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車軸と車輪の間の動摩擦係数(減速係数)の測定 3 

―反射型光センサ(フォトリフレクタ)による実装を目的とした装置開発― 

藤井 俊介＊ 

 Measurement of Deceleration Coefficient in a Simple Experimental System with One Wheel and One 

Axis part 3 

－Intended for the implementation of the photo-sensing devices (photo-reflector) 

Shunsuke FUJII＊

Intended for precise measurement of the velocity of a dynamical cart, its angular velocity 

measurement has been investigated with the same photo-sensing device as in Fujii[2015,2016]. 

Instead of using the photo-interrupter, the measurement by the photo-reflector, more practical 

for the implementation to the dynamical cart, is considered.  

 （Keywords : Physics education, kinetic friction, deceleration coefficient, photo-reflector） 

１．背景 

 力学台車(図 1)の加速度(角速度の時間変化)の精密測

定を目的として、車輪に直接固定された自作ロータリー

エンコーダを読み取る、光センサによる非接触測定を行

ってきた。(藤井2015[1],2016[2])実際に用いたモデル実

験の装置は図 2 のとおりで、木製の土台に台車用の軸を

固定し、測定したい車輪をのせ空転させる。 

車輪

エンコーダ

透過型光センサ
(後に反射型に変更)

図 2 摩擦測定装置の図 

車輪には、運動を符号化するための金属板(ロータリーエ 

ンコーダ板)が固定してあり、車輪の減速運動に合わせ 

て、等角度回るごとに(赤外)光の透過・遮蔽が切り替わる。

この切り替わりを直接的にパルスで符号化するのが、フ

ォトインタラプタという透過型光センサで安定動作のた

めにトランジスタを通した後、その出力信号を、(時間,

電圧)を含んだExcelファイル生データ出力またはビット

マップでのグラフ出力が可能な Iwatsu DS-5104 デジタ

ルストレージオシロスコープ(以下、「オシロスコープ」

と略記)で読み取る。本実験装置の第一の開発の方向性は、

ノイズが比較的少なく角度分解能の高い透過型光センサ

を用いて、摩擦の素過程を精密に調べるということであ

る。この第一の方向性で力学台車への実装を考えるため、

藤井(2016[2])においてエンコーダ板の小型化などを試み

た。しかし、車輪の外側に幅18mm ほどのアタッチメン

トを通して車輪に装着された小型エンコーダ板(直径

100mm→直径 40mm)では、車輪の横揺れがデータに混

ざり、精密測定データを大きく乱してしまう原因となっ

た。そこで、実装化と精密測定を分けて考える。第二の

開発の方向性として、力学台車そのものへの実装を目的

とし、精度を落としてでも実装可能な形(小型化・軽量

化・製造過程の簡易化・素材の再選択)を考える。特に、

反射型光センサの利用を念頭に置いて開発する。

ところで、車輪の摩擦過程は、純粋な「動摩擦係数」

として取り扱うには十分でない。いくつかの例をあげる

と、軸の荷重が曲面上の各点に非一様にかかる点、車輪

の変形による「転がり摩擦」(抗力が垂直・接線方向の両

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊一般教育科 (物理) 

図 1 台車レール上を運動する力学台車 
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成分を持つ)による影響、一般の車輪ではベアリングの

内部構造に起因する摩擦、高速回転時の車輪の横揺れ

(振動の励起)と、振動に伴う音波の放射によるエネル

ギー損失などが挙げられる。これらのあらゆる効果が

加速度に影響する。本実験における測定可能量は、角

速度の時間変化のみであるので、実験上は要因ごとに

分類した議論は行わない。そこで、車輪の接線方向の

加速度を重力加速度gで規格化した「減速係数」 

g

a

mg

am
eff ・・・・(1)

(藤井(2015[1],2016[2]))を定義し、議論を進める。 

 今回の回路の検出装置は、図3のように、従来の(藤

井[1][2])で用いていた透過型フォトインタラプタ

(EESJ-5)から反射型フォトリフレクタ1(RPR-220, 

OMRON)に変更した。 

4.9[mm]

2.8[mm]

赤外線
LED

反射光
受光部

6.2[mm]

5±0.2[mm]

10.2[mm] 7.2±0.2[mm]

真上
から

真横
から

透過型光センサ 反射型光センサ

図 3 光センサ(透過型、反射型)の概形 
検出回路は、図 4 の以前([1][2])の回路と同一で、

製作上は透過型光センサ(フォトインタラプタ)を反

 

射型光センサに置き変えたものを用いる。この検出

回路を図2の装置に取り付けて測定を行う。

1 フォトリフレクタとは、対象物に赤外線をあててその反射

光を検出して、パルス状の信号を出力する素子のこと。フォ

トインタラプタは、光線の直線経路をさえぎりにより内部の

フォトトランジスタがON/OFFする。フォトリフレクタは反

射光でフォトトランジスタがON/OFFする 

本稿の構成は、以下の通りである。2節(1)において、

フォトリフレクタの性能評価・使用条件の実験的確認、

2節(2)においてフォトリフレクタを用いた実際の計測

の設定・実験結果および解析(ソフトウェア)の条件設

定の確認、3節で将来に向けた予備実験の紹介、4節で

すべてを総括する。 

２．実装化への試み 

(1) 反射型光センサ(フォトリフレクタ)の分解能確認

フォトリフレクタは、テスト時には5Vで動作させた。 

10mm

5mm

2mm

2mm

図 5 分解能のテスト 

図5(左)のような反射板を用意して、図2と同様の装置

を用いてテストしたが、オシロスコープに反応が現れ

なかった。これは反射型フォトリフレクタが、2mm幅

の障害物に反応できないことを意味している。確認の

ために、図5の(右)のような反射板(2mm,5mm,10mm

幅)を紙で製作し、テストしたところ、5mm,10mm 幅

では反射光が認識できたが、2mm幅では反射光が認識

できなかった。この状況は、図 6 のように赤外線が広

がりをもって伝搬・反射するためであり、透過型では

この曖昧さはなかった。入射赤外光の広がりに対して

エンコーダ板の間隔が狭すぎる場合、光を逃がす穴が

図 6 のように、目の前にあってもどこかで反射光が生

じてしまい受光部に届く。このため、穴が正面に来て

もフォトリフレクタは反応できない。この傾向は、90°

回転させて配置しても分解能は同じであった。幅にし

て5mm、半径20mmの車輪で分解能は、 

][29][56.12
]mm[0.5]mm[0.5

]mm[2014.32





穴 ①式 

となる。つまり、12.6[穴/1 回転]以下(29°間隔以上)

図 4  透過型フォトインタラプタ光信号検出回路図 

図 6 識別不可能になる状況 
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×の場合：目の前に穴があっても反射光が届いてしまう
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にしないと認識できない可能性がある。 

また、この光センサに加えるべき電圧についても別

途測定実験を行った。結果として、センサが正常動作

するのは電源電圧が2[V]程度であり、それ以上の電圧

をかけて動作させると例えば図 7 のように、パルスの

立ち上がりが緩慢になり正しい測定ができなくなる。 

動作電圧が高すぎる場合
立ち下がりきらない・パルスが隣
と結合して区別しにくい

以下の実験では電源電圧を全て2[V]以下とした。 

(2) 5[穴/1回転]の簡易エンコーダの計測(反射型)

(2-1)計測の概略 

5穴(60°間隔)に白黒を精密に塗り分けて、ラベルシ

ール(A-one,72201,マット,ホワイト;以下「シール」と

略記) に印刷、車輪に貼りつけた簡易エンコーダを試

みる。(初期モデルでは、紙印刷で試したが、紙が車輪

からはがれてはためくためデータが大きく乱れた。) 

図 8   5穴/10穴のエンコーダ(印刷用) 

以下のグラフは、図 8(左)の 1 回転あたり 5 穴(影部分

が穴に相当)のシールを車輪(直径 40mm)に貼りつけ、

[Excel コマンド]
立ち上がり>0.1[V]を満たすデータ番号を
データ番号の低い順に並べる。
番号=Small(検索範囲、 順位 )①

番号から、別表のデータを自動リストアップ
VLOOKUP(検索範囲, 番号,列番号)②

①IFERROR(SMALL($J$6:$J$1003,O6),"")
②IFERROR(VLOOKUP(R6,$J$6:$M$1003,4),"")

②IF(R6="","",IFERROR(VLOOKUP(R6,$J$6:$M$1003,2),""))

O列 P列 Q列 R列

データ番号 1メモリあたり 速度[m/s]
抽出
行番号

1 0.019866 0.713865 307 
2 0.039125 0.705159 389 
3 0.058383 0.705159 471 
4 0.078111 0.688370 555 

5 0.098074 0.680271 640 

6 0.118506 0.664633 727 

閾電圧

※閾電圧は、ソフトウェア上で自由に変えることができる

図2の装置につけて、減速運動を計測したものが図10

のグラフである。本稿でも、生データをソフトウェア

的に処理(図9参照)しているが、オシロスコープから得

た5000行くらいの生データを貼り付けるだけでv-tグ

ラフを自動表示できるようになった。具体的には、

Microsoft Excelで、再隣接データ間の電位の差をとり、

閾電圧値を超えたもの(≒立ち上がりパルス)を検出す

る。それらのデータに対して、先頭の立ち上がりデー

タの選択的表示、現れたデータの行番号表示、自動並

べ替えなどの処理のあと、v-tグラフとして表示する。 

(2-2)フォトリフレクタの分解能について 

(1)で見積もったフォトリフレクタの分解能について、

エンコーダの 1 回転あたりの穴の数を増やしながら、

v-t グラフ表示をさせてその傾向を見る。以下の図 10

～図13のデータは、オシロスコープで直接計測される 

v = -0.7599t + 0.7444
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速さv[m/s]

時刻t[s]

1.58[V],5穴/1回転 (反射型) 低速回転、閾電圧0.1[V]

減速係数 0.07764

図 10  5穴のエンコーダの解析結果 

v = -0.5368t + 0.7288
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1.58[V],10穴/1回転 (反射型) 低速回転、閾電圧0.1[V]

減速係数 0.05484

図 11 10穴のエンコーダの解析結果 

v= -0.8943t + 0.7112
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速さv[m/s]

時刻t[s]

1.58[V],15穴/1回転 (反射型) 低速回転、閾電圧0.1[V]

減速係数 0.08943

図12 15穴エンコーダの解析結果 
入力電圧が1.58[V]になるように、電源部の可変抵抗を

調整した上で、それぞれ5,10,15,30[穴/1回転]の場合に

図9 自動グラフ化に用いた主なコマンド(Excel) 

図7 フォトリフレクタの動作(不適正な動作電圧) 
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ついて解析した結果である。図10では、動摩擦を含 

む台車の運動でよくみられる、上に凸な形で揺らぐデ

ータの傾向がみられる。図10~図12を見ても分かるが、

ほとんど速度が変わらない領域が v-t グラフに現れて

いる。このメカニズムの解明は、今後の課題としたい。 

低速回転(接線速度 0.7[m/s]程度)では、図 10~図 12 の

5穴、10穴、15穴について物理的に意味のある解析が

できている。しかし、30穴になると、図13のように、

(1)で定性的に確認したデータのとりこぼしが多く生じ、

v-tグラフの信頼性が著しく損なわれている。 

v = -0.7945t + 0.8093
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1.58[V],30穴/1回転 (反射型) 低速回転、閾電圧0.1[V]
速さv[m/s]

時刻t[s]

減速係数 0.08269

図13 30穴エンコーダの解析結果 
(1)における 12 穴程度で分解能に限界が来るという見

積もりは、目安としては悪くない。 

また、15 穴の高速回転時(接線速度 2.2[m/s]程度)で

もデータの乱れ始めがみられる。初速度と半径から割

り出す 1[s]あたりの初期回転数は図 12 で測定半径

r=16.9[mm], 6.97[回転/s]、図 15 では r=16.1[mm], 

21.9[回転/s]であり、1[s]あたりに通過する穴の数から

応答時間に必要な時間を見積もるとそれぞれ、10[ms]、

3.0[ms]となる。これは、図 14 のオシロスコープから

測定できるフォトリフレクタのパルスの立ち上がり時

間が 2[ms]程度であるので、ほぼ立ち上がりパルスの

短さの限界からこの分解能が決まっていると言える。 

以上から、反射型光センサ(フォトリフレクタ)を用い

た場合のエンコーダの分解能は、反射光による空間分

解能の制限とパルスの立ち上がりから決まる光センサ

の応答速度からくる制限の2つの要因が考えられる。 

 (2-3)v-tグラフの閾値電圧依存性について 

パルスの立ち上がり(白→黒)で境界の通過を判定して

いるので、その立ち上がり電圧の差の閾電圧の取り方

によって、v-tグラフのデータが異なってくる。まずは、

パルスの時間変化を見てみる。図14は、15[穴/1回転] 
のエンコーダ(シール)を貼りつけた車輪を回転させた

ときのパルスの時間変化である。このパルスの立ち上

がりは、同一パルスでも何段階かにパルスが積み重な

りながら立ち上がっている。そのため隣同士の電位の

差とその閾値(閾電圧)の設定(立ち上がり電圧の定義)

によってはパルス間隔をソフトウェア的に読み誤る恐 

0[V]

図 14 計測された波形(1.58[V],反射型) 
れがある。そこで、同じ生データに対して閾電圧を変

えたv-tグラフの比較を行う。特に、信頼性が保たれる

閾電圧の条件について調べる。図12の15穴の低速回

転時の解析結果は物理的解釈が可能であるが、図15の

高速回転時には、データの揺らぎがみられ、測定限界

に近く信頼性が下がっている。同じ生データに対して、

閾電圧の依存性をみたのが図 15, 16 で、図 15 では閾

v = -1.052t + 2.2228
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1.58[V],15穴/1回転 (反射型) 高速回転、閾電圧0.08[V]
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時刻t[s]

減速係数 0.1074

v = -0.9988t + 2.063
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1.58[V],15穴/1回転 (反射型) 高速回転、閾電圧0.9[V]

減速係数 0.1020

速さv[m/s]

時刻t[s]計測の誤りが生じたデータ

電圧を低く、図 16 では閾電圧を高く設定した。図 15

で閾電圧を程よく低く設定したために、パルスの立ち

上がり直後が測定できている。しかし、図16のように、

閾電圧を高く設定しすぎるとパルス時間間隔の読み誤

図15 15穴高速回転時の解析結果 

図16 閾電圧をあげた時の信頼性の低下 
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りを含んだv-tグラフとなる。なぜなら、再隣接データ

の電位の差だけを見る現在の方式では第 1 回目以外の

立ち上がり時刻を拾ってくる可能性があるからである。

具体的には、再隣接データの差は、0[V]から立ち上が

った瞬間の時刻の電位の差を読み取ってこそ、黒い影

が横切った瞬間を意味するが、実際の生データは、図

14のように、同一パルス中に第二第三の立ち上がりを

含む場合が多く含あり、最悪の場合、「再隣接データの

電位の差>閾電圧」を満たす、隣り合っていないパルス

間時刻を拾う恐れがある。例えば、図 14 は図 15, 16

と同じ15穴の測定波形であるが、0.2[V]くらいの電位

の差を持つパルスは同一立ち上がりパルス中でも複数

見られ、電位差 0.2[V]は閾電圧値としては不適当であ

る。さらに、0.9[V]の閾電圧に対応する点は、図14で

はパルスで見て 1 個飛ばしに現れ、その結果、図 16

では、加速度の大きさが1/4～1/2倍になった「複数の

v-tグラフ」が現れ、物理的解釈が不可能となる。この

ように、閾電圧は測定装置や測定方法に大きく依存し、

現状では最適に低い値を手動で選ぶしかない。 

一方で、閾電圧を低く設定しすぎると、図15で用い

たのと同じ生データであるにも関わらず、図17のよう

に、電位 0[V]付近のノイズが v-t グラフに混入するた

め不適当である。今後は、物理的に最適な閾電圧を選

ぶ方法を模索し、解析ソフトウェアの改良を進める。 

３．透過型光センサを用いた予備実験 

従来のマシニングセンタ/NC 旋盤で精密加工された

金属製のエンコーダ板を持った方式から、素材・製作

過程の簡易化を試みたのが図18である。金属板の代わ

りにパターンが印刷されたOHPシート(A-one, 27054, 

モノクロ専用, PPC用)を用いた。この分解能を金属製

のエンコーダをつけた場合の車輪のデータと比較する

ことも行いたい。 

４．まとめ、今後の展開 

反射型光センサ(フォトリフレクタ)の実装に向けてそ

の分解能の見積もり、Microsoft Excelを用いた生デー

タ解析ソフトウェアの開発を行ってきた。この開発を

通して、生データの物理的解釈が難しくなるv-tグラフ

が現れる原因が見えてきた。第一に、再隣接データ間

の電位の差＞閾電圧という条件からくる制限である。

第二に、フォトリフレクタの反射に起因する分解能の

制限、立ち上がりパルスの応答速度に起因する制限で

あり、車輪の接線速度で数[m/s]程度までの測定に限ら

れる。しかし、この検出可能速度の制限は、物理教育

用としては全く問題ないと考えてよい。今後の力学台

車への実装を考えるにあたって、以下の 2 つの方法が

考えられる。第一は、反射型光センサ(フォトリフレク

タ)の実際の台車への実装につなげること。第二は、デ

ータの信頼性が高い透過型光センサ(フォトインタラ

プタ)の実装方法を新しい視点で進めることである。第

二の方向性については、車輪以外の場所にエンコーダ

を設置するなど多角的に装置開発を行っていく。 
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図 18 エンコーダ部分を簡略化した実験装置 
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図17 ノイズが多く混じった解析結果 
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