
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
定盤上に移動可能に載置されるベースと、このベースに立設された支柱と、この支柱に沿
って昇降可能に設けられ測定子を有するスライダと、このスライダの高さ方向の変位量を
検出する変位センサと、前記ベースから定盤上にエアーを噴出してベースを定盤に対して
浮上させるエアー浮上手段とを備えたハイトゲージにおいて、
前記支柱の測定子を有する面に対して隣接する側面でかつベース近傍には、ハンドルが設
けられ、このハンドルには、前記エアー浮上手段へのエアーの供給、遮断を制御するエア
ー浮上制御スイッチが設けられていることを特徴とするハイトゲージ。
【請求項２】
請求項１に記載のハイトゲージにおいて、前記ハンドルには、前回の測定項目に関する測
定手順を繰り返し指令するリピートスイッチが設けられていることを特徴とするハイトゲ
ージ。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のハイトゲージにおいて、前記ハンドルには、現在実行中
の測定手順のキャンセルを指令するキャンセルスイッチが設けられていることを特徴とす
るハイトゲージ。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のハイトゲージにおいて、前記ハンドルは、前
記支柱と平行な軸を中心として旋回可能かつ任意の旋回角度位置で固定可能に設けられて
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いることを特徴とするハイトゲージ。
【請求項５】
請求項４に記載のハイトゲージにおいて、前記ハンドルは、少なくとも先端部分が上下方
向へ傾斜可能かつ任意の傾斜角度位置で固定可能に設けられていることを特徴とするハイ
トゲージ。
【請求項６】
定盤上に移動可能に載置されるベースと、このベースに立設された支柱と、この支柱に沿
って昇降可能に設けられ測定子を有するスライダと、このスライダの高さ方向の変位量を
検出する変位センサと、前記ベースから定盤上にエアーを噴出してベースを定盤に対して
浮上させるエアー浮上手段とを備えたハイトゲージにおいて、
前記エアー浮上手段は、前記ベースから定盤上にエアーを噴出しベースを定盤に対して所
定の隙間を有して完全浮上した状態と、前記ベースから定盤上にエアーを噴出しベースお
よびそのベースにかかる重量を軽減した状態でかつベースを定盤に対して接した半浮上状
態とに切り換え可能に構成され、
前記支柱の測定子を有する面に対して隣接する側面でかつベース近傍または前記支柱の測
定子を有する面に対して隣接する側面近傍のベース上には、ハンドルが設けられているこ
とを特徴とするハイトゲージ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、上下方向へ昇降可能に設けられた測定子の高さ位置から被測定物の寸法を測定
するハイトゲージに関する。詳しくは、定盤上を操作性よく移動できるようにしたハイト
ゲージに関する。
【０００２】
【背景技術】
比較的大型の被測定物の寸法、たとえば、高さ、段差、穴、軸などの寸法を測定する場合
、大型のハイトゲージが利用されている。
通常、ハイトゲージは、定盤上に移動可能に載置されるベースと、このベースに立設され
た支柱と、この支柱に沿って昇降可能に設けられ測定子を有するスライダと、このスライ
ダの高さ方向の変位量を検出する変位センサとを備える構造であるが、大型のハイトゲー
ジでは、重量が重いため、移動を容易にするために、ベースから定盤上へエアーを噴出し
てベースを定盤に対して浮上させるエアー浮上手段を備えた構造のものが知られている。
【０００３】
従来、このようなエアー浮上手段を備えた大型のハイトゲージでは、図１２に示すように
、浮上スイッチ４が押しやすい位置で支柱２の後方に設けられたグリップ３を握り、浮上
スイッチ４を押す。すると、ベース１から定盤１０上へエアーが噴出され、定盤１０に対
してベース１が浮上した状態となるから、この状態において、もう片方の手をベース１に
添えながら移動させ、測定子５が被測定物の測定部位近傍に位置したのち、浮上スイッチ
４を放す。すると、ベース１から定盤１０上へのエアーが遮断され、定盤１０に対してベ
ース１が接した状態となるから、この状態において、測定を行う。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来のような測定作業においては、作業者は、支柱２を挟んで測定子５とは反対側のグリ
ップ３を握りながらベース１を移動させなければならないから、測定子５が被測定物の測
定部位近傍に達したかを確認しずらく、時として、測定子５が被測定物に衝突してしまう
場合も考えられる。
そこで、測定子５の状況を確認しながら、ベース１を移動できるように、作業者が測定子
５側に位置すると、作業者は、支柱２の後方へ腕を回してグリップ３を掴まなければなら
ないうえ、つまり、無理な姿勢で操作しなければならないうえ、浮上スイッチ４も操作し
ずらくなる。とくに、測定子５を被測定物に接触させながらハイトゲージを移動させる、
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いわゆる、倣い測定では、上述した作業がきわめて難しい。
【０００５】
本発明の目的は、このような従来の欠点を解消し、測定子と被測定物との位置関係を確認
しながら、楽な姿勢で移動させることができるとともに、スイッチ操作も容易にできるハ
イトゲージを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明のハイトゲージは、上記目的を達成するために、次の構成を備える。
請求項１に記載の発明は、定盤上に移動可能に載置されるベースと、このベースに立設さ
れた支柱と、この支柱に沿って昇降可能に設けられ測定子を有するスライダと、このスラ
イダの高さ方向の変位量を検出する変位センサと、前記ベースから定盤上にエアーを噴出
してベースを定盤に対して浮上させるエアー浮上手段とを備えたハイトゲージにおいて、
前記支柱の測定子を有する面に対して隣接する側面でかつベース近傍には、ハンドルが設
けられ、このハンドルには、前記エアー浮上手段へのエアーの供給、遮断を制御するエア
ー浮上制御スイッチが設けられていることを特徴とする。
【０００７】
この発明によれば、支柱の測定子を有する面に対して隣接する側面でかつベース近傍には
、ハンドルが設けられているから、そのハンドルを掴んで測定子を有する面に対して隣接
する側面からベースを移動させることができる。従って、楽な姿勢でハンドルを掴んで、
測定子が被測定物の測定部位近傍に達したかを確認しながら、移動させることができるか
ら、操作性を向上させることができる。
特に、ハンドルを支柱に設けたので、定盤からハンドルまでの高さを確保するために特別
な部材を設けることなく、任意の高さに設定できる。たとえば、ハンドルをベースに設け
た場合、定盤からハンドルまでの高さを確保するために、ベースの高さを厚くしたり、ベ
ース上に高さを確保するための部材が必要になるが、ハンドルを支柱に設けたので、特別
な部材を設けることなく、定盤からハンドルまでの高さを任意に設定できる。
また、ハンドルには、エアー浮上手段へのエアーの供給、遮断を制御するエアー浮上制御
スイッチを設けてあるから、ハンドルを掴んだまま、エアー浮上制御スイッチを操作する
ことができる。従って、片手操作によって、ベースを定盤上で移動、静止させることがで
きる。
【０００８】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のハイトゲージにおいて、前記ハンドルには、
前回の測定項目に関する測定手順を繰り返し指令するリピートスイッチが設けられている
ことを特徴とする。
この発明によれば、同一種類の複数の被測定物を連続的に測定する場合、片手でハンドル
を掴んだまま、他の片方の手で被測定物を交換しながら測定することができるから、能率
的に測定できる。
【０００９】
請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載のハイトゲージにおいて、前記
ハンドルには、現在実行中の測定手順のキャンセルを指令するキャンセルスイッチが設け
られていることを特徴とする。
この発明は、片手でハンドルを掴んだままで、現在実行中の測定手順をキャンセルできる
から、能率的に測定できる。
【００１０】
請求項４に記載の発明は、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のハイトゲージにお
いて、前記ハンドルは、前記支柱と平行な軸を中心として旋回可能かつ任意の旋回角度位
置で固定可能に設けられていることを特徴とする。
この発明によれば、ハンドルを支柱と平行な軸を中心として旋回できるから、被測定物や
作業者の姿勢に応じて、ハンドルを操作しやすい角度に変更することができる。
【００１１】
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請求項５に記載の発明は、請求項４に記載のハイトゲージにおいて、前記ハンドルは、少
なくとも先端部分が上下方向へ傾斜可能かつ任意の傾斜角度位置で固定可能に設けられて
いることを特徴とする。
この発明によれば、ハンドルは、少なくとも先端部分が上下方向へ傾斜させることができ
るから、任意の傾斜角度位置に傾斜させた状態で操作できるとともに、先端部分を上下方
向へ傾斜させれば、横方向へ突出しなくなるから、収納や携帯時に邪魔になることがない
。
【００１２】
請求項６に記載の発明は、定盤上に移動可能に載置されるベースと、このベースに立設さ
れた支柱と、この支柱に沿って昇降可能に設けられ測定子を有するスライダと、このスラ
イダの高さ方向の変位量を検出する変位センサと、前記ベースから定盤上にエアーを噴出
してベースを定盤に対して浮上させるエアー浮上手段とを備えたハイトゲージにおいて、
前記エアー浮上手段は、前記ベースから定盤上にエアーを噴出しベースを定盤に対して所
定の隙間を有して完全浮上した状態と、前記ベースから定盤上にエアーを噴出しベースお
よびそのベースにかかる重量を軽減した状態でかつベースを定盤に対して接した半浮上状
態とに切り換え可能に構成され、前記支柱の測定子を有する面に対して隣接する側面でか
つベース近傍または前記支柱の測定子を有する面に対して隣接する側面近傍のベース上に
は、ハンドルが設けられていることを特徴とする。
【００１３】
この発明によれば、エアー浮上手段が、ベースから定盤上にエアーを噴出しベースを定盤
に対して所定の隙間を有して完全浮上した状態と、ベースから定盤上にエアーを噴出しベ
ースおよびそのベースにかかる重量を軽減した状態でかつベースを定盤に対して接した半
浮上状態とに切り換え可能に構成されているから、たとえば、倣い測定において、半浮上
状態で測定すれば、高精度測定を維持しつつ、移動を容易にできる。
しかも、この移動では、完全浮上状態に比べると重いが、支柱の測定子を有する面に対し
て隣接する側面でかつベース近傍または前記支柱の測定子を有する面に対して隣接する側
面近傍のベース上には、ハンドルが設けられているから、楽な姿勢でハンドルを掴んで、
測定子が被測定物の測定部位に接した状態を確認しながら、容易に移動させることができ
る。つまり、倣い測定における操作性を向上させることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
図１は本実施形態のハイトゲージ（測定機）の斜視図である。同図に示すように、本実施
形態のハイトゲージは、定盤１０上に移動可能に載置されるベース１１と、このベース１
１に立設された支柱１２と、この支柱１２に沿って上下方向へ昇降可能に設けられ測定子
１３を有するスライダ１４と、前記ベース１１に前記支柱１２の裏面側に設けられたグリ
ップ部１５と、このグリップ部１５の上面に旋回可能に設けられ表面にＬＣＤなどの表示
装置１６およびキー入力部１７を有する表示操作部１８と、前記ベース１１から定盤１０
上にエアーを噴出してベース１１を定盤１０に対して浮上させるエアー浮上手段１９とを
備える。
【００１５】
前記エアー浮上手段１９は、ベース１１の下面に設けられ無数のエアー噴出孔を有する複
数のエアーパッド１９Ａと、このエアーパッド１９Ａにエアーを供給するコンプレッサ（
図示していないが、グリップ部１５の下部に設置）などを備える。
また、エアー浮上手段１９は、コンプレッサを駆動するモータの回転数を変化させること
によって、ベース１１から定盤１０上にエアーを噴出しベース１１を定盤１０に対して所
定の隙間を有して完全浮上した状態と、ベース１１から定盤１０上にエアーを噴出しベー
ス１１およびそのベース１１にかかる重量を軽減した状態でかつベース１１を定盤１０に
対して接した半浮上状態とに切り換え可能に構成されている。
【００１６】
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前記支柱１２の右側面（測定子１３を有する面に対して隣接する側面）でかつベース１１
近傍（つまり、下部位置）には、ハンドル２１が支柱１２に対して直角に突設されている
。
ハンドル２１は、図２および図３に示すように、前記支柱１２の右側面下部に固定され上
面に支軸２２を有する固定部材２３と、前記支軸２２に回動可能に設けられた回動リング
２４と、この回動リング２４の外周に螺合され先端が前記支軸２２に対して当接、離間可
能な旋回軸部２５と、この旋回軸部２５の先端にボルト・ナット２６を介して上下方向へ
傾斜可能に設けられた傾斜軸部２７とから構成されている。従って、ハンドル２１は、前
記支柱１２と平行な支軸２２を中心として旋回可能かつ任意の旋回角度位置で固定可能に
設けられているとともに、少なくとも先端の傾斜軸部２７が上下方向へ傾斜可能かつ任意
の傾斜角度位置で固定可能に設けられている。
【００１７】
前記旋回軸部２５には、傾斜軸部２７側より根本側に向かって、エアー浮上制御スイッチ
３１、リピートスイッチ３２およびキャンセルスイッチ３３が順次が設けられている。
エアー浮上制御スイッチ３１は、前記エアー浮上手段１９へのエアーの供給、遮断を制御
するものである。リピートスイッチ３２は、前回の測定項目の測定手順を繰り返し指令す
るものである。キャンセルスイッチ３３は、現在実行中の測定手順のキャンセルを指令す
るものである。
【００１８】
図４は本実施形態のハイトゲージのブロック図である。同図において、制御装置４１は、
ＣＰＵ４２と、メモリ４３とを備える。
ＣＰＵ４２には、前記キー入力部１７、前記ハンドル２１に設けられた３つのスイッチ３
１，３２，３３、表示装置１６、エアー浮上手段１９のほかに、前記スライダ１４を上下
方向へ昇降させる昇降駆動手段４４と、この昇降駆動手段４４によって昇降されるスライ
ダ１４の高さ方向の変位量を検出する変位センサ４５と、スピーカ４６などが接続されて
いる。
【００１９】
昇降駆動手段４４は、上下動モータ４４Ａと、この上下動モータ４４Ａの出力軸に設けら
れた定圧機構４４Ｂとを含んで構成されている。定圧機構４４Ｂは、上下動モータ４４Ａ
の回転をベルトなどの伝達手段を介してスライダ１４に伝達してスライダ１４を昇降させ
るとともに、スライダ１４に一定以上の負荷がかかったときに空転する機能を備える。
変位センサ４５は、前記支柱１２に沿って設けられた光学格子を有するスケールと、この
スケールに対向して前記スライダ１４に配置された検出器とを含み、この両者の協働によ
って支柱１２上におけるスライダ１４の高さ方向の変位量を電気的信号として検出する。
【００２０】
前記メモリ４３には、各種測定項目についての測定手順プログラムが記憶されているとと
もに、その各測定手順プログラムの各ステップに対応して、測定項目の内容を表すシンボ
ルと文字データ、各ステップを表すシンボルと文字データ、操作ガイダンス情報、各ステ
ップの完了を知らせる音声情報などが記憶されている。また、測定データが記憶されると
ともに、これらの測定データを演算して得られた演算結果データが記憶されるようになっ
ている。
【００２１】
次に、本実施形態の作用を説明する。
測定にあたっては、まず、片手でハンドル２１を握り、その親指でエアー浮上制御スイッ
チ３１を押す。すると、エアー浮上手段１９によってベース１１が定盤１０に対して浮上
した状態になるから、この状態でハンドル２１を握りながらベース１１を移動させ、測定
子１３を被測定物の測定部位近傍に位置させたのち、エアー浮上制御スイッチ３１から手
を離す。すると、エアーが遮断されるから、ベース１１は定盤１０上に接した状態で静止
される。
【００２２】
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ここで、たとえば、被測定物の穴の内径を測定する場合について説明する。
穴の内径を測定する場合には、測定子１３を穴内に挿入し、この状態において、キー入力
部１７から測定開始を指令する。これにより、ＣＰＵ４２は、昇降駆動手段４４を駆動し
てスライダ１４を下降させる。すると、測定子１３は、図５の▲１▼のように、下降され
ていく。なお、図５において、Ｈは被測定物の穴である。
この間、表示装置１６には図６の画面が表示される。つまり、円（穴）測定項目であるこ
とがシンボル６１と文字データ６２で表示され、その測定項目において、測定子下降ステ
ップであることがシンボル６３と文字データ６４で表示され、更に、その下欄に操作ガイ
ダンス情報（［ＥＮＴＥＲ］キーにて倣い測定を開始できる旨の情報）６５が表示される
。
やがて、測定子１３が穴Ｈの下側壁に当たったことを検知すると（図５の▲１▼参照）、
接触完了音が出力され、この測定子下降ステップが終了する。
【００２３】
次に、測定子下降ステップが終了すると、表示装置１６には図７の画面が表示される。つ
まり、円（穴）測定項目であることがシンボル７１と文字データ７２で表示され、その測
定項目において、倣い測定ステップであることがシンボル７３と文字データ７４で表示さ
れ、更に、その下欄に操作ガイダンス情報（［ＥＮＴＥＲ］キーにて倣い測定を終了でき
る旨の情報）７５が表示される。
従って、作業者は、この表示を見て、倣い測定を行う。具体的には、ハイトゲージのベー
ス１１を移動させ、測定子１３を被測定物の穴Ｈの径方向へ移動させる。つまり、測定子
１３を図５の▲２▼のように移動させる。すると、測定子１３が穴Ｈの最下点に位置した
ときのＺ座標値が取り込まれたのち、その位置から所定距離移動したとき、倣い完了音が
出力され、この倣い測定ステップが終了する。なお、このとき、エアー浮上手段１９は半
浮上状態に切り換えられているから、測定精度を低下させることなく、容易に移動させる
ことができる。
【００２４】
次に、倣い測定ステップが終了すると、ＣＰＵ４２は、昇降駆動手段４４を駆動してスラ
イダ１４を上昇させる。すると、測定子１３は、図５の▲３▼のように、上昇されていく
。
この間、表示装置１６には図８の画面が表示される。つまり、円（穴）測定項目であるこ
とがシンボル８１と文字データ８２で表示され、その測定項目において、測定子上昇ステ
ップであることがシンボル８３と文字データ８４で表示され、更に、その下欄に操作ガイ
ダンス情報（［ＥＮＴＥＲ］キーにて倣い測定を開始できる旨の情報）８５が表示される
。
やがて、測定子１３が穴Ｈの上側壁に当たったことを検知すると（図５の▲３▼参照）、
接触完了音が出力され、この測定子上昇ステップが終了する。
【００２５】
次に、測定子上昇ステップが終了すると、表示装置１６には図９の画面が表示される。つ
まり、円（穴）測定項目であることがシンボル９１と文字データ９２で表示され、その測
定項目において、倣い測定ステップであることがシンボル９３と文字データ９４で表示さ
れ、更に、その下欄に操作ガイダンス情報（［ＥＮＴＥＲ］キーにて倣い測定を終了でき
る旨の情報）９５が表示される。
従って、作業者は、この表示を見て、倣い測定を行う。具体的には、ハイトゲージのベー
ス１１を移動させ、測定子１３を被測定物の穴Ｈの径方向へ移動させる。つまり、測定子
１３を図５の▲４▼のように移動させる。すると、測定子１３が穴Ｈの最上点に位置した
ときのＺ座標値が取り込まれたのち、その位置から所定距離移動したとき、倣い完了音が
出力され、この倣い測定ステップが終了する。なお、このときも、エアー浮上手段１９は
半浮上状態に切り換えられているから、測定精度を低下させることなく、容易に移動させ
ることができる。
【００２６】
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次に、倣い測定ステップが終了すると、表示装置１６には図１０の画面が表示される。つ
まり、円（穴）測定項目であることがシンボル１０１と文字データ１０２で表示され、そ
の測定項目において求められた穴の中心座標値Ｚおよび直径Ｄが表示され、更に、その下
欄に操作ガイダンス情報（［測定コマンド］キーにて測定できる旨の情報など）１０３が
表示される。
【００２７】
以上の各ステップによって穴Ｈの内径を測定することができるが、たとえば、図１１に示
すように、２つの穴Ｈ１，Ｈ２を連続的に測定しようとする場合、予め２つの穴Ｈ１，Ｈ
２の高さの差ｈを登録しておくとともに、１つの穴Ｈ１の測定が終了したとき、表示装置
１６に「待ち表示」を行い、かつ、測定子１３を被測定物の穴Ｈ１から抜く旨のメッセー
ジを表示するようにすれば、作業者に次の作業を指示できる。
次に、一定時間経過後に、測定子１３を予め登録しておいた差ｈだけ自動的に上昇させた
のち、再び、表示装置１６に「待ち表示」を行い、かつ、測定子１３を被測定物の穴Ｈ２
内に挿入する旨のメッセージを表示するようにすれば、作業者に次の作業を指示できる。
このようにして、複数の穴Ｈ１，Ｈ２の測定を作業者に指示を与えながら連続的に行うこ
とができる。
【００２８】
従って、本実施形態によれば、支柱１２の側面下部位置にハンドル２１を設けたので、楽
な姿勢でハンドル２１を掴んで、測定子１３が被測定物の測定部位近傍に達したかを確認
しながら、移動させることができる。よって、操作性を向上させることができる。
特に、ハンドル２１は支柱１２に設けられているから、定盤１０からハンドル２１までの
高さを確保するために特別な部材を設けることなく、任意の高さに設定できる。たとえば
、ハンドル２１をベース１１に設け場合、定盤１０からハンドル２１までの高さを確保す
るために、ベース１１の高さを厚くしたり、ベース１１上に高さを確保するための部材が
必要になるが、ハンドル２１を支柱１２に設けたので、特別な部材を設けることなく、定
盤１０からハンド２１ルまでの高さを任意に設定できる。
【００２９】
また、ハンドル２１には、エアー浮上手段１９へのエアーの供給、遮断を制御するエアー
浮上制御スイッチ３１、前回の測定項目に関する測定手順を繰り返し指令するリピートス
イッチ３２およびキャンセルスイッチ３３を握り側より順に設けたので、ハンドル２１を
掴んだまま、これらのスイッチ３１，３２，３３を操作することができる。従って、片手
操作によって、ベース１１を移動、静止させることができるとともに、繰り返し測定やキ
ャンセルを行うことができるから、能率的に測定できる。
【００３０】
また、ハンドル２１は、支柱１２と平行な支軸２２を中心として旋回可能かつ任意の旋回
角度位置で固定可能に設けられた旋回軸部２５と、この旋回軸部２５の先端に上下方向へ
傾斜可能に設けられた傾斜軸部２７とを含んで構成されているから、被測定物や作業者の
姿勢に応じて、旋回軸部２５を支軸２２を中心として旋回させれば、ハンドル２１を操作
しやすい角度に変更することができるとともに、傾斜軸部２７を上下方向へ傾斜させれば
、横方向へ突出しなくなるから、収納や携帯時に邪魔になることがない。
【００３１】
また、エアー浮上手段１９が、ベース１１から定盤１０上にエアーを噴出しベース１１を
定盤１０に対して所定の隙間を有して完全浮上した状態と、ベース１１から定盤１０上に
エアーを噴出しベース１１およびそのベース１１にかかる重量を軽減した状態でかつベー
ス１１を定盤１０に対して接した半浮上状態とに切り換え可能に構成されているから、た
とえば、倣い測定において、半浮上状態で測定すれば、高精度測定を維持しつつ、移動を
容易にできる。
しかも、この移動では、完全浮上状態に比べると重いが、ハンドル２１を備えているから
、楽な姿勢でハンドル２１を掴んで、測定子１３が被測定物の測定部位に接した状態を確
認しながら、移動させることができる。つまり、倣い測定における操作性を向上させるこ
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とができる。
【００３２】
なお、前記実施形態では、支柱１２の右側面下部位置にハンドル２１を突設したが、左側
面下部位置でもよく、あるいは、両側面のいずれかに選択的に取り付けできるようにして
もよい。更に、予め、支柱２１の両側面に突設しておいてもよい。
また、ハンドル２１を取り付ける部材については、必ずしも、支柱１２に限らず、支柱１
２の測定子１３を有する面に対して隣接する側面近傍のベース１１上に設けてもよい。も
っとも、ハンドル２１を支柱１２に設ければ、定盤１０からハンドル２１までの高さを確
保するために特別な部材を設けることなく、任意の高さに設定できる利点がある。
【００３３】
また、前記実施形態では、ハンドル２１を、支柱１２と平行な支軸２２を中心として旋回
可能かつ任意の旋回角度位置で固定可能に設けられた旋回軸部２５と、この旋回軸部２５
の先端に上下方向へ傾斜可能に設けられた傾斜軸部２７とを含んで構成したが、これに限
られない。
たとえば、ボールジョイントなどによってハンドル２１を前後、上下方向へ回動可能にか
つ任意の角度位置で固定可能に構成してもよい。あるいは、１本の軸状部材によって構成
してもよく、複数本の軸部材を軸方向へ分離可能に連結して長さを調整できるようにした
ものでもよい。
【００３４】
【発明の効果】
本発明のハイトゲージによれば、ハンドルを備え、このハンドルには、エアー浮上手段へ
のエアーの供給、遮断を制御するエアー浮上制御スイッチが設けられているから、測定子
と被測定物との位置関係を確認しながら、楽な姿勢で移動させることができるとともに、
スイッチ操作も容易にできる。つまり、操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のハイトゲージの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】同上実施形態のハンドル部分を示す拡大斜視図である。
【図３】図２のハンドル部分の断面図である。
【図４】同上実施形態のブロック図である。
【図５】同上実施形態において、穴の内径を測定する手順を示す図である。
【図６】穴の内径測定において、測定子下降ステップ画面を示す図である。
【図７】穴の内径測定において、倣い測定ステップ画面を示す図である。
【図８】穴の内径測定において、測定子上昇ステップ画面を示す図である。
【図９】穴の内径測定において、倣い測定ステップ画面を示す図である。
【図１０】穴の内径測定において、測定結果画面を示す図である。
【図１１】複数の穴の内径を連続的に測定する手順を示す図である。
【図１２】従来のハイトゲージの測定作業を示す斜視図である。
【符号の説明】
１０　定盤
１１　ベース
１２　支柱
１３　測定子
１４　スライダ
１９　エアー浮上手段
２１　ハンドル
２５　旋回軸部
２７　傾斜軸部
３１　エアー浮上制御スイッチ
３２　リピートスイッチ
３３　キャンセルスイッチ
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４５　変位センサ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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