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最終頁に続く
(54)【発明の名称】ケ―ブルの張力測定装置
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(57)【特許請求の範囲】

【発明の詳細な説明】

【請求項１】

【０００１】

母船と水中航走体とをケーブルを介して

連結し、前記水中航走体の航走に伴って前記ケーブルを

【発明の属する技術分野】本発明は、ケーブルの張力測

巻き上げ・走出する際に該ケーブルの張力を測定する装

定装置に関し、特に、母船にケーブルを介して連結され

置であって、

た水中航走体が、水中を航走するのに伴って前記ケーブ

外周面が前記ケーブルに接触しつつ該ケーブルを支持す

ルを巻き上げ・走出するケーブル巻き上げ機に用いて好

る第１の回動部材と、

適なケーブルの張力測定装置に関するものである。

該第１の回動部材の両側に設けられて該第１の回動部材

【０００２】

にその軸心を中心として回動自在に支持されかつ前記ケ
ーブルに接触する複数の第２の回動部材と、

【従来の技術】近年、急速に海洋開発が進められてお
10

り、この開発に対応するために各種の水中航走体が提案

前記ケーブルの前記第１の回動部材と前記複数の第２の

され製造されている。これらの水中航走体は、ほとんど

回動部材の変位により得られる回転角と、前記ケーブル

のものが母船にケーブルを介して連結されている。この

の荷重の各測定値に基づき前記ケーブルの張力を求める

ようなシステムにおいて非常に重要なことは、ケーブル

張力測定手段と、

に加わる張力、温度及び長さ等を正確に把握することで

を具備したことを特徴とするケーブルの張力測定装置。

あり、これらを把握することにより水中航走体を安定に
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高精度で目標等に向かって航走させることが可能にな

両側に設けられて該第１の回動部材にその軸心を中心と

る。

して回動自在に支持されかつ前記ケーブルに接触する複

【０００３】図１６は従来のケーブル巻き上げ機の側面

数の第２の回動部材と、前記ケーブルの前記第１の回動

図であり、図において、符号１はケーブル、２は図示し

部材と前記複数の第２の回動部材の変位により得られる

ないモータを駆動することによりケーブル１を巻き上げ

回転角と、前記ケーブルの荷重の各測定値に基づき前記

・走出するケーブルドラム、３〜５はリール２より引き

ケーブルの張力を求める張力測定手段とを具備したこと

出されたケーブル１を上下方向に屈曲させた状態で支持

を特徴としている。

するローラである。

【０００９】本発明のケーブルの張力測定装置では、第

【０００４】このケーブル巻き上げ機においては、ケー
ブル１の巻き始めの位置（図中ａの位置）では、ケーブ

１の回動部材と複数の第２の回動部材とを用いることに
10

より、常に３点でケーブルを支持する。この状態で前記

ル１が緊張した状態ではないために該ケーブル１に加わ

張力測定手段により、前記ケーブルの前記第１の回動部

る張力Ｔが小さく、したがって、該ケーブル１と垂線と

材と前記複数の第２の回動部材の変位により得られる回

のなす角φa も小さい。さらにケーブル１を巻き上げる

転角と、前記ケーブルの荷重を測定し、これら回転角及

と、該ケーブル１に加わる張力Ｔが漸次大きくなり、ケ

び荷重の各測定値に基づき前記ケーブルの張力を求め

ーブル１の巻き終わりの位置（図中ｂの位置）では、ケ

る。これにより、ケーブルに加わる張力の方向が異なっ

ーブル１が緊張した状態になるために該ケーブル１に加

た場合においても、この張力を精度良く測定することが

わる張力Ｔが大きくなり、したがって、該ケーブル１と

可能になる。

垂線とのなす角φb も大きくなる。

【００１０】

【０００５】

【発明の実施の形態】本発明のケーブルの張力測定装置

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従

20

の各実施形態について、図面に基づき説明する。

来のケーブル巻き上げ機では、母船上の限られたスペー

「第１の実施形態」図１は本発明の第１の実施形態のケ

スで精度良くケーブルに加わる張力をモニタする装置が

ーブルの張力測定装置を示す側面図、図２は同平面図で

無く、ケーブルの搬送速度が不明確であるために、該ケ

あり、母船にケーブルを介して連結された水中航走体の

ーブルに連結されている水中航走体を安定した状態でし

航走に伴って前記ケーブルを巻き上げ・走出する際に、

かも高精度で航走させることが困難であるという問題点

該ケーブルの張力を測定する装置である。

があった。

【００１１】この装置は、張力指示計１１と、ケーブル

【０００６】例えば、上述した従来のケーブル巻き上げ

１の荷重Ｗを測定する回転式ロードセル１２と、触輪

機では、ケーブル１は、ローラ３〜５それぞれに接触す

（第２の回動部材）１３、１３と、角度変位計１４とか

る３箇所で曲がっており、しかも該ケーブル１の角度検

ら構成されている。回転式ロードセル１２と、角度変位

出、すなわちケーブル１と垂線とのなす角の検出を行っ

30

計１４とは、図３に示ように、一体化されてケーブル１

ていないために、ケーブル１の張力の測定が、該ケーブ

の走出角に追随するように全体が吊下状とされている。

ル１の巻き上げ・走出の際の角度変化に追随することが

【００１２】この回転式ロードセル１２のローラ部（第

できないという問題点があった。この場合、ケーブル１

１の回動部材）１５と、角度変位計１４とは、それぞれ

の巻き始めの位置（図中ａの位置）と巻き終わりの位置

の軸が互いに同軸となるように配置され、角度変位計１

（図中ｂの位置）で角度がφa からφb に変動したとき、

４の両側には、一端部が角度変位計１４に回動自在に連

それぞれの張力Ｔの方向が異なるために、この張力Ｔの

結され他端部に触輪１３が回動自在に設けられたアーム

測定値に大きな誤差が生じることとなる。

１６がそれぞれ設けられている。そして、角度変位計１

【０００７】本発明は、上記の事情に鑑みてなされたも

４には、触輪１３が常にケーブル１に接触するようにア

のであって、ケーブルに加わる張力の方向が異なった場
合においても、この張力を精度良く測定することのでき

ーム１６を押圧するスプリング１７が内蔵されている。
40

【００１３】回転式ロードセル１２は、図４に示すよう

るケーブルの張力測定装置を提供することを目的とす

に、ローラ部１５の中心を通る軸２１の内部に荷重を検

る。

出するひずみゲージ２２が設けられたもので、ひずみゲ

【０００８】

ージ２２は外方に設置された荷重計２３に電気的に接続

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため

されている。この回転式ロードセル１２では、ケーブル

に、本発明は次の様なケーブルの張力測定装置を提供す

１が走出する際に、該ケーブル１がその荷重Ｗによりロ

る。すなわち、母船と水中航走体とをケーブルを介して

ーラ部１５を押圧し、この押圧により軸２１が変形し、

連結し、前記水中航走体の航走に伴って前記ケーブルを

該軸２１の変形に伴ってひずみゲージ２２がひずむ。こ

巻き上げ・走出する際に該ケーブルの張力を測定する装

のひずみゲージ２２では、ひずみ量を電気信号に変換す

置であって、外周面が前記ケーブルに接触しつつ該ケー

ることにより、間接的に物理量である荷重の測定値を電

ブルを支持する第１の回動部材と、該第１の回動部材の

50

気信号に変換している。
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【００１４】角度変位計１４は、図５及び図６に示すよ

張力測定手段が構成されている。

うに、角度に応じた抵抗値を検知する一対のポテンショ

【００１６】ここで、本装置の作用について説明する。

メータ３１、３１を対向配置し、これらのポテンショメ

ケーブル１は、ローラ部１５が下側から支持するととも

ータ３１、３１の軸に、ケーブルドラム側と水中航走体

に、触輪１３、１３が上側から接触していることによ

側の２本のアーム１６、１６をそれぞれ固定した構成で

り、ローラ部１５の接触部を頂点とする略くの字型に折

ある。この角度変位計１４では、図７に示すように、ポ

れ曲がった形状を保持する。したがって、ケーブル１

テンショメータ３１、３１を直列に接続し、それぞれの

は、ローラ部１５及び触輪１３、１３により常に３点で

ポテンショメータ３１にアーム１６を接続する。アーム

支持されることとなり、ケーブル１のローラ部１５との

１６、１６間の角度が変化すると、ポテンショメータ３
１、３１がこの角度の変化に対応した抵抗値を検知し、

接触角θは、２つの触輪１３、１３の変位から角度変位
10

計１４で回転角θを検知することで得ることができる。

この抵抗値を電気信号として出力する。

一方、回転式ロードセル１２によりケーブル１の荷重Ｗ

【００１５】ローラ部１５は、その外周面がケーブル１

を測定することができる。

に下側から接触しつつケーブル１を支持するもので、ケ

【００１７】回転角θ及び荷重Ｗの測定値は電気信号に

ーブル１がその軸方向に移動することにより前記外周面

変換されて張力指示計１１に入力される。この張力指示

もそれに伴って回動する構成とされている。張力指示計

計１１では、回転角θ及び荷重Ｗの測定値よりケーブル

１１は、ケーブル１のローラ部１５との接触角θ、すな

１の張力Ｔを求め、表示する。回転角θ及び荷重Ｗと張

わちポテンショメータ３１、３１が検知した抵抗値と、

力Ｔとの間には、図３に示すような相関関係があるか

回転式ロードセル１２が検知した荷重Ｗに基づきケーブ

ら、この相関関係により次式が得られ、回転角θ及び荷

ル１の張力Ｔを求めるものである。そして、張力指示計

重Ｗよりケーブル１の張力Ｔを求めることができる。

１１、回転式ロードセル１２及び角度変位計１４により

20

Ｔ＝（Ｗ／２）・〔ｓｉｎ｛（１８０−θ）／２｝〕

‑ 1 / 2

この張力指示計１１では、回転角θ及び荷重Ｗの測定値

１３、１３がローラ部１５内のスプリング１７により下

よりケーブル１の張力Ｔを求め、表示する。

向きに引き合うためにケーブル１を押さえ、ローラ部１

【００１８】以上説明したように、本実施形態のケーブ

５の滑りを抑制する構造となる。

ルの張力測定装置によれば、張力指示計１１と、ローラ

【００２２】この装置４４では、回転式ロードセル１２

部１５を有する回転式ロードセル１２と、触輪１３、１

によりケーブル１の荷重Ｗを、２つの触輪１３、１３の

３と、角度変位計１４とにより構成したので、従来のも

変位から角度変位計１４によりケーブル１の曲がり角度

のと比べてケーブル１の曲がり箇所が３箇所から１箇所

θをそれぞれ検知し張力指示計１１に取り込む。張力指

に減少し、ケーブル１の走出角度の変化に対しても十分

示計１１では、得られた荷重Ｗ及び曲がり角度θからケ

追随することができ、曵航中のケーブル１における急激

30

ーブル１の張力Ｔを算出し、表示する。

に変化する張力Ｔをも正確に測定することができる。

【００２３】この張力指示計１１により表示された張力

【００１９】「第２の実施形態」図７は本発明の第２の

値は、水中航走体４３が正常航走であるか否かの判断に

実施形態のケーブルの張力測定装置を備えたケーブル巻

使用される。具体的には、この張力値を水中航走体４３

き上げ機を示す概略構成図、図８は同ケーブル巻き上げ

の運動制御系に入力することで、所要速度で航走するた

機を示す斜視図、図９は同ケーブル巻き上げ機の張力測

めの推進装置の回転数を決定する制御値として使用され

定装置を示す側面図であり、このケーブル巻き上げ機４

る。

１は、母船４２にケーブル１を介して連結された水中航

【００２４】以上説明したように、本実施形態のケーブ

走体４３の航走に伴って前記ケーブル１を巻き上げ・走

ルの張力測定装置によれば、第１の実施形態のケーブル

出するものであり、このケーブル巻き上げ機４１には、
ケーブル１の張力を測定する張力測定装置４４が設けら

の張力測定装置の効果に加えて次に述べる効果をも奏す
40

ることができる。すなわち、フレーム４５で装置４４全

れている。

体を吊り下げる構造であるから、フレーム４５により装

【００２０】この装置４４は、フレーム４５の天板４５

置４４全体、特に回転式ロードセル１２及び角度変位計

ａに矩形状の枠４６を吊下し、この枠４６に、上述した

１４を保護することができる。また、ローラ部１５が１

第１の実施形態の張力指示計１１、ローラ部１５を有す

つで、触輪１３、１３はスプリング１７の付勢力により

る回転式ロードセル１２、触輪１３付きアーム１６、１

保持されているのみであるから、ケーブル１に接続部の

６、角度変位計１４を取り付け、回転式ロードセル１２

硬直部があった場合においても支障なく通過させること

及び角度変位計１４に張力指示計１１を電気的に接続し

ができる。

た構成である。

【００２５】「第３の実施形態」図１０は本発明の第３

【００２１】ケーブル１は、触輪１３の下、ローラ部１

の実施形態のケーブルの張力測定装置を備えたケーブル

５の上、触輪１３の下を順次通過させているので、触輪

50

巻き上げ機を示す概略構成図、図１１は同ケーブル巻き
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上げ機を示す斜視図、図１２は同ケーブル巻き上げ機の

の群ローラ（第１及び第２の回動部材）６６〜６８を、

張力測定装置を示す側面図であり、このケーブル巻き上

水平に配置されたケーブル１を上方からと下方からと交

げ機５１は、母船４２にケーブル１を介して連結された

互に押圧するように固定して、図１５に示すようにケー

水中航走体５２の航走に伴って前記ケーブル１を巻き上

ブル１の曲がり角度θを一定とし、１つの群ローラ６７

げ・走出するもので、このケーブル巻き上げ機５１に

の下部に荷重を検出するひずみゲージを有するロードセ

は、ケーブル１の張力を測定する張力測定装置５３が設

ル６９を設け、ロードセル６９に張力指示計１１を電気

けられている。

的に接続した構成である。

【００２６】この装置５３は、架台５４上に固定された

【００３２】この装置６２では、ロードセル６９により

コの字型のフレーム５５に、上述した第１の実施形態の
張力指示計１１、ローラ部１５を有する回転式ロードセ

ケーブル１の荷重Ｗを検知し、張力指示計１１に取り込
10

む。この場合、ケーブル１の曲がり角度θは一定である

ル１２、触輪１３付きアーム１６、１６、角度変位計１

から、張力指示計１１では、得られた荷重Ｗ及び予め設

４を取り付け、回転式ロードセル１２及び角度変位計１

定された曲がり角度θからケーブル１の張力Ｔを算出

４に張力指示計１１を電気的に接続した構成である。

し、表示する。この張力指示計１１により表示された張

【００２７】ケーブル１は、触輪１３の上、ローラ部１

力値は、第２及び第３の実施形態のケーブルの張力測定

５の上、触輪１３の上を順次通過させているので、触輪

装置と全く同様に、水中航走体５２が正常航走であるか

１３、１３がローラ部１５内のスプリング１７により上

否かの判断に使用される。

向きに押し合い、ケーブル１の自重により該ケーブル１

【００３３】以上説明したように、本実施形態のケーブ

と触輪１３、１３との間の滑りを抑制する構造となる。

ルの張力測定装置によれば、第１の実施形態のケーブル

【００２８】この装置５３では、回転式ロードセル１２

の張力測定装置の効果に加えて次に述べる効果をも奏す

によりケーブル１の荷重Ｗを、２つの触輪１３、１３の

20

ることができる。すなわち、３つの群ローラ６６〜６８

変位から角度変位計１４によりケーブル１の曲がり角度

により水平に配置されたケーブル１を上方からと下方か

θをそれぞれ検知し張力指示計１１に取り込む。張力指

らと交互に押圧する構造であるから、ケーブル１の曲が

示計１１では、得られた荷重Ｗ及び曲がり角度θからケ

り角度θが一定となり、曲がり角度θの検出が不要にな

ーブル１の張力Ｔを算出し、表示する。この張力指示計

り、張力Ｔの検出を容易に行うことができる。

１１により表示された張力値は、第２の実施形態のケー

【００３４】

ブルの張力測定装置と全く同様に、水中航走体５２が正

【発明の効果】以上説明した様に、本発明のケーブルの

常航走であるか否かの判断に使用される。

張力測定装置によれば、外周面が前記ケーブルに接触し

【００２９】以上説明したように、本実施形態のケーブ

つつ該ケーブルを支持する第１の回動部材と、該第１の

ルの張力測定装置によれば、第１の実施形態のケーブル

回動部材の両側に設けられて該第１の回動部材にその軸

の張力測定装置の効果に加えて次に述べる効果をも奏す

30

心を中心として回動自在に支持されかつ前記ケーブルに

ることができる。すなわち、ケーブル１を、触輪１３の

接触する複数の第２の回動部材と、前記ケーブルの前記

上、ローラ部１５の上、触輪１３の上を順次通過させる

第１の回動部材と前記複数の第２の回動部材の変位によ

構造であるから、容易に設置することができる。また、

り得られる回転角と、前記ケーブルの荷重の各測定値に

ローラ部１５が１つで、触輪１３、１３はスプリング１

基づき前記ケーブルの張力を求める張力測定手段とを具

７の付勢力により保持されているのみであるから、ケー

備したので、ケーブルに加わる張力の方向が異なった場

ブル１に接続部の硬直部があった場合においても支障な

合においても、この張力を精度良く、しかも容易に測定

く通過させることができる。

することができる。したがって、従来のものと比べてケ

【００３０】「第４の実施形態」図１３は本発明の第４

ーブルの曲がり箇所が減少し、ケーブルの走出角度の変

の実施形態のケーブルの張力測定装置を備えたケーブル
巻き上げ機を示す概略構成図、図１４は同ケーブル巻き

化に対しても十分追随することができ、曵航中のケーブ
40

ルにおける急激に変化する張力をも正確に測定すること

上げ機の張力測定装置を示す側面図、図１５は同張力測

ができる。

定装置におけるケーブルの形状を示す側面図であり、こ

【図面の簡単な説明】

のケーブル巻き上げ機６１は、母船４２にケーブル１を

【図１】

介して連結された水中航走体５２の航走に伴って前記ケ

定装置を示す側面図である。

ーブル１を巻き上げ・走出するもので、このケーブル巻

【図２】

き上げ機６１には、ケーブル１の張力を測定する張力測

定装置を示す平面図である。

定装置６２が設けられている。

【図３】

【００３１】この装置６２は、架台５４上に固定された

定装置の構成・作用を示す側面図である。

フレーム６３に、複数のローラ６４を互いに隣接するよ

【図４】

うに配列し、その外周に無端ベルト６５を配置した３つ

50

本発明の第１の実施形態のケーブルの張力測
本発明の第１の実施形態のケーブルの張力測
本発明の第１の実施形態のケーブルの張力測
本発明の第１の実施形態の回転式ロードセル

を示す側面図である。
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9
【図５】

10

本発明の第１の実施形態の角度変位計を示す

２２

ひずみゲージ

斜視図である。

２３

荷重計

【図６】

３１

ポテンショメータ

構成を示す回路図である。

４１

ケーブル巻き上げ機

【図７】

本発明の第２の実施形態のケーブルの張力測

４２

母船

定装置を備えたケーブル巻き上げ機を示す概略構成図で

４３

水中航走体

ある。

４４

張力測定装置

４５

フレーム

本発明の第１の実施形態の角度変位計の回路

【図８】

本発明の第２の実施形態のケーブル巻き上げ

機を示す斜視図である。
【図９】

４５ａ

本発明の第２の実施形態の張力測定装置を示

天板

４６

枠

す側面図である。

５１

ケーブル巻き上げ機

【図１０】

本発明の第３の実施形態のケーブルの張力

５２

水中航走体

測定装置を備えたケーブル巻き上げ機を示す概略構成図

５３

張力測定装置

である。

５４

架台

【図１１】
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５５

フレーム

げ機を示す斜視図である。

本発明の第３の実施形態のケーブル巻き上

６１

ケーブル巻き上げ機

【図１２】

６２

張力測定装置

示す側面図である。

本発明の第３の実施形態の張力測定装置を

６３

フレーム

【図１３】

６４

ローラ

６５

無端ベルト

本発明の第４の実施形態のケーブルの張力

測定装置を備えたケーブル巻き上げ機を示す概略構成図

20

である。

６６〜６８

【図１４】

本発明の第３の実施形態の張力測定装置を

６９

ロードセル

示す斜視図である。

Ｔ 張力

【図１５】

Ｗ 荷重

本発明の第３の実施形態の張力測定装置に

おけるケーブルの形状を示す側面図である。

θ 角度

【図１６】

【要約】

従来のケーブル巻き上げ機を示す側面図で

群ローラ（第１及び第２の回動部材）

ある。

【課題】

【符号の説明】

においても、この張力を精度良く測定することのできる

１

ケーブル

ケーブルの張力測定装置を提供する。

２

ケーブルドラム

３〜５

30

ローラ

ケーブルに加わる張力の方向が異なった場合

【解決手段】

母船と水中航走体とをケーブル１を介し

て連結し、水中航走体の航走に伴ってケーブル１を巻き

１１

張力指示計

上げ・走出する際にケーブル１の張力を測定する装置

１２

回転式ロードセル

で、外周面がケーブル１に接触しつつケーブル１を支持

１３

触輪（第２の回動部材）

する第１の回動部材１５と、第１の回動部材１５の両側

１４

角度変位計

に設けられ、ケーブル１に接触する複数の第２の回動部

１５

ローラ部（第１の回動部材）

材１３、１３と、ケーブル１の第１の回動部材１５との

１６

アーム

接触角θ及びケーブル１の荷重Ｗを測定し、これら接触

１７

スプリング

角θ及び荷重Ｗの各測定値に基づきケーブル１の張力Ｔ

２１

軸

を求める張力測定手段とを具備したことを特徴とする。
【図２】

【図４】
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特許第３０４８３５５号

【図１】

【図３】

【図５】

【図６】

【図７】

【図９】

【図８】
【図１２】

( 7 )

特許第３０４８３５５号

【図１０】

【図１１】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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