日本機械学会のコンテンツは︑
技術者にはかかせま せん！

日本機械学会は、1897 年に設立された技術者・研究者・学生
約

35,000

名が参加する国内屈指の学術団体です。

最先端の技術開発を行う企業技術者や大学研究者
が、日本機械学会を研究成果の発表、情報共有、
ディスカッションの場として活用しています。
毎年、約

9,000

件の学術講演が発表され、延べ

16,000
60

技術者・研究者が学術講演会に参加しています。また、毎年約
習会・セミナーも開催され、延べ

2,700

名の

件の講

名の方が参加しています＊。

新しい技術開発や更なる性能向上にひたむきに取り組む「技術者」「研究者」
が社会を支え、世界を変えていきます。同じ目的を持った技術者との交流を通
して、最先端技術・情報に触れ、機械工学の専門家として継続的に学んでい
きましょう。日本機械学会のコミュニティやコンテンツは、技術者にとってかか
せません！
＊ 2016-2018 平均値

会員メリット

◆会報誌・ホームページ・メルマガで最新の技術情報にアクセスでき、最先
端技術や他分野のことも学べ、研究に役立てることができます。
◆講演会・セミナー・各種委員会での活動を通して、コミュニケーションの輪
が広がります。
◆研究発表に参加することで、研究テーマについてディスカッションすることがで
きます。講習会や講演会には、会員割引で参加が可能です。

会員継続特典

◆現在、学生員の方は大学・高専卒業後から社会人 3 年目までは会費が正
員価格の半額の 4,800 円に減免されます。

◆社会人 3 年目までは講習会の参加費が、学生員価格に減額されます。
（参加費は各イベントをご参照ください）

P.14 から紹介するイベント・コンテンツを是非ご利用ください。

日本機械学会誌

毎月発行している本会の広報誌で、技術トレンド、シーズ、社会ニーズ
の特集や、英語・数学のレクチャー記事、技術者のコラム、書籍紹介など、
機械技術者にはかかせない情報収集ツールです。トップページの最新
号からバックナンバーもリンクしており、1897 年の第 1 巻から閲覧が可
能です。

https://www.jsme.or.jp/publication/kaisi/

アクセス上位記事

・機械屋の数学

2019 年 1 月〜 2019 年 12 月の期間で集計

ばね・質点系の連成振動から波動方程式へ

・やさしい材料力学

日本機械学会のコンテンツは︑
技術者にはかかせま せん！
14

2020 春号

・名誉員から一言

熱応力・熱ひずみ

Well to Wheel と Life Cycle Assessment の意味するところ

・新しい構造材料として期待される高エントロピー合金
・ほっとカンパニー

世界で活躍する元気な特別員を紹介

・座談会「1DCAE でものづくりを変える」
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ε = ε̄(熱ひずみ) + ε(弾性ひずみ)

1ɻͺͣΌͶ
物体の温度が変化すると，熱ひずみが生じる。この熱

ひずみに伴って発生する応力が，熱応力である。本稿で
は一次元の棒の引張・圧縮問題を中心に，基本的な熱応
力の問題について考える。熱応力の問題は，一般に典型

（4）

のように定義される。弾性ひずみ ε と応力 7 の間には式

（3）
のフックの法則が成り立つので，式
（3）
と式
（4）
より，
以下の関係式が導かれる。

σ = Eε = E(ε − ε̄)

（5）

的な不静定問題となることにも注意して頂きたい。

この式が，温度変化を伴う物体におけるフックの法則で

2ɻતͳ਼ܐ೦ͽͥΊ

であることに留意されたい。

固体材料は一般に温度の変化に伴ってその体積が変化

する。T の温度変化によって棒の長さが l0 から l に変化

した場合を考える。ここで，温度変化により生じたひず

ある。くれぐれも，応力に比例するのは弾性ひずみのみ

4ɻ೦ԢྙͶͤؖΖ͠Ή͡Ή͵ྭୌ
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み ε̄ を熱ひずみと定義する。

Δl l − l0
ε̄ =
=
l0
l0

（1）

温度変化が比較的小さな場合には，熱ひずみ ε̄ と温度変

化 T の関係は比例するとみなすことができ，比例定数
を & として以下の関係式が成立する。

ε̄ = αΔT

（2）
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直径 d = 10mm ，長さ l = 500mm の軟鋼丸棒があり，両

ここで，式（2）における & はત（਼ܐないしは，線

端が剛体壁に固定されている（ਦ 3.1）
。温度 20℃の状態

その単位は [1K] となる。න 3.1 に代表的な工業材料の

力を求めよう。なお，棒のヤング率は E = 210GPa，線膨

膨張率，熱膨張係数）と呼ばれ，材料固有の値をとり，
線膨張係数を示しておく。

から，温度を 150℃に上げた。この際に棒に生じる熱応

張係数は & = 11  106K であり，温度 20℃の状態では熱

応力は生じていないものとする。

3ɻ೦ͽͥΊΝߡྂͪ͢ϓρέ๑ଉ
一次元の弾性体における応力 7 とひずみ * の関係，

（3）

σ = Eε

はすでに述べた通りであるが，ここでは熱ひずみが発生
した場合のフックの法則について考える。物体が何も拘
束されていないとすれば，温度が変化しても，物体に熱

棒に生じるひずみを計算すると，弾性ひずみ ε と熱ひ

ずみ ε̄ の和が 0 となることより，

ε(弾性ひずみ) = −ε̄(熱ひずみ) = −αΔT

よって，棒内部に発生する応力は以下のとおり。

σ = −EαΔT = −210 × 109 · 11 × 10−6 · (150 − 20)
300 × 106 = −300[MPa](圧縮) (答)

ひずみが生じるだけで，物体の内部には何の応力も発生
しない。つまり，物体に発生する応力は熱ひずみによっ

4.2ɻͶંକ͠ΗͪͶਫ਼ͣΖ೦Ԣྙ

なわち，ஆͽͥΊによって発生することを強調してお

と，ヤング率 E2，長さ l2，直径 d2，線膨張係数 &2 の丸

て発生するのではなく，弾性変形に対応するひずみ，す
きたい。つまり，温度変化を伴う場合のひずみ * は，熱
ひずみ ε̄ と弾性ひずみ ε の和として，

න 3.1ɻ͠Ή͡Ή͵ࡒྋત਼ܐ
材料
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アルミニウム合金

棒が直列に結合されており，その両端が剛体壁に固定さ
れている。棒全体の温度を T0 から T1 に上昇させた場合

について，区間 A‑B および区間 B‑C に生じる熱応力を

求めよう。温度 T0 の状態において，棒には応力は生じて

いない。

温度を T0 から T1 に上昇させたとき，区間 A‑B，B‑C
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ヤング率 E1，長さ l1，直径 d1，線膨張係数 &1 の丸棒
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講習会・セミナー

材料・熱・流体・機械力学などの基礎的な教育だけでなく、IoT・人工知能・バイオイ
ンフォマティクスなどの新規性のある分野のセミナーも充実しています。
人気講習会・セミナー

エンジン技術の基礎と応用

CFD の基礎とノウハウ
歯車技術基礎講座
流体力学基礎講座
実験流体力学
自動車における 3 次元設計の現状と課題
「伝熱工学資料」の内容を教材にした熱設計の基礎と応用

1DCAE 実践講座
静粛設計のための防音・防振技術
人工知能（AI）基礎講座
振動モード解析実用入門 - 実習付き -

IoT で加速する要素技術と診断技術
混相流入門

VE/VR を用いた設計 ･ 開発 ･ ものづくりの新しい検討手法の紹介
JSME ホームページトップ→イベント・事業→イベント一覧から
各種イベントを検索できます。

https://www.jsme.or.jp/event_project/event/

部門・支部ニュースレター

機械系各分野（部門）・各地域（支部）の最新動向をまとめたニュースレターが発行
されます。専門分野のトピックスや、研究者の随想などもまとめられており、気軽に
手に取れ、なおかつ読み応えのあるコンテンツです。

JSME ホームページトップ→刊行物・資料→部門・支部ニュースレターから閲覧できます。
https://www.jsme.or.jp/publication/newsletter/

本会主催の研究発表講演会の講演論文集

機械系各分野（部門）
・各地域（支部）
・全国大会（年次大会）の講演発表論文のアー
カイブを、J-STAGE にて会員限定で無料で公開しています。過去の講演論文も閲覧
可能なため、研究テーマや調査テーマに関連するキーワードで検索することで、背景
や動向を読み取ることができます。

JSME ホームページトップ→刊行物・資料→講演論文集アーカイブ (JSME Proceedings) から閲覧できます。
https://www.jsme.or.jp/publication/proceedings/
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機械工学年鑑

26 分野の専門家約 200 名が、統計資料を含む産業動向や技術トレンドか
ら国内・国際会議で発表された研究動向まで、関連する文献を広くカバー
して解説しています。

JSME ホームページトップ→刊行物・資料→機械工学年鑑 2019 から閲覧
できます。

https://www.jsme.or.jp/kikainenkan2019/

機械工学事典

電子版

1932 年の「機械工学術語集」から連綿と受け継がれてきた機械工学全般
を網羅する用語集の電子版を無料で利用できます。用語解説だけでなく、
対応する英語も記載されているため、論文・発表資料作成に役立つコン
テンツです。

JSME ホームページトップ→刊行物・資料→技術資料から閲覧できます。
https://www.jsme.or.jp/publication/technical-data/

先輩技術者を交えた「学生交流会」毎年 9 月、年次大会

会場にて＜参加無料＞

企業の若手技術者が「社会人の生活」「最近の就職状況」「技術者」について、プレゼンテーションを行い、
食事を取りながら、気軽に意見交換できる場です。

若手の会

2016 年に発足した企業の若手技術者のコミュニティです。年次大会での特別企画や意見交換会・サロンなど
を企画し、若手技術者に必要な情報を提供する場となっています。

https://www.jsme.or.jp/ymm/

メルマガ配信（メールアドレスご登録のお願い）

上記の情報サービスの他、イベントや最新情報をメルマガ形式でお届けします。
会員専用ページ（マイページ）で所属企業や学校以外のメールアドレスを追加で登録いただけます。

Web 版等の情報サービスにアクセスできますので、是非ご登録下さい。

ご利用にあたっては、本会ホームページにて会員ログインが必要です。
パスワード再設定はこちらまで→ https://www2.jsme.or.jp/reminder.php
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