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GFRP の引張試験(静的/高速)と X 線による観察
Tensile Test and X-ray Observation for GFRP
 はじめに

Introduction

ガ ラ ス 繊 維 強 化 プ ラ ス チ ッ ク GFRP(Glass Fiber
Reinforced Plastic)は，強度と電気絶縁性に優れた高強
度複合材料として，建築材料，船舶，OA 機器，家電
機器などへの適用が浸透しています。また，最近は軽
量かつ高強度という特長から自動車分野への応用が
注目されており，強度と耐熱性をさらに向上させるよ

うな GFRP の開発が進められています。
今回ご紹介するのはポリアミド樹脂にガラス繊維
が 30%配合された GFRP 試験片を対象にした静的引張
試験，高速引張試験，並びに X 線 CT 装置による非破
壊内部観察事例です。
H.Mita，M.Edahiro

 試料(試験片)
Test specimen (Sample)
今回の評価に使用した試験片は，市販の GFRP 板材
を切削加工によってダンベル形状に加工したもので，
諸元は以下のとおりです。

なお，GFRP 試料の板材からの切り出し方向による
差を見るため，板材の短辺方向を[方向 1]，長辺方向
を[方向 2]と区別しています。

(1) 樹脂
： ポリアミド
(2) 補強材
： ガラス繊維 30%
(3) 試験片の形状 ： [静的引張試験] 硬質プラスチック平板 JIS Ⅰ号片 215(L)×20(W)×4(T)mm，平行部幅 10mm
[高速引張試験] ASTM D1822 Type L 平板 63.5(L) ×12.71(W) ×3(T)mm，平行部幅 3.18mm

 静的引張試験

Static Tensile Test

静的引張試験は，Fig.1 に示す「島津精密万能試験
機 AG-X」形を用い，手動式つかみ具で試験片を把持
して実施しました。
負荷速度などの試験条件は下記のとおりです。
(1) 引張速度
：1mm/min
(2) チャック間距離 ：115mm
(3) 雰囲気
：室温 25℃
(4) 試験力測定
：ロードセル
(5) 変形量測定
：クロスヘッド移動量

静的引張り 応力-ひずみ線図
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試験結果を，応力(試験力を試験片の初期断面積で除
した公称値)とひずみ(クロスヘッド移動量を試験片の
初期平行部長さで除した公称値)の関係として図示し
たものを Fig.2 に，またこのデータから得られた特性
値として引張強度(最大応力)と破断点ひずみを Table
１に示します。
この結果から，[方向 1]は[方向 2]に比べ，強度は高
いものの伸びは少ないことが分かります。(機械的特
性に異方性がある)

Fig.1 島津精密万能試験機 AG-X 形 外観
Overview of SHIMADZU Autograph AG-X type.
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Fig.2 静的試験結果 (応力-ひずみ線図)
Result of static tensile test (Stress – Strain graph).
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Table 1 静的試験結果
Result of static tensile test.

負荷方向

引張強度 (MPa)

破断点ひずみ (%)

方向 1

91.6

6.21

方向 2

76.1

11.3

 高速引張試験
High-rate Tensile Test
次に，GFRP の引張強度に対する速度の効果を調べ
るため，静的引張試験と同じ材料から製作した試験片
を使用して，ひずみ速度を約 100,000 倍に上げ高速引
張試験を行いました。使用した試験機は「島津高速引
張試験機 HITS-T10」形(外観を Fig.3 に示す)で，油圧
方式による高速負荷能力(最高速度：20m/s)を有してい
ます。

試験条件は下記のとおりとしました。
(1) 引張速度
：400mm/s
(2) チャック間距離 ：29.5mm
(3) 雰囲気
：室温 25℃
(4) 試験力測定
：ロードセル
(5) 変形量測定
：チャック間距離(注 1)
注 1)チャック間距離はチャック変位計により測定さ
れた，固定端と上部試料チャックとの相対変位。

試験片取り付け部の詳細を Fig.4 に示します。

上部試料チャック

チャック変位計

試験片

下部試料チャック

Fig.3 島津高速引張試験機 HITS-T10 形 外観
Overview of SHIMADZU High-rate tensile testing system.

試験結果を，応力(試験力を試験片の初期断面積で
除した公称値)とひずみ(チャック変位を試験片の初期
平行部長さで除した公称値)の関係として図示したも
のを Fig.5 に，またこのデータから得られた特性値と
して引張強度(最大応力)と破断点ひずみを Table 2 に
示します。なお，試験は[方向 1]，[方向 2]それぞれ 2

本ずつの試験片について行い，まとめて表しています。
この結果では，[方向 1]と[方向 2]の差は，破断点ひ
ずみに関して多少認められますが，引張強度について
はほとんど無く，静的試験結果との違いが分かります。
また，引張強度は相対的に静的試験に比べて高くなっ
ています。
Table 2 高速試験結果
Result of high-rate tensile test.

高速引張り 応力-ひずみ線図
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Fig.4 島津高速引張試験機 HITS-T10 形 外観
Overview of SHIMADZU High-rate tensile testing system.
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Fig.5 高速試験結果 (応力-ひずみ線図)
Result of high-rate tensile test (Stress – Strain graph).
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 X 線 CT による内部観察
Observation with X-ray CT system
GFRP ではガラス繊維の長さや配向性，およびそ
の含有率が引張特性に大きく関与するとされてい
ます。そこで今回は，「マイクロフォーカス X 線
CT システム SMX-160LT・VCT」形(Fig.6)により，
GFRP 試験片の内部構造(ガラス繊維の長さと配向)

を非破壊で 3 次元的観察することを試みました。
Fig.7 は引張試験片と CT 撮像用の試料との関係
を示すイメージ図で，引張試験後に試験片平行部か
ら直方体形状の試料[20(L)x2(W)x2(D)mm]を切り出
しました。

Fig.7 観察用試料作成イメージ
Preparation of sample for X-ray observation.
Fig.6 X 線 CT システム 外観
Overview of X-ray CT system.

Fig.8 は撮像した試験片内部の断層像です。このよ
うに，CT 撮像を行うと試料内部の直径約 1.0mmx 高
さ約 0.8mm の円柱状領域内の 3 次元的情報を一度に
得ることができ，任意の断面を観察することができま
す。
この断層像において，白い部分はガラス繊維，黒い
部分がポリアミド樹脂です(色の差は一般に密度差を
表します)。これを見るとガラス繊維の長さは一定で
なく，また繊維の配向に関する規則性も特に無いよう
です。

約 1.0mm

Y X
Z

約 0.8mm

Fig.8 GFRP の断層像
Sectional image of GFRP.

さらに，撮像データから 3 次元内部イメージを作
成したものを Fig.9 に示します。3 次元画像では，
内部の繊維の配向状態を立体的に観察することが
できます。
繊維の配向を調べるため，従来は試験片を徐々に

削りながら表面を観察するという手間のかかる作
業が必要でしたが，X 線 CT 装置を用いることによ
り短時間かつ非破壊的に立体的な内部情報を得る
ことができ，解析効率の格段の向上が期待できます。

左図の拡大

Fig.9 GFRP の 3 次元観察像
3-dimensional image of GFRP.

初版発行：2009 年 11 月

分析計測事業部
応用技術部
※本資料は発行時の情報に基づいて作成されており，予告なく
改訂すること があります 。改訂版 は下記の会員制 Web
Solutions Navigator で閲覧できます。
https://solutions.shimadzu.co.jp/solnavi/solnavi.htm

アプリケーション開発センター

●東京
●京都

TEL (075)823-1153

会員制情報サービス｢Shim-Solutions Club｣にご登録下さい。
https://solutions.shimadzu.co.jp/
会員制 Web の閲覧だけでなく，いろいろな情報サービスが受けられます。

