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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造材料からなる供試体に対して荷重を印加して多軸状態で負荷試験を行う多軸負荷試
験装置であって、前記供試体に対して軸方向に荷重を印加する軸圧印加部と、前記供試体
を収容する収容孔が形成されるとともに当該収容孔に収容された前記供試体の周囲に作動
流体を貯留する圧力容器部と、前記供試体を軸方向に移動させて前記収容孔と前記供試体
との間に形成された作用空間の容積を増加又は減少させることで前記作動流体により前記
供試体の外周に外圧を印加する外圧印加部とを備えている多軸負荷試験装置。
【請求項２】
　前記供試体に印加される軸方向の荷重を検知する軸圧検知センサと、前記供試体に印加
される外圧を検知する外圧検知センサと、前記軸圧検知センサからの検知信号に基づいて
前記軸圧印加部をフィードバック制御する軸圧制御回路と、前記外圧検知センサからの検
知信号に基づいて前記外圧印加部をフィードバック制御する外圧制御回路とを備えている
請求項１に記載の多軸負荷試験装置。
【請求項３】
　前記軸圧印加部に取り付けられるとともに前記供試体の内部空間に貯留する作動流体に
より前記供試体に内圧を印加する内圧印加部を備えている請求項１又は２に記載の多軸負
荷試験装置。
【請求項４】
　前記外圧印加部に取り付けられるとともに前記外圧印加部の作動体を回転させて当該作
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動体に接続固定された前記供試体にねじり荷重を印加するねじり印加部を備えている請求
項１から３のいずれかに記載の多軸負荷試験装置。
【請求項５】
　構造材料からなる供試体に対して荷重を印加して多軸状態で負荷試験を行う多軸負荷試
験方法であって、圧力容器部に形成された収容孔に前記供試体を収容して当該収容孔に収
容された前記供試体の周囲に作動流体を貯留し、前記供試体を軸方向に移動させて前記収
容孔と前記供試体との間に形成された作用空間の容積を増加又は減少させることで前記作
動流体により前記供試体の外周に外圧を印加し、前記供試体に対して軸方向に荷重を印加
して負荷試験を行う多軸負荷試験方法。
【請求項６】
　前記供試体に印加される外圧を検知する外圧検知センサからの検知信号に基づいて印加
する外圧が設定条件に合致するようにフィードバック制御を行い、前記供試体に印加され
る軸方向の荷重を検知する軸圧検知センサからの検知信号に基づいて軸方向の荷重が設定
条件に合致するようにフィードバック制御を行う請求項５に記載の多軸負荷試験方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造物、部材、部品等に用いられる構造材料の多軸負荷試験装置及び方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　構造物、部材、部品等に用いられる構造材料の代表的なものとして金属材料が挙げられ
るが、金属材料を構造材料として用いる場合、構造材料として必要となる耐久性を検証す
るために様々な試験が行われている。その中で機械的な試験としては、引張試験、圧縮試
験、曲げ試験、ねじり試験といった材料に様々な負荷を与えて機械的な強度を測定する試
験が行われており、また、こうした負荷を繰り返し与えて材料に生じる破壊現象等を分析
する疲労試験が行われている。
【０００３】
　機械的な負荷を材料に与える負荷試験では、材料に対して軸荷重、曲げ荷重又はねじり
荷重といった負荷を与えることで材料内部に様々な負荷状態を実現している。材料内部の
負荷状態は、一般に応力及びひずみの状態で表わされるが、主応力又は主ひずみの方向が
１つの軸方向にのみ作用する場合には単軸状態と称され、主応力又は主ひずみが複数の軸
方向に作用する場合には多軸状態と称されている。そして、実際の構造材料における負荷
状態は、ほとんどの場合多軸状態であることが知られている。
【０００４】
　したがって、構造材料に関する機械的強度を検証するためには、構造材料を多軸状態に
設定して試験を行う必要がある。こうした多軸状態による構造材料の試験方法としては、
例えば、特許文献１では、互いに独立して作用する回転曲げ荷重負荷機構と、ねじり荷重
負荷機構と、軸方向荷重負荷機構とを備え、各負荷機構を単独又は複数で同時に作用させ
るように作動することができる疲労試験装置が記載されている。また、特許文献２では、
薄肉中空円筒状の試験片の軸方向の引張荷重及び圧縮荷重、試験片の軸を回転中心とする
ねじり荷重、及び試験片の内部及び外部からの内外圧荷重の３種類の荷重を組み合せて負
荷を与える多軸負荷試験機が記載されている。また、円筒状の試験片に対して内圧又は外
圧を付与する試験装置としては、例えば、特許文献３では、鋼管の端部が圧力ベッセルか
ら外に突き出すように取り付けられ、圧力ベッセルに穿設された外圧水供給ポートから水
を供給して鋼管に外圧を印加するようにした外圧負荷試験装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭５０－１４２２７９号公報
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【特許文献２】特開昭５７－０７２０４２号公報
【特許文献３】特開２００１－０７４６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　発電所や化学プラントの配管部では、内部流体の移動や圧力の変化等による機械的負荷
及び内部流体の温度変化による熱負荷を受けて複雑な負荷状態となり、こうした負荷状態
では、配管を構成する管体の内部において主応力及び主ひずみの方向が時間的に変化する
非比例負荷の状態が生じることが知られている。非比例負荷の状態では、主応力及び主ひ
ずみの方向が固定された比例負荷の状態よりも構造材料の強度が低下しやすくなるため、
実際の使用状態での構造材料の強度を検証するには、非比例負荷の状態で負荷試験を行う
ことが望ましい。
【０００７】
　上述した特許文献に記載された試験装置では、多軸状態に設定可能であるものの実際の
使用状態に近い非比例負荷の状態のような複雑な負荷状態に設定することは難しい。例え
ば、特許文献２では、軸方向の荷重、ねじり荷重及び内外圧荷重を中空円筒状の試験片に
印加するようになっているが、内圧及び外圧については、外部の油圧装置から試験片の内
側及び外側に油を供給して油圧を印加することで負荷状態を設定している。そのため、油
圧を供給する配管が必要となるが、配管の強度以上の高圧状態とすることができないため
、内圧及び外圧を高圧に設定することが難しくなる。また、内圧及び外圧を変化させる場
合に、配管を通して油圧制御を行うため内圧及び外圧を高速で正確に変化させることが難
しく、実際の使用状態に近い負荷状態で精度のよい負荷試験を行う点で難点がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、多軸状態で精度のよい負荷試験を行うことができる多軸負荷試験装
置及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る多軸負荷試験装置は、構造材料からなる供試体に対して荷重を印加して多
軸状態で負荷試験を行う多軸負荷試験装置であって、前記供試体に対して軸方向に荷重を
印加する軸圧印加部と、前記供試体を収容する収容孔が形成されるとともに当該収容孔に
収容された前記供試体の周囲に作動流体を貯留する圧力容器部と、前記供試体を軸方向に
移動させて前記収容孔と前記供試体との間に形成された作用空間の容積を増加又は減少さ
せることで前記作動流体により前記供試体の外周に外圧を印加する外圧印加部とを備えて
いる。さらに、前記供試体に印加される軸方向の荷重を検知する軸圧検知センサと、前記
供試体に印加される外圧を検知する外圧検知センサと、前記軸圧検知センサからの検知信
号に基づいて前記軸圧印加部をフィードバック制御する軸圧制御回路と、前記外圧検知セ
ンサからの検知信号に基づいて前記外圧印加部をフィードバック制御する外圧制御回路と
を備えている。さらに、前記軸圧印加部に取り付けられるとともに前記供試体の内部空間
に貯留する作動流体により前記供試体に内圧を印加する内圧印加部を備えている。さらに
、前記外圧印加部に取り付けられるとともに前記外圧印加部の作動体を回転させて当該作
動体に接続固定された前記供試体にねじり荷重を印加するねじり印加部を備えている。
【００１０】
　本発明に係る多軸負荷試験方法は、構造材料からなる供試体に対して荷重を印加して多
軸状態で負荷試験を行う多軸負荷試験方法であって、圧力容器部に形成された収容孔に前
記供試体を収容して当該収容孔に収容された前記供試体の周囲に作動流体を貯留し、前記
供試体を軸方向に移動させて前記収容孔と前記供試体との間に形成された作用空間の容積
を増加又は減少させることで前記作動流体により前記供試体の外周に外圧を印加し、前記
供試体に対して軸方向に荷重を印加して負荷試験を行う。さらに、前記供試体に印加され
る外圧を検知する外圧検知センサからの検知信号に基づいて印加する外圧が設定条件に合
致するようにフィードバック制御を行い、前記供試体に印加される軸方向の荷重を検知す
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る軸圧検知センサからの検知信号に基づいて軸方向の荷重が設定条件に合致するようにフ
ィードバック制御を行う。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、上記のような構成を有することで、多軸状態で精度のよい負荷試験を行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る実施形態に関する概略構成図である。
【図２】圧力容器部に関する部分拡大図である。
【図３】図１で説明した実施形態の動作制御に関するブロック構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る実施形態について詳しく説明する。図１は、本発明に係る実施形態
に関する概略構成図である。多軸負荷試験装置は、基台１の上面に支持フレーム２が立設
されており、支持フレーム２に上部取付台３及び下部取付台４が支持されている。上部取
付台３及び下部取付台４のほぼ中間には圧力容器部５が支持フレーム２に支持固定されて
いる。
【００１４】
　上部取付台３の上面には、軸荷重を印加するための軸圧印加部６が支持固定されており
、軸圧印加部６の上部には内圧印加部７が設けられている。軸圧印加部６は、内部に油圧
用の作動油を貯留するシリンダ部６０が軸方向を軸圧印加方向（上下方向）に沿うように
形成されており、シリンダ部６０内にはピストン部６１が軸圧印加方向（上下方向）に摺
動可能に設けられている。そして、ピストン部６１の軸圧印加側に作動体６２が延設され
ており、作動体６２はシリンダ部６０及び取付台３に形成された取付孔から下方に突き抜
けて軸圧印加方向に移動可能に取り付けられている。また、ピストン部６１の軸圧印加側
とは反対側に連結体６３が上方に延設されており、後述するように、連結体６３の先端部
が内圧印加部７に挿入されている。
【００１５】
　シリンダ部６０の内部には、図示せぬ油圧ポンプから作動油が油路６４を介してピスト
ン部６１の上下両側の作動空間に供給される。そして、上側作動空間への作動油の油圧及
び下側作動空間への作動油の油圧を制御することで、ピストン部６１を上下動させて作動
体６２を介して供試体１００に対して油圧による軸圧を印加するようになっている。
【００１６】
　内圧印加部７は、内部に油圧用の作動油を貯留するシリンダ部７０が軸方向を軸圧印加
方向（上下方向）に沿うように形成されており、シリンダ部７０内にはピストン部７１が
軸圧印加方向（上下方向）に摺動可能に設けられている。そして、ピストン部７１の内部
には、油貯留部７２が形成されており、油貯留部７２から下方に向かって軸圧印加方向に
沿ってピストン部７１内に形成された取付孔に連結体６３が摺動可能に挿入されている。
連結体６３、ピストン部６１及び作動体６２には、中心軸に沿って連通油路７３が貫通す
るように形成されており、連通油路７３は、後述する供試体１００の内部空間と油貯留部
７２との間を連通するようになっている。
【００１７】
　シリンダ部７０の内部には、図示せぬ油圧ポンプから作動油が油路７４を介してピスト
ン部７１の上下両側の作動空間に供給される。そして、上側作動空間への作動油の油圧及
び下側作動空間への作動油の油圧を制御することで、ピストン部７１を上下動させて油貯
留部７２を連結体６３に対して上下動させるようにすることができる。
【００１８】
　油貯留部７２内を作動油で満たした状態では、油貯留部７２が連結体６３に対して下方
に移動した場合、連結体６３の先端部が油貯留部７２の内部にさらに挿入されて油貯留部
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７２内の容積が減少し、減少した容積分の作動油が連通油路７３を流通して供試体１００
の内部空間に流出するようになる。また、油貯留部７２が連結体６３に対して上方に移動
した場合には、連結体６３の先端部における油貯留部７２内への挿入部分が短くなってそ
の分だけ油貯留部７２内の容積が増加し、供試体１００内の作動油が連通油路７３を流通
して油貯留部７２内に流入するようになる。したがって、ピストン部７１を上下動するこ
とで、油貯留部７２内と供試体１００の内部空間との間で作動油を流通させて供試体１０
０に内圧を印加するようになっている。
【００１９】
　圧力容器部５には、中央部分に供試体１００を収容するための収容孔５０が貫通して形
成されている。図２は、圧力容器部５に関する部分拡大図である。供試体１００は、略円
筒状で中央部分が薄肉となるように絞られた形状となっている。下側支持部１０１及び上
側支持部１０２は厚肉に形成されており、図示していないがシール用のＯリングを装着す
るための溝が形成されている。そして、上側支持部１０２よりも下側支持部１０１の外径
が大きくなるように設定されている。また、供試体１００の内部には、所定の内径で中心
軸に沿って内部空間１０４が形成されている。供試体１００の形状は、構造材料に生じる
多軸負荷状態に相当する負荷状態が印加されるように外形寸法や肉厚を設定すればよい。
【００２０】
　収容孔５０は、下部において供試体１００の下側支持部１０１の外径とほぼ一致するよ
うに円形状に形成されており、上部に行くに従い拡径して供試体１００の上側支持部１０
２の外径よりも広い円形状に設定され、供試体１００の作用部１０３に外圧を印加するた
めの作動油を貯留する作用空間が形成される。収容孔５０の上側開口は蓋体５１で密閉さ
れており、蓋体５１の中央部分には、供試体１００の上側支持部１０２の外径とほぼ一致
するように取付孔５１ａが形成されている。
【００２１】
　そして、収容孔５０の下部に供試体１００の下側支持部１０１を密着させるように配置
するとともに取付孔５１ａに供試体１００の上側支持部１０２を密着させるように配置す
ることで、作動油を貯留する作用空間が供試体１００の作用部１０３の周囲に水密状態に
設定される。蓋体５１には、作用空間と連通する一対の連通路５１ｂ及び５１ｃが穿設さ
れており、一方の連通路から作動油を供給していき、その際に他方の連通路から内部の空
気を抜くようにすることで、作用空間内を作動油で満たすことができる。そして、作動油
を満たした状態で連通路の一方を密閉栓等で閉鎖し、他方の連通路に後述する外圧検知セ
ンサを取り付けることで、印加される外圧を検知することができる。
【００２２】
　蓋体５１から上方に突出した状態に設定された供試体１００の上側支持部１０２には、
作動体６２が接続固定されており、作動体６２の内部に形成された連通油路７３と供試体
１００の内部空間１０４とが接続されて連通した状態となる。また、圧力容器部５から下
方に突出した状態に設定された供試体１００の下側支持部１０１の下面には、当接体５２
が密着した状態で取り付けられる。当接体５２の内部には供試体１００の内部空間１０４
と接続して連通する連通路５２ａが形成されており、連通路５２ａの一端が外部に開口し
て供給口となっている。また、図１では図示されていないが、油貯留部７２と外部を連通
する流通管が内圧印加部７に設けられており、連通路５２ａの供給口から作動油を流入さ
せて、内部空間１０４から連通油路７３を通って油貯留部７２内に流入させて流通管から
作動油を流出させるように循環させる。そして、油貯留部７２、連通油路７３、内部空間
１０４及び連通路５２ａ内が作動油で満たされた空気の抜けた状態に設定した後、連通路
５２ａ及び流通管を栓により封止する。こうして、油貯留部７２、連通油路７３及び内部
空間１０４全体を作動油で満たした状態に設定することができる。
【００２３】
　下部取付台４の下面には、外圧を印加するための外圧印加部８が支持固定されており、
外圧印加部８の下部には、ねじり荷重を印加するためのねじり印加部９が設けられている
。外圧印加部８は、内部に油圧用の作動油を貯留するシリンダ部８０が軸方向を軸圧印加
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方向（上下方向）に沿うように形成されており、シリンダ部８０内にはピストン部８１が
軸圧印加方向（上下方向）に摺動可能に設けられている。そして、ピストン部８１の軸圧
印加側に作動体８２が延設されており、作動体８２はシリンダ部８０及び下部取付台４に
形成された取付孔から上方に突き抜けて軸圧印加方向に移動可能に取り付けられている。
作動体８２の上端部に接続体８３を介して当接体５２に接続固定されている。また、ピス
トン部８１の軸圧印加側とは反対側には、ねじり印加部９の回転駆動体９１が接続固定さ
れて下方に延設されている。
【００２４】
　シリンダ部８０の内部には、図示せぬ油圧ポンプから作動油が油路８４を介してピスト
ン部８１の上下両側の作動空間に供給される。そして、上側作動空間への作動油の油圧及
び下側作動空間への作動油の油圧を制御することで、ピストン部８１を上下動させて作動
体８２を介して接続体８３及び当接体５２に接続された供試体１００に油圧を印加するよ
うになっている。
【００２５】
　外圧印加部８により供試体１００を押し上げるように作用させる場合、供試体１００の
下側支持部１０１が圧力容器５の作用空間内に進入していき、下側支持部１０１が進入し
た分だけ作用空間の容積が減少する。一方、供試体１００の上昇に伴って上側支持部１０
２が上方に移動する分だけ作用空間の容積が増加するが、下側支持部１０１の外径が上側
支持部１０２の外径よりも大きいため下側支持部１０１の進入分による容積減少の方が大
きくなり、供試体１００の上昇により作用空間全体の容積は減少する。また、供試体１０
０の下降により作用空間全体の容積は増加するようになる。したがって、外圧印加部８に
より供試体１００を上下動させることで、作用空間の容積を増減させて内部に充満した作
動油の油圧を調整することができ、供試体１００の作用部１０３の外周に加わる外圧を調
整することが可能となる。
【００２６】
　圧力容器部５に形成した収容孔５０内に作動油を充満させて供試体１００の上下動によ
り作用部１０３に外圧を印加するように構成しているので、少量の作動油で外圧印加を行
うことができ、装置のコンパクト化を図るとともに装置の安全性を向上させることが可能
となる。また、供試体１００の上下動により直接外圧を変動させることができるので、高
圧に設定することが可能で、高速かつ正確な外圧変動を行うことが可能となる。また、作
動油が少量で外部からの出入りがないため温度管理が容易になり、高精度で様々な試験条
件の設定ができ、幅広い構造材料の多軸負荷試験を行うことが可能となる。
【００２７】
　ねじり印加部９は、回転駆動体９１の周囲に油貯留体９０が設けられており、回転駆動
体９１は油貯留体９０に対して軸方向に摺動可能となるように設定されている。そして、
油貯留体９０に外部から油圧ポンプ等により作動油が供給されて回転駆動体９１を軸回り
に回転動作させる。例えば、油貯留体９０内に形成された作動空間に回転駆動体９１の周
囲に羽根状の作動部分を形成しておき、作動部分に作動油の圧力を作用させることで、回
転駆動体９１を軸回りに回転させることができる。
【００２８】
　回転駆動体９１の回転動作によりピストン部８１及び作動体８２も一体となって回転す
るようになり、作動体８２から接続体８３及び当接体５２を介して供試体１００の下側支
持部１０１を軸回りに回転させるように作用する。供試体１００の上側支持部１０２は、
作動体６２に接続固定されているので、供試体１００の作用部１０３には、上側支持部１
０２が軸回りの回転に対して固定された状態での下側支持部１０１の軸回りの回転動作に
伴うねじり荷重が印加されるようになる。
【００２９】
　供試体１００の作用部１０３の外周面には、図示されていないが、軸方向のひずみ、周
方向のひずみ及びねじりひずみを検知する複数のひずみゲージが予め貼付されて収容され
ており、これらのひずみゲージからの検知信号に基づいて負荷試験中の供試体１００の荷
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重による変化をリアルタイムで検知することができる。また、軸方向の荷重を検知するた
めに上部取付台３の下面にロードセル等の軸圧検知センサＳ１が取り付けられており、軸
圧印加部６により印加される軸方向の荷重を常時検知するようになっている。また、圧力
容器５の収容孔５０に連通する蓋体５１の連通路５１ｃには、開口部分に圧力計等の外圧
検知センサＳ２が取り付けられており、収容孔５０内の油圧を常時検知するようになって
いる。また、作動体６２には、軸方向と直交する方向に連通油路７３と連通する連通路が
形成されており、その連通路の開口部分に圧力計等の内圧検知センサＳ３が取り付けられ
ている。内圧検知センサＳ３は、供試体１００の内部空間１０４内の油圧を常時検知する
ようになっている。また、接続体８３の内部には軸・トルク力計等を用いてねじり量を検
知するねじり検知センサＳ４が配置されており、供試体１００に印加されるねじり荷重を
常時検知するようになっている。なお、軸・トルク力計を用いることで、軸方向の荷重に
ついても検知することができる。
【００３０】
　供試体１００を試験装置にセットする場合には、まず、供試体１００を圧力容器部５の
収容孔５０内に挿入し、供試体１００の下側支持部１０１を当接体５２の上面に接続固定
し、上側支持部１０２を作動体６２の下面に接続固定する。そして、供試体１００の内部
空間１０４に作動油を注入するとともに収容孔５０内に作動油を注入して供試体１００の
作用部１０３の内側及び外側を作動油で満たした状態に設定する。
【００３１】
　次に、内圧印加部７を動作させてピストン部７１を下方に移動させ、供試体１００の内
部空間１０４内の圧力が所定の内圧となるまで動作させる。そして、外圧印加部８を動作
させてピストン部８１を上方に移動させて作動体８２により供試体１００を押し上げるよ
うに作用させ、収容孔５０内の作用空間の圧力が所定の外圧となるまで動作させる。その
際に、軸圧印加部６の作動体６２は、作動体８２の上昇動作に連動して上昇するように動
作させる。また、作動体６２の移動に伴い内圧印加部７で生じる内圧が変化するが、内圧
検知センサＳ３の検知信号に基づいてフィードバック制御を行うことで所定の内圧に維持
される。
【００３２】
　内圧及び外圧を所定の圧力に設定した状態で、軸圧印加部６を動作させてピストン部６
１を下方に移動させ、供試体１００に所定の軸圧が印加されるまで動作させる。その際に
供試体１００が押し下げられるようになるが、外圧印加部８では、外圧検知センサＳ２の
検知信号に基づいてフィードバック制御を行うことで、所定の外圧に維持される。同様に
、作動体６２の移動に伴い内圧印加部７で生じる内圧が変化するが、フィードバック制御
により所定の内圧に維持される。
【００３３】
　内圧、外圧及び軸圧を所定の圧力に設定した状態で、ねじり印加部９を動作させて回転
駆動体９１を回転させ、所定のねじり量だけ供試体１００の下側支持部１０１を軸回りに
回転するよう動作させる。
【００３４】
　以上のように、軸圧印加部６、内圧印加部７、外圧印加部８及びねじり印加部９をそれ
ぞれ独立して動作させるとともに各印加部を各検知センサの検知信号に基づいてフィード
バック制御することで所定の圧力状態又はねじり状態に維持することができ、任意の複雑
な応力状態を容易に実現することが可能となる。また、供試体１００の一方の側から軸圧
印加部６により軸方向に押圧し、他方の側から外圧印加部８により軸圧印加部６とは反対
方向に押圧するように構成されているので、供試体１００を安定した状態で軸圧及び外圧
をフィードバック制御により所定の圧力状態に設定することができる。
【００３５】
　そして、供試体１００の作用部１０３に軸方向の荷重、ねじり荷重及び内外圧荷重を高
精度で印加して様々な多軸状態で負荷試験を安定して行うことができる。また、疲労試験
を行う場合でも各印加部を独立して動作制御することで、正確に各荷重を独立して繰り返
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し変化させることもでき、精度の高い疲労試験を行うことができる。また、応答速度を高
速化して各荷重を変化させることも可能で、幅広い条件設定で負荷試験を行うことが可能
となる。
【００３６】
　図３は、図１で説明した実施形態の動作制御に関するブロック構成図である。多軸負荷
試験装置は、装置本体２００及び制御装置３００から構成されており、装置本体２００に
ついては、図１及び図２を用いて既に詳述したので、説明を省略する。制御装置３００は
、装置の全体を制御する制御部３１０、負荷試験に必要な設定データ等を入力する入力部
３１１、試験結果等を表示する表示部３１２、装置の制御に必要なプログラムやデータ等
を記憶する記憶部３１３、及び、ひずみゲージ、検知センサからの検知信号を受信すると
ともに各印加部の制御回路に制御信号を送信する送受信部３１４を備えている。また、各
印加部の動作制御を行うために、軸圧印加部６を動作制御する軸圧制御回路３２０、ねじ
り印加部９を動作制御するねじり制御回路３２１、外圧印加部８を動作制御する外圧制御
回路３２２、及び、内圧印加部７を動作制御する内圧制御回路３２３を備えており、軸圧
及びねじりによるフィードバック制御又はひずみによるフィードバック制御に切り換える
切換回路３３０を備えている。
【００３７】
　制御部３１０は、条件設定部３１０ａ、検知データ処理部３１０ｂ及び解析部３１０ｃ
を備えており、条件設定部３１０ａでは、入力部３１１からの入力データ及び記憶部３１
３に記憶された設定データ、検知データ及び算出データ等に基づいて負荷試験を行うため
の条件設定を行い、送受信部３１４を介して各制御回路に設定条件に応じた制御信号を送
信する。検知データ処理部３１０ｂでは、供試体１００の作用部１０３に設けられたひず
みゲージＳ５及びＳ６、外圧及び内圧を検知する検知センサＳ２及びＳ３、軸圧及びねじ
り量を検知する検知センサＳ１及びＳ４から送信される検知データに基づいてデータ処理
を行い、供試体１００に作用する各種応力成分（軸方向主応力、周方向主応力、せん断応
力等）、各種ひずみ成分（軸方向ひずみ、周方向ひずみ、せん断ひずみ等）を算出する。
そして、得られた検知データ及び算出データは記憶部３１３に記憶する。解析部３１０ｃ
では、記憶部３１３に記憶された検知データ、算出データ等の試験結果に基づいてデータ
の解析を行う。
【００３８】
　外圧制御回路３２２は、外圧検知センサＳ２の検知信号が入力されて外圧を設定条件に
合致するようにフィードバック制御を行う。また、内圧制御回路３２３は、内圧検知セン
サＳ３の検知信号が入力されて内圧を設定条件に合致するようにフィードバック制御を行
う。軸圧制御回路３２０及びねじり制御回路３２１は、切換回路３３０からのフィードバ
ック信号に基づいてフィードバック制御を行う。軸圧及びねじりによるフィードバック制
御の場合には、軸圧検知センサＳ１の検知信号が軸圧制御回路３２０に入力されて軸圧を
設定条件に合致するようにフィードバック制御され、ねじり検知センサＳ４の検知信号が
ねじり制御回路３２１に入力されてねじり量を設定条件に合致するようにフィードバック
制御が行われる。また、ひずみによるフィードバック制御の場合には、軸方向のひずみを
検知するひずみゲージＳ５の検知信号が軸圧制御回路３２０に入力されて軸圧を設定条件
に合致するようにフィードバック制御され、ねじりによるひずみを検知するひずみゲージ
Ｓ６の検知信号がねじり制御回路３２１に入力されてねじり量を設定条件に合致するよう
にフィードバック制御が行われる。
【００３９】
　以上説明した実施形態では、圧力容器部５、軸圧印加部６、外圧印加部８及びねじり印
加部９において作動油を用いて油圧により荷重を印加するようにしているが、油圧以外の
方法により荷重を印加するものであってもよく、特に限定されない。例えば、気体等の作
動流体を用いた圧力印加装置、電磁作用により動作する圧力印加装置といった装置を用い
ることもできる。
【００４０】
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　また、圧力容器部５、軸圧印加部６、内圧印加部７、外圧印加部８及びねじり印加部９
は、上部取付台３や下部取付台４に取り外し可能に取り付けられているため、様々な負荷
試験に応じて各部を適宜取り付けることで負荷試験に合わせた装置構成に容易に変更する
ことができる。例えば、軸圧印加部６、内圧印加部７、外圧印加部８及びねじり印加部９
を取り付けて装置構成すれば、内圧荷重、軸方向の荷重及びねじり荷重を組み合せた負荷
試験を行うことが可能となり、内圧印加部７を省略すれば、軸方向の荷重及びねじり荷重
を組み合せた負荷試験を行うことが可能となる。この場合、ねじり検知センサＳ４として
、軸・トルク力計を用いることで、軸方向の荷重及びねじり荷重の両方を検知することが
できる。
【００４１】
　また、本発明では、供試体１００の外形を円筒状以外の様々な形状に形成して負荷試験
を行うこともでき、例えば、角柱状や角筒状に形成したものでも負荷試験を行うことが可
能である。そして、内部空間のない中実体の場合でも、ねじり荷重及び内圧荷重以外を印
加する負荷試験を行うことができる。
【符号の説明】
【００４２】
１・・・基台、２・・・支持フレーム、３・・・上部取付台、４・・・下部取付台、５・
・・圧力容器部、６・・・軸圧印加部、７・・・内圧印加部、８・・・外圧印加部、９・
・・ねじり印加部、５０・・・収容孔、１００・・・供試体、Ｓ１・・・軸圧検知センサ
、Ｓ２・・・外圧検知センサ、Ｓ３・・・内圧検知センサ、Ｓ４・・・ねじり検知センサ

【図１】

【図２】

【図３】
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