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本書でご案内の特記事項
Special Reference in This Book

安全衛生に関わる取扱上の注意事項を記述しています。
Guide to careful attention to safty operation.
取扱上の要点を記述しています。
Guide to special technique on operation.
事前に知っておくと便利な情報について記述しています。
Guide to further explanation for convenience.

お問い合わせ

I n fo r m a t i o n

TMLひずみゲージユーザーズガイド及び記載製品に関するお問い合わせは、営業員もしくは各営業所にて承ります。
また、技術的なお問い合わせは、担当営業所もしくは本社企画技術課までお願いいたします。
If you have any questions about this book, please contact TML or your local representatives.
本書の内容に関しては予告なく変更させて戴くことがあります。あらかじめご了承ください。
Please note that this book is subject to change without prior notice.

TML Strain Gauges
《TMLひずみゲージ》
1954年の創業以来、東京測器研究所は応力測定機器の専門メーカとしてひずみゲージを中心に数多くのオリジナル製
品を提供してまいりました。その50年以上の歴史の中で、常に時代ごとのニーズをとらえ、業界最高レベルの4,000種
にもおよぶ幅広い製品を用意し、お客様個々のニーズにきめ細かくお応えしております。TMLひずみゲージは開発、製
造、試験、検査までの一貫した体制のもと、
『信頼に応える製品づくり』
を品質方針に、NAS 942等の国際規格に基づ
いた各種の試験を実施し、万全の品質管理に取り組んでおります。

《TMLひずみゲージユーザーズガイド》
TMLひずみゲージは測定条件に合わせ、数多くの種類を用意しておりますが、全ての『ひずみゲージは接着あるいは抵
抗溶接などによって対象材料に取り付けて』機能します。ひずみゲージは測定対象物の材質、使用温度、ゲージ寸法な
どを誤りなく選択し、正しく取り付けることにより、精度の良いひずみ測定が可能です。しかしながら、この接着に代表さ
れます対象材料へのひずみゲージの取り付けは、現在でも手作業で行われておりますので、ひずみゲージは取扱経験
を必要とします。この『TMLひずみゲージ ユーザーズガイド』
はひずみ測定の初心者に、ひずみゲージの選択から接
着、結線、コーティングまでの施工方法を正しく、効果的に行っていただくために用意しました。この『TMLひずみゲージ
ユーザーズガイド』
はひずみ測定現場でのハンドブックにご利用いただこうとの編集方針から、当社の工場および計測
現場において､実際に行われている作業を中心にひずみゲージの取扱上の要点をまとめてあります。ひずみゲージの取
り付けは測定対象の材質、形状、寸法、環境などにより、多種多様となりますが、この『TMLひずみゲージ ユーザーズガ
イド』
を基本にTMLひずみゲージをお使いください。

<<TML Strain Gauges - Background>>
Since it was founded in 1954, Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ltd.(TML) has established itself as specialized
manufacturer of stress measurement instruments. The TML original products cover the full range of strain
gauges as well as many associated products. Throughout its 50-year history TML has striven to meet the
needs of its customers, providing as many as 4,000 models to choose from, the largest product range in the
industry. TML strain gauges are built using an integrated system of development, production, testing and
inspection. This integrated system ensures that our products are subjected to the full range of tests required
by international standards such as NAS942. In line with our policy of "Building Products You Can Trust", strict
product quality control applies to every TML strain gauge.

<<TML Strain Gauge Users' Guide>>
The wide range of TML strain gauges cater to almost all measurement conditions, and all TML strain gauges
function by being attached to the specimen either by adhesive bonding or resistance welding. Accurate
measurements can only be obtained as long as the specimen material, operational temperature and strain
gauge dimensions are selected correctly and the strain gauge is correctly installed. However, because even
the latest strain gauges are typically bonded to the specimen by hand, the strain gauge must be installed by
an experienced technician. The TML Strain Gauge Users' Guide is designed to allow engineers who have
limited experience with strain gauges to use them correctly and effectively, and covers each step from
selecting the correct strain gauge through to attaching the gauge to the specimen, connecting the lead wires,
and applying coatings. This Users' Guide was compiled for use as an on-site handbook for using TML strain
gauges, and its explanations stress the actual tasks involved in using the strain gauge, whether you are using
the gauge in your factory or out in the field. Strain gauges can be installed on a specimen in many different
ways depending on the shape and dimensions of the specimen, the material it is made of, and the
environment in which the measurements are taken. Always refer to this TML Strain Gauge Users' Guide
before using a TML strain gauge.

認証取得範囲

ISO9001

《お問い合わせ》
ひずみゲージ、ひずみ測定
この『TMLひずみゲージ ユーザーズガイド』に関するお問い合わせは、担当営業所もしくは本社営業技術課までお願いいたします。
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ひずみゲージによるひずみ測定
Measurement Using Strain Gauges

1. ひずみ測定の目的とひずみゲージの優位性
Strain Gauge Purposes and Criteria for Selection

1.1 ひずみ測定の目的

1.1 Strain Gauge Purposes

ひずみ測定には概ね3つの目的があります。

Strain gauges are generally used for one of three reasons:

●ひずみによる変形量を知りたい場合。

● To ascertain the amount of deformation caused by strain.

●ひずみから応力を知り、その材料またはそれを用いた構造物の安

● To ascertain the stress caused by strain and the degree of

全度を知りたい場合。
●ひずみに変換して各種の物理量を間接的に知りたい場合。

safety of a material or of a structural element that uses that
material.
● To

indirectly

ascertain

various

physical

quantities

by

ひずみ測定には機械的および電気的な多種の測定方式がありますが、ひ
ずみゲージは優れた特性により、応力測定を中心に最も多く用いられて

converting them to strain.
There are a number of ways of measuring strain mechanically and

います。

electrically, but the vast majority of stress measurement is carried
out using strain gauges due to their superior measurement
characteristics.

1.2 ひずみゲージの優位性

1.2 Selecting a Strain Gauge

ひずみゲージは多くの利便性を備えているものの、一方で限界があるこ

Strain gauges are provided with many convenient features, but they

とも事実です。
温度、ひずみ量、疲労、環境などに対して一定の使用限界がありますの

also have limitations.
Each strain gauge has its limitations in terms of temperature,

で、あらかじめ限界を見極めてひずみゲージを使う必要があります。

fatigue, the amount of strain, and the measurement environment.
These limitations must be examined before a strain gauge is used.

（1）ひずみゲージの特長
●構造が簡単で質量、容積が小さく測定対象物の応力状態を乱さない。
●標点距離を短くでき、局所的な評価ができる。
●周波数応答性が良く、応力の急激な変化に追随できる。
●多点の同時測定、遠隔測定ができる。
●出力が電気量なので、データ処理が容易。

(1) Strain Gauge Features
● Simple construction with a small mass and volume so as not to
interfere with the stresses on the specimen.
● Short distances between measuring points for localized

evaluation.
● Good frequency response for tracking rapid fluctuations in

stress.
● Simultaneous measurement of multiple points and remote

measurement.
● Electrical output for easy data processing.

（2）ひずみゲージの短所
●温度変化に対して影響を受けやすい。
●耐水性、耐湿性などが弱く、防水・防湿および環境対策が必要。
●取り扱いにテクニックを要する。

(2) Strain Gauge Shortcomings
● Susceptibility to temperature variations.
● Low resistance to moisture and humidity, necessitating
waterproofing or other protective measures.
● Need for skilled technicians.

●ひずみゲージの特性
Strain Gauge Characteristics
当社ではユーザの皆様に現状のひずみゲージの技術水準をお知らせし、使用限度内での効果的なひずみ測定方法を紹介して
います。
TML will appraise all client staff of the current strain gauge technical standards, and will briefly explain how to use the strain
gauge effectively within the usage limitations.
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2. ひずみゲージの原理と構造
Strain Gauge Principles and Structure

2.1 ひずみとは

2.1 What is Strain?

材料に引張力（または圧縮力）
が加わりますと、これに対応する応力 が
材料内部に発生します。この応力に比例した引張ひずみ（圧縮ひずみ）

When a material is stretched (or compressed), the force used
generates a corresponding stress
inside the material. This stress

が発生し、長さLの材料はL＋ L（またはL− L）
に変形します。

in turn generates a proportional tensile strain (or compressive
strain) which deforms the material by L＋ L (or L− L ), where L

このときのLと Lの割合をひずみと言います。

is the original length of the material.
When this occurs, the strain is the ratio of

P

P

: Strain

: ひずみ
L : 材料の始めの長さ
L : 外力Pによる変化分

L
2

P : 外力
＜式1.1 ＞ ･･･

L to L .

L
＝ ───
L

L
2

L

み
（または1000×10 − 6や1000

m/m）
で表します。読み方は1000マイ

L
＝───
L

(Example 1.1) When external force is applied to a material
100mm in length causing a deformation of
0.1mm, equation 1.1 gives the strain ( ) as

L
0.1
＝ ── ＝ ─── ＝ 0.001 ＝ 1000×10 − 6
L
100
となります。
ひずみは1×10 − 6を基準にしますので上の値のように1000×10 − 6ひず

P : External force
<Equation 1.1> ･･･

Fig. 1.1 引張ひずみ
Tensile Strain

（例題1.1）長さ100mmの材料が外力を受けて0.1mm変形したときの
ひずみ（
）
は式1.1から

L : Initial material length
L : Deformation caused by external force P

follows:
L
0.1
＝ ── ＝ ─── ＝ 0.001 ＝ 1000×10 − 6
L
100
Because the standard format for expressing strain values is 1×10 − 6,

クロひずみとなります。

the above result is given as 1000×10 − 6 (or 1000 m/m). This is
referred to as a 1000-microstrain.

2.2 ひずみゲージの原理

2.2 Strain Gauge Principles

ひずみゲージを取り付けた測定対象物（以下試験体と称す）
にひずみが

When strain is generated in the material being measured (referred

発生しますと、ゲージベースを経由して抵抗体にひずみが伝わります。抵
抗体は、このひずみにより寸法変化を生じて、対応した抵抗変化が起こ

to hereafter as the 'test specimen') and a strain gauge is attached,
the strain is relayed via the gauge base to the resistance wire or foil

ります。

in the gauge. This strain changes the dimensions of the wire or foil,

このときのひずみと抵抗変化の関係は式1.2のようになります。
L
R／R
＜式1.2＞･･･ ＝ ─── ＝ ─────
L
K
: 求めるひずみ

which causes a corresponding change in the resistance. Equation
1.2 shows the relationship between the strain and the variation in

R : ゲージ抵抗
R : ひずみを受けたときの抵抗変化量
K : ゲージ率（ゲージパッケージに記載）

resistance.
<Equation 1.2>･･･

L
R／R
＝ ─── ＝ ─────
L
K

: Strain measured
R : Gauge resistance
R : Resistance change due to strain
K : Gauge factor (shown on gauge package)

2
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2.3 ひずみゲージの構造

2.3 Strain Gauge Structure

ひずみゲージは、ゲージベースの上に格子状の抵抗線またはフォトエッ
チング加工した抵抗箔を形成し、引き出し線（ゲージリード）
を付けたも

A strain gauge consists of a gauge base, onto which a resistance wire
laid out in a grid or a photographically etched metallic resistance foil is

のです。

bonded. Gauge leads are then attached to the resistance wire or
foil.The strain gauge is attached to the surface of the test specimen

これを試験体の表面に専用接着剤で接着して使用します。

using a special bonding adhesive.

線ゲージ・Wire Gauge

箔ゲージ・Foil Gauge

ゲージ長・Gauge Length

ゲージ長・Gauge Length
ゲージタブ・Gauge Tab

折り返しタブ・End Loop

TMLマーク・TML Logo

ガイドマーク・Measurement Axis
グリッド・Grid

ゲージベース・Gauge Base

ゲージリード・Gauge Lead

接着剤・Adhesive

グリッド・Grid

ゲージリード・Gauge Lead

カバーフィルム・Cover Film

試験体・Test Specimen

Fig. 1.2 ひずみゲージの構造
Structure of a Strain Gauge
● ゲージベース

● Gauge Base (Matrix)

ゲージ受感部の形状を保ち、試験体のひずみをゲージ受感部へ伝達

The gauge base maintains the shape of the sensitive elements in the

することと電気的絶縁の役目を果たす部分です。

gauge, and relays the strain in the test specimen to the sensitive
elements. The gauge base also functions as an electrical insulator.

● ゲージ長

ひずみゲージのゲージ受感部の長さです。折り返しタブの内側の長
さです。
● グリッド

ゲージ受感部で抵抗変化に寄与する部分です。

● Gauge Length

The gauge length is the length of a sensitive element in the
strain gauge, and is the distance between end loops.
● Grid

The grid is that part of the strain gauge's sensitive element that
produces the change in resistance.

● ゲージリード

ゲージ受感部またはゲージタブから引き出された細い導線です。

● Gauge Leads

The gauge leads are fine conducting wires that are connected to
the gauge's sensitive element or gauge tabs.

● 折り返しタブ

箔ゲージにおいて、ゲージ受感部の折り返し部分です。

● ガイドマーク

グリッドの中心に設けられた位置決め用のマークです。

● End Loops

On a foil gauge, the end loops are the loops formed in the grid
where the sensitive element loops back in the opposite direction.
● Measurement Axis

The measurement axis is an axis running through the center of the
grid (indicated by locating arrow markers).

● カバーフィルム

ゲージ受感部を保護するための、薄いフィルムです。
● ゲージタブ

The cover film is a thin film used to protect the sensitive element.
● Gauge Tab

箔ゲージにおいて、ゲージリードを取り付けるために箔が広くなってい

On a foil gauge, the gauge tabs are the areas where the

る部分です。

sensitive element widens to allow gauge leads to be attached.

● 接着剤

ひずみゲージを試験体へ固定し、ひずみをゲージベースへ伝達します。
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● Cover Film (Encapsulation)

● Adhesive

Adhesive is used to bond the strain gauge to the test specimen and
to relay the strain to the gauge base.

2

TMLひずみゲージの作り方と特性
TML Strain Gauge Manufacturing Process and Characteristics

1. TML箔ひずみゲージの製造工程
Manufacturing Process for TML Foil Strain Gauges

研究開発・ゲージ設計
Research and Development - Gauge Design

1.ゲージパターンの設計
Gauge Grid Design

2.フォトマスクの製作
Photomask Production

3.ベース用樹脂の配合
Gauge Base Resin Formulation

4.ゲージベースの製作
Gauge Base (Matrix) Production

5.ゲージ受感部材料の製作
Production of Alloy for Strain Gauge Sensitive Elements

6.抵抗温度係数(TCR)の調整
Adjustment of Temperature Coefficient of Resistance

7.フォトエッチング工程
Photographic Etching Process

8.ゲージ形状検査
Inspection of Grid Configuration

9.ゲージリードの接合
Bonding of Gauge Leads

１０.ゲージ抵抗調整
Adjustment for Gauge Resistance

１１.カバーフィルムの接着
Cover Film Lamination

１２.仕上げ
Finishing

１３.性能特性試験
Performance Characteristics Testing

１４.製品検査
Visual and Microscopic Inspections

１５.包装・出荷
Packaging and Shipping
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2. TMLひずみゲージの用語
TML Strain Gauge Glossary

● Gauge Type

● ゲージタイプ

The gauge type refers to a group of gauge models that have the
same structure, configuration and characteristics.

ひずみゲージの型式のことで、ゲージ構造、形状、特性などが同一と
みなせるグループのことです。
Gauge Type

● Lot

● ロット

ゲージ受感部材料が同一インゴットから作られ、同じ機
械的および熱的工程を経て製造されたひずみゲージの
ことで、同一特性を示すグループです。

A lot refers to a group of strain gauges that have

Lot

sensitive elements made from the same alloy ingot,
that are manufactured using the same mechanical

Batch
Lot
Batch Batch

and heating procedures, and that have the same
characteristics.

Fig. 2.1 ひずみゲージのグループ ● Batch
Strain Gauge Group
A batch is a group of strain gauges of the same type
同一条件の下に同時に製造された、同一タイプおよび

● バッチ

and in the same lot that were manufactured at the
same time under identical conditions.

ロットのひずみゲージのことです。

● Uniaxial Strain Gauge

● 単軸ゲージ

A uniaxial strain gauge is designed to measure strain in one

一方向のひずみを測定するために作られたひずみゲージです。

direction.
● Multiaxial Strain Gauge

● 多軸ゲージ

二つ以上の方向のひずみを測定するために作られ、ゲージ受感部を

A multiaxial strain gauge is a strain gauge with multiple sensitive

複数もつひずみゲージです。ゲージ受感部の配置の仕方で、積層型
と分散型に大別されます。

elements that is designed to measure strain in two or more
directions. Multiaxial strain gauges are broadly classified into
stacked-type and plane-type gauges depending on the placement
of the sensitive elements.
● Stacked-Type and Plane-Type Gauges

● 積層型と分散型多軸ゲージ

積層型は複数のゲージ軸が、互いにグリッドの中心で重なるように作
られています。
分散型は同一ベース上に、グリッドが分散したかたちで配置されてい
ます。

積層型ゲージ
Stacked Type

Stacked-type strain gauges have multiple gauge axes overlaid so
that the centers of all the grids are vertically aligned.
In a plane-type strain gauge, a number of grids are distributed
over the same gauge base.

分散型ゲージ
Plane Type

Fig. 2.2 ゲージ形状
Grid geometry

● 一般ゲージとリード線付ゲージ
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● Ordinary Gauges and Integral Leadwire Gauges

当社は、ひずみゲージ単体の一般ゲージと一般ゲージに測定用リード

TML provides ordinary strain gauges, which do not have lead

線（以下リード線と省略）
を接続した、リード線付ゲージを用意していま
す。

wires, and integral leadwire gauges, which come with preattached lead wires.

2

3. TMLひずみゲージの諸特性
TML Strain Gauge Characteristics

● Gauge Factor

● ゲージ率

ひずみゲージのゲージ軸方向に加えられた一軸応力によって生じる抵
抗変化率（ R／R）
と、ゲージ軸方向のひずみ
（
）
との比です。
R／R
＜式2.1＞・・・K＝ ─────

The gauge factor is the ratio of the rate of resistance variation
caused by uniaxial stress applied along the gauge axis of the
strain gauge ( R／R) to the strain along the gauge axis ( ).
R／R
<Equation 2.1>・・・K＝ ─────

● 縦感度

● Axial Sensitivity

ゲージ率とよく似ていますが、縦感度はゲージ軸と直角方向のひずみ
がない場合の感度です。

Axial sensitivity is very similar to the gauge factor, and refers to
the sensitivity of the gauge when no strain is applied in the
direction perpendicular to the gauge axis.

● 横感度

● Transverse Sensitivity

ひずみゲージは主軸に対して直角方向にも若干の感度を持っていま
す。この直角方向の一軸ひずみ（

）
とそれによって生じた抵抗変化
とで、次式で示される量を横感度と言います。
t

A strain gauge also has a degree of sensitivity in the direction
perpendicular to the principal gauge axis. The transverse
sensitivity is shown in the equation below, which shows
transverse sensitivity (K t ) as a function of the uniaxial strain
along this perpendicular axis ( t ) and the resistance variation

R／R
＜式2.2＞・・・K t ＝ ─────
t

resulting from this strain (

R／R).

R／R
<Equation 2.2>・・・Kt ＝ ─────
t

● 横感度比

● Transverse Sensitivity Ratio

横感度と縦感度の比を横感度比と言います。一般には1％以下です

The transverse sensitivity ratio refers to the ratio of transverse

から、高精度を要する場合や、2軸ひずみ場など以外はあまり問題に
なりません。

sensitivity to axial sensitivity. This is usually 1% or less and does
not usually pose a problem except in high-precision
measurement or in locations with biaxial strain.

● ひずみゲージの応答性

● Strain Gauge Frequency Response

ひずみゲージの応答性は、ゲージ長と試験体の弾性波縦波速度によ
って決まります。

The frequency response of a strain gauge is determined by the
gauge length and the longitudinal elastic wave speed of the test
specimen.

Table 2.1 ゲージ長と応答周波数
Gauge Length and Frequency Response
ゲージ長・Gauge Length

0.2mm

1mm

3mm

5mm

10mm

30mm

60mm

鋼材（約）・Steel (approx.)

660kHz

530kHz

360kHz

270kHz

170kHz

−

−

−

−

−

−

120kHz

50kHz

20kHz

コンクリート
（約）・Concrete (approx.)

● ゲージ抵抗値

● Gauge Resistance

常温においてひずみゲージを接着せずに、特別な外力を加えない状態

The gauge resistance is the electrical resistance of an unbonded

での電気抵抗です。一般には120 が用いられていますが、60、350、

gauge at room temperature and subject to no external pressure.
The gauge resistance generally used is 120 , but gauges are

1000 なども作られています。高い抵抗値の方が高い電圧をかけること
ができ、高いブリッジ出力が得られますが、反面ノイズを拾いやすくなり
ます。変換器製作用のひずみゲージは、ほとんどのものが350 です。

also produced with gauge resistances of 60 , 350 and 1000 .
High-resistance gauges yield a high bridge output when high
voltages are applied, but they are also susceptible to noise. The
majority of the strain gauges used in the production of
transducers have a gauge resistance of 350 .
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● Gauge Creep

● ゲージクリープ

接着されたひずみゲージに一定のひずみを加えた場合、時間とともに

A bonded strain gauge subjected to a constant strain will give a

指示値が低下していく場合があります。この現象をクリープ現象と言い
ます。

decreasing indicated value as time progresses. This
phenomenon is referred to as creep. In general, the shorter the

一般にゲージ長の短いものほど、クリープが大きくなる傾向がありま
す。また、ひずみゲージおよび接着剤が吸湿することによってもクリー

gauge length, the greater the tendency for the gauge to creep.
Also, this tendency to creep increases if the strain gauge or
adhesive absorb moisture.

プが生じます。

Indicated Strain

Gauge creep

Time

Fig. 2.3 ゲージクリープ
Gauge Creep
● Gauge Creep with Temperature

● 温度によるクリープ

常温では無視できましても温度の上昇により、クリープは増加傾向を

It may be safe to ignore gauge creep at normal temperatures,

示します。
当社はループ付きグリッドの採用によりクリープを軽減しています。

but creep shows a tendency to increase as the temperature
increases.
TML strain gauges use special end loops to minimize the gauge
creep.
● Permissible Current (Permissible Voltage)

● 許容電流
（許容電圧）

く流すほど出力は大きく取れますが、反面ひずみゲージに流れる電流

The current flowing through a strain gauge is directly related to
the output voltage from the gauge bridge. The greater the

によるジュール熱で発熱します。
これは試験体の材質やひずみゲージ面積などにもよりますが、ひずみ

current, the larger the output obtained. On the other hand,
current flowing through a strain gauge generates Joule's heat.

ゲージの温度を変化させますので抵抗値が変わり、見掛けのひずみ
を生じます。

While the extent of this effect is dependent on the test specimen

ひずみゲージに流す電流はゲージブリッジの出力電圧に関係し、大き

material and the surface area of the strain gauge, it produces a
change in the strain gauge temperature. This temperature

一般に試験体が金属の場合には30mA、木材・プラスチックの場合に

change in turn changes the resistance, thereby indicating
apparent strain where none exists.

は10mA以下に抑えることをお勧めします。

In general, a permissible current of 30mA is safe for metallic test
specimens, while 10mA or less is a safe current for wood or
plastic.
● Strain Limit

● ひずみ限界

The strain limit is the maximum amount of strain under which a
strain gauge can operate under given conditions without

ある条件のもとで、ひずみゲージが損傷することなく動作し得るひず
みの最大値です。当社では与えたひずみ（基準ひずみ）
に対して、±

suffering damage.

10％を超えるひずみ量をひずみ限界値と決めて
います。

リーズにつきましても表示値は 3％ですが、大半
のひずみゲージは5％まで追随します。

20%
Indicated Strain

当社製品につきましては、表示値を超えても直ち
に使用不能となるひずみ量ではありません。Fシ

YFLA-5

＋10％
FLA-5-11
10%

ー10％

exceeds the mechanical strain by 10%.
Though the indicated strain limit for F-series
strain gauges is 3%, most F-series gauges can
tolerate up to 5%.

10%
20%
Standard (Mechanical Strain)

Fig. 2.4 ひずみ限界
Strain Limit
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At TML, the strain limit is the smallest value of
mechanical strain at which the indicated strain

2

● Fatigue Limit

● 疲労限界

ひずみゲージに繰り返してひずみを与えた場合、そのひずみ量が大

When strain is repeatedly applied to a strain gauge and the

きいと、ゲージ抵抗が増加したり、断線または剥離を生じたりして使用
できなくなります。一般には与えたひずみ量、繰り返し速度などを条

amount of strain applied is large, it can cause the gauge
resistance to increase, the lead wires to disconnect or the gauge

件にして、繰り返し数で表示し疲労限界値としています。
当社では接着したひずみゲージに一定の機械的繰り返しひずみを与

to peel off, rendering the gauge useless. Generally, the fatigue
limit for a strain gauge is indicated as a number of repetitions
under set conditions for applied strain and repetition speed.

回数で決めています。
図に当社製品の試験結果を示しますが、表示値を超えても直ちに使

At TML, this number is determined as the number of times a set
mechanically repeated strain can be applied to the strain gauge

用不能となる回数ではありません。通常は±1500×10−6ひずみ
（15Hz）

before the indicated strain value in a no-load state changes by

で106〜107 回程度です。

100×10 − 6.

ひずみ量500×10 − 6ひずみ以下では疲労限界は拡大し、ほとんど無

As the test results for a TML product in Figure 2.5 show,

限と見なされます。
大ひずみ用ゲージは受感部材

exceeding the fatigue limit does not immediately render the
strain gauge useless. This

料の熱処理を行っていますの
で、繰り返し試験には不向きで
す。

見掛けひずみ
Indicated Strain ( m/m)

え、最初の無負荷状態の指示値が100×10 −6ひずみ変化するまでの

normally occurs between 10 6
and 107 cycles for a strain of ±
1500×10 − 6 (15Hz). At strain

100
FLA-5-11

levels of 500×10 − 6 or less, the
fatigue limit extends and can
0

be taken to be almost infinite.
Because the material used in

103

104

105
106
繰り返し数
Cycle

107

108

the sensitive elements of largeelongation strain gauges is
heat-treated, such gauges are

Fig. 2.5 疲労限界
Fatigue Limit

not suited to repetition testing.

● Temperature Coefficient of Gauge Factor

● ゲージ率の温度係数

図はゲージ受感部材質のCu-Ni合金とNi-Cr合金の特性を示します

Temperature coefficient of gauge factor refers to gauge factor
temperature change and to gauge factor variations caused by

が､この温度依存性は受感部材料固有のもので、この特性が得られる
ゲージ構造がその温度に耐えられるひずみゲージと言えます。

temperature.
Figure 2.6 shows the characteristics of gauge sensitive elements

図の中のNi-Cr合金は温度の上昇に伴い、ゲージ率が低下しますが、
この場合はひずみゲージが構造的に耐えられずにゲージ率が低下す

made from Cu-Ni alloy and Ni-Cr alloy. Because this temperature

ゲージ率の温度変化のことで、温度によるゲージ率変化とも言います。

るものではなく、Ni-Cr合金の特性に起因したものと言うことです。こ

dependency is specific to the sensitive elements, these
characteristics apply also to the gauge structure, and such strain

の図に示す､ 破線のような挙動はひずみゲージの構造的な原因によ
るものと判断します。

gauges are able to withstand the same temperatures.
In the figure, the gauge factor for the Ni-Cr alloy decreases as
the temperature rises. However, this does not indicate that the

Gauge factor change with temperature

gauge factor decreases because the strain gauge is structurally
unable to withstand the temperatures, but that the gauge factor
decrease is caused by the characte
ristics of the Ni-Cr alloy. Variations
20℃

that appeared on the chart as the
broken line could be said to be

Cu-Ni

structurally caused changes.

100%

Ni-Cr

ー200

ー100

0

100

200

300

Temperature (℃)

Fig. 2.6 ゲージ率の温度係数
Temperature Coefficient of Gauge Factor
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● Coefficient

● 線膨張係数

拘束を受けない材料が温度変化を受けたときに、材質全体に一様に
発生する寸法変化のことで、当社では10 − 6/℃で表示しています。

of Linear Thermal Expansion

When an unrestricted material experiences changes in
temperature, the dimensions of the material change uniformly
throughout the entire material. At TML, this change is expressed
in terms of 10 − 6/℃.

● 熱出力
（温度による見掛けひずみ）

● Thermal Output (Apparent Strain Caused by Temperature Change)

一般にひずみゲージを試験体に接着した場合は、外力によるひずみ
はなくても、温度が変われば試験体とゲージ受感部材料の線膨張係

Normally, when a strain gauge is bonded to a test specimen and
there is a temperature change, some strain is experienced even

数によりひずみが生じ、抵抗変化を伴ないます。また、同時にゲージ
受感部材料の抵抗温度係数により、抵抗変化を生じます。もし、試験

where there is no strain due to external forces. This strain is in
accordance with the coefficients of linear thermal expansion for

体が温度変化により自由膨張したとしますと

the test specimen and for the material used in the strain gauge's
sensitive elements. At the same time, the gauge resistance also

＜式2.3＞・・・

T

＝ ──
K

T＋（

s

−

g

changes due to the thermal coefficient of resistance of the

）T

material used for the strain gauge's sensitive elements. If we
assume that the test specimen is free to expand with changes in

ここで
: ゲージ受感部の抵抗温度係数
s

temperature, then

: 試験体の線膨張係数

: ゲージ受感部の線膨張係数
T : 温度変化
g

<Equation 2.3>・・・

T

＝ ──
K

T＋(

s

−

g

) T

K : ゲージ率
T

: 熱出力

where:
: Thermal coefficient of resistance of the gauge sensitive element

当社では、この

、 g を考慮した上で、熱出力 T が零になるように
あを調整した自己温度補償ゲージを製作しています。 s 、 g 、

: Coefficient of linear thermal expansion for the test specimen
g : Coefficient of linear thermal expansion for the gauge sensitive element
s

s

あはいずれも定数でないため、

T : Temperature change

る温度範囲で

K : Gauge factor

T

T を常に零にすることはできず、
あ
が最小になるように調整しています。

T

: Thermal output

TML manufactures self-temperature compensated strain gauges
which are adjusted to allow for
output

T

is zero. Because

and

s

,

s

g

and

g

so that the thermal
are not constant,

T

cannot always be kept at zero. However, the gauges are
adjusted so as to minimize
● 自己温度補償ゲージ

T

in a given temperature range.

● Self-Temperature Compensated Strain Gauge

規定された温度範囲で、特定の線膨張係数を持つ試験体に接着して

Self-temperature compensated strain gauges are manufactured

用いる場合、ひずみゲージの熱出力ができるだけ小さくなるように作
られたひずみゲージです。

so as to minimize the thermal output of the strain gauge when it
is bonded to a test specimen with a specific coefficient of linear
thermal expansion in a stipulated temperature range.

当社では1℃当たり±1.8×10 − 6ひずみ以内に収めたものを自己温
度補償ゲージと呼んでいます。

At TML, gauges with an indicated strain for temperature change
that is within ±1.8×10 − 6 per degree C are referred to as selftemperature compensated strain gauges.
Indicated Strain( m/m)

200
＋1.8×10ー6/℃

100

0

ー100

ー200

ー1.8×10ー6/℃

0

20

40

60

80

Temperature (℃)

Fig. 2.7 自己温度補償の定義
Self-Temperature Compensation
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● Temperature Compensation Range

● 温度補償範囲

自己温度補償ゲージで、温度による見掛けひずみが規定を満たす範

The temperature compensation range is the range within which

囲をいいます。

the apparent strain for a self-temperature compensated strain
gauge is at the stipulated level.
● Operational Temperature Range

● 使用温度範囲

ひずみゲージを適正な状態で連続して使用できる温度範囲です。こ

The operational temperature range is the temperature range

の図は、当社で使用するゲージ受感部材質のCu-Ni合金とNi-Cr合金
の熱出力特性を示します。

within which a strain gauge can be used continuously in the
appropriate conditions. Figure 2.8
shows the thermal output characteristics

当社ではCu-Ni合金は一般ゲージ用とし
て、Ni-Cr合金は使用温度範囲の広いゲ

CF
−300

Thermal Output

ージシリーズに使用しています。

−200

−100

Cu-Ni
0

100

200

300

for the Cu-Ni and Ni-Cr alloys used for
the sensitive elements in TML strain
gauges. Most TML strain gauges use
Cu-Ni alloy, with Ni-Cr alloy used in

Ni-Cr

F

strain gauge series that have a wider
Ni-Cr

QF

operational temperature range.

ZF

Cu-Ni
Temperature (℃)

Fig. 2.8 ゲージシリーズと使用温度範囲
Strain Gauge Series and Operational Temperature Range

● ヒステリシス

ひずみゲージを試験体に接着して、ひずみを加えた場合、増加過程と
減少過程とで同一ひずみに対して異なった抵抗変化を示す場合があ
ります。この現象をヒステリシスと言います。ゲージ形状、ベース材質、
接着剤、温度などで異なります。

● 熱ヒステリシス

● Gauge Hysteresis

When a strain gauge is bonded to a test specimen and strain is
applied, the resistance change for identical strain increase and
decrease processes may differ. This variance is referred to as
hysteresis. Gauge hysteresis varies depending on factors such as
the grid configuration, base material, adhesive and temperature.
● Thermal Hysteresis

加熱サイクルと冷却サイクル、またはサイクルごとに同じ点を通らずに

Thermal hysteresis refers to hysteresis that occurs in the heating

ヒステリシスを生じる現象で、温度変化のある測定では必ず問題に
なります。

or cooling cycle such that the respective cycles do not pass
through the same point. Thermal hysteresis poses an ongoing

熱経験を与えて、ひずみゲージおよび接着剤を安定化させ、このヒス

problem in strain measurement where temperature change
occurs.

テリシスを除いておく必要があります。

This hysteresis must be excluded by applying heat experience to
stabilize the characteristic of the strain gauge and the adhesive.
● 温度ドリフト

● Gauge Zero Drift with Temperature

高温下ではゲージ受感部材料の熱酸化などの影響によって、無負荷

At high temperatures, effects such as thermal oxidation of the

状態でも徐々に零点が流れて行きます。

sensitive elements in a strain gauge cause the zero point of the

ひずみゲージの耐熱性を決める特性の一つで、200℃を超えますと
Cu-Ni合金よりもNi-Cr合金が優れ、500〜800℃の環境ではPt-W合

gauge in a no-load state to gradually drift.
This is one of the characteristics that determine a strain gauge's

金などが使われています。

resistance to heat. Above 200˚C, Ni-Cr alloy performs far better
than Cu-Ni alloy, and alloys such as Pt-W are used in 500˚C to
800˚C environments.

10

2
4.

TMLひずみゲージの検査と試験規格
TML Strain Gauge Testing and Inspection Standards

4.1 TMLひずみゲージの検査と試験規格
TML Strain Gauge Testing and Inspection Standards
● 外観検査

TML作業標準と検査基準
● ゲージ抵抗

TML作業標準と検査基準
● ゲージ率

NAS 942とBS6888に準拠
● 横感度

NAS 942に準拠
● ゲージ率の温度係数

NAS 942に準拠
● 熱出力

NAS 942に準拠
● ひずみ限界

NAS 942に準拠
● 疲労限界

NAS 942に準拠

Visual and Microscopic Inspections
TML procedures and standards
Gauge Resistance
TML procedures and standards
Gauge Factor
NAS 942 and BS6888
Transverse Sensitivity
NAS 942
Temperature Coefficient of Gauge Factor
NAS 942
Thermal Output
NAS 942
Strain Limits
NAS 942
Fatigue Limits
NAS 942

4.2 ひずみゲージの校正や標準試験方法の主な国際規格
Principal Standards Used for Strain Gauge Calibration and Standard Test Methods
■ASTM E251-74
「接着型抵抗ひずみゲージの標準試験方法」

■ASTM E251-74
"Standard Test Methods for Performance Characteristics of Metallic Bonded Resistance Strain Gages";
Designation: E251-92, ASTM.

■BSI BS6888
「接着型電気抵抗ひずみゲージの校正方法」

■BSI BS6888
"Methods for Calibration of Bonded Electric Resistance Strain Gauges";
Draft for development 6:1972. BSI.

■NAS 942
「接着型抵抗ひずみゲージ」

■NAS 942
"Strain Gages, Bonded Resistance";
Classification Specification NAS 942, 1963.

■VDE/VDI 指針(Richtlinen) NR 2635
「金属測定グリッドを持った接着型電気抵抗ひず
みゲージの特性値と試験条件」

■VDE/VDI Richtlinen NR 2635
"Bonded Electric Resistance Strain Gauges with Metallic Measurement Grids Characteristics and Testing Conditions";
VDE/VDI-Richtlinen NR 2635 August, 1974.

■その他の規格
JIS Z2300-91「非破壊検査試験用語」
NDIS 4002-76「電気抵抗ひずみゲージの用語」
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■Other Standards
JIS Z2300-91 - "Glossary of Terms Used in Nondestructive Testing": Japan Industrial Standard.
NDIS 4002-76 - "Glossary of Terms Relating to Electric Resistance Strain Gauges"; NDI, Japan

3
1.

ひずみ測定の計画と準備
Planning and Preparations for Strain Measurement

ひずみ測定の構成とひずみゲージ取付計画
Strain Measurement Procedure and Planning for Strain Gauge Installation

測定対象物の材質・形状・寸法・温度、また測定の時間および現象が時

You must check all the measurement conditions before you begin

間に伴なう変化に緩やか、もしくは無い静的現象か、変化の速い動的現
象かなど、全ての測定条件の事前調査が必要です。

measuring. These conditions include the material, shape,
dimensions and temperature of the specimen to be measured, as

精度の良い測定結果を得るためには、測定条件に適した材料選択と使
用方法が必要です。

well as the measurement duration and whether the phenomenon is
static where strain varies slowly or does not at all with time or

測定条件を全て満たせれば最良ですが、中には現在の技術水準では条

dynamic where strain changes quickly with time.

件を満たせず、限界を超えてしまう場合も出てきます。
測定目的と諸条件とから、測定精度を推測し、要求精度を満たせるかど

To obtain accurate measurements, you must select the materials
and procedures that are appropriate for the measurement

うかを検討し理解しておく必要があります。

conditions.
While the ideal is to satisfy all the measurement conditions, current
technical standards may not be able to meet some of the
conditions, and some limits may be exceeded.
Given the purpose of the measurement and the conditions that
apply, you must estimate the measurement accuracy and
determine whether the likely results will provide the accuracy
required of the measurements.

《一般的なひずみ測定実施計画 General Strain Measurement Procedure》
● 測定目的・要求精度など

● 材質・形状・寸法・温度・雰囲気など諸条件

● ひずみゲージ・接着剤・リード線・コーティング剤

の選択

測定対象は何か！
Determine what is to be measured.

測定条件の調査
Survey the measurement conditions.

ひずみゲージの選択
Select the strain gauge.

ひずみ測定方式と温度測定方式の決定
● 接着・結線・コーティングまでの作業要領とスケ

ジュール表の作成

取付手順の計画
Plan out the installation procedure.

● Measurement purpose, required accuracy, etc.

● Conditions (materials, shape, dimensions,

temperature, atmosphere, etc.)
● Selection of the strain gauge, adhesive, lead

wires and coating material
Determination of the strain and temperature
measurement methods
● Drawing up of a list of tasks and a work

schedule for strain gauge bonding, lead wire
connection and coating

● 機材の手配とひずみゲージ取り付け

● 関係部門との調整

● 応力計算その他

● 計算および設計基準との照合

● ひずみゲージその他の撤去

ひずみゲージの取付
Install the strain gauge.

ひずみ測定
Measure the strain.

データ処理
Process the data.

妥当性の確認
Check the validity of the data.

後片付け
Remove the strain gauge and clean up.

● Preparation of equipment and strain gauge

installation
● Adjustment for related factors

● Stress calculation, etc.

● Collation of calculations and design standards

● Removal of the strain gauge, etc.
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3
2.

ひずみ測定の方式
Strain Measurement Methods

ひずみゲージがひずみを受けて抵抗変化する量は
（ゲージ抵抗120 、
ひずみ量1000×10 − 6ひずみ、G.F. 2.00の場合で、0.24 ）極めて小

The size of the resistance change when strain is exerted on a strain
gauge is extremely small (0.24 for a gauge resistance of 120 , a

さく、通常のテスターなどでは精度良くその抵抗変化を測定するのは困
難です。一般に、ひずみゲージは、ホイートストンブリッジ回路（以下ブリ

strain of 1000×10 − 6 and a gauge factor of 2.00), and this change
cannot easily be measured with any real precision by a normal

ッジ回路と省略）
を用いて、抵抗変化を電圧に変換してひずみ測定を行

tester. Usually, strain gauges use a Wheatstone bridge circuit

います。
ブリッジ回路にひずみゲージを図のように組み込み、入力側に電圧を加

(referred to hereafter simply as a bridge circuit or bridge) to convert
the resistance change to a voltage output for strain measurement.

えるとひずみゲージの抵抗変化に比例して、出力側に電圧が発生します。
ひずみと出力電圧の関係は

Figure 3.1 shows how the strain gauge is built into a bridge circuit.
Voltage applied on the input side produces a proportional resistance
change which in turn generates voltage on the output side.
The following equation shows the relationship between strain and
output voltage:

＜式3.1＞
R1

R1R3 −R2R4
e ＝ ──────── ein
(R1 ＋R2)(R3 ＋R4)

B
R2

<Equation 3.1>
R1R3 −R2R4

C

A

e ＝.出力電圧
ein＝.入力電圧

e ＝ ───────── ein
(R1 ＋R2)(R3 ＋R4)

R3

R4

e.＝.Output voltage

D

R1 ＝.ゲージ抵抗値
R2 〜R4 ＝.固定抵抗の値

ein.＝.Input (exciting) voltage

in

となります。

R1.＝.Gauge resistance
R2 to R4.＝.Fixed resistance values

Fig. 3.1 ホイートストンブリッジ
Wheatstone bridge

R ＝ R1 ＝ R2 ＝ R3 ＝ R4とすると、ひずみゲージにひずみが加わってひ

Where R ＝ R1 ＝ R2 ＝ R3 ＝ R4, the strain gauge resistance R

ずみゲージの抵抗RがR＋ Rになり

when strain is applied varies to R ＋

ein･

R
＜式3.2＞・・・ e ＝ ──────
4R＋2 R
R ＜＜ Rを考慮すれば
ein･ R
ein･K
＜式3.3＞・・・ e ＝ ───── ＝ ───
4R
4
となります。

<Equation 3.2>・・・
If we assume

差による出力電圧が生じます。したがって、ひずみが生じた出力電圧か
ら、この初期不平衡電圧を差し引いたものが上式の電圧になります。

R

e ＝ ──────
4R＋2

R

R<<R, then:

<Equation 3.3>・・・

ひずみが零でも、ブリッジ各辺の抵抗が同一でない場合は、その抵抗値

R.

ein･

ein･ R
ein･K
e ＝ ───── ＝ ───
4R

4

If the resistance at each arm of the bridge is not the same when the
strain is zero, the difference in resistance generates an output
voltage. Accordingly, the voltage obtained from the above equation

また、上図の場合AD間とDC間の抵抗値は必ずしもゲージ抵抗値と同
じでなくても、両者の抵抗値が等しければ上式は成り立ちます。もし各辺

is the output voltage generated by the applied strain minus this
initial voltage imbalance.

が全部変化したとしますと

Even if the resistances between A and D and between D and C in
Figure 3.1 are not necessarily equal to the gauge resistance, the

＜式3.4＞

above equations hold as long as the two resistance values are equal.
R1
R2
R3
R4
── − ── ＋ ── − ── ⎞
R1
R2
R3
R4 ⎠

ein･K

＝ ───（
4

1

−

2

＋

3

−

）

4

If we assume that all values change on each side of the circuit,
then:
<Equation 3.4>

ein
e＝ ──
4

⎞
⎠

4

⎞
⎠

ein
e＝ ──

R1
R2
R3
R4
── − ── ＋ ── − ── ⎞
R1
R2
R3
R4 ⎠

ein･K

＝ ───（
4
ここにR1 ＝R2 ＝R3 ＝R4
すなわち、上図の隣りあう抵抗変化（ひずみ）
は差となり、対辺は和とな
ります。従って、もし隣同士が極性反対なら絶対値の和となり、対向辺同
士が極性反対の場合は絶対値の差となります。この原理はうまく組み合
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1

−

2

＋

3

−

4

）

Here, R1 ＝ R2 ＝ R3 ＝ R4.
Consequently, differences arise between adjacent resistance
changes (strains) in Figure 3.1, and the difference across the two
sides is the sum of these. As a result, if adjacent resistance

3

わせると、不必要なものを消去したり、出力を増大させたりすることもで

changes have opposing polarity, the difference across the sides

きます。
目的に合ったひずみ測定方式を、下表を参考に選択してください。

becomes the sum of the absolute values. Likewise, if resistance
changes on opposite sides of the bridge have opposing polarity, the
difference across the sides is the difference between the absolute
values. The skilful combination of these principles allows you to
eliminate any unnecessary elements and to maximize the output.
Use the table below as a guide to selecting the best strain
measurement method for the measurement purpose.

Table 3.1 結線方法とその特徴
Connection Methods and Their Characteristics
結線方法
Connection Method

特

徴
Characteristics

1ゲージ2線式

この方法は、R1 にひずみゲージ、R2・R3・R4は固定抵抗でブリッジ回路を構成します。ひずみゲージの最も単純な使い方で、自

Quarter bridge 2-wire system

己温度補償ゲージを用いる場合や温度変化がない場合、または動的測定などで温度変化の影響を無視できる場合の方法です。
In this method, the bridge circuit is made up of a strain gauge as R1 and fixed resistances for R2, R3 and R4. This is the

R1

simplest way to use a strain gauge, and is the method used for self-temperature compensated strain gauges or when
R2

there is no temperature change, or when the effects of temperature change can be ignored, as in dynamic
measurement.

R4

R3
in

1ゲージ法でリード線が長い場合や、細いリード線を使用する場合は、リード線の抵抗値が変化します。通常、リード線の心線は、抵

1ゲージ3線式
Quarter bridge 3-wire system

抗温度係数の大きい銅線を使用しますので、リード線の抵抗値は小さくても抵抗変化分は無視できない、熱出力の量となります。
このリード線の温度による抵抗変化の悪影響を除くために3線式結線法が使われます。

R1

一般の応力測定では最も推奨される測定方式です。
R2

In this method, the resistance values for the lead wires change if the lead wire is long or is particularly fine. Because
lead wire cores are normally made of copper wire, which has a large thermal coefficient of resistance, the change in

R4

R3

resistance cannot be ignored, however small the resistance, as it adds to the thermal output.
The three wire system is used to avoid an unexpected effects of resistance change caused by the lead wire temperature.
This is measurement method most often recommended for strain measurement.

in

2ゲージ法

この方法はひずみゲージ2枚で他の2辺は固定抵抗でブリッジ回路を構成します。
This method uses a bridge circuit made up of two strain gauges and fixed resistances on the other two sides of the circuit.

Half bridge

アクティブ･ダミー法

R1をアクティブゲージ、R2をダミーゲージと呼び、ひずみゲージとリード線の温度補償を行う測定方

Active-dummy method

式です。

R1
R1

In this method, R1 is the active gauge and R2 is a dummy gauge. This is used to compensate
for the strain gauge and lead wire temperature.

R2
R2

R4

R3

2アクティブ法

引張成分を除去し、曲げ成分だけを測定したり、出力を大きく取り出したい場合の方式です。

Two active method

This method eliminates the tensile component and is used to measure just the bending stress
or when a large output is required.

in

R1
R2

4ゲージ法

この方法は、ブリッジの4辺ともひずみゲージを用いる方法で、
トランスジューサやトルク測定に使われますが、一般の応力測定

Full bridge

では限られた測定方式です。
In this method, strain gauges are connected on all four sides of the bridge. This is used in transducers and to measure

R1

R2

torque, but has limitations in ordinary strain measurement.

R3

R4
in
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3
3. ひずみゲージの種類と選択
Strain Gauge Types and Selection

ひずみゲージは冒頭に記しましたように試験体の材質、使用温度、ゲー

As stated in the introduction, accurate strain measurement is only

ジ寸法などを正しく選択し、正しく取り付けますと、精度の良いひずみ測
定が可能です。

possible if you select the correct gauge for the test specimen
materials, operating environment and gauge dimensions, and then

しかしながら、実際には測定条件などから、思いどおりの施工ができない
ケースも多々あります。

install the gauge correctly.
Even so, there are many instances where actual measurement

● 加熱硬化型接着剤との組み合わせで使いたいが、対象物が加熱困難

does not proceed as anticipated due to the measurement

● 溶接型ゲージを使いたいが、試験体の材質が溶接困難である場合。

conditions.
The specimen itself can impose a variety of limitations, for example:

● 十分なコーティングをすれば耐水性が得られるのに構造的に施工がで

● When you want to use a heat-curing adhesive but heating the

な場合。

test specimen is problematic.

きない場合。
など、測定対象ごとにいろいろな制約が出てまいります。

● When you want to use a weldable gauge but the test specimen

試験体や測定環境の十分な事前調査を行い、適切なひずみゲージを選
択してください。

● When the amount of coating required to waterproof the gauge

material is difficult to weld.
causes structural problems with gauge functioning.
You should thoroughly examine the test specimen and the
measurement environment before you select the appropriate strain
gauge.

●ひずみゲージの選択
Strain Gauge Selection
ひずみゲージの選択の際は当社総合カタログも合わせてご参照ください。
Refer to the TML catalog also when you select a strain gauge.

3.1 ひずみゲージの種類

3.1 Strain Gauge Types

TMLひずみゲージは使用目的および特性などから、20種を超えるゲー

The range of TML strain gauges includes over 20 gauge series,

ジシリーズで構成していますが、ほぼ4つに大別されます。

each with differing purposes and features, which can be classified
into 4 broad groups.
(1) Strain Gauge Classification

（1）ひずみゲージの分類

Table 3.2 ひずみゲージの分類
Strain Gauge Classification
分類
Classification
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ひずみゲージの種別
Strain Gauge Type

使用温度
Testing Temperature

低温、常温、高温、超高温
Low temperature, normal temperature, high temperature, super-high temperature

試験体の材質
Material

金属、コンクリート、木材、プラスチック、複合材、ガラスなど
Metal, concrete, wood, plastic, composite material, glass, etc.

特殊用途
Special Uses

塑性域（大ひずみ）、応力集中、残留応力、ボルト軸力、無誘導、トルクなど
Large elongation, stress concentration, residual stress, bolt axial, magnetic field, torque, etc.

変換器製作用途
Transducer Use

高抵抗、ダイアフラムなど
High resistance, diaphragm, etc.

3

（2）ひずみゲージの大きさ
ひずみゲージの大きさの選択条件は二つあります。

(2) Strain Gauge Size
The second criteria for strain gauge selection is the size of the
gauge.
● Gauge Size

● ゲージ寸法

ひずみゲージを取り付ける場所や材料により、ひずみゲージの大きさ
の制限を受けます。

The location of gauge installation and the material on which it is

また、ひずみゲージは接着後にゲージ端子の接着、防湿のためのコ

Also, because lead wires have to be connected to the
connecting terminal and a coating applied to protect the gauge

ーティングが必要ですので、コーティングスペースも考慮して、ひずみ
ゲージの大きさを決めます｡

installed impose restrictions on the strain gauge size.

from moisture, the space required for the coating must also be
considered when you determine the gauge size.
● Gauge Length

● ゲージ長

ゲージ長は、ひずみゲージのひずみ受感部の長さです。
測定対象に応じて、局所的なひずみ測定にはゲージ長の短いひずみ
ゲージを、平均化したひずみ測定にはゲージ長の長いひずみゲージを
用います。

※TMLひずみゲージは、0.2〜120mmのゲージ長を用意しています。

The gauge length is the length of the sensitive element in the
gauge. You should use different gauge lengths depending on the
specimen. Gauges with short gauge lengths are used to
measure localized strain, while gauges with long gauge lengths
can be used to measure averaged stress over a larger area.
※ TML strain gauges range in length from 0.2mm to 120mm.

Table 3.3 ゲージ長と測定対象
Gauge Lengths and Gauge Applications
ゲージ長・Gauge Length
0.2 〜1mm
0.2mm to 1mm
2 〜6mm
2mm to 6mm

測定対象・Gauge Application
集中応力の測定
For stress concentration measurement
金属の一般ひずみ測定
For metal and general use

10 〜 20mm
10mm to 20mm

モルタル、木材、FRPなどの一般ひずみ測定
For mortar, wood, FRP, etc.

30 〜120mm
30mm to 120mm

コンクリートの一般ひずみ測定
For concrete

●ゲージ長の選択
Selecting the Gauge Length
不均質な材料の場合には、ひずみを平均化できると思われる適当な長さが必要です。
例えば、コンクリートはセメントと骨材（砂利・砂など）
とから構成されますので、コンクリートの平均的な材質の評価には、砂利粒
径の三倍程度のゲージ長が使われています。
For a heterogeneous material, a gauge length is required that can average out the irregular stresses in the material.
For example, because concrete is composed of cement and an aggregate (gravel or sand, etc.), the length of the gauge
used is three times the diameter of the gravel pieces so as to give an averaged evaluation of the concrete.
●ゲージ幅
Gauge Width
ゲージ長が同じでゲージ幅の狭いタイプ（FLKタイプ）
もあります。
パイプ・丸棒などで、細い試験体の軸方向に接着する場合はゲージ幅の狭いひずみゲージを選択し
てください。

FLA-

FLK-

Fig. 3.2 ゲージ幅
Gauge Width

Strain gauges with the same gauge length are also available in a narrower width (FLK-type).
Select narrow strain gauges for measurement in axial direction of thin specimens such as cylindrical pipes, etc.
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(3) Strain Gauge Shape

（3）ひずみゲージの形状
TMLひずみゲージは用途別に各種の形状を用意しています。目

TML also supplies strain gauges in different patterns for a range

的にあったゲージ形状を選択してください。

of applications. Select the appropriate gauge patterns for your
application.

Table 3.4 ひずみゲージの形状
Strain Gauge Patterns
ゲージ素子数
No. of Gauge Elements

1素子
1

2素子
2

2素子
2

3素子
3

3素子
3

5素子
5

ゲージ形状
Gauge Patterns

当社の呼称
TML Nomenclature

単軸
Single element

グリッド配置
Grid Layout

−
−

クロス
クロス
ロゼット
ロゼット
5連
2-element Rosette 2-element Rosette 3-element Rosette 3-element Rosette 5-element Single-axis
積層型
Stacked Type

分散型
Plane Type

積層型
Stacked Type

分散型
Plane Type

−
−

（4）ひずみゲージの使用温度範囲
当社では熱出力、ゲージ率の温度係数、温度クリープ、温度ドリフト

(4) Strain Gauge Operational Temperature Range
TML determines the operational temperature range of its strain

などの特性から使用温度範囲を決めています。
ゲージ受感部の材質や形状、ゲージベースの材質などによって使用

gauges on the basis of characteristics such as the thermal
output, thermal coefficient of gauge factor, thermal creep and

温度範囲が異なります。

thermal drift of the strain gauge. The operational temperature
ranges of strain gauges differ depending on the material and
grid configuration of the sensitive element and the material used
in the gauge base.

Table 3.5 TMLひずみゲージ使用温度範囲
Operational Temperature Range for TML Strain Gauges
使用温度範囲
Operational
Temperature Range

区

Type

分

受感部材料
Element Material

ゲージベース材料
Gauge Base(Matrix)
Material

ゲージシリーズ
Strain Gauge Series

−269℃〜室温
−269℃ to Room Temp.

低温用
Low temperature

Ni-Cr合金
Ni-Cr alloy

エポキシ樹脂
Epoxy resin

CF
CF series

−20〜80℃
−20℃ to 80℃

常温用
Normal temperature

Cu-Ni合金
Cu-Ni alloy

エポキシ樹脂
Epoxy resin

F
F series

−20〜200℃
−20℃ to 200℃

中高温用
High temperature

Cu-Ni合金
Cu-Ni alloy

ポリイミド樹脂
Polyimide resin

QF
QF series

−20〜300℃
−20℃ to 300℃

高温用
High temperature

Ni-Cr合金
Ni-Cr alloy

ポリイミド樹脂
Polyimide resin

ZF
ZF series

室温〜800℃
Room Temp. to 800℃

超高温
Super-high temperature

Pt-W合金
Pt-W alloy

──
──

AWHU
AWHU series

（5）自己温度補償ゲージ
当社では線膨張係数が3、5、8、11、17、23、50、70×10 − 6/℃の

(5) Self-Temperature Compensated Strain Gauges
TML supplies self-temperature compensated strain gauges for

材料に適合した、自己温度補償ゲージを用意しています。巻末の物
性表を参考に自己温度補償ゲージを選択してください。

use with materials with a coefficient of linear thermal expansion

尚、標準的な材料用として11、17、23×10 −6/℃用のひずみゲージ
は赤、茶、緑にそれぞれゲージベースを色別しています。

of 3, 5, 8, 11, 17, 23, 50 or 70×10 − 6 /℃. Refer to the table of
physical properties at the end of this guide when you are
selecting a self-temperature compensated strain gauge.
The three most commonly found material coefficients of linear
thermal expansion are 11, 17 and 23×10 − 6 /℃, and TML selftemperature compensated strain gauges for these properties
are identified using gauge base (matrix) colors of red, brown
and green respectively.
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●自己温度補償ゲージと熱出力
Self-Temperature Compensated Strain Gauge and Thermal Output
自己温度補償ゲージを使いましても、測定中に温度変化が大きくなりますと熱出力が大きくなり、測定値の補正が必要にな
ります。
（63頁の 5章 2．熱出力を参照）
Even when a self-temperature compensated strain gauge is used, a sufficiently large temperature change will produce thermal
output large enough to necessitate measurement correction. (See "2. Thermal Output" in Chapter [5] (P.63).)
●特殊な材料の場合
For Special Material
ご希望の材料に適した自己温度補償ゲージも製作可能です。当社営業部員にご相談ください。
TML can also manufacture custom self-temperature compensated strain gauges for a desired material. Contact your TML
representatives for details.

3.2 ひずみゲージの選択

3.2 Selecting the Strain Gauge

一般的なひずみゲージの選択は以下の条件をもとに行います。

Use the table below as a guide to selecting a strain gauge for
ordinary strain measurement.

Table 3.6 ひずみゲージの選択条件
Strain Gauge Selection Criteria
選択条件
Criterion

選択項目
Item Selected

選択方法
Selection Method
試験温度で機能するゲージシリーズを選択します。
Select a gauge series capable of functioning at the testing temperature.

試験温度
Testing temperature

ゲージシリーズ
Gauge series

試験体の材質
Test specimen material

試験体の材質にあった自己温度補償ゲージを選択します｡
自己温度補償ゲージ
Select the appropriate self-temperature compensated strain gauge for the specimen
Self-temperature
compensated strain gauge material.

ひずみ分布など
Strain distribution, etc.

ゲージ長とゲージ幅
Gauge length and width

ひずみ分布､材質などから測定目的に合ったゲージ寸法を選択します。
Select the appropriate gauge size for the measurement purpose based on the strain
distribution and material, etc.

測定目的
Measurement purpose

ゲージ形状
Gauge pattern

単軸（1軸）、クロス
（2軸）、ロゼット
（3軸）、集中ゲージ、応力解析の方式から、ひずみゲ
ージ取付位置とひずみゲージの形状を選択します。
Select the strain gauge pattern and installation location based on whether a singleelement, 2-element rosette, 3-element rosette, stress concentration (5-element) or
stress analysis strain gauge is required.

試験の種類
Type of test

測定方式
Measurement method

静ひずみ、動ひずみ、1ゲージ2線式、1ゲージ3線式など測定対象と目的から測定方式を
決めます。
Determine measuring method such as the static strain, dynamic strain, quarterbridge with two wire, or quarter-bridge with three wire system depending on the
object being measured and the purpose.
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4. 接着剤の種類と選択
Adhesive Types and Selection

4.1 ひずみゲージ用接着剤

4.1 Strain Gauge Adhesives

ひずみゲージ用接着剤はひずみゲージを試験体に拘束させ、試験体に
生ずる ひずみ を、ひずみゲージに伝達します。

The strain gauge adhesive bonds the strain gauge to the test specimen
and conveys the strain in the test specimen to the strain gauge.

（1）ひずみの伝達メカニズム
図は試験体に接着したひずみゲージの模式図ですが、ひずみは試験
体・接着剤・ゲージベース・ゲージ受感部の順に伝わります。
図中の数値は、各部分の厚みを示

(1) Strain Conveyance Mechanism
Figure 3.3 is a scale diagram showing a strain gauge bonded to
a test specimen. The strain is conveyed sequentially from the
test specimen to the adhesive, the
Grid 5 m

gauge base, and finally to the
sensitive element grid in the

Gauge Base 30 m

gauge.

Adhesive 10〜15 m

The numbers in the figure show
the thicknesses of the different

します。
ゲージ受感部5 m
ゲージベース30 m
接着剤10〜15 m

layers.
試験体・Test Specimen

Fig. 3.3 試験体に接着したひずみゲージ
Strain Gauge Bonded to a Test Specimen

試験体とゲージ受感部との間には、接着剤とゲージベースが介在し
ていますが、この間でひずみ量が変化することなく正確に伝わらなけ

The adhesive and the gauge base are interposed between the
specimen and the gauge's sensitive element, and yet the strain

ればなりません。

must be conveyed across these barriers with no distortion.

ひずみを正確に伝えるためには、接着剤が試験体表面とゲージベー
スとのジョイント役となり、試験体と一体となってゲージベースを制御

To achieve this, the adhesive must function as a unifying bond
between the surface of the test specimen and the gauge base,

することが必要です。ひずみゲージの接着剤に要求される特性は、
一般に言われます接着強度、剥離強度だけではありません。

so that the test specimen governs the gauge base and the strain
gauge effectively becomes part of the test specimen. The

「例えば、両面テープのようなものでひずみゲージを接着した場合は
ひずみ感度は得られるでしょうか！」
この場合には試験体のひずみを両面テープが吸収してしまい、ゲー

characteristics required in a strain gauge adhesive are not only
the bond strength and peel strength generally needed in an
adhesive.

ジベースには伝わらず、ひずみゲージは機能しません。
接着剤が試験体のひずみを吸収せずに、正確にゲージベースに伝え

It might be supposed, for example, that the type of double-sided
adhesive tape used in many domestic and industrial applications

るためには一般的な接着剤と異なり、接着剤層のクリープ特性が重

could be used to secure a strain gauge and obtain sufficient
sensitivity to strain.

要です。

However, double-sided tape absorbs the strain in the test
specimen rather than conveying the strain to the gauge base,
with the result that the strain gauge does not function.
Unlike ordinary adhesives, the creep characteristics of the
adhesive layer are a crucial factor in preventing the adhesive
from absorbing strain in the specimen and accurately conveying
the strain to the gauge base.
（2）ひずみゲージ用接着剤に要求される主な特性
● 弾性係数が大きく、温度・湿度による変化がすくない。

（クリープ特性に優れる）
● 接着強度が温度・湿度・ひずみ量に十分である。

（剥離強さ）
● 電気絶縁性が高いこと。

（絶縁抵抗の保持）

(2) Major Properties Required in Strain Gauge Adhesives
● A large elastic modulus and minimal change with temperature or
humidity
(Excellent creep characteristics)
● Ample bond strength for the temperature, humidity and

amount of strain
(Peel strength)
● Good electrical insulation

(Maintenance of the insulation resistance)
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4.2 接着剤の種類

4.2 Types of Adhesive

当社では、使用温度、試験体の材質との組み合わせ、ひずみゲージとの
組み合わせなど、用途別に以下の接着剤を用意しています。

TML supplies the strain gauge and adhesive shown in the table below
for different applications, depending on the combination of operational
temperature and specimen material, etc.

Table 3.7 接着剤の種類
Strain Gauge Adhesive
名称
種類
Name
Type

特
徴
Characteristics
常温硬化・無色透明・無溶剤の瞬間接着剤として急速に普及し、ひずみゲージ用接着剤として多用されていま
す。ゲージ接着に要する時間は極めて短く、取り扱いも非常に簡単です。
この接着剤は試験体の表面や空気中の微量な水分の作用により、急速に化学重合し接着力を生じます。従っ

CN
CN-E
CN-Y
CN-R

シアノアクリレート系

て、硬化には適度の水分が必要です。

Cyanoacrylate

These are widely used strain gauge adhesives that have gained rapid popularity as colorless and clear, nonsolvent instant adhesives that dry at room temperature. The time required to install a strain gauge using these
adhesives is very short and the adhesive is extremely easy to use.
Cyanoacrylate adhesives use minute quantities of moisture in the air or on the surface of the specimen to
quickly polymerize and generate adhesive strength. Consequently, a certain amount of moisture is
required for the adhesive to harden.
主剤、硬化剤の二液性で、耐水性、耐薬品性に優れ、硬化剤の添加量により硬化時間を調節できます。接着
力はエポキシ系と比べて劣りますが、クリープおよび耐熱性などからコンクリートおよび金属面への接着に使わ

P-2
RP-2
NP-50
PS

ポリエステル系
Polyester

れています。
接着時の加圧に注意が必要です。
Made up of a main component and a hardening agent, these adhesives exhibit excellent resistance to
moisture and chemicals. The amount of hardening agent added can be varied to adjust the setting time.
While their adhesive strength is not as great as an epoxy adhesive, they are used to install strain
gauges on concrete and metal surfaces due to their creep characteristics and resistance to heat.
Care must be taken to apply appropriate pressure during application.
この接着剤は試験体の材質による制約が少なく、ほとんどの材料と良好な接着が可能で、低温（EA−2A）
お

EA-2A
EB-2

エポキシ系
Epoxy

よび長期測定（EB−2）
などに使われます。
常温硬化型ですが、硬化には24時間ほど必要ですから、接着時の加圧などに注意が必要です。
These adhesives can be used with almost any specimen material, and can be used to form a good
bond with most materials. They are used for low-temperature (EA-2A) and long-term (EB-2)
measurement applications.
Epoxy adhesives harden at room temperature, but require roughly 24 hours to harden. Consequently, care
must be taken to maintain pressure during installation.
一液性の加熱硬化型の代表的な接着剤です。接着力が強く長期安定性に優れていますので、長期測定および

C-1

フェノール樹脂系

変換器用に使われます。接着に200℃程度の加熱装置と加圧治具が必要です。

Phenol resin

This is a typical single-component heat-curing adhesive. Because it has excellent adhesive strength
and long-term stability, it is used for long-term measurement and in transducers.
Installation requires a heating unit capable of heating to 200 ｡C and a clamping tool.
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4.3 接着剤の選択

4.3 Selecting the Adhesive

接着剤は使用温度、試験体の材質、接着方式などからひずみゲージの
選択と同時に選びます。

Select the adhesive at the same time as the strain gauge on the
basis of the operational temperature, the specimen material and the
installation method.

（1）ゲージシリーズからの選択
Selection Based on the Gauge Series
Table 3.8 ゲージシリーズと適用接着剤
Strain Gauge Series and Appropriate Adhesive
ゲージシリーズ・Gauge Series

適用接着剤・Appropriate Adhesives

F

CN, EB-2

PF, P

RP-2, P-2, CN, CN-E

QF, ZF

NP-50, C-1

GF

CN

CF

EA-2A

YEF, YF

CN, CN-Y

（2）試験体の材質からの選択
Selection Based on the Specimen Material
Table 3.9 試験体の材質と適用接着剤
Specimen Material and Appropriate Adhesive
試験体の材質・Specimen Material

適用接着剤 ・Appropriate Adhesives

金属

Metal

CN, CN-Y, CN-R, NP-50, EA-2A, EB-2, C-1

プラスチック

Plastic

CN, CN-Y, CN-R

複合材料

Composites

CN, CN-Y, CN-R, EB-2, NP-50

木材・石膏

Wood or gypsum

CN-E

コンクリート・モルタル

Concrete or mortar

RP-2, P-2, CN-E

（3）使用温度範囲からの選択
Selection Based on the Operational Temperature Range
Table 3.10 使用温度範囲
Operating Temperature Range
接着剤
Adhesive
NP−50
C-1
RP-2、P-2
EB-2
CN
EA−2A

使用温度範囲
Operational Temperature Range（℃）
−30
−30
−269
−269
−30
−30
−30
−30
−30
−30
−269
−269

〜 ＋300
to ＋300
〜 ＋200
to ＋200
〜 ＋180
to ＋180
〜 ＋150
to ＋150
〜 ＋120
to ＋120
〜 ＋50
to ＋50

NP-50
C-1
RP-2, P-2
EB-2
CN
EA-2A
−300

−200

−100

0

100

200

300

●MSDS（製品安全データシート）
MSDS (Material Safety Data Sheet)
当社のひずみゲージ用接着剤とコーティング剤は、全ての種類にMSDSを用意しております。
担当営業所または当社までお問い合わせください。
TML supplies an MSDS for all its strain gauge adhesives and coatings. Contact your TML supplier for more information.
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5. リード線・ゲージ端子の種類と選択
Lead Wire and Connecting Terminal Types and Selection

5.1 リード線の種類

5.1 Lead Wire Types

リード線の種類は心線（銅線）の太さと被覆の材質により決まります。

The types of lead wire differ in the thickness of the core (copper
wire) used and the material used for the coating.

● 心線の太さと呼称

● Core Size Nomenclature

一般の電線では単心で構成される場合には外径で、より線の場合に
は断面積により 太さの表示 をしています。

In ordinary electrical wiring, the thickness is indicated by external
diameter in the case of single-core wires and by cross-sectional
area in the case of stranded wire.

単心線 Single-Core Wire

より線 Stranded Wire

太さを直径で表示
（例）d＝φ0.2mm
Thickness given as diameter
(Ex.) d = φ0.2mm
Fig. 3.4 単心線とより線
Single-Core and Twisted Wire

● 平行線と三平行線

太さを断面積で表示
（例）s＝7／φ0.12mm＝0.08mm2
Thickness given as cross sectional area
(Ex.) s = 7／φ0.12mm = 0.08mm2

● Parallel two-wire and three-wire

1ゲージ3線式は三平行線を使います。

Parallel three-wire is used for the quarter-bridge with three wire
system.

平行線 Parallel Two-Wire system

三平行線 Parallel Three-Wire system

Fig. 3.5 平行線と三平行線
Parallel Two-Wire and Three-Wire
● リード線の抵抗値

● Lead Wire Resistance

ひずみゲージの場合にはリード線の抵抗が直列にひずみゲージに入
り、直接的にひずみ感度へ影響をもたらします。影響としてはひずみ
感度の低下と温度影響によるドリフトが生じますので、リード線抵抗値

In strain gauges, the lead wire resistance is in series with the
strain gauge and directly influences the strain sensitivity. The

を低く抑えるために、可能な限り太く短い電線をリード線に使うことを

effects of lead wire resistance are reduced strain sensitivity and
drift due to temperature change. Consequently, the lead wires

お勧めします。

should always be as thick and as short as possible.

● 被覆材質

● Insulation Materials

Table 3.11 使用環境とリード線の被覆材質
Environments and Insulation Materials
使用環境・Operating Environment

被覆材質・Insulation Material

大気中

Air

塩化ビニール

Polyvinyl chloride

水中

Water

架橋ビニール

Crosslinked vinyl

高温

High-temperature

200℃ 6Fふっ素樹脂（FEP樹脂） Fluoroethylene propylene (FEP resin) (to 200˚C)
260℃※

低温

Low-temperature

4Fふっ素樹脂（PTFE樹脂） Polytetrafluoroethylene (PTFE resin) (to 260˚C)

−269℃ 6Fふっ素樹脂（FEP樹脂）Fluoroethylene propylene (FEP resin) (to −269˚C)

※PTFE被覆線は短時間の使用ならば +300℃まで使用可能です。
PTFE resin insulated wire is available up to +300˚C for short-term use.

●ポリイミド被覆リード線
Polyimide-Covered Single-Core Wire
リード線の配線にスペースの制約がある場合はポリイミド被覆の単心線もあります。ひずみゲージのゲージ長とゲージタイ
プにより異なりますが、 0.14mmと 0.18mmの2種類の太さを使用しています。
Polyimide-covered single-core wire is also available for lead wires in restricted spaces. This wire is available in

0.14mm and

0.18mm sizes depending on the strain gauge length and type.
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5.2 ゲージ端子の種類

5.2 Connecting Terminal Types

ゲージリードにリード線を結線する場合は、ゲージ端子を中継しては
んだ付で行います。

Gauge leads and lead wires are connected via a connecting terminal.
The wires are soldered to the terminal.

● キャラメル型と箔型

● Cubic-Type and Foil-Type Connecting Terminals

明確な使用区分はありませんが、防水コーティングを行う場合には端

The two connecting terminal types are effectively
interchangeable, but the low profile of foil-type connecting

子の厚みが薄い箔型が適しています。

terminals makes them ideal when a waterproof coating is used.

箔端子

キャラメル型端子
Cubic type

Foil type
Fig. 3.6 TMLゲージ端子
TML Connecting Terminals

● ゴム付き

● Rubber-Laminated Connecting Terminals

ゲージ端子の裏面にゴム板を接着したものです。
ゴムの伸縮により、大ひずみ領域までの剥離防止、試験体が薄板の

These connecting terminals have a layer of rubber attached to
the underside. These connecting terminals are used for
specimens subject to large amounts of strain, where the elasticity

場合などのゲージ端子の接着による拘束効果の軽減用に使われます。

of the rubber prevents peeling. They are also used for very thin
samples to reduce the constraining effect of the installed gauge.
● 箔型端子の基板材料

● Backing Material on Foil-Type Connecting Terminals

基板にエポキシ樹脂フィルムを使用した一般用と、ポリイミドフィルム
を使用した高温用とがあります。

An epoxy resin film is normally used as the backing material, but
connecting terminals with a polyimide film backing are also
available for high-temperature applications.

尚、当社の箔型端子の銅箔表面は金メッキで仕上げていますので、
はんだ付け性が優れています。

The copper foil surface of TML foil-type connecting terminals is
gold plated to provide superior soldering characteristics.

6. はんだ付
Soldering
6.1 はんだ付

6.1 Soldering

リード線の結線は電気的な接合はもとより機械的強度を必要としますの
で、使用する はんだこて・はんだ材料 の特性を知り、最適な条件での

Because the connection of the lead wires requires mechanical
strength to give an electrical connection, you must note the

作業が必要です。

characteristics of the soldering iron and of the solder itself and
solder the joints under the appropriate conditions.

6.2 はんだの種類と耐熱性について

6.2 Solder Types and Resistance to Heat
Figure 3.7 shows the melting points

300
200
100

低温はんだ
Low temp.

普
通
は
ん
だ

はんだの種類
Solder Type
Fig. 3.7 はんだの種類と溶融温度
Solders and Melting Points
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Zn-Al
Pb

Pb-Ag

Sn-Zn

Sn-Pb
Ordinary Solder

400
Sn-In

500

るものは Sn-Pb 合金のもので、組成は
Sn:Pb＝60:40で融点は約180℃です。
はんだの溶融温度
Solder Melting Points(℃)

ています。一般の普通はんだと呼ばれ

Sn-Pb-Bi

図は 各 種 のはんだと溶 融 温 度を示し

of the different types of solder.
The material commonly referred to as
solder is Sn-Pb alloy, which is made
up of 60% tin to 40% lead and melts
at around 180℃.

高温はんだ
High temp.

3

● はんだの融点

● Solder Melting Points

はんだの融点表示に、液相線あるいは固相線の温度と表記されてい

The indicated melting point of solder may be the temperature of the

る場合がありますが、はんだは固相線の温度を超えると、機械的強度
が減少しますので、ひずみ測定には使用できません。 高温はんだ と

liquidus curve or of the solidus curve. Once the temperature rises
above the solder's solidus curve, the mechanical strength of the solder

呼ばれているにも拘わらず、固相線の温度が180℃前後のものもあり
ます｡

deteriorates and can no longer be used in strain measurement. Even
materials referred to as "high-temperature solder" sometimes have a

300℃の高温ひずみ測定には、Sn : Pb＝5 : 95またはSn : Pb＝2 : 98

solidus curve temperature of around 180˚C.

の組成の 高温はんだ が必要になります。リード線のはんだ付け前
に、使用するはんだの固相線の温度が、ひずみゲージの使用温度以

For strain measurement at temperatures of 300˚C, high-temperature
solder with a tin:lead composition ratio of 5:95 or 2:98 is required.

上であることを確認してください。

Before you solder the lead wires, check that the solidus curve
temperature of the solder is higher than the strain gauge operational
temperature.

●はんだ付の要点
Soldering
◇こて先に他の種類のはんだが付着していますと、異種のはんだが混ざりあって組成ずれを起こし、融点が低くなることがありま
す。異種のはんだを使用する場合は、専用のこて先を用意するか、ヤスリなどで他のはんだを完全に取り除いてください。
◇フラックスを用いた場合には、フラックスの残さがひずみゲージの絶縁抵抗の低下や腐食の原因になることがありますので、
有機溶剤などで完全に除去してください。
◇ If any residue of another solder type is on the tip of the soldering iron, this residue will combine with the solder you are
using, thereby altering the solder composition and possibly lowering the melting point. If you use different types of solder,
use different soldering iron tips for each type, or use a file to completely remove all traces of other solders.
◇ If you have used a flux for soldering, use an organic solvent to completely remove all traces of the flux, as flux
residues can cause degradation of the insulation resistance or corrosion on the strain gauge.
●鉛フリーはんだ
Lead free solder
RoHS指令対策等により、Sn（錫）
−Pb（鉛）の共晶はんだから、Pbを含まない、Sn（錫）-Ag（銀）
-Cu（銅）系を中心と
した、鉛フリーはんだが使われ始めています。配線作業時には以下の注意が必要です。
◇融点が高いので（220から230℃）はんだメーカが推奨する作業温度を確認し、コテ先の温度管理をしてお使いください。
◇濡れ性が悪いので、適宜フラックスを選択し、使用してはんだ付けを行います。事前に試しはんだ付けを行ってくだ
さい。（はんだ表面の光沢が無い）
◇フラックスやはんだボールの飛散が多いので、ひずみゲージはマスキング等で保護し、飛散した場合にはアルコール
等で清拭してください。
For compliance with the RoHS Directive, lead free solders mainly composed of Sn(tin) - Ag(silver) – Cu(copper) are coming
into use instead of Sn(tin) – Pb(lead) eutectic solders. The followings should be noticed in wiring works with lead free solders.
◇Melting point of a lead free solder is comparatively high (220 to 230˚C). Control the soldering tip temperature referring to
the recommended working temperature given by the solder manufacturer.
◇A lead free solder shows poor wetability. Use an appropriate flux for soldering according to necessity. Make a trial soldering
before actual works. (Surface of the solder is not glossy.)
◇ Flux and solder balls are apt to disperse. Apply a masking over the strain gauge to avoid contamination. If
contaminated, clean it with alcohol etc.
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7. コーティング剤の種類と選択
Coating Material Types and Selection

ひずみゲージは抵抗変化を測定するものですから、その抵抗値が極めて

Because strain gauges work by measuring changes in resistance,

安定でなければなりません。安定した測定には、試験体に取り付けられ

the strain gauge resistance must be extremely stable. Stable
measurement requires that the strain gauge and the lead wires be

た、ひずみゲージやリード線を色々な環境から保護することが必要です。
短時間のひずみ測定で十分な安定性が得られても、長時間の測定では
不十分の場合もあります。
安定性の要求度の度合いは計測対象ごとに異なりますが、ひずみゲー
ジの安定性を保つためには湿気からのひずみゲージの保護が重要です。
一般に言われます防湿を含めまして、当社では機械的および化学的に
ひずみゲージを保護することを コーティング と呼んでいます。

protected from various environmental factors once they are
installed on the test specimen.
While a strain gauge may be sufficiently stable for short-term strain
measurement, it may not be adequate for measurement over
extended periods.
While the degree of stability required varies depending on the
material being measured, protecting the strain gauge against
moisture is vital to maintaining the strain gauge stability.
The technique used by TML to mechanically or chemically protect
strain gauges against moisture and other environmental factors is
generally referred to as coating.

●ひずみゲージ用コーティング剤に要求される特性
Characteristics Required in Strain Gauge Coatings
◇ 防湿、防水に優れ、電気絶縁性が高いこと。
◇ ひずみゲージ、リード線、試験体表面との接着性がよいこと。
◇ 試験体への拘束がないこと。
◇ Excellent resistance to moisture and water and good electrical insulation
◇ Good adhesion to the strain gauge, lead wires and test specimen surface
◇ No constriction of the test specimen
●ひずみゲージへおよぼす湿気の影響
Effects of Moisture on Strain Gauges
湿気はひずみゲージへ次のような影響を引き起します。
◇ひずみゲージおよび接着剤の吸湿によるゲージ抵抗値の変化。
◇ひずみゲージの吸湿により、ゲージ受感部に腐食を生じ抵抗値が変化。
◇ひずみゲージの吸湿による、絶縁抵抗の低下。
Moisture affects strain gauges in the following ways:
◇ Moisture is absorbed by the strain gauge and adhesive, thereby changing the gauge resistance.
◇ Absorption of moisture by the strain gauge results in corrosion of the sensitive elements in the strain gauge and
changes the resistance.
◇ Absorption of moisture by the strain gauge results in lowered insulation resistance
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7.1 コーティング剤の種類

7.1 Coating Types

TMLひずみゲージ用のコーティング剤は、基本的には 化学的保護 を
目的とするものと 機械的保護 を目的とするものに分類されます。

The coatings supplied by TML can be broadly classified into those
intended for chemical protection and those intended for mechanical

取り付けられたひずみゲージがどんな環境に暴露されるのかで、要求さ

protection.
The type of coating required and the coating application method

れるコーティング剤の種類と施工方法は異なります。

differs depending on the environment to which the installed strain
gauge will be exposed.

7.2 Coating Types and Their Applications

7.2 コーティング剤の種類と用途区分
Table 3.12 コーティング剤の目的別分類
Classification of Coatings by Application
分類
Type

目的
Application

化学的保護用
For chemical protection

機械的保護用
For mechanical protection

コーティング剤の種類
Type of Coating

防湿・防水
Protection against moisture/water

W-1、N-1、SBテープなど
W-1, N-1, SB tape, etc.

耐油
Protection against oils

UE-1
UE-1

低温
Protection against low temperatures

K-1
K-1

高温
Protection against high temperatures

KE348
KE348

物理的保護
Physical protection

アラルダイト、P-2など
Araldite, P-2, etc.

7.3 コーティング剤の種類と使い方

7.3 Coating Types and Usage

TMLコーティング剤は以下の作業方式のものがあります。

Table 3.13 below lists the TML coatings and their application
methods.

Table 3.13 コーティング剤の作業方式と特徴
Coating Application Methods and Characteristics
作業方式・Type

種類・Coating Name

特

徴・Characteristics

ホットメルト型
Hot melted

W-1・W-1

加熱により溶けて液体となり、冷えると固形化するもので防湿･防水性に優れ、コーティ
ングとしては最も多用されています。
Because this coating becomes liquid when heated and solidifies when cool, it has
excellent resistance to moisture and water and is the most widely used coating.

ゴム系溶剤型
Air-drying rubber solvent

N-1・N-1
K-1・K-1

筆塗りで溶剤が乾燥すれば、使用可能となるもので、柔軟性がありますから、試験体へ
の拘束の影響がありません。
These coatings can be brushed on and allowed to dry. They are flexible when dry and
have no constrictive effect on the test specimen.

ゴム系感圧型
Pressure-sensitive rubber

SBテープ・SB tape
VMテープ・VM tape

試験体に押し付けて接着させるもので、防湿・防水性の性能面と作業性に優れています。
Because these coatings are applied by being pressed onto the test specimen, they
provide excellent resistance to moisture and water and are very easy to use.

鉄筋用簡易型
Coating tape for
Reinforcing-bars

CTテープ・CT tape

コンクリート埋設用の異形鉄筋の専用コーティング材料で、短時間にコーティング処理
が可能です。
This is a specialized coating for use on reinforcing-bars embedded in concrete,
and can be applied quickly.
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7.4 コーティング剤の選択

7.4 Selecting the Coating

ひずみゲージは以下のような環境下で使用されていますが、大半は 水
との隔離 がコーティングの目的です。

While strain gauges are used in a range of environments, as shown
in Table 3.14, most coatings are used to protect the strain gauge

1種類のコーティング剤で機能しない場合は、複数のコーティング剤の組

against water.
If one type of coating alone is not sufficient, a combination of

み合わせでひずみゲージを保護します。
性能面と作業性とを合わせて適切な材料を選択してください。

coatings can be used to protect the strain gauge. Select the
appropriate coating on the basis of the required performance and
application characteristics.

Table 3.14 ひずみゲージの使用環境によるコーティング剤の選択
Coating Selection by Strain Gauge Operational Environment
使用環境
Environment

目的
Purpose

コーティング剤と諸注意
Coating and Comments

大気中（高・低温）
Atmosphere
(high/low temperature)

室内
Indoor

防湿
Moisture protection

W-1、N-1、SBテープなど単層のコーティングで十分です。
A single-layer coating such as W-1, N-1 or SB tape is sufficient.

屋外
Outdoor

防水 ・防錆・機械的保護
Protection against water, rust
and mechanical factors

W-1などに機械的保護用コーティング剤を組み合わせて、特に
錆びの侵食を防止します。
W-1 should be combined with a mechanically protective coating
to prevent corrosion and particularly rusting.

水中（高温水）
Underwater
(high temperature)

水
Fresh water

防水
Waterproofing

W-1（60℃）
SBテープ（80℃）
W-1 (to 60˚C) or SB tape (to 80˚C)

海水
Seawater

防水 ・防錆・機械的保護
Protection against water, rust
and mechanical factors

海水用の防食塗料なども使用します。
流速に注意した、ひずみゲージの保護が大事です。
Use an anti-corrosive coating for use with seawater. It is also
important to protect the strain gauge against the current flow.

圧力下（水圧その他）
Under pressure
(water pressure, etc.)

防水
Waterproofing

特に高・水圧下では圧力がひずみゲージに均等に掛かるように、
気泡を巻き込まない、柔軟性のあるコーティング剤が必要です。
In high-pressure or pressurized underwater environments, a
flexible coating is needed so as to ensure that no air bubbles
form under the coating and that the pressure is uniformly
distributed over the strain gauge.

油類
その他の特殊媒体
Oils and other special substance

絶縁抵抗の保持と防食など
Maintenance of insulation
resistance and protection
against corrosion, etc.

リード線の被覆材の耐熱性についても注意が必要です。
Note the heat resistance of the lead wire insulation material also.

●特殊媒体中のコーティング
Coatings in Special Substances
酸、アルカリ、アルコールなどの特殊媒体中のコーティングについては、当社までお問い合わせください。
For information on coatings for use in special substances such as acids, alkalis and alcohols, contact your TML
representatives.
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TMLひずみゲージの使用方法
Using a TML Strain Gauge

1. ひずみゲージの基本的な取付手順
Basic Strain Gauge Installation Procedure

ひずみゲージは一般に次のような手順で試験体へ取り付けます。

In general, you can use the procedure below to install a strain
gauge on the test specimen.

● 試験体表面の研磨・脱脂を行い、ひずみゲージを

接着できる状態にします。

表面処理
Surface treatment

● Scour and degrease the test specimen

surface so that it is ready for strain gauge
installation

● 接着剤や抵抗溶接でひずみゲージを試験体へ取

り付けます。
● 接着剤に適した安定化処理
（キュアリング）
を行い

ます。
● ひずみゲージの取り付け状態をチェックします。

● 測定目的に応じて、ゲージ端子などを介してリード

線を結線します。

ゲージ接着
Strain gauge installation

キュアリング
Adhesive curing

中間チェック
Strain gauge installation check

結
線
Lead wire connection

● Use an adhesive or resistance welding to

install the strain gauge on the test specimen.
● Take the appropriate measures for adhesive

curing.
● Check the status of the installed strain gauge.

● Connect the appropriate lead wires for the

type of measurement. Use a connecting
terminal if required

● 測定目的に応じたコーティングを行います。

● ゲージ抵抗や動作チェックを行います。

コーティング
Coating

最終チェック
Final checking

● Apply the appropriate coating for the

measurement conditions.
● Perform a gauge resistance and operation

check.

●キュアリング
Curing
ひずみゲージを試験体へ接着することは、強制的にひずみゲージを押しつけることです。この接着されたひずみゲージに温度変
化を与えたり、長時間放置しますと、余分なストレスが解放されます。このひずみゲージのストレスの除去と同時に、接着剤の硬
化反応を100％終了させ、ひずみゲージを安定化させる必要があります。このひずみゲージおよび接着剤の安定化処理を、当社
ではキュアリングと称しています。
The purpose of bonding the strain gauge to the test specimen is to forcibly attach the strain gauge in place.
When an installed strain gauge is subjected to temperature changes over a long period, extra stress is released. To
eliminate such stresses in the strain gauge and at the same time ensure that the hardening reaction in the adhesive is
100% complete, the strain gauge must be stabilized. TML refers to this stabilization of the strain gauge and the adhesive
as curing.

28

4
2. ひずみゲージ取扱上の注意
Notes on Handling Strain Gauges

2.1 一般的なひずみゲージ取扱上の注意
Notes on Handling Ordinary Strain Gauges
（1）ひずみゲージの取り出し方

Fig. 4.1

Unpacking the Strain Gauge
● 一般ゲージ・General Strain Gauges

当社のひずみゲージは2つ折りのPET製のゲージバインダに収めております。図のように手
に持って親指で押し付けますと開きますので、ピンセットなどでひずみゲージを取り出してく
ださい。取り出した後はゲージリードを持って取り扱います。
TML strain gauges are packed in a laminated PET gauge binder. The binder will open
when pressed against the thumb as shown in the figure. Pull the strain gauge out of the
binder using a pair of tweezers. Once the strain gauge is out of the binder, handle it by the
gauge leads.
Fig. 4.2
● リード線付ゲージ・Integral Leadwire Strain Gauges

リード線付ゲージはゲージバインダ（PP製）を開いてから、ひずみゲージを取り出します。
取り出した後は、リード線を持って取り扱います。
Open the gauge binder (made of PP) before removing the strain gauge from the
binder. Once the strain gauge is out of the binder, handle it by the lead wires.

Fig. 4.3

（2）
リード線付ゲージのリード線の引き出し
Pulling Out the Lead Wires of an Integral Leadwire Strain Gauge
リード線の束を手で軽く握り、ひずみゲージ側のリード線を引き出しますと簡単に解けます。
You can easily unbind the strain gauge by lightly grasping the lead wires and pulling the lead
wires close to the strain gauge.

（3）ひずみゲージの接着面
Strain Gauge Bonding Surface
ひずみゲージは必ず ゲージベースの裏面 に接着剤を塗布して接着します。接着面を間違え
ますと絶縁不良、ひずみ感度不良を起こします。
Always attach the strain gauge by spreading adhesive over "the back of the gauge base".
Applying the adhesive to the wrong surface will cause imperfect insulation and reduced strain
sensitivity.
● 線ゲージ・Wire Gauges

◇ TMLマークが読める面が表面
◇ ゲージリードの凹凸がある面が表面
◇ The front of the strain gauge bears the TML logo.
◇ The face with the gauge lead protrusions is the front.
● 箔ゲージ・Foil Gauges

◇ 光沢のある金属箔が見える面が表面
◇ ゲージリードの凹凸がある面が表面
◇ The glossy side where the metal foil is visible is the front.
◇ The face with the gauge lead protrusions is the front.
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（4）ひずみゲージの洗浄
Cleaning the Strain Gauge

Fig. 4.5

当社のひずみゲージは精密洗浄後にゲージバインダに収めておりますので、接着前に溶剤な
どで清浄する必要はありません。

溶剤
Solvent

もしも、汚してしまった場合にはリグロインなどを綿棒か工業用ティッシュペーパにしみ込ませ、汚
れをふき取ってください。
TML strain gauges are cleaned thoroughly before being packaged in the gauge binder.
Consequently, they do not need cleaning with solvents or the like prior to installation.
If the strain gauge becomes soiled, wipe off the dirt with a cotton tip or industrial tissue soaked
in Iigroin, etc.

●ひずみゲージの取り扱い
Handling Strain Gauge
◇ 素手でゲージベースを持たないでください。
◇ ひずみゲージは直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
◇ Do not hold the gauge base with your bare hands.
◇ Store strain gauges in a dry location protected from direct sunlight.

（5）使用できないひずみゲージ
以下のひずみゲージは使用できませんのでご注意ください。

(5) Unusable Strain Gauges
Note that the following strain gauges cannot be used:
● Strain gauges with creased gauge bases

● ゲージベースが折れたひずみゲージ

It is possible to correct curl in a gauge base during
installation, but folds or creases in the gauge base cannot be

ゲージベースのカールは接着時に矯正できますが、折れは矯正で
きず、接着不良となります。

corrected and will impair adhesion.

● 破損したひずみゲージ
● 接着に失敗したひずみゲージ

● Damaged strain gauges

● ゲージタイプ名・ロットナンバなどが確認できないひずみゲージ

● Strain gauges that have already been unsuccessfully installed
● Strain gauges for which the type name or lot number cannot be verified

（6）ゲージパッケージと付属のデータシートの取り扱い
各種のデータ補正には使用したひずみゲージの特性値が必要です。

(6) Handling of the Data Sheet Supplied with the Gauge Package
The characteristics of the strain gauges used are required
during strain gauge data correction. Be sure to make a note of

必ずゲージパッケージおよびデータシートに記載された特性値を記
録してください。
ゲージパッケージから取り出したひずみゲージを再びゲージパッケー

the strain gauge characteristics written on the gauge package
and data sheet.

ジに戻す場合には、ゲージタイプやロットの混入がないように取り扱
ってください。

If you are returning a strain gauge to its gauge package, be sure
not to mix up the gauge types and lots.

2.2 接着作業に使用する離型用フィルム

2.2 Release Film Used During Installation

当社のひずみゲージ用接着剤の取り扱いは以下の離型フィルムをご使
用ください。接着作業はひずみゲージの上に離型フィルムを置き、その

Use the release films listed in Table 4.1 when handling TML strain
gauge adhesives. Place the film over the strain gauge during the

上から指や、ゲージ接着治具にて加圧してください。

installation and press down on the film with your thumb or a gauge
clamp.

Table 4.1 離型フィルムと適用接着剤
Release Films and Applicable Adhesives
当社の名称
TML Product

材質
Material

適用接着剤
Applicable Adhesives

ポリシート
Polyethylene sheet

ポリエチレンフィルム(PE)
Polyethylene (PE) film

CN、CN-E、CN-Y、CN-R、EA-2A、EB-2
CN、CN-E、CN-Y、CN-R、EA-2A、EB-2

PVFシート
PVF sheet

フッ化ビニールフィルム(PVF)
Polyfluororidevinyl film (PVF)

P-2、RP-2、NP-50、PS
P-2、RP-2、NP-50、PS

ふっ素樹脂
PTFE sheet

4Fふっ素樹脂フィルム(PTFE)
Polytetrafluoroethylene film (PTFE)

C-1
C-1
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3.

ゲージ接着
Attaching the Gauge

3.1 前処理（金属材料など）
Surface Treatment (Metals, etc.)

Fig. 4.6

（1）さび、ペイントなどの除去
Removing Forein Materials Such As Rust, Paint, etc.
ゲージ接着面の、グリース・スケール・さび・ペイントなどを除去して、金属光沢面(素地)を出します。
Remove all moisture, grease, scale, rust, paint, etc. from the installation area to provide a
shiny metallic surface on which the strain gauge is installed.
（2）研磨

Fig. 4.7

Grinding
接着するひずみゲージより少し大きめの範囲を、サンドペーパなどで一様に研磨します。試験
体の材質により異なりますが、鋼材は120〜180番、アルミニウムは240〜320番のサンドペー
パで仕上げてください。
Use abrasive paper to abrade an area slightly larger than the strain gauge to be
installed. The type of abrasive paper differs depending on the test specimen material, but
120 to 180 grade abrasive paper should be used for steel and 240 to 320 grade abrasive
paper should be used for aluminum.
（3）脱脂

Fig. 4.8

Cleaning Surface
工業用ティッシュペーパや布などに、溶剤(アセトンなど)を少量しみ込ませ、研磨面を清浄します。
清浄は、工業用ティッシュペーパなどに、汚れがつかなくなるまで行ってください。
Clean the abraded surface with industrial tissue or cloth dampened with a small amount of
a solvent such as acetone. Continue cleaning until the tissue or cloth comes away clean.

●注意

CAUTION

アセトンなどの有機溶剤は換気の良い、火気のない場所で取り扱ってください 。
Only use organic solvents such as acetone in a well-ventilated location away from inflammable.

●ペイントの除去
Removing Paint
機械構造物の「塗装面にひずみゲージが接着できないか？」
との問い合わせがあります。塗料の材質によってはひずみゲージの
接着が可能な場合もありますが、原則的には塗膜を除去し金属素地にひずみゲージを接着してください。
We are sometimes asked whether a strain gauge can be bonded to a painted or coated surface on a mechanical
structure. Depending on the type of coating, it may be possible to bond the strain gauge in place, but as a rule all paint or
coating should be removed and the strain gauge installed directly onto the prepared metal surface.
●工業用ティッシュペーパとは！
Industrial Tissue
（電子部品、精密機器用）
キムワイプ ワイパーS-200 株式会社クレシア
ベンコットクリーン EA-8
旭化成工業株式会社
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(for electronic components and precision equipment)
Kim Wipe Wiper S-200 CRECIA CO., LTD.
Bemcot Clean EA-8
ASAHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
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（4）けがき
Marking

Fig. 4.9

ゲージ接着位置をけがき針や4H程度の鉛筆などで正確にけがきます。
Position the strain gauge in its installation location and carefully mark the position with a
scriber or 4H pencil.

（5）マスキング

Fig. 4.10

Masking
セロハンテープを用いて、接着するひずみゲージのゲージベースより少し大きめに囲いを作り、
接着剤のはみ出しを防止します。
（マスキング）
Using cellophane tape, mark off an area slightly larger than the gauge base of the strain
gauge to be installed to prevent the adhesive from spreading outside the installation
area. (This is referred to as masking.)

●けがき針を用いる場合！
When Using a Scriber
深い傷を付けないようにしてください。また、けがきのバリはゲージベースを傷つけますので、400番のサンドペーパで軽く研磨し
て除去し、溶剤などで清浄してください。
Take care not to make deep cuts. Also, because scrapings from the scriber can damage the gauge base, lightly remove
any scrapings with 400 grade abrasive paper and clean the surface with a solvent.
●ハンドクリームなどの注意
Hand Creams
市販のハンドクリームなどは、ゲージ接着に悪影響を与えますので、ひずみゲージやゲージ接着面に絶対につけないでください。
Commercially available hand creams can interfere with gauge adhesion. Never touch the strain gauge or specimen
contact surfaces directly.
●表面処理後のゲージ接着
Gauge Bonding after Surface Preparation
表面処理を行った後は、酸化膜や汚れがつく前にひずみゲージを接着してください。
Once the contact surfaces have been prepared, install the strain gauge quickly before an oxidation film forms or dirt adheres
to the surfaces.
●マスキングとは
Masking
マスキングは接着剤やコーティング剤を使用する前に、使用範囲以外の場所をテープなどで覆うことです。
マスキングは以後のコーティング処理を簡便にしますので必ず実施してください。
Masking is a technique in which tape is used beforehand to cover the area surrounding the area in which adhesive or coating
is to be applied. Masking should always be used as it simplifies the subsequent application of coating.
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3.2 CN接着剤によるゲージ接着
Installing Strain Gauges with CN Adhesive
CN接着剤はTMLひずみゲージ用の一液性接着剤で、ゲージ接着に要する時間は極めて短く、取り扱いも非常に簡単です。一般タイプのCN（緑キャ
ップ）、高粘度タイプのCN-E（白キャップ）、大ひずみタイプのCN-Y（青緑キャップ）と速硬化タイプのCN-R（白キャップ）があります。
※CN接着剤の取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。また、一般的な接着手順とひずみゲージの位置決めにテープを用いた方法を別途に紹
介します。
CN adhesive is a single-component adhesive for TML strain gauges that is extremely easy to use and requires only a short time to bond the strain
gauge in place. The four available types of CN adhesive are the general-purpose CN adhesive (green cap) , the high-viscosity CN-E adhesive (white
cap),the CN-Y adhesive for large strain (bluish green cap) and the especially guick curing CN-R (white cap) .
※Read the CN adhesive instructions before using the adhesive. The general procedure for installing strain gauges and the
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Fig. 4.11
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3.2.1 CN接着剤による一般的なゲージ接着法
General Gauge Installation Using CN Adhesive

2g

procedure for using positioning tape are explained elsewhere.

（1）滴下
Dropping
ひずみゲージのゲージベース裏面に、CN接着剤を必要量滴下します。接着剤の量は通常一
滴で十分ですが、大きなひずみゲージは大きさに応じて量を増やしてください。
Apply the required amount of CN adhesive to the back of the strain gauge base. One drop
of adhesive is normally ample, but additional adhesive may be needed on large strain
gauges.
（2）塗布

Fig. 4.12

Spreading
CN接着剤のノズルを利用して、ゲージ裏面の接着剤をむらのないようにひろげます。
Use the CN adhesive nozzle to spread the adhesive uniformly over the entire back of the

ADHESIVE
CYA

NET 2g

gauge.
（3）加圧
Applying Pressure
ひずみゲージをけがき位置に合わせ、ポリシートを上に当てがって、指やゲージ接着加圧治具を用
いて一定圧力で押さえます。CN接着剤は硬化が速いので素早く行ってください。
Align the gauge with the positioning marks, place the polyethylene sheet over the strain gauge, and apply a constant pressure either with your
thumb or a strain gauge clamp. Do this quickly as the CN adhesive hardens in a very short time.

Fig. 4.13

指圧
Thumb Pressure
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ゲージ接着加圧治具（ゲージメイトA）
Strain Gauge Clamp (Gauge Mate A)
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（4）硬化時間
Curing Time
硬化時間はひずみゲージや試験体の種類と温度・湿度・押付圧により異なりますが、20℃−50％の標準的な条件下でCNは20〜60秒、CN-Eは
40〜120秒、CN-Yは60〜120秒、CN-Rは10〜30秒です。
While the time required for curing varies depending on the temperature, humidity, clamping pressure and the type of strain gauge and test
specimen, the time required for hardening under normal conditions (20°C, 50%RH) is as follows. CN: 20 to 60 seconds, CN-E: 40 to 120
seconds, CN-Y: 60 to 120 seconds, CN-R: 10 to 30 seconds.
（5）キュアリング
Optimum Curing
硬化後約15分で測定可能となりますが、精密な測定や温度上昇をともなう試験には24時間放置してください。
Though measurements can be taken roughly 15 minutes after hardening, the strain gauge should be left for 24 hours for precise
measurements or experiments involving higher temperatures.

●綿手袋は危険
Do Not Wear Cotton Gloves
CN接着剤を皮膚、布（特に綿類）
などに大量につけますと、急激に硬化反応が進んで発熱が起こり危険です。特に綿製の手袋
を着用しての作業は火傷の危険があります。
ポリエチレン製またはゴム製の手袋は比較的安全ですが、着用の前に確認の上、ご使用ください。
If large amounts of CN adhesive come into contact with the skin or with fabrics (particularly cotton), the hardening reaction
may accelerate and produce an exothermic reaction. There is a particular danger of burn if cotton gloves are worn.
Polyethylene or rubber gloves are relatively safe, but they should be checked before you put them on.

3.2.2 CN接着剤によるテープを用いたゲージ接着法
Strain Gauge Installation Using Tape and CN Adhesive

Fig. 4.14

（1）テープ固定準備 1
Positioning Strain Gauge, Step 1
ひずみゲージのゲージリードとゲージベースの一部を図のように出します。
Move the strain gauge base and gauge leads part way out of the binder as shown in the
figure.

（2）テープ固定準備 2

Fig. 4.15

Positioning Strain Gauge, Step 2
ゲージバインダごと清潔なスライドガラスなどの上にのせます。
Place the gauge binder onto a clean glass slide.

（3）テープ固定

Fig. 4.16

Taping Gauge Leads
セロハンテープなどでゲージバインダから露出した、ゲージベースの一部とゲージリードを図の
ように固定します。
Use a piece of cellophane tape to stick the gauge leads and the portion of gauge base
protruding from the binder in place, as shown in Figure 4.16.
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（4）位置決め
Positioning

Fig. 4.17
35-2(Fig. 4.17)

ひずみゲージをセロハンテープごと慎重にはがし、けがき位置へ合わせてテープで固定します。
Carefully peel off the strain gauge and cellophane tape and then align the tape with the

2g
T

Fig. 4.18

Applying CN Adhesive

NE

（5）CN接着剤の塗布

AD
HE
SIV
E

positioning marks and stick it down.

テープを片側から慎重にはがし、CN接着剤をゲージ裏面へ塗布します。
Carefully peel up one end of the tape and coat the back of the strain gauge with CN
adhesive.

（6）加圧

Fig. 4.19

Applying Pressure
テープを素早く元にもどし、ポリシートを介して親指やゲージ接着加圧治具で加圧します。
Quickly stick the tape back down in its previous position and apply pressure through a
polyethylene sheet either with your thumb or a strain gauge clamp.

●ひずみゲージへのテープの貼り方
Sticking Tape to the Strain Gauge
ひずみゲージ全面をテープで覆う方法も紹介されていますが、テープの粘着剤がゲージ接着面に付着したり、ゲージ下面に接着
剤たまりや気泡混入を起こす場合がありますので、当社では推奨しておりません。
Some methods involve covering the entire surface of the strain gauge with tape, but TML does not recommend this as it
can lead to problems such as the tape adhesive sticking to the contact surfaces of the strain gauge, pooling of adhesive
on the bottom of the strain gauge or the introduction of air bubbles into the adhesive.
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●ポリシートを必ず使用
Always Use a Polyethylene Sheet.
CN接着剤は皮膚へ強力に接着します。ゲージ接着時には必ずポリシートをご使用ください。
CN adhesive bonds strongly with skin. Always use a polyethylene sheet when installing a strain gauge.
●CN接着剤が手などに付着した時の応急処置
Emergency Measures When CN Adhesive Sticks to Your Skin
◇あやまって指などを接着した時は、無理にはがさずお湯の中でゆっくり、もみほぐしながらはがしてください。
◇万一、目に入ったときは直ぐに水で洗眼し、医師の手当を受けてください。無理にはがそうとしたり、目をこすったり絶対にしな
いでください。
◇ If you accidentally get CN adhesive on your finger, etc., do not use force to remove the adhesive. Place the affected area
in hot water and massage the area to peel the adhesive off.
◇ If you get any of the adhesive in your eye, flush the eye immediately with water and seek medical help. Do not
attempt to forcibly remove the adhesive and do not under any circumstances try to scrape the adhesive off the eye.
●過剰についたCN接着剤はポリ製ゴミ容器へ
Dispose an Excess CN Adhesive in Plastic Containers.
ひずみゲージに付いた余分のCN接着剤を振って落とす行為は危険です、絶対にしないでください。
The practise of shaking off excess CN adhesive on the strain gauge is hazardous and must be avoided.

●CN接着剤は湿度が重要
The Importance of Humidity to CN Adhesive
一般に接着剤の硬化反応は、温度が高くなると速くなります。CN接着剤も同様に、温度が高くなると硬化時間は速くなります。し
かし、硬化反応の立ち上がりには湿度が重要で、気温が0℃付近であっても、湿度が十分にあれば硬化します。逆に気温がある
程度高くても、湿度がないと硬化に時間がかかることがあります。このような場 g
)
Relative Humidity : 50〜60%

合は、CN促進剤を使用してください。また、CN接着剤の塗布量が多い場合や、

Ordinarily, hardening reactions in adhesive speed up as the temperature
rises, and CN adhesive is no exception. However, the crucial factor in
initiating the hardening reaction for CN adhesive is humidity, and CN
adhesive will harden even with an air temperature of 0°C as long as there
is sufficient humidity. Conversely, temperature increases up to a certain
point may not quicken hardening if there is no moisture. If this occurs, use
a CN accelerator. Hardening is also slowed if too much CN adhesive is
applied or if the strain gauge contact surface is acidic. Figure 4.20 shows
the CN adhesive hardening times with a relative humidity of 50-60%.

60
Curing Time(sec.)

ゲージ接着面が酸性に傾いていますと、硬化が遅くなる傾向があります。図は
湿度が50〜60％の時の、CN接着剤の硬化時間です。

50
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0
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20
Temperature (℃)

30

Fig. 4.20 CN接着剤の硬化時間
Curing Times for CN Adhesive
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3.3 NP-50接着剤によるゲージ接着
Installing Strain Gauges with NP-50 Adhesive
NP-50接着剤は、 QF・ZF・BF シリーズの高温用接着剤で、金属または非金属表面への、ゲージ接着に用います。
NP-50接着剤は、二液性の常温硬化型ポリエステル系接着剤で、チューブ入りのA液（主剤）
と、ポリびん入りのB液（硬化剤）
からなります。
※NP-50接着剤の取扱説明書に、一般的な使用手順と取扱注意事項が記載されています、ご使用前に必ずお読みください。
NP-50 adhesive is a high-temperature adhesive that is used with the QF, ZF and BF series strain gauges, and bonds strain gauges to metal or
non-metal surfaces. NP-50 is a two-component polyester adhesive that cures at room temperature. It consists of a main agent (drug A
supplied in a tube) and a hardening agent (drug B supplied in a plastic bottle).
※ The NP-50 adhesive instructions give the general procedure for using the adhesive along with notes on handling the adhesive. Read
the instructions before using the adhesive.
（1）調合
Mixing

で約1gですが、一カ所に集中しないように、滴下してください。
Squeeze the required amount of drug A into a mixing vessel(MV-20) and add 2% to 4% of
that amount of drug B, stirring with a spatula until the two drugs are uniformly mixed. The
mixed adhesive is workable for 10 to 15 minutes. Do not use the mixture once it starts to gel.
For 10g of drug A, 10 drops of drug B constitutes a proportion of roughly 3%. Thirty-five
drops of drug B weigh roughly one gram. Always drop the drug B evenly over the entire
contact surface.

（2）塗布
Spreading

温度
Temperature (℃)

になるまで混合します。混合した接着剤は、10〜15分間使用できますが、ゼリー状になり始め
ましたら使用しないでください。A液10gに対して、B液が10滴で約3%となります。B液は35滴

Align the strain gauge with the positioning marks and cover the gauge with the supplied
release sheet. Then place a cushion (sponge, etc.) over the gauge and apply pressure using
a strain gauge clamp. Apply a pressure of 0.05〜0.3MPa equivalent to 0.5 to 3 kgf/cm2 until
the adhesive hardens.
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Fig. 4.21 NP-50の硬化時間
Adhesive Curing Times in a Mixing Vessel

Fig. 4.22

specimen and the back of the strain gauge.

0.3MPa（約0.5〜3kgf/cm2）
で加圧してください。

3％
20

0

Apply a thin layer of the adhesive uniformly over the contact surface on the test

ひずみゲージをけがき位置に合わせ、付属の離型シートなどで覆います。さらに、スポンジなど
の緩衝物を当てがって、加圧治具などを用いて加圧します。接着剤が硬化するまで、0.05〜

2％

10

接着剤を、試験体のゲージ接着面とゲージ裏面へ、すり込むようにして、薄く均一に塗布します。

（3）加圧
Applying Pressure

Ｂ液濃度
Drug B drops

30

A液を、接着剤調整皿（MV-20）
などに必要量はかり取り、B液を2〜4％加えてヘラなどで均一

Fig. 4.23
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●二液性接着剤の硬化時間
Curing time for Two-Component Adhesive
硬化時間は、試験体の材質・温度・B液濃度などによって異なります。初めてご使用になる場合は、その場所で接着剤の硬
化試験を行い、可使時間や硬化時間を確認後にゲージ接着を開始してください。
The curing time varies depending on factors such as the test specimen material, the temperature and the concentration
of drug B. The first time you use the adhesive, conduct an adhesive hardening trial to determine the workable time and
curing time for the adhesive before beginning the actual strain gauge installation.
●安定化処理
Optimum Curing
接着剤は、常温では5〜6時間で硬化し測定可能となりますが、硬化後さらに24時間放置した方が、安定した測定ができます。
精密な測定には、測定温度より約20℃高い温度で1時間くらいのポストキュアを行ってください。
The adhesive hardens and the strain gauge is ready for use in 5 to 6 hours at room temperature, however, the adhesive
should be left to harden for 24 hours for completely stable measurement.
For precise measurements, the adhesive should be post-cured for one hour at a temperature 20˚C above the
measurement temperature.

3.4 EB-2接着剤によるゲージ接着
Installing Strain Gauges with EB-2 Adhesive
EB-2接着剤は、TMLひずみゲージ用の常温硬化型エポキシ系接着剤です。EB-2接着剤は、チューブに入った白キャップのA液（主剤）
と、赤キャップ
のB液（硬化剤）
とからなる二液性で、金属・複合材料などへの、ゲージ接着に最適です。
※EB-2接着剤の取扱説明書に、一般的な使用手順と取扱注意事項が記載されています、ご使用前に必ずお読みください。
EB-2 adhesive is a two-component epoxy adhesive for TML strain gauges that cures at room temperature. It consists of a main agent (drug A
supplied in a white-capped tube) and a hardening agent (drug B supplied in a red-capped tube). EB-2 is ideal for bonding strain gauges to metallic
and composite materials.
※ The EB-2 adhesive instructions give the general procedure for using the adhesive along with notes on handling the adhesive. Read
the instructions before using the adhesive.
（1）調合

Fig. 4.24

Mixing
接着剤の適正配合比は、A液：B液＝10：3です。チューブ内のA液とB液を全てしぼり出すと
適正配合比になります。
小分けして計量する場合は、適正配合比になるように、てんびんなどで正確に計量してくださ
い。容器に出した接着剤は、付属のへらなどで均一になるまで、念入りに混合してください。混
合した接着剤は、標準的な条件下で1〜2時間使用できます。
The correct mixing ratio for the adhesive is 10 parts drug A to 3 parts drug B. Squeezing out
all the contents of the two tubes will give the correct mixture. To mix a smaller amount, use
scales to precisely measure the quantities so that the correct proportions are achieved. Pour
the components into a vessel and use the supplied spatula to mix them until a uniform mixture
is obtained. The mixed adhesive is workable for 1 to 2 hours under normal conditions.

Fig. 4.25
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（2）塗布
Spreading

Fig. 4.26

試験体のゲージ接着面とひずみゲージの裏面に、接着剤を均 一に薄く塗布します。
Apply a thin layer of the adhesive uniformly over the contact surface on the test specimen and
the back of the strain gauge.

（3）加圧

Fig. 4.27

Applying Pressure
ひずみゲージをけがき位置に合わせ、ポリシートなどで覆います。さらに、スポンジなどを用いて
加圧します。接着剤が完全に硬化するまで、0.05〜0.2MPa（約0.5〜2kgf/cm2）
で加圧してく
ださい。
Align the strain gauge with the positioning marks and cover the gauge with a polyethylene
sheet. Then place a cushion (sponge, etc.) over the gauge and apply pressure. Apply a
pressure of 0.05〜0.2MPa equivalent to 0.5 to 2 kgf/cm2 until the adhesive hardens.

（4）硬化条件
硬化時間は、試験体の材質・温度などによって異なりますが、20℃−50％の条件下では約24
時間で硬化し、測定可能となります。10℃以下では硬化しないことがありますので、接着部を暖
めてご使用ください。硬化時間を短縮させたい場合は、加圧状態で50℃で2時間加温してくだ
さい。

80
温度
Temperature(℃)

Curing Conditions

60
40
20

The curing time varies depending on factors such as the test specimen material and the
temperature. At 20˚C and 50%RH, the adhesive hardens and the strain gauge is ready for use
in roughly 24 hours. The adhesive may not harden at temperatures of 10˚C or less, and the
contact area should be warmed in such conditions. To reduce the curing time, heat the contact
area to 50˚C for 2 hours while pressure is applied.
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Fig. 4.28 EB-2の硬化時間
Curing Time Schedule
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3.5 C-1接着剤によるゲージ接着
Installing Strain Gauges with C-1 Adhesive
C-1接着剤は、 QF・ZF・BF シリーズ用の接着剤で、金属・非金属のゲージ接着面への、ゲージ接着に用います。
C-1接着剤は、一液性の加熱硬化型フェノール系接着剤です。チューブ入りの黄色透明の液体で、加熱することにより硬化します。長期ひずみ測定や、
ひずみゲージ式変換器の製作用に適しています。
※C-1接着剤の取扱説明書に、一般的な使用手順と取扱注意事項が記載されています、ご使用前に必ずお読みください。
C-1 adhesive is used with the QF, ZF and BF series strain gauges, and bonds strain gauges to metal or non-metal surfaces. C-1 is a singlecomponent heat-cured phenol adhesive. It is a clear yellow liquid supplied in a tube and hardens with the application of heat. C-1 is best suited
for long-term strain measurement and for use in the manufacturing of strain gauge transducers.
※ The C-1 adhesive instructions give the general procedure for using the adhesive along with notes on handling the adhesive.
Read the instructions before using the adhesive.

（1）マスキング

Fig. 4.29

Masking
耐熱性のポリイミドテープなどを用いてマスキングを行います。
Mask the installation area using heat-resistance polyimide tape.

（2）塗布

Fig. 4.30

Spreading
接着剤を、試験体のゲージ接着面とゲージ裏面へ、筆などを用いて薄く均一に塗布します。そ
のままの状態で、約2〜3分間放置します。
（指触乾燥の状態まで放置する）
Use a brush to apply a thin layer uniformly over the gauge contact area on the test
specimen and the back of the strain gauge. Then leave the adhesive-coated surfaces
exposed for 2 to 3 minutes (until the adhesive is touch-dry).

（3）位置決め

Fig. 4.31

Positioning
ひずみゲージを接着位置へ合わせ、テフロンシートで覆います。テフロンシートの上からポリイ
ミドテープで固定すると、プレス時のひずみゲージのずれを防止できます。
Align the strain gauge with the positioning marks and cover the strain gauge with a
teflon sheet. You can prevent the strain gauge from slipping when pressure is applied by
using polyimide tape over the teflon sheet to hold it in place.

（4）加圧

Fig. 4.32

Applying Pressure
シリコーンラバーなどの緩衝物を当てがって、加圧治具などを用いて加圧します。加圧力は0.2
〜0.3MPa（約2〜3kgf/cm2）
が最適です。
Place a silicone rubber sheet as cushioning over the strain gauge and apply pressure using
a strain gauge clamp or similar tool. The optimal applied pressure is 0.2〜 0.3MPa
equivalent to 2 to 3 kgf/cm2.
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（5）プリキュア
Pre-Curing

Fig. 4.33

加圧した状態で電気炉に入れ、120〜130℃で約1時間加熱硬化し
（プリキュア）
、加圧したま
まで冷却します。
Place the clamped strain gauge in an oven and cure the adhesive for 1 hour at 120°C to 130°C.
Then leave the test specimen and strain gauge still clamped to cool.

（6）ポストキュア
Fig. 4.34

Post-Curing
試験体が冷えましたら、加圧治具、シリコーンラバーなどを全て取り除きます。試験体に貼り付
いた、ゲージリードを引き起こし、ひずみゲージの周りのマスキングテープをはがします。さらに
200℃で約1時間のポストキュアを行います。
Once the test specimen is cooled, remove the strain gauge clamp and silicone rubber
cushioning. Lift the gauge leads up off the test specimen and peel off the masking tape around
the strain gauge.
Then post cure the test specimen and strain gauge at 200°C for 1 hour.

●注意
CAUTION
2-ブタノンは有機溶剤ですので換気の良い、火気のない場所で取り扱ってください。
Only use organic solvents such as 2-butanone in a well-ventilated location away from inflammable.

●C-1接着剤の希釈
Diluting C-1 Adhesive
C-1接着剤の粘性が高くて使いにくい場合は、2-ブタノン
（メチルエチルケトン）
で希釈すると使いやすくなります。
C-1接着剤は約2倍まで2-ブタノンで希釈することができます。また、接着剤の塗布に使用した容器や筆も2-ブタノンで洗浄で
きます。
If the C-1 adhesive is very viscous and difficult to work with, you can dilute it with 2-butanone (methyl ethyl ketone) to
make it easier to use.
C-1 adhesive can be diluted with 2-butanone to roughly twice its original volume. The containers and brushes used to
mix and apply the adhesive can also be cleaned using 2-butanone.
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3.6 抵抗溶接によるゲージ取り付け（AW-6，AWC-8B，AWH/AWHUなどの取り付け）
Using Resistance Welding to Install Strain Gauges (installing the AW-6, AWC-8B, AWH/AWHU, etc.)
3.6.1 試し溶接（ピーリングテスト）
Trial Welding (Peeling Test)
溶接型ゲージの取り付けは、専用のゲージ取付器を用います。
溶接型ゲージを試験体へ抵抗溶接で確実に取り付けるためには、試験体に合った抵抗溶接の条件出しが必要です。
Use a special-purpose gauge welder to install weldable strain gauges.
To ensure that a weldable strain gauge is securely installed on the test specimen by resistance welding, the conditions for the resistance
welding must be appropriate for the test specimen.

（1）アースクリップの取り付け
Attaching Earth Clip

Fig. 4.35

試験体の端をサンドペーパなどで磨いてW−50Rのアースクリップを金属素地部分に取り付け
ます。
Abrade the end of the test specimen using abrasive paper, etc., and attach the W-50R earth
clip to the exposed metal area.

（2）W-50Rの動作確認

Fig. 4.36

Checking Function of W-50R
W-50Rの動作確認を行います。溶接ホルダのチップを金属素地の上に垂直に当て、さらに押
し下げて空打ちを2〜3回します。溶接ホルダの赤色溶接パイロットが点滅し、通電したことを
知らせます。
Check that the W-50R is working. Place the tip of the welding probe just above the
exposed metal area and then press the probe down and perform a dummy weld 2 or 3 times.
The red welding pilot on the hand probe should flash to indicate that a current is flowing.

（3）試し溶接

Fig. 4.37

Trial Welding
溶接ホルダのチップを金属リボンの上に垂直に当て、溶接ホルダを押し下げます。この時点で、
金属リボンに亀裂や穴があいてしまうようでしたら、ゲージ取付器の出力エネルギを下げて、もう
一度行ってください。反対に金属リボンが全く付かない場合は、出力エネルギを上げてください。
Position the tip of the welding probe directly over the metal ribbon and press the hand probe
down. If cracks or a hole appear in the ribbon, reduce the output of the gauge welder and
try again.
Conversely, if the ribbon is unmarked, increase the gauge welder output.

●ゲージ取付器W-50Rの取り扱い
Handling Spot Welder W-50R
W-50Rの取扱説明書に、一般的な使用手順と取扱注意事項が記載されています、ご使用前に必ずお読みください。
The W-50R Spot Welder instructions give the general procedure for using the welder along with notes on handling the welder.
Read the instructions before using the welder.
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（4）ピーリングテスト
Peeling Test

Fig. 4.38

金属リボンの端をピンセットなどで起こします。起こしたリボンの端をペンチなどでつかみ、90ﾟ
方向に一気に引きはがします。
Lift up the end of the metal ribbons with a pair of tweezers, grasp the raised end with a pair
of pliers and peel off the ribbon with one pull at a 90° angle.

（5）抵抗溶接の判定条件

Fig. 4.39

Judgement of Resistance-Welded Spot
はがした金属リボンと試験体の溶接部をよく観察してください。抵抗溶接の溶接痕が試験体に
残り、金属リボンに穴があいている状態が最適です。不具合がありましたら再度試し溶接を行
い最適な条件に調整してください。
Look closely at the removed ribbon and the welded area on the test specimen. Ideally, there
will be a resistance-welded spot of ribbon on the test specimen and a hole in the metal
ribbon. If the results are not satisfactory, repeat the trial and adjust the conditions until the
weld results are optimal.

●空打ちで溶接チップが試験体に溶着する場合
If the welding probe tip sticks to the test specimen during a dummy weld
パシッとかバチッという音と光が出て、溶接チップが試験体に溶着することがあります。
これは、試験体の研磨が不完全であったり、チップの先端が異常にとがっている場合や、出力が大きすぎる場合におこります。溶
接チップを研磨し直し、ゲージ取付器の出力調整をして、もう一度行ってください。
小さなコツンという音が聞こえ、チップが溶着しなければ動作は良好です。
In some cases, the probe tip produces a cracking sound and a flash and the tip sticks to the test specimen.
This can occur if the test specimen surface is not completely abraded, if the probe tip is abnormally sharp, or if the
welder output is too high. Regrind the probe tip, adjust the strain gauge welder output and try again.
If the tip makes a popping sound and does not stick to the test specimen, the welder is operating normally.
●溶接型ゲージに付属している金属リボン
Metal ribbon supplied with weldable strain gauges
付属の金属リボンは、溶接型ゲージのゲージベースと材質・厚みが全く同一ですので、試し溶接とケーブルの固定などに使用し
てください。
AW-6・AWC-8B・AWH-8 Bタイプにはステンレス製のリボンが、AWH-8 Aタイプにはインコネル600のリボンが付属しています。
厚みはいずれも80 mです。
The metal ribbon provided is exactly the same material and thickness as gauge base of the weldable strain gauge, and should
be used for trial welds and to attach the cable.
Stainless steel ribbon is supplied with the AW-6, AWC-8B and AWH-8-B-type strain gauges, and INCONEL 600 ribbon is
supplied with the AWH-8-A-type strain gauges. All the ribbons are 80 m thick.
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3.6.2 AWH/AWHU-，AWC-シリーズなどのゲージ取付手順
Installation Procedure for AWH/AWHU- and AWC-Series Strain Gauges
（1）Aスリーブの固定

Fig. 4.40

Securing Sleeve A
けがきの位置にひずみゲージの中心を合わせ、上から押さえてひずみゲージを試験体へ密着さ
せてください。Aスリーブを付属の金属リボンを用いて図のように固定します。
Align the center of the strain gauge with the positioning marks and press down on the gauge
so that it is flush against the test specimen.
Sleeve A is secured using the metal ribbon supplied, as shown in Figure 4.40.

（2）ケーブルの固定

Fig. 4.41

Securing MI Cable
固定したAスリーブに負荷がかからないように、MIケーブルやビニールケーブルを固定します。
To avoid load being placed on secured sleeve A, secure the MI or vinyl cable also.

（3）配線要領

Fig. 4.42

Wiring Points
MIケーブルやビニールケーブルに無理な負荷がかからないように、少し湾曲させながらケーブル
端末の方へ固定して行きます。
特にMIケーブルは直線的に配線しますと、
リード線のねじれでゲージ受感部を傷めることがあります。
To avoid undue strain on the MI or vinyl cable, secure the cable between the strain
gauge and connecting terminal in a gentle curve.
Particularly with MI cable, if the cable is installed in a straight line, the strain gauge
sensitive elements can be damaged by twists in the lead wires.
（4）ゲージ受感部の仮止め

Fig. 4.43

Temporarily Positioning
ゲージ受感部をけがき位置に合わせ、図のようにひずみゲージの両側を1点ずつ抵抗溶接で仮
止めします。
Align the sensitive elements of the strain gauge with the positioning marks and then weld the
strain gauge in place provisionally at points on either side of the gauge, as shown in
Figure 4.43.

（5）抵抗溶接の進め方

Fig. 4.44

Order of Welding
図のようにゲージパイプに沿って、番号順に抵抗溶接します。

0.8mm

溶接間隔は0.8mmピッチが適当です。溶接点数は概ねAWH-8/AWHU-8は片側20点､AWHU5は片側13点になります。

3

1

Resistance weld down each side of the gauge pipe in the order shown in Figure 4.44. The

4

2

pitch between welds should be 0.8mm. The number of welding points per side is
approximately 20 for the AWH-8/AWHU-8 and 13 for the AWHU-5.
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3.6.3 AW-6の取付
Installing the AW-6 Strain Gauge
（1）位置決め

Fig. 4.45

Positioning
けがき位置にAW-6のガイドマークをあわせ、上から押さえて密着させ、セロハンテープなどで
リード線を図のように固定します。
Align the positioning marks with the guide markers on the AW-6, press down on the
strain gauge so that it is flush against the test specimen, and then secure the lead wire
with cellophane tape, as shown in Figure 4.45.

（2）ゲージ受感部の仮止め

Fig. 4.46

Temporarily Positioning
AW-6の横軸ガイドの両側を抵抗溶接で1カ所ずつ仮固定します。

1

Provisionally weld in one spot on each side of the AW-6 along the cross axis to secure the
gauge.

2

（3）抵抗溶接の進め方

Fig. 4.47

Order of Welding
図のような順番でスポット溶接を行います。溶接間隔は0.8mmピッチが適当です。溶接点数は

3 1

概ね片側30点になります。
Spot weld in the sequence shown in Figure 4.47. The pitch between welds should be
0.8mm. The number of welding points per side is approximately 30.
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4．ゲージ接着後のチェック
Checking the Attached Gauge

ひずみゲージの接着状態およびけがき線との位置ずれをチェックするための目視検査、ゲージ抵抗および絶縁抵抗のチェックのための抵抗検査を行
います。
ひずみゲージの取り付けは《ゲージ接着》→《結線》→《コーティング》の順に作業を進めますが、
トラブルの未然防止のために工程間の中間チェックを
必ず実施してください。
ここでは、ゲージ取付作業の中間および最終チェックに至るまでのチェックポイントを紹介いたします。
Perform a visual inspection to check that the installed gauge is still aligned with the positioning marks, and perform resistance testing to check the
strain gauge resistance and insulation resistance.
The procedure for strain gauge installation is to attach the gauge, then connect the wires, and then to apply the coating. However,
intermediate checks should always be conducted between each step to prevent subsequent problems.
This section outlines the points that should be checked in the intermediate and final checking conducted during strain gauge installation.

4.1 ゲージ接着後の目視検査
Visual Inspection of the Attached Gauge
ひずみゲージの接着状態の良否の判断基準は明確には示せませんが、以下の症状が見られる場合には接着不良の可能性がありますので、接着をや
り直してください。
While there are no explicit criteria for visually determining whether a strain gauge is correctly installed, the symptoms described below
indicate that the installation may be defective and that the strain gauge should be reinstalled.
● けがき線から大きくずれている！

ら5ﾟの傾きで1%の感度低下を生じます。当社では応力測定での一般的な接着基準は
けがき線からのずれは±1mm以内
を合格にしております。
角度のずれは±3゜以内

}

The allowable inclination (or curve) of the positioning marks differs depending on purpose of
the measurement, but a deviation of 5° from the main direction of strain generates a 1%
reduction in the sensitivity. The general standards for acceptable strain gauge installation
adopted by TML are as follows:
Deviation from positioning marks of ±1mm or less
Deviation from measurement axis of ±3° or less
● ゲージベースの周囲に接着剤がはみ出していない！

Gaps in Adhesive Coverage Around the Gauge Base
ゲージベース全体に均一に接着剤が流れず、部分的に接着していない可能性があり、ひずみ感
度の低下の原因となります。
This indicates that the adhesive may not be spread uniformly under the gauge base and the
some parts of the gauge base may not be bonded, which can impair strain gauge
sensitivity.

● ゲージベースの下側に気泡やゴミを巻き込んでいる！

Bubbles or Soiling Under the Gauge Base
表面処理時の研磨粉やゴミを巻き込んで、ゲージベースに突起を作ったり、接着剤に気泡を巻
き込んで接着している場合にはいずれも感度低下の原因となります。
Specks of abrasive dust or other particles left behind during surface preparation can
cause protrusions under the gauge base or air bubbles in the adhesive, either of which can
reduce the gauge sensitivity.


;
@

Fig. 4.48

Large Deviations from the Positioning Marks
けがき線との傾き
（曲がり）
につきましては、測定目的によっても異なりますが、主ひずみ方向か

±3°

±1mm

Fig. 4.49

Fig. 4.50
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●ひずみゲージ接着前の準備
Bonding Preparation
ひずみゲージの接着層に前処理時の研磨粉、ゴミなどを巻き込まないように、ゲージ接着の作業環境と作業者の手指の清
浄を行ってから接着作業を行ってください。
To avoid contamination of the strain gauge adhesive layer by abrasive dust or other particles left over from surface
preparation, clean the gauge installation environment and the hands of those installing the strain gauge before starting the
installation.

4.2 ゲージ接着後の抵抗検査
Resistance Check Following Gauge Installation
接着後のひずみゲージ､ゲージ端子およびゲージリードのはんだ付による接続部の導通確認を行い、確実な結線が行われていることを確認し
ます。使用されたゲージ抵抗値のチェック、同時に試験体と接着ゲージ間での絶縁抵抗もチェックします。
These checks look for the strain gauge after installation as well as checking for conductivity in the soldered connecting terminal and gauge
lead connections to ensure that the wires are firmly connected. The resistance of the strain gauge used is also checked at the same time as
insulation resistance between the test specimen and the installed strain gauge.

（1）ゲージ抵抗のチェック

Fig. 4.51

Checking the Strain Gauge Resistance
使用したゲージパッケージの GAUGE RESISTANCE に記入されたゲージ抵抗値を確認し
ます。テスタ、デジタル抵抗計などにより、ゲージリード間か延長リード線の端末にて抵抗値を

120

測定します。
Check the resistance given as the "GAUGE RESISTANCE" on the package for the strain
gauge used. Then use a tester or digital resistance meter to measure the resistance
across the strain gauge lead wire terminals.

（2）絶縁抵抗の測定

Fig. 4.52

Measuring the Insulation Resistance
接着されたひずみゲージと試験体との絶縁抵抗をチェックします。一般のひずみ測定において
絶縁抵抗値は500M 以上が必要です。
120

Check the insulation resistance for the installed strain gauge and the test specimen.
Normal strain measurement requires an insulation resistance of 500M .

∞

●ゲージ抵抗のチェックに使用する計器
Instruments Used to Check Strain Gauge Resistance
0.1 まで計測可能な計器類の使用が推奨されますが、中間チェックではひずみゲージの破損とかはんだ付け不良の検出が目
的ですから、接続部の導通の確認ができればテスタでも構いません。
TML recommends that you use measuring equipment capable of measuring resistances as small as 0.1 . However, a
tester can also be used to check connection conductivity in intermediate checks since the purpose is only to detect
soldering defects or damage to the strain gauge.
●絶縁抵抗のチェックに使用する計器
Instruments Used to Check Insulation Resistance
ひずみゲージを破壊する可能性がありますので、印加電圧は50V以下で使用してください。
ひずみ測定器は絶縁抵抗のチェック機能を持っているものもあります。
当社のひずみ測定器：TDS-530、TDS-303、TC-31Kなど
Do not use ohmmeters such as meggers that apply voltages of 50V or more as these can damage the strain gauge.
Some strainmeters also have functions that can check insulation resistance.
The strainmeters supplied by TML include the TDS-530, TDS-303 and TC-31K.

47

4

4.3 ゲージ取付作業記録、最終チェック、作業履歴
を記録します。
（1）作業記録
ひずみゲージほかの全ての使用材料および作業の方法を記録します。
●使用材料

4.3 Strain Gauge Installation Log, Final Check
and Work Log Recording
(1) Work Logs
Use this log to record all the materials used in addition to the
strain gauge, and the working methods used.
● Materials

ひずみゲージ、接着剤、ゲージ端子、リード線、コーティング剤の
名称、特にひずみゲージのタイプ名、Lot No.、ゲージ率の記録
を忘れないようにしてください。
● 施工方法

ゲージ取付作業の全般の施工方法を記録してください。
● ひずみゲージの番号付け

試験体のゲージ取付位置を明確にするため、ゲージ接着位置お
よびゲージ番号を明示したゲージ取付図を作成し、ゲージ取付図

Do not forget to record the names of the strain gauge,
adhesive, connecting terminal, lead wires, coating and
especially the type, lot number and gauge factor of the strain
gauge.
● Working Methods

Record all the procedures used in strain gauge installation.
● Strain Gauge Numbering

に従ってリード線の端末にゲージ番号を付けます。

To ensure that the strain gauge installation locations are
clearly understood, draw up a strain gauge installation chart

特にクロス、ロゼットの多軸ゲージとか集中ゲージの取り扱いは、
コーティング前に慎重に作業を進めてください。

that clearly shows the strain gauge numbers and installation
locations. Then assign strain gauge numbers to each of the
lead wire terminals in accordance with the installation chart.
It is particularly important when handling 2-/3-element rosette
type multi-axis strain gauges and stress concentration strain
gauges that work proceed carefully before the coating is
applied.

●ゲージ番号付け
Gauge Numbering
複数のひずみゲージを同一の試験体に取り付ける場合には､特にゲージ取付位置とゲージ番号の整理を間違わないようにして
ください。
特にクロス、ロゼットなどの多軸ゲージとか集中ゲージのゲージ番号の整理は、コーティング前に慎重に作業を進めてください。
If you are installing multiple strain gauges on the same test specimen, take particular care not to confuse the matching of
gauge installation locations and gauge numbers.
It is particularly important when arranging 2-/3-element rosette type multi-axis strain gauges and stress concentration
strain gauges that work proceed carefully before the coating is applied.

（2）ゲージ抵抗・絶縁抵抗のチェック
中間チェックと同じ要領でコーティングまでの全ての処理が終了した
段階で、ゲージ抵抗および絶縁抵抗をチェックします。

(2) Gauge Resistance and Insulation Resistance Checks
The items covered by intermediate checks should also included
in gauge resistance and insulation resistance checks performed
when all steps prior to coating are completed.

（3）ひずみ測定器に接続しての最終チェック

(3) Final Check Using Strainmeter
While checking the strain gauge numbers, connect a

ゲージ番号を確認しながら、リード線端末をひずみ測定器に接続し
（はんだ付け・ねじ止め）
、ひずみゲージの接着状態を中心とした動

strainmeter (soldered or screw connection) to the ends of the
lead wires and perform an operation check for the installed

作チェックを行い、ゲージ取付作業を終了します。このチェックで以

strain gauge. This final check completes the strain gauge

下の症状が出た場合には、ひずみゲージの接着不良の可能性があ
りますが、ひずみ測定器を含めた周辺環境の影響を確認して、処置

installation. If this check detects any of the symptoms described
below, the strain gauge installation may be defective. Check

してください。

whether the results are affected by environment around the
strain gauge and take appropriate measures.
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●最終チェックでのトラブルシューティング
Final Check Troubleshooting
◇初期バランス
（ダイレクト値、零バランス）の値がフラつき安定しない場合。
接着不良、絶縁不良、リード線の温度影響が疑われますが、周辺のノイズの影響の場合もありますのでノイズ対策を実施後に
再チェックしてください。
◇試験体に予備負荷を与えてのひずみゲージの動作チェックにおいて零戻りが悪い場合。
ひずみゲージの接着不良が疑われますが、試験体の影響の場合もありますので、繰り返し予備負荷を与え、零戻りをチェック
してください。
◇The initial balance (direct value or zero balance) values waver and do not stabilize.
This could be due to an installation defect, insulation defect or the effects of temperature on the lead wires, but it could
also be caused by ambient noise. Take appropriate measures to prevent noise and perform the check again.
◇When a nominal load is applied to the test specimen in the strain gauge operation check, the reading does not readily return
to zero.
This could be due to either a strain gauge installation defect or effects specific to the test specimen. Apply the nominal
load again and check the return to zero.
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5. リード線の結線
Connecting the Lead Wires

5.1 一般ゲージとリード線付ゲージのリード線の
処理

5.1 Lead Wire Procedures for
Ordinary Strain Gauges and
Integral Leadwire Strain Gauges

ゲージ接着手順
Strain Gauge Installation Procedure
一般ゲージ
Ordinary Strain Gauge

リード線付ゲージ
Integral Leadwire Strain Gauge

ゲージ接着
Gauge bonding

ゲージ接着
Gauge bonding

ゲージ接着後のリード線の処理は、右図の手順にて
作業を進めます。
リード線付ゲージの場合にはゲージ接着後の結線作

ゲージ端子の接着
Connecting terminal installation

業が省かれ、直ぐにリード線の固定に進みます。
ひずみゲージはいろいろなブリッジ回路で使われま
すが、応力測定ではほとんどが1ゲージ法で行われ
ております。

ゲージリードの結線
Gauge lead connection

gauge is installed.
With integral leadwire strain gauges,
the task of connecting the lead wires
can be omitted and you can proceed
directly to the securing of the lead
wires.

ここでは一般的なビニール被覆線を使いまして､1ゲ
ージ2線式と1ゲージ3線式の結線作業の手順を紹
介します。

The figure at left shows the procedure
for attaching lead wires once the strain

リード線の準備と結線
Lead wire preparation and connection

リード線の固定
Lead wire securing

While strain gauges use a variety of
bridge circuits, single gauge (quarter
bridge) circuits are almost always
used for stress measurement. The
connection procedure described here
is for a quarter bridge strain gauge
with two wires or three wires using

番 号 付 け
Numbering

ordinary vinyl wire.

中間チェック
Intermediate check

5.2 リード線の定尺カットと端末処理
（1）
リード線の測長
ゲージ取付位置から測定器設置場所までの距離を測長し、必要な
リード線の長さを決めます。
（必ず余裕を持って長さを決めてください）

5.2 Lead Wire Trimming and Stripping
(1) Measure the Lead Wire.
Measure the distance from the strain gauge installation location to
where the strainmeter is installed and determine the length of lead
wire required.
(Always calculate some extra wire into the required length.)

（2）
リード線の選択
（22頁の3章5.リード線の種類と選択を参照）
リード線の必要な長さ、予想される温度変化、測定環境などから、
測定方式を決めましてリード線を選択します。

(2) Select the Lead Wire.
(See "Lead Wire Types and Selection" in Chapter [3] (P.22).)
Determine the measurement method and select the lead wires
on the basis of the required lead wire length and the anticipated
temperature variations and measurement environment.
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（3）
リード線の切断
Cut the Lead Wire.

Fig. 4.53

使用するリード線の 束 からリード線を引き出し、決められた長さに切断します。一般に巻かれ
た電線束は内側から引き出しますと、絡まることなくスムースに引き出すことができます。
Pull the lead wire to be used from the lead wire bundle and cut it to the required length.
Normally, if you take the lead wire from the middle of the bundle of wires, it will come out
smoothly without snagging.

（4）
リード線の被覆の剥離

Fig. 4.54

Strip Back the Lead Wire Ends.
1

● 平行線､三平行線の両端
（ひずみゲージ側と測定器側）
をニッパ などで引き裂き、ワイヤス

2

トリッパでビニール被覆を剥離します。
● 剥離したビニールの被覆を指で捩りながら、リード線の心線を一緒に捩り、心線をまとめます。

3線式の場合にはひずみゲージ側の2本を一緒に捩り、ショートさせます。
● Pull both ends (strain gauge end and strainmeter end) of the parallel two-wire or three-wire apart

with a pair of pliers and strip the vinyl coating off the ends with a wire stripper.
● Twist the ends of the lead wires with your fingers as you pull off the coating so that copper

core wires in each wire are twisted together. In the case of a parallel three-wire, twist the
cores of the two strain gauge wires together to create a short circuit.

（5）心線部のはんだメッキ

Fig. 4.55

Solder-Plate the Exposed Core Wires.
心線部をはんだバス・はんだこてにより、はんだメッキします。
Use a solder bath or soldering iron to plate the exposed core wires with solder.

●リード線の被覆処理の要点
Treating Wire Ends
リード線の被覆処理において、心線を傷つけたり、断線させることがありますので、ご注意ください。
心線1本の断線でも、リード線の抵抗はひずみゲージに直列に入りますので、ひずみ測定時のトラブルの原因になります。
Take care not to damage or sever the core wires while you are stripping back the lead wires. Cutting even one of the
core wires can result in strain measurement problems because the lead wire resistance is input in series to the strain
gauge.

5.3 ゲージ端子の接着とゲージリードの結線（はんだ付）
Connecting Terminal Installation and Gauge Lead Connection (soldering)
5.3.1 キャラメル型ゲージ端子の使用方法
Using Cubic Type Connecting Terminals
（1）ゲージリードの引き起こし
Lift Up the Gauge Leads.
ゲージ接着時の接着剤が硬化してから、ポリシートなどをはがし、ゲージリードを引き上げてくだ
さい。ゲージリードはゲージベースの内側まで引き起こします。ゲージリードの付け根をピンセ
ットなどで押さえ、ゲージリードを壊さないようご注意ください。
Once the adhesive used to bond the strain gauge has hardened, peel off the
polyethylene release sheet and pull up the gauge leads. Pull up the gauge leads as far as
and a little way onto the gauge base. Hold down the gauge lead anchor points on the gauge
base with a pair of tweezers to ensure that you do not break the gauge leads.
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（2）ゲージ端子の接着
Install the Connecting Terminal.

Fig. 4.57

ゲージ端子をひずみゲージを接着する要領で、ひずみゲージの近くにCN接着剤などで接着します。
In the same way as the strain gauge, use an adhesive such as CN adhesive to install the
connecting terminal close to the strain gauge.

（3）ゲージリードのはんだ付

Fig. 4.58

Solder the Gauge Leads.
ゲージリードをゲージ端子に2〜3回巻き付けて、はんだ付をします。
ゲージリードは僅かにたるみを持たせて結線してください。はんだ付のフラックスの飛散を防止
するために、ひずみゲージをポリシート、紙などでマスキングしてください。
Wrap the gauge leads 2 or 3 times around the connecting terminal wires and apply solder.
Allow a little slack in the gauge leads when connecting them to the connecting terminal.
Place a polyethylene sheet or a piece of paper as masking over the strain gauge to
protect it from splashes of soldering flux.
（4）リード線のはんだ付

Fig. 4.59

Solder the Lead Wires.
ゲージ端子の反対側の端子線にリード線をはんだ付します。端子線を中間で折り曲げたり、ル
ープを作り、はんだを盛っておくとリード線のはんだ付作業が簡単です。余分なリード線はニッパ
で切り落とします。
Solder the lead wires to the terminal wires on the opposite side of the connecting
terminal from the strain gauge connections.
Fold the terminal wires back in the middle to form a loop. This can then be filled with solder
to facilitate soldering of the lead wires.
Clip off any excess lead wire with a pair of pliers or wire cutters.

5.3.2 箔型ゲージ端子の使用方法
Using Foil Type Connecting Terminals
（1）ゲージリードの引き起こし
Lift Up the Gauge Leads.

Fig. 4.60

キャラメル型ゲージ端子と同様
Use the same procedure as for cubic type connecting terminals.
（2）ゲージ端子の接着
Install the Connecting Terminal.
ゲージ端子をゲージベースに接近させてCN接着剤で接着します。
Position the connecting terminal adjacent to the gauge base and attach it using CN
adhesive.
（3）ゲージリードのはんだ付

Fig. 4.61

Solder the Gauge Leads.
ゲージリードをゲージ端子上に余裕を持たせて配置し､はんだ付します｡
ゲージ端子の金属箔が覆われるように、はんだを盛り上げます。余分なゲージリードをピンセッ
トで捩りながら切り落とします。
Lay the gauge leads over the connecting terminal, allowing a little slack in the gauge
leads, and apply solder.
Apply sufficient solder to cover the metal foil on the connecting terminal. Twist the
excess gauge lead off with a pair of tweezers.
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（4）
リード線のはんだ付
Solder the Lead Wires.

Fig. 4.62

キャラメル型のゲージ端子と同様にリード線をはんだ付します。
加熱しすぎないようにご注意ください｡ 加熱をしすぎますと、ゲージ端子の金属部が剥離する場
合があります｡
Solder the lead wires in the same way as for cubic type connecting terminals.
Take care not to use too much heat as this can cause the metal portions of the
connecting terminal to peel off.

（5）はんだ付後のフラックスの除去

Fig. 4.63

Remove Any Remaining Soldering Flux.
はんだのフラックスは腐食などのトラブルの原因になりますので、綿棒などに溶剤をつけて必ず
拭き取ってください。
Use a fine brush dipped in solvent to wipe away any soldering flux left behind after
soldering, as flux deposits can lead to problems with corrosion.

5.4 リード線の固定とひずみゲージの番号付
Lead Wire Securing and Strain Gauge Numbering
リード線の結線終了後はゲージ抵抗、絶縁抵抗のチェックを行い、同時
にはんだ付の仕上がり状態を確認します。

Once lead wire connection is completed, check the strain gauge

● 余分なリード線が残っていないか！

check the finishing of the soldering.

● はんだの量が十分か！

● Do not leave any protruding lead wire.

● フラックスの汚れが残っていないか！

● Ensure that sufficient solder is applied.

異常のないことを確認し、試験体にリード線を固定し、ゲージ番号の整理
を行います。

● Ensure that all flux deposits are removed.

resistance and the insulation resistance and at the same time

Check that there are no problems and then secure the lead wires to the
test specimen and number the strain gauges.

5.4.1 リード線の固定方法
Securing the Lead Wires
（1）
リード線の固定

Fig. 4.64

Securing the Lead Wires
試験前あるいは試験中にリード線に無理な負担が掛からないように、余裕を持たせて試験体に
固定します。固定方法は布粘着テープが簡易的に利用されますが、一般の電気配線用のケー
ブルクランプなども使われます。
To ensure that the lead wires are not subjected to undue loads before or during
experiments, allow slack in the lead wires when securing the lead wires to the test
specimen. Cloth adhesive tape can be used as a simple way to secure lead wires, but cable
clamps for use with electrical wiring are generally used.
Fig. 4.65

長期計測あるいは悪環境の場合には、抵抗溶接による金属リボンにて固定することもあります。
Resistance welded metal ribbons are also used to secure lead wires in harsh
environments or for long-term measurement.
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（2）リード線付ゲージのリード線の配線と固定
Laying and Securing Lead Wires for Integral Leadwire Strain Gauges

Fig. 4.66

リード線付ゲージはゲージ接着が終了しますと直ちに配線になります。
リード線を引き上げて、ゲージリードにたるみを持たせて、リード線を固定します。
For integral leadwire strain gauges, the lead wires can be laid immediately following
strain gauge installation. Pull up the lead wires and secure them in place allowing some slack
in the gauge leads.

（3）
リード線付ゲージのリード線の引き出し方法

Fig. 4.67

Pulling Out the Lead Wires for Integral Leadwire Strain Gauges
当社では3m以上のリード線は予めリード線をスプールに巻き取り、束ねた後からひずみゲージ
との接続加工を行っております。
At TML, lead wires 3m and longer are pre-wound on spools and are bundled before
being connected to the strain gauge.

リード線の配線時の引き出しはリード線の束を軽く握り、ひずみゲージ側のリード線を引き出し

Fig. 4.68

てください。
To lay the lead wires, gently loosen the lead wire bundle and pull out the end of the lead wire
with the strain gauge attached.

（4）
リード線の結束と番号付

Fig. 4.69

Lead Wire Bundling and Numbering
リード線の端末近くに、予め決めておいたゲージ番号を図の要領にて記入します。ゲージ番号
が脱落したり、消えたりすることのないようにご注意ください。ゲージ番号をつけましてから、ゲ
ージ取付場所とかゲージの種類､グループごとに分類し､リード線を結束します。
Write the predetermined gauge number on a label close to the end of the lead wire, as shown
in Figure 4.69. Take care that the gauge number cannot drop off or be erased. Once the lead
wires are numbered, group them by gauge installation location, gauge type, group, etc. and
bundle the groups of lead wires.

5.5 中間チェック（コーティング前)
Intermediate Check (Before Coating)
全てのリード線の配線作業が終了しましたら、ゲージ番号に従ってゲージ抵抗、絶縁抵抗をチェックします。
全てに異常がなければリード線の結線作業を終了し、次のコーティングに進みます。
Once laying of all the lead wires is completed, check the gauge resistance and insulation resistance in accordance with the gauge numbers. If there
are no problems, finish connecting the lead wires and proceed to the coating.
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6. コーティング（施工例）
Applying the Coating (Example)

ひずみゲージの使用環境ごとに、要求されるコーティング剤の種類と施

The type of coating required and the application method differ

工方法は異なります。一般には1種類のコーティング剤で機能しない場

depending on the environment in which the strain gauge is to be
used. In general, if one type of coating is not sufficient, multiple

合は、複数のコーティング剤の組み合わせでひずみゲージを保護してお
ります。
当社ではひずみゲージの表面に直に塗布されるコーティング層を一次、
順に二次、三次コーティングと呼称し、多層コーティングでのひずみゲ
ージの保護を推奨してしております。

coatings can be combined to protect the strain gauge.
At TML, the coating applied directly to the surface of the strain
gauge is referred to as the first coating, with subsequent coating
layers referred to sequentially as the second coating, third coating,
etc. Multi-layer coatings are recommended for strain gauge
protection.

《1種類での単層コーティング例》
<<Single-layer coating with one type of coating>>

《数種類での多層コーティング例》
<<Multi-layer coating with different types of coating>>

Fig. 4.70

6.1 コーティング作業に共通した注意事項

6.1 Notes Applicable to All Coating Work

良好なコーティングは、ひずみゲージの使用環境に適したコーティング
剤の選択はもちろんですが、正しい施工が重要です。

While the selection of the correct coating for the operating
environment is crucial, the correct application method is also

コーティング作業の要点は『コーティング前に、ひずみゲージに良い環境
を整えて、素早く丁寧なコーティング剤の施工』です。

important to achieving a good strain gauge coating.
The key points in coating work are to prepare the strain gauge

以下に当社の全てのコーティング剤に共通します、作業の要点について

environment well before applying the coating and then to apply the
coating quickly and carefully.

紹介いたします。

The key steps in coating application for all TML strain gauges are
described below.
（1）試験体表面の清浄
Clean the Test Specimen Surface.
基本的にはコーティング剤とひずみゲージ用接着剤とは、同様の取り扱いが必要です。
試験体表面にコーティング剤を密着させ、試験体とコーティング剤との境界部からの水分の侵
入を防止するためには、コーティング範囲の確保と試験体表面の研磨と脱脂が必要です。
For coating application, the test specimen surface should be cleaned in basically the
same way as for strain gauge installation.
To ensure that the coating bonds with the test specimen surface and that the seal
between the test specimen and the coating is impervious to moisture, the area covered by
the coating must be determined and then abraded and degreased.
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（2）ひずみゲージ・接着剤・リード線の乾燥
コーティングの直前にはコーティング部位を必ずヒートガンなどの熱
風にて乾燥させ､湿気を追い出します。

（3）
コーティング施工要領

(2) Dry the Strain Gauge, Adhesive and Lead Wires.
Immediately before you apply the coating, always dry the area
to be coated with hot air from a heat gun so that all moisture is
removed.
(3) Coating Work

コーティング剤の塗布は隙間を作らないよう、細部までコーティング剤

Apply the coating thoroughly over the entire area, ensuring that

を行き渡らせます｡一度に厚塗りを行わず、何回にも分けて重ね塗り
をします。

there are no cracks or gaps. Apply multiple thin layers of coating
rather than a single thick layer.

（4）
コーティングの範囲

(4) Applicable Alea

ゲージ接着剤層も必ずコーティング剤で覆い、ひずみゲージ、接着

Ensure that the layer of gauge adhesive is also covered by the

剤、リード線を包みます。
接着剤から徐々に湿気が侵入し、ひずみゲージに到達することがあ

coating, and that the coating encloses the strain gauge,
adhesive and lead wires.

ります。

It is possible for the adhesive to gradually leak moisture and
then convey the moisture to the strain gauge.

（5）
リード線の固定
リード線からの水分の侵入による絶縁低下の事故例が多く、特にリ

(5) Secure the Lead Wires.
There are many instances where problems with insulation loss

ード線の引き出し部に対するコーティングは慎重に作業を進めます。
更にコーティング部のリード線が、試験中などに動きますとコーティン

are due to moisture leakage via the lead wires, and particular
care should be taken with the application of the coating to the

グ層と隙間を作る場合がありますので、リード線は必ず試験体にしっ
かりと固定します。

point at which the lead wires emerge.
The lead wires should also be firmly secured during
experiments, since lead wire movement during experiments can
cause cracking of the coating layer around the lead wires.

6.2 W-1によるコーティング施工例

6.2 Application of W-1 Coating

防湿・防水用の代表的なコーティング剤で、ホットメルト型のW-1の使

This section covers the key points in the application of the W-1 hot-

用方法について、作業の要点を紹介します。

melt coating, which is a typical coating used for moistureproofing

尚、作業の前にはW-1の取扱説明書を必ずお読みください。

and waterproofing. Always read the instructions supplied with the
W-1 coating before beginning the application.

（1）用意する物

Fig. 4.72

Prepare the Materials.
《W-1､鍋､加熱器具､筆、マスキング用テープ》
加熱器具としては温度調節付のオイルバスが推奨されます。少量のコーティング作業では は
んだこて にて処理することもできます。
<<W-1, crucible, heating apparatus, brush, masking tape>>
The suggested heating apparatus is a temperature-regulated oil bath. Small amounts of
coating can be prepared using a soldering iron.

（2）W-1の塗布準備

Fig. 4.73

Prepare to Apply the W-1.
固形のW-1を鍋に入れ、加熱器具にて100〜120℃で完全に溶かしてください。加熱により溶
けたW-1は透明な液体になります。
Place the solid W-1 into the crucible and completely melt the coating in the heating
apparatus at 100˚C to 120˚C. The hot melted W-1 forms a clear liquid.
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（3）前処理
Prepare the Test Specimen Surface.

Fig. 4.74

● W-1の取扱説明書に従って、試験体表面をコーティング範囲よりも広く清浄してください。
●マスキング用テープでコーティング範囲を囲います。
●コーティング部をヒートガンなどの熱風により暖めておきます。
● Clean an area of the test specimen surface slightly larger than the area to be coated, as

per the W-1 instructions.
● Mark off the coating area with the masking tape.
● Heat the coating area with hot air from a heat gun.

（4）W-1の塗布

Fig. 4.75

Apply the W-1.
●コーティング部にペイントを塗るように素早くW-1を塗布します。一度に厚塗りせずに、熱い

W-1を繰り返し塗布します。
●必要なコーティング範囲が覆われ、リード線が見えなくなるまでの十分な厚みが得られるまで、

この作業を繰り返します。
● Quickly apply a layer of W-1 to the coating area as you paint. Apply repeated layers of hot

W-1 rather than a single thick layer.
● Repeat this step until the area requiring coating is covered and the layer is sufficiently thick

that the lead wires are no longer visible.
（5）はんだこてによるW-1の塗布

Fig. 4.76

Using a Soldering Iron to Apply W-1
少量のW-1をカッターなどで切り取り、コーティング面に置きます。加熱した、はんだこてのこて
先をW-1に当てて、W-1を溶かします。こて先をひずみゲージに直に当てますと、ひずみゲージ
を破損する可能性がありますのでご注意ください 。
Use a tool such as a cutter to slice off a small quantity of W-1 and place the cut W-1 over the
surface to be coated. Touch the tip of a heated soldering iron against the W-1 to melt it. Take
care not to touch the strain gauge directly with the soldering tip as this could damage the
strain gauge.

●W-1コーティングの要点
W-1 Coating
ホットメルト型に共通しますが、W-1は冷えますと流動性がなくなり、コーティング面（金属面）
との付着は期待できません。
また加熱が不十分なW-1を塗布しましても、W-1がひずみゲージなどの表面に乗っているだけに過ぎず、防湿効果は発揮されま
せん。
W-1の施工時のポイントは、暖めたコーティング面に熱いW-1を素早く塗ることです｡
As well all hot-melt coatings, W-1 loses its fluidity once it has cooled and adhesion to the coating surface (metal surface)
is no longer possible.
If the W-1 was not heated sufficiently when it was applied, the W-1 simply sits on the surface of the strain gauge, etc.
and does not act as a barrier to moisture.
The key to the successful application of W-1 is to brush hot W-1 quickly onto a heated target surface.
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6.3 機械的保護コーティング

6.3 Mechanically Protective Coatings

W-1のコーティングでひずみゲージの防湿・防水効果は十分に発揮さ
れますが、W-1のコーティング層は軟らかく、機械的な保護は期待でき

The W-1 coating provides ample protection for the strain gauge
against moisture and water, but the softness of the coating means

ません。

that W-1 cannot be expected to protect against mechanical
(physical) damage.

またW-1は60℃以上の雰囲気では更に軟らかくなり、その後には液状に
なる可能性があります。一般にはW-1などの柔軟性のあるコーティング層

W-1 also becomes soft in air temperatures of 60˚C or higher and

の上には、更に機械的な保護層を重ねた二次コーティングが必要です。
当社ではW-1の他にN-1、SBテープ、VMテープなどのコーティング剤

may subsequently liquefy. For these reasons, a flexible coating
layer such as W-1 is normally overlaid by a second coating that

にも機械的保護用の二次コーティングを推奨しております。

provides mechanical protection.
TML recommends that second coatings be applied for mechanical

以下にガラスクロス・ガーゼを基材にした、P-2接着剤によるFRP構造
による二次コーティングの施工要領を紹介します。

protection over coatings such as N-1, SB tape and VM tape as well
as W-1.
Described below is the application of a second coating with an FRP
composition made up of glass fiber cloth, gauze and P-2 adhesive.

（1）用意するもの

Fig. 4.77

Prepare the Materials.
《ガラスクロス
（包帯・ガーゼ）
、P-2接着剤、筆》
W-1のコーティング範囲よりも一回り大きいガラスクロスを用意します。
<<Glass fiber cloth (bandage,gauze), P-2 adhesive, brush>>
Prepare a piece of glass fiber cloth large enough to cover the W-1 coating area with
some overlap.

（2）P-2コーティング

Fig. 4.78

Apply the P-2 Coating.
● P-2接着剤の取扱説明書に従い、硬化剤を配合したP-2接着剤を用意します。
● 筆でW-1のコーティング面と周囲の金属面にP-2接着剤を塗布します。
● Prepare the P-2 adhesive mixed the hardening agent as per the P-2 adhesive

instructions.
● Use the brush to apply a layer of P-2 adhesive to the surface of the W-1 coating and the

surruounding metal.

● P-2接着剤の塗布面にガラスクロスを置き、P-2接着剤を含浸させます。

Fig. 4.79

含浸が不十分な部位にはP-2接着剤を追加塗布します。
● Place the piece of glass fiber cloth on the layer of P-2 adhesive so that the adhesive

impregnates the glass fiber cloth.
If there is not enough adhesive to soak the glass fiber cloth, apply additional layers of
P-2 adhesive.

（3）最終チェック
Final Check
● P-2接着剤の硬化を確認し、作業終了。
● Check that the P-2 adhesive has hardened. The coating is now finished.
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●二次コーティングの作業要点
Applying Second Coating
包帯、ガラスクロスを基材にアラルダイトなどのエポキシ樹脂も同様に使われます。
尚、コンクリート埋設あるいは長期計測には更に三次コーティングとしてハマタイトなどのゴム系接着剤や防錆用塗料を塗布する
場合もあります。
Epoxy resins such as Araldite can also be used in the same way with glass fiber cloth or bandage.
For applications such as long-term measurement or concrete embedment, an additional third coating using rust-proof
paint or a rubber-based adhesive such as Hamatite can be applied.

6.4 N-1によるコーティング施工例

6.4 Application of N-1 Coating

N-1はゴム系溶剤型コーティング剤で、室内実験などでは簡易的なコー

N-1 is an air-drying rubber solvent adhesive that is used as an

ティング剤として単層コーティングに使われております。N-1コーティング
についての作業の要点を紹介します。尚、作業の前にN-1コーティング

easy-to-use, single-layer coating for indoor experiments. The key
steps in applying the N-1 coating are described below. Read the

剤の取扱説明書を必ずお読みください。

instructions supplied with the N-1 coating before beginning the
application.

（1）用意するもの
Prepare the Materials.
《N-1､筆、マスキング用テープ》
<<N-1, brush, masking tape>>
（2）前処理
Prepare the Surface.
N-1コーティング剤の取扱説明書に従って、試験体表面をコーティング範囲よりも広く清浄して
ください。
Clean an area of the test specimen surface slightly larger than the area to be coated, as per
the N-1 instructions.
（3）N-1の塗布
Apply the N-1.
N-1コーティング剤をひずみゲージ・端子・リード線の下部および、はみ出した接着剤を覆う
範囲に筆で塗布します。特にリード線の下部には注意し、N-1でリード線を包むようにしてくださ
い。ひずみゲージとリード線が覆われる厚みに塗布します。
Apply a layer of N-1 coating material with a brush so that the material covers the strain
gauge, the connecting terminal, the undersides of the lead wires and the adhesive
around the gauge base. Take particular care with the undersides of the lead wires to
ensure that the leads are fully covered with the material. Apply the N-1 thickly enough to
cover the strain gauge and the lead wires.
（4）N-1の硬化
Hardening
溶剤の揮発により乾燥し、ゴムのコーティング層が形成されます。
The adhesive dries as the solvent vaporizes, forming a rubber coating.
（5）N-1の重ね塗り
Overlapping
硬化後にコーティング層が薄い場合には重ね塗りをしてください。
一般には約6時間で溶剤が揮発し、コーティング層は硬化しますが、密閉部あるいは厚塗りは
溶剤の揮発が妨げられますのでご注意ください。当社では計測までに24時間以上の放置を推
奨しています。
If the hardened coating is too thin, apply another layer.
The solvent generally takes about 6 hours to completely vaporize so that the coating is hard.
Note that vaporization will be delayed in sealed environment or if the adhesive layer is very
thick.
TML recommends that you wait at least 24 hours before taking any measurements.
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●ゴム系コーティング剤の取扱法
Handling Rubber-based Coatings
《K-1、ボンド1521B、ハマタイト・K-1, Bond 1521B, Hamatite》
いずれもN-1と同様に一液・溶剤型ゴム系コーティング剤ですから、N-1と同様に施工してください。
All these adhesives are single-component rubber solvent coatings similar to N-1 and can be applied in the same way.
《KE348RTV・KE348RTV》
施工方法は上記の一液・溶剤型ゴム系コーティング剤と同じですが、KE348RTVは空気中の湿気と反応して表面からに内部に
向かって硬化し、シリコーンゴムとなりますので密閉状態の使用には向きません。
This also is a single-component rubber solvent coating like those above, but it reacts with moisture in the air and
hardens from the surface inwards to produce a silicone rubber coating. For this reason, it is not suited for use in
enclosed spaces.

6.5 SBテープによるコーティング

6.5 Application of SB Tape Coating

SBテープ、VMテープはいずれもブチルゴム系の一般には感圧型と称す
るもので、コーティング面に押し付けるだけで接着できますので非常に

Both SB and VM tapes are butyl rubber tape generally referred to
as pressure-sensitive adhesive tape. As such, they are extremely

便利です。ここではSBテープを使用した、簡易的なコーティング施工例
を紹介いたします。

easy to use as they can be applied simply by pressing them onto
the coating area. The explanation below describes the application

尚、作業の前には必ずSBテープの取扱説明書をお読みください。

of a simple coating using SB tape.
Read the instructions provided with the SB tape before beginning
the application.

（1）用意するもの

Fig. 4.81

Prepare the Materials.
《SBテープ､ハサミ、指サック、ヘラ》
<<SB tape, scissors, finger cots, spatula>>
（2）前処理
Prepare the Surface.
SBテープの取扱説明書に従って、試験体表面を清浄してください｡
Clean an area of the test specimen surface as described in the SB tape instructions.
（3）SBテープのトリミング

Fig. 4.82

Trimming SB Tape
ハサミでコーティング範囲に必要な大きさを1枚、リード線の下敷き用に5〜10mmの大きさを1
枚それぞれ切り取ります。
With the scissors, cut off one piece of tape large enough to cover the coating area and
another piece 5mm to 10mm in length to fit under the lead wires.
（4）
リード線のコーティング
Under-Laying
リード線の下敷き用にリード線を引き上げて、SBテープをコーティング面に押し付けます。
Lift up the lead wires and press the smaller piece of tape onto the test specimen surface
under the lead wires.
（5）全面コーティング
Overall Coating
リード線を下敷き用のSBテープに押し付け､コーティング用のSBテープをひずみゲージの上
部に押し付けて､作業は終了します。
Press the lead wires back down onto the piece of SB tape and then press the larger
piece of coating tape down onto the strain gauge. The coating is now completed.
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●SBテープ
SB Tape
◇ 隙間を作らないように、SBテープの巻かれた離型紙を当てて指の先、ヘラなどでしっかりと押し付けます。
◇ 手の油などの汚れをSBテープの中に巻き込むおそれがありますので、離型紙を介して扱ってください。
◇ 機械的保護が必要な場合は二次コーティングを施工してください。
◇ To ensure that there are no gaps, press the tape down firmly with a spatula or with your finger covered with the
separating paper from the roll of SB tape.
◇ Do not handle the SB tape with bare hands, as oil or other soiling on your fingers will contaminate the tape.
◇ If mechanical protection is needed, apply a second coating.
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ひずみゲージのデータ補正
Strain Gauge Data Correction

1. リード線の測定値への影響
Effects of Lead Wires on Measurements

1.1 リード線の感度影響

1.1 Effects of Lead Wire Sensitivity

ひずみゲージと測定器間のリード線の抵抗により、見掛け上ゲージ率が
低下します。補正式は、リード線が2線式と3線式の場合で異なりますの

The lead wire resistance between the strain gauge and the
strainmeter can noticeably lower the gauge factor. Because the

で、使用される測定方式およびリード線の種類と長さにより補正を行って

correction equations for two-wire and three-wire system differ, you
should calculate the necessary correction based on the

ください。

measurement method and on the lead wire type and length.
Where:

K 0 : 補正したゲージ率

K0 : Corrected gauge factor
K : Indicated gauge factor
R : Strain gauge resistance ( )

K : 表示ゲージ率
R : ひずみゲージの抵抗値( )
r : リード線1m当たりの往復の抵抗値( /m)

r : Total resistance per meter of lead wire ( /m)
L : Lead wire length (m)

L : リード線の長さ(m)
＜式5.1＞・・・2線式

＜式5.2＞・・・3線式

●

R
K 0 ＝ ──────── ×K
R＋r×L

<Equation 5.1>・・・Two-wire System

R
K 0 ＝ ──────── ×K
r×L
R＋ ───
2

R
<Equation 5.2>・・・Three-wire System K 0 ＝ ───── ×K
r×L
R＋ ───
2

ゲージ率の補正例

●

（例題5.1）次の場合のゲージ率を補正します。

R
K 0 ＝ ───── ×K
R＋r×L

Examples of Gauge Factor Correction

(Example 5.1) In this example, the gauge factor is corrected for the
data shown in Table 5.1.

Table 5.1 測定条件
ひずみゲージの抵抗値
表示ゲージ率
リード線の抵抗値（往復）

120 0
2.12
0.32 /m 平行ビニール線（2線）
10心/ 0.12mm、0.11mm2
3m

リード線の長さ
式5.1から

Table 5.1 Measuring Conditions
Strain gauge resistance
1200
Indicated gauge factor
2.12
Lead wire resistance
0.32 /m (vinyl-coated parallel) two-wire
(in both directions)
10-core / 0.12mm, 0.11mm2
Lead wire length
3m

Using equation 5.1:

120
K 0 ＝ ──────── ×2.12
120＋0.32×3

120
K 0 ＝──────── ×2.12
120＋0.32×3

2.10

2.10

1.2 リード線の温度影響

1.2 Effects of Lead Wire Temperature

2線式結線で、リード線に温度変化が生じると、リード線の抵抗変化に基
づく熱出力が発生します。この熱出力を補正する場合は次式により行い

With two-wire system, changes in lead wire temperature cause

ます。
1

: リード線の熱出力
: リード線の抵抗温度係数(銅線=3.9×10 −3/℃)

T : リード線の温度変化（℃）
K，R，r，L : 1.1と同様
＜式5.3＞・・・

1

r×L× × T
＝ ────────
K×
（R＋r×L）

尚、1ゲージ3線式の結線ではリード線の温度による影響はありません｡

changes in the lead wire resistance which in turn generate thermal
output. Use the equation below to compensate for this thermal output.
Where:

1

: Lead wire thermal output

: Thermal coefficient of resistance of lead wire (3.9×10−3/˚C for copper wire)
T : Lead wire temperature change (˚C)
K，R，r，L : As in section 1.1 above.
<Equation 5.3>・・・

1

r×L× × T
＝ ────────
K×
（R＋r×L）

The lead wire temperature has no effect on thermal output for
quarter bridge measurement with three-wire system.
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● リード線の熱出力の計算例
（例題5.2）次の場合におけるリード線の1℃当たりの熱出力を求めます。

● Example of Lead Wire Thermal Output Calculation

(Example 5.2) This example shows the calculation of lead wire
thermal output per 1°C.

Table 5.2 測定条件
ひずみゲージの抵抗値
リード線の抵抗値（往復）
リード線の長さ
測定器のゲージ率設定

120
0.32 /m 平行ビニール線（2線）
10心/ 0.12mm、0.11mm2
3m
2.00

リード線の抵抗温度係数

銅線＝3.9×10 −3/℃

式5.3から

Table 5.2 Measuring Conditions
Strain gauge resistance
120 0
Lead wire resistance
0.32 /m (vinyl-coated parallel) two-wire
(in both directions)
10-core/ 0.12mm, 0.11mm2
Lead wire length
3m
Gauge factor setting on
2.00
strainmeter
Thermal coefficient of
3.9×10 −3/°C for copper wire
resistance of lead wire

Using equation 5.3:

0.32×3×3.9×10 −3 ×1
1 ＝ ──────────────
2×
（120＋0.32×3）

15.5×10 −6 ひずみ

1

0.32×3×3.9×10 −3 ×1
＝ ──────────────
2×
（120＋0.32×3）

15.5×10 −6

strain

2. 熱出力（温度による見掛けひずみ）
Thermal Output (Apparent Strain with Temperature)

試験体に接着されたひずみゲージが温度変化を受ける場合は、外力に
よるひずみがなくても熱出力が発生します。温度変化とともに外力を受

If there is temperature change in the strain gauge installed on the

けるような場合は、次式に示すように測定器の指示値からこの熱出力を

no strain caused by external force. As a result, if external force is
applied along with a change in temperature, the thermal output

差し引く必要があります。
また、熱出力の他にゲージ率も温度によって変化しますが、これについ
ては次項で説明します。

test specimen, thermal output will be generated even when there is

must be subtracted from the indicated value on the measuring
device, as shown in Equation 5.4 below.
Temperature change changes the gauge factor as well as the
generated thermal output, as discussed on the next page.

T : ひずみゲージが受けた温度変化
(
i(

T) : 熱出力を差し引いた補正値
T) : 測定器の指示値

(

T) : 温度変化による熱出力

c

app

＜式5.4＞・・・

c

( T)＝

i

( T)−

T : Temperature change at the strain gauge
c

( T) : Value minus thermal output (corrected value)

i

( T) : Indicated value on strainmeter

app

app

( T)

( T) : Thermal output with temperature change

<Equation 5.4>・・・

c

( T) =

i

( T)−

app

( T)

ひずみゲージの熱出力は、付属のデータシートにグラフおよび4次式（温

The strain gauge thermal output is shown on the data sheet

度を変数とした）
で表示しています。この熱出力は、データシートに記入
されている試験体にひずみゲージを接着した場合の値です。また、これ

supplied with the strain gauge in the form of a graph and as a
quadratic equation (as a variable of the temperature).

らのデータは基準温度を20℃、ゲージ率を2.00として作成されています。

This thermal output is the value with the strain gauge installed on
the test specimen given on the data sheet. This data is also

熱出力を確認するには、グラフ上から値を読み取るか、あるいは4次式に
温度を代入して算出します。

formulated based on a standard temperature of 20˚C and a gauge
factor of 2.00. To check the thermal output, read the value from the
graph or substitute the temperature into the quadratic equation.
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● Example of Thermal Output Calculation
(Example 5.3) In the case below, thermal output is found from

● 熱出力の計算例
（例題5.3）次の場合の熱出力を4次式から求めます。

quadratic equation.
Table 5.3 測定条件
ひずみゲージ
Lot No.
ゲージ率
試験体
結線方法
温度変化

Table 5.3 Measuring Conditions
Strain gauge
QFLA-6
Lot No.
A507711
Indicated gauge factor
2.14
Test specimen
SS400
Quarter bridge with three-wire system
Connection type
Temperature change
30˚C to 150˚C

QFLA-6
A507711
2.14
SS400
1ゲージ3線式
30℃から150℃

このひずみゲージのデータシートには次式が表示されています。

The data sheet for this strain gauge gives the equation below.

＜式5.5＞<Equation 5.5>
app

＝−5.24×101 ＋3.82×T1 −6.43×10 −2 ×T2 ＋2.36×10 −4 ×T3 −1.06×10 −7 ×T4 ( m/m)

上式のTに30℃および150℃を代入し、それぞれの温度について20℃
を基準とした熱出力を求めます。

By substituting values of 30°C and 150°C for T in the above
equation, we obtain the thermal output for the respective
temperatures with a standard temperature of 20°C.

30℃ :
150℃ :

app

＝−5.24×101 ＋3.82×301 −6.43×10 −2 ×302 ＋2.36×10 −4 ×303 −1.06×10 −7 ×304

app

1

−2

ゲージ率が2.00設定の値ですのでさらにゲージ率を補正します。

30℃ :

app

150℃ :

app

11

＝−5.24×10 ＋3.82×150 −6.43×10 ×150 ＋2.36×10 ×150 −1.06×10 ×1504
1

2

−4

3

−7

−183

Because the gauge factor setting is 2.00, the gauge factor must
also be corrected.

（ゲージ率補正（gauge factor correction）
）＝11×2.00／2.14 10
（ゲージ率補正（gauge factor correction）
）＝−183×2.00／2.14 −171

30℃から150℃に温度が変化したのですから熱出力は次のようになります。

Thus a temperature change from 30°C to 150°C produces the
following thermal output:

app

( T)＝−171−10＝−181

app

( T)＝−171−10＝−181

このひずみゲージは30℃から150℃に温度が変化した場合に外力が加
わらなくても−181×10 −6 ひずみの熱出力が発生します。従って、この温

When the temperature changes from 30°C to 150°C, thermal output
with a strain of −181×10 −6 is generated on this strain gauge even

度変化と共に外力を受けた場合のひずみは、式 5.4 の

when no external force is applied. Consequently, when external
force is applied along with this temperature change, the actual

app (
−181×10 −6 ひずみを代入して測定器の指示値を補正します。

T)に

strain value is obtained by substituting a strain of −181×10 −6 for

0

app in Equation 5.4 to correct the indicated value on the
strainmeter.
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3. 温度によるゲージ率変化
Gauge Factor Change with Temperature

ひずみゲージのゲージ率は温度により変化しますので、この変化が大き

Because the gauge factor of a strain gauge also changes with

い場合は、ゲージ率の補正を行います。
温度によるゲージ率変化は、付属のデータシートにグラフおよび10℃当

temperature, the gauge factor should be corrected when this change
is large. The gauge factor change with temperature is given in the

たりの温度係数で表示しています。また、ひずみゲージのパッケージに
表示しているゲージ率は、常温における検定値です。

data sheet supplied with the strain gauge in the form of a graph and
as a temperature coefficient per 10°C. The gauge factor shown on

ゲージ率の温度係数により温度変化後のゲージ率を求めるには次式を

the strain gauge package is the reference value at room

用います。

temperature.
Use Equation 5.6 shown below to obtain the gauge factor following
a temperature change using the indicated gauge factor and the
temperature coefficient.

KT : T℃のゲージ率

Where:

K : 常温のゲージ率
CK : ゲージ率の温度係数(%/10℃)

KT : Gauge factor at T°C
K : Gauge factor at room temperature
CK : Gauge factor temperature coefficient (%/10°C)

T : ゲージの温度（℃）

T : Strain gauge temperature (°C)

＜式5.6＞・・・KT ＝K×
｛1＋CK ×
（T−20）／10｝

<Equation 5.6>・・・KT ＝K×
｛1＋CK ×
（T−20）/10｝

また、T℃の測定を常温のゲージ率で行った場合は、指示値を次式のよ

Also, where measurement at T°C is performed using the normal

うに補正します。

temperature gauge factor, Equation 5.7 corrects the indicated value.

G

: 温度によるゲージ率補正後のひずみ

G

: Strain following correction of the gauge factor for temperature

T

: T℃の指示ひずみ

T

: Indicated strain for T°C

K
G ＝───×
KT

＜式5.7＞・・・

T

●温度変化後のゲージ率補正例

<Equation 5.7>・・・

G

K
＝───×
KT

T

● Example of Gauge Factor Correction Following a Temperature Change

（例題5.4）次のひずみゲージについて200℃におけるゲージ率を求め
ます。
Table 5.4 使用したひずみゲージ
ひずみゲージ
Lot No.
常温のゲージ率

QFLA-6
A507711
2.14

(Example 5.4) In this example, we obtain the gauge factor at 200°C
for the strain gauge given in Table 5.4.
Table 5.4 Strain Gauge Used
Strain gauge
QFLA-6
Lot No.
A507711
Gauge factor at room temp.
2.14

このひずみゲージのデータシートには、ゲージ率の温度係数が次のよう
に表示されています。

On the data sheet for this strain gauge, the gauge factor tempera-

ゲージ率の温度係数 : ＋0.08±0.05（％ /10℃）

Gauge factor temperature coefficient: ＋0.08±0.05（％/10℃）

従って、式5.6から

ture coefficient is indicated as follows:

Thus, Equation 5.6 gives us the following:

｛1＋0.0008×
（200−20）/10｝ 2.17
KT ＝2.14×

｛1＋0.0008×
（200−20）／10｝ 2.17
KT ＝2.14×

上記のように、このひずみゲージの200℃におけるゲージ率は2.17とな
りますので、この温度の測定を常温のゲージ率(2.14)で行った場合には、

As the above equation shows, the gauge factor for the strain gauge

式5.7を用いて次のように補正します。

is performed using the normal temperature gauge factor (2.14), this
value is corrected using Equation 5.7, as shown below.

at 200°C is 2.17. Consequently, if measurement at this temperature

式5.7から
G

2.14
＝────×
2.17

T

≒0.986×

Using Equation 5.7:
T
G
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2.14
＝────×
2.17

T

≒0.986×

T

5

●温度変動がある場合のひずみ測定補正手順

● Procedure for Correcting Strain Measurements for Temperature Change

温度変化とともに外力を受ける場合のひずみ測定では、前述の熱出力

If strain is measured when external force is applied at the same

とゲージ率の補正を同時に行います。測定器の指示ひずみを補正して
外力によるひずみを求めるには次式を用います。

time as a temperature change, perform the thermal output and
gauge factor corrections described above concurrently.
Use Equation 5.8 to correct the indicated strain on the measuring
device and obtain the strain due to the external force applied.

式5.4および式5.7から
T : ひずみゲージが受けた温度変化

From Equations 5.4 and 5.7:
T : Temperature change experienced by the strain gauge

( T) : 外力によるひずみ
i

( T) : Strain due to external force

( T) : 測定器の指示ひずみ

app

i

( T) : 温度変化による熱出力

app

K : 常温のゲージ率
KT : T℃のゲージ率
＜式5.8＞・・・

( T) : Indicated strain on the measuring device
( T) : Thermal output due to temperature change
K : Gauge factor at room temperature
KT : Gauge factor at T°C

( T)＝
｛

K
i(
T)− app ( T)｝
×──
KT

<Equation 5.8>・・・

( T)＝
｛

i

( T) −

app

K
( T)｝
×───
KT

（例題5.5）下記のひずみゲージにおいて、温度変化とともに外力を受

(Example 5.5) This example shows the procedure for correcting the

けた場合に、熱出力とゲージ率を補正して外力によるひず
みを求める手順を次に示します。

thermal output and gauge factor and obtaining the
correct strain caused by an external force when
external force is applied concurrently with a
temperature change. The details of the strain gauge
used are listed in Table 5.5.

Table 5.5 測定条件
ひずみゲージ
Lot. No.
ゲージ率
（常温）
ゲージ率の温度係数
試験体
結線方法
測定器のゲージ率設定

QFLA-6
A507711
2.14
＋0.08±0.05（％ /10℃）
SS400
1ゲージ3線式
2.14

温度変化

30℃から150℃

（1）30℃から150℃の熱出力

（ T）
をデータシートの4次式から求め

app

Table 5.5 Measuring Conditions
Strain gauge
QFLA-6
Lot. No.
A507711
Gauge factor (Room temp)
2.14
Gauge factor temp.coef.
＋0.08±0.05 (%/10°C)
Test specimen
SS400
Connection type
Quarter bridge three-wire system
Gauge factor setting on the
2.14
strainmeter
Temperature change
30°C to 150°C

(1) Obtain the thermal output

app

( T) from 30°C to 150°C using

the quadratic equation given on the data sheet.
From Example 5.3 (P.64) we get:

ます。
例題5.3（64頁）
から
（ T）
＝−181（×10 −6 ひずみ）

app

app

( T)＝−181 (×10 −6 strain)

(2) Obtain the gauge factor at 150°C
From Equation 5.6 we get:

（2）150℃におけるゲージ率を求めます。
式5.6から
KT ＝2.14×
｛1＋0.0008×
（150−20）／10｝ 2.16
（3）測定器の指示値を補正し、外力によるひずみを求めます。
式5.8から
2.14
（ T）
＝
｛ （
i
T）
−
（−181）
｝
×────
2.16
0.991× （
i
T）＋179（×10 ひずみ）
−6

KT ＝2.14×{1＋0.0008×(150−20) /10}

2.16

(3) Correct the indicated value on the strain meter and obtain the
strain caused by the external force.
From Equation 5.8 we get:
2.14
( T)−(−181)｝
× ────
2.16
0.991× i ( T)＋179 (×10 −6 strain)

( T)＝
｛

i
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4. 試験体の厚みと弾性係数による影響
Effects of Test Specimen Thickness and Elastic Modulus

4.1 ひずみゲージの高さ補正

4.1 Correction for Strain Gauge Height

溶接型ゲージなどは接着タイプのひずみゲージと異なり、ゲージ受感部
が、試験体表面から離れております。

Unlike adhesive-bonded strain gauges, the sensitive elements in

その結果、引張りと曲げでは感度が異なります。

surface. As a result, the sensitivity to torsion and bending is
different. Particularly in bending tests for thin boards, Equation 5.9

特に薄板などの曲げ試験においては、次式のように感度の補正が必要
となります。

weldable strain gauges sit some distance above the test specimen

below must be used to correct the sensitivity.
Where: h : Height of the strain gauge sensitive element

h : ゲージ受感部の高さ

t : Test specimen thickness
K b : Gauge factor due to bending

t : 試験体の厚み
K b : 曲げによるゲージ率

K : Indicated gauge factor

K : 表示ゲージ率
h＋（t／2）
＜式5.9＞・・・K b ＝ K× ─────
t／2

h＋( t ／2)
<Equation 5.9>・・・K b ＝ K× ─────
t ／2

ひずみゲージ
Strain Gauge
h

t/2
t

Fig 5.1 ひずみゲージの高さ補正
Height correction
● 溶接型ひずみゲージのゲージ受感部の高さ

● Sensitive Element Height on Weldable Strain Gauges

Table 5.6 ゲージ受感部の高さ
ひずみゲージ
AW-6
AWC-8（B）
AWH-8（-16）

Table 5.6 Sensitive Element Height
Strain gauge
Sensitive Element Height
AW-6
0.08mm
AWC-8(B)
0.51mm
AWH-8(-16)
0.41mm

受感部の高さ
0.08mm
0.51mm
0.41mm

● Example of Gauge Factor Correction in a Bending Test

● 曲げ試験におけるゲージ率補正例

（例題5.6）次の場合のひずみゲージについて曲げ試験におけるゲージ
率を補正します。
ここで ひずみゲージ : AWC-8

(Example 5.6) In this example, the gauge factor for the strain gauge
shown below is corrected in a bending test.
Strain gauge

Test specimen thickness : 20mm
From Equation 5.9, we get:

試験体の厚さ: 20mm
式5.9から
0.51＋（20／2）
K b ＝K× ────────
20／2

0.51＋(20／2)
K b ＝K× ────────
20／2

K×1.05

上記のように厚さ20mmの試験体にAWC-8を取り付け、曲げ試験を行
った場合は、ゲージ率が約5％高くなります。
試験体の厚さが薄いほど、このゲージ受感部の高さの影響は大きくなり
ます。

K×1.05

As the above equation shows, when an AWC-8 strain gauge is
installed on a 20mm thick test specimen and a bending test is
performed, the gauge factor increases by about 5%. With thinner
test specimens the effect of the height of the strain gauge sensitive
elements is greater.
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5

4.2 Effect of Test Specimen Elastic Modulus

4.2 試験体の弾性係数による影響
ひずみゲージのゲージ率は、弾性係数が206GPa（約21000kgf/mm ）
の
鋼材で検定しています。プラスチックなどの低弾性材料にひずみゲージ

The gauge factor of strain gauges is tested at the elastic modulus
for steel of 206GPa eguivalent to 21000kgf/mm 2. When a strain

を接着しますとゲージ接着部の応力分布を乱し、ゲージ率が小さくなる

gauge is installed on materials such as plastic that have a low
elastic modulus, the stress distribution where the gauge is installed

2

現象が起こります。
この現象は、ひずみゲージの拘束効果と呼ばれ試験体の弾性係数が小

is distorted, which has the effect of reducing the gauge factor.

さいほど大きくなります。また、試験体の厚みが薄くなった場合も同じよ
うな現象が起きます。

This phenomenon is referred to as the strain gauge constraint
effect and increases as the elastic modulus of the test specimen

図5.2は、当社で行いました試験体の弾性係数とゲージ率の調査結果で

decreases. The same phenomenon arises with thin test specimens.
Figure 5.2 shows the results of investigations by TML of the elastic

す。この図からひずみゲージの種類にもよりますが、弾性係数が2.9GPa
（約300kgf/mm2）
より小さな試験体でゲージ率の低下が著しくなることが

modulus and gauge factors of test specimens. This figure shows

分かります。
従って、ゲージパッケージに表示しているゲージ率は全ての材料に適用

that, while the effects vary depending on the type of strain gauge,
the reduction of the gauge factor is particularly marked in test

できません。試験体の材質および厚みによっては、予備試験を行って別
途にゲージ率の補正が必要です。

specimens with an elastic modulus of less than 2.9GPa eguivalent
to 300kgf/mm2.
Accordingly, the gauge factor shown on the strain gauge package
cannot be applied to all materials. Depending on the test specimen
material and thickness, a preparatory test must be conducted
separately to correct the gauge factor.

ゲージ感度の変化※
Gauge sensitivity change ※

(%)
120
100
80
60
GFLA-3

40

GFLA-6
FLA-3-11

20
0
10ー2

FLA-6-11

10ー1

100

101

102

試験体の弾性係数（GPa）
Test specimen elastic modulus(GPa)
Fig. 5.2 試験体の弾性係数とひずみ感度
Gauge sensitivity change due to Elastic Modulus of Test specimen

※ゲージ感度の変化 Gauge sensitivity change
この変化は異なる試験体の弾性係数によるゲージ率変化を百分率で表しています。
A ratio in percentage of apparent gauge factor with specimen to gauge factor

●拘束効果の影響
Effects of the Constraint Effect
弾性係数が2.9GPa（約300kgf/mm2）以下の材料、あるいは鋼材であっても1mm以下の板厚では、ゲージ率に影響がありますの
でひずみ測定にご注意ください。
For materials with an elastic modulus of 2.9GPa eguivalent to 300kgf/mm2 or less, or for steel plate with a thickness of 1mm
or less, you should bear in mind the fact that the gauge factor for the measurements is affected by strain gauge
constraint.
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5. 特性値のばらつき
Strain Gauge Characteristic Distribution

ひずみゲージの特性値は、同一ロットから一定数量のひずみゲージを抜

The strain gauge characteristics show the average value based on

き取って試験を行い、平均値を表示しています。特性値のばらつきは、同
時に算出した標準偏差の2倍（95%のひずみゲージが収まる確率)で範

testing of a set number of strain gauge sampled from the same lot.
The standard range applied to the distribution of strain gauge

囲を規定します。
次の表に、各特性値のばらつきの表示方法と一般的なひずみゲージが

characteristics is twice the standard deviation calculated at the
same time (95% probability of strain gauge inclusion). Table 5.7

収まるばらつきの範囲を示します。

shows the way in which the distribution for each of the strain gauge

ひずみゲージのデータ補正は、要求される測定精度およびひずみゲー
ジのばらつきなどを考慮して、必要に応じて実施してください。

characteristic is indicated, and lists distribution range for ordinary
strain gauges.
The required precision and the strain gauge characteristic
distribution should be considered when you correct strain gauge
data.

Table 5.7 ばらつきの表示方法
Characteristic Distribution Indication Methods
特性
Characteristic

表示方法
Indication Method

ゲージ率

表示値に対する百分率で表示します。

Gauge factor

Given as a percentage of the indicated value.

熱出力

1℃当たりの熱出力で表示します。

Thermal output

Given as thermal output per 1˚C

ゲージ率の
温度係数

10℃当たりの温度係数で表示します。

Gauge factor
temperature coefficient

一般的なひずみゲージのばらつき範囲
Distribution Range for Ordinary Strain Gauges
±1％
（例）2.12±1％
⇒ 2.10〜2.14
±1％
(Example) 2.12±1％
⇒ 2.10〜2.14
±0.85 ×10 −6 ひずみ/℃
（例）温度変化が120℃の場合
⇒±0.85×10 −6 ×120＝±102×10 −6 ひずみ
温度変化が大きいと熱出力のばらつき量も大きくなります。
±0.85×10 −6 strain/˚C
(Example) For a temperature change of 120˚C
⇒ ±0.85×10 −6 ×120 ＝ ±102×10 −6 strain
Larger temperature changes produce a greater
distribution of thermal output.

±0.05 %/10℃
（例）＋0.08±0.05 %/10℃
⇒ ＋0.03〜＋0.13 %/10℃
Given as the temperature coefficient per 10˚C ±0.05%/10˚C
(Example) ＋0.08±0.05%/10˚C
⇒ ＋0.03 to ＋0.13%/10˚C

●ひずみゲージのデータ補正
Data Correction
データ補正はひずみゲージの特性を理解し、必要に応じて実施してください。
Understanding strain gauge characteristics thoroughly, do data correction.
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TMLひずみゲージの施工上の要点
Essentials of TML Strain Gauge Application

1. 異形鉄筋のひずみ測定
Strain Measurement in Reinforcing-Bars

コンクリート構造物の異形鉄筋におけるひずみ測定について、実際に建

This section describes how to install a strain gauge used at the

築・土木現場で使用されているゲージ取付方法を、前処理とコーティン
グの要点を中心に紹介します。

actual construction or engineering site to measure strain in
reinforcing-bars for concrete structures, and focuses on the key

※ゲージ接着は、一般的なひずみゲージの取り扱いに準じてください。

areas of surface preparation and coating.
※ Use the standard strain gauge installation procedure to
install the strain gauge.

Table 6.1 異形鉄筋のひずみ測定施工例
ひずみゲージ
接着剤
リード線
コーティング剤
その他

FLA-3-11-5LT
CN
リード線付ゲージ
W-1、SBテープ、P-2
VMテープ
（3M製）、自己融着テープ
（日立化成：ハイボンテープ）
など

Table 6.1 Example of Strain Gauge Use on Reinforcing-Bars
Strain gauge
FLA-3-11-5LT
Strain gauge adhesive
CN
Lead wires
Integral leadwire strain gauge
Coating materials
W-1, SB tape and P-2
Other
VM tape (by 3M), Hitachi self-bonding tape
(HIGHBON TAPE by Hitachi Chemical Co., Ltd.)

●異形鉄筋へのゲージ取付の要点
Key Point when Installing Strain Gauges on Reinforcing-Bars
異形鉄筋へのゲージ取付は特に次の事項に注意が必要です。
◇ 前処理の注意点
異形鉄筋の断面欠損を最小限に押さえるため、 ふし のみを削り、リブは削りません。
◇ 異形鉄筋とコンクリートとの付着力への影響対策
埋設時の異形鉄筋とコンクリートとの付着に注意し、コーティングによるゲージ接着部分の面積を小さくします。
◇ コンクリート埋設環境下に耐える、コーティングの施工
コンクリート埋設後の異形鉄筋に取り付けられたひずみゲージは、水圧やアルカリ性などの悪環境下にさらされます。この環境に
長期間耐え得るコーティングの施工が必要です。
Note in particular the following points when installing strain gauges on reinforcing-bars:
◇ Surface preparation
To minimize damage to the profile of the bar, grind off only the cross ribs and do not remove longitudinal ribs.
◇ Countermeasures for the adhesion force between the concrete and the steel bar
Make the gauge installation area (coating, etc.) as small as possible to allow adhesion between the concrete and bar during
embedment.
◇ Application of coatings to withstand embedment in concrete
Once embedded in concrete, strain gauges installed on reinforcing-bars are subjected to a harsh environment that
includes pressurized water and alkaline chemicals. Such strain gauges require coatings that are able to withstand long-term
exposure to such environments.
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1.1 前処理
Surface Preparation
リブの研削は異形鉄筋の引張強度を低下させますので、リブ部はワイヤブラシでの表面酸化膜（黒皮）除去にとどめてください。
Because the removal of longitudinal ribs lowers the torsional strength of a reinforcing-bars, remove only the black iron oxide deposits from the ribs with
a wire brush.
（1）研磨範囲のマーキング
Mark the Area To Be Abraded.
研磨範囲を25〜30mmにマジックインキなどでマーキングします。この範囲がコーティング範囲

Fig. 6.1
ふし

となります。

Cross ribs

mm

25〜30

Use an indelible marker pen to mark off a 25mm to 30mm area for abrading. This is the area
to be coated.

リブ Longitudinal ribs

（2）研磨
Grind the Marked Area Clean.
ディスクグラインダで ふし を削り落とし、リブ については黒皮をワイヤブラシで削り落とします。

Fig. 6.2

Use an angle grinder to remove any cross ribs, and clean any black iron oxide deposits
from the longitudinal ribs with a wire brush.

1.2 ゲージ接着
Strain Gauge Installation
（1）マスキングとゲージ接着
テープなどでゲージ接着部以外はマスキングし、CN接着剤でリード線付ゲージを接着します。
ひずみゲージの向きは完成時のリード線引き出し方向とは反対向きに接着します。

Fig. 6.3

Use tape to mask off the area around the gauge installation site and attach the integral
leadwire strain gauge with CN adhesive. Attach the strain gauge facing in the opposite
direction to that in which the lead wires will extend when installation is completed.

1.3 コーティング
Coating
（1）W-1による一次コーティング
Apply the First Coating of W-1.
ひずみゲージ全体を覆うようにW-1を塗布します。

Fig. 6.4

Apply the W-1 so that it covers the entire strain gauge.

（2）SBテープによる二次コーティング
Apply the Second Coating of SB Tape.
リード線の引き出し口から水分の侵入を防止するために、W-1を覆うようにSBテープを巻き付
けます。
To prevent water leakage where the lead wires emerge from the first coating, apply SB tape
to the area so that the W-1 coating is covered.
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Fig. 6.5

6

（3）
リード線の折り返し
Fold Back the Lead Wires.
リード線を折り返し、SBテープを下敷きにリード線を結束バンドで鉄筋に固定します。

Fig. 6.6

Fold back the lead wires and secure the lead wires to the bar with a restraining band or the
like, placing a piece of SB tape under the lead wires also.

（4）VMテープの巻き付け
Apply the VM Tape.
SBテープよりも2mm程幅広くVMテープを切断し、鉄筋に1周巻き付けます。

Fig. 6.7

Cut a piece of VM tape 2mm wider than the SB tape and wrap the tape once around the bar.

（5）
自己融着性テープ（ハイボンテープ）の巻き付け
Apply the Self-Bonding Tape (HIGHBON tape).
VMテープを締め付けるように、しっかりと自己融着テープを巻き付けます。

Fig. 6.8

Firmly wrap self-bonding tape around the area to bind the VM tape.

（6）包帯・P-2による三次コーティング
Apply a Third Coating of Bandage and P-2.
配筋時およびコンクリート打設時のひずみゲージを保護するために包帯にP-2接着剤を含浸さ

Fig. 6.9

せる三次コーティングを行い、コーティングを終了します。
To protect the strain gauge during the arrangement of the reinforcing-bars and when the
concrete is poured, apply a third coating of bandage impregnated with P-2 adhesive.
This completes the coating application.

●コンクリートの養生方法とコーティング
Concrete Aging and Protective Coating
蒸気養生、オートクレーブ養生の異形鉄筋へのゲージ取付方法は当社にお問い合わせください。
ここでは従来方式のコーティング方法を紹介しましたが、施工の簡単な鉄筋・丸棒用の専用コーティングテープ（CTテープ）
を用意しておりますのでご利用ください。
For information installing strain gauges for reinforcing-bar steam curing or autoclave curing, contact your TML
representative.
This description describes the application of conventional coatings. However, an easy-to-use special-purpose coating tape
(CT tape) is also available for use with steel bars and rods.
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2. コンクリート・モルタルのひずみ測定
Strain Measurement in Concrete and Mortar

モルタル・コンクリートへのゲージ接着方法を試験目的別に三種類を紹介します。
This section describes three methods for installing strain gauges on concrete and mortar. The three methods are for three different set of test
conditions.

Table 6.2 試験条件と使用ゲージ
Test Condition and Applicable Strain Gauge
試験条件
Test Conditions

使用ゲージ
Strain Gauge Used

接着剤
Strain Gauge Adhesive

室内で、すぐに試験する。
Immediate testing indoor

PFまたはPシリーズ
PF or P series

CN、CN-E、P-2
CN、CN-E、P-2

屋外で、少し時間をおいて試験する。
Somewhat prolonged testing outdoors

PFまたはPシリーズ
PF or P series

RP-2
RP-2

屋外で、長期試験を行う。
Long-term testing outdoors

WFLMシリーズ
WFLM series

PS
PS

2.1 コンクリート・モルタルの前処理
Concrete or Mortar Surface Preparation
（1）前処理

Fig. 6.10

Preparing
試験体のゲージ接着面の、レイタンス・ペイント・ごみなどを除去して素地を出します。また、試
験体のゲージ接着面がぬれていますと、接着剤が硬化不良を起こしますので、表面処理剤Aな
どを使用して水分を取り除いてください。
Remove any laitance, paint or other soiling from gauge installation area on the test
specimen to provide a clean contact surface. Because the adhesive may not harden if
the gauge installation area on the test specimen is wet, use TML surface preparation
agent A to remove any moisture.

（2）研磨
Sanding
接着するひずみゲージより20〜30mm大きめの範囲を、サンドペーパなどにて一様に研磨しま

Fig. 6.11

す。試験体の材質により異なりますが、80〜120番のサンドペーパで仕上げてください。
Evenly sand an area 20mm to 30mm larger than the strain gauge to be installed with
abrasive paper. Depending on the test specimen material, grade 80 to 120 abrasive
paper should be used to finish the surface.

（3）脱脂
Cleaning
工業用ティッシュペーパや布などに、溶剤(アセトンなど)を少量しみ込ませ、研磨面を清浄して
ください。
Clean the abraded surface with industrial tissue or cloth dampened with a small amount
of a solvent such as acetone.
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2.2 プリコーティング（PS接着剤）
Precoating
プリコーティングの目的の第一は、モルタルやコンクリートの表面を平滑にして、ひずみゲージを接
着しやすくすること、第二は、モルタルやコンクリート面からでる湿気を遮蔽して、ひずみゲージ裏面
からの湿気の浸透を防ぐことです。プリコートには専用のPS接着剤が使われますが、このプリコート
の良否がコンクリート・モルタルひずみ測定の成否に一番重要となります。
The purpose of precoating is, firstly, to render the surface of the mortar or concrete flat and
provide surface to which the strain gauge will readily bond, and secondly, to act as a barrier
against any dampness that is exuded from the surface of the concrete or mortar, thereby
preventing absorption of moisture by the underside of the strain gauge. A special-purpose PS
adhesive is used as the precoat, and the successful application of this precoat is the most
important factor in the successful measurement of strain in concrete and mortar.
（1）ゲージバインダのトリミング

Fig. 6.13

Cutting Gauge Binder
ひずみゲージに付属のゲージバインダを、折りたたみ部分から5mm程度カットします。

T

CU

Cut the gauge binder supplied with the strain gauge about 5mm in from the fold.

5m

m

（2）マスキング
Masking
カットしたゲージバインダより10mm程度大きめの範囲を、ガムテープなどを用いてマスキング

Fig. 6.14

します。
Use gum tape to mask an area roughly 10mm larger on each side than the cut piece of
gauge binder.

（3）PS接着剤の塗布

Fig. 6.15

Applying PS Adhesive
PS接着剤を取扱説明書の手順で調合します。若材例のコンクリートやモルタルの場合は、B液
濃度が4％程度必要です。PS接着剤をすり込むように塗布します。
Following the procedure given in the instructions, mix the PS adhesive. If the mortar or
concrete is early aged, the required proportion of hardening drug B is 4%. Brush the
adhesive fully into the mortar or concrete.

（4）PS接着剤の厚み調節

Fig. 6.16

Adjusting Adhesive Layer
PS接着剤をゲージ接着面に重ね塗りして0.5〜1mm程度の厚みにします。
Apply another coat of the PS adhesive to the strain gauge installation surface so that a layer
0.5mm to 1mm thick is formed.
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（5）ゲージバインダを利用した表面仕上げ
Finishing Surface with the Gauge Binder
カットしたゲージバインダを、接着剤の上へ、端の方から気泡が混入しないようにのせます。余

Fig. 6.17

分なPS接着剤を、ゲージバインダを上から軽く押して、気泡と共に押し出します。
Lay the cut piece of binder onto the adhesive, pressing it into place gradually from one end
so that no air bubbles are trapped under the binder. Press down lightly on the piece of gauge
binder to expel any excess adhesive and air bubbles.

（6）ゲージバインダの除去

Fig. 6.18

Removal of Gauge Binder
PS接着剤が硬化しましたら、ゲージバインダをはがして、ひずみゲージを施工します。
Once the adhesive has hardened, peel off the piece of gauge binder and install the strain
gauge.

●ゲージバインダの除去
Removal of Gauge Binder
プリコーティングに使用したゲージバインダはゲージ接着前に必ずはがしてください。
Always remove the piece of gauge binder used for precoating before you begin strain gauge installation.
●レイタンスとは
Laitance
レイタンスはモルタルやコンクリート凝固時の水の浸出に伴い、モルタルやコンクリートの表面に浮かび出して沈殿した物質で
す。
Laitance is a substance that floats up and is precipitated out onto the surface of concrete or mortar when water is
expelled as the concrete or mortar hardens.
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2.3 CN-E接着剤によるPFまたはPシリーズの接着
Using CN-E Adhesive to Install PF or P Series Strain Gauges
一般の鋼材にひずみゲージを接着する場合とほとんど同じですので、CN接着剤によるゲージ接着
の項も参照してください。

Fig. 6.19

This procedure is almost exactly the same as that for strain gauge installation on ordinary steel.
Refer to the description of strain gauge installation using CN adhesive (P.33).

2.3.1 実験室でのモルタル試験体の載荷試験の場合
For a Laboratory Load Test on a Mortar Test Specimen
Table 6.3 CN-E接着剤による施工例
試験体
打設後2ヵ月後のモルタル試験体（ 100×200mm）
ひずみゲージ
PFL-30-11-3LT
接着剤
CN-E
リード線
10 心 / 0.12mm 3線ビニール被覆線 3m付き

Table 6.3 Example of Installation Using CN-E Adhesive
Test specimen
Strain gauge
Strain gauge adhesive
Lead wires

Mortar aged 2 months ( 100×200mm)
PFL-30-11-3LT
CN-E
10-core / 0.12mm, vinyl-covered
three-wire system, 3m

（1）ゲージ接着
PS接着剤によるプリコート面に、CN-E接着剤でゲージ接着を行い
ます。

(1) Bonding Strain Gauge

（2）リード線の固定
リード線をビニールテープなどで固定します。

(2) Securing Lead Wire

（3）最終チェック
ゲージ抵抗や絶縁抵抗などのチェックを行って終了です。

(3) Final Check

Use CN-E adhesive to attach the strain gauge to a surface
precoated with PS adhesive.

Secure the lead wires with vinyl tape.

Finally, perform checks such as gauge resistance and insulation
resistance checks.

●急いで載荷試験を行いたい場合（ただし屋外や長期試験は不可）
To Quickly Perform a Load Test (Not Possible Outdoors or Over Long Periods)
条件付きですが、充分養生したコンクリート・モルタルで表面の状態が良ければ、CN-E接着剤で直接ひずみゲージを貼って、室
内など環境のよい場所で載荷試験を行えます。
Given good conditions, and if the surface of the fully cured concrete or mortar is suitable, a load test can be performed by
using CN-E adhesive to attach the strain gauge directly to the concrete or mortar. This needs to be indoors and in a suitable
environment.
●瞬間接着剤CNへの湿気やアルカリ分の影響
Effects of Dampness and Alkalinity on the CN Adhesive
プリコート周囲のコンクリートやモルタルからでる湿気やアルカリ分の影響で、CNやCN−E接着剤の硬化速度が速くなります。こ
の場合、粘度の高いCN−E接着剤をひずみゲージに多めに塗布すると、硬化時間に余裕ができて取り扱いが容易になります。
Dampness and alkalinity leaking from concrete or mortar surrounding the precoated area increases the hardening speed of
CN and CN-E adhesive. In this event, applying a generous amount of the highly viscous CN-E adhesive will extend the
hardening time of the adhesive and make it easier to work with.
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2.4 RP-2接着剤によるPFまたはPシリーズの接着
Using RP-2 Adhesive to Install PF or P Series Strain Gauges
RP-2接着剤の取扱説明書に、一般的な使用手順と取扱注意事項が記載されていますので、ご使用前に必ず読んでください。
The RP-2 adhesive instructions give the general procedure for using the adhesive along with notes on handling the adhesive. Read the
instructions before using the adhesive.

2.4.1 屋外放置の試験で測定期間が2週間程度の場合
Outdoor Test with a Measurement Period of 2 Weeks
Table 6.4 RP-2接着剤による施工例
ひずみゲージ
接着剤
ゲージ端子
リード線
コーティング剤

PL-60-11
RP-2
TFY-2M
5mm、3心シールドビニールケーブル
W-1＋SBテープ＋VMテープ

Table 6.4 Example of Installation Using RP-2 Adhesive
Strain gauge
PL-60-11
Strain gauge adhesive
RP-2
Connecting terminal
TFY-2M
Lead wires
5mm,3-core shielded vinyl cable
Coating material
W-1＋SB tape＋VM tape

（1）調合
Mixing
RP-2接着剤の取扱説明書に従って、接着剤を調合してください。
Mix the RP-2 adhesive as described in the adhesive instructions.
（2）塗布と加圧

Fig. 6.20

Spreading and Pressure
RP-2接着剤を、ゲージ裏面とプリコート面のゲージ接着部へ塗布します。接着剤が硬化するま
で、0.05〜0.3MPa（約0.5〜3kgf/cm2）で加圧接着します
Apply a thin layer of the adhesive uniformly over the back of the strain gauge and the strain
gauge installation area on the precoated surface. Apply a pressure of 0.05〜 0.3MPa
equivalent to 0.5 to 3 kgf/cm2 until the adhesive hardens.

（3）ゲージ端子の接着

Fig. 6.21

Bonding Connecting Terminals
接着剤が硬化したら、ゲージ端子をCN-E接着剤で取り付けます。
Once the adhesive hardens, install the connecting terminal using CN-E adhesive.
Perform an intermediate check.

（4）W-1コーティング
Coating with W-1
W-1でひずみゲージとゲージ端子をコーティングします。
コーティング範囲は、ひずみゲージやゲージ端子から約5mmまでとし、プリコート層からはみ出
さないようにします。
Coat the strain gauge and the connecting terminal with W-1. The coating should extend out
roughly 5mm from the strain gauge and connecting terminal, but should not extend
beyond the precoating.
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（5）SBテープによるリード線下部のコーティング
Undercoating with SB Tape
SBテープを約5mmカットして、ゲージ端子のリード線引き出し側へ加圧接着します。

Fig. 6.23

Cut a 5mm piece of SB tape and press it down onto side of the connecting terminal from
which the lead wires extend.

（6）リード線の接続

Fig. 6.24

Soldering of Lead Wires
リード線をゲージ端子へはんだ付けします。ゲージ端子はW-1でコーティングされていますが、は
んだこての熱で容易に溶けます。
Solder the lead wires to the connecting terminal. The connecting terminal is coated in W-1,
but this can easily be melted using the heat of the soldering iron.

（7）W-1による再コーティング

Fig. 6.25

Reapplying W-1 coating
リード線やゲージ端子などの金属部が、コーティングから露出している場合はW-1を再塗布しま
す。
If any metal portions of the lead wires or connecting terminal are not covered by the
coating, reapply a coating of W-1.

（8）SBテープによる再コーティング

Fig. 6.26

Reapplying SB Tape
SBテープをひずみゲージとはんだを覆う長さにカットして、上から加圧接着します。SBテープの
離型紙などを利用して、リード線の部分などを丹念に加圧します。
Cut a piece of SB tape long enough to cover the strain gauge and solder and press it down
into place. Use the SB tape separating paper to carefully apply pressure to the areas
around the lead wires.

（9）VMテープによるコーティング

Fig. 6.27

Final Coating with VM Tape
VMテープをSBテープのコーティング層よりも少し大きめにカットし、上から加圧接着します。最
終チェックを行い終了です。
Cut a piece of VM tape slightly larger than the layer of SB tape coating and press it down into
place. Then, perform the final check.
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2.5 PS接着剤によるWFLMシリーズの接着
Using PS Adhesive to Install WFLM Series Strain Gauges
Table 6.5 WFLMシリーズによる長期計測の施工例
ひずみゲージ
接着剤

WFLM-60-11-2LT
PS

Table 6.5 Example of Installation for Long-Term Measurement
Using a WFLM Series
Strain gauge
WFLM-60-11-2LT
Strain gauge adhesive
PS

（1）WFLMゲージの仮止め

Fig. 6.28

Temporarily Positioning
WFLMゲージをプリコート面のゲージ接着位置へセットします。セロハンテープなどでWFLMの
リード部を仮止めします。
Secure the lead wire of the gauge loosely with cellphane tape.

（2）PS接着剤の塗布

Fig. 6.29

Applying PS Adhesive
仮止めしたWFLMを裏返し、調合したPS接着剤を、ゲージベース裏面とプリコート面に多めに
塗布します。
Turn the loosely secured WFLM strain gauge over and apply a generous amount of
mixed PS adhesive to the underside of the gauge base and the precoating surface.

（3）WFLMゲージの位置決め

Fig. 6.30

Final Positioning
WFLMを元の接着位置に戻します。
Return the WFLM strain gauge to its previous installation position.

（4）加圧

Fig. 6.31

Applying Pressure
WFLMを中央から端の方へ軽く押して、余分のPS接着剤と気泡を押し出します。押し過ぎると
PS接着剤が少なくなり過ぎて、WFLMの金属ベースが浮き上がってしまいますのでご注意くだ
さい。
Press lightly down on the WFLM strain gauge, working from the center out to the edges to
expel any excess PS adhesive and air bubbles. Take care not to press too hard as this will
make the layer of PS adhesive too thin and cause the metal base of the WFLM strain gauge
to float up.
（5）
PS接着剤の重ね塗りと最終チェック
Reapplying PS Adhesive and Final Check
WFLMの金属ベースをPS接着剤で上下から包み込むようにするとしっかりと接着できます。
PS接着剤が硬化後、最終チェックをおこなって終了です。
To bond firmly, the metal base of the WFLM strain gauge should be fully enveloped from
above and below by the PS adhesive.
Once the PS adhesive hardens, perform the final check. Installation is then complete.
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3. プラスチック材のひずみ測定
Strain Measurement in Plastics

3.1 プラスチック材のひずみ測定

3.1 Measuring Strain in Plastics

プラスチックは種類が多く、低弾性・低熱伝導率・線膨張係数が大きい

While there are many kinds of plastic, they all tend to have low

などの共通点があります。プラスチック材の測定にはプラスチック用の
GFシリーズのひずみゲージを用います。

elasticity, low thermal conductivity, and a large coefficient of linear

プラスチックなどの低弾性材料のひずみ測定では、試験体の厚みが薄

expansion. Use the GF series of strain gauges to measure strain in
plastics.

くなると、ひずみゲージの感度が見掛け上小さくなる現象が生じます。
この現象はひずみゲージの拘束効果と呼ばれ、試験体の弾性係数が小

In the measurement of strain in materials with low elasticity, such
as plastics, the sensitivity of a strain gauge is noticeably reduced

さいほど大きく、また試験体の厚みが薄いほど大きくなります。

when the test specimen is thin. This phenomenon is called the

※68頁の5章4.2試験体の弾性係数による影響を参照してください。
※巻末の別表へ物性表を記載してありますのでご参考にしてください。

strain gauge constraint effect, and increases as the elastic modulus
of the test specimen decreases. This effect also increases as the
thickness of the test specimen decreases.
※ See Section 4.2 "Effect of Test Specimen Elastic Modulus"
in Chapter [5].
※ Refer to the table of physical properties at the end of this

3.1.1 アクリル樹脂を使ったモデル実験の場合
Model Experiment Using Acrylic Resin
Table 6.6 アクリル材のひずみ測定施工例
ひずみゲージ
接着剤
ゲージ端子
リード線
コーティング剤

GFLA-3-350-70
CN
TFY-2MS
7心 / 0.12mm、3線ビニール線
N-1

Table 6.6 Example of Strain Measurement Using Acrylic Materials
Strain gauge
Strain gauge adhesive
Connecting terminal
Lead wires
Coating material

（1）前処理

GFLA-3-350-70
CN
TFY-2MS
7-core / 0.12mm, three-wire vinyl
N-1

Fig. 6.33

Surface Preparation
接着するひずみゲージより少し大きめの範囲を、サンドペーパなどにて一様に研磨します。試験
体の材質により異なりますが、320〜1000番のサンドペーパで仕上げてください。
Use abrasive paper to abrade an area slightly larger than the strain gauge to be installed.
While the type of abrasive paper differs depending on the test specimen material, 320 to 1000
grade abrasive paper should be used.
（2）脱脂
Degreasing
溶剤脱脂はプラスチックの種類によってアルコール、リグロインなどを使い分けます。
For degreasing, either alcohol or ligroin should be used as the solvent depending on the type
of plastic.
（3）ゲージ接着
Bonding Strain Gauge
これ以降は33頁の4章3.2 CN接着剤によるゲージ接着の項に従ってゲージ接着を行います。
From this point, proceed with strain gauge installation as described in Chapter [4] (P.33)
Section 3.2, "Installing Strain Gauges with CN Adhesive".
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●難接着材料について（プライマ処理）
Materials That Are Difficult to Bond (Using Primers)
一般にふっ素樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックは接着できません。
しかし、これらの難接着材料も特別の表面処理をすることで接着することができます。ただし、接着剤はCN接着剤を使用します
ので、測定条件はCN接着剤の使用可能範囲となります。300番程度のサンドペーパで研磨した後、下記の薬品で処理しますと、
CN接着剤でゲージ接着ができるようになります。
Ordinarily, it is impossible to bond plastics such as fluoroplastics, polyethylene and polypropylene.
However, these problematic materials can be bonded if the surface is specially prepared. Note however, that the
adhesive used is CN, so the measurement conditions must be such that CN adhesive can be used.
After abrading the area with 300 grade abrasive paper, treating the contact surface with the chemicals listed in Table 6.7
will allow a strain gauge to be attached using CN adhesive.
Table 6.7 難接着材料のプライマ処理
Primer Treatment for Problematic Materials
材料名
Material

プライマ
Primer

ふっ素樹脂
Fluoroplastics

テトラエッチ処理（㈱潤工社）
Tetra-Etch (JUNKOSHA CO., LTD.)

ポリエチレン
Polyethylene

アロンポリプライマH（東亞合成化学工業㈱）
Aron Poly Primer H (PP Primer)(TOAGOSEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.)

ポリプロピレン
Polypropylene

アロンポリプライマH（東亞合成化学工業㈱）
Aron Poly Primer H (PP Primer)(TOAGOSEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.)

※ ゲージ接着ができない場合は、試験体の材料名、使用したゲージタイプ名、接着剤、使用環境などなるべく詳細な状況を添
えて、当社へ直接お問い合わせください。
※ If you are unable to install a strain gauge, carefully note the name of the test specimen material, the strain gauge
type used, the adhesive, and the details of the operating environment and contact TML.
●プラスチック用ゲージの特徴
Features of Strain Gauges for Plastic
ループ付きの折り返しタブを採用し、低弾性材料でも感度が落ちにくくなっています。
受感素子を分散して配置しているので、ジュール熱による蓄熱が起きにくくなっています。
自己温度補償は50、70×10 −6/℃用など、大きな線膨張係数にも対応しています。
These strain gauges use fold-back tabs with large cut-outs to minimize the loss of sensitivity even on materials with low
elasticity. The distribution of the sensitive elements around the strain gauge limits the accumulation of heat caused by Joule’s
heat generation. Self-temperature compensated strain gauges are also available for use with materials with a large
coefficient of linear expansion (50, 70×10 −6/°C, etc.).
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3.2 複合材料へのゲージ接着

3.2 Installing Strain Gauges on Composite Materials

複合材料の測定には複合材料用のBFシリーズのひずみゲージを用いま

To measure strain in composite materials, use the BF series strain

す。ゲージ接着は鋼材へのひずみゲージ接着と同様な手順で行います。

gauges especially designed for composite materials. The procedure
for strain gauge installation is the same as for installation on steel.

3.2.1 CFRP材の150℃までの材料試験
Materials Testing on CFRP up to 150°C
Table 6.8 CFRP材のひずみ測定施工例
ひずみゲージ
接着剤
ゲージ端子
リード線

BFLA-5-5
NP-50
TPF-2MS
0.18mm2、6F ふっ素樹脂被覆線
（FEP 被覆線）

Table 6.8 Example of Strain Measurement in CFRP
Strain gauge
Strain gauge adhesive
Connecting terminals
Lead wires

（1）前処理

BFLA-5-5
NP-50
TPF-2MS
0.18mm2, Fluoroethylene
propylene-covered wire (FEP-covered wire)
Fig. 6.34

Surface Preparation
表面処理を鋼材へのゲージ接着と同様な手順で行ってください。
ここで、注意するのはサンドペーパに320〜1000番の細かいものを選択して、複合材料に充填
された繊維を傷つけないことです。凹凸がひどいときは、必要に応じてPS接着剤やEB-2接着
剤などでプリコートします。
Use the same surface preparation method as that used for installing a strain gauge on steel.
In this case, take care to use a fine grade of abrasive paper (320 to 1000) so as not to
damage the fibers used in the composite material. If the surface is extremely uneven, apply
a precoating as required using PS or EB-2 adhesive.
（2）脱脂
Degreasing
溶剤脱脂はプラスチックの種類によってアルコール、リグロインなどを使い分けます。
For degreasing, either alcohol or ligroin should be used as the solvent depending on the type
of plastic.
（3）ゲージ接着
Bonding Strain Gauge
これ以降は4章3.2CN接着剤によるゲージ接着の項に従ってゲージ接着を行います。
From this point, proceed with strain gauge installation as described in Chapter [4],
Section 3.2, "Installing Strain Gauges with CN Adhesive".
●複合材料とは
Composite Materials
GFRP、CFRPなどと呼ばれる複合材料は、プラスチックにガラス繊維やカーボン繊維を充填して補強したものです。そのため、
混入される繊維の材質、充填量、方向などによって特性が変化します。特に重要なのは繊維の方向で、繊維の軸方向と直角方
向とでは特性が全く異なります。
弾性係数や線膨張係数もプラスチックの特性そのものから、金属類の特性に近いものまであります。
The composite materials referred to as GFRP and CFRP are plastics that are filled with reinforcing glass fibers or carbon fibers.
The characteristics of the materials differ depending on the properties of the fibers mixed into the plastic, the amount of fibers
used, and the orientation of the fibers. The fiber orientation is particularly important as the material characteristics along the
axis of the fibers are completely different from those perpendicular to the axis.
The elastic moduli and coefficients of linear expansion for composite materials range from those characteristic of plastics
through to those very similar to metal.
●複合材料用ゲージの特徴
Features of Strain Gauges for Composite Materials
自己温度補償は3、5、8×10 −6/℃用など、小さな線膨張係数にも対応しています。 耐熱温度も200℃まで対応しています。
Self-temperature compensated strain gauges are available for use with materials with a small coefficient of linear
expansion (3, 5, 8×10 −6/°C, etc.). Strain gauges able to withstand heat up to 200°C are also available.
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4. 磁界中のひずみ測定
Strain Measurement in Magnetic Fields

磁界には、一定の磁力が常に発生している直流磁界と、磁界が移動も

Magnetic fields can be either direct-current magnetic fields, in

しくは変化している変動または交流磁界とがあります。
ひずみゲージと磁界の関係が変化しない
（直流磁界中でひずみゲージは

which a constant magnetic force is always generated, or fluctuating
or alternating current magnetic fields in which the magnetic fields

移動しない）場合には、誘導電圧が出ませんから誘導の対策は基本的に
は必要ありません。

fluctuates or changes.
If the magnetic field does not change relative to the strain gauge (in

交流磁界や、直流磁界でも磁界とひずみゲージの関係が移動している

a direct-current magnetic field where the strain gauge does not

場合には、誘導電圧が発生しますので対策を講じる必要があります。
誘導電圧の影響を少なくするためには、次のような要領でひずみゲージ

move), voltage is not induced so there is basically no need for
countermeasures for induction.

を施工してください。

In an alternating current magnetic field, or in a direct-current
magnetic field where the strain gauge moves, countermeasures
must be devised because induced voltage is generated.
To minimize the effects of induced voltage, observe the points
given below when installing the strain gauge.

Table 6.9 磁界中のひずみ測定例
ひずみゲージ
接着剤
ゲージ端子
リード線
コーティング剤

MFLA-2-350-1LS
CN、EB-2
なし
7心/ 0.12mm、より線、シールド線
W-1、SBテープ

Table 6.9 Example of Strain Measurement in a Magnetic Field
Strain gauge
Strain gauge adhesive
Connecting Terminal
Lead wires
7-core /
Coating material

MFLA-2-350-1LS
CN, EB-2
None
0.12mm, twisted wire, shielded
W-1, SB tape

●磁界中でのノイズ軽減対策
Countermeasure against Noise Interference in Magnetic Field
無誘導ゲージでない場合は、ゲージ幅の狭いひずみゲージをご使用ください。ゲージ幅が狭いことでゲージリードの受ける誘導
電圧が少なく、ゲージ幅の広いひずみゲージに比べて有利です。一般のひずみ測定で使われる平行リード線は、誘導の影響を
受けますので、必ずより線をご使用ください。より線は2本をより合わせることで、発生する誘導電圧がキャンセルされます。さら
に、シールドの付いたリード線を使用しますと、ノイズを軽減することができます。
If you are not using magnetic field strain gauge, use a strain gauge with a narrow gauge width. A narrow gauge width
reduces the induced voltage on the gauge leads and is preferable to a wide strain gauge.
The parallel lead wires used in normal strain measurement are affected by induction. Always use twisted wires. The
intertwining of twisted wires cancels out the induced voltage that is generated. Using shielded lead wires also prevents
interference from noise.
●結線
リード線を延長する場合、接続は可能な限り磁界から遠ざけた場所で行うようにし
てください。また、ブリッジボックスなどを使用する場合も同様に磁界から遠ざけて
ください。もし磁界中で結線する場合は、結線部の長さAが短く、リード線間の距
離Bを小さく接続してください。

B

Connections
A

Fig. 6.35 リード線の接続
Lead wire connection

If you extend the lead wires, locate the connection as far as possible from the magnetic field. Bridge boxes should also be
placed as far as possible from the magnetic field. If you do connect the wires inside the magnetic field, keep the length of
the connecting wire (A) short and the distance between the leads (B) small.
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5. 高・低温環境下におけるひずみ測定
Strain Measurement in High- and Low-Temperature Environments

エンジン、タービン、原子炉、化学プラントなどが作動中に加熱あるいは

In situations where heating or cooling occurs, as in engines,

冷却を受ける場合など､その構造部材に発生する機械的応力と熱応力
の計測が行われます。

turbines, nuclear reactors, chemical plants, etc., the mechanical
and thermal stresses in the structural materials are measured.

Fシリーズの使用温度範囲（−20〜＋80℃）以外を、高・低温でのひず
み測定とし、ゲージ施工と測定時の要点を紹介します。

This section describes the key points of strain gauge installation and
measurement at low and high temperatures that are outside the
operating temperature range of the F series strain gauges of −20°C
to 80°C.

5.1 高・低温ひずみ測定の問題点

5.1 Problems with Strain Measurement
at High and Low Temperatures

高温･低温の雰囲気中でのひずみ測定では、常温域ではほとんど問題に

Strain measurement in high- or low-temperature environments

ならなかった熱出力が無視できなくなり､この熱出力の消去もしくは補正
の技術が最大のポイントになります。

differs from measurement at normal temperatures in that the
normally insignificant problem of thermal output can no longer be

以下に温度変動下でのひずみ測定の要点を述べます。

ignored, and the key factor is the technique used to eliminate or
compensate for this thermal output.
The important factors in strain measurement in fluctuating
temperatures are discussed below.

（1）熱出力（温度による見掛けひずみ）
温度変動下でのひずみ測定の成否はひずみゲージの熱出力を如何
に把握し、補正するかで決まります。

(1) Thermal Output (apparent strain caused by temperature)
The success of strain measurement at fluctuating temperatures

接着型ひずみゲージでは、同一タイプ、同一ロットからのサンプリン

output is ascertained and then corrected.
The averaged characteristics for groups of bondable strain gauges

グ試験を行い、その平均的な特性をデータシートに記載しています。
従って、実際に試験体に接着されるひずみゲージについては、個々
の特性を推定することになりますので、特性のばらつきが問題になり
ます。
ひずみゲージの諸特性の中でゲージ率、ゲージ率の温度係数など
もゲージ間のばらつきがありますが、熱出力のばらつきが、温度変動
下でのひずみ測定では大きな誤差要因になります。

is determined by the way in which the strain gauge thermal

are listed on the attached data sheet, based on tests of sampled
strain gauges taken from the same type (the same lot).
When the data sheet data is used to estimate the particular gauge
characteristics for a strain gauge that is actually installed on a test
specimen, the problem of the distribution of characteristics arises.

ひずみゲージの熱出力は試験体の線膨張係数に依存するので、

Of the strain gauge characteristics listed, the gauge factor and
gauge factor temperature coefficient have a distribution, but the

● ひずみゲージ付属のデータシートに記載された試験片と試験体

distribution of thermal output from these characteristics can

の材質が異なる場合、
● 急激な温度変化が予想される場合、

などでは事前に 熱出力予備試験 を行い、補正のための正確な熱
出力のデータ取得が必要です。
但し、高温・低温の環境下でも、動的な変動応力などの測定では熱
出力の影響は少なく、一般的には考慮する必要はありません。

result in significant errors in strain measurement performed at
fluctuating temperatures.
The thermal output of a strain gauge is dependent on the
coefficient of linear expansion of the test specimen.
Consequently, in the following situations, a preliminary thermal
output test must be performed and accurate thermal output data
obtained that can be used to correct the measured values:
● When the actual test specimen material differs from the test

specimen listed on the data sheet supplied with the strain gauge.
● When rapid temperature changes are expected.

However, even in low- and high-temperature environments, the
effects of thermal output on the measurement of dynamic
fluctuating stress are slight and do not normally need to be
taken into consideration.
（2）ゲージ率の温度係数（温度によるゲージ率変化）
温度によるゲージ率変化については、ひずみゲージ個々のバラツキ
は少なく、付属のデータシートを基に測定値を補正することになります。

(2) Gauge Factor Temperature Coefficient
(Gauge Factor Change with Temperature)
The distribution of the gauge factor change with temperature for
individual strain gauges is only slight, and measured values can
be corrected using the information on the supplied data sheet.
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（3）加熱サイクルによる特性の変動（再現性）
加熱第1サイクルでは第2サイクル以降と著しく異なった熱出力を示
し、数回の繰り返しで一定の値に落ち着いて行きます。
但し､ゲージ受感部の材質によっては高温に長時間さらされると受感
部の表面酸化によって、指示値がプラス方向に移動する場合があり
ます。

(3) Characteristic Fluctuations Caused by Heating
Cycles (Repeatability)
The first heating cycle shows markedly different thermal output
from the second and subsequent heating cycles, and thermal
output gradually settles to a constant level with repeated heating.
However, depending on the material used in the strain gauge
sensitive element, exposure to high temperatures for long
periods can cause surface oxidation, which tends to shift
indicated values in the positive direction.

（4）高温環境下でのひずみゲージの温度限界
高温用ひずみゲージの使用温度限界は試験条件と試験精度に関連
して、許容されるドリフト量から決められます。
この高温下でのドリフト量から、当社では静的・動的における温度限
界をそれぞれ表示してあります。
一般にはゲージ受感部材料の耐熱特性に依存しますが、接着型では
ゲージベース材料の特性から制限されます。

(4) Strain Gauge Temperature Limit in High-Temperature
Environments
The operating temperature limit for a high-temperature strain
gauge is related to the testing conditions and accuracy, and is
determined by the permitted amount of drift. TML uses this drift
amount to show the dynamic and static temperature limits for
high-temperature environments.
These limits generally depend on the heat resistance
characteristics of the sensitive element in the strain gauge, but
limits for adhesive-bonded strain gauges are also imposed by
the gauge base material and the adhesive.

（5）温度の測定
熱出力などの補正には、それに対応する温度データが必要です。

(5) Temperature Measurement
Compensation for variables such as thermal output requires
corresponding temperature data.

5.2 高・低温環境下での測定区分と難易度

5.2 Ease of Different Measurements in Low- and HighTemperature Environments

高・低温の環境下でのひずみ測定の難易度は簡単に判断はできません
が、現行のひすみゲージの技術レベルからは以下の順で難しくなります。

The ease of strain measurement in low- and high-temperature

（1）高温・低温の定常状態で、短時間の変動応力の測定
ひずみゲージの熱出力は影響せずに、ゲージ率の温度係数のみ考
慮すれば良く、高精度のひずみ測定が可能です。

environments cannot be determined simply, but, generally, the
sequence described below is probably appropriate.

(1) Measurement of fluctuating stress over a short period
under steady low- or high-temperature conditions
Here, thermal output does not affect measurement, and only the
thermal coefficient of the gauge factor need be considered.
Consequently, very accurate strain measurement is possible.

（2）各測定段階で温度変化はあるものの、一つの段階では温度が安定

(2) Measurement of fluctuating stress and thermal stress when the

している場合の熱応力や変動応力の測定
温度分布が定常状態になってから測定されますので、温度測定は精
度良くできます。

temperature is stable at a given stage of temperature change
Because the temperature is measured while the temperature

しかしながら、温度傾斜から生ずる、ひずみゲージと測温点の温度

distribution is stable, the temperature can be measured
accurately.

差には注意が必要です。

However, care must be taken with temperature differences
between the strain gauge and the point at which the
temperature is measured caused by the temperature gradient.

（3）温度変化中の過渡的に生ずる熱応力の測定
試験体の熱容量や形状による温度分布のばらつき、ひずみゲージと
温度測定センサー
（熱電対・測温抵抗体）の両者間における応答の

(3) Measurement of excessive thermal stress during

差などの問題が生じ、現行のひずみゲージ取扱技術では難しい測定

temperature changes
Depending on the thermal capacity and shape of the test
specimen, time-based discrepancies can arise in the

です。

temperature distribution, resulting in differences in the
responses from the strain gauge and temperature measurement
sensor (thermocouple or resistance thermometer). These
measurements are very tough problem for the current
techniques for using strain gauges.
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5.3 高・低温環境下でのひずみ測定の手順
Procedure for Strain Measurement in High- and Low-Temperature Environments
温度変化を伴う試験体でのひずみ測定手順を紹介します。
The procedure for measuring the strain that accompanies temperature changes in a test specimen is shown below.

● 温度分布・昇温／降温速度の事前調査

ひずみ測定点の最高到達温度の測定

● Preliminary survey of temperature

distribution and speed of temperature
increase and decrease

Measure the maximum temperature reached
at the strain measurement point.
● 熱出力対策

ひずみゲージと取付法の選択

● Countermeasures for thermal output

Select the strain gauge installation method

● 実際の試験条件を模擬

熱出力予備試験の実施

● Trial of the actual testing conditions

Perform a preliminary test of the thermal output.

● 熱出力などから測定精度の推定

測定精度の検討

● Estimation of the measurement

accuracy based on the thermal output

Study the measurement accuracy.

● 温度特性の安定化処理対策

試験体へのひずみゲージ・熱電対の取り付け

● Stabilization treatment of thermal

characteristics

Install the strain gauge and thermocouple
on the test specimen.
● 実機でのひずみ測定

ひずみ測定（加熱・冷却）

● Actual strain measurement

Measure the strain (for heating and cooling)

● 各種のデータ補正

熱出力・ゲージ率の温度係数などの補正
Compensate for the thermal output and
gauge factor thermal coefficient.

● ひずみの算出、測定精度などから妥当性

の検討

熱応力の決定

● Data correction

● Calculation of the thermal strain and

Determine the thermal stress.

investigation of the appropriateness of
the results based on the measurement
accuracy

●熱出力の予備試験
Preliminary Testing of Thermal Output
測定対象物に取り付けるひずみゲージと同一のロットからサンプリングを行い、測定対象物と同一の材料に予備試験用として、
ひずみゲージを取り付けます。取付法、キュアリング、加熱・冷却などの全ての条件を模擬して、試験炉にて予想される温度変化
を与えて 熱出力 を測定します。
◇熱出力の予備試験は当社でもお受けできますので、当社営業部員にご相談ください。
Take a sample from the same lot as the strain gauge to be installed on material to be measured and install the sample strain
gauge on a test specimen made from the same material as that being measured.
Simulate all the conditions, including the installation method, curing, heating and cooling, heat the test specimen in a furnace
and measure the thermal output value.
◇ Preliminary testing of thermal output by TML is also available. Contact your TML representatives for information.

86

6
5.4 高・低温のひずみ測定の実際
Actual Strain Measurement at High and Low Temperatures
予想される試験温度に応じて、ひずみゲージやその他の材料を選択してください。
Select the appropriate strain gauge and other materials for the anticipated test temperatures.

5.4.1 材料準備
Materials Preparation
Table 6.10 材料選択表
Table 6.10 Material Combination Chart
試験温度
Test Temperature

高温雰囲気：300℃まで
High-Temperature
Atmosphere (to 300˚C)

高温雰囲気：800℃
High-Temperature
Atmosphere (to 800˚C)

極低温雰囲気：−269℃
Very Low-Temperature
Atmosphere (to −269˚C)

ひずみゲージ
Strain Gauge

ZFシリーズ
ZF series

AWHU
AWHU

CFシリーズ
CF series

接着剤
Strain Gauge Adhesive

NP-50
NP-50

抵抗溶接
Resistance welding

EA-2A、C-1
EA-2A、C-1

ゲージ端子
Connecting Terminal

使用せず
Not used

───
───

TPF
TPF

リード線
Lead Wires

4Fふっ素樹脂被覆線
PTFE-covered

MIケーブル
MI cable

6Fふっ素樹脂被覆線
FEP-covered

コーティング剤
Coating

TSE3976-B
TSE3976-B

───
───

K-1
K-1

5.4.2 施工上の注意
Notes on Installation
（1）結線・Wire Connection
200℃を超えるひずみ測定では接着型のゲージ端子が使用できません。直付けと称して、ゲー
ジリードとリード線を高温用はんだで接続します｡この場合は、リード線をステンレスの薄板で押
さえ、試験体に抵抗溶接して固定する方式が最良です。
低温でのひずみ測定は同様の施工方法の他に、ゲージ端子による中継も使われております。
At temperatures above 200°C, the ordinary adhesive-bonded connecting terminals
cannot be used. Connect the gauge leads and lead wires directly using high-temperature
solder.
In this case, the best method is to use thin stainless steel plates resistance welded to the
test specimen to secure the lead wires.
The same installation method can also be used in low temperature environments, and
connecting terminals can also be used as a relay.
（2）コーティング・Coating
常温おいては柔軟性のある材料でも極低温では堅く、脆くなりますので、コーティング剤の厚み
に注意して施工してください。
K-1は低温時の剛性、剥離強さなどが優れたコーティング剤ですが、必要以上に厚く塗布しま
すと、ひずみゲージ接着部の試験体を拘束し、正確な測定ができません。特に試験体が薄板
の場合には拘束の影響が顕著となりますのでご注意ください。
Materials that are flexible at normal temperatures become rigid and brittle at very low
temperatures, and care should be taken with the thickness of such coatings.
K-1 is a coating with excellent hardness and peel strength at low temperatures. However,
if the coating applied is thicker than necessary, it tends to constrain the section of the
test specimen on which the strain gauge is installed so that accurate measurements
cannot be taken. Note that this constraint effect is particularly pronounced when the test
specimen is a thin plate.
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（3）
キュアリング・Curing
温度サイクルの繰り返しによる特性変動を除くため、ひずみゲージと接着剤の安定化処理が必
要です。
常温硬化型の接着剤では試験温度よりわずかに高い温度を経験させると、ひずみゲージおよ
び接着剤が安定し熱出力の再現性が向上します。
機械構造物などの場合には、ひずみゲージの接着後、測定前に試運転を繰り返し、ひずみゲ
ージに温度その他の負荷を与える慣らし運転を行ってください。
To eliminate characteristic fluctuations resulting from repeated temperature cycles, the
strain gauge and adhesive must be stabilized.
Exposing an adhesive that hardens at room temperature to a temperature slightly higher
than the test temperature stabilizes the strain gauge and adhesive, thereby improving the
reproducibility of the thermal output.
For mechanical structures, perform repeated break-in trial runs prior to strain
measurement to subject the strain gauge to temperature and other loads.

5.4.3 測定値の補正と誤差要因
Measurement Correction and Causes of Errors
62頁の5章ひずみゲージのデータ補正を参照してください。
See Chapter [5], "Strain Gauge Data Correction" (P.62).
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6. 大ひずみの測定
Measurement of Large-Elongation Strain

大ひずみの測定には YEF・YF シリーズの塑性域ゲージ（大ひずみゲ
ージ）
を使用しますが、測定対象が2〜3％までのひずみ領域につきまし
ては、一般ゲージFシリーズのひずみゲージの使用を推奨します。
ここでは材料の破断までの引張試験を例に大ひずみ測定の要点を紹介
します。
※ひずみゲージの接着方法については、
『31頁の4章3．
ゲージ接着』
を

The YEF and YF series Post-Yield strain gauges (large elongation
strain gauges) are used to measure large elongation strain, but
where the area measured is no more than 2% to 3% of the strain
area, the use of F series ordinary strain gauges is recommended.
This section describes the key points of large elongation strain
measurement using an example involving tensile testing of a
material up to its breaking point.
※ For information on how to install the strain gauge, see

参照してください。

Chapter [ 4 ] , Section 3. "Attaching the Gauge" (P.31).
Table 6.11 大ひずみ測定の施工例
ひずみゲージ
接着剤
ゲージ端子
リード線
コーティング剤

YFLA-5
CN、CN-Y
TFY-ゴム板付箔端子
7心/ 0.12mm、3線ビニール線
W-1

Table 6.11 Example of Large Elongation Strain Measurement
Strain gauge
YFLA-5
Strain gauge adhesive
CN,CN-Y
Connecting Terminal
TFY rubber-laminated foil terminal
Lead wires
7-core / 0.12mm, three-wire vinyl
Coating material
W-1

●ゲージ接着の要点
Bonding for Large Strain Measurement
大ひずみ測定では特にゲージ接着の作業がポイントとなります。
◇ CN接着剤をたっぷりと付けて、ゲージベース全体をしっかりと押さえます。
◇ 温度・湿度が高く、CN接着剤の硬化が非常に速い場合には、試験体表面と、ゲージベースに一滴づつ滴下し、ひずみゲー
ジを加圧しますと、均一な接着ができます。
◇ ゲージ接着後、ゲージベース周辺に接着剤のはみ出しがない場合には、その場所が起点となってゲージベースの剥離が始ま
ります。
The strain gauge installation is particularly important for large elongation strain gauges.
◇ Use a generous amount of CN adhesive and press firmly on the entire gauge base.
◇ If the temperature and humidity are high, so that the CN adhesive hardens very quickly, uniform adhesion can be obtained by
placing one drop on the test specimen surface and one drop on the gauge base and then applying pressure to the strain gauge.
◇ If there are spots around the gauge base where there is no overflow of adhesive after the strain gauge is attached, the
strain gauge will tend to peel off, starting from those spots.
●結線の要点
Wiring Connection
◇ ゲージ端子は裏面にゴム板のついたTFY-、TY-などを用います。
◇ 大ひずみ測定では試験体の変形が大きくなりますので、ゲージリードにたるみをもたせて結線してください。
◇ リード線付ゲージの場合は、ゲージ接着時に試験体に貼り付いたゲージリードを慎重に起こし、ゆとりを持たせて、リード線を固
定してください。尚、ゲージリード部にポリシートを1枚置いてゲージ接着を行なうと、ゲージリードの接着が防げます。
◇ Use a TFY- or TY-series connecting terminal with a laminated rubber backing.
◇ Ensure that you allow plenty of slack in the gauge lead connections as there is a high degree of test specimen
deformation in large elongation strain measurement.
◇ When you are using an integral leadwire strain gauge, carefully lift up gauge leads that were stuck to the test
specimen during gauge installation and then secure the lead wires allowing ample slack. To avoid bonding too much of
the gauge leads, place a polyethylene sheet under the gauge leads when you install the strain gauge.
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●CN接着剤の経時変化
CN Adhesive Variation with Time
大ひずみ測定には一般にCN接着剤を使用しますが、ゲージ接着後の経過日数とともにひずみ限界が徐々に低下します。この経
時変化は、経過日数のほかに、直射日光（UV）
、温度、湿度などでも促進されます。
図は当社で行った、経時変化の影響についての調査結果の一例です。この結果は試験体のおかれる条件（温度湿度）
に大きく
左右されますが、ゲージ接着後の時間経過と共にひずみ限界値が低下することを示しています。一般のひずみ測定では問題に
なりませんが大ひずみ測定を行う場合は、ゲージ接着後1〜2日程度で測定を終了させることをお勧めします。ゲージ接着後に
試験体が長期に渡って放置される場合はCN-Y接着剤を使用してください。
Though CN adhesive is normally used for large elongation strain measurement, the strain limit gradually decreases with
the number of days following strain gauge installation.
This variation with time occurs as a consequence of exposure to direct sunlight (UV), temperature and humidity, as well
as the number of days since installation.
Figure 6.37 shows an example of the results of testing performed by TML for the effects of adhesive variation with time.
While these results show marked differences due to the exposure conditions of the test specimens (temperature and
humidity), they also show that the strain limits for the strain gauges decrease as time passes following installation. While
this does not pose a problem in ordinary strain measurement, TML recommends that measurement end 1 to 2 days after
installation in the case of large elongation strain measurement. If the strain gauge is to be left for a long period after
being installed, use the CN-Y adhesive.

ひずみ限界
Strain limit（％）

25
20
YFLA-5
CN
CN-Y

15
10
5
0

当日

2日目

3週間

2ヶ月

6ヶ月

1年

Fig. 6.37 ゲージ接着後の経過日数
Time lapse after bonding

●ゲージ施工と測定までの間隔が長い場合の対策
Countermeasures When Time Passes Between Gauge Installation and Measurement
◇ ゲージ接着後の試験体の保管は、冷暗乾所で行う。
◇ CN-Y接着剤を使用する。
（取扱説明書参照）
◇ Store the test specimen with the attached strain gauge in a cool, dark and dry location.
◇ Use the CN-Y adhesive. (Refer to the instructions provided.)
●塑性域ゲージの繰り返し特性
Repeatability of Post-Yield Strain Gauge
塑性域ゲージは、1回の大ひずみ測定には適していますが、大ひずみでの繰り返し測定には使用できません。
尚、5000×10 −6 ひずみを超える領域での繰り返し試験では、ひずみゲージの零点のドリフトが生じます。ひずみゲージのタイプ、
ひずみレベル、周波数などによりドリフト量は異なりますのでご注意ください。
Post-Yield strain gauges can be used to measure large elongation strain once, but cannot be used for repeated large
elongation strain measurement.
When repeated testing is performed on areas with strain in excess of 5000×10 −6, the strain gauge experiences zero drift.
Note that the amount of drift varies depending on factors such as the type of strain gauge and the level and frequency of strain.
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Appendix

1. 材料物性一覧表
Materials Properties
■セラミック＆プラスチックなど
Ceramics & Plastics, etc.

■金属材料
Metals
材

料

Material

線膨張係数
Coefficient of
Thermal
Expansion (20°C)

弾性係数
Elastic Modulus
(20°C)

材

料

Material

弾性係数
Elastic Modulus
(20°C)

線膨張係数
Coefficient of
Thermal
Expansion (20°C)

GPa

kgf/mm2

10 −6/°C

2.6

270

74

GPa

kgf/mm

70.6

7200

23.4

ABS
ABS樹脂

70.6

7200

23.0

Acrylics（PMMA）

2.9〜3.4 300〜350

70

Beryllium copper
ベリリウム銅

127.5

13000

16.6

CFRP

20000
196〜294 〜30000

−1〜7

Brass
真鍮

117.7

12000

16.7

Bronze
青銅

117.7

12000

17.0

98.1

10000

10.5

Copper
銅

117.7

12000

16.7

Constantan
銅･ニッケル合金

162.8

16600

Hard steel
硬鋼（0.4-0.5C）

205.0

Hastelloy-276
ハステロイ

Aluminium
アルミニウム
Aluminium 2024-T4
アルミニウム

Cast iron
鋳鉄

2

10 /°C
−6

Al2O3
Ceramics
セラミック SiC

29000
284〜304 〜31000
41000
402〜422
〜43000

8.7
4.6

314〜333

32000
〜34000

2.6〜3.3

Concrete
コンクリート

19.6
〜39.2

2000
〜4000

7〜13

14.9

Epoxies（Cast）
エポキシ

2.5〜2.9 250〜300

20900

11.2

Fluoro carbon Resin4F（PTFE） 0.39
フッ素樹脂
〜0.98

185.3

18900

11.2

Inconel 600
インコネル

212.8

21700

13.3

Inconel X750
インコネル

212.8

21700

12.1

Invar Fe-36.5Ni
インバー

147.1

15000

1.2

Lead & its Alloy
鉛・鉛合金

9.8

1000

Mild steel
軟鋼（0.1-0.2C）

207.4

Monel
モネル

Si3N4

45〜65

40〜100

100

Quatz
石英

72.6

7400

0.5

Soda
ソーダ

69.6

7100

7.9

4.9〜9.8

500
〜1000

25

Nylone66（PA）
66ナイロン

3.1

320

90

29.0

Poly-acetal
ポリアセタール

3.5

360

80

21150

11.8

Poly-carbonate
ポリカーボネート

1.9〜2.4 190〜240

176.5

18000

13.5

Poly-ethylene（LD-P）
低密度ポリエチレン

0.1〜0.3

10〜30

250

SUS304

193.2

19700

16.2

Poly-ethylene（HD-P）
高密度ポリエチレン

0.4〜1.3

40〜130

110〜130

SUS310

200.1

20400

15.8

Poly-imide
ポリイミド

3.6

370

20〜30

Stainless

SUS316

193.2

19700

16.0

1.1〜1.6 110〜160

110

steel
ステンレス鋼

Poly-propylene
ポリプロピレン

SUS321

193.2

19700

16.7

Poly-styren
ポリスチレン

1.9〜2.0 190〜200

60〜80

SUS630
（17-4PH） 196.1

20000

10.8

Poly-vinylchloride PVC
硬質塩ビ

2.5〜4.1 250〜420

50〜185

SUS631
（17-7PH） 200.1

20400

10.6

Titanium
チタン

107.9

11000

8.9

Titanium alloy（Ti-6Al-4V）
チタン合金

112.8

11500

8.8

Glass
ガラス
Gypsum
石膏

Wood
木材

66〜70

※Maple
楓

9.8

1000

5.7

※Oak
樫

9.8

1000

5.2

※Pine
松

9.8

1000

4.4
※：約、apporox.
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2．国際単位（ＳＩ）換算表
International Unit (SI) Conversion Chart
■力
Force
N
1
1×10 −5
9.80665

dyn
1×105
1
9.80665×105

kgf
1.01972×10 −1
1.01972×10 −6
1

■圧力
Pressure
Pa
1
1×105
9.80665×104
1.01325×105
9.80665
1.33322×102

bar
1×10 −5
1
9.80665×10 −1
1.01325
9.80665×10 −5
1.33322×10 −3

kgf/cm2
1.01972×10 −5
1.01972
1
1.03323
1.000×10 −4
1.35951×10 −3

atm
9.86923×10 −6
9.86923×10 −1
9.67841×10 −1
1
9.67841×10 −5
1.31579×10 −3

mmH2O
1.01972×10 −1
1.01972×104
1.0000×104
1.03323×104
1
1.35951×10

mmHg or Torr
7.50062×10 −3
7.50062×102
7.35559×102
7.60000×102
7.35559×10 −2
1

■応力
Stress
Pa
1
1×106
9.80665×106
9.80665×104

MPa or N/mm2
1×10 −6
1
9.80665
9.80665×10 −2

kgf/mm2
1.01972×10 −7
1.01972×10 −1
1
1×10 −2

kgf/cm2
1.01972×10 −5
1.01972×10
1×102
1

MEMO
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