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(57)【要約】
【課題】自動車等の車体に対して各種試験を行なうため
に車体を疑似的に浮かすことができ、車体全体を対象と
した試験結果（荷重と座標の連続データ）を得ることが
できる車体フローティング装置、及び車体フローティン
グ装置を備えた車体剛性試験装置を提供する。
【解決手段】本発明に係る車体フローティング装置は、
車体に対して各種試験を行なうために、車体底部の所定
箇所に複数設置して車体を疑似的に浮かす車体フローテ
ィング装置であって、車体載置部と、前記車体載置部を
少なくともＸＹＺ３次元座標系においてＸ，Ｙ方向に可
動自在とする水平可動部と、前記車体載置部をＺ方向に
可動自在とする垂直可動部と、前記所定箇所の車体荷重
を測定可能な荷重測定部と、を備えたことを特徴とする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体に対して各種試験を行なうために、車体底部の所定箇所に複数設置して車体を疑似
的に浮かす車体フローティング装置であって、
　車体載置部と、前記車体載置部を少なくともＸＹＺ３次元座標系においてＸ，Ｙ方向に
可動自在とする水平可動部と、前記車体載置部をＺ方向に可動自在とする垂直可動部と、
前記所定箇所の車体荷重を測定可能な荷重測定部と、
　を備えたことを特徴とする車体フローティング装置。
【請求項２】
　前記水平可動部は、Ｘ，Ｙ方向の変位量を測定可能な水平変位測定部を備え、前記垂直
可動部は、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直変位測定部を備えたことを特徴とする請求項
１に記載の車体フローティング装置。
【請求項３】
　前記水平可動部は、リニアガイドによりＸ，Ｙ方向に可動自在とし、前記垂直可動部は
、電動シリンダによりＺ方向に可動自在としたことを特徴とする請求項１または２に記載
の車体フローティング装置。
【請求項４】
　前記車体フローティング装置は自動計算機を備え、前記自動計算機と接続され、
　前記自動計算機は、前記車体に強制的な負荷が付与されないときは、複数の前記車体フ
ローティング装置が載置する前記車体底部の各箇所を同一面で、しかも、水平面に位置す
るように複数の前記車体フローティング装置の各前記垂直可動部を自動制御するように構
成したことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の車体フローティング装置
。
【請求項５】
　請求項４に記載の前記車体フローティング装置と、
　前記車体にＺ方向の負荷を付与する負荷発生機と、を備え、
　前記負荷発生機は、前記車体に接続自在の車体接続部と、負荷としての荷重を測定可能
な負荷測定部と、Ｚ方向に可動する垂直負荷付勢部と、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直
負荷変位測定部と、で構成し、
　前記自動計算機は、前記負荷発生機とも接続され、前記負荷発生機により前記車体に所
定量の負荷を自動で付与し、更に、前記負荷により生じた前記車体の捻じれが前記車体を
載置する前記車体フローティング装置の前記荷重測定部で測定された荷重が全体として相
殺されるように前記垂直可動部により前記車体載置部のＺ方向の位置が自動制御されるよ
うに構成したことを特徴とする車体剛性試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等の車体に対して各種試験を行なうために車体を疑似的に浮かす車体
フローティング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車の開発現場等においては、車体の剛性等が設計通りのスペックを満たして
いるか確認するためにコンピュータによるシミュレーションだけでなく実際の車体を用い
た各種試験が行われている。
【０００３】
　また、エンジン等の駆動部品や電装系、車内部品やその他の部品が装着されていない軽
量な車体は、ホワイトボディーと呼ばれ、自動車の骨格をなすフレーム体で構成されてい
る。ホワイトボディーに充分な剛性がなければ、市場投入に際して自動車としての安全性
が満たされない。そのため、完成体である自動車だけでなく、開発の初期段階からホワイ
トボディーに対して車体剛性試験を行なうことが非常に重要となっている。
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【０００４】
　そこで、完成体である自動車の車体に対して剛性測定を行なう方法が、例えば、特許文
献１に開示されている。斯かる測定方法で用いられる剛性測定装置は、定盤の役割を果た
す修正機上で車体が水平となるように、左右前輪側の一方を除いた３箇所が、車輪が装着
されるハブ又はショックアブソーバが装着されるサスペンションタワー（サスペンション
支持部）にハブ固定具又は基準点支持体を接続して修正機に固定される。
【０００５】
　また、ハブ固定具等を接続していない左右車輪側の一方には、ハブ又はサスペンション
タワーに荷重付加装置を接続して修正機に固定される。そして、荷重付加装置の荷重セン
サが所定の荷重を示すまで伸張部をＺ方向に伸張させ車体に捻じりを生じさせ、サスペン
ションタワー等の所定箇所の変位を測定することで車体の剛性測定を行なうように構成さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２９２７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１に記載の技術によれば、完成体である自動車の車体のみならず、ホワイ
トボディーに対しても適用できる点で優れている。
【０００８】
　しかしながら、修正機上で車体を水平となるように調整するには、車体下部のロッカー
パネルに繋がる４箇所のジャッキアップポイント各々にジャッキを設置し、複数人で長時
間の調整作業を行なわなければならず非常に煩雑で効率の悪い作業となっていた。
【０００９】
　また、車体は、左右前輪側の一方を除いた３箇所が修正機に支持されているため、左右
前輪側の一方に対してＺ方向の負荷を付与しても、支持された３箇所の変位量は得られな
いため車体全体の捻じれ剛性を精緻に測定することはできなかった。
【００１０】
　しかも、車体が修正機に支持された状態で負荷を与えても、各測定箇所ＸＹＺの３次元
で測定できていないため、精緻な測定・評価・解析ができなかった。
【００１１】
　本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、自動車等の車体に対して各
種試験を行なうために車体を疑似的に浮かすことができ、車体全体を対象とした試験結果
（荷重と座標の連続データ）を得ることができる車体フローティング装置、及び車体フロ
ーティング装置を備えた車体剛性試験装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以上のような目的を達成するために、本発明は以下のようなものを提供する。
【００１３】
　請求項１に係る発明では、車体に対して各種試験を行なうために、車体底部の所定箇所
に複数設置して車体を疑似的に浮かす車体フローティング装置であって、車体載置部と、
前記車体載置部を少なくともＸＹＺ３次元座標系においてＸ，Ｙ方向に可動自在とする水
平可動部と、前記車体載置部をＺ方向に可動自在とする垂直可動部と、前記所定箇所の車
体荷重を測定可能な荷重測定部と、を備えたことを特徴とする車体フローティング装置を
提供せんとする。
【００１４】
　請求項２に係る発明では、前記水平可動部は、Ｘ，Ｙ方向の変位量を測定可能な水平変
位測定部を備え、前記垂直可動部は、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直変位測定部を備え
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たことを特徴とする請求項１に記載の車体フローティング装置を提供せんとする。
【００１５】
　請求項３に係る発明では、前記水平可動部は、リニアガイドによりＸ，Ｙ方向に可動自
在とし、前記垂直可動部は、電動シリンダによりＺ方向に可動自在としたことを特徴とす
る請求項１または２に記載の車体フローティング装置を提供せんとする。
【００１６】
　請求項４に係る発明では、前記車体フローティング装置は自動計算機を備え、前記自動
計算機と接続され、前記自動計算機は、前記車体に強制的な負荷が付与されないときは、
複数の前記車体フローティング装置が載置する前記車体底部の各箇所を同一面で、しかも
、水平面に位置するように複数の前記車体フローティング装置の各前記垂直可動部を自動
制御するように構成したことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の車体フ
ローティング装置を提供せんとする。
【００１７】
　請求項５に係る発明では、請求項４に記載の前記車体フローティング装置と、前記車体
にＺ方向の負荷を付与する負荷発生機と、を備え、前記負荷発生機は、前記車体に接続自
在の車体接続部と、負荷としての荷重を測定可能な負荷測定部と、Ｚ方向に可動する垂直
負荷付勢部と、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直負荷変位測定部と、で構成し、前記自動
計算機は、前記負荷発生機とも接続され、前記負荷発生機により前記車体に所定量の負荷
を自動で付与し、更に、前記負荷により生じた前記車体の捻じれが前記車体を載置する前
記車体フローティング装置の前記荷重測定部で測定された荷重が全体として相殺されるよ
うに前記垂直可動部により前記車体載置部のＺ方向の位置が自動制御されるように構成し
たことを特徴とする車体剛性試験装置を提供せんとする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の発明によれば、車体フローティング装置は、車体に対して各種試験を行
なうために、車体底部の所定箇所に複数設置して車体を疑似的に浮かす車体フローティン
グ装置であって、車体載置部と、車体載置部を少なくともＸＹＺ３次元座標系においてＸ
，Ｙ方向に可動自在とする水平可動部と、車体載置部をＺ方向に可動自在とする垂直可動
部と、所定箇所の車体荷重を測定可能な荷重測定部と、を備えたことにより、複数の車体
フローティング装置を介して車体を載置でき、更に、車体の高さや傾きを任意に制御でき
、しかも、各車体フローティング装置が受ける車体荷重に応じて各車体フローティング装
置の高さを制御できるので、車体を疑似的に浮かすことができる。
【００１９】
　請求項２記載の発明によれば、水平可動部は、Ｘ，Ｙ方向の変位量を測定可能な水平変
位測定部を備え、垂直可動部は、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直変位測定部を備えたこ
とにより、車体に対する各種試験において各車体フローティング装置が位置する各車体載
置部の変位を得ることができるので、例えば、車体剛性試験における車体の捻じれ量等を
具体的な数値として精度よく算出することができる。
【００２０】
　請求項３記載の発明によれば、水平可動部は、リニアガイドによりＸ，Ｙ方向に可動自
在とし、垂直可動部は、電動シリンダ等によりＺ方向に可動自在としたことにより、例え
ば、車体剛性試験において変位量が少ないＸ，Ｙ方向についてはリニアガイドを用いるこ
とで安価に構成でき、しかも、実質的に車体を支え、重力方向でもあり変位量も多いＺ方
向については電動シリンダにより最適な高さへと精度よく移動させることができ、試験精
度を向上させることができる。
【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、車体フローティング装置は自動計算機を備え、自動計算
機と接続され、自動計算機は、車体に強制的な負荷が付与されないときは、複数の車体フ
ローティング装置が載置する車体底部の各箇所を同一面で、しかも、水平面に位置するよ
うに複数の車体フローティング装置の各垂直可動部を自動制御するように構成したことに
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より、車体に対する各種試験前に、車体を短時間で容易に水平状態にセットすることがで
きるので、各種試験の作業性を大幅に向上させることができる。
【００２２】
　請求項５記載の発明によれば、請求項４に記載の車体フローティング装置と、車体にＺ
方向の負荷を付与する負荷発生機と、を備え、負荷発生機は、車体に接続自在の車体接続
部と、負荷としての荷重を測定可能な負荷測定部と、Ｚ方向に可動する垂直負荷付勢部と
、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直負荷変位測定部と、で構成し、自動計算機は、負荷発
生機とも接続され、負荷発生機により車体に所定量の負荷を自動で付与し、更に、負荷に
より生じた車体の捻じれが車体を載置する車体フローティング装置の荷重測定部で測定さ
れた荷重が全体として相殺されるように垂直可動部により車体載置部のＺ方向の位置が自
動制御されるように構成したことにより、各車体フローティング装置により疑似的に浮い
た車体は、捻じれに逆らうことなく捻じれた状態をそのまま現出させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施形態に係る車体フローティング装置に車体を載置した説明図である。
【図２】本実施形態に係る車体フローティング装置の斜視図である。
【図３】本実施形態に係る車体フローティング装置の上部側の簡易斜視分解図である。
【図４】本実施形態に係る車体フローティング装置の正面図である。
【図５】（ａ）は水平可動部のＸ方向可動部の平面図で、（ｂ）はＹ方向可動部の平面図
である。
【図６】（ａ）はＸ方向可動部の中立状態を示す断面図で、（ｂ）はスライダが右方向に
変位した状態を示す断面図である。
【図７】自動計算機を接続した車体フローティング装置に車体を載置した説明図である。
【図８】図１に負荷発生機を追加して車体剛性試験装置とした説明図である。
【図９】本実施形態に係る負荷発生機の斜視図である。
【図１０】本実施形態に係る負荷発生機の正面図である。
【図１１】車体のサスペンションタワーに負荷発生機を接続した説明図である。
【図１２】自動計算機を接続した車体剛性試験装置の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の実施形態に係る車体フローティング装置の要旨は、車体に対して各種試験を行
なうために、車体底部の所定箇所に複数設置して車体を疑似的に浮かす車体フローティン
グ装置であって、車体載置部と、車体載置部を少なくともＸＹＺ３次元座標系においてＸ
，Ｙ方向に可動自在とする水平可動部と、車体載置部をＺ方向に可動自在とする垂直可動
部と、所定箇所の車体荷重を測定可能な荷重測定部と、を備えたことを特徴とする。すな
わち、自動車等の車体に対して各種試験を行なうために車体を疑似的に浮かすことができ
、車体全体を対象とした試験結果（荷重と座標の連続データ）を得ることができる車体フ
ローティング装置の提供、及び車体フローティング装置を備えた車体剛性試験装置の提供
を図ろうとするものである。
【００２５】
　以下、本発明に係る車体フローティング装置、及び車体フローティング装置を備えた車
体剛性試験装置について図面を参照しながら説明する。また、本説明中において左右同一
又は左右対称の構造や部品については、原則として同一の符号を付し、左右何れか一方の
みを説明して、他方については説明を適宜省略する。
【００２６】
　なお、本説明中におけるＸＹＺ３次元座標系においてＸ方向とＹ方向とは、略水平方向
である同一平面内において互いに直交する各々の方向を意味し、Ｚ方向とは、Ｘ－Ｙ平面
に直交する方向を意味している。
【００２７】
[車体フローティング装置の実施形態]
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　まず、本発明の実施形態に係る車体フローティング装置１は、図１～図４に示すように
、車体Ｃに対して各種試験を行なうために、車体底部ｆの所定箇所に複数設置して車体Ｃ
を疑似的に浮かす装置であって、車体載置部２と、車体載置部２を少なくともＸＹＺ３次
元座標系においてＸ，Ｙ方向に可動自在とする水平可動部１０と、車体載置部２をＺ方向
に可動自在とする垂直可動部５０と、所定箇所の車体荷重を測定可能な荷重測定部６０と
、を備えている。
【００２８】
　また、水平可動部１０は、Ｘ，Ｙ方向の変位量を測定可能な水平変位測定部１１を備え
、垂直可動部５０は、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直変位測定部５１を備えている。
【００２９】
　更に、水平可動部１０は、リニアガイド１９，１９ｙによりＸ，Ｙ方向に可動自在とし
、垂直可動部５０は、電動シリンダ５２によりＺ方向に可動自在としている。
【００３０】
　このように車体フローティング装置１を構成することで、複数の車体フローティング装
置１により車体Ｃを保持して任意の角度に車体Ｃを可動でき、しかも、各荷重測定部６０
で測定された荷重に応じて各車体フローティング装置１のＺ方向の高さを可変できるので
、車体Ｃに負荷を与えた際に車体Ｃに生じる歪みを荷重の変化として検出しつつ増減した
荷重を全体として相殺するようにＺ方向の高さを可変することで車体Ｃの捻じれを現出さ
せることができる。
【００３１】
　更に、現出したＸ，Ｙ，Ｚ方向の車体Ｃの捻じれを水平変位測定部１１と垂直変位測定
部５１とで得ることができるので、各種試験における車体Ｃの挙動を数値として正確に算
出することが可能となる。
【００３２】
　つまり、本発明の実施形態に係る車体フローティング装置１では、車体Ｃを疑似的に浮
かすことができ、車体Ｃに対する各種試験に幅広く用いることができる。
【００３３】
　以下、各部の具体的な構成について図面を用いて詳述する。
【００３４】
　本実施形態に係る車体フローティング装置１は、図２～図４に示すように、上部に車体
載置部２を配設し、その下方に車体載置部２と連設する水平可動部１０を配設し、更にそ
の下方に水平可動部１０と連設する垂直可動部５０を配設してこれらを一体に構成してい
る。
【００３５】
　すなわち、車体載置部２と水平可動部１０は、垂直可動部５０により昇降自在に形成さ
れている。なお、本実施形態ではこのような配置構成としているが、これに限定されるも
のではなく、例えば、水平可動部１０を垂直可動部５０の下方に配設する等、本発明の要
旨の範囲内において種々の変形・変更が可能である。
【００３６】
　また、本実施形態に係る車体フローティング装置１は、図３に示すように、垂直可動部
５０のピストンロッド５３の軸線５８上に車体載置部２と水平可動部１０の中心ｇ１，ｇ
２，ｇ３が位置するように構成している。
【００３７】
　車体載置部２は、両端及び上方開口の断面視略Ｖ字状の溝で形成されたロッカー挿入溝
４を上部に有する矩形ブロック状に形成している。このように、ロッカー挿入溝４を断面
視略Ｖ字状に形成することで、車体底部ｆに垂設する板状のロッカー（図示せず）が案内
され、ロッカー挿入溝４へのロッカーの挿入が容易となる。また、ロッカー挿入溝４の溝
深さはロッカーの下端部がロッカー挿入溝４の底部５に到達しない程度に形成している。
従って、車体底部ｆと当接して車体Ｃを支えるのは、ロッカー挿入溝４の上側が開口する
車体載置部２の上面６となる。
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【００３８】
　車体載置部２の材質は、車体底部ｆとの密着性を向上させ、車体Ｃに負荷が付与された
際に車体載置部２の上面６で滑ることがないように硬質ゴム材等の可撓性材料を用いてい
る。
【００３９】
　また、車体載置部２は、水平可動部１０と連結するための矩形板状の第一連結プレート
８とボルトを介して連結している。第一連結プレート８の上面の中央部に、車体載置部２
が固定されている。
【００４０】
　なお、第一連結プレート８は、車体載置部２と水平可動部１０とを連結するものであり
、第一連結プレート８を介さずに車体載置部２を水平可動部１０に直接連結してもよい。
【００４１】
　水平可動部１０は、上部に配設したＸ方向可動部１７と、下部に配設したＹ方向可動部
４３とで構成しており、いずれの可動部１７，４３もリニアガイド１９，１９ｙにより各
方向に摺動する。
【００４２】
　なお、リニアガイド１９，１９ｙは、レール２０，２０ｙと、レール２０，２０ｙ上を
移動自在なスライダ２１，２１ｙとで構成され、レール２０，２０ｙに当接しながらスラ
イダ２１，２１ｙ内部を転動する複数のボールベアリングを備えたものである。
【００４３】
　また、水平可動部１０は無負荷状態において車体載置部２が常に定位置に復帰するよう
に構成しており、本実施形態ではバネの付勢力によりこれを実現している。
【００４４】
　Ｘ方向可動部１７は、図３、図５（ａ）、図６（ａ）に示すように、矩形板状の第二連
結プレート４１上において、リニアガイド部１８と連結ステー部２８と付勢部３１とで構
成している。リニアガイド部１８は、互いに平行に配された一対のリニアガイド１９，１
９と各リニアガイド１９，１９のスライダ２１，２１を互いに連結する連結ガイド２４と
で構成している。連結ステー部２８は、スライダ２１のスライド方向に互いに対向する略
矩形板状の一対の連結ステー２９，２９で構成している。また、付勢部３１は、一対のガ
イド軸３２，３２と一対の圧縮バネ３６，３６とで構成している。
【００４５】
　具体的には、Ｘ方向可動部１７は、一対のリニアガイド１９，１９と一対の連結ステー
２９，２９を各々対峙させ、各端部同士を連結して平面視矩形枠状に形成し、各スライダ
２１，２１の内側壁２２間に平面視Ｈ字状の連結ガイド２４を介設している。連結ガイド
２４は両端側部に取付けプレート２５，２５を形成し、取付けプレート２５と直交するセ
ンタリングプレート２６を両取付けプレート２５，２５の中央部間に形成している。
【００４６】
　また、連結ガイド２４により一体となった２つのスライダ２１，２１は、その上部に連
設する第一連結プレート８とボルトにより連結される。
【００４７】
　センタリングプレート２６の中央部には、リニアガイド１９のガイド方向にガイド軸挿
通孔２７を貫設している。ガイド軸挿通孔２７は、ガイド軸３２の外径よりも大きな内径
でガイド軸３２が挿通自在となるように穿設している。また、ガイド軸３２の軸先端３３
がガイド軸挿通孔２７に向かうように、ガイド軸３２をリニアガイド１９と平行として連
結ステー２９の内周壁３０に突設している。
【００４８】
　すなわち、一対のガイド軸３２，３２は、リニアガイド１９，１９と連結ステー２９，
２９とでなす矩形枠内において軸先端３３，３３が近接対峙し、しかも、軸先端３３がガ
イド軸挿通孔２７の両開口から内部に挿通された状態で近接対峙している。
【００４９】
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　ガイド軸３２の後端部３５にはガイド軸３２と直交する板状のフランジ３４を有し、該
フランジ３４を介して連結ステー２９と連結している。また、ガイド軸３２には圧縮バネ
３６と円盤状のバネストッパ３７を挿通し、軸先端３３に螺設した雌ネジ（図示せず）に
ナット３９を螺着することでフランジ３４とバネストッパ３７との間に圧縮バネ３６を付
勢状態で取り付けている。
【００５０】
　バネストッパ３７の外径は圧縮バネ３６の外径、及びガイド軸挿通孔２７の内径よりも
大きく形成しており、圧縮バネ３６がフランジ３４とバネストッパ３７との間で安定し、
しかも、連結ガイド２４を圧縮バネ３６の付勢力に抗して移動させることができるように
構成している。
【００５１】
　このように、圧縮バネ３６を有するガイド軸３２を対峙して配設した付勢部３１は、バ
ネストッパ３７がセンタリングプレート２６を挟持する付勢力、すなわち、水平可動部１
０の略中央部において連結ガイド２４と連結するスライダ２１と連設する車体載置部２を
Ｘ方向可動部１７の中心ｇ２に位置させる力となり、連結ガイド２４に他の負荷が付与さ
れない限り車体載置部２を定位置（中心ｇ２）に留まらせることができる。
【００５２】
　また、図６（ｂ）に示すように、車体載置部２のＸ方向への負荷はＸ方向への変位とな
り、センタリングプレート２６の一方の側面が一方のバネストッパ３７を介して一方の圧
縮バネ３６を圧縮させながら変位する。
【００５３】
　以上、説明した車体載置部２を定位置に復帰可能とする機構はバネに限定されず、また
、リニアガイドに限定されるものではなく、例えば、Ｘ方向やＹ方向への可動を上下プレ
ートの間に複数のボールベアリングを配したり、電動シリンダ等により行い、同様の機能
を発揮するように構成してもよい。
【００５４】
　なお、リニアガイドの替わりに電動シリンダを用いる場合、電動シリンダと一体となっ
たエンコーダによるパルス制御が可能となるので位置制御が自在となる。しかも、電動シ
リンダにロードセルを付加することで荷重制御も自在となる。
【００５５】
　Ｘ方向の変位量は、図２、図３に示すように、水平変位測定部１１として精密変位計で
ある反射型のレーザセンサ１１により測定自在としている。具体的には、一方の連結ステ
ー２９を伸延して延長片１２を形成し、延長片１２側のスライダ２１の外側面２３に延長
片１２の内測定面１３に向けて照射自在としたレーザセンサ１１を貼着している。また、
レーザセンサ１１の入出力信号等を伝送するセンサ配線１４はコンピュータ７０と接続さ
れる。
【００５６】
　このように構成されたレーザセンサ１１は、図６（ａ）に示すように、照射光Ｘを延長
片１２の内測定面１３に向けて照射し、反射光Ｗを受光することで戻り時間を計測して換
算することでＸ方向の距離（変位量）を測定することができる。従って、図６（ｂ）に示
すように、Ｘ方向可動部１７が右側に移動した場合、レーザセンサ１１から照射された照
射光Ｘ´を反射光Ｗ´として受光することでＸ方向可動部１７の移動量（変位量）を測定
することができる。
【００５７】
　なお、本実施形態では水平変位測定部１１をレーザセンサで構成しているが、これに限
定されるものではなく、精密変位計であるエンコーダを用いた接触型のセンサやその他の
方式の測定機器であってもよく、また、メジャーを貼着して目視による変位量の測定を行
うようにしてもよい。なお、水平変位測定部１１は、後述するＹ方向の変位量の測定にお
いても同様に様々な方法を採用することができる。
【００５８】



(9) JP 2017-96874 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

　このように構成されたＸ方向可動部１７は、Ｙ方向可動部４３と連結するための矩形板
状の第二連結プレート４１とボルトを介して連結している。
【００５９】
　なお、第二連結プレート４１は、Ｘ方向可動部１７とＹ方向可動部４３とを連結するも
のであり、第二連結プレート４１を介さずにＸ方向可動部１７をＹ方向可動部４３に直接
連結してもよい。また、Ｘ方向可動部１７とＹ方向可動部４３の上下の配置は逆であって
もよい。
【００６０】
　Ｙ方向可動部４３は、図５（ｂ）に示すように、Ｘ方向可動部１７と同様の構成であり
、リニアガイド１９の進行方向（ガイド方向）をＸ方向可動部１７における同方向に対し
てＸ－Ｙ平面において直角にずらしたものであるため説明を省略するが、図中における符
号についてはＸ方向可動部１７の各部の符号の後に「ｙ」を付して識別するものとする。
【００６１】
　従って、Ｙ方向の変位量においても、図２、図３に示すように、水平変位測定部１１ｙ
として反射型のレーザセンサ１１ｙにより測定自在とし、延長片１２ｙ側のスライダ２１
ｙの外側面２３ｙに延長片１２ｙの内測定面１３ｙに向けて照射自在としたレーザセンサ
１１ｙを貼着している。また、レーザセンサ１１の入出力信号等を伝送するセンサ配線１
４ｙはコンピュータ７０と接続される。
【００６２】
　Ｙ方向可動部４３は、図３、図４に示すように、矩形板状の第三連結プレート４５を介
して垂直可動部５０と連設している。第三連結プレート４５は、その上面においてＹ方向
可動部４３とボルトにより連結し、下面において垂直可動部５０とボルトにより連結して
いる。
【００６３】
　垂直可動部５０は、Ｚ方向に可動自在でＺ方向の変位量を測定可能な垂直変位測定部５
１を備えた電動シリンダ５２で構成している。
【００６４】
　電動シリンダ５２は、略Ｊ字状に形成しており、垂直方向の長尺部分にはボールネジ（
５６）により昇降するピストンロッド５３を内包し、垂直方向の短尺部分には軸線方向を
鉛直方向としたサーボモータ（５４）を配設し、これらボールネジ（５６）とサーボモー
タ（５４）を下部側のケース内でタイミングベルト（５５）を介して連動連設している。
すなわち、電動シリンダ５２は、サーボモータ（５４）の動力をタイミングベルト(５５
）を介してボールネジ(５６）に伝達し、ボールネジ(５６）の回転運動によりピストンロ
ッド５３が上下する、所謂サーボシリンダを構成している。
【００６５】
　サーボモータ(５４）にはエンコーダが内蔵されているため、ピストンロッド５３の突
出量（変位量）をＺ方向の変位量として入・出力自在となっており、これを垂直変位測定
部５１としている。
【００６６】
　また、本実施形態に係る垂直可動部５０では、ピストンロッド５３の先端に荷重測定部
６０としての円柱状のロードセル６１を装着している。ロードセル６１の着力点をなす上
方に突出したロードボタン６２には雄ネジが螺刻されており、第三連結プレート４５と螺
着固定されている。
【００６７】
　従って、ロードセル６１は垂直可動部５０よりも上方に位置する車体載置部２や水平可
動部１０、及び第一・第二・第三連結プレート８，４１，４５の合計重量を初期値とし、
初期値からの増減を垂直荷重（負荷）として得ることができる。
【００６８】
　また、車体フローティング装置１の下底部には、図２に示すように、垂直可動部５０を
定盤Ｊ上に載置固定するための矩形板状のフローティング用基台６４を備えている。フロ
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ーティング用基台６４の四隅には、座繰りを形成したボルト挿通孔として平面視三角形状
に穿設され中央部で連通する定盤固定用孔６５を形成している。
【００６９】
　以上、説明したように本実施形態に係る車体フローティング装置１は構成している。従
って、例えば、図１に示すように、定盤Ｊ上においてジャッキアップポイントである車体
底部ｆの４箇所に車体フローティング装置１を配置すれば、車体Ｃに対する各種試験を行
なうことができる。
【００７０】
　すなわち、車体フローティング装置１は、車体載置部２と、車体載置部２を少なくとも
ＸＹＺ３次元座標系においてＸ，Ｙ方向に可動自在とする水平可動部１０と、車体載置部
２をＺ方向に可動自在とする垂直可動部５０と、所定箇所の車体荷重を測定可能な荷重測
定部６０と、を備えたことにより、複数の車体フローティング装置１を介して車体Ｃを載
置でき、更に、車体Ｃの高さや傾きを任意に制御でき、しかも、各車体フローティング装
置１が受ける車体荷重に応じて各車体フローティング装置１の高さを制御できるので、車
体Ｃを疑似的に左右対称方向に同期して捻じり、浮かすことができる。
【００７１】
　また、水平可動部１０は、Ｘ，Ｙ方向の変位量を測定可能な水平変位測定部１１を備え
、垂直可動部５０は、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直変位測定部５１を備えたことによ
り、車体Ｃに対する各種試験において各車体フローティング装置１が位置する各車体載置
部２の変位を得ることができるので、例えば、車体剛性試験における車体Ｃの捻じれ量等
を具体的な数値として精度よく算出することができる。
【００７２】
　更に、水平可動部１０は、リニアガイド１９，１９ｙによりＸ，Ｙ方向に可動自在とし
、垂直可動部５０は、電動シリンダ５２によりＺ方向に可動自在としたことにより、例え
ば、車体剛性試験において変位量が少ないＸ，Ｙ方向についてはリニアガイド１９，１９
ｙを用いることで安価に構成でき、しかも、実質的に車体Ｃを支え、重力方向でもあり変
位量も多いＺ方向については電動シリンダ５２により最適な高さへと精度よく移動させる
ことができ、試験精度を向上させることができる。
【００７３】
　このように、実際に車体Ｃの高さや傾きを任意に制御して車体Ｃを疑似的に浮かすこと
ができるようにするためには、図７に示すように、車体フローティング装置１を自動計算
機であるコンピュータ７０と入出力自在に接続する必要がある。車体フローティング装置
１と、車体フローティング装置１の装置本体に接続されたコンピュータ７０とにより、車
体フローティングシステムが構成されている。
【００７４】
　コンピュータ７０には、車体フローティング装置１の水平変位測定部１１をなすレーザ
センサ１１，１１ｙと、垂直可動部５０と、垂直変位測定部５１をなす電動シリンダ５２
と、荷重測定部６０をなすロードセル６１とがセンサ配線１４，１４ｙ、配線７１～７４
により接続されている。このような構成により、水平可動部１０の位置データの取得や、
電動シリンダ５２のピストンロッド５３の位置制御や昇降動作、車体底部ｆの各箇所の荷
重データの取得と電動シリンダ５２へのフィードバック等が可能となり、様々な制御を行
なうことができる。
【００７５】
　このように、車体フローティング装置１はコンピュータ７０を備え、コンピュータ７０
と接続され、コンピュータ７０は、車体Ｃに強制的な負荷が付与されないときは、複数の
車体フローティング装置１が載置する車体底部ｆの各箇所を同一面で、しかも、水平面に
位置するように複数の車体フローティング装置１の各垂直可動部５０を自動制御するよう
に構成されている。つまり、車体Ｃに外部からの負荷が付与されていない状態において、
コンピュータ７０は、車体Ｃに対して４箇所に配置された車体フローティング装置１によ
る車体Ｃの各支持位置のＺ方向の位置が共通の位置となるように各垂直可動部５０を制御
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する。このような構成により、車体Ｃに対する各種試験前に、車体Ｃを短時間で容易に水
平状態にセットすることができるので、各種試験の作業性を大幅に向上させることができ
る。
【００７６】
　次に、上述した車体フローティング装置１を備えた車体剛性試験装置８０の構成につい
て説明する。
【００７７】
[車体剛性試験装置]
　本実施形態に係る車体剛性試験装置８０は、図８～図１２に示すように、上述した車体
フローティング装置１と、車体ＣにＺ方向の負荷を付与する負荷発生機８１とを備え、負
荷発生機８１は、車体Ｃに接続自在の車体接続部８２と、負荷としての荷重を測定可能な
負荷測定部９２と、Ｚ方向に可動する垂直負荷付勢部９６と、Ｚ方向の変位量を測定可能
な垂直負荷変位測定部９７と、で構成し、コンピュータ７０は配線７１～７４，１１０を
介して、車体フローティング装置１と負荷発生機８１に接続され、負荷発生機８１により
車体Ｃに所定量の負荷を自動で付与し、更に、負荷により生じた車体Ｃの捻じれが車体Ｃ
を載置する車体フローティング装置１の荷重測定部６０で測定された荷重が全体として相
殺されるように垂直可動部５０により車体載置部２のＺ方向の位置が自動制御されるよう
に構成している。
【００７８】
　負荷発生機８１の車体接続部８２は、図９、図１０に示すように、板状で角部が面取り
された略正三角形状の接続基準板８３と３つのボルト８４及びナット８５とで構成してい
る。接続基準板８３は略正三角形状における角部近傍に各々ボルト挿通孔８６を貫設して
おり、中央部において押圧棒８９先端の雄ネジ部（図示せず）を突出させるための押圧棒
取付孔８７を貫設している。
【００７９】
　接続基準板８３は、図１１に示すように、本来であればサスペンションの上端部が接続
される車体Ｃのサスペンションタワー（サスペンション支持部）Ｓに下方側から接続して
いる。接続基準板８３に穿設されたボルト挿通孔８６は、サスペンションタワーＳの円形
の開口部Ｓｈの周縁に穿設された３つのサスペンション取付孔ｈと連通連設するように形
成しており、ボルト８４とナット８５により螺着固定される。
【００８０】
　車体接続部８２の下方には、先端部（上端部）に雄ネジを螺刻し、後端部（下端部）に
雌ネジ孔を形成した丸棒状の押圧棒８９を配設している。車体接続部８２の先端部の雄ネ
ジ部は車体接続部８２に形成された押圧棒取付孔８７に下方から挿貫され、ナット９０に
より車体接続部８２と螺着固定される。
【００８１】
　押圧棒８９の下方には、負荷測定部９２としての円柱状のロードセル９３を連設してい
る。ロードセル９３の着力点をなす上方に突出したロードボタン９４には雄ネジが螺刻さ
れており、押圧棒８９の後端部に形成された雌ネジ孔に螺着して押圧棒８９と一体となる
。
【００８２】
　従って、ロードセル９３は、上方に位置する車体接続部８２や押圧棒８９の合計重量を
初期値とし、初期値からの増減を垂直荷重（負荷）として得ることができる。
【００８３】
　また、ロードセル９３は下底部においてボルトにより垂直負荷付勢部９６と連設してい
る。
【００８４】
　垂直負荷付勢部９６は、Ｚ方向に可動自在でＺ方向の変位量を測定可能な垂直負荷変位
測定部９７を備えた電動シリンダ５２で構成している。
【００８５】
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　電動シリンダ５２は、略Ｊ字状に形成しており、垂直方向の長尺部分にはボールネジ（
１０２）により昇降するピストンロッド９９を内包し、垂直方向の短尺部分には軸線方向
を鉛直方向としたサーボモータ（１００）を配設し、これらボールネジ（１０２）とサー
ボモータ（１００）を下部側のケース内でタイミングベルト（１０１）を介して連動連設
している。すなわち、電動シリンダ５２は、サーボモータ（１００）の動力をタイミング
ベルト(１０１）を介してボールネジ(１０２）に伝達し、ボールネジ(１０２）の回転運
動によりピストンロッド９９が上下する、所謂サーボシリンダを構成している。電動シリ
ンダ５２のピストンロッド９９は、ロードセル９３を介して押圧棒８９と同軸心配置され
ている。
【００８６】
　サーボモータ(１００）にはエンコーダが内蔵されているため、ピストンロッド９９の
突出量（変位量）をＺ方向の変位量として入・出力自在となっており、これを垂直負荷変
位測定部９７としている。
【００８７】
　また、負荷発生機８１の下底部には、図９に示すように、負荷発生機８１を定盤Ｊ上に
載置固定するための矩形板状の負荷用基台１０４を備えている。負荷用基台１０４の四隅
には、座繰りを形成したボルト挿通孔が平面視三角形状に穿設され中央部で連通した定盤
固定用孔１０５を形成している。
【００８８】
　以上、説明したように本実施形態に係る車体剛性試験装置８０の負荷発生機８１は構成
している。従って、例えば、図８、図１２に示すように、定盤Ｊ上においてジャッキアッ
プポイントである車体底部ｆの４箇所に車体フローティング装置１を配置し、前輪側の一
方のサスペンションタワーＳに負荷発生機８１を設置すれば、車体Ｃに対し前側左右を逆
方向へ同期して負荷付勢し車体剛性試験を行なうことができる。
【００８９】
　具体的には、コンピュータ７０に予め記録されたソフトウェアプログラムを稼働させて
各種の試験用パラメータを入力し、車体剛性試験を開始することで負荷発生機８１や各車
体フローティング装置１を入・出力制御することができる。
【００９０】
　例えば、コンピュータ７０から負荷発生機８１に対して上方に向かう所定量の負荷を発
生させる信号を電送させる。これにより負荷発生機８１のピストンロッド９９は上昇を開
始し、ロードセル９３の測定値が連続的にコンピュータ７０に電送され、指示された所定
量の負荷がコンピュータ７０に電送されるとピストンロッド９９の上昇が停止する。この
場合、電動シリンダ９８が内蔵する垂直負荷変位測定部９７の信号がコンピュータ７０に
電送されることでピストンロッド９９の上方への変位量、すなわち、サスペンションタワ
ーＳの変位量が算出される。
【００９１】
　従って、サスペンションタワーＳには意図する正確な負荷が付与され、しかも、負荷に
よる変位量を正確に得ることができる。
【００９２】
　また、サスペンションタワーＳを上方へ変位させる負荷に伴い車体Ｃは捻じれようとす
るため、車体Ｃを保持する４つの車体フローティング装置１にもＺ方向の負荷に変化が生
じる。例えば、図８に示すように、負荷発生機８１と対角に位置する車体フローティング
装置１には車体剛性試験前に比して負荷が増加し、逆に、他の３つの車体フローティング
装置１は車体剛性試験前に比して負荷が軽減される。
【００９３】
　この場合、各車体フローティング装置１のロードセル６１の測定値は連続的にコンピュ
ータ７０に電送され、各車体フローティング装置１の各電動シリンダ５２には負荷発生機
８１による負荷が付与される前の荷重に戻るよう各ピストンロッド５３を上下動させる信
号が電送される。
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【００９４】
　すなわち、負荷発生機８１により生じた車体Ｃの捻じれが車体Ｃを載置する車体フロー
ティング装置１の荷重測定部（ロードセル）６０で測定された荷重が全体として相殺され
るように垂直可動部５０（電動シリンダ５２）により車体載置部２のＺ方向の位置が自動
制御されるように構成している。
【００９５】
　また、車体フローティング装置１の電動シリンダ５２が内蔵する垂直変位測定部５１の
信号がコンピュータ７０に電送されることでピストンロッド５３の上下方への変位量、す
なわち、車体底部ｆのロッカー部分の変位量が算出される。
【００９６】
　従って、車体ＣのＺ方向の捻じれ量を正確に得ることができる。しかも、車体フローテ
ィング装置１の水平可動部１０が備える水平変位測定部１１のレーザセンサ１１，１１ｙ
による測定値がコンピュータ７０に電送されることで、４箇所のロッカーのＸ，Ｙ方向へ
の変位量も得ることができる。
【００９７】
　なお、本実施形態においては水平変位測定部１１を精密変位計である反射型のレーザセ
ンサ１１，１１ｙで構成しているが、その他の精密変位計を用いたり、Ｘ・Ｙ方向可動部
１７，４３を電動シリンダで構成したり、目盛りが付されたＸ・Ｙ方向用メジャーで構成
してもよい。
【００９８】
　このように、本実施形態に係る車体剛性試験装置８０では、定盤Ｊ上の車体フローティ
ング装置１に車体Ｃを載置させ、負荷発生機８１を接続した後は、自動的に車体Ｃを水平
状態に保持し、負荷発生機８１が車体Ｃに負荷を与え、負荷に応じた車体Ｃの捻じれが現
出するように車体フローティング装置１が可動するよう構成している。
【００９９】
　また、負荷の値や各変位量を自動的に取得できるので、車体剛性試験における解析精度
を飛躍的に向上させることができる。
【０１００】
　なお、本実施形態では前輪側の一方のサスペンションタワーＳに負荷発生機８１を設置
しているが、他方側のサスペンションタワーにも別途の負荷発生機を設置し、互いに上下
逆方向の負荷を与えた車体剛性試験を行なうこともでき、更に、後輪側のサスペンション
タワーに負荷発生機を設置する等、様々な組み合わせで車体剛性試験を行なうことができ
る。
【０１０１】
　以上のように、本実施形態に係る車体剛性試験装置８０は、車体フローティング装置１
と、車体ＣにＺ方向の負荷を付与する負荷発生機８１とを備え、負荷発生機８１は、車体
Ｃに接続自在の車体接続部８２と、負荷としての荷重を測定可能な負荷測定部９２と、Ｚ
方向に可動する垂直負荷付勢部９６と、Ｚ方向の変位量を測定可能な垂直負荷変位測定部
９７と、で構成し、コンピュータ７０は、負荷発生機８１とも接続され、負荷発生機８１
により車体Ｃに所定量の負荷を自動で付与し、更に、負荷により生じた車体Ｃの捻じれが
車体Ｃを載置する車体フローティング装置１の荷重測定部６０で測定された荷重が相殺さ
れるように垂直可動部５０により車体載置部２のＺ方向の位置が自動制御されるように構
成したことにより、各車体フローティング装置１により疑似的に浮いた車体Ｃは、捻じれ
に逆らうことなく捻じれた状態をそのまま現出させることができる。
【０１０２】
　なお、本実施形態では車体フローティング装置１を車体剛性試験に用いた実施形態を示
しているが、車体フローティング装置１の用途はこれに限定されるものでないことは言う
までもない。
【０１０３】
　また、本実施形態に係る車体フローティング装置１や車体剛性試験装置８０は、完成体
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【０１０４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【０１０５】
　Ｃ　　　車体
　ｆ　　　車体底部
　１　　　車体フローティング装置
　２　　　車体載置部
　１０　　水平可動部
　１１　　水平変位測定部
　１９　　リニアガイド
　１９ｙ　リニアガイド
　５０　　垂直可動部
　５１　　垂直変位測定部
　５２　　電動シリンダ
　７０　　コンピュータ（自動計算機）
　８０　　車体剛性試験装置
　８１　　負荷発生機
　８２　　車体接続部
　９２　　負荷測定部
　９６　　垂直負荷付勢部
　９７　　垂直負荷変位測定部
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(17) JP 2017-96874 A 2017.6.1

【図１１】 【図１２】



(18) JP 2017-96874 A 2017.6.1

フロントページの続き

(72)発明者  四本　慶一
            福岡県宮若市上有木１番地　トヨタ自動車九州株式会社内
(72)発明者  山田　邦芳
            福岡県宮若市上有木１番地　トヨタ自動車九州株式会社内
(72)発明者  原口　和俊
            福岡県宮若市上有木１番地　トヨタ自動車九州株式会社内
Ｆターム(参考) 2G061 AA08  AB01  BA20  CB20  CC11  DA01  EA01  EA02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

