
スケールモデルを用いた車両走行装置の試作*
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The trial production of the vehicles travel device usmg a scale model

Mas糾u Sctoda

lt seems that it becomes indispensable to a mechanic to iwestigate a degree orcomfort ofa car.

It seems that the examination by a real vehicle is the optimal since the perfomance ora suspension (a sphng, a shock

absorber) has innuenced a degree of comfort greatly.

However, in a student expehment, the concem which a problem produces not only at time and effort or expense but

at the safety at ale time ora run produces exchanging parts and changing the characteristic using a real vehicle.

men, hstead of using a real vehicle, me scale model (it is called RC chassis below) was used, md the model wHch

changes ale Charactehstic or a sp-g and a shock absorber variously easily, and analyzes it was manuractued.

Moreover, it aims at changing various sizes and speed to overshoot I one's I ofa projection, and clahDing coJTelation

with body vibration and the real car which occu to a model using the belt which rlnally attached the projection etc. as a

road su血ceめr a m,

In dlis model expehment, since a student can change dTe body charactehstic easily and correspondence with the

theoretical chamctehsnc becomes possib一e easily, lt Cm COntribute also to a student's improvement in degree of

compreh飢Sion.

Key Words: (Standardized) vibration, experiment with a modeIげree) spring, shock absorber

1.ま　え　が　さ

自動車の乗り心地を調べることば整備士にとって必要不

可欠になると思われる.乗り心地にはサスペンション(スプ

リング,ショックアブソ-バ)の性能が大きく影響している

ので　実車による試験が最適と思われる.しかし,学生実験

において,実車を用い,部品を交換して特性を変化させるこ

とは,手間や薬用だけでなく,走行時の安全性に問題が生じ

る懸念が生じる.

そこで,実車を用いる代わりに,スケールモデル(以下

RCシヤシと呼ぶ)を用いて,スプリングとショックアブソ

-バの特性を手軽に種々変化させ解析するモデルの製作を

行った.

また,最終的に走行用路面として突起などを取り付けた

ベルトを用い,突起の大きさや乗り越す速度を種々変化さ

せ,モデルに発生する車体振動と実車との相関を明らかに

させることを目指す.

このモデル実験では,学生が車体特性を手軽に変化させる

ことが出来るので,理論特性との対応が容易に可能となるた

め,学生の理解度向上にも貢献できる.

*2013年8月6日受理. 2013年8月6日第45回全国自動車短期

大学協会研究発表会において発表.

I)大阪産業大学短期大学部(574-8530　大阪府大東市中垣内

3-I-1)

2.実験装置

実験のモデルは簡単に入手できるものとして,図1に示す

縮尺l/12のRCシヤシを使用した.形式はT州IYATA-02(シヤ

シ全長327m,全幅181m,ホイールベース258m,質量760g).

路面の凹凸の大きさおよび走行速度の違いを再現するため,

加振入力として,RCシヤシのタイヤを加振させた.図2には,

測定機器のブロック図を示す.

タイヤの加振には,突起の大きさとして正弦波による振幅

を,走行速度の違いは加振周波数を変化せせることによった.

加振の大きさは増幅器の出力を変化させ,加振周波数は周波

数発振器により制御した.振幅の検出にはひずみ型加速度計

を用い,これを車両中央付近に固定し実験を行った.振幅の

大きさは動ひずみ計よりレコーダから出力されるグラフより

読み取り,電圧により比較した.

図3には　3種類の剛性の異なるスプリングを示す.図4

にはショックアブソ-バに使用したオイルを図5にはウェイ

トの代わりに使用したバッテリを示す.

また, RCシヤシに剛性の異なるスプリング,ショックアブ

ソ-バ,質量などの組み合わせにより,種々の条件を組み合

わせ,振幅や共振点の比較を行った.
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図1　実験装置

RCシヤシ ��加速度計 

TAMIYATA-02 僊S-5GB 

加振器 

VibrationEXciterType4809 

加振器用アンプ 

DouerAmplifierType2706 

周波数発振器 

FG-7002C 

センサーアンプ

TBAC SA-30A

レコーダ

NEC RT3600

図2　測定機器のブロック図
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図3　3種類の剛性の異なるスプリング

(左よりソフト･ミディアム･ハード)
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図4　ショックアブソ-バに使用したオイル
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図5　走行用バッテリ

また,表1に使用した機器を,表2にRCシヤシの質量を示

す.

表1　使用機器

RCシヤシ 疋�ﾔ部�D�ﾓ�"�

周波数発振器 播rﾓs��$2�

加振器用アンプ 認�W$�ﾗ�IVW%G��S#s�b�
(Bruel&KjoerCopenhogen) 

加振器 蒜�'&�F柳膰�6友W%G��3C����

(Bruel&KjoerCopenhogen) 

加速度計 ��2ﾓTt"�

センサーアンプ 疋T�54�ﾓ3���

レコーダ 比$5%C3c���

表2　RCシヤシの重量

バッテリ ���(�|｢���後軸質量(g) 偬����

あり 鉄���530 ���3��

なし �3���370 都c��
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3.実験方法

3.I.スプリング種類による比較

図3に示す3種類のスプリング(自然長28m)を用い,ショ

ックアブソ-バは変更せずスプリングのみを変更しばね定数

を変化させた.走行用バッテリは搭載しない条件で実験を行

った.ショックアブソ-バは車両の上下振動を妨げないよう

に内部のオイルを抜き取り,空の状態にしたものを使用した.

3.2.ショックアブソ-バによる比較

ショックアブソ-バの減衰力を変化させ,車両の上下振動

における変化を比較する.なお､通常は粘度の異なるオイル

を入れ組み付けるが､今回は特性の変化を強調するためにオ

イルを抜いたものと,通常通りオイルの入ったものとを使用

した.また, 5cmの高さから落下させたときの対数減衰率の比

較も同時に行った.

3.3.車両質量変化による比較

実車における乗車人数の増減などの荷重変化を考え,走行

用バッテリを搭載した場合と搭載しない場合で各スプリング

における違いを計測した.図5に使用した走行用バッテリを

示す.質量は270gである.また,バッテリ搭載状態での質量

は1030gである.

4.実験結果

4.1.スプリング種類による比較

スプリング種類による比較を図6に示す.

~~~一一1

0　　　　　　　`⊃　　　　　　　1 0　　　　　　　1 :5　　　　　　　20

周波数(I立)

図6　スプリング種類による比較

3種類全てのスプリングにおいて, 15Hz付近にピークがみ

られる.

これは実車の場合,数地付近に現れるばね上共振が,本実

験装置では車両重量に対してばね定数が大きいため,固有振

動数が高くなり,通常よりも高い周波数で現れたものと考え

られる.

また,全体的にハードスプリングおよびミディアムスプリ

ングでは振幅が小さく,ソフトスプリングでは振幅が他のも

のに比べて大きくなる傾向がみられた.

この傾向は一般的に知られている傾向とは逆となるが,原

因としてia:,ショックアブソ-バ取り付け部が樹脂製である

ため,ばね定数が高くなると加振器からの衝撃をスプリング

で吸収するのではなく,取り付け部が歪むことにより吸収し

ているためと考えられる.

他の原因としてはショックアブソ-バのオイルシール,サ

スペンションアーム取り付け部など,可動部分の摩擦抵抗が

大きく,柔らかいソフトスプリングでは突き上げに似た現象

が発生し,結果振幅が大きくなったものと思われる.

これらの現象は本装置にのみ発生する特殊な状態と考えら

れる.

4.2.ショックアブソ-バによる比較

ショックアブソ-バによる比較を図7-9に示す.

3種類全てのスプリングにおいて,共振周波数は15Hz付近

で変化せず,それ以上の周波数領域では明らかにオイルを入

れたものの方が振幅が大きくなっており,実車に現れる傾向

と同じ現象が見て取れる.
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図7　ショックアブソ-バによる比較(ソフト)
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図8　ショックアブソ-バによる比較(ミディアム)
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図9　ショックアブソ-バによる比較(ハード)

対数減衰率の測定結果を表3に示す, 3種類ともオイル

を入れた場合の方が対数減衰率の向上がみられた.

表3　対数減衰率の比較

スプリング ����Hﾋ��ｩzb�
オイル抜き �4�488ｹ?ﾈ.��

ソフト �"紊��2.88 

ミディアム ��緜r�3.29 

ハード ��繝b�3,57 

4.3.　車両質量変化による比較

車両重量変化による比較を図10-12に示す.

3種類全てのスプリングにおいて,バッテリを搭載し車両

質量が重くなった時の方が, 10-1餌Z付近では振幅が大きく

なる傾向がみられる.さらに15Hz付近の共振点を超えると振

幅が小さくなる傾向がみられた.これは,ばね上質畳増加に

伴い固有振動数が下がったため,共振点を中心に全体的に低

周波よりになったものと考えられる.

本実験では増加させた質量が270gと軽量であったため変化

が小さかったが,増量させる重量を増やすことにより変化を

顕著に出来ると考える.

1-∴なし 

__●_あり 

0　　　　　　　⊃　　　　　　10　　　　　　1う

周波数(Hz)

図10　車両重量変化による比較(ソフト)
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図11車両重量変化による特性の違い(ミディアム)
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図12　車両重量変化による特性の違い(ハード)

5.まとめと今後の課題

今回の実験からRCシヤシを用いた振動モデル実験で実車の

特性に近い結果を得ることが出来た.

今後の課題としてはばね定数,減衰係数を考慮したモデル

を製作し理論計算との比較を行い,よりシミュレーション精

度を向上させると共に,実際の路面を摸したベルト状の装置

により走行状態を再現し,その状態での実験を行う事を目指

す.
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