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　このたび，伝統ある材料力学部門委員会の部門長を拝命し
た中曽根祐司（東京理科大学）です．大役を仰せつかり，大
変身の引き締まる思いがしています．酒井信介副部門長（東
京大学），松村隆幹事（電気通信大学）を始め，運営委員なら
びに各種委員会委員の先生方のご協力を得まして，部門のさ
らなる発展に努めて参りたいと思います．
　さて，今年度，重点的に推進していきたい点を 3点挙げさ
せて頂きたいと思います．
　1）材料力学部門の活動の活性化
　2）企業人参加の促進
　3）発電用設備規格委員会との連携の強化
　上記 1）につきましては，当然のことと思われるでしょうが，
まず，第一に挙げるべき問題は，
　　1）(1) 論文集，英文ジャーナルの投稿数の増加
です．昨年度から，技術論文，ノートへの投稿が新設されま
した．これまでのオリジナリティのある知見や技術の発信・提
示ばかりでなく，設計や規格・基準または標準等の根拠となる
技術的知見やデータを提示する場としても活用できるように
なりました．これら 2種類の論文は，質的な区別のために設
けられたのではなく，研究や開発，設計，生産等の技術に関
するもので信頼性，有用性に優れたものや技術的または学術
的エッセンスの速報を目的とするものなど，従来の「論文」
とは異なるジャンルをカバーするために設けられたものです．
「このようなジャンルの論文は昔もあった」という声も聞かれ
ますが，良いものに「古い」，「新しい」の区別はないと思い
ます．是非，この機会を捉えて，これまで以上に活発なご投
稿をお願いいたします．
　なお，環境が整備されても，会員の皆様への周知徹底がな
ければ十分ではなく，また，編集委員および校閲委員各位の

ご理解を得なければ，今回の 2種類の論文の新設は本来の効
力を発揮しないと思います．皆様のご理解とご協力をお願い
いたします．
　次に，
　　1）(2) 年次大会，M&Mでの積極的な企画の提案
を挙げたいと思います．これまで，年次大会やM&Mは主に
学術的研究の発表の場としての位置づけが強かったと思いま
すが，昨年度の年次大会やM&Mから中越沖地震関連等のト
ピックス的話題や材料力学部門のあり方などについても活発
に議論されるようになってきました．今年度の年次大会（8月；
横浜国立大学）やM&M（9月；立命館大学）でも，これら昨
年度の企画の続編を計画中です．講演会が，学術研究の発表
の場としてばかりでなく，より広い技術情報の交換の場，機
械工学技術者として社会へ向けてメッセージを発信する場，
部門活動への意見表明とその反映の場として活用してもらえ
るよう工夫していく所存です．
　さて，機械学会の活動でよく問われることの 1つに，「この
活動で我々に何のメリットがあるのか？」という問がありま
す．特に，企業からの会員からよく聞かれる問ですが，この
答えにはいつも窮しています．大学からは比較的容易に学会
活動に出て来られますので，何らかの委員会に招集され，役
目を仰せつかれば，ボランティアが当然であるという傾向が
ありますが，企業の方々はそうはいかないようです．会社に
利益をもたらさない活動は容易にできない．考えてみれば当
然です．近頃，大学でも事情は同じになってきました．その
ため，
　　1）(3) 各賞の積極的な推薦
のご協力をよろしくお願いいたします．ボランティアに頼る
ばかりではなく，「学会に貢献して頂きました」という「見え
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材料力学部門のより一層の活性化を目指して
－ 部門長就任のご挨拶 －
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る化」した評価が学会活動に必要になってきたと思います．
是非，各賞に多数のご応募，ご推薦をお願いいたします．
　2）として，企業人参加の促進を挙げさせていただきました．
昨年のM&Mでは，企業からの参加者が例年になく多く，こ
の傾向を維持して行きたいと思っていますが，機械学会の会
員の約 70%が企業の方だということを考えると，まだ少ない
と思います．また，企業の人にとっても魅力ある学会活動と
は何か，企業の方から是非ご意見を頂戴したいと思います．
　企業の人の場合，先ほどの「メリット」のほかに，「守秘義
務」があって，実は論文も容易には出せないということを耳
にします．そこで，現時点で私どもから出させて頂く回答の
一つは，規格や基準，標準のための活動，また，規格，基準，
標準の根拠となる知見やデータを機械学会論文集に投稿して
頂くということです．
　そこで，
　　3）発電用設備規格委員会との連携の強化
を図って行きたいと考えています．このことにつきましては，
一昨年度末に，発電用規格委員会から申し出があり，その頃
から準備を進めてきました．そのため，本年度から，運営委
員会に
　　3）(1) 第 10技術委員会を新設
しました．委員長には，中村春夫先生（東京工業大学）になっ

て頂き，材料力学部門から発電用設備規格委員会委員に出て
頂くようにし，同委員会との接点を恒常的なものにするよう
配慮しました．昨年のM&Mで，発電用設備企画委員会の湯
原哲夫委員長（東京大学）から材料力学部門へのご要望が出
されました．湯原先生は常日頃，「材力研究はすべからく規格
に結びつく」というご意見を持っておられますが，私もそう
思います．また，同委員会との関係が一方的にならないように，
　　3）(2)  発電用設備規格委員会からも材料力学部門の運営

委員を派遣
して頂くようにいたしました．
　現在，同委員会と協力して，材料力学部門内に発電用設備・
機器のための規格・基準関連の研究を協力して進めていく組織
作りを模索しています．ややもすると，規格・基準作りは小難
しい法律文章作りと同様な作業と思われがちですが，最近規
格作りに関わっている一人として痛感していることは，解決
すべき根本的な問題が山積されているということです．規格・
基準作りを契機に，産学官の研究交流の場として一層活発な
材料力学部門としていきたいと思います．
　以上，今年度の部門活動で重点的に推進して行きたい点を
述べてまいりましたが，皆様のご意見，ご協力なくしては何
事も出来ません．
　何卒ご指導とご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます．

　この度，材力部門副部門長を務めることとなりました．私
自身は，材力部門運営委員であったわけではないので，部
門の活動は外側からしか見ていませんでしたが，たまたま
Ｍ＆Ｍ 2007 が東大で開催された際の実行委員長を務めたこと
から，部門活動とも密接な関係を持つようになりました．ま
た，発電用設備規格委員会の下に設置されている原子力専門
委員会，維持規格分科会の委員を務めたこともあることから，
規格作りの観点から材力部門との連携について，考えてまい
りました．材力部門の活動の成果の，一つの重要な出口は規
格作りであることは言うまでもなく，両者の連携の必要性は
広く叫ばれているところであります．一方で，機械学会で作
成された民間規格が，正式に認定される場である経済産業省・
原子力安全保安院の委員も務めていることから，多方面から，
規格策定活動を見る立場にあったことになり，材力部門の位
置づけの重要性を認識するとともに，その問題点も多々感ず
ることがありました．ご挨拶代わりに，日頃感じていること
を簡単に紹介させていただきたいと思います．
　材力部門で行われている研究は，学術的な意味では非常に
レベルが高く，それはそれで望ましいことではあると思いま
す．しかし，一方でその学術レベルがうまく規格策定活動に
反映されていないということもまた，強く感じたことです．
規格作りは，基盤となっているのは学術的根拠であり，両者

の連携が求められることではあります．ところが，規格作り
には，学術的検討以外にも，文書化に伴う膨大な作業が発生
し，編集上の手間がたいへんであるという印象が残っていま
す．特に，わが国の慣行として，規格には膨大な量の解説が
付随していて，解説部まで含めた規格のメンテナンスには多
くの労力を要すると感じました．その結果，少なくとも私が
かかわっていた間には，学術的な議論に費やされる時間が非
常に少なかったと思います．材力部門との連携が必要なのは，
学術的な部分ですので，連携を加速するためには，正味の議
論が行われる機会が設定できるような工夫が求められると思
います．解説部分のメンテナンスを合理化する方法の候補と
して，規格の技術的背景を機械学会論文集に投稿していただ
く，という考え方があると思います．こうすることによって，
規格本体からは，論文集の引用のみが記載されていればよく，
規格の管理も合理化されることが期待されます．それととも
に，機械学会論文集の活性化にもつながることが期待されま
す．ただし，これまではとかく規格策定にかかわる技術論文は，
論文としては低い価値しか認めないという傾向があり，それ
がともすると投稿者の気勢を削ぐことにもつながっていたと
思われます．校閲する側にも，規格策定に対する理解が求め
られるところであります．また，現在機械学会論文集には，ノー
トという項目も設定されているので技術的エッセンスや速報

規格策定活動における材力部門の役割

第 86 期副部門長

酒井　信介

東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻
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　本年 9月 16日から 18日にわたって，本学会材料力学部門
主催の材料力学M&Mカンファレンスが立命館大学びわこ・
くさつキャンパスで開催されます．今回のカンファレンスの
基本的な取組みの考え方を実行委員会の方々と議論をさせて
いただきました．その結果，以下のような方針で今回のカン
ファレンスを企画することにしました．
　●  前年度に東京大学で開催された 2007年度のカンファレ
ンスでは，多くの新しい取組みがなされました．中越沖
地震，規格，高経年設備の材料劣化，安全・安心と社会貢
献に関する議題，若手研究者への働きかけ，産学連携の
強化，材料力学研究の重要性の社会への発信等が主要な
取組みあったのでないかと思われます．これらは，何れ
も重要でタイムリーな企画であり，継続的な活動が必要
です．

　●  2008年度の材料力学カンファレンスは，前年度の考え方
を基本的に踏襲し，上記のような基本的視点の継続と展
開をコンセプトにして開催の準備を行ってきました．

　上記のような視点から，具体的に下記のような企画を計画
しました．まず，特別企画として以下のパネルディスカッショ
ン，フォーラム等を実施いたします．
　●  部門パネルディスカッション
  「役に立つ材料力学に向けて」
　●  産官学地連携フォーラム
  「産官学地連携への研究支援企業の役割と期待」
　●  特別フォーラム
  「中越沖地震後の原子炉機器の健全性評価」

　● 若手チュートリアル
  「若手による若手のための座談会」
　●  ＣＡＥフォーラム
   「データから設計情報へ
   －齟齬を埋めるためのソフトと人材－」
　今後の材料力学の研究の発展のためには，産学地連携は重
要な視点と思っておりますが，それを具体化するためには率
直に言って種々の課題を解決する必要があると思っておりま
す．最も重要な課題が，産学地連携の研究を誰が実体的に遂
行するのか，という課題ではないかと思います．その課題の
解決の模索として，産官学地連携と研究支援企業との協同の
可能性について上記フォーラムで議論したく思っております．
このフォーラムへのご参加もお待ちしております．
　また，一般セッションと 15のオーガナイズドセッションよ
りなる口頭発表は約 310件，若手によるポスターセッション
をあわせて総数約 360件の研究発表が行われます．カンファ
レンス後にも，口頭発表，ポスター発表の中から英文ジャー
ナルＪＳＭＭＥに特集号を組む予定で，2009年 2月発刊へ向
けて情報発信につとめていく計画です．
　立命館大学びわこ・くさつキャンパスは 1994年 4月に開設
した，滋賀県草津市に位置する約 64万平方メートルの広大
なキャンパスに，理工学部，情報理工学部，生命科学部，薬
学部，経済学部および経営学部の 6学部を擁しています．是
非とも，この機会にびわこ・くさつキャンパスに来校いただき，
材料力学の研究討論や研究談義に参加されるようお待ちして
おります．

M&M 2008 材料力学カンファレンス

開催日：2008年 9月 16日（火）～ 18日（木）
会　場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス

M&M 2008 材料力学カンファレンス

－ 材料力学研究の着実な前進を目指して －

実行委員長

坂根　政男

立命館大学 理工学部

性に重きを置くものは，このカテゴリーから投稿することも
可能です．一方で，規格に「解説」を付ける背景には，わが
国に独特の悪しき慣行もあると感じています．つまり，管理
のぬるい「解説」部分にそれとなく記述しておくことによって，
何らかの効力をもたせる，というやり方です．これは確かに
都合のよいやり方ではありますが，今後はこのような方式は
改め，「解説」部分は廃止する方向に持っていくことが正しい

と感じています．このためには，規格作成側と機械学会側の
双方の努力が必要であると感じます．
　副部門長は，材力部門の将来構想を考える第二技術委員会
の長も自動的に兼務するとのことなので，この機会に材力部
門が少しでも活性化するよう努力したいと思います．ご意見
などありましたら，気軽に連絡いただけると幸いです．



4

　M&M若手シンポジウムの発端は，2001年北海道北見での
材料力学部門講演会での宴席でした．1990年と 1994年の東
富士の合宿講演会で絆を深めた，今では 40代後半の旧若手
研究者数名が中心となって，若い世代の研究者の連携強化の
ための行事を何か企画しようということになり，M&Mレイ
クサイドサマーシンポジウム (2002年 8月 ,大津市 )，M&M
信州スプリングシンポジウム (2005年 3月 ,松本市 )と，2回
の若手研究者によるシンポジウムを開催してきました．第 3
回目となる今回は，国際的に視野を広げた若手シンポジウム
を目指そうということになり，2008年 3月に和歌山県白浜温
泉ホテル古賀の井において「M&M若手研究者のための国際
シンポジウム」を開催しました．今回のシンポジウムでは，
国際的に著名な研究者を特別講演者として，また諸外国で活
躍されている新進気鋭の若手研究者を基調講演者として招聘
し，若手研究者が国際的に研究交流できる機会の提供を目指
しました．外国からの研究者招聘にあたっては，東京大学酒
井信介教授ならびに東京工業大学岸本喜久雄教授に多大なる
ご支援を賜りました．
　特別講演は，Guruswami Ravichandran教授（California 
Institute of Technology），Toshio Nakamura教授（ State Uni-
versity of New York at Stony Brook），酒井信介教授（東京大
学），森本吉春教授（和歌山大学）の 4名にお願いしました．
基調講演 4件を含め，5カ国から 36件の若手研究者による講
演があり，また歴代部門長にもご出席いただき，出席者は合
計 62名でした．若手研究者による講演については，ネイティ
ブの出席者からは「英語は若くなる程上手である」とのコメ
ントがあり，研究内容に関しても何れも皆すばらしく甲乙つ
けがたいものでありましたが，投票により優秀講演賞は中村
暢伴氏（大阪大学）と梅野宜崇氏（東京大学）に贈られるこ

とになりました．
　さらに，本シンポジウムの論文集掲載論文の中から優秀な
研究論文が選考され，日本機械学会英文ジャーナル “Journal 
of Solid Mechanics and Materials Engineering (JSMME)”
の特集号 “Special Issue: Outstanding Researches by Prom-
ising Young Researchers in Mechanics and Materials Divi-
sion”への掲載が予定されています．
　次回のM&M若手シンポジウムについては，詳細は未定で
すが，「アメリカとの共同開催」といった話題も出てきており，
たいへん楽しみにしております．最後になりましたが，招聘者
からいただいたお手紙を原文のまま掲載させていただきます．

I was delighted and honored to participate in the 2008 
M&M International Symposium for Young Researchers held 
during March 9-10, 2008 at Hotel Kogonoi in the beautiful 
hot spring resort town of Shirahama in the Wakayama pre-
fecture.  The symposium brought together more than 30 ac-
ademic researchers in their early stages of their career from 
all over Japan and provided a common forum for presenting 
their current research.  The event is a valuable ingredient 
for community building and has been a proven approach 
over the last two decades.  It provided a relaxed social set-
ting in which the participants could develop collaborations 
with colleagues from various institutions in Japan and also 
interact with foreign researchers from other countries.  The 

official language for the symposium was English. There 
were four plenary talks (two each from Japan and the U.S.) 
by leading researchers in their fields and several talks by 
young emerging researchers from Europe and Asia.  Each 
of the young researchers from Japan made short presenta-
tions on their research work.  The presentations covered 
a wide range of topics involving theory, computations and 
experimental aspects of materials in addition to numerous 
applications oriented research works. I enjoyed their stimu-
lating technical presentations and also interacting with the 
very talented emerging researchers. The presentations were 
uniformly outstanding not only in their content but also no-
table for their clarity and communication skills in English.  

Prof. Guruswami Ravichandran（特別講演者）からの手紙

Guruswami Ravichandran
California Institute of Technology

M&M 若手研究者のための国際シンポジウム報告

実行委員長

阪上　隆英

大阪大学 大学院 工学研究科
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When I received the invitation to give a presentation at the 
M&M conference I felt deeply honoured and was excited 
about this unique possibility to meet fellow young research-
ers from Japan. The setting of the conference venue in the 
Wakayama province added to the excitement, as did the 
prospect of eating Japanese food.
Once at the conference, however, it was neither the scenery, 
the onsen or the food which really struck me, but the sense 
of community amongst researchers. I had the impression 
that the well established (“older’’) investigators have a gen-
uine interest in fostering the younger generation. The thor-
oughness and pragmatism with which perceived shortcom-
ings of the Japanese scientifi c system with respect to other 
nations were addressed left a continuing impression. The 
organisation of this international conference specifi cally tar-
geted at young researchers is one result of this process, and 
an idea which I hope will be exported to other countries. 
The overall high quality of the presentations shows the suc-

cess of increasing the competitiveness of young Japanese 
researchers in an Anglophone setting. The thoroughness 
in approaching problems was also one of the aspects of the 
“Komatsu way” highlighted by Prof. Yoshiharu Morimoto in 
his “Message to the physically young mechanics and materi-
als engineering researchers from a mentally young experi-
mental mechanic”. The combination of terrifying thorough-
ness, dedication, and friendship made this meeting a unique 
experience, which I deeply appreciated. Therefore I would 
like to express my gratitude to the organisation committee 
for making this international conference possible.
This meeting showed that bringing together people from 
different cultures and scientific backgrounds can advance 
both, our understanding of one another and of scientific 
problems. I hope that this meeting can spark similar at-
tempts to look beyond one’s own backyard.
Jikai minasama-ni o-ai, shimasu-nowo tanoshimi-ni, shite-
orimasu!

Dr. Erik Bitzek （基調講演者）からの手紙

Erik Bitzek
LRSM, Department of Materials Science and Engineering, University of Pennsylvania
The 2008 M&M International Symposium for Young Researchers: A European’s Perspective

Dr.Erik Bitzek（右）と

優秀講演賞受賞者の梅野宜崇氏

The symposium banquet and other social events provided 
an informal atmosphere for the participants to exchange 
ideas and cultivate or renew friendships. 
The memorable event was organized in an exemplary man-
ner by the symposium chairman, Professor T. Sakagami 
(Osaka University) with able assistance from co-chairmen, 
Associate Professors H. Inoue (Tokyo Institute of Technol-
ogy) and K. Tanaka (Doshisha University) and other mem-
bers of the organizing committee.  An important aspect of 
the symposium was the presence of senior members of the 
Mechanics and Materials community including the past 
and current leaders of the M&M Division of the JSME. The 
senior researchers provided considerable support and en-

couragement to the young researchers.  Their presence and 
mentoring affi rmed the support of JSME in encouraging the 
professional growth of young researchers towards realizing 
their full potential. The high quality of presentations at the 
symposium points to the vibrancy of the fi eld of Mechanics 
and Materials in Japan. This bodes well for the future of the 
fi eld towards creating new scientifi c knowledge and advanc-
ing engineering applications for industry.  I would like to 
thank the organizers for making me feel at home as part of 
this international symposium. This is an outstanding model 
for rest of the world to adapt in order to ensure the vitality 
of the fi eld of Mechanics and Materials in the future.

Guruswami Ravichandran 教授（右）と

Toshio Nakamura 教授

優秀講演賞受賞者の中村暢伴氏（右）
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　金属の結晶方位を測定する方法として，これまでは透過型電
子顕微鏡あるいは X線を用いた手法が広く用いられてきた．こ
れに対して最近，CCD素子やコンピュータの急速な発達に伴っ
て，電子線後方散乱回折（EBSD: Electron Backscatter Diffrac-
tion）法による結晶方位測定が注目を集めている．この手法を用
いた結晶方位測定では，1mm程度の領域内における結晶方位を
分布として測定することが可能であり，これは従来の透過型電子
顕微鏡あるいは X線を用いた手法では不可能であった．当初，

EBSD法は製鉄業などの冶金分野での使用例が多く見られたが，
最近では材料の損傷や力学挙動の評価などの機械分野への応用例
が多く見受けられるようになってきたと思われる．そこで本ト
ピックでは，EBSD法を利用して，これまでにない新しい材料評
価手法の開発を目指しておられる先進気鋭の先生方に最新の研究
内容をご紹介いただく．

　電子後方散乱回折を用いた結晶方位測定装置（以下，EBSDと
称す）はここ 10年の間に急速に普及し，学会発表でも EBSDを
用いた検討結果がしばしば見られるようになった．結晶方位を測
定するだけの EBSDがこれほどまでに普及してきた要因の一つ
として，その測定速度が挙げられる．最近の EBSDシステムで
は試料表面を走査しながら 1秒間に 200点を超える結晶方位が
測定できる．これによって，単なる結晶方位だけでなく，その空
間分布や結晶粒形状などの情報を比較的短時間に取得可能となっ
た．EBSDによる方位測定の空間分解能は 20nmとも言われてお
り，このような微小領域の情報を，数ミリメートルの範囲の分布
として得ることができるのも，EBSDの大きな特徴となっている．
　筆者らのグループでは，EBSDを用いて塑性ひずみや疲労に
よって生じる材料内部の損傷の定量評価に取り組んでいる．変形
などによって転位欠陥が導入されると，局所的に原子の並びが変
化する．EBSDでは，それを結晶方位の変化としてとらえること
ができる．結晶方位の変化は，2つの結晶方位の方位差として定
量化できるが，変形による方位差の発達は微視組織に依存して不
均一となる．そこで，EBSDによって取得した十分大きな範囲の
方位差分布を平均化することで，マクロな損傷量と関連付けるこ
とができる．市販の EBSDシステムは，既に方位差を用いた複
数のパラメータを算出する機能を有しているので，これらのパラ
メータとマクロな特性の相関を調べることで，塑性ひずみ量や疲
労損傷などの定量評価が可能となる．
　しかし，定量評価のためには得られた相関関係の一般性が問題
となる．例えば，隣接する測定点間の方位差は，その測定点間の
距離に依存する．また，測定誤差も無視できない要因となる．結
晶方位の測定精度は，装置の構成，試料条件，測定条件などの影
響を受ける．また，結晶方位から同定される方位差の精度は，方
位差が小さくなるほど低下することが指摘されている．
　これらの問題に対し，筆者らは自作のデータ処理プログラムを
用いて，結晶方位の測定間隔や誤差の影響を受けにくいパラメー
タ（MCD）を開発した．この方法では，隣接する測定点間では
なく，結晶粒毎に求まる中心方位からの方位差を用いることで，
測定点間隔の影響をなくした．また同定する方位差が相対的に大
きくなることから，誤差の影響も低減させることができた．そ
して，このMCDと塑性ひずみの相関関係を数種の材料，異なる
EBSDシステムや測定条件で調べ，両者が良い相関関係を示し，

さらに条件にほとんど依存しないことを確認した (1)．これによっ
て，EBSDを用いた塑性ひずみ測定の標準化に一歩近づけたと考
えている．
　マクロな塑性ひずみのみでなく，局所的な塑性ひずみも EBSD
で評価できる．局所的な方位変化を観察するためには，値の小さ
い隣接する測定点間の方位差（局所方位差）を用いる必要がある．
そのため，誤差の影響が無視できなくなり，定量評価や詳細な評
価が困難となる．この傾向は，空間分解能を上げるほど，また塑
性ひずみが小さくなるほど顕著になる．そこで，誤差低減のために，
同一部位から採取した複数の結晶方位データの平均を用いること
で，測定精度の向上を図った（領域平均法）．下図は 4.9%の公称
塑性ひずみを与えた 316ステンレス鋼の局所方位差の分布を示し
ている．領域平均法を適用することによって，比較的小さい方位
差の分布も鮮明になり，結晶粒界近傍などで方位差が大きくなっ
ている様子を明瞭に観察することができる．この局所方位差は，
局所的な塑性ひずみや転位欠陥と対応することが示されている (2)．
　このように，EBSDでは微視的な変化を捉えることができるの
で，その変化を反映したパラメータを用いることにより，メカニ
ズムに立脚した損傷評価を行うことができる．また，損傷の程度
だけでなく，損傷の種類，荷重履歴や環境などによる違いを定量
化できれば，損傷メカニズムの解明や事故解析などにも応用でき
る．例えば，疲労損傷によって生じる局所方位差の分布は，単純
な塑性ひずみとは異なった特徴を有している（M&M2008にて発

EBSD 法による新たな材料評価手法

清水　憲一
岡山大学 大学院 自然科学研究科

特集　最先端材料力学研究トピック1

EBSD による損傷評価の試み

釜谷　昌幸
㈱原子力安全システム研究所 高経年化研究センター 材料グループ
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図 1 EBSD 法によるドメイン構造の観察

(a) 観察表面　　　　　　　　(b) PZT のドメイン構造

図 2 PZT のドメインスイッチング挙動の EBSD その場観察

(a) 電子顕微鏡内面の様子　　(b) スイッチング挙動の評価　　

表予定）．先にも述べたとおり，EBSDは単なる結晶方位測定装
置であり，得られた情報をどのように処理するかで損傷評価の成
否が決まる．結晶方位の分布から得られるパラメータの自由度は
極めて大きく，今後の発展が期待される．

　　　　　　　
(1)  Kamaya, M., Wilkinson, A. J., Titchmarsh, J. M., Mcta Ma-

terialia, Vol. 54 (2006), pp.539-548.
(2)  釜谷昌幸 , 日本機械学会論文集 A編 , Vol. 74 (2008), pp.315- 322.

　圧電セラミックスはセンサー・アクチュエータとして幅広く利
用され，近年では薄膜やマイクロ・ナノマシン等の新規分野への
応用も期待されている．圧電セラミックスの多くは，高出力で，
温度安定性に優れ，低コストであるチタン酸ジルコン酸鉛（PZT: 
Pb(Zr,Ti)O3）が使用されている．一方で，欧州では RoSH指令
による鉛を含む電子・電気部品の規制，国内では PRTR制度によ
る有害化学物質の管理が行われており，鉛を含む PZTにおいて
は環境問題の観点から長期信頼性による環境負荷の低減，さらに
は代替材料の開発が望まれている．近年では，無鉛圧電セラミッ
クスの開発と圧電性能の改善を目指した実験的，解析的研究が積
極的に行われている．これらの特性評価や PZTに匹敵する代替
材料の開発には，機能発現のメカニズムを，力学的・電気的・微視
構造的因子を考慮した形で評価し，構造制御された材料開発へ結
び付けていく事が必要である．これらの圧電特性は，圧電セラミッ
クスの結晶内に存在する分域（ドメイン）ならびに分域反転（ド
メインスイッチング）が直接的に支配し，これらの評価が非常に
重要となっている．しかしながら，実用的な PZTのドメインは，
3μm程度の結晶粒内に数 10nm～数 100nmの層状あるいは部分
的な領域として存在しており，これらの観察手法としては結晶面
のエッチング速度差や透過型電子顕微鏡を利用する方法が主であ
るが，試料の薄片化等によりスイッチング挙動の力学的評価は非
常に困難である．そこで本稿では，金属材料やセラミックス等で
成果を上げている後方散乱電子線回折像（EBSD: Electron Back-
scatter Diffraction Pattern）法を PZTへ適用した例を紹介する．
PZTは導電性が低く観察時に帯電する上，固溶体でひずみが導入
されており試料調整が困難である．さらに正方晶で近似した場合
の a軸と c軸との差が 2％程度しかないため，結晶方位の同定も
非常に困難で観察例も非常に少ない．また導電膜を付与した状態
で，数10nm～数100nmで存在するドメインを観察する必要が
あり，高エネルギー状態で高空間分解能が得られるプローブ径を
実現する顕微鏡技術も不可欠である．ここでは，独自に開発した
研磨液と研磨方法で試料調整した PZTについて，EBSD法を用
いたドメイン構造の観察例とドメインスイッチング挙動の EBSD
その場観察例を紹介する．
　図 1に，開発した研磨液による機械的研磨と化学的研磨を併用
した琢磨を行った PZTの EBSD観察結果を示す．(a)に電子顕微
鏡画像，(b)に逆極点図（IPF: Inverse Pole Figure）マップを示す．
測定条件は，加速電圧 30kV，測定間距離 50nm，プローブ径 5nm

程度で，カーボンコーティングを施した． (a)から試料調整面は平
滑で化学的研磨による腐食は見られない． (b)の IPFマップから
は結晶 Aに層状の方位差が観察され，c軸方向を模式的に示して
いる．この 2つの層状領域（Aと B）の c軸に対して垂直（ND’）
方向から見た c軸間方位差は 89.4°であり，理論的に計算される
c軸間方位差（ドメイン壁付近：88.31°，ドメイン間：90°）と一致
することから，観察された層状領域がドメインであることが分か
る． そこで図 2に，荷重負荷に伴うドメインスイッチング挙動の
EBSDその場観察を示す．(a)は電界放射走査型電子顕微鏡内の様
子であり，対物レンズ， 70°傾いた四点曲げ冶具，EBSDスクリー
ンで構成されている．試験片は切欠き材で，観察領域は切欠き底
周辺である．(b)に荷重負荷に伴う一結晶粒内のドメインスイッチ
ング量の変化と IPFマップの変化を示す．無負荷状態（I）では，
各結晶粒内に層状のドメインが観察された．これに 90μst（II），
150μst（III）と荷重を徐々に加えると，多くの結晶粒において
90°方向に結晶方位が変化し，切欠き底周辺からスイッチング領域
が広がっていく様子が観察された．また，切欠き底から離れたボ
イド周辺でもスイッチングが観察され，PZT中のボイドも圧電特
性に影響を及ぼす事が分かった．一方，一結晶粒内のドメインス
イッチング量の変化は，結晶方位と周辺の結晶粒によりスイッチ
ング量と方向が異なる事が明らかになった．
　以上の様に，PZTのドメインならびにドメインスイッチングの
観察，さらに力学量と結晶方位・スイッチング量の評価技術とし
て EBSD法の有用性を示してきた．しかしながら，PZTの 180°
スイッチング等 EBSD法だけでは追いきれない部分も存在する
ため，原子間力顕微鏡に取り付けた表面電位顕微鏡（KFM：Kel-
vin Force Microscope）とのハイブリッド評価を展開しており，
90°と 180°スイッチング挙動の観察の可能性を探っている． 今
後，これらの評価技術により得られる知見とデータを蓄積し，分
析する事で圧電セラミックスの機能発現のメカニズムが定量的に
解明され，PZTの性能と価格に匹敵する無鉛圧電セラミックスが
実現し，地球環境に配慮できることを期待している．

EBSD 法による圧電素子の分域ならびに分域反転挙動の評価

來海　博央
名城大学 理工学部
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　大型の石油貯蔵タンクから自家用車用の小さなタイヤに至るまで，
安全を担保しながら効率よく維持管理をしていくことが社会的に重要
な課題となりつつあります．このような社会的背景をうけて，非破壊

検査に求められる技術も変化しつつありますが，その中でもヘルスモ
ニタリング技術が注目されています．本トピックではヘルスモニタリ
ングに関する最新のトピックをご紹介頂きます．

ヘルスモニタリング技術

水谷　義弘
東京工業大学 大学院理工学研究科 機械物理工学専攻

　高経年化構造物の経済的かつ安全な運用は今後の社会基盤
を支えるうえで必要不可欠であり，そのための非破壊検査や
評価の重要性が高まっています． アコースティック・エミッ
ション（AE）法はき裂の発生や進展に伴って解放された弾
性エネルギの一部である弾性波を検出し，その破壊の位置や
規模を推定する方法です．超音波法とは異なり構造物自身が
発生する弾性波を検出するため構造物の状態モニタリングへ
の適用が期待されており，最近では石油貯蔵タンク底板の腐
食状況の評価について適用が進められています．
　一方，いままでの AE計測は，圧電型の AEセンサを同軸
ケーブルでプリアンプ，計測器に接続して行うため，多点計
測が必要な大型構造物では，ケーブルの取り回しや価格面な
どで長期間モニタリングした例は多くありません．さらに圧
電素子は防爆性の問題から引火性環境下での無人長期間モニ
タリングには敬遠されています．そこで，私どもの研究室
では，新しい AEセンサとして光ファイバを用いた AE計測シス
テムを開発しています．図 1はその構成です．半導体レーザから
発信された光（波長 1.3μm）をセンサ光（物体光）と参照光に分
割します．被測定体に設置したセンサファイバに AE波が到達す
るとファイバが振動によって伸縮し，センサ光の位相が変調しま
す．変調されたセンサ光と参照光が干渉することでその変調量を
光強度変化として検出できます．開発システムでは，AE波の検
出と信号の伝送が光によって行われるため防爆性の問題は一切な

く，電磁波やアース電流によるノイズの影響も受けないという特
徴があります．さらに，図 1に示したようにセンサファイバを直
径の異なる複数の円筒に巻きつければ，1本の光ファイバを円筒
の固有振動数を利用して複数のセンサ部に分割できます．図 2に
1800 mmL×900 mmW×4 mmTの鋼板上に設置した 1本の光ファ
イバ上の 3つの円筒型センサを用いて模擬 AE（シャープペンシ
ルの芯の圧折）を検出したときの波形とウェーブレット変換によ
る時間‐周波数平面上の強度分布を示します．3つのセンサ部は 1

特集　最先端材料力学研究トピック2

光ファイバ AE（アコースティック・エミッション）モニタリングシステムの開発

長　 秀雄
青山学院大学

理工学部 機械創造工学科

松尾　卓摩
青山学院大学

理工学部 機械創造工学科

図 2 開発システムで検出した波形（左）とウェーブレット変換結果（右）

図 1  開発したマルチチャンネル型光ファイバ AE 計測システム
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　2000年米国において，タイヤ空気圧低下を原因とした自動車
走行中のタイヤ破裂・車両横転事故が相次いで発生しました．同
年，米国議会でタイヤリコールに関する法律 TREAD Actが制定
され 2007年 9月より新たに販売される新車へのタイヤ空気圧監
視装置（TPMS）の装着義務付けが開始されました．この法案化
を受け，またさらなる安全面の充実のため TPMSに加え温度，
加速度，ひずみセンサの機能を付与したインテリジェントタイヤ
の要望が日欧においても高まっています．特に，タイヤのひずみ
をモニタリングすることで，事故を誘発する湿潤・積雪・凍結など
の路面摩擦係数を監視するシステムが期待されています．タイヤ
ひずみ測定の従来提案は，金属箔ひずみゲージや光ファイバを用
いたものであり，柔軟材料であるゴムとの弾性率の差異から，長
期間の使用によりセンサがはく離する問題がありました．さらに
大変形に対応，低価格といった要件もあり，現在の所，実用的な
タイヤひずみセンサが確立しておりません．また，センサから車
載コントロールユニット間の無線通信方法，ひずみデータの車両
安全システムへの活用方法も確立していないことも問題となって
います．
　著者らはこれまでに，タイヤへの適合性を考慮しタイヤゴム自
体をベースとし，フォトリソグラフィで微細電気容量電極を加工
したセンサの開発を実施しました（図 1）．本センサのベースはタ
イヤゴムであり，弾性率，ポアソン比等の力学的特性が測定対象
物と一致するため，異材界面がなく疲労特性の問題を解決します．
さらに，タイヤと同等の測定ひずみ範囲，耐環境性を持ち，タイ
ヤの自然な変形を妨げない特徴を持っております．また，別のひ

ずみ測定方法として，タイヤ内部のスチールワイヤを電極としゴ
ムを誘電体としたコンデンサと考え，変形時のワイヤ間隔変化に
よる電気容量変化を利用するセルフセンシング法を提案していま
す．本手法はタイヤ成形プロセスの変更を伴うため即座の適用と
いうよりも，将来技術の一つとして期待しております．
　タイヤひずみの無線転送方法として，外部から送信される白色
雑音をタイヤ内部の同調回路により周波数フィルタリングするこ
とで，バッテリーレスでセンサ電気容量変化を測定する手法を開
発しています．さらに，フィルタリングされたスペクトルの複数
特徴量を変数，ひずみを応答とした応答曲面を作成することで，
乗用車用ラジアルタイヤのひずみを高精度に測定可能であること
を示しました．本手法はタイヤひずみ測定のみならず無線測定が
要求される回転機器や大型構造物の測定にも適していると考えて
おります．
　走行中のタイヤひずみ変化は有限要素法を用いて解析し，ひず
みセンサの出力からスリップ比とタイヤ路面間の摩擦係数が算出
可能であることを明らかにしました．これにより，タイヤ走行中
にひずみモニタリングを行うことで運転者への路面状態警告シ
ステムが可能になり，また最大摩擦係数を得るようにブレーキ圧
を制御することで最適制動制御が可能になることを示しています
（図 2）．
　以上よりこれまでにセンサ，無線転送技術，ひずみデータ活用
法の要素技術の開発に成功しており，低コストのインテリジェン
トタイヤ実現に寄与することを期待しております，今後これらの
統合が重要な課題と考えており研究開発を進めいていく所存です． 

図 1  ゴムベースタイヤひずみセンサの電気容量変化 図 2  ひずみ計測に基づくインテリジェントタイヤシステム

タイヤひずみ計測に基づいたインテリジェントタイヤ

松崎　亮介
東京工業大学 大学院理工学研究科 機械物理工学専攻

本の光ファイバ上にあるため検出波には各センサの出力は重畳し
ますが，時間‐周波数平面上では 3つの周波数に分離しており，
これらの周波数は円筒部の固有振動数に一致しています（図中の
数字は円筒の直径を表している）． すなわち，開発システムでは
ウェーブレット変換によって特定の周波数成分の時系列データを
抽出すれば各センサが信号を検出した時間が特定でき，AE源の
位置標定が可能となり，少ない本数の光ファイバで構造物全体を
評価できる可能性があります．さらに，開発したセンサを中空の
四角柱の内面に設置し，液中に浸漬すれば壁面の腐食による AE
を液体中を伝搬する縦波として検出でき，腐食が発生した部位を

推定できます．このセンサを用いればガソリンスタンド等に存在
する引火性液体容器についても腐食損傷を評価できる可能性があ
ります．また，金属が被覆された耐熱用の光ファイバを用いれば
800℃の環境下での AE計測も可能であり，耐熱鋼の酸化スケー
ルの破壊を検出することに成功しました．
　いままで，決して評判の良くなかった AE法ですが，新しいハー
ドによって計測が難しい環境や長期間の計測が可能になり，新し
く生まれ変わった技術として安全・安心の社会の基盤を支える技
術のひとつなればと考えております．
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  1. 材料力学部門のより一層の活性化を目指して 第 86 期部門長 中曽根 祐司（東京理科大学）
  2. 規格策定活動における材力部門の役割 第 86 期副部門長 酒井 信介（東京大学）
  3. M&M 2008 材料力学カンファレンス 実行委員長 坂根 政男（立命館大学）
  4. M&M 若手研究者のための国際シンポジウム報告 実行委員長 阪上 隆英（大阪大学）
  特別講演者のコメント  Guruswami Ravichandran
    （California Institute of Technology）
  基調講演者のコメント  Erik Bitzek（University of Pennsylvania）
  5. 特集 最先端材料力学研究トピック1「EBSD法による新たな材料評価手法」 清水 憲一（岡山大学）
  EBSDによる損傷評価の試み  釜谷 昌幸（㈱原子力安全システム研究所）
  EBSD法による圧電素子の分域ならびに分域反転挙動の評価 來海 博央（名城大学）
  6. 特集 最先端材料力学研究トピック2「ヘルスモニタリング技術」 水谷 義弘（東京工業大学）
  光ファイバ AE（アコースティック・エミッション）モニタリングシステムの開発 長 秀雄，松尾 卓摩（青山学院大学）
  タイヤひずみ計測に基づいたインテリジェントタイヤ 松崎 亮介（東京工業大学）
  7. ニュースレター目次
 M&M 2009 材料力学カンファレンス  佐々木 一彰，加藤 博之（北海道大学）
 編集後記 広報委員長 田中 和人（同志社大学）

編 集 後 記

　M&M若手研究者による国際シンポジウムが無事終わって安心していたところに，部門長から，「広報委員長をお願いします．」
と．皆様のご協力によりなんとかニュースレターを発行することが出来ました．　　　　　　　　　　　　　　　　（田中和人）

Newsletter, Materials and Mechanics Division, JSME, No. 32
目   次

(社)日本機械学会ニュースレター No.32

ニュースレター発行担当広報委員会

　　　　田中和人（同志社大），真田和昭（富山県立大），清水憲一（岡山大），水谷義弘（東工大）
発　行　2008 年 7 月 20 日
発行者　㈳日本機械学会材料力学部門　東京都新宿区信濃町 35 番地　信濃町煉瓦館 5F
　　　　TEL:03–5360–3500, FAX:03–5360–3508, http://www.jsme.or.jp/mmd/

　2009年度の材料力学カンファレンスは，2009年 7月
下旬～ 8月上旬の日程で北海道大学札幌キャンパスを
会場に開催を予定しています．JR札幌駅から徒歩でも
20分程度で会場へのアクセスが可能であり，交通や宿
泊には便利なロケーションです．
　ICF12（7月：カナダ），年次大会（9月：岩手），部門
主催国際カンファレンス（11月：横浜）の日程を勘案し
て企画いたしましたが，夏の札幌は，カラッとした涼し
い暑さを特徴とする，快適に過ごすことのできる季節で
す．…とはいえ，昨今取り上げられる温暖化の影響か，
年によっては本州並みの猛暑（さほど高くない湿度が救
いですが…）となることもあります．避暑のはずが…，
という状況にはならないことを祈っておりますが，万一
のときにはなにとぞご容赦下さい．
　ちょっと早めの夏休みをとって，広い北の大地でリフ
レッシュしていただくのも良いのではないでしょうか．
　皆様のご参加をお待ちしています．

M&M 2009 材料力学カンファレンス
－涼夏（！？）へのいざない－

M&M 2009実行委員長　佐々木一彰（北海道大学）
　　　　　　　幹事　加藤　博之（北海道大学）
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