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第一章 研究の概要

1.研究 目的

今日の社会的な要請によって,農業機械の設計 ･開発においても高精度の数理解析が

要求されている｡ しかし,問題の本質的な困難さのために経験的 ･実験的手法に頼って

いるのが実状であったが,これに対 して近年飛躍的に進歩 した有限要素法の応用が試み

られ,大きな成果が期待されている｡申請者 も ｢土一機械系における相乗効果を考慮 し

た力学挙動の有限要素解析｣(S63-H2)一般研究 (C))の補助を受けてこの問題に

取 り組んできた｡この過程で明かになったことは解析結果の検証法が確立されていない

ために,解析技術の大幅な向上を図る上で大きなネックになっていることである｡

そこで,本研究では変形解析システム (実験的手法)と,精密な弾塑性応力解析シス

テム (解析的手法),ならびに実験結果のデータベースとを結合 した検証システムを開

発し,農業機械分野における数理解析手法の高精度化を図ることを目的とする｡さらに,

このシステムを拡張 したハイブリッド有限要素法の開発を試みる｡この手法は変形挙動

の経時変化,植物体や土のような材料の変形,亀裂の進行などを精度良く解析すること

をねらいとしている｡

2.方法および計画

1)平成5年度

(1)精密土槽実験装置 (硯有)による車輪走行実験において土の変形挙動 (2次元

問題)を精度良く解析するシステムを開発 し,土中のひずみ解析を行う｡硯在,

データを収集 している段階である｡

(2)これによって得られたひずみ (ひずみ増分)データを用いて応力解析を行うシ

ステムを開発する｡応力解析は主に弾塑性構成式に基づいて行う｡ 今後,高性

能ワークステーションなどによる有限要素法に拡張する予定である｡

(3)このようにして求めたひずみ,応力とけん引力等との関係を分析 し,走行現象

のメカニズムを探る｡

(4)変形解析システムと応力解析システムの統合化を図り,検証システムの基本部

を開発する｡
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(5)これまで行ってきた土一機械系の変形問題の有限要素解析条件に合わせた実験

(上記,土槽実験装置)を行い,このシステムによる解析結果 との適合性を検

討する｡

2)平成 6年度

(1)これまで行ってきた土一機械系の変形問題の有限要素解析条件に合わせた実験

を行い,変形解析ならびに応力解析をベースにした検証システムによる解析結

果 との適合性を検討する｡

(2)走行実験データを蓄積 しデータベース化を図る｡同時に,各種の有限要素解析

との比較を行う検証システムの統合化を検討する｡

(3)データベース化 した実験 ･解析データの総合分析システムを開発する｡

(4)検証システムにより有限要素解析結果を合理的に評価 し,さらに当該有限要素

法の問題点を明らかにする方法を検討する｡

(5)変形一応力解析システムを有限要素法と結合させたハイブリッド解析法を開発

する｡

(6)全体のまとめ (報告書の作成,学会報告など)を行う｡

3.研究組織 と経費

1)組織

本研究は研究代表者 1名のみの組織であるが,研究の遂行には多 くの方の協力を

いただいた｡特に次の方には感謝申し上げたい｡

琉球大学 ･名誉教授 泉

琉球大学農学部生物生産学科 ･助手 鹿内

琉球大学農学研究科 ･修士課程 岡安

九州大学農学部農業工学科 ･教授 橋口

酒井重工業 (秩)技術研究所 能勢

酒井重工業 (秩)技術研究所 内山

酒井重工業 (株)技術研究所 後藤

2)経費
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4.結果の概要

1)平成5年度

本研究では,変形解析システム (実験的手法)と.精密な弾塑性応力解析システム

(解析的手法),ならびに実験結果のデータベースとを結合 した検証システムを開発 し,

農業機械分野における数理解析手法の高精度化を図ることを目的としている｡これによ

り,解析技術の大幅な向上を図る｡さらに,このシステムを拡張したハイブリッド有限

要素法の開発を試みる｡

平成5年度の主な成果は次の通 りである｡

(1)精密土槽実験装置 (現有)による車輪走行実験において土の変形挙動 (2次元

問題)を精度良く解析するシステムを開発し,土中のひずみ解析を行った｡そ

の一部は論文としてまとめた｡現在,さらに分析を進めている段階である｡

(2)これによって得られたひずみ (ひずみ増分)データを用いて応力解析を行うシ

ステムを開発し,すべり率26%の実験結果に適用 し,解析可能であることを

確認した｡

(3)このようにして求めたひずみ,応力とけん引力等との関係を分析 し,走行現象

のメカニズムを探 り,現在,投稿準備を進めている｡

(4)変形解析システムと応力解析システムの統合化を図る検証システムの基本部に

ついての構想を立てた｡

2)平成6年度

本研究は,農業機械の設計 ･開発に高精度の数理解析手法を提供できる有限要素法

の解析結果を,実験的に検証し,それをフィードバックするシステムを確立 して,解析

技術の大幅な向上を図ることをねらいとしている｡

具体的には,変形解析システム (実験的手法)と,精密な弾塑性応力解析システム

(解析的手法),ならびに実験結果のデータベースとを結合 した検証システムの開発,

さらに,このシステムを拡張したハイブリッド有限要素法の開発を試み,車輪の走行性

の問題にこのシステムを適用 し,その性能を評価することを試みた｡本年度の研究実績

の概要は次の通 りである｡

(1)これまで行ってきた土一機械系の変形問題の有限要素解析条件に合わせた実験

を行い,変形解析ならびに応力解析をベースにした検証システムによる解析結

果との適合性を検討した｡
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(2)走行実験データを蓄積 しデータベース化を図る｡同時に,各種の有限要素解析

との比較を行う検証システムの統合化を行った｡

(3)データベース化 した実験 ･解析データの総合分析システムを開発 した｡

(4)検証システムにより有限要素解析結果を合理的に評価 し,さらに当該有限要素

法の問題点を検討 した｡

(5)変形一応力解析システムを有限要素法と結合させたハイブリッド解析法を開発

したが,変形解析データの精度向上のために時間を要 し,実際の解析には至ら

なかった｡

(6)全体のまとめ (報告書の作成,学会報告など)を行った｡

なお,蛇足であるが,本研究に関連 したシンポジウム (農業機械学会主催)を実施 し

た (農業機械開発 ･設計における数値解析技術の活用,平成 7年2月2日～4日,琉球

大学大学会館)｡

3)2年間の実績概要 (まとめ)

本研究は,農業機械の設計 ･開発に高精度の数理解析手法を提供できる有限要素法

の解析結果を,実験的に検証 し,それをフィー ドバックするシステムを確立 して,解析

技術の大幅な向上を図ることをねらいとしている｡具体的には,変形解析システム (実

験的手法),精密な弾塑性応力解析システム (解析的手法),ならびに実験結果のデー

タベースとを結合した検証システムの開発,さらに,弾塑性有限要素法の開発を試みた｡

車輪の走行性の問題にこのシステムを適用 した｡

精密土槽実験装置を利用 した車輪走行実験において,土の変形挙動を精度良く解析

するシステムを開発 し,車輪下の土の変形解析を行った｡これによって車輪の回転に伴

う変形パターンを明らかにした｡土の変形状態はけん引力の最大値が発生する前後で急

変することを示 した｡ひずみ (ひずみ増分)データを用いて応力解析を行うシステムを

開発 して,すべ り率26%の実験結果に適用 した｡走行実験データを蓄積 しデータベー

ス化を行い,実験 ･解析データの総合分析システムを開発 した｡これに有限要素解析 と

の比較を行う機能を付加 して検証システムを構築 し,有限要素解析結果を総合的に評価

を行った｡変形一応力解析システムを有限要素法と結合させたハイブリッド解析法を開

発 したが,変形解析データの精度向上のために時間を要し,実際の解析には至らなかっ

た｡
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第二章 内容
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

はじめに
農業機械などの不整地車両の用途や使用範囲は今後ますます拡大することが予想され,

従来以上に優れた走行性を備えることが望まれる｡加えて,精密作業が要求されるよう

になり,作業部だけでなく走行部も含めた高度な制御が必要になりつつある｡走行性は

走行装置と路面との相互作用によって決まるので,制御性の飛躍的な向上を図るには,

この相互作用を詳細に解明することが重要である｡相互作用の特徴を取り入れた走行制

御が可能になれば,機械の性能の大幅な向上も期待できる｡これには,従来からの研究

の流れを継続するだけでなく,研究手法の高度化が必要である｡実験的には測定精度の

向上および正確な条件設定などが求められ,理論面においては有限要素法などの数値解

析手法の活用が期待されている｡

ところで,有限要素法はこれまでにも走行性の解析に適用されてきたが,未だに多く

の課題を内包し,この分野では実用的なレベルには達していない｡その原因として,

･土の変形挙動を記述する構成式が十分でなかったこと,

･接地面における境界条件を前もって知ることが困難なこと,

が主なものとしてあげられる｡土に関連する有限要素法では,使用する構成式が重要な

意味をもつ｡これまで使用されてきた弾性構成式や粘弾性構成式は,走行装置下の土中

の応力分布を解析するにはある程度有効であるが,わだちなど残留ひずみを伴う変形問

題は全く対処し得ない｡土壌踏圧問題などでは,この残留ひずみがむしろ重要であるの

で,これは大きな欠点である｡したがって,土を弾塑性体として記述する構成式が必要

となる｡さらに,車輪の走行現象では,車輪と土との接触状態が重要な役割を果たす｡

いくつかの物体が接触して相互に作用する問題は,接触問題として分類される解析上の

難問の一つである｡接触面における応力分布および変形状態,すなわち,解析に必要な

境界条件を予知することが難しく,またプログラムによる表現も困難である｡

加えて,解析結果を信頼性の高い実験結果によって体系的に検証するシステムが確立

されていないことも,解析能力が向上しない原因の一つと考えられる｡したがって,有

限要素法が得意とする材料中のひずみ分布や応力分布を正確に測定し得る精度の高い実

験を行う必要がある｡すなわち,有限要素法と同じ条件で実施し得る実験と,その結果

を利用するシステム,特に変形および応力解析システムを開発することが求められる｡

これらはそれ自体で走行現象を解明するのに有効であるが,それとともに数値解析法の

改善を図るサブシステムとしても重要な意味をもつ｡そこで,本研究では土の変形 ･応

力解析を簡便に行えるシステムの開発を行った｡このシステムを土槽実験装置による車

輪走行状態に適用した結果,所求の能力を有することが明らかになった｡

このような観点より,精密車輪実験装置を用いて様々な条件で実験を行い,さらに､

6



有限要素解析を行って多くのデータを蓄積してきた.しかるに,データが増加するに伴っ

て,これらを管理 ･保存し,多角的に解析するすることか困難になってきた｡そこで,

データベースの考え方に基づいて,統一した形式で実験データをファイリングし,これ

らを統括管理するとともに,グラフィック機能を備えたプログラムライブラリにより多

様な解析を行う総合解析 ･検証システムを構築した｡また,実験を円滑に進めるために,

実験手順をモニタ画面に表示し,データを自動的に計測する実験支援機能を付加した｡

本システムにより,車輪走行問題の多面的な解析と有限要素解析の比較検証が可能となっ

た｡実験装置など一部を変更すれば他の問題にも比較的容易に適用できることは言うま

でのない｡

システムの構成

1.システムの概要

本システムは,図1に示すように,次の7つのサブシステムより構成されている｡

･データ計測システム

･土壌変形解析システム

･応力解析システム

･FEM解析システム

･データファイリングシステム

･データ管理 ･検索システム

･データ解析プログラムライブラリ

これらは有機的に関連しており,データ計測から解析および結果の出力まで一貫して実

行できる｡

ハー ドウェアの構成例として,ここでは精密車輪実験装置,パーソナルコンピュータ,

多チャンネルデータロガ,GPIBボード,ハードディスク,プリンタおよびⅩYプロッ

タを使用した｡

2.データ計測システム

(1)走行実験装置

本研究に用いた走行実験装置は,土槽,車輪装置,移動台車とその駆動装置,データ

集録 ･処理装置,および,付帯装置より構成されている｡図2にその全体図を,表 1に

主要諸元を示す1)｡車輪は外径300mm, 幅412mmの円筒形で,外周を厚さ5mmの硬質

ゴムで焼付け皮膜してある｡

図3に計測システムの概要を示す｡各センサで検出された力学量は,多チャンネルデー

タロガで増幅 ･A/D変換し,GPIBを通してパーソナルコンピュータに転送 ･集録

される｡これらのデータは計測と同時にコンピュータのディスプレイにグラフィック表

示される｡

(2)方法

供試土には気乾状態の豊浦標準砂を用い,土槽への充填は,ホッパを装着した台車を

側壁の外のレールに沿ってゆっくり往復させ,空中落下法によって行った｡充填中は,
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図 1 総合解析 ･検証システムの概要

1芸I2 恥輪走行実験装置の構成
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衰 1 走行実験装置の主要諸元

土槽 内寸 長さ 1,888mm

幅 414mm

深さ 617mm

側壁 30mm アク リル板 (一部)

車輪 寸法 幅 412mm

直径 300mm

質量 10kg-82kg (調整可能)

表面 硬質 ゴム皮膜 (5mm)

駆動 ステ ッピングモータ

独立駆動方式

速度 0-80mm/¶in

台車 駆動 ボールネジ2本およびステッピングモータ

速度 0-80mm/min

連結 し型セ ンサおよび リニアベア リング

表 2 実験条件

供試土 豊浦標準砂

間隙比 0.61 (平均)

土層深さ 60mm

車輪接地荷重 196Ⅳ

すべり率車輪回転周速度 i.8%, 8.0%,20.0%.26.0%

41.0%,71.0%.90.2%9



ホッパの排出口と土表面の距離すなわち落下高さを800rrmに維持した｡加えて,ホッパ

から多重ふるいを通して供試土を分散 ･落下させ,初期間隙比 (平均)0.61に調整した｡

この後,表面を水平に砂切りして平坦な走行路面に仕上げた｡今回,土層厚は60mmと

し,車輪のサイズに対して比較的浅い地盤とした｡

実験では,土槽の所定の位置に車輪を非回転状態で静かに沈下させ,その後に,車輪

と台車を同時に駆動させた｡ここでは,最初を初期沈下状態,次を回転状態と呼ぶ｡初

期沈下状態に入る前に路面間際まで車輪を下ろし,沈下計などの計測機器の初期設定を

行ってから回転させた｡本研究における実験条件を表2に示す｡

実験を行う際には,メニュー方式により作業手順がモニタ画面に表示される｡この実

験支援機能により,センサ類の初期バランス,すべり率,初期接地荷重などの設定が容

易に行える｡

3.変形解析 システム2)

(1)マーカの設置と写真撮影

本研究では,節点の変位検出にポリエステル製のマーカを用いた｡これは滑らかなポ

リエステルフィルムの面に十字線を印刷した直径5mmの円形マーカである｡ これを,

土を充填する前に,アクリル製の土槽内壁に水の付着力を利用して貼りつける｡土に面

するマーカの裏側は,土粒子への追随性をよくするために,接着剤で土をまぶして粗い

面とした｡マーカを一定間隔に貼りつけた後に､土を充填して一昼夜置く｡この間にマー

カの水分は乾いてアクリル板への付着力はほとんどなくなる｡マーカの十字線の交点が

三角形要素の節点に相当し,土槽のアクリル壁を通して見ることができる｡

これらのマーカを,土槽側面より無変形の初期状態で撮影し,次に非回転状態で沈下

させる初期沈下後の状態を撮影した｡それ以降の回転状態においては,車輪回転角0.5

度毎に一連の写真撮影を行った｡

(2)写真からのマーカ座標の読み取り

平面上の座標を正確に検出できる平面位置検出装置 (TWINKLER200)を用いた｡こ

れは,2組のステッピングモータで駆動され,2直角方向 (X,y方向)に移動する水

平台を用いた装置である.この上に写真を置いて,読み取り対象とするマーカをモータ

の駆動により定位置まで移動させ,その移動量より座標値を割り出す｡この時,マーカ

を顕微鏡 (CCD)カメラ (CCD-Zl)で写してモニタ画面に拡大表示し,画面上の定

点においてマーカの十字に照準を合わせる｡

(3)変位とひずみの算出

これらの装置で読み取られた節点座標データは,RS-232Cインターフェースを

通してパーソナルコンピュータに転送される｡これは写真上の座標値であるので,基準

スケールによる実座標値に変換した後にデータファイルとして蓄えられる｡この時,x,

y軸に対する写真の傾きも併せて補正する｡座標ファイルは,同一すべり率の実験に対

して,無変形状態,初期沈下状態,回転状態 1,回転状態2, ･･･,と一連のステッ

プのものができるので,これにステップ番号を付す｡ある節点の変位増分は,同じマー

カの(i+1)ステップの座標値から(i)ステップの座標値を減ずることによって得られ

る｡これをすべての節点について求め,第 iステップの節点変位増分データを作成する｡
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掘影用カメラ 平面位罷検出装値

凶3 計測システムの概要

図4 変形解析のフローチャー ト
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それぞれのステップにおけるひずみ増分は前述の手順に基づいて算出する｡すなわち,

近接する3個の節点で要素を形成し,それらの変位増分を用いてその内部のひずみ増分

を計算する｡これをすべての要素について実施して第 iステップのひずみ増分ファイル

を作成する｡このプロセスを最初のステップから順次実施し,その都度,増分値を加算

してひずみを求める｡解析のフローチャートを図4に示す｡

(4)結果の表示

解析結果を理解しやすくするためにグラフィック表示を用いた｡変形状態はワイヤフ

レーム図で表し,また,別の方法として節点の変位ベクトルを線分を用いて描き,その

長さと傾きで変位ベクトルの大きさと勾配をそれぞれ表す｡水平 ･鉛直方向の垂直ひず

み,体積ひずみ,および,せん断ひずみの分布は等値線図で表示する｡主ひずみは十字

線素を用い,その長さと傾きでそれぞれ大きさと方向を示す｡

4.FEM3)

(1)解析方法

有限要素法は,微分方程式の離散化技術の一つで,物体もしくは場を有限個の要素に

分割し,支配方程式を微分方程式から代数方程式に変換する手法の一つである｡構造問

題では,構造物をいくつかの要素に分割し,要素の代表点すなわち節点に関して,節点

荷重増分ベクトル (△F)と節点変位増分ベクトル (△U)との関係式を作成する｡こ

の関係式は剛性方程式と呼ばれ,

(△F〉-K･ (△U) ･･････････ (1)

と表現される｡ここに,Kは剛性マトリックスで,物体の力学的挙動を記述する構成式,

ならびに,節点座標,変位関数などから作成される｡土壌の変形を扱う場合には,力学

的挙動が非線形で,なおかつ,大きな変形を対象とするので,ここで示したように増分

形式の剛性方程式を用いる必要がある｡

任意の要素について次のような類イ以の関係式が成立する｡

(△ f)-k･ (△u) ･･････････ (2)

ここで, (△ f)は任意の要素における節点荷重増分ベクトル, (△u)は節点変位増

分ベクトルである｡これをすべての要素について合成したものが式 (1)である｡

要素の剛性マ トリックスkを決定するには,まず変位関数を定義する必要がある｡こ

れは,要素内の任意の点P (X,y)の変位増分を,その点の座標値の関数として仮定

したものである｡すなわち,

△u-f(x,y) ･･･････････ (3)

これはⅩおよびyの多項式で表されるが,未定係数を決定するために,節点における既

知の変位増分値および座標値を,式 (3)に代入して求める｡要素内の任意の点のひず

みは,次の節点変位-ひずみ式で与えられる｡

(△ E)-B･(△ u) ･･････････ (4)

ここで,Eはひずみ,Uは節点変位である｡次に,この求めたひずみより,次の応力

-ひずみの関係 (構成式)を用いて,要素内の応力増分を決定する.

(△cT) -D ･ †△ E) ･･････････ (5)

ここで,Dは応カーひずみ関係マ トリックスである｡
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仮想仕事の原理にこれらの関係式を用い,さらに要素に作用する外力増分を等価節点

力増分に変換して,式 (2)の要素の剛性方程式を得る｡剛性マ トリックスkは次の形

で具体的に表現される｡

k- JB'･D･BdV - - - - - (6)

この体積積分は,DおよびBが座標を含まない場合には簡単な形になる｡一般には,特

殊な座標変換 (アイソパラメ トリック要素)を行って,ガウスの数値積分を行う方法か

用いられる｡要素の剛性方程式を物体全体にわたって合成すると,全体の剛性方程式

(1)を得る｡剛性方程式を与えられた境界条件の下で解き,未知の節点力増分ならび

に節点変位増分を求める｡節点変位増分から各要素のひずみ増分ならびに応力増分を決

定できる｡

剛性方程式の定式化において,前述のように,材料の変形挙動を適切に表現し得る構

成式を用いることが重要である｡これは土のような非金属材料を扱う場合には特に問題

となる｡ここでは,土を弾塑性体と仮定し,構成式として橋口による拡張下負荷面モデ

ルを採用した4)｡

(2)解析モデル

解析は,比較用の土槽実験に合わせて半径 150mm,重さ200Nの剛性車輪を想

定して行った｡解析領域は, 幅370mm,深さ60mmで,それらを節点245個,

204個の四角形要素に分割した｡図5に本解析に使用した解析モデルを示す｡解析領

域の拘束条件として,車輪下の節点に後述する車輪の回転とすべりによって求められる

強制変位増分,側壁および底部には完全固定の条件を与えた｡それ以外の節点は全て自

由変位の条件にした｡

供試土の材料パラメータには,実験結果との比較を行うために,豊浦標準砂のものを

使用した｡車輪と供試土のまさつ係数は一面せん断試験による実測値を用いた｡これら

の値を表3に示す｡

(3)フローチャー ト

図6に解析のフローチャー トを示す｡はじめに,入力データから解析メッシュを自動

的に生成し,節点座標値,要素ならびに節点番号,ガウス点などの初期データを設定す

るOこれらのデータ,初期応力,初期ひずみおよび材料データから剛性マ トリックスを

作成する｡これを既知の節点荷重増分 (△F)k,および,節点変位増分 (△U)kで

与えられる境界条件の下で解いて,未知の節点変位増分 (△F) ｡,および,節点荷重

増分 (△U) uを求める｡ここで,車輪と土の接触節点における荷重がクーロンのまさ

つ条件を満たしているか否かの判定を行う｡すなわち,接地面の法線力成分と接線力成

分の比がまさつ係数より大きくまさつ条件を満足しない場合には,図6の修正ループ

(1)に従った計算を行い,条件が満たされれば次のステップ-進む｡すべての接触節

点の荷重比がまさつ条件に適合するまでこの修正を繰り返す｡幾何学条件の判定では,

接触節点が車輪の円周上にあるかどうかをチェックする｡円周上にない場合には,修正

ループ (2)によって補正計算を行い,条件を満たしていれば次に進行する｡さらに,

車軸荷重を一定に保つために,接地部節点の鉛直荷重を合計し,設定値との比較を行っ

て,誤差が許容範囲にない場合には 鉛直方向の補正変位増分を与えて修正計算を行う｡
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表3 材料パラメータとその値

材料パラメータ 記号 係数値 決定方法

正規降伏面のサイズ

内部摩擦角

正規圧密線の勾配

圧密除荷線の勾配

体積比係数

体積比の初期値

境界体積比

下負荷面初期相似中心

相似中心移動速度係数 (1)

相似中心移動速度係数 (2)
非特異係数

下負荷面膨張速度係数

下負荷面膨張速度係数

下負荷面膨張速度係数

初期圧力値

体積弾性係数

せん断弾性係数

)

)ヽ
＼)

1
2

3

/_＼
(

(

FolOkPa 試験

〆 E 380 試験

β 0.022 試験

γ 0.002 試験

〝 0.8 仮定

Vo1.705 試験

V｡ 1.86 試験

s o o.12kPa 仮定

c J 10 仮定

C2 4.5 仮定

γ 0.99 仮定

u , 5 仮定

m 1 1 仮定

n l l 仮定

Po0.24kPa 試験

K 66700kPa 試験

G 14000kPa 試験
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図 5 有限要素解析モデル
図 7 車輪と土の接触面における境界条件の処理

屈6 車輪走行問題の有限要素解析のフローチャ- ト
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これらの修正がすべて終了した後に,要素内の力学的状態 (応力,ひずみなど)を決

定し,次のステップへと進む｡これらのループを繰り返し,所定の回転角に達したら,

後続の解析に必要なデータを指定ディスクに出力し,計算は終了する｡

(4)接地面における境界条件

前述のように,接触問題においては境界条件をどのように与えるか大きな問題である｡

これについてはいくつかの解法が提案されているが,いずれも特殊問題に限定される｡

また,剛性方程式の変更を伴うような複雑な場合もあるので,ここでは最も単純な試行

錯誤法を採用した｡

回転時の車輪と土との接触面における変位増分は,すべり率を考慮した式で与えた｡

剛体車輪上の任意の点はサイクロイ ド曲線を描くが,これは車輪のすべりによって変化

する｡車輪がすべりを伴わない場合つまりS-0.Oの暗,回転角増分△βを与えると,

図7における接触点は点Pから点0へ移動し,車輪の位置はAからBへ移動する｡車輪

が完全にすべっている場合つまりS-1.0のとき,車輪は水平方向へは移動しない｡

この場合,接触点は同じ表面A上にあり,接触点は点Pから点Tへ移動する｡車輪が任

意のすべりで転がっている場合,車輪はAからCへ移動し接触点は点Pから点Qへ移動

する｡この変位増分は,土の節点の変位増分ではなく車輪上の節点の変位である｡つま

り,車輪表面上の土粒子は車輪上の節点と一体となって変位するものではなく,車輪と

土の境界面で生ずる相対すべりに応じて変位する｡相対すべりは,クーロンまさつに依

存するものと仮定する｡

(5)解析結果の処理

解析結果は,一定ステップ (回転角)毎にファイルに出力され BASICで作成し

た解析プログラムによりメッシュ図,節点の変位および荷重ベクトル図,接線一法線応

力図,主応力図,主ひずみ図,応力およびひずみの等値線図として出力される｡また,

これら力学的諸量の推移などは開発したグラフ作成プログラムでグラフ化した｡

5.データファイリングシステム

データファイルは一括してハー ドディスク上に保存される｡保存されるデータは,け

ん引力,沈下量など走行実験より得られた走行性能データ,変形解析システムより得ら

れた変位データ,これらを解析して得られた解析結果データ,および,有限要素解析結

果のファイルである｡これらは,--ドディスクをいくつかのディレクトリに分割し,

種類別にそれぞれのディレクトリに保管した.データ形式は統一してあるので,データ

解析においては,いずれに対しても一定の手順でアクセスすることができる｡実験 ･解

析条件とファイル名を対応させ,データ検索が容易に行えるようにした.

6.データ管理 ･検索システム

ファイリングされたデータは,データ管理 ･検索システムで統括管理される｡このシ

ステムは,必要なデータファイルを探し出すための検索プログラム,全てのデータの実

験 ･解析条件を記入した属性データファイル,および,データファイル名を記録したデー

タ管理ファイル,の3つの部分で構成される｡

属性データファイルは,データが集録されたときの条件 (目付け,すべり率,接地荷

重など)が記録されている｡データ管理ファイルは,現在ファイリングされている全て
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のファイル名を保存し,検索や解析を行うときにシステム中のデータに関する情報を与

えるものである｡

データ検索は,図8に示すデータ管理 .検索システムのメニュー画面上でマウスを操

作することによって行う｡メニューの選択により,実験年度,すべり率,接地荷重,土

槽深さなどの項目を指定してファイルを検索することができる｡検索を実行すると,シ

ステムは属性データファイルを参照し,求めているデータを探し出す｡呼び出されたデー

タの情報は画面右下に表示される｡さらに詳しい情報 (例えば,最大けん引力,平均け

ん引力,沈下量など)は, ｢詳細印刷｣を選択すれば図9のようにプリンタ出力される｡

新しいデータがファイリングされると,属性データファイルおよびデータ管理ファイ

ルは自動的に更新され,常に最新の情報が記録される｡

7.データ解析プログラムライブラリ

データ解析プログラムライブラリには走行性能を解析するためのプログラムが保管さ

れている｡これらのプログラムはグラフィック機能を備えており,解析結果はモニタ画

面やプリンタまたはプロッタに出力される｡

図8のメニュー画面から ｢解析実行｣をマウスで選択すると,図10の下部に示すよう

なメニュー画面が表示される｡この中より,実行する解析内容を選択することによりプ

ログラムが実行される｡ ｢データ連結｣を選択すると,複数のデータの解析結果を連結

して出力し,結果の比較検討を容易にすることができる｡

変形解析では, ｢ひずみ解析｣のメニュー画面をマウスで指示することにより,ワイ

ヤーフレーム図やひずみ分布図などが出力される｡変位データと走行性能データの2つ

のファイルを読み込み,変形と走行性能を同時に解析することも可能である｡

結果と考察

1.車絵の回転 とけん引性能

本システムを用いて行った解析事例を示す｡データ連結機能により4種類のすべり率

について,車輪回転角とけん引力の関係を解析した例を図11に示す｡この図より,すべ

り率が高いほどけん引力は大きく,また,走行中にけん引力は一定ではないことなどが

わかる｡けん引力は土壌反力の水平成分であるので,けん引力が変動する現象を土壌反

力ベクトルの挙動より解析してみた｡図12は, ｢データ解析｣メニュー画面より ｢作用

線｣を選択して表示した反力ベクトル図である｡この図は,反力ベクトルの方向や作用

位置は,一定ではなく移動することを示している｡これらの結果は,けん引力の変動は

反力ベクトルの変動と連動しており,両者に密接な関係があることを示唆している｡

2.変位ベク トル

(1)初期沈下状態

図13に初期沈下時の変位ベクトル図を示す｡これは基準状態に対する初期沈下後の節

点の変位をベクトル表示したもので,線分の長さと向きで変位の大きさと向きを知るこ

とができる｡変位ベクトルの大きさは拡大してある｡同園の円弧は車輪の一部で,初期

沈下時および各回転角における車輪をそれぞれ破線および実線で表した｡車輪は左方へ
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データ管理 ･検索システム (走行データモー ド) 日付 ●95/ 1I/ 21

(琉球大学 :ゴム車肯) 時刻-00.00:00

図8 データ管理 ･検索システムのメニュー画面
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走行データ解析ライブラリ ver3,00

妄 験 デ ー タ l l 笑 簸 デ ー タ 2
No SliD Weight DeDth P D A No Slip Weigh亡 DeDth P D A

3 41.0 196.1 60 ○○ 9 14.0 196.1 60 ○×

実 験 デ ー タ (連結) :TEST l

接地応力分布 :T型センサで検出された接地応力を表示するライフ~ラリ

入力データ :実験データ1.実験データ2

出力データ :なし

プリンタ出力 :レーザプリンタ . ドットプリンタ

総括グラフ グラフ (連結) 接地応力分布 作用線解析 1 作用線解析 2

けん引力-反力 T型七舛解析 すべ り率の変化 作用線解析3 発生角f由出

ひずみ解析 解析終了

図10データ解析ライブラリのメニュー画面
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図11 車輪回転角とけん引力の関係
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舎 反 力 :213.930(N ) 回 尼 角 度 ニ 3.140(Peg) L空 重 直 轄 AE 45.134(mLn)

作 用 角 : 69.610(°eg) d: 下 暮 : -3.465(nJTt) LB!水 平 軽 従 : -7.605(mm )

水 平 力 : 74.536(ド ) 並 行 拒 # : 0.887(DJn) トIW 垂 直 臣 だ : 57.293(mLn)

鉛 直 力 : 200.525(LY ) ト ル ク : 12.257(～ m) トル77k平 臣 だ 二 5.367(OtLl)

図12反力ベク トルの例
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図13初期沈下時の変位ベク トルの分布
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進行する｡車輪と交わっている水平線は地表面で,写真より地表面形状を読み取って表

示した｡また,土層内の枠はマーカを貼った領域を示している｡車輪位置,進行方向,

地表面およびこの枠は以下の図においても同じである｡

この図より,地盤は車軸中心線に対して斜め下方に広がるように,ほぼ左右対称に変

形することがわかる｡ 変位量は車輪直下が大きく,周辺は小さくなっている｡また,車

軸中心線より離れるほど変位ベクトルの鉛直方向に対する傾きは大きくなる｡この時の

沈下量 (初期沈下量)は0.6mmであった｡

(2)回転開始直後

図14に回転開始直後の回転角1.00 および2.00における変位ベクトル図を示す｡車輪

が回転し始めると対称性が崩れ,車輪後方では水平に近い状態までベクトルが傾き,ま

た,車輪前方の変位ベクトルに比べて大きくなる様子がわかる.節点 (マーカ)の第 1

層すなわち最上層においては,車輪直下の両側に水平より上向きのベクトルもみられ,

車輪に沿って土粒子が上昇することがわかる｡2.00度になるとこの傾向はより顕著に

なり,車軸直下点より斜め後方に向けて土粒子が移動する状態が読み取れる｡

(3)最大けん引力発生時およびその後

図15に最大けん引力が発生した直後の3.00 における変位ベクトルの分布を示す｡最

大けん引力は71.2Nで,その後0.50 回転する間に65.6Nまで低下している｡この間に

変位ベクトルの分布にかなりの変化が表れている｡回転角2.50 では車輪後方の変位が

増大して斜め上向きとなるが,全体的には2.0 0 の場合とほとんど同じである｡これが

3.00になると車輪後方の変位量が急激に大きくなり,この部分のベクトルは斜め上向

きのものが増える｡すなわち,最大けん引力発生前の変形はそれほど大きくないが,発

生直後より急激に増大し,けん引力は低下する傾向がみられる｡

3.ひずみの分布

次に,このような変形状態を詳細にみるために等値線によるひずみ分布で検討した｡

(1)水平方向の垂直ひずみ (ex)

図16に初期沈下状態,最大けん引力発生前 (回転角2.00)およびその直後 (回転角

3.00)における水平方向の垂直ひずみ (以下,exと表示する)の分布を示す｡同園は

ひずみの分布を等値線で表したもので,実線は正のひずみ,破線は負のひずみを表す｡

等値線は,要素のひずみを平均化操作により節点ひずみに変換し,節点間において線形

補間法を用いて描いた｡

回転角によって範囲は異なるが,いずれの分布図においても車輪直下に正の領域,そ

の両側に負の領域が広がっている｡車輪直下は車輪の重量によって鉛直方向に圧縮され

るので,水平方向に伸びる,すなわち,正のひずみとなる｡その両側では水平方向に圧

縮されるのでexは負となる｡初期沈下状態で左右の対称性がやや悪いのは,沈下時の

わずかな回転の影響,マーカ座標の読み取り誤差の影響,さらに,ひずみの計算に用い

た三角形要素の特性,等値線の算出過程からくる誤差なども影響しているものと思われ

る｡

(2)鉛直方向の垂直ひずみ (ey)

図17に初期沈下状態,最大けん引力発生前 (回転角2.00)およびその直後 (回転角
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3.0 0)における鉛直方向の垂直ひずみ (Eyと表示)の分布を示すoeyはexとは逆に,

車輪直下に負の領域,その両側に正の領域が広がっている｡車輪直下では鉛直方向に作

縮されるのでeyは負になる｡この領域は車輪の重量によって水平方向に伸び,その両

側は圧縮されるので水平方向に縮み,鉛直方向に伸びる傾向があり,Eyは正の値とな

る｡Eyについても初期沈下時の対称性はあまり良くない｡

(3)せん断ひずみ (exy)

図18は初期沈下状態,最大けん引力発生前 (回転角2.00)およびその直後 (回転角

3.0 0)におけるせん断ひずみ (Exyと表示する)の分布を示したものである｡初期沈

下時では,車軸中心線に対して右側 (この場合には後方に対応)に正の領域,左側 (前

方に対応)に負の領域が分布している｡これは沈下する車輪表面に沿って土粒子が上昇

するために発生する現象である｡この土粒子の移動は 車軸中心線の右側では右上がり,

左側では左上がりとなり,せん断ひずみの定義に基づいて符号が定まる｡なお,ひずみ

の正負は車輪をみる位置と進行方向で決まるので注意が必要である｡ここでも対称性は

やや悪く,車軸中心線より右側にExy=0の等値線が偏っている｡また,後方では正の領

域の外側にその逆の負の領域,また,前方では負の領域の外側に正の領域が発生するこ

とを兄いだした｡

車輪の回転に伴って,exy=0の等値線は車軸中心線のやや前方より斜め後方に延び,

対称性は崩れる｡最大けん引力が発生する頃にはこの分布パターンが明瞭になった｡最

大けん引力発生直後には正のひずみ値が大きくなり,その領域は拡大する｡また,第 1

層目には,正負の領域が交互に表れており,地表面にシワが発生することがわかる｡こ

れは車輪前方の負の領域では左上がりに変形するので,その前の部分では右上がりの変

形が促されるためである｡同じように車輪後方に正の領域があり,その後ろに負の領域

が表れることも説明できる)｡車輪後方のシワ (盛り上がり部)は明瞭にわかるが,前

方のそれは肉眼ではほとんどわからない程度のものである｡

(4)体槙ひずみ (ev)

図19に初期沈下状態,最大けん引力発生前 (回転角2･Oo)およびその直後 (回転角

3.0 0)における体積ひずみ (evと表示する)の分布を示す｡体積ひずみは平面ひずみ

状態では水平および鉛直方向の垂直ひずみexおよびeyの和で与えられる.

初期沈下状態では分布の特徴はあまりはっきりしないが,車軸中心線の左右に値の小

さい正すなわち膨張領域が存在する｡この部分ではex,eyは正の値をとっている｡ま

た,車輪直下ではexは正,eyは負であるが,eyの値が相対的に小さいためにevは

ゼロに近い正の値をとっている｡これは土層が密詰めの状態であるために膨張側へ変形

したものと思われる｡回転に伴い,車輪直下付近は正の領域となり,その前方に負の領

域が表れた｡すなわち,車輪直下前方には体積収縮した硬い領域が形成される｡ evが

負となる領域は車輪前方の下層にも発生している｡また車輪後方の下層にも圧縮領域が

みられる｡

最大けん引力発生直後は,車輪直下の正の領域が大きく拡大し,また,車輪前方の浅

い層の負の領域が消失している｡さらに車輪の回転が進むと,車輪直下から後方にかけ

て正の領域が大きく広がり,体積膨張が顕著になる｡この正の領域は車軸中心線よりか
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図16 水平方向の垂直ひずみの分布
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図17 鉛直方向の垂直ひずみの分布
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図18せん断ひずみの分布
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図19体積ひずみの分布



なり前方まで及び,その前に圧縮領域が発生している｡なお,車輪下の顕著な膨張領域

は比較的浅い範囲にとどまり,その下層にはわずかながら圧縮領域が残っている｡

(5)回転に伴うひずみの分布パターン

以上の結果を整理して,車輪回転に伴うひずみ分布のパターンを模式的に図20に示す｡

上述のように,初期沈下状態ではいずれのひずみも左右対称な分布となった.Exは車

輪直下に正の領域,その両側に負の領域が表れる｡eyは車輪直下に負の領域,その両

側に正の領域が表れる｡Exyは車軸中心線の右側で正,左側で負となる.Evは車輪直

下両側に正の領域が表れる｡これらの分布パターンは車輪の回転に伴って大きく変化し

た｡車輪直下におけるexの正の領域は,前方側は車輪に付随して前に移動するが,徳

方のex=0の境界線はほとんど動かない｡eyは車輪後方に正の領域が広がり,前方に

負の領域が表れる｡正負の境界線は車輪とともに前方に移動する｡また,exyでは車輪

直下の正負の境界線が前方に移動した｡evは車輪直下やや前方から後方の領域におい

て正の領域が広がり,その前方に負の領域が表れる｡車輪後方ではひずみが残留するの

で,回転が進むと著しく非対称な分布パターンとなる｡

4.有限要素解析結果

(1)けん引力

有限要素解析による回転角とけん引力の関係を図21に示す｡けん引力はすべり率が高

いほど回転初期において急激に増加し,ピーク値も高くなる傾向がみられる｡一方,す

べり率が低い場合には,けん引力は緩やかに増加し,ピーク値は低くなる｡また,すべ

り率0%付近ではけん引力は明瞭などークを示さず,定常状態に近いところまで解析す

ることができた｡定常状態とはけん引力の増減が少ない状態のことである｡実験結果に

おいても,けん引力は,すべり率が高いほど回転初期に急激に増加し,ピーク値は高く,

その後,急減する｡一方,低すべり率でのけん引力は,過渡状態では緩やかに増加し,

またピーク値も低い｡また,すべり率00/o付近のけん引力については明瞭などークがな

く,過渡状態から定常状態へ緩やかに移行することがわかった｡このように,解析結果

と実験結果は定性的に同じ傾向を示した｡

すべり率と最大けん引力の関係を図22に示す｡最大けん引力は,すべり率が高いほど

大きくなるが,すべり率20%付近からはほとんど増加せず,一定の値に落ちつく傾向

がみられる｡実験結果と解析結果を比較すると,両者は良く一致していることがわかる｡

すべり率 0%付近では計算結果の方が若干大きいが,これは車輪接地部の境界条件処理

の不徹底などによるものと思われる｡

(2) トルク

回転角とトルクの関係を図23に示す｡ トルクは,けん引力と同様に,すべり率が大き

いほど回転初期において急激に増加し,ピーク値も高くなった｡一方,すべり率が小さ

い場合には緩やかに増加し,ピーク値も低い｡また,すべり率0%付近では明瞭などー

クを示さず,ほぼ定常状態と思われる所まで解析することができた｡けん引力とトルク

は全体的に類似の曲線形状を示している｡実験結果においても,解析結果と類似の傾向

を示し,トルクはすべり率が高いほど回転初期に急激に増加し,ピーク値も高くなった｡

しかしながら,けん引力のようなピーク出力後の低下はわずかで,そのまま定常状態に
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図20 車輪回転に伴うひずみの分布パターン
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移行することがわかった｡

(3)せん断ひずみ分布

けん引力の発生と密接に関係するのはせん断ひずみである｡すべり率 0%および40

9/Oにおけるせん断ひずみ分布をそれぞれ図24および図25に示す｡同園では,上段が回転

初期,下段がけん引力ピーク付近のものである｡負のひずみを細い実線で,正のひずみ

を太い実線で示した｡車輪を回転させずに沈下させた時 (初期沈下)の分布の特徴は,

車輪下に正負の境界線 (零せん断ひずみ線)があり,左方に負の領域,右方に正の領域

が存在することである｡

回転初期のせん断ひずみの分布形状は,すべり率によって多少異なるが,全体的に初

期沈下時と同じく,車軸鉛直中心線に対してほぼ反対称形に近い｡この分布パ ターンは

しだいに形を変え,けん引力のピーク付近では,すべり率が高いほど車輪右方 (後方)

の正の領域が拡大している｡車輪直下の正負の境界線 (零せん断ひずみ線)は,回坂初

期では車輪直下にあるが,けん引力ピーク付近では車輪下から車輪前方へやや移動して

いる｡これは実験結果とも類似の分布パターンである｡図26にすべり率40%の解析結

果を,図27にすべり率41%の実験結果を示して両者を比較する｡実験結果は,負のせ

ん断ひずみを破線で,正のせん断ひずみを実線で表した｡解析結果,実験結果の両分布

図とも車輪左方に負の領域が,車輪右方に正の領域が表れ 分布パ ターンは定性的には

類似することがわかった｡

5.応力解析システムはか

変形解析の結果を用いて土壌中の応力を求めることができる｡すなわち,それぞれの

要素について,構成式 (△U)-D･(△ e)にひずみ増分 (△ e)を代入して,応力

増分 (△U)を算定する (D:構成マ トリックス)｡これをすべての要素について実行

し,ファイルを再構成することによって応力分布図などを求めることができる｡さらに,

各節点の変位増分データを剛性方程式 (△F)-K･(△U)に直接,代入することに

よって応力解析などを一気に実行し得るシステムについても検討中である｡

むすび
土一機械系の相互作用の問題を解明するために,有限要素解析結果の検証,実験結果

の分析,および,両者の比較 ･検討などを効率よく実行し得る総合的な解析 ･検証シス

テムを開発した｡本文では具体的なシステムとして車輪走行問題を対象としたシステム

について述べた｡本システムは,データ計測システム,土壌変形解析システム,応力解

析システム,データファイリングシステム,有限要素解析システム,データ管理 ･検索

システム,および,データ解析システムの7個のサブシステムから構成されている｡こ

のシステムにより,解析を効率的に進めることができ,車輪の走行問題のFEM解析結

果の検証に使えることをいくつかの解析例で示した｡今後,本システムを用いてさらに

多くの事例について解析を行い,有限要素解析能力の向上を図るとともに,土一機械系

引いては農業機械の他の分野における基本的な問題の解明に努めたい0
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