ワイヤストレーンゲージを利用する

電気測微器とその特性
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】．はじめに
ねじのリード誤差，工作機械軸の側転振れ，あるいは機械1：．ヒ上画のあらさなどの測定

のように，比較的高周1皮1状に現われるごく微小な振巾をもつ往復性の変位を高い精度で
連続測定したい場合に機械的測微器を使用することは，その検技肱大機構にスピンドル，

レバー，ねじ，歯肇などが使われているので，それらの加工精度，摩擦，慣性，バック

ラッシなど避け得られぬ誤差心因のため，高い検出精度および正しい拡大率は望めな

いQまた機械的測微鴛蹄では特別なもの（たとえばSchoPPe＆FaeserのGraphotest，
大阪精密のインジケーティングレコーダなど）を除いては測定量を記録できないので，
運動中の連続的な測定もできない。
このことは，主としてその検出機構の一部に｛幾械的要素を含んでいる光学的および流
体式の測虚器についても恐いうる。
最近，各腫の電気的測微雨が発．達して，最初に述べたような測定対象の測定器として
の条件のうち測定最を黒1時に連続記録することは可能となったが，検出部には依然とし

て，スピンドル，レバーなどの機械的要素を坂り入れているため検出精度は充分と応え
ない。

筆者は，ワイヤストレーンゲージをばね鋼板にはりつけたフィーラを有する検出部を
作り，ほかの測微器の検出部のような欠点がなく，かつ測定量を肉動的に即時｝言己録でき
る電気的測微器を1ご1厚成させ，いろいろの測定に使潤したが非常によい結果が得られたの
でここに報告する次第である。

なお，ワイヤスi・レーンゲージを利用しているBrown＆Sharpe電子∫i露；式コンパ
ユ

レータは，ゲージの長さ方向変雛を取り出すためスピンドル部を有しているが，簗考の
測微器は以下に述べるように，たわみのみを利用しているので可動部に精慶低下の原因
となる機械的要素を全く含んでいない点を特長とするものである。

2，原理および構成
測定すべき往復性の微小変位を，どんな方法によって正しくワイヤストレーンゲージ
のひずみ変化に置換するかが本測微器の検出斉ilとしての重要点である。
＊飯機械工学教蜜，講師
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この都分をゲージヘッドと呼ぶことにすると，本測微器はゲージヘッドを作れば，そ
のほかは一般のひずみ測定と同様にブリッジ回路，電気的増rり部，記録部を付加するこ
とによって，測定量を適当に拡大して自動的に即時記録することができる。
したがって，ここでは主としてゲージヘッドについて述べる。

2・1

ゲージヘッドの原理および構造

ゲージヘッドのそなえるべき条件は，第一に高周波的な微ノ」・変位に正しく追従するこ

と，第二にその追従量をひずみ変化として取り出すことである。
まず第一一の条件を満足させるために，ばね鋼板（厚さ1mm，

ril

10

mm）の先端に被

測定部に接触するための鋼球（薩径1mm）をはんだづけしてフィーラとし，その厚さ
の方向で被醐定部の往復性1｝孜小変泣にばね力を

利用して追従するようにした。

｝

次にばね鋼板をホルダーに取りつけ，その自

一

@F

由長を中心として両側面に正しくゲージをはり

つけたのでゲージヘッドの構造は図1のように
なる。

l

りが先端に集中荷重を受けた三三に生ずるたわ

L﹂う漏10

このようにすると測定すべき変億は片持ちは

l

みと同様に考えられるので，フィーラ先端の四
球が追従する変位とそれに対応する測定圧およ
られ，かつ測定すべき変位は直線的にゲージの
ひずみ変化に置換されて第二の条件も満足され

L，。一
15

⁝一﹁

﹂

び二面のひずみは計算によって容易に正しく得

る。

すなわち，図1において，フィーラ先端の変

ゲージヘッドの購造

1．鋼球 2．ばね鋼板
3．ひずみ計 4．ホルダー

位δは次の式で表わされる。
P♂3

δ㌔左1・
ここで，／）：測定圧

図1

（mm＞

（1）

（9），

1：フィーラの長さ
E：ヤング係数

（mm），

（9／mm2），

∫：断硬の慣性能率

伽3／12，m田4＞．

したがって，この変位に対する渕定圧Pは式（1）より，
3E∫
♂3

P＝一．．一・δ

となり，さらにフィーラ側面のひずみεは

〈9）

（2）
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（3）

・一

篇

り
﹂一2

ら

こ
こ

で

となる。

ゆえに，測定すべき変位量の大きさおよびそれに対する測定圧などに条件がある場合
には式（1＞からばね材のヤング係数も考慮されてフィーラの寸法が決冴）られるが，さら

に増刷器などの特性からひずみの大きさをその適度範囲にするためには式（3）によれば

よい。しかし実際には，フィーラの寸法のいずれかが押さえられてもほかの寸法あるい
は材質をかえることによって補えるが，特に巾と長さは市販のゲージの大きさを考えて
最：終的に決めなければならない。

たとえば筆者が使用したゲージヘッドは比較的に小形i径量で図1のようにばね鋼板の

フィーラ部の寸法は
E＝2．Ox10？g／mm2

1篇30mm，11＝15

mm，ぬ＝1mm，

δ＝10

mm

であるが

とすれば，測定すべき変泣とそれに対応する測定圧および側爾

のひずみは式（1＞，（2），（3）から計算されて表1のようになる。

表1
変位

フィーラ先端の変位と測定圧および測面のひずみの関係
10

20

18．5
8，3

δ（μ）

1則定ノTl三

P（9）

ひずみε（×10−6）

30

40

50

37．0

55．5

74．0

16．6

24．9

33．2

i100

60

70

80

90

92．5

111．0

129．5

148．0

166．5

185．0

41・5

P49・8

58．1

66．4

74．7

83．0

測定範陵1をフィーラの自鋤点を基準として±30μとすれば，最大測定圧約56g，ひ
ずみの最大約25×1r6となる。

2）
なお，図1に示すようにゲージを両側爾にはったのは，いわゆる2ゲージ法の利点を

活用したもので，温度補償させうるばかりでなく，伸編ひずみはもちろん曲げ以外のひ

ずみによる影響を受けず，かつ両ゲージが加平的となりブリッジ出力が倍加されるの
で，測定における悪条件の影響を受けない高感度の精密測定が可能となり非常に有利と
なるからである。

2。2

本測微器の撰成

本測微器についてはすでに述べたようにゲージヘッドに研究の主眼があり自作したの
で最も問題となる所であるが，それ以外は市販のブリッジヘッド，電気的増巾器（新興
通信製動ひずみ測定器），記録装置（渡辺測器製ペンオッシログラフ）を接続して図2
のように構域される。

図2の較正装遣は本測微器の精度検定用のものでやはり自作した。本測微器にとって
は直接その系列にはいらないが，欠くことのできない構成要素である。

写真1にその概観を示す。
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較il三装置
ゲージ本体

ひずみゲ皿ジi

静ひずみ計
電流増巾器

プリツジ千路

記録装置

電力曲説器

ブリッジヘッド

図2

動ひずみ灘定器

ペンオッシロ

二三微器の購成

獺一羅羅馨灘．懸灘騰

この増一握は

蠣

動ひずみ測定器
としてベンオッ

シロを作働させ
うる1万力増「IJ部

獣

を組み入れてお
り，静ひずみ測

定用のメータも
あるので，ペソ
オッシロを作動

写輿1

本測微器の概雀見

1。ゲージヘッドおよび較差装置：2．ブリッジヘッド
3．動ひずみ測定器 4．ペンオッシログラフ

させていると否
とにかかわらず

メータにより，静ひずみすなわち被測定範閥の大小に応じた指針の動き，したがってペ
ンの動きの範霞も知ることができるので，較正装置によりのちに述べるような力法によ
って拡大率を適当に調整すれば，主としてオーバスイングなどによる各部の損傷をまぬ
がれることができる。またペンオッシロの記録紙送り速度を変えられるので，測定すべ
き変位：の周波数に応じてその送り速度を調節すれば，変位の大小ばかりでなくその性質
の解明にも役立たせうるので痩利である。

3。特

性

3。1．精度と安定性
本測微器の精度および安定性を次のように解釈して検討した。

精度については，フィーラの先端に正しい標準変位を連続的に与えた場合に，途中の
増巾器を経てペンオッシロのペンが正しく追従して記録紙上に所望の拡大率による巾を
連続的に記録するかどうか。安定性については，特に電気的測微器のため時間経過によ
る交流電源の変動および増訂器などの特性変化による再現性に対する影響などについて
調べた。

そのため写真1にも示したが，さらに詳細にわかるように写真2に示すような較正装
置：を製作した。

この装置は，SIPのマイクロインジケータ（最：小目盛1μ，扇盛範囲±50μ，精度は
ZeissのU，

M，

M．による検定の結果，機械的測微器であるがほとんど理想的である）
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により標準変紘をフィーラ先
端に与えうるものである。す

なわち写真2のように定盤に
固定されたゲージヘッドのフ

ィーラ先端鋼球はSIPインジ
ケータと微小変僚を与えるた

めのマイクロメータヘッドの
両測定積儲1に←まさまれる。し

写真2

たがって，マイクロメータヘ

較工E装置

ッドによるSIPインジケータ

1．S玉Pインジケータ 2．マイクロメータヘッド
3．ゲージヘッド 4．ブリッジヘッド

の指針の動き量がフィーラ先

端の標準変位となるので，増巾器を経てペンオッシロを作鋤させ，増巾度を調整して
SIPインジケータの臼盛とペンオッシロの記録する巾

（mm）

との関係を一定にすれば

適当な拡大率が得られるはずである。たとえば，SIPインジケータの1目盛がペンオッ

シロの記録紙1目盛（1mm）と一一致するようにすれば，1μが，1mmとなったわけ
でこの場写本測微器は1000倍にi隊：正されたこととなる。

較正の基準にはいろいろの方法が考えられるが，SIPインジケータが充分な精度を有
していることがわかり基準として使用し得たので，ほかの方法にくらべて較正操作が非
常に能率的であった。

拡大率は以上の方法で容易かつ自由に得られるので，次にその直線性を3種の：方法に
よって調べた。

まず較正装置においてフィーラの自由点を変泣ゼロとし，SIPインジケータのゼP目
盛を基準として，順次に10μずつ40μまで往復性（符号はSIPインジケータに一致さ
せた）の変位を与えた場含の拡大率500倍のペンオッシロの記録が写真3（a）である。
一般に，フィーラの先端は被測定部に充分な接触を保つことが必要であり，このよう
に自由点の両側に変位を生ずるフィーラの変位状態は，このような較正装置を使用しな
い実際測定には起り得ないので，実際の状態と嗣じ条件で調べるためには変位の範囲内
においてフィーラ先端が常に被渕定音llに接触するように，初めに膚由点を基準として相

当量の変位を与えておく必要がある。しかしこのために測定圧が大きくなり過ぎる場合
があるから初めの変

写真の（b）および

（・〉は上に述べた考
え方から初めにフィ

幹

（a）
写真3

い｛耐職1層

（坤

Gb）
本測微器の精度

⑥
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園3

SIPインジケータの精度

（比較的微小な朝臣をもつ往復性の変位に対する追従精度をU．M．

M．を標準とするサインカーブに対して表わしたもの）

一ラ先端に十30μおよび一30μの変位：を与えた点をゼロとして写糞（a）の場合と同様
に順次変位：を与えた場合の記録である。もっとも初めの変位の取り方からわかるように，

両端の10μにおいては（a＞のように実際にあわない状態で操作されている部分もある。

これらは最初（a＞において÷10μに拡大率の較正をしたのち連続的に上に述べた操
作を行なったものであるが，記録紙の綜と正しく一致せず，かつ変位が大きくなるにつ
れて拡大率がいずれもわずか小さくなっている。

この原因としては，まず図3に示すようにSIPインジケータの拡大率がごくわずか大
きく，バヅクラッシもわずか認められることであろう。したがって初めのプラス側では
拡大率のみの影響を受けるのでその傾向は，のちのバックラッシの影響も受けるマイナ
ス側より小さくなる。

次に，マイクロメータヘッドの微小「i劃1云によるS玉Pインジケータ指針の正しい国盛合

わせの困難さ，特にこのように順次大きい目盛に指針を合致させて行こうとする場合に
ヨラ

は小さめに合致させる傾向があることと，バックラッシのため逆転してはならないとい
う意識が，マイクロメータヘヅドの微小回転に影響して，バラツキと共に小さめに記録
される原因ともなっていると思矛）れる。

しかし，フィーラには3方法による3種の変位範囲を，またひずみにも3種の大きさ
範囲を与えたが，ほとんど同じ結果が記録されているので，フィーうおよび増巾器，ペ
ンオッシロには問題はないと恩うG
以上のことを総合すれば，拡大率，直線1生およびせまい三昧の安定性も相当によく，
本測微器は高い精度を有している。

また，測定ごとに較正を行なったが，その精度は常にほとんど一定であり，さらに同
じものを数回にわたって測定した場合に相当の時間経過があっても再現性が非常によく，
本測微器は安定性においても十分であると君いうる。

3。2

ほかの測微器との比較

はじめに述べたように機械的測微器などは，その機構が各種の機械的要素から成り立
っているが，これらはその精度を高めるためには障害となる性質を含んでおり，一般に
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はその影響が現われて，高い精度を必要とする特に微小な往復性変声の測定には不適当
であることが認識され始めており，さらに測定圧も比較約大きく，形状も大形となり測
定量の即時連続記録が一般には不可能である。

それに比較すれば電気的lll弾器はその構造上，機械的測微器のような拡大機構に欠点
がなく，拡大率の自由な調整，測定量の覇1時連続記録が可育旨，検出部の比較ゴ1勺小形など

の利点があるので高い精度を必要とする測定用として急速に進歩しているが，検出部に
ついては，たとえば電気容彙形式は対向板に高精度の加工を必要とし，変位に応ずる可
動板の運動はスピンドルまたはレバーによっており，差動変圧器を利用するものもスピ
ンドル形式で変位に追従させ，変位の方向によっては，やはりレバーなどを使用するな
ど，いずれも必ずしも機械的測微器におけるような精度低下の懸念から完全に脱却して
いない。

しかるに，ワイヤストレーンゲージを使用する本縫微器は，上に述べた電気的測微器
の長所を充分にそなえ，かつ検出部において精度上懸念される要索を全く含んでいない
ので理想的な測微器ということができるQ増巾部，記録部についてはほかの電：気測微器
と同じことが言えるので闘題外とする。

特に本測微器の検出部はほとんど加工精度を必要とせず，手細工でその測定対象に応
じた寸法の小形軽量な自由の形に作り得て，姿勢差の影響も問題とならないのであらゆ
る測定のどんな個所にも使用することができる。たとえば本検出部は図1の寸法からわ

かるように小形で約100gという軽量（もちろんこれが最小形という意味でない）なの
で，マグネチックスタンドなどに工反り付けて容易に使用できるので便利である。

3・3使用例
本陣微器を使用することによって顕著な良い結果が得られた例として，精密ねじ切り
旋盤の親ねじ軸の軸方向振れを測定した方法について述べる。

精密工作機械の主要軸などの回転に伴なう今方剛戻れはその七転の精度に大きな影響

を与えるものであるが，比較的振れが微小なためか正しく測定した例はないようであ
る。それは，この測定に検幽精度の悪い機械的測微器を使用していることと，軸直角振
れをある程度に押さえておかないと軸端に鋼球をつける方法による場合，機械的測微器
のスピンドル漉を正しく直角な平面としても，被測定軸と測微器のスピンヂル軸を一直
線に配置することがむずかしく軸直角振れの影響が入ってしまうからである。

筆者は図4のような鋼球保持偏心除去装置を作って測定すべき炉端に取りつけた。
すなわち，その振れを測定すべき親ねじ軸1の換え歯車取りつけねじを利用して，リ

ング状皿ばね2と支持円板3をその細径部にはめた（支持円板内径と圃定部細径は相当
の余裕を必要とする）圃定部4を，ナット5で親ねじ軸に固定する。次にその先端に，

鋼球8をはんだづけした円筒形の鋼球保持部7を，固定部4と全周にわたって接触する

ように，リング早世ばね2を介して支持円板3にねじ6（全周4個）で連結させる。こ
の状態においては，皿ばね2のため鋼球保持部7は被測軸への固定部4に対して軸薩角
の方向に自由に動くことができるから，偏心調節用ねじ9（全周4欄，ねじ6と45。）
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図4 鋼球保持角lll心調節装置￠）構造
1・被測軸2・111しばね3・支持円板4．被測軸への固ラ壼部
5．ナット 6．ねじ 7．鋼球保持部 8．釧1鋤ミ

「
ダイヤルゲージによる
鋼球爾 し・調節

9．舗心調節才＆じ

で被測軸に回転による三面：角振れがあっても鋼球8の回転偏心・は最小限に押さえること
ができる。

この場合に野球の偏心はそう厳密に押さえなくてもよい。それは鈴i球の偏心を61ユ｝m，

軸：方向振れを4g

mm，四球の半径をプmmとすれば，
〜≒ぬ。2プ

（4）

となり・2プ＝！0mmならば！μの軸振れ諜差を盗｛三ずる偏心は約0．1mmとなるから
である。ゆえに鋼球の偏心調節用には0．01mmよみのダイヤルゲージで充分である。

難疑．
（乱）．

（b｝

SIPインジケータによる測定
写真5

本器のゲージヘッドによる測定

軸方向振れの謬｛脳三法

No．14
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そこで写真4のようにま
ずダイヤルゲージで鋼球の

偏心を0．02mmと理想的
な｛直まで押さえたのち，神

輿5（a）はSIPインジケー
タを同（b＞は本場のゲージ
：本1輿1微器による軸：方向振れの浬11定結果

（1ド1盛：2μ）

ヘッドを鋼球端に接i触させ

て運転中の軸方向振れを測
定しているところである。

SIPインジケータでは指針の振れがほとんど認められなかったのに，本測微器では写
真6のように約0．3μの軸方向振れを悩む脈己録している。

4．む
以上ワイヤストレーンゲージを利用した電

す

び

気的渕微力について，現在まで主として機

械的測憎憎を使用ヨして来た立場から述べたが，本測微器も窪だ試作とその特性究明の段

階で，ここに本測微器について結論めいたことを述べるのは軽卒のそしりをまぬがれな
いが，特にゲージヘッドの設計指針も含めて経験したことを挙げると，
（1）電気的測微器は機械的野微器などに比較して測定上多くの利点を有しているが，
電気曲測微器の呼【でもワイヤストレーンゲージを利用した検出部を有する本州微器がい
ろいろの面で一番よいと思う。

（2）電気的測微器は安定性がよくないという既成観念にとらわれていたが，本測微器
においてはきわめて安定していた。

（3）ばね板とゲージの大きさから決まるフィーラによって測定量が同じでもひずみの
大きさが変ってくるから，増巾器，ペンオッシロの特性に適合したフィーラを設計すべ
きである。

（4）（3）においてばね板は薄いほど測定圧が小さくなってよいが，測定部が激しく変

動するような場合にはその振動のため記録にびびりなどがはいるから適当にすべきであ
る。

フィーラ先端鋼球は小さいほどよい。しかし被測定物によっては必ずしも球の必要は
なくそれに相応した形状がよい。

（5＞2ゲージ法によること。これによって温度補償など0）利点があり，感度および精
度が〆lj⊥する。

（6）筆者は主としてインクペンオッシロを使川したが，これには測定量の周波数に限
度があることは言うまでもないが，とかく記録紙をよごしたり，ペン先がつま1つたりの
不梗があるのでこのような欠点のない熱ペン武オッシロが最近使われ始めている。前者
は記録紙の臼盛線が円弧で記録の解析には不硬であるが写しを取るには便利であり，後
者は記録紙の同盛が直線であるが写しがきかないから，適当に使いわけられれば理想的
である。
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（6＞本器のフィーラの欠点は測定すべき変位に比例して測定圧が変化することである。
（4）に関連して充分考慮しなければならない。

おわりに，本測微器は筆者が昭和36年度文鶏／省内地研究員として東京工業大学精密工

学研究所において，山本晃教授の御指導のもとに，ねじリードの虜動記録式測定に関す
ら

る研＝究を行なった際，その検繊記録部として取り上げたものである。ここに同教授の懇

篤なる御指導に深甚なる感謝を捧げるものである。また，同教授の研究室で助言をいた
だいた吉本勇，局又太郎，豊山晃の各氏に厚くお礼を申し上げる。
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Summary
Electric Micro‑Comparator Utilizing Wire Strain Gauge

and its Special Character

Makoto ICHIKAWA
(Department of Mechanical Engineering, Facu!ty of Engineering)

An important part of this electric micro‑comparator is the gauge head
formed by the feeler and the holder.

This feeler consists of the thin spring steel plate which has asmall
steel ball on its end to keep touch with the measuring part and two wire
strain gauges on its both sides to change the displacement of the ball into
the strain of the wire.

Accordingly, such a gauge head,namely detecting eiement of this eiectric

micro‑comparator, has no mechanical elements which are likely to cause the
decline of sensitivity and accuracy in its mechanism, like of mechanical,
opticai and other electric micro‑comparators.

And, this electric micro‑comparator coBsists of the above gauge head,
bridge circuit, electric amplifier and recordiBg device.

The excellent accuracy, sensitivity and linearity of this electric micro‑

comparator was made clear by using the calibrating appratus which was
manufactured specially for this comparator and in practice, for example, by

measuring the swing of axis in its long direction, of a precision screw
cutting iathe which has a very small swing of axis.
Moreover, the author thinks that the adjustable equipment of eccenericity
with steel ball used in this measurement is usefui for the swing measurement
of an axis of other machine tools etc.
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