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1．　緒　　言

ファンボロ指圧計の電気回路について
　　　　　　On　the　Electric　Circuits　of　Farnborogh　Indicator

平　尾 収・小高庄二

　ファンボロ指圧計は第1図に示すように，受圧部の平

衡弁の下側に測定せんとする変動圧力を受け，その上方

には・空気溜めからの標準圧力P、を加える．こうすると

シリンダの圧力が標準圧力P、より低い圧力からこれに

近づき，P，より大になる瞬間および，この逆に高い方

から低い値にPsを通過する時に平衡弁はそれぞれ弁座

から一度ずつ離れる・この時誘導コイルの1次回路が断

たれて，2次回路中にある放電電極Sに火花を生ずる・

この放電電極Sは図のプランジャPによって標準圧力

P、に比例して左右に移動するようになっており，また

記録紙を巻いたドラムTはクランク軸と同調して回転

するようになっているので，火花の位置はPsの値と，

その時のクランク角の関係を示すことになるから，標準

圧力Psを適当な範囲で徐々に変化してやれば記録紙上

には，このようなシリンダ内の圧力とクランク角の対応

を示す連続した多くの点が得られ，多くのサイクルを重

誘導　一　コイル

／一次副路

衡弁の接触面の片側（C・）の座は直接燃焼室に連なって

いるので，動作時には燃焼ガスにさらされるために，平

衡弁との接触面はカーボンや，ラッカー状のものが付着

して電気抵抗が大になり動作しにくくなってくる・

　座（CpC，）と平衡弁の遊隙も重要な意義を有する・

通常は0・15～0・20mm位が適当であって，大きすぎる

と平衡弁が一方の座からはなれて，まだ他の座に達しな

いうちに再び初めの座におしもどされるという現象が，

比較的低周波数の圧力変動の場合にも生ずるようにな

り，完全な記録が得られなくなる・しかしながら高周波

に対してもよく追ずいするように遊隙を小さくしすぎる

と，第2図に示すように平衡弁のガイドの多少のガタの

ために中心軸が傾いて，平衡弁は常に座と接触したまま

の状態となり，圧力平衡の瞬間でも1次回路が切れなく

なり，2次回路の火花が飛ばなくなる・これらの障害を

二次回麗
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第1図　Farnborogh指圧計

ね合わせた指圧線図が得られ

る．この場合第1図に示す電気

回路は1次側の回路のインピー

ダンスが低いので，平衡弁の接

触面に動作時に大電流が流れ，

アークのために座（C、，C2）と

平衡弁との接触面があばたにな

ったり，汚れたりして遂には動

作が不確実になる・またこの平
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遊隙が小さい時，平衡弁のガイドのガ

タのために弁は，中心軸が傾いてつい

たままの状態となる．

　　　　　　第2図
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第3図　改良型ファンボロ指圧計受圧部略図
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除くために次のように考えた．

　a）電気回路については平衡弁の1次回路の電流を

少なくして接触面を保護することを考えた・このために

真空管回路を使用して平衡弁を含む回路のインピーダン

スを高くし電流を小にし，これに放電管を有する出力回

銘を結合して，誘導コイルの1次回路に大電流を流すご

之にした．

　b）　受圧部については第3図のようにした・接点は

、片側（C、）だけにして平衡弁としては0・05mmのステ

ィールのダイアフラムを用いた・遊隙は0・05mm以下

ev’C．できるようになった・この受圧部の構造についても種

・kの問題があるが，これについては別の機会にゆずるこ

とにして，ここでは電気回路について説明することにす

る．

　2．試作回路

　く1）サイラトロン制御回路

　まず第4図に示す回路を試作した・測定せんとするシ

刃ンダ内の圧力が，標準圧力P，より低い値から高い値

・に変化するときに，平衡弁の所の接点は開いていたのが

その瞬間に閉じることになる・すなわちこのとき図の増

幅管V、（6SL7）のグリッドに加わっていた電圧が急に

減ずることになる・これを負の信号と呼ぶことにする

と，これがv、で増幅され同時に位相が反転して正の信

号となってV2（6SL7）とV4（3G94）のグリットに入る．

衡弁

参考図
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　究　　速　　報

V，に入ったものは増幅されずに位相だけ反転して再び

負の信号となってV、（3G94）のグリッドに入る．すな

わち平衡弁によって生じた負の信号は結局サイラトロン

Vsのグリッドには増幅された負の信号となって入ると

同時に，今一つのサイラトロンv、のグリッドには増幅

された正の信号となって入ることになる・この場合サイ

ラトロンV，で放電が起り，コンデンサにより大きな電流

が誘導コイルの1次側に流れる・しかしこの放電が始ま

るとすぐにサイラトロンのプレート電圧が低下するから

すぐに放電が停止する・このときに誘導コイルの2次側

に高電圧が発生し記録紙に火花が飛び記録される・

　測定せんとするシリンダの圧力が標準圧力Psより高

い値から低い方へ変化するときは，平衡弁の接点は閉じ

た状態からその瞬間に開くことになり，上述の場合とは

逆に正の信号が出ることになり，サイラトロンV，には

増幅された正の信号が入り，V、には負の信号が入るこ

とになり，今度はV，が作動して放電が起ることにな

る．しかして平衡弁から出される信号は必らず正負が交

互になっており，同符号の信号が相ついで出されるこ

とはないから，サイラトロンはγ3，γ、が交互に作動する

ことになる・これによって極めて短い時間を隔てた二つ

の信号に対して確実に応ずることができるはずであると

考えた（内燃機関の指圧線図の場合には同符号の信号の

間隔は3・・…pm暢合端秒以上となり・サイラ

　　　　　　　　　　トロンの作動には差支えない）．

　　　　　　　　　　しかし始め参考図に示すようにサ

　　　　　　　　　　イラトロン「V3，　V4のプレートに

　　　　　　　　　　加える電圧の電源を共通にしたた

　　　　　　　　　　め，一つのサイラトロンが作動す

　　　　　　　　　　ると，プレート電圧が復元するま

　　　　　　　　　　ではもう一・方のサイラトロンが作

　　　　　　　　　　動しない結果になり，せっかく

　　　　　　　　　　V，，V4の2箇のサイラトロンを

　　　　　　　　　　使用した効果が発揮できなかった

　　　　　　　　　　が，これは第4図に示すように

　　　　　　　　　　v、，v、に対しておのおのに独立の

　　　　　　　　　　コンデンサと抵抗を結合すること

　　　　　　　　　　により解決できるはずである（後

　　　　　　　　　　出のストロボトン回路ではこのよ

　　　　＋B

’Vi：拍6SL7　γ2：IS　6SL7　V，：3G94］　V4：3G94　V，：5U4G　P1：10kΩ　　P2：500

’kΩ　P，：10kΩ　R1：5kΩ　R2：30kΩ　R，：2kΩ　R4：50kΩ　R，：500kΩ　R，：15

kΩ　R7：2kΩ　R5：50kΩ　R，：60kΩ　R1。：2kΩ　Rn：2kΩ　R12：1kΩ（50W）

R13：1kΩ（50W）R14：20kΩ　Rls：125kΩ　R16：100kΩ　C1：1μF　C2：0．02μF
C3：0．　02ptF　C4：0．02μF　C5：10μF　C6：2μF（オイルコン）　C，：2μF（オイルコン）

C8：8μF　Cg：8μF　CIo：4μF　C1ゴ100μF　C12：100μF　C．　H：15H，250mA

A：mA，150mA　R17：ハムバランサPt　e：誘導コイル

　　　　　　　　　　　第4図　サイラトロン制御回路

うにした）．またSエ，S2のスイッチ

はこれの操作によっ、てV，，また

はV、の一方だけを作動させるよ

うにすることができるようにした

ものである．

　この回路はほぼ満足な作動を示

したが，作動時にサイラトロンの
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電流がその容量に対して過大になるので，その寿命が短

かく，じきに回路が不安定になるので，サイラトロン管

の代りにストロボトンを使用した回路を試作した・
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　反転，検波された負の信号となって入ると同時に，今一

　つのストロボトンV，のグリッドには，検波されて信号

　は入らないことになる・この場合ストロボトンV4で放

　　　R”　　　　　　　電が起り，コンデンサにより
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電源部分回路常数　V、：5U4G　V2：2A3　V，：2A3　V4：6SJ7　V5：VR105　P，：100kΩ

R1：50Ω　R2：50Ω　R，：1MΩ　R4：25kΩ（3W）R，：25kΩ（3W）R，：100kΩ　R7：

100kΩ　C1：8μF　C2：8μF　C3：1μF　C．　H二5H，200mA　A：mA，150mA　V：V，500V

制御回路常数　V，：6AC7　V，：狛6SL7　V，：SN4AI　V，：SN4Al　V5：80HK　V6：拍6H6

V7：施6H6　P，：25kΩ　P2：500kΩ　R，：1．5kΩ（2W）R2：2kΩ　R3：100kΩ　R4：80

kΩ　R5：SOOkΩ　R，；ユ00kΩ　R7：50kΩ　R8：100kΩ　R，：500kΩ　Rie：500kΩ　Rl1：

500kΩ　R12：lSkΩ　R13：15kΩ　Rエ4：100kΩ　Rls：100kΩ　Rr6：1kΩ（15W）　R17：

1kΩ（15W）Rユ8：2kΩ（5W）Rlg：50kΩ（5W）R2e：2kΩ（5W）R21：50kW（5W）
Cユ：100μF　C2；0．2μF　C3：0．002μF　C4：0．005μF　C5：150μF　C6：0．01μF　C7：2μF

（オイル）　C8：2μF（オイル）　Cg：10μF　Cエo：20μF　CII：20μF　C．　H：30H，40mA

e：言秀導コイル

　　　　　　　　　　　第5図　ストロボトン制御回路

　（2）　ストロボトン制御回路

　ストロボトン回路は第5図に示す通りで，この回路で

平衡弁と図のV、（6AC7）の第1グリッドの間で圧力平

衡の瞬間に出来るパルスは，サイラトロン回路の場合と

全く同じである・測定せんとするシリンダ内の圧力が，

標準圧力P、より低い値から高い値に変化する時には負

の信号となる・これが増幅管V、で増幅されV、（Y2　6S

L7）で位相の反転をし，　V，（Y26H6）で検波され負パル

スとなってV，（SN4A1）の第1グリッドに入る．　V6（絶

6H6）に入ったものは検波されてV、（SN4A1）の第1グ

リッドには入らない・すなわち平衡弁によって生じた負

の信号は結局ストロボトンγ、のグリッドには増幅，位相

大きな電流が誘導コイルの1

次側に流れる・しかしこの放

電が始まると，すぐにストロ

ボトンのプレート電圧が低下

するから放電が停止する・こ

のときに誘導コイルの2次側

に高電圧が発生して記録紙に

火花が飛び記録される・

　また測定せんとするシリン

ダ内の圧力が，標準圧力1）S

より高い値から低い方へ変化

するときは正の信号が出るこ

とになるから，ストロボトン

V、には増幅され検波された

負の信号が入り，今度はv4

に入るパルスはV，で検波さ

れてV4には入らないから，

V3が作動して放電が起るこ

とになる．しかして前述した

ように平衡弁から出される信

号は必ず正負が交互になって

おり，同符号の信号が相つい

で出されることはないからス

トロボトンv，，V、は交互に

作動することになる・これに

よって極めて短い時間を隔て

た二つの信号に対して確実に

応ずることができた・

　なおこの回路でV，，　V4のグ

リッドに入るパルスを検波管

により一方向の負パルスにしたのは，ストロボトン管は

正負いずれのパルスでも動作する特性を有するからであ

る・また始めはストロボトン回路と増幅部との電源を共

通にしていたが，平衡弁からの信号が入って一方のスト

ロボトンが作動すると，その影響が増幅回路に入り他の

ストロボトンも引きつづいて作動してしまう結果になっ

たが，図に示すように電源をおのおの独立のものとしア

e－一・・ Xもそれぞれ別に取ることによって，一方のストロボ

トンの作動により他のストロボトンの作動が誘発される

のを防ぐことができた．平衡弁で信号が出されてから誘

導コイルの2次側で火花が飛ぶまでの時聞遅れは，実測

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24ページへ続く）
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0　　　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　振　数（×沿C鯵

数8040　0

1 3振動数（xlo3購

　　　　　　　その1　A－101

　上：列車荷重によるもの，下：重錘落下に

　　　よるもの

回
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0 ↑ 2 3振勤数（ltloSCPS）

　　　　　　その3　A－15
上：列車荷重によるもの，下：重錘落下に

　　よるもの

回数40

20

0

回数40
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1 2　　　　　　3振動数（幻

0

09cps）

1 2　　　　　　　　　　　3　振動数（x10

回数4

20

その2　B　－101

otps♪

上：列車荷重によるもの，下：重錘落下に
　　よるもの

　0　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　3　　振動婁欠（x旧もPS）

　　　　　　　　その4　B－5
　　　　　　　列車荷重によるもの
　　　　　第3図　高次振動歪の頻度分布
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　　（20ペー一・一ジより続く）

の結果大体23μs，時定数にして1／60，000秒位であって，

数百サイクル程度の現象の記録には実用上補正の必要が

ない値であった・

　3．　結　　び

　このような電気回路を用いることにより，受圧部の平

衡弁の接点の汚損，焼損による不具合を除くことがで

き，さらに第1図に示すCユ，C，の2個の接点が必要で

あったのが，C、の接点のみで足りるようになったので，

平衡弁にうすいダイヤフラムを使用することができるよ

うになり，受圧部の機械的性能を非常に改善することが

できた．

　終りにこの回路の設計，調整に当り第3部の沢井教

授，稲葉助手，第2部の増淵研究員にそれぞれ一方なら

ぬご指導，ご援助をいただいたことに対し厚く御礼申し

上げる次第である．　　　　　　　　　（1959．1．8）
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