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第 1章

序 論



第1章 序 論

11 研究の背景(スキー用具の研究開発の変遷)

Eり にゝおけるスキ-のJlH ll は､LHtf.TLIL川-日91川 )lH､オース トリ7'止'(I,i,ル

ヒ少†/rl.:よ-)てjyrlf川I.の.I.川 In13mlil11にはじめてスキ-が†ムえられたことに/LT'Fまる これ

がH本のスキ-の碓作であり.tlヰ:のスキ-liF.紫のJ.L'火の)!A.l･である 日本に(ムえらiLた

スキーは.nl11日日くkl■l'けト火中仔の指JIF!によって､L'lrL別,I Lく野リ.Lなどにスキ-川jL スキ

-11術が別紙的に(ムえらjL､スキーHlJ:メ-1J-の拠 ･■･.が析湖 上く汁'】Tにy川lした l川ト

のスキー板はヒ ソコ1)-でflられていたが､iJl小目Jlでは､イシャ､/)1'キ､ナウ､ブナ､

桜､+I;をHいて､,")､L llJ伯､家1(.二･)の暇人により,すへでT作りで作られ､rri収 スキ

ーが 1.JiLであったoその後のスキー人HのJf171JHは､スキー板き竺遇のLL,'ri化を化し､J3Lllの

'1JI′(-作JIJrJが仰 11IJされ､スキー窮I刑,rgH:おける1111川絹lTにl■川リ､した

枚往､スキーメーカーは､スキーの人;I(ミへの,[(iJi l的卓を図るため.介イIlli附を碓 JIJL.

Ii純化する技術,を与を)Bさせた l 介板スキ-は､1骨ノliHllと LLIHに稚いヒ ノコリーをイ小 ､､

LIl.Lt.邪に別の柔らかい木を仙川 したサ ンドイ ンチヤーYi道であ-)た 合板花村･iは､･は,1YHと術そ

の ものであ り､ Î'Nt払■..日ニしてのスキ-,={人:.川 紹するFlrf代が/jffまったとい見る

その縁.1940叩代にはアルミ板を,jl‡り合わせたメタルスキーが侶現し､19601l三代には航

空ì'Li川Hll刑として1111されていたガラス繊ポl必化プラスナ ノク (CFlミ1')イ11を川いたyラ

ススキー.アル ミとGFRP,JL_((.[,りJi･LL目したノ5'グラスキーへと発展し､新しいi:朋のJ洋人

が子rわれた019SO咋代には新,ll..胡7'-ムが刑来し､糾.]nAの FRPにカーボン紙訓､7--/

ミド娘封FJl;三化ケイお繊ill.ポ1コン繊細.新JLゝ八Ij!.(サ イ77･-)繊細 r々lが仙帖的に=いら

れた■ これらの瓜化繊卿は､jrt適 してL1日】ETIEll､帖:lHJl三に俊れてお り.,i日本またはガラス

繊細 とt足せて維川した｡ AlrliJには.エホキン樹りTlで /一 卜状の FRP板,を作成し.I心ノ)

rilにTの大きい じ1･~【nlに(.blHした｡ また､芯1小二は機lJE竹 とコス ト11i減の目的から､従来の

木利ではなく､rJJレタンやアクリルなどのプラスナ ノク771-ムやプラスチ /クとィ､判の

幸史合判が仙川されたO スキー板の桃道も､繊緋強化朋をlTめたサ ンドイノナIIVi道が ELJiEと

なり､.(,(1】rfの左̀'/iiした製t■"r.をllt弟r;することがHTlIEとなった その絞､仙げ制作 とともに捻

れHl什kを鈍化することを目的として.ポ ノクス書1'ti)Zfやキ1･ノフ構遇が1,T'JllきれたDまた,
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帖Fl;化I.;をllll'Jとしてアル ミニウムのハニカム肌)立や+ユープflVj)立が与太され')く川化され

るrJ.ど､=11.のr月順 研究が雌/.,に/fHつjLた これらのスキー収の赴化は..-.-:'1父寄("irRJ壬と

Il'J,Jfl,･JLくして.偶能化 を追JiLlL.lH';rI,'Jl二をTL_臥した叫代で､JR代スキーの/jtru蔓のIl'T代で

もあ,)た

19901IA代に入ると.スキーに対するユーザのLl削Iは多様化が進み､スノーボー ドや ショ

ー トスキー､歩くスキー､モー//JL,スキーなど多くのf･Tは10)スキーが/I~kL日1.された また

LlとJ丘では.ずれのない切れ)△ふ ターン (カービンJ/ターン)を')三JRすることをEI的 とした

こ_i-サ イトカー-/スキー (カービンyスキー)那.'日,JRL.fJJ鎖 iTで も-15にハラレIL,ター

ンができ.地れにくいという ｢快いやすさ｣を利敵としたをu"I,FLrJ妃が1.T,斜 二(.Lつている

また､2川 礼では､ユ-lfの多様化が II.IL3進み.ユーザ小･LLの班.～.川目先の槻/i小 によって

スキーのInJ党が行わメLることが [･tlrきれる このように､メーカーの/I-J範体制 もf′仁束の人

:.:JI:産作訓から多.["I.1･ri少:.::′lJr:へ拶'TiL.朽水(小二は脚'Jのユーザの哨QJ'や特作に対応し

た 一["'.純 .Tl../L=.麻の咋代にJiL化することに対I.仁.する必安が/l~じてさた

このよ-)lJ.帖代にITJ.L･す7Uため.スキーHjLメーカーは､従火のlパ悦 フロ七スを変･Y.す

ることが必雀となり､そのためにfHlとの.-Jq'計1左約を上指すZu新い け】能Hf一仙Hil+Iのrm先が

EI紫となってきている

スキーホールにおいては､日本では レlレヒが水目してnりせた竹班の./ヤフ ト材flから

始 まったとされる･l 竹は､怖い卜に･]･1L)Jイ′lがあ り,qrれにくく､まtrrlも1,1才fしない

とい:)1'J微を1-Tつているため.スキ-ホ-ルにはJLi-適な材刑であった｡1950咋代に41]竹､

トンキン.･ilのJi鞍のrJ-かL7､分竹製のホ-ルとなり/i-I,iiした'i.産経3'lJが繁った

19601L･代に缶竹からグラス77イバー､スチール,さらに,アル ミlJ令烈ホ-ルへと移

'TlLた 19931トご7,からカーボン繊維を仙川した･/ヤ7 トがFAl発 き九.大きtJI糊料'A:L'rLJが

kLlきた また､カーポ/にイj偶､細機､食捕紙誹 を組み(ナわせたハイプ リ ノドホールがr別

発され.スキーホールの矩:始にて洋Lj･した

このrl''J.スキーJALの慧鰐､スキー折襟斤の益成.スキーは術の発fi卓もあって.n本のス

キーは日'J王しく碓JiiL､1000JJ'人を超えるスキー人目を抱えるスキーX;迎lKl'､となった｡

1972年の4Lg足冬季オリンヒックのILr川Li岬には､l叫Jlスキー板少.碓fr故が200ノ)台を超え,

lI､累投も70ftあまりに上り日本の垢.LIJ..L"I)の-RLt._r･担 うまでに成l遺した'が､JITij1のn川化

とlElr勺rfJH籍の拡大は.ヨーロ yハを小心としたスキ- メーカーのり-IIするところとrJ.･り､

海外からの塙人FlH引tlI勺/巨_h;I.-(を Hl】】る3:うになった この帆 IJHまjR在 までも紘いてお り.

_ウ_



IqIJlJメーカーも岨縫を余依な くさiL､JMFJkHiW＼X:は1くnl,l.Lを･L･心に1,'JIO斐川 ヰ(.'11となっ

ている

ノJ､これらlり のゝJR代 スキーの党Jl圭を仙 ‡王Ⅰから_i:えてきたのは､スキーのjlln') l

的なLIJF先 ■'Jである わがIl､Fの スキ-に1判する1､仏lzIJな什l:rI'J IJ的LIJF)㌔-Lは.1950

11代に/RTまったスキー付 .二fl)F先会の7Erl動が/TJHl'L?jL､Ⅰ972イFの札幌'+乍71リンヒ ノクでの

汁 .:戊刀工が日日されている■- 19691rI_は､日本スキ-lri#1L介が ト/した乍rlLlスキー

班JiH上TILTNt先'Lt (綾にIRrl･'.ゝスキー製JZf化糾lJJf先公､Lkll･祭スキー什JjとTl.T研究会と改+,I).)が

I,H lHrJ"Iで糾織 され､日本における仰 のスキ-l対地の I ll'JfL)F究会として.Ji､く1l川 i

･1枚のLlyhJ._r｣,lifjl.してきた" 本hJF/Jt:仝1.r,刺では､JHjl.のlJ)f光にr判Lて､4'Jに1く判Llr 折でS,i

LL.lく.;の/i;.没.J:騒(lJf先機I対がjl1-帖的にJ糊わ,)てきた 公設.試験M n:傑Fuが1Jつて きた..黙iiiは,

I-にT'LTJEHHlth.試験で､ll,li糾 111やあく刈れ竹のIl】lじiiノバ1.のrnJ発や火刑/L.JLPJ7Iのデー タ収鎚な

ど､4'JHIJJな.ilIl"A l仙ノJLi;が多 く'1:J､された 斗')に,i.TlirJJu､J'l抄｣か らスキー収の｣ふく軸椎†h=

TH lL､軌Ill,n五･符やI成与川 の測'/if ､航跡 ふ(̂汁lの-則',iiノJは /Jf,utふ､モー ド附桝

Tll{' へ党舶 させて きた l]糾空EZHか らのアフロー十として娠･Jl必腔や11tIEH■L披,JJ'など

hJf久¶三やt/j:1､イ′lについて も.過.諭された また,JtllJ丘になって.スキーロボ yトによる,-tr

測の.試み も寺Jわれできた｡ ノJ､ISO脱桁 二･lの.tJ;版 による詳仙Iはの越川仰yur

も碓ノ､された｡ これらのEJJf究成火は､機能と.("'llr'〔の`左'JLiを巾/i,L:できたjl上代スキーにとっ

て.イll.;Ef...illLLl作 はとな り..;1計は粥､告竺)別上榊-過/こされた Hl.lr手は としてイJllJi12Hr/

はのI.LIJ･‖ほ 淡みたfl)F̀先】■■は/｢後Li_Hするとこ7)である

他に･J一会t.rl土仙の'J川Jでは､1990咋にスホ ー ソ舵菜が21111紀の).lHr'rl椎柴､として成l<する

ための誰越脈決のIET.刺 と して,lきた-,:1,.が'lul,りして研先を祁)畦する､｢スホ- ノ椎柴,･1台｣

が(没L..I.され､川イトスキーの放13- JR,洋Bを中心に ｢Il本スキー･.･会｣も,.lLl■I_さjLた.また.

lJl丈機械′｣全様械ノJノ,- u測;lJu御部門がrf'心になってスホ- ノl~ノ】′分利会が糾紙 され､ス

ホーノ1.′),ンンホ ゾウムが1JJHT一日i州■されている 【糾即 ′)(二も】9961卜かL71;HIillされている川

l･'.Lスキー什 J-会談 (nJnlrL 那2回 ともオース トリーでF刀川に)やlk]際 スホー ノlT会におい

てllJHt号を衣が71われでいる｡いずれ もLlと近10咋F'"lJのLLT.朋であ り.スキーJ,■J辺のJ̀紳川'Jな上

JJ:作.1川が照ってきたといえるが,バイオメカニ クスや桁/仁/ミュ レーンヨンなどの超勤))

･,の仰究が対淡であ り､｢もの(1り｣の根･粋であるところの ｢製造は恥 (.i2日I li2)占 .TF

†【"I)｣にF菜け るElN究は少ない
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12 スキー用具設計のための評価技術の役割と本研究の目的

JRILのスキー川!tにJ'LEわる付従.沖価は外T:二/)いてみ7Uと.スキーFILにF対しては､JlSS7

0071スキー)によ′'てスキ-枇製造にl'L)する.A"l,TETfPP_ほれの,13A人が航 ま-'たが.JISはJE

附のLl川UI_叩lをl糾 .1するための ものであ り.'jlメーカーは及n'lの‖川 ))JLA によってF'川

弘■"l】の‖lL.;Hli小へ7 I- ドバ ノクを&.I:り)返した そのIJlr'rtまスキー似tl'1本でのH川 JJlイI)A:)

の測',との他には.i=として'jJ TJtJt:.A:験でのLl._t作..1一価に呑ねられ､多くの.Xnスキーと多常l

の.Jt:駿'(YfH,Jfより'.L,もM上の7 I- ドハ ′クにl-iJLてはl;l'越は碓Eの羊た験 と助に斬 ってき

1=

スキーホールにluしては､JlS S7026(アルヘ ンスキー= スキーホール)が ISO7331

SkトrX'lL･､rOr.-1p■■1日L'lng-TeChFllCiJlrcqul化■nenL､rOrS.lreLy州dteslmCLhod<をほほ7Vi拠する形

で糾',iiきれて以求.fL'Lf中的に呼人があきれた 本触輪は,t!-:t#時■');の小淵の■JiTBrEに人作へ

起こりうる軌fT7:JJや圧)JをA._l',iZL､【'Jt'J･的なデータ (例えば､沸凝骨が揃'lLll'にいたるIIノ])

に).r.,}いているとされている しか し.Jtと止 の E流 となっている FlくP製法シャフ トをイJし

た熱1"1.での'i仝f'lを佃促するためには､tSO.TJ:験のみではイこf-'Jlであったl ､ また､きき

(-,lll..,(4,ltの l二では.感作"f細に依lfIしたf芸J発が l_であった

以 卜のように.スキーIHliの閲発 7 ロ七スにおける.7r;価は術の†:(lLTi_付けは.いずれの域

介い[=川川､の機械rl'J.J.川IJと､感化.刑ltllが中心であ り､感付･7:iと.il.TE変数を射びつける｢経

験 と勘｣ というl'.ん腔な変換は術によ,)てJFJlし.戊.itに)還元されている しか しながら.ユ-

1F'の多様化に対LL:.したHjLL,L4'.汁には､計測化挿Tと感作.汁価からの変換ijE術に似非があ り､

新しい..ilI刷左肺のF粁発がeTほ れていた

以1.のようTr1'fi.i.-から.スキー川Ii.L,Ln･.itのための.il価は術は､従来個々に子rわれていた

Hlt:Lrl作での物件"f価とテスターの悠作"f価のIZJIJJlr肖i滋する'/t作的.I,if:訓!)な作能諦Idl)J1-

u:-壬,1弟I発することによって.｢郎紫 と勘｣を代作する技'GTをFhIF.することがTL'lZfであると

ろえられる L実=-1に､本.,qrL史で1,'1-案すZJ.I-fEEM左恥の概念を′JTす｡

本品文では､特に人】iilが介作したlJ､7ilBあるいはそれを再現 したj)(態での機(Jf性.nl!lh 機

械的..fLd]､∫.7斬Tl.'iL-/lモ作Hi,･価 (人糊一別,rをの インター7J二-ス,h価)が必要であるとい

:)放･■.'から.lHll.紋日1時におけるJIJliの/I_-胸と.人IZI】のノ)'ii等の感髄鞘作についての新し

4-



い l価!上Ti･Iを1,tl-某することをIHl'Jとする

jl.休的(二は､スキー板においては.川)も†.MH･の')三ulJL,i:データの'P,L㍗Hl批 J)三版 J.qノ｣に

おけZJ)一汁hL:をIil'JLiした条flでのjふく軸モ- ド即桝､lL;川 分イIf及び接触槻測',山こIliJする‖r価

]川 JJを･1,-1太する スキーホールにおいては.稚‖川Lに分′lする=lLのIL‖LijをIil.I,上したCFRP

ン1･フ HIJ.試験ノJはや機能M..1仙IL1"T柿のノ)づEn,斗川 をJHいたyリ/7,.1L‖r)JEl､引 ,Il東

する

また､これL?の.HAllIIIJl術を,13人した新 しいJrJl川日吉プロセ スを1,lJ_L太する



13 本論文の構成

本piL丈は.従来の目す低Jiul=と新しい,.fr佃IJJIJJ.･をIyJ砧にLf+がら.川Ii_他日rEIJ･･+rh.ll',izした

析Lい..11LnJ上納を1,-L来し､その過日例に,)いて述べている

八日川IJには､･1､の 6･1.乍からfIVl成 される

耶 1･1.7では､ スキー411とスキーホールの..lLH卜..I-細は術の変Jfをh'i介し､本.i史の1:I.;Tll

付けをLy畑一に した また､矧ll'川,LrL,,lにLDける‖†仙IIR'恥の'(貨LI,1を1,l1-潔.･し､本研究の目的を刷

りかに した

[:節,2･■;r･では,ISO に代)ミされるスキー伽の..JulAノJはやl̀l,TJE,試験 を取 り入れたスキー板l;り

'jtフtl七 スの湖北 を述べるととい∴ I)<粥/i:をJlul',ifLf/)i験'J:言Flでの斬Lい作従.ifLd]I))汰

を述べる II.IL即 ')!二は.'h耐Jヒ特のスキー松の'J_'勅やノJl-uの感llZ.;lAIdfl試験 と')一族'J._iI勺での

l'JW'JJiU{勅的作稚 ..E価rJt,%をまとめたもので､L大汗トに帖の スキー似の'1't動や感作.il-lmrデー

タと.rけ/ii性能をノ,ィ.するとされているスキー収の掘励モー ド叶H′l､及びスキ-エ y･/'と

■̀.1117のFl1-1の(';i屯'/Ht)とは触孜の曲手日 経との刷l-iJをpJ三桁/仁に近い条目で評価するシステム

に/)いて 節介する

TJ3･lrrでは､性能.,i価 システムの過日を【実1るため,形｣J(の指なるJ:r%JrJスキー板の†1裂

を1JJい､ISO の.止騒 ノJはでの).仁ィ､耶性や悠tl.:HlllJl.'.火について述べ る｡ システムへの越川

には､わく動特竹や/p'(屯ク川 J-と掘徴税について.スキ-板のJl/-さとサ イドカ ′ト形])､の穎壬博

を11r,iiLなが ら.')王族宅 レベルでのスキー板.よ.汁文様は恥として本.汁価11恥のlf幼稚 につ

いて述べる

那4･lrrでは､スキ-ホ-JL,り1芹tのための評仙JE術のノJ71:について ISO の.Jt験 ノJは とと

もに述べる シャフ ト胡下目二CFRPを適TIJする梯分について.'左-/I>作 と手至;1モ化に伴 う偲他

作のrt･Jhについての"f価))Jil三をi'けTLする '友一仝¶三については､I.R川時の衝畷IE日額,をJtL_l.'JizL､

その付∫1【こよる鰍I空の,-.f伽)JはをHtL'k.=する 犠能代 については,m作モーメン トによる掘

りやす さや把持 を乱Hiiした搬励モー ド鳥相テ法による.沖flrr)はについて述へ る 次に､スキー

ホールの把持特性 については､杷JHJ'JJAJlllTr,izJIH=ンサ を作 穿望し､感性PE;価の))Jri:につい

て険..すしたi!,-米を.グリ ノフ形状のp,'rL..tに過IHするJJ-71:･に,)いて述べる｡

?,5Tl(では､スキーホールの../rL計..l三価について､試作 した CFRP裂-/ヤフ トやIl了取の 7

ー6-



JL,ミニウム1日 むゝきスキーホール-過川し､イ1効11について述べる CFRPノーr7 トの'&/た

†竹.Hllrl./t版に/)いては､術喋1'lTlT･のイ･HJl)によ-)で鮒 空が紬'端に11t卜することを小している

傑拙作EJJ;験では､従来のrhMi出.㌔.】,に)tやよして CFRPの拙作T′iがLlいこと･+i:放11llにより示 L

ている 杷川ノ川 イ′1の.1,1ullJからは､Il:wt..1仙の泉LJlさとの州FEl什lを小し､I/リノフJrZlJ､の,.lL

‖1指別を小している

耶6ll:･では､心,;,"文の兼JElJ.とLて､本†】)r先の成Lにを取り入れたスキー川Ir.のr3りクlikプ ロセ

スをJ/ll'k_する

14 緒言

1LFやTでは.LlJF光のrHl'JをLリずらかにするため､研究の-I'H.:tとしてスキ-川jl.のll)f究rliJlさの

変超を'ltL.スキ-川八,.lL,ilのための‖川IJI文机のf:/IF.Y.■イ]けを述べた スキ-JlJlL.,lL‖tのた

めの評価)上術においては､H=1.rFHイゝでの摘fr,沖fl"ltテスターのJ.GQ:ヤl.,川IlのrHJfL･州I,'tすZ//ii

ilrr'J､起:.:的なf'lfJE.刑L"iJJl上をl月卜縫し.｢経験 と軌｣JJEilJu'[するイ川 Iを仰 ､'F_することがTL

IRであることから､本,.窟丈のHr!l)は.川IHIhJ=帖における川ILの'1'-軌 と,人h"lJの悠l̀L斗汁L

についてのBrLい.附【rl汀と術をJ,ti案することにあることを小 した｡そして､')≦IY,iに研たして

きた試験ノJrl.のIIHク達に依る概念についてまとめた



参考文献

1 rl棚 帆IL1.._:スキーにおけ7J...L火的LIJr*L.の$lnl'りとJi垂71 日本スキー'(一会,i.vo19.No

2日999.59

2)池LElr,Jl. ･F,lll州,-I.､ アルヘ ンスキーの丈,"'Tのl!it.iH.LにJLIJする肝rL.EH スゝキーー/'会.止

VoL9.No2日9991 】51

3 即A:T碑 スキーpAPlり ttl-非の スキー fT.l'l水化 日955) 9

J I.川け 久 的..T･からiLた スキー松幣造Jiiilの発j葺. I.水57/.iT･LliJ 119951.103

5) †1)Hr;リl 川炎 地域 yEA難としての スキーのLIH先.日本.掛り.･r仝l父JiJi.i:,7I;入会でr

f1.日97日

6 1とTJ.I,I.I.スキーl/I:柵'A:会鮎.あd)ふ 20001 1S

7J通商杯文'r碇rlrZ第九,3鮎. スホー ノビジョン2l JiEFF絹q:7:i.AJた仝

8)川又稚1主:スキー廠T:-のJMJ､とiL)由し い-)とじLOつけん.日9901 6

9)坂川般'fJA スキーに悦するtllf究(=ついて 日本惚純一l:会"論文iLさ.VoI64 6_)3.CH99

8) 2328

)0)他日Lfリ3:スキーにおけるハ イオJカニクス的研究の鍬;･Jと:uiYLEl本スキーrr会.il

Vo19.No2(19991.63

ll)ri'ltJH他 - スキーにおける LJ･'rl'JLlfF究の励II'rjとJji甥.riヰ:スキー';会.it..Vo】9.

No2(1999) 87

)27 スキー什 rLiV発会al.11本の スキー杵''(1.日971) fIL7.製作所.

)3)木 卜,'it雄.スキーの什 /一.■fL公新tlF.日973).lIl火公冶托.339

)41)､IlノJ秀)ミ 加速JiE..tによるスキーの収動測',とについての ろ,'.千 /.}何スキーを望道はWT

研究会 (節 2回l l1969) 29.

15111!.馴 ' スキーの特化Itt空とdt族ノバL=について JkljLJスキー裂J副長術研究会 (･713回)

(t9701.12

16)林Il汗tL スキー搬勅測',if.Jt験JJ71.について./E}lkFスキー製造は術研究会 (gl･Ilrl1).(1

97日 1

)7)とELl晩 スキー行椎脱退の助特化について 全国 スキ-製造は祥1研究会 (那s回).日

972) 5

-S-



18)I..HHli久 スキーのf'UJEについて 'L､Iklスキー野望道j川rllJF究会 (那13r日日 (19801

16

19).I‖川II/久 スキーの仲仕について.1ゝ川スキーを望述｣と外Tl抑;/I-L仝 (･]mLH･･l) 日98日

10

20)IーHI;kl多 J..)=け 久 スキ-の動才IHJlについて '.Hklスキーを望)韮J上仙川F究仝仰,9E'n

(1976) 22

21)I:.Hll̀;rク､ スキ-のjk鍬.i.･料 二ついて.乍IILrスキー製造1川11LIF究仝 (･THSlU日 日98

5)I37

22)｣い州変J スキ-の搬仰 ,i.芥 (その3).竹 krスキ-を望)封土TILllJ)F先会 (苅1)0回) 日98

7) 104

23)I,I.51日享久 北IJ日貨 スキ-の動rl').試験ノJ71.【h】際 スキ-班)Iij左肘 ■JFJ/t仝 (T,2日nr1

日988).86

24)HLlr叫 モ-ダル附桝によるスキーの書目′t‖IlInについて /ltlklスキIITi竺造化術LJJf究

会 (那13lllr) (1980) 69

25)l<7｢‖【恥^ モー ダル刷折によるスキ-の書け1..lllllIJ,;ついて (その 2) 17lqスキー

告望造指il:Ill)F究会 (FJ,14lLl日,(198日.LI6

26))(久仙さィ,i行 スキー.設請1におけるCAEの利JH lkH･1人スキーを望ノiIj上iJILTllJr̀先/,LHLlm,22FI･日

(1989).17
27)HHl■Jf久 モー yル別析11.によるスキ-板の.てHMl｢krI･'.ゝスキー什▲･｣liJ･lLlJF究会 (FJJ23

lLll) (1990) 59

28)川111久,北lJミ佼 小林允ilt モ-ダル脈桝JLによるスキ-のHL価 Eql･Y.ゝスキ-れ

I,･技術研究会 (･許J25hll) 日992) 5

29)LLEl1TIL二久.北沢按r.凧糊此 小林光711 H川】道JYp- スキーの4'川H′l.川Iy.ゝスキー什

'lj上術桝先会 (:T526l･･J).H993)I49.

30)川IlliT久 JAlulり武 北7州安 J.篠Ji:川.11 小林尤tIt1.1三松昭r)l スキーけりプtiiのための上

JJ2ンステムについて Lkll:二ゝスキー什lpl上術LJjF究会 (･～Ak,29回)､日996) 日

31)笠Jl;lJ,l古rL スキーのfl.l喋破);糾什1について 乍州スキ-きき道化iJll研先会 (･31J2回) (1

969),1

32)帥木方戊 スキーエ ノジの此度的仲代 について 1ナEklスキ-きき造jjL附Ll)f究会 (･n5L"日

日972),15.

-9-



33)水Jr-F'f: 卓立(ナ朋杓 (サ / ドイ /1-iIVi成)によるスキー材の'Jrin父について.乍川スキー

班JiH上林TILJf先仝 (･Ti6回) tl973) 29.

31 ㍍tll11_久 7ラス1-′クスキーの州=T.Jt:廉 について /[ゝlklスキーJI望造化ill価究仝 (･T,

7fLIE 19TLI 57.

35)帥1りl戊 7--/スナ y'/スキーの付従に-)いて./t'川 スキー製造)左肘 l斤先仝 (T,8lll日

日9751 51

36〉biHl'! スキー胡flの櫨･J/にIuする ･巧,'.?/ltlLlスキ-製遇jE#(llN発会 (･7110回)

1977.25.

37)北iM貴 ~ AEl上によるスキーの..fllnは縦.IkE符 スキー裂JAほ恥研 先会 (T,22HL H

989) 96

38Jl<才子‖l他 二,iIli水lL郎 -7'ルヘ ンスキー ロボ ノトの コンヒュー タ ンミュレーショ

ン./LtlLlスキー5-1造化itEElN'だ仝 (･T,720回) (1987) a.

39)biH牧子i 机Jlll)=ト ロポ ノトを川いたスキーtn･/tiLF牲JすZ/)王族(F')flN究.lEI際 スキー

什lIj文机Ll)r先仝 (那2Slll日 日995) 38.

40)Jlj日払'TJ スキーの横恥l'J特化の舷火的 桝,'.て 仝Jklスキーを望)ZEllTfi研究会 (･Tf14lLll).

1198日.38.

H)I,.5日l'f久 スキーホールの'左全作 と取柄について.乍ltlスキ-製造技術Llq究全 く約16

回 ) 日983),22

421｣い川資 . スキーホールのナ ノフにJklする 一々 7,号 /ttlKlスキ-製造11術研究会 (･TJI9

1日 )986).73

43)凪rll'】dt.八川 I●/.久 北沢催-..)lJ野和夫.uflJl迫彦.小林光征:スキーの作能..f･価.

rkH･',ゝスキー什);)左肘仰究会 (FJ2SILl日.日995).23

44)l･<松Elliリl スキー.淀.ilのための)I.本システムについて Ikl際 スキー什 ,･-11'称i研究会(那,

29回) 日996) 21

J5)摘.1".lrRl発ガイド1 yク.JJ."rJ'ヒ7t占[二̀(一研究セ ンタ1.日999).7

46)棚怖良次 スキーの竹fJtに/iはす材杓 隅遇の影邪.日本機fkJ'-会ジョイン トンンホ

ジ.A/A(スホ - ノⅠ二′',. ヒューマ ンyイナ ミクス1.滅相1論文艇.No95145日995).65

47)此tJヱ俊 一 スキーホールの性tILl.f価試験 食伺 スキー製造I支#l研究会 (第17kd).日

984).46

48)｣ヒiパ佼 J.風FFl'J武.川IF■?久.北J:川･帆 柱脱EllI FRPき望スキ-ホールの.汁価71:(節

-10-



川と シ17 トの掛 父のJiはす外ノJの影羽【にJ)いてl lklIT.ゝスキー什 ljl如研究会 lfJfr,27

E=日 日99日.39

料 .lu川 川 飽JJLtl 琵Ilir.Fll'1.此り1枚 .胤川dt A,i.日-1久 スキーホールのf茂能性..F

地は IkI際 スキール̀Hi終i研究 会 ･7!28l"[ )995.29.

ー11_



第 2章

スキー板設計のための性能評価法



第2章 スキー板設計のための性能評価方法

21 緒言

スキー収 メーカーが スキー板 をI;iJク己するl顆に子Jつている†llJE‖1仙Il_J､ ■は､l日日T.JufA

やね じれ.lut験 によってLHlげやね じりの']jrfiE 捌ヤ1を.LIIJ',ifするノJLl.と､ メ-カー ･!,ll,･J:の テス

ターによZ/)一桁/との感性..川Zl.Jt験が Lとなっている Il;悦)と約 糾 土,これらの.JL放*,I,nlを

.ぎ1.を1デー タへフ ィー ドパ ンクし､さらに‖1榔な')一桁′litjt験を.Îみる スキー似 ノーカーは

ll)イH fわれZJ)ー糾′ti.Jt験 に膨大な'J7日11とIIFIJ'"Iは 掛けてきている

しか し,スキー相即 さの過手■F■においてのlh1人の.】斗土地は､どのhL.Lltをt'の‖2..111IIに放映 さ

せるかが､仰少数のr;r越 した化術 P;の ｢1'壬妹 と捌｣に委ねられていることであ り､それら

の人材がII:.lJEW.化し後離月がi'[っていないことである0

本研究では､l3日党コス トの帆減i･r喪lることと.(;T越 した技術jTの粁験 と勘を代/目するた

めの スキー帖の r･[-帆..1仙技術とLて､スキー板維川中 (榊JL:･F.)の,11価を')王族Ji叫Jで子J

うノJはをJ,ti紫する i)のである0

本t;',では､硯lJ､のスキ-槻I;り党における‖lJ佃)は維Iを紺介 し,新しい..lfl"I)Jはを述べ る

22 スキー板開発プロセスの現状と感性評価

E叫2-1は､収/1スキー槻 メーカーが子)つているスキ-板lJtJlEプロセスの プロ- である｡

HiI述のように悠化 .1佃l試験が描け己の J)えでfTl.ZIなilL別を火 している｡感作.W FtH.Jt験は､rl

越すと術前が寺Jう'J:IlJ,Jでの.拭験 と-!JI,･Jjlのテス ターによる')三糾ノヒ試験がある｡テスターによる

感作..Hlrrlfut駿は､/行メーカーによって4ilH'Iのプログラムが組 まれているが､多 くのJl,Uナは

2千㌻の榊出比較による-対比較はが=いられている

-しこ



l句17-1J光fl二のスキー肘井目je7ロモスの7ロー川図2㌧'Jiひl三1_)-3は､スキー ノーカーのLi･也化ill吊が'J:-FllでILB作目f

LLn,Juj!r_r･'fJ-'ている化(･であるLズ11Ll)は.スキーの絶;･JJIti-Jl{L--よIlrL.ノtT

-でX:端を上え.小火.笥=二イlTで/Iモ仏･rlをか汁./1一丁でX.nT.bを･JLきl_けている この

4,Junを練 りj生しスキ-のlJこりのノJと)虫さから剃捌作 とl岐阜と能･をAIL_kじと･,ているとしていTJ この ときL=ィ.

T-の押す(:I.TlT壬をIiT:JJrl･Jここ移刺 させ､IF'JL劫nを捜 ･1)生すこ

とか･'>スキー乍†4､のJlJ竹分ITJを杷柑してい7ulLは-3は､スキ-松をlu･lL.=よって帳 かしている1J､北 を(税 している スキーlFIL)i.臥こfLt



くrifl:I/1･かけた ときに.エ ノシの フ レ ノク'/Jえび スキーlkのね じれ ,Jl･イ p ノクし､ スキー

か 'lllll･JI_r･拙 える状況 を細.-i)で きる としている

はJ_の姓fl.二よる.Jt験のfI-1T空は.3!-.曲け,jLIj三:二よ :1GB..LJ｢る と､:i川)N の rH-u'(,'fかLナ

Jと t:き.LJ主JJ=わんの'Y:か 3m以 Lあれは川別で さ/Jとしこい,1 こ7)宥戸鞭別か J,､悠M

で門 -,JLたデー タと遡上の宗f紫 よってEtfl'1されたiJ一 夕と3)比lZか-,. スキ-のJlと油化'i･

Tr.'ている

川2-2 I;'越j川 TG(二よZJJ;.lIJJでのは什‖川lI (LqlJTlとれ iと能の把IhtliE_'



23 現在の工学的評価方法(ISOを中心として)

)火fl-スキー収の l一;ll')な..JILMlノJul.として iI父に仙わiLている))はは .lkll1人tT!叩tBi肺 ISO
JiぴIF本 I.,IY.-舶杭 JIS にBL',i;されてい7Jものである 以 トに､その粍A'を′J､す

スキ-蝕を‖†伽する瑚(千の)B木として､日,.liの馳',iiがある 図214のと)'り帖JlぴJI,1-さ

がITtlAであ り.tso6289 AlrMビゝ Ll､ SklトT亡rnl､州ddcTTFllt■O'1､に''とiqされている

ショルダー部の嶋 ウェス ト部のd ヒール辞の特
Iill 特の名称ウエス ト部の序

さ ヒール部のlI■ 一lN 一

呼び長さ

LhlJtさの 名 称図2-Ll スキ-のod..1.Jlぴl',JJさの'/ifjq7'ル

ヘ ンスキーJfJスキー擬の工'卯'JJ;験JJh上には､ISO5902 AIpmeskIS-LklemllnJt■OnorLhL･L･kSL'ぐPrOIXrllビ､によっ
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また､ISO6003によって触',上されてい7JA't':.Hlび付け[モ- ノ ン トの測',LJJI1､を[叫2･9に小

l



24 スキー板設計のための評価方法の提案

)MJ､の スキー.12.日では､ISO による l 的作能.i州Hlはのほかに､l'J即1'JなLrlJげやね じりの

仲川 'JIイLJTの..t洲が'fiわれている こjLJ)の.式駁ノJはは､スキー帖II'_(本,Jfひとつの隅JZiH;と

して犠柚的特†lを把抱け ること,を,.r値にするか.スキ-松をPAL川する機です､つ まり');柄/tI

の1JJLCのfT-能を【/l.指的にノ<LRすることができない す/+わ ら.スキー相即 本の楼城的特作

と');粥/にに わけるテス ターの感†1..日llFlilHl王を柵l'iJITけすることはjF'.I;,.!二珊しいことで.そ

のためには1'己蚊がLlltかで悠iLrl'Jに憧れた-1■越は11lP;がE.柴小tLJ'/)(となる

ヰこ.LL丈で),'tjL;するJj-Ll:-は.これ らの..取ZflをjWi)tするために､I)一族').三内において.スキー

郎･-_r･リー析応に近い'4:ll'l'-卜で'frう新 しい代任L.f価IJI:である ')三桁JLIに近い条目とは､ ター ン

中の人川からスキ-板へ加わZJ '!(ulTと/IJfllけをflf収している 11-作的には､スキー松の析

′ヒT'lTJiにlli接影竹があるといわれいる鵜i励特化 を'jS験モー ド脈桝 を‖いて..F価するノJは

と.スキ-伽のエ ソジが 'Hnfに加わるl'l;川'JJイF1-と掘削機 のlHlくHl守itを求めるノJuJ.である

本Jl'lでは,これらのノ)は Eこついて.-AY.述するとともに､試験日スキー板 を過IILするrt▲に必

lAU..1');析/liでの悠化 諦fd]J.A:放JJl上とr)i･析Jにでの スキー船の凝動や変形:･iAの')主潮JJIi:L;つい

て い昨せて述べ る

241 実験モード解析によるスキー板の振動特性の評価方法

巾Jt:-rH=起 こるスキー板の振動は. スキーの ターン性能に大きく彩管 しているとされて

いる このため､スキIfl1..,lrL.汁LのTri紫rJ.ハラメー タとして8-えられている W NIESSEN

ら は､カー ビ ンJ/ターンにおける付し道の維持 に対して.スキー収の祐主動が影幣し､織祈

り､いわvO)るチャタリングを･jlき起こすことを桁的し､リーWJL/i:時の搬刺成分と')三験'J:-r̂Jで

の搬励モ- ドとのJM操を糾:I.'･している しかし､I)三桁′とにおいては､榊/i:k が ビンデ ィン

グを介 して スキーfliへのi'!(uTの大きさやJJ-II'Jを制御､すなわ (,変化させること､あるいは

スキIfliの掘',HlWのlp'j屯/JIJlfが絶えず変化 し､スキー擬の上作の墳非条件が大きくT･3なる

ことから､ J̀I一族'),L三内での人̀駿 において､'k桁ノi;･時の1)摺it:を 卜分fFi規Lているとはいえ/..A

い

鵜i励モー ド特化は､スキー板の勅的作の.祥ldlJとしてi.TlHIほ れたリー桃があるl ーが､l■hl端

-20-



I'川l粂11 J川 fJ粂llJえび人が･‡'jl!なJj､の 卜でスキー板に廉-'てJrJHけ した条目で帆汁し

ている. しか し.こdLらの.式放条目では∴)i.hL′ヒII-Tのスキ-板の槻勅叶川 をノ､すことはで

きない 特に. ターン小の:i,指は (.;TTL,klLによってスキー板の曲りL;Uモー ドが変化すること

がJ'･iilされ■ 振刺モー ドのJ変化がスキIiliのィ､一i-ifさにjLuじるとろえられる しか しな

がら/)三粥′L-l桝 二はスキー板のJM.カモー ドrHlを測',iiできないたれ );験1-_l人JでターンIl-i

の条目をJlijRLtr)三騒ノ}はが望まiLていた

1叫!では.これらのt.1E越の附りさのために')一桁Jli中の州 Jけしたときのスキ-概にJJIlわる

fHl.ITとそれにIl;)坐)fZFJ､態を-/ミェレ- 卜L.スキ-概の伽勅mfほ っ一版モー ド附桁によ

り,Jiめるノ}71､に/)いて述べる

(1) 実験振動モード解析の概要

搬軸モー ド附件 ､-とは､結IHI')な如地脈桝であ り､tIlC述作.の'̂.でl;がその州イ川W';U牡で

とのように辿成 して砧刺するか.すなわちI経巡体の掘JEカモ- ドを.J.'Jベることによりそのtlrri

)遊休の刺Il'Jな特竹を附析するものである 搬勅モー ド脈打には.イtI;Ji.iuJHl:(=よる理.論的

掘剃モー ド附 桝 と')三駿rI')彬動モー ド耶桝があるが､ここでは')く験rI州 (助モー ド附桝につい

ての槻IXを述べる｡

リし版振軸モー ド附桝 (以 トモー ド耶折という)のノfu､は､あ7ufl'々追糊 をtl.JBr判助のマ ト

リクスとしてモデル化 し､そのマ トリクスの うらリ三l･7.ゝに1日ルiiした1子Jないしは 日/lJ'Jj･のIL三

)BJ対欽をを巧にして､脈動ノJjll'JLがその(LJjfJ対比のマ トリクスをJlH'適切にノiせるような.

モーダル ハラメータ し椛動ノJFlrJtをflYIJ'Xする州 イl舶41か歎.減如 ヒ､モー ドシェイ7)杏

1)と左する｡その芽川上､対象となるilrFi造桝 ま､舶励ノバIEiJtとり三脚JLた(ムJBr対数の州ノJ.に).I_-)'

いて狩られたモ-ダル パラメータに従って.言l引きit､求められた(ムJBl対款の-;,トリクス

により.I,'L;/lモにモデル化 されることになる

ここで･Tl笑になるのは､モーダル ハーー/ノー5'によって†iAJ剖対款をH6FJRする)Jはと､I)三

洲 した(ム退IRJ款に,LJl,づき､モーダル ハラメ-夕を糾み介わせることにより､それと1.)llllJ

となるは)Bl対数をパ111によって剛ふ､■/てる)nFL'であ り.後P;をカー1 7 ナ ノテ ( ンタと

呼ぶ｡

モー ド脈桝は､以下のT=Jl(IによってJ)三才fされ､IIllイ川i動姿欠､州イI減∫ut､モー ドシJイ

ブのモーダルハラメータがr.JJ'/iiされる

_l!



ア) 形状定義

形lJ(,ii鬼は､対製となるtTlJZL物の形jl､をイ川!偶の ･J.-Jiびそれ らをi.I.i:線から!.:るrJイヤ

フレーム形状でiTltき推 x_7Uことによ-)て子rわれる

イ) 自由度の定義

形状滋崩 した'ji-r'.Jに対し､その･■･.におけるl七才与ない しは^)Jの測1izノJl･りを',こjtするのが､

‖山比 の',近点である

り) 伝達関数の測定

∫.!AJb側致,Jf淵',ifするには.隅造物中のある 111･･+f加如し.その際 に作川したJJと隅造物

･卜の才～滋 ['.におけZJと?;搬勅を測',iiすればよい ここでは､)Jセ ンサ を備えたハ ンマによ

って､ JJのmlJ',iiL'･に対 し',LjもされているnIEllのJ)I'l'JにIT卜)て打幣し､その人ノ)に対し､

他))のIIIEJ',iiL.'･.におけるHFlr比',iiぷjJlTりに′IじPu応?芋1Lく勅をIJLIAilヱセ ンサtL_.･=いて測',こする

ものである その事一缶にf■.LL?れる<))と応T字の 2,)の1.fりかL?.(ム過r災1放7;,･て7.1日する

エ) カーブフイット

I);際 E=欄',izしたはjizJILJ汝と.lhlイ[振動故､阿イ(接地jt､モー ド-/エー7f..･どのモー ダル

ハラノー タを削 み :ナわせて珊益的に購蚊した(_rJJBrkFtktとを比や2し､両 打がhtも近 くなる城

(千のモー yルハラメー タの別み(ナわせを､鞭り;生し近LLl法によ-)て求める

カー1 -/イノテ ィ ングの.i;Lれとしては､は じめに､I)≦llJIした†lJB偶数に)占づいて人雑

把にモーダル ハラメー タの初糊他 をi)と',立する｡次 に.これ bの伯 をもとに して他のモ-

ダル .ハラメー タが.言tnされる こうして.t2',正される1ナてのモー yル ハラメー タと.煤

JIJLているfFlt遇モデルによりl)t起 される外ノ)-変(:/J対係Jtによってll:)引Rl畝が計印 され

る そのもM1-は､rJ≦illqされたllJ;退IAl汝とLli-′ト2束,Tlミ点il≡によりLt較 さiL 仲井のlJf主点をLlと

小とするJJJI,'りで､A.LrL',正したモー yル ハラノー タの他 をそれぞれ化かすつ,ず らしなが ら

TpL度も..t†Ⅰを鼓け7U こうして石上終的に紺られるモIylL, ハラメ一 夕の削み(すわせが.

求める肌であ り､こjLに)占づ いてモー ド アニ メーンヨンや'6帖の -/ミュ レーションを')ミ

施することが(lT能 となる｡

オ) モードアニメーション

カー7'7 1/トによ-)て求められるモー yルハラメー タにもとづいて､FJ)めに碇超した

形状モデルを川tl､'djI.･搬F,-,1波数での搬ibモー ドをP.nl"'J軸にI'Llって動向約1=ノミ示 させ.[推

適作各部が)垂成 して搬勅すZJ_h'-をJiす

力) シミュレーション

ー22 -



モ- ド解析では.肌造物の'tHEm(1,I.J披妄女におけるHl対的/_祐く如モー ドを求めるというこ

とのほか:∴ モー ド耶桁によって求められたモーyルハラメータに)I.I)'いてI.那岐款LtJ.?iや

構造行成1.Lとのシミュレーションを'fiうことができる

(2) スキー 板 単 休 の振 動モー ド解 析

スキー似ITII4.の域で千のあき動モー ド耶桝は,スキー板をひとつの射IVFJlとjtなLで'ti:)

図2110に1:-mLの概略IxIJiび談駿JHスキ- Lの測',Lil-Z7ir一小す ')ー験には､IL1ult'JJ州)かxヒ ノ

クア ノブ 日'CJ3チ川上v352B22/007) をEH27佃他日JLた こiLらをLJt娘川スキーに'l,川JrJ

ソクスで粘り付け､イ/ハクトハンマで加Jhミし､加曲りJと加地加越11-をエーアンドデ lfl

繁多･■.一振動モー ド解析11,那 (AD1360】E)に取り J△み､モー ド附桝 を'Trう スキーの も,)

)占本的T.L搬動作竹 を,Agベるため,iTli条目を.)三)rからJll'りI(げろことによってi!Eる両LuJ

rln状fLliE､スキーのセンタ.%･+._(-)/ランプした 崩l̂r,if状態で'li-)た なお､附qrl.'.]irrl款は

100日-/_とした

.1.2_10d I W
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(3) 実滑走を想定した角付け時のスキー板の振動モード解析

JJ;柄,とを且l',iiした')二験'J.'J内での スキ-板の舶&.Iyモー トMFI子は.川2-日により1i-,た

スキー411へのnT'.:Tは､インス トtj ン利け判.人教伐 り1.f-ポIIレト.JJ†ン班 UTM-10T)に

より子rい､lコー トセルとスキー肘 三､1主さJJI(.】に†Li(L;E･TLが加わらないようヒンジ犠隅とL

スキー靴の代わ りに糾板を締めjl.にEZ.1',izLた スキー析/ヒP;の態勢J変化は､中心(p'j屯､IJ;I

仰Iul･TL､校仰T'u'i･TL.を.NL.l',上し､ヒン-/'の†･'lllT.tJをIJl1校:二日Onlmの移抑 二よlH-u'i･T･_hTとLた

また.スキー松のllJ付けは架frのrllllJ;により11ト､.架fl･l.には -̀.の代作としてスホンジ

状の7 /トIEARSPEClALTYCOMPOS)TESCO をきいを炊いてスキー松が'A:形するようにし

た (.;lTtとIrJl･[けlEJの密化に対するスキー彬の舶如拙作 を')一族モー ト'解析によ:)求めた

I):-験モー ド角川子には､エーアンドラ-ィ托繁 WAC- MODAL引4川‖‥ スキ-枚への加艦

はインハ クトハンマはにて'TJつた

[句2-1



242 荷重分布及び接触線の評価方法

スキーの ターンIf'F:二′トずる .llFJiかっスキー板へのfj.ノ)の'/1JIJH.'[･rL'JIJl')は､スキ-松

のM徒をiJt'Jiiする,TIJ_lZtも羽作のひとつであ り､それを洲',iiすることはスキーの..lL日日二ク､か

せない"lJfdjT'7_I:-と/JIり7-よるら板目ら は､A(I,/rr,rnに;打かれたスキー111のkJJの'J741J

状腔fl･艶L/L附qrと');験!:よって求め.棚蛤 はrrlllt-JJH J'のjlP.ムJHr/IJ付けllJIX､わ しり耕

作 とIEllげ糊作 .サ イドカ ノトとアーチキャンハのrlEh''のl判故として,.13.ttJ.Lている しかし.

IrJIJ-汁/i_I-'Tr-'ている ターンりlのスキ-枇E=′l-.ilる(.;T･rL'JT/1J-を');験lT')に求めた研究は1号k

で､桁′ヒ');験による蛙作目fldTとして幸.t簸rI')に捉えているのが');状である

また､山王近にな-)て械ず九の少ない ターンが･一丁臆として脚光fi･lfIぴてきたカービングス

キーは､II;jT･''JfJllJによる¶能EZf-,Kに加え.サ イドJJ ノトのEIlhA'_-rifが仲_箱に小 さいために

tn.JkIflのスキー枚と'.;llIlの4J;触穀のrllF･lL･'Fi卓の変化がTL_lErJ...iLHt:I:_となっている が.

II;iTL'JT/lJとFl･日米リ王族的に求めた例は比-lU=らない

本1yLでは､ y-ンJflのスキー粒へのfiiu'lJlぴスキー板のIFlHけをA);験'J.I-_lJlで再BiL.ス

キー松から̀llHTllにかかる仲屯'JIJliと描敵組 を潮',iiするノバ]:E=ついて述べZJ

(1) 荷重分布測定装置の構造と原理

fAtlJ.a'さは.図2-12に'JTすrllJl端女11淡に.1Jiぴ bの2校の1-みJ/-ジをIllFt目 したIll純な形

1ノ､で.判銑鋼NAK80を1lhH している スキーエ /ジによって//-ジ LLと b(7)JElllに恥■l■Tl;(

･TLが加わZJ3Jj令.(211)JtによりLL.bノJ･でのモーメントを求める

ML=ZEe.

目 し ､

Z=

(i)一日

12-21

ここで.Zは噺lltl操,uL.E は縦弾作操歎 ､bは噺Llllの帖､hは帆fllのl'::;さである ',,*の

2･'.'の1.みと,k持･▲rとの相続から rl･Jlズ‖二示すlIIlげモーメント線図を求めることができる

/-;lqL-帖は､州Hfモーメント韻t司の変曲.['tである丸りこ曲げモーメントから.,1号とされ.FFrJ岬

にその変仙･'[が様態･JHh打とLで‖｢rIIされる

')三際には､モーメン ト碗l利 二おけるJJ:.イl'の近似llFI線のJi柁Jtを 17-3 2-1とF''くと､
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M.=lJt+b

M.=(い+β

2-31.(2-4)Jtの'Lrl,(2･5JJtがjJl触･'･xcとなる

xc=且と
(IICL

また､L2-3J.tl)-1)Jtの微分仙の,Y_那(';(･TLtdJIpになる

P=r卜q

I)三駿 は IIL付けした状態で'tTわ3しろため.JlJ付けlLJ//･Jr引uf.lした(I:T巾付Iド.は J/を川い

て以 卜のJtでJ､される

P,=PL(JTO (2-7)

この快.'rl.汁:トをスキーIifノJIJ'JJに辿L.;;I.201L州dl'F'tすることによって(lIlTL分JIJとは触萌ほ flはる

ことがで さる 指秋根の曲･lA1-日引ま､ほ触 ･'rJをill,J､一束はでIEj/J瓜近似して求める

(2) 荷重及び接触点位置の検出器の精度

nLき望した梯川許諾の検.日'."1呈,Yは､材札 J:放伐とXIYステー ジを=いて荷fTiJiび接yl:I;r't

を(,.lL,上し.快附け.'川L_11､へ肘IFf'''i屯を加えたときの検.LH.(A;tTrIと検LEJ.L立irtLを測',こすることによ

って求める 快llE,.rut_の針.火を図2-13､2-14に,T;す｡図2･13より桧山仰TlL,7lLu_は4N,fこ11uJtで､

ill.;∫:li115N以卜では桧山/.:T屯の3%｣三浦 とな り､卜分な柵l父をイlしている｡

図2-Hよりほ触.[-T.I:･_;YIt.はOi.rl荷で.Tを,Y-_が人きいが frIIp'i:はのny.'加[;fl'い小 さくなってい

る このil.iJさから､スキー板との接触線のELEl宰Iニほを求める際は､検HJ.lpliTlI-が15N ul二に

なるように した
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(3) 荷重分布測定装置の構成

本LJR先で,A:作したII;I･TL分/Tfllgl',EJJur':の偶成を川2-15に,I;す 搬剃モ- ドIlN',Lとほほl"HT･

で､スキー411へのⅠ'!(-iIEi､インス トロンW_付札 ^験横 (如け-.i/一日一寸I.Jt退LlT入ト10T :二よ

り'fiい.付札 止放任の(L;1巾検.Lf1.[芯と締め31.のJM係は､スキ-板のl<T-ノJFl'rH=fAi(';TITlか加わ

らないようにヒンソそ馴推とし.スキー靴の代わ りに舶頼 ,+i_(締めll.にIl.L,izLl= 朋似 ヒ/ソ

.'fI;分はスキー縦のl長さノJrl'lH=移動がHJr値で.スキーヤ-のIli川Iln(.:T､ltl･L､tH't;I/1び後付けl

(I;Iをtil',iILI/)ミ1族も･りlJEである｡

スキー板のtlI付けは'父子Tの触l･,).帖により子ハ ､､J}llTL,,上には.loo"lm Fllり榊で20佃の検,日.

al;をhi;?■liした 梯川.a-;の1てみf,i',)は.多.1㌧デー yロガー (NEC ･･̂､生きl)l=1200Iを介して

ハ ソコンに+I,J占され､20･▲･のIL1'j屯肺 と(u'i.TL･'日､lllrとのデ- 夕処Fllにより､(.;(･T･'JTJIJ及び接触

線の曲率-HTiが.itT)される

また 検.LH.器とスキー松の問にはスホ ンジ])この17 /ト(EAR SPECIALTY CÔ1POSITES

co 裂 を敷いて ターン小のスキー微の変形が仲月旦できるように してある

LX12一】5
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243 実滑走時の挙動測定と感性評価方法

ノ̀二斬:-I.-1勺での言Iiい -1.州').HldhJi.1､へ スキーiLLを冶川 r/U.~あ †-〟/ )二､斤,Lをfllj火Ir7_

粂rIIJi-榊'JLL,"ト仙1/Lir･'のT''Jl文,+_r･',lJ'd)7Jg･■芝があJJ ま■ Tll'せ こスキーf'くの JJ骨'L小の

'1こ如 J(′L:_tlLが)二騒J.･lJlでのHI腔=+.写(～rt:があるか とJJか f_(描..E.7る Z.･没があ/i

本川 先では.11卜!二′J.[よJJ･JA)二桁′L北tLt:の スキー化の批如 .全形､Hlu'L'.,の テ- タ{_/

qLlJ_｢7_JJLl,:二J)いて純.汁し/= また.'Jt満心 HJのLLti1..日dlJit)ll')二.'廿′LlElJJ)スキ-ILlの

･l'JIyとのHd繰IJf瑚',ii'Lf=

lr')二桁JLIl.Jのテー クul̂_U1日.

スキー帖での')一桁/し′);験て スキ-の ,1･刺 /_r･欄',iiするこt: は.jJ=:-テレJ一 夕/./との

..1測柁i+Iやデー タ収 11こ11と;LY,H二u果抱か 多い ま/=､榊/Lは11Tの.Ilg',i:十ハ イづ ノ1)エ クス

的な.lFIJ',iIには 多少の カ /ラ:二よ-'てLllll惟JLIJllI･+_,frい､刈れ耐抑する糊付か 多い 本仰-A:て

必'&な 】/,･デー yは, スキ-松の変形 とEM･bてあるf=め､flrたに Jモ L)カー トJlこのデー タ

レコーyを.lJJlした L1121lbは､デ- yql鎚 ‡1;-Y.Lの外W L-あり､ノ<L)-1は,lJiirl'の..fhL,Ji,

′)､している
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Jく2-1 デー タ収 nt'tt-lLTT.IのutiJt

Jrl ll 化 は

A / I)全損 ノJ-̂ L l6bitj墨:)Jt較

ノjJt2kHz(令+ JL.ンネルIt柵f
仕日日!i)PCカ- ド (pCMCⅠA t).FX=IH

ll-16

V DC- 5-L

I5℃･TI: l 2kg以 卜デー タqJS_i‡HT'Iの牌I戊JiU'おみ /iび加速性セ ンサの取付仙Jltを1<12

-】9､2-20に'J=す l"J川 よ り､スキー析 /L･lf'の スキー椎の変形はfiさ))-FllJの 6

個所に蛾付 した#.ふ ゲI -}によ り淵',ifL その搬軸illI',立は2THのrj:芯増加IJ如実ヒ ′グア ノフを

スキーテー ルから1660]11mのIJJJサ イ ドにJIrJiiL.淵',izすることと した 析/ヒ吊の スキ-

板へのnI':Tは スキー1- ノとスキー擬の川に1重み ゲージJuU'(屯変換 器 を4仰.ilLF'tL滑

走小の仲TI_変 化を)重税 測光したこれ L?のセ ンサを取り付 けた スキ-板 は析/tI満のノl:.Jl山二

地かせ ることとし,11を浮かせた状1Lt:をJ.(川Eiと したく 行センサーの'.Lii'JLィ.it,JはH'JhLi石が'If

由ったデー タ収多相引riの メモ リカー ドへ,.Ll妄jL､触i点デー タは附′仁技にコンヒュ一 夕によって スキー板の-i

T重み//T布 やL'i/..'TをIJt',izL,

擁励/Jl析 E=眺することと した｡本研究では.2同所の析′ヒコースをnrL'起 した｡ ひとつは庄野Ll,I.飯糾

,.::;I,Ei.スキー域Eコースで .帽2-21の ような析Jにコー スをpL'L起し./ltl壬300m

を糾析降､人1･･Iりター ン､小回りターンし.テ ス トコースを析ノたした｡ テ スターは.唯指,.任i1線の l

人と して,デー タ収鎚 を子iった他の 1恥rrは､托PrLI.I.のJIT.平.ど,liJ,(,.:スキー機の斜度約1

2-141の惣地 された コースで､滑/仁‡=二は)亡全 日本デモ ンス トレー タ 1人がJ'IJじ斜面で斜滑降 ､大阿り.小Iilりター ンをIr

L次



Datarecorder

図2-19 データ収録装置の使用方

法Accsensor - 1660Straln guag

e 207 Srra-ngageLoadce73 -150
450

820

)200

1500]800図 2-20 ')t桁′l:')王族におけるJJll'虫11･七 /叶､ロー ドセル.1-IJ/-ジの



リフト降や ,*走スタート位ZE

斜 柑 降 大 回 ｡ター ン 小 回 りター ン 升走柊7位tL句2･21 飯綱 IT.
'
iJ!;しスキー域の析JLzコースの練

'

AT(2) 実滑走時の感性評価方法I)三桁JL:LL51のスキ-佃の /1_-胸 と')ミ獅IL:[1ljの感化 -.Hdl)の11日

判を潮1ifするため､FIJIJ述したスキ-位の斬JL:I)ミ族 と

ともに:火の感作..IJ価.Jt験 を子Tつた飯軌F:.TJ!;ミスキー域で'li,)た感作.評価Jt験は,T,作 l1

Yl､女性 3才′.の一汁14名により')主施 した Jt験のTI'i圧は.テスターの能ノJよ,'て

決7ifされるため､テスターの)左肺レベルを2線以l二とし,.'式男臭T=JIRは､ I4子..の.A:験川スキー,J.Ir･描き･変

え､′｢lJ了Jと′l二枚の 2回j̀S施 した 図2-2】の桁起コース/IH1300m･+I_r･約榊肝､人Iii]り5

'-ン.′ト阿 り5'-ンし､そのLIliのスキー拙作により感 じた右..火を､衣2-2の枇･L･."から給付lliJに

‖1'lllllした lll11Iは.テスター佃JIの感'iiスケールを-2-2の 5L2断に

‖2'起したSDはを川いた 試験日スキーを 1Il))桁ノ仁するjLJJに

アンケー ト犬で.言L!人Lif5..1した｡また.JTvHiIE:.1)1,T;.Jスキー機での感作HFIdll,Jt与夷は.桁走

行をJt;/i-ITj本デモンス トレータ1人としてJl,】じ斜佃で別所降､)(回 り .小回 りターンを



胸椎作 と(.;f･ft'JTJIJ'や1,1触曲線にIlJJわる‖1仙たけ:二綻.))企み.lUtlI'･J/+I.,t験川スキーFkを.廿

,LiLl=按に感1LrIIJなコJン トを聞 きlriる)i..I.I+r探-'た frirlfけ るLIS仲川."'Hi=FHとした

ノ､2-2 )i-折/LJt験での蛙作..ET価)lilI

tHド.iの'h--′上紘 ,I.'ごiAi'L'-',ii刊;

.別けJLr:.7.の '左-'/上竹

族tn.り肌勅の &̀-.J

,if作.折ろかさダlンの'Jj:+⊥作 ターン娩勅kに二代 ラインlLJt'/iz､呼人

時のふらつき､きJ}かけ夕-ン動作fiI.仁.T1=_

ターン'完 了l丈応.T1:_ 但しやすさ､ショー ト夕-ンの,){



25 結言

本･1.号では.riH/jEコス トの的確 とEi._越した1よれt;の音さ験 と勘を代/目するための スキー松の

l,fJ')..1一価1よれとして.ISO:二鮎',iiされている.Jt:験 とはIJ'L!/+･り/);族'J...I勺において');耐JL;

状態をIEl規 したf!II.'IとllJ付けのlJ､7._iEにhいて.,i-fdlrする新しい)JE1､を1,に'案した

ヰこJiuT:は .那/L汁I価にllrJ左影野があるといわれいるスキ-板の1獅力作竹 をL)≦紫苑毒励モー

ド的IrrをJ掛l=ーたノJはと.スキー411のエ ノン'がtfJLIL:II'iL'r;llzlに加わZJl;lTrl.I/I/tJと花触税の

l仙手'-Hi;,を,fくめ/Uノノはの 2つでflVjhRされている

また､1ゝ･■こ'(では､本"rlllll))はのイj幼竹 を.止騒‖ スキー板によ-)で')i-,.LL.すZJT.iE:必要/..I)i

tlJLJLでのJEwt..HlllJ.A:験 ノJLJ､と')三桁J亡での スキー板のれ(勅や変形1.2･のl)三脚LのノブはE=ついて も

川せて述べた

.)こ･LF以降では､作製した.試験TIlスキー棚 をYILt'kSした.ミヤtKI))Ju三へ題目し.イJ幼稚を険.止す

ら
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第3章 スキー板への性能評価方法の適用

31 拍言

1752rTrでは､');験'J.Ill.Jで')'汁IL,Li時の状tBrEをIll叫し.スキー付従 にIuわる搬411Hlr竹やエ ノ

ジに掛かる仲T･/JTイl川 の.HlWrJJll.を1,tl'来した これらは.一)三桁ノにでの悠¶..｢佃】の代fJrとし

て､■;■越Jl如月の綿肺 と捌をも事i:)こととI;り碓コス トの帆.収をl川JJとしてい7J 本,:･では､

I,ll来した.神仙JJJはのイ1効竹 を検.盲Ilするため.形])､の)-ヰなる淡,dRJljスキー帖をfH望し ､越川

I+I_r･.止みた

まず.lJiA:験IHスキー鮎の坤作での横紙的神州を杷1Fllするため､ISO.Jt験に代起され7Jハ

礼Ji:故等の.Jt験,またスキー肘fT体の舶勅モー ド郎折の淵',Eも1,nLを郡介す7U 次に.̀);llJt

′ヒJ:与夷におけるk･._t作.洋価を行い､全ての.Jt験川スキーについてIlrtの小紙以 卜のテスター

による悠作目1..Tiに)1,)'いた絶食"f-ldiをキト)たもJ,火と,1F/iiのスキー鰍 二l)いてIy.のデモ

/ス トレ-タによる､利にあく軸椎件やエ ソジのfp'j巾'JIJLJAにrq続が深いコメン トをまとめた

封.Lfさを述べる

さらに､スキーfliをlTJIJけしたときのJF(劫モー ド附桝と1㍍i巾')1J()'及びは触硯のlllq'/ii,+._r･子】

い､J50 試験'･)Aの.止駿i!.!1ミ及び'J:榊ノにでのスキー収の'lt刺と悠作目HI12Ji.1.nミとのJu尉 二,)い

て椀,lllした

-Lll-



32 試験用スキー板の作製

スキ-板の†川巨は､スキーflLの1くさ､帆.I.,よびり さの形.lJ､.さらに.1日ン川,ぴにそのflViJ戊

tJ.と多くの'&･囚LIより7)と',こされる しか し.JM状のrllll:kのスキー耽りま､捌 ni′ぴにそのt.Yi

蚊がi)と',iiされると､ 一池のJ+U.(I.のl主さ'変化に対して,AL.]1とり:さの/JIlTJt._r･'&えることによ-)

て作従がI"JL:二なるように L)ーさjLている

そこで.川3-1のように､スキー隅iZfが E･ fJl川朋 .帆 rll'材,強化fjljよぴエ ′ジをFF･]

･としたす ン ドイ ′ナで､1長さ ',i;で､芯材のAL,I.とIl.Fさを,変えた1-Ifrの.Jt騒FFJスキ-樅を

作学竺し.帖 とJl,I_さに対する†暮能..F'llnを子J-)た スキー帖の恥11tlr,･lAさのlu院は､ノミ3-1､lxl3-

2のとお りである｡rL,J図かL7.スキ-J別人は.スキー/EH之にわたりl■.'さが ',Liであるもの

からtlJ'】Ii即.Jを"HJeなrM ),:(:iくしてテーハを人きくしたもの.またスキー/lHi:LIわた り小.I.

が巾一棟の ものから､サ イド1J ノトをrll能な削り加 t二したものまでとした ただし.I',IJさは,

If'火L%を -I/iiとし､IJ･J-箱のr'(I-みを,変化させ.IIJ弧でhlJllllLした 帖の･変化は､ IAJEyn,kとIJ.火部

の 3!'tから日蝕を求め､サ イドカ ノトの形状をtJと;iiした ･nrt'にrEI'l_Iiされているスキ-は､

スキー 1)3とスキー L}lをlTt/Jか ､範IJn=あ り.従来の.LIL..1井は,この拭い有り戒で雑駁 と助

から.Juf臥,穴を繰 り越し.スキーのFiiFleをJfJ′)できた

ノ B S /FRP /ぷ な材
/ /

/

＼ / / /1本 エ ッジ p. E FRP A B

Sl司3-I A:験榊スキーの純Lj



ノ､3｣ .Jt験川スキーの､=｣､

SKl hV トヽI bH ゝヽ′ ヽヽ1 ゝ

li lN1 90 8-1 80 18.3 18.

3 18.3 2〔)002 90 76 80

18_3 lS.3 l8.3 20003 9070 SO 1S_3 18.3 LS.3 2()0〔)

I 90 GLl SO lS_3 )8.3 l8

.3 20005 90 58 SO 18∴う ほ.

3 lS_3 2000A 90 6∠】 80

13.3 18.3 13_3 200()B 90 6Ll 80 9,3 】8.3 9_3 200

0C 90 6∠】 SO 7.3 】8.3 7

_3 2000D4 90 6L1 SO 5.3

18.3 5.3 2000E 90 GLl

80 4.3 】8.3 L1.3 2000D1 90 SLl 80 5.3 18.3 5.3 2000

D2 90 76 80 5.3 18.3 5.3 200



33 1SO試験に適用した結果

331 曲げ試験結果

(1) 中心ばね定数

川215の')二駿JJ法で渦',とした■fl.いrね'/ii款 C.の.W,ii訂.ilさを図3-3:二示す IH胴 から､サ

イトカ ′トとtfl心ばね',ii投C､.のl対院は､サ イドカ 7トが大きくfJ.ると､小心ばねJ,ii放 C､.

は小 さくなっている また､Il.･1-さによるテーハと･トいばね',ii,ULC､,の糊尉 ま.チ-ハが大

きくなると小心ばね',辻款C､.が小 さくなっている テーハが ',iiで.サ イドカ ノトがノくさ

くなると.Lll･L､ばね',と放C､.はさらにtEiトLている

(2) 両端部のばね定数

図2-6の.淡験ノバよで7lIIJ',iiしたンヤベル湘およびリア邦のばね',ii故の測'JiZiI.Jn土を図3-4に'1,-

す｡測',ii寺.A,ntから､l■r'lばね',ii款とサイドカ ノトのF謎日系は､サイ ドカ ノトを人きくすると1･F百

ばね',ヒ牧とい1tくなっている｡-Jf.チ-ハとばねIJ仁政のl刈協は､テーハが人きくなると

Ill.JAはね',Li牧ともflH･し.A;のサ イ ドカ ノトの糊料 こ比べて減少;■とは人きくなっている｡テ

ーハをIl川上の スキーFIIJ空にしてサ イドカ ソトを変化すると.I■t.Jばね',日放はほとんど変化が

みられない

(3) 前半･後半部のばね定数

llL?17の.A:与粂ノJJTl:で潤'jifしたF'liIト 綬 J-一部のばね'/迂故の渦左折!杜をL7:J3-5に′示す｡同国か

ら､サイ ドカ ノトおよびテーハの増加により,両ばね'/i:故とt)的 卜している-この低下仰

11･Jは.ン11ベル.%およびリア部のばIユ',ii汝のIW/ifil.LFl･に比べて′トさくなっている｡ また前

縁のばね',ii款の比 をみると 1以下で､校や部が1;らか くな-)ている



2 3 4 5 4 A a C D4E DID2D3D4D5
ス キ ー



T102

1 2 3 4 5 4A a C D4E DID2D3D4D5

ス キ ー 書 骨

相3･5 舶F 後1邦のばねIJに数の測I,i消,1.火

332 ねじれ試簾結果

図2-8のね じit.A:験方法による.E)8',ifiJ.J火をlpJl3-6に示す.FJTJト 縁1-.邪のね じればね先払

は､サイ ドカ ノトおよびテーハが増加すると低 いしている｡rJにテーハの変化に対しては

拶!?,である｡この帆 L'･Jは､33】(21のIJ･)胤 YBの仙げ.Jt旗手,I.火に似ていることを示Lでい

る また､al;】校のばね定数の比は 1以卜で1117一仁部が大きくなっている｡

333 慣性モーメントの測定結果

ISO6003の L̀llJ''iiLi;による門:｡;､及びtTL'汁暮モーメン トの測定射り掟をJtX13-7(:'トす｡TLH.主と仰作

モーメントの1判院をみると､サ イドカ ノトJiぴテ-ハを付けることにより'l'I牲茄:誌は小 さ

くなり､偶作モーノントも仲tFしている｡このl対続はllr韻で近似でき､その怖さは､サイ

ドカ /トのみの鵜lTが0215で.テーハのみの13HTが0.L135で.テーハを -'Jifにしてサイド

カ ノトを付けた槻lTが016LLとなっている この仰lTりは､粍述の331(2)のIJJJ'ml.判;のrti=f

Ji験も一,ll-､及び331(3)のね じれはね',ii艶の洞1j',iZ寺.t.!J土と)空のF'Jlh'f._r･ホしている｡

･16一
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34 実滑走による感性評価結果

341 スキー性能の総合評価

スキー')三桁Ji:によるテスター乍iiの1,,能..Hlけi.Jt験もl,Lf工を図3-8及びlzl3･9に小す｡

まず､l刈3-8から､スキー形｣)､と.1川ll)IL日のl災日系にJ)いてみると､女̀',iz作については.jt

験にHいたスキー lJiぴスキー Dは L','i'いて概ね1'い､としており､Y')に､スキー4､スキ

ーB.スキI l)2.スキー l)3.スキー l)Iは..川11がllくな-)ている このように､スキー

のサイドカ /トやテーハが過IE'lに施されることにより,スキーの安',正作が伽持できること

がわかる さらに､左̀-I,正作のilllかいqi目についてみると､高速 &̀--J/Eflに対Lては.スキー

l一くはスキー l)3がl■上々1な封.nl-を11きってお･r)､過度なサイドカ ノトがEEG-といえる テー

ハについては､両用が描 くなると'左;ii件の的 ドがみち3Lる_別所降についても､スキー4.

JLはスキー 】)2及びスキー r)3が良く､サイドカ ントの効リ1-がみられる テーハしっいては､

スキーBが1'LlもIlく､多少テ-ハが付いたノJがよいといえる.ifI唱l吸収作については,ス

キー 1-5がfltく､なかでも､サイドカ ノトがljいていない､丈は′トさい糊介は帆 くな-)

ている これに対して､テーハの付いたスキーは/Lt椴rl'J(こ良肘なW.Lf上がftLられ.スキーC

及びスキーE､スキー DLlなどはよい封.ntを'[,している.スキ ノド竹についでは､スキー

3､スキーB､スキー D2Jiびスキー l)3が良いi.I.ll-となっており､サイドカ ′ト及びテー

ハが過JiEに付けられればよいことを示している｡

次に､lX1319から,ターン雅作に付いてみてみると.試験スキIfllIJでかなりのZiがみら

れる 概ねすべての小目でスキー 1及びスキー Dltは､睦端に■RTくなっており.サイドカ

ノトが大きく影博 Lていることを示Lている また.テーハについてみると､迅速性でテ

-ハ:l:二が大きくなると､y-ン性も良くなっている｡しかし､それ以外のぜillでは明らか

な棚TL'･Jがみられなかった｡

48
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342 振 動特性 と荷重 分布特性 に限 定 した感 性評価

(1) 振 動特性 に関する評価

I);耐′L;絞::rjHさJrlり･Jrした桁JkEの加JlJuにr'lけ ろば'lL:,Ilm)Lt.Lfミ ･ir･Je3-2に示す スキ

ーPxのJ',･'さの変化にJ)いてみると､スキー板Aはあまり振動が感 じられないのに対し､ス

キー帖13は雌ぶれにlJL歓するほどの触軸をl演じたとしでおり､スキー111のJ'.'さが榊JL IFlの

搬朗に影でurrしていることを′トしている これに対 して.スキー帖のサイドカ ノトの,A:化に

･')いてみると､スキー板CJiぴDは附ノiILllの拙dlJuはI.Sじられるとしているが.夕-ンでの

スキーflLの拙作は､榊,ヒ芥のコノ ントからスキー如Cがサイドカノトがないため､他ずれ

クー/をしているに対して､スキーfTIDはEfl=f変形lLよ,)でタ-ンしているとのことから,

サイドカ ′トによりスキ-虹の上作条目-がIJ'･!･なることから舶勅特化も)遇うと巧えられる

Jそ3-2 播=(軸椎仲にIuするコノント

Ski コメント

A 地毛勅は余り感 じられ

ない仙ずれは感 じられない

EDl ずらし1=ターンしかIe-きない.テールの搬

勅は悠 じないI)5 払童5-b

は感じるが違和感はないばたつきが一一■了Tir

(束らかい)に{}つている(2) 荷 重分 布

､接触 曲線 に関する評価I)三桁′亡枚にrlHき取 りをした附7亡名の111;TLTL'JIJtJ､は触曲線にFnLする感iL.,Hdl)il,米をノミ3-3



に示す 1lJに.大回 り.′=･.]りのターンは,1J-ビンyターンfi･心がけたもので､析′LB

の･3.品として7 3の.I.ll㌻で外jif'llp'Iをメインとしている 桁,とに仙 lたスキーfflは､Fl'I

述と同様で.A:鰍 IJスキー松久､E.Dl､I)Sの If.tである f̂Lお,リこrWLL川 のJi帳はl･!.)

で､11rltはやや1;らかい状11藍であった

J..JJiより､スキーfllAの,.r-lJ")は､Il川LLスキーとll･j様の悠･lLを7-Lているが.スキIPLA)I

は)止JLにだけ''.'の加えをI.Eqじ.='†綾 に灘へのノ)の(ムわりを悠じていない また.スキーfJLl)

1はスキーが逃げるl戊L:でりJり)LiLが困封lであることから.1J-ピンy夕-ンができない

スキーであることを小している スキーlkl)5は.ターンが‡'rL-､)ノの(ムわりい 'iいJ盛L

fL_(･2けている｡

ノ～3-3 lp'i取分JEi.描触仙鞍にl対するコメント

Ski コメント

A

E rl.l帖11掛 よ.Ill-LhLスキーと

似ている小回り川に悠 L:ら

DlDs A;箱からテ-IL,までJJのf1-;わりll.-介は良い

サイドカット



35 実名莫振動モード解析による評価方法

351 スキー板単体での振動モード解析

スキー倣Irr作での仏とdlIu斗汁l ､は､図219のリー験モー ド耶析により求める 囲イL振動数

rrl/iび減itjtJをJt3-H=′バす ここで､ r卜鮎胸とは.スキ-板のrl/さノJrT.Jの曲げ搬

刺を.ね じれ｣LulJuとはスキーtJLの1<丁ノJll■JfL_,･側にしたね L:れモー ドを.サイド舶動とは､

スキー収の帖ノJI''ljの仙げ也く勅,+f小している Irリ/向のEHlげ裁く剃斗けiに/)いては./I号.式Il

とも -i)このLI,iイj舶動欲 目が20HT_Flil後にあり.ll:.LJ;)こにT..Lるに従-)てIJ.1イ畑主軸放rnが.r:.H な

り､モー ドシ1-7拙1IIIからi'T.TI(ncde がJ佃INIしている スキーの形状劾米についてみ

7Uと.スキー 】から5Jiぴスキー Dlから L)5のもI.米から.サイドカ y トが大きくfJ.ると.

IAlイ1J舶劫款 f'nはl.:,l;くなる帆 J,Jにあ り､スキー｣ ,1からEのiI.米から､テ-ハが人きく

なると､それは減少すZJ帆'''Jとなる このときの減 l書比 は02-03にあ り.振軌款が

I':.iくなると大きくなる仰Il'.]･Jf'JT.Lている

})(に､ノ､31LLのね じれjふく刺のnIlJ)if耕米から,サイ ドカ y トのLmlJlH=対 して,モー ドが Il=

1の糊付にllllイJ貼刺戟は減少し,n=2の城介にl/'1イJnlく劫放 rnは叩加 している これに対し

て､テ-ハが相加すると､11=lの城介にI/llイl鵜川カをk lnは減少 し､Il=2の場介にはltMnLて

い7J 減i'七Jt∂は05l'Jて1枚にあり､曲げJLく刺の場合よE)も大きくなっている

ノく3-4のスキーのサ イド))1l'･Jの曲げJr(勅の測'/iiもI,月i･は,サ イ ドカ ノトの増加に対して､

モー ドが n=1及び n=2の域介にIqイT振動数rnが減少 している こdtl:対して.チ-ハがJP?

加すると､n=1及び n=2の梯介とも問イr振勅rzrnは.スキーCがLl1-もII,17'くなっている 減

L'fJtJは03-0LH:あ り､JI.FJi向のLltJげ搬動の城分よりも多少大きくTJIつている｡
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ノく3-4 ,Jt敬川スキーの')ー鰍モー ド耶桝も1】nt(tlCC-1reL･)

Ski
l1- 1 n-2 Ⅰ1-3 ∩- 1 n=

一一二 1 】1 221_1 57_S 112.7 130,4

267. 9l.O 240,21 0.233 0_252 0.269

0_5950.450 0.322 0,37(i2 20.8 57.6
113.0 13).9 277,▲l トトJ i)2.i.LI0.223 0.232 0.230 0_519 0_524 0.318 0.3:

383 20,4 57_I 112.3 l3】_0 287.5 72.8
208_40_299 0.295 0.35∠l 0.590 0,594

0.311 0.3064 20.1 56.S 112.∠】 】29.6
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0.288 0.3165 20,1 …モ7二_5_0_265 11】1 125.5 302. 61.6 一一i寧声:_(i0.316一一bT-271-ラー 0.675 0.553 0,53 0

.299A 20.1 52.il 99.5 126,6 260_2
71.2 202.00.181 0.258 0.212 0.533 0

.58ー 0.289 0.316B 20.2 48_6 88.7
125.5 232.8 72.6 200_80.260 0.237 0.

231 0.58Ll0.655 0.287 0.348C 20.9
46.5 81.9 119_9 192.1 77.7 225.20.207 0.230 0.257 0.559 0.Ll80 0.324 0,′143

D4 20,5 42_1 72.3 108.9 176.6 76
.Ll 217.50.267 0.241 0.286 0_5Jll

0.55 0.3350.412E 20.1 38.2 64.7 1
02.1 161. 73.5 ー_写17:_S_O_4830.227

0.280 0_2330.666 0.6980,∠】06D1 21.
3 1Jl 72.5 118.6 170_7 93_2 270.6

0,238 0.275 0.253 0_677 0_616 0.Ll76

0.427Ⅰ)2 20.9 42.I 72.3 一日.6 】72.4 8
7.8 24Ll_60,1LI2 0_260 0.263 0,5050

.697 0.39Jl 0.599D3 20,7 LIZ.0 72_
0 】09_2 174.5 83.0 232.60.243 0.238 0_304 0.591 0.712 0

.367 1.】03l)4
20.



352 実滑走試験によるスキー板の振動計測

(1) 実滑走時の負荷と振動挙動

川2-10でJ】こした∴JS洞JL:を惣',iiしたFrJf･[(ナLlliのあく動モー ド解桝JJli:へ暮式験川スキー収を

過川するにあた り,lq2-17に小すtj- ドセルJiび加速Ixセ ンサを†小Hして')i汁iJiH_よるデ

- タ収i_iを/fJ-つた デー タ41鎚は､IuH′スキーJ貼!=てJL:114:デモ ンス トレータがセン

サを耽 り†.Jtナたスキ-轍をJIJ.31に描き､約11約12-1Ll'の繋地 されたコースで.別所降､

ノ､IHlり､小IIIりターンをqrL,大約Jにさせた ,Jt験=スキ-板は､スキー A､E､l)1､l)5とし,

スキー板のJ'/_さ･Jr俊化させた ものと.スキー松のサ イドカ ノト,を変化させたものとした

なお .データ収鎚した l川 の)ミ蚊はl;≧りで/T;耐 まやや柔らかい状態であ-)た

')_汁iJに■lLの横根.汁測からの振動雅付 は, 過の タ-ンの時IJり軸のiJE形拙側から､,Jul

lrrJでの,7-7:yt-がみられる)く回りターンの1那iiも[,-LIさについてJt較検討した Lズ13-10は､.'日.ノ)例

として､スキー搬 l)5の)く回 り5'-ンのイlJ旋回から/己旋IlIEのほほ日.I,]!yJの ターンで.スキ

ー4Jxへの‡′1(.:TJiぴJJHj虫IiEセンサ 1の披形を′バしたものであるorr.日･Xは り､It:/サを取り付

けた/..tLlgのスキー佃がターンの外jiとなるイ了旋回の域合,l勺jiとなる /己旋 rl･は りもf'1荷が

約LHだ大きくt.:り､加速度tIJ.ノ)も人きくなっていることが判る このことから､.式験胴ス

キー棚の鵬SEJj分qrには､稚く動J)LIJ如実の人きろ:Llh'J;rL･Iの ターンの域介について行うこととし､

そのIt手引亭主..rしたも1.1にについて以 卜に述べる
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(2) スキー板の厚さ変化と振動特性

r'Tlさの).･!なるスキー似:tとスキー松Eの加)封土いりの批判'Jl抑i-.Lにを図3-11に小す い･J

図よ･J.加加え.1日ノ)を比較すると､スキー搬Aよりもスキー似E,のほうがノくさく.両'tdZIl,.:

さか小さくなると如勅.LIJ.))がl･:,,;くな-)ている このことはJt3-2に′JTtしたtn-JtZ者のL.iXILLLI.

LI上!ニー致 Lていることを′Jこしている このようにスキー板の1-ll'さがスキー析ノ仁帖の搬劫粘

竹に大きく影℡していることを示している ターン111のJIJII(ナにより '-にはしなtllmJJ射fiA

センサ Ⅰの伽!b'JTfrrもtiLZI-･を比較すると､IJliスキー伽の加越l空,LLJ.ノJ及びと-ク搬勅款は人き

く1℃/..L′.ている ヒーク縦軸数は､スキー似Aが50日′以 卜と100日7_IJiJ-後にJjSlflしている

のに対し.スキー松Eは50HT_前後にヒークが!L川'している このようにスキー板のIJ.】_idi

I'iさによ･}て析JLIE峠の ピーク磁軸款がJAIL化している ターン帖には 'l'するイけ イ ドの加1)坐

使センサ 2の振動rTilを比較すると,FJLJスキー棚 とt,加速度センサ lに比べ25HT.以 卜の

fltJiHJIu敬城に大きなヒーl/がflイLLていろ

く3) スキー板のサイドカット変化と振動特性

サイ ドカ y卜が'J'与なるスキー板 Dlとスキー41il)5の)州辿JII.il,Jの搬軌'Jlqrも-.火を川3-12

に′バす い‖叫より､ダー/時に IWJlと招触 しない/[-サイドの]州)出13iセンサ 1の分析もti-火を

比較すると､ILIJJスキー板の ヒ-ク振動数の/JyイL)には大きな追いが:uJ.めりれないO-力､タ

ーンL2-ft二̀'.lILiと掘 触するイけ イ ドの加辿皮センサ 2の搬勅抑flは,(勾3-11の純米と伺掛 二

25LJz以 トにピー'/がある ピークのILIJ.)J/TZは.サ イドカ ノトの曲 寺'-の人小によりスキー

をターンするノJll三が桝なること,Jf示してお り,スキー舵 Dlが仙ずれ ターンであるのに対

して.スキ-板 Ⅰ)5がIlhげによるタ-ンによるといえ7U
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353 実滑走を想定した角付け時の振動モード解析方法への適用

(1) マットの選定

I);験'J;IrJlでのスキ-枚の為妄動特化の.Llr,立には.I).一桁′仁中におけ7UスキーキーLの変形やスキ

ー縦へのr!mの欄',ifも̀経 をもとにして, -,'の代作秘事1E二-)いて検..1した

ターン■卜のスキー佃の･変形を-/ミュレー トするためには､1;らかい朋flで,k持するglR

がある そこで.71-ム材 (マ /ト のJfF'_さによ-'てスキー板の変形･を,N祭することと

する 本リ;駿では､I)ミ析′ヒ中の ターンにおいて"lLqした,ti(U'iがIOOON のIIJTのスキ-似6

･■f.の1至ふ:I:CをE｢i-としで,l句3-13のようにfri(;Tを)00()N.ffJ付けlrJ30のfllp'i');験 か ら.

-/ノトのJ','さは30ml11とした

1500
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巴1000
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(2) スキーへの負荷と角付け角の設定

スキー伽へのれ(I;Tは.川3-IOのもりにからlJON から1000N まで加え7Uこととし.tlL付けllJ

は帥LhL' のリー,%離別fL_r･参巧に.10 20 30'とした これらの条目により.図2-10の

I)王族JIl,l'.I/ほ =いてIfJイJけ した城でTのスキー41M)搬qJJuモー ド4.1竹 を求めた 脚桝の搬此放縦

lJilは');桁J亡での鵜Jtd･Jj分析もJ,ntを)よに250111_以 卜とすると､EI'1イLモー ドは );)(と2i)このも1.1さ

が亨じら3tl= その耕LFさから､スキ-松の形状.ffJH-けfIJ,JlU'i!lu'iの安化とあさ勅モ- ド利･

作のl-iI操にJ)いて検"寸した

(3) モードシェイプの結果

モー ドン.rl'7に,)いてみると.スキー相の形｣J､や1lJHけJlht′!ll:ll')のJ&非条目にJ削除

なく.1舶 ･14の泉門1-がT.きられた llj(の17ilイJモー ドはは'';サ イドの鵜壬恥.iが小さく.11対に

'1,lfriに)Jl触 していないサ イドの搬輔がJ(きくなっている また 2次のII,1イ(モー ドは 1:)､と

F‖】附 ニスキー松のlAjサ イドが["‖二如きをしているが.スキ-似X;_/LJLq,～-.粘'JfにT!Trがみられた

響 ,

TF ,

LpL13-14 スキー板のモー ドシェイプ
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(4) スキー板の厚さ変化と振動特性

スキー鞭のJ'.rさが'A:化したときの 1I)LのI.L,iJJ鮎JEJu款のII"J',ii斉朋 さを図3-】5に′j､す I,･Hより:

り tnl'E;Iが中心IL;ITrLJの城(ナはスキー板Aが47-55Hy_で.スキー板 Eが2q-39ltl_にあるこ

とから､スキー板のIL1柑LH-.1さの減少によってI!.ZイJjb盲動故が11t卜している lIhJスキー板 とも

土日'F;Iの叶川Ilととい二L-1'1イZ振励歓が州加し､スキー板Aでは100N ,Jf越えると帆 卜し､同様

にスキー板Bでは50Nを越えるとfltl{している このJA:化はスキー板 八の))がillrP.である

州 ･]けltIがIO●から30 に増すと.スキー似Aが 3Hl.fltlするのに対し,スキー板Eは

ほとんtjLがみられない また､Ill:川 ･'･の,&化に対するl叫イ川く仙 款のJA化は､IJll付lFF:TTT･と

･トL･抑 T.のt.[.!11に′YがみちdLなかったが､縁付III;(.TLではnlLIlによってL/.川畑く仙数の変化が

みられた まず 】;)､のl.I.1イ川(励款では､600N 以 Jのf'll,;Tで､スキー収入の州イJlhrzJu数が

20H-/.代 卜し.スキー板Eのそれが7-8HzTlt卜している

次に､Jソさ変化のスキー板にJitけ る21)､のE川イ1搬動款の義一けさをll13115(b)に小す い‖111

より､小心 仰印 の城令はllj､の1.L,火とl‖j肘 二r.lり端l',lさの減少とともにFI11才T搬助数が帖 卜し

ている スキーFkAではill.;fが200NにJ.目すると.回イJ振動数が65日7.から113117_に:ilJfl-

し､そdL以 lで漸岬fqHl･Jとなる｡これに対 して.スキ14kEでは(.･1校に】00N まで回イ｢舶

助数が50日7.から70Hzに:iり押し､それ以 卜では漸1-.1している このことは､火脚/とでは川

3-10の."IJ',立もL.-il土にみられるよ:)に､ターンのt)Jり作x_でLil.:Tの:ilt批な変化がみちiLること

から,低‡Jir.;Tでの困イIJ振励数の人きな変化は､スキ-板の ダー/111JEに彬刊一しているとぢ

えられる｡ スキー板を10■から30■に州 ･)け した城介の 2次の州イJ批判数の舵移は,スキ

-板Aが400N以 Lになると,Yが拡人し､1000Nで40HT_となっている これに対 して､ス

キー板 Eでは回4第に400Nを越えると'l.'-三がみられるが､1000Nで5Hzほどである 1lF;[;M.

の,変化に柑 しては.縫付Lll'川 に1..るとI!TlイJ.JMlJu散の紙 卜がみられるが,1,)､のけ･lイJlbく助放

ばどの/7-Aはみられなかった｡

以 Lのことから､粥ノiIr)三鰍の舶励LJl折紙14日二みられたスキー似Aの100Hz前後の ヒ-ク

Jiびスキ-板 Eの50日7.lLl11校のピークは､Jく3-Llにホす')こ験'J.､lノ｣での如動モー ド脈折で川ら

れた2}欠の州イ‡拙動歎変化の相川州二イlll=_し. J/xしているといえる また､ ):)､のL叶イ[
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鵜主動款が スキー松AにおいてはI7-55日-Lでスキー叔 Eにおいては29-39HTであることか

ら. ターン岬に1左̀■,する加Ji:l空センサ 2の25日-/_以 卜の ヒ-クは. 'r.lflTのlllllHlや ■.の似雌

によ′}てスキー似が姑と劫 してい7L'もので,スキー帖の如拙叶H′lがljL映 した ものではないと

ぢえられる まf=､スキー板Aとスキー枇 Eの汀JL′EZlの悠IiLを)I_E:ち?.ヰすると.lhlイ川 く

刺款の変化が小 さいことは､I)一馬tの析′とで軸的!='Jl'',立していると考えられるが､ノ<3-2で

′JこしたLh(勅雅代 にr-ilする感化.1'価も1.1王で rスキー枚 Eはスキー松AよりiJか らつ く｣ と

してお り.初(搬出の,A:化よりi)搬動I)lLI射止の大きさの諾う現が人きいと考えられる
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(5) スキー板のサイドカット変化と振動特性

スキーLILのサ イトカ ′トが変化Lたときの 1･5､のEI'1イ捕三助款の淵',ともt.刀工,Jfl句3116(iJ)に

小す ILJ付け1lJが10 のL弟ナナのEI'1Il-蝕と動llzをみると､スキ-板 l)1がスキー似 l)5に比較 し

て,.:.'Jく､nfl.;TがGOONを越えるとスキ-板 Dsのそれは/二･I放な1Jt卜とな-)ている これに対

して.lrJHけIrJを30 にするとr'1りスキ-板 の(.L,lイ川(助を欠の,-I:はほとんどみられない (.;TTL

に/)いては綾WLll;lTtになると､小心(.Il･Tlに比べてll'1イ川く励故は4Hy_以 lの帖 卜がみられ､

1000Nでは13Hzの帆 卜とr+つている この他l;JJはrJIJスキー搬川での/TLi小 さく.r!('tlの

岬加ととい ニスキー板 D5のIJ.=川く動款が低 くな･)ている

:)こに､2;)このEhlイL-姑く軸枚のiI.けさをlZr31J6(b)に示す 両スキー板 ともIOON までは20日7_

以上の岬加がみられるが､それを越えると中心ll:T了rl亡の域合はほほ -I,ifかI･Yzか(.LL幣加となっ

ている Lか L絵師(';T･Ttの域IH=は.f'!(pITが】00Nから200NのrltJで間イJ振動款は'JiFL､

それ以降ではほほ ',iitdlとなっている

以 Eのことから､サ イドカ ノトの桁/ヒ吊の感1′tにL)える影轡は地主bJuに/Yがみられるが.

鵬勅モー ド抑竹からは明らかな,7-:がみられなかった
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(6) 滑走中におけるスキー板の振動シミュレーション

1日･の')一族も-.LIさから.斬,L-小のスキー似三JhtJi矢作の,A:化によ′'て1IllイJA(勅汝が絶えず

食化していることかわかる そこで､リ;l謀のターン中の州イI批判汝の変化を推 ''iiするたれ

ターンのハターンをE7(I3-17に'J.'すように,ilL';iiL､リヾ験J,I内で求めた'jiill･:T条目-での搬勤モ

ー ト附桁封,Llさを'jえた ここで､(l;T屯変化は川3-10の')illgHILに)良,)'き.IlJl･11日E'J変化は

hl‖lJら の')ミ験も',火から･]‖I=′た また,0から】秒がターンIJ;∩ .lかっ2秒がターン絞 l-

で ターンrRl好川.TにFI'(柿(.;iTLJ､ターン軸作中にIfl心lu'(軋 ターン',.I(帖に絞打llp'jqlとした

ダー/終 了までのi')2秒Ii',Jの供djtスキー縦のEI'日JLb湖 故の･変化を求めた i',米をlJLl3-18に示

千

l句3-17



川3-18(.1)は､J.hJLJJF'ltさを'&化させたスキー相,tとスキー郎 T三の)tt報E.ntである 1:)こ

の)/JlイLJ血(爪革欠をみると,30HT_から55H7_の範州にあり､スキー4rLAのほうがターン中はll:.rJ

く.17と.tのスキー板についてはl勺絹が高くなっている 2;)このlI.1イ[姑く動汝に-)Uては.60Hl_

から95HT_のIZL.H=あ り､スキー似Aのほうが.I:古くターン中の搬如菱2の変動 も大きくrA-}て

いる 岬川手貴通についてふると.ターンの申J'"'JのIL王もtil.;Tのかかる 】秒校に批判故がtLt卜

し､スキーPx-Aでは)00日1.から70Hz:二tLtFLている

=);に､川3･18rbはサイドカ /トを,A:化したスキー板 Dlとスキー松 1)5のシミュレーン

ヨンyH土である 1,火のL̂1イ細く劫款をみると35日./.か-)15日1.の範EJLlにあり､ターン■Ilの_1

本のスキー松をltlipすると外脚のスキー松はllHJ掘削数がtLtr:するの:=対Lて,lJl偶のス

キー他は増加する帆['.JE二ある しかしスキー板による速いはか/.̂り小さいといえる 2-5こ

のEI,lイ川亡勅故についてみると60Hzから80日-/_の範IJHにあり､17本のスキー板･Jf比較すると､

外れ1gのスキ-収はターンL卜の阿 イi振動数のJA化がほとんどなく､IJ州Uのスキー松は 1秒子安

にJL..飢な帆 卜となっている

以 lのことから､リミ験J-.iF勺での棚助ンミュレー/ヨンにより汁㌢′t=Lllのスキー板の舶胸椎

T/Iが肥州でき/Uことを′1-.唆し､いろい7'なスキー板の化やL･がHHJEであるといえる
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354 振動特性に関するまとめ

スキー板の搬仙椎化に,)いて.');析ノヒIl.T!二辻札的:こ,A:化するrl(I;Iと搬勅の測',LfiE.刀工と､

I);族'J.･でIlJlJけしてill':Tをかけ1=状態での')一騎lMrJuモー ド解析7rl.によE).スキー伽の形状

と姑と励才汁tのJu随や､そのデー タに)占-jいたシミュレーンヨンから以 卜のような収!化かf■,I

られた

H)スキー41M)汁JLJL;■卜の25117_以 Itの ヒ-クぬく勅書欠は-1,lrliからのII]JJもくによ7Uといえるか.

それuJ-の ヒ-ク帖dlJu故は.I)_騒'J;-_lJlJで子r-ノたモー ド附桁で求めたl/,lイJ-粘く刺)i2の縦火と

はほ -放し/)王族"/1/iYJtのイJ効flを経.止できた (,ト'て､)王族J.･lJlでのもF.Lltかわy-ンーFl

のEI'1イfJh…軸比を州',ilすることがLIT能である

(2)クー/'Ilのイこ'i-I,ときにIRF'jしていると4'えられるスキー松のlJ,1イ(搬4'lu軟の大きfl変

化は.スキー縦のIIJIさにtl(lf:し.サイドカ ′トの影野が少ない たた し､今回の析′ヒ井

のk･._R作評価では恥ieできなかった

(3)I)三軟毛I勺での');験モー ド軒桁の封.刀工から,スキー松の榊イJJぬくdllu枚の'&化はスキー板

のITIll:さに1/(存し,サ イドカ ノトの届き幣･が少ない

(･日スキー板のIEJ付けは.ll'1イ事掘励敬のJA化を′トさくする

(5)J)三験モ- ド脈桝i,I.ilミを川いた凝此 シミ=Lレーンヨ/I,Lより榊ノL:l卜の伽刺牧の推椿が

拙 柑できる

以上のことから､本ノバ上はスキー秘の振JJJj判il_杏.:Il肋する 1で､リー榊/i:EこよるJIL_X性..Il伯

を代作する可能作を小した
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36 スキー角付け時の荷重分布及び接触曲線の測定評価1●

361 ターンを想定した負荷条件の設定

スキー枚の(.''[･TL'JTJTJJli=作の計測には.77トの11/'さ､1rHJけTtJ､nlp'fの条目を検討する

ど.lAがあるため,人Irr川 タ-ンをHJ',iiL.ノ1三イIJの切りかえHliとターンの動作If'E=IJI別 し.

以 卜に示すようなir!仲条作とした

/[ーLTの ターンの切りかえ時は抜 巾/i･'liうのでnip'Iは小さく.lLL付けfrJi)′トさく,JJlJ､

の鎖状はほとんどないとぢえられる このことから./._イーJの ターンの切りかえJをfffjRする

r!/.;j粂rIを.ノく3-5のように.LLrL'JEした■E■'--I

また.ターン動作If'のlr:.1JLrlld'jE峠の条目は､l刻3-10に小した');折JLI.A:験の縦iFti･もとに設

I,iiした IrJHけ/lJは､I-xI3-17のとおり0 から30 の範IJtlとした1' マ ノトIF.1'は､川2-20で

示し1=附/ヒIFlの スキー松の 6 .lJ･の1三み:l≧と､r);放rJ:_llJlで-/ ノトのJIF'さを変化させたときの

1､み:l:のItl女から.Jt',iiした｡lxl3-19は.これらの1亘ふ;tとの比較も1.刀工を′JA.Lたものである

ここで､17ふ'/-･75席.6GTのデータが小'Jll-I,とであ-)たため､7 yトのJlrrさの遊走には,

1､人J/-i''EKrからLl席までの1LrLを‖いることに した このようにして.ill,上した ターン励

n岬の;′上(.:i粂117LL_.･J壬3-6に′J､す 抑 ~ZZJ
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362 スキー板の厚さ変化と荷重分布特性

(1) 左右のターンの切りかえ時の低負荷の場合

lXl3-ZOは.Jl-イ'のターンの切りかえをflL_l',上した托rI(U'i粂rIH二おけ7Uスキー似 A､C､E

のlp'jTL./JTJIJの淵',iii',1l-JJr′バしたt.のである 'jlスキー似)I:･E∴ 帆Ir!(.;jではスキー松の トノ

フとテールの(';lTr･.が大きく､f'!荷の).I.'加:二日-i,締め3日rtT.HJlJ成り近のll;[屯が鵬加している

即r,.ターンの切りかえ･Jr行うPT.-､LE主初にスキー松の ト/7 とテールから(;TTl.がかかり,

その後締めlUk付'-X日成へlp'(屯が移る様 [･が'/Tかる ここで､ トノ17とテールの(.;jiTTは.ス

辛-伽のアー+ベンドの影野!二よるものとそえられる

また.200N までtil'Tfカリくさくなってくると.締めll.Jrlf･T首1峻付近のf'.Ij･TLは､スキー似 E

かJlH1人きく.C.A のJrtでlu'(qt_が′トさくなる )AIに トノブとテール付近では､八,C.E

のqttでlu'lqL-が小さくF..つている これは､331JLLで小した糾 _yね',iikuJにみられるように､

スキー収のEliHfやねじりのPJ什分布の追いが.(.:(･TL'JTJlJJ特化へ謀壬冊を')ス.ているものとぢ

えられる

以 r.のよJJに､ノ[イtのタ-ンの切りかえIrfの帳nT'';r条件においては.トyクとテールの柁

触仰TLが)(きくその後締めlいrll･J';ri城へI'J-1巾が彬刺することから.スキー板へのf′H'A;T7')リL

i;,.t二小一i'J,ifな如きをしてい7Uことがわかる このことは.35Jlpiで述べた ｢11日'lf-;∫での伽

irlJu故の人きな･変化｣のJl;r.LJ｣であることも小 している

(2) ターン動作中の高負荷の場合

l･xl3-21､I-113-22は.ターン励作中を惣完した.I:,lJf'!(.;(粂†'i卜におけるスキー搬 A,C､E

の仲巾'/lJf')iぴほ触線の 那̀EL.151さを′Jこしたものである

図 3･21より､IP'jれ分41J'の特徴は.f'!(p'Iの相加に日･い櫛めIl.1枚付甘lJ刺.[止の(.;fTLがy;しく

Jn加し､ トyフとテールの佑TrT.の岬加;I1-は少ないことがわかる このことは､いずれのス

キー松も.スキー桁,t･峠のlH慨 においてrifu'fがJ門人すると,スキー枇乍作へのlv'i･TI_が'JllrZ

せず､掠め111J-近のNiLいlp'j弔によりl"1111:が'Iiわれていることを'JI.Lている

祐スキーについてみると､締めllI以付J軌城付近の(uli.Tui､スキー板Eが血とも人きく.C､A

の棚で(p'j巾が′トきくf.=つている Af'.=トノ7とテール付近では､スキー板 Eが′トきく1.i
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っている これは､前述のよう【二､Illllfやねじりの糊代'JfJllのJ変化により､("I(･Tlク川 川汁l_

が変化したものといえる スキ-板 Eは､｢ターンがjliJLだけにf+る｣という')二桁′LIEE'Iの

コ ノ /トを肘 ･)(ナるデータ{_(小している

川二i122より.スキ-4TIA､C､E)I.:∴ /J州 けTIJのJ削)日にtlい1';徴税の曲･i,iF･iiは′トさ

くな-)てい7U 他の');験i-,月ミかっ､rilu'Iの変化によ-}ては接触線の安化は起こらない こ

のことから､ずれの無いカ-ビングタ-ンの場合､スキ-ヤーはスキー松のIlHITけIfLを変

化させることによりダ-ンのIL･)も.I経を.月TT･TJしていると考えられる

また.I"Hilより.スキー松の接触線は.スキ-松のI'lr-さが変化しても ･',iiの値を示して

いる このことは.接触線はサイドカ ノト形朋､'r--Jと',正され､押J什分Allには岩き博 されないこ

とを′Jこしている ');析JLi-̂ 験において もスキー板 A.Cは､とい二｢1llll1.1-f卓がIIJ版のス

キーとtJlてい7uJという..1一価t._r･亨'.Eている
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363 スキー板のサイドカット変化と荷重分布特性

(1) 左右のターンの切りかえ時の低負荷の場合

LZl.'3-23は､ノ'A.イ】の 夕-ンの切りかえIlrTを牡l',こした紋日1,.I(条件 I.に1,日7Uスキー板Dl.1)

3,1)5の(,;iTTl./JIイ日の洲J',iiも一.火を′バしたものである 'jtスキー枇Iltに,スキー板 ^､C.t=

と回収に､スキー411の トップとテールの(tl'I巾が大きく.nl.:[の11.1,IJl=二Hい､締d)ハ取1川 1

城日)tの(I:j･lIが増加している

図3-23より.スキー板 l)1､l)3は同 じ(A;i7rL'JrJiJを小しており､それ!Jtペて､スキ-撤 l)

5のT-u'Tれ'JTJl'は縮めlHril.f秋峻付iLrの(I:TTL_が人きく. トノ7テール付近の(I;(･rlが小 さくな

っている スキー似 Dlはサ イドカ ノトがなく.スキ-板 D3､I)5はサ イドカ ントがあ7U

よって､サ イドカ ントJfま状の違いはfp'i屯'JTJLJJに遥Z腎,'f')-えるとはいえないことを示してい

ち

(2) ターン動作中の高負荷の場合

Ixr3-2Ll､図3-25は､y-/励作l卜をLJ.r',とした.I:,HH'F:[粂†'l卜にJjいて､サ イドJJ ノト形状

をJ変化させたスキ-板 l)1.D3､D5の(I;i･TL'JHlJ､1立秋線のI利休を. I,とのnl',;(粂('i卜にJj

いて測',iiしたもl,米を小 したものである

[ズ13-2LIより､(I;T耶分Jtiの抑敬は､スキー似 A､C､Eと11･l様にi′!(i:1のJm加に†い,締め日

Jrl付pji城付近のlu'iTrLがY.しく州加し､ トy7とテールのlu'ltTf_の川加:.:は少ない まL･.ス

キー似 Dl､D3､I)5のlp'TTl'JlJIJ'の変化はない よって.サイドカ /ト形状の･変化はfu'iTl_'Jl

Jl)-に等壬帯,Jf'ラえないといえる

l句3-25より､スキー松 l)1のJ左触線はlLJ付けJELのJTHJElにIXl繰なく､ほほEll線であるのに

対し.スキ-搬 D3,D5はlFJ付けfLlの岬加にfI･い描触線のEIll宰Hiは小さくなっている

このi.I.火は､サイドカ y トの曲音'により接触鞍がIll慨 になるということを′バしており.｢ス

キー板 t)1は､スキーが逃げる感 じでカービングターンがい弓確である｣という')三桁Jに.A:験

における感化.Fl(lrrをN ･)けるものである
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364 荷重分布及び接触曲線に関するまとめ

スキーのノlイlの ターンの切 りかx.lHTJiび ク ー /動†1 小に､スキー板へJjlかる ■.●I幻か L7の

I.;TTL'JJHlLと1,1敵組 を')く_鰍J,Irノ｣で洲L,iIする..川lljJu.をqlf､■/するため､(.;IT./JTイll.lIIJ,ii災l'l'/tを†1

嬰空し,祐fFl･スキーIILへ過JHした その手,.】札 ,Jt験川スキーのJ-iさやサ イ ト カ ノト形状の1,1三

つ【;,に/)いて快.目した祁 Lに.以 卜の成火が'ftJ'られた

(1)(I;ITLI/PJIJJTlHJ''iii･W Hま/)三汁JL/i:"ITの スキ-板へのf′rIll;HlltTTr.と州 ･)け杓を適JHすること

が叶TJEで.('TlTl)Iイ日の測',iiと指触軌1(7)llh･'.''riiを求めることができる

(2)(.:lFl･'JIJrJの'M1',iiもF.Lltから､/.イ'.の L/- ンのtJJりかえ岬 をFil',iiした11u'!fliiの域介は.

アー+ベ ン ドの始2号n=より トノブとテール日近のllllTLが大きくなっている

(3)ケ- ン動作小のlL:.HiTl.:fEIH=おけるスキ-収の仰Tr1分/(丁は.スキー板へのf/lT"IIのJl/日)Ll

によって締め1日rilJ付け朴J近の11;TTLが大きく増加している

(,HI.;lTL_'JjtイIJは､スキー栂の捌作に1/(/7しているが､サ イ ドカ y ト形イ)､には依イfJしていな

し＼

(5)4':触紙の仙-;,‥1･行は､サ イドカ ノトの曲 事とlrJ1JけlfJの)沖加によって小 さくな り､

スキー板のHIJf',や スキー板へのnll';illrlTrLに;.:三許 されない o

(6)スキーヤーがカ- ビン//'ター ンを1】う域 介､招触線の州--I.i-日壬が ターンのL日日.1日一作

をりこ'JiIすることから､カー ピ ノブスキーはサ イ ドカ /トのIIFl3,7半'rEが′J､さいので.純 水

の ノーr/ルスキーと比較 して､/目付けfrJが小 さくて も接触線のLIEllLH 'f卓が小 さくな り､

tttJ封iE-で もカー ビングクー/が'(ナb),に行える｡ このことは.JJ-ビングスキーを11iLうと

初級 .中継 クラスのスキーヤーが 1級 吊と同様の カ- ビングターンを')ミ41できると..わ

れる理山 といえる｡
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37 結言

本･■,r-では､作聖呈した.Jt験川スキ-仙川iHiE二-)いて､AltヰこrI')なi役他的rJfrと拙刺モ- ド附

桝糸目ltを小 した｡捌11やサ イドカ ソト形秋の〉■･ミなるスキー411は､.Jul･L･休での瓜(剃れ性が

1●･三なYJことから､これらのスキー伽を‖いてfll[/Li中のt!('JIなどの境リ仁粂rhJr')一版Jかノ｣で111

JRL､帖動判竹 と1'':lg._分JIJ利付を,lllj',こした その恥1日l土かL)､リーIhL′LI.JLP好Lでのスキー板のノ1-

動測',iiと感TIF"IfIrll,拭騒のy.n上を比似すると､･jlJ2･1.7で..山公LたHFll"Iノバよは､スキーt'HJEを(

,dyi..砧するうえでイJ効であることが経.JiJできた

本II)t光では､鵬刺特性 とIL;[･TLクj･JIJrlT'事を')王族J.II勺でII"J',iZできることを小 したことから､

[盛 ･r1,.日111Jとして人川がどのような規範をどう感 じ取って ｢lい ､スキー｣とJtl滋するのかを

flJVIJ)jできるTlitとなることが則はさiLる

神に.)liiiのスキー帖の lL'-;亡となっているカービングスキーの.llL.て1に対 しては.サ イド

jJノトJFZlJく(川仲 Lft)の1)と',ifとそ)Ll.:比(ナうWJT'HlイIIの,判11.k.7'-チペ /ドの人ききの

棟‖すが･iZlAであると..われている 本Ll)rHL_耕HI-からもlHらかなように.カー ビ ノグスキー

では11日'il';iのIにTTT分イIJの人きな変化に加え､伏L'lrL;Iの川かなJり付けで t,llrl･irrii;の変化が

大きい このことから.1'';flTL分イr)及び接触線による,llll"lノJJl:は､スキー板の.,lL.J,lをリ{fTす

るうえで､目標とするスキー什lJEを-)t′ifするためのTlL柴な,.lLHrLZIlノJとしての利川が則tlfさ

れる｡

以 卜のことから､/｢後のスキー板の rlH発は､上級名とIl.Hkのターノが"JfJeなカービ/I

スキ-が lIIiLとなることから.本i･‡逝､本測',iiはのF別碓により別紙E 小紋Eで も打払に

ターンできるスキー板のF岸悦 がHHJEとなったO
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第4章 スキーポール設計のための性能評価方法

41 緒言

アルヘ ンスキー川スキーホール,は､ノ1-/卜胡 半日二7,日との スナ-ルやYJ班に代えてアル

ミ二!)ム(ナ令niを仙川したことによr)人0.I.rH二相:.:化が進んだ アル ミこ r'/ム(千/tゝは.60薪

の耐允竹 アル ミニTJJムのみならず､A/L'E横付刑とLで仙目 されるような70011｣に代太され

る.I.:))J系アル ミニウムも仙川 されているO.I:.･.)J系アル ミこr'JムlTl一生望ン1フ 卜は.慨似r′)

肘 父が.i..1)いため､IllF:Jシャ-)トの肉I■,Iを L̀iTくすることが ‖ltJEとな り.より帖:.:化,+I_r･′Jくめ ら

れていた レ-ス川やl･:.･】級Lr"I)(二位目 されて きた 彬:Ii化への公.1くはさらに)Bみ,左川 IJiJから

CFRP(JJ-ボ ン繊緋赫化プラスナ ノク)尊皇シャフ トがllHされ､僻 さやづ如i:に(馴 してい

る以外にウJイ トハランスの.lL.11がr4Tb)Jにで きることなと､アル ミこrJJム(HM)ll;件小目 L

として期fiJされている｡

スキーホールのl朋 とは.i′り亡から'11-仙 JX.弧ET.-1の憐柚的牛.Ll'L_のllll,aJ.■ と､粘 りやす さや

扱いやす さを感,ji:rJ']t二,糾L"J+ることが Fであった｡rJに､バランスやTに(ムわる舶動.紘

れやす さが.i川 lのIl'左とされている｡ また､女̀乍iJLの臥■Zに･■/った'iHlllitJk溺■-1'1Iの舶桁 とし

て､lSO7331∴ JlSS7026■が馴',tされている (LR/lH､JlSは胤 I)が､CFRl'雪空/Jrフ トへ

の対応や,;E成.I,.I.の"HI11Jには 卜分でない｡

雅 に CFRPン17 トは､従来のアル ミニウムI†1ru望シャフ トと比べ､敵｣演目‡に危険な‡望

けノブをすることなど､I朴党当紬か ら̀i-JI汁lの汀IiでF7り越が指摘 されていた ■｡ また､1995

勺に.i.u'JLiされた PL(製法造物JH工)は'IJlj',iiに伴い.｢削 .■'｣- ｢'女乍｣ とい うlllJ'L'th lll.織が

11々 ,i:は り.嬰竺)占メ-カのrE5.I,.1.に対する1●HT-那-Itl川 いものになってきた｡このため.CFRP

･yilンヤフ トの安/.ーI′lにl対わる..HLrh))はの(Illtlがスキーポーlレメーカ-のLl■:i'な)rtJiu.課拙と

なった｡

また､Z̀{l＼†射こ諜也があるが CFRPシ17 トの俊 TL川 _を pRL,冊■lL■l†川‖仙他 を 1げる

こともr.,JLlrTに必.&Tとな り､鵜ミりやす さや焚 きh))さといつた.機tJE作 に,)いてのlIJ也の"1-lLHl

))-はの仰 :/も求められていた｡

そこで.1UL.牛では ISO試験 方Li:の椎柴について述へるとと い ∴ スキーホールを関与を

する 卜で. メ-カー)ll)iuの課税耶L)tにElhtな"11Llrlノili:として､Cr=Rl'シJtフ トの,導入にf3
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る■F川 Jの.汁(曲JJ'はを′Jこす また､スキーホールの楼fJf作Jt攻ノiは として付け1-:モーメント

とや心のFILI院､入関の把持をA._I',iiした鮎劫モー ト解析J/li;:二ついて述べる

-Ji､Jh三･) やす さやLJlいやす さにJIJJするスキーホールの托作作の,11イントは､入関とス

キーホールとのノ)のllこ)i系にある スキーTfL-ルは.JJTiJのTでグリ ノフを把持すること

では作できるHHであることから.｢抑 りやすさ｣とともに ｢IもZりやす さ｣.｢突きやすき｣

とい-)た人糊のI盛flと､Lll過な)JlL;)BをJTJJJためのノ川】特イ[のノ)刺;lけ1'竹を別 超した y リ

ノフの..lL‖Fが逆光である

そこで木･■;乍では､人IL1'Jの T(7)把持ノ)'JTイ日和1Jlを,ilr則するセンサを十1犯 し､ノ)発fl相川 と

J.=WI..ltJnの糊除からスキー･17-ルブ リ ンプの..lL.日への指別を小す

42 CFRPシャフトの安全性に関わる評価方法

4 21 CFRPシャフトの評価方法の基本的考え方

スキーホールの1LEJIJ環境は他のスホーツ川.(..I.とはT･!-なり,シャフ トとスキ-エ ノブの執

I)欠など材nにIl■Fほ的な外ノ)を･空けろ過付.な状(hlにあるため､材札..LrL.Jll'の概念にこのような

机dlTTtli;I.riを母店する払LRがある｡術幣Il;T屯を･又けた cFRPは､執畷部の級神の破断やVIZE目

刺棚といった帆喋損1/Ljが堀′1し､P,しい胡利づ如ii:の11tF･が起こることは､純利ir]iHヒ脚 で(･板

について多 くの附 ., ■でL少は､にされている しか し､LI■11ilO散 mlll柑h:の小はパイプ

での紙幣tili態の胡散や稚JIJ]如空についての紺:I,はあまり見られない また､スキ-ホール

にIkLするBL恰ISO7331においても､榊､J'lする.lr価ガiElがなく.スキーホールの開発指針と

なりうる.Jt鞍li:の稲､'FがヤJまれている0

本,i>丈では.スキーホ-ルJfJCFRPシャフ トがスキ-ホールHf川中に･1･けると想うiiされ

るifl畷Iut話の特赦と射 空tLt卜のl対院をEyJらかにするノJ法を推案する さらに.スキーホー

ルf.E川崎に見られるホス トバ ′クリンプの似 たBL製から.スキ-ホールの)5本的な試験(1､

を!,'Ll;する｡
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422 現在の評価方法(ISO.JIS規格)

本,論で拙 うものは､ン17 トにl'iけ る.Jt蚊 )Jはであるため 久̀乍作 にI'dする.Jt放 ノJL1､と し

て､ISO733日IILrI･+.ゝ肝y伽桁 sk卜POk､torulpH1日 kHng-S.lrely■cqLLLrClnCnl､.mdl山川 -ClhodS)

と､JlSS7026日1本 !凝鮎桁 アルペ ンスキー川 スキーポール)の うら､シャフ トのJrl

IlにIitJしてのみノくLH ､Ll-2へ ..Ll接す る

423 衝撃損傷の付与と強度低下の評価方法

(1) 衝撃損傷の付与方法

スキーポI JL,の ン17 トは､スキ-糾ノLurrにスキ-エ /ジが敵失し､そのfJ,(lItL:I.:よっで

†iiT拓を,1･けることが j'･愁 されるO このl火災を')一輝 J.三において',ii:.:的に'J見るノJはをllr2に

′トす ‡並椎 の･,Ei.i化は､デュホ ンJt捌 ･,'iHJIlti卜机喋.Pt解 任 を=い､11川 ･'･.を 90 (先端=

'fi;R=0】111m)にす ることによ り､ シャフ トのlく丁)Jl.'りと1111州二fi11態･ir･')見る 鵜 卜■l:IJさは

El1人で05nlと LJJ川 場 Iこさせる｡捕縄は 1kgを Iに川い､HI'rfエ イ,)i,ギーか ら求め る

Tl.邦 工 不IL,ギ- 杏,.:.I,さを変えることによ り焚化 させ､Lll人15ジュール (J) とす 7U ただ

し､lJ以 トの域介については.if;錘 を03k里と0 5kgとす る｡

(2) 衝撃損傷の評価方法

[刈4-1の jj山 二よ り術甥,?を1川目したCドRP/17 トのtHl蛎の咋散は､外剛..L;lIt!IとrJlHlil;

/Jihl'l枇Z.引こよ り4)うO

州 u.丁目l附ま､CドRPシ17 トの紳潤 仙 rrか Irの形状 を触引)しの形状iPJ''if機で(lIIJ'JLす る｡

I人J.･'･.iHiil/ijは､)別 絹り日 4-シ1イ 7'タ/)をjii似-1ILitlrJlか ら'hn-T(Trlさせ た絞､.Ld､X机 塵過

張にllt二よって印ll柏 tに1謀光LTu'F,xす る
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)､LH シャフ トに 拭け るIA柄

(.H ISO 733)

TTl rヽHJllllrlyHlIH■l lbL.IHllE叫l･lPnL-Ll･L

.く

nI-J丁T:I trlLrpL.､lrt

叫l ll llITー

} lJヽ

LIL. I4. ｢IL1

7.8 破上虎､言さけ Jiぴ′k久変形行 な 2枚の E繁校 の rtりに 中

心 を加 え て リ(--,浴の イ丁鯉 を;F.Jベ るo7.9 7.8と rrf1校 にLtl'jifL､圧縮 ))を

7.10 .'J:験 1主と して ､ポ ー ル を 平 行f'r-Tつて間',とし､ 唯 lklFrl()にu



(3) 強度低下の評価方法

的叫朴川IlによるCFRPシ17トの倣111ほ卜は､インストロンJlり朋fl.Jt験慨 (Lllffボー

ル ド'JJイ/I)廷uTM-1OT),Jr川い､ll1412のrrlrげtJt験ノ)はにより"l佃け る 川=r,Jし験では､

f′11't;(ノJuT.により岐竣月上如 二呈.1三号やすることがぢx_られることから､細目-2l̀l)に小すように

1日似溺'JJhを1:I-l･ll･'･1'if50mm の -_lJHJlzげ暮Jt放はと､図4-2(b)のように("ll.【･■.がIul:).lil;

/JJt二J左触LないJILll-r川=f.淡紫を J々う ここで､ IElr=f‖八族と依Ji2111;T.r,の比や女を子J-)1兆合

JI1-人Ell=fモーメントが▲･‡しくなるよ:)にlh'TTHIIlの換朋を1lI) )ミ_Ihにはン17 トIl■rm'iほ

比HJL､l l-川 り･い火のJl新即日二1日ivl,'fli/Jrがト川 Lするように.Uulを七 ノトする

llJL,仁 中でのン17 トの軸線lにf′日-Jiが掛か,?ujillTをJiLl',iiL､l糾 -3に小すようなホス ト

パ ノクリン'/による敗J炎.試験を子J:) ホスト/くノクリング.Jじ験の両端のJk:JrJは.ll焚 き側

を軸線 J_とし､ブリノブ仙をLflLlrJ=より･hlI経から10111Illlh占･LLさせ.T;JTIT･と射:/_のIXl係を求

める ホスト/(ソ'/リ/グ.i't験のンヤ7トのノ剤かよ､l̀:.1日出ビデオにてTL31'Y.トする

跡目 TLk
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43 スキーポールの機能性に関わる評価方法

431 機能性評価方法の基本的考え方

1ulrlで1,-1架するノ)か ま､スキーホール中仙の物L.IlrI′)㌦†IlfIノJ法であ り､その日的は ｢l'い,｣

と.,HI111されるとl⊥lわれる人目"lJの仙川感･lLをllfノ辻して､測',LIするノJIよをfJ1-'ている lリ. 卜に

そのゼぇ)Jを..Llす｡

スキーホ-ルは.スキーiillLJliH')=には川 Lh･lに小すように.貼って､突 くといりた11Lわれ

ノIをしている この励flの171で."iJ収り易さ 巧突き払さ 3TtJムわるl戊触の -) の･B:

-,衣がスキーホールのmtJE を..IrL111するノム叩′になると考えられるC

そこで､スキ-ホールの ｢仙川 やすさ｣および ｢L突き抜き｣の..1lLnE二ついてt物体にl抗

日川')なノJが 働いたときに.物体のIH川L.の･rl心になるL:･である､野心 (1即 日 かL7.,Hlltlする

)Jはを検1.1した｡喋,いこ̂YHZしたのは､ホールを振ったときに,喋心(:/l'ILHGJlllJ小心)が

ホ-)i,の九;rllnL")(ナ ノプfLu)にあるノブが.Ll附lll-l'p-(Lに/突き幼いとぢえL?九るからである

このことは､先端側に'fi:.:が1Js･Flしているホールは.丁ノ亡側に'ji:lLがiJ川■しているホ-

ll,よりt,拙E)ず らいが､喋心ltll'lVltがn:;･llmIりに'.i)つているため,7-JL側に'E'E:.:_のiJSlFJしてい

るポールよりも突きやす く感 じるといった感性..L'仙("からの.】妃明がIlrlJEとな7U

ここでは､振り易さの日雀'をIJ見る上･■.:I.-.川 のK'川_モ-メ/トを唯心卜川Lの剛節Jlび対

数減 iE'iy､J!,Hyけ ら求めるJJはについて検.7Jを4】つたO また､｢丁に(ムわる感触｣につい

ては､ポール先端に外ノ)が加Iわつた域介のfJL側の搬励 lJ(1LE.により,.rJ価できるとJをえられ

るため､人目‡Jがポ-ルを杷持 した状牧に近いLf.tlLをLl聖注し､これを川いた鵬JlJuモー ドから

JEr'/とをrrぇるようf礼汁した｡
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432 振りや



支E■･から･rl心までの即納 b

とすると､ ｡l b- ( ノ m

というl張日系から 1 がf■;られ7Jので､

｣=Ⅰ+llH

であるから､i j■川,川 の･hlHyLモーメ/トJを,Jiめることができる



対数-qi一主宰とII,JlgJを求め､tri作モーメントを湖',iiした 渦HJil/'lr亡をl舶･6(=′】け

);に,､には､L11秒に鵜(勅沌形から 刷 gJのIllTf'"'ほ い くつか..土ふ と:)I')勺lI,1別Tを式日-31

:二より求める

T｡+Tl+日･T._.

T=
n (Ll13)

-)こ:∴ 対比減Ii-寺絹 から減はItE ,を求める I の.拒めノJは､

Ol.I=e
81

(,2Tl
､/丁そ丁; (4_Ll)

Jt14-Hの川除より.I-hljD対款を取るとjt(4-5)のようになる

6.-log提 )--篇 (4_5,

このJt(4-51の ot と首 のIRL続から､ご について解いてやると, l̂fLIl6)の3:うになる

(.=

∂i2

47=2

6.2
1+-

47⊂2

(4-6)

八(L1-6)により求めた ど についても､jt(5)により1'JiJEの1′均 をとる

(=(｡+こ･+･･･ E R-I
n (4-7)

u Lにより求めたTとEをIILいて よ.･■,l周りのmT1-_千-ノン トJを求める JとT､ど

には^'418'の脚 ある T-嵩 (._8,

ただし､IlJ速度 Ù は､

J0+DglslnO=0

により式(Ll19)のようになる

un-F (7, (4･9,
このとき､ IT)はポール (シ117 ト)の'L/T;■L gはTltノJI)LZj虫艦､lはよ点から巾心までの

W_轍である｡)に(4-8)､(4-9)をJについて附 くと､
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J=(卜(2)(mgl)
トト川)

Ju4-10)になるので このJu:より支 F■川.川 の爪刊モーノ/ トJを求め /J I汁川Lの川1掠Jt

(LI-2)により上zl川,川 の･rt'iTlモーメン トが求まれば､1liと心ト',ll'Y.tも求めることがで きる

L利一6 11放減i(字のIHlJ)iiは

(

3) 人間の把持を考慮した振動モード解析モー ド的折は､n-2･L;7_で述べたように/);I;,Y.̂の隅)立体

の搬励fL{)即 川 をHlU',とすることによっでその純造イ小二特イI.な性門､すなわちL･l･rイす如4FJJ芸大､ト■･lイf

モー ド.城 代',ii歎l今をLlntLJ.同ラヒすることによってfll/iJ占休の軸的LL芥を )̀t



ここでは､入関がホール仙…つた状態の シャフ トの批勅特化 を検.証できるように､人が糾

った域(千の州イ1Jモ- ド lJ,lJJLL(勅,wLおよびliJ剖u款 と近い状tBrE･+._r･fET収で きるEズ]417に小

すよ/)な17'ill.を作き望した 111q',ifは､･T･))の講三下をなくすため./1･フ トを :lJてたjJ(IiL崇で淵

',izを子】′)た シ1-}卜は.TJLの北eJlJuのJも(れを月見､yンヒンy'朋で くるみ､F朋:EでlJ'r'/上

した また,.Jt験条目は､yンヒング朋とLfl日日二Lrlrlつたひずみ}/- /'により検出される11に(

料 二よ-'て,,lL',iiした モーダル舶肘 ま､iuJ'/iiL-･15I-1とし､IEー●i;倒加JAiJ父センサでホール

の抽L lrr.LIlrJ心rTを検.LH.した lJl肋とはインハクトハンマtLより行うこととLた

U



44 人間の感性と力発揮特性を考慮したスキーポールグリップ設計のための評価方法

441 グリップ設計のための評価方法の基本的考え方

1ゝJrlで根来するグリノ7のt'lTJE..川rlは,人目りのノ)1tlu.F･1州 や人川の悠M.lfLrll,杏).仁イ･とし

たグリノ7.没L.lEをイJうための ものである いわば.入り日と)凸ltとのイノダ-7 _T-スのHt

洲と々えることができる

人1日rlの把日にJ処け る川舟 ま､粘 りやすさの感光..川IlとLll人ノJIム)jH東川H,よくノJを(ムノ12

する行)のr災日系､さらにl盛圧センサによっで/j1-指の)JlEnけ川 を.Kd)たらの1 】̀や､仲巾

のfil;.II油性が物体把姑Lの111)､化けHJにノくきな誠子モモ【を')えていることを.lh-りやすさの1盛･JL

,.Lf11lIやLllノくノJI.!三)空行のr別系､IEJ)Jセンサ.筋'.1ul二よ,)て明らかにしたものがある■ また､

/l三体)J･,･的純E:･かL)粘 りやすさのILL_&一lLJJ｣/をJLjJt･/サヤ前)I.iLt刺†仙川でにより明らかに

した らの =-や､物体の杷1-1およびコントロール動作を/ll4J)･,ntJ槻E'-からIHちかにした

ものtトがある｡ しか し.これらのLIJF'jt-L.は11lf.;)拘作をり災とし.外ノ)の)JrL'りi)丁のIJfL"I

(unilトSldc)へ IrEL白にかけている. またtこれらの成iJ土を')ーL7,1の川Ilや..lL.;1へJ.i:llJLた

糾;I.は少ないO

スキ-,it-ルは､テニスラケ /卜やバ ドミントンのラJrノトなどの†̂r川...■･が丁の七訓JIJ

(Rud1.I)-Slde)にあるスホーツ川｣l.とは追い､作JHj'Zが丁のJll川にあ り.外ノJの)JII'lJが下

の肘LILJとなる数少ないスポ- ノJIlliの一つである｡ここでは､スキーホールのグリノ7形

状を,.1..1する Lで一･ATとなってくる ｢jT5Lりやすさ｣.｢クこきやすさ｣｢Iもくりやすさ｣の3LjJ

lに日日した.

まず､yリノブを把持したときに終指が党抑するノJを測'/i;するために作を竺した把IHJ分

/州 lJ'/iiJHセンサ (以 F センサグリノブと1･').する)の帆 'Eと､その.lnJ',ii能ノJについて述へ

る｡次に､センサダリyプを川いて ｢姑1日)やすさ｣､｢突きやすさ｣､｢掘 りやすさ｣の感作

I-lltllを行った位牌Kとノ5はを示しJjfrrlJJなf'日ll;Tに対する把持ノ)分イl'Tと軌的なノ)†∠三ifである

/突く動作と掘る戯作に対する把持)J分布の潮)iiノIu､を述へる｡
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442 把 持 力分 布測 定用センサ の作製

過日_なブリ/フ形1人を..lL‖Eするためには.人Il"rJがyリノ7を把†'Tしたときに'ji指が刺･l･_

するノJ･JrlW,とするEEGがあ･)､人,I"r11日JのLt芥を.Aベるために様々なセンサが11日発され杷

1'i))が淵',iiされてきた しかし､把!.TノJの鑑41)を潤',iiするt'のが多く.把持ノJの分

Jlfをnll]',iiできるものは少ない また.人l''''Jの把持ノ)'JTJHJをillq',i;するセンサとしては､人川

の T指側にrlLlllllllするものと､帖られる'/'リノ711IIJにPILtiFlll■するもの､またはyリノ7日†1､が

t･/叶帥l韮 (慌能)JJrイJ-するL.のがY2-えられる

本仰一光では,I/ lJノ7日帖がセンサ伎綻 tl-:T･rt快.LH.依能)をもつセンサJ/り yフを作雪空

した 作き竺Lf_センサJ/ 1) ノ7の掛戊とその榊',ii能ノ)に/)いてlJ.卜に述べる

(1) センサグリップの形状及び構成

把持ノ)'JTJliを7El4',立するためのセンサダリ/ブは､スキーホールをIl._F',iiL.I/リ ノ7に近

い帆 ill形1)(I+._{も-).'ff増のセンサを20榊舷列させた l'JFLl-8に ･例として.)E唯となるセ ン

サとセ ンサ'/l)/7の外形を'J.-す センサには､nlみゲージ (KGF一日20･CH l､)IHl｢.正

米)を2f川廿fL､ゲージ出))のjIlを求めることでr盛度の指lT州 -の此iYI,をHJにみたC,

センサyリ y7は､FrJ弧の外作が35rllrllのものを)より王とL､H弧の外'T3;がlqなるセンサ

を副ふITわせ､ス トレ- ト形状 とテーハ形状の i)のを9稚牙i作烈した れ_裂したセンサy

り17引雪目-9L.11､lb)に示す また､センサグリノ7の｣は及び‡て:lとを 衣412に,示す IiT

LI-9(.lHまストレー ト形lJ(のセンサグリ ノ7であり, l棚-9(b)はテーハ形状のセンサグリン

I/である ス トレー ト形状のセンサダリ/フは､FIJ瓜の外行が2511111l､30nl111､35rlllll､40mrll､

45111111の5f･riだl(以 h d25､430､435､≠40.¢45と称する)､テーハ形･lJ(のセンサy

リノ7は､)長竹のセンサJJ._,･(卜いこして､IIJ弧の外維fL_,･05nll11､1.0111m,15mlll､20nlnl､

の川桁で,変化させたi)ののLl緒方JI(以 卜,テーハ05,テーハ10､テ-ハ15.チ-ハ20

と枯す7J である センサのLトL､には45nlmの出先の作を]垣し､センサが如かないよう

に接11IF刑でll,]',iiLI= また､7TIlみゲージは樹肺 (エラストマ)でコーティンyした
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(.1)Cros



ス トレー ト形状Lb テ

-ハ形状l∠=-9 センサ'/



ここで､テ-ハ形･IJ､のt,ノサ グリ ソー/のI‖,)Jを･,LZLす7J 小..ふよでは､川L110の よう

に､/hL指から′ト肘 二‥りけてセ /叶が訓 くなるよ:):二十ZJr,(,ノ),i･ Mr淋 り 0ldL･1grlPl

その逆の持U J,を ｢'iuh'L) Rn… gnF', とする

二 日 二 二一

Ll 鵬ち':IordL･rぎ‖l一 日' 'iu抽日日RL･､rLl､亡LilnT)

I小目O テーハーJtZ･l)､Q)七 /サ '/リ ノフのJh'E)))の',iZjt

(2) センサグリップの 感度

l小トSの)的仁となるセ ンサの感性1才汁lを')ー駿 とFEM でll(r.lJLt_ そのi.川上を図1-日ll)

lblに示す 【∠=JHLHは､セ ンサの トト)Jl･'りから1㌧EHl'Jf'州 をIJlk たときの11.;(･rtと胤 [目上.)J

のJk日系をノバし､L父=-ll(b)は､悠J父の梢I;り化 をJJ(めるために､N IL:[を加える1r=ユ rJを,&え

て七 /サ･卜し､ノJrLr.Jに20NJを加えたときのr.i.)JILlrを小した
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OSL.IllCIo.lds(ト

)(.1) セ ンサのJ盛1エ



LXJ4-ll(Ll)より､セ ンサに加えたl'JJr的fil:･'TとLLノJとのl日日二はLL比例rl'JIiu帳があ り､ilHR

性 も柵.itJされた また､ト糾一日(b)より､1､みJJJ-ジ A.B ,[,秋の川.))ではL'HllTの)JIT')に

よ-'て悠Jftがノ､きく変化するが､//-ジ.LIJ.JJの41日 A十l主)杏.拒めることによ-,て.I.Eqf父の

1Rrl.州 が払 ､巧されていることがわかる Lか し,上20 でJJ瑞､140 で25,万の悠Jlflt
卜が.iJめりiLた

(3) 把持 力測定能 力

什増注したセンサ'/リノブは土40 を超えた仙 rl1には悠fXをJ')たない しか し､プリノブ

を把IllするときはT-'ll_部や指先が111川lIと1左触 しているため､拙!りJの訟411を求めることは

小･■IlJEであるo

そこで､センサグリ ノ7が化すHJの総411に対してどのFI'J父の.別介で検出できるかを悠Jl

離 (超付1)‖フレスケール､.itフイルム)を川いてf'(l.TLLJLた 4535のセンサ'/'リ ソ7と

IL.)じJFZ･iJ(に加 rLた糾野望のyリノブに､悠lズJを.-J_Efるためフレスケール-(ノト(･.I;I.3',:ゴムJ

を介し､スキ-ホールを突 くJlJy作と ■̀うからrJlき抜 く助(1,Ja:1il',正した10()N の/桝l')なiHl,'i,を

かけたときの把持ノJJJjlTJをIL"1',tしたoIZI4-12(Ll)の斜線で小 したような/jiJ指をためその延

LIX:拙 Lの 丁甥.'引;までの47'[を城にかかったJl.ノJ/)♪イl】から､l舶 ･12(♭)に′バすセンサク'リノ7で

うl測叫能なIrJliE-範l川 (ll+b+C+(l)､また (b+し)に州 l'lする圧ノJの.I,EJI千を.Kd)た JくLl13にそ

のi,I.火を′バすo



ノくト3 センサJ/り ノブで.m',iiできるT::T･rLTの.切lT

(Unll %)

Finger

b+i. こl+b十亡+(l

b+elnd(.A 70.0 lL4

69.9 ｣｣.2トⅠiddlL. 57_3

日.3 68.7 JS.1Rin g lI.

5 29.3 63.0 ･16_1Liltlc 29.5 13_1 50,3 35.9

Tnmt 52.3 33.5 58..I 39.7如 -3より､センサY') / 7 で.汁掛

け能な1(Jl空掛 川 (Ll+b･Kd)では.′バ指と小指では悠Jl:歓でtlq',iiした把持ノJの総和の60

-70%を険.LIl."T能である 環指と′ト桁では突く動作では30-.I0%､引き寸JRく!･b作で50-60■諸となっている また､tb+で)につい

ても環指と小指についてJ"JI7,の帆J'JJが比られるE,ここで､川いたセ ンサ y リ

ノフが､J35であったため､環指と小指のiLlり戊では下甘 鞘のtlH川llへのJlノ｣が高く､快州されZ/剖(千が

′トさく.州;iiされている｡Lかし､T甘¥l;の仙 tlrへのJE:ノJをろばせず.行指のノ)のみをiI

IIJ'起することをL川')とすれば､七/サJ/リyプは HJTな測r,正能ノ)をIJLていると‥える｡

また､スキーホールとLて今綾JI._F',こする外ノ)は､センサFhl'liのl王手)Jl.'･)であることから.帆 †l



443 グリップの感性評価方法

スキー･ホールの'/リノフ形状をultHEすLlで耶IA-とな-'てくる ｢抑 りやすさ｣､｢'Jtき

やすさJ､｢lkりやすさ｣の3lJh'-は､人1,"Jの.LlfEl'llJJEJH の芯三笥rを一三けやすく､JiT軌的な刊

'Jに)L桝が'Jiiめにくい しかし∴ll経験4亡とよばれ7/Jl一tが仰:I'されるに-)九､感作:.;の..I

:lと化に糸rlをE)-えっ,)ある

JISによるとl̀･,能検1亡とは｢人糊の感JILを川いて.I"I.円才川 を..†触し､FJ断)が幣とllTil干し

てlJJ'Jiiを トす検1た｣とある また､̀日経検1とにおいては..F価,ir･W,izする拘Pfl的絹代と.,f-価

とのInJの対I･tJが1対1でrJ.くてはならない しかし､r触 りやすさ｣なとのHr-rdlでは.校(T

fl'JfJI物JlM′J岨作によって維々の感IILが もたらさ礼.これらの川除によ′'て'1}肘I'Jl=J接 が形

成され,l一価されるため､物PErJ'.)kE;作と.ilfdiのl対除は 1対 )ではなく多相lとなり.その..I一

価を舶',iiする物PP_ll')Vi咋,+rlF,if化することは稚い ､ このような●JHBrEでの.,1一価が r感作..千

価 ｣である そのため木研究では､｢̀F,,能検1EJではなく r感作..E･仙｣を子rう

以 ドに､n判したセンサプリ/7をJHいて Hh●りやす さ｣､｢突きやすさ｣,｢書もiりやす

さ｣の悠作目l'llnfL_r･行った)Jllfを)こじへる｡センサグリ ノ7を過Il=/た帖放EJlぴil.niは､)､

(:JJ(で述べる

つ -)1,'l小される対毅(センサダリノブ)について､抜放薪の心のFL-にある 一',Liの).叩l

にElTLらし､絶対川断によって11分いをノそす範鵬に'Jl好け る 分相iの化ノJは.･LJILl･):の Sl)

は･･を利目して放Illl化を1Tつた｡｢粘 りやすさ｣の畝1LlL化は+3- 3までの7段断とし､非

;･.に掘 りやすい +3.粘 りやすい +2､やや搬 りやすい +1.どちらともいえない 0､

やや触 りにくい -l､触 りにくい 一2.JI常に的…り王こくい 3とした ス トレー ト形

状のセンサプリ/75純giと､テーハ形1Jこのセンサグリノ74f･rlyIについてはIrilF.:りと逆掘

りの2始 りについて感作評†dllを寺rった｡対製の1,ri′1りJははlil触捉′Jこてあt)､その..IJ価は絶

対TJJ噺で行うため､I,li･示するI掛声が.il価に影羽をJAはすことはないとろえられる そのた

め‥,1･･価を子TうIl抑 は較紫石に fT_した

｢'J突きやすさ｣と r施±りやすさ｣の.,fL価 も川 菜のJJ'u三で子r′Jた｡
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444 静的な負荷に対する把持力分布測定方法

本Jl'tでは､n'I竺Lf=i･ンサ J/り ノー/を= いて､ スキ-ホ-ルri･'Jlく仙11と''(から'Jlき拙

く州 1,をfil',ilしたJ請的/.inlu'(:二相する杷4'Jノ)'JTIlJをlllI',LTるJJ-i.lJr,バ十

(1) 測定装置

('lfLEl')なく川 Tに対す る把持ノ)'JTJl'.llg',ヒ]/;;'1'■Iをlズ=-[3:二小す セ ンサ yり /7*i･杷j-Iして守■J'

り tたケー ジ.州.ノJは､多lJiデ ジタルデー タql以IJLL''lllt ･ィ川1日L';I.t製7V07 を介Lでハ-

ソナル コンヒ1- タ.I"よ71)ムませ.nT)'AJJllされる また､fifl'Iはfjm.̂験h ifill-ボール

トrlJlンF,増 しJTM-HlT に氾 ･川 けられたロ- ドセ ルで<則',iiL.その ときの杷1'J'JJ'/1JIJ

を測',iiLI= 榊',LのILlをl-LlHILI′トす

lil1-13





(Ll)
'



GL.M J七'ち川一･LIConll≠｡Ler

lJXJdccll

SLICklTYIL10n

SW lnB llY,(IonL糾-】6 勅的fJnlt;TLこ対する肥り=ノ)'JILlflilI
'
,

ii'/'iFVl'(2) センサ

グリップの把持方法と動作d:'Mr'Jf'il.Tf!二対する化けノJ分LLTの測''とは､L只川-16に小すように､突 く4,IgMと

似 る動目について行った｡突 く助作の城でT,抵験 石には､WIM!WL_r･ほほ LIlTIJに曲Lf､前恥.

てじを水1'に してセ ンサ '/リ /ブを把持 させ､TI-rlを動か さず肘r那 TFの回転により】00m111

l･_からロー ドセルを一突くように放'Jたした J突 く)Jは､Lo≠ 糾 ON).M'ddk･(約70N)､HIgh

(1uJJOON と3投断に変化させ､1秒に1回の速 さでそれぞれ30回で/)ilrlIr-I:向き

に突いて もらい､そのときの杷11AノJJJl和とJj突いたノ)をLllU
'



粘る励作の場lT.敗駿 打には､りHiuj"･rJをほほII■川 に川=Y.FJTJI帖t･171;を木･I′に してセ ンサ y

リ ノフを把持 させ､In-17に小す J:I.)に､I/rt'く励作 とはJか､Trfの拙I.lIi(R.)dlLll-nexl0nl.

Jlf,Ll:.!.ly作 ulnilr-nL･Xl0n によ-'て払くらせた 触る速 さは1秒でlfl二ikす7U速 さ SloW:1111.I

と.速 く池～る OL"CL-i')2Hz) 2f:71耶 とし､それぞれ30回ずつ搬 らせ杷JlTJJ/JTJlHを.liq',たし

た 丁･rほ 招ftlミ､JIJLL･:したときになすlfIJ父は､60 とす7JよJJL Lll)卜けた

u lの よ:)に､スキーホールをiJiう4rJuLlを ｢'Jlく｣効目と ｢†ら(る｣桝 1に'JIガIL､中経

化することで､終1[b作に対するも1過(.{ブリ ノブ彫jJこの帳,.[がl･r能 となる

:iIニ ー :i:二 二

tiH 揺IllZ.tRildlilHlexl0n) (b) Jll.LII.(UlnLlrイ kx10n)

L舶-】7 搬 るときのtiBl.,棚力作及びJ､川!.勅11
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45 結言

本.I.'.では､スキーホールを,,lL,uり彬をする rで､汎HT'lの,･.I,･JL､..LllHI)Jは を1,rl黙した ます､

'左/I汁kの槻(.Lhを取 り入れた..lL..rのための..1仙))71､として.CFRP ン17 トのJ洋人に繰る‖l

仙)JJは を小した スキーホール製.A,['.の附作化を川ることをElll')とした随従化..lL‖tのための

,111"lJハムとしては､ l.としで仰作モーメン トと+,t心,鮎軌モー ド解桝))'t上!二l八 ､て述べた

さらに.苑毒りやす さやIJ}いやす さにIuするスキ-ホ-ルの推Il作のホ イン トとなるグL)

′フの.LLPL,.Iのため に.感作..F価羊.i;と人目llJのノ)発T;l.特化 ･1,取り入れた.沖fdlノJ･Ii'について述

＼た

この ように､スキーホールの..lL.了fのための..F価ノJはは､Hl川 作の憐仙rl'州 fl1.'Iの測'Jに

のみT..らず､人luのJ盛付 .lrLHl.さらには1･EIl川･の人目りの才川 に過Lた.▲lL.fl,+i:4】うことが ピ･

LZさである
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第 5章

スキーポ-ルへの性能評価方法の適用



第5章 スキーポールへの性能評価方法の適用

51 緒言

･T,ILl.'rでは.スキ-ホールの/lJl､作を).I_叩lとしたcJ=RI'判 /1･フ トfH LのHlL..tのための

..HJll】ノJはを.また蹴 りやす さt.)の椛能代のIJHではJi一言什モー メン トやあり.;Uモー ド節qTrJJ.Lム

!二ついてJ玉べた また.JJ,"'Jがf･Eu･f･に発′ll.する把持JJ4'111とrB作.,Hdlか らブリ /7日.LrL..a

のための 姓の..F仙JJfj､:二ついて従案した

本丁.官では､リ;際の CFRP烈シャフ トやrf)域の製.I"),､また '/り 77を肘 疑した1--･'j.TIE_'JHIJ-セ

ンサ,+i_r･JHいて,I,rl来した‖ド仙)Jlよに越川Lf_毒,I.米をjdiベ7U

5_2 CFRPシャフトの安全性に関わる評価方法への適用

521 試壊用シャフト

本')≦敗で仙川した CFRPを望/ヤフ トの形状.】はをl刈5-1に′いす スキーホール川 ンII

フ トは､ス トレー ト桃とテーハ.,.liからなっている｡ シーr7 トの肉JI,Iは.L5■11111 'JLiで､

マ トリ ノ'/スにエホキ ノ樹脂を仙川 したフリフ レグをンー トrJインデ ィングILによ-'て成

形Lている 衣5-1に CFRPシャフ トの材r日掛戊を′Jけ CFRPl/1･7 トとのltt尖');駿に仙

川した7ル ミニ.JJム(千金烈シャフ トは､.I:..,JJ系700糊 (i18､108 である

-123-





522 実験結果および考察

(1) 衝撃損傷の特徴

]Jの軌1琵工才.ルギーを加えたときのすi目抜のノttlll形])､のillq',Li.1,nit._,図5-2に′lJ.す l･･j川

から､CFRPンヤフ トはアルミ二rJ/ムナナ(T≡/17 トに比べ､IIH.lJ)Jr''')で†'';(･TH■-I.=よる他J火

の進:姑が人きく.アル ミニウム[ナ食シャフ トに比われ7ul.;TITH■.I.㌧J14の絹やかな変形が比i-)

れないOま7㌧_IlLH妨近1'J引二川IiH=よるパ リカ.'発/tしている

2棚方Eのシ1-Jトに付けられたILHiSの特徴は､#l咋エネルギーと相似のJ'l上人深 さから把

鵬できるとEi'.われることから､そのl別路を川5-3に小す l･州 rから､アIL,ミニ'JムlT食/

17 トは祈+Fエネルギーの増加は とい こそのIL1†妨深さもJT;'加 している この川除はノ1･フ

トの雅代変形t,lTt/ことから､律i唱エネルギーの増 加!:対し.Iii粘(宗きがより大きくt.:/)

ている｡

これに).ELて.CFRPシ17 トのJiHH;は､'dl甲エネルギーが1-1J3JまでIHtも,(̀若さが叩

加するのに対し､それを越えるとlii愉 宗さが ',iiとなりている このJIllEllとして､帆喋エ

ネルギーが約3Jまでは,J～llH†1ViJ'E刷れの破)カの赴イ了によって1川iJUJf深 くなるが､それを

越R.ると材料r勺潮のJyIF''u剃鮒によ,)て机喋エ耳､ルギーが(剛 史されるとJll',iiされる

この破JizjR'Aの杷lhLは､CFRPン1･フ トへ lJから5Jまでの帆l̀Fエイ､ルギーを′)えた

ときのX線透iyJJl1一tにより比較する その扱Y.瑞1.X-を【要r5-Llに′トす r･,l図から､filやエイ､

ルギーが増加け ると.材杵1勺[%の板場I.-古)4邦からVIl;lJJ剃嫌が)iLfはしてい くのが拙宅-できる
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(3) 曲げ試験における衝撃損傷の影響

次 に､ /十7 トの11rHi!･,'Di比について､fJ,Tや工不JL,1-- と岐)那:(,r･0).JL放詳∴1土からJt,,品け

7J 的■即 ul'lv;を11'}した校の7ル ミニ7'/ム(T余ン十フ トとcFRPン1I/トの 一 IlllけtJt版

とrJLr･-,LHlげ..ペ牌の地相HtIT,rrの封,米を図.-h6に′Jけ I'l'3.人脈私F淵 から､Irli)かますへて相似7i.

'JえたJl岩(l仰｣で起こってい る

JJLl.川 lげ,.大助私..51上から､軌-1紺 1119)のない城(千の倣岐lHr･Rは.CFRP ノ17 トがアル ミニ

ウム(チ/Lh/ヤ7 トここItへ.･:.I,く､肘 戸上 ネJL,ギーのL'lTlllTととい 二:i.1肘二†1t卜し､.I)On｡以 卜と

な,'ている 机dl,2ェ 7･ルギーが 1｣以 卜になると.俄峻il,;lLr11ま漸減 し.アル ミニウム(T/に

の場 fTとIL･=二よ})な帆 r'りを小している このことは.CFRP シ17 トの地場jJL製がアル ミ

二 /)ムナナ令のそれとはソ･‡なり JEY･かなLJ.HWH初が/川 してし-て いH梢 ･性に人きくと:三で召す

ることを′)､している

･ノJ. rHlげ.止妹の芽【M工からt両シ17 トのrUi峻1㍍川 は.LJLL.l川日で.i't娘も1.肘 二比へて

低 くなJ)ている これは､中火のTlJTTと.EJ.に止.)Jが肘 l■す ることから､その.刊;/)♪での11,lLIT.地

｣カが発JLすることによることを′Jミしている 朋にその1qLrl'りは､CFRl'/17 トの紳F'rFエ 141

ルギーがLlill.;[されない場lH二抑 汗である

以 Jl.のことから､ン十フ トのIIF=T.Jt激はLJL),.LLHlげ..八旗が過 してい7Uが､スキ-ホールの

ようなテ-ハが11jいtL;城介はITLIJ'日1Flげ.式験が11相は ことから.即 Fエ 不ルギ-が lJ以 r-

iilL;fされた棚ITには､ 三一【桝デ.Jt駿がイJ効であるといPLる このことから､以後の11(=T,JL

騒音.1in上の.滋目論は J_!州‖T,A;験にて行 ))

129-



4

3

N
J

2

0

P

e
O
l
a
J
nTD
e

)
｣

4points

A1-alloyshaft

｢ 蒜 ;ー0. ..一口____..___ 一一●■■一一

■4poin

tsCFRPsh

af【一一~一一-ll-7-
-.--3

points0 1 2 3

4 5lmpactene

rgy JL句516 Etl=デ,ぺ験における執甥エネルギーと破)尤1:

;i並のl判掠次に､CFRPシ17 トでは微′トなr勺部fLi博がシャフトの破岐lp'(薮に大きな泣

き称を及ほしてい7Uことが1JLI5-6からも岬Jちかであることから､CFRPンヤフ トにITUl'JなlEil韻

を′)えて曲げ.J

t験をrrう静的Iij侍のい(p'Iは､キス1)のJlJでシャフ トのIIJl.gJ)11りに削ることによって'f

fい､そのときのシャフ トの爪1馴Jく態をX線遥過 り)-･i'主により桃やすると､r婦的なlHl話ではVzF;

盲】剃従の内t附i川Gは比られなか-)たOこのl-1Jr的tn相を )̀えたン十7 トの . llLllT.7状験を4

rう｡付加したl削り†i日誌のLll人深さと破)ifT'LtTT仁のFRl操をl叫5-7に'1<す｡同図から､1坊の深さが0

311川1粒度までは破IiHp'i屯が紙 FLない f.T加したtH脂の深 さと図5･3の7ルミニウム

介金シJr7トのi+J甲Iijt坊深さを)lLE'させると､yJ畷エイ､ルギーは約 2JMLF'lとなる｡これらの

i.,iItから.CFRI)-/.Yフ トの粁しい稚/lJ.跡雌のTlir･は､材料の外伽の深さでなく､IJLJ

祁1m初の進娘が起因している
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(4) ポ ス ト′くックリング 試 演 にお ける衝 撃 損 傷 の 影 響

スキーホール†小l川.T:二軸線卜に遡11の(.,'j.Ttがかか !)､ホス トハ ′I/I)/Yの状tBTEにな

ると.アル ミニr')A(Tlr)の1鵜介､ンJL･フ トの小火L雅か L?llLL州 する しか し,CFRPQ)域合､

判化,変形をhLiこさないため､9l.LN,里的/Jr軸破断する瑚ITが多い ここでは､CFRPのifll汚!li

liH=よる変形:lとの減少と破Jカの1.f徴について.瓜冶する

娩喋m IIvlのない Cm Pンヤ7 トの･納経ノJII'11にIll川 したひずみ/JJ-ソのIII.)Jから､ホス ト

ハ ′クリンプ時の -/-rフ トの/6,でr;のひずみ:11･をl刈5-8に′トす トHzIか ら､LliJ(ひずみの佃

巾はイl'突きからのbLl扱ト■HI'ノiが300-400■11'11U)範囲で､テーハ桃にある =)､に, 09Jの軌

甥エネルギーを ltHけHJ-加した CFRPノヤフ トを川い､損f軌稚'Jlを圧細川那二良三hyiしてホス

トパ /クリンY.A:験 を了Tう｡11if旨･J_r･'jえた軸線fhFT.'と破Jか 二iミるまでの安(:JT:l1-の測定iI,火-

をl句5-9に′J､す Il.J川から､軸殺ThlrIL300-8OOllllllの範E榔 二IHI蛎を')･えた 瑚 ナナ､いずれも

ハ yクー)ングの変(:i.:.とがJ0-50111111と小 さく,シャフ トの変形が小 さな梯介において も､

1日帽.%からの舷城 を起こしている｡ここで､祈幣mf第.%を圧者FifE司-鮎Lr.VILした城(ナは､1号て

1Hll与.%から帳場 を起こしている これに対 し.帆喋†州毎がない シ17 トの1A介は､,A:位:lt

がIF7均 2･10nlm Fl'J空で紙状 し､肢峻TAlJ軒はLll人ひずみ!-tのIPl斬付近にみ られた このよう

に.シ17 卜の破1日は1【‖11のイ[虹が人きな必苧巧,をIJえることを′JJ,している｡

攻に､帆幣Iは帆 棚を･Jlっ･jliI)GRj-hi!iFILすると､すHTij部からの破)かまみ られず､破増 に乍

るまでの変は :I:.Iは牧FLない ｡しか し､シャフ トの破壊状況は､3JJTl.W以 Lの//7妊敵城 を

起こすこと もある

これらの砥塊の枚5.4は､,A:.I;JAiビデオ装掛 二よって行 う｡ 0.9Jの軌畷工 不ルギーをシャ

フ トのテ-ハ偶先箱からLIOOmm のfLIF.正へ付加し､損悔個所がホス トバ ノクリングによっ

て破蛾するDi製のi.I,1にを伺5-10に示す｡ アル ミニウム合金 シャフ トの場合はJ.･l川ti破JR<がみ

られるが､CFIW シ17 トでは､執慣ml敏納所でのIl-_新政)夷がみ られ､破横形1BrEが明 らか

に)一.I-なっている CFRPシャフ トの破fTIiは破断 した純雑が鋭 く.スキーホールとしては危

険刊がlL:古い といえる
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523 まとめ

イJflでは､iLLz引･川 日.;が多くな一'て きているスキー;トール川 Cl;RP/1I/ト二･)いて､

スキー11JL/Li.FJ:二′lしろIIl+171日1㍍:よ-'-L一也こZJ]i)ulPtトをL,lJ､〝)7'ル ミ_r'/ム(㌻ 'E ノ J･フ

トとJt較す7Jこと!:よ･'てそのri;Ullと破娘の1'J微をUJ-,か:こし､i如1..川nJ.八坂JJL1､への)也

JIJを.JUtた

Cドlミl)ン1-/トでは.スキー板との机'JtによってEJえられると.liHつれる 1J相性の軌■lF

T不ルギーiHTi,)によ･,て破峻仙巾.が 50--(.以 ‡いltJ.十7/JりこれlJ.めJ,れ､ホス トハ ′I/

リンy:二よ7U破峡までの食f:r:lトが1''J占O('.,娘少した cF RP シーrJトの'放牧llt卜は.II'ル

ミニrlJムlT'fhシ1･フ トと-)-･:なり､i.･日2-'J制札のrJ相川iriかi.訟IJJ-i-あることが .TL孜J皇過′̀J-!'L

やL'lirT'JliH貼付J)ll)王族か一明3,かである ホスト/､y グリンYでの CFRPシー7トの依Lた:ま,

アル ミ二rlJム(T'Fシ▲-/トのJll･'.I)､砿城 と'Jl.!な.)､的や!【日三川小Iiてr/)HdEI線状であ7JことJi･

小 している

スキ-ホール川 シャフ トの..tf臥 二本JL賊ノJ-_I.を=い7Uこと:二よ･)､スキーポ- ルへの

cF lミP /ヤフ トの,l羊人に托､し安'Itilのr;'J卜か1Jli赴 されるが､Jllit,.T.一次(.H.111也は.ホス ト/､

/ク1)ンJ/におけ7/JJ艶舷J炎ド))lr.対策†_7､を1;u砥することであるといえる
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53 スキーポールの機能性に関わる評価方法への適用

531 スキーポールの撃心位置と慣性モーメント

.式験川の スキーホールは､lxl5-11に'JI.すように,シャフ ト バスケ ノト､IrA'j突き (ナノ

7 1､//リノ7 ､ス トラ ノ7からfl'年収されているo慢心ト■川L̀L.ii'川_モーメントについては､

lメーカー､ 16L･柑 iのrlJullのスキーホー ル (アル ミき芝､CFRP菅生)についてlLll',巨を子iつ

た

図5-11 スキ-ホールの[%.(,['l鰍戊
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lZ15-12は.'̂ノーJJ-のFZJ舶のスキーホール (アルミ,=r･/A(チ/RJI注ンJL-/ト及び CFRI,

ン1･フ トをL･M=ーたi'の)の113-心ト■rl'F'■とmf'[モーメントのFu緑を′J､した ものである メー

カによってJ}url■Jの.,.'rl.it■i■.hJが)l･!な.)I1',?･Lll.',-lLWJiびmfEモーメント:二1.r軟を持っているこ

とがわかる 喋･LJ:IL'･y･Lが突きやす さ,を.耶化モーメントが也ミりやす さを)､す物稚 :,:である

とすれば.'jlメーカーとい ∴ アル ミニウム(T令号泣のシ17 トよ:)もcFlミP'I!ン117 トを

IHいた焚.("'JのJJ-がJJ･J'物PIH.:.に13いてFiEれた特刊がIk九でいる

スキーホールノーか-は､突きやすさや為くりやす さをJJLn.Jの悠n.に1/('([した..,LrLJをして

い7Jが,本JJu.の題目により感作と物月l_:.:の..†肺はN‖削lが,,:い-とろえられる 本J)-メ.:I

よ-'て､fFt竹モーメントJiび乍･Ll:II;どll_,JL_,･ri易に求めることができるが､形1Iこと胡fl綿,l1か

らむ,lEめられる物LltE:.とであ り､人IZl'Jとのほ･●[であるy リ ノフの形1)､ヤ朋Ti.r=よって､粘り

やすさ<.字が人きく,変わるものとEil.われる こiLについては.5上川iで.dye.丘する

532 振動モード解析方法の考察

人川がスキーホールをf･hHしているときの血W'hモー ド附桝tL_r･'11:)ためには､flJ剖対故を

測'/iiするJ)えから､人川の把I-iに近いIJ'lL,ifノバi;が必■&'である 1舶-)3に.(A)は人がシう

フ トを1繁く粘った城介,(B)は片j‡ちJtIfr.lHで シ1プ トとLfr)とのJHlHL何 も1火まない城fT

(C)は//ル1)､の｣ン川ほ 挑んだ城合､さらに日))はスホンジ状の付IIを挟んだ城でH=ついて

(ム)BEitl牧をim1',iILた寺..,火を′J､す｡

(B)からは､(A)と比較 してI1.1イ川く勅汝が.I::)く減i-とTJEが小 さいことがIyJちかである こ

れは.(A)の城lHLは､人IrrJが把持することで鵬刺 をJ炊収するためで,Hi)のようにrF･純

にシャフ トt._r･仰',iiLてモー ド解析を行 うことができないことrLIr･示している ,)くに､減 1と胡

羽を†･kJ目してlJ'l',iiした(C)～(D)の域IT.(C)､(l))のJrlで(A)のkjiEl判故に近,)いている

ことがPJる 図5-1-Iは､(A)人川が /ヤフ トを相,'た城lTと rT)1スホンソ状の材料を挟

んだ城介のjhJ(軸モー ドも1.求,を示 した t)のである F･･jExlより.Ehlイrlii加数がほほ rxしてい

ることから､磁軸モー ド解析は約11-の l二)､:二より人f'"'Jの杷lHJJLrEがf咋Jkでさることを示 し

ている また.(D でf･h目したIf..ll-を川いて.アルミニrJJム(千金裂シャフ トのスキーホー

ルの';t成.L"1.とシャフ トのみの振動モ- ドの比較･Jf'fl-ノたとこ7'､図5･15のように揃のL:,_VII

や榊イ1振動款に7--:が.遭められ､グlJノフ材の逆子博が人きいも1.刀工を′トした
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54人間の感性と力発揮特性を考慮したスキーポールグリップ設計のための評

価方法への適用

1LF11では､t･ンサ '/ り ノブを川いて スキーホール,を′突く州I'Jと'1.から･Jlき拙 く朔日･Jl･+J.I

''iiしたIrJJM')なく′li'"'Tに対する杷)与ノJ'JJJlJJをIL"JJ,とし､-t=ンサ //'1)ノ7の形･lJtと人IIL.Jの把1r))J斗1

1JlのIllH宗に/)いてぢ'F,ifi-子jう また､'行桁の把HJJの船舶 と感付け仙のy.!LtとのI謎】係につ

いて t)ぢ邪 を子J;)

I)､:二､セ ンサ クーリ ノ7 7LJ:川いて仙 1'tJなノJll､はである'Jtく励11と≠(る動作に対する化けノ)

I/jlr'Aを'川J''iiL､セ ンサ yリ /フのJfZlJ､と人lHlJの把lfJ)J判11のrk順 についてrY.丈を守Jう ま

た.行指の把1-1JJの総JHとI,EWL.L帆の茸!川上との川続に-)いて もそ茨へ,Ji･'TiI)

541 被与奏者

拡販 吊は成人リ川_7人 (A-G)､収入火付2人 (H.11のナナt汁9人とL､紙駿丁はイ】丁と

した 被煉 れ ま乍11イIA利 きである E刈5116にT-のはJt川 を′J､す また.rl州 lに′(.した終端

(;Fの丁の =_)こ7宝,･ノく5-2に小す

図5-16 T
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iO542 感性評価方法への適用''連作..F佃】の軌 火-を､ス トレー ト形状のセンサ J/リ ノブと¢3.-)のセ ンサ ク



(1) 握りやすさ

l舶-1SL.lI.(b)に､1Jl験 月七日 (A- l の ｢jh■E)やす さ｣の感作HlllrrFの義一.米を′】け

図5-)bh)はス トレー ト形状のセンサJ/'リノ7(7)秦.L.iLlであ り､図5-)8(ll)は 4S35のセ ンサ y

リノフを).l_叩lとしてテ-ハが子,'TUrに人きくなるように.1仁べた孝.rH代である

図5･18(.Ilより､'ji枇験 打とも¢30もしくはd35のセンサ '/リノ7の.,l価がLLH'高いこ

とかわかる これはJtJ.I.･1-ら やl･:..JPrら のiLl･逓粘りほ.が30-35111mであるというYli:E,･とよ

く -jJLしている

lll5-lS(h-より､行fli駿 Z7とも小指仏和がaIlく′ト指脚がノ亡くなる仇…りノJである)i!粘 りより

i.､小指Il"けりくく′ト朽IlllJが捌 くなZJhtりノJである月別肘 )のノ)が.,I-ldlJが.,:.17く､その中でもテ

-ハ05の七ンサグリノブの肌掘りの"l･Tt"rが.I:い､ことがわかる こJLは.'ji-1行の1-1と過ii;が

′JJt指lWjは人〈小指仙 よ糾 い ■ことにr刈17tL;.しているとiiしわれる

(2) 突きやすさ

IとI5･19(.日､(bH=披騒ポ'.'llの ｢突きやすさ｣のl連作..IldfIのhl.HI-を′Jけ LiT5-19(a)は､

ス トレー ト形状の七/サ yリ /7の耕.刀1-であ り, l刈5-19(b)は≠35のセ ンサ グリ ノフをAI.

畔としてテーハがf:T://に)､きくなるように･ir′べた寿.I,nlである｡

図5-19(.llより､図5-18(.I)と比較すると.給紙験満とbL止も触 りやすいとI盛じた経より

細い稚.のセンサグリ ノ7の.,F価がIF::)くな-)でいることがわかる｡八11:,.)らにより,r!Iu'Tのノ)'

向がIl脚の城(㌢の日時[Zl.J把粕における41･適征は20-25mmであると瀧こI,･されている し

かL/T･l,･=ま'突･く動作､つまり(llp'fのJJIl'･Jが協榊であるため､そのLn一題手引よr!柿のJJJ向がJl

朋のときよりも太い帆 (りにある (lXI5-19(.1日 また､'ll-指の拡適性は,Tt指flqが太く′Hm hJ

が拙いことが附 l;されている これらのことから.iM;IのJjrlりが位側や)川 Uのときの短帖

rtり杷鵬におけるEll適'fJJ巨は､(dill-;jのノ)一向他によって5㌧ミなり､それはノ｣がづ帥 tされる指ごとの

L止追従に1/(l1-していると.1ユlカ れる

図5119(blより､17(15-18(b)と比較すると､テーハ05のセ ンサ ブリ ノブのIrl掘 りだけで

なくテーハ05のセンサ グ17 77の逆粘りの.沖価も.lL■:;くなっていることがわかる｡これは､

小指脚が).(いと突きやすいためと臥われる しかし,川5-18(b)より'J=相関が耕す ぎた り､
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小指脚が人す ぎた りすると)聖に突き!二くくなる帆 L'･Jにある これは､行指のJ'li-過行が′L､指

川は 人 く小指蛸は都いことにrq綜しているとEiJ.われる

(3) 振りやすさ

l舶 -20(LIL (hH=｢劫1りやす さ｣の感化 .川F)のもui,+r披験 nl,iiに-)いて′J､す 川.-)-20

(.I)はス トレー ト形状のセ ンサ グリ y7の幸,-.火であ り.図5-20(h)は ¢:!5のセ ンサ グリ /7

杏)桝Izとしてテ-ハ那f,'i;/.･に人きくなるJ::)に､Ir,へた抑ntであ7u

llr5-20(Lllより.図5-18(illと比較すると､終板験jTとい止も糾りやすい と感 した稚よu

i11Lい作のセ ンサ y r) y7の..IJlnlが.I:.･Jくなっている このことは.如7Uとい う朔日の場 (千

スキーホ-ルは丁のfhJHlh Jll.･J三のgrJu作抵州を超えた刺 さをするため,その ときには丁'判勺

での J/リ ン7の(川J性がピ･IRTとなることに['L'J繰しているとIil.われる このことよ:).触 り

やすい子圭はT･のlllで効か しやすい細い維であると!il.われる

l舶-20(b)よ り､'6披験Eとも)聖粘りやJlrtLktり(=例掠な くテーハが人きくr+るとLbくりに

くいとJ･L_&じ､テーハ05のセ ンサ グlJノ7のJlrl仙量りの.沖仙lがJllt,高いことがわかる この

ことも.各桁の仏削i;が示指即日iJ.(く小指帥ま耕いことにE父J除しているとEi(.わかる

-113-



oriO O15
S州SOrgnp ¢Jtl

OJ5(Ll) ス トレー ト形状のグリ77

ScnくOr芸nP

(b) テーハ形状のグリノ7+ A- B-▲･一C-+-D一〉一一E.⊂トFI-也-G-01H一光-I



¢25 ¢jn d15

0JOScnsorgnl

)(.I) ス トレー ト形1)､の グ

リノプSenmrgnp

(b) テ ーパ 形寸)､の グT

Jノブ-◆-A+ B-1▲-C-●-D-JC-E｣コーF-△-G一〇一H+ Ⅰ

川5-19 クこきやすさの悠刊.illL1



OJO oJ50

3O dH 5Senゝ o

rgrll)(.11 ストレート形

状 の グリ ノ7l■FYr■< lJP llJ
T小TlIl仙 frlP l■山 IrlP

lkLllt叶Sens

orgrlP(b) テーハ形状の

'/')1プ-トーーA.I B一一▲HC-●一D13-E｣ユーF･･△-G一〇

一H+ II句5-20 Jb言りやすさのI･utfFJJ.1



543 センサグリップによる人間の力発揮特性評価方法への適用

(1) 静的荷重に対する応答

ア) ストレート形状のセンサグリップ

l7(15-2日.日､rb【∴ 抵験 P;A のi35の七･ンサ'/リ y7の5E"Jの.lll',iiを･l'-)5Jした封.Rと･J_r-′JLt

す l7(]5-2H.11はスキーホ-ルを'突-く動作を41._I/,iiしたI簿的fJ 'Hl':iをかけたときの競りさであ

り,IZI5-21tbはスキ-ホールを -.から,)Eき1;iく舶作･1,息r',iiしたr'lt的なtilu'T･J_r･かけたとき

のit.別である

lll5-2H.日,Ihlより､‡′ltJ'iがLfHJlIする【二従い別辞の肥り)Jが相川目す7Jことがわかる 'JJ

JllIfl刊 は,スキーホールを'J突く動作をAL_l'/正したI'lF的な工'!("'I,+i_r･かけ1=ときは′ト指.環指.･い

桁､′J三桁のJlriに､スキ-ホールを -1から･]lき抜 くdlJy作rL_,且I.liiした梯(l')nll;Tをかけたときは

′)､指､小指､環指､小指のltH:把持ノ)が人きくな7Jqr‖(I,Jが比られた 他の枇験 打や他のス

トレー ト形状のセンサブリノブについてい■り椛の傾IJJJが比L:)れた ここで､MI)I-11T･Ti

(McLile.■rPOPhLliLmg亡.HJO■■ll.■いf指LITJi那 TJ)をJ.11州 すると小指はIITtlM=､環指.′ト才糾まtmlLJ

に収畝する 丁｡そのため､T-の■卜L､桃から外 (肘JllJ.J川 り)へIT.JかうJJに対Lては)く

さなノJをて削叩することができるが､逆lTりさの)Jに対してはあまり))をi帥llできないとLiしわ

れる｡これらのことより､l刈5-21(.1).(b)の胡散はブリyフを拙)'lするときの外ノJの)Jll'lJ

に対す7J.(_本的なF心行であるとLilJつれる｡

:大に.別 行(′)､指.小指､環指､′ト指)の杷すり)の総和と感作HL価のr別院を,糊へる ｢鵬

りやすさ｣のF.EWI_..r一脈まt'!lu'Tをかけていか ､状態でirつた ものであるので､把lH)の捉jlL

と比較することはできない｡そこで､スキーホールを焚 く舶Llを.+ill/iiした域介に.I)いて.

'行桁の把持ノ)の総和と感作HlJ価とのl対操を.渦べるために,50NのI馴r')/+i'ilLTTをf-の鯉川に

かけたときの r柑 りやすさ｣の感作評ldlを行った 感作..rJ価は.5_42JⅠ1とI'rJl.kの)i71三で

行-)た 抵験満･A.Bについて.感作..f一価の礼刃とのLt上人とL止小をsJ)､C.LIL･のEllJCとhl′ト ト

3と+3)にあわせてJL.BL化した砧米をIJLl5-22に示す これ以降の'ji指の杷梢ノJの経iHと感

作Hf･価のグラフに13いては､IIT.BL化Lた sD5Cale,'Ir･川いる

一日7-
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CゝこいelTYT5-22 把持ノJの軌ilと柑 りやすさの..l'ldllとのIlJJHLr:

(ス トレ- ト形1)このJ/l) ノ7)JtlJIズ1より.センサ'/リyプの外i細 り､きくなると'6

1旨の把持ノ)のth.jllが相川【け る仰rr.Jがある｡ また､5.42日)41で"I一価の,.:･';か

ったセンサダリノブの千手より).<いほ0)センサ プリ /プの詳価が.I:古くなっている これは､'突く動作を愁''iIした

f'itp'ほ かけたときの把持ノ)が､′ト指､環指､小指.'示指のIrH=人きくなることをiE:Eぶ!:入れ

ると.)Jを'irlけ る指のIll適作の諒Z竹をi2けていると.-ir.われる｡また,｢Jhl;りやす さ｣の..1111mが

一.:,l'くなると把持ノ)の把il)が人きくなる帆



イ) テーパ形状のセンサグリップ

川5-23(.1ト rdlに披験 n-Aのテーハ15の-i:ンサグリノブに/)いての5lH】の榊'JLを liJEJし

たもL.火72･′バす 川5123(.11は.帆船 りで突 く舶L′rを.NL.lJ,としたI'JM'Jt′lT'L;iをかけたときのもI.火

であり､lミ13-23hはIrHLLt_りで1;から引き拙く舶作を･Fil',ilLIJ=I馴l'･)口付･Jrかけたときのi!l

Llミてある また､図5-23【ぐ)は逆粘りで突 くJIIuLlを息l',iiしたITvEr'JnT::i,をかけたときの泉1.'!1さ

であり､川5-23((日はJiと仙川 で 1.から･Jlき拙く励nをA._I/,iZしたl'l'Y(I'Jni;''Iをかけたときの舐

iFtである

川5-23(.1)より.環指と小 指 の杷梢ノJは川5-2日iI)と比較すると′トさくな-)ている 図5-2

3Ibより.'行桁の杷†HJのIdHよ川5-211b)と比較すると,I.'指を中指の把持 ノJがJy.'JJllL､環

指と小指のLtuHJが減少してい7U 川5123ぐより,小指の杷1‡ノ)は.仰5-2日il)と比較す

ると小さく/,Lつている 図5-23fd)より､l刈5-2日bIとJtl左すると′ト桁と′Jて指の把llT))が減

少している 以lの他IJ'lHま､テーハが人きくなるとiyr弟とT.,-)ていた

ここでlf鵬 りの域介.'k仝な把持をするためには,テーハ形状に合わせた丁･rrの揺I.LI:.動

作がELA-となることが市R5.号された 今ll11のllll3',iiでは､舶他部とlIllIlJJIll,Jへのl'LF的なnTitTに

対する把持ノ)を測'JiiLたため損I.･li助作は起こらず､環指と小指は'k仝な把持ができない｡
このことから､[1t5-23.I) (bにおける環指と小指の把持 ノ)の的 卜が起こっていると)il.め

れる

辿仙…りの城IHi､r;(_/Itな把lVrするためのT-･Lylの損JiJL Jll:13.動作は起こらない｡LxL5-23

(eL (dH=おける示指の把持 ノ)の旺 Fは､以遠ifにJSしていないために起こり､lLlt5-23(d)

における小指の把持ノ)の低下はJll･適作を超えているために起こったとIilJっれる0

,)､【こ.ストレー ト形状のセンサグリノブの桜台とrLLJ様の)JJl土で.スキーホ-ルを突く戯

作,Jr愁',iiした梯(Tについて,拡験名 A､Bについて終指の把持ノ)の後月】と感il.,汗価とのF判

隣を.凋べたもI,-火を図5-2▲l(.1)､(b)に'lTす 図5124(Ll)は脈JhIりのiI.ntであり.Ix15-24(b)は

逆触 りのもりさである

川5-2-ItiJL(b)より､テーハ形状が変化してil各桁の把持 )Jの故LlIはあまり変わらない o

このことは.'行桁の把持ノ)の絶41日ま外経の人ささに1/(イfAするが､)占itf;センサの外作が 4535

と -1ととなっているためとfil.わかる
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(2) 勤的荷重に対する応答

スキ-ホールは.スキー析JlI時には搬 ′'てっさくとい･'たllirわiLJJ'をLている そこで､

粘-'て'失くという 姓の鋤LlI_r･如る励nと'/突く仙nにわけて検.,rする｡

本JfLでは.作'j望したセ ンサ'/リ ノブにホールの桃'/jL,+r取り日けて､刺的なノJlムJ卓である

1突くJrhnと似る劫11(二川する肥りljJ/JrイrJ'を.Eq',ifL.センサylJノ7の形jJ(と人rjlrJの肥化ノJ

利他の一対繰!二ついて ぢT,?を'fiう また./行桁の把L'Jノ)の訟41)と感作.げ価とのl-x'J尉 二ついて

もぢ!.iを亨[う

ア) 慣性モーメントの影響

'突-く如作や鵜主7J軸nに対する把持)J/)lJliを測;iiする域lT､何代モーメントが11111'Jiiy.iLtに

彫りq･してくる そこで,(1姿望したセンサ プリ ノブにホ-ルの祁'JTを取 り付けた状態で文 rJf

(センサ グリノフの 小心雅lまわ りの仰T'lモーノントを.Fir,とし､センサ グリ ノ7tlよ-)て

IJでなるか.月べる 仰什モーノントの欄1辻は､l利一6によ-)て行い.その折刀1-を衣513に示す

ノ15-3 fi'州 モーノ ン トの.て川 前1,nt

SL.nゝOrgrlP lnL,rliilHlOmlenL(kg.m

:)$25 TiJfXtrO.5 0

.081251630 0.07666▲l TiLrXrl_

0 0.081488635 0.076680 T叩t

.r1-5 0.081730¢40 0.076868 TこLPer.20 0

.081471dLI5 0.073610 TilFrrO.5 0.

074901Tilrkrl.0

0.075901TilPerl.5 0.0759



IEIJJくより､七ン1り 一リ ソー/によ-'てrrLいまわ りの仰什モーメン トがy･17-..-)ていることが

わかる そこで､付け'lモ-メ/ 卜を 放 させるノJI1.をぢえる

イ) 慣性モーメントの一致

)∫-rlz'JE/･;llIは 系にすることができれば､rL一州 モーメン ト引 lりじ:こすることがで きる

))'JlI′JtこくrI価な系とは､PL'WLモー } ン トJrL心の†.I/l1-Y.t､TL:.:が川 じ系のことである -L･ン

サ '/リ ノフに 巾りをイ川lけ ることによりこれら3lJn'をJ"Jい こする掴 5-25 ) ･rLIHJlモ- メ

ン ト T･･L,の(:(III''■'' TIT:lLそれぞれに,)いてJtをたてると､_.t(5-1ト (5-3)となる

図5-25 那朋モデル

IG-1G,-m lr12+m2)つ2+/77- 2 (5-1)

0=m ,rl+m 2r2+m-3r3+M'/ノ (5_2)

M-M '-m l+m2+m _i

-155-
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たたし.

).. 煎りを付加した枚の巾心 まわりの偶作モーメン ト(N nl､

I ITLりJJL_.JI･川JlするりiIのTr･Llまわりの･rrW事モーメン ト(N l1日')

M Ill_BJを日加した校のセンサJ/リノ7の門:●HLg)

M■:･Tl･)を付加する前のセンサ yrJ ′7のfl':lHLg

m 'n 171 tHmrするITfりの門;tとLg)

r r.r 汀･･L･Gから･r川 をト川目すZJ:(llLyほ での抑軸(nl)

r■ T.りをイ川lけ るflTJと1川目した後の･rL心の州紺 (111)

G:irlりをイ川IJした後のTL.LJ:(_['r亡

Gr:.TT_り･Jr付加するFIJIJのLT･心l;I-('rlL

である

J<5･5に､Jt:(5-1卜 (5-3)より求められたTHJをTJI)LlLた徒の T･心 まわ りの偶作モーメ

ントと/Iゝ帖の門;lH._r･小すO

ノ15･5 偶作モーメン トと門:I;の.7T官7_

lncrLl､ImOITlenttk望･m )

l･･JJくより.乍体のTLr:.Eがl'')2kgとrJIりかなりTlLくrJ:-'てしま-.) そこで､r焚きやすさ｣

と ribくりやすさ｣の感作..1価の毒.-,Lf土より.披騒jH=J対係なくHlld]JのTltかったセンサ y リ ノ

フ (Jl0.≠Lt5.テーハ15,チ-ハ20)を除いて､印度式(5-1)-(5-3)より付加する屯

りのTE:'i-を.汁tI.する そのy.JiJ主を)壬5-6に′J叶 ｡

Jモ5-6 mT't.モーメン トとTE;lとの計17_

lnertlこ川10ment(kg rll)

r"JJ<より 全体のTEもTtが約13kgとなり手')07kg手套くなった よって､'Jtfく釧 乍､振 る

4.力作に対する杷lHJ'/T小淵''iiは､何代モーメン トのイlなJJY-1がrJ.かつた t.の回l･で行い､ぢ

Y,与を子jうOそのあとTrりをト川lしてil■rT'F_モーメントをI･.‖二にして¢35のセンサプリノブと

テーハ05 テーハLOの七ンサ'/リノ7について測'/iiを子】い,比較をiTう
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ゥ) 突く勤作への適再

l舶 :26-tt-- LC 一に ･ .L"-I.ttLtt1- - 30の 七 ン1 ,/ " /-)の一一ll･;iLl.ul脚

ytA に -) L､てIl･川 lZ" -は∴失く)- tl･･)4ONIのときの軌 - tLt5:Znh

Iまト･1.ddte(.･･)TON)のときのil･"t{-5,｡､恥 2 6 t c - は 叫 . 約IOON のときの" I:L-･あ

a

ロttldc7L

Ilntdtk

D rln呈

口11ul､二

T1111Ctゝ1

(.tl Lo≠■

Tl111C(～)?
_

3tbl M.dd
l



Tlme(ヽ) Jte)

Hlgh図5-26 ストレー ト形状の//リノブで突いたときの把!'J)J'Jlイll

これらの1xlより,'行桁ともはば117HL'jに把JHJを発押しており､突いたノ)が跡くなるに従い'
行桁の把4りJがjr.rJJJけ ること

がわかる また.中指の杷IHJが他の指と比べて人きく､中指がLli-ら_qtlZlJ-な的さをしていると牡われる｡他の

鼓験Eやセンサ グ リノフについてもI･iJl.kの怖rllJがiiられた図5-27La)-tCl

に,披験古A,Bについて,'突くノJが LoW (約JON)のときのllliTの'jt'く軸作における'tt指 (

小払 中指.環指,小指)の把持))のil人idl'の柵と感作詳価のi.Iinl･の側陳を仲川二モーメントのイl'CJ

Y.がなか,)たものについて'1,-す｡感作.汁fIihの泉M上は､iT~脱化を行-)た 川5･27(.1)はス ト
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Nor111LLLlZeSD cヽule

図5-28 把持ノJの総..tと焚きやすさの"llr"ltのJM抹

(チ-ハ形iJこのプリノブ)

この【父は E)､/6拡鰍茄ともセンサプリノブの形状にF削系なく ｢'Jtきやすさ｣の..llllllが高

いセンサグリノブの把持ノJの#帥 lは小さいTqJrL'日があるが､L15-28(ilト (ぐ)と比較するとそ

の付目lTHまあまりWrP,ではない.突く))がJCきくなつてもI.,]椛の付目'･げ 比られた｡ここで､

/iif妓験名について.｢突きやすさ｣のnllllJカ汀..)かつたテーハ05のセンサプリ ノブのJT(L舶

りと逆仙川 のときの杷IrJ)Jの結4日を比較すると､その/YLはほとんどみられない｡このこと

より､ある柑1｢'突きやすさ｣の.拝鳩が.･::)(なるとうEnけ る肥†りJの総Jl‖ま.七ノサブリ

ンプの形1J､にあまr)1/i17しないとFiしわれる｡
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ェ) 振る動作への卵 .L,… ,7の1114.;L- 紘

FIE 5-･29lnH b一に･- 1;tdtでL･州 の- Jた430のセ ンサ グ リ ノ ノV川‥L

y J.-A に/八 ･てJl-(1 F.g -3-29lLtlは - むきが Sl0､､1"～/･-のときのat)tであLトFtg 5-

2qlい は Qt" Ck l･･1" -[･-のときのat)tであ7J
_____I_･.･.- ･.･.･.- ･.･.･.一一一- ■■･.0日山､

Tl111e(i)

tulSlow

野 抽 糎

1115129

l :～ 4

71111etゝ1

LblQul｡k

久ト レー - の グ .)ノブで扱った と きの脚 W 'Ji イIi
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これらのlズlよr)､lLl11の此nのrllで各指ともビー//が2回/ll1している これは七/サの

flll1近し 指が俺fll.したノJと丁のひらの.71;/Jfが碓T;rLしたノJの(-hJノJを検出しているためと■上lJフ

九る (図5-29) また､振る速 さが辿 くなるに従い/il指の杷)'JノJが川JJHL､fT,'EJirF.では′HF7

と'r■指の把TIJJJが人きく､Jll.･lミではT:Ji2指 と小指の化JLJ)Jが人さくな/)ている 他の披牌 Y;

やセ/サy')ノブについてもl‖j雌の帆l'■)が比られた このことよE)､粘る朔日に おいては

lltl.･lt,動作小とJ､川r:.仙作中で)Jをう｡it,l7している指がT･tなるため.此作りIにJuLlIIの形態を,AtR_

ているとEユZ.わかる

亘 ~ _

図5-30 土rJJM''J'(Triの)I1''')

r･Lg5-3日.L)､(b)に､枇験R A､Bに,Jいて､触る逆 さが Slo､V(1日7_)のときのlL･･lの触
る勅作における祐n7('J､指､■lり汚,環指､小指)の把持ノ)のLll大仙の和と悠MH】価のiEl.火

のlkl休を肌性モーメン トのイ】怨'Tがなか-,たものについて小す｡F唱 5-31(1-)はス トレー

ト形 IJ､のセンサ ダリノブの孝朋 三であるO また､FIE5-31rb)はテ-ハ形状のセンサ ブリ ノ

ブの耶搬 りの綿状であり,FIE5-31(C)は逆粘 りの羊.L.ilさである
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/i 12 -l () 1 つ
Norlll̀lLl7_CSDト.CILEc

(C) TLII)elC(lgr■l)､CrL､Or(Re､･er､egnp)

図5-31 把持ノJの総,日と触 りやすさの..1価との旧依

(ス トレー ト形･l)tとテ-ハ)fZIj､のyリ ノ7)

別

は

LrT

は

5

2

つ
ー

ー

ー

(N
)a
a
lC
L

これらのI･Rlより､｢jb(E)やすさ｣の.HlLlllが ,E:,.JL､センサプリ yプの'ji-指の把丁字ノJ(7)完納 1は､

.,lllHlの帆かつたものより小 さいTqHrLりがある｡ これは､HfJJf盲の'突く朔日に対する寿!.火とrlT】蛸

に..粋的なrH:.'Iに対する払 超経の把!.f)Jの総jI‖まノ､きくなるfq=1.1があるとい;)引けさに州Jx

している.このことより､掘る劇作において も小 さい)Jで拙作できる作がfEl過行であると

lil.われる.

こ こ で ､突く41力nと1L叫半にス トレー トJfZIJくのセンサブリノブとテ-ハ形状のセンサ プリ

/プを比較するために､｢瀬川 やす さ｣の‖川 Jが .･::,かった ものに,Jいては'Hlモーメ/卜を

同 じにして把1.1)J分イl'をLmJ)iIL､/ii桁の拙fr))Jの糸'/cjHを求めた ものを【刈5-32に妓験E A､B

について小す｡
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TLlrLr1日
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TこIrL:ltL5
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図5-32 把持ノJの籍.汁と振 りやすさの..HlulとのJ凹繰

(ストレー ト形状とテーハ形1J(のyリ ノ7)

このLズは り､'jl披験月ともセンサダ リ yプの形状にl判繰なく ｢蹴 りやすさ｣の..川hが.I::)

いセンサグリノブの把持ノJの鑑和は′トさい帆 L'･Jがあるが､これも Flg513lhト (elと比較

するとその帆 ('りはあまりgl汚ではな い 振る速さが速くなつてもF;TJt求の傾向が比られた

ここで､'jt披験kについて rA-(りやすさ｣の,:l緬が.I:I,かった i35のセンサブリノブとテー

ハ05のセンサ ダ リ ノブのl細 目)の杷IHJの総和を比較すると､'ii-披験前とtH535のセン

サグリン7よりテーハ05のセンサグリノ7のA剛k.川 のJJ-が把手りJの記和が′トさいことが

わかる このことより,振る軸n!二おいでは､'ji指のLt主適iiが示指脚は人く小指榊は41Flい

という封i;[.･･Lir･1招たしているテーハ05のセンサyリノ7の糊触 りが､Jll過なプリyプ形1)i

の)B木となるものであるとFより?れる
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544 まとめ

スキーホールのグ lJノ7 に,)いて､人1.",JがJJ}いやすい捌 J､を守一.1るため,ストレー トlr31人

とテー′､JfZ1人のセンサプリ/フを作製し.悠fl.,lJldlとI'lWl'J.4･lj的なtH'L:T:二相する把持)J'Jr

JIJ･=(潤',ifした礼刀と､以 卜のことがわか-' た

‖)｢仙川 やすさ｣､｢'J突きやすき｣.｢鵜とりやすさJの悠什..Hdlを'lrL､.焚きやすい作と

祐言りやすい'fiは､抑りやすいほよりもallい帆 '',Jがある

12)仔的なtHu'iに対する把持ノ)'JHIJを潤'JiiL､外)Jの)J回が能fLgのときは′ト折.環指.

IFl指.小指のJtLに､11脚のときは小指､中指､環指､′ト桁のJrIにJtuHJが人きくなる仰

rL'rJがある

(3)l即I')なiH''tlの切(Hま､センサ'/リy7の外'fiがノ､さくrJ.ると/jl指の把持ノ)の畿榊は

相川IlL.悠T'L.川行のHlldt)が.I:い､と大きくなる何IIl'.Jがある

(Ll)'Jtく劫n､似る動作とい 二,感作..f価がl-:い､センサ'/リノブの'il指の杷指ノ)の総411

は‥iH州1の帆かつたものより小さい付目;.】がある

(5)スキーニトールの適ll:なグリノフ形状は､ikLりやすいiiよりL,捌 く､小指脚が小指伽J

より人い形U､を).1,本とするものである｡
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第 6章

本論文の総括



第6章 本論文の総括

本.論文では､スキーHIl.-であるスキーPxとスキーホールを..lL"l'する 卜に)'いて.fJE1､号i

われてきた 暮として ｢寺f_験 と勘｣ による..1価をLt:iJ,･する新しい..IllBlj)ju三を1,lt'kI=した これ

らは,α/-ノー71)-が4'ft,(ナわせてい7ujIJiilの..果也 として､JIHl",LrLHJ!二l/lIiI=yltl',)く作能

.沖Idrl川 Iであ り.様価や作経のr''.H-:二JjI]え,ì-I.汁L l小 ､やすさの回卜を求める.いわゆ

る人I."'Jが介/f~Lた ｢もの,)'くり｣ をHT花にする ものである

本.i.との総Hlとして､'jl･l;号で述べた..F価 JJ-Il:･と題目も川ミ,左.一姐 してftさらjLたI戊肘 二ついて

まとめ7Uと以 卜の と13りである

スキーIFJlLilL"tのための..I;肋は術の)左心的概/i～は､HHLIi作での物件..llJ柄とテスタ-の

l盛 作..I-llnの川を排IkすZ/,i汁t的,I,iz:':二的な†l碓‖F仙】)/E1､として.1･1川川7のHJl.や人川胴の

.;F'ldlJノJL1､による上帽が屯l&Fであることを示した

スキー板については,リー験'J:-IrJlにおいて')三脚ノLi状7Lt:を巾JRしたく川[とlFJl小ナの状態にお

いて､I)王族加地モー ド附桝TはJJ._Y･川いたスキ-板の舶JIJu斗川 .F._r･..1価するJJは と.スキー伽

のエ ノジが榊,i:lLIJに'1.に加わる111Ti頚//TイIIとは触孤の川llA'-l′'(卓を求めるJJlltを1,ll某した. ま

た､I)ミ榊JLでのスキー似の舶軸や変形の')三脚))}11:を小 した｡

I-,I-さとサ イ ドカ ノトの 11!なる､試験川スキー板 を作を空し､‖L佃IJJはの過日JJL_r･Iズレ)た泉ut､

以 トの耕.論を宇■lLた

搬劫才汁tにrMLでは､リ≦滑′EFEllに)坐社rl'jEこ変化するi'Hi;1とji7(41Juのmlr,ともりさと､I)≦験'Ji三l勺

での郎助モー ド即断による凹イI.臓物款の ･故が止 られ､I);験]/;llr-LのイJ幼稚 を紬niJLた｡ さ

らに. ターン.卜のイこ̀i-',i=さにlW')しているとぢえられるスキー帖の搬軸苦土の推移をシミュ

レー トで きることを′J;した これらのことから.スキー縦のlAlイf舶J.b糾二は.スキー柘の

厚 さとflJT.jけlLJが滋骨していることがEyJちかになった

fd'j屯分JI'Jiび接触線の渦',E評価にl対しては､作製した1/<ETEで');柿/ヒ時のfi仔とftH･Tけ1rJ

をシミュ レー トで きることを確認 し,ノ.～.イ了の切 りかえ時 とターン動作中の変化を潤'JEした

lu'flTi'JHtJTは､ri(''TのIm)llとともに ト/フとテールのfp'(恥 二比べ締めlI.1抜け都城付近の仲範



がノ､きくJf';r加するように･A:化 し､それらはスキー他の剛性に1/(II-している 1蛋鰍孤のIlhlA'

ド-掛ま.サ イド1)ノトの仙 IL'と1llf･Jけllfの増加によ-)て小さくなり.剛什 とiH--:IE=影7qさ

れない これらのilfLfさから,サ イトカ ノトのEflhA'1--ほ_が小さいカービングスキーは､II'JL･1

けTF】が小 さくて t.接触線のr"1-7'lfi;が小 :･くな7Jことを′):し､rFiJJにカービンyターンが

11えるJIIl両を判らかにした

スキーホール:二ついては､CFRP シャフ トの'i'･乍作に/)いて､1･PfJ中の術慣fHliiやFl_'I.1日.

変形4･)を!ur',iiしたIVJrしいHlll111ノJLl.を拙紫した また､機拙作,pt駿については,1'F心 と仲川

モーノントのF判掠.あくJJJyモー ド新郎によるHL仙ノJはに以するt,ll某をした さらE=､人IHl]の

T･･の杷4.I))クナ11(,ir･.11洞するセンサを作製し.人】附 'TイtのノJ発作特作と,rnl.りやすさ｣r'/突･
さやす さ1｢蹴 りやすさ｣とい′'た人川の感作を机超したブ リ ノ7..,LJl.汁のための)JJl_tにつ

いて′バした

cFRP ンヤ7 トの.汗価ノ11上への過日も■,斗さとLでは.スキー伽との'ttl'欠によ′'て'jえられ

ら)∫rI'J文の軌甲工不ルギーによ-)て､銀11-が 卜減 LT_ その一州J]Li州Zり制勝のI～.%Tfil坂
であることを明らかにした JiulL､ IILJrJlのメーカー及び CFRPlH は (那;号Lてい7J刷れ メ

ーカーは､本ノiは を cr=Rl)ンJLフ トの.A:Ilf貨l堺での.沖･f州.式験 として収 り入れてお り､菜非

は唯 と/.:･'ている

性能fl.,IWtl:-にl'JJしては､スキ-ホーlレの舶dJJyモー ド耶軒の)iはとして入関の把持粂†′ト

とrL･川菜の幸.L.｣ミがftlLられる上指Lfrll.Tr作製した｡このことによって人糊の把持 を代作できる

安',iiした..r価が‖†維 となったラ

I/I)y7のul計については､Jli的なfHu'fと勅的な!'日;J'Tに対する把持ノJ分JTf特化 をIl)q',起し

た｡I-Jhvrl'Ji'Hl,Iiにりする杷)りJの総4日は､IB性許llLllがI.:石くなると川ノ州するが､助的f'iT;.llのji,i

lH=は､逆の帆 叫がiLられた スキーホールの拙作作から判;iiすZi)と.仙川 やすい経より

tJ細 く､ 示指BIが′ト指佃より太い形状が遵11三であることをホ した一本JJH上は､人糊の感作

と)Jの党搾1-作二･Fの インy-7.'イス.[川UをJrlr)入れた耕 い ､..1flHl))は として､I)川Jの.TlL

.汁段耶での呼人がIUJ持される



本,Ti.1文でIJll来した.,l仙ノJ.ムをリ三l･:̂のFLり発プロセスに過日L,l川)とする■;'越1支tJE月の(_,､

/((｣川 [指f,験 と勘)を機械的.計測をもって',上しし化し､)三桁/i:.試験を｣三瀬'Jlこl)1でンミュレー

トすることにより.F3日jEコス トのr■川減が判irJできる

El16-1は.イこ.論文で1,li案 した‖州‖IノJi上をjriり入れた新 い ､スキー板の仙発7Ut'スfi･小

した ものである l一校 らF が13り催したイ川i･B:-.1′､(i,ミニよるスキ-板のHlL..t上柁 ンステム

へのデータのフィー ドバ ノクによって､劫火的な朋党フtj七スがtllfi築できる

l



スキーホーlレについては､本._̂丈でL,li紫Lた.滋Jl汁tと化し､やすさを･11日止した..1価ノJ71､

を取 り入れるため､L等16-2:二示すl朋党プロセスを1,.1某する

従来の l利発7ロ-L･ス
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