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車軸と車輪の間の動摩擦係数(減速係数)の測定 5 

―光変調フォト IC による検出精度向上に向けたノイズ対策― 

藤井 俊介＊ 

光変調フォト IC と赤色レーザー光を用いて，自作エンコーダをつけた車輪の角速度(接線速度)の計測 1)2)

を行ってきた。本稿では特に，パルス中の余計な信号 1)を取り除くことに焦点を当てて開発する。具体的に

は，光源に回折格子の導入，光源の拡散を制限するスリット幅の狭小化(1[mm]→0.2[mm])，スリット数を増

やしたエンコーダの再試作(60 穴→90 穴)を行った。その結果，この IC の仕様通りの 2 出力パルスと正転・

反転判別のための位相情報も，オシロスコープによる計測で正しく得られた。 

また，車輪と軸の動摩擦係数(減速係数)について，初(接線)速度と動摩擦係数が関連しているように解釈

できるデータを得た。 

（キーワード：動摩擦(減速)係数, エンコーダ, 光変調フォト IC,回折格子） 

Measurement of Deceleration Coefficient in a Simple Experimental 

System with One Wheel and One Axis part 5 

－Noise suppression intended for the proper construction of measurement  

system － 

Shunsuke FUJII＊ 

 Intended for generating the proper pulse for rotating wheel motion, some experimental settings1) are modified. One 
trial is making single slit narrower for laser light making widespread spot on the encoder. And other trial is introducing 
diffraction grating. Use of both techniques works well. For further development, new encoding plate with narrower slit 
(from 60 slits (old)  to 90 slits (new)) is made.  
   The experiment shows that deceleration (kinetic friction) coefficients depends on its initial (radial) velocity, whose 
kinetic friction read from velocity-time graph looks different from one expected from the usual Coulomb-Amonton’s 
law for longer time measurement.  
(Keywords: kinetic friction, encoder, photo IC, diffraction grating) 
 

1. 導入 
 物理の教育現場で，物体の運動状態を記録し，

「そのデータ処理を通して物理的考え方や基礎概

念を身につける」という，実験・理論-融合的な物

理教育の方法論は，古くから台車の運動を打点式/

放電式タイマーで記録するという方法によって，

全国的に実現・教育実践されてきた。その状況は，

この現代になっても変わらない。一方で，この方

法には，記録用紙とタイマーとの摩擦によって，

データにノイズが入りやすく，初学者の概念形成

には有効ではあるが，物理現象一つ一つの特徴を

つぶさに観察し，そのあらわれた結果の中で何が

問題なのかを，より深く探るには不十分な点があ

った。特に，筆者は，力学台車の摩擦係数に興味

を持って，その現象を調べるための具体的提案と

して，光を用いた非接触型の装置開発 2)を提案し

てきた。それらの研究過程の中で，ベアリングな

しの車輪と軸の褶動という実験設定 2) では，特に

車輪の角速度を早くした場合に摩耗の過程や，ガ

タつきなど余計なエネルギー損失・音波の発生な

どを伴うことが実験過程で見えてきた。摩耗はミ

クロなプロセスであるので，加速度・角速度など
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巨視的な測定量と摩耗・動摩擦係数の関係はまだ

明らかにできていない。ただ，摩耗していると思

われるときは，減速に伴う加速度から見積もられ

る動摩擦(減速)係数は，大きくなるように見え，

従来教科書で一定(速度に依存しない)として扱わ

れてきた動摩擦係数(クーロン-アモントンの法則
3))が，速度に依存し成立していないように見える。

この動摩擦係数の速度依存性には，物性理論の総

合報告でも，それを支持する実験結果はあるが，

まだ決着を見ていない 3)ようである。本実験と関

連すると思われる理論モデルについては附録 5.2

につけた。 

 ６°ごとに穴をあけたエンコーダ盤を，車輪に

見立てた金属円筒(黄銅製)をアルミ軸に取り付け，

浮かせた状態で角速度の時間変化を測る，従来の

方法 2)による測定では，基本的にセンサ 1 素子で

行ってきた。しかし，1素子では，正転・逆転(時

計まわり・反時計回りの)方向が判定できず，実際

の台車の，(単振動させるなどの)一般の運動の計

測には，向かなかった。そこで，浜松フォトニク

スが出している 4 素子タイプの光変調フォト IC

付きセンサ S4506 を用いた実験 1)を行い，2 種類

の位相のずれた出力パルスを取り出すことによっ

て，回転方向も検出できるような測定システムの

構築を目指してきた。しかし，得られたデータ 1)

は，とても解析に耐えうるようなデータではなく，

前回の報告 1)ではその原因を究明しきれなかった。 

ただ，一つの手がかりは，図 2 の様に，2 つの

パルス(白い点線で囲んだ部分)が 1つのデータに

対応しているように見えること，その不要なデー

タの混入の原因を探ることが，今回の課題である。 

 この論文の構成は以下の通りである。次の 2節

では，2018 年度の研究報告 1)に挙げた問題点の探

索を兼ねて行った予備実験について述べる。次の

3 節では，予備実験で得られたエンコーダ自体の

改良の必要性と，レーザー集光用の凸レンズの代

替として，回折格子を組み込んだ検証実験を行う。

4 節で得られた結果をまとめ，結論と今後の展望

を述べる。 

 

2. 予備実験 
この節では，2018年度に作成した測定システム 1)

の概要を説明し，その問題点を明らかにし，改善

すべき点について報告する。 

 

2.1. 問題点の確認 
図 1は，測定装置をレーザー照射側から見た図で

ある。このレーザーは絞りレンズ付きのレーザー

であるが，図 1のエンコーダ上のレーザー照射部

分（赤色）の光の広がり方からも分かるようにレ

ーザーの絞りが甘い。エンコーダ盤はステンレス

製で，1 スリット約 1mm 幅であり，スリット穴を

通過した光が，エンコーダのすぐ後ろに備え付け

てある光変調フォト ICに届き，到達した光信号に

応じた ON-OFFパルスが 2系統分出力される。出力

パルスは互いに位相が少しずれた状態で出力され

るが，2018 年度の報告 1)では，図 2(白い点線)の

ように，幅の異なる 2つのパルスが組になって出

力される。 

 

図 1 2018年度に制作した測定装置 

 

図 2 2018年度報告したパルス 

図 2の白い点線部を 1単位としてパルス幅が変

動しているので，例えば，CH1(黄色・上側)の 2

パルスのうち，どちらか１つのパルスは不要なパ

ルス*1が含まれていると考えられる。 

                             
*1 余計なパルスが生じる原因として，エンコーダ盤が金

属製(ステンレス製)であり，光変調フォト ICも光をよく
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 ところで，この広がってしまったレーザーは，

光変調フォトICの推奨エンコーダ幅が図4の様に

0.70[mm]であるので，推奨仕様外の実験設定にな

っていることに気づかされる。余計なパルスは仕

様より大きな幅の光が再隣接の 2素子だけでなく，

2.７素子分にレーザ光があたっているため，目的

の信号が得られなかったのではないか。その結果，

2018年度の測定 1)では余分なパルス信号が混ざり，

物理的解釈に支障が生じたと考えられる。取り出

した 2出力のパルスの信頼性が良くなく，正転・

逆転(時計まわり・反時計回り)の回転方向判定も

含めた本来期待される情報を，エンコーダ*2の計

測から取り出すことができなかった。 

  今回は，基礎に立ち返り，光変調フォト ICの推

奨仕様に合わせたエンコーダ，レーザー光の絞り

などの検討を目的とした予備実験を以下に行う。 

2.2. レーザー光の調整と絞り窓・回折格子 
 エンコーダ盤を作り直すのはとても大変なので，

エンコーダ盤を，光変調フォト IC の仕様である

0.70[mm]に合わせることはせず，レーザー光源に

対して，以下のようないくつかの工夫を行うこと

によって，正常なパルスが得られない問題 1)の解

                                             
反射する素材であることから，光変調フォト ICで反射し

たレーザー光が，エンコーダ盤で再反射して素子に入るマ

ルチパス反射の可能性もある。そのために，反射を防ぐた

めに，エンコーダ盤のカバーをポリスチレンの黒いプラ板

で作成し，エンコーダ盤の裏につけるなどの試みも行った。

しかし，この装着により，明確に，余計なパルスが減るよ

うにも見えなかったので，マルチパス反射による誤検出は，

可能性としては否定するほどではないが，データにノイズ

が混じる主な原因とは考えにくい。 
*2 そもそも，なぜ，市販のロータリーエンコーダを使わ

ないのか，不思議に思うかもしれない。しかし，市販のも

のは，トルクを加える必要があり，そのようなものをつな

いで計測すると，元の測定すべき状態を変えてしまい，動

摩擦係数の測定を目的とする本測定には，プローブとして

の役割を果たさない。そのため，車輪に直接エンコーダ盤

を取り付け，光パルスに反感して測定するという方法をと

っている。 

決を目指す。 

 今回は光を絞るための専用のレンズの設計・製

作は行わず，光の干渉を用いて光の集光を試みる。 

 

図 4 光変調フォト IC に対応するエンコーダの

推奨仕様 

ここでは，多波源の光源を作り出し，それらの光

の干渉を行うことができる回折格子(1000[本

/cm])を，図 5b.の光源とセンサの間の光路に図 5a.

の様に設置する。0次の明線では，光が強めあい，

強めあい条件を満たさない場所では，特に回折格

子では光の強度が極端に弱くなる特性があるので，

回折格子は本実験の光の集光という目的に合って

図 5 回折格子と 1[mm]より小さな幅を持つスリ

ットを用いた光源の絞り 

0.31[mm]

0.39[mm]

0.
41

[m
m

]

0.70[mm]

素子1
(PD1)

素子2
(PD2)

素子3
(PD3)

素子4
(PD4)

推奨エンコーダ幅
0.70[mm]

0.155[mm]

回折格子
1000本/10mm

21

a.本体

b. c.スリット

図 3 広がってしまったレーザー 
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いる。しかし，実際は，回折格子を通すだけでは，

目的のパルスが得られないため，図 5(a.または

c.)のように 0 次の明線以外を遮断するための単

スリットを，回折格子の後につけた。 

 

2.3. 予備実験の結果 
時計回りと反時計回りに回した場合の CH1 と CH2

を合わせたデータを図 6，図 7 に示す。いずれの

データも，2018年度の測定で見られた解釈不可能

な速度についての 2 価データ 1)は現れず，得られ

たデータは物理的な解釈が可能なデータとなった。

さらに，光変調フォト ICからの 2出力パルスの位

相差を取り出すように Excelで処理すると，時計

回り・反時計回りの判定も可能となる。 

図 6 時計まわりで回した時の速度-時間グラフ 

図 7 反時計回りで回した時の速度-時間グラフ 

図 7 において車輪の接線速度が 0.35[m/s]を超

えるところは，一周 60穴のロータリーエンコーダ

のデータ精度が落ちている。これは，回転速度が

速くなったときに生じる車輪の横揺れなど，新た

に生じるエネルギー散逸過程に起因する。車輪と

直結して機械的な方法で測定している現状では，

この誤差増大を抑制するのは難しい。 

 図 6では，時計回りの動摩擦(減速)係数μ’は，

接線加速度を重力加速度 g ( 80.9=g [m/s2])で

規格化したもの，
g
a

=′µ として定義される。図 6

では， 0458.0=′µ を得る。図 7 では，反時計回

りの動摩擦(減速)係数は，前半で 0457.0=′µ ，

後半で， 0393.0=′µ を得る*3。 

 

3. ロータリーエンコーダの試作と測定 

2節では，光変調フォト ICの仕様に合わせた光

源の調整が，正常なデータを得る要であることが

わかったので，この点を実現するために，光源の

調整に加えて，エンコーダの作成なども視野に入

れたエンコーダ盤の試作も行う。 

 ロータリーエンコーダだけで，光変調フォト IC

の仕様に合わせようとすると，推奨穴間隔が

0.31[mm]なので，これに合わせた穴の位置の寸法

は，計算上，半径 2.6[cm]のエンコーダ盤上に約

1[°]間隔で配置する*4とよいことが分かる。ロー

タリーエンコーダの試作は 3[mm]厚のバルサ材

(木材)を用い，加工データの製図は designerとい

うソフト，加工はレーザー加工機で行う。内側の

穴をレーザー加工機で切るのには出力の微調

 
図 8 90穴ロータリーエンコーダを用いた計測 

整が必要であり，その結果，加工可能だったのは

現状で 90穴/1周*5であった。 

                             
*3 時間領域によって傾きが変化している(クーロン・アモ

ントンの法則からのずれが見られる)。付録 5.1では，時

間分割方法を変えながら，区間ごとの傾きを求めた。  
*4 実際は，半径 2.3[cm]の位置に 1[°]ごとに配置すると，

穴の中央と穴の中央の間の距離は 0.039[cm]=0.39[mm]と

なり推奨穴間隔となる。 
*5 スリット位置半径 23[mm]とすると,1.6[mm]が穴と穴の
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3.1. 90 穴のロータリーエンコーダによる実測 

 図 8のように，測定装置には，新たに製作した

90[穴/周]の木材製のロータリーエンコーダを，予

備実験のステンレス製のロータリーエンコーダに

代わってとりつけた。従来 1)2)行ってきた様に，黄

銅製の車輪にロータリエンコーダをつけ，アルミ

軸と黄銅車輪の間の褶動による速度-時間変化を

取得するため，レーザー光を照射し，光の明暗を

を光変調フォト ICでパルス信号化，オシロスコー

プで立ち上がり時刻を計測する。エンコーダ穴の

位置は，黄銅製の車輪の半径の少し外側に設定し

た。黄銅製の車輪に取り付けてあるバルサ材製の

エンコーダは，黄銅の車輪に対して密度が小さく，

ステンレス製のロータリーエンコーダよりも慣性

モーメントが小さいため，結果として回転が持続

する時間が 2018 年度の実験 1)より，短くなる。言

い換えると，バルサ材製のエンコーダ装着後の測

定時間は，本来の黄銅車輪の回転持続時間に近く，

従来の測定(図 6，図 7)より短い。遮光用単スリッ

ト幅を 1[mm]に設定し，さらに，回折格子を前段

図 9 旧ロータリーエンコーダ 1)2)にビニールテ

ープを貼って作った即席スリットを通した計測

(反時計回り) 

に挟んだ状態での測定を予備実験に続いて行った。

そうして得られたパルスが，時計回り回転によっ

て生じるパルス(図 10)*6である。 

                                             
中心間距離になり推奨の 0.39[mm]を超える。広がって入

射するレーザー光を仕様内に狭める調整が必要である。 
*6図10のパルスは図11と比べて，精細に表示されている。

これはオシロスコープのデータ記録前の時間分解能を

10[ms/div]程度に設定したためである。図 11 は

図 10 時計回りに回した時の出力パルス 

一方，スリットの幅を狭くするための別なアイ

デアとして，図 9のように，旧エンコーダ盤(ステ

ンレス製)に黒の絶縁テープを貼り付け，カッター

で切り目を入れただけの単スリット (幅は

0.2[mm]程度)を実験に用いた。この単スリット

(0.2[mm])にレーザー光を通すことにより，レーザ

ー光の幅を適切に狭めることができ，光変調フォ

ト IC の仕様を，回折格子なしでもほぼ満たすこ

とができる。実際，スリットの位置を左右にずら

して微調整するだけで，図 11のように，目的の信

号を得ることができる。 

図 11 反時計回りに回した時の出力パルス 

回転方向を変えた時の出力パルスの違いは，図

10 と図 11 のパルスの違いとして，今や明確に読

                                             

50[ms/div]-100[ms/Div]の時の波形であり，図 10 に比べ

て時間分解能が荒く，波形も粗く出力される。したがって，

図 10，図 11の違いはオシロスコープの表示仕様による違

いであり，２者に大きな実験設定の違いがある訳ではない。 
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み取ることができる。時計回りに回した場合，図

10のように，CH1(黄)の位相に対して，CH2(紫)の

位相が 1/4 周期分遅れて*7いる。また，反時計回

りに回した場合，図 11のように，CH1(黄)に対し

て，CH2(紫)が 1/4周期進んでいる。この 2つの信

号の相対的な位相の違いを，検出してやれば回転

方向の検出もソフトウェア的に可能である。 

以下図 12，図 13 は，相対的な位相情報を入れ

ない*8で CH1 と CH2 それぞれの立ち上がりパルス

を独立に拾い出し，共通の速度-時間グラフに表示

させたものである。 

 

図 12 時計回りに回した時の速度-時間グラフ 

 

図 13 反時計回りに回した時の速度-時間グラフ 

 すでに 3.1 節の始めに説明したように，図 6，

図 7における計測時間よりも 0.2-0.9[s]ほど短く

なり減速係数は大きめに出ている。 

 

4.議論と結論，将来展望 

4.1 動摩擦(減速)係数の振る舞いについて 

 黄銅の車輪とアルミニウムの軸の褶動を起源

                             
*7 オシロスコープは左が過去, 右向きが未来なので, 図

10の場合，紫(CH2)は未来側にずれる。パルスのタイミン

グとしては CH1より CH2が「遅れる」ことを意味する。 
*8 CH1と CH2の相対的な位相情報を Excel上で識別させて

処理を試みた結果は附録 5.1に載せたので別途参照され

たい。 

とする摩擦による減速過程を，(黄銅)車輪を浮か

せた状態で(アルミ製の)軸からの摩擦のみが効く

状況で減速実験を行った。実際は，車輪に固定さ

れたエンコーダを光が通過・遮断されることによ

り，パルス信号が 2系統出力され，オシロスコー

プで計測・記録，特にパルスの立ち上がり時刻を

データ処理して時刻の間隔の変化を測定する。エ

ンコーダの制約から，6°または 4°を最小分解角

度とする(角)速度を得る。黄銅の車輪の半径が

2.0[cm]とした(接線)速度-時間グラフを Excel で

処理し，傾きより動摩擦(減速)係数を読み取った。 

 図 6，図 7 を比較すると，動摩擦 (減速) 係数

は，時計回りの方が大きく，反時計回りはやや小

さい。また，反時計回りでは，減速係数が減少し

ている。初速度に違いはなく，車輪と軸の間の摩

耗具合が回転方向によって異なるのではないか。 

 図 12，図 13 についても比較する。減速係数が

途中で大きく変わっているのは，時計回り方向で

あり，途中から傾きが大きくなっている。一方，

反時計回りでは減速中に，傾きの大きな変化は見

られない。この違いは，回転の接線速度の最大値

が，時計回り回転の方が 1.7倍くらい速い点が関

係している(摩擦係数の速度依存性)。実際，回転

の接線速度(角速度)が大きくなると，車輪の横揺

れ，音の発生など，回転によるエネルギー損失が

多様になる。 

 摩耗の仕方と初期接線速度のエネルギー損失の

関係については，今だ，明らかでないため，この

裏付けについてはさらなる検証実験が必要である。 

 

4.2 装置開発のうえでの議論 

光変調フォト IC で正しいデータが取れないと

いう問題点 1)について，ICの仕様に立ち戻り実験

設定の問題点を絞り込んでいくことができた。 

 予備実験では，センサ(光変調フォト IC)とステ

ンレス製のエンコーダ間で複数回反射による誤検

出(multi-path reflection noise)を想定したが，

実際実験してみると，それは主な原因ではないこ

とが分った。ステンレス製エンコーダの反射を防

ぐため同じ形の黒色のプラスチックカバーを製作

依頼して実験したが，問題がほとんど改善されな

かったからである。 

次の可能性は，図 3の拡大図のように，レーザ

ー光が広がりすぎて(1[mm]以上の幅)，光変調フォ

ト ICの推奨仕様(素子間距離=0.70[mm])を満たし

ていないため，不要なパルス信号が生ずる可能性
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である。2 節ではこの観点での予備実験を行い，

続く 3節で，さらなる検証実験を，エンコーダの

作り直しも視野に入れて行った。最も単純な解決

法はエンコーダのスリット幅を狭くすることであ

るが，そのためには 1°ごとの穴あけが必要であ

る。レーザー加工機で試作が成功しなかった。実

際は，60[穴/周](旧エンコーダ)から 90[穴/

周](木製[バルサ材]製)の改善に留まった。そのた

め，光源を絞る工夫も追加で行った。光源の微調

整には，予備実験で，回折格子(1000[本/mm])と遮

光用としてポリスチレン製の単スリット(幅

1.0[mm]程度)を用いた。その結果，出力パルスに

仕様通りの位相差をもった 2つの出力パルスを得

た。続く，3節の本実験では，時計回り方向には 2

節と同じ回折格子と単スリット(1.0[mm])を，反時

計回り方向に対しては，金属板(旧ロータリーエン

コーダ盤)に黒の絶縁テープをはり，カッターで切

れ目を入れて単スリットを作り，レーザー光の幅

をスリットと同じ程度の 0.2[mm]幅程度まで絞っ

た。これにより回折格子なしでも，仕様通りのパ

ルス信号が 2系統得られる。 

  

4.3 結論 

 浜松フォトニクスの光変調フォト IC (S4506)の

仕様に合わせた実験装置の設定は，遮光スリット

の幅を 0.2[mm]程度にするとよいことが分かった。 

 動摩擦係数の接線速度(角速度)依存性は，速度

時間グラフの傾きの時間変化として現れる。車輪

と軸の摩耗状態との関連も引き続き調べていく。 

 

4.4 将来展望 

現状では，スリット幅の左右位置の微調整を，

手で行っているため，車輪の回転軸の角度を任意

に変えて，この実験を行うことが難しい。今後は，

位置の微調整・固定ができるウォーム歯車とピニ

オン歯車・ラック歯車などを組み合わせた機構を

導入して装置開発を行う。また，レーザーと車輪

の垂直性も微調整・固定する機構も取り入れる。 

さらに，教材用として，パルスの位相差をワン

チップマイコンで回転方向検出し，LED で表示さ

せることも試みる。 

また，今回の試作を通して，レーザー加工機を

自分で使えるようになったので，遮光単スリット

幅を 0.1[mm]くらいのものを作成すること，再隣

接スリットの端端間距離が 0.08[mm]の仕様を満

たすエンコーダ盤の作成にも引き続き挑戦する。 

また，レーザーホログラムモジュールを活用す

るためには，位置決め・補正のための制振が必要

であり，サーボ機構など自動制御を学んでいきた

い。CDの信号検出方法にならって，制振機構の導

入・エンコーダの超精密計測を実現し，摩擦の物

理計測を精密化する。 

 

謝辞 

 黒ポリスチレン製のエンコーダカバーをレーザ

ー加工機で複数枚作ってくださったものづくり実

習工場の中村さんに感謝します。 

はざまる工房の使用に当たる導入説明をしてい

ただいた永吉さん，レーザー加工機に使用にあた

って，使用方法の説明を行ってくださった長井さ

ん，レーザー加工機の微調整の仕方などの相談に

乗ってくださった向川さんに感謝します。 

 

5.附録 

5.1 解析ソフト(Excel 表計算)のバグ取りと一

新された解析フロー 

 5年ほど前から，5000余りのオシロスコープ測

定データを解析するため，Excel 上で解析ソフト

を作ってきた。解析フローの見直しを兼ねて，ゼ

ロからソフトを作り直した。その際に，本解析フ

ローは以下の 6つに整理できることが分かった。 

(i)チャタリングによる誤動作防止のための入力

信号処理部分。立ち上がりとみなす閾値εは，自

分で自由に設定できる。 

(ii)データ数から 1データ時間当たりの経過時間

を換算する部分。入力データの個数の自動カウン

トと，詳細の時刻の割り当ても入力データ数に基

づいて自動計算，物理解析可能な時刻データ列を

生成。データの立ち上がりを拾い出す処理を簡素

化・時刻データ処理のバグを取り除くことに成功。 

(iii)[大きく改善]立ち上がりデータのみを拾い

出し，時刻の値の小さな順にデータの並べ替える

部分。 

(iv)CH1からの信号と CH2からの信号を合わせて，

一つのグラフに混ぜてから v-tグラフとして表示

する部分 

(v)CH1 と CH2 の立ち上がり/下がりの両方を検出

し，重みづけて足すことで位相情報に直す部分。 
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(vi)CH1 と CH2 の位相情報から，回転方向を検出

し，時計回り・反時計まわりを判別し v-tグラフ

化する部分。 

特に，(iii)の処理手続きでは，従来 Microsoft 

Excel の Vlookup 機能を用いていたが，次のデー

タを探すために，取得データの「出現予想」を行

うなど，入力データに基づいてはいるが場当たり

的な方法をとっていた。今回は，Excel の small

機能を用いて，確実に時刻の小さい順番にデータ

を確実に拾い出すことが可能になった。具体的に

は，命令１のように，小さな立ち上がり時刻を拾

い出す仕組みを考案した。また，今回から「ポイ

ンタ的な」アドレス指定方法を用いて処理を作り

直したため，解析ソフトの柔軟性が高くなった。 

 

SMALL(INDIRECT($I$2):INDIRECT($I$3),E12),""

) 

命令 1 small を用いたデータ検索 

 

命令 1 の E12 には，1 から 1 ステップずつ順に増

加する数値(時刻データの順位)が入っていく。そ

れを，あらかじめ計算させておいた入力データの

開始位置と最終位置を I2変数と I3変数に格納し

ておき，それらに Indirect 関数を用いて，元デー

タの存在範囲を指定しておく。こうすることで，

データ長が任意に変化してもデータ長に応じて，

時刻が小さい順に並べ替えを行うことができる。 

 なお，こうして完成した解析ソフトで図 7の場

合のデータを解析したのが次の図 14 である。 

 

図 14 一新されたデータ解析ソフトによる図 7

のデータの再評価 

図 14は，速度時間データとしては，図 7にくら

べても初期の回し始めのばらつきが少なく解析ソ

フトとして改善したことが分かる。しかし，回転

方向の判定を入れた速度時間グラフは下図 15 の

とおりであり，謎の速度 0のデータがところどこ

ろに見られる。データの処理手続きは，瞬間の位

相だけを読み取る設定にした。位相判定の方法は

図 10 に対応する位相(CH1 の立ち上がりかつ CH2

が L レベル)が時計回り判定とし，速さデータに

マイナス符号をつけて表示，一方，図 11に対応す

る位相(CH1 が立ち上がりかつ CH2 が H レベル)と

いう判定基準で上のグラフを加工すると，図 14

のグラフは以下のようになり，これだけの判定法

では，まだ方向を十分に識別したとは言えない問

題点が残っている。 

 
図 15 方向判定をつけたデータ 

 最後に，図 14で得られた速度-時間グラフは，

波打っており，区間ごとに傾きの平均値を求める

と次のようであった。 

 

図 16 30点ごとに傾きを最小二乗法で求める 

 

このように傾きの大きくなる区間が繰り返し現れ

る。その大きさは区間の取り方によっても変わる。 

 
図 17 20点ごとに傾きを最小二乗法で求める 

例えば，減速係数が図 16では，30個目～60個目，

150 個目～180 個目の時刻データで最大になって

いるのに対し，図 17では，40個目～60個目，と

140個目～160個目・160個目～180個目で，減速

係数が大きくなっている。 
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開始区間 終点区間 傾き 減速係数
30 60 K30 K60 L30 L60 -0.41881 -0.04274
60 90 K60 K90 L60 L90 -0.52942 -0.05402
90 120 K90 K120 L90 L120 -0.38975 -0.03977

120 150 K120 K150 L120 L150 -0.32547 -0.03321
150 180 K150 K180 L150 L180 -0.42184 -0.04304
180 210 K180 K210 L180 L210 -0.58056 -0.05924
210 224 K210 K224 L210 L224 -0.41638 -0.04249

開始区間 終点区間 傾き 減速係数
30 50 K30 K50 L30 L50 -0.24597 -0.0251
50 70 K50 K70 L50 L70 -0.43433 -0.04432
70 90 K70 K90 L70 L90 -0.53846 -0.05494
90 110 K90 K110 L90 L110 -0.37024 -0.03778

110 130 K110 K130 L110 L130 -0.33186 -0.03386
130 150 K130 K150 L130 L150 -0.371 -0.03786
150 170 K150 K170 L150 L170 -0.38384 -0.03917
170 190 K170 K190 L170 L190 -0.57645 -0.05882
190 210 K190 K210 L190 L210 -0.53853 -0.05495
210 224 K210 K224 L210 L224 -0.41638 -0.04249
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5.2 スティック-スリップ運動について 

 得られた実験結果は，まるで，車輪がどこかで

引っ掛かり・固着・滑りを繰り返しながら減速し

ていくようにも見える。類似の運動として，ステ

ィック・スリップ 運動 4)が挙げられる。この運動

のモデルとして，トムソンモデル 4)を用いて，動

摩擦係数が速度に依存することをシュミレーショ

ンしてみる。表面のざらついた様子は， x 軸上に

有効ポテンシャル 





= x

L
UU π2cos0 の存在を想

起させる。また，運動する物体の重心 )(txG を振

動の中心とする復元力を受けながら，凹凸のある

表面上を物体は運動する。速度に比例する抵抗力

も考えよう。 

 

 

図 18 トムソンモデルで数値計算した位置-時

間グラフ 

 

図 19 トムソンモデルで数値計算した速度-時

間グラフ 

この時の運動方程式は， 
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振動の中心

)(txG は，手で等加速度直線運動を設定した。

 
初期値は，初期位置 0,初速度 0.5,他のパラメータ 

-0.005=a 0.4,=V 0.4,=k 10,=L 0.001,=U　0.03,=γ　0.8,=m 00

のもとで，Mathematica9.0 で，数値的に解いた。

その数値解 )(tx とその時間微分 dt
tdx )(
の数値プロ

ットがそれぞれ図 18，図 19 である。実験結果の

図 7，図 14，図 16，図 17 において，ところどこ

ろで，傾きが大きくなっていることと，図 18,19

で全体として減速に重なって生じる細かな速度の

変動で傾きの増加が説明できるかもしれない。今

後はこのモデルと実験との関連も考えていく。 
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