイドサイズの測定、損傷面積の計測

られる時間温度換算関係を用いれば、どのような温度と速度

など、定量評価も可能です。最近では CT 装置の研究分野で

条件での曲げ強度も予測できることになります。その理論モ

の応用展開も図られるようになり、その一環として、CT 装

デルの適用性を精密に論じるにも、曲げ試験を様々な温度と

置内に設置可能な曲げ試験機を開発して曲げ変形中の内部

速度の条件で実施でき、それぞれの強度を精度よく取得でき

観察に成功しました 2)。これによって、曲げ変形における試

る計測装置の活用が求められます。

験力と変位の関係において、内部損傷などの様相がどのよう

以上、内部損傷進展の可視化による現象解明、および速度

に変化していくかを定量的にも説明できるようになりまし

と温度条件をパラメータとする曲げ強度の定式化を、ランダ

た。

ム系 CFRP を用いて最新の計測技術によって試みた例を説明
します。
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図 1 熱可塑性 CFRP の素材から部品までの工程

2. 三次元 X 線 CT による内部損傷分析 5)
図 2 は、島津製作所製の三次元 X 線 CT 装置（inspeXioTM
SMXTM-100CT）の X 線照射箱内部に設置でき、試験片に曲げ

X線

変形を与えた状態で内部撮影ができるように開発された 3
点曲げ試験システムです 2)。図 2 の (a) は CT 内曲げ試験機、

X 線発生装置
X 線検出器

(b) は曲げ試験機の概要図を示します。試験片の撮影部は、3
点曲げにおいて最も応力の高い圧子近傍とし、X 線光軸と重

3 点曲げ試験システム

なるように配置させています。曲げ変形は支点側のストロー
クによって与えられ、撮影対象となる圧子部分は移動しない

圧子

ように固定されています。また、X 線透過を妨げないように、
圧子部品は樹脂製としていて、曲げ試験力は図中に示す二つ

曲げ変形

ロードセル

のロードセルによって計測できます。実際の撮影においては、

X 線光軸

例えば、試験片に支点と圧子が接触しただけの状態を変位ゼ
ロとして、その状態から支点を圧子側に約 0.7 mm ずつ押し
込み、その都度 CT 撮影を行うことで、ストロークと試験力
の関係と、曲げ変形とともに変化する内部損傷状態を観察す

支点

試験片
フレーム

ることができます。
図 2 (a) CT 内曲げ試験機 (b) 曲げ試験機の概要図
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あるストロークにおける撮影結果の一例を図 3 に示しま

このような手順によって、一定の曲げストローク毎に損傷

す。図 2 で定義した座標（試験片の長手方向を 1、板厚方向

状態を調べた結果を図 4 に示します。これを見ると明らかな

を 3、幅方向を 2 とする）を基に、1-3 断面画像を見ると、

ように、曲げ変形が進むにつれて、幅方向の損傷が拡がって

曲げ変形が与えられた状態での内部撮影に成功しているこ

いき、かつ、圧子直下の圧縮側の損傷が徐々に深くなってい

とが分かります。この時の画像分解能は、ボクセル等量長と

ることが窺えます。同時に、画像上でその深さを測定し、そ

して定義され、損傷や亀裂が確認できる最小サイズの目安と

の際計測された試験力から曲げ応力を計算してグラフにす

なります。また、面内断面図の抽出には 3 次元画像解析ソフ

ると図 5 に示す関係が得られ、非線形が開始される点で損傷

ト VGStudio MAX（ボリュームグラフィックス）を用いまし

が発生し、深くなっていくにつれて応力増分が減少している

た。このソフトによって、たわみ曲線に沿った曲面（1-2ʼ 非

ことが確認できます。つまり、試験力変位関係曲線において

平面断面）を抽出して、湾曲面の形状がストロークピッチご

曲げ剛性の低下が発生するのは、内部損傷によるものと判断

とに変化しても同一断面の様相の変化を逐次追随できるよ

できます。このことは材料・構造設計において非常に有益な

うに工夫する必要がありました。

情報となり、数値解析シミュレーションなどにおいて損傷進

圧子

降伏点

曲げ応力［Mpa］

試験片

損傷深さ［mm］

展モデルを係数とともに定式化するのに役立ちます。

損傷発生

約 17.5mm
曲げストローク［mm］

非平面断面

FOV（Field of view）
画像サイズ
ボクセル等量長
CT 撮像時間

:
:
:
:

図5

約 17.5 mm
512×512 pixel
0.034 mm/voxel
約 10 分

曲げ変形の非線形挙動と損傷深さの関係

図 3 曲げ負荷中の X 線 CT 画像

曲げスト
ローク
1-2ʻ
非平面
画像

損傷

1-3 断面

損傷深さ

1-3 断面
拡大図

損傷深さ
図 4 曲げ変形に伴う内部損傷状態の推移
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3. 衝撃試験による曲げ強度の速度・温度依存 6)
次に同じ材料を使用し、恒温槽付きの油圧式高速衝撃試験
機を用いて曲げ強度の温度や速度の依存性を評価し、マトリ
ックスで用いた樹脂の粘弾性挙動との理論的な関係性を調
べました。曲げ試験は、図 6 に示す島津製作所製の恒温槽付
き油圧式高速衝撃試験機（HITSTM-P10）に、曲げ試験用の曲
げ治具を新規に開発して装着し、速度と温度を表 1 のように
様々に変えて試験を行いました。また、試験片正面前方に高
速度カメラを設置して、ストライカーが試験片に高速に当た
測定された変位と試験力を曲げ応力ひずみ曲線に変換し
た結果の一例と、その曲線上のいくつかの点における試験片
圧子近傍を正面から高速度カメラによって撮像した様子を
図 7 に示します。図 7 グラフにて、最大応力に到達後、ポイ
ント (3) の位置で圧子直下の圧縮側表層に損傷が発生して試
験力が下がり、その後ポイント (4) 以降は引張側にも損傷が

曲げ応力［MPa］

って損傷するときの様子を観察することも試みました。

発生して段階的に試験力が下がっていく様子をとらえるこ
とができました。これによって、曲げ変形の過程でどのよう
に損傷が発生したかを詳細に説明できるようになりました。

曲げひずみ

図 8 にひずみ速度と温度に対する曲げ強度をプロットした
図7

グラフを示します。曲げ強度は低温ほど高く、かつ、高速ほ

応力ひずみ曲線と曲げ変形時の高速撮影画像

ど高くなる傾向があるのが分かります。同時に、大きな層間
剥離をともなう破壊ほど強度が高くなることも、高速度カメ
ラ映像によってとらえることができました。

-30、0、25、50、75、100

曲げひずみ速度［/s］

0.01、0.1、1.0、10

試験規格

3 点曲げ・JIS K 70742) 準拠

油圧式高速衝撃試験機

ストライカー

曲げ強度［MPa］

曲げ試験の主な試験条件
温度［℃］

恒温槽
ずれ防止

試験片

曲げひずみ速度［/s］
図8

高速度カメラ

支点

図6

4

高速衝撃曲げ試験機と試験片設置の様子

温度・速度に依存する曲げ強度分布

次に、樹脂単体の動的粘弾性試験（DMA）から得られた

10.0

を図 9 および図 10 に示します。
これより、基準温度 0 ℃において任意の速度のときの樹脂
の測定弾性率は、ある任意の温度のときに、この換算関係で
一意に求まるある特定の速度で測定した樹脂の弾性率と等価
である、ということが言えます。詳しくは参考文献 3), 4), 7)を参

緩和弾性率、log Em [Pa]

マスター曲線とアレニウス関係に準ずる時間温度換算関係

照してください。つまり、ある温度、ある速度のときの樹脂

Reference Temperature: T0 = 0 °
C㻌

9.5 -35 㼻
C
9.0
8.5
Temperature [㼻
C]

8.0
7.5
7.0

弾性率が分かれば、この二つのグラフから任意の温度、任意

6.5
-10

の速度のときの樹脂弾性率を予測できます。よって、ランダ

-35
-5
25
55
85
115
145

-5

0

ム系 CFRP の曲げ強度が樹脂の弾性率によって決定できると
仮定すると、任意の温度、任意の速度のときの曲げ強度をそ

-25
5
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125

-30
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30
60
90
120
150

図9

-20
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40
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130

-10
20
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80
110
140

-15
15
45
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135

5
10
15
換算時間、log tʼ [sec]

150 㼻
C

20

25

30

樹脂粘弾性のマスター曲線

の時々の樹脂弾性率から予測できることになります。図 8 の
実験結果を以上の理論関係から予測してみると図 11 のよう

曲げ強度測定値を示しています。おおよそ予測できていると
言えます。つまり、曲げ強度の温度・速度に対する変化は樹
脂粘弾性挙動によって支配されることが証明できたと言え
ます。

-3

温度、1/T × 10 [1/K]
図 10 アレニウス式に基づく時間温度換算関係

曲げ応力、log σf [Mpa]

曲げ強度の予測を表し、プロットがそれぞれ温度・速度での

時間-温度シフトファクター
log αT0

になります。図中、線が各温度条件でのひずみ速度に対する

曲げひずみ速度、log R [/sec]
図 11 時間温度換算則を用いた曲げ強度予測
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4. おわりに
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炭素繊維複合材料の曲げ変形挙動、特に強度に関しては、

ここで紹介した成果は、国立研究開発法人 新エネルギー・

その異方性から複雑なメカニズムが働いていることが従来

産業技術総合開発機構（NEDO）の委託事業「革新的新構造

から言われてきました。そのため、試験を実施するだけであ

材料等研究開発」8) の一環として得られたものです。関係各

れば非常に簡単で何かしら「評価値」は得られますが、その

位、特に、開発材料を提供いただいた東洋紡株式会社に謝意

値が一体どういう意味があるのか、どのようなメカニズムに

を表します。

基づくものなのか、については仮説や理論体系の検討に留ま
って、実現象を把握するまではなかなか展開できなかった、
と私たちは考えています。それが昨今の衝撃など高速変形を
高精度に再現できる計測装置の技術進化、X 線 CT を始めと
する計算マシンと連動した可視化技術の進歩によって、解決
の方向へ大きく舵を切ることになったと考えています。今回
はその一端をご紹介しました。新しく将来性のある新素材だ
からこそ、高い性能と高い適用効率の半面、力学的には複雑
なメカニズムを有しています。そのことを理論的・設計的に
解釈できるようにするためにも、評価・解析のための計測・
可視化技術は重要であると考えます。
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