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第 81期 部門長としてご挨拶

第 81期  部門長 岸本喜久雄 (東 京工業大学)

第 80期 の大野部門長の後継 として第 81期 の部門

長を務めさせていただいてお ります。副部門長の坂

真澄先/F(東 北大),幹 事の吉川暢宏先生 (東大)を

始めとして皆様のご助力を得て,材 料力学部門が,

今後 とも機械学会の リーデ ィング部門として活動を

持続できるように微力を尽 くしたいと考え活動 して

まい りました.

今期 は, 8月 の年 次大会 , 9月 の部門講演会

M&MЮ 3お よ び 実 験 力 学 先 端 技 術 国 際 会 議
(ATEMЮ3)が 本部門の重要な行事 とな りました。

この他 , 8月 に東大で開催 され た MesOmcchanics

2003や 10月 に東北大学で開催 された 5th int.Coni

on Fracturc&Strcngth of Solidsを協賛いた しました.

講習会の開催や他学会の関連行事への協賛 も積極的

に行いました。また,部 門のシンボルマー クを近 日

中に制定することを 予定 してお り,皆 様が親 しみを

持てる部門になればと考えてお ります.

第 77期 より部門の将来構想を議論するための委員

会 (第2技 術委員会)が 設けられてお ります.本 委

員会活動により,材 料力学の柳F究にかかわるロー ド
マ ップの作成 といった具体的成果をあげるに至つて

お ります。作成 されま したロー ドマ ップは,シ ンポ

ジウムにおける議論を通 じて, さらに充実された も
のとな り,そ のいくつかにつきましては,現 在,材

料力学剖
`門

のホームページ上に公開 してお ります.

このような資料は,常 に更新 していくことが大切で

すので,ロ ー ドマ ップ作 りにご協力いただける方 が

いらっ しゃいました ら,足 り|:, ご1/1案をお願いいた

しま―l~.

今後,至急,対策を講 じなければならない||ll題は,

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

です。会員数の減少は,経 済状況,少 子化などがそ

の要因 となつていると考えられ ますので, 1湘
`||り

の

活動だけでは,容 易に解決できる||ll題ではない様に

も思います。 しか し,全 国の大学か らは角1年相1当数
の機械 1lrF関係の卒業/liが巣 立ってお ります.し た

がって,淋 イ|:的な人11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に参加

するような方策を考えていくことが,部 門として t)

必要と考えてお ります.ま た,湘
`l11の

行事へσ)企業

か らの参加が少ないの も気掛か りとなつてお ります。

最近 3年 |11の材料力学湘
`門

講演会への企業関係者の

参力日人数は,2000年 は 131名 (530名 ),2

001年 は 39名 (339名 ),2002年 は,39

名 (506名 )と なってお ります (括弧内は全参加

人数です).全 参加者の 1割 に満たない人数 となつて

お ります。そこで,今 期は,若 手の方ならびに企業
の技術者 ・研究者が積極的に部門活動へ参加いただ

ける方策を立案 し,実 行に移す ことを日標 としたい

と考えてお ります。足非,皆 様か らのご提案をお聞

かせ ください.ま た,剖 S門の運営に対 し,忌 憚のな

い, ご意見を賜れば 11いです.

http://www.」sme.Or.」p/mmd/材料力学部門ホームページ



副部門長談話

実践材料力学の交流推進

第 81期 副部門長 坂 真澄 (東 北大学)

平成 15年 4月 より第 81期 材料力学部門の副部

門長として,岸 本部門長の補佐役を務めさせていた

だいております。部門の益々の活発な活動のために 。

微力を尽くしたいと思つております。どうぞ宜 しく

お願い致します。

岸本部門長が記されていますように,現 在,第 2

技術委員会におきまして,若 手の積極的な部門活動
への参加策,企 業の技術者 ・研究者の積極的な部門

活動への参加策につきまして活発な議論を行ってい

ます。日に見える成果がいたるところで要求されて

いる時代です。したがいまして単なる勉強会ではな

く,講 演会等,行 事に参加する人にとつて,直 接的

に得点に結び付く企画,も うけに繋がる企画が多数

あればおもしろいのではないでしょうか.も ちろん

勉強会が重要であることは多くの人が認めるところ

であります。ここではそれに加え,参 加者の望みに

より直接的に繋がる企画を積極的に導入 していこう

という話 しであります。

まず最初のターゲットを来年 7月 に秋田大学で開

催予定の M&M2004材 料力学カンファレンスにあて,

従来の OSの 他に,自 動車関係,電 力関係,半 導体 ・

情報機器関係なる製品 。業種別の技術 OSを 企画し,

さらにこれらを素材という観点で横断的に捉えて議

論する技術総合フォーラムを実施することを考えて

います。同時に秋田の企業

関係者による活発な交流

会,さ らには優秀技術に対

する表彰も企画致 します。
一方,30歳 以下の若手研

究者 。技術者を対象に個人
の得点に結び付 くチュー

トリアルを大々的に開催

します。また従来から好評

な奨励賞受賞記念セ ッシ

ョンは継続 して開催致 し

ます.

産学官連携が強く叫ばれている昨今,一 例としてv
企業は大学をアウトソーシングの一つとして使えば

よいという意見があります.筆 者は,こ れが加速す

ればよいと思っています。企業の技術者 ・研究者は

アウトソーシング先を探すことを ・つの大きな目的

として部門の行事に積極的に参加する。これは大変

おもしろいことであります.以 上は ‐例ですが,実

践材料力学の交流を推進 し,皆 で楽 しもうではあり

ませんか。

部門行事への皆様方の益々積極的なご参加をお願

いします.

地域産業 ・材料力学
川上 崇

人を唯一の資源とするわが国においては、知の源

泉と期待される大学 (特に工学系)を 改革 し、産業

界における自前主義や官界の縦割 りを排 して産学官

連携の流れを定着させ、技術立国としての実績を上

げ、これを継続するための戦略を作り、誇 りを取 り

戻すことが必要です。このような苦境を脱するため

に、学会や部門の果すべき役割とは何でしょうか。
'03年度には中小企業への技術コンサルティングも

視野に入れた研究開発推進センターが学会としてス

ター トします。一方、材料力学部門では、産学官連

携の草の根運動として、部門のサービスとは何かを

考えるため、多くの学会員の所属する地域産業の皆

さんとの交流を先行的に推 し進めています。'98年度

の新潟地域産業交流会 (地域世話人 ;新潟大 教授 原

利昭氏 /テ ーマ ;医療 。生体)を 皮切 りに、'99年

度には福井地域産業交流会 (若狭湾エネルギー研究

センター 主査 (当時)吉 岡譲氏、福井大 教授 月艮部

修次氏 /形 状記憶合金 ・表面改質)、'00年度には北

門交流会について
(東芝 機械 ・システムラボラ トリー)

九州地域産業交流会 (九

工大 教授 原田昭治氏、

九学 教授 宮崎則幸氏 /

環境 ・教育)、'01年度に

は 四国地域 産 業 交流会
(愛媛大 教授 岡部永年

氏、徳島大 教授 村上理
一氏 /医 療 。生体)を 開

催 し、5年 目の'02年度は

富山地域産業交流会 (富

山県立大 助教授 森孝男氏、富山大 教授 五嶋孝仁

氏 /加 工)を 北陸信越支部と合同企画しました。こ

の間、産学のそれぞれの課題について相互の理解を

歩́ずつ深めてきました。 しかしながら日本再生に

向けて残された時間も限られてきてお り、学会活動

を契機 とした産学官連携の成果を早く見たいもので

す。
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新連載 材料力学 トピックス 第 2回

「納得する材料力学」編集後記

。 「変わった材料力学の本を書いているようなので、
ニュースレターに顛末を書いて下さい。」という事で、

『なつとくする材料力学』が出版されるに至った経

緯等を紹介いたします.(な っとくする材料力学 (な
°

つとくシリーズ)、¥2,700、 講談社)出 版社/著者か

らの内容紹介 :面 白くて圧巻、わかって快感 !背 た

けよりも1萬いスパゲッティーの塔を作ろう!材料力

学は難 しくてツマラナイというのはウソである !本

当はやさしくて面白い。本書では、スパゲッティー、

[i腐といった身近にあるものを使って、応力、せん

断力、はりの曲げなど、材料力学の 「キホンのキ」
から応用までを2時 間でなつとくしてもらう。「卜|か

らウロコ」間違いなし!と いった紹介がアマゾン ド
Vッ トコム (www.amazOn.co.jpで、“なっとくする材料

力学"で 検索すると出てきます。)の ウェブサイ トに

載つているが、この文面は出版社の方が書いたので

あつて、私は全く関知 していない。最初読んだ時に

はいささかびっくりし、気恥ずかしい気もした。今

は結構良く出来たキャッチコピーだと関心 している。

色々な方から、「面白い本書きましたね !Jと か 「お

かしな本書きましたね !」 とか、またある先生から

は、「2時 間どころか、電車の中で 30分 で読み終え

ました。」という、励ましのお手紙をいただいた。こ

の場をかりまして、改めてお礼をいたします、「数多

くの叱咤激励を頂き誠にありがとうございました。」.

そろそろ本題の、出版に至つた経緯を説明したい。

事の発端は、2000年 の 12月 、講談社サイエンティフ

ィクの大塚さんから 「肩の凝らない材料力学の本を

書きませんか?」 というメールが舞い込んだ事から

_′ 始まる.は つきりした事の始まりを伺っていないが、

自分の講義を学生がなかなか理解 してくれないので、
マルチメディアやら、ITや ら数々の試行錯誤を色々

な所で発表していたのが「|に|11まったのが ‐因のよ

うである.“数ある材料力学の本にさらにもう ‐|||1本

を書いたとしても営業になるのだろうか?"と いう

疑間を持ちつつも、とにかく ^度 会って詳しい話を

することとなつた。さっそく、大塚さんにこの疑||||

をぶつけた所、「なつとくするシリーズのコンセプ ト

は、なるべく数式は使わず、肩の凝らない、読み物

的な本を目指 していて、材料力学を学ぶ前に、さつ

と読んで見て材料力学についてなつとくして、それ

から本格的な専門書で勉強するというところにあり、

高校の物理の復習から始って、通常の材料力学の本
の内容の半分程度をカバー出来れば良いです。」とい

う話であった。それから1時 間ぐらいであろうか、

詳細について話をして、確か 1付i後位に脱稿という

事で話が決まったと思 う。最後に、「生来ずばらな|プli

格なので、今月中に簡単なH次 とスケジュールをメ

辻知章 (中央大学)

―ル しますから、毎月進行状況の催促のメールをお

願いします。」という事でその日は別れた。この最後
の言葉が原因で、締め切 りに追われる日々が始まる

事になる。何はともあれ市場調査、という事で本屋
へ向かつた。あるわあるわ、材料力学と名の付く本

が書棚の一角を占領 していた。手当りに抱え込んで、

財力が続く限り買い込むことにした.15、 6冊 、

数万円の買い物となり、本屋の人がおまけに何かく

れると言つたが、荷物になるので断つた事を記憶 し

ている.そ の時の領収書はしっかりしまい込んで、

確定申告の際利用した。買い込んだ材料力学の本を

見くらべると、最初に 予想 したとお り大抵の教科書
の日次は似通つたものであった.色 々と考えて、以

下のスケジュールを考え、講談社の大塚さんにメー

ルをした。

平成 12年 12月29日 金曜日 辻 知章
2000.12.末 目次の作成
2001.03.末 序章 :材料力学とは何だろう

1章 :まず壊す事か ら始めよう

2001.04.末 2章

3章

2001.05.末 4章

5章

2001.06.末 6章

2001.07.末 7章

とは

8章

2001.08.末 9章

10章

2001.09.末 完成
コンセフ ト:
。簡単に書く、本格的に材料力学を学ぶ前の読み物
。通常の材料力学の教科書の半分程度の内容で良い?
。文字を沢山、式は少なく
。ノJ学 (モーメン ト)σ)復習 t,1章 FI:度入れる
。実験 (パスタの麺)も 入れる

大量の本を買い込み、 りっばな |]次とスケジュー

ルも完成 した.刷 り 11がり、 300ベ ージ程度 とい

う事であったので、完成まで約 10ヶ 月あるか ら、

lHlペ ージ書けば良いことになる.111に 1ペ ー

ジな ら大 した事でもないと思えたので、未だ本文は
・行 も書いていないにも関わ らず、ほとん ど書きあ

がつたも同然 とい う気になつて しまった。さらに、

1、 2月 は卒業研究や ら人試や らで、本の事は頭の

片隅においや られていつた。 3月 下旬だったと思 う

が、メールをチェックしていると、大塚 さんから、「先
ノ11から頂いたスケジュールによります と、そろそろ

序章と 1章 が完成することにな りますが、原稿の執

筆状況はいかがで し、1う か ?」 といつた内容のメー

材料力学に必、要な力学を復習 しよう

力から応カヘ、変位からひずみヘ

棒を引張たリリl:縮するとどうなる?

応力を組み合わせるとはどんな事 ?

はり(棒)の曲げにまつわる様々な話

柱にサ+:縮力を加えた時に起る大問題

棟を作って見よう |

軸をね じった|1寺に/liじる応ノノ

:まだまだ奥7朱い材料プリ学
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ルが舞い込んでいた。大塚 さんとの約束では、スケ

ジュールに沿つて出来上がった順に見てもらう事 と

なっていた。約束 して しまった手前、まだ 1行 も出

来上がっていないとは言えないので、 3、 4日 ほと

んど徹夜状態で、序章のみ書き上げて、「1章 はもう

少 しかか りますが、直 ぐ送 りますか ら、 とりあえず

序章をお送 りいた します。」 とい う事でメール した.

さらに、 3、 4日 の半徹夜状態の末、 1章 を形に し

て何 とか 3月 の締め切 りを乗 り越えた。これに懲 り

てこつこつやれば良いものの、その後の締め切 りも

大塚 さんのメールが引き金で本格的に書き出す始末

で、月末は徹夜続 きの 日々を過 ごす事 となつた.結

局脱稿 したのは、スケジュールか ら 1月 遅れの 10

月末になって しまった。今考えると、毎月の大塚 さ

んからの叱咤激励が無ければ、未だ完成 していなか

つたと思 う.あ らためて大塚 さんに感謝の意を表 し

ます.

この本において盛 り込みたかつた事 と工夫 した所

を少 し話ておきたい.高 校の力学の復習から始める

とい う事で、高校の参考書 と、ついでに中学の参考

書も数冊購入 し、力学、圧力 と言つた所を読んで見

た.材 料力学を学ぶには十分な力学の知識が盛 り込

まれている、特にモーメン ト (高校では力のモーメ

ン トと呼ばれている)の 釣 り合い等 も詳細に記述 さ

れている事に驚かされた とい うのは、学生の解答

を見ていると、モーメン トが分か らない人が多い。

また、棒の両端に荷重 Pが 力Πわっていると、断面の

垂直応力=2P/Aと する学生が時々いた りする.理

由を聞くと、「Pが 両端にかかつていて、 2つ あるか

ら、 2Pに な りそ うだと思つた.」とい う事である.

そこで高校の参考書か ら取つた問題を試験 して見た

ところ、そ こそこ正解する事が出来る.力 とモーメ

ン トの釣 り合いを考えるだけであるのだが、材料力

学の問題 となると解けなくなる人が多い。どうや ら、

力とモーメン トの釣 り合いを十分理解 しているので

は無 く、個々の問題の解き方を覚えて しまっている

ようだ。学生の質問に答えているときの話であるが、
モーメン トの正負を本人がなつとくできるまで じっ

くり説明 した所、「高校の時か ら正負の意味がスッキ

リしなかつたのだが、やっと分か りました、あ りが

とうございました.」と言われた.自 分な りに理解 し

ていないにも関わらず、問題の正解を出すテクニ ッ

クのみ覚えれば、苫労せずにそれな りの点が取れて

しま う受験勉強の弊害の典型的な例である。そこで、

力とモーメン トの釣 り合いについては、かな り詳細

に説明を加えた。

最近 (私が学生でいた時も先生方に同 じ事を言わ

れていたかも知れないが ?)の 学生は実体験が足 り

ないと思 う.パスタの麺の材料定数、(ヤング率 2GPa,

引張強 さ20Mpa程度)を 与えて、直径 1.6mmのパス

タについていろいろ計算 させ ると、座屈荷重が lGN

とか、 イ中びが l km とか、 看皮壊7苛重が lMN と/J、ヽ と

んでもない答えを何の躊躇 もせずに書いてくる.「パ

スタを見た事あるよね ? lMNと い うことは約 100t

の重 りがパスタの麺に吊るせる事にな りますが ?」

と聞くと 「そ う言われると、吊るせるわけがあ りま

せんね.」と笑つて答える始末である.と い う事で、

なるべ く身近なもので材料力学の実験を盛 り込む事

に した.使 った材料 としては、スーパーにあるパス

タ全種類、クリップ、たまご豆腐、輸 ゴム、ボール

ペン等である.卵 豆腐をスーパーで買い込み、まな

板の上にのせ、押 した り引いた りしてデジタルカメ

ラで撮るといった実験を行つた り.デ ジタルカメラ

を片手に、片持ちは りや両端支持は りにモデル化出

来るものを探 して学校の近辺を徘徊 した りと言つた

事を色々やった.詳 細は本書を見て下さると幸いで

す (少しは営業 しておきます !).

あま り数は多くないのだが、例題の解答 として、

誤答を盛 り込んである.普 通、本には模範的な解答

しかない。『学習とは紆余曲折する事である、ああで
もない、こうで 1)ないと行つた り来た りしなが ら正

解にた どり着くのが真の学習である.』(灰谷健次郎

氏の話).問 題を解 く課程では誤 りを犯す事がある、

なんで間違ったのかの原因を しつか り理解する事にv

より、より ^層理解が深まるのである。

『なつとくする材料力学』表紙

一
　

　

ヽ
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新逹載 材 力 夜 話
第2口 愛舛工科大学教授

観察,推 拾,
― ガリレオはなぜ誤 り

村上溢男先生

検 証

をイとしたか ―

ガリレオによる片持ちは りの説明図

図 2ガ リレオとパランが仮定した内力分布

形状などについて,現 在の材料力学と同じ結論を導い

ております。

しか し,は りの理論におけるガリレオの重大な誤 り

は,図 2(b)のような内力分布を仮定したことであり,こ

れによってはりに生じる最大応力を正 しい値 (図2(c))

の 1/3の大きさに見積もつていることになります。

私は 『新科学対話』をはじめて読んで以来,天 体を

観察 し,地 球の運動にまで洞察を加えた万能の天才ガ

リレオがどうしてこのような基本的な誤 りを犯 したの

かとい うことに大きな疑間を覚え,証 明することので

きない想像をあれこれ と巡らしてきました.彼 は,建

物,橋 ,オ ベ リスクのような建造物の寸法が大きくな

るにしたがって しばしば破壊 し,悲 劇的な結果を招い

た事例を見聞きし,材 料強度の先駆的な研究を始めた

ことでしょう.

ガリレオはこの本の冒頭で 「(船だけではなく)ほ か

の同じような機械の場合でも,小 をもつて大を推 し沢1
つてはいけない.大 抵の考察は寸法が小さいときには

うまく成功 しても,大 きくすると失敗するものだ」 と

いうヴェネチアの造船所の老人の話を紹介 してお りま

す。そ して構造物の破壊強さに対する大きさの効果に

ついて,い ろいろな例を挙げて説明してお ります。大

きな材料が破壊 しやすい例として,両 端を横木で支え

横にして保管されていた大理石の円柱をさらに補強す

るため,中 央にもう一つの横木を加えたところ却つて

折れてしまったという話を記 しております.

上の命題 1を 導くのに,ガ リレオは当然注意深い観

察を行つたはずです。しかし彼の観察は,片 持はりの

ガリレオが 1638年にライデンのエルゼビアから出版
した “二つの新しい科学についての対話と数学的証明"

(今野武雄 。日田節次訳 『新科学対話』,岩 波書店,昭 ・

和 50年)は ,材 料力学についての最初の書物といわれ
てお ります 。約 30年 前 に,YC.Fungの "A First Course in

Conthuum Mechants"の 初版 (『連続体の力学入門』(大

橋義夫,村 上澄男,神 谷紀生訳,培 風館,昭 和 49年 )

を翻訳出版 したとき,そ こで紹介されていたガリレオ

のはりの問題を通 じてこの本の存在を知 りました。こ

の本とガリレオのはりの研究は,S.テ ィモシェンコの

『材料力学史』(り|1口昌宏訳,鹿 島出版会,昭 和 49年 )
でも紹介されてお りますので,ご 存知の方も多いと思

います.

『新科学対話』の中でガリレオは,片 持ちはりの曲

げ強さについて,荷 重による固定端での曲げモーメン

トと,固 定端での反力の作るモーメン トとの釣 り合い

条件を基礎 として議論を進めます.そ して議論のはじ

めに,図 1の ように自由端に荷重 Eが 作用する片持ち

はりに対 して,次 のような命題が成 り立つとしてお り

ます.

命題 1:

ガ_フ_る2■鋼鉄,_本Й資fЖ堕理麦L立 るЙ料から出来

た角柱あるいは円柱は,そ れを縦にすれば非常に大き

な重さを支えることができても,横 にした場合には小

さな重さでも容易に切断され,長 さが厚さに比 して大

きくなればなるほどその重さは小さくてすむ.(中 略)
もし柱が切断すれば,そ の近れ月_は_3__点で生 じる_こ_と_

は明_らユさであ_登.そ の際,ほ ぞ穴の端はこの B点 で支

点の役害1をつとめ,BCは 力の加えられた方向の腕,柱
の厚さ BAは てこの今ひとつの方向の腕―この全体に

二2`… 加え‐られます ―となる.(中 略)上 に

述べたことから点 Cに 加えられた力の能率 (モーメン

ト)は ,角 柱の厚さ,す なわち底面 BAと その隣接部分

との接 日に見られる抵抗力に対して,長 さ BC:(1/2)BA

の比を持つことになる。(『新科学対話』上,164頁 .下

線筆者)

この命題を注意深く検討すると,ガ リレオは固定端

での内力 Fの 分布を図 2(b)の ように考え,モ ーメン

トの釣 り合い条件
E×BC=F× (1/2)BA                 (1)

から, 力 Fと Eの 比は

F:E=BC:(1/2)BA                 (2)

であるとしてお ります.

ガリレオはこの命題を発展させて,長 方形断面はり

の長辺を立てて使用する場合と長辺を横にして使用す

る場合の破壊強さの比 (命題 2),一 様断面片持ちはり

の自重による破壊に対するはりの長さの影響(命題 3),

長さ一定のはりの強さに対する断面寸法の影響(命題 4),

厚さ一定および幅一定の平等強さの長方形断面はりの

図 1

σ
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破壊個所の近傍に限られ, しかも材料は建築材料 とし

ての乾燥 した木材や石材,ガ ラスなどが対象であつた

のでしょう.確 かに図 1の ような木材の片持ちはりで

は点 Bで の上向きの反力で集中した圧縮力を受け,ま

た点 Aで 開始 した木材繊維の引張り破断も,破 壊の進

行に伴 う中立軸の移動により,固定端 ABの 全断面に亘

ります.ま して大理石やガラスのような脆性材料の場

合には,労 界破壊を示 し,一 様引張 りによる破面と区

別がつきません。したがって,こ れによつて破壊前の

はりの応力分布を正 しく推測することが非常に困難だ

ったことは想像できます。

最近出版された H.ペトロスキーの著書 『橋はなぜ落

ちたのか』(中島秀人 ・綾野博之訳,朝 日新聞社,平 成

13年)で も,ガ リレオのこの誤 りについて触れ,「ガリ
レオは実際の実験,あ るいは思考実験で,小 枝やガラ
ス棒のようなものを使った可能性が高い」と述べてお

ります.し かし慎重で実証的なガリレオがいい加減な

実験に基づいて理論を展開するとは信 じにくいことで

す。私は,ガ リレオは図 1の ような十分な大きさの木

材のはり,あ るいは石材のはりの破壊を観察していた

ように思えてなりません。なによりも,彼 自身が 「小

をもつて大を推 し沢1つてはいけない」と言つているで

はありませんか。

それにもかかわらず,R.フ ックが 「物体に働く力

は伸びに比例する」とい う概念 (1676)を提案する約
40年前には,は りの破断面だけでなく,「全体の変形」
までも観察すべきだという発想は,ガ リレオにも浮か

ばなかったのでしょう。科学研究の中で,ま ず現象を

緻密に,正 確に, しかも適切に観察することの大切は
いうまでもありません.ル ネッサンス期の大天才の犯

したこのような誤 りは,そ の観察が本当に適切である

かどうかという省察の大切さと,そ の困難さを示す偉

大な教訓 ・警告ではないかと思われます。

それにしても私は,「もしも。……」とさらに考えた

くなります。すなわち,「もしも軍事工学者でもあるガ

リレオが,約 1600年前のカエサルがガリアを征服 して

いた頃のローマ軍に従軍 した経験を持っていたならば

どうであつたであろうか」と考えます。塩野七生の 『ロ

ーマ人の物語 IV』(新潮社,1995)に よれば,当 時の

ローマ軍は優れた建築技術者集団であり,森 の本を切
って道を開き,砦 を築き,橋 を架け,船 を作ったとい

います。とすれば,切 り倒 した直後の材木が横荷重に

よつて大きくたわんで折損するのは珍 しくなかつたこ

とでしょう。そのときには必ず,曲 げられた木材の凸

側では繊維が伸びて破断 し,ま た反対の凹側では圧縮

を受けた表皮が座屈するのを見たはずです.だ とすれ

ばガ リレオも,ヤ コブ ・ベルヌーイのようにはりのた

わみにも注目し,は りの理論の確立を早めたことでし

ょう。

このガリレオの誤 りはさらに,い ろいろな示唆を残

してお ります。上に述べたペ トロスキーの書物では,
この誤 りがその後どのように取 り扱われ,ま た工学の

発展にどのような影響を及ぼしたかについても記 して

お ります.

ガリレオの片持ちはりの理論に疑間が呈せ られ,そ

れが正されるまでにはその後少なくとも50年以上を要
してお ります。誤 りが正されるのにこのような長い歳

月がかかつた主な理由として,ペ トロスキーは

1)科 学,工 学に対する偉大な貢献によるガリレオ
ヘの絶大な信頼,

2)命 題 2以 下のすべての結論に誤 りがなかった.
(これは,命 題 2以 下の各結論は,命 題 1を出発点とし

てはいるが,各 種のはりの形状の幾何学的差異に由来す

る曲げ強さの相対的違いに関するものだからです)
3)図 2に 示すように,命 題 1か ら導かれる曲げ応

力は,正 しい値の 1/3の値 しか与えない。しかし当時の

建築物の設計では, 3以 上の安全率をとつていたのい

で,ガ リレオの誤 りは見過ごされてきた。

の 3点 をあげてお ります.

この うち特に2)の 理由は,私 たちに重要な警告を

残 してお ります。すなわち,基 本となる命題から一見

正 しく見える結果が導かれると,元 の命題が正 しいか

どうかについて疑間がもたれる機会がますます少なく

なるとい うことです.基 本的な誤 りを含む命題から導

かれた結果は,適 用の仕方によつては大きな誤 りを犯

し,壊 滅的な被害を引き起こしかねないにもかかわら

ずです.

さらに 1)の 理由については,客 観的であるべき科 v

学的成果の評価を, これを客観的に行 うことの難 しさ

を示 してお ります。ペ トロスキーはこのことについて,
「ガリレオに批判的であった同時代のデカル トでさえ,

ガリレオの仮定を妥当だと見なしていたように思われ

る」と述べてお ります。

ガリレオの理論の定量的な誤 りについては,約 50年

後に引張 り強さと曲げ強さを比較 したフランスの科学

者 E.マ リオットによつて指摘されました。しかし彼も

不注意による誤 りを犯 し,正 しい結果を導くには至ら

なかつたようです。さらに,フ ランスの数学者 ・科学

者の A.パランは,1710年 代にはりの応力に関する正し

い取 り扱いを自らの雑誌に発表 しているにもかかわら

ず,発 表 した雑誌の権威の低 さ,論 文の書き方の稚拙

さ,そ れにパラン自身の日常の言動の不評のために,

学会からは顧みられなかったということです。結局,

はりの理論が確立されるのは,ガ リレオの研究から100

午以上後の D.ベ ルヌーイとL.オ イラーの研究を待た

なければならなかったことになります.一 つの理論, V
あるいは理論体系を確立することが, どんなに難 しい

ことかと思い矢口らされます.

科学あるいは工学の分野で新 しい理論,新 しい学説

を構築するには,適切な観察,深い洞察と緻密な推論,

それに加えて細心の検証が必要なことはいうまでもあ

りません.片 持ちはりの理論に関するガリレオの誤 り

と,そ の後の扱われ方は,こ れ ら一連の営みの難 しさ

を物語つてお ります。それにしても命題 1を 拠 り所と

して,そ れ以後の命題を導いて行くガリレオの洞察 ・

推論の確かさは見事です。

新 しい世紀を担 う材料力学部門の若い研究者の方々

には,近 年華々しい成果をあげている物理学や化学の

分野だけでなく,材 料力学 ・固体力学の分野でも,世

界に誇れるような新 しい体系を構築 し,工 学の発展ヘ

の大きな貢献を目指 してご活躍下さることを念 じてお  
ヾ

ります。そして, ここで紹介 したガ リレオの教訓が,

新 しいご研究の展開への励まし,あ るいは他山の石と

していささかでもご参考になれば幸いです.
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実験力学の最先端技術に関する国際会議 (ATEM'03)ご報告

ATEM03実 行委員長 田中 啓介 (名古屋大学)

名古屋国際会議場 (名古屋市)に て,9月 10日 か

。 ら 12日 までの 3日 間に亘つて 「実験力学の最先端技

術に関する国際会議 (ATEM 0`3)」が開催 されました.

この会議は金沢,東 京,和 歌山,宇 部,仙 台に続い

て開催 された第 6回 目の国際会議です.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,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,

最新の成果について活発な討論 と情報交換が行われ

ました.実 験力学に関する基礎研究か ら産業分野に

おける応用技術まで 19項 目に分類 された幅広いテー

マを議題 とし,現 在特に注 目されているテーマに関

して以下の 12の オーガナイズ ド・セ ッションを中心

として開催 されました.

_ (DSl FuH―Field Optical Methods

OS2 Nondestructive Testing and Evaluation of Matcrial

Propcrtics

OS3 Therlnal Methods and Tcchniqucs

OS4 X― Raゝ  Synchrotron and Ncutron Diffraction
Mcthods and Residual Stress Analysis

OS5 Nano― Scale(Dbservation and Analysis

OS6 Characterization of Materials for MEMS/MST

Dcviccs

OS7 Testing and Evaluation of Living Tissues and

Biomatcrials

OS8 Material  Dcsign and Evaluation for Syncrgy

Ceramics with the Hyper― Organized Stnlctures

OS9 Compositc Structurcs― Damagc Detection and Smart

Monitoring

OS10 Mechanical Bchavior of Lead/Lcad Frce Soldcrs

OSll Fatiguc Damage Characterization and Modeling

OS 12 Assessmcnt of Structural lntcgrity

各開催 口の午前中にはUniversity of SydneyのYW.
~Mai教

授,University of CJifornia,BerkeleyのR.O.

RitchL教授,ま た名古屋大学の田中啓介による 3件

のプレナ リーレクチャーが開催され,多 くの聴衆を

集めました。

講演数はポスターセッションを含めて 324,参加登

録者は 22ヶ国 439人におよび,当 初の予想を大幅に

越える規模となりました。このうち日本からの参加

者は 329人で,韓 国の 22人 ,米 国の 21人 , ドイツ

の 9人 と続き, 4分 の 1が海外からの参加者となり

ました.

連 口30度を超える名古屋の暑い気候にもかかわら

ず,熱 心な講演,活 発な討論が行われました。二日

日の夜には名古屋ガーデンパレスにてバンケットが

開催され,こ こでも 300人 を超える参加者があり,

親睦を深めるとともに,情 報交換がなされたようで

す。催 し物には和太鼓を中心とした和楽器の迫力あ

る演奏が行われ,海 外からの参加者には興味深く受

け取られたようです.

このような盛況な会議が開催できたのも, ご参加

頂いた皆様のおかげであるとともに,上 記オーガナ

イズ ド・セ ッションの各オーガナイザーのご努力に

よるところが大きく,厚 く御礼申し上げます.

なお,次 回は 2007年に九州にて新川和夫九州大学

教授のもと開催予定です.



「私が感銘を受 ・後進 に読んでほしい論文」けた論

推薦者 : 鈴木章彦 (IHI基盤技術研究所)

原子構造体の不安定モー ド解析 (日本機械学会

論文集 A編 ,69-681(2003),945-951)

北村隆行,梅 野宜崇,辻  長知,中 谷彰宏

よく知られるようにき裂破壊のクライテリアは

κ=スLc          (1)

で与えられる。ここでκは応力拡大係数であり,4c

はその限界値であり,破 壊靭性値と呼ばれる。この

関係式は,実 際の構造物の破壊評価に広く用いられ

成功を収めてきた。 しかし,な ぜこの式が破壊のク

ライテリアになりうるのだろうか,ま た,る cの物理

的意味はなんだろうか.い わく,式 (1)はきれつ進展

に伴 うひずみエネルギーの開放が破面形成エネルギ

ーに等 しいことを表す.あ るいは,き れつ周 りの応

力場の強さを表すκが等 しければ,破 壊に対する力

学的条件が同じであるから,試 験片レベルの破壊実

験で るcを 求めておけば構造物の破壊評価に式(1)が

適用できる。最初の説明では,破 壊の条件を力学的

に検討する場に系外から んcあ るいは表面エネルギ

ーを持ち込み,力 学的には閉じていない系を扱つて

お り,物 理的な説明になり得ない。もし表面エネル

ギーを持ち込むなら,表 面エネルギーの源の表面張

力を応力の釣 り合い式に入れて検討する必要があろ

う。また,後 者の説明は,破 壊素過程の物理的な検

討がすっぽりと抜け落ちてお り,靴 の外から足の裏

を掻くに似てもどかしい.こ のような状況を打破す

るために分子動力学を破壊に適用することが広く行

われてきた.し かし,大 部分の研究では,そ れぞれ

の解析対象における境界条件のもとでの破壊のシミ

ュレーションに終始 してお り,広 く一般的に使える

原理の提案という面では不十分であった.そ れに対

し,こ こで取 り上げた論文では,原 子構造体の破壊

を分子動力学によつて検討 し,破 壊とは原子 レベル

における構造不安定現象であることを明確に示 し,

その条件を与えた.こ こにおいて,破 壊が特別の条

件下で起こるわけではないことが明らかになり,破

壊に対する扱いが材料力学で (例えば座屈の計算に

おいて)古 くから行われてきた不安定条件を求める

ことに帰着され,ダ ブルスタンダー ドを持ち込む必

要がなくなり単純化された。上記論文は,式 (1)を

直接評価 しているわけではないが,こ の観点からの

検討により,式 (1)に対する新しい解釈が得られる

ことが期待できる.こ こにおいての教訓は以下の 2

点であると考える.

(1)分子動力学においては,個 別問題の計算だけでな

。 く,一 般原理の導出を目指す研究にも注力する必要

がある.

(2)我々 が学んできた力学という学問は,高 度に洗練

された学問であり,現 象が力学体系で説明困難と感

じられても,視 線をもう一段上げることで,力 学体

系の中で説明がつくと信 じることが大切である.

推薦者 : 井上裕嗣  (東 京工業大学)

3:1緊aI∫ず嶋ItorttTrЪu∫N£T電::肥V
Attenen‖  alla Mecanica& i Movimenti Locali,

E:sevier(1638)

ガリレオ ガリレイ,機 械学および地上運動に関

する二つの新 しい科学についての対話および数

学的証明

編集委員からいただいた“お題"は論文ですから,

書物を紹介するのは “反則"で しょうが,何 しろ古
い時代のものなのでご容赦ください。著者はご存知

ガリレオで,通称は 「新科学対話」(今野 ・口田 訳,

岩波文庫),英 語でもDialogucs Conccming Two Ncw

Scたncesと呼ばれている書物です。材料力学部門に所

属されている大半の方は既に良くご存知でしょうが,

学生を始めとする若手研究者の中にはガリレオと材

料力学の間に一体何の関係があるのかと思 う方がい

らつしゃるかも知れませんので,敢 えて紹介します。v
ガリレオは材料力学の創始者として知られています.

例えば,湯浅亀 ‐先生の 「材料力学」(山海堂)には,
「材料力学についての思索を最初に行つた学者は,

コペルニクスの地動説を支持 して頑迷なローマ1日教
の僧侶たちと戦い,執 拗な迫害の中に 生ヽを送った

伊太利の熱情物理学者,天 文学者,哲 学者であった

ガリレオ ・ガリレイである.」と書かれています。こ

の書物はガリレオが74歳のときにオランダのライデ

ンで出版 したもので,他 のガリレオの著作と同様に,

哲学,科 学論あるいは宗教の面において様々に重要

な意味を持っていますが,こ の書物で具体的に論 じ

られている多くの問題は実は材料力学の問題です.

その意味では,世 界最古の材料力学の教科書と言つ

てもよいと思います。

S.R Timoshenkoの「材料力学史」(り|1口訳,鹿 島出 
ψ

版会)′に詳述されているように,こ の書物中の理論

には未完成の部分があります.し かし,こ の書物で

注目するべき点は,個 々の命題を初歩の初歩から極
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めて懇切丁寧に解き明かしているところにあります。

すなわち,現 代の専門書や論文等を読み慣れた者に

とつては苛立たしいくらいの “遅さ"で 議論が進め

られ, さらには読者が陥 りやすい誤 りについても徹

底的に説明し尽くしながら結論に至っています.こ

の書物中の材料力学的な理論を現代の教科書風に編

集すれば,わ ずか数ページにまとめられそうです。

逆に言えば,現 代の教科書のわずか数ページの内容

はガリレオから始まった膨大な思索の結果を要約 し

たものであって,こ れを充分に理解するためには,

やはり膨大な時間と手間が必要なことがわかります。

現代においてこの書物と同程度に時間をかけて思索

することは難 しいでしょうが,教 わる側も教える側

もできるだけこの書物のように懇切丁寧でかつ熱意

若手研究者便 り

v は じめま して。東京工業大学 大学院理工学研究科

機械物理工学専攻 荒木稚子 (あらき わかこ)と 申

します。昨年の十月より助手 としてつ とめは じめ,

日々勉強 。時々反省 といった毎 日で,は や一年が経

とうとしています.

私の所在する構造物理研究室は,教 授は材料科学,

助教授は材料力学を専門とされてお り,少 し風変わ

りな研究室かと思います.「材料」とい う共通テーマ

を持ちなが らも,“超伝導材料か ら複合材料まで",

はたまた,“ミクロな材料構造からマクロな構造シス

テムまで"と研究テーマは多岐にわた ります.枠 に囚

われず研究をすすめることができ,い ろいろな観点

か ら物事を考えることを学ぶ ことができるので, と

ても恵まれた研究環境にあると思います.私 自身は,

高分子材料の材料特性について研究を行つてお りま

して,主 に,熱 硬化性樹脂であるエポキシ樹脂の破
~壊

特性を扱っています。エポキシ樹脂のような熱粘

弾性材料の破壊特性は,温 度によつても時間によつ

ても変化 して しま うために扱いが難 しいことから,

これを簡便に評価 し破壊を予沢1する方法を確立する

ことが 目下のテーマです.ま た一方では, ミクロな

視点か らのアプローチにより,材 料構造を調べると

ともに,材 料特性の評価につなが りそ うなパラメー

タを探 しています.エ ポキシ樹脂はナノ～ ミクロス

ケールでは凝集 した構造をもつ ことがあ り,こ のよ

うな微視的な構造が破壊特性に影響を与えるようで

す。正直地味な研究かなと思 うこともあるのですが,

あれ もやつてみたい し,こ れ もやつてみたい, と気

になることは際限なくあ ります。最近は, 自分のお

かれた環境において,選 択 しなければならない難 し

さを感 じていますが,そ うい う中から将来自分の強

みになるテーマを探 してゆきたいと思つています.

ある姿勢を心がければ,近 年喧伝されている学力低

下問題も解決できそ うに思われます。

翻訳書といえどもガリレオの文章で材料力学の源流

に触れるとともに,学 問に対する本来の姿勢を再認

識することができるすばらしい書物です。残念なが

ら上述の和訳本は現在絶版のようですが,図 書館や

古本屋で探せば見つかると思います。この和訳本は

旧字,旧 かなですが,少 し読めば1貫れます。なお,

余談ですが,こ の和訳本では “モーメン ト"を “能

率"と 表現 しています.恥 ずかしながら私も知 りま

せんでしたが,コンサイス英和辞典にもmOmentの訳

語として能率がちゃんと書いてあります.英 訳本は

幾つかありますが,Dover Publica●onsの物なら千円

ちょっと (USS9.95)で入手できます。

荒木稚子 (東京工業大学)

研究の話も書いてしまいましたので,少 しだけ自

己紹介をさせて頂こうかと思います.小 さい頃は,

特に算数や理科が好きだったわけでもなく,体 育と

家庭科は苦手だけれど,美 術と音楽は好きで, ピア

ノばかり弾いていました.そ ういう流れで,高 校で

進路を決めるときには将来は音楽をやろうかと思つ

たりもしたのですが,周 囲は私の限界をよく知って

いたのでしょうか,賛 同は得られず,そ れでは何を

したものかと考えた結果,向 いていないことをやつ

たらおもしろい発想ができるのではないかと思い,

工学部へ進学 し,そ して今に至ります。(残念なこと

に,今 も昔とあまり変わっていないような気がしま

す。)

最後になりましたが,実 はまだ材料力学部門に登

録 してお りません。これからもお世話になるつもり

でお りますので,こ の機会に登録させて頂こうかと

思います。つたない文章を読んでいただいた皆様,

どうもありがとうございました.

一―

(写真は研究室のある建物の入 口です。)
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材料力学部門からのお知らせ

材料力学部門シンボルマークについて

広報委員会委員長 阪上隆英

材料力学部門では,シ ンボルマークを選定する作業
を進めてまいりました。15作 品の応募の中から,運 営

委員による予備専攻の結果,下 記の 6作 品が最終候補
として選定されました.             ・

m磐
閉ech

作品番号 1

mJ目

"ech
作品番号 3

〃
作品番号 6

先のM&M2003材料力学部門講演会において,6作 品を

発表するとともに,講 演会参加者を対象に投票を実施
いたしましたが,最 終候補を決定するに十分な得票数
を得ることができませんでした。そこで,こ こに部門
登録会員を対象に再度電子メールによる投票を行い,
最終候補の決定を行いたいと思います。

シンボルマークに関するデザインコンセプ ト,投 票
の仕方につきましては,部 門ホームページ

http://www」sme or.jp/mmd/symbOI/

をご覧ください。

皆様からの積極的な投票をお待ちしてお ります.

なお,最 終候補に選ばれた作品に関しましては,作
者の了承を得た上で,プ ロデザイナーによる若千の修
正を行つた後,材 料力学部門運営委員会ならびに日本

機械学会の承認を得て正式な部門シンボルマークとな
ります。

材料力学部門 平成 15年度表彰

本年度部門賞が,M&M2003(富 山)に おいて次の方々

に授与されました.

功績賞

城野政弘 大阪大学教授

村上敬宜 九州大学教授

北川正樹 石川島播磨重工業 主席技官

業績賞                   '

久保司郎 大阪大学教授

森本吉春 和歌山大学教授

また,M&M2003の優秀講演賞および優秀技術賞の受賞
者が下記のように決定致 しました.

作品番号 4

優秀講演賞

和田国彦  (財 )日 本ファインセラミックスセンター

岩崎祥史 東京理科大学大学院 工学イ〃F究科

原祥太郎 東京大学大学院 工学系研究科

陶究 東北大学大学院 環境科学研究科

遠藤健 大阪大学大学院 工学研究科

優秀技術賞

サンエツ金属Ⅲ 上坂美治,奥 山正典
「鈴 レス黄銅棒」

mス ギノマシン 岡島英H召
「ローラバニシングによる表面改質技術」

立山科学グループⅢ 斉藤潤二
「家電 リサイクルプラン トにおける新りJ断工法による効率

的なリサイクル処理技術の開発」
YKKい  川上紘一

「金属ガラス」

M&M2004材 料力学 カンファ レンスに ご参加 を

2004年 7月 21日 (水)～23日 (金),秋 田大学工学資
V

源学部 (秋田市)に おいて M&M2004材 料力学カンファ
レンスが開催 され ます。今回か ら材料力学部門講演会

を 「材料力学カンファレンス」 と改称 し,研 究発表の

場 としての講演会に加 えて,若 手研究者や企業の技術

者 。研究者の広範な部門活動の場 となるよ う計画 して

います。一般セ ッシ ョンとオーガナイズ ドセ ッシ ョン

があ り,オ ーガナイズ ドセ ッションには 10件 の通常 OS

と 3件 の技術 OSが 企画されています.ま た,特 別企画

として基調講演,技 術 ワー クショップ,産 学地域交流
フォーラム,若 手チュー トリアルが予定されています.

秋 田市は海,山 ,川 に囲まれ,四 季それぞれの 自然

に恵 まれた街です。例年,会 期の 7月 下旬には,気 候

が安定 した夏を迎えられ ます。秋 田には,男 鹿半島,

角館,田 沢湖 ・乳頭温泉郷や世界遺産の白神山地な ど
の観光スポ ッ トもあ り,M&M2004の 後は秋田竿灯祭 りな

どの東北夏祭 りに続 く観光シーズンに入 ります。秋田

新幹線 「こまち」や飛行機 を利用 して,容 易にアクセv
スが 可能です.豊 かな自然,食 べ物そ して秋 田の人々

とともに皆様方多数のお越 しをお待ち しています。

編集後記

.広 報委員会委員長 阪上隆英

編集後記は 「発行が大幅に遅れ,第 81期 が終わろうとす
る頃になり申しlJtございません」の ‐壽に尽きます。記事を
執筆していただいた諸先ノli方,部 門長をはじめとする部「1登
録会員の皆様に心からお詫び申し11げます 皆様に親しんで
いただけるニュースレターの発行を目標に,記 事の刷新をイi
ってまいりましたが,い かがでしたでしょうか。第82期から
は,新 編集委員長のもとで好評な企画はそのままに新しい企
画を盛 り込んだ充実 したニュースレターになると思います。

ここに皆様のご協力に感lJ・llllし11げます。

(社)日本機械学会材料力学部門ニュースレターNo 27
ニュースレター発行担当広報委員会

阪 L隆英 (大阪大),納 冨充雄 (1月治人),多 け||[哉 (岡山人),成 ,好i友博 (日、t製作所),ltN‖li次(電中イリF),脇 裕之 (大阪人)
発行 2004年 1月 15日

発行者 (社 )日本機械学会材料力学部門 東京襴;新宿区イ〔キ濃町 35イ:キ濃‖「煉瓦館 5F
,―ムベー ジ hifn

10-


