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(57)【要約】
【課題】本発明は、重量バランシングタイプのダイナミ
ックヨーイングシミュレータに関する。
【解決手段】本発明は、自動車衝突シミュレータにおい
て、側面方向とヨーイング（yawing）による衝突結果を
再現できるピッチングおよびヨーイング複合安全装置型
ダイナミックヨーイングシミュレータを提供することで
、車両の正面方向、ピッチング、垂直方向の衝突結果を
再現できる既存のシミュレータに、側面方向とヨーイン
グの衝突結果を再現できるシミュレータを提供すること
により、実際の衝突のような状況を再現できるという利
点を有するだけでなく、重量が片方へ偏る現象を防止し
て、シミュレータ装置の離脱および破損を防止すること
ができる重量バランシングタイプのダイナミックヨーイ
ングシミュレータに関する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部に形成される基本部（１００）と、前記基本部（１００）の上部に形成され、外部
の衝撃によって移動および回転する本体（２００）と、を含むヨーイングシミュレータで
あって、
　前記本体（２００）は、
　前記本体（２００）の下部面に形成され、前記本体（２００）の長さ方向の一側から所
定距離離隔して形成される回転中心部（２１０）と、
　前記回転中心部（２１０）から前記本体（２００）の長さ方向の他側に所定距離離隔し
て形成される回転部（２２０）と、
　前記本体（２００）の一側に形成され、前記基本部（１００）上での移動のための移動
部（２３０）と、を含み、
　前記基本部（１００）は、
　前記基本部（１００）の上部の一側に形成され、前記回転中心部（２１０）へ前記本体
（２００）の幅方向に加速力を加える回転中心サーボアクチュエータ（１１０）と、
　前記回転中心サーボアクチュエータ（１１０）から前記基本部（１００）の長さ方向の
他側に所定距離離隔して形成され、前記回転部（２２０）へ前記本体（２００）の幅方向
に加速力を加える回転サーボアクチュエータ（１２０）と、を含むことを特徴とする、重
量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータ。
【請求項２】
　前記基本部（１００）は、
　前記基本部（１００）の上部面に、前記回転サーボアクチュエータ（１２０）が加速力
を加える方向と平行に形成され、前記回転部（２２０）を移動させる一対のレール（１３
０）をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の重量バランシングタイプのダイナ
ミックヨーイングシミュレータ。
【請求項３】
　前記回転部（２２０）は、
　前記回転サーボアクチュエータ（１２０）から加速力を受け、前記レール（１３０）に
沿って移動する回転部本体（２２１）と、
　前記回転部本体（２２１）の上部両端に形成される回転部本体レールと、
前記回転部本体（２２１）上に、互いに対向するように曲げられて半円状に形成され、前
記回転部本体レールに固定されて円周方向の所定距離だけ移動自在に形成される回転移動
部（２２２）と、
　前記回転移動部（２２２）の上部面に形成され、前記本体（２００）と連結する回転移
動カバー部（２２３）と、を含むことを特徴とする、請求項２に記載の重量バランシング
タイプのダイナミックヨーイングシミュレータ。
【請求項４】
　前記回転移動部（２２２）は、
　両端に設けられた円周方向への移動を制限する回転移動制限部をさらに含むことを特徴
とする、請求項３に記載の重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレー
タ。
【請求項５】
　前記基本部（１００）は、
　前記基本部（１００）の他側に、前記本体（２００）の幅方向に移動自在に形成される
重量バランシング部（１４０）をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の重量バ
ランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータ。
【請求項６】
　前記重量バランシング部（１４０）は、
　前記基本部（１００）の上部面に固定される重量バランシング固定部（１４１）と、
　前記本体（２００）の幅方向に前記重量バランシング固定部（１４１）と連結されて形
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成される重量バランシングロッド（１４２‐１）、および前記重量バランシングロッド（
１４２‐１）と連結されて形成される重量バランシングピストン（１４２‐２）を含む重
量バランシング固定軸（１４２）と、
　前記重量バランシング固定軸（１４２）を包むように形成される重量バランシング本体
（１４３）と、を含み、
　前記重量バランシング本体（１４３）は、空圧によって前記本体（２００）の幅方向に
ストローク駆動可能に形成されることを特徴とする、請求項５に記載の重量バランシング
タイプのダイナミックヨーイングシミュレータ。
【請求項７】
　前記基本部（１００）は、
　前記基本部（１００）の上部に前記本体（２００）の幅方向に形成され、前記重量バラ
ンシング本体（１４３）を移動させる重量バランシングレール（１４４）をさらに含むこ
とを特徴とする、請求項６に記載の重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシ
ミュレータ。
【請求項８】
　前記基本部（１００）は、
　前記基本部（１００）の上部面に前記本体（２００）の幅方向に形成され、前記回転部
（２２０）と接するように形成される緩衝部材（１５０）をさらに含むことを特徴とする
、請求項１に記載の重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータ。
【請求項９】
　前記基本部（１００）の上部面に形成され、前記回転中心サーボアクチュエータ（１１
０）と回転サーボアクチュエータ（１２０）へ空圧を供給するアクチュエータ空圧供給部
（１６０）をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の重量バランシングタイプの
ダイナミックヨーイングシミュレータ。
【請求項１０】
　前記基本部（１００）の上部面に形成され、前記重量バランシング部（１４０）へ空圧
を供給する重量バランシング空圧供給部（１７０）をさらに含むことを特徴とする、請求
項５に記載の重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータに関し、よ
り詳細には、自動車衝突シミュレータにおいて、側面方向とヨーイングによる衝突結果を
再現できる重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車会社および研究所では、車両の安全性を確認するために安全性試験を行っており
、特に、車両の衝突事故により生じる状況を予めシミュレーションすることで、搭乗者が
受ける悪影響を最小化するための研究を活発に行っている。
【０００３】
　かかる研究の一つとして、新型車両を開発する場合、安全事故が発生したときに搭乗者
に伝えられる影響を試験するための衝突試験過程が必須に行われる。
【０００４】
　前記の衝突試験過程では、通常、人体模型（dummy）を衝突試験の対象である車両に搭
乗させた後、衝突部材などに様々な速度で衝突させることで、前記人体模型が受ける衝撃
をセンサなどの計測装置で計測したり、その映像を撮影して分析する。
【０００５】
　しかし、前記の衝突試験過程は、条件速度に応じて多数の実際車両を試験に投入しなけ
ればならず、車両の条件に応じて人体模型を準備しなければならないなど、準備過程が長
い。そのため、車両に対する金銭的損害だけでなく、投資される時間が長くなって、時間
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的、人的損害まで甘受しなければならない問題点がある。
【０００６】
　前記の問題点を解決するために、試験用アクチュエータを設置し、圧力流体によって生
成された加速力をアクチュエータ内のピストンおよびロッドを介してシミュレータに加え
ることで、車両の衝突試験を行う。
【０００７】
　前記衝突試験シミュレータは、実際の試験対象車両と類似の環境を再現して試験を行い
、これは、実際の試験対象車両に比べて低コストであるだけでなく、シミュレーションの
ための準備時間もまた節約できるという利点がある。
【０００８】
　これは、韓国公開特許公報第１０‐２００４‐００１７６６６号（「車両用衝撃試験装
置」２００４．０２．２７）に、正面方向とともにピッチング（pitching）および垂直方
向の現象を再現できるシミュレータが開示されている。
【０００９】
　しかし、現実では、正面衝突だけでなく、自動車の前部約２０％で正面衝突が起こるこ
とで衝突と同時に車体が回転して、搭乗者がエアバッグによる１次衝撃を受けるとともに
首を折られて深刻な重傷を負うか死亡に至る可能性がある。
【００１０】
　これは、上述の従来のシミュレータでは、前記のような状況を再現することが難しく、
実際の衝突試験結果とは異なることを証明した。
【００１１】
　すなわち、側面方向とヨーイングの衝突状況を再現することができないため、実際に発
生する搭乗者とエアバッグとの衝突および首を折られる状況を再現することができない。
【００１２】
　したがって、上述の正面方向、ピッチング、垂直方向現象の他に、側面方向とヨーイン
グ（yawing）の衝突結果を再現できるシミュレータが必要となっている。
【００１３】
　なお、側面方向とヨーイングの衝突結果を再現するための試験は、片方向に速い速度で
回転することから重心が片方に偏り、試験のための装置が離脱または破損する虞があって
、これに対する解決策を必要としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】韓国公開特許公報第１０‐２００４‐００１７６６６号（「車両用衝撃試
験装置」、２００４．０２．２７）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上述の問題点を解決するために導き出されたものであり、本発明の目的は、
自動車衝突シミュレータにおいて、側面方向とヨーイングによる衝突結果を再現できるシ
ミュレータを提供することで、車両の正面方向、ピッチング、垂直方向の衝突結果を再現
できる既存のシミュレータに、側面方向とヨーイングの衝突結果を再現できるシミュレー
タを提供することにより、実際の衝突のような状況を再現できる重量バランシングタイプ
のダイナミックヨーイングシミュレータを提供することにある。
【００１６】
　特に、本発明の目的は、側面方向とヨーイングの衝突結果を再現して、衝撃による負傷
の強度および検証に適用することにより、座席、シートベルトなどの搭乗者保護装置の開
発に役立つ重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータを提供するこ
とにある。
【００１７】
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　また、本発明の目的は、自動車衝突分野だけでなく、自動車部品衝突、建築構造物、船
舶など、様々な分野に適用されて衝突結果を再現できる重量バランシングタイプのダイナ
ミックヨーイングシミュレータを提供することにある。
【００１８】
　さらに、本発明の目的は、自動車衝突シミュレータにおいて、衝突試験による片方向へ
の重量集中によって試験装置が脱落または破損することを防止できる重量バランシングタ
イプのダイナミックヨーイングシミュレータを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは、下部
に形成される基本部と、前記基本部の上部に形成され、外部の衝撃によって移動および回
転する本体と、を含むヨーイングシミュレータであって、前記本体は、前記本体の下部面
に形成され、前記本体の長さ方向の一側から所定距離離隔して形成される回転中心部と、
前記回転中心部から前記本体の長さ方向の他側に所定距離離隔して形成される回転部と、
前記本体の一側に形成され、前記基本部上での移動のための移動部と、を含み、前記基本
部は、前記基本部の上部の一側に形成され、前記回転中心部へ前記本体の幅方向に加速力
を加える回転中心サーボアクチュエータと、前記回転中心サーボアクチュエータから前記
基本部の長さ方向の他側に所定距離離隔して形成され、前記回転部へ前記本体の幅方向に
加速力を加える回転サーボアクチュエータと、を含むことを特徴とする。
【００２０】
　特に、前記基本部は、前記基本部の上部面に、前記回転サーボアクチュエータが加速力
を加える方向と平行に形成され、前記回転部を移動させる一対のレールをさらに含むこと
を特徴とする。
【００２１】
　また、前記回転部は、前記回転サーボアクチュエータから加速力を受け、前記レールに
沿って移動する回転部本体と、前記回転部本体の上部両端に形成される回転部本体レール
と、前記回転部本体上に、互いに対向するように曲げられて半円状に形成され、前記回転
部本体レールに固定されて円周方向の所定距離だけ移動自在に形成される回転移動部と、
前記回転移動部の上部面に形成され、前記本体と連結する回転移動カバー部と、を含むこ
とを特徴とする。
【００２２】
　また、前記回転移動部は、両端に設けられた円周方向への移動を制限する回転移動制限
部をさらに含むことを特徴とする。
【００２３】
　なお、前記基本部は、前記基本部の他側に、前記本体の幅方向に移動自在に形成される
重量バランシング部をさらに含むことを特徴とする。
【００２４】
　また、前記重量バランシング部は、前記基本部の上部面に固定される重量バランシング
固定部と、前記本体の幅方向に前記重量バランシング固定部と連結されて形成される重量
バランシングロッド、および前記重量バランシングロッドと連結されて形成される重量バ
ランシングピストンを含む重量バランシング固定軸と、前記重量バランシング固定軸を包
むように形成される重量バランシング本体と、を含み、前記重量バランシング本体は、空
圧によって前記本体の幅方向にストローク駆動可能に形成されることを特徴とする。
【００２５】
　また、前記基本部は、前記基本部の上部に前記本体の幅方向に形成され、前記重量バラ
ンシング本体を移動させる重量バランシングレールをさらに含むことを特徴とする。
【００２６】
　なお、前記基本部は、前記基本部の上部面に前記本体の幅方向に形成され、前記回転部
と接するように形成される緩衝部材をさらに含むことを特徴とする。
【００２７】
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　また、前記ピッチングおよびヨーイング複合安全装置型ダイナミックヨーイングシミュ
レータは、前記基本部の上部面に形成され、前記回転中心サーボアクチュエータと回転サ
ーボアクチュエータへ空圧を供給するアクチュエータ空圧供給部をさらに含むことを特徴
とする。
【００２８】
　また、前記ピッチングおよびヨーイング複合安全装置型ダイナミックヨーイングシミュ
レータは、前記基本部の上部面に形成され、前記重量バランシング部へ空圧を供給する重
量バランシング空圧供給部をさらに含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは、自動
車衝突シミュレータにおいて、側面方向とヨーイングによる衝突結果を再現できるシミュ
レータを提供することで、車両の正面方向、ピッチング、垂直方向の衝突結果を再現でき
る既存のシミュレータに、側面方向とヨーイングの衝突結果を再現できるシミュレータを
提供することにより、実際の衝突のような状況を再現できるという利点がある。
【００３０】
　特に、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは
、側面方向とヨーイングの衝突結果を再現して、衝撃による負傷の強度および検証に適用
することにより、座席、シートベルトなどの搭乗者保護装置の開発に役立つという利点が
ある。
【００３１】
　また、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは
、自動車衝突分野だけでなく、自動車部品衝突、建築構造物、船舶など、様々な分野に適
用されて衝突結果を再現できるという利点がある。
【００３２】
　さらに、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータ
は、自動車衝突シミュレータにおいて、衝突試験による片方向への重量集中によって試験
装置が脱落または破損することを防止できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】従来の自動車衝突シミュレータを示す図である。
【図２】本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータを
示す図である。
【図３】本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータを
示す他の図（図２のシミュレータを１８０度回転させた形態）である。
【図４】本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータを
詳細に示す図（車両のフロントバンパー左側衝突のためのシミュレータ）である。
【図５】本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータを
詳細に示す他の図（車両のフロントバンパー右側衝突のためのシミュレータ）である。
【図６】本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータの
重量バランシング部を示す図である。
【図７】本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータの
重量バランシング部の実施例を示す図（クッション部を示す図）である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、上述の特徴を有する本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイ
ングシミュレータについて添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００３５】
　その前に、本明細書および請求の範囲に用いられた用語や単語は、通常的かつ辞書的な
意味に解釈されてはならず、発明者は自分の発明を最善の方法で説明するために用語の概
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念を適切に定義することができるという原則に即して、本発明の技術的思想に適合する意
味と概念に解釈すべきである。
【００３６】
　したがって、本明細書に記載の実施例と図面に示されている構成は、本発明の最も好ま
しい一実施例に過ぎず、本発明の技術的思想を全て代弁するものではないため、本出願時
点においてこれらを代替できる様々な均等物と変形例が存在しうることを理解すべきであ
る。
【００３７】
　図１は従来の自動車衝突シミュレータを示す図であり、図２は本発明による重量バラン
シングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータを示す図であり、図３は本発明によ
る重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータを示す他の図（図２の
シミュレータを１８０度回転させた形態）であり、図４は本発明による重量バランシング
タイプのダイナミックヨーイングシミュレータを詳細に示す図（車両のフロントバンパー
左側衝突のためのシミュレータ）であり、図５は本発明による重量バランシングタイプの
ダイナミックヨーイングシミュレータを詳細に示す他の図（車両のフロントバンパー右側
衝突のためのシミュレータ）であり、図６は本発明による重量バランシングタイプのダイ
ナミックヨーイングシミュレータの重量バランシング部を示す図であり、図７は本発明に
よる重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータの重量バランシング
部の実施例を示す図（クッション部を示す図）である。
【００３８】
　図２～図５に示すように、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイ
ングシミュレータは、下部に形成される基本部１００と、前記基本部１００の上部に形成
され、外部の衝撃（アクチュエータによる加速力）によって移動または回転運動をする本
体２００と、を含むシミュレータである。
【００３９】
　前記本体２００の上部面は、ダミー（dummy）などが搭載される自動車模型または侵入
試験シミュレータ（intrusion device）などが設置される部分であり、前記の理由から、
従来のピッチングシミュレータなどの構成装置を設置するためには、シミュレータの外部
に設置して衝突状況を再現する。
【００４０】
　これに対し、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレ
ータは、前記本体２００の下部面または前記基本部１００に設置される差がある。
【００４１】
　これは、シミュレータなどの構成装置を設置するための別の空間を必要としない利点が
ある。
【００４２】
　前記本体２００は、前記本体２００の下部面に形成される回転中心部２１０、回転部２
２０、および移動部２３０などを含んでなる。
【００４３】
　前記回転中心部２１０は、前記本体２００の下部面に形成され、前記本体２００の長さ
方向の一側から所定距離離隔して形成される。
【００４４】
　この際、前記本体２００の長さ方向の一側は、衝突による加速力を受ける部分、すなわ
ち、車両の前部であり、本体２００の長さ方向の他側は、車両の後部である。
【００４５】
　換言すれば、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレ
ータは、前記本体２００の長さ方向の一側（車両の全面）の２０％程度が障害物と正面衝
突し、これによる衝撃によって回転軸を基準として前記本体２００の長さ方向の他側（車
両の後面）が移動および回転する状況を再現するためのシミュレータである。
【００４６】
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　なお、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは
、前記本体２００の長さ方向の一側の正面衝突の他に、車両の側面（本発明では、本体２
００の幅方向）に衝撃が加えられる側面方向への衝突結果まで再現できるという利点があ
る。
【００４７】
　前記回転部２２０は、前記回転中心部２１０から前記本体２００の長さ方向の他側に所
定距離離隔して形成される。
【００４８】
　前記移動部２３０は、前記本体２００の一側に形成され、衝突によって移動または回転
する本体２００が前記基本部１００上で移動および回転するために形成される。
【００４９】
　この際、前記移動部２３０は、一つが設けられてもよく、均衡のために多数が設けられ
てもよく、通常、鋼鉄材質のローラが好ましいが、これに限定されず、様々な実施例が可
能であることは言うまでもない。
【００５０】
　ただし、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータ
の駆動または他のピッチングシミュレータなどとともにシミュレーションする状況で伝達
された衝撃による離脱または破損を防止するために、衝撃による前記本体２００の荷重に
耐える程度の強度および適切な数のローラを備えることが好ましい。
【００５１】
　なお、前記移動部２３０は、車両の衝突によってヨーイングされる状況を再現するため
に、前記移動部２３０の円周方向に移動自在に所定角度傾斜して形成されることができ、
アクチュエータの動作による前記本体２００の回転によって方向が可変するローラであっ
てもよい。
【００５２】
　前記基本部１００には、前記本体２００のヨーイングまたは側面方向からの衝撃に対す
る移動のために加速力を加える回転中心サーボアクチュエータ１１０、回転サーボアクチ
ュエータ１２０などが設けられる。
【００５３】
　前記回転中心サーボアクチュエータ１１０は、前記基本部１００の上部一側に形成され
、前記回転中心部２１０へ前記本体２００の幅方向に加速力を加えるために、前記回転中
心部２１０と前記回転中心サーボアクチュエータ１１０のロッドが同一線上に形成される
。
【００５４】
　前記回転サーボアクチュエータ１２０は、前記回転中心サーボアクチュエータ１１０か
ら前記基本部１００の長さ方向の他側に所定距離離隔して形成され、前記回転部２２０へ
前記本体２００の幅方向に加速力を加えるために、前記回転部２２０と前記回転サーボア
クチュエータ１２０のロッドが同一線上に形成される。
【００５５】
　前記回転中心サーボアクチュエータ１１０と前記回転サーボアクチュエータ１２０は、
サーボアクチュエータからなり、この際、前記サーボアクチュエータは、アクチュエータ
本体の内部に制動システムが設けられ、自動車のブレーキパッドと類似の制動システムが
本体の内部に設けられることで、通常のアクチュエータに比べて速い速度でストローク方
向に進むロッドを制動できるという利点がある。
【００５６】
　なお、サーボアクチュエータは、本体に設けられるサーボ弁によって自動制御が可能で
あるという利点がある。
【００５７】
　すなわち、サーボアクチュエータは、速い速度でストローク方向に進むロッドを、サー
ボ弁の自動制御によって制動または駆動することができ、正確な大きさの加速力を加える
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ことができるという利点がある。
【００５８】
　この際、前記基本部１００は、前記基本部１００の上部面に、前記回転サーボアクチュ
エータ１２０が加速力を加える方向と平行に形成される一対のレール１３０を含み、前記
回転部２２０が前記一対のレール１３０に沿って移動する。
【００５９】
　すなわち、前記回転部２２０は、前記レール１３０に沿って、加速力による衝撃によっ
て移動し、前記回転部２２０は、前記回転サーボアクチュエータ１２０から加速力を受け
、前記レール１３０に沿って移動する回転部本体２２１と、前記回転部本体２２１の上部
両端に形成される回転部本体レール（図示せず）と、前記回転部本体２２１上に、互いに
対向するように曲げられて半円状に形成され、前記回転部本体レールに固定されて円周方
向の所定距離だけ移動自在に形成される回転移動部２２２と、前記回転移動部２２２の上
部面に形成され、前記本体２００と連結する回転移動カバー部２２３と、を含むことを特
徴とする。
【００６０】
　換言すれば、シミュレーションの際、前記回転サーボアクチュエータ１２０から加速力
を伝達された前記回転部２２０は、伝達された加速力によって前記本体２００の幅方向に
レール１３０に沿って移動するが、この際、回転可能に形成される回転移動部２２２によ
ってレール１３０に沿って移動するとともに、回転によるシミュレーション状況まで再現
できるという利点がある。
【００６１】
　前記回転中心部２１０もまた前記回転部２２０と同様に、前記回転中心サーボアクチュ
エータ１１０により、前記回転中心部２１０は、前記本体２００の幅方向に移動しながら
回転する。
【００６２】
　すなわち、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレー
タの前記回転中心部２１０および回転部２２０は、両方とも加速力の伝達を受けて前記本
体２００の幅方向に移動しながら回転するが、これは、回転中心部２１０の位置を固定し
、前記本体２００の他側を回転させる静的ヨーイングシミュレータではなく、前記回転中
心部２１０の位置が固定されず中心回転軸の位置が変更される状況を再現できる動的ヨー
イングシミュレータとして、様々な状況を再現できるという利点がある。
【００６３】
　なお、前記回転移動部２２２は、両端に設けられた円周方向への移動を制限する回転移
動制限部（図示せず）をさらに含むことができる。
【００６４】
　前記回転移動制限部は、前記回転移動部２２２の両端に形成される防護壁、または回転
による移動を制御する装置など、様々な実施例が可能であるため、限定されない。
【００６５】
　前記回転移動制限部は、前記回転移動部２２２の回転を制限することで、前記回転移動
部２２２が前記レール１３０上で回転する最大の回転角を制限して、前記回転移動部２２
２およびレール１３０の破損を防止することができ、前記レール１３０での前記回転移動
部２２２の離脱を防止することができる。
【００６６】
　従来の一般的なシミュレータは、片方向に加速力を加えることで、片方向に移動するシ
ミュレータの重量偏り現象が生じ、試験部が本体から脱落したり損傷を負う問題点があっ
た。
【００６７】
　そのため、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレー
タは、シミュレーション状況再現のため片方向への重量偏り現象を防止するために、重量
バランシング部１４０が形成されることを特徴とする。
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【００６８】
　前記重量バランシング部１４０は、前記基本部１００の他側に、前記本体２００の幅方
向に移動自在に形成され、図６に示すように、前記重量バランシング部１４０は、前記基
本部１００の上部面に固定される重量バランシング固定部１４１と、前記本体２００の幅
方向に前記重量バランシング固定部１４１と連結されて形成される重量バランシングロッ
ド１４２‐１、および前記重量バランシングロッド１４２‐１と連結されて形成される重
量バランシングピストン１４２‐２を含む重量バランシング固定軸１４２と、前記重量バ
ランシング固定軸１４２を包むように形成される重量バランシング本体１４３と、を含む
ことを特徴とする。
【００６９】
　この際、前記重量バランシング本体１４３は、空圧により、前記本体２００の幅方向に
ストローク駆動可能に形成されることを特徴とする。
【００７０】
　換言すれば、前記重量バランシング部１４０は、空圧シリンダである。通常のシリンダ
は、本体が固定され、ピストンとロッドがストローク駆動する一方、本発明による重量バ
ランシング部１４０は、前記重量バランシング固定軸１４２が固定されて形成され、サー
ボ弁などから供給を受けた空圧によって前記重量バランシング本体１４３が移動する。
【００７１】
　より詳細に説明すると、前記回転中心サーボアクチュエータ１１０と回転サーボアクチ
ュエータ１２０から加速力の伝達を受ける本体２００は、前記本体２００の幅方向（加速
力の伝達を受ける反対方向）に移動および回転するが、この際、前記本体２００は、片方
へ移動することで重量バランシングが片方に偏る現象が生じ、前記本体２００が前記基本
部１００から離脱したり破損する虞がある。
【００７２】
　そのため、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレー
タは、前記本体２００が加速力の伝達を受けて、いずれか一つの方向に回転および移動す
ると、前記重量バランシング部１４０の重量バランシング本体１４３が前記本体２００が
移動した反対方向に移動することで、重量の偏り現象を抑制することができる。
【００７３】
　この際、前記重量バランシング部１４０は、速い速度で移動する重量バランシングロッ
ド１４２‐１と重量バランシングピストン１４２‐２によって前記重量バランシング本体
１４３が受ける衝撃を防止するために、クッションリングが設けられたクッション部１４
５をさらに含んで形成されることができる。
【００７４】
　前記クッション部１４５は、図７に示すように、図７（ａ）に示すパラボラ型クッショ
ンリング（parabolic cushion ring）タイプまたは図７（ｂ）に示す穿孔型クッションリ
ング（pierced cushion ring）タイプなどが設けられることができ、これに限定されず、
様々な形状のクッションリングの実施例が可能であることは言うまでもない。
【００７５】
　なお、前記本体２００が速い速度で移動および回転して生じる衝撃によって前記重量バ
ランシング本体１４３が離脱または破損する虞があるため、前記基本部１００は、前記基
本部１００の上部に前記本体２００の幅方向に前記重量バランシング本体１４３を移動さ
せる重量バランシングレール１４４をさらに含むことができる。
【００７６】
　前記重量バランシングレール１４４は、速い速度で移動および回転する前記本体２００
の加速力と重量を相殺させるために重い材質で形成されるが、前記重量バランシングレー
ル１４４を形成することで、重い材質の重量バランシング本体１４３を容易に移動させる
ことができる。
【００７７】
　勿論、前記重量バランシング本体１４３を移動させるための重量バランシングレール１
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４４は、図面に示す構成に限定されず、様々な実施例が可能であることは言うまでもない
。
【００７８】
　本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは、前記
回転中心サーボアクチュエータ１１０と回転サーボアクチュエータ１２０から伝達を受け
る加速力による衝撃、およびこれに対向して反対方向に重量を移動させる前記重量バラン
シング部１４０による衝撃によって、前記回転部２２０が破損する虞があり、これは、前
記レール１３０上での移動のみでは前記衝撃に耐えることが難しいという問題点がある。
【００７９】
　そのため、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレー
タは、前記基本部１００の上部面に前記本体２００の幅方向に形成され、前記回転部２２
０と接するように形成される緩衝部材１５０をさらに含むことができる。
【００８０】
　前記緩衝部材１５０は、前記回転中心サーボアクチュエータ１１０と前記回転サーボア
クチュエータ１２０による衝撃、およびその衝撃によって速い速度で移動および回転する
前記本体２００からの前記回転部２２０の破損またはレール１３０上からの離脱を防止す
る役割をする。
【００８１】
　勿論、前記緩衝部材１５０は、図面に示す構成に限定されず、様々な材質および形成位
置の実施例が可能であるため、限定されない。
【００８２】
　なお、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは
、前記基本部１００の上部面に形成され、前記回転中心サーボアクチュエータ１１０と回
転サーボアクチュエータ１２０へ空圧を供給するアクチュエータ空圧供給部１６０が設け
られることができ、前記基本部１００の上部面に形成され、前記重量バランシング部１４
０へ空圧を供給する重量バランシング空圧供給部１７０がさらに設けられることができる
。
【００８３】
　勿論、前記アクチュエータ空圧供給部１６０と重量バランシング空圧供給部１７０は、
図面に示すものに限定されず、様々な形状と材質および位置実施例が可能であることは言
うまでもない。
【００８４】
　なお、本発明による重量バランシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータは
、前記回転中心サーボアクチュエータ１１０のロッドの一端および前記回転サーボアクチ
ュエータ１２０のロッドの一端に加速度センサ（図示せず）が設けられることができる。
【００８５】
　前記回転中心サーボアクチュエータ１１０のロッドの一端および前記回転サーボアクチ
ュエータ１２０のロッドの一端に設けられる前記加速度センサは、本発明による重量バラ
ンシングタイプのダイナミックヨーイングシミュレータの速度と加速度を計測、制御する
ことで、得ようとする正確な加速度で前記回転中心部２１０および回転部２２０に加速度
を加えることができるという利点がある。
【符号の説明】
【００８６】
１００　基本部
１１０　回転中心サーボアクチュエータ
１２０　回転サーボアクチュエータ
１３０　レール
１４０　重量バランシング部
１４１　重量バランシング固定部
１４２　重量バランシング固定軸
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１４２‐１　重量バランシングロッド
１４２‐２　重量バランシングピストン
１４３　重量バランシング本体
１４４　重量バランシングレール
１４５　クッション部
１５０　緩衝部材
１６０　アクチュエータ空圧供給部
１７０　重量バランシング空圧供給部
２００　本体
２１０　回転中心部
２２０　回転部
２２１　回転部本体
２２２　回転移動部
２２３　回転移動カバー部
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