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駒歎はブイルム：F

從來の機械的増速の代りに光學的に増速するとい

度

村

恒

義

Dラムの張摩のみで制限されるから，こ

の型式のぬメ・ヲの庵つ性能の最高限度まで出しうるはず

う巧妙な工夫によリ，毎秒90，㎜駒という高遽撮

である・

影の記録が生れようとLている．しかも裟置は小型

大きはjl栖原式の大睦3分1で，重量は約100

kg，譲動馬力は加駕力以下でょい．−t

になり，動力も少なくてすむようになった．ここに
その構蓬の解競と研究経過について中間報告をここ

2・カメラの原理
N
第1圖は栖原式高速度カメラ〔A］と新型高速度カメ3
〔B］の講蓬上の差異を原理的に示した毛のである．栖原

ろみる．

1・雲

え

が

き

式［A］ではフィル
ムドラムZ）の主軸

超高速度カメラとしては，おが國では栖原豊太鄭教授
・の考案にょる圃韓多面艦反躬鏡式超高速度カメラωぶ
あり，これは1，II，

から増速歯車（li，

G2，

ill型までありe．それぞれ毎秒2萬

G4を介

Mをドラムの5

栖原博士がこのカメラを製作したのは，今から20年あ
まり前であるが，當時世界最優秀のカメラで，今日でも

倍の速さで回韓さ

な諦この方式の高速度カメラとしては世界的水準を維持

せる．VソズLを

していて，衝撃破壊，爆獲現象等の高速度現象の研究に

通つて反封鏡面で

1

A蘇嫡嫉力メラ
。

直角にまげられた

使用される．
●

G3，

して多面瞳反射鏡

駒・4萬5千駒，6萬駒の割倉の撮影速度を屯つている・

ただこのカメラは非常に大きな装置で，III型では重量

光はフイルム面E

1ton以上庵あり騒動に100馬力近くを必要とし，移動

上に像を結ぶ．反

不可能で蜜用性に乏しい敏鮎がある。だがこれを同一藩

封画DSらフイルム

邉でそのまま小型にすることは，高速回麓軸受および歯

灘窺鰭酵殊幽

車の聞題で難融があるので，筆者はこの方式のカメラで
相當小型にできて，移動可能であり，しかも同一性能ま

6

たはそれ以上の性能を有するものを製作する目的で研究

ライ，・ムの移購ヒ

を行つでみか・

度と反射鏡の回曹

その結果，高速度圃轄部分に歯車等を使用し蓮動部の
機欝が複雑であるごとは超高速度カメラとして非常に不

度が等しくなり，

利であるので，静止した擬大用レソズ系と梯形プリズム

一定の露出時聞の間，像は9イルム面で相封的に静止ず

とを使用することにより，栖原式においで反射鏡を歯車

るようになつている。

による倣の移動速第1圓栖原式および新型高速度
カメラの構造上の差異

で壌速している瓢を光學的な埆速におき換えて，反封鏡

この栖原式カメラを現在の1／3の大さにした場合を考

とフィルムドラムを同心同軸で一櫨に回輔できる方式に

えると，多画膿反鮒鏡の1面の大さはもとのままである
必要があるので，画の歎180個が6Q個に減少する．し

すれば，可動部分の溝造が非常に簡翠な小型高性能の電

．戯

β噺型高透渡力メラ

を作りうることがわかつte．したがつてこれの模型的な

たがつて毎秒9萬駒の撮影速度を出そうとすると，反射

試作を行い，萩型カメ〈．？姶原瑠講造には誤りがないこ

鏡は毎分9萬回の高速回轄をする必要があり，とれは軸，

とを確めえたので，本格的なカメラの殺計製作を行つて

受，壌速歯車の問題で非常な困難がある・

，・t

いたが，現在までに一懸組立完了し，試逮韓め段階にい

これらの轍を＊ttで磯構を齢こするナ・噺塑カ

たつteので，その結果を中間報告とし℃とりあえず簡箪

メラでは，反射鏡とフイルム下ラムを同一軸に一髄に取

に報告する・

付け，面の籔ほユ舗面鶴のままとしだ．第2園｛B〕はそ

aの新型カメラは講遙が非常に簡箪であり，

最高撮影

の原理を示す．すなわち，被髄より串た光はレン

X
21

〆

蝿

Ll
㍉

、等

＼

＼議

260

生

産

研

究

を通り，反射鏡面で直角にまげられてFiの位置に一た

作した．第2岡はその平面噺面圖で第3圖の窩眞はその

ん小さな像を結ぶ．家にこの實像をレソズL2で擾大し

外観を示す．

てドラムのフイルム面上に第2の實激F2を結ばせる．

レンズム三とフイルム面の聞に梯形プリズムPを挿入し

a）構造 フイルムドラム1）は外脛45cmで，圓
周の内側に長さ約130cmの16mmフイルムを巻きつ
け1周で，映豊16mm用標準大さの聲面（幅7．6mm）
を180駒連績に撮影できる．反射鏡Mは直脛120mm，

てFbF2の移動方向を一致させる．今反射鏡面から第

で，圓周を180個の側面を有する正多角形錐禮に研磨し

さてこのままでは反尉鏡の回縛にょる第1實腺Flの移
動方向と，第2實像F，・の移動方向は反封になるので，

ユ實俄Flまでの距離とドラムの牛座（ドラムの回聴中

てある．1面の幅は約2mmとなる．この外90面漣の

心からフイルムまでの距離）との比を1：5とし，レンズ

反射鏡も製作した．これは1面の幅4mmとなり，フイ

．五2による實豫角の嬬大率を5倍にすれば，反射鏡の回

ルムの豊面は標準大さの倍の幅となる．反射鏡はドラム

・轄によつて生ずる實像F2の移動速度及び方向を，フイ

と一膣に取付けられ，回韓軸は水季である・

ルムの移動速度および方向と一致させることができる．

被窟豊からの光はレソズLl（焦鮎距離50

このようにすればフイルムドラムと反射鏡を同一軸に一

mm

f

2．0）

を通り，反射鏡面で反射されてFlの位置に第1の實陳

・匿にとりつけて回韓しても，實豫恥はフイ
ルム面上で絶えず相鉗的に静止していること
・になる．要するに栖原式における歯車による
反射

鏡の増速を新型カメラでは光學的増速に

おきかえ機構の簡略化を計つた屯のである．
2．槙型的試作カメラ（2）
腕時計の脱進機構中のガンギ草の歯先』アンクル石とのかみ含状態の捜大露眞

上述の原理構造に誤りのないことを確める

ために第1段階として模里的新型カメラを試

（億秒4，50eコ↓，90面膣反射鎖使用〕

第3圖模型的試作商速度カメラによる撮影
を作る．レソズL、・（焦鮎距離25

rnni

を5倍に蹟大してフイルム上に實i象

ドー一一一45頗

f

1．5）で實Wt

F，

F，・を作る．Lrとフ

イルムとの間には反rw用tii根型プリズムPlおよび直角
プリズムPL・を入れて光路をまげ，所要の擁大率になる
よつにした．

晶一ee一

b）性

能

主軸毎分一3．LIL，O回鱒で毎秒9，0DD駒の

割合の撮影速度を有する．模型的試作ではある
t，，写費レ

ノズ∫＝／50mm

乙2：

∫昌25初VZ

〃；ノ80面体反射鏡
0 フイルムドラム

ρ・；反転用屋根型ワリズム

P2：9L角プリズム

I FI：第1実像

が，毎秒

1萬駒程度迄の研究には充分利用できとがわかつた・

第4圖の窩眞は二のカメラによる撮影の一例である．

F2：第君実像

4・試作高邊度カメラ
第2圖

模型的試作カメラの平画噺面固
（最高毎秒

9．000コマ）

模型的試作カメラに引繊いで本格的カメラの試作を行
P

蔭

Z）：

7イ几ムドラム

L2：小型鴬貫レンズ
ズム

熔3回

模型的試作カメラの外観

5；

シヤフト

第5圖

M：

多面盤反射蹟

P1：直角デリtl
BτBI：

．ヒド軸受

Ll：

罵眞レンメP

Pl：屋根型プリ
H：脳動用プーレP

新型超高速度カメラの構造

．

察，
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第4巻

第7凱

つte．主要寸法は膜型的カメラとほとんど同じC

あるが

フイルドラムは，回鞠破壌限度近くまで廻すttめに特に
丈夫な材質で作り，回轄部の自重ならびにアソパラソス

の影響を最小限にし自動調心式とするため，回輔軸を垂
直におき，ドラムおよび反射鏡を細いシヤフトで上部軸

受から吊した形式をとつk．第5圓はカメラの構造を示
す．カメラの外観は口糟窟眞に見らる通りである・第6
圖は分解した時の部品の窩眞である．第7圖の窩眞はカ

tttL．中心部に生ずる引張り懸力は43，000

r．

p．

m．で

125kg／mm2となるが，基礎蜜瞼の結果では「3），遠心力

による破壊が起る時期は中心部の引張鷹力が抗張力に達

し塒ではなく，緬蟷の鞠懸力が抗張力に達した
時であるから，實際の揮性理論による場合よりもつつと
高い回鱒籔まで破壊しないはずで，最高回繭毎分30，000
回で十分だいじようぶと思われる．すなわちこのドラム
は中心部から眞二つに割れることはないはずであるが，

圓周部分はフイルムを内側に巻くtcめ特殊な形状をして

メラの内部を示す．

いるので，この部分の懸力が確實には計算できない．し
泥がつて實際に回轄試瞼を行つてみないと30，000r．p．m．

まで安全かどうかわからない．

b）多面騒反射鏡M

特殊工具鋼2種製，外樫120

mm側面を180面農に研磨し，反射面として使用する．
この反射面の比上程度はカメラの解像力を左イ

するの

で，最高の研磨仕上を行う必要がある．

c）光學系部品

静止擾大用レンズ系としては小型

窩眞レソズL！（焦黙距離25mm・ノ：1・5）・直角プリズ

ムPI，および反轄用屋根型プリズムP2を使用し．撮影

用vンズL・（使用目的により焦黙距離135mm，85mm，
第6圖

50mmの三個のレソズを交換使用できる）による第1實

カメラを分解した時の部品を示す

像を5倍に搬大してフイルム面に投影する．このように
してフイルムの移動速度と像の速度とを完全に一致させ
る．

d）軸愛部品

上部軸受Blは

30kg鹸りのドラム

を細いシャフトで吊し最高毎分30，000回翰させる豫定
であるので，シャ

プレス超遠心分離機の軸受部と同醸

な構造のものを用いた．中には裡15mm軍列ボpルペ
アリング2個を使用する，下部軸受B1はドラムの振れ
止めのkめで，スプリソグを介して輕くおさえてある．

第7圓

e）カメラ本謄

新型超高速度カメラの内部を示す

主要部分は≡欠のようなものである．

a）フイルムドラム（口糟参照）

蓋とそれをのせるケPスの2個に

分れ，蓋の部分に上述の部品全部を取付けてある．移動

第5団のDのよう

な断面を有する圓盤で．Ni−Cr−Mo特殊鋼製，外as

470

mm，重量約30kg，鍛造後熱庭理濟，抗張力140kgtmm2
以上，仕上精度1／00mm以内である．噺面の形状は蝉
■

性理論にょる卒等引張張さの形を用いた．中心には孔は
なく，上部はねぢでシャフトに連結し，下部は凸起をもう

に便利なようにAレMg合金鎌物で製作Ltこ．重量約50
kg．

f＞駆動部カ

ブーv−HをエySレスベルトでen

動しlI韓を與える．

g）カメラ内部の減型

高速回韓の場合闘に要す

る動力の大牛は室氣抵抗に上るものであるから，内部を

q

小眼腿（2，5V明）厭流100Vをn・i，て，7Aラメ）vePtas的に爆mett・場合の鴬眞・影MS−

第8圖

新型超商速度カメラによる撮影例

S6・ooe

v．・

・

25

1
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灘套するζとは非常に有利である（4）・・このカメラを空気

とを確める豫定である．

中で毎分30，000回鱒さぜると約100馬力を必要とするが

なおこのカメラはカメラ内部で5倍に擾大する機講に

1mm

Hg程度に減麟すれば，驕動動力は10馬力以下で

こ

なつているので疲大撮影には有利であるが，縮少撮影の

すむ｝まずである．寵渇肇際には高蓮圃鱒軸が虞室容器を

つらぬくので，その部分のパッキソグはなかなか難しく

場合は，栖原式に比して幾分不利になるので，反射鏡と
光學系を交換することにより援大傘を2倍程度にして，

i現在1〆10氣厘i程度まで減塵できた．第8圖の爲眞はζ二

縮少撮影にも有利に使用できるカメラ膏にする豫定であ

め新型カメラで撮影しfz

る，

1例を示す・これは小型豆電球

に爆蟄切断する状能を示す．撮影速度は毎秒36・000駒

この試作研究は昭和23年24年度文部省科學研究費に
より基礎的研究を行い，昭和25年，26年度東大生産撲

である．

術研究所中間試験研究費によつて本格的試作を行つたも

（2．5V用）に交洗100Vをかけ，ブイラメソトが瞬間的

ブイラメソトの切臨は融火後1／5000秒以内の非常に

9

のである．

終りに臨み，ひとかたならぬ御援助と御教示を賜つた

短時聞に起つており，ブイラメソトは1個所で切れるの

」東大生産技醗淘村正彌先生2一東太理工硫曾田範宗先生シ⊆一

一でばな」ζ一て享一同時に多敏の個厘iで分瞬匠し∠LILNEi二と一なつて飛

●

蔭く御禮申上げると共に，設計製作に絡始協力してV｛ta

散している．

tik、だ営研究簿俳藤寛治氏に深く感謝の意を表する・な

5・む

す．び

お光學系部品は日本光學工業株式會瀧，多面膿反射鏡ば
黒田挾範製作所，フイルムドラムは日本特殊鋼株式會吐

このカメラは本年＄月末組立を睾了し，目下試蓮鱒を

軸受部晶は巴工業株式會薩，カメラケρスは東京輕合金
株弐會批の各産の厚意により製作したものである・まセ

行つでいるが，現在毎分15，000回輻（撮影速度毎秒
45，000駒）まで試験した．軸受の潤滑，ドラムの振動等
の顯は別に異朕なく好調に浬鱒した。

組立加工に種々御援助戴いた東大理工研工作部鈴木秀夫

．

技官に感謝する。（27・5・7）

計甕では最高毎分30，000回韓さぜ，毎秒9萬駒の撮
影速度を出す豫定であるが，この回鱒敵ではドラムの圓

参一考

周速度は毎秒700m以上の高速となり，萬一破壌した場

11）

合非常な危瞼があるので，周園に防禦壁を築き，徐々に

！

it．

Suhara

：Rep．

of

交献

Aeronantical

Res．

Inst．5（1930）

p．173

・

2）植村：慮用物理學曾第4回講演愈畿表（昭和25年4月27日）
を

回韓を増して幾回も試験を繰返し，回魑申の振動状態，

誉）植村：機械の研究3（1951）p・357
ヒ
（4）植村：東大理工研報告4（1950＞No
tl・V12

塑性攣形の量等を測定し，豫定の回鵠まで安全であるこ

生産按術研究所における中間試臓硫究の厩要

12．新方法によるナルコールの製造
友由
13．特殊電極を用いるマグネシウムの蓮綾

宜孝i
i

生産技術研究所では，・一慮基礎的な研究が終り，ある

、広離＿脚繊醐の製江上一as

ll

1いは試験管的噺究を絡えて，こ紡娯髄的畷品化
iする段階誘る磯，獄び試作から工業触産に移す

造耕究
石井
lS．携帯用立髄角投射カメラの製作とその

義郎i
1

1

｝

i段階にあ・㈱中海年これらの暢＋鞭目を拠領羅雛測量胴化機械の改良
i定して，これらに可成りの額の研究費を當て工中間試験

17．輕量不燃書庫の試作

1蹴を行つている・昭和26犠k行つた研究題目漱

渡邊
要1
丸安隆和i
星野 昌一一i
l

なお・昭和27年灘鮒る中間試鵬究題目漱の通i

1の通りである。
り．

・

i

1．生研式脳波記録装置の中間生産および
Jl
糸川 英夫
1．微分解析機 山内恭彦 2・起振器による構逡物の1
馨療用器械の改良に關する硯究
山内 恭彦 振動験測 岡本舜三 3・衝撃波管およびその附閣装置1
ム新型高精度の微力解析機の試作
／§ its氣容量型歪計
池田
健 の試作 玉木章夫 4・自動車用流髄攣速機の研究 宮1
4，ガス切籔用ノズルの試作
谷
一郎 津 純 5．自動制御の鷹用 高橋安人 6．小型超高遠1
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