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ABSTRACT 
Shape memory alloy (SMA) is commerciαlly available for a variety of actuators and damping 

materials. Recently， SMA wires have also become commercially available for the design of smart 

composite structures becαuse SMA wires with αsmall diameter can be easily produced. In this work， 

several types of composite plates with embedded SMA wires and texture layer were developed. And 

also，αn increased sti伊zessis observed clearly over phαse transformαtion temperature. Compared 

with the composites with steel textile， the st~が1ess and vibrational properties of composites reinforced 

with SMA wire or textureαre 1m宮elyimproved. Therφre， the SMA composites will be expectedαs 

ναluable high damping materials withαctuatingfunction in engineering applications. 

研究目的

本研究では，形状記憶合金の相変態温度における剛性変化を積極的に利用し，形状記憶合金 (SMA)

細線で織り込んだ織物と SMA細線を異方向に重ね合わせた (2層配列した)構造を作製し， CFRP層/SMA

層/エポキシ層/CFRP層を積層した複合材料を開発する.ホットプレスの熱硬化温度および織り方が材

料の剛性及び減衰係数に及ぼす影響を調べるために，自由支持振動実験を行う.また，異なる強化形

態の SMA細線を用いることで高振動減衰特性を有する，かつ減衰特性の制御可能な材料を開発する.

その上，開発された材料の工学応用を図る.

2年間の研究内容と成果(途中からのテーマ)

・ 研究目標

異なる強化形態の形状記憶合金細線による新規高振動減衰特性材料の開発

製作された材料の振動，減衰特性の解明

減衰特性の制御可能な材料の設計

・ 研究内容及び研究範囲

1. 形状記憶合金 (SMA)の相変態温度における剛性変化を積極的に利用し，異なる強化形態のSMA細

線による新規高振動減衰特性材料を創製する.

2. 振動実験と理論解析の両面から振動減衰特性を評価する.特に，動的粘弾性測定試験(DMA)と中

央加振による振動試験から複雑系の材料の振動減衰特性を明らかにする.

3. 温度の変化，特に相変態温度付近で埋蔵したSMAによる振動制御メカニズムを明らかにし，広範囲

の材料設計に関する知見を得る.
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. 研究成果

形状記憶合金 (SMA) を用い、異なる強化形態の SMA細線を埋め込んだ複合材料ビームと SMA細線織

物積層板など 4種類の新規材料が創製された (Fi g. 1). F i g. 1の(b)と(d)積層板の 300

Cで固有振動数一

温度曲線を正規化した図を Fig.2に示す.図から，ステンレス織物積層板は 800Cでの固有振動数は 300C

より 5.15%減少し，SMA織物積層板と比べ固有振動数の減少傾向が明らかであり， SMA織物積層板の温

度変化により固有振動数が保持できることがわかる.SMA織物を埋め込むことによって高温環境下にお

いても常温での振動特性を維持でき，高分子材料の問題とされている高温軟化を振動特性の面におい

て強化することができた.
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Fig. 1 Schelllatic illustration offour lalllinated plates. (a) CFRP/epoxy/CFRP， (b) CF貯 Istainless/epoxy/CFRP，

( c) CFRP Itwo dir巴ctionsSお1A1epoxy/CFRP，(d) CFRPISMA textile/epoxy/CFRP 
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Fig. 2. Nonnalized by natural frequ巴ncyat 30
o
Cof Fig. 3. Th巴 lllaxilllulllof tan O for differ巴ntSMA 

textile SMA and stainless st巴el (cured 8 hours) partic1es(SMAp) and short fiber (SMAf) contents. 

形状記憶合金を利用した新規振動減衰材料に対して， F ig. 3に示すように強化材の含有量の増加に

伴い，振動減衰特性が向上したことが確認できる.また強化形態の違い(粒子強化と短繊維強化)に

よる減衰係数への影響も明確に観察された.理論解析においては振動実験と理論予測の両面から振動

特性を明らかにし，高性能振動減衰材料の開発指針を与えることができた.

これらのことから変態温度付近でのS胞の剛性変化を積極的に利用することで，複合材料の固有振

動数を大きく変化させることによって外力の周波数と一致するのを避け，共振状態を免れることがで

き，振動減衰制御が可能な新規構造材料の開発が可能となり ，形状記憶合金の応用拡大が期待できる

ことを明確にした.
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