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1. 研究目的

車輪の走行性を精度よく予測できれば,農業機械の設計あるいは効率的利用に役立つだけでな

く,最近注目されている自律走行や無人走行に必要な高精度の制御にも適用できる｡走行性の予

測においては,車輪の沈下挙動をベースとして接地応力を求めてけん引力, トルクなどを算出す

るBekkerの流れを組む従来の予測法においても,有限要素法 (FEM)などの数値解析法

においても,接地面における摩擦 ･すべり応力分布などの力学現象を総合的に解明することが必

要である｡しかしながら,計測可能な応力分布についてはかなり解明されているが,予測におい

て最も重要な車輪表面と土粒子との相対的なすべりについては計測困難であり,この点を解決す

れば,予測精度の大幅向上と実用化が望めるとともに走行性のより深い理解が期待できる｡

そこで,本研究では車輪走行性の高精度予測法の確立を目的として,接地面における相対すべ

りに基づいて走行性の予測に必要な接触現象を解明する｡従来の予測法における接地応力の算出

法の改善,特に,接地面における相対すべりと接線応力の関係を明らかにして,高精度の予測法

に改善する｡最後に,これらの結果をFEMの接触面処理アルゴリズムに組み込み,数値解析精

度の向上を図る｡車輪 Fの-L二の変形より,車輪表面における相対すべりの分布はかなり複雑であ

ることが予想される｡これを明確にできれば接触面における力学状態が把握でき,予測精度の大

幅な向上と実用化が可能となる｡走行性の予測に関する研究は数多く行われてきたが,従来の予

測法の限界点は明らかでそれ以上の精度向上には本研究が必要である｡さらに,FEMなどによ

る数値解析においては接触面における境界条件の処理に問題があり,成果を上げるには本研究が

不可欠である｡

-1-



2. 計画および方法

(1)接地面近傍における土壌変形の計測システムの開発

車輪の接地面近傍の土壌をラインシフトカメラで撮影し,一定間隔でパーソナルコンピュータ

に画像を転送して,土粒子の変位を計測するシステムを構築する｡

(2)多様な走行条件下における土壌変形の計測と解析

現有の精密車輪走行実験装置を用いて多様な走行条件で実験を行い,開発したシステムにより

相対すべりを計測し,けん引力, トルクなどとの関係を解析する｡土壌変形解析システムを利用

して,車輪の回転に伴う土壌の変形を詳細に解析する｡土壌中のひずみ分布の特徴とその変化を

把握し,接地面における相対すべりとの関係を明らかにする｡

(3)走行性の予測

本研究で明らかにした相対すべりと接地応力の関係を用いて,従来の走行性予測法を改善する｡

(4)報告書の作成

以上の結果をまとめて報告書を作成する｡

3. 結 果

(平成 10年度)

1) 車輪走行実験によって接地応力の分布特性と沈下量の経時変化を把握し,接地応力の予測に

必要な接地面の幾何学特性と沈下量の関係を示した.

2) 提案したモデルによる接地応力分布は実測値に近く,高い精度で予測できることを示した.

ただし,低すべり率における負の接線応力は予測できなかった.

3) 剛伝初期における法線応力は狭い範囲に分布して最大値は高く,接線応力の値は全般的に低

い.回転に伴なって法線応力の分布は次第に広くなって最大値は減少し,接線応力は急激に増加

してピークが前方に移動する傾向を表現できた.

4) すべり率に対するけん引力や トルクの予測値の傾向は実測値とほぼ同じであり精度よく測定

できた.今般にけん引力よりトルクの予測値がよく適合している.

5) 走行に伴なうけん引力や トルクの経時変化もある程度予測できた.高すべり率ではけん引力

が実測値と同様にピークを示す変化を表現できた.

6) すべり変位至引こ対する考察を行い,Janosiモデルにようる予測値は実際よりかなり大きく

見積もることを示した.

(平成 11年度)

(1) 回転開始時にけん引力がピークに連するまでの接地面近傍の土の変位増分は,けん引力増

分と負の相関関係があることがわかった.これは,初期状態におけるけん引力増分の低 下は土の

変形量が増加することによるものであることを意味している.

(2) 車輪を 1000回転 (すべり率 21.9%)させた後の土中の各種ひずみ分布をみると,表層付近
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に局所的に集中しており,その大きさと領域にムラがあることがわかった.これは,定常けん引

力が低下する時には接地面近傍の土粒子が水平方向に相対的に大きく動くために発生したものと

予想できる.

(3) これを確かめるために,表層から第 1層目と第 2眉目のマーカの水平変位 (増分)の合計値

の差すなわち相対変位 (増分)を求めて回転角度毎にプロットしてその波形を調べた.これより,

表層付近の土の相対変位 (増分)の周期とけん引力波形の主要周波数成分の周期がほぼ一致する

ことより,けん引力の変動は主として土の変形によることを明らかにした.

(4) 車輪近傍の土粒子は車輪の接近,通過に伴なって円を描くように変位する.間隙比の大小に

係わらず同様な傾向を示すことが明らかになった.深い位置においても同様な傾向がみられるが,

軌跡円のサイズは深くなるに伴なって小さくなる.

(平成 12年度)

1)繰り返し走行による走行性の解析

現有の精密車輪走行実験装置を用いて多様な走行条件で繰り返し走行実験を行い,けん引力,

トルクなどの変化の状況を解析した｡走行回数とけん引力の関係ではすべり率によって変化の状

態が異なることを明らかにした｡

2)車輪下の上壌変形の分析

すでに開発してある と壌変形解析システムを利用して,車輪の回転に伴う土壌の変形を詳細に

解析した｡繰り返し走行によって発生する土の変位軌跡を精度良く測定でき,土壌踏圧現象解明

の糸口をつかんだ｡土壌中のひずみ分布の特徴とその変化を把握し,すべり率との関係では低す

べり率の方が土の鉛直変位が大きいことを明らかにした｡

3)上中応力の予測法の開発

ヒ｢Il各層における車輪からの相対距離と土壌変位との関係を把握することができた｡これを用

いて,走行性予測の基本となる土壌中の応力分布のハイブリッド予測法を開発し,この方法が有

効であることを確認した｡これによって,有限要素法などによる数値解析結果の検証を行うこと

が可能になった｡

(論 文)

1)上野正実 ･鹿内健志 ･深見公一郎 ･大嶺政朗 ･橋口公一 ･岡安崇史 :車輪のけん引力変動に

関する波形解析,テラメカニックス,第 18号,71-76,1998.5

2)上野正実 ･大嶺政則 ･鹿内健忘 ･深見公一郎 ･橋口公一 ･岡安崇史 :車輪接地面のすべり挙

動と接地応力の予測に関する研究,テラメカニックス,第 18号,77-82,1998.5

3)M.Ucno.M.Oomlne,T.Shlkanai,K.HashlguChiandT.Okayasu:Precisepredictionor

lhctravellngPerrOrmanCCrOrarlgidwheel.ProceedlngSOrthe5thAsla-PaciHcRegional

ConrcrenceoH hetheInternationalSocietyForTerrainVehicleSystems,374-383.1998.10

4)M.Ucno.K.Fukaml.T.Shlkanal,K.HashIguchiandT.Okayasu:WaverormanalystsOr

drawbarpullorarigldwhccLbyFFT,ProceedlngSOHhc5thAsla-PaclrlCRcgionalConrcrence

-3-



orthetheInlernalionalSocietyforTerrainVehicleSystems,384-392,1998.10

5)橋El公一 ･岡安崇史 ･上野正実 ･鹿内健志 :画像処至巨による土の変位のオンライン計測に関

する研究,農業機械学会誌,第 60巻第 6号,ll-18,1998.ll

6) ヒ野TF実 ･大嶺政朗 ･鹿内健忘 ･橋 口公一 ･岡安崇史 :砂地盤上の剛性車輪の走行性の高精

度 T,測に閲する研究,農業機械学会誌,第 61巻第 2号,10卜110,1999.3

7) J･-.野Tl･:′夫 ･岡安崇史 ･橋｢1公 一･鹿内健志 ･大嶺政朗 :砂地盤 卜の剛件車輪のけん引力変動

に関する力学的考察,農業機械If:会誌.第 61巻第 4号,75-84,1999.7

8)MasaaklOn一ine. .WasamiLIcnoandKoIChlrOFukami:AprccisepredJCtjonnlOdclForaHgid

≠hccL()nsand)ground ProceedlngSOr3rdlnlcrnatlOnaLConference()rSollDynamics(CD_RO‖),

2000.3

9)上野正実 ･深見公一郎 ･橋LJ公一 ･岡安崇史 ･鹿内健志 :車輪の繰 り返 し走行における土壌

変形プロセス,テラメカニックス,第 20号,10ト日2,2000.5

10)上野LE実 ･深見公一郎 ･橋口公一 ･岡安崇史 ･鹿内健志 :土壌変形の不均一さがけん引力

の変動を引き起こす,テラメカニックス,第 20号,日3-118,2000.5

11)K.Fukaml.M.Ucno.K.Hashiguchi.T.Okayasu二AnalysISOrSOlldelormat)onbeneath

awhLICllnthercpetlli()ntravel.Proceed)ngsorCIGR2000,CD-RON.2000.ll

12)K｡lChJr｡FukanlI.Ma.i(lmJLTcn(),KoJChIHa.lhlguChlandTakashlUkaya川二Fluclualion()r

lhcdrawbarPUJIorawheclduelotheinhomogencoussollderormatjon.ProcccdJngSOr

lnlernalionalAgrlculluralEnglneerlngConference2000.42-49,2000.12

(学会発表)

1)車輪のけん引力変動に関する波形解析,第 57回農業機械年次大会,1998年 4月,lLJll･)大学,

上野JJJ_寡,鹿内健忘,○深見公 一郎,大嶺政朗,橋口公 一,岡安崇史,67-68

2)砂地棺における剛性車輪の走行性の高精度予測に関する研究,第 57回農業機械年次大会,1998

年 4ノ上 山形大学,○上野正英,鹿内健志,大嶺政朗,深見公一郎,橋口公一,岡安崇史,69-70

3)農相弔輪のけん引力などの変動現象に関する解析,第 61回農業機械学会九州支部例会,1998

隼9)i.福岡市 ･筑紫野市,上野TE実,○深見公 一郎,鹿内健志,大嶺政朗

Lt)M.Ueno,K.Fukami,T.Shikanai,K.HashlguChiandT,Okayasu:Waveformanalysisof

dl.aWbarpullofal･igldwheelbyFFT,Proceedingsofthe5thAsia-PacificReglOnalConference

oFthelntpl･natlO11alSocletyFol･Tel･L･alnVehicleSystems,384-392,1998.10第 5回rI:'11際地盤一

車両系学会アジア一人1'-A.ill--一会議 .,ソウル,1998年 10FIJ

5)剛性車輪のけん,)l力などの変動と Lの変形に関する解析,第 58Eロlj畏業機械年次入会,]999

隼4)L 佐賀人'､告 L-_野正美.0深見公一郎,橋日公 一,riY']安崇史,65-66

6)繰り返 し転圧を受ける耕盤剛 岩の土壌閉結防l日こ関する研究,第 58回農業機械年次大会,1999

隼4)上 拓.賀人草.橋H公 ･.岡安崇史,上野lF'k O深見公 一郎,69-70

7)繰り返し走行における 日義変形プロセスの解析､第 20r･rlテラメカニックス研究会,1999年

11什 コマツ総合研究所 (静岡). L班JI,Tl:_実,○深見公 -郎,橋rl公 -,岡安崇吏

8)車輪近傍の 卜壌変形の不均 ･さがけん引力変動を引き起こす,第 20lrりテラメカニックス研

-4-



究会,1999年 11月,コマツ総合研究所 (静岡),上野正実,○深見公一郎,橋口公一,岡安崇

史

9)降雨に対する大型農業機械の走行可否に関する簡易判定法,第 20回テラメカニックス研究

会,1999年 11月,コマツ総合研究所 (静岡),○ 上野正実,清水勇人,深見公一郎

10)車輪の走行性能に及ぼす繰 り返 し走行の影響,第 59回農業機械年次大会,2000年 4月,

新潟大学,上野正英.0深見/iiL一郎,鹿内健志,橋 口公一.岡安崇史,17-18

1.1)車輪の繰 り返し走行に伴う七の変形プロセス,第 59回農業機械年次大会.2000年 4月,

新潟大学, 上野止実,○深見公一一郎,鹿内健忘,橋口公一,岡安崇史,19-20

12)走行車輪下の不均 一 -な土壌変形とけん引力の変動,第 59回農業機械年次大会,2000年 4

月,新潟大学,○上野正実,深見公一郎,鹿内健志,橋口公一,岡安崇史,21122

13) K.Fukami,M.Ueno,K.HashiguchiandT.Okayasu:AnalysisofSoilDeformation

beneaththeWheelintheRepetitionTravel,TheXIVMemorialCIGRWorldCongress2000,

November28-December1,2000

14)K.Fukami,M.Ueno,K.HashiguchiandT.Okayasu:Fluctuationofthedrawbarpullof

awheelduetotheinhomogeneoussoildeformation,ⅠnternationalAgriculturalEngineering

Conference2000,December4-7,2000

-5-


