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農業機械は戦後わが国の食糧生産に主要な役割を果た してきたが､今 日の農業

を取 りまく諸情勢の急激な変化によってその重要性は益々増加 しつつある｡今 日

の農業生産に強 く求められているのは低 コス ト化ならびに高品質化である｡これ

を達成するには農業機械 ･施設のさらなる高性能化が必要である｡ このために､

各種の-イテクノロジーを活用 した機械 ･施設の開発が課題となっている｡械械

を開発するメーカーにとっては作 目の多様化､花 き ･園芸の機械化 ･施設化に伴

い多品目の機械を利用者に提供する必要に迫 られている｡ また､メーカー間の競

争 も激 しく､開発サイクルの短縮が従来以上に求め られている｡

このような農業機械 ･施設に対する要求に応えるには､ これまでの経験ならび

に試行錯誤に基づ く開発方式をより合理的なものに改めなければならない｡その

有力な手法の一つとしてCADの導入 ･利用が進められつつある｡ しかるに､現

在のCADは作図ツールとしての機能が主で､その名の示す設計械能はほとん ど

持 っていないのが実状である｡ したがって､設計プロセスの合理化を進める必要

があるが､それにはCADの主要部として有限要素法を中心とする数値解析手法

を積極的に活用す ることが望 まれる｡

さて､農業機械を力学 システムとしてみると､機械単独の挙動を分析するだけ

では不十分で､その作用対象である土や植物 との関わ りの中で把握 されるべきも

のである｡これら使用環境 との相互作用は古 くか ら重要性が認識 され､農業機械

を特徴づける要素 となっている｡ したが ってこの相互作用を十分に考慮 した上で

力学挙動を分析 しなければな らない｡

例えば､プラウ桝を行 っている トラクタの挙動を分析するには地盤 (圃場) と

機体とが達成 した力学系､言い換えると､土一機械達成系として一括 して分析す

ることが重要である｡ しかるに､ これに関 しては必要性 は認識 されていても効果

的な解析法がないために実行できなかったのが実情である｡

本研究は土一機械系を主対象に有限要素法を活用 した新たな解析法の開発を試

みたものである｡ この分野では土の力学的挙動の複雑 さ､機械の作用形態の多様

さ､機械と土の接触面での挙動の把寝の困難 さ､など多 くの要因により従来はい

ずれか一方､ もしくは､走行装置周辺の局所的な分析に止まっていた｡ また､同

じ理由により研究の大半は実験的なものであった｡ このような状態か ら脱却す る

には､各種の工学分野において最近飛躍的に応用範囲が拡大 している数値解析手
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法 の適用を図 るのが最 も効果的である｡

本研究ではその第一段階 と して､土一機械系の力学挙動をい くつかの例につ き

比較的簡単な有限要素法で どの程度解析 しうるか.チ ェックした｡ プログラムの開

発 に当た っては､ これ らの解析を誰で も容易 に行えること､大学での教育､ある

いは､技術研修な どにも使用す ること､などを考慮 して 16ビッ トのパーソナル

コンピュータを主要機種 とした｡ また､パー ソナルコンピュータの持つ強力なグ

ラフィック機能 により結果を理解 しやす く表現す るためにプログラム言語 として

は主 に BAS ICを用いた｡

今回 は幸いに して､3年間にわたり科研費の補助 を得て研究 を効果的に展開す

ることがで きた｡

本研究で試みた主な項 目は次の通 りである｡

a.乗用 トラクタによるプラウ耕のモデル化 と解析 (土 一機械系)

b. - ン ドトラクタによるロータ リ桝のモデル化 と解析

(土 一機械 一人間系)

C.クロー ラのモデル化 と解析 (土 一機械系)

d. - ン ドトラクタの固有振動解析

e.平板 の傾斜沈下 に関す る弾塑性解析

∫.車輪の転勤 に関す る弾塑性解析

g.地盤変形 の 3次元解析

h.解析結果の検証 システムに関す る検討

本報告書はこれ らの研究に関連 してまとめた発表論文 といくつかの未発表論文

および実績報告概要か ら構成 されている｡ この中で､発表論文 は共著の ものであ

り､本研究 に関連 して代表者がその一部 に参加 した ものであることをお断 りして

お く｡ ここで開発 した手法の解説書を作成す ることも目的の一つであったが､ま

だ不十分であるの と紙面 の都合で ここでは省 いた｡解析 プログラムとその解説書

は別の機会に作成 したい｡

最後 に､本研究 を行 うに際 して協力 ･指導 いただいた方々､特に､発表論文の

共著者諸氏に深 く感謝申 し上げます｡

平成 3年 3月
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2. 1 計画ならびに経過

本研究は昭和 63年度～平成 2年度の 3か年計画で実施 したが､その実施計画

(各年度交付申請書)は次の通 りであった｡

1)昭和 63年度

(1)土一機械系を3次元 ラーメン ･トラス要素混合モデル､ 2次元 ラーメン

･トラス ･連続要素混合モデルで表示 した有限要素法の定式化およびプ

ログラ ミングを行 う｡解析は大型 コンピュータ､パソコン両方で行 うの

でプログラムはF0RTRAN､BASICで作成す る｡

(2)これにより トラクタを主対象にプラウ耕､ ロータ リ耕等､定常状華にお

ける挙動を解析 し､その結果を整理する｡

(3)この解析法を動的 シ ミュレー ションやモーダル解析等の動的な問題に紘

張で きるようにプログラムの改造を行 う｡

(4)解析条件 と類似の条件で実験を行 う｡

2)平成元年度

(1) 3次元問題解析用プログラムを開発する｡ まず､弾性解析用プログラム

を作 り､その後､弾塑性問題解析への拡張を行 う｡

(2) 2次元問題解析用に開発 した (63年度)プログラムを用 いて トラクタ

の力学挙動のシ ミュレー ションを各種行 う｡

(3)2次元に限定 して振動問題等の動的解析あるいはモーダル解析を行 うた

めのプログラムを開発 し､いくつかの例について解析を行 う0

(4)土一機械一体系の力学挙動の解析法 に関す る整理を行い､その評価法 に

ついて も検討を行 う｡

3)平成 2年度

(1) 3次元弾塑性解析プログラムを完成 させ､従来解析が困難であ った 3吹

元状態における走行装置下の土の挙動を詳細に分析す る｡

(2)土一機械混合 システムにおける解析結果､ トラクタによるプラウ耕､ ロ

ータ リ桝､あるいはクローラの力学挙動等を整理する｡

(3)これ らの解析に用いたプログラムを整理 し､プログラム集および解説書

を作成す る｡
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研究 の経過 につ いては結果 の概要 とと もに後述す るが､第一段階 と してはは じ

めの計画を概 ね達成 で きた と考 えてい る｡ただ し､3次 元弾塑性解析 および動的

解析 に関 して はその手がか りをつかんだ段階 に留 ま った｡本研究で は､パー ソナ

ル コン ピュー タを利用 した有 限要素法 の開発 を大 きなね らいと したが､ こjlらの

問題 に対 して は能 力的に不十分で あ った｡ しか しなが ら､かな りの部分 において

パー ソナル コ ンピュータが極 めて有効で あることを確認 で きた意義 は大 きい と考

え る｡

3. 2 予算 (交付額)

1)昭和 63年度

合計 1, 2 0 0千円

内訳 設備備品費 7 C 9 (パ ー ソ ナルコン ピ ュ ー タ)

消耗品費 5 1

旅 費 1 9 0

謝 金 2 1 0

その他 4 0

2)平成元年度

合計

内訳 設備備品費

消耗品費

500千円

0

90

旅 費 200

謝 金 210

その他 o
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3)平成 2年度

合計

内訳 設備備品費

消耗品費

600千円

0

65

旅 費 205

謝 金 210

その他 120

4)全体

合計 2, 300千円

内訳 設備備品費 709 (パ ー ソナル コ ン ピュー タ)

消耗品費 206

旅 費 595

謝 金 630

その他 160
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3. 1 研究実績 の概要 (実績報告書より)

1)昭和63年度

(1)プラウ耕等 における トラクタの力学的挙動を有限要素法を用いて合理的に

解析する手法の開発をね らいとした｡ これは地盤 と トラクタ (機械)を一つ

の結合力学系 として相互の挙動を同時に解析す ることを特徴 としている｡今

年度は2次元問題に限定 して､ トラクタを トラス､ ラーメン要素でモデル化

し､地盤を三角形要素で表 した｡プログラムはBASICで作成 し､パソコ

ンを用いた｡計算では､土 一機械部の材料定数､駆動力､桝盤の深 さ等を変

化 させて シミュレー ションを行 った｡本解析法 は単純なが らも地鮎の力学的

挙動だけでな く､ トラクタ本体の各部に作用す る力あるいは他の力学特性を

明確に分析 しうる可能性を持 っていることが明かとなった｡

(2) このよ うな全体挙動の解析 に関連 して､車輪下の力学挙動をより詳細に解

析するための方法を開発 した｡ ここでは､土を弾塑性体とみな し増分形式 に

よる構成式 (等方硬化 ･下負荷面モデル)を採用 した｡ これは土の非可逆変

形を記述す るのに大 きな威力を発揮する｡次に､車輪 と土の相互作用におけ

る有限要素解析で大 きな問題 となる境界条件を適切に与える方法 として､車

輪の沈下量を一定 とし､剛性車輪上の点の軌跡 に基づいて節点に襲摘J変位増

分を与える方法を開発 した｡ この強制変位増分 はクーロンの摩擦条件による

チェックを行 い､必要に応 じて修正計算を行 った｡ これに関連 して相対すべ

りという新 しい概念を導入 して変位増分の定式化を行 った｡解析においては

最初のステ- ジで沈下 させ､次に転勤 させた｡本解析では定量的な検討は行

っていないが､周知の現象については定性的に表現 しえた｡

(3)以上の他に､単純基礎の押 し込み問題の解析や､新たなプログラムの開発

を行 った｡

2)平成元年度

(1)歩行型 トラクタによるロータリ耕転状態を ｢土壌 一人一機械結合系｣とし

てモデル化 し､それぞれの相互作用による複雑 な力学挙動を有限要素法で解

析することを試みた｡解析に用いたプログラムは前年度開発 したものをベー

スとしている｡解析結果より実際の状態を定性的に説明 しうることが判明 し

たので､土壌条件や ローク リの駆動条件を変化 させていくつかのシミュレー

ションを行 った｡人体各部に作用す る力の状態 もわかるので人間工学におけ
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る解析手法 としても本法を利用できる｡

(2)力学的にみて複雑な構造をもつクロー ラと地盤を一つの結合系としてモデ

ル化を行 った｡ スプロケットを駆動 させた時のクローラ各部に作用する力の

状態､げん引力､地盤内の応力 ･ひずみ､ ラグの効果等を分析 しうることが

明かとなった｡ この問題 に関 してもシミュレー ションを行い両者の相互作用

とクローラの挙動の一部を明 らかにした｡

(3)平板沈下に関する弾塑性解析を実施 し､従来の支持力理論値および実験値

との比較を行 った｡解析結果は定性的にも定量的にも実験値を説明 しうるこ

とがわか った｡

(4)前年度開発 した車輪の転勤問題解析用の弾塑性プログラムをさらに改良 し

て シミュレー ションを行い､一部実験データと比較 した｡今回はすべり沈下

現象を説明できた｡定量的にみるとこのプログラムにはい くつかの改良点が

残 されている｡

(5)有限要素解析結果 と実験結果を比較す るためのシステムの開発を進め､主

要部の検討を行 った｡このシステムを用いて土壌の変形解析を行い､十分に

適用可能なことを確かめた｡

(6) 3次元問題解析用の弾性プログラム (大型およびパソコン用)を開発 し､

現在､弾塑性用プログラムへの拡張を検討中である｡

3)平成 2年度

(1) 3次元弾塑性解析用プログラムの開発に着手する準備として､これまで使

用 してきた初期下負荷面モデルを大幅に拡張 ･発展 した拡張下負荷面 ･接線

塑性モデル (橋口による)の適用を考慮 し､その基本的特性の分析を行 った｡

加えていくつかの土にこれを適用 し材料パラメータの選定を行 った｡

(2)弾性 3次元変形問題 として､単純沈下問題､車輪の沈下問題を解析 し､ 2

次元問題 との違いを検討 した｡

(3)解析結果の検証に利用する実験を行 うための準備を進めた｡ これは車輪の

走行問題を分析するための実験で､解析結果との比較に耐 えうる高精度の計

測を可能 とす ることを狙いとし､土槽実験装置の準備ならびにデータ処理法

の検討を行 った｡

(4) これに関連 して､地盤の変形を計測 ･解析するシステムを開発 し､いくつ

かの例について分析を行 った｡

(5)動的問題-の糸口として固有振動解析を行 うプログラムを開発 し､歩行用

トラクタを対象に機械一手腕系の解析を行った｡

(6)本研究で開発 したプログラムの整理を行った｡解説書については作成を進

めている最中で､完成にはいましば らくの時間が必要である｡

(7)本研究の成果､問題点を整理 し､次のテーマへの準備を進めている｡これ

は ｢農業機械分野における有限要素解析の検証 システムに関す る研究｣とし
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て平成 3年度科研費の申請を行った｡

3. 2 農業機械学会助成研究報告

本研究を実施 している最中に農業機械学会より研究助成のあった類似のテーマ

｢有限要素法導入 ･普及による農機開発 ･設計の合理化｣ (代表 :九什大学農学

部教授 ･橋口公一氏)の研究分担者の一人となった｡この実績報告書の内容は本

研究 と密接に関連 しているのでここに記載す る｡

研究テ-マ :有限要素法導入 .普及による農横開発 .設計の台秤化

研究グル-プ : 九州大学農学部 橋口公一 .井上英二

琉球大学農学部 上野正美

岩手大学農学部 広間達夫

1)昭和 63年度の報告

研 究 目 的

農機の開発 ･設計は､今なお､試作 ･実験の繰 り返 しによる経験的手法を主体

として行われている｡ これには多大な費用 と時間を要する｡ さらに金属あるいは

土等の材料内部の力学状態､特に3次元的分布の把握は現在の測定技術では難 し

い ｡応力あるいは歪を例えば歪ゲージで測定するにして も､貼付 しうるゲージの

数す ら限られている｡農機が対象 とする土あるいは植物等は力学的性質が極めて

多様であり､実験的手法だけでは設計に必要な情報を得 るには限界がある｡この

ように多 くの不確定要素を含む状態での開発 ･設計が行われており､早急な改善

が望まれている｡

一方､近年､飛躍的に発展 した有限要素法は､航空機､船舶､自動車等の工業

製品や土木 ･建築その他の開発 ･設計における合理的かつ不可欠な手段 となって

いる｡ さらに､金属のみならず土等について も実用解析に応えうる粘弾塑性構成

式が定式化 されるに至 っており､農機分野において有限要素法を活用する条件が

整 いっつある｡

こ才Lらのことより､農機関連の大学 ･試験研究機関さらに業界における研究､

開発 ･設計への有限要素法の導入､普及は急務であると思わnる｡本研究では､

金属､土およびその相互作用に関 して汎用プログラムを完成させ､各種問題の解
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折を行 うとともに､その判 り易い解説 ･手引書を作成 し､その要請 の一部に応 え

ることをね らいとす る｡

本会 に申請 した研究計画にご理解をいただ き､助成を得てかねてか らの構想 を

実施に移せiことになった｡記 して謝意を表 したい｡

実 施 経 過

本研究 グループでは上記 目的を達成す るために互 いに連絡を とりなが ら研究 を

進めた｡特 に北海道大学 にお ける第48回大会時には研究打合せ会を開催 し､研究

情報の交換､今後 の進め方等 を含め､主 に下記項 目に関す る検討を行 った｡

(1) 基本弾塑性構成式のチェックおよび土､金属-適用す る際のパラメータの決

定

(2) 上記構成式に基づ く有限要素法のプログラ ミング

(3) 農業機械に関連す る諸問題の解析 および有限要素法適用範囲の拡大 に関する

試 み

これ らの成果の一部は本会第47回講演会 (北海道大学)､テラメカニ ックス研

究会､第2回アジアー太平洋 ISTVS会議等で発表 を行 った｡

研究成果の概要

上記 (3)に関連す る内容を中心 に以下､研究成果の概要 をのべる｡

1) 農用車輪の力学的挙動に関す る有限要素解析

農用車輪の力学的挙動の解明は､農業機械学分野 の主要研究 テーマの一つであ

るが､土の物理的性質が多様かつ変化 しやすいために､多 くの実験的研究にもか

かわ らず一般性の高い水準にまでは達 していない｡本問題 に対 して､特 に土の変

形挙動 に関連す る解析に有限要素法の活用が期待 されている｡ これには､ (a)土

の非可逆変形を適切に表 しうる構成式を採用す る､ (b)車輪 と土の接触面の挙動

すなわち境界条件 を適切 に与 える､等が重要である｡ これ らを十分 に考慮 した有

限要素法を開発す ること､解析結果を検証す ること､および､一連 の解析結果 よ

りすべ り率 とけん引力の関係等 に関する実用式を導出す ることを目的 と し､今回

は解析法の検討を行 った｡

ここでは､土を弾塑性体 とみな し増分形式 による構成式 (等方硬化 ･下降伏面

モデル)を採用 して有限要素法を開発 した｡接触面 における境界条件は､沈下量

を一定 とし､次に剛性車輪上の点 の軌跡 に基づいて節点 に強制変位増分 を与える｡

車輪に接す る節点 においてクーロンの摩擦条件によるチ ェックを行 い､必要 に応

じて修正計算を行 った｡計算 は最初に所定深 さまで車輪を沈下 させた後 に転勤 さ

せた｡すべ り率を 0-70%まで変化 させて計算を行 った｡

本解析によ り車輪直下の応力分布が偏在す る現象 ､あるいは､すべ り率 と推進

力の関係等について定性的に説明 しえた｡定量的検討は現在高精度 の実験を行 っ
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ている最中であり､その結果を待 って実施す る予定である｡

2)耕盤を有す る土層における傾斜沈下問題の有限要素解析

耕盤が沈下特性 に及ぼす影響を分析 し､さらに車輪やクローラの推進力の発生

過程を調べるために､土中に基礎部を斜 め下方に沈下 させる場合の荷重一沈下問

題を検討 した｡豊浦砂を用いて平面ひずみ状態で傾斜沈下実験を行い､ これと同

じ条件で有限要素解析を行 って､両者を比較検討 した｡

実験では水平方向に対 して90度､60度､45度の傾 きを与えて載荷板を一定速度

で貫入 させて､鉛直力､水平力および沈下量を測定 した｡剛体底面を緋盤 と仮定

し､土槽の深 さを60mm､180mm､300mmと変化 させた｡有限要素解析では上記1)に

述べたプログラムの一部を変更 し､載荷板 と土の接触面における摩擦すべりを考

慮 しうるように した｡計算条件は実験条件に合わせて貫入方向および土槽深 さを

それぞれ変えて設定 した｡

実験 より荷重一沈下曲線は土槽深 さに大 きく影響 され､土槽が浅いほど接地圧

が大 きくなる結果を得た｡解析によって もほぼ同様の傾向が示 された｡貫入角度

と接地圧の関係を見 ると実験結果､解析結果いずれ も水平方向か らの傾斜角が大

きいほど接地圧 は大 きくなった｡

3) トラクタの力学的挙動に関す る有限要素解析

プラウ耕等 における トラクタの力学的挙動を有限要素法を用いて合理的に解析

す る手法の開発をね らいとした｡ これは地盤 と トラクタ (機械)を一つの結合力

学系 として相互の挙動を同時に解析することを特徴 としている｡今回は2次元問

題 に限定 して､ トラクタ部を トラス､ラーメンおよび トラス ･ラーメン混合要素

でモデル化 し､地盤を3角形要素で表 した｡全要素の変形挙動 は等方線形弾性別

に従 うと仮定 し､材料定数は地盤､車輪､機体でそれぞれ異なる値をFE'いた｡プ

ログラムは BASICで作成 し､パソコン (16ビッ ト)を用いた｡計算では､土およ

び機械部の材料定数､駆動力､耕盤の深 さ等を様々に変化 させて シ ミュレー ショ

ンを行 った｡

本解析法は単純 ながらも地盤の力学的挙動だけでな く､ トラクタ本体の各部に

作用す る力､あるいは他の力学特性を明確に分析 しうる可能性を もっていること

が明 らかとな った｡従 って､解析条件を多様 に変化 させることにより トラクタ挙

動の定性的な傾向を把捉 しうるとともに､解析法を精巧 にすれば設計において も

有効な道具 となりうると考える｡

4)走行力学 における有限要素法の評価 システムに関する考察

土一機械系の諸問題に有限要素法を活用す る試みは早 くから進め られてきたが､

試行錯誤の段階をでていないのが実情である｡ この分野 において実用性の高い有

限要素法の開発を促進す るための補助手段 として､解析結果を客観的に評価す る

システムについて検討を行 ってみた｡ これはいくつかの標準実験結果に関するデ
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一夕ファイル､および､ これ と解析結果 との比較部か ら構成 される｡標準実験 と

は豊浦砂のよ うな物性の把捉 されている土を用いた平板の貫入や車輪の転動など

に関す るものである｡数例の標準実験結果 とともに､その状態における土の物性

あるいは材料実験結果等 も同時に提供 される｡解析 においては､これ らに基づい

て材料パラメータを決定 した上で､標準実験例と同条件で解析を行い指定様式で

結果を出力す る｡結果の比較は一定の手順で行い､い くつかの観点 より適合性を

総合的に判断す る｡

本 システムの成否は標準実験の信頼性 に依存す るので､その実験方法等につい

て も検討が必要である｡加えて､解析結果の利用法 について も一定のスタイルを

検討 したい｡

結 び

今年度はグループのメンバーが従来個 々に行 っていた研究を整理 し､有限要素

法の農機分野への適用性の検討 とプログラムの開発が主要な作業 となった｡上記

の成果の他に､クローラおよびタイヤの挙動､土-機械 一人間系の挙動､動的挙

動等に関するプログラムの開発および解析を行 っている｡ これ らの大半 i人,7吉につ

いたばかりで現在､髄続中であるが､将来はCADへの展開 も含めて検討す る必要が

ある｡研究成果がある程度まとまった段階でより強力な組織を作 り､体系的に進

めて行 きたい｡

2)平成元年度の報告

は じめに

コンビュ-タの発達に伴 って､有限要素法を中心 とした数値解析技術 は飛躍的

に向上 し､設計手法の大幅な変革が起 こりつつある｡ このような背景の もとで､

農業機械分野における有限要素法の広範な活用法を検討するための一つの試み と

して､昭和62年度 に引続 き本学会から助成を受けて､以下のよ うなグループ研究

を行 った｡

結果の概要

(1)農相車輪の力学的挙動 に関する有限要素解析

農用車輪の力学的挙動に関連 して､土の非可逆変形を表す弾塑性構成式を採

用 し､かつ､車輪と土の接触面での挙動を適切 に与えうる有限要素法を開発

す ること､解析結果を検証す ること､および､一連の解析結果よりすべ り率

とけん引力の関係等 に関す る実用式を導出す ることをね らいとした｡今回は

前に開発 したプログラムの改良および精度の向上を図 り､あわせて一連の シ
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ミュレー ションを行 った｡接触面における境界条件の処理法 として､あるす

べ り率に対応する剛性車輪上の点の軌跡 に基づいて節点に強制変位増分を与

え､クーロンの摩擦条件によるチェックを行い､必要に応 じて修正すること

によって車輪の転勤状態を表現 した｡ このような解析によって､すべり率 と

けん引力の関係をは じめ､い くつかの現象については実験結果 と同様の結果

を得た｡計算時間はいまなお長いので､その短縮 と精度の維持 に関 してさら

に詳細な検討が必要である｡

(2)有限要素解析の評価に関す る考察 と走行実験装置の開発

農業機械 に限 らず土等を対象 とす る分野では､数値解析結果の検証ならびに

評価に利用 しうる有効な基礎データを蓄積することと､適切な評価 システム

を構築す ることが､有限要素法の開発 とともに極めて重要である｡ ここでは

有限要素法の評価 システムに関す る考察､および､それに基づ くい くつかの

提案をまとめた｡ さらに､ このような評価 システムを具体化す るための試み

として､走行力学の分野において高精度の実験を可能 とす る土槽実験装置の

開発を行 っている｡ これは2次元 (平面ひずみ)状態における車輪の走行状

態を有限要素解析に合わせて作 りうる装置で､力関係の計測はもとより､土

中の変形状態 ･ひずみ分布等 も精度 よく測定す ることをね らっている｡

(3)土一機械一人間系の力学的挙動に関す る有限要素解析

本研究は､ トラクタの力学的挙動を地盤一機械系あるいは地盤一機械一人間

系の力学問題 とみな して､有限要素法を用いて解析す る手法を開発するとと

もにシミュレー ションを行 うものである｡ ここでは､歩行型 トラクタによる

ロータ リ緋をとりあげて､適用可能性の検討 と各種条件下での解析を行 った｡

本解析法 によ って トラクタ本体､人体および地盤の各部に作用する力､変形

状態､応力 ･ひずみ分布等の力学的な特性を分析 しうることが明か となった｡

これより有限要素法は機械の設計だけでなく､人間工学における有効な解析

手段 として活用 しうる可能性があると言える｡

(4) クロー ラの力学的挙動 に関する有限要素解析

走行装置の中でクローラは力学的にみてかなり複雑な内部構造を持 ってお り､

その走行性能の解析 は容易ではない｡ クローラの走行性能 については多数の

実験的研究結果が報告 されているが､こjlらは地盤 と機械 の相互作用ならび

に機械の内部運動を一般的に説明 しうるものではない｡ま してや解析におい

てはクロー ラを剛体基礎 とみなした大幅な単純化が行われている｡ ここでは

クローラと地盤の相互作用を有限要素法によって解析する手法の開発を主 目

的 とした｡本法によって､駆動力と機体重量の作用下における履帯の挙動あ

るいは地盤 との相互作用がある程度解析できた｡まだ多 くの検討事項を残 し
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てはいるが､概ねこの方法で解析可能 との確信 を得た｡

むすび

農業機械の開発 ･設計あるいは研究 に有限要素法 の積極的な活用 を図 る試みは

緒 についたばか りであるが､本研究によ って単なる着想 の段階か ら具体的な実行

段階へ と展開す ることがで きた｡今後 は有限要素法 の適用できる領域を さらに拡

大 し､ また､研究 グループの拡充を図 りつつ､所期 の目的を達成すべ く努力 した

い｡
最後 に､本研究を助成 いただいた学会 に厚 く御礼 申 し上げます

3.3 具体的内容

以下 に具体的な研究成果について述べ る｡項 目は次の通 りである｡

1)有限要素法による地盤 - トラクタ挙動の解析 (第 1報)

2)ANATTEMPTOFFJNITEELEMENTANALYSESFORTHE INTERACTIONOFSOIL

ANDTRACTOR.

3)ELASTOPLASTICFINITEELEMENTANALESESOFTHENO‖-VERTICAL

PENETRATIONPROBLEM INTOSOILONAHARDPAN,

4)ELASTOPLASTICF川ITEELEMENTANALYSESOFTHESOIL-WHEEL 川TERACTION.

5)走行力学 における有限要素法 の評価 システムに関す る研究

6)AnalysisofSoiトWheelInteractionbyElastoplasticFiniteElement

Method.

7)ADevelopmentofAnalyzingSystemforStrainandStressofSoil

undertheWheel.

8)歩行型 トラクタの力学挙動 に関す る数値 シミュレー ション

ー 土一機械 一人間系における有限要素解析に関す る試み -

9)有限要素法によるクロー ラと地盤の力学的挙動 の解析

これ らの内､1)～7)は発表論文を掲載 した ものである (掲載雑誌 はそれぞ

れの部分でわかる)｡ただ し､ 2)および3)は印刷状態が良好でなか ったので

ワープロソフ トTeXに移植 し再度 出力 した (このため原論文 とは多少の差がみ ら

れ る､ ミスタイプ も心配)｡ 8)および 9) は未発表の ものである｡本研究 はこ

れ ら以外の内容 も含んでいるが､整理途中でありここには掲載で きなか った｡

-13一



圭臣 才子 型 ト ラ ク タ の ブコ学 挙 動 iこ 関 づ~ る

袈女イ直 シ ミ ュ レ - シ ョ ン

ー 土 一機械一人間系における有限要素解析に関する試み -

要 旨

本研究では､有限要素法を用いて機械､地盤および人間が関与す る力学系の挙

動を解析す る方法を開発す るとともに､本法 のCAD-の応用 に関す る基礎研究

を行 った｡今回は､典型的な問題 として歩行型 トラクタによるローク リ耕転を取

り上げ､機械､地盤および人体をできるだけ簡単にモデル化 し､地盤のヤ ング率､

ローク リの駆動力､耕鰹､耕深､機体材料の断面等 を変化 させて解析を行 った｡

有限要素法のプログラムはBASICで作成 し､パーソナルコンビュ- クを開 い

て計算を行 った｡桟体は6ps程度の機種の諸元を参考 にモデル化 し､機械 と人

間をは り要素 (トラス､ ラー メン)､地盤を三角形要素で表 した｡

主な結果は次の通 りであった｡ a.地盤のヤング率を変えると変位量 はそれに

伴 って変化す るが､各要素 に生 じる応力は一部を除 いてあまり影響 を受 けなか っ

た｡ b. ローク リの駆動力の増大 に伴 って､それぞれの要素に生 じる応力は全体

的に大 きくな った｡ C.耕盤が浅 いほど機体の沈下量 は小 さくな った｡ d.機体

部材の断面積 と断面二次モー メン トの変化 は-ン ドル部 などの紬応力に影響を与

えるが､その周辺部材への影響 はほとん どなかった｡ このように､有限要素法 に

より機械一地盤 一人問系の力学的相互作用をある程度解析でき､CAD､人間工

学 などへ応用で きることがわか った｡

1. は じめに

農業機械の作業性能には様 々な作業状態や土壌状態な らびに機械 と地盤の相互

作用が関与す る｡本分野の力学的挙動 はこの相互作用に本質的な特徴があり､農

業機械 の設計 においてはこjlを十分に把握す ることが重要であ る.すなわち､い

ずれか一方の解析ではな く系全体の挙動 を-指 して総合的に検討 しなければな ら

ない｡ このためには従来か ら行われている実験的手法だけでな く有限要素法な ど

による理詣摘軍析法 (正確 には数値解析法)の活用が有効 と考え らn る.土一機械

系の力学挙動 に関する有限要素法 には未解決の問題が数多 く残 されているが､本

法の導入こそが今後の設計手法の合理化 につなが る｡ したがって､単純 なモデル

より棺折法の開発 ･展開を図 りつつ､漸次その精度 を向上 させてい くプ ロセスが

現実的である｡
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一方､機械を操作するのは人間であるので機械の設計には人間工学的な立場か

らの考慮 も必要である｡すなわち､土 一機械系に人間を加えた土一機械 一人間系

を対象 とした解析 も求め られ る｡本研究では有限要素法を用いて機械 と他館およ

び人体をで きるだけ単純 にモデル化 し､今回は､歩行型 トラクタ (耕転機)によ

るロー タ リ耕転を取 り上げてその解析を行い､機械 -地盤 一人問系の力学的相互

作用を調べることを目的 とした｡

有限要素法 と同様にコンピュー タの利用技術で最近普及 して きた ものにCAD

(computerAidedDesign) がある｡CADシステムでは製図のみならず鰭折あ

るいは シミュ レ- ションも重要な機能の 1つ とされている｡その主要な昭析法 と

して有限要素法を利用す ることを狙いと し､本研究ではCADへの応用 に関す る

基礎研究を行 った｡

2. 研究方法

1) モデル化

モデル化 は構造や荷重を本来の性質を失わない範囲で対象を単純化､理想化 し

有限要素解析 に適合 させ る技術である｡すなわち､細部の省略 ､解析領域の限定､

3次元構造 の 2ない し1次元化を行 う｡ ここで解析対象 としている問題 は極めて

複雑な形状､材料特性､作問形態 を特徴 としているので､ この過程では解析 目的

に適合 させ るために種々の配慮 と慎重な検討が必要である｡本研究で用 いた機械

一地盤 一人問系の解析モデルの一例を図 1に示す｡

(1)機体 (歩行聖 トラクタ) :桜体のモデル化 はKA700 (井関農機 (秩)

製)を参考 に行 った｡本体 と作業機 は ラー メン要素､駆動輪 と作業機の補助輪

は トラス要素､ ロータ リ爪を トラス要素､ さらに本体 と作業機の結 合部を トラ

ス要素で表 した｡

(2)地盤 :地盤 は三角形要素を用いて表 した｡なお､地盤の側面 は水平方向に

ついて固定､鉛直方向について 自由 とし､底辺部 は完全固定 とした｡

(3)人体 :足 と腕および筋肉部 を トラス要素 とし､骨格をラーメン要素で表 し

た ｡

2) 鰭折条件

地盤 のヤ ング率 とローク リの駆動力は次のように決定 した｡

･ヤ ング率 :地盤のヤング率 Eは三軸UU試験の結果より得 られた弾性係数 Eと

圧縮強度 q との問の関係式

E-105q

を参考に して決定 した｡

(1)

ローク リの駆動力 :ローク リの駆動力 はローク リの軸 トルク (実iRIけ 一夕) と

緋転刃の回転半径より求めた｡
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駆動力-軸 トル ク/ 回転半径 (2)

絹折 に用いた材料定数 を表 1に示す｡機体 の自重 230kg､人間の体重65kgをそ

れぞれ荷重 と して与 えた｡ シ ミュ レー シ ョンに用いた鰭祈 条件は次 の通 りであ る｡

A.地盤のヤ ング率 (kgf/cm2): (1) ZO (2)50 (3) 80

(4)100 (5)150 (6)200

B. ローク リの駆動力 (kgf):

C.耕盤の影響 :

(a)耕盤深 さ 10cTn:

ヤ ング率 (kgf/cTn2) :

駆動力 (kgf)

(b)耕盤深 さ 20cm:

ヤ ング率 (kgf/cm2) :

(1) 80 (2)100 (3)120

(1)50 (2)100 (3)150 (4)200

(1)80 (2)100 (3) 120

(1)50 (2)100 (3)150 (4)200

駆動力 (kgf) (1)80 (2)100 (3)120

E.耕深(cm)の影響

(a)耕盤がない場合 (1)0 (2)5 (3)10

(b)耕盤深 さ10cm (1)0 (2)5 (3)10

(C)耕盤深 さ20cm (1)0 (2)5 (3)10

F.機体材料の断面二次 モ- メ ン ト(cm4)の景三響

(a)- ン ドル部 (1)15 (2)30 (3)45

(b) ローク リ爪 (1)3.0 (2)4.5 (3)6.0

G.- ン ドル部 の断面積 (cm2)の影響

(1)2.5 (2)5.0 (3) 7.5

表 1 解析に用いた材料定数

(ki'g{/描 ポアソン比

地 盤 20 .1 闇 9 1 0 0, 0.45(耕盤) 0.45

機 体 2.0×106 0.3

車 輪 2000,5 0.35

骨EH)/) 沼 :臣 0.30.3

3. 結果 と考察
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力学挙動を観察するために図 1に示す節点 と要素に着冒して結果の整理を行 っ

た｡図 2､ 3および4はそれぞオ1主応力図､変位図および棒要素の応力図を一例

として示 した ものである｡変位は進行方向が負で､応力は引張応力が正､圧縮応

力が負 となっている｡主応力は大 きさを線分の長 さで､方向を傾 きで表 した｡図

2のよ うに､ ロータ リ爪の周辺に大 きな主応力が集中 しており､爪の斜め後下方

に地盤を圧縮す る応力が生 じている｡また駆動車輪の斜め後下方に圧縮応力が生

じていることが読み取れる｡人体の足の接地部においては､前足部は斜め前下方､

後足は斜め後下方 に圧縮応力が生 じている｡図3の変位図では､ロータ リ直下の

地盤部が大 きく変位 しており､機体および人体は自重で沈下す るとともに前進す

る状態がみられる｡今回の解析では駆動輪の駆動力はさほど大 きな力を作用させ

てないが､ローク リが回転す ることにより機体全体が前方へ押 し出 されている｡

また､図 4は棒要素に生 じた応力図を示 した もので､応力値を円の大 きさで表 し

た｡ この図より､-ン ドル基部 とロータ リ爪に大 きな応力が発生 していることが

わかる｡

2)地盤のヤ ング率の影響

地盤のヤング率の変化 に対する各部の節点変位 と応力変化について検討 した｡

変位の差が一番大 きいのはロータ リ直下であるが､水平 ･鉛直両方向ともに地盤

のヤング率が大 きくなるに伴 って節点変位は小 さくなった (図 5参照)｡つまり､

地盤が硬いほど変位量は小 さくなる傾向があ り､変位 とヤング率 との問には密接

な関係があると思われる｡図 6は地盤部 に生 じる応力とヤング率 との関係を示 し

た ものであるが､水平方向､鉛直方向ともに変化は小 さかった｡機体のはり要素

については､ ロークリの爪 と- ン ドル部 に大 きな応力が生 じていることがわか っ

た｡また､これ らの関係 は10cmおよび20cmの深 さに耕盤がある場合について も同

様であ った｡ このように､節点変位は地盤のヤング率にかなり影響を受けてお り､

なん らかの相関関係があるのに対 し､各要素 に生 じる応力はあまり影響を受けな

いことがわか った｡応力は主 に外力の大 きさに規定 されることがわかる｡

3) ローク リの駆動力の影響

駆動力の増加に伴 って ロータ リ直下の変位は大 きくなってお り､爪が強 く土中

に打ち込まjlている状態がわかる｡図 7に示す機体内の節点についてみると､水

平方向には大 きくなり､鉛直方向には逆 に小 さくなっている｡ これは機体が前進

す ることを意味 している｡他の領域ではあまり変化がみ られなかった｡応力につ

いて見 ると (図 8参照)､駆動輪直下 とロークリ直下の地盤部に生 じる応力が際

だ って変化 している｡地盤以外では､爪要素に変化が見 られただけで他の部分に

は大 きな影響 はないが､- ン ドル部棒要素に生 じる応力は相対的に大 きいことが

わか った｡地表面か ら10cmと20cmの深 さに緋盤がある場合について も同様な傾向

となった｡

4)耕盤の影響

耕盤 は走行性や作業性能に大 きな影響を与えることが経験的に知 られている｡
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解析では耕盤が10cmおよび20cm下 に存在す る場合 と存在 しない場合のいずれにお

いて も､地盤 のヤ ング率やローク リの駆動力を変化 させ ると定性的 には同 じ傾向

を示 した｡そこで､桝盤の影響の程度を検討するために､地盤 のヤ ング率および

ローク リの駆動力を一定 としで解析 した｡図 9に示すよ うに耕盤が浅 くなるほ ど

変位､特に沈下量 は小 さくな っている｡図中の-は耕盤が存在 しないことを意味

している｡耕盤が浅いほどローク リ爪に生 じる応力 は大 きくな り､ハ ン ドル部で

はわずかであるが小 さくなった｡ また､ これ らの要素に生 じる応力は他の部分 に

比べて大 きいことがわか った｡

5)耕深の影響

ここで耕深 Oとは爪が土中に侵入 していない作業開始直後を意味す る｡ この状

態ではローク リの駆動力を地盤に対 して斜め方向か ら作用 させ るために水平 およ

び鉛直方向の分力を与えた.一方､耕深5cm と10cmの場合はロータ リ爪が地盤 に

鉛直に突 き刺 さっている状態で荷重を与 えた｡すなわち水平方向成分だけを持つ｡

耕深5cmより耕深10cmの方が変位塁 は小 さか った｡ これは爪が深い位置にあるため

に抵抗が増加 して変形 しに くいことを表 している｡応力分布について も変位の場

合 と同様な傾向 となっていた｡耕深の影響の解析ではモデル､載荷条件などが一

部異な っているので相互の比較には配慮が必要である｡

6)要素の断面特性の影響 とCADへの展望

設計 においては､機体要素の特性が力学的挙動 にどの程度影響を与え るか､あ

るいは安全で低 コス トな機械 とす るにはこれをどの程度 に抑えればよいかが重要

な関心事である｡ これを体系化 したのが最適設計法である｡ ここではその糸口 と

して部材の断面二次モー メン トおよび断面積 を変化 させて分析 した｡上述の結果

よりロータ リ爪 とハ ン ドル部の要素が解析条件の影響を受 けやすいことがわか っ

たので､ この 2要素に絞 って断面 を変化 させ解析を行 った｡ この結果､各節点 の

変位､各要素 に生 じる応力 とらに､部材の断面二次 モー メン ト単独 にはほとん ど

影響を受けないことがわか った｡他方､図 10に示すよ うに部材の断面積が大 き

くなると発生す る応力は小 さくな った｡ これ らは自然で当然の結果 といえる｡な

お､これらの断面特性の変化 は周辺部材の力学特性 にはほとん ど影響 しないこと

がわか った｡

CADでは製図のみな らず設計 に伴 う解析 あるいはシ ミュレー ションも行 う｡

ある部分の機体要素に生 じる応力値が許容応力を超 えるものであるな らば､材料

の種類 (材料定数)や材料の断面特性等 について検討を行い､応力値が許容応力

を満たすまで解析を繰 り返 さねばならない｡ CADのサブシステムとして有限要

素法を用いればこの過程を合理的に行 うことが可能 であ る｡

4. むす び
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機械 一地盤 一人間系の力学的挙動 は有限要素法を用いて シミュ レー ションで き､

少 な くとも定性的 には説明 しうることがわか った｡ ここでは触れなか ったが人体 ､

各部 の応力分布 もわか り､人間工学の問題 に応用で きる｡ この解析 においては､

地盤 の力学特性 だけでな く機械 と人体に関 して も極度 な単純化 を行 ったが､問題

によ っては複雑 なモデルを使用す ることも可能であ る｡使用す るコンピュータの

性能 と解析 目的に応 じて適切 なモデル化 を行 い､実験結 果 との比較な どを通 じて

解析法 の精密化を図 ってい く必要がある｡ これより有限要素法 を CADなどの本

格的な設計 に必要 な解析法や シ ミュレー ション手法 に拡張できると考え る｡
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有 限 要 素 法 iこ よ る ク - ー ラ と 地 盤 の

力 学 白勺 挙 動 の 角牢 析

要 旨

クローラは構造が複雑で､かつ､使用条件が多様なため開発 ･設計 に当っては

多大な時間 ･費用を必要 とす る｡ この過程 に有限要素法を適用できれば合理化 に

役立つ と考え られ る｡そこで､本研究ではその基礎研究 として､クローラと地盤

をできるだけ単純 にモデル化 し､それ らの力学的挙動を解析す る方法の開発を目

的 とした｡クローラ部には棒要素 (トラス ･ラーメン)を､地盤部 には三角形要

素を用いて､平面ひずみ問題 としてモデル化を行 った｡必要な数値データをパー

ソナルコンピュータに入力 して､計算を行い､結果をデ ィスプレイおよびプ リン

タに出力 した｡また､地盤の弾性係数 ･桝盤 ･機体重量 ･駆動力 ･けん引位置等

を変えてシミュレーションを行 った｡その結果､履帯の部位別の応力分布､ある

いは､転輪 と地盤部の応力分布 との･関係を把捉できた｡ さらに､地盤の弾性係数､

機体重量､駆動力が地盤の応力分布､沈下量､けん引力に与える影響 も解析で き

た｡けん引位置を地表面か ら高 くしてい くと､地盤 に作用する鉛直方向の垂直応

力の分布が次第に後方に移動するウエイ トトランスファがみられた｡ このように､

クローラと地盤の力学的挙動 はここで開発 した方法 によってある程度解析でき､

力学的挙動を定性的に説明で きることがわか った｡

1. はじめに

クローラは車輪に比べて接地面積が広 いため､接地圧が小 さく沈下が少ないこ

と､大 きなけん引力が得 られることの2つの特徴を もっており､軟弱地の走行 に

おいて大きな威力を発揮す る｡ このためコンバイン､運搬機等の農業機械用の走

行装置 として幅広 く利用 されている｡ このクローラの走行性能 は路面の形状や性

状､履帯および懸架装置の構造､形状等 に大 きく左右 される｡ したが って､クロ

ーラを用いた農業桟械を設計 ･開発す る場合には､収穫作業､耕起作業､整地作

業､傾斜地における作業など様々な作業状態や､また土壌硬度､耕盤の深 さ､路

面の凹凸あるいは水たまりの有無など様々な土壌状態を想定 した分析が必要であ

る｡

しか しなが ら､ これらの影響を設計に反映するには数多 くの実験 と使用事例が

必要 となり､多大な経費 と時間を要 している｡ このプロセスに有限要素法を用 い

て様々な状態を想定 した桟械 と地盤の力学的挙動を解析することができれば､実
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験回数 を減 らし､設計のための望 ましい情報が得 らj'tると考える｡そこで､本研

究では､有限要素法を用いて ゴム履帯車両 と地盤の力学的相互作用を分析 し､設

計 ･開発に適用す るための基礎技術の開発を行 うことを目的とした｡

2.方 法

1) フローチ ャー トと出力

解析 プログラムは BASICを用いて作成 したがそのフローチャー トを図 1に

示す｡ これを コンパイラをかけてか ら計算を行 うと計算時間は約 1/ 3となり､

パー ソナルコンピュータの解析能力が大幅に向上 した｡

データ入力

J

要素の剛性マ トリックスの作成

J

全体剛性マ トリックスへの組 み込み

J

固定条件の処理

J

連立方程式の計算

1

等値線等のグラッフイク

J

数値g:吉栗の出力

(変位､ひずみ､応力等な ど)

図 1 解析 プログラムのフローチャー ト

解析結果を理解 しやす くす るために計算終了後､平均応力､垂直応力 gxおよび

U… せん断応力､体積 ひずみ､垂直ひずみ exおよび 8… せん断 ひずみの等値線

を表示 した｡ これ らの物理塁 は要素間で不連続 とな っているので､平均化操作 に

よ って これ らを節点 に付随す る量 として換算 し､最大値 と最小値を求めてその差

の1/10を間隔 として等値線を描いた｡正の値 を破線で負の値を実線で表 した｡変

位図は変形前 ･後 のメッシュを重ね合わせて作図 した｡ただ し実際の変位は極め

-94-



て小 さいので拡大表示 した｡主応力の大 きさと向きは線分を用いて表 し､引張 り､

圧縮はそれぞれ色で区別 した｡はり要素の応力分布は応力の大 きさを円で､引張

り ･圧縮の区別を色で表 した｡

2)クローヲと地盤のモデル化

本研究で使用 したモデルを図2に示す｡履帯車両は走行部すなわちクローラ部

のみをモデル化 した｡このクローラは駆動輪 (スプロケ ット)､遊動輪および4

個の転輪を備えた ものを想定 している｡履帯の長 さは90cm､幅は30cmとし､ラグ

は高 さ2C¶､幅2cm､間隔は1mあた り10個 とした｡ これは小型コンバインのクロー

ラ部に相当す る｡ フレーム､履帯､駆動輪､転輪､遊動輪 ともに棒要素でモデル

化 した｡各輪は トラス構造 とし､履帯 とフレーム等 はラーメン構造 とした.駆動

力は駆動輪の先端における4個の節点に接線方向に与えた｡また機体重量はフレ

ーム郡の節点に分配 して与えた (13節点)｡ クローラ部の要素数は111個で

あった｡地盤は三角形要素で表 したが､解析領域の長 さは240cm､高さは40cmに選

んだ｡領域の側壁はローラ支持 とし､底辺部は固定支持 とした｡地盤領域の要素

数は224個である｡またこの領域は平面ひずみ状態 として計算を行 った｡全体

的には節点数 203個､要素数 335個のモデルで､固定点数 22個､荷重点数

17個になった｡解析 に用いた材料定数を表 1に示す｡

表 1 解析に用いた材料定数

ヤング率(kgf/cm2) ポアソン比

フレーム .駆動輪遊動輪 .転輪 2.1×106 0.3

履帯 2.0×103 0.35

地盤 (基準) 20.0 0.4

3)解析条件の設定

本解析では､機体重量1.Ot､地盤のヤ ング率約2MPa､耕盤の深 さ40cm､スプロ

ケットの駆動力240Nmを基準状態 として解析条件を設定 した｡ これに対 して各パ

ラメータを次のように変化 させて シミュレー ションを行 った｡

機体重量 0.6. 0.8. 1.0. 1.2. 1.4 (t)

地盤の弾性係数 2, 4. 8, 12. 16. 20. 50, 100 (kgf/cm2)

(桝盤の弾性係数は2000kgf/cm2とする)
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耕盤の深 さ 10.2 0 , 3 0, 40 (c m )

駆動力 1 00.1 20, 140.1 60. 2 0 0. 24 0 (N.∩)

3.結果および考察

1)基準状態の解析結果

図 3-6に示す基準状態の解析結果をみるとそれぞれの転輪直下に応力やひず

みが集中 している状態がわかる｡図6は機体要素の応力を示す ものであるが､鉛

直方向のフレーム､上部履帯､誘導輪 と最終転輪の問の履帯には引張 りが生 じ､

水平方向のフレーム､駆動輪 と第 1転輪の間の履帯､下部履帯には圧縮が生 じて

いる｡上部履帯に引張応力が生 じ､履帯を駆動輪が引っ張 っている状態が表れて

いる｡ これらより本解析法はクローラの力学挙動を定性的に表現 しえているもの

と判断できる｡図 7に示す地盤の応力分布をみると､第 1転輪 と第 2転輪の間に

大 きな値が分布 している｡ したが って､この部分で推進力の大半が発生 している

ことがわかる｡

2)機体重量の影響

図 8に示すように機体重量が増加するに伴 って機体各部の沈下量は一様に大 き

くなった｡これによって機体の水平変位の変化はほとんどみられず､沈下量だけ

が増える実状 と一致 している｡転輪近傍の地盤内の節点では水平方向の変位は小

さく､鉛直方向の変位が大きくなっている｡図9よりわかるように転輪直下には

大 きな応力分布がみられ､重量増加に伴 ってその値 も増加 した｡また自重のみ (

駆動力 0の場合)が作用 している時は応力分布は全般に一様である｡地盤内の垂

直応力は､ crxは転輪直下よりもやや後方で､ cTuは転輪直下で大 きな値を示 した｡

3)地盤の弾性係数の影響

弾性係数を大 きくすると地盤は変形 しにくくなり､沈下量は減少 し水平変位 も

小 さくなった (図10参照)｡図11に示すように下部履帯の一部では圧縮応力が増

加 したが他では減少 した｡同様にラグの応力をみると､転輪直下では増加 してい

るのに対 して､転輪間のラグでは逆に減少 している｡これは地盤が硬いと変形が

小 さくなるために主に転輪直下のラグが機体を支持 し､地盤が変形 しやすい状態

ではこれが均一化 されることを示 している｡地盤内の垂直応力はこれらに対応 し

て転輪直下で増加 し転輪間では減少 している｡ このような応力分布の不均一 さは

転輪の配置間隔や張 り具合いに影響され､走行性に大 きく関与することが知 られ

ている｡今回は解析 しなかったが転輪間の距離を短 くすればこの応力差は減少す

ると思われる｡図12に示すように､けん引力は地盤の弾性係数の増加に伴って大

きくなった｡

4)耕盤の影響
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図13に示す ように､桝盤の位置が深 くなると地盤 の弾性係数を小 さくした場合

と同 じ傾向がみ られた.桝盤の深 さによる応力 ･ひずみ分布の変化 は大 きくない

が､10cmの時 には水平方向の垂直応力の値が転輪前部でや や異 なる傾向が表れた○

ただ し､沈下量､けん引力は耕盤が浅い場合にはその影響を強 く受 けることがわ

か った｡ これ は機体を支持す る土層が浅 いために同 じひずみ塁で も全体 の沈下量

は小 さくなるためである｡また耕盤の応力干渉作用が大 きな支持力を与 えること

も影響 している｡耕盤の位置を小刻みに変化 させて解析 を行えばよ り詳 しい結果

が得 ることも可能 と思われる｡

5)駆動力の彩響

スプロケ ッ トの駆動力が大 きくなると機体 の進行方向への変位量 は増加 した｡

すなわち機体が前 に強 く押 し出された状態 となった｡機体の水平方向の変位 は､

駆動力が増えるとフレームではほぼ一定であるのに対 して､上部履帯 は進行方向

に､下部履帯 およびラグは逆 の方向に変位 しており駆動力が履帯 に伝わ る様子 あ

るいは履帯の運動状態が表現 されている｡けん引力 は駆動力にはぼ比例 して増加

した｡

6)けん引位置 (高 さ)の影響

けん引位置の高 さを変化 させて解析を行 ったが履帯各部の応力はほぼ一定であ

った｡図14､15はけん引位置 とラグの変位､および､地盤の垂直応力の関係を表

している｡機体前部 は持 ち上が り後部は沈む状態が表れ､ ウェイ トトランスファ

が生 じているのがわかる｡けん引位置が地表面か ら高 くなるに伴 ってけん引力 は

若干減少す る結果を得た｡本解析 においては重心の位置は中央 に設定 したが､実

際に合わせて解析 してみる必要がある｡

4.摘 要

以上の解析結果を要約す ると次のようになる｡

上部履帯および遊動輪か ら最後部転輪間の履帯 には引張 り応力､下部 および駆

動輪か ら第一転輪間の履帯 には圧縮応力が生 じる状態が表現で きた｡

地盤部の水平方向の垂直応力は各転輪斜め下後方 に､鉛直方向の垂直応力は転

輪直下に集中 した｡

地盤の弾性係数が大 きくなると､転輪直下 において地盤の垂直応力 guは増加 し､

転輪間の地盤では減少 した.すなわち応力集中が願書 となった｡ これはラグ内

の応力にも同 じ傾向がみ られた｡ また全体 の沈下量 は減少 した｡

機体重量の増加す ると沈下量は大 きくなった｡

駆動力が増加す ると､地盤 の鉛直方向の垂直応力 は機体前部が増加 した｡ また

沈下量 も前部が増加 し､けん引力が大 きくなる傾向がみ られた｡

けん引位置を地表面か ら高 くす ると､地盤 の鉛直方向の応力分布 は前方か ら後
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方 に移動す る､ ウエイ トトランスファがみ られた｡

5. むすび

以上のよ うに本研究によって クローラと地盤の力学的挙動をある程度角牢析で き､

少 な くとも定性的には表現で きることがわか った｡使用 したモデルは 2次元で､

クロー ラ部 は極度 に単純化 し､ また地盤 は弾性体 として考えている｡対象は極め

て複雑 な力学系であるが､このよ うなモデルで も大筋の把捉はできることは驚 き

である｡使用す るコンピュータ次第では､クローラ部を さらに精密 にモデル化 し､

地盤 は弾塑性体 として考えることも可能である｡今後､ このモデルの向上に努め

る必要がある｡ この他に､重心 の位置､けん引位置および作業抵抗等､解析条件

を多様化 して解析す ることも重要 になる｡

一巡行方向

変動韓-ぅ

履帯＼ / フレ ム

I I

, 宅 鏡 - ′J (心 (A) ,i 鵠

ノ / / i/ / / × × × iX ー× × +｣ × × × × × × ＼ _＼ ＼ ＼ ＼ ＼

/ / / A/ L/ fX × lX jX iX × × × ~× × × × × i＼ ＼ ■＼ ＼ ＼ ド

/ ＼ / ＼ _/ ＼ !/ ＼ / ＼ / ~＼ _/ ~＼ / ＼ / ＼ / ＼ / ＼ /

/ /.′了 / ＼ l/ ＼｣/ ＼ / ＼｣/ ＼ / ＼ / l/ ＼ ＼

図2.地盤 とクロー ラの解析モデル
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本研究は土 一機械系､あるいは､農業機械の力学的挙動を全体的に解析 しよ う

とする試みのはんの入口の段階である｡ このため､解析法 自体 について さらに検

討､改良を要する部分が少な くない｡また個々の問題のモデル化は様々な方法が

可能であり､ これについての体系的な検討が必要である｡

ここでは主にパーソナルコンピュータを利用 したが､その性能の向上 にはただ

驚 くばかりである｡有限要素法が普及 しは じめた頃か ら考えると隔世の感がある

(もっとも､苦､大型計算機を使 った経験のある方でないとこの感覚 はわか らな

いだろうが)｡ ここで示 したように､十万円そこそこでかなり本格的な有限要素

法が走 るのである｡ これは学生で も手軽 に有限要素解析 を楽 しめる (?)ことを

意味 している｡有限要素法は実際に計算 してみないと理論的な話を聞いただけで

はなかなか理解 しに･くいために､大学教育の中で取 り上げるのは困難であった｡

これがパーソナルコンピュータで容易にできるとなると話は違 って くる｡講義室

の中で材料力学､ トラクタ工学の一部 として利用で き､ シミュレー ションを通 し

て本来の科 目内容の理解 も深 まる効果がある｡パソコンFEMを積極的に活用 し

た教育法実験 にも取 り組んでいきたいと考えている｡
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この図は-ン ドトラクタの固有振動解析のモデル ･-ルサーです｡
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