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第 79 期の久保部門長の後継として第 8
長を務めさせていただくことになりました

ご助力を得て，部門の発展のために微力な

したく存じますので，よろしくお願い申し

 昨期，支部・部門活性化委員会による評

アンケートが実施されました．当部門に

「本学会の“老舗”分野であり，本学会の

としての機能を果たしてきた．国際的にも

ルの研究者を育成してきた．．．．」と評価さ

で，産業界の会員の比重を高める努力，積

世代を取り込む努力，アクティブな若手研

掘・育成を指摘されました． 
 この指摘が必ずしもあたっているとは思

が，産業界との関わりと次世代の取り込み

門にとって大変重要な課題であることは言

ありません．日本機械学会の会員数は，1
には 46,000 人程度にまで達しましたが，

40,000 人に減少しています．これに伴っ

門の登録会員数（第一位～第三位の合計

人の大台を切っています．会員数減少の問

在ほとんどの学会に共通していますが，会

を占める企業会員および将来を担う若手研

して魅力ある部門活動を展開する以外に解

りません． 
 産業界との関わりについては，当部門で

で第二技術委員会（将来構想委員会）で「

ける今後の技術展開のためのロードマップ

し，年次大会等でワークショップを開催す

に，ロードマップの一部を部門のホームペ

載いたしました．また，これまで４年ほど

と部門との交流会を実施し，今期も継続す

す．これらの活動により，産業界との関わ

ながらも寄与できたと思っていますが，引
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シンポジウムが 8 月 7～8 日に大津市で開催され，35
歳以下の若手研究者による31件の講演発表を聴くこ

とができました．大変活力のあるシンポジュームで

あり，当部門に多数の優秀な若手研究者がいること

をあらためて認識いたしましたが，発表課題は当部

門の伝統的なものとは必ずしも一致しておりません

でした．これらの若手研究者を当部門で育成してい

くためには，旧来の研究分野との調和を保ちつつ，

新分野の研究発表を部門講演会等で積極的に増強す

る必要があると考え

イラスト

峠レオ 

す．今期，M&M レイクサイドサマー

ます． 
 産業界との関わりと若手研究者の発掘・育成に限

らず，部門の運営一般に対し，忌憚のない，前向き

のご意見・ご提案を賜れば幸いです．また，皆様の

お近くに機械学会に未加入あるいは材力部門に未登

録の方がおられましたら，是非ご勧誘下さい． 
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秋庭 義明（名古屋大） 

 

吉川 暢宏（東京大） 
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（皆様のお

第 80期 副部  

平成 1４年４月より第 80 期の材料力学部門

門長として，大野部門長の補佐役を務めさせ

だくことになりました．材料力学部門が，今

機械学会のリーディング部門として活動が持

るように微力を尽くしたいと存じますので，

ご協力をお願いいたします． 
 第77期より本部門のなかに将来構想を議論

めの委員会（第２技術委員会）が設けられて

す．委員長は，副部門長が務めことになって

今期もそのルールを踏襲することになりまし

足当時より，委員の一員として委員会活動に

せて頂いておりましたが，あまり実質的な貢

てこなかったと反省しております．委員会と

歴代の委員長ならびに担当委員のご努力のお

材料力学の研究にかかわるロードマップの作

った具体的成果をあげるに至っております．

れましたロードマップは，シンポジュームに

議論を通じて，さらに充実されものとなり，

くつかにつきましては，現在，材料力学部門

ムページ上に公開しております．是非，ホー

ジにアクセスいただき，皆様の研究の方向を

上の参考資料として有意義に活用されればと

おります．また，現在，作成中のものもあり

にはさらに充実させることができればと考え

ます．このような資料は，常に更新していく

大切ですので，ロードマップ作りにご協力い
副部門長談話  

知恵を貸してください） 
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る方がいらっしゃいましたら，是非，ご提案をお願

いいたします． 
今後，至急，検討を開始しなければならない問題

は，大野部門長も書かれているように部門登録会員

数の減少です．直接的な原因としては，機械学会会

員数の減少が止まらない状況にあるためで，ここ 5
～6 年間で 6000 名程度の減員があり，会員数が４万

人を切るのもまもなくではないかと危惧されていま

す．会員数の減少は，経済状況，少子化などがその

要因となっていると考えられますので，１部門の活

動だけでは，容易に解決できる問題ではない様にも

思います．そこで，無理な努力をして飢餓感・焦燥

感を抱くよりは，これまでのような右肩上がりばか

りを良しとした将来構想から脱却した考え方を模索

する方が健全ではないかとの考え方も出てまいりま

す．しかし，全国の大学からは毎年相当数の機械工

学関係の卒業生が巣立っておりますので，潜在的な

人口は相当にあると考えられます．彼らが，望んで，

それも個人として機械学会も参加するような方策を

考えていくことが必要と思います．別項に書きまし

た JABEE 認定や技術者資格が，その糸口になるかも

知れません． 
今後，部門活動は，いかにあるべきか，是非，皆

様のお知恵をお貸しください． 



第 80 期 分科会・研究会のご紹介 

P-SC326 形状記憶合金の製造・加工技術と機能発現に

関する調査研究分科会 

主査：木村雄二（工学院大） 
本調査研究分科会では，形状記憶効果を有する新素材の開

発，ならびに，医療・生体材料，ロボット，マイクロマシン

等に対する同材料の適用性について議論する．具体的な調査

研究事項は，(1)製造・加工技術，(2)機械的特性・変形特性，

(3)疲労寿命予測と疲労特性の改善(4)腐食特性・耐環境性，(5)
形状記憶を有する新素材，(6)医療・生体，ロボット，マイク

ロマシン等への応用技術，(7)生体材料としての形状記憶合金

応用の可能性,である． 
 

P-SC327 放射光応力評価分科会 

主査：駒井謙治郎（京都大） 
本分科会では第 3 世代の大型放射光施設(SPring-8)を活用す

ることにより，これまで不可能であった複雑部材や薄膜の応

力（残留応力）分布や，厚さ方向の応力分布を正確に測定す

るための方法を検討し，実際に SPring-8 を使った残留応力分

布測定等を行う．具体的な調査研究事項は，(1)応力評価・損

傷評価への放射光の利用研究状況の調査，(2)複雑形状部材，

微小部材，コーティング材，セラミックス，および各種先端

複合材料を対象とした応力測定法の提案，(3)SPring-8 共用ビ

ームラインを用いた計測・評価の実施，である． 
 

A-TS03-11 弾性数理解析法の工学的体系化に関する

調査研究会 

主査：渡辺一実（山形大） 
本研究会は平成 9 年度に設置以来，固体力学問題に

関する数理解析法の体系化を図 るために調査研究活

動を行ってきた．最近は，傾斜機能材料やインテリジ

ェント材料 など，種々の機能性材料に関する力学問題

の適切なモデル化および新たな解析手法に 基づく設

計指針の提供が特に重要になっている．このため，今

年度から 2 年間の延長 が認められ，委員 62 名で，年

間に 2 回程度の研究会を開催し，新たな課題について

調 査研究を行っている．また，米沢市で 5 月に開催さ

れた IUTAM Symposium on "Dynamics of Advanced 
Materials and Smart Structures" を支援するなど，国際的 
な活動にも参画している．関心を持たれた研究者の参

加を切望している． 
 

A-TS03-14 実験力学先端技術研究会 

主査：加藤章（中部大） 
材料の応力・ひずみ・変形・形状・強度・破壊などを実験

的に計測する実験力学は構造物の高性能化・高機能化ととも

にますます重要になってきている．それと同時に，新しい計

測法や解析法も多く開発されている．しかし，これらの技術

を実際に応用するためには，高度な理解と操作が必要となる．

本研究会では実験力学に関する研究者と実務者の交流を深め，

先端技術の導入と普及を促進することを目的とする． 
 

A-TS03-15 エネルギー機器及び材料の健全性評価・向

上研究会 

主査：安藤柱（横浜国大） 
本研究会では，公衆災害防止の観点からの安全性と，相反

する要求である経済性の二つを両立することのできるエネル

ギー関連機器の研究を促進することを目的とする．具体的に

は，(1)耐震尤度評価技術の確立，(2)高経年化対策，(3)寿命予

測技術の高精度化，(4)プラント維持基準の構築，（５）高機

能な材料の開発とその特性評価，について検討する． 
 
A-TS03-16 材料と構造の高度知能化と機能化に関す

る研究会 

主査：影山 和郎（東京大） 
近年，材料・構造に対するインテリジェント化，スマート

化のアプローチは，機械工学に限らず，土木工学，航空工学，

船舶広漠の分野でも広く認知されるようになり，相互に活発

な討議がなされている．また，学術分野野での基礎研究から，

実用化を視野に入れた産官学連携のもとでの研究開発へと発

展しつつある．本研究会ではヘルスモニタリング，環境適応

制御，製造プロセスモニタリング，光ファイバセンサ，各種

エフェクタ等の研究調査を基本に，当該研究分野のより一層

の発展に寄与することを目的としている． 
 
A-TS03-17 マイクロデバイス設計・製造・実装に関す

る研究会 

主査：堀江三喜男（東京工業大） 
半導体デバイスの高集積化が進み，製造工程中に生じる応

力は増大傾向にあり，信頼性に対する欠陥の感度も高くなっ

ている．その結果，材料，構造および製造プロセスを考慮し

た強度信頼性設計の重要性が増している．一方，デバイスの

大きさに見合ったマイクロ実装機，薄膜特性を調べるマイク

ロ試験機などについても，機構と材料が協調して取り組む必

要がある．本研究会では，マイクロデバイスを対象に，材料

強度と機構の両面から広く課題を抽出し，議論を深める． 
 
A-TS03-18 材料力学の教育内容・方法改善に関する研

究会 

主査：原田昭治（九工大） 
材料力学の教育内容・方法について，インターネット（関

連 HP http:// zairikiken.mech.kyutech.ac.jp）を活用して情報収集

交換を行ない，改善を図ることを目的としている．我国が科

学技術創造立国であるために，先ず教育立国であるべきこと

は自明の理であるが，日々の教育・研究活動の場では忘れら

れがちである．JABEE，大学審議会答申等，教育の品質保証

に対する要求も高まっており，企業も教育において学との連

携を模索している．本会は，学会の場で教育問題を議論しあ

える賛同者を増やすことを主要な活動目標と考え，教育立国

復権のため，これからどうすればよいか，を材料力学教育を

通して考えて行きたい． 
 
A-TS03-19 次世代表面改質被膜の機械的安全保証に

関する研究会 

主査：鈴木 秀人（茨城大） 
本研究会では，（１）DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボ

ン）や MoS2（二硫化モリブデン）の極低摩擦・超潤滑被膜，

TiAlN（窒化チタンアルミ）などの超硬質耐摩耗性被膜を含め

た次世代コーティングの創製技術の研究調査，（２）プラズマ

窒化，浸炭，FPB（超微粒子高速衝突）処理，さらにはマイ

クロパルス処理などの表面処理によるトップコートとの界面

靱化技術の研究調査，および（３）表面改質被膜の応用技術

とその機械的安全保証に関する研究調査を行う．特に，次世

代被膜の創製システム開発から，信頼性評価法の構築に至る

まで，一貫性を持つ体系的知識の整理・情報化を実施する．  



新連載  材 力 夜 話 
第 1 回 大阪大学名誉教授 菊川 眞 先生 

 明治の材料力学．筆者の父（1909.7 卒）が几帳面

に製本していた松村鶴造先生の講義 Elasticity and 
Strength,材料強弱学の筆記ノートを見ると，術語は全

部英語でカナ混じり英字文の体裁であるが，中身は

現在の狭義の材料力学と殆ど変わらない．当時の大

学の機械科は一学年 10 人位，全国でも数十人で，技

術書も和書は殆どなくノートは貴重であったと思わ

れる． 
 約 30 年後，昭和の戦前最後の筆者(1941.4 卒)の時

代には全国で一学年機械科 300 人台，工学部 2000 人

台までは増えていて，一般技術書はチモシェンコ等

の翻訳書をも含みやや軍需ブーム的に出版され不自

由なかった．しかし教科書はまだ殆どなく口述筆記

で，広義材料力学の範疇の弾性，塑性，結晶塑性の

初歩，弾性接触，疲労等の内容は幾つかの講義に分

かれて含まれ，二次元弾性は Airy の応力関数，円孔，

楕円孔，単純半径分布，これによる周辺負荷の円板

の問題等までであった．H.Neuber の Kerbspannungs 
Lehre(1937) はまだ図書室で見掛けず戦時中やっと

和訳を手に入れたが，ZAMM や Ing. Arkiv. の幾篇の

原論文は，G.I.Taylor の Proc.Roy.Soc.(London)(A)の
dislocation の論文とともに，幸運にも偶々図書室で見

つけ強い感銘を受けた．      つけ強い感銘を受けた．      
ここからの筆者と材力の長い付き合いの間に埋も

れたこぼれ話を，秋の夜のつれづれに二三してみた

い． 

ここからの筆者と材力の長い付き合いの間に埋も

れたこぼれ話を，秋の夜のつれづれに二三してみた

い． 
卒研の疲労の実験がうまくいかなかった時の逃げ

道に，上記の円板の応力境界値問題を，応用数学の

講義で非常に興味があった積分方程式論を用いた数

値計算により，最少の計算量で任意形状問題へ拡張

することを考えていた．幸い逃げ道は使わずにすみ，

戦争中も考えは暖めつづけていて，終戦後丸焼けで，

手回し計算機だけの研究室に戻り，今の言葉で言え

ば，単純半径応力分布を基本解とした境界要素法を

組み立てた．解の存在証明もし，E.G.Coker,L.N.G.Filon
の本に応力集中の綺麗な色付き光弾性写真のあるセ

メントの引張試験片を計算例に選び一週間以上かけ

て計算した．18 元の連立一次方程式を解くには，今

の三角行列分解法に相当する方法を考え，紙に行列

を書き折り曲げて重ねる等，出来るだけ手間と誤り

を減らす工夫をしたが，丸一日はかかり，計算機の

ハンドルを回す手が痛くなった．なおパソコン

(400MHz)で同じプログラムを試してみたら，計算時

間は数 msec ですみ，計算速度は 50 余年で一千万倍

になっていた．光弾性の結果と違うので頭をひねっ

た結果，チャックとの接触点での負荷の摩擦角を約

45°とすれば合うことがわかった．まもなく脆性材

料でもセメントや鋳鉄では静的破壊時かなり塑性変

形し，この程度の応力集中は静的強度に殆ど影響し

ないことを知った．しかしセラミックスやフレッテ

イング疲労等の接触を含むシミュレ－ションでは摩

擦角の影響は今も残る問題であると思う． 
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1970 年代に低繰返数領域で内部疲労破断の実験を

した．軟鋼の場合に表面損傷を繰り返し除去すると，

繰返負荷で破断延性が損耗し内部から破断し，塑性

ひずみ－繰返数両対数線図上で表面破断の直線より

傾斜が緩い(約 3/4)直線となり， 常温では約 10 サイ

クルで交叉するが，脆性遷移温度以下では両者とも

下方へほぼ平行移動して，交叉点は約 200 サイクル

まで右へ移ることを見出した（機論Ⅰ , 昭和

47-1,pp8/15）．阪神大震災の時の，幾つかの不可解な

溶接構造の脆性破壊には，溶着金属の遷移温度の上

昇と負荷速度の 2 桁の違いを考慮すると，温度が氷

点付近でも低サイクル内部疲労破断があり得ると考

え，実験も計画したが果たせなかった．またこの両

対数線図の縦軸に塑性ひずみにかわり全ひずみをと

ると，超低サイクルから耐久限まで直線となり，近

年はやりの超長寿命疲労の二段折れ S－N 線図をも

重ねて考えられる．これは後者の場合にも温度を変

えた実験で内部破断機構等の情報を得る可能性をも

示唆する．誰か実験してみませんか． 
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は多いが，その場観察によるものはなさそうであっ

た．1970 年代半ばようやく可能になった，走査電顕

内の一方向性珪素鋼板の疲労き裂進展のその場観察

により，大気の影響の機構を調べたことがある．圧

延方向直角の繰返引張で負荷軸に直角な予き裂から

ModeⅠき裂を進展さす時は真空中では先端に生じ

た新き裂面の約 80％がつづく除荷時に再融着するが，

最大負荷点で真空を破り除荷すると再融着せず，一

サイクルの亀裂進展量は後者の場合の 0.5～0.6 Δ
CTOD に対し，前者では約 0.1 ΔCTOD となった．

負荷軸に 35°のすべり系に沿った予き裂 からこれ

に沿う ModeⅡ き裂進展させた時は真空中でも，真

空を破り除荷した時も変わらず進展量はき裂先端せ

ん断変位(筆者の造語) ΔCTSD の約 20％になった

(ASTM STP 675,1979,pp234/253)．   
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これらはき裂先端変位が 10 分の数μm までの負

荷レベルのもので，より低いレベルでの大気の影響

のその場観察は，約 10 年後電界放射型電顕で差動排

気により計画したが実現出来ずに終わった．今日で

は AFM で可能になったと思われるがまだ見ないよ

うである．最近繰り返し負荷による ModeⅠき裂進展

の分子動力学によるシミュレーションは試みられて

いるが，ModeⅡの場合は寡聞にしてまだ見ないよう

で，もし大気の影響が少ないとすれば，大気を考え

た分子動力学がなお困難な今，ModeⅡの場合も誰か

試みてみませんか．  
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JABEE ってどうなるの？ 

岸本 喜久雄 （東京工業大学） 

 皆様は，JABEE ってご存じでしょうか．大学の皆様

で，関与の程度の差はあると思いますが，この言葉

を耳にされていない方はほとんどいらっしゃらない

のではないでしょうか．むしろ，JABEE で苦労されて

いらっしゃる先生方が多いのではないでしょうか．

小生は，大学が学会や JABEE の事務局に近くにある

ために呼びつけ安いこともあってか，大部 JABEE の

お手伝いさせられております． 

 企業の皆様はいかがでしょうか．ご関心のある方

は，まだ，少ないではないかと思います．ちなみに

「JABEE」を手元の検索エンジンで，インターネット

で調べてみますと，1103 件以上がヒットしました．

比較のために「材料力学部門」を検索してみますと，

128 件でした．大部差があります．最近，インターネ

ット上で JABEE に関する情報が急増しています． 

JABEE は 日 本 技 術 者 教 育 認 定 機 構 （ Japan 

Accreditation Board for Engineering Education）

の略です．JABEE が目標としているのは，「大学など

高等教育機関で実施されている技術者教育プログラ

ムが，社会の要求水準を満たしているかどうかを外

部機関が公平に評価し，要求水準を満たしている教

育プログラムを認定する専門認定制度」の確立です．

そのして，JABEE 自身がその認定を行っていこうとし

ています．特徴的なことは，JABEE は，第三者機関で

あって国の機関ではないことです．また，JABEE が考

える「技術者教育プログラム」の水準は，国や大学

が独自に定めるものではなく，社会や企業の要求に

即した形で決められたものでなければならないとい

うことです．そのため，認定審査にあたる委員には

実務経験者を含むこととなっています． 

審査委員会の行う審査は，自己点検書といわれる

書類の審査と受審校を訪問しての実地審査から構成

されています．審査委員会は実地審査中に審査報告

書を作成し，受審校に渡してこなければなりません．

２泊３日で行う実地審査は，大学側に渡す報告書の

作成を含めて相当な知力・体力を要します．そして，

これらの審査業務は全てボランティア活動として行

われます．認定の有効期間はプログラムに問題がま

ったくなければ５年間ですが，一部に弱点がある場

合には２年間に短縮されます．いずれにしても，認

定を継続するためには，再認定が必要です．審査は

教育プログラムごと（学科やコースごと）に行いま

すので，認定を希望する大学が増加してきますと，

審査委員の確保，とくに企業に所属する審査委員の

確保が大きな問題となってくることが予想されます． 

JABEE は，教育プログラムの認定を通じて技術者教

育の向上を目指すとともに，さらに，その国際同等

性を確保することを狙いとして持っています．その

ために，JABEE は 2001 年 6 月に南アフリカで開催さ

れたワシントンワコード総会において加盟申請を行

い，非英語圏の第１号として暫定加盟の承認を得て

おります．ワシントンアコードとは，技術者教育の

質的同等性を国境を越えて相互に承認し合う協定で，

アメリカ，イギリス，カナダ，オーストラリア，ニ

ュージーランド，アイルランド，香港，南アフリカ

の 8 ヶ国の技術者教育認定団体が加盟しています．

これに加盟し，諸外国の認定機関と対等の立場とな

ることで，JABEE の認定作業が国際的な信頼を得るこ

とを目指しています． 

 さて，JABEE の認定を得た教育プログラムの卒業生

はどうなるのでしょうか．一つには，企業側が採用

の際に，きちんとそれを評価していただくことが期

待されています．また，もう一方では，技術士にな

るための一次試験が免除される予定です（JABEE がま

だ法人化されていませんので，正式決定はもうすこ

し先になります）． 

 諸外国に比べて日本では，技術資格を有するエン

ジニアの数が圧倒的に少なく，また，技術士の資格

がこれまでは国際的に通用する資格として認知され

ていませんでした．このようなことから，技術士制

度の改革が行われ，国際的に通用する技術者の資格

として生まれ変わろうとしているところです．した

がって，JABEE の認定審査は大学の教育改革に止まら

ず，我が国の技術者が国際的な場で海外の技術者と

対等の立場で働くための重要な一翼を担おうとして

います． 

さらに，技術者資格が国際的な技術者資格として

通用するためには，継続して自己研鑽に務めること

が要件として求められていますので，資格取得後に

対する「継続教育プログラム」を準備することも必

要になっています．これは学会の重要な仕事となり

ます．材料力学部門の協力も期待されています． 

諸外国では，すでに国際的な相互認証がなされてい

るところから，我が国においても，早急に「教育課

程の認定」，さらには，「継続教育」を定着させ，次

世代を担う学生諸君が魅力と誇りをもって技術者を

目指せる制度を確立する必要があるように思います．

JABEE による技術者教育プログラム認定の開始は，

技術士制度の改革と相まって，技術者資格の国際化

が，我が国において，ようやくスタートしたことを

意味しております．JABEE のために大学は大騒ぎに

なっています．しかし，これは大学だけの話しでは

ありません．是非，企業で働く皆様も，JABEE に強

い関心を持っていただくことを希望致します．



 はじめまして．（株）日立製作所 機械研究所の宮崎

克雅と申します．昨年 10 月末から，米国コーネル大学

との海外共同研究を実施するために渡米しております．

私が御世話になっておりますコーネル大学は，アイビ

ーリーグに属している東部の名門とよばれる大学です．

ちなみに，写真は大学のシンボルであるコーネルタワ

ーという塔の前で撮ったものです．大学のあるニュー

ヨーク州イサカ（Ithaca）という街は，ロングアイラン

ドからプロペラ機で北西に 1 時間ほどのところに位置

しています．典型的な大学街で，一言で言えば田舎で

はありますが，豊かな自然と夜中でも散歩できるほど

の安定した治安は，研究にもってこいの環境です．大

学から与えられた 6 階の部屋から，秋には黄色や赤の

美しい紅葉を，冬には一面の雪景色を，初夏にはまぶ

しいばかりの新緑を楽しむことができました．視覚的

な四季の移り変わりにより，なまくらな私の右脳も，

少しは刺激されたのではないかと感じます． 

若手研究者便り 

米国コーネル大学にて 
宮崎克雄（㈱日立製作所機械研究所）

 こ ち ら の 大 学 で ， 私 は School of Civil and 
Environmental Engineering という学科にある Anthony R. 
Ingraffea教授率いるCornell Fracture Groupと呼ばれる研

究室に在籍しております．研究室は，政府や企業，団

体などをスポンサーに，大規模構造解析技術を武器に

して，構造解析ソフトウェアや機器，構造物の健全性

評価手法の開発を行っています．メンバーは，米国各

地はもとより，ドイツ，オランダ，ブラジル，トルコ，

韓国等，世界各国から集まっています．彼らは議論を

好み，また，時間に制約されないフリーなスタイルで

研究を行っています．夜遅くまで，休日も関係なく大

学にいる人間もいれば，5 時過ぎには帰宅して家族とと

もに食事をして自宅で研究を続ける人間，ミーティン

グ以外，全く研究室に姿を見せない人間など様々です．

多種多様な研究スタイルが，ここでは許容されます．

徹底した成果主義と勤勉さにより成立している組織で

あることを痛感します． 
 週末は，この街で一番大きいという小さなモールで

買い物を楽しんだりしますが，電化製品の量販店など

では，日本や韓国などの製品をよく目にし，アジアの

パワーを目の当たりにします．完全な私見ではござい

ますが，米国製品に比べて，細かいところに気が配ら

れたアジアの製品は非常に優れた製品であると思いま

す．私も英語は堪能ではございませんが，優れた技術

力と度胸を武器に臆することなく，さらに市場を世界

へ世界へ広げれば，閉塞気味の日本の経済状態も，少

しはよくなるのではないかと，単純に感じます． 
渡米後，米国機械学会の仕事の関係で，何度か米国各

地を出張いたしました．各地で共通して感じることは，

米国が活気に満ちているということです．最近，経済

状態は失速気味の米国ですが，星条旗が掲げられた近

所の小さなスーパーマーケットにおいても大いに活気

を感じます．研究室のメンバーが，｢活気の源は，自分

が何をすべきか，それぞれ個々人が考えているからだ

よ｣と当然のように言ってくれました．こちらで，長女

を Day Care（日本での保育園に相当します）に通わせ

ていますが，Day Care では，暗い部屋の中に距離をお

いて，ばらばらに用意された個人用のベッドで，子供

達はお昼寝をします．長女は，暗くて寂しいようで，

いつも泣いているようですが，こちらの子供達は何事

もなく，すやすやと寝るようです．こちらの子供達は，

小さい頃から自分の部屋を与えられ，独立，自立を親

から教え込まれて，小さくても一人で寝ることが，へ

っちゃらなようです．案外，欧米人のパワーの根源が，

体力的な面ではなく，子供の頃から教え込まれた自立

した考え方に立脚しているのではないかと感じます．

私の米国滞在期間も残り少ないものですが，この米国

のあふれるパワーとエネルギーを吸収して，帰国後，

今まで以上に，自らエネルギッシュに仕事ができれば，

と感じております． 

お出でませ！！ 山口へ 
M&M2002 実行委員長 幡中憲治（宇部高専）

幹事 上西 研（山口大学）

来る 10 月 12 日(土)～14 日(月)，山口大学工学部において材

料力学部門講演会：M&M2002 が開催されます．14 件のオー

ガナイズドセッション，一般セッションおよび基調講演を合

わせて 379 件の論文発表が予定されています．加えてワーク

ショップ，先端技術フォーラムおよび市民フォーラムが企画

されています．特に市民フォーラムは本講演会に一般市民の

参加を呼びかけるもので M&M としてはかなり新しい試みで

す．ゴルフクラブ・テニスラケットの力学をテーマに多くの

市民・中学・高校生が参加していただけることを期待してい

ます．また長州の英傑，吉田松陰・高杉晋作と明治維新の展

開についてこの方面に極めて造詣の深い一坂太郎氏による特

別講演が準備されております． 山口大学工学部では最近新

しい講義棟と福利厚生棟が竣工し，教育研究環境は大きく改

善されました．研究発表会場と懇親会会場にはこれらの新し

い建物が充てられます． 
 山口は多くの名所旧跡に恵まれています．明治維新の原動

力となった多数の指導者を輩出した萩市，西の京と呼ばれる

落ち着いた歴史の街山口市，石灰石が織りなす雄大な景観を

誇る秋吉台・秋芳洞，日本海の荒波が造った壮大な岩の芸術

が楽しめる青海島等，数えあげれば枚挙にいとまがありませ

ん．加えて，山口，湯本等有名な温泉にも事欠きません．折

角の機会ですので講演会の前後にこれらの地へも足を伸ばし

ていただき，素晴らしい山口の秋を楽しまれることをお勧め

します．“お出でませ！！山口へ”皆様方多数のお越しをお待

ちしています． 



レイクサイドサマーシンポジウム ご報告 

吉川 暢宏（東京大）

昨年，北見で開催された材料力学部門講演会での宴

席が発端となり，東富士の合宿講演会で絆を深めた旧

若手研究者が中心となり，若い世代の連携強化を標榜

して，レイクサイドサマーシンポジウムが琵琶湖湖畔

のホテル KKR びわこにて開催されました．原則として

35 歳以下の若手による 31 件の講演を軸に，その若手に

後を託すシニアの先生方による 3 件の基調（アジテイ

ト）講演をちりばめて，旧，現そして次期の部門長も

参加しての熱い討論が行われました．研究のオリジナ

リティや，本人と共著者の貢献度比を鋭く追及する質

問が出されるなど，冒頭から議論はヒートアップし，

時間が瞬く間に過ぎました．その熱さを冷ますはずの

湖畔でのテーブルディスカッションも，琵琶湖の湖面

からは涼味ならぬ熱風しか運ばれてこず，ビールのう

まみを増す結果にしかなりませんでしたが，夏場なら

ではのリゾート感豊かなシンポジウムであったことも

あり，定例の講演会では観られない本性が垣間見え，

若手ネットワークの形成には大いに役立ったと思われ

ました．また，材力部門内での研究動向を概観するよ

い機会であったとの意見も聞かれ，部門長候補の教育

にはうってつけの機会であったとのご意見もありまし

た．ただ残念であったのは，企業からの参加者が少な

く，材料力学部門の課題でもある，産学連携の更なる

促進の種をまくところまでには至りませんでした． 

恒例の優秀講演賞については，31 名の方々による研

究は何れも甲乙つけがたいものではありましたが，講

演者の方々自身の投票と，年齢制限により講演する機

会が与えられなかったその他の参加者の採点により，

荒井政大氏（信州大学）に贈られることになりました． 

次回の開催については未定ではありますが，この若

手シンポジウムを卒業した方々が中心となり，斬新な

切り口で旧若手たちを楽しませてくれることと期待し

ております．末筆とはなりましたが，講演の機会が与

えられないにも関わらず，遠路お越しいただいた参加

者の皆様方に厚く御礼申し上げます． 



材料力学部門からのお知らせ 

ATEM'03 名古屋で開催  

ATEM03 実行委員長 田中啓介（名古屋大学）

材料力学部門所属の分科会と研究会の運営について

総務委員会委員長 東郷敬一郎

 部門運営委員会での承認を経て，今後新たに設置される部

門所属の分科会（P-SCD）と研究会（A-TS)については，下記

のように運営することとなりましたのでお知らせいたします．

来年度からの設置を申請する場合は，本年 12 月末日が締め切

りとなりますのでお気をつけください． 

実験力学の先端技術に関する国際会議 2003 (ATEM '03)の

講演申込受付中です．実験力学に関する最先端技術の研究・

開発に関する広い分野で活躍中の研究者・技術者が一同に会

し，最新の成果について活発な討論と情報交換を行い，この

分野の現状の把握と将来の展開の指針を得ることを目的とし

ています． 
部門所属の分科会（P-SCD） 

上位規定である「部門協議会直属および部門所属分科会に関

する規定」に，下記の申し合わせ事項を加えて運営する． 
実験力学に関する広範なトピックスを対象としています．

光学的手法／超音波法／熱的手法／Ｘ線・放射光・中性子法

／ナノ・マイクロ計測／ナノ材料／MEMS／生体材料／知的材

料・構造／疲労／破壊／変形／動的現象／時間依存現象／非

破壊検査／損傷検出／予寿命評価／残留応力／表面改質／セ

ンサー／データ処理／計算機援用解析／ハイブリッド手法等． 

１．分科会の設置を希望する部門登録者は，12 月末日までに

部門長に対して設置の申請を行う． 

２．部門長は 3 月開催の部門運営委員会にて，申請のあった

分科会の設置の可否を付議する． 

３．設置期間は原則 2 年とする．2 年の設置期間が終了した

後に，1 年間の設置期間延長を希望する場合は，新設の場合

と同様に 12 月末日までに部門長あてに設置期間の延長を申

請し，3月開催の部門運営委員会にて承認を得るものとする． 

一般講演のセッションほか,最近のトピックスに関する 12 の

オーガナイズドセッション，およびポスターセッションも用

意しております．是非ともふるってご参加下さい. 

記 
４．運営費の交付は，初年度 20 万円，2 年目以降は毎年 10

万円とする． 
開催時期 2003 年 9 月 10 日（水）～12 日（金） 

開催場所 名古屋国際会議場（名古屋市） 
５．分科会の主査は分科会のホームページを開設し，分科会

開催ごとに活動内容の概要をホームページに掲載する．その

ホームページには，部門のホームページと機械学会のホーム

ページどちらからもアクセス可能とする． 

講演申込期限 2002 年 10 月 31 日 

申込方法 下記ホームページを参照して，1.論文タイトル／

2.著者名／3.所属／4.連絡先所在地（e-mail アドレス，FAX

番号，電話番号を含む）／5.講演要旨（英文 300～500 語）を

入力することによって申込みできます． 
６．分科会の主査は，年次大会あるいは部門講演会で研究発

表セッションを編成し，分科会メンバーが研究発表を行うと

同時に，メンバー以外の参加も勧誘する．また，先端技術フ

ォーラム，ワークショップ，新技術開発リポート等の特別行

事の企画，シンポジウムなどの開催も積極的に行う． 

URL http://atem.mech.nagoya-u.ac.jp 

材料力学部門シンボルマーク募集！
７．毎期末に事業報告と会計報告を部門長に提出する． 

部門所属の研究会（A-TS） 

上位規定である「部門所属研究会に関する運営内規」に，下

記の申し合わせ事項を加えて運営する． 

 材料力学部門では，部門のシンボルマークを募集します．

材料力学部門の活動を象徴し，部門の活性化にふさわしいシ

ンボルマークをお考えいただきご応募ください． 

１．研究会の設置を希望する部門登録者は，12 月末日までに

部門長に対して設置の申請を行う． 

 募集の詳細については，部門ホームページをご覧ください． 

編 集 後 記 ２．部門長は 3 月開催の部門運営委員会にて，申請のあった

研究会の設置の可否を付議する． 

３．設置の期間は原則 5 年以内とする．5 年の設置期間が終

了した後に，設置期間延長を希望する場合は，新設の場合と

同様に 12 月末日までに部門長あてに設置期間の延長を申請

し，3月開催の部門運営委員会にて承認を得るものとする． 

部門長から，「より親しみやすいニュースレター」になるよ

うに紙面刷新のご依頼を受けました．インターネットが発達

した今日において，ニュースレターの存在価値は厳しくなる

ばかりですが，とにかく興味を持って読んでいただけるもの

を作成することに努力いたしました．新連載「材力夜話」は，

秋の夜長に囲炉裏端に集まって，リラックスした気分で，良

いお話を伺う．そんなイメージでスタートしました．菊川先

生には，短い期間で原稿をご執筆いただきまして，深く感謝

いたします．材料力学トピックスでは，時々の材料力学関係

の興味ある話題を取り扱っていきます．部門長のイラスト，

毎号楽しみにされている方が多いのではないでしょうか．今

回も，峠レオ様（小川先生の奥様）に楽しいイラストを書い

ていただきました．広報委員一同，皆様のご協力に，心から

感謝いたします． 

４．運営費の交付は，初年度のみ行い，額は 10 万円とする． 

５．研究会の主査は研究会のホームページを開設し，研究会

開催ごとに活動内容の概要をホームページに掲載する．その

ホームページには，部門のホームページと機械学会のホーム

ページどちらからもアクセス可能とする． 

６．部門講演会における研究発表セッション編成等の義務は

負わないが，部門の活性化につながる活動を積極的に行うも

のとする． 

７．毎期末に事業報告と会計報告を部門長に提出する． 
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