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電磁偏向型空電方位測定機

(D-29型)

岩井 章伊藤吉之助 加藤利郎

1 .はしがき 基本方針を定めた.

笠宮方位測定機に関しては既に幾度か報告(1){2)(3){4) 即ち箆体を次の三つに分割し，その各Rの重量及び

されているので，木報告ではこれ等の報告との重複を 容般は出来る限り均等化し，何れにも偏重しない様考

出来るだけ避け，本装置の特徴を重点的に報告するこ 慮して，取扱運搬に使ならしめる様にした.

ととする.

11.設 計 要 旨

設計の方針と して，これを電気的設計と機敏的設計

に分類し，失々の観点から大綱に沿って，逐次細部に

亘る綴設計指針を擁立し，而もこの両者聞の要求を巧

みに融和させ，合理的に調和のとれた装置とすべ〈配

慮した.

電気的設計に関しては，従来の方式が方位測定機と

して一応満足すべき段階にあるので，本装置において

も基本的にはこれ等の回路を踏襲することとして，今

回は主として，移動観測の目的に適合する綴，機被的

な扇に重点をおいて設計を進めた.

設計~tt!!と しての大綱を要約すると次の通りであ
る.

(1)小型，軽量化する.

(2)取扱，調整を容易にし，装置の性能を向上安定

化する.

(3)調整，故僚に際しての点検を簡易化する ・

上記の構想に基いて，本装置で重要視した点は，指

示録に使用された従来の静電偏向型プラウ y管を廃止

して，電磁偏向型ブラウシ管を使用したことである .

電磁偏向型プアウ y 管は近年 T.V.の普及発達に

伴って品質も苦しく改善され，価賂も比較的低廉とな

りつつある.加之筆者の 1人が先に発表した空軍方位

整理訴仰に使用する為に義礎的実験を進めた所，方

位測定機にも充分利用可能の見通しを得たので本装置

に採用することに決定した.

従来用いられた静電偏向型プラウ y 管と比較して，

方位測定機に使用した時の優劣の点に関しては後述す

ることとする.

箆体精進に関しては種々検討の結果，概ね次のま口〈

(1)培鱈部

(2)指示器部及び附周囲路

(3)電波部

111.各部の説明

以下細部に亘って構造及び回路の大要を記述する.

但し1空中線部，記録部は従前の装置と同様であるの

で説明は雀略する.

1.地繍鶴

i)箆体得造及び部品配置

増幅部の外国を写真1tこ示す.

箆体の繕造は在来の装置を参考として，その長所，

短所を検討のよ次の織な構造とした..!.l日ち箆体を績に

2分し，上部に垂直増幅探，下部に水平増幅器を配置

した.シャーシーは縦型として，前面には小型部品を

取付け，配線を行い，後面には真空管の他にも各部品

を取付け，極力両国を有効に利用した.

正面パネルには調整部品を概ね回路!噴に左からヨ告すこ

配列し，且このパネルは簡単に前方へ開放出来る方法

をとって，実装，働作状態の鐙で直ちに内部の点検が

可能な様にした.かくすることにより ，在来の装置に

比較して容積を約1/2となし得たのみならず，故障点

検の手聞が著し〈改益された.

ii)回路

第 1図に回路図を示す.

回路方式は従前の装置と殆ど同級で~るが， 指示訴

に電磁偏向型プラウ y管を使用している為，終段回路

は若干異っている . 

.IllPち電磁偏向においては，偏向ヨイルの特性と磁芯

材料の歪による非直線歪を避ける為，トラ y スの使用

を止めて，真空管と偏向コイルを直結合とし，従来の

第二問調を抵掛吉合として，終段に第二同拐を移し，
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第 1図主増幅訴回路図

偏向ゴイル自身を同調ぜしめた.その為陽極電圧は高

リアグ'7'/スを通して供給される.

増幅苦言の綜合 Q は両者の Q 調整を最大として，

夫々垂直s!i]Q=27，水平Uli]Q=33である.電界強度

とプラウン管の偏向率との関係は 0.1mV/m/cmで

ーある.

2.指示部及び附属回路

前述の如<，指示訴には電路偏向型7'ラウ y管を利

用したが，主な王理由は次の通りである.

(1)スポットが尖鋭である故.記録隊、が鮮明となり，

方位精度が向上する.

(2) プラウ y管聞が大きいので，方位像も大き く，

徴細な調整が可能である.

(3)プラウ y 管電源関係の回路が簡単となる.

(4)管長が主互いので，前項と相倹って装置を小型と

なし得る.

(5) i葛交輸を自由に調整出来るので，角度を 90。と

‘なしf辱る.

(6)価格が低廉である (約1/3).

以上の利点と共に次の様な不利な点のあることも一

応考慮しなくてはならない.

(1)プラウン管附属部品の調整がやや面倒である.

(2)直交軌を自由に可変出来る ことは利点であると

澗時に欠点でもある.]!Dち一応、90。に調整しても完全

に固定しないと年月の経過と共に多少のずれを生ずる

恐れがあり，再調整及びその回定が厄介である.

i)箆体の精造及び部品配置

指示録の外部は写真2に示してある.

箆体の中心にプラウン管をおき，その左側に試験発

振訴，右側]に輝度変調回路を配置した.各部の調整箇

所は総:て正面パネルに趨めてある.各回路の点検は横

衰を外すことにより，働{乍状態のままで簡単に行うこ

とが出来る.

ii)回路

a. プラウ y管回路

使用したプラウ y管は東芝製 180CB4で，加速電

圧は 5KVである.

本田絡は，その輝度2えが焦点の調撃は T.V.と同様

の方式とした.焦点調整には真空管自身を可変抵抗と

して用い，その格子を制御して目的を遥している.位

置調整は主増幅訴において終段平衡増幅管に供給する

陽極電圧を調整することにより，偏向コイルに流れる

直流を制御して目的を透している.スポットはイオソ

トラッ プと集束コイルの調整によ句大約中心に出し得

るので位置調整範囲は約 10mmである.

偏向コイルの相互結合は徴少相互結合ヨイルを用い

て打消している.

b.試験発振器及び輝度変調回路

第 2図に試験発援niL第 3図に輝度変調回路の回路

図を夫々示す.

第4 図は試験発振g~の問波数較正曲線である.

試験発授器



第3図輝度変調回路
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第 4図 閑波数厳正密線
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何れも既設装置と同様であるが，回路を簡略

化して，真空管を 1-2-;$:節約している.

3.電 ;京都

i) j宝体及び部品配置

写真3に電源部の外部を示す.

各部の電源を一指して一つの雀体に収めた.正面パ

ネルには，各部の電圧，電流を点検する為に，交流電

源電圧，電流計，真空管陽極電圧，電流計及びプラウ

y 管高圧電圧計を設けた.

主上割高官号電源と附属国絡の電源とは別hなのでI {刃

J集スヰッチを操作することによって，夫々の値を点検

出来るようにした.

正面パネルを育ij函に開放することによって，内部の

点検は簡単に出来る.

ii)回 路

本回路は大路次の三つに区分出来る.

プラウ y管用高圧

主増幡宮言用電源

プラ ウy 管用:11庄及び附続回路用電波、
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第5図電源~統函

第∞ 図電源回路図

第 7図安定化電源回路

電源系統図を第5図，叉回路図を失々第6図，第 7

図に示す.

電源忍庄の変動が増幅器:の特性を左右する可能性は

大きく ，この特性の変化は直ちに方位精度に影響を及

ぼすので，この原因を除く為に電子管式安定化電源を

保用している.叉プラウ y 管沼度の変動も菌、に記録

似の鮮明さに影響するのみでなく ，利得にも関係する

ので，加速電圧用電源も安定化している.
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IV.あとがき

移動用として設計試作した木装置の概要を記述した

が，その特徴を要約すると次の通りである.

1)従来の装置に比して，容積重量共に約1/2とな

し得たので，移動用としての目的に適合する.

2)実装，働作状態の僚で調整，点検が容易に出来る

ので，極めて便利である.

他面，精度向上に関しては，期待された程の好結果

は得られなかった.liPちスポットは尖鋭であり，調整

も徴細に出来るが，記録された像は左程尖鋭でない.

この点意外であったが，これは'屯磁偏向としての本質

的な問題でなくて，プラウ y 管の加速電圧が依すぎる

こと，及び T.V.用のプラウ y 管を流用したことにあ

る.この点を打開することによって，更に精度の向上

が期待出来るものとして目下専用のプラウ y 管を試作

中である.f!1lちイオジトラ ップを廃し 室長光肢を Pl1

とすると共に原点変動を避ける為にメ fil)レバッグ蛍光

膜とし，加速電圧を約 7kVに上昇することとして準

備中である.
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写点 1.増幅部

写点 2.指示部

写兵 3.電源都


