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&̂板式爆風圧計の鉛板の変形機構の

高速度等異による研究

(M 和 ∠7叩 llJIUtr受 ft)

劉 雌 秀 治 ･l芦tt tfI 駁 首

(.l･火火事工串n) (抜本ノ､孝エ群別

1 挿 す

lL1割 5二lが挽回にMJ｢gjした拙 測 地正品 まその

aZn鰯易なZV,歴年でTL臥 t愉悦fLL一門.爺Ei撮片良三

抑 卜掛 ;'t&れた特長を1J'するものICもろか.その肘 多

血はLplを桝 するものでもちかは.架だl=軒別さLLて

いないti仕川されていちとtJって追号でない.肘
等申紳 士前号tの示更により,その鵬 の変蜘 て抑 J

lA陀ノ)を句けた秘令と棚 lJ:ち.i,.にJI味 を抱 き,

1949年よl)その榔 iI柄の脚 のた砂粒■の娼椴をtr
~亡)

った｡そ1卿 精 によIJ･盗中にてJX玉を,糧feせし

めた申分.それ より適当なEEAlに於てほ. 1タスト

I-ターの伽 に司過すろ冊 狂は中細鼓と考iて上

く,Jtの平面肋 '.細 iに瓦角にi5ろときは.書i牢

的に転に一けな臓 l二gutJの巡皮i･与えろ｡掛 土用辺

で川正されていすためa(の降間には,概はそのld潅畑

iLrC一様な的平を受けろ｡従って板の雌 は升 Tその

川5辻焔に起J).その転地だ雌 dL中心n '.JL二T.A.Jつて弛JI
rTすべさであると1伯 した｡EI(つてそのAt奴を祁拙脱

力ノタにL,Jtつて姓形池行を以影する桝が災徽HiyJの粒

であろと々 えて,相中式応迎淡カJタに上t)ブタスr

I-ターの排 の排 を7iつたので,その掛彰鰍 を

Ii放えでW.Lけ ち.その群折は改砂て搬軒別It'r-T/jil
であろ.

2 姓 形 カ メ ラ

T･Nl収 として前板の研 絹i州 I.耶 †とは先の

は宋迄の▼抑J.桁肘 の伽 に月ifするiiLr)l抑 I等を

満堂した鈷J!.軸 棚 のAl推 力をtl+ ろ h I>

で1八 ･と,鑑札FE計の舟板のFBtiW 毘也をJdべろた

めの¥Ftをul形日栄ね17(を知ったの'C,秩-r.ヶ所W r

の爪 (人蜘 資力Jタ (山Ci巡姓凋捗41)7拘)を脚H
lさせて黙って女形JTuTlた況i･托推 したっ.桁好としては

γ-タdZを川いICL,ン.ガe旭光し一tylEA)比CLk41させ
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てプ ロフLん以捗を行った｡脚 の脚 を荘けろため

lこ,簡野lt./._/止肋外に放いたので.7I!御 心と望遠 レy

ズとの圧殺は9米㈹ となL).現地レンズは T cqsnr

I S ,/-〉ot:)11を仙 た｡ ンィ ･̂LLは35事を.Y.T(ir･lET

いた｡

3 プラス トメーター

等Vl2.3及LH に対すろ-/>スIJ-グーは着払

の1クストJt-ダーの較押え金llは吹払して,正謙J6

椎の措D九校が-/チストノーターのJE所に-一針 ~ろEA

に凶日LfuろtJにLb 等1!5の-/タストJ-グーは

357か 25柾の矩形の胎 て 同姓に1クス トf-ダー

の棚 に-丑すら拝に抑え金氷を攻込Lた｡写El6の

分は鰯 ldliFl,IILhq泌 こ近いと考えられる宗光中

に46耗り耽院でJqitL相ろ企Aを顔作した｡

4一世 ･駿 片

肘 IJ柵 【-.rdJ敏棚 をr･0.5托カii06托IJに荘准し

たもの-<仙 .た｡爪炎戦lこJI)放純のIlXに上る郷

FFEJこけrろ筋骨はLLら)Lなかつたの･C.鰍 r1号市)なか

った｡牢は27と3ぴの楓 ㌣は鵬 大々 049托及び

063鞍の大在てaf琵LI67tの月辺で附宅さLLていろ｡卑

qH は同一の1クスト}-クーを川いたが.九板の中

｡ .i+ ･㌘ ::I

r' ･: =i .:

要 り

･LLl二心睦10耗の札をr･イiL,Ill.JFは059耗C･ある｡そ

の変形綾の形は2-Jql1の止に,7{されろ切な位可円錐彰

(･ある｡巧爪5ほ35IEx25純の匁桝 で.樹,IはU61

粍である｡皇/阿引土巾6和./.JJ.t'JU59IEの矩形斯けJの

確と与人らILろもL')亡,Pi脳 妃のrZi鞘は JS耗-(･あ

/J｡その変形縄の形は11BJltA)Fに)T:T牲TE光の九朝ミ

yr'帯びた三III形とな7.もq)(･ある｡梱 片には写応6
の分を掛 ･では琴.tの7-L･フィルに当る粉 に約5耗

rZrFlにハン1でイ群を作っておき,昨形拡迫中の局部

的変形L/瓜べ,ltJlこ打増した｡

5 付 薬 及 雷 管

鮒 の.6tは川朗に好.11を与えずに1タXトJ-ダ-

に所gZの変形七与えろのに妊史な准帆こ姫し生を予脂

鵜 で決定した.rJEI2上I)5i左は,Th'TIO瓦をl

lq/平方群のTt:ノJでCl転25托兵さ157tのTq杜に成形

した｡写El6に勺しては.雌矧 こよって較功 4功:細れ

て弘彰11枚由叫を穀けろためにはtqのIIIない砺朋ダイ

ナ マ イト15瓦を暮')25fEiEl鎌の確に成形した｡

W管はその糾 Lが撫 IH=即 すろ林を老けろため

lこFEのなLI6明 鏡何軒を帝Ed火二r.舶旬,B株式会社1こ

軌 やして六㌧･L中川した｡

6 東 鞍 結 果

!邦子艶彰の柾砂的扱及びはeEと板とのEZ･*はジ{I1二
元ナ惑I)である.,

誠 l

琴 n 2 二1 4 5 6

F･EZ帖 榔 JL概 ･A粍71丑加- 琵芸

IE手事Jqft 22,50)15.000217,7LK)22.5CO22,5∝l

催玉と推JllfI 40亡m 37m 39t:m 42km12仏=m

卑採Zを見ろに板の艶性変形が的麟搬2月辺にAl動

になり,その女形が大姉Lこ'11心にT"Jつて断 してしら

地 :予丑述I)に服 されていろ｡松もItl火1こはま1='

班推変形を受けていないrlAl部分がaIl畔に止らjLろ｡

LJ]iW に排 した始めの部分のイがのntPM','別べ ち

と,変形の壮行]こ伴ってそのイポJDPi触 207'1以Iも
村人していろのが止めらiしろ｡

写b‡王は煤罫の相伴が近すぎて,Fq形EbT出川辺(･掛
物 て切れて飛ん1iqC･あるが.抑肋 :切れたF糊 は吹

tuした矧 こJ:つてXIにろ｡その事加Jl門井形に変形した

形 169運動1すJL+I-と架変形の勺,tEi群の迦 勅 1きん

ギーの盃にJ:つて.鉛板が切11.とんで,iIJ辺tq5iIの肺

作が無目J:つた投も酔形が51､奴形の部分l二次節に赴行

して行き.円地形とR.化してrrくiJt泥が止らiL7J｡

'B舶4ほLIL火矧二九孔があってい''J帥の他姓犯形が

糊iil畑辺部かb1Il火にrJlJつて地Tr1-ものがLLbiLる｡

此のBL分はEF艶 刀l.A.Jの迎肋 TJJb2淋 こJE.して大きいと

湾x_られるの'C,終末吟跡こlEl火孔の1-Jmに年鑑ガ1;I)

に税が矧ナ{,er横力州のtn性にJ:I)タほれこ訊ねtulつ

た状況が見Iu Lろ｡

平氏5は虹形板の施辺にIL1IfJJJb'-JII)見た -/ u yイ

ん等DIである｡女形揃 兵の影はかかる叫弁箱汝屯はu

形と1j:7j)てもろが.1月淀が職 分 (･ふっf=q)とLtの

写blの瑚分に川叫脚 で折ってい/=の{･Eii駁形D比較

は可成九妹を肺ひていろ.そLLCも払方と同じE3U+･AI

形抵掛+一光J,)社みられる｡牝の¥Vtは･}ミ秘 のIt･欠部

め-ン1がよくLLえろが.ftのロ恥 裸 形の進行猶臼

■小河左.Jl来ろ程には迦行していIjL･点は注RすべきAli

である｡

写B16にftては,称 脚 IIJ)-1'IfiZは,担性変

形D鵜行柵 て曲tLiJDもLDと閥坪の似J-1lJbて見らJL,ろが
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非故に放てはUiWさを欠いていろ｡北かIlは薪朋g'

イナマイトの肋 が TバTIこ化して扱きをr･欠き,lL

つJtの恥 ltI~は的畑のみが州iiIされていて和也少なく

折払出の搬 して行くユVrlによっ L:も肝f3がE!EJ,TC

って-tAlr紘ILのCt沌中の牡辞仙掛 こほい抄管が現わ

れて楽ていろの亡はTrいかと々 Lていろ｡

T 披 tS

爆発の馳 鼓を受けて他 言畔 するき串は,我々

の予EZした如く.蜘 胡 勅汝の相 によって転両に舐

杓な.-一斗の速ま5:IgJtの功 A7A･ギ-を拍た勧 唱

i;叫辺でJL･め(JALでLtの方にh革むrf=/r7).比qT,ai芋

lt性汝が川逆用辺かL}Ill心に杓ってJT'LtJl ろと考えて

上t.ポTL榔 杭果 ほ,(:L I.-し /)｡Itの出欠 は

H t:lI蛤t)のaB文のpI'i:と一浪してヽ･ろ｡LluL等El2の

円郷 士B技のjt7)月話帥びの並ffと,琴EESの未変

形芯の平鹿託の妊形はr与1耶 34lll釣んと起つていTrい

抑 4.,HL'tLsonのけ折の恥 の一部 がtA肘を,東する都

を京していると且 う.

本焚娘に於けち肘掛 上TTL.i:排の軌HWl牧はとその研

究某の乎JL出した71rむ配して感謝の牧を如し,又-TL胎

粥額を行 うJ=出って.苅火IIJ朋 .r叫 :A- リフト

燕tヨ火JJ.TAⅦ池の紙■の鵬 助を改淵します｡†ヱ珠 研

究は幹&FltZをHのX(人脈Jr研究顎に放け1̂勺他研JRJ)

チ-1として近鰍 ZZのn将 のTにfTつr=XRてもろ

'drr肘記します｡
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