
今回の講義では、初めに構造解析の基礎となる固体の釣り合い方程式について説明
し、有限要素法の定式化を理解するための基礎であり出発点となる、

平衡方程式やガウスの発散定理、仮想仕事の原理を導いていく。ここでは、有限要素
法を使って解析するにあたって、知っておきたい基本原理について説明する。
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始めに「発散」について説明する。

発散(divergence)は数学で必ず習う演算だが、その工学的な意味を皆さんはご存じだ
ろうか。

発散は「単位体積あたりの流出量」を表す演算である。多くの工学分野で平衡方程式
が「発散」によって記述される。

有限要素法など数値解法が構造を超えて、熱、流体など他分野に適用されるのも元を
たどれば「発散」に基づく支配方程式に類似性があるためである。

ここでは理想流体の流量に対して「発散」を説明する。

図1のような微小直方体を考える。この微小直方体の図の斜線で塗られた面に垂直方
向に𝑢 𝑥 の速度で流体が流入するとする。

また、その面に平行に向かいあい𝛥𝑥 だけ離れた面からは𝑢 𝑥 + 𝛥𝑥 だけ流出する
ものとする。この二つの面の面積は𝛥𝑥 𝛥𝑥 で表されるので、𝛥𝑡秒間に𝛥𝑥 方向への流
体の流出量は(2)式のように表すことができる。

同様にx1方向への流出量は(1)式、x3方向への流出量は(3)式のように表される。微小
直方体からの流出量はこれらの総和で表されるので(1)式から(3)式の和を取るが、非
圧縮性流体なので流入した量と流出した量の差はないため、これらの和は０となる。

その式の両辺を(𝛥𝑥 𝛥𝑥 𝛥𝑥 𝛥𝑡)で除すと(4)式を得る。これは単位体積単位時間あたり
の流体の流出量を表す。

ここでΔを無限小にして極限をとると(5)式を得る。(5)式の左辺がまさに発散の式となる
。
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したがって、発散(divergence)は単位体積、単位時間あたりのある物質の流出量を表す
。

(5)式は流体を勉強している方は詳しいと思うが、非圧縮性流体の連続の式としてよく知
られている。
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「ガウスの発散定理」は(6)式に示される定理である。

左辺は前頁で学んだように「発散」が使われており、領域全体の体積積分となっていて
、領域全体からのある物理量の流出を表している。

一方、右辺のｎは領域境界の外向き法線ベクトルを表しており、右辺は境界から垂直
に流出する物理量を表す。

つまり、この定理は 「流出量の総和は境界面から流出する量と等しい。」ということを
表しており、直観的に理解できる定理である。

1項だけ取り出して数学的に証明してみる。

(7a)式の左辺の3重積分をdx3について積分すると(7a)式の右辺を得る。

右辺の𝑑𝑥 𝑑𝑥 は領域表面の面積𝑑𝑆を使って表現すると(7b)式で表すことができ、結局
(7c)式を得る。他の２項も同様に証明することで(6)式を得る。

発散(divergence)という演算が単位体積単位時間あたりの流体の流出量であることを
理解すると、(6)式の左辺は、発散(divergence)を領域全体で積分しているので、領域全
体から流出するある量であるということが理解できる。

また、(6)式の右辺は、表面での速度ベクトルに法線ベクトルをかけて内積をとっている
ことから、微小面積𝑑𝑆から流体の垂直方向（法線方向）の速度成分ということを意味す
る。したがって、ガウスの発散定理の意味するところは、左辺は領域全体から流出する
物質の量を知りたかったら、右辺の表面の法線方向に流出する速度成分を調べて、そ
れを表面積全部にわたって積分すればよいということである。

当たり前のことだと思うかもしれないが、(6)式の左辺は微分項があるのに対し右辺に
は微分項がない。つまり、もともと微分があるような左辺の式を１回積分することによっ
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て微分項をなくすという効果がある。また、左辺は三重積分になっているのに対し、右辺
は二重積分になっている（ボリューム積分から表面積の積分になっているため）。

したがって、微分がなくなる、三重積分が二重積分になることで、のちに都合の良いこと
もでてくることからガウスの発散定理を理解してほしい。
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ガウスの発散定理は２階のテンソルにも適用することができる。

この話をする前に総和規約について説明する。総和規約は添え字のついたベクトルや
テンソルの演算において、1)ひとつの項に同じ添字がある場合はΣをつけて解釈する、
2)その他の添字についてはとり得るすべての値をとる、との表記の約束である。これを
使えば(8)式の演算は右端のようにΣを省略して表すことができる。

以降の式はこの総和規約に基づいて表記することにする。

２階のテンソルについて、細かい定義をすれば行列とは異なるが、基本的には行列と
同じようなものだと思って大丈夫である。

ij成分をもっている。ここでは𝑇 が２階のテンソルとなる。また、添え字が1つしかないも
のをベクトルという。

2階のテンソルは基本的には行列と同じようにあるベクトルを違うベクトルに変換する作
用をもっているという風に解釈する。のちにでてくるが応力も𝜎 といって2階のテンソル
である。

また歪みも𝜀 といって2階のテンソルである。構造解析は応力や歪みが2階のテンソル
であるということに非常に重要な役割をもっている。

2階のテンソルをつかった演算について、𝑇 𝑢 にΣをつけるということで、Tのi行目の成
分とuの部分で内積をとるという演算である。

また、jjで重なっているため、こういうものについてはjにΣをつけて解釈する、添え字が1
つの項で2つあったらΣをつけるというようにしてj＝1から3までということは三次元まで、
これがj=1から2であれば二次元までという風にしておけば、Σはいらないためとるという
のが総和規約である。
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したがって、普通に書くと、Σをつけて書く計算も総和規約を使うとΣをとって書くことがで
きる。この総和規約を使うと記述がシンプルになって便利であると言ったのはアインシュ
タインである。したがって、この総和規約は別名アインシュタインの総和規約とよばれる
ことがある。また最近の連続体力学と有限要素法の教科書は、特に総和規約に基づい
た記述が多いので慣れる必要がある。したがって、今日の資料は総和規約に基づいて
書かれている。

今、2階のテンソルを𝑇 とし、(8)式のように𝑇 によってベクトルuがベクトルvに変換され
るものとする。

また、ガウスの発散定理はベクトルに使用できる。ベクトルvに対してガウスの発散定理
が適用できるのでベクトル𝑣 に(8)式の右辺の項を代入することで、(9)式が成立する。

ここでuは一般性を失わないため、uに(1,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1)を代入すると(10)式を得る
。(10)式の添え字1、2、3はとり得る値全てなので総和規約に従いこれを一般化してjで
表すと(11)式を得る。（jはとりうる値すべてをとる）得られた式より先ほどベクトルに対し
て成立したガウスの発散定理と同じように、２階のテンソルに対して発散(divergence)と
いう演算をやってボリューム積分した結果は、２階のテンソルに法線方向のベクトルを
かけて、それを表面で積分すればよいという式が成立するということを導くことができる
。したがって、ベクトルに対する発散定理（物質の出ていく量）は表面から垂直に出てく
る量を測ればよいということをつかって、そのまま応力は歪みなどの２階のテンソルでも
成立するということがこのページの主旨である。ガウスの発散定理が応力やひずみなど
構造力学上重要な2階のテンソルにも適用できることがわかる。
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ここで応力ベクトルを定義しておく。

図4のように弾性体の微小表面𝑑𝑠に外力ベクトル𝑑𝐅が作用しているものとする。

(12)式のようにdsを無限小にしたときの極限によって得られるベクトルを「応力ベクトル」
と定義する。応力ベクトルはその点に単位面積当たり作用する外力を表す。

以上、固体の解析によくでてくる応力ベクトルについて定義した。
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弾性体内部に図5に示す微小4面体を考える。

4つの面のうち、𝛥𝑆  (i=1、2、3)は𝑥 軸に垂直であるとする。また𝛥𝑆は点ABCを通る斜面
とする。

今、斜面𝛥𝑆の表面に応力ベクトル𝐟が、また、𝛥𝑆 には応力ベクトル𝐟が作用しているも
のとする。各面の外向き法線方向の力を正とするとこれら四面体の各面に作用する力
が釣り合っていれは(13)式が成立する。ここで斜面の法線ベクトルをNとするとNの各成
分は(14)式のように表さる。(13)式に代入すると(15)式を得る。

次に𝐟 を(16)式のように座標軸方向単位ベクトルを使って3成分に分解する。

図5について、𝑥 軸、𝑥 軸、𝑥 軸の点A、B、Cを通る三角形の面を考え、それを𝛥𝑆とする
。𝛥𝑆は十分に小さい斜面とする。

これを𝑥 、𝑥 平面で切ったときの切り目の面を𝛥𝑆 （𝑥 軸に垂直な面）とする。同様に𝑥
、𝑥 平面で切ったときの切り目の面を𝛥𝑆 （𝑥 軸に垂直な面）とする。

ということで、四面体の残りの3面は座標平面の切り口とし、それぞれ𝛥𝑆 、𝛥𝑆 、𝛥𝑆 と
する。そして、灰色の面𝛥𝑆に𝐟という応力ベクトルが働いているとする。

そして、いま弾性体で力がつり合っているとすると、斜面全体に作用する力と等しいと
いうことで、(13)式をつくることができる。

ここで、(13)式の右辺をすべて左辺に移項することで、すべての和がゼロという式の作
り方があると思う人もいると思うが、作用反作用の関係で𝐟 という応力ベクトルが働い
ているとすれば必ず-𝐟 という応力ベクトルの力も斜面にはたらいてつりあっていること
になる。したがって、𝐟 、𝐟 、𝐟 の向きをどっちに定義するかで+にすることも−にすること
も問題ない。
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しかし、(13)式が成立する方向に𝐟 、𝐟 、𝐟 をとると考える。それで、つり合いの式を(13)
式で表す。

そして、斜面の法線ベクトルをNとすると、法線ベクトルの成分は斜面の面積と座標平面
に垂直な切り口の面積の比で表すことができる。そこで、(14)式を(13)式に代入し、𝛥𝑆で
割ると、(15)式となる。ここで、𝐟 、𝐟 、𝐟 は斜面に働く三次元ベクトルなので、これを独立
な直交する3方向の成分に分解して(16)式にように表す。

そして、(16)式を(15)式に代入すると、次の関係として、(17)式を得る。
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(15)式、(16)式を整理すると(17)式を得る。

応力ベクトルは、応力を行列で表した𝛔の転置の法線ベクトルという形で表せる。これ
を応力と定義するのが三次元の応力の定義である。

２階のテンソルは何かのベクトルを違うベクトルに写像するものであるが、この応力と
いう２階のテンソルは法線ベクトルを斜面に働く応力ベクトルに写像する行列、あるい
はテンソルであると考えられる。

そのほかに応力には大切な性質がある。(17)式は力の釣り合いから応力を定義したが
、微小平行６面体に作用する応力ベクトルを考えてみると、微小６面体が回転しないで
つり合っているということから、モーメントがつり合っているといえ、応力の転置がもとの
応力と同じという大事な結果を得ることができる。つまり、𝜎 成分は𝜎 成分と同じであ

る。

これは、例えば、𝜎 というのは工学的は表記だと𝜎 、𝜎 と表記される。これは一行一
列なので転置しても変わらないが、非対角成分である𝜎 というのは工学的な表現では
𝜏 、𝜏 という風に表記される。ここで、(18)式で言っていることは、𝜏 は𝜏 であるとい

うことである。

応力は対称である。つまり行と列をひっくり返しても同じ性質がある。応力はそもそもど
のように定義されるか、それに応力ベクトルは大切なかかわりをもっている、それが対
称であるという話であった。この行列の各成分が応力である。応力は図5に示される微
小四面体の斜面に作用する応力ベクトルと法線ベクトルの関係を与える。また、微小６
面体に作用する応力ベクトルのモーメントの釣り合いより(18)式を得る。応力の成
分は対称なのである。
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弾性体の表面𝑑𝑆に作用する応力ベクトルを𝐟とする。

弾性体が力学的に平衡状態にあるならば応力ベクトルを表面に全体について積分した
結果について(19)式が成立する。
なお、重力を考慮する場合は重力加速度𝐠、密度を𝜌として(20)式が成立する。
(19)式は何かというと、表面に作用する単位面積当たりのベクトルをfとする（先ほどの
応力ベクトル）。

もしもこの弾性体がつり合い状態にあれば、表面に作用する力を表面全体で積分した
結果が鋼応力の計算になる。
表面に作用するベクトルの鋼応力はゼロになる。つまりつり合っているということである。
そして、地球上には必ず重力があるので、重力、体積力を考慮した定式化となっている。
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ここで(19)式左辺を応力を用いて表せば(21)式となる。(21)式左辺にガウスの発散定理
を適用することにより(22)式を得る。

これがゼロになるというのが(19)式であるが、弾性体内部の任意の領域に対してゼロ
が成立することを考えると、結局 (23)式が成立することが分かる。

左辺がつり合っていればゼロであるということは、右辺もゼロである。ここで、右辺につ
いて、ガウスの発散定理を使ってかくと、(22)式右辺のようになる。２階のテンソルもガ
ウスの発散定理が適応できるためである。したがって、ガウスの発散定理を適応すると、
表面積分がボリューム積分となり、ボリュームのなかで、ダイバージェンスという形にな
る。そして、それがイコールゼロという形になる。

ところで、この任意のボリュームというのは、今考えている弾性体の全領域の表面につ
いても成立するが、どれだけ微小な弾性体の中の内部をとっても、必ず成立する。

したがって、(23)式が弾性体の平衡方程式となる。ここで、注意すべきことは、(23)式は
総和規約を使用しているということである。

総和規約でiが上と下の項にあるため、iについてΣをつけて解釈する必要がある。そし
てjについては一項しかないため、とりうるすべての数ということで、今は三次元を考え
ているため、j=1、2、3とでてくるため、三行におよぶ式となる。そしてiはΣをつかって書く
式で、弾性体の釣り合い方程式を書いてある教科書もたくさんある。

重力を考慮する場合は慣性力の項が追加され(26)式を得る。(23)または(26)が弾性体
の静的な平衡方程式となる。
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静的な平衡式では(27)式右辺をゼロと置いたが、この項がゼロで無ければ荷重がつり
合っていないということから弾性体は加速度運動を始める。
慣性項は(27)式左辺で表される。(27)式右辺の応力ベクトルを定義に従って(28)式のよ
うに応力を使って書き換えた後、ガウスの発散定理を適用すると(29)式を得る。
この式は弾性体内の任意の領域に対して成立するので積分記号を取った(30)式が成
立する。これが弾性体の運動方程式である。

ということで、動的な問題の場合は、左辺の慣性項がついてくる。これを考慮したのが、
有限要素法の動的な解析であり、これを除いたものが有限要素法の静的な解析であ
る。



有限要素法の定式化の出発点となる「仮想仕事の原理」を導いて見る。
運動方程式の両辺に任意の仮想変位𝛿𝑢 を乗じると(31)式を得る。ただし変位が拘
束されているところでは𝛿𝑢 =0とする。
ここで(31)式からはいったん離れて、𝜎 𝛿𝑢 という項を考える。この項は２階のテ

ンソルにベクトルが乗じてあるので結果はベクトルになる。
この項にガウスの発散定理が適用すると(32)式を得る。この式の左辺を微分の
連鎖則に従って微分すると(33)式を得る。
仮想仕事の原理は有限要素法の出発点である。運動方程式の両辺に任意の仮想
変位𝛿𝑢 を乗じる、ここで𝛿は任意の微小過小変位である。ただし変位が拘束されてい

るところでは𝛿𝑢 =0、つまり拘束されているところは必ず拘束されるという条件をまもる
ため、ここだけは過小変位はゼロであるという約束をした上で、𝛿𝑢 をかけてボリューム

積分したという式が(31)式である。ここで、𝛿𝑢 というのは任意の仮想変位なので、どん

な問題に対してもこれが成立するということは、(31)式の条件をそのままにするというこ
とである。
𝜎 𝛿𝑢 という項を考える。𝜎は行列であり、この項は２階のテンソルにベクトルが乗じて

あるので結果はベクトルになる。したがってガウスの発散定理が適用できる。



ここで(33)式左辺の第２項を右辺に移項すると−になり(34a)式となる。

さらに右辺第１項を応力ベクトルを使ってσを書き換えると𝑛 𝜎 =𝑓と書き換えら

れるため、(34b)式を得る。

ここで、左辺について、この関係を(31)式の右辺第1項に代入すると(35)式を得る。

ここで(36)式で定義される仮想ひずみを代入する。この仮想ひずみは、工学ひずみ𝛿𝜀
、 𝛿𝜀 、 𝛿𝜀 は完全に一致する。また、せん断ひずみや工学ひずみの定義は二分の一

がないので、じつはここで使用する仮想ひずみは数学テンソルによる仮想ひずみという
ことで、直ひずみについては工学ひずみと同じで、せん断ひずみについては工学ひず
みの半分であるという性質のある数学ひずみとよばれるものである。(36)式から明らか
なように仮想ひずみと仮想変位はそれぞれ独立な関係にあるのではなく対になってい
る。つまり仮想変位を与えると仮想ひずみはそれに応じて一意に決まる関係にある。
以降の有限要素法の定式化に関係するので覚えておく。

また、(36)式は数学ひずみと呼ばれ、直ひずみについては工学ひずみ𝜀 、 𝜀 、 𝜀 と一

致する。

一方、せん断ひずみについては、工学ひずみ𝛾 、𝛾 、𝛾 の半分となる。工学ひずみ

は物理的な考察から定義されていますが、数学ひずみは総和規約によるテンソル演算
ができるように定義されたものと言える。

12



応力の対称性を考慮すると(37)式が成立するので(36)式は最終的に(38)式のように表
すことがでる。この式は「仮想仕事の原理」と呼ばれ、動的な場合は、

慣性力のなす仮想仕事＋内力のなす仮想仕事＝外力のなす仮想仕事
は等しいという関係を示している。静的な解析においては(38)式の第一項がゼロ
になるため、慣性力のなす仮想仕事を落とし、
内力のなす仮想仕事＝外力のなす仮想仕事
という式になる。「仮想仕事の原理」は有限要素法の定式化の出発点となる。
ここで、仮想ひずみと仮想変位の関係について(36)式のように任意の微小変位
量である仮想変位をきめることそれに対してひとつの仮想ひずみが決まる。
したがって、ここでは仮想変位と仮想ひずみは独立ではなく、対になっている。

有限要素法には、仮想仕事の原理を定式化する方法の他に、微小変形弾性体
に至ってはポテンシャルエネルギー最小の原理という方法もある。



ここまで弾性体の平衡方程式と有限要素法の定式化の出発点である仮想仕事の原理
について説明した。

ここで構造解析を実施する上でいろいろとよく登場する言葉について少し説明しておく
。
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始めに応力の座標変換について説明する。

ベクトルが(40)式の座標変換行列によって(39)式のように座標変換可能であることはよ
くご存じだと思う。応力やひずみの座標変換は(41)式によって座標変換を行う。

まず、一次元のベクトルの座標変換は座標変換行列𝐐をつかって新しい座標系に変換
できる。二次元の場合は(40)式をつかうことで、θだけ回転した新しい座標系に変換で
きる。また、座標変換について直交座標の場合については転置が逆行列であるという
性質がある。つまり𝐐の転置は𝐐の逆行列となる（直交行列）。

座標変換行列は典型的な直交行列であり、２階のテンソルの座標変換は両側から座
標変換行列𝐐と𝐐の転置をかけてあげる（二次形式演算）。

したがって、２階のテンソルでは二次形式演算によって座標変換を行う。
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証明は次の通りである。

応力ベクトル𝐟と応力、法線ベクトルの関係は(42)式のように表された。𝐟と𝐧がベクトル
で𝛔が２階のテンソルである。

ここで、座標軸の向きをかえて座標変換したときの変換行列を𝐐とする。

いま(43)式のようにある方向に法線ベクトルが𝐧から𝐧 に座標変換されたとする。同じ
方向に応力ベクトルも𝐟から𝐟 に座標変換すると(44)式の関係を得る。(42)式に(43)式、
(44)式を代入し、両辺に𝐐 （＝𝐐の転置）をかけると(45)式を得る。なお、こられの計算
では直交座標変換行列𝐐の逆行列が𝐐の転置行列であるという関係を利用している。
(45)式の両辺に左より𝐐を乗じると(46)式となる。これは座標変換後の応力ベクトル、応
力、法線ベクトルの関係を示している。これより(47)式を得る。

したがって、応力の座標変換は両側から二次形式で座標変換行列をかけてあげるとい
うことになる。ひずみも同様である。

流体と固体の定式化の一番の違いは観測しやすさの観点から、流体は空間に固定し
た座標系で観察するのに対し、固体の場合は物体に固定した座標系で観測することが
多い。また、ひずみについてもひずみゲージを構造体に貼り付けて測定する際、必ずし
も測りたい方向で測れるとは限らない。貼りやすい方向で貼って計測をし、あとで座標
変換することで自分の知りたかった方向のひずみに書き換える、ひずみが分かれば応
力が分かるので求めたい方向の応力が計算できるという事例があるため、座標変換
は重要である。

したがって、座標変換の結論は、ベクトルの場合は座標変換行列𝐐を一回かけるのに
対し、２階のテンソルの場合はさらに右側から𝐐の転置をかける必要があるということ
である。
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それでは応力の座標変換の演習を行ってみる。

水平状態で図6(a)のように𝜎 =10[Pa]となるように外力を作用させた、他の応力成分は0
となるよう荷重を作用させる。

このひっぱりの荷重状態を維持しながら部材を図6(b)のようにπ/4回転したときの応力
を計算する。

部材を図6(b)のようにπ/4回転したため、𝜎 =10は座標変換が必要になってくる。
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MATLABを用いて演習の計算を行ってみる。

まずMATLABを立ち上げる。MATLABはメインプログラムに相当するものをスクリプトと呼
ぶ。

コマンドウィンドウは計算結果が表示されるところであり、簡単な一行程度のプログラ
ムであれば、コマンドウィンドウに入力して計算することができる。

これとは別にプログラムを入力するためのエディターを立ち上げると便利である。

そこでエディターをたちあげてみる。図の立ち上がった状態で画面左上の「新規スクリ
プト」をクリックする。スクリプトとはMATLABでは主プログラム（メインプログラム）という
意味である。
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図のようなスクリプトを入力するエディタが開かれるので、この図にあるように4行のプ
ログラムを入力する。

部材をπ/4回転したということは物体を固定して、座標系をーπ/4回転させたことになる
。だから回転角はーπ/4ということで、座標変換行列Qをつくることとする。プログラムに
ついて、最初にσ（応力行列）について、MATLABでは行列は[大カッコ]で定義する。そし
て列の区切りは空白もしくはカンマ（、）で区切る。したがって、[10 0 ; 0 0]は一行一列目
の成分が10、一行二列目の成分が0となる。また、セミコロン（；）は改行を意味するた
め、セミコロン（；）のうしろの0は二行一列成分となる。したがって、二行一列目、二行
二列目の成分は0となる。したがって、σ₁₁のみが10でそれ以外（σ₁₂、σ₂₁、σ₂₂）はゼロで
ある。また、座標変換前の応力行列がsigmaになる。

MATLABではセミコロン（；）はあってもなくても実行できるが、セミコロン（；）があった場
合、結果をコマンドウィンドウに表示しない。

Piは円周率πであり、MATLABには組み込み関数というものがあり相当の桁数までpiと
いう変数名で自動的に数値を代入できる。

したがって、pi=3.14という定義は必要ない。いきなり使用して大丈夫である。

二次元の座標変換行列Ｑは行列なので、先ほどと同様に[大カッコ]で行列の定義をし
、行列の行のおわりにはセミコロン（；）を打つ。

新しい座標変換後の行列をsigmaとすると、sigma=Q*sigma*Q’とかく。ここでダッシュ（‘
）は転置を意味する。

MATLABで、行列の掛け算はスカラーの掛け算のように書くことができる。

Sigmaの最後にセミコロン（；）がないので、これを実行するとコマンドウィンドウに結果で
ある新しいsigmaが表示される。
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また、MATLABは大文字と小文字を区別するため、プログラムを書く際は混合しないよう
に気を付けること。

また、右側の％以降の文字はコメントである。したがって、プログラムを実行すると％以
降は無視される。
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プログラムの入力が終わったら画面右上にある緑色の三角形の「実行」ボタンをクリッ
クする。

作成したプログラムの保存を求められるので、マイドキュメント内もしくはデスクトップに
適当なフォルダを作成し、 stress.m という名前で保存する。ファイル名の最後は.mとす
る。

保存が終わると実行され、コマンドウィンドウに結果が表示される。

これより𝜎 、𝜎 、𝜏 が５に変換されたことがわかる。

ではプログラムを変更してπ/2回転したときの応力を計算してみる。−π/4の部分をーπ/2
と書き換えて実行すればよい。

すると、いままで引っ張っている方向がx方向からy方向になるため、𝜎 =10が𝜎 =10に
なるはずである。
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次に主応力について説明する。一般に対称な行列（応力）には

１）固有値は実数である、

２）異なる固有値の固有ベクトルは互いに直交する、

３）重根の固有値の固有ベクトルは互いに直交するよう定めることができる

という性質がある。応力も行列で表記することができるので

(48)式のような固有値問題（応力の固有値を探す問題）を考える。(48)式を満た
すような右辺のσを固有値という。固有値が決まるとそのベクトルN₁、N₂、N₃が決
まる。したがって(48)式が０以外の解を持つ条件として(49)式を得る。つまりσの
逆行列が存在してしまうと、答えがゼロになってしまうため(49)式のような式が必
要になってくる。
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行列式を展開すると3次方程式となっている。この式は「固有方程式」と呼ばれる。
この固有方程式の解を主応力という。

𝐽 、𝐽 、𝐽 は方程式の係数行列であり(51)式のように定義できる。主応力の値は
座標軸の取り方に一様である。また、𝐽 、𝐽 、𝐽 も座標系によらないことが知ら
れておりこれらは「応力の不変量」と呼ばれる。また、(51a)式を3で割った値は「
静水圧」と呼ばれる。
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根と係数の関係より応力不変量は主応力によって(52)式のようにも表すことが
できる。これより、𝜎 、𝜎 、𝜎 の固有値と固有ベクトルが求まると、図７のような主
応力が得られる。

得られた主応力に対する固有ベクトルはお互いに直交する。したがって図７より
、黄色い線と赤い線は直交していることがわかる。また、固有値の大きさ線の長
さで表している。また、圧縮を黄色、引張を赤い線で表している。

図７は四角形の梁を荷重条件（下側の二点を単純支持して、中央点あたりに集
中荷重をかける）のもと解析を行った結果である。結果より、力の流れの様に見
ることができる。なにしろ、主応力はせん断応力がないような荷重の方向を見つ
けるという作業なので、一種のベクトルとして見ることができる。

図7は有限要素法によって求めた要素の応力を主応力を用いて表した一例であ
る。２次元解析なので、各要素は主応力および固有ベクトルが二つあるため、黄
色い線と赤い線の二つが表示される。また、向きは固有ベクトルの方向を表す。
セルひとつひとつが有限要素となる。ひとつの有限要素に対してひとつの応力
があり、その応力について固有値と固有ベクトルを計算して表示させたものであ
る。固有ベクトルはそれぞれ直交しており、主応力の大きさは固有ベクトルの長
さで表現されている。また、主応力が負の値、すなわち圧縮の場合は黄色で、引
張の場合は赤で表示されている。主応力図は力の流れを示す図として解釈され
る。

応力の固有値問題について主応力でみると力の流れがわかるということで、主
応力を表示させる機能がたいていの商用プログラムには入っている。
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主応力を求める演習を実施する。ここに示されるような応力場の主応力とその方向を
計算する。

MATLABの固有値計算は組み込み関数eigを用いる。aは三行三列の行列の定義であ
る。そしてeig(a)とやると固有ベクトルを行列Qの中に順番にかいしてくれる、一方Sは対
角項に固有値をかいしてくれる。

したがって、行列を定義してeigという組み込み関数をよぶと、固有ベクトルと固有値を
一発でかいしてくれるという大変便利な機能がある。

主応力はお互いに直交している、そして主応力成分のみでみるとせん断応力がなくな
ってきて力の流れを知ることができる。

それから主応力は座標軸によらない値である。主応力を作る時の固有方程式の係数
は応力の不変量と呼ばれる。
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次にMises応力について説明する。

Mises応力は、３次元応力場を１次元の応力に換算する式で金属の降伏の判定に用い
られる。有限要素法の商用プログラムには図のようにMises応力を表示する機能があり
、我々はどの位置に大きな応力が発生しているのか、また、その値は降伏応力に比べ
十分に小さい値かを確認することができる。

図１０は一端を固定して一端に集中荷重を受けるという片持ちはりの解析の例である。
この先端に集中荷重をかけると根元に近いほど応力は高くなる。それから中立軸では
応力は０になる。中立軸から表面に近づくほど応力は高くなる。そして、根元の上と下
が赤く高い応力状態になっている。したがって、荷重を大きくしていくと根元の赤い部分
の値がどんどん大きくなっていって降伏応力に達してしまい、その時に材料は降伏して
しまう。したがって、応力状態の厳しさを赤とか青とか黄色とかで表示する絵がMises応
力の図である。

応力は行列である、それをMises応力である一軸引張に換算する方法について次に説
明する。
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Mises応力と降伏条件の仮定についてもう少し詳しく説明する。

Mises応力では主応力空間（座標軸に𝜎 、𝜎 、𝜎 をとった空間とあらわすことに
よって、どのような応力状態でも必ず主応力が３つあるので主応力空間上
の点で表すことができる）に静水圧直線（𝜎 = 𝜎 = 𝜎 の直線）を軸とする円柱
を仮定する。

金属は静水圧が高くても降伏しないということが実験事実として知られており、こ
の円柱の中心軸より離れるほど一軸相当応力は高いと仮定する（静水圧直線
状にあれば材料は弾性である）のは妥当である。そこで、中心軸からある距離r
離れた面で材料は降伏すると仮定する。この面を降伏曲面と呼びます。降伏曲
面の内側では材料は弾性状態である。降伏後は応力は降伏曲面上をすべるか
のように移動する。通常、材料は降伏後もすこしずつ応力が増加する。これを「
ひずみ硬化」と呼ぶが、このひずみ硬化を考慮する場合は、降伏曲面の半径r
が大きくなると仮定する。

さて、静水圧直線上の点をパラメータをつかって（p、p、p）と表す。(53)式で表さ
れる静水圧直線と直交する平面（図でいうと円筒の蓋の部分）はσ𝟎という点を考
えて(54)式で表される。ここで、σ − σ𝟎は半径方向のベクトルである。これよりσ𝟎

に(53)式を代入することで、静水圧は主応力で表すと(55)式となることが分かる
。

応力の不変量で「静水圧」を説明したがそれと同じ式である。
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これを(56)式で表される円筒の式（σ𝟎という中心軸からσだけ離れた距離が円筒の半径
rと等しい）に代入すると(57)式を得る。ここでrをきめる必要があるが、一軸の短軸の引
張試験（𝜎 のみ増やしていって材料がいつ降伏するかという試験）の場合𝜎 =𝜎 =0とし
、𝜎 ＝𝜎 となるようにrをきめると(58)式を得る。(58)式の両辺を2で割って、√（ルート）を
取った値をMisesの応力（一軸相当応力）といい、(59)式のように定義すれば、これが降
伏応力に達したときに材料は降伏するという式になる。ミーゼスさんは、多軸の応力状
態を一軸に換算する式として提案された。したがって、三次元の球応力状態のものも
主応力を使うと一軸で換算できる。これは金属の降伏の実験と非常によく合うというこ
とで、いまのところ金属の降伏条件としてミーゼスの降伏条件を使用することが非常に
多い。

降伏応力は塑性ひずみの増大とともに少しずつ大きくなることを考慮し、降伏条件を
(60)式のように定義する。これがMisesの降伏条件式と呼ぶ。
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主応力で表される式である(59)式を２乗したものを応力不変量で表すと(61)式となる。
この応力の不変量𝐽 、𝐽 は主応力ではなくてほかの式で定義することができる。応力不
変量を主応力ではなく一般の応力で表すと(62)式を得る。これがミーゼスの応力と呼ば
れるもので、三軸の応力状態を一軸に換算したものを色で画面に表示するということと
なる。材料が降伏するかどうかの判定に主応力をいちいち計算するのは大変なので
(59)式よりも(62)式が広く使われる。
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それではMATLABを利用してMises応力を計算する演習を行う。

ここで、...（ピリオド３つ）はMATLABでは次の行に続くという継続行の意味である。

C言語ではなにも書かなくてもよいが、MATLABでは次の行に続くことを…で知らせる必
要がある。

また、行列Sについては各自、上式の3×3行列を定義すること。
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