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運材の方法として雪倍・ニi結・木llJ運搬のごとく権と雪あるいは盤木，ときにゴ三年とのif'}り

陛擦を利川した方法が，それら -61l平兵の製作Zf よびV止n万博築の低íÁftかつ芥易で、あるととから各地

で実行されている。しかして，それらの実際使川条件下にたける泊り ~t~~の実態はかなり不明

の余地を残している。そとでとの阻の川!起が虫内 3うるいは屋外で、比較的芥易に;試験しうるとい

う見地から， -， IH般式の試験装世を1試作し，~慌の摩擦抵抗に関する予Wi(I'0実験を試みたのでP

その概要を報告する。

お:ゐ予備実験にiXjJ(.':j配を賜った11I.]-'f-:1 1二益出i分身長(現気象~よび災守科i毛) j;-よび拒1Jlt_h力を

えたf ， iJ分場防災研究室[}各位に対しばく仇R~~fの;むを去する。

試験装置

ヱド装白の主要請元は，白記長力 ρ I-n[ . j::JíJ:orr ・バイ 70" 孔条むよぴ去;村: . -JJ.~行路・架台・来'J!

川活動機よりなっているがp その柁~裂を示せばてたのとむりである (Photo 1, 2 参!日\)。

(1) 白記張力三トエIJ: :白記装也会よびíJIÔJ号|ーを主とする。

白 11己装置 (a) 一的北機工KK製むほ振動計J/J i記録装置を利川し， クロノメーター (b) を

改良附世している。 すなわち， その性能概要は，記録方式=インク式，記録紙の rlJ ・長ニ 10

cmx20m，記録制(;["1転速度=25~100 mm/sec , ;1己録ペン杭率 =10 ， 161{(-，電磁式タイムマー

ク可能(とれば走行路 0.5m こ、との iJl!lli，通過時を記録させp クロノメーターの 1/5 sec 刻時

とより時間l一距宮~rl lJ *Jj(:を求め等速運動区間を知る〉。

Uk:.fJ計 (c)--5kg 歪リング，挽み率 1. 08mm/kg。

(2) 荷軍事 (d) :接地圧大なる場合 (0 .4~1. 8 kgjcm") の相対的比較試験を可能にするた

めに試験J1- (e) (権型，底面砧=10cm2) 上lC案内滑車 4組・支持率愉 4 白・支杭 4本を

もった荷重故荷台よりなる。試験ji-の静・勤摩擦による抵抗力は，出事 2 筒を通じ釣糸で張力

計に伝j主される。

1) 経営部作業科作業研究室
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(3) 軌条(f)たよぴ、支中 i' (g) :軌条一命j(i]作，外径=21 111m , 肉J'i= 2111111 ， 全長二 6m

(1 , 2, 3 111 のものをと継込し〕。 支柱一古鉄利IIJ ， 6 )，~。

制定行時 (h) :木製樋型，全長=587 CI11, 泌さ =28cm ， IIJ 二 23cm，容を投入し任立の

路n'IÎ築立I'JíJ日。

(5) 架合( i ) :.木製，との[-に走行路・支H ・軌条のI111日 lこ Y レベルで、軌条のノÍ'(-Lいを視準し

つつ本装世を車I I.-"':i;;文世する。

(的 その他:白，i山lUJ ;!I-JlC必よぴj\:nri)[i:の奉 'j 11こは変速度電動機( j )を使川したが，試験

走行辿皮 =.24~81 cm/o:ec の範囲で，等辿運![í}j区I/\J =200~250 cm 1"デー度の測定可能で、ある。

予備実験

昭和 27 1， 1三 2 JJ 25 日~ 3 JJ 7 H の 1/\]1こ行った主主vi日分4剃Jt二内で、の試験結果を示せばニえのと必

のである。

(1) 日的:先に実施したトラクタ{による~悼の陛際}J対立に関する実際試験的県を rlÌi"5日~iH

する立味から下刊の実験を行ったむ

(2) 設営 :n 身、l むよぴ|年主主を防ぎ，気加を 1['，来るだけ恒低YW乙 i~~ ち， !\月!l\j lj'の試験当路rúi を

一定の状態に制fJ~:するため， Fig. 1 のごとき:lt:穴を畑り，分必1'1'1\内工場跡のコンクリート上

に試験装世を試位した。この25:穴により気il;[のJ~_，j:l- i 主 +l OC 以下に 11:めえたが， Fig.2 は白

f己記録例でるる。

なゐ"jj.i:\故当路 ii'riは人ゾJ にて圧定. jlJkJjI;のうえ Jj):_世するととによれ弐の状態の宇治氷雪に1~~つ

7ζ。比l:E=0 .47~0 .49 ，

制度 =9.5 Hr，度，凹I円1=

~ 

r--- 11.0 

~口
- 2.7....:.0.9111111 内の高

低発生杭度で、ほほ、7k~li.o
イ
斗
ぺ Fig. 1 Snow-Cave 

in which this equipment is s己t

Fig.2 Temp邑rature
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(3) 試験) I今:

形状佐韮~， ri(fl'IÎ 二 10mmx100 mm , 6mmx60mm , nfJt支部は半径10mm の PH瓜(現物の

;f(;J 1/10 を七i明主とする)。

材質鉄板(やすり 11二上) , ナラ(板!]，パラフイン塗布) , ミズメ ({'It 口)，スギ(板目)

ーいす=れも飽11'リ，強化木(ブナ圧制而)。

(4) 実験料叫~: J:記試験片を使用し， 1伎町I時Iill と静摩擦抵抗p 接地圧むd:ぴ、辿1立と勤摩擦抵

抗等について実験してえた結果は次のと必りである。

i) 放出l手lH J と îí1t摩擦抵抗 (Table 1. 参mo

Table 1. Relation between coefficient of statical friction and stopp巴d time 

間有 考
10 

�lil I 接地庄気

鉄 板 0.076 0 , 094 I 0.105 

強 化 木 0.19:'] 0.246 0.372 0.338 0.354 -3.7- 1 1.685 

ナ フ 0.349 0.381 0.427 0.587 0.577 -2.3 

ナラ +，rミラフイン 0.105 0.127 0.137 0.149 0.129 0.150 -2.0 

註:係数値は 3~5 箇の平均直，なおこの場合の牽引は手動で極めて静かに号限った。

係数値の大さは，鉄概くナラ+パラフインく強化木くナラの)1聞に各放世時1I'dを泊じ大きくな

っているがp いやれの材質も放置時1mにほぼ比例して勾子ノにしている。すなわち 1/日分放置に対

して 1 分1次世の場合は各材質を泊じ1.1~1. 3 恨の fJi'[を示し，材質jjリの顕:;手な?をはないが， 10 

分放置では鉄板ヰ1. 6，ナラ十パラフインヰ1. 4. 強化本・ナラキ2.3 の供率で府大したfiLLを示

してたり p パラフイン塗布は鉄板とともに放世による附着力の増大を泣けうるととを示してい

る。強化木は InHW1i1引をの点では鉄板I乙次ぐものと考えられるが，放置時11'dにともなう附着力の

増大はナラに泣い1tIi [1"，]を示す。

ii) 接地圧ゐよぴ、迩!支と動摩擦}国立 (Table 2. 参J!(O

in Snow.Cave 

2・
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Table 2. 

l' Relation between coefficient of dynamical 

friction and area of contact 

2' Relation betw巴己n coefficient 

。f dynamical friction and 

runnig velocity 

点主旦11! 鉄 板 [ナラ|ミズメ l スギ 五モ~I 鉄板
kgicm2 cm/sec 

.430 .042 .056 .093 31 .028 

.631 .024 .046 .054 .081 43 .034 

.832 .029 .018 .051 .048 .o? 1 48 .033 

1.033 .025 .024 .041 .043 53 .032 

1.234 .028 .020 59 .031 

1.436 .024 75 .033 

1.637 .019 81 .031 

1. 837 .023 IOC 

僑 J竺到三日[一三2
考(速度|叫121 381 

3 Iつ下 .8
備|気泊 .3~.7

Ikg/cm2 

考|接地庄 .832
39 I 40 I 

註:記録例は Fig. 3 に示してあるが，このような司釘t治、ら面積計算で、平均抵坑力を

求め係数値に換算したものが本表である。

zr = 5+匂-3ec

j，αd ニ 832 K~ 

'\_.!LA-^-_人」

~.JVV------ヘ」ι'./\./-一千ー(~J(JVI

Eμ明pJe

----.._,-c T.，( 1η e 111哨ゲs. p

ペへ、 Teη S..i.. o -n = 札

丁目 S.J. Q 河 = 0 

4人..A. T;me ))j a ，~ γ 15 Jeι 

/J" = 25"羽E

10Qd = 4.30 ,,;t 

='-1、__.1 .........1_1--1 、-，旬、 1_，I__\""""\ ..__l、ー、、_，、"，， 1_1_1、町ずい..J\-A_ 、 "'_"1_1_1"_"'1 、__，\..._~1_ '_l......_..¥ .._，\_，__，\~\ ..... 戸、ー、-'\~\，_.い A

Fig. 3 Som号 Examples of Record 

llifJr'~昨l'lf-JJ'Cに及ぼ、す接土lli庄の影響は (Table 2 の l' 参!!日)，スギ・ミズメ 232比較的面の組い

材はで、は圧力の哨大に伴い摩擦問の創11かな P 'I r円lが圧締されるためかやや tJWc係数が115:下する傾

向をみせているが，ナラ;t>-よじて鉄板で、はほとんどその控がみられ歩，むしろ鉄板では気視の→

ーによる主すなわち， ooC 以上の場介は以下の場合上りやや抵抗が附加する傾向がみられる。

法度による影響は (Table 2 の 2' 参Jfの， 31 ~81 cm/sec の範闘での鉄1々 についての実験で

はその主がみられや，との程度の低迷週j]i}J nむ闘では速度の抵抗に及ぼ、すJ;c;響は 1r\~視 H'，来るかと
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jE、 dコれる。

な 3冬=

ナラ<ミズメくスギの)1順|悶目に増大して主沿子り P 慨して面の粗さによるう;ìj.:をよく表わしている。

あとがき

本試験装自主資材の 1!!~J:mから， .~とだかなり改良すべき余地を残しているーーすなわち， i) 

軌条に I 桁を使用して延長を倍力11 し，試験辿!交を増大せしめる。 ii) 荷主11&荷台支払ユ判iÍlÌíの摩

擦の軽減。 iii) 支柱の tllì強による振動の軽減等。一ーが，雪信の摩擦酎JLi試験の有11足をJたねて

行った予備実験から p との極の走行抵抗比較i試験装世としては比ili好l句実際にむい条1'1:-1ての各組

模型試験を巧能ならしめるものと J考えている。

格りに，本試験は作業科長本多三惟技官・作業研究室長東京大学森林利IJJ学教主龍村崎教授

の仰教示を賜ったもので. ことにæJ~Jの立をど去するとともに，脱:n;Q試作には小笠原Æll)J業予P

実験には三村治Iljg業手の多大の御協力を得たととを感謝する。

R駸um� 

The author designed a test圃apparatus for the running resistance of sled吐nodel
in order to research the m巴chanism of sliding on sledぺransportation， and 
carried out some preliminary experiments of snow合leds.

The appeaτance of this apparatus is shown in Photo 1, 2. 1n this experiment, 
it was set in a snow-cave diagramatical1y as shown in Fig. 1. And results 

obtained are shown in Table 1, 2 (1', 2'). 
From these results, the author think that this apparatus is applicable in 

the research of the mechanism of sled-sIiding on snow, skidway, earth and etc. 



f (軌条) g (支柱)

Pipe Rail Supporter 

d (荷主lli)

Load Car 

e (試験片)
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b (クロノメーター)

Chronometer 

c (~Hプ]tl') a (自 ~;~}~Wt)

Tension Meter Self Recording Apparatus 

Photo. 1 Meter & Load Car 



-Plate 2-

(震動機)

Motor for pulling 孔I[eter-Car

h (走行時)
Test Road 

(架台)

Supporter-Base 

Photo. 2 Test-Equipment set in Snow Cave 




