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不連続体力学のすす　め(その2)
一回体力学非線形問題への挑戦-

Development of Discontinuum Mechanics ( 1 )

-A Challenge to Nonlinear Problems of Solid MechanlCS一

川　井　忠　彦*

Tadahlko KAWAl

3.新離散化モデルの開発

前節の議論から望ましき有限要素モデルは要素内剛性

と要素間剛性を兼ねそなえたモデルでなければならない

ことになる.

このようなモデルとして著者は図11に示すように通

常の有限要素モデルを2種類のバネで結合させた複合

モデルを考えた.すなわち相隣る要素間に働く直応力o"

と勢断応力Tsに抵抗する2種類の分布バネ系kn, ks

で要素同志を結合させたモデルを考えたのである.

図11においてはこの境界辺上のバネを一組のバネ系で

代表させているが,これは分布バネ系を示すものとする.

このバネ系をもって前述の要素間強度を表現しようと

するのがそのねらいであり,その応カー歪み関係式は次

式のようなマトリックス方程式で表されるものとする.

(圭sn･･) - 〔忠恕･〕 (･喜三･･)　(1 )

または　　f-ka　　　　　　　　　　　　　(2)

ここに, fは境界辺上の境界反カベクトJL, (単位辺長当

たり), ∂は境界辺上の隣接2要素の対応点の相対変位

ベクトルを表す.すなわち,

8n-u,-a-, Ss-zl,･-V.　　　　　　(3)

である･ (3)式はGoodmanの創始にかかるいわゆる

ジョイントエレメント(joint element)のバネ系に採

用した応カー盃関係式と同じである川.

さて話を簡単にするため問題を平面応力場の解析に限

定し,適当にメッシュ分割された有限要素の代表的な一

要素について考える.

(i)変　位　場

u(I, a)-a(X, y)u　　　　　　(4)

ここにH(I,.y)はいわゆる形状関数(shape

function), 〟は要素の節点変位ベクトルを表す･(3)式

より有限要素韓の標準的手続に従って次のような一連の

関係式が求められる･
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(ii)歪みマトリックス

8-∂H(I, y)a-B(I, y)u　　　(5)

ここにB(I. y), ∂はある微分演算子を意味

する.

(近)　応力マトリックス

0-DS　　　　　　　　　　　　　　　(6)

ここにDはよく知られた平面応力場に対する応

カー歪みマトlトソクスを表す,

(iv)要素歪みエネルギー式(各要素につき)

vf -11圭Tqdxda- i a ,(llBTDBdxdg) a

I-iu,Keu　　　　　(7 )

ここに,上つきクは要素ごとの計算値であるこ

とを示す,

KQ -hlTB'DBdxdy　　　　( 8 )

で与えられ,要素剛性マトリックスを衰している.

(Ⅴ)境界辺上の分布バネ系に貯えられる歪みエネル

半- Vb

いま図11を参考にして境界辺CA上のバネ系

に貯えられる歪みエネルギーVbを求める.要素

間の相対変位ベクトルを∂,またそれによりバネ

系に発生する反カベクトルをfとすれば,

1
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V応- (.LAci∂Tfds-(.L^ci8,K∂ds(9 )

(L^Cは辺A77の長さを表す)

また(4)式より要素間の相対変位ベクトル∂は次式

のごとく与えられる.

8-EuJ(I(S), y(S))-uJ(I(S), y(S))Ith}

= EH).(I(S), y(S))a,. _H,(X(S), y(S),恥}恥〉

(10)

ここに　yx('ss,'==yxcc二?,:ss )((xc, yc,Eic-標)

(ll)

で与えられる境界辺A7の方程式(lり, mり)は境界

辺上においてG)から⑦要素に向かって立てられた8JJ.位法

線ベクト/レnりを炎している･

したがって(10)式を(9)式に代入すれば

vbC･'3 - i AT, KbC･,, A･)　　　(12)

KbC･; - IoLAcN･,(S)TK･,NL･,(S)ds (13)

♂′ほ各境界辺ごとに計算することを示す.ここに

N.,(S)= LH,(I(S), y(S)); -Hi(X(S), y(S))jn,･)

(14)

A,TJ- Lu,, uJ｣　　　　　　　　　　(15)

である.

(vi)外力のなす仮想仕事∂we (各要素につき)

∂we -∬8uTp-dxdy十fSuTp-ds　(16)

ここに盲は物体力, 7ほ境界に働く外力ベクト

ルを表している.

(Ⅴ益)全体の系に関する仮想仕事方程式

8H-BV一十8vb -Bw- o　(17)

ここに･ V･-FiuzTKP･恥　(18)

vb-写iulT,K!,a,u･j　(19)

的,･=uf - uJ　　　　　　　(20)

∂W- ∑8u.TF-,　　　　(21)

Z

K,{,b'ほ(13)式で定義される.

このようにして(17)式から有限要素法の標準剛性方

程式が導けることは明らかであろう･ここで若干見方を

変えて要素①および①の間に働く境界反カベクトルをf-,)･

で表せば(1)式を参考にして

f,,･ -K,121 (a,･-a, )　　　　　　　　(22)

で与えられる･したがって(17)式は次式のようにも表

せる.

8(持FKlt･ut)I 8 (扇ut, f･,) -(写8蹄)- o

(23)
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(23)式で便宜上1.,-÷f,,　(24)

とおき,系全休のマトリックス方程式で表せば

8(iuTku) + 8(i"･(uJ一恥))-∂u,F-0 (25)

となる.

ここにIjは有限要素境界線のすべてについての総和

を表すものとする. (25)式はいうまでもなく鷲津教授

の命名されたハイブリッド変位型モデル(I)に対する

-イプリッドポテンシャルエネルギーの原二印である.

この変分原理は各有限要素につき互いに独立な変仲場

を仮定すると境界辺上での変位連続条件が一般に満足さ

れないので,いわゆるLagrangeの未定係数127を導入

し, }り(a,一恥)なる-感のポテンシャル項を追加して,

境界変位連続条件をポテンシャ/レエネ′レギー最小原理の

中に収り込んだことになっている.

このようにしてスりを導入してゆくと物理的な発想に

基づく境界バネの考え方は消えて,純数学的なLagrange

の未定係数法の考え方が導入されたことになる･この

ことはもしも境界バネの剛性が要素剛性よりもずっと

大きければ,境界バネはほとんど変形せずに一つの要素

から他の要素に力を伝えることになる･この場合の極限

では通常の-イブリッド変位モデ/レ(I) (hybrid dis-

placement model (I))に帰着することを物語っている別･

ところでこの-イブリッド型変位モデル(i)の収束

性は数学的に保証されているので本節で提案した有限要

素バネモデJL,の理論的根拠についてもある程度言えたこ

とになろう.

4.剛体-バネモデル(Rigid Body-Spring Model)

の新離散化モデルよりの導出7)'8)'9)

前節において提案した有限要素-′ヾネモデルにおいて

要素の変位場が線形の場合には別の新しい簡易要素モデ

/レが導けることを示そう.

一般に要素内の変位場が線形であると仮定するとそれ

は次式のどとく与えられる･

u(X, y)-Hd(X, y)a+He(I, y)e　　(26)

あるいは

(I-xo);　　0

0 : (y-yo)主音(I-xo)

ここにd'- Luo, V｡, X･｡｣は要素内の重心(必ずしも

重心にとらなくてもよいが)の剛体変位, 8㌧ LEI, Cy,

rry｣は要素内の一様歪みベクトルをそれぞれ表してい

る.
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したがって図11に示すようなCST要素の節点変位ベ

クトルをHとすれば(26)式に各節点の座標値(xL,

yl)(i-1, 2, 3)を次々に代入して,容易に次のよ

うな節点ベクトルの変換式が得られる,

u-Hbd→-HEe-LHd･ HeJ(･望.) (28)

(28)式を各磐素について作り前節の(17), (18), (19),

(20), (21)式に代入すればけっきょく系全体のポテン

シャルエネルギ〟は系全休の要素電心の剛体変位ベクト

ルおよび一様歪みベクトJL,を改めてd, Sと定義すると

これら二つのベクトルの汎関数となる.したがって(17)

式の変分は当然dとSについて求められるわけであり,

次式のどとく与えられることになる.

BH(a, 8)-Sv,(8)+Bvb(a, 8)-Bw(a, S)-0

(刀)

したがって

変分Bdに-き‥豊-(a,8,-号㌢(d･ S)-0

(30)

変が8 mき:告(8)+賢(d･ 8)

-慧(d･8)-0 (31)

なる二つのマトリックス式が得られる.

さてCastlgllanOの定里13より

忠-Kd5'd+Kie,e･器-Fd

普-Ke･,6,8 ,豊-KE･db･d.Ke･2,8

I,);i F

と書くとすれば(30, 31)式は次式のどとく書ける.

KK;ddddliKKdESeSS==芸〉　　　(33)

(上添字は無意味となるので以後省略することにする)

(33)式は有限要素全体の重心変位ベクトルdと要素

内盃ベクトルSで表された平衡方程式でこの方程式は適

当なスケーリングを施せば一辺に解くことが可能と思わ

れる･このようにしてdとSが決定されれば変位場も応

力分/T]'も完全に求められ問題が解けたことになる.

(33)式はまた次のような形で解くこともできるであ

ろう.すなわち(43)式の第2式をSEこついて解いて

8 =Kele'(Fe -Kedd)　　　　　　　(34)

なる式を求めこれを第1式に代入すれば　一

Kd-F

なる式が最終的に得られる.

ここに

(35)

K - Kdd -KdeKtel KEG

F- Fd -KdE Ke-el Fe
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)  (36)
である.

(35)式は要素の剛体変位dのみを未知畠とする平衡

方程式である.

換言すると要素重心に節点をとり,その剛体変位を節

点変位とする剛性方程式が作られることが明らかになっ

たわけで,これが著者が数年前に物理的な考察から直観

的に導いた剛体-バネモデJL,の理論的基礎をtj･えたこと

になろう.(図12)

(35)式のKは一一般に非対角項も寄とならないつまっ

たマトリックスとなるであろう.ところがRBSM要素

を組み合わせて全体の剛性方程式を作ってゆくとスパー

スな帯マトリックスとなる.したがってRBSM　モデル

の弾性解がよい結架を与えるのは非対角項が無視できる

場合であり,具体的にはメッシュ分割が主応力緑に沿う

方向に切られている場合であろう.

さて(43)式は実際には反復法(iteration method)

を用い,次のように解いてゆくのが実用的であろう.

(1)帯l近似

(a)まず(43)式の第-式のみをとりSの項

を無視した次式

Kddd川-Fd　　　　　　　　　(37)

の解をd川とし

(b) KEES(1)-FE-Kedd川　　　　　(38)

(a)式の解d(11を上式の右辺に代入8川を求

めるとそれは要素内の歪み場の第1近似解を

与える.

図12　RBSMによる2次元構造物モデル化
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(ii)常2　近似

(C) Kddd12)-Fd-KdEB川　　　　　(39)

e川を上式の右辺に代入dt2)について解き,

重心変位場dの第2近似解が求まる.

(d) Keee(2)-Fe-KGdd(23　　　　　(40)

前段で求めたd榊を上式の右辺に代入し再び

について解きst27を決定する.

′　以上の計算を反復してd桝,eln)の解が許容

誤差範囲内に入れば計算を止めることにすれ

ば(43)式の方程式を実用的に解くことが

できるものと考えている.

以上の結果を要約すると次のようになる.物理的には

要素剛性が境界バネの剛性よりもはるかに大きくなった

極限を考えると要素は変形せず(すなわち剛体で),要素

間バネのみが変形するモデルに帰着するわけで,そこに

著者がさきに提案したRBSMモデルのルーツがある/

(図13).

このようにして重心の剛体変位dと要素内歪みBを独

立のパラメーターとする線形要素を2種類のバネで接合

したモデルを用い,固体の変形を弾性から塑性崩壊に至

る領域まで組織的に追跡し得る可能性が出てきた.

実際の固体の変形の自由度は無限であるが,一つの有

限要素はまたそれよりもさらに細かい有限要素の集合体

に離散化されるから,このような離散化の手続きを数千

回,数万回と繰り返してゆけば,その最′トの有限要素は

かなり実際の結晶粒子のそれに近いものになってゆくで

あろう(図14).これが有限要素法の.世界,特に大塊

模な構造物の解析のときにしばしば使用されるサブスト

ラクチュア(Substructure)の考え方であり,もしもこ

の方法が無限回繰り返せるならば理論的にマクロの世界

とミクロの世界は繋ってゆくはずである/

もちろん実際の物質は金属ならばたくさんの結晶の集合

体であり,一つの結晶はまたたくさんの分子の集合体で

あろう.そしてまたその分子はさらに細い原子構造をも

っており,ついには物質の窮極の単位といわれる素粒子

からなる複雑な構造から出来ていることは現代物理学の

教えるところである.

したがってここで提案しているモデルにはやはり連続

体と見なし得る範囲であっておそらく結晶のレベルの変

形までは何とか通用できるモデ/レであろう.

しかし結晶以下のスケー′レの話になると分子,原子,

･-日等その大きさのレベルに応じ合う新しいモデルを考

えてゆくことが必要になるのでなかろうか(図15).いず

れにしても単位の長さのスケールに応じた離散化モデル

を考え,その集合体の力学的挙動を大型電子計算機によ

るシミュレーションによって研究してゆく方法は新し

い実験技術と相まって今後の材料科学の展開に大きな貢

献が期待できそうである.

4

守一‥ Node
(Finite Element Model)
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EB : Elastic Body

RB : Rigid Body

Normal Spring

RBSM

(Rigid Body-Spring Model)

図13　FEMモデルとRBSMモデルの相関性

I... ･+. =. I:: I..i

図1.4　サブストラクチア(Substructure)の概念

卜固体物理｣

10~16　10~12　10~8　10~4　1　104

(蒜鑓li,,ツ孟孟姦+19f7;ン7p.毛共著)

図15　固体力学と他の学問分野との関係

S.材料の構成方程式JO)'川

前節の終わりにおいて固体または構造物を通常の方法

に従い,線形の有限要素に分割し,要素間の大きさが(2

×2)の剛性マトリックスで定義されるバネ系で接合し

たモデルを考えると弾性から塑性そして崩壊に至る変形

の全領域に亘り,統一的に応力や変形のパターンを追跡

し得ることを述べた.

ここで若干これらの要素の剛性マトリックスを作る場
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合に採用する材料の構成方程式(応力ー歪み関係式,降

伏条件等)について述べておきたい.

上述のモデルにおいては要素内強皮と要素間頻度の二

つの強度を考える必要があることはすでに述べたとおり

である.

始めの要素内感度は従来の有限要素法における要素剛

性を意味するものであり,一つの要素を連続体で近似す

る立場に立っている.したがってこの要素の剛性マトリ

ックスについては要素が弾性域にある場合は一般的な

Hookeの法則,塑性域に入った場合には塑性流れ理論

に基づき,降伏条件としてはVon Misesの条件をとり,

応力-歪み関係式としては　PrandtI -Reuss　の法則に

従うして展開されている有限要素法の標準的手法に従う

ものとしよう.

問題は2種籾のバネ率によって表現した要素間強度で

ある.実際の固体においてこのようなバネ系によるモデ

ル化が果たして妥当なのであろうか.

著者は転位論については全くの素人であるので確信を

もって言うことができないが,金属材料の場合それらが

多結晶体であり粒界強度という問題は転位論のなかでも

最も新しい研究課題として活発な研究が世界的に展開さ

れており, FJ!論の体系化が着々と進展しつつあると聞い

ている.したがって近い将来境界バネに理想化されたマ

クロ的強度をミクロの立場から評価する理論式が提示さ

れるものと思われる.しかしながらこのような理論式が

固体力学のレベルで実用化されるのはかなり先の話と思

われる.

固体力学の立場から考えてみるとやはり塑性流れ理論

に従ってバネ剛性の定式化を行ってゆくのがやはり一番

オーソドックスであろう.

竹内は9)要素境界力は垂直(引張り,圧縮)と努断の2

成分よりなり,要素間力と要素間相対変位が2種類のバ

ネ(kn, ks)により結ばれているとして以下のような

バネ定数の理論式を導いた.

すなわちこれらのバネ系がある応力条件を満足すると

塑性化がおこるとし,その条件を次式のどとく表すこと

にする.

∫(〟)- 0 (o車‡)  (41)

ここに′(α)は塑性流れ理論におけるいわゆる塑性ポテ

ンシャルである.

次いで塑性流れ法則に従えば次の関係式が得られる.

ASl'"-ぽ･ 8･ク,-〈･･e;･si･芸:･･) (42)

ここで上付きゐ(p)は塑性状態の畠を示すものとする.

いま弾性歪みを　StQ),全体歪みをSで表すものとすれ

ば,

AS tC) -ASIA.e tP)
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(43)

Aはもちろん増分畠を表しているものとする.

さて弾性状態における応力と歪み(あるいはカと相対

変相)の間には次の関係が成立している.

0-A(C) eteJ　　　　　　　　　　　　　(44)

(42)式～ (44)式を峯出3して次の関係式が求まる.

Aq-k･C, (ABl}監)　　(45)

(45)式を塑性条件:

雷A0- 0　　　　　　(46)

に代入し, }について解くと次のような式が得られる.

i-

k<g}意Ae

(告)Tk(8度

(47)

したがって, (47)式を(45)式に代入すれば次のよ

うな応力増分の関係式が得られる.

J〃･-

〔
kt

(k･e･告)'監k･e･

(48)

なおここで述べた方法は剛塑性体のものであり,歪み硬

化などは含まれていない･すなわちある破壊条件に対す

る比例関係のような取扱いとなっている.

いま塑性状態の剛性行列を成分表示すると以下のよう

になる.

1

糟-kl(e)8り- ∑押f7　fJj紳k,(q) (49)

E

ここでf,-∂f/∂0,(a-I, 2)であり01-on, 02-Ts

である･またkLo)は弾性におけるバネ常数成分を表し

ており,ここで示したモデ/レでは非対角項が零であるた

め対角項の成分のみしか存在しない.なお塑性解析にお

ける除荷の判定はl<0で行えばよい.

以上の一般論を基にして竹内は代表的な四つの降伏姦

件式

(1) Tresca　の条件:I(ど)-r21C2-0

(2) Mohr-Coulombの条件:I(on-　T)-T2

-(C-tan如n)2-0 (直線包路線)

(3) Mohr-Coulombの条件:I(on. T)-T2

-cZ(1-on/ol)-0 (放物線包路線)

(4) Von Misesの条件‥f(on, T)-与かT2

-C2-0

(50)

の場合を例にとってバネ系の応カー歪み関係式を具体的

に導いている.ここで述べた四つの降伏姦件を図示する

と図16のどとくなる.

これらの降伏条件は材料に応じて使い分けることが必

5
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(a) Trescaの降伏条件 (b) Moわr-Coulombの降伏条件

(直線包結線)

T C 

-2C ��$8�ｲ��2�

(C) Mohr-Coulombの降伏条件(放物線包結線)　　　(a) Misesの降伏条件(平面応力)

図16　材料の代表的破壊基挙

古:相当応力, i:相当歪み

Eb:破断歪み

図17　要素境界におけるとりおよび亀裂の呼人

要なことはいうまでもないことで,軟鋼のような産科に

富む金属材料の場合にはTrescaの条件がよくあてはま

るが,土や岩盤のような材料の場合にはMohr-Coulomb

の条件(直線または放物線色路線)の方が一般によく使

われている.任意の材料の場合にはVon Misesの条件

を用いれば無難であろう.

さて初期の剛体一一バネモデルにおいてほTrescaの条

件を用いて降伏の判定を行ったが,図17に示すよう

な一般的な完全弾塑性体の応カー歪み線図で引張り相当

歪みCがある限界値Eb　に到達したらバネが切れると仮

定すれば,引張りによりクラックが生ずる状態のシミュ

レーションが可能となるであろう.竹内はこのような考え

6

Tm｡Ⅹ -FLCn:最大摩拝力

〝 :静止摩擦係数
ITl<Tmax　ヒりが起きをい

T≧Tmax　ヒりが起きる

図18　接触問題における要素間バネの特性

方を具体化してZienkiewiczらが提案したno -tension

analysis 121を改良したtension-crack analysisのアルゴ

リズムを開発し,土や岩盤構造の解析に適用しその有効

性を確認している.その詳細は文末の参考文献を参照さ

れたい.もう一つの理論的アプローチとして定義のあい

まいな要素間バネの概念をできれば導入しないで理論の

定式化を進める道を考え,著者の研究室では有限要素法

の世界で現在はほとんど使われなくなった`<応力モデル

(stress models)''の再検討を行っている. (図18).

その理由は応カモデJレは応力を未知至削ことっており,

要素内外の応力の釣合条件を考えるが要素間の変位の連

続性は一般に保たれないことを容認したモデJレである.
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図19　要東関頻度の明確化とそのアプローチ

したがって弾塑性解析は本質的に応力法(Fわrce method)

の方が理にかなっており,また極限解析においてはいわ

ゆる下界(lower bound)の解を与えるので,従来の大

部分のFEMモデルやRBSMモデルを用いて得られる

近似解の糖度をチェックする道が開けるものと思われる.

-イプリッド型コンプリメンタリーエネルギーの原理

に基づいて渡辺は9)一連の-イブリッドストレスモデルを

開発しその実用化を進めている川.っいでながら前節で

提案した有限要素-バネモデル(以後FESMと略記す

る)を周いると一般に接触問題の解析が弾性でも塑性で

も容易に行い得ることが実証されている　たとえば弾性

接触の場合, kq, ksのバネの特性を図18に示すよう

にとれば,接触領域が未知で載荷の進展に伴って変化

してゆくので反復計算が必要であり若干計算は面倒にな

るが接触問題の解析も従来の有限要素法に比べるとずっ

と楽に行えるのである.

またこれまでは材料の粘弾性や粘弾塑性的特性を含め

た場合の解析については解れていなかったが,原子炉の

高温強度や土,岩盤.コンクリート構造においては無視

できない重要な問題である･このような問題の場合には

境界バネを図20に示すようなバネースライダーダッシュ

ポット系で置き換えればよいのである.

その一拍如勺定式化がすでに都井9)によって試みられ,二,

三の基礎的問題について解析を行い,この方法の有効性

が確認されているが,実際問題-の応用は今後の課題で

ある･これまで述べた方法はいずれも要素間強度を決定

する理論的アプローチであるが, 2節で述べたように材

料試験の結果得られる情報はあくまで材料試験片の平均

応力と平均歪みとの関係であり,試験片の形状,荷電の

種類,荷重の掛け方,境界条件,材料の組成,熱処理の

㍗甘････｡･･･よRBSMにおける棚対変化　†

､6)..即.鶴　.&.o

I i

.26).

1粥.鶴

Sも. 8Fs.

8St SSL一~..

T約十僻+桝十約十㈲十･･十僻⊥

RBSMにおけるバネ

のコンプライアンス

とダソシュポノトの

粘性係数

-　Cd Cs

･.一･ワdワS

Cd. Cs.

ワdlヴS.

Cd, CS, (Td,=CdLワd,)

恥, 7sE (Ts｡-Cs,甲S,)

iEei :弾性虚みiepi :塑性歪み　ieJO-〉 :初期歪み(軸歪み)

iECi :定常クリープ歪み　　　ieu :非定常クリープ歪み

図20　粘弾塑体の力学モデル

方法等と数多くの因子にその結果は左右されている.

これらの因子のなかで試験片の形状や境界条件の影響

についていろいろ論ぜられているようであるが著者は固

体力学の立場からこれらの点を重視したい.

材料の塑性変形や破壊等の問題は本来局所的なもので

あり,マクロのレベ)i,では-様な応力と見なされる場合

でもミクロのレベルではかなりの不均一応力場iこなって

いることは想像に難くない.このような原因がもとで固

7
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体力学理論による解析と実験とは全く似ても似つかぬよ

うな結果となるわけで中西はこのような矛盾点を早くか

ら見抜いて独自の理論を立てたのであろう.

さて試験片形状や境界条件の影響を取り除き,材料
l■l

のより実際的な応カー歪み関係や降状条件を求める

ために著者は本′ト論で説明したFESMモデ/レを開いて

材料試験の計算機シミュレーションを行うこと提案した

い･ (Goodman　の開発した岩盤解析用ジョイントエレ

メント川やNgoらが提案したコンクリート解析用リ

ンケージエレメント15)ではバネ定数を実験的に決定する

ことをすでに考えている)

すなわち要素間のバネ常数を適当に仮定してまず材料

試験の結果得られる応カー歪み曲線を計算によって求め

てみるのである･その結果得られた曲線と実験結果との

間に相似性が見られるかどうか検討し,見られなければ,

メッシュ分割を適当に変えて計算を繰り返して相似性が

得られるようにする.次に最初に仮定した′ヾネ常数を試

行踏誤的に変化させて計算曲線が実験曲線に重なるよう

にする･このようにして最終的に計算曲線と実験による

応カー歪み関係がほぼ一致するところまでもってこれ

たとすれば,その時仮定したバネ常数とその使用構成則

こそ我々が求めているより現実的なマクロのレベルでの

応力ー歪み関係ではなかろうか.

6.結　　　　論

固体力学の分野における非線形問題の解析において現

在有限要素法が当面している壁が,連続体仮設に基づく

ものであることを述べ,この壁を打破するための一つの

アプローチとして,とり(Slip)や亀裂の発生生長をも

表現できるようにした新しい有限要素-バネモデ/レの考

え方とその理論的根拠について若干説明した.

これを要するに物質の破壊を伴う現象は連続体力学の

枠内で説明すると現在経験しているような数学的非線形

の壁にぶつかり,有限要素法でも歯が立たない.この難

生　産　研　究

問を解決するため,物質の粒子性あるいはミクロの立場

の考え方を若干とり入れてゆくことにより,固体の極限

状態での挙動をより深く理解する道が開ける可能性のあ

ることを論じた.

このモデルの理論的基礎づげは未完成で,検証データの

集積も十分でないが,これまで試みた一連の例題解析か

らマクロの固体力学の分野で残された難問題の解明に何

かのとっかかりを与え得る可能性が見出されたばかりで

なく,ミクロの世界の現象のシミュレーションにも応用

し得る見通しが得られている.

近い将来この続報として理論的基礎の補足を行った上

で二,三の新しい研究成果を紹介させていただき,本手

法にご関心を持たれた方々から忌樫のない批判と助言を

いただきたいと考えている.

(1980年3月19日受理)
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