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研究成果の概要（和文）： 複合材料の一種であるFRPは，比強度・比剛性に優れるため，幅広い分野で使用されてい
る．FRPの多くは積層板として成形されて使用されているので, 層間剥離やき裂が発生しやすい．材料の信頼性・安全
性のために, 光伝達機能を持つ光ファイバと修復剤として光硬化樹脂を用い，外部から連続的に修復剤を注入できる機
構を持ったCFRPの自己修復システムを提案した．自己修復構造を持つCFRPを成形し，光ファイバと修復剤としてUV樹脂
を用いて，き裂に対する自己修復を試みる．また，力学特性を調べることで，修復率に影響する因子を解明した．方法
の拡充として, GRTPにおける低コストの自己修復システムも実現できた.

研究成果の概要（英文）：Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP), a composite material, is used in a wide
range of fields because of its excellent specific strength and specific rigidity. Much CFRP is molded
into laminated plates. CFRP is strong in each layer, particularly in the fiber direction; however, it is
slightly weaker between layers and, therefore, it will experience degradation over time or develop
delamination and cracks when it receives any external shock. To resolve this problem, we proposed a
self‑healing system for CFRP using optical fibers and UV‑curable resin. In this study, self‑healing CFRP
samples were prepared and the effectiveness of repairing the inter‑laminar fractures was confirmed by
using optical fibers and UV‑curable resin. In addition, we have also clarified the factors that affect
the repair rate by determining the bonding strength of epoxy resin and UV‑curable resin. From the
experiment results, we were able to confirm the feasibility of the proposed self‑healing system.

研究分野： 複合材料工学
キーワード： 自己修復
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