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ストレインゲージをベースにした力変換器はどのように作動するのでしょうか？ 

 

ストレインゲージをベースにした力変換器には、いわゆるスプリングエレメント、つまり

計測対象となる力を吸収する荷重のかかった部材が装備されています。 

 

スプリングエレメントが変形すると、その表面に歪みが発生します。つまりスプリングエ

レメントは、できる限り繰り返し可能で、かつ直線的な方法で、計測する力を歪みに変換

します。スプリングエレメントに使用する材料の選択及び、どのような設計にするかによ

り、力変換器の持つ特性の多くが決まってきます。 

 
ストレインゲージ（SG）は、実際の受感素子です。キャリアーと呼ばれる絶縁層とその上

に計測グリッドが配置される構成となります。ストレインゲージは弾性体（きわい体）上

の適切な位置に接着されます。通常、4 つのストレインゲージが使用されます。そのうち 2 

個は、力がかかると伸張するように、残りの 2 個は収縮するように取り付けられています。 
 
これら 4 個のストレインゲージがホイートストンブリッジに接続されています。下図に示

すように、ホイートストンブリッジには励起電圧が供給されます。4 個の抵抗が異なる方

向（2 個は短縮、2 個は伸張）に変形すると、常に出力電圧が生じます。この現象は、ス

トレインゲージに負荷をかけると発生します。互いに向かい合ったストレインゲージには、

均一な負荷をかける必要があります。すべてのストレインゲージの抵抗が同じ方向と分量

で変化すると、出力信号は生成されません。 

 

したがって以下の等式が成り立ちます： 
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Ua = 出力電圧 
U0 = 供給電圧 
K = SG のゲージ率（ストレインゲージの感度） 
ε = ストレインゲージ上の歪み 
 

 

ストレインゲージをベースとした力変換器の作動原理。 

例：リングトーション変換器（タイプ：C18） 

 

出力信号は、ストレインゲージの抵抗の変化にしたがって様々に変化します。発生する歪

みは印加された力に比例し、さらにストレインゲージの抵抗の変化は発生した歪みに依存

して線形的に変化するため、出力信号と計測する力の関係も一次的になります。 

 

この原理はこれまでに何度も試行と検査が行われているもので、これにより多くのメリッ

トが得られます： 主なメリットを以下に示します： 

 

- すべてのストレインゲージの抵抗が同じ方向と分量で変化する時、出力信号は生成さ

れません。これにより、例えばゼロポイントの温度への依存性、曲げモーメント、または

補償の対象となる横方向の力など、多くの寄生効果が有効になります（以下を参照）。 

- この計測原理により、非常に精密な力変換器を比較的低価格で製造することが可能と

なります。 

スプリングエレメントの変形

の結果、力が計測されます。ス

トレインゲージは応力を抵抗

の変化に変換させます。 

ホイートストンブリッジ

は抵抗のわずかな変化を

電圧として計測させま

す。  

スプリング

エレメント  



- 変換器の公称（定格）力は、スプリングエレメントの剛性によってのみ決定されます。

HBM では、公称（定格）力の範囲が 10 N から 5 MN までの変換器をご用意しています。 

 
 

1. 一般的な特性 

 
公称（定格）力（Fnom） : Nominal (rated) force 
公称（定格）力は、変換器に 100％ の負荷がかかっている時の力を示します。この力まで

の範囲内では、変換器の仕様がすべて有効となります。取付け用部品の風袋重量などから

得られる風袋荷重も、公称（定格）力の一部を消費することを忘れずに考慮する必要があ

ります。動的ローディングを使用する場合は、必ず変換器の振幅も考慮しなければなりま

せん。 

 
感度（c） : Sensitivity 
感度は、変換器に 100％ の負荷がかかっている時、つまり公称（定格）力の負荷がかかっ

ている時に生成される出力信号を mV/V 単位で表したものです。ゼロ信号は差し引かれま

す。例： 変換器が -0.1 mV/V のゼロ信号を示しており、感度は 2 mV/V。この場合、公称

（定格）力における出力信号は 1.9 mV/V。 
 
2 mV/V は、力変換器としてはごく一般的な出力信号です。上述のように、ストレインゲー

ジをベースとした力変換器は、アンプによって供給される電圧（励起電圧）を必要としま

す。2 mV/V の感度は、1 ボルトの電圧が供給されている時、力変換器が公称（定格）力に

おいて 2 mV の出力信号を生成していることを意味します。5 V の励起電圧を使用すると、

これに対応する出力電圧は 10 mV になります。 

力変換器の出力電圧は、以下のように計算することができます： 
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U を出力電圧とすると、U0 は励起電圧、C は感度、F はかかった力、Fnom は変換器の公

称（定格）力です。この公式は、ゼロ信号が理想的にはゼロであると仮定しています。 

 

力が変化しても、変換器はほぼ同様の挙動を示します。この例の変換器では、公称（定格）

力の半分の力がかかっている時、出力側では 1 mV/V が得られます。5 V の励起電圧を使

用した場合、この値は 5 mV に相当します。 



 
 

 
 
3 つの異なる力変換器の特性曲線を示します。いずれも感度は 2 mV/V ですが、公称（定

格）力はそれぞれ異なります。公称（定格）力が小さい変換器ほどグラフ上の特性曲線の

勾配が急になり、力変換器の感度が高くなることを示しています。 

 

公称（定格）感度は、技術データシートに明記されています。この感度は同タイプのすべ

ての力変換器について有効な値であり、したがって一定の許容範囲（いわゆる「感度許容

範囲」）を伴います。 

 

上記の理由から HBM 製の力変換器にはすべて製造証明書が付属しており、各変換器ごとの

正確な感度が明記してあります。 
 
上記の理由から HBM 製の力変換器にはすべて製造証明書が付属しており、各変換器ごと

の正確な感度が明記してあります。 
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ヒント： 最適な計測精度を確実に維持するため、製造証明書の指定通りに、または既存

の較正値にしたがって、アンプを常に調整してください。この場合、感度許容値が誤差の

計算に影響を及ぼすことはありません。



変換器は、TEDS 付きで注文することも可能です。その場合、変換器本体またはケーブルに

製造証明書の正確な仕様が記載された小型チップが搭載されています。この TEDS 機能を

サポートしているアンプでは、チップ上のデータを読み取って自動的に設定を行うことが

できます。 

 
相対感度誤差、引っ張り／圧縮（dc） : Relative sensitivity error tension/compression 
張力または圧縮力のどちらで使用するかによって異なりますが、張力荷重および圧縮荷重

用の力変換器では、しばしば機械的な理由による小さな特性曲線の振動が見られます。 

 

このパラメータによって極大差を記述します。 

 

ゼロ信号 : Zero signal 
ゼロ信号は、力変換器を設置する前の出力信号です。力変換器を取り付ける時に、プレス

トレスと取付け用アクセサリの質量によって信号が変化します。 

 

2. 機械特性 

 
公称（定格）変位（snom）: Nominal (rated) displacement 
計測対象となる力がかかると、力変換器が変形します。公称（定格）力における変形は、

公称（定格）変位によって規定されます。この特性は、公称（定格）力と併用して変換器

の剛性を決定する重要な特性です。剛性は、力変換器の共振周波数を決定する上で必要不

可欠な要素です。物理的な観点からは、力変換器を非常に剛性の高いバネに例えることは

十分に可能です。 

 
剛性（cax） : Stiffness 
変換器の剛性は、公称（定格）力 Fnom および公称（定格）変位 snom から計算します。 
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剛性は、主として変換器の設計原理およびその公称（定格）力によって決まります。物理

学的には、変換器の剛性はバネ定数に相当します。剛性は、変換器の共振周波数を計算す

るのに必要不可欠な要素です。 

 
 



基本周波数（fg） : Fundamental frequency 
他のすべてのバネ質量系と同様、力変換器にも共振周波数があり、以下の等式によって計

算することができます： 
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ここで、m は共振質量を示します。変換器の質量と混同しないでください。仕様に記載さ

れている共振周波数は、力変換器のみを考慮したものであり、必要な荷重剛性は考慮され

ていません。当然ながら、設備全体の共振周波数は変換器に取り付けられている追加の質

量によって変化します。したがって、この値は単なる推奨値に過ぎません。試験設備の動

的な設計では、常に取り付け条件を考慮する必要があります。 

 

3. 力変換器に作用する力の特性 

 
（相対）最大作用力（Fg） : (Relative) maximal operating force 
最大作用力は、N 単位で表した絶対値として指定するか、または％で表した公称（定格）

力 Fnom に対して相対的に指定します。力変換器は、この範囲内で数回にわたって使用しな

い限り、損傷することはありません。出力信号と加えた力の関係は再現性があるので、計

測誤差が大きくなっても力を評価することができます。 

 

力変換器の大きさは、最大作用力が使用されることがないように設定する必要があります。 

 
（相対的な）制限力（FL） : (Relative) limit force 
作用力の場合と同様に、通常は ％ で表した公称（定格）力に基づいた相対値、または N 単

位で表した絶対値が指定されます。 

変換器の制限力を超過してしまう場合は、その変換器は計測用として不適切である可能性

が高くなります。 

力変換器は、制限力を超過すると塑性的に変形することが多く、その場合は大幅なゼロポ

イントの変化が見られます。そのような力変換器は使用できない可能性があります。力変

換器の仕様が大幅に変化している時は、交換しなければなりません。特に、破断力や動的

振幅のような機械的な制限値が減少している危険性があります。 

 
（相対的な）破断力（FB） : (Relative) breaking force 
絶対値か ％ 値のどちらかが指定されます。この特性の名称は、変換器が破壊される可能



性があることを示しています。 

 
 
 
（相対的な）許容振動応力（Frb） : (Relative) permissible oscillatory stress 
相対的な許容振動応力は、その変換器の耐疲労性で対応可能な応力を指定するものです。

この値は、公称（定格）力に基づいた相対量として指定されるのが一般的です。 

許容振動応力は、一般的にピーク・ツー・ピーク値、つまり最大力と最小力の差として与

えられます。力変換器には、動的に、かつ交互に、この大きさの応力がかかる可能性があ

ります。 

例： 張力変換器および圧縮力変換器は、200 kN の公称（定格）力を持ち、許容可能な振

幅は 100％ です。この場合、変換器には、0～200 kN の負荷と同時に、-100 kN から 100 

kN までの負荷をかけることが可能です。 
 

 
 

ヒント： 変換器の取付け説明書に記載されている安全指示事項を参照してください。 



 

 
 

4. 電気仕様 

 
入力抵抗（RE） : Input resistance 
入力抵抗は、励起電圧が接続されている変換器の接続部で計測することが可能な抵抗値で

す。変換器のバランスをとるための追加的な抵抗はホイートストンブリッジに接続されて

います。したがって、入力および出力抵抗の値は変化する可能性があります。 

力変換器を並列に接続する場合には、回路の抵抗値が全体として減少することに注意して

ください。この総抵抗値は、アンプの取扱説明書に記載されている制限値を超えてはいけ

ません。 

 

出力抵抗（RA） : Output resistance 
これは、アンプの入力側に接続されている配線上の抵抗値です。並列に接続されている場

合、出力抵抗の許容範囲が 10 オームを超えてはいけません。この値を超えると、逆流に

よって計測結果に影響が出る可能性があります。 



 
励起電圧の作用範囲（BU,GT） : Operating range of the excitation voltage 
励起電圧は、力変換器の供給電圧であり、通常はその範囲が指定されています。ストレイ

ンゲージにおける許容電圧を超えてしまうことがないよう、この最大励起電圧を超過しな

いことが重要です。超過すると、電力が高くなりすぎてストレインゲージが加熱します。

その結果としてゼロポイントが変化し（ゼロポイントに対する温度の影響）、さらに感度も

変化します（感度に対する温度の影響）。 

 
基準励起電圧（Uref） : Reference excitation voltage 
特性の決定に使用するすべての計測値は、基準励起電圧で取得します。 

 

絶縁抵抗（RISO） : Insulation resistance 
任意の接続ケーブルとスプリングエレメントの間の抵抗を「絶縁抵抗」と呼びます。絶縁

抵抗は、必ずデータシートに指定されている周囲温度での値と一致していなければなりま

せん。一致していない場合は、特性が適正ではないため、変換器を交換する必要がありま

す。 

 

5. 温度の仕様 

 
公称（定格）温度範囲（Bt,nom） : Nominal (rated) temperature range 
公称（定格）温度範囲の中では、力変換器が仕様に記載されている値に適合します。 

 
動作温度範囲（Bt,G） : Operating temperature range 
動作温度範囲の中では、力変換器による計測値の取得が可能になります。ただし計測の精

度には制限があります。 

 
保管温度範囲（Bt,S） : Storage temperature range 
力変換器はこの温度範囲による制約を受けます。ただし、この温度範囲を計測に適用する

ことはできません。 

 
基準温度（tref） : Reference temperature 
例えば、可逆性誤差、振幅などの温度に依存しないすべての計測値は、指定された基準温

度において決定されます。 

 
 



6. 精度の仕様 

 
直線性（dlin） : Linearity 
直線性は、実際の特性曲線の理想直線からの最大偏差を示します。この値は、公称（定格）

力に対する％値として与えられます。 

 

高い精度を持つ基準力変換器（U15、最高クラスの変換器など）では、直線性誤差が指定さ

れていない場合がほとんどです。その理由は、こうした変換器を使用する場合には感度の

代わりに多項ポイントや補間ポイントを使用するからです。この場合、いわゆる相対補間

誤差、つまり適合曲線からの最大偏差を指定します。 

 

さらに、基準力変換器の仕様は、校正中に少なくともその力変換器が達成するであろう精

度を示しています。これには国際規格 ISO 376 に指定されている要件が使用されるのが普

通です。したがって HBM では、技術データシートにこの要件に対応した値を記載してい

ます。こうした事情から、指定されている直線性は実際の値を基準にしたものであり、し

たがって計測値に関連しています。 

 

産業用途や実験力学用途で使用される力変換器は、VDI/VDE 2638 規格に適合しています。

したがって、直線性は公称（定格）力を基準としています。 

 
例： 

公称（定格）力（1000 N）の 20％ において、力変換器の直線性誤差は 0.2 N です。フル

スケールと比較した直線性誤差は 0.02％ です。実際の値と比較した偏差は、200 N に基

づいて計算する必要があり、その結果は 0.1％ です。これは元の値の 5 倍になっていま

す。 

 



 

直線性について： 青いラインは理想曲線で、赤いラインは実際の特性曲線です。“a” は偏

差です。“a” はデータシート上の公称（定格）力に対して相対的に指定されます。 

 

実際の用途では、変換器の校正範囲を適切に選択することによって、直線性誤差を大幅に

低減することができます。例えば、公称（定格）力が 100 kN の力変換器を 50 kN で使用

する場合には、この範囲内で校正が可能です。これで直線性誤差の計算は校正範囲に基づ

いて行うことが可能となるため、この例では誤差が半分になります。 

 
相対可逆性誤差（ν） : Relative reversibility 
相対可逆性誤差は、力変換器の増大する力の特性曲線と減少する力の特性曲線の間の偏差

です。HBM では、最大偏差を指定しています。これに加えて、データシートには相対可逆

性誤差が決定される力の範囲も指定してあります。この値は、公称（定格）力の一部（例：

0.4 Fnom = 公称（定格）力の 40％）で指定されています。 

 

直線性に使用される関係は、相似的に適合します。基準力変換器の場合、相対可逆性誤差

は実効値に対して相対的に指定されます。 
 



// 図 

 
相対可逆性誤差について： 同一の力を使用した時の計測値における偏差が、増大する力と

減少する力の間に適用されます。 

 
相対クリープ（dcrf+E） : Relative creep 
近似的に指数関数の形式を備えた一定の負荷の下では、ストレインゲージをベースとする

変換器はすべて小さな信号の変化を示します。このプロセスは、「負荷によるクリープ

（creep upon loading）」とも呼ばれています。変換器から力が解放されると、信号が逆方

向でほぼ同じように変化します。このプロセスも「除負荷によるクリープ」（creep upon 

unloading）」と呼ばれます。 
 

 
 
力変換器のクリープについて： 原理。 

 



値が決定される期間は、パーセントで表した信号変化の最大値に加え指定されます。 

 

クリープの影響は公称（定格）力に対して計算すべきではなく、常に適用された力に対し

て計算する必要があります。この点に注意することは非常に重要です。HBM では、クリー

プの値を 30 分後に指定します。指数関数の典型的な形式により、近似的にはこの値をク

リープの最大値として想定することができます。この値は、いかなる場合にも決して一次

的に外挿されることはありません。 

 

感度の温度係数（TKC）: Temperature coefficient of sensitivity 
ストレインゲージをベースとしたセンサは、温度変化に起因する感度の変化をほんの一瞬

だけ示します。これは、温度の上昇に伴ってスプリングエレメント材料の弾性率が減少す

ることが原因で、同じ力でも歪みがより大きくなり、したがって出力信号も大きくなりま

す。 

ストレインゲージのゲージ率（感度）も、温度に依存して変化します。 

 

多くの力変換器では、温度への依存を示す感度は補正することが可能であり、したがって

依存度は非常に小さくなります。クリープと誤差の計算では、指定値が常に現在の測定値

に関連づけられていることが最も重要です。 

 

 
TKC について： 温度が変化する場合、特性曲線の勾配も変化します。 
 
ゼロポイントの温度係数（TK0） : Temperature coefficient of the zero point 
感度に加えて、ゼロポイントも温度変化に従ってわずかに変化します。ホイートストンブ

リッジが個々のストレインゲージに対する影響の大部分を補正します。残りの誤差は、回



避不能な許容範囲によって説明することができます。この小さな誤差は適切な配線によっ

てさらに低減することが可能なので、最新の変換器では残存誤差が 10K 当たり 0.05％ 未

満になっています。 

 
ゼロポイントの温度係数は、どの力を計測するのかに関わりなく、常に公称（定格）力に

関連づけられていなければなりません。こうした理由から、広範囲の温度変化および／ま

たは部分的な荷重範囲のもとで作業する時には、TK0 の特に小さな変換器を使用するよう推

奨します。 

 

 
 
TK0について： 温度が変化した場合の、力変換器の特性曲線の平行移動。 
 
 
 
 
 


