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趣　旨

　高分子材料はゴム、繊維、プラスチックス、接着剤、塗料などとして、さまざまな用途で大量に使われて
いるために、たとえば部品の破損によって重大事故につながる可能性は十分に考えておかなければなら
ない。
　最近では、測定装置の高精度化、デジタル化などでより多量のデータの集積も可能になったこと、また、
コンピュータ処理の高速化で分子の運動に対するシミュレーション技術やFEMによる計算もより詳細にな
ってきていることは事実であるが、材料を超えて、現象を超えて、総合的な視点から材料の強度・破壊に
ついて考えるということはむしろ希薄になっている。 材料強度に関する研究は、どちらかというと材料技術
の縁の下に位置する地味な分野である。若い人がバイオ、宇宙、ロボットなど華やかな分野に目が向くの
もあながち責められないけれども、このような分野を支えるのが材料技術であり、また、材料技術を支える
基本が材料の強度であることをもっと理解してもらうことができればと考えている。　(成澤 郁夫「はじめに」
より抜粋)
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