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問１ 材料の強さとはどのように表すか。又、材料の強さの単位を書け。 

（ 材料が外部の力に抵抗する程度を数値で表したもの。      ） 

 強さの単位（ N/mm ）・（  Pa  ） 

問２ 材料の引張り強さはどのよう試験で測定するか。 

 （  引張  試験） 

問３、問２の答えの試験方法を説明せよ。 

  JIS で規定された試験片を引張力に徐々に加えて試験片が任意の断面で破談するまで

の力と変形量の関係を調べること。 

 ※ 応力とは→    力÷試験片の原断面積 

 ※ ひずみとは→   変形量÷試験片の原標点距離 

 問４ 図は炭素鋼（軟鋼）、鋳鉄、黄銅の引張り試験結果から得た、応力ひず

み線図である、次の小問に答えよ。 

①図中の１，２，３の材料名を書け。 

    １（ 軟鋼 ） ２（ ねずみ鋳鉄 ）  

３（ 黄銅 ） 

 ②点Ｐの応力を（4 比例限度 ）といい、 

この点までは応力とひずみが 

（5 比例  ）する。 

 ③点 Eの応力を（6 弾性限度 ）といい、荷重を除くと試験片が（7 原形 ）

に戻る限界点である。 

 ④点Ｙ２～Ｙ３では、荷重の増加がなくても伸びが増加する。この現象を 

目標：引張り試験において、各材料の強さについて学ぶ 
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（8 降伏 ）といい、降伏が生じるときの応力を（10 降伏点 ）という。 

 ⑤点Ｙ１を（11 上降伏点 ）といい、点Ｙ２～Ｙ３のところを 

（12 下降伏点 ）という。 

⑥材料が 降伏してもさらに荷重が増すと、応力は点Ｍｓで最大となる。この

点の応力を（13 極限強さ 、14 引張強さ ）という。 

⑦点Ｍｓを過ぎると、材料の局部が急に伸びはじめて、はじめの断面積が 全

体に減るなかで、一部が絞られて小さくなり、点Ｚｓでついに 

（15 破断 ）する。 

 ⑧ひずみの大きな材料は（16 展延性 ）に富んでいる。 

 ⑨軟鋼と黄銅の応力ひずみ線図を比較し、最も著しい相違点を調べてみよ。 

      （ 軟鋼は降伏点があるが、黄銅は降伏点がない。 ） 

 ⑩一般に金属材料は、引張り強さや、降伏点・耐力が大きく、（17 伸び ）・ 

（18 絞り ）の小さいものほど加工しにくい。 

＜グループ学習＞応力－ひずみ線図で各応力について、キーワードを抜き出し

てみよう。（P30～32） 

グループの答え 他のグループの答え 

  

 

チェック欄 
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問１ （  ）に適する語句を入れよ。 

（1    ）(hardness)は、強さとともに機械的性質の中でも重要な性質で

ある。一般に、硬い材料は強いが伸びや絞りが（2小さく・大きく）、こわれや

すい性質をともなうという関係があるので、硬さによっておよその機械的性質

を知ることができる。また、硬さは（3    ）性にも関係があるので、多

くの機械部品では硬さが重要視される。 

（4      ） 

硬さ試験（HBW） 

 

比較的大きな試験力を

（5    ）に加えて試

験片 

に押し込むので、くぼみの

面積が大きくなる。そのた

め、素材の試験には適する

が、 

（6 薄・厚）板や小物の試

験片、浸炭・窒化などの表

面硬化層、加工変質層など

の測定には適さない。 

（7     ） 

硬さ試験（HV） 

 

くぼみを計測したときの

誤差が（8少なく・多く）、

軟らかい材料から硬い材

料まで、試験力を変更する

だけで硬さ測定ができる。

小物部品、薄板、浸炭・窒

化などの表面硬化層、加工

変質層などの測定に 

（9 適している・適さな

い）。 

（10      

 ） 

硬さ試験（HRC、HRB） 

 

硬さの値は、直接硬さ指示

計に表示され、測定が簡単

に行える。HRB の圧子には、

鋼球や（11     ）球

を使用する。 

目標：色々な硬さ試験について学び、理解する。 （なぞる） 
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（12      ） 

硬さ試験 

 

硬さの値は、直接硬さ指示

計に表示される。運搬や取

り扱いが簡単で、被測定物

の大き 

さを制限しないで硬さの

測定ができる。くぼみがほ

とんど残らないので、各種

製品の試験に適している。 

問２ （  ）に適する語句を入れよ。 

機械部品には、急激な荷重が加わる場合がある。このような荷重を衝撃荷重

(impact load)といい、もろい材料は破壊を起こす。このように、破壊しやす

い性質をもろさまたは（1    ）(brittleness)という。一方、破壊しにく

い材料とは、（2     ）が生じても破壊するまで大きなエネルギーを吸収

できる材料をいう。材料の破壊しにくい性質を粘り強さまたは�

（3     ）(toughness)といい、 

粘り強さは、衝撃試験によって調べることができる。 

衝撃試験は図のような振り子形の（4    ）で試験片を破断し、破断に

要したエネルギーからその材料の衝撃値[JÄcm2]を求める。 

（5       衝撃試験法） 

 

チェック欄 
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問１ （  ）に適する語句を入れよ。 

電車や自動車などの車軸は、回転により方向の変わる荷重を繰り

返し受けている。この場合、その材料に負荷される荷重の大きさが

かなり小さくても破壊することがある。このような現象を疲れまた

は（1.     ）という。疲れ試験によって繰返し応力 S と繰返

し数 N の関係を調べると、この関係は（2.       ）で示さ

れる。鉄鋼材料の S� N 曲線では、繰返し応力の低下にともなって破

壊までの繰返し数が増加するが、繰返し数が 107 程度で折れ曲がり、

それ以後は水平となる。折れ点以下の応力をいくら繰り返しても破

断しないので、この限界応力を（3.     ）または（4.    ）

という。 

（5.      ）など非鉄金属の場合は、いつまでも右下がり

の曲線となり水平部が現れず、疲れ限度が存在しない。このような

場合は指定された繰返し数(例えば 107 回)に耐える応力の上限値を

時間強さとして評価する。（6.      ）は、疲れ限度と時間強

さの総称である。疲れ強さは、材料の寸法(直径や板厚など)によっ

て変化する場合がある。また、材料に段付部や穴といった形状が急

変する部分があると、その部分に応力の集中が起こり、疲れ強さは

低下する。 

問２ （  ）に適する語句を入れよ。 

機械には、歯車や軸と軸受などのように、二つの部品が接触しなが

目標：材料の疲れ強さ、摩耗、温度の影響について学ぶ。（なぞる） 
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ら運動するものが多く、（7.     ）で精度が低下したり破壊し

たりする。このような摩耗現象は、材料の性質によるだけでなく、

接触する相手材料の性質によっても変化するので、材料の耐摩耗性

だけでは考えられない。材料の耐摩耗性と関連のある材料の性質と

しては、表面の硬さや仕上げ面の程度が重要なものとなる。しかし、

硬いものどうしの組み合わせよりも、硬いものと軟らかいものとの

組み合わせのほうが摩耗しにくいということもあるなど、摩耗につ

いては複雑な現象を示しながら進行するので、十分に考える必要が

ある。一般に、金属材料は、高温では強さや硬さが低下して変形し

やすくなり、低温では強さや硬さが増すが、（8.やわらかく・もろく）

なる傾向がある。炭素鋼は、常温以下の低温になると衝撃値が急激

に（9.    ）してもろくなる性質がある。これを（10.     ）

といい、この温度を（11.     ）という。したがって、遷移温

度以下では、衝撃荷重を受けるところには使用しないことがたいせ

つである。また、弾性限度以下の一定の小荷重を、高温のもとで連

続して受けるような場合でも、時間の経過につれてしだいに変形が

進む。この現象を（12.     ）といい、（13.     ）のも

とで使用される機械部品では、とくに重要な問題である。なお、鉛

や低融点合金では、常温でもクリープが現れる。 

 

 

 

  (14.       )      (15.       ) 


