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自動車の振動試験法とその結果について

池　田 健・古　田　敏　康

1　衷えがき

　自動車の乗心地を改善するためには走行中の車体の振

動をできるナーけ滋らさなければならない．この振動の中

には路面の凹凸に原因するものと原動機および推進機構

からくる振動などがあるが，最近は特に路面の凹凸に原

因する振動を緩和する研究が行われている．そしてそれ

に関する理論的解析も進歩してきたが，同時に実験的研

究としては実際に道路を走行して車体各部の振動の模様

を測定し，その結果を調べて乗心地改善の対策を探すこ

とも試みられている1）．このような走行実験が大切であ

ることは論をまたないところであるが，走行中の振動を

測定することはかなり面倒であるばかりでなく，その細

かい記録を整理しで振動原因を追求することも手数を要

することである．また道路の凹凸の形状は複雑で場所に

よワても異なるから一般に振動の特徴を簡単に掴むこと

が困難である．そればかりでなく特定の道路についても

速度によって車体に及ぼす振動の模様は著しく異なウ’て

くる．もし道路の特性力判っておれば・少なくとももワ

と簡単な条件で室内実験を行い，その結果に基いて防振

対策をさらに有効に講ずることか可能となる．現在のと

ころ，われわれの希望に応ずるような道路の形状特性を

測定した資料は余りないが，今後多くの研究者によって

その資料が得られるものとし，それまではわれわれは道

路の特性を一応想定し，簡単化した条件について室内実

験を行い牢体の振動特性を笑験により調べてみるのも無

意味ではない．また，道路の特性の如何にかかわらず室

内実験で一様振幅の僧振条件で得られた車体の振幅特性

曲紛の不快領域に入った山を出来るだけ低くすることも

乗心地改善の実際的対策として有効である．

　筆者等の行った室内実験装置は自動車の四車輪中の一一・

つのq輪を振動台上1おき，自動車の速度と路面の起伏

に応じた振動数と振幅で接地面で上下の催振をさせ，そ

のときの車体各部に。iける応答を調べようとするもので

ある．この設備と戻験方法は簡単で，A験の都度，特別

の準備なしに短時聞の間に車の振動特性の資料を得るこ

とができる．今まで実験を行った車の種類は余り多くな

いが，それでも多くの興味ある結果が得られ．た．それに

ょoて得られた振動緩和の具体策や理論解析については

稿を改めて報告することとして，本文ではとりあえずそ

の実験方法と特に注目すべき実験結果のみを報告す6こ

とにする．

2　実験装置及び測定法

　自動車が路面を走行する場台には4車翰また；k前方ま

たは後方の2車輪が同時に同じような障害物に栗ウ上

げ，または落込むことは稀である，また細か・い凹凸りあ．

る路面を走る場ft、こは各車輪が偶発的に別循の異なら凹

凸によワて催振されていると考えられる，Lゴニ1：ワて4．

車輪中の1個の車輪の接地点を上下に催振させ，その場

合の車体各都の応答を調べることが実験的解析法として

合理的であろう．そこでわれわれは凹凸を設叶たド7X

上に前部の2車輪または後部の2車輪を置く従来行わ

れた試験方法2）を排して次の方法を月いk．

　実験装置は第1図および第2図に示すとおりでちる、

その催振要領は前右輪　まナニば後左輪の一つを振動台の

上におき，その振動台を種々の振幅およし振動敷て上下

に振動させ，その場合の車輪およし車体各部の応答を凱

定した．図に示すように振動台AはベアリγグBを支嵐

とし，ベアリソグCが上下する二とにJD車韓を上下に

振動させる．Cはベアリングを使ワた偏心力議Eにより

連結構Dを介して上下に鋤かされ，またEは超分捲可変
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第1図実験装置四車輸り中の一車覇を振動肯
上におく，すなわち前右輪またに優左輪を催恨するIL

第2図　実験中の自動車〔実験車は英国製乗用庫
　　　　　ロバー｝
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第7巻　　第2号

速モータGによりVベルトFを経て駆動される・偏心の

異なったカムをとりかえることによりその振幅はいろい

ろに変えられるが，この報告にあるわれわれの多くの実

験では30～400r・P・mの範囲は振動台の片側振幅を5・4

mmに，また100～1200r．　P．　mの範囲は2．5mmとした．

i振動数はモータの回転数を発電機型回転計により測定

し，60r．P．　m以下のところはストップウオッチも併せ使

用して測定した．振幅は車輪および車体各部の振動をカ

タソ糸1により適当な小滑車を通して計測用ドラムH上

の針に導き，煤を塗ったセクショyペーパの上に振動の

模様をかかせ，記録された紙はワニスの溶液によって定

着させる．ドラムの送りはセクショソペーパの目盛に合

せて10r．P．m，または20r．P．m毎に回転計の読みに応

じて「遅れ」のないように手動で行った．一個の計測用

ドラムに同時に2個所以上の振動もかかせることもある

が，2個以上のドラムも使用して同時に各個所の振i動を

かかせたこともある．このようにしてモータの回転を徐

々に上げて行き，各部の振幅一振動数曲腺を煤を塗った

紙の上にかかせることができた．ある振動数まで上げ

て，次に振動数を下げて振動特性が振動数上げの場合と，

下げの場合との相異をも調べて見たが，これはばね系の

非線型特性の程度を知ることに役立たせるためである．

また車体振動のモードを調べるためにモータの回転を一

定にしておき，2個所以上の車体各部の振動を一つのド

ラム上に記録し，その振動の位相差を調べた．

　この実験方法の長所としては次の諸点がある．すなわ

ち従来の回転ドラム法では前方または後方の2車輪を同

時に催振する場合にはピヅチソグとバウソシソグのみし

か調べることができなかったのに反し，この装置ではそ

の他にローyソグの性質も判ること，また車体の変形振

動として最も重視すべき車体の換れ振動の有無もよく観

察される点にある．また乗心地にかなり影響のある約7

c．p．s（400r．P．　m）以上では振動台の上下振i幅は実際にも

2～3mm程度のことが多いが，このような高振動数で比

較的微少な振幅の催振は回転ドラム法では正確に与え難

いが，この方法では比較的正確な催振ができる．また，

実験中の機械の雑音が比較的少ないことにより測定を容

易にさせていることもこの実験法の特長である．

3　自動車の振動の種類

次に実験結果の説明の理解を容易にするために普通の

自動車において生じ易い振動の種類と性質について概略

を述べておく．

　走行中の自動車の振動はすでに述べたように路面の凹

凸に基くものと，原動機および推進軸系によるものとあ

るが，松平精氏等の走行実験による研究によれば前者を

さらに細分すると比較的低振動数（O．・8～2．5c．p．sすな

わち50～160r，P．m）の主として車体の懸架ばねによる
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振動（これをaとする）と，高振動数　（9～15c．p．sす

なわち550～900r．P．m）のばね下の振動によるもの（こ

れをbとする）が主な成分で，これに原動機および推進

軸系によるもの（これをcとする）が加わっているとし

ている．そして実験結果によればそれらの振動成分の比

率a：b：c（Janewayの乗心地係数3）の比で表わす）は

一般の乗用車については車体床面で悪路の場合は4：5：

1，良路で1：5；4で，また座席上では悪路の場合で6・5

：3：0．5，良路の場合に4：4：2となっているとして

いる．

　これによっても判るように原動機による振動よりも路

面の凹凸による振動が重要であることおよび，また低振

動数で振幅の大きい振動の外にばね下の高次振動も乗心

地に大きな影響がある．

　いま，自動車を極く簡単に

第3図に示すように2自由度

の振動系におきかえてみょ

う．図でM1はばね上質量，

島は懸架ばねのばね定数，

M2はばね下質量，　k，はタイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ハ加μ
ヤのばね定数　C1は緩衝装

置の減衰を示す．このように　第3図　自動車の簡
考えると，地面の催振振動数　単な振動模型

Pの変化に対して二つの共振点がある．その一つは主と

して々1とMlによって定まるところの大略Y2n／kl／mI

に近い比較的低振動数の振動と，他はle・《k2とすると大

略施π／々2伽2によって決まる振動とがある．前者は主

として懸架ばねのnk　2e

作用による車体の鷺
　　　　　　　　　’5
振動で，後者はば

ね下部分の振動が

ばね上部分に伝わ

ったものである．

例えば概略を示す

と第4図のように
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第4図地面振幅一定の催振に
対する車輪及び車体の応容の例

5

1121S｛！1．．一．．．．．、C）＝．一。。。。。

なる．従来これらの二つの共鳴点の前者を車体の第1次

共振点と称し，後者を第2次共振点と称していた・筆者

等も従来の慣例に倣ってこの用語を用いることにする．

　しかし，われわれの実験のように四車輪中の1車輪だ

けが催振される場合には多少異なった現象がみられる場

合がある．すなわち，従来第1次共振と思われる最初の

低振動数の振動も厳密にはP－IJ　yグ．ピヅチソグとバ

ウyシソグの三つがあり．一般の自動車ではこれらが極

く接近して現われるから，結果としては振幅分布にはこ

れらが合成した一つの山となって現われるにすぎない．

また，従来第2次共振といわれたものも非独立懸架方式

のものでは催振部の車輪と同時に反対側の車輪も振動

し，そして左右の車輪が同一位相で振動する場合と，反
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対の位相で振動する場合の；つの山が表われることがあ

る（例えばトヨペヅトSDF乗用車）

　また，以上の他に車体の変形振動があり，この変形振

動には部分的な振動と全体的振動とがある．部分的振動

は一般に17c・P・s（1000r・P・m）以上の局部的びびり振動

が多く，振幅が小さい全体的振動は車体全体の曲げ振動

と換れi振動とがあるが，曲げ振動は羨り振動より高く振

幅は小さいために乗心地に対する影響は余り大きくな

い．しかし，車体の振れ振動はほろ掛けの車体，オープ

yカーやトラック等のような比較的換れ剛性の小さい車

体（車の全体の摂れ剛性はシヤシよりもボデーの構造に

ょってきまることが多い）に起り易く，この場合の振動

は主として300r．p．mから600r．p．mの間に生ずる．ま

た，擾れ剛性の大きな車体の換れ振動は振動数は高い

が，これがばね下の自己振動数と一致する場合はこれと

連成してあまり好ましくない結果となる．このような換

れ振動はわれわれの実験においてはしばしば現われ，乗

心地と強度に対する影響も無視できない場合がある．

　このような種々の振動が表われることは第5図を参照

　　一車輪催振　　　　ヒ㌧チング　　　　バワンシソグ
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等分してフーリエ娠6
解析した結果があ　蕊

る．その結果を第

6図に示す．図で

縦坐標は各調波の

振幅を示すもので

横軸は振動数で図

上の数字は調波の

次数を示す．〔なお

　　　　　　　　第6図　車速36km／hrで市川橋上
高橋安人教授5）は
　　　　　　　　を定った揚合の地面振幅のフーり
同一資料につき統　工解析結果（岡本舜三，植村益次氏）

計手段を用いて路面の状況をスペクトル密度で表わして

いるが，それによる結果は植村氏の結果と大体一致して

いる〕．

　これは単なる1例に過ぎないが，振幅の絶対値はとも

角として振幅分布の模様は普通の道路における共通的性

質をある程度表わしていると思われる．すなわち，比較

的低い振動でいわゆる第1次共振の原因となる振動は振

幅は比較的大きいが，振動数が高くなるにしたがい振幅

　　ローリンゲ　トシヨソ　は小さい・しカtS　L・

＋乳絶・

　　　　　　　　　　第5図　1車輪催
すれば理解し易い．すなわち，1車輪の催振はピッチソ

グ，Pt・一・IJソグ，バウソシyグおよび擾れ振動を誘起す

る外力に分解することができる．最初の三者では車体は

剛体としての動揺が主でこれに多少の車体の部分振動が

加わったものが生じ，最後のものは主として車体全体と

して振れ変形の振動の原因となる．

　このような実験においては自動車の種類によってその

振動特性は大いに異なるものがあるが，上記のような車

体の振動についての基礎的概念を持っておれば主として

催振部の車輪とその上部の車体の振動数に対する振幅曲

線を記録しただけでも経験によってその車体の振動特性

の大略を掴むことができる．

4　路面の凹凸の大いさの推定
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　凹凸のある路面を自動車がある速度で走行すると振動

数と振幅のある組合せから成る振動が車輪の接地面から

伝わってくる．この場合に振動数に対する振幅分布がど

のようであるかということは道路の舗装状況にょって、も

異なるもので，これに関する資料の少ないことは遺憾で

あるが，東大生研岡本舜三教授が市川橋上の鋪道の長さ

18mの範囲を実測し4），さらにその結果を植村益次氏4）

が自動車の走行速度を36km／hrとして18mの区聞を36

振　の　分　解

　　振動数が第2次共

　　振附近においては

　　振幅は小さくと
●

　　も，例えば　2mm

　　程度の振幅でもホ

　　イールポツブ　（第

2次共振附近で車輪がおどり地面から離れる現象）を生

じ車体に相当大きな振動的加速度が伝わることがある．

また低振動数の振幅も極端な悪路でない限り15mm以

下と考えてよい．以上のような点を考えてここで示す実

験は5c．　P．　s（300r．　P．　m）以下の低振動数では5．4mmの

振幅で催振し，さらに高振動数まで実験する場合は2．5

mmの振幅（ただし，トヨペットトラックの場合のみは

1・25mmの振幅）で催振した．

5　実験成績

　われわれは各種の自動車につき実験したが，今まで行

ったもので資料の整理ができたものは住江製作所製の軽

自動車F。F．（試作車），小型乗用車シトロエy2CV，中型

トラックトヨペヅトおよび中型乗用車トヨペット等であ

る．それでもこれらの実験結果の全部を詳細に報告する

ことは紙面の都合で許されないからそれらの中の興味あ

る結果のみを摘出して報告しよう．

A・軽自動車F・F・についての実験結果（タイヤ圧力＝

241b／in2）　まず，自動車の振動の一般的性質を示す一

つの例として住江製作所製軽自動車F．F．についてこの

実験の1部を紹介しよう，この車は車輌重量395kg，乗

員2名を含めて総重量512kgの軽自動車で，4サイク

8
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第7i，y　　第　2　り

ル，350ccの1」ヤエンジソ・後輪駆動式で’懸架装置は

前後とも3枚はねを横方向に置いた独立懸架方式て，シ

ヨツクアブソーバは付けてない，

　実験は乗員なLで前右輪を催振する場合と，後左輪を

催振する場合とを行った力二，類似の点が多いので前右輪

を催振した場合プニけを述べる．最初低振動数の範囲では

振動数を徐n．に300r．　P．　mまで上け次に徐uに下けた．

同じく高振動数の範囲では100r．p．mから1200r・P・mま

で上げ次に振動数をIOOr．　P，　mまで下げ，その間刀車体

各部の振幅を測定した．

　i）30～3DOr．p・mの範囲て前右輪を催振した場合

この場合の振動台の振幅5．4mmに対する車輪の振幅は

第7図に示す．この範囲では車輪の振幅はほとんど一

E雌

‘｝
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定で約140r，　p．mの附近で僅か、一振幅が大ぎくな．コてL・

るに過ぎない．この場合に催振されている：草輪1こ近い部

分，すなわち車体の右側前方の振1勘〕槙腺は第担pm　・⊃　（aI

に示す．二れにはいわゆる第1次共振が約llOr．p．　rm附

近によく表われている．この場合O嫉率｛一車体振幅

ノ振動台振幅）は約4．2で比較的大きい．二求往懸架ばれ

は3枚はねで摩擦が少なくンヨックアブソーバを装着し

ていないためである．またこの腸合の車体各部すなカち1

前方右，前方中央，前方左，後方右．後方中央，陵方左，

右側中央，左側中央等の振幅ばそC’⊃順て第＆図り1．a＞，

（b｝，一　』　・Ch）に示す．

　ii）　100～1200r．P．mの範囲で前右鮪を催振Lた：場合・

〔タイヤ圧力丁241b／in2）　　この場合は馳面に檸当する

ノtE曽

c9？

0　　　　　　　300

第7図軽自動車の

　　　　O　J’Rm
F．F，車輪の振幅

　　〇　　wv　　／oe“　‘av’　Fdit’．β評

　　　第9図軽自動車F．F、の車醗f）振臨

振動台の振幅は比較的小さく2．5mrnで冒diしft．振動

数は100r，p，　mから）12eOr．p．　m　まで留ミ自1：上1「次に徐

漏（th

む，E

o囁　・一一　　　　ρ　“　　　二鞭　　　　　＿，望

ご

〇　　　　　　　3⑳　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　醗遡 ゆ

β　　　　　　　δoρ　　　　　　　e

〔

・（b），

β　　　　　　　e60　　　　　　0’

te
［1”　，・，

Cb

1ひ
E。，、、

じ

「’rt

L，

‘c》

　”i／”　’　’一一
　・／’一・，e－　’　　鋤∴∴∵／”　a　　tt　ひ・・　t・　鋤

　　　　　　　　　　　第8図　軽自動車F．F．の車体各部の振幅

〔

々に振動数を下t”FC

車爵お二び庫体昏部

【つ応答を調べた．ま

ず，催振部乙車輪の

振幅を第9図に衆

す，二求を見6L振

動数を上汗る場含に

はL76Dr．P．rコ，また

下汗る場合こば730

【，P，　r1』〔輯は訪」た

りの共振を示す．こ

渇Lはいわゆる第2次

共振であるが，振勤

数を上げる場含と下

げる場台之異なるの

は懸架ばねやPtイ　”r

の弾性の非直編鮭三に

よるものである．こ

の現象は程度O差こ

そあれ他の揚含にzも

しばLば見らナしる．

このよラな非有縦生

の影響は普通：二考え

られ（いるよ興》大

きいよ5に．曝われ

る，二の場含O共疑

9
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率〔＝－it大車輪振幅

脹動台振幅）は約7．

Oである．この共振
　　　　　　　　　　一ρ
状態では舛ヤは振

動台をはなれ，いわ

ゆるホイールポツプ

を生じている．これ　tb）

を見ても一般に路面　働

には高次の波形の起

伏は小さいが，この

高次の波形は比較的

fl、さくともホイーノレ

ホップは生じ易いも

糎＝圏璽團■［：1・
獅 pae　　　lePρ　　　　so摩 　　　南［

　f厚【

　　　げ，

”E

E1；

　〔d》

甕e）

o
溺 ’伽　　　　へ 聯

炉θE

o 500　　　rav　　　mo　　　鱒

第10図　軽白動車F，F．の車体各部の振幅

のであることを示している．

　次L催振部に近い車体前方右側の部分の振幅は第ユ0

図の（a）に示されている．この場合の第1次共振は170

r．p．　mに生じている．すなわち，催振振幅が5・4mmの

場含の第1次共振点より高くなワている・これは懸架ば

ねに多少の摩擦があるため催振振幅力：小さいときは．見掛

けのばね定数が増したようになる．このような現象も一一

般によく見られる．また470r．p．　mの附近にも共振率

0．5程度の共振が見られる．これはこの車体上面がほろ

型で換り剛性が小さいため（換り剛性はシャシの構造に

よワても異なるがボデーの講造にょって非常に異なる）

に生じた現象である．

　また730r，p．　mまたは760r，　p．　m附近にもい｝ゆる第

2次共振（車輪のおどり）に基く共振が見られ，この場

合の共振率は約O：7程度であるが，この振動数の麗囲で

は乗心地は大体加速度によって決まるから，振幅は小さ

くとも加速度は大きい．したがウて乗心地には大きな影

響がある．

200

500

400

470

5・°@［］z＝7
6　　　　　十

e・・ ﾚ：Z＝7

7・°’ﾚ：Z＝7

　また振幅記録の中心線が第2次共振点附近で一方、二ず

れているのt，　t’イー一ルホップによって車体り上下の平均

位置が上ワてくるためである．体し片効きの緩衝装置を

用いるとぎは必ずしもそうならない）たお同様に車体

各部すなわち車体の前方右，前方中央，前方左．後方右．

後方中央，後方左，右側中央，左側中央等の振幅はその

順で第ユ0図の（a），（b）・　　．・　（勤に示され（い

る．また車体各部の位相差を調べk結果から振動のモー

ドを示すと第11図のようになる．一般に二のような実

験では車体の剛体としての振動はローリソグ，ピッヂγ

グ，バウソシソグは合成されたものが常にあら．われるゴ・

振動数を増すとともに最初はローリソグ，次にt”vチγ

グ，さらにノくウソシソグの成分が多くなる傾向があるカ：・

この車体の重心はかなり後力Lあるため前輪で催擾しプ：

場合は全般にピッチyグが強くtsらti・れている．また僅

かながら車体の部分変形はもちろん全体的変形本認めら

れ特に470r，　p．　m附近では車体の換れ振動び顕著である・

B．革体の擬れ振動　　車体の擾れ振動は乗必地や強度

　　　　　　　　　　　　　　　　にも影響が島ると

　　　　　　　　　　　　　　　思われることは既

　　　　　　　　　　　　　　　　に述べたが，こオし
　　　θoo
　　　　　　　　　　　　　　　　は車体の捉り剛性

　　　　　　　　　　　　　　　　が大きけオしばその

　　　　　　　　　　　　　　　振動数は高く剛性

　　　900　　　　　　　　　　　　　　力芸d、さけ才しば低、「

　　　　　　　　　　　　　　　　こヒは当然であ

　　　　　　　　　　　　　　　　る，いま各腫の車

1…

　　　　　　　　　　　　　　　　興柴深いものがあ

　　　　　　　　　　　　　　　　る　〔第L表参照）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　もちろん捉ワ剛

　　　　　　　　　　　　　　　　性ばシヤγ構造に

　　　　　　　　　　　　　　　　よるが，第ユ衷を第　11　図　　軽自動車F，F．の車体の振動モvド

10
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第1表　各車体の型式と振動数の比較

35

1車種F，F・！ x＆ニン

車体型式ほろ
1－一一一

　　　　　トヨペノト　トヨペ／ト
　　　　　rラソク　乗用車SD．F

ほ　　ろ　　荷　台　　四扉セダン

振’tt振動　　 470
1数「・P・m

400 550 600

見れは車体構造の影響が大ぎくほろ型の車体は七a’ンよ

り摂り剛性が小さいことが判る．この換れの自己振動数

は第1次共振点や第2次共振点と一致させる二とはよく

ない二と［．L明らかで

ある．Lたかって30

0～400r．P．　mの範［旦｛ta2

では連成振動の影響

　　　　　　　　　　　eガ少ない，’／第2次共

振点ド近づくにした
　　　　　　　　　　　cb♪
かr，て振幅は連成の

影響を受けてやや大

きくなる傾向にあ

る・トヨペワト乗用　　第12図

車S．D．　Fの硬れ振動

を害するはかりでなく，ある限度を越してホイー」Lj・ノ

ー”tで生ずると操縦にまで影響を及ぼすことになる、第

13図のla），（b｝，民c），（d，），〔dt1はそれぞれF．F．Ia），

シトロr．一ソ2CV（b），トヨペントトラpグ〔c！お

よびトヨペvト乗用車Ld，，　d2）のばね下振動を示しゴニ

ものである．いずれも緩画装置を外した状態の4，りてあ

る．同じ催振条件であるがF．F．およびシトロニソほ六

イールポノブを生じ，　トヨペソ㍗トラ，クは火イール六

ノブを生じていないのはトラゾクの懸架ばねの摩擦力大

きいからである．トヨペット乗用車のdLは催振部・．⊃右

ゴ
｛e｝

　　　　　　　　　　　m畠6e　　　　　　seo

却6E

5距 teap　　　’oee 500　　　0
　　「tP砂

［1°・一　’，、］

0　　　　　500　　　　　0　　　　　　　Li＿＿LL．．i＿LL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　500　　　　　’6θσ

　　a、，〔bl，［c〕，Cd）はそオしそれF．F．ント”エン2VC，トヨベントトラン
　クおよt「：トヨペノト釆用車の振幅（矢印は振才し序動を示す）

磁OE

はばね下振動の中の左右の車輪の反対位相の尋、．L）の影

響をも受けている二とは見逃非ない．

　第12図の（a），〔b），（c），（d），はそれぞれFF．

yトロエーン2CV，　トヨペノ1・トラノク，卜iぺ1ト

乗用車S．D，　F等の催振部に近い車体の振幅を示すもの

で第1表と比較して見られtい．

C．ばね下の振動とダイナミックアブソーバの効果

この実験一：特、二注目すぺきことはいわゆる第2次兵振に

鱈ナるはね下の振動で，特に緩衝装置のない場合吻共振

は激しい．．二、1）振動よはね上部分に伝わりかな！，乗心地

【鋤

｛b｝

T

’呼t

閨f
／l瓢・㌧・「論
鋤∵げ：1‘ゆ

　　　　　　　　　　　纐4‘鰍lo　　　　　　5ρo

E ｛の

車輸で，d2は反対の左車輪てあるが，この乗月査ま三枚

はねで摩擦が非常に小さく，

素た，非独立懸架方式でk・る

アニめ左右の車輪が連成擬動を

なし，いわゆる第2次共振が

二っ現われている．その中振

動数の低い方は左右の車輪ハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ岬・
位相が反対の場合で，高い方　　　　々

は同位相釧・のでおみこの第14図タイミ．ク　rr
左右反対位相のはね下振動は　ブソーバ〔DA）の陳運

　　　　　　　　　　　　　　　車体の換君し振動の原

／’／♂蜘 ノ卿β

灘顯期墜解

蟻
曙因＝4な・’ている・

‘dθ

gl“一“一“－4’“］ta”a－7int－－i：－i　t・　tt

e　　　　　s3P一芒㌦き㌧ゴπ）即

磁，　　　　　　　　　　e＿謡・滋晶密∴　．，　fa

第13図　各車のばねドの振動体文参照｝

＝輪

　　　　このはね下振動を

　　　緩和させるゐに最／＞

　　　有効な一つ乃手段と

　　　Lて”’イナミングフー

　．　ブソーバをつける万

瑳瓢∴罪
　　　アプンーパの激垂ば

　．適当な値にするので
補巳：ず

”：tt　あるう，質電を考え

．．／1，，．大きい・第工5図の
禦・’．

　　　（altS　’xトロニγ

　　　にダイナノ／1アプソ

ユユ
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｛a）

tb）

馨r’

［1・

［

t．1．．L．．L．i

　　　　ρ　　　・　5go　　　　　ノ卿

第15図ダイナ・，クアブ・一バの燃（第13図
　　　　　　のaおよびbと比較）

＿バ（Pt＿MdJM2t＝Y4シVprJ　ypt独特のもの）を付け

場合で第13図（b｝と比較してかなり効果のあること

が判る．また，筆者の一人の考案（特許出願中）のダイ

第2表各車の第2次共振におけるダイナミック
　アプソーバ及びシヨツクアプソーバの効果

車輸の共振点にお
ける振幅　・mm）

生　R…　研　究

ナミツクアブソーバ〔μ一物／物キ号12〕を1一ヨペ・hT

ラ。クに付けt・zaaを第ユ5図の｛b）　1：fiす・第ユ3図

の（c）と民較してこの程度のM’イナミックァプソーバ

でも大きな効果のあること力判る．次に普通の形式のγ

ヨックアブソーバも第2次共振を緩和する作月のあるこ

とはもちろんでおるガ，第2次共振の山は減らすヴ．そ

れを外れた部分の振動はかえって大ぎ（なる傾向があ

る．第2表はダイナミックァブソーn’〔D．A）言たに

普通のシヨックアプソーパ〔S，Alの各車にっいての

効果を示したものである．

6　む　す　び

車　の
種　類

D．A．及びS．A．の有無

ントロエン2CV

D．A．及びS，A．なし

μ≒Y4のD．A．付を

糠離謝魏P

トヨペツト

中型トラツ
1ク◎

トヨペット

SDF．乗用車

2．5

2．5

25．5＊．

9．5

n蜘・・胤1望胆75
・≒14，の・・a・付司L25…

・・A・及・・・・…11　2・・

S，A．付き

1

12・s

12，5

5．5

2．25

0．50

0．43

0．3

0．75

0．625

D．A．ダイナミック，アブソーバ
S．A．普通の棒状シヨックアプソrバ
＊　ホイ’ルホツフ゜の伏．態にあり

・車体の振幅測re個所はtva振中の車蜘こ近・・個所

o　池田健特許出願中
◎ト・ぺ，トトラ，クのみ前輪を催楓theまuwt
　を催振．

われわれの実験装置によって今後も各種の自動車り実

験を行う予定であるが，本文は幽か4種の車について行

ワた実験の1部分だけを紹介したに過ぎない．今観の研

究の伯展に伴Vpて上記に述べたで般結論とし（述べkこ

とも多少の訂正を要するに至るかも矧れないが．この二

うな実験的解析法力乗心地改善の極め（有効な手段であ

ることは違いないと信．ずる．

　本研究の大部分は株式会社岡村製作所の依説研究費に

ょ．、て行われ，一都分は科研費および校費を亀ワて行わ

れた．実験には筆者等の外に冨田丈治君，藤妓清治君，

千葉工大学生美原吉彦君神洋介君等亀協力しでいる．

また，住江製作所，本所平尾，亘理研究室には実験車を
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