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均質化解析を活用したGFRP平織材に対する
修正目違い切り欠き圧縮による層間せん断
試験法の適用検証
山本 晃司＊1〇、橋本 継之助＊2、村上 岳＊2 、宮崎 然＊2

Composite material

複合材料

 要旨

GFRP平織材が高い絶縁性、不燃性を有していることに加
え、ガラスファイバーの補強効果により、熱による面内の
寸法変化が少ないことは、FR4が多用される背景となってい
ます。しかしながら、この素材は積層構造を有するため、
面内は繊維が配向していますが、層間は繊維配向がほとん
どない、樹脂リッチな構造をとっています。そのため、面
内方向には優れた機械特性を発揮する一方で、層間方向は
繊維の補強効果が弱く、マトリクス樹脂の物性が支配的で
あり、樹脂の降伏による非線形挙動を示すことが予想され
ます。曲げや剥離など、マトリクス樹脂の特性に大きな影
響をうける変形挙動を数値シミュレーションによって再現
するには、層間せん断特性を正確に把握しておくことが重
要です。
複合材料の層間せん断特性を測定する代表的な手法とし
て、いくつかの試験手法が提案されています1)-3)。どの試験
法においても治具の形状が複雑であったり、複合材料の積
層方向に対して試験片の寸法を長大にしなければならない
ために層間せん断試験用の試験片製作が困難であったりす
ることから、試験法の適用難易度が高いという課題があり
ました4)。
ところで、JIS K 7092で採用されている小形試験片の端面
に圧縮負荷を与える目違い切り欠き圧縮による層間せん断
強さ試験法は、CFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastics）の
層間せん断強度を簡易に評価可能な試験方法として普及し
ています5)。同試験に必要とされる積層方向の試験片寸法は
3.5～6.5 mmと短く、少量の部材で容易に試験片製作が可能
です。しかしながら、この試験法では層間せん断ひずみが
集中する領域が非常に狭く、せん断ひずみを取得すること
ができません。

熱可塑性CFRPの層間せん断特性の取得に有効な修正目違
い切り欠き圧縮による層間せん断試験法が、産業界で広範
囲にわたって普及しているGFRP平織材にも適用可能なのか
を検証しました。
X線CTによるメゾスケールの構造観察結果を基にCAE解析
モデルを作成し、試験片の拘束条件を摩擦係数という観点
に着目して均質化解析を実施したところ、実測値とその解
析結果はよい一致を示しました。

1. はじめに

近 年 、 比 強 度 が高 く 、 加工性 、 成 形 性に 優 れ た GFRP
（Glass Fiber Reinforced Plastics）は、電子基板や船舶、自
動車の外装品などに広く適用されており、必要不可欠な素
材となっています。複合材料であるGFRPは異方性を有し、
負荷される応力主軸方向によって、引張、圧縮、曲げ、面
内せん断、層間（面外）せん断もしくはこれらが組み合わ
さる複雑な変形・破壊挙動を示します。CAE（Computer
Aided Engineering）を用いて製品設計を行う際には、それ
ぞれの破壊挙動を個別に評価可能な試験手法が強く求めら
れています。
ガラスファイバーとエポキシ樹脂で構成されたGFRP平織
材はガラス繊維製の布にエポキシ樹脂を含侵させ積層し、
固めて板状にした通称FR4（Flame Retardant Type 4）が、
電子機器のプリント基板として広く使用されています。
＊1 サイバネットシステム (株) メカニカルCAE 事業部
＊2 (株) 島津製作所 分析計測事業部
○ 責任著者
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ただし、熱硬化性CFRPの目違い圧縮試験法については、
過去の研究において、切り欠き溝のオーバーラップ量を広
げることで層間せん断ひずみ領域を拡大できることが計算
によって示唆されています6)。近年では、試験片の切り欠き
溝を深くすることで層間せん断ひずみ領域を拡げ、ひずみ
ゲージを変形領域に貼り付け可能な修正目違い切り欠き圧
縮層間せん断試験の事例も公表されています4)。そこでは、
試験機から得られた圧縮試験力を切り欠き溝間のせん断面
積で除した公称せん断応力の算出値と、ひずみゲージから
得られたひずみの計測値から、層間せん断の非線形特性を
直接取得することが可能であることが明らかになっていま
す。また、この試験手法においては、試験機と同期したデ
ジタルカメラで微小領域を観測評価し、DIC（Digital Image
Correlation）解析によりひずみ計測を実施した発展事例も
報告されています。DIC解析をひずみ計測に利用することで、
ひずみゲージの計測中の脱落や計測限界を危惧する必要は
なくなり、微小変形から大変形にいたるまでの層間せん断
ひずみを容易に計測できることがわかっています。本稿に
おいては、熱可塑性CFRPの層間せん断特性の取得に有効で
あった修正目違い切り欠き圧縮試験法が、産業界で広範囲
にわたって普及している連続繊維強化材であるGFRP平織材
にも適用可能なのかを検証します。
一方、実試験の一部を数値シミュレーション（CAE解
析）で代替する取り組みが、試作品作成に伴う様々なコス
トの低減や、昨今の新型コロナウィルス問題に伴うデジタ
ルトランスフォーメーション（DX）7) 推進の動きを受けて、
益々重要視されております。CAE解析を実現するために必
要な入力情報は、解析モデル、材料物性、境界条件の3種類
に大別できます。特に異方性を有した複合材料では、入力
する材料物性値の取得に大変な苦労が伴います。等方性材
料における弾性挙動は、ヤング率・ポアソン比・せん断弾
性率・体積弾性率の4種類の物性によって特徴づけられます
が、独立な物性値はあくまで2つであり、残り2種類はその
従属値となります。一般的には、実験的に計測が容易なヤ
ング率とポアソン比が入力値として適用され、せん断弾性
率の計測は必要とされません。しかしながら、異方性を有
した材料では、ヤング率とせん断弾性率には従属関係が存
在しないため、それぞれ独立に計測する必要があります。
前述したようなせん断弾性率を取得するための実試験側
の取り組みと並行して、解析的に材料物性を予測する研究
も盛んに行われてきました。最も古典的な手法として知ら
れる混合則8)では、手計算ができる程度の簡易な演算によっ
て材料物性が予測できます。しかしながら、混合則では複
合材料を構成する繊維や樹脂が、荷重軸方向に対して直列
あるいは並列につながった条件、言い換えると、計算を容
易にするために理想化された条件を仮定するため、一方向
強化材のような極めて限られた複合材料にしか適用するこ
とができませんでした。Eshelbyによって提案された等価介
在物法8)やそれを発展させた森・田中理論9)は、混合則より
も多くの複合材料に適用できますが、介在物形状が回転楕
円体であることを想定して理論展開されているため、射出
成型品のような不連続な繊維による複合材料以外では、そ
の有効性が十分に示されておりません。本稿にて採用する
均質化法10)は、これらの問題を解決できる手法として注目
されています。均質化法では、複合材料のメゾスケール
（GFRPであれば繊維と樹脂の不均質構造が観察できるサイ
ズ）構造を表現したモデルを用いて、有限要素法で材料試
験を模擬した解析（仮想材料試験）を実施して、みかけの
材料応答を評価するとともに、材料物性を計測します。繊
維間の相互作用を厳密に考慮できるため、あらゆる複合材
料で汎用的に、前述した問題を解決することができます。

昨今では、製品の性能向上を実現するために、新しい材
料を積極的に活用しようとする傾向が強く、次々と新しい
複合材料が市場に投入されますが、均質化法が持つ汎用性
は、そのような材料市場の動向に最もマッチしたアプロー
チであると言えそうです。均質化法の詳細については、既
往のアプリケーションノートNo. 58をご参照ください 11) 。
ここで強調したいことは、均質化法もまた、シミュレー
ションを行うために微視構造の形状や繊維・樹脂個々の材
料物性など、入力情報が必要だという点です。すなわち、
解析技術のみで物性取得の問題を解決することは決してで
きず、実測と解析の両輪を回すことによって、はじめて複
合材料の特徴をとらえることができます。
アプリケーションノートNo. 58では、複合材料の単軸引
張特性に関して、実測と解析を融合した検証例を紹介しま
した。本稿では、せん断変形モードに注目して、実測と解
析を融合した研究例を紹介します。まずはじめに、X線CT
（Computed Tomography）によるメゾスケールの不均質
構造観察結果を基に解析モデルを作成し、均質化解析を実
施して物性値を予測します。予測結果は、純せん断の実測
結果と比較してモデルの妥当性を検証します。さらに、実
験で用いた試験治具（後述するJIS K 7092準拠治具）による
試験片の拘束条件を摩擦係数という観点に着目して再現し
た解析についても別途行い、その解析結果を実験結果と比
較することで、実験側の結果の妥当性についても検証しま
す。

2. モデル作成に必要な各種パラメータの取得
2-1 GFRP平織材の層間せん断特性の評価

試験片は、図1で示すような厚さ約10 mmのGFRP平織材
の平板から切り出した目違い切り欠き形状のものを採用し
ました。試験片の全長は80 mmとし、せん断負荷がかかる
目違い切り欠き溝間においてせん断ひずみを集中させるた
めに、目違い切り欠き溝を1 mmオーバーラップさせてせん
断変形領域をJIS K 7092で規定された形状5)より広げ、せん
断変形領域のひずみ分布が均一になるように工夫しました4)。
目違い切り欠き溝幅は1 mmに設計しました。試験片表面に
黒色スプレーで下地処理した後に白色のスプレーを吹き付
けることでランダムパターンを付与しました。試験片はJIS
K 7092準拠の治具と平行度調整機構付圧盤からなる層間せ
ん断試験システムにセットしました。

圧縮試験力
詳細図
面内

ランダムパターン

仮想ひずみゲージ

層間

圧縮試験力

図1

2

試験片形状

Application
No. 69
Note
図2に層間せん断試験システムの外観と試験片セット後の
様子を示します。図3にJIS K 7092準拠治具の構造を示しま
す。JIS K 7092準拠治具は、試験片の面外への座屈を防止す
る拘束治具と試験片下側端面に圧縮力を負荷する台座部品
に大別されています。試験片との摺動抵抗を抑制するため
に、拘束治具には試験負荷方向と平行な溝構造が設けられ
ています。また、拘束治具と台座部品を固定連結するため
の4本のボルトの締め付けトルクを変えることで、摺動抵抗
を調整することも可能です。本試験においては、JIS K 7092
で例示されている0.15 N・mの締め付けトルクを採用しまし
た。精密万能試験機オートグラフ™AGX™-50kNV（図4）お
よび試験片の面外挙動の影響を受けない非接触式伸び幅計
TRViewX（特形）を使用し、試験機の試験力信号と同期し
た観察画像を取得できる試験系を構築しました。試験速度
は0.5 mm/min としました。せん断ひずみについては、
GOM correlate 2016（GOM GmbH）を使用し、DIC解析に
より取得しました。

せん断ひずみの計測は目違い切り欠き溝間の中央位置に
ゲージ長1 mmの仮想ひずみゲージを圧縮方向に対して
±45˚となるように設定して実施しました。仮想ひずみゲー
ジの出力値によるせん断ひずみγXZの算出については式(1)
を用いました。
γXZ=|ε_ (+45) |+|ε_ (-45) |

|ε_ (+45) | ：+45˚方向に設置した仮想ひずみゲージの出
力から求めたひずみの絶対値
|ε_ (-45) | ：-45˚方向に設置した仮想ひずみゲージの出力
から求めたひずみの絶対値
また、公称せん断応力τXZは式(2)から算出しました。
τXZ= F/ab

(2)

F ：試験力（N）、a：切り欠き溝間の距離（6.4 mm）、
b：試験片の幅（15 mm）
図5に本試験で得られたGFRP平織材の層間せん断応力-ひ
ずみ線図を示します。GFRP平織材はせん断応力30 MPa程度
までは、応力とひずみの関係が線形となりますが、それ以
降は非線形となり、約50 MPaで降伏することがわかりまし
た。GFRP平織材は前述したように、樹脂を含侵したガラス
繊維布を積層させた構造を有しています。そのため、GFRP
平織材は層間方向について樹脂リッチとなっており、樹脂
の延性特性に起因して非線形性が発現したと考えられます。
図6に10～40 MPaにおけるDIC解析結果（層間せん断ひずみ
のコンター図）を示します。層間せん断ひずみはGFRP平織
材の目違い切り欠き間に試験初期から均一に広く分布して
おり、その傾向は試験片への負荷荷重が大きくなっても同
様です。図5の線形初期領域0.1-0.3 %ひずみにおける応力と
の関係から、最小二乗法によって算出した層間せん断弾性
率は2546.1 MPaとなりました。

平行度調整機構付圧盤

試験片

JIS K 7092準拠治具
層間せん断試験システムの外観

せん断応力（Mpa）
Shear Stress (MPa)

図2

(1)

(a) 拘束治具

せん断ひずみ（%）
Shear Strain (MPa)

(b) 全体図（拘束治具および台座部品）
図3

図5

JIS K 7092準拠治具

10 MPa

図4

せん断応力-ひずみ線図

20 MPa

30 MPa

40 MPa

1.00[%]

精密万能試験機 オートグラフ™AGX™-V

図6
3

0.00[%]
DIC解析結果（せん断ひずみコンター図)）
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2-2 摩擦係数測定による試験片拘束条件の評価

2-3 X線CTシステムを用いた切り欠き試験片の形
状データ取得

層間せん断試験に用いる試験片の拘束条件については、
精密万能試験機オートグラフAGX-5NVおよび摩擦係数測定
装置を用いて摩擦係数測定を行うことで見積もりました。
図7に試験の様子を示します。試験を実施する際には試験機
の試験空間に目違い切り欠き試験片を切り出した後の厚さ
10 mmのGFRP平織材の平板を静置し、その上に拘束治具を
試験片接触面が触れるように設置しました。試験速度は
100 mm/minとし、試験機のストロークを100 mm動作させ
た際の試験力データを取得しました。取得データの再現性
を確認するため、試験数は3としました。CAE解析に適用す
るための動摩擦係数については、試験力が安定して取得で
きたストローク20～60 mm間の平均試験力データと治具の
重量から算出しました。図8に得られた試験力-ストローク
線図、表1に動摩擦係数算出結果を示します。以上の結果よ
り、試験片と拘束治具の接触面で生じている動摩擦係数は
0.33であることがわかりました。

図 9 の マ イ ク ロ フ ォ ー カ ス X 線 CT シ ス テ ム inspeXio™
SMX™-225CT FPD HR Plusを用いて、切り欠き試験片の断面
画像を取得し、解析モデルの形状を決定しました。表2の条
件で試験の切り欠き溝近傍をCT撮影して、数百枚の断面画
像 を DICOM （ Digital Imaging and Communications in
Medicine）フォーマットで出力しました。
図10に得られた断面画像と、断面画像を基に三次元画像
解析ソフトで作成した三次元表示画像を示します。断面画
像では、密度が高くX線の吸収率が大きい箇所ほど白く、密
度が低くX線の吸収率が小さい箇所ほど黒く表示されます。
続いて、断面画像から有限要素解析に使用するモデルを
作成するために、画像処理を行いました。CT撮影で得られ
た断面画像を、Synopsys社製Simpleware™を用いて画像解
析することで、解析モデルの作成に必要な微視構造の形状
パラメータを同定しました。
今回の解析対象であるGFRP平織材において、材料物性値
に影響を与える因子は、トウ（一方向に並んだ繊維が数百
から数千本束になったもの）の体積含有率と断面形状、お
よび隣接する繊維束間の間隔です。トウ内部に占めるモノ
フィラメントの含有率も材料物性値に影響を与えますが、
今回の解析画像では、トウ内部の微細領域にまで明瞭なコ
ントラストを得ることができなかったため、実装結果との
合わせこみによって同定しました。詳細については、後述
する3節にて説明します。これらの形状パラメータは材料全
体では決して一様ではなくバラツキをもって分布しており
ます。そこで、画像解析ツールでは、複数の繊維束を含め
た比較的広い範囲を計測対象とし、その平均値を解析モデ
ルの形状として採用することにしました。

JIS K 7092準拠治具
（試験片拘束治具部分）

図7

試験の様子

試験力（N）

図 9 マイクロフォーカスX線CTシステム
inspeXio™ SMX™-225CT FPD HR Plus
表2

図8
表1

1回目
2回目
3回目
平均

走査モード
X線出力
金属フィルター
撮影視野
ボクセルサイズ
ビュー数
積算回数
露光時間

ストローク（mm）

試験力-ストローク線図
動摩擦係数算出結果

動摩擦係数
0.330

0.329
0.335

0.331
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撮影条件

: コーンビームCT／ ノーマル走査
: 200 kV 100 µA
: 使用なし
: Φ18.4 mm × H14.2 mm
: 0.018 mm
: 2400
: 3回
: 0.25秒

Application
No. 69
Note

3. モデルの作成
3-1 形状パラメータの同定

三次元表示画像
1

まず、図11にSimplewareによってトウの体積含有率を計
測した様子を示します。X線CTから得られたグレースケー
ルの画像に対して、適当なしきい値を与え2値化することに
よって、トウ領域とマトリクス領域を分離しました。分離
された各領域の体積を計測することで含有率を同定しまし
た。
トウの断面形状とトウ間の距離を計測した様子を図12に
示します。トウの断面は楕円形状と仮定し、長径と短径を
計測しました。計測に使用したトウは無作為に49個を選択
しました。計測された各形状パラメータを計測点数に対し
て平方根定理を適用し、ビン数7個でヒストグラムを描画し
た結果を図12に示します。全ての形状パラメータがガウス
分布のような一般的な統計量関数と明瞭に一致する傾向は
みられなかったため、今回は存在確率が最も大きいビンの
平均値を形状パラメータとしました。この結果から、X方向
のトウとY方向のトウでは、明らかに形状が異なることがわ
かります。とはいえ、一般的にはこれらの方向依存の微視
構造を意識して製品設計をすることは極めて稀であるため、
今回は、二つの方向の平均値をさらに平均した値を両方向
のトウに等しく適用しました。
隣接トウ間の距離の計測イメージも同図の(c)に示します。
この形状パラメータは、面外方向からの画像を基に計測し
ました。直交方向のトウに隠されていない領域と直交方向
のトウに隠されている領域の境目は樹脂リッチであるため、
暗く観察されます。その結果、直交方向のトウに隠されて
いない領域と直交方向のトウに隠されている領域はそれぞ
れ独立した長方形の形状として観察されます。トウ間の
ピッチは、この長方形の中心点間の距離と定義づけました。
トウの断面形状と同様に、49か所のトウ間の距離を計測し
ました。やはりトウ間のピッチについても、同図の(c)の鉛
直方向と垂直方向の繊維方向に依存する傾向が観察されま
したので、さらにそれらを平均した値を解析モデルに適用
しました。最終的に同定された各形状パラメータと、実際
に作成された仮想材料試験用の解析モデルを表3および図13
にまとめました。
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Simplewareの2値化処理によるトウ領域と
マトリクス領域の分離作業

Application
No. 69
Note
3-2 形状パラメータの最適化

このとき、GFRP平織材のトウ領域の微視構造は今回厳密
に観察することができなかったので、はじめはトウ内部の
繊維体積含有率を60 %と仮定して解析しました。最終的に
はせん断弾性率が実測で得られた値と一致するように微調
整しました。この微調整は、解析結果と実測結果間の誤差
を計測し、その誤差が最小になる解析条件を探すことで実
現されます。具体的には、解析結果が実測結果よりも大き
ければ、体積含有率を60 %よりも小さく、逆の傾向があれ
ば体積含有率を大きく設定して、改めて誤差を計測します。
これら一連の操作を繰り返すことによって、誤差が最も小
さくなる最適な条件を探索します。これらの処理は解析
ツールが提供する最適化アルゴリズムによって自動的に処
理されます。
解析モデルの作成や仮想材料試験により異方性材料特性
を同定する一連の解析フローは、サイバネットシステム社
製の均質化解析ツールであるMultiscale.Sim12)を用いて行い
ました。解析に必要な樹脂および繊維単体の材料特性は、
本製品に登録されている材料データベースの値を参照しま
した。また、トウの体積含有率を微調整するための最適解
析は、Ansys® Workbench™13) の最適化オプションである
DesignXplorer™を使用しました。

今回解析対象としている平織クロス材に代表される連続
繊維強化材は、極めて強い異方性を持つ傾向があります。
それらの異方性挙動を特徴づける材料物性値を解析的に予
測するためには、均質化法10)に基づく解析手法が有効です。
均質化法は、微視構造の不均一性を表現した有限要素モデ
ルを用いて、数値計算によって仮想的に材料試験を実施し
て、みかけの材料応答を評価し、最終的に材料物性値を同
定する解析アプローチを提供します。繊維、樹脂個々の材
料特性（考慮したい場合はさらに材料界面の特性）を実測
あるいはデータベースなどから準備するだけで、あらゆる
強化形態について、その不均質な微視形状を基に、異方性
の材料挙動および材料物性値が取得できます。本解析手法
の詳細についてはアプリケーションノートNo. 58をご参照
ください11)。
今回の解析の全体的な流れを図14に示します。解析と実
測の両方の側面から妥当性を検証することを試みました。
解析側の妥当性検証は前述した均質化解析によって行いま
す。ここで必要な情報は微視構造の形状と、それを構成す
る各材料の物性値です。微視構造のモデリングに必要な形
状パラメータの具体的な値は、2-3節にて解説したように、
X線CTで観察されたデータを画像処理にかけることで同定
しました。

(a) トウ断面の形状計測

0.521 mm

0.112 mm

Y（welt）方向トウの長径

Y（welt）方向トウの短径
0.101 mm

0.505 mm

X（warp）方向トウの長径
(c) トウ間ピッチの計測

画像解析によって同定された形状パラメータ

形状パラメータ
トウの体積含有率[%]
トウ間ピッチ[mm]

トウ断面

長径[mm]

短径[mm]

値
Y方向 X方向 平均

仮想試験

実試験

繊維と樹脂の材料特性の準備

X線CTによる
微視構造の観測

解析モデルの作成

59.1
1.578 1.144 1.361
0.521 0.505 0.513
0.112 0.101 0.107

均質化法に基づく数値材料試験

トウの体積
含有率を微修正

せん断弾性係数
解析≒実測？

x、y、z方向の縦弾性係数
xy、yz、xz方向のせん断弾性係数
xy、yz、xz方向のポアソン比

実試験を模擬した仮想材料試験

図 13

同定された形状パラメータを用いて作成された解析モデル

画像処理による
形状パラメータ
の同定

AGX™-V

修正目違い切り欠
き圧縮層間せん断
試験

仮想ひずみゲージ
計測

DIC計測

図 14
6

解析のValidation

表3

(b) トウ断面の形状パラメータ分布

X線CT断面画像を使った形状パラメータの同定作業のイメージとその結果

本アプリケーションノートの全体的な解析フロー

実測のValidation

図 12

X（warp）方向トウの短径
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4. 試験方法の妥当性検証

続いて、実試験方法の妥当性検証を行うために、実試験
と同等の形状および境界条件を与えた解析も実施しました。
この解析モデルで利用する平織クロス材の材料物性値は、
解析検証のフェーズで得られた物性値を用いました。解析
で得られた試験片内のせん断ひずみ分布を、DIC解析で実測
された結果と比較することで、実試験と解析結果が一致す
る良好な結果が得られることを確認しました。それと並行
して、解析側では、治具と試験片間の摩擦係数や、治具の
締め付け荷重を仮想的に変えた解析結果とも比較すること
で、試験結果に影響を与える条件を定量化することに加え
て、純粋なせん断試験を実現するための最適な試験条件を
提案することも試みました。

(a-1) メゾスケール

(b-1) メゾスケール

(a-2) ミクロスケール
（トウの内部領域）

4-1 解析方法

(a) ソリッドモデル

まず、GFRP平織材の直交異方性の材料物性を均質化解析
によって算出しました。その解析に利用したGFRP織物材の
ソリッドモデルおよび有限要素モデルの外観を図15に示し
ます。前述したように、メゾスケールの織構造はX線CTに
よって観察された結果を画像処理で同定しました。メゾス
ケールのモデルでは、トウの領域を均質体として仮定しま
す。実際には、一方向に配向した繊維が束になった不均質
な構造を有しているため、その微視構造を正しく反映させ
た異方性の材料物性を与える必要があります。そこで、ト
ウ領域の繊維束についても同図(a-2)や(b-2)に示したような
モデルを準備して、それに対して別途均質化解析を実施す
ることで物性値を取得しました。複合材料を構成する材料
について、繊維はEガラス（ヤング率：72.5 GPa、ポアソン
比：0.2）、樹脂はエポキシ樹脂（ヤング率：3.5 GPa、ポア
ソン比：0.35）です。今回はどちらも弾性的な特性である
ことを仮定し、その材料物性値は、今回利用した解析ツー
ルが提供している材料データベースの値を参照しました。
均質化解析では、これらのモデルに対して理想的な単軸引
張や層間せん断を模擬した仮想的な材料試験を行うことで、
GFRP織物材の直交異方性特性を特徴づける材料物性を全て
取得します。具体的には、3方向の縦弾性係数、ポアソン比、
せん断弾性係数の計9種類の物性から構成されます。
続いて、実験側の検証のために行った解析モデルを図16
に示します。モデルはGFRP試験片とその厚み方向に対して
試験片を挟み込む拘束治具から構成されます。試験片や治
具に与える押し付け荷重や圧縮応力は、これらパーツ面に
対して直接定義するため、その他の形状（治具のねじ穴や、
図の上下から試験片を支える治具など）は厳密にモデリン
グしておりません。具体的には、図16における試験片の下
面には、変位の完全拘束を定義して、上面には圧縮応力
30 MPaを定義します。実試験ではそれに加えて治具に加え
るトルクを介して、面外方向の押し付け荷重が負荷されま
すが、解析においては治具の変位をゼロ拘束することで対
応しました。また、これとは別に、治具を設置しないケー
スの解析も行いました。GFRPの切り欠き部近傍では、複雑
にひずみが分布することが予想されますが、切り欠き部か
ら十分遠い領域では、応力やひずみはほぼ一様に分布する
ことが予想されます。そこで、GFRPパーツは、切り欠き部
近傍領域とそれ以外の領域でパーツを分けて、切り欠き部
近傍のみメッシュを細かく設定しました。メッシュの粗密
が異なる二つのパーツ間は不連続メッシュになりますが、
その界面にはMPC（Multi Point Constraint：多点拘束方程
式）を定義することで、現実的な固着状態が再現されるよ
うにしました。材料挙動としては、GFRPパーツには、先に
示した均質化解析によって得られた材料物性を与えて、治
具は変形を許容しない剛体であることを仮定しました。
GFRP平織材と治具の間に働く摩擦係数については、試験結
果に与える影響を確認するために、0.0、0.3、0.4の3パター
ンで解析を行いました。
ここで得られた解析結果データから、層間せん断ひずみ
分布と、試験片中央のせん断ひずみおよびせん断応力値を
観察しました。これらの結果とDIC解析を用いて取得された
実測のせん断ひずみ分布、仮想ひずみゲージを用いて取得
された実測の試験片中央のせん断ひずみをそれぞれ比較す
ることで、試験条件の妥当性を検証しました。本試験は、
試験片上部に与えた圧縮応力30 MPaが、試験片中央のせん
断応力としてそのまま伝わることが理想的です。解析結果
でもせん断応力を観察することで、その理想条件が達成で
きているか否かを確認しました。

図 15

(b-2) ミクロスケール
（トウの内部領域）
(b) 有限要素モデル

均質化解析に使用するモデルの外観

圧縮応力30[MPa]

圧縮応力30[MPa]

押し付け
荷重
or
変位拘束

完全拘束
(a-1) 治具なし

完全拘束
(a-2) 拘束治具あり

(a) ソリッドモデル

(b-1) 切り欠き近傍

(b-2) 試験片端部

(b) 有限要素モデル
図 16
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実試験を模擬した解析モデルの外観

Application
No. 69
Note
4-2 CAE解析の結果

表4

まず、図16に示した解析モデルに対して均質化解析を実
施し、トウ領域と平織材全体の直交異方性の弾性率を評価
した結果を表4に示します。今回の実試験では、平織材のせ
ん断剛性が評価できているので、均質化解析では、トウ領
域の繊維体積含有率を調整することによって、その結果を
合わせこんでおります。最終的に逆同定されたトウ領域の
繊維体積含有率は約57.27 %と見積られました。これはSEM
によって観察された他の研究例と大差がなく、ある程度妥
当な値ではないかと考えられます。続いて、最適化したモ
デルを用いて拘束治具の有無や、拘束治具と試験片間の摩
擦係数を変化させた各ケーススタディの結果を表5にまとめ
ています。また、表5の右外に、実測されたDIC解析による
せん断ひずみ分布の結果も併記しています。全ての条件に
おいて、二つの切り欠きに挟まれた試験片中央部付近で、
せん断ひずみが集中している様子が確認できるものの、中
央部から少し離れた領域や二つの切り欠きよりも端部側で
も、応力条件に依存したひずみ分布を有していることから、
試験片の変形の様子が異なっていることが推測できます。
治具を設置しない条件では、試験片中央と同じオーダーの
高いひずみが、切り欠きより端部側にも表れる傾向が最も
顕著に観測できます。これは、試験片が面外方向に座屈変
形しているためだと考えられます。その結果、試験片中央
部のせん断応力も外部圧力よりも大きな値を示しており、
正確な面外せん断変形が実現できていないことが示唆され
ます。変位固定した治具を配置した条件では、切り欠きよ
り端部側の高いせん断ひずみ領域が小さくなっていること
から、座屈変形が抑制できている様子が確認できます。こ
の抑制の程度は、GFRP平織材と治具間の摩擦係数が大きく
なるほど顕著になる様子が確認されました。しかしながら、
摩擦係数が0.4まで大きくなると、試験片中央部の応力は外
部圧力よりも小さくなってしまう結果になりました。外部
圧力のエネルギーが摩擦による抵抗力によって無視できな
い程度に失われてしまったことが原因と思われます。実際
の試験では、摩擦係数を制御することはできないので、試
験片の面外方向の座屈を抑制しつつ、面内方向の変形は抑
制しすぎないように適度な押し付け荷重を負荷することが
必要になると言えます。
表5

均質化解析にて得られたGFRP平織材の直交異方性弾性率

物性

ポアソン比
[-]

圧縮応力[MPa]

X

43.189

15.028

-

Y

9.585

15.028

-

Z

9.585

7.144

-

XY

4.378

2.801

-

YZ

5.528

2.544

2.546

XZ

4.378

2.544

2.546

XY

0.254

0.161

-

YZ

0.512

0.421

-

XZ

0.254

0.421

-

圧縮応力
30[MPa]時の
試験片中央の
せん断ひずみと
せん断応力

治具の
条件

なし

-

-

1.97[%]
50.2[MPa]

あり
（変位拘束）

0.0

10785
[N]＊

1.95[%]
49.8[MPa]

あり
（変位拘束）

0.3

6618
[N]＊

1.18[%]
29.9[MPa]

0.4

実測

各解析条件における層間せん断ひずみ分布

治具の
押し
付け力

あり
（変位拘束）

解析

実測で確認できたせん断弾性率と一致するようにトウの繊
維体積含有率を調整した。

GFRP治具間
の摩擦
係数

10

平織

解析

縦弾性率
[GPa]

せん断弾性率
[GPa]

トウ

成分

20

30

5741
[N]＊

圧縮応力30[MPa]時
の実測結果
試験片中央部の
せん断ひずみは
約1.2 %

0.997[%]
25.3[MPa]

1.00 %

0.00 %

＊ 変位拘束時の押し付け力は反力に相当する。すなわち、治具の変位をゼロに固定するために要した力と解釈できる。
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2-2項の実試験において、材料間の摩擦係数は0.3程度で
あることが確認できています。その条件において、試験片
中央のせん断応力と外部圧力荷重が等しくなっていること
から、理想的なせん断条件が実現できていることがわかり
ます。
最後に、切り欠き部近傍のせん断ひずみ分布をより詳細
に確認するため、図17の(a)に示す2種類のパス経路上に対
して、せん断ひずみとせん断応力の結果をプロットしまし
た。その結果を同図の(b)～(e)に示します。試験片の中心位
置は、パスAでは距離3.2 mm、パスBでは5.0 mmの距離に
対応し、DIC解析において仮想ひずみゲージを設置した領域
はその中心付近に位置しています。正確な層間せん断試験
のためには試験片中央部は理想的なせん断モードになって
いることが期待されますが、同様の状態がその近傍にも広
い範囲に存在していることが望まれます。特に、ひずみ
ゲージで局所的なひずみ値を計測する場合、その計測幅で
ある約2 mm×2 mm程度の範囲で一定の値が保たれている
ことが望まれます。
拘束治具を配置した条件では、同図の(b)、(c)に示される
とおりそれがほぼ達成できており、試験片の層間せん断特
性がある程度正確に計測できていることが期待されます。
一方、治具を配置しないケースでは、面外方向の座屈に
よって、中央値のせん断ひずみが実測と比較して異常に大
きく、さらに同図の(b)に示されるとおりパスA上の結果が
顕著に下に凸となる傾向が観測されます。
また、せん断応力の分布についても確認をしたところ、
拘束治具を配置した条件では、同図の(d)に示されるせん断
応力の分布についてもせん断ひずみ同様、パスA上ではある
程度の広がりをもって分布しています。これに加えてパスB
上では、DIC解析で用いた仮想ひずみゲージを設置した領域
（切り欠き溝間中心付近、Distance 2-4 mm）においてブ
ロードな形状で分布していることが確認できました。
実試験においては、2-1項で示した式(2)のように、試験機
のロードセルで検出した試験力を、試験片の断面積で除し
て求める公称せん断応力によって算出する他には応力を評
価する手段がありません。図17(d)の結果において、試験片
の切り欠き近傍に応力集中がなく、切り欠き間隔6.4 mmに
わたって均一な応力分布が生じていることは、CAE解析に
よってのみ検証可能な内容です。CAE解析の結果で局所応
力が発生しなかったことから、実試験において適用した試
験法および試験形状が、線形・非線形ひずみのみならず、
公称せん断応力の評価についても有用であるという根拠を
得ることができました。
以上の結果から、試験片の面外方向に治具を配置し、治
具-試験片の材料界面の接線方向のすべりを阻害しないもの
の、法線方向の座屈を抑え込める程度の適度な荷重で支え
ることによって、層間せん断試験を再現できることがわか
りました。

治具なし

変位拘束治具、摩擦係数0.3[-]

DIC実測

DIC 仮想ひずみ
ゲージ設置領域

(b) パスA上のせん断ひずみ

治具なし

変位拘束治具、摩擦係数0.3[-]

DIC実測

DIC 仮想ひずみ
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(c) パスB上のせん断ひずみ
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(d) パスA上のせん断応力
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(a) パスの定義
図 17

パス上にプロットしたひずみと応力分布
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5. まとめ

本稿では修正目違い切り欠き圧縮による層間せん断試験
法により、GFRP平織材の層間せん断特性を実測（DIC解
析）とCAE解析の両輪から評価した事例を紹介しました。
試験片と拘束治具との間に摩擦係数を考慮した境界条件
を設定し、CAE解析モデルを構築したところ、試験片の目
違い切り欠き溝間で得られた以下の3点で実測（DIC解析）
とCAE解析の結果がおおむね一致する事が明らかになりま
した。
1. せん断ひずみ分布のコンター図
2. X方向のせん断ひずみの分布形状
3. Z方向のせん断ひずみの分布形状
また、CAE解析によって計算した目違い切り欠き溝間の
応力分布は幅広く均一であり、局所応力の発生は認められ
ませんでした。
実試験において適用した修正目違い切り欠き圧縮による
層間せん断試験法は、線形・非線形ひずみの取得のみなら
ず、公称せん断応力の評価についても有用であるという根
拠を得ることができました。
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