賦形性と力学特性を両立する CFRTP プレス成形
岐阜大学 次世代金型技術研究センター 三宅 卓志
１. はじめに
炭素繊維で強化されたプラスチック基複合材料の
waviness

うち，熱可塑性樹脂をマトリックスに用いた CFRTP

Residual stress

(Carbon Fiber Reinforced Thermoplastic)は加熱によ
り可塑化できることから，熱硬化性樹脂を用いたもの
に比べ，複雑形状の高速成形が期待されている．
射出成形は，高速成形が可能であるが，繊維長が
Fiber break

短く力学特性が低いという課題がある．そのため，力

Fig. 1 Fiber state in CFRTP after press forming

学特性に優れる連続繊維や長繊維を用いた成形が
可能なプレス成形が有力視されているが，連続繊維
や長繊維が変形拘束するため変形能に乏しく，成
形性が悪い．このため，CFRTP の成形では，力学特
性と賦形性の両立が可能な成形方法が求められて
いる．

から，成形に伴う繊維状態の変化は成形体の力学
特性に大きく影響を及ぼす 3), 4)．したがって，賦形性
の向上により成形に伴う繊維状態の変化に起因して
力学特性が向上することが期待できることから，繊維

これに対し，繊維が不連続であっても特性長さと
呼ばれる一定長さを超えていれば，力学特性への
影響は端部の影響のみに限定されることに着目し，

切断パターンの最適化には賦形性だけでなく，この
ような成形に起因する繊維の応力分担能の変化も
考慮することが望ましい．

連続繊維を切断することにより賦形性を向上させる
方法が検討され てい る． 牽切紡（ Stretch Broken

２．目 的

Yarn）1)と呼ばれるものは，連続繊維に張力を作用さ
せることにより繊維切断を発生させたしたものであ
り，また UACS（Unidirectionally Arrayed Chopped
Strands） 2)は，一方向連続繊維プリプレグに一定間
隔でスリットを入れたものである．これらでは，複雑形
状の成形が可能となり，賦形性の向上効果は認めら
れているものの，繊維切断の量や間隔，角度などを
どのように最適化すればよいか具体的な方法は確
立されていない．

このような観点から，成形後の成形体中の繊維に
発生している応力を可視化することにより，成形体の
力学特性への影響を最小限に抑える，すなわち大き
な残留応力や繊維たるみの発生しないような繊維切
断パターンを決定できる技術の確立を目的とする．
しかし，炭素繊維の単繊維は直径約 6m と細いため
繊維に発生している応力の可視化は困難である．そ
こで本研究では，1m の空間分解能を有する顕微ラ
マン分光法を用いて成形後の成形体中の繊維応力

CFRTP のプレス成形では， 強化繊維は，成形前

を測定することにより，繊維の応力分担能への影響

後で Fig.1 に示すような変形を起こす．例えば，変

が最少となるよう繊維切断する方法について提案す

形後の寸法が変形前に比べ長くなる場合には，繊

る．提案方法を用いて，繊維切断パターンを変化さ

維切断が起こるか，もしくは引張りの大きな残留応力
が残存することとなり，短くなる場合は繊維たるみが
発生する．既に明らかにしているように引張りの残留

せた板材を半球形状にプレス成形した場合につい
て，繊維切断パターンの違いによる繊維残留応力の
差を定量的に明らかにする．

応力は繊維の見かけ上の引張強度を低下させ，一
方たるんだ繊維は応力をほとんど受け持たないこと
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３．実用的な価値、実用化の見込など

ぶら下げ，引張負荷状態で繊維のラマン散乱を測

CFRTP の実形状成形体では単純形状の試験片 定した結果を示す．引張負荷により散乱光の波数
に比べ低い強度しか得られないことが多く，この原 （周波数）が低波数側に移動することがわかる．散乱
因として成形プロセスの影響が考えられてきたが，こ 光の波数と負荷応力は，ほぼ線形の関係にあること
れまで解明できていない．本方法により成形影響を から，この直線関係を用いることにより，散乱光の波
定量的に明らかにできれば，賦形性と強度を両立で 数から繊維に発生している軸方向応力を求めること
きる中間材料の開発や最適な成形条件の設定が可 が可能である．
能となると考えられることから，CFRTP の実用に向け ４．２ 繊維切断によるファブリックシートの賦形性
向上
て価値は高い．
４．研究内容の詳細

CFRTP プレス成形の中間基材では，炭素繊維織

４．１ 顕微ラマン分光法による繊維応力評価の
原理

物を強化材としたファブリックシートがよく用いられ
る．ファブリックシートの場合，一方向材を積層したも

物体に光を照射した際，ごくわずかではあるが照 のとは異なり，繊維交差が存在するため，変形時の
射光から波長変化した光が散乱される．これは照射 繊維による拘束がより大きい．このため繊維切断の
光が対象物とエネルギ交換したために波長変化し 効果が，一方向材の積層板とは大きく異なることが
たもので，ラマン散乱光と呼ばれている．ラマン散乱 予想される．そこで，まず切込みを入れた CFRTP フ
光のエネルギ変化は，対象物の分子振動エネルギ ァブリックシートの圧縮を行い，その拡がり変形から
に起因するから，分子構造だけでなくエネルギ変化 繊維切断の効果を確認した．実験には，直交綾織
する変形が検出可能である．加えて照射光を対物レ 炭素繊維織物を強化材に用いた PA66 マトリックス
ンズで集光することにより，μm 領域の局所的な変 CFRTP 板材 （TEPEX dynalight 201 ） を ， 270℃ ，
形状態を知ることが可能である．これを炭素繊維の 2MPa で圧縮し圧縮後の形状を観察した．Fig.3 に，
変形測定に適用することで，成形により CFRTP 中の 繊維切断パターンと圧縮後の板形状を示す．図より
炭素繊維に発生する変形（もしくは変形量から換算 わかるように，切込みのパターンにより変形形状が大
した応力）を，異なる位置ごとに測定可能と考えられ きく変化することがわかる．また，変形形状は切込み
る．

の位置やピッチとの対応が認められることから，ファ

Fig.2 に，炭素繊維単繊維にローラを介して錘を

ブリックシートの場合においても繊維切込みの位置
やピッチを変化させることにより賦形性を制御できる
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ことがわかる．
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shift in the carbon fiber

繊維に切込みを入れることにより賦形性が大きく
向上することが確認されたから，実形状成形のうち絞
り成形を取上げ，絞り成形での繊維切断の効果を，
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成形体の繊維残留応力の変化から検証した．
（１）試料および成形方法

Edge of hemisphere
formed

実験には，PPS（Poly Phenylene Sulfide）樹脂マト

8 8 16

リックスの直交綾織 CFRTP 板材（TEPEX
dynalite207）を用いた．その緒元を Table 1 に示
す．この板材をφ120mm の円形に切出したものをブ

f80
f120

球形にプレス成形した．ブランクを PPS の融点を超

Slit
width 8mm

4

わ押さえした状態で，パンチにより内径 25mm の半

warp

Slit
width 4mm

4
weft

える 310℃に加熱した後，金型に移動し，容量 1100

(a) Pattern I

2

ランクとした．これを，Fig.4 に示す金型を用いて，し

(b) Pattern II

ｋN のサーボプレス機（コマツ産機（株） H1F110）に
Fig. 5 Slit location and width introduced in blanks

より下死点制御で成形を行った．金型温度は 80℃
とし，下死点で 30s 保持後，離型した．しわ押さえ力
は 9.8kN とした．
ブランクには，Fig.5 に示すような 2 パターンの繊
維切り込みを入れ，賦形性を変化させた．このパタ
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ーンは，Fig.6 に示す数値計算結果に基づいて決定
した．すなわち，成形後大きな引張残留応力が発生
すると計算されたθ（経度）45°および 135°位置を通
る繊維に着目し，これらの繊維を成形中に移動し易

Stress along fiber1
direction / GPa

くするようスリットを入れた．パターンⅠは，成形中に
q = 45º

張出変形する領域に繊維切断を入れたものであり，
パターンⅡは，しわ押え部での繊維移動を容易に

Fig. 6 FEM analysis result of fiber axial stress

するよう意図して切断したものである．
Table 1 Structural and mechanical properties
of specimen
Structural
Composition
Weave

Layer thickness

Mechanical & thermal
CF/PPS

Young’s modulus [GPa]

55

2/2 twill

Tensile strength [MPa]

710

Melting Temp. [˚C]

280

Tg [˚C]

90

[0/90]4 1mm

Vf [%]

45

（２）繊維応力測定方法および測定箇所
繊維応力は，Fig.7 に構成を示す顕微ラマン分光
装置（iHR550（株）堀場製作所）を用いて，顕微鏡の
100 倍対物レンズによりレーザ光を直径 1μm に集
光して炭素繊維に照射して行った．測定箇所は，

Blank

Fig.7 に示す半球形成形体のθ=45°位置のフランジ
t1

f 120

部からの立上り部分のパンチ側とした．これは，数値
計算で，繊維に最大応力が発生すると予測された箇

Upper die

Blank holder

所である（Fig.6）．応力がほとんど発生しないと予測
されたθ=0°の箇所も，比較のため測定を行った．測

Punch

Die cushion pin

定は，近傍の繊維 5 本をランダムに選んで行った．

Blank holding force
(Die cushion pressure)

Fig. 4 Schematic of die for forming hemisphere
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（３）繊維応力測定結果
Fig.8 に，測定した繊維応力を示す．図には，比
較のため繊維切断なしの成形体の繊維応力も示し

５．まとめ

てある．繊維応力は，成形前の板材における繊維応

成形に伴い繊維に発生する残留応力に着目して

力を０とし、その差を示してある．成形後の半球θ

成形の影響を評価する手法を，線切断による賦形性

=0°箇所の繊維には，成形前に比べ引張応力が発

向上の評価に試みた．その結果，

生しているが，その大きさは 0.2GPa 程度であり，

・本手法により，成形体中の繊維残留応力は切断

Fig.6 に示した数値計算結果と近い結果が得られ

パターンにより変化することが確認できた．

ている．スリットを入れた成形体θ=45°繊維に発生

・今回の繊維切断パターンでは繊維応力の低減

する残留応力からスリット導入の効果を見ると，その

が認められなかった．

大きさは切断パターンにより大きな差が発生してい

以上より，本手法を用いて，繊維切断が有効に機

ることがわかる．張出部の繊維切断を行ったパター

能しているかどうか検証しながら切断パターンの最

ンⅠの方が，しわ押さえ部に繊維切断を導入したパ

適化を図ることが可能と考えられる．

ターンⅡに比べ小さな応力しか発生しない．パター
ンⅠでθ=45°繊維に発生する応力は，θ=0°繊維と
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に加え繊維切断ピッチも 8mm 間隔と狭いため，切
断箇所がパターンⅡに比べて多い．切断位置に加
え切断ピッチの影響の可能性も考えられる．このよう
に本手法によれば，繊維切断箇所や切断ピッチに
よる成形影響の違いを定量的に評価することが可能
であることから，切断位置や頻度を変化させて最適
な繊維切断パターンを決定することができると考えら
れる．繊維に発生する応力は，２GPa に達し，繊維
の引張強度 3～4GPa（繊維強度は未公表）から見
て，無視できない大きさであるから見て，最適繊維
切断による成形応力の低減は実用上重要である．
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