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小明渠作溝用サイドディスク設計のための

有限要素法の適用性に関する研究*

大庭裕史料・岡安崇史*2i・寺尾悠希*3.深見公一郎叫.

j度辺輝夫*5 光開宗司*2・井上英ニキ2

要
と己
磁

本研究では，小明渠作i器用サイドディスクの力学設計支援のための三三次元有限要素解析法導入の妥当

性について検討-した。解析モデルは サイドディスク全体を 6国体要素で三次元メッシュ化し作成した。

解析モデルの精度評儒のため，実i奈のサイドディスクを用いた載荷試験装置を新たに製作し，ディスク表

面およびフレーム部に発生するひずみを測定した。解析および実測されたひずみを比較・照査した結果.

解析値は実測値に比べて小さく予概されたものの 両者の変形パターンには高い相闘が確認された。さ

らに，ディスクへの載祷方向およびハブ剛性・形状を変えた感度解析を行い，仕様変更の解析結果への影

を調べた。

[キーワード]小明渠作滋用サイドディスク.有限要素法，機械設計，淡作業機

Study on Applicability of Finite Element Method for Mechanical Design 

of a Small Ditch司 cuttingSide-disk* 

Hirofumi OHBA ぺTakashi OKAY ASU*2T， Haruki TERAO*3， Koichiro FUKAMI工γP本村ぢ汁4

Te臼r吟~uo WATANABE'三お特ぺ9可5へ， MuneshiMITSUOKA 竺Eiji INOUE*2 

Abstract 

The validity of three dimensional finite elem巴ntanalyses for the mechanical design of a small ditch時

cutting side-disk was investigated. The analytical model was created using a three dimensional finite 

element mesh with 8‘node hexahedral elements. The loading test apparatus was developed for the real 

side-disk in order to evaluate the validity and accuracy of the proposed model， and the strain variation of 

the disk and frame was measured at the prescribed loading levels. A comparison between the analytical 

and measured strain revealed that the predicted analytical strain was less than the measured strain， 

whereas both the deformation patterns were in good agreement. In addition， the e宜ectsof specification 

changes were investigated via sensitivity analyses for the loading angle to the disk and for the stiffness 

and shape of the hub section. 

[Keywords] small ditch-cutting side-disk. finite element method. mechanical d日sign，agricultural machinery 
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I 緒 百

我が聞では，水田を最大限に活用し，自給率の低い麦・

-飼料米等の生産性向上を目的とする「水田フル活

用事業」が平成 21年度から推進されている O その一環と

して，東海地域では，稿・麦・大豆の 2年3作の普及が試

みられている。しかしながら 水悶を利用した大豆栽培

においては，クラスト形成や排水不良が生じ易く，

の発芽や生育に悪影響を及ぼすことが懸念されている。

また，作土層が薄く暗渠の施工が困難な地域では，闘場内

明渠の作講のみでは昨雨時の排水が不十分な場合が多い。

中央農研センター・水田輪作研究東海サブチームでは，

本問題に対応するため，小明渠作j誇伺時浅耕播種機(図

1)を開発した (Watanabeet al.， 2004， 2009) 0 本機は，既

存のロータ 1)と大豆用播種ユニットに小明渠を作講する

サイドディスクを組み合わせた構造で，浅耕，播種およ

び小明渠作講の 3工程問時作業が可能である。本機の導

入により， (l) 3工程同時作業による作業効率の向上，

(2)小明渠作講による排水改善および混害軽減， (3)浅

彩1:(Scm程度)による土壌間隙の増加に伴うクラスト形

成軽減等が国られることから 東海地域を中心に普及し

つつある O しかしながら，推奨範鴎外の作溝深や作業速

度で作溝作業を行うと，サイドディスク軸受部が破損す

る事例が報告されており，早急、な対応が望まれている。

図2にサイドディスク軸受部の構造を示す。主な破損の

事例は，作溝作業時に~i[h受部に過度な応力集中が生じ，

ベアリングが破損するというものであるO

深見ら (Fukamiet aし2007，2008， 2009)は，利!受部破

損の原因となるけん引抵抗の低減を目的に，サイドディ

スクの取付角度や作業速度が異なる場合のけん引抵抗の

測定等，実機を用いた性能・耐久試験を実施すると同時

に，その結果から軸受部の改良を図っている O しかし

軸受部に作用する応力は，サイドディスクの形状，土壌

条件および、作業条件等の多様なパラメータの影響を受け

るので，これら全ての条件を考慮した実機試験の実施は，

開発期j習やコストの面からほぼ不可能であると言わざる

をえない。

他方，近年のコンピュータ性能の飛躍的な進歩により，

講造物の変形や}之、力状態をコンピュータ上で理論的に評

髄できる数値解析法の活用が盛んに行われている。農業

機械学の分野でも，土と農作業機の梧互作用の解析に侭

別要素法等が用いられることがあるが (Shmulevich，

2010) ，特に作業機の設計においては有限要素法の有効

性が唱えられており (Kushwahaand Zhang， 1998)，プラ

ウ等の設計支援として有限要素法は舟いられている

(Gebr唱egziabheret al.， 2007)。また，ディスクプラウに対

する土の反力の予灘 (Abu-Hamdehand Reeder， 2003) 

やロータリ耕うん時の耕うん刃の変形予mu(Sato et a1.. 

2009a， b)に三次元有践要素解析を導入した研究開もあ

り，土と農作業機の相互作用の解析においても広く用い

図 1 小明渠作i誌同時i支耕播稜機

Fig. 1 The shallow tillage seeding machine with cutting 

small ditch 

スベーサ

ワッシャ

ボルト

ベアリングl

ベアリング2

ディスク

国 2 サイドディスク軸受部の構造

Fig. 2 Structure of bearing part of sid巴-disk

られている。しかしこれらの研究はプラウ切前面や耕

うん刃等の設計支援が中心で，複数の部品から構成され

る農作業機そのものの設計支援としての数値解析の適用

例は未だ少ないのが現状である。

本研究では，農作業機設計への数値解析の適用として，

汎用の三次元有限要素解析コード MSC.Marc(MSCソフ

トウェア)を用いて小明渠作溝用サイドディスクの解析

モデルを作成し，ディスク載荷時の変形特性を解析した。

また，作溝舟サイドディスク各部にひずみゲージを貼付

し測定したひずみを解析結果と比較することで¥三次

元有提要素解析の適用性を検討した。さらに，ディスク

への載荷方向および、ハブ糊性・形状を変えた感度解析を

行い，仕様変更の解析結果への影響についても議べた。

II 載荷試験装置の開発と解析モデルの作成

1. 載街試験装霞

国3に開発したサイドディスクの載荷試験装置を
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関 3 サイドディスクの載荷試験装置

Fig. 3 Loading test apparatus for sid巴也disk

表 1 主な構成部品と材質

Table 1 Component part and material 

構成部品

テrイスク

ノ、フや

ベアリング

スベーサ
4~Ù 

材質

S55C (焼き入れ， 1茂皮HRC40-45)
FCD55 
アンギュラ::E4qij受 7005A
SGP 
S45C (φ28mmの範間のみ高j奇i皮焼き入れ焼き
入れj奈さ1.5-3mm，硬度目RC52-60)

ワッシャ SWRH57 
ボルト SUS304 (ステンレス数 MIO-20mm)
フレーム SS400 

す。本装置は，サイドディスク，油fEジャッキ，ロード

セルおよび剛性フレームから構成される O 供試したサイ

ドディスクの主な構成部品一覧と材質を表 lに示す。 iill
fEジャッキはマサダ製作所 HPD-4NHを，ロードセルは

共和電業 LTZ-2TAを用いた。試験では，サイドディス

クのフレーム部を鰯性フレームに関定した状態で，油圧

ジャッキを用いてディスク最下端(国 3)に正面から荷重

を作用させ，その際発生するディスク表面およびフレー

ム各部の変形状態(ひずみ)をひずみゲージで計測した。

ひずみゲージは共和電業 KFG-シ120-C1-llLlM2Rを用

いた。ディスク表面およびフレーム部のひずみゲージ貼

付位置を匿 4に示す。ひずみゲージはディスク表面に中

心に向かつて放封状に 9枚，フレーム背面に鉛直方向に

4枚を貼付した。尚，それぞれの部品について，ひずみ

ゲージは等閑隅に配置した。

ディスクへの載荷重は，約 490，980， 1470， 1960， 2450N 

で，油圧ジャッキに取付けられたロードセルの荷重債を

参損することにより調整した。載荷重の大きさは，実i奈

の作業機を用いたけん引試験の結果 (Fukami巴tal.， 2009) 

から得られた最大けん引荷重 4000N(両サイドディスク

およびロータリ部を含めた作業機全体の最大けん引荷

を参考に決定した。載荷試験は計3回行い，その平

均値を結果とした。さらに，ひずみの計溺は載荷持と除

荷時のいずれの過程でも行ったが，得られた裁碕重とひ

図 4 ディスク表面およびフレーム部のひずみゲージ貼

付位置

Fig. 4 Setting of strain gaugεon disk and frame rod 

軸受部

軸受部断面

図 5 サイドディスクの三次元有限要素解析モデル

Fig.5 Threεdimensional finite el巴m巴ntanalytical model 

of side-disk 

ずみの際係にはヒステ 1)シス現象や塑性変形の発生は認

められなかった。

2，有限要素解析モデル

関5に作成したサイドディスクの三次元有限要素解析

モデルを示す (Ohbaet al.， 20l0) 0 本研究では，工業分

野を始め様々な分野で利吊実績のある汎用有限要素解析

コード MSC.Marcを用いて解析モデルを作成した。解

析モデルは，サイドディスクの設計図を基に各講成部品

の形状・構造を再現した。ただしベアリングについて

は，ベアリングボールを忠実に再現すると要素数が大幅

に増加するので，ベアリングボールを除く部位の変形や

応力に影響を及ぼさない範剖で構造を簡略化し，要素数
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関 7 ディスク表面の実iP.1J.予測ひずみの比較結果

Fig. 7 Comparing result of measured and predicted 

strain on disk surface 

ひずみ瀦定位置

図 6 ディスク表面の実渓IJ.予測ひずみの比較 (2450N)

Fig. 6 Comparing result of measured and pr巴dicted

strain on disk surface (2450N) 

表 2 各救荷重{直に対する実測・予測ひずみの相関

Table 2 Correlation betw巴enmeasur巴dand predicted 

strain at each loading 

同 1960N
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ロ980N
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の増加を抑えた。解析モデルは婆素数 260772，節点数:

314691で作成した。また 各構成部品は MSC.Marcの

glue (要素接着)機能を毘いて組み上げている O 実訴の

作i詐作業では.サイドディスクはハブと共に回転しつつ

作業を行うが，サイドディスク軸受部が破損するケース

では，サイドディスクが無届転状態のままで作講されj!lJIJ

受部に過度な負荷集中が生じる場合が多く，本解析では

その状況を想定し，今屈はサイドディスクの回転につい

ては考慮していない。尚，今密の載荷試験ブJ?:去のように

正面からの載荷においては， glueおよびtouch(摩擦接

触)条件下での解析結果に弛ど差異がないことを確認し

ている。

解析条件は，載荷試験と同一の条件となるよう，フレー

ム上部の変位を拘束しディスク最下端の節点 1つに荷

重 (490，980， 1470， 1960， 2450N)を作用させた。材料

定数l之表 1のデータを参考にヤング率 206GPa，ポア

ソン比 0.3とした。解析結果はif&荷試験のひずみゲージ

貼付位置と同じ位罷のひずみを抽出し実測結果と比

較・照査した。

図 8 フレーム部の実iJllJ・予測ひずみの比較結果

Fig. 8 Comparing result of measured and predicted 

strain at frame rod 

予潤鐙 (X10-6) 

也 500

そ 2.3倍の差異があることがわかった。これは，今回作

成した解析モデルで、は，実際のディスクの曲率， )享み等

の撒妙な変化を完全には荷ム現できなかったこと，また，

焼入れや加工等により構成部材の材料定数が各部で微妙

に異なることなどを十分に考慮できていない点が一回と

思われる O

函 8 に全載荷重に対するフレーム部の実ìR~ .予測ひず

みの比較結果を示す。本図からも分かるように，フレー

ム部はディスク表面に比べて予測値と実測値に良い一致

が確認された。

1.解析モデルの糖産評価

回 6に載荷重 2450Nに対するディスク表面の予測結

果を実測結果と合わせて示す。ひずみは'71張を正，圧縮

を負で表す。実測したひずみは，載荷点上部 aで正値と

なり，位置bから Cに向かつて減少して負となり，その

後，位置 dから iに向かつて増加することがわかった。

解析による予測値でも実測値と i吉1様の変形パターンを再

現できたものの，両者には 2倍程度の差異が認められる

結果となった。

図7に全載荷重に対するディスク表面の実mlJ.予測ひ

ずみの比較結果色表2に各栽荷重値に対する実測・予

測ひずみの相関をそれぞれ示す。本図表から，再者には

載荷重に依らず，絹関係数は 0.857~0.96臼5 の高い棺僕関!が

認められた。しかしながら，予測値と実測値には，およ

結果および考察III 
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穏当ひずみ抽出位麓

図 10 ディスク表萄の相当ひずみの比較結果 (2450N)

Fig. 10 Comparing result of equivalent strain on disk 

surface (2450N) 

議荷重

裁荷方向 300および600における相当ひずみ分布

(2450N) 

Fig. 9 Comparing result of equivalent strain contour 

at loading angle 300 and 600 (2450N) 

取付角度 60・取付角度300

。

図 9

図 11 ハブ断頭の棺当ひずみの抽出位置

Fig. 11 Sampling position of strain at hub section 

相当ひずみが大!臨に小さくなることがわかった。これ

は，載荷方向の変化に伴い，ディスク面に沿う方向の荷

重成分が増加する一方，ディスク面に垂直な荷重成分が

減少しディスク面の曲げ変一形が軽減されるためである。

実際には，ディスクの車付角度は 15~250に調整されて

おり，ディスク面に直交する荷重成分が極端に大きくな

らない範関内で設計が行われていることが確認された。

次に，ハブの剛性および肉厚の違いが軸受部周辺の変

形挙動に与える影響を調べた。解析条件はハブのヤング

率ー肉厚をそれぞれ 206GPa-9 mm， 294 GPa-9 mmおよ

び206GPa-5.1 mmとしそれ以外の部分は変更してい

ない。結果は，関 11に示すハブとベアリング外輪の接

触部の 8箇所の相当ひずみを抽出し比較した。函 12に

載荷重 2450Nに対するハブ断面の棺当ひずみの比較結

を示す。ハブの剛性を上げることにより，全体的に相

当ひずみが小さくなる傾向が認められるものの，変形挙

動に顕著な差異はなかった。一方，ハブの肉厚を 5.1

mmとした場合には，ベアリング l周辺の相当ひずみが

向車 9mmの場合より小さくなる一方，ベアリング 2周

辺の相当ひずみは逆に大きくなる傾向を示している。つ

2. 感度解析

解析モデルの妥当性がある程度評価できたことを受

け，ディスクへの載荷方向やハブの削性および肉摩を変

化させた場合の変形挙動の変化を調べる感度解析を実施

した。相当ひずみEは次式でA表される。

3{ε;+ε;十.s;+2(.針 ε長十品)} )
 

噌

l
ム(

 

εy，ε:z. X， y， Z方向の垂寵ひずみ

czx: x， y， z面におけるy，Z， X方向のせん断

ε= 

Exy，εyz， 

ひずみ

国9に載荷重 2450Nに対するディスクへの載荷方向

30
0および 60。における相当ひずみ分布を示す。載荷

方向はディスク表面へ垂直に載帯する場合を 900 とし

た(国 9)。解析に用いた材料定数は同じである。本国か

ら載荷方向の違いによって，ディスク表面の相当ひずみ

分布が異なっていることがわかる。このように有限要素

解析を用いれば，載荷条件の違いによる変形挙動の変化

を直ちに評価・分析することが可能である。図 10に載

荷重 2450Nに対するディスク表面の相当ひずみの比較

結果を示す。ひずみは関4に示した 9笛所において抽出

した。本留から載荷方向 60。と 900には変形特性に大幅

な違いは認められないものの，載荷方向が30
0になると，

εx， 
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図 12 ハフゃ断閣の相当ひずみの比較結果 (2450N)

Fig. 12 Comparing result of equivalent strain at hub 
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まり，ハフおの肉厚を薄くしすぎると.ハブの変形に伴い，

ベアリングの破損に至る可能性があることがわかった。

以上のように，有限要素解析を用いることにより，実

機試験では検詰しづらい多様な条件下での挙動を事前に

評舗できる可能性が示され，農作業機械の設計・開発の

省力化にも少なからず寄与するものと考える。

小明渠f乍i草用サイドディスクの三次元有限要素解析モ

デルを作成し，様々な条件の下で変形挙動の解析を行う

とともに，その結来を実ì~IJ結果と比較・照査することに

より，その妥当性を検討した。さらに，ディスクへの載

荷方向やハブの剛性および肉厚を変えた感度解析を実施

した。本研究で得られた知見は以下の通りである。

1)ディスクへの集中荷量の入力により，ディスク表面

は正負のひずみが分布する複雑な変形パターンを

する。

2)ディスク表面の変形挙動には，予測龍と実測値にお

よそ 2.3倍の差異が認められたものの，各測定位置の

変形パターンにはぜ口O.857~O.965 の高い相関が得ら

れた。

3)フレーム部は，載荷重に関係なく，ディスク表面に比

ベて予測値と実測値に良い一致が確認された。

4) ディスクへの載荷方向やハフゃの開性および肉厚を変

えた感度解析により，ディスク表面やハブの変形挙

動の差異を詳細に検討できる可能性を示した。

今後は，解析モデルの改善を行い解析結度の向上を図

る予定である。加えて，弾塑性モデルの導入により，作

業機械各部の破損状況を含めたより現実的な解析に発展

させていきたいと考える。

摘要IV 
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