
東京工業高等専門学校研究報告書 第 50 号，2018 

＊一般教育科 

 

車軸と車輪の間の動摩擦係数(減速係数)の測定 4 
―レーザー光を用いた光変調フォト IC を用いて― 

藤井 俊介＊ 

Measurement of Deceleration Coefficient in a Simple Experimental 
System with One Wheel and One Axis part 4 

－rotation and direction detection system with laser and photo IC for encoder － 

Shunsuke FUJII* 
 Intended for more precise detection of velocity, a new experimental setting is proposed. Experimental device is 

focused on one –wheel through one axis equipped with metal encoder. The angular velocity of the rotary encoder can be 

detected with light and photo IC (S4506, Hamamatsu Photonics). To reduce noise, laser light source is adopted. Due to 

multi-arrayed photo-diode in the photo IC, a new type of noise arises. This new type of noise stems from multi-times 

reflection of strong laser ray between detector and metal encoder. Using the relative difference between channel 1 and 2 

(phase information), this contaminated pulse can be separated from original data.  

(Keywords: multi-array photo-diode, rotary encoder, reflection, v-t graph) 

 

1. 背景 
 力学台車は物理教育の現場で, 初期に最もよく

用いられる導入用教材の一つである。 

 
図 1 台車用レール上を運動する力学台車 

 

特に, その運動を精密に測るため, 著者はこれま

で車輪にロータリーエンコーダを装着し, 光を用

いた非接触型の運動の検出のための教材開発[1]

を試みてきた。その開発の中で, エンコーダを小

型化して測定する試み[2]や, 検出装置そのもの

を反射型にして, より実装しやすくする[3]など

力学台車への実装を念頭に置いた装置開発を行っ

てきた。特に, [3]において問題だったのは, 反射

型にすると, 光線の束が広がり, 反射面の凹凸検

出の分解能を下げてしまうという点であった。そ

こで, 光源と受光素子がセットになっていたフォ

トインタラプタやフォトリフレクタを用いるので

はなく, 光源と受光素子を分けて開発を進める。

光源をより狭い範囲に絞って測定を行うことがで

きれば, 反射型の検出装置[3]で問題点である拡

散的な光源の改善にもつながる。第一ステップと

して信頼性の高い透過型方式で検出実験を行う。 

2. 検出装置の概要 
 検出装置は, レンズ付きの筒で集光点などを微

調整できる赤色レーザー光源を採用し, 受光部は, 

浜松フォトニクス社製のエンコーダ機能付きのフ

ォト IC(S4506)を用いる。 
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図 2 レーザーと光変調フォト IC(検出部) 

図2は, レーザーとフォトICを用いた検出装置で

ある。三端子レギュレーターを用いて, 電源の微

調整などもできるようにしてある。また, 上部の

ピンは右側２本が GND 用の出力ピン, 筒のついた

左側２本がオシロスコープで信号を取り出すため

の出力ピンである。出力ピンが 2信号になってい

るのはフォトインタラプタの回転方向を位相とし

て検出するためである。具体的には, フォト

IC(S4506)にはフォトダイオードが4個, 0.39[mm]

の等間隔で並べられており, このフォトダイオー
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ド(最大感度波長 870[nm])に可視光が入るとフォ

トダイオードが ON 状態となり, それに従い各ダ

イオードに電流が流れる。データシート[4]によれ

ば, 各ダイオードに流れる電流を内蔵の IC で比

較することにより, パルスの立ち上がり立ち下が

りのタイミングが決まる。

エンコーダー

PD1 PD2 PD3 PD4

図 3 データシート[4]の推奨する配置の例 

フォトダイオードは, 本実験ではレーザー光の

受光・遮光判定に用いるが, フォト IC 内では, フ

ォトダイオードの動作を確かにするため, バッフ

ァが接続してある。図 4の電流-電圧特性[5]を用

いて, フォトダイオードの一般的な動作を考える。

図 4のグラフ中の負荷の直線は, 図 4 の回路をモ

デルにしたものである。負荷直線との交点の存在

範囲からわかるように, フォトICの動作点はV>0, 

I<0 となる領域で動作する。例えば, 受光時にお

いて,素子の受光照度が大きくなるので, 図 4 に

従いフォトダイオードの電流電圧特性が下に移動

する。 その結果, 負荷直線との交点は, 逆方向電

流がより多く流れ, 電位が Hレベルとなる点に移

動する(ON 状態)。図 3の 配置[4]と, 上記の動作

を対応させると, PD1 と PD2 光が当たるので, 光

センサの出力が H レベル(=電源電圧)となってお

り, 光の当たらない PD3 と PD4 の出力が Lレベル

(=0[V])になっている。そして, 電流の比較は PD1

と PD3, PD2 と PD4 で行われる。
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図 4 フォトダイオードの電流-電圧特性の概略

図([5]を参考にした) 

引き続き,フォト IC のデータシート[4]によると, 

次段にヒステリシスコンパレータが接続され, 

PD3 の電位-PD1 の電位を比較しその差が小さけれ

ば Lレベル, 大きければ Hレベルになるように出

力される。従って, 図 3 の配置(表 1 状態 a)での

演算PD3-PD1(=VOA)が, 差がL-Hとなり負となるた

め, フォト IC ピン出力(=VOA)が, VOA=L レベル(状

態 a)となる。他の, 状態については, 以下の表 1

のように, 4 通り考えられる。 

PD1
PD2
PD3
PD4

PD3 L H H L
PD1 H L L H

PD4 L L H H
PD2 H H L L

LH H

L L H H

L
H
H
L

L

状態a 状態b 状態c 状態d

L
L
H
H

H
L
L
H

H
H
L
L

表 1 理想的状況下で使用した場合のエンコーダ

出力 

表1と対応するフォトICの電位の時間変化の様子

(タイミングチャート)は図 5 のようになる。2 つ

の出力状態を見ることにより, 状態 a-d と対応さ

せることができる。特筆すべきは, 運動の方向性

(位相)を読み取ることができるという点である。
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図 5 フォト IC の出力信号と各状態の対応関係 

また, 後の実験(図 7)で見るが, 前後に揺れを繰

り返すような「揺れ戻り型」の時間変化をした場

合, 通常のパルスとは異なる位相を持ったパルス

が出るので, ノイズとして信号中から取り除くの 

に役立つ。 

図 6 実際の測定部分の様子 

図6は, このフォトICをエンコーダの裏側に取

り付け, レーザー光をエンコーダに垂直にあてて, 

2 信号をオシロスコープに取り込んでいるときの

様子である。エンコーダの内側には車輪が付いて

おり, 車輪と軸の摩擦によって, 回転が徐々に減

速していく。エンコーダは 6°ごとに穴あけ([1]

で製作)してあり, パルスのタイミングから角速

度の測定を実測できる。このデータから, 車輪の

接線速度を求めることができる。2 パルスの変化

から位相情報が得られるため, ノイズ選別などに

役立てることができ, 測定装置の高精度化が期待

できる。 

3. 実験結果

本実験でどのようなノイズが現れるかを把握する

ため, いくつかの実験を行う。

(i) 回転させずに軸方向に揺らした場合

エンコーダが回転しなくても, エンコーダから

センサまでの距離が横揺れに起因する振動により,

車輪が回転していなくても, センサに明暗の繰り

返しが生じることがあり, その結果, 図 7 のよう

に, 「車輪が前後に動いている」ように見えるデ

ータが現れる。光の拡散が大きい場合や, エンコ

ーダと光源が垂直でない場合, この影響がある。

b →a→d→a→b

左に動いて戻ってきた？

VOA

VOB

3[ms]ずつ状態遷移

図 7 横揺れした場合の状態遷移 

(ii)反射の影響(複数経路)

用いたフォトICの配置間隔0.39[mm](推奨エン

図 8 反射の影響を含んだパルス 

コーダー穴間隔 0.78[mm])と, 実際用いているエ

ンコーダの間隔(1.0[mm]=センサ 2.5 個分の幅)が

一致していないこと, レーザーをそれほど絞らな

い状態(レーザー・エンコーダー間距離 18mm, エ
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ンコーダ幅 1.0[mm]より最大 6.3°程度の広がり)

で使用するなどの条件下で測定を行うと図 8のよ

うなパルスが得られる。黄色のグラフが, オシロ

スコープのチャンネル 1[以下 CH1 と記述](VOA)の

時間変化, 紫色のグラフがチャンネル 2[以下,

CH2 と記述](VOB)の時間変化である。図 8のパルス

が, センサとエンコーダー板間の 2回目の反射光

に起因する理由は, 以下の図 9や追実験の結果を

見比べて, 後で述べる。

得られた CH1 のみの電位の時間変化を, 昨年度

解析に用いたExcel表計算[3]で,速度を計算, v-t

グラフ化したものが図 9である。CH1(図 8：黄色)

のみデータであるにも関らず, 現象が 2価関数的

に見え,このままでは物理的な解釈ができない。 
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図 9 閾電圧 0.16[V]の CH1 から読み取った v-t

グラフ 
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図 10 閾電圧 0.12[V]の CH1から読み取った v-t

グラフ 

今までの 1 素子の透過型フォトインタラプタ[1]

でもこのようなグラフが現れたことはあったが, 

パルスの立ち上がり条件を厳しくすることによっ

て, 物理的な意味のある v-t グラフを得ることが

できていた。しかし, 今回は, 立ち上がりの閾値

をギリギリの 0.12[V]にしても, その傾向に変化

はなかった。(図 10) 

そこで, 追実験を行い, 素子のうち2素子(図3

の PD3,PD4)を紙でふさいで実験を行った。この実

験においては, 図 8 で隣り合っているパルス間の

間隔が縮まり, 一つのパルスのようになることが

分かった。紙を入れて光の強度が弱まるという条

件と, パルスが一つ出た後に, 後を追うようにで

きるパルスの原因として考えられるのは, 反射光

である。フォトダイオードを一旦光が過ぎ去った

あと, 金属製の素子からの反射レーザー光が, ロ

ータリーエンコーダの金属板面によって再反射さ

れたことにより, フォトダイオードに 2回目の反

射信号として到達し, 誤検出につながった。 

この考え方をもとに, 図 9 のグラフから余計な

パルスを取り除くことを考える。最初の試みとし

て, CH2 からの信号が同時に変化しており,図 5の

a,b,c,d(表 2 では, それぞれ位相 1,2,3,4 に対応

させた)のいずれかの位相状態になっていること

に着目する。特に, 図 5 の状態 d→cとなる変化の

みを拾い出すために, CH2 が H レベルとなってい

るときの CH1 の立ち上がりパルスのみを拾い出す

という処理を Excel 表計算の処理に追加した。CH2

が L レベルとなっているときの CH1 の立ち上がり

パルス(a→b;位相 2)も実際にはみられた。 

データ番号 時刻 速度[m/s] 行番号 位相
1 -0.075918 0.004146 753
2 0.000363 0.002746 1517 3
3 0.022428 0.009492 1738 2
4 0.026023 0.058271 1774 3
5 0.035009 0.023309 1864 2
6 0.037405 0.087407 1888 3
7 0.042297 0.042812 1937 2
8 0.045393 0.067670 1968 3
9 0.050285 0.042812 2017 2

10 0.051882 0.131110 2033 3
11 0.056176 0.048785 2076 2
12 0.057573 0.149840 2090 3
13 0.061467 0.053789 2129 2
14 0.062665 0.174814 2141 3

表 2 CH2 との比較から割り出した位相と CH1 の

速度 (位相 3 が状態 c に対応する) 

位相 2は反射などにより現れた不要なパルスであ

り, これを取り除いて求めた v-t グラフが図 11, 

図 12 である。このように CH2 からの位相情報と組

み合わせることによって, 図 9 の v-t グラフのデ

ータを分離できることが分かる。 
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図 11 状態 c のパルスのみを拾ってきた v-t グ

ラフ
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図 12 状態 b のパルスのみを拾ってきたときの

v-t グラフ

4.まとめと今後の展望

本研究では, 従来の実験[1]-[3]とは異なり, 4

素子入りの受光素子を用いて, v-t グラフを調べ

た。しかし, 素子数が増えるということは, より

多くのノイズを含むということであり, 今回は当

初の目標であったデータの精密化まで行うことが

できなかった。 

 今回は, CH1 に不要な成分が混じっており, デ

ータ解析を分かりにくくしていることが最初の課

題であった。結果として図 8のパルスのうち, CH2

が H レベルの時に, CH1 が立ち上がっている場合

(図5の状態d→cの変化)とそうでない場合がある

ことが分かった。一方で,  CH2 が L レベルの時に

も CH1 が立ち上がるパルス(図 5の状態 a→bの変

化)が出てくる理由は, 本来, 不要な素子-エンコ

ーダー間の反射光を検出しデータに不要なパルス

が混入したことが原因であることが予想される。 

 今後は, この状態 a→b の変化の生じる素過程

を究明し, CH2 の位相の情報を使わなくても物理

的に意味のある v-t グラフが得られるようにして

いくことを目標としたい。そうすることで, CH2

の v-t グラフも改善され, 今回とは違って位相を

用いて不要なデータを取り除く必要がなくなる。

こうして 2CH 分のデータを統合することで, より

詳細に物理過程を検討することが可能になる他, 

位相の情報活用の本来の目的である正転・逆転状

態を議論できるようになる。 

 一方で, ノイズとして, 正転・逆転状態が回転

とは無関係な垂直な方向の横揺れ振動と,光源を

強力なレーザー光にしたことにより, 反射による

複数経路のノイズが伴うことが, 解決すべき課題

として残された。 

 今後も多素子のロータリーエンコーダのデータ

解析を発展させていきたい。 
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