第3餐…
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第10號

ねじりの感力を石けん膜によつて
測
池

田

る

方

健・松

法
島

仁

棒Etacつたときに，その断画に生ずる鈎断照
力を直接測定することは非常にむずかしいことで
ある・ところがこの舅断感力の分布は簿い石けん
筆

著

t＞簿

・換

装

羅

膜に墾力を加えてたわみを起させたときの擬態と

相似の關係を利用して，萸断縢力の分布に相欝する線患直褄鵠眞に撮影し感力分布をしらべる方法に成功した．

7

は

し

が

從來の研究

き

工學の實験は實物こついての測定を行うのが望ましい

臨面一定の捧のねじりによる懸力と，f分布懸力をうけ

が，それができない場合には漠型について實瞼すること
ガしばしばある・これらの場合には實物と模型の現象を

た石けん膜の傾斜角との嗣の相似性のあることは，かな
り古くL．Prandtll／1にょつて提唱されている．こt／）相

相似にするような條件を與える二とは容易であるから，

似性の獲見だけで溺軍性力學の研究者および按術者ば圓

模型實瞼によつて簑物の場合の現象を十分推察すること

形以外の臨面の樺のねじりの張さについての理解を潔め

がてきるわけである，模型實瞼がやむを得ない研究手段

Prandtlの後A．

A．

Griffthおよび

G．1．Taylor，の實験を初め多くの人々が石けん膜の實

種類の異つた現象でもその間に相似性があれば，後者の

験を試みている．もし，このような實験によつてねじり

観察によつて前者の場合の推察を行つても一向差支えな

懸力の推定が簡軍にしかも精確に行われれば非常に1蓮利

く，むしろ實験的研究手段として適切てある場合が少く

である・しかし，石けん膜は長時間はつておくことは不

ない．一見異つた唱のと思われる現象でもこれを籔學の

可能であるから，これらの實瞼で石けん膜の雫均壽命よ

式で表現した場合に同じ形になればそれPり現象の間に
拡相似性があるとみなされる。，iことえぱ，−II』歴縮性の流
＼

ることができた，L．

として許されるのと同臨二，調ぺようとする現象と憂く

り長い測定時間を要するような方法，たとえば蒼黙のだ
わみを直接測る方法はあまり實用的でない31．その黙で

髄の運動や電荷のない場の電堅の分布，．まだは熱源のな

は窩眞撮影を胴いるのがよいが，鷹力に相當する阿斜の

い物睦中の温度分布などはいずれも相似性のある現象で

算出に面倒な手籔を要する方法はあまり好ましくない・

いわゆるボテソシヤル論として鐵學的には同一の型式で

その瓢ではG・

論ずることができる．

く『

二1で述べようとする研究は瞳面一定の葎をねじつt
揚合にその断面内に生ずる勢断懸力を知ろうとする實験

Snlet4｝の方法は從來のものの中で最もす

黷ﾄいる．すなわち，ねじりの懸力に相當するfヲけん

膜の蕎鮎の傾角が直接窩虞に撮影される方法で圭jるから
極めて便利である．しかしながら，G．

Salεtの

方法は彊

的研究に關するものであるが，この場合直接種々の断面

い光源と感光度のよい乾板を用いなければ十分に鮮明な

形の捧をねじつて昏部のひずみを測定してそれから懸力

穿眞が得られないことが筆者の経瞼でわかつた・そこで

を推定することはあまり簡軍でないばかりでなく，棒の

筆者ばこの駐を改良して装置を簡軍化し普通の撮影技術

内部のひずみの測定は不可能である・そこで，この問題

で比較的弱い光源を用いても十分鮮明な窩眞が得られる

を實験的に解くのに，相似性があつて，しかも測定しや

ようくふうしナ［．

すい現象を利用しようとする試みはかなり以前から行わ

れていた・その一つの相似現象として堅力をうける薄膜

石けん膜の相似性

．のたわみが考えられ，さらにその薄膜として石けん膜を

石けん膜が．任意の形をしている孔にはられ，これに璽

利用すれば，かなり精度の高い相似性が得られることが
わかつていナこ．筆者は從來行われていtl

：れらの實験方

法に改良を加え，比較的簡便にねじりにょる勇噺懸力の

力が加わつているときは膜の各部分は一様な張力をうげ
ている．この性質を考えにスれると，そのときの石げん
膜のたわみを求める微分方程式は揮性理論によつてねじ

分布に相當する線が直接窟眞に撮影されるようくS、うし

りの懸力函籔を求める微分方程式と全く同じ形になる．

te．

これらの基礎微分方程式の誘導をこ」で説明するのは複

5

謝
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雑であるし，またすでに最近のどの琿性理論の紺〉
にもこの相似性について逡べられているtら，こSでぱ

るようにし，外周

謹明を省略しただこれらの二つの現象の聞にどんな饗懸

ん膜をはり，これ

があるかを説明することにする・

に適當な堅力を加

いま第1置に示すように任意の臨面形をした棒がねじ

えなければならな

る場合と，第2圓に示すよう

第3圏 中座噺面の揚合
の石けん膜のはり方
し
理論によれば外周縁における勇翻鷹力を外周を一周して

に棒の蜥面形と相似の縁をも

積分した値は2GetAl（こSでAlは外周によつて園ま

リモーメソトMtを乏けてい

U・・

C第3圖｝弾性

れる面積）にひとしく，また同様に内周縁における勢断
一檬な墜力が加わつてたわん

懸力を内周を一周して積分しk値ぱ2Ge・tAilにLで

でいる場合を比較してみる．

Asは丙周によつて園まれる部分すなわち，中室部分の

この場台，棒に加えられた

面積）にひとしい．これを石けん膜の場台にうつして考

ねじり＄戸メソトMtはたわ第1岡ねじりをうけた

えると，勇膨照力は傾斜角に2GetはCmに動腰するか

んだ石けん膜ρ山の鰹積γの棒の断衝内に生ずる勢噺
磨力；rtr， rlyはそれぞ
2倍に封懸し，勇闘懸力のx，
れ鷹力のX，V威分でτr
7成分すなわちrzx・ Tzyはそ は合鷹力を示t．周邉で

ら次の式が成立つ．

れそれ石げん膜のこれに相當

はこの合力は繰に平行で

する濫におけるyおよびx方ある・．
向の傾斜と封懸し

「・け

ている．また鞭

。、ぴ雛謙：翫身；｝一・一・（・・
從つて

S1（∂2／∂n）ds／re（∂tノδn）ds＝AitAユ．、．（5）

これらの式でS1ds．と∫

Sはそれぞれ中室断画の外周

および内周にそつて一周する穣分を示す．すなわち中塞
断面の場合には外周繰と内周縁の聞に石けん膜をはり，

懸力の合癒力Vr
z

その匿力はちようど〔5）式が成り立つようなふくらみを

はこれと垂直の方

與える毛のでなければならない・

石けん膜憂棒の蜥面形と

石けん膜における

賢瞼

同じ形の縁をもつ孔にはり， これ
に歴力を加えてたわませる．

この方向の傾斜

まず著者の行つた方法はG・Saletの方法を改良したも

●

向をnとすれば，

策2囲

∂2／∂nと封懸して

いる．すなわち次の式が成り立つ．
rriMt＝（∂3／∂n）／2v＿．＿．．、．．、，．（1）

この關係によつて石けん膜の傾斜と膜の両の盟濱が測

襲歴
鴨

のであるが，石げん膜の上に光線を反射させて等傾．襯
すなわち勢断鷹力
の等しいところの

線を額にとる方ト・

られ』ぱ，興えられたねじりモーメソFに鍔する断面の

法で，第燭緯

賓黙の懸力の値がわかることになる．武に石けん膜が一

享纏碁審

様な塗力をうげているときは各澱におげるκおよびジ方
向の曲率の知Cmは一定となる．すなわち，
1〆P＃十1／ρy罵σ773層rP＿．PP．．．．．．、．．．．．（2）

こSでPx，

Pvは∬およびッ方向の曲牽牟脛である・しか

引

一

く犬（一

われる．第4圓で

第4圃 著者り装置
Mは第5圃に示すような窩興の乾板の黒地に同心圓の
白色の透明部分を作つたものでレソズPlの焦鮎（焦鑛

るに根似の理論によれば棒の軍位長さあたりのねじり角

踵離fi）におき，圖の右方から250または500

をθt，勇断剛性率をGとすれば．Cmは2Getに鋤懸．

電球によつてコソデソサーを

している．從つて，換れ角は実式によつて與えられる．

通して一機に照らされるよう

2Gθt〆晒冨C躍／2レ「．．．．．．．．．．．．．．．．．，（3）

一＾

．，・＼

W程度の

にする・このようにすればM

すなわち石けん膜のふくらんだ（またはへこんだ）睡蟹と

は同心圓群の光源となる・BB

Cntり値がわかれば棒のねじれ角もわかることになる．

は石けん膜をはつた孔の面で

以上は孔のない巾實の断面の棒について述べたが，こ

孔の形はねじりをうける樺の

の場合石けん膜に加える堅力は，適當な大きさであれば

噺面と同じである，PnはAL

その値は特に定められたものでなくともよく，またその

にqの角をなす軸A

感力を直接測らなくとも塵力分布を知ることができる．

上におかれその焦黙（焦黙距

源：窮眞の乾板に黒地
に白の同心圖．群をえが

る．外周の縁は申實欝面の場合と同様に一F薗丙（2・・0）

離f ）にビyホPル∫がお
かれている．BBの面はAL

とし，内周に相嘗する縁は高さ一定（Z＝のの面内にあ

とA

吹に中室蜥面の場合の石けん膜のはり方について遮べ

6

L

Ltの

第5圓

同心圓群の光

いたもの．

をふくむ卒面に垂直でその法線は角AOL

の2

騨響1

r｝

薦3＃

@r

瓦v嶺
繍、

第to號
撮影する・圖でMは同心圓、

等分線の方尚ONを指すように向けられている・倭ず
Mにおいてt＝oである中心の黙からでる光線は，Pl

の光源でレソズPの焦黙随．

を潭過した後はALの軸に李行に進率それが石けん膜の
傾斜のなv〈部分にあたると，その部分の法線はON、の

透明なガラス板でPの光軸

s

方向であるから，反射光線はA Ltの軸に李行に進みろ
t
へ
を逼過した後はS・のぜソホロルを通ることになる． し
かしMにおいてr

＝rnの圓から出る光線は，

Plを通

と同じように膜画の傾斜が

2θnを

（1／2）tan−1（rnlA）である各

㍗

過したものはいずれもALめ軸とtan−1（rn／f1）＝

なす方向に進み．BBにはつた石けん膜に入射する．そし

Saletρ装置

瓢の像が窟虞に映ずることになる．原理においては同じ

でqの角度が小さいものとすれば，膜画の法線がつN

であるが，Saletが45°のガラス板を利甫している黙が

とenの角度をなす部分（すなわち傾斜がen）で反射さ

著者と異り，そのために光源の強さはピンホe…ルを通る

れた光線のみがA

P2を通過した

までに著しく魏められている・Saletの方法では光が光

のちはSのピソホールに牧れんする．從つて，このピ

L

の軸にZF行となり，

源からぜソホ・一ルに蓮するまでの聞にPを通る際約92

．yホリルを肉眼でのぞけば籔多くの等傾斜線を観察する
こ乏ができる．またこのピソホールの後方に窩虞機をお ，

％，Eでの反射で約1σ％・石けん膜での反射で約3％，

けば等勢蜥慮力線に相當する等傾斜線を撮影することぶ

と光の彊さが弱められている・、結局光源からの光の張さ

できる．なお石けん膜はふくらませるよりはへこませる

は最後にはこれらの積すなわち約〔L2＄％た賜められる．

り

／

Eを透過する際約90％，さらにLを通る際に約92％・

方が入射光線をうけるQに都合がよいf

著者の装置では第4圖で光源はPl−一一一B−一一P2と輕由する

上の説開でr＝rnの光源は石けん膜の傾耕が砺の部
分で反射されるものがピソホールを通過するようにのぺ
たが，それは近似的に成り立つことで攻のような多少の

ことによつて，光の彊さは約0・92

×

O．03×O．92＝O．025す

なわち2：5％に減ずるだけとなり，同じ光源の張さに射

10倍以上強くなつている・著者ID襲置ではMを照す電

する光線が癌およびA／L

球は250また嫁500Wで十分で窟虞も鮮明である．4

をふくむ李面内にあるとき

x

プ

ALとA
A

L

t

：

，il

ぐ測定方法．

t

む，

Lノをぶくむ苧画と

Xの角度をなす場含には，

の方向に反鮒される膜面，op傾斜はθntとなり骸密

：すでにのべたように石けん膜のteわやみによつて生ず

る饅積V，傾斜θ（＝∂zノ∂n）およびCmが測定されれば

にはθnと少し蓮f）た角度となる・光輩の反射の法則に

癒力とねじれ角の計算ができるわけであるから，…突にこ

從つてその角度を逝似的に求めると，

れらの測定方法をのぺる・

en

≒en［1＋q2（1−cosz）／8］

）／en≒q2（1−cosx）／8

t，

ながれ・ガラス管

o，すなわち入射光隷ボ

．学形にガラス容器の下部に導かれ

ている・このU字形の部分に着色
水を入れ，石けん膜をぱつた後ガ

程魔におさめればその誤差は1％程度となる．
またSにあるピンホールの直as d は有限め大きさで

の水画が上下しその移動量にょづ．

あるから，BBとP2の聞では嚴密にはA
線はぜソホ・i−

be

LtにZF行な

d／2h．以内あ角度をしている光

，Lを通過する・すなわちALに2enの角

をなしでBBに入射手る光線の中，膜面の傾斜がen＋
d／蛎から・伽醐、までめ傾斜の部分の反pa光繊はピソ
ホールを通るこΣになる．從つて・d／4f，，に相當する誤差
ノ

をできるだけ小さく1／1000程度にするまうムにi聯し
で小さいdをとるのがよい．

saletの力法との比鮫，
Salet

コ込管

の下端にさらにゴム管によつてU

ALとAfL 客ふくむ面内にあるときはoで， z『π／2の
とき最大でその値は92／8である．もしψをπ／10（186）

光線でなくてもAtL，

．

をはつた筒の後部はゴム管をもつて垂直におかれたガラ

ス管の上端！t

これによるとentをθnに等しいとおくことの誤差の

劃合ば転の値に無關係でZ＝

t

a）ワの測定第7圖に示してあるように石けん膜

となり，これを亥のようにかきなおしてみる．，
（θ〆一θ

，

ラス容器を上下すればガラス管内

メ

てVを測建するζとができる．
石けん膜をたわませるζとに要す

第7厨石けん膜

ゐ塵力は微少なもりであ砂ら，のたわみ曜績の
．ガラス管およびゴム管内の室氣の

測り方

雌積があ劾大きくなければ屡かこよる謹積の攣化は無
規できる・この騰積の測定誤差は2〜3％以内霊あろう

b）傾斜の灘定

rmL．一

．

あらかじめ光源の同心圓の間隔を

かりに1／100の石けん膜の傾耕の差に相當するように逡

）

4、

Q方法は第6圏に示すような畿置で等傾斜線を

んだものとする争ぱじめ蒼けん膜がたわまないときは癸

薗が傾斜が0でtrぜソホPルなのぞきながら少しづう石
レ
「

，t．

貴、

x

ノ

●

Xkg

1

しピyホPルを遽過する光の強さはSaletの方法より約

誤差がある・石けん膜にALの軸に2enの角度で入射
絃，これがA L に李行に反酎される膜画の部分の傾磯・
は／正確に砺であ為が，、み酎光線とALをふくむ卒面が

・

・
第6圖

t−・一

t

．

l−
、

lr

tL撫」

．．，

畠

．7，

，

．．

，ll
4塊繍

x
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けろ嘆をへ二ませると順…次に等傾斜線があらわれてくる

から客易に想擦されると

から，ある特定の鮎については等傾斜線が何本その黙を

ころである．第12圓ぽ

通過したかを敷えればよい・ま縞測定例の窩眞に見ら

中室臨面の場合の1例と

れるように鮎となつてあらわれているところは傾尉が0

して正方形に丸い孔のあ

の鼎iで，光源の同心圓の中心の像があらわれたものであ

る場合を示した．石けん

る．−YKi：；の鮎の周りに0．Ol，

膜のへ二みをかえて（5）

O．02，・一・の順序に等傾

斜線があらわれるはずである．多くの場含，中心部から

式がちようど成り立つよ

周邊に近ずくに從つて傾斜が大きくなるが，たとえば矩

うにしt：．

形醐面の場含のように臨面形の隅の部分に近ずくに從つ

研究

使用したレンズPlは

て，途中で傾斜が減じ，周邊の隅で傾斜が0となる二と

直裡120・mm．焦鮎距離

革，ある．周邊では等傾斜線が多少不規則になるのは，石

240rnml

レンズPtは直

第1Q岡

三角形購面の棒ρ

ねじi〕慮力

中心と三隅で

鷹力は1．㌧各邊・

川・別1て．懸力

は最ノtとなつてい餌

けん水の小さい泡などの影響でやむを得ない・周邊にお

径8Dmm，焦黙距離410

ける傾斜の正確な見當をつげるためには周邊にたてt｝A

mm，ピソt一ルの直脛は2mmで，電球は5〔tCl

線σ）坐標について傾斜の値をえがき，その曲線を周邊に

用いたが250Wでも十分である．なお實瞼に甜二つて

VVを

近い織から周邊まで延長して，周邊におげる値を決める

と精確である．測定誤差は2〜3％以内におさめ得る．
c）Cmの測定
inn

C｝ITの測定は（4）式によつて等傾斜

．，）罵貢から計算する二ともできる．まk，他り方法と

して測定例の窟眞で中心部に近いところではθ＝auの等
傾斜線は楕圓形（まt

lt圓形）に近い形をしている．その

楕圓形の長径および短裡をそれぞれdlおよびdsとすれ
ば簡軍な幾何學的な計算から
C〃1＝2α［，（1．．dlト1／ds）．，＿＿＿＿（6）

となる：とがわかる・いずれか糟確と思われる方法を用
い7：、まよいが，誤差は5写以内におさめられる・
測

定

，

第11圃 キー溝ノ）ある
丸棒のねじり礁力の分市

第12圃

一キー溝の底部に鷹力

棒刀ねじリ慮カーこの

の集rlIがあることが解る．

程度の中空部分があって
も第8岡と比較して感力
分布はあまり憂つていな
い．外周の各邊∂中鮎で
磨力ぱ最大となる．四隅
では鷹力は0てある．

に阿形の中空部分のある．

注意すべきことは膜を最大

例

傾斜1江0を二えてあまり

著者が測定した例を第8〜12圖（窩翼）に示してある．

正方形の中心

大きくしないことである．

正方形，矩形，および≡…角形などの断面については理論

大きなナこわみを與えると相

値力：得られている。二れらについては懸力で3％，ねじ

似性の糟匿をわるくすることが懸念ざれるからである．

れ角では5％以内の誤差範園で實瞼値は理論値に一致す

む

す

・

び

筆者の方法はSaletの方法を改良したもので，中塞
断面については筆者の試みが最初のものてある．．二こ
で用いtc同心固群の光源の代りに縦横の線群を用いれ，

ば懸力のX，y威分が一定となる織の軌跡を求めるこ
とができる．またこの装置は物暖の表面の等傾斜線を
求めることによ？て表面のなだらかな凹凸を調べるこ
とにも利用できる．

第8圖 正角形断面の棒
のねじり雌i力の分布一
篇眞に等慮力線のしまが
表．tLている．噺面の中心
と四隅で慮力はなく各邊
の中鮎で鷹力が大きいこ

とがわかる．

この研究は文部省科學研究費によつたもので，また杉
田順三君稻葉實君などの助力もうげだことを感謝する．
第9隆i矩形臨画り棒のねじ
リ膣ノ」の分布一中心と四隅

で懸力1：

oで長邊のII耀1㌃で礁

力は最大となっている，

る．第11圓はキー溝のある軸の懸力分布を示すが，キ
ー溝のところに懸力集中があることがbかる．中實の断
面では一般に懸力の最大は周邊で，．しかも臨画の重心か
ら垂線を下した黙に生じている・これは石けん膜の相似
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