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1．緒 言 

 CFRP（炭素繊維強化プラスチック）は金属材料

と比較し，比強度・比剛性などに優れており，航

空機分野では翼や胴体などの一次構造部材にも使

われるなど，その用途は拡大している．しかし

CFRP 積層板は異方性，非均質性の特徴を持つ積

層構造のため，層間強度が弱く面外衝撃荷重で内

部損傷が起こり，構造物の信頼性を低下させる問

題点がある．そのため内部損傷に対する非破壊検

査が重要となる．現行の主な非破壊検査方法と比

較して，簡便かつ低コストで CFRP の内部損傷を

検査する方法として電気抵抗変化法が提案されて

いる．この方法は炭素繊維の導電性を利用し，電

気抵抗を測定することにより損傷を検知する方法

である．以上の背景から電気抵抗変化法により

様々な損傷検知の研究がされてきたが，実構造物

は繰返し負荷の影響を受けるため疲労検知，疲労

寿命予測の研究も重要である．そこで本研究は疲

労寿命予測の一環として繰返し負荷時の CFRP 積

層板の電気抵抗変化のメカニズムについて調査す

ることを目的とする． 

 

2．繰返し負荷試験時の電気抵抗変化 

2.1 試験方法 

試験片寸法，形状を図 1 に示す．材料は三菱レ

イヨン製一方向 CFRP プリプレグ(PYROFIL#380)

を用いる．積層構成は[0/±45/90]Sとし，電極，GFRP

タブ，K 熱電対を配置した．電極は銅メッキ・リ

ード線一体型電極(1)とし，電気抵抗は LCR メータ

(ハイテスタ 3522，日置電機)にて，交流電流 450Hz，

30mA を負荷し，4 電極法を用い，CFRP のインピ

ーダンスを測定した．また共和電業製二軸汎用箔

ひずみゲージを使い，ひずみを測定した．さらに

損傷状態を把握するために試験片側面をマイクロ

カメラで撮影した．試験条件として，油圧サーボ

式試験機(サーボパルサー，島津製作所製)を使用し，

引張―引張繰返し負荷試験を行った．繰返し最大

荷重は静的引張強度の 30%，繰返し速度は 50Hz，

応力比は 0.1，荷重波形は正弦波とした．電気抵抗

およびひずみは，試験停止時の平均引張荷重にお

ける値を 5 回測定し，その平均値を使用した．ま

た初期抵抗 R0は繰返し回数が 10
2回時の電気抵抗

とした．なお温度変化の影響を除外するため，次

式を用いて温度補償を行った． 
 

      TRTTRR   11 000
 (1) 

 

ただしR0は基準温度T0の時の抵抗値，αは温度係数，

ΔT は T0との温度差である．本試験は温度 T を熱電対

間の温度分布を線形と仮定した場合の電極間平均温度

とし，式(1)を用いて基準温度 25°Cに温度補償する． 

 

2.2 試験結果 

 温度補償後の CFRP の電気抵抗変化率 ΔR/R0を図 2

に示す．なお図中の黒線は 0.5×10
6 回目を表し，その

前後で電気抵抗の増減が変化している．またひずみ変

化を図3に示す．これよりおおよそ0.5×10
6回を境にひ

ずみが変化していることがわかる．さらに試験片側面

の様子を図 4(a)～(d)に示す．これより損傷が発生，進

展している様子がわかる．よって電気抵抗はひずみ，

および損傷の影響を受けると考えられる．そこで電気

抵抗変化のメカニズムについて考察を行った． 
 

230

50
1

2
.5

1
.7

4
.7

10015

205 55

GFRP Tab

CFRP

Thermocouple

Electrode

Unit：［mm］

0° Strain gauge

 
Fig. 1 Specimen configuration. 
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Fig. 2 Electrical resistance 

change during cyclic loading. 
Fig. 3 Strain change 

during cyclic loading. 
 

0°45°-45°90°90°-45°45°0°

0°

 

0°

 

(1)

(2-1)

(2-2)

(2-3)

 

(a) 7×104 cycles 

(1)

 
(b) 105 cycles (c) 106 cycles (d) 3.5×106 cycles 

Fig. 4 Crack initiation and propagation. 
 

3．繰返し負荷による電気抵抗減少のメカニズム 

以前調査した積層構成[02/902]S の電気抵抗変化

を図 5 に示す．ただし試験条件は繰返し最大荷重

が静的引張強度の 20%，繰返し速度が 25Hz と本

試験と多少異なる．これより常に電気抵抗が増加

していることから，±45°層の有無により電気抵抗

の増減が異なることがわかる．ここで 0°，90°層と

異なり，±45°層は非線形挙動による残留ひずみ発

生(図 6)およびクロスエラスティシティ効果(図 7)

という特異な現象が起こる．よって電気抵抗減少

[0/±45/90]S [0/±45/90]S 

 



メカニズムとして，±45°層の応力―ひずみ非線形

挙動により生じる残留ひずみによって，繊維接触

が良好になり電気抵抗が減少するという仮説を提

案する．以上の現象を実証するため，ポアソン比

を用いた考察を行う．以下，0°方向のひずみを縦

ひずみ，90°方向のひずみを横ひずみと述べる．ポ

アソン比は次式で表される． 

l

w




   (2) 

なお εlは縦ひずみ，εwは横ひずみであり，これら

は弾性ひずみと残留ひずみの和である．ここで残

留ひずみについても式(2)を適用すると， 

rl

rw
r




   (3) 

なお εrlは残留縦ひずみ，εrwは残留横ひずみである．

また残留ひずみは荷重や繰返し数等に依存する値

となる．ところで縦ひずみ εl は電気抵抗増加に寄

与し，横ひずみ-εw は電気抵抗減少に寄与するが，

積層構成[0/±45/90]S は引張試験時に常に電気抵抗

が増加する．この際もポアソン効果によって横ひ

ずみが生じるため，繰返し負荷による残留ひずみ

は引張ひずみ以上の横ひずみが発生し，電気抵抗

が減少していると考えるのが妥当である．さらに

ポアソン比には，電気抵抗の増減が変わる閾値が

あると考えられる．閾値を ν0とすると， 

  0r  (4) 

が成り立てば，残留ひずみ(νr)で電気抵抗が減少，引

張ひずみ(ν)で増加するということになる． 
 

3.1 試験方法 

 試験片寸法，形状は図1と同様で，積層構成は[±45]2S

である．試験条件として，精密万能試験機(オートグ

ラフAG-1 100kN，島津製作所製)を使用し，最大荷重

は静的引張荷重の 52%(最大縦ひずみが約 4200με で

[0/±45/90]Sの静的引張荷重の30%と同じひずみ)，スト

ローク速度1mm/min，応力比0，繰返し数10回とする．

引張ひずみから式(2)，残留ひずみから式(3)の値を測定

し，また残留ひずみと電気抵抗変化の関係を求めた． 
 

3.2 試験結果 

 図 8に繰返し数 1回目の縦ひずみと横ひずみの関係，

および繰返し数1回～10回までの残留縦ひずみと残留

横ひずみの関係を示す．なお式(2)と式(3)は，図 3の直

線の傾きの絶対値と等しい．引張ひずみでは ν=0.759，

残留ひずみでは νr=1.12 となり，閾値はわからないが，

式(4)の νr > νが成り立つことがわかる．さらに図 9よ

り残留ひずみによって電気抵抗が減少していることも

確認できる．以上から繰返し負荷による残留ひずみに

よって，引張負荷時よりも 90°方向に収縮することが

示された．これは積層構成[0/±45/90]Sの図 3 より求め

た，繰返し負荷試験時の縦・横ひずみ挙動(図 10)から

も電気抵抗増減の違いがポアソン比で表せることがわ

かる．よって繰返し負荷時には±45°層の変形により繊

維接触が密になることで，電気抵抗が減少すると考え

られる． 
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Fig. 5 Electrical resistance 

change during cyclic loading. 

Fig. 6 0° stress-0° strain diagram 

during loading and unloading. 
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Fig. 7 Effect of cross-elasticity. 
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Fig. 8 Longitudinal-lateral 

strain diagram. 

Fig. 9 Residual longitudinal 
strain-electrical resistance diagram. 
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Fig. 10 Residual longitudinal-lateral strain diagram 

during cyclic loading. 
 

4．繰返し負荷による電気抵抗増加のメカニズム 

 2 節の結果より電気抵抗増加は，損傷の影響と

考えられる．なお図 4 内の数字は次の損傷を表す． 

(1) 90°層の横き裂発生 

(2-1) 90°,-45°層の層間き裂の発生，進展 

(2-2) -45°層の横き裂の発生 

(2-3) -45°,45°層の層間き裂の発生，進展 

図 2 の電気抵抗変化と図 4 の損傷の比較から，(1)

ではなく(2)によって電気抵抗が増加することが示

唆される．つまり±45°層の損傷の影響により電気

抵抗が増加すると考えられる．また損傷の影響に

よる図 3，図 10 のひずみ変化と電気抵抗増減変化

が概ね一致している．これは積層板の損傷進展を

電気抵抗変化から予測できる事を示している． 

 

5．結 言 

繰返し負荷試験時の積層構成[0/±45/90]S の電気

抵抗変化メカニズムについて調査し，電気抵抗減

少が±45°層の残留ひずみによる繊維接触の改善，

電気抵抗増加が±45°層の損傷の可能性を示した． 

 

参考文献 

(1) Akira TODOTOKI, Kensuke SUZUKI, Yoshihiro 

MIZUTANI and Ryosuke MATSUZAKI, “Durability 

Estimates of Copper Plated Electrodes for Self-sensing 

CFRP Composites”, Journal of Solid Mechanics and 

Materials Engineering，Vol. 4, No. 6 (2010), pp. 

610-620. 

[02/902]S [±45]2S 

[±45]2S 
 

[±45]2S 

[0/±45/90]S 


