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1．緒 言

　通儒工学において，ある周波数と簡単な整数比をなし，これと同期した低周波数を必

要とする場合がある。このような低周波数を得る回路が分周器であって，真空管圓路に

より最初に実現したのは，古賀逸策榑士であったま）その後弛張発振器による方法，正弦

波発振器の同期による方法あるいは帰還分周器等種々な園路が発表されてきた邑）これら

の大部分は，真空管あるいはトランジスタを使用するものであって，長時闇の使用によ

る罰期の不安定，調整の困難さ等の欠点は免れない。また非線形インダクタンスを使用

する回路も考案されているが，これは寿命に制限がないと言うような利点がある反面，

あくまでも非活性素子であるために大きい分周比を得ることができないと惑う欠点があ

った。ところがインダクタンスのパラメータ励振現象を利用して分周器を作ると，イン

ダクタンスとコンデンサのみで，簡単に大きい分周比が得られることがわかった。

　さて非線形インダクタンスあるいはコンデンサのパラメータ励振現象により生ずる発

振周波数は，励振周波数の1／2が最も安定であると言う本質的な特長をもっている。著

者はこの点に着目し，このパラメータ励振現象による分周比1／2の分周器を究段縦続接

続し，分周比1／2”の分周器とすることを試みた。これは磁心入インダクタンスを使用

してパラメータ励振を行ない，その発振出力によりさらに次段の磁心入インダクタンス

をパラメータ励振して発振させ，これを必要な分周比を得るまでくりかえすものである。．

回路はインダクタンスとコンデンサのみで構成され，簡単な調整で同期の充分安定な分
　　　　　　　　　　の
周器を得ることができる。

　本論文は，このような分周器の縦続接続について解析を行なったものであって，接続

のための最適条件を求めている。そしてこの条件を満足して接続した多段接続分周器の

特性について報告するものである。

2．分周動作の解析
　いま第1図に示すような2綱の環状磁心あるいは第2図に示すような1個の三脚

磁心に，図に示すような巻線をほどこし，一次側と二次側が相互誘導のないように接続

する。そして一次側に直流霊流と共に，∫なる周波数の交流電流を加えると，二次側同

調回路に周波数〃2なる発振電圧を生ずる。すなわち周波数！なる入力が，ノ／2なる周波

数に分嗣されて出力に取り黒される。したがってこれをη段接続すれば，分周比1／27翼

なる分周器が得られる。
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　　　D．C．
（a）直列接続

　　　D。C．

（b）並列接続

第3図多段接続方法

No．16

　この縦続接続の方法として

は二つが考えられρ一つは第

3図（a）のように前段二次側の

インダクタンスおよびコンデ

ンサに直列に，次段一次側を

接続するものである。もう一

つは同図（b）のように前段二次

側のインダクタンスとコンデ

ンサの並列同調回路に，次段

一次側を並列に接続する方法

である。これらは等価変換す

ることにより，一方の回路を

他方の回路に変換することが

できるから，解析にあたって

は一方の回路について行なえ

ばよい。

　さらにこの二つの回路のう

ち，並列接続は次段一次イン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーダンスを非常に大きくしなければな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らないので実際的でない。これに対し直

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　列接続はあまり大きくする必要がなく，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前段二次側負荷として実際的な次段一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インダクタンスの最適値を選ぶことがで

　　　D．c．　　　　　　　　　　　　　きる。そこでここでは，第2図の三脚磁

　　　第4図　パラメータ励振作用による　　　　心を用いた直列回路について，考察をす
　　　　　　多段接続分周器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すめて行くことにする。なお第1図の環

状磁心についても，係数の違いだけで同様に考えることができる。

　さてこの場合について第3図（a）の直列回路を書きなおすと，第4図のようになる。今

この回路の各定数を次のような記号であらわすものとする。

磁心1　　C　　磁心2
π1 π‘

劉
入
力
　
1
∫
。

1
2πコ

出力

刀E
∫u π1 πf

L1：磁心1の一次側インダクタンス，

Z1：磁心1の一次側平均磁路長，

μ1：磁心1の一次側透磁率，

Lo：磁心1の二次側インダクタンス，

Z2：磁心1の二次側平均磁路長，

均：磁心2の一次側インダクタンス，

Zバ磁心2の一次側平均磁路長，

μご：磁心2の一次側透磁率．

2π、：磁心1の一次側巻数

51：磁心！の一次側平均断面積

μ2：磁心1の二次側透磁率

2π2：磁心1のニニ次側巻数

52：磁心1の二次側平均断面不責

2π」：磁心2の一次側巻数

昂：磁心2の一次側平均断面積

ここで磁心2の一次側は，実際には磁心2の二次側の影響を受けるものであるが，これ
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を考慮に入れると計算が非常に複雑になるので，以下の考察においてはその影響は省略

するものとする。すなわちインダクタンスゐ♂は，一定であると仮定する。

　まず磁心1の一次側に，周波数〆。＝ω。／2πなる励振電流f。。と直流電流Ioを流した場

合の，二次側発振電流を求める含）磁心1の二次巻線と鎖交する磁心1内の全磁束φ2は

　　　　　　　φ，瓢プ＠。1、＋η、f。。＋π2ゼ。）一1（π010＋廻1ゴ。。一η22。）　　　（1）

となる。ここに7Z⑪は別に直流用巻線を設けた場禽の巻数であって，第4図のように励

振巻線を共用する場合にはηo＝η1となる。またちは二次側に流れる電流である。

　この磁束により二次巻線に誘起する電圧U2は，次のようになる。

　　　　・・一…島｛ノ＠…幅＋・・ち）一1（晒幡一覧｝　（・）

今η0／0＞彫ω。±η2㌔とし，またヒステレシスループが狭いとして（1＞式をπ010について

展關し，（2）式に代入すると

　　　　　一島〔辮・｛幡w一瞬群｝〕　（・〉

となる。ここで

　　　　　　　　　　、。．一、。。C。、ω。、一｛璽（，・・．’＋、づ・。り，　　　　（4＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ω
　　　　　　　　　　ガ。藁1。cos（ω’＋θ）＝～｛εゴ（・’＋の＋ε一ゴ（・’＋θ）｝　　　　（5＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

とおき，（3＞式に代入する。この場合重畳の定理が成立する國路においては，（4）式，（5＞

式の複素数はたがいに共輔な2項のうち，一つだけとって計算をすすめて良い。しかし

ここにおける場合のように，磁心を有するインダクタンスの回路などでは，両方を考え

てすすめなければならない。

　さて（3）式に代入して整理した結果は，次のようになる。

・・一・卿働・腱　・一ゴー一驚・｝＋・1隔・争｛ブ（・・＋・〉・・価一

　＋ゴ（ω一ω。〉εゴ（・一・・）酎0一ブ（ω一ω。）ε一プ（・一・。）’づ0一ブ（ω。＋ω）εづ（ω。＋ω）トゴθ｝

＋”・21”璽・・。｛ゴ（2。。＋。）、・・・・…桝2ゴ。，…’・・一ブ（2。。一。），一・・…一・・’…

　　　　8

　＋ブ（2ω一ω）εゴ（2・・一・）’一ゴら2ゴωε一ノ（・’＋θ）一ブ（2ω。＋ω〉ε一ゴ（2ω。＋ω）’一ゴ。｝

＋劉讐掃睡一・・＋・ゴー・＠・＋・一・ノ…驚・一ノ・一一一・・｝
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　　＋…〕．　　　　　　　　　　　　　　（6）

二姻を・ンデンサα・よ・て四一・にほぼ共振させると，上式の高調波の項闘え

なくて良い。また高次の項を省略すると，結局（6）式は次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　・・一・…2・響〔撫・ノ讐｛・ゴ（γ＋の一・一ゴ騨｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆロ　　　　　　　　　　　＋竺1〃（醐婦勉｛，ゴ（』2’一の一・一ゴぐ・’一〇）｝

　　　　　　　　　　　　2　　　　　　2

　　　　　　　　　　　＋壁！1二魎・。。ゴ塑｛、・・穿’・・一、一・・響’＋o・｝

　　　　　　　　　　　　　　4　　　　2

　　　　　　　　　　　＋’221”’圃島。ブ璽｛、・・穿…一，一・・砦’・・｝　　（7＞

　　　　　　　　　　　　　　4　　．”　2

　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　りこの式において～（茅÷θ）とεづ（γ＋のはたがいに共範であるので，以後の計算はこの一方

のみをとってすすめて良い。したがって（7＞式は次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　。。。一1。。～←巨’＋のブ勉｛4・，2ノ’＠。1b）＋41。撒2プ〃＠。る）・一ゴ2θ

　　　　　　　．百　　百　　　　　2

　　　　　　　　　　　＋1・、2η・2η・21’”（・・。1。）÷1諺。π24ノ’”＠。為）｝　　　　　（8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　互

　この式の｛｝内はインダクタンスをあらわすものであって，第一項は励振電流によっ

て変化しない成分であり，第二項は励振電流に比例して変化する成分で負の値を有する。

また第三項は励振電流の2乗にしたがい変化する成分であり，第四項は二次側の電流の

2乗にしたがい変化する成分である。このインダクタンスをLωとおくと

　　・乙（’）＝4η22プ’（πo／b）十41ω。2η122z22ノ’”（〃。五））十1ω。η1π22ノ：”＠。ノb）ε一ゴ20→一1島αη241”’＠。16）（9＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

となり，磁心1の二次側はこの等価インダクタンスであらわすことができる。

　ここでノ’（120為）について考えてみる。一般に磁性体中の磁束φは，起磁力（痂）の関数

であって，φ嵩ノ＠のとあらわされる。したがって

　　　　　　　　　　　　　　　　　54B　　5
　　　　　　　　　　　　／’＠Q勾三二＝〆　　　　　　　　　（10）

となり，1’（。面は透磁率μの関数となる。ここに5，♂は磁気回路の平均断面積，等価

磁路長である。

　さて透磁率μは，通常第5図のように変化するので，パラメータ励振を行なう動作範
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囲では（210Zo）みに反比例すると考えて良い。そこでこれを次式の
よう々こおく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重

　　　　　　　　　〆’（。面＝ψ・．　　　　（11）　　・・、

　　　　　　　　　　　　　（7Zol。）た　　　　　　　　　　　　　　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　ここでφ。，々の値は使用材料がきまれば，次の関係で求める　　　　i

ことができる。ある2Zo／oの値の11寺の透磁率をμとすれば，第5　　Ao　　lo9？～山

図よ殖ちに次の関係が翻・る．　　　　　第5図躰勢簸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンスの変化特
　　　　　　　　　・「講瀞　　　　（・2）　　性

この式よりんの値を求めると

　　　　　　　　　　　　・一1・9（μoμ）／1・9（讐）　　　（13）

となり・第・図の羅の繍として勅る・と・・できる・また・・は・（・・）式・（・・〉式

および（12）式より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　ψ・講丑・鳶μ・7　　　　　　　　　　（14＞

の関係が得られるので，これより求めることができる。

　（11）窒をさらに微分して，1”（ノZo！b），1’”（，，。る），…　　を計算すると次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　々
　　　　　　　　　1”（晒）篇一；砺ノ’（醐，

　　　　　　　　　編・一溜隔・・　　　（、5）

　　　　　　　　　　●　　●　　●

　　　　　　　　　∫：lll、＋・遡巡＋1翫ア1弊一2＞隔・，

これらを（9）式に代入すると，

　　　　　　　・・ザ媚倣・＋祠・嬬去レ伽・・

　　　　　　　　　　　一畔編・曜婦噸鴨撫）編・・（・6）

となる。ここで
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　　　　　　　為〒厨編・＋罐礁1雛隔・

　　　　　　　　一・物・藩｛・＋警勲（π11ω。πGlo）2｝　　　（・7）

　　　　　　　　　　8々
　　　　　　　∠1」し竺…一一π1∫ωQη君2／’（刀繭），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18＞

　　　　　　　　　　ηGlo

　　　　　　　β瞳襯纏隔・　　　　（・9）

とおけば，（！6＞式は次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　4五
　　　　　　　　　　　　五（’）＝L。÷βZ’GZ。、一一．．一ε一ブ20．　　　　　　　（20）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伽ゑ　　2

このβは，二次側の電流によるインダクタンスの増加の割合を示す係数である。（19）武

の関係により，次のように書くことができる。

　　　　　　　　　β＝＿輝（壁塗　　伽

またインダクタンスの変化率をFとおくと，（18）式より次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　、五　・（π11ωQ刃。／o）

　　　　　　　　　　　「薔＝｛・＋響（π11ω。πolo）・｝●　　（22）

この式より「の最：大を与える＠11。。／7ZGIo）の値を求めると

　　　　　　　　　　　　　　　篇舞一磁論　　　〈23）

となり，その時の「の値は

　　　　　　　儲厩　　（24）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：1

で与えられる。この関係を図示すると，第6図のよう　　　Pmaも．6

になる。またこの（23＞式の条件を満足している時のβ　　　　04
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2
の値は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　．　1　た2　　3
　　　　　　　　　（π2／2）2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）　　　　第6図屍「脚¢の関係　　　　　　　β＝
　　　　　　　　　2（πエ1ωo）2
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となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

　さて第4図の多段接続の分周回路において，磁心1の二次回路　　　ゐω
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん
は等価的に第7図であらわすことができる。図のプ2は磁心1の

二次回路の損失分をあらわす等価抵抗であり，またηは磁心2　　「2　　　　　㌦

の一次回路の損失分をあらわす等価抵抗である。均は次段一次側
のインダクタンスである．・の噛よび遍・磁心…パ・刈第7隈 I灘褥圖

タ発振をすると多少変化するものであるが，ここでは一定と仮定　　　　　路

する。一般にこのインダクタンス．㍍は，次のようにあらわすことができる。

　　　　　　　　　　　　ゐ、一（・…）2噺威　　　　　（26＞
　　　　　　　　　　　　　　　（πo〆。∂た‘　ち

ここにん」，・40zおよびμo～は磁心2の一1欠側に関する定数であって，第5図に相当する

特性より得られるものである。

・の回路に・・／2の融寧留’が流れるときのルイ継目堅ま欽のようになる・

博＋η＋學＋ゴ砦叫一ブ響鋼一ブか讐晦ゴ艶（27）

この電圧が零すなわちかっこ内を零とおけば，安定条件を満足する特性方程式が得られ

る。すなわち

　　　　宛裾學＋ブ讐叫一幅乱心ブ曇＋画一・　〈28＞

いま磁心1の二次側インダクタンスおよび磁心2の一次側インダクタンスのΩを，それ

ぞれΩ2およびΩ♂とすれば，次のようにあらわすことができる。

　　　　　　　凄螺辮奪＋難）（π11ω。22010）㌦　（29）

　　　　　　　。學蕩（欝縛．　　　（・・）

また

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　α＝1一　　　　　　　　　　　　　　　　（ω02）2（・・＋・・）・

とおくと，これは同調回路の離調度を示すものである。

　これらの関係を（28）式に代入すると，次のようになる。
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・＋ ﾕ／｛β1塾＋←＋急）弓一・（読ド （31）

この式のベクトル図は，第8図のようになる。1禦。が微少振幅の場合には，β堵。は小さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－　　　　　　　　　　　　　『7
くαに対して省略できるので，0、点を中心とする円周上に上式の左辺がくる。この円

が原点を含んでおれば，発振が成長する。そして1。。が増大するにつれて0、点は上の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2』
方に上がり，この円が原点を通るような0う点にきたときに安定して発振を持続する。

、
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第8図　Vωoのベクトル図
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第9図　α〈0の場合の予ω。のベクトル図

　　　　　　　　　を『

　この回路が容量性すなわちα＜0の場舎には，第9図の謝のように勢望条件を満足し

ないが，大振幅ならばインダクタンスが増加するために発振条件を満足するようにな

る。いったん発振して大振幅になっておれば，小振幅では発振しないαでも発振する。

　そこでこの系の発振するための条件は，次のようになる。

、＋｛（・＋・粛≦μ

　　　　　　　　　　　　　（姦＋鍼）2’　　　（む鮎）2
（32）

整形状態は，この式で等号を用いた場合であらわされる。その時の発振電流為。は，次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
のようになる。

・曇÷》ρ一（趨アー（＋£1）｛・一回線〉｝〕．（33）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

発振の立上がり条件は，（32）式で鑛諏0として

　　　　　　　　　　　　　　　喜
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（1　ゐ‘1一十…一．・．一一・Ω2ゐ。（2，）2＋（・＋急）2α・≦r・

で与えられる。たとえば！T＝0．5，Ω2江8の場合

にαと均／Loの関係は，第10図のようになる。こ

の図を見ることにより，許し得る離調度に対する次

段一次側インダクタンスの値を決定することができ

る。

　さて（33＞武で与えられる電流が，次段の磁心の一

次側を励振する。したがってこの電流による磁心2

の一～欠側アンペア・ターンが最大になるように接続

して行けば，最も損失少なく縦続接続することがで

きる。これは発振電流の大きさが，近似的に一次励

振アンペア・ターンに比例するためである。

　0．5

　0．4

α　0，3

　0．2

　0．1

r繍0．5

Q2讐8

ユ　2　　4　　6

（34）

Q‘漏8

0

第10図

　1五シ缶2　　3

負荷インダクタンスの大
きさによる発振領域特性

いま次段励振アンペア・ターンの2i乗を考えると，（33＞式より次のようになる。

晦棉1〔再＋鍼）㌧←＋乞）㌧（。1＋均〉｝］・（35）

この式を書き直して磁心の寸法，巻数，特性が直接式の中に入るようにした方が，考察

に便利である。そこでこの式に（17）式，〈21）式，（22）式，（26）式，（29）式および（30）式

の関係を代入すると次のようになる。

（π〆ω。　　”）2一脚隔4（聖嘱1±霧（絵辱轟蕪γ〕

、（∴、〉（1≦）2顧＋ん（々才1）（矯）2

＋（π‘πり）2購）㍗讐）讐舞〕

・呼堀端齋＋禦（フz11ω。π⑪IQ）り

輝齋在劉／
（36）

この式を検討することにより，最適な縦続接続の条件を求めることができる。いまこの
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ままでは式が非常に複雑であるので，断路の同調を完全にとるものとしてα＝0とおく。

すると（36＞式は次のようになる。

　　　吋諾二幅癖聯下㍗（繍副（37）

損失抵抗は銅損と鉄損によるものであり，いまこれが巻数の2乗に比例するものとす

る。すなわち

　　　　　　　　　プ2十プ♂＝ろ2π22十ろ〆2～＝π22（62÷6」α2＞，　　　　　　　　　　　　　　　（38）

　　　　　　　　　　　　ただし62，砺：比例定数，

　　　　　　　　　　　　　　　　ζz＝22」／7z2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（39）

とおき，（37）式に代入すると次のようになる。

　　　　嘩満剛解（η11ωQπo／o）2一輪男叢酬，（・・）

ただし　　　　　　　　　　　　　　52
　　　　　　　　　　　　　　ψ・皿A・々μ・菟・　　　　　　　　（41）

この式をπ。10について微分し零とおくと

　　　　　　　　曜一嘉瞬、（　ω02φ22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42ろ2－1一一ろ♂6z2）2）

となる。すわちこの値の時，次段励振アンペア・ターンが最大となる。

　また巻数比αについて微分し零とおくと

　　　　　　　　。非＋禰1輩藩施　鯛

となり，この式を満足する巻数比αの時に次段励振アンペア・ターンが最大となる。そ

の時のアンペア・ターンの値（72〆ω。〉。は

　　　　　　　　　　　　　　ゑ．

　　　　　輔》研＋・礁）2（砦）2三一・椀’＼

　（π〆ωo）舞＝

　　万　　ん（ん十1）　　　　　　4ろ∫
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　　　　・灘一（三障匹噸1（讐轟＋㍉

となる。

　（42＞式と（43）式を同時に満足するαの値を求めるために，両式を連立させて解くと次

のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ2一←ろ‘α2＝0　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45＞

これは（38）式の損失抵抗が零の場含であって実際には存在しない。　すなわち（42）式と

（43）式を同時に満足させることはできない。

　次に（35＞武を均／Loについて微分し，最：適条件を求めると

　　　　　　　　　　　　　2約論δ；｝　⑯

となる。この関係を満足する均／Loの値の時，次段励振アンペア・ターンが最大とな

る。この値を＠〆ω。＞しとすると次のようになる。
　　　　　　　　琵．．「

　　　　　　　　轡→〔ひ諾戦一（　　　　　　　11　一一．．．．一．一一．．　　　　響CL。）／　（47）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

したがって（43）式で与えられる関係で巻数比αをきめ，そして（46）式の関係を満足する

ようにインダクタンスを決定して各段を接続して行けば，接続のための損失を最小に押

えることができ，多段接続が可能となる。

　　　　　　　3．　多段接続分周器の特性

第1表フェライトの特性　　　　　　第2表フェライト磁心の定数

ミ

i初透磁率・t20．C

1飽和磁束密度
　at　20　Q　C，　1｛讐100e

i残溜薮姦芽ミ婆1度　at　200C

2000

2700ガウス

600ガウス

　抗
i一．」．i＿㎞．曲触＿

㌦
ル
㍉

、
〃
（

力　　0，2エルステッド［

キ　ュ　一　リ　一　駅、

温　度　係　数

比抵抗at　20。C

85。C

4×10－3／。C

2Gオーム

＼．・．・．

_、　回路
定数＼≧こ謡

距

．A。

ψo

鞭

磁路長（m）

断山積（n玉2）

晩
＼

タ、
で

1．2

1．2

2。2×10｝6

3800×4π×10｝7

6．45

0．232

比

渕
1．0

2．0

7×1『G

　　　　　　　ミ4020×4πx10㎜‘i

4。70

0．319

重　　4．9

ソニー被Fe貰invarカタログ
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　以上の理論を確めるために，2つの分周器の接続に関する実験を行なった。まず第1

表に示すような特性のEE形フェライト磁心をえらび，それを用いて作られる微少交流

インダクタンスが，直流によりどのように変化するか測定すると第1！図のようになる。

この特性から（13＞式，（！4＞式の関係を用いてん，ψo等の定数を求めると，第2表に示

すような値となる。

王00

　50

．争30

ε20

貢
こ王。

こ
や　5

　3
　2

一一・ S（インダクタンス

　リ　　　ココへ

　　　＼、

三饗黙．
　　　　　＼＼

　　　　　　　　　＼

　　　　　　　　　　＼

フユライト磁，亡・

0．30．5　三　235　10「 20．

　　　・一・次覇的：流電流〔AT）

0．7

0．6

　0．5
Pc

　O．4

0．3

0．2

0．1

－
’

第11図

　、諏圃算／直㊥＝1）

　　／
ゲ；’き、でAT

γ；M＼ぐ3AT
　　　　　　　　　、、、

2∫＝1KC

π1濫300T

2π2＝＝700T

直流電流によるインダクタンス
の変化特性

0

第12図

エ　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　ヰ

　’吻／縞

フェライト磁心の瓦特性

　この磁心に第2図のような巻線をほどこし，パラメータ励振して発振させ，その発振

限界よりインダクタンスの変化率Z7に相当する「、を測定すると第12図のようになる。

これを（22＞式より計算すると，同図点線のようになり，大体一致している。この1”の

値は大きいことが望ましく，（24＞式より明らかなように鳶の値の大きい材料を選ぶ必要

がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次にこの二次発振回路に，次段分周器を接

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

1
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謎
難

0

　　　のへ

　　　　　　、

第13図

1　　　2　　　3　　　4　　　5

　　　巻数比　a

巻数比αによる次段励振
アンペア。ターンの変化

続する場舎の特性を測定した。箆13園は，

巻数比αによる次段励振アンペア・ターンの

影響を測定したものである。これよりσは3

ぐらいの値が適当であることがわかる。この

値は（43＞式より求められるものであり，第1

表の値を代入して求めるとα＝3となる。こ

こで62および防の値：は，この構造，寸法の

磁心について実験的に求めた値ろ2コ0．8x

10－4および6♂＝0．25×10｝4を用いたもの

である。この結果を比較すると，この場合に

は非常に良く一致している。

　また第14図は，次段インダクタンスの影響を測定したものである。Ωの大きい場合

には，この図のように均／Loのある値で次段励振アンペア・ターンが最大となる。この
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値は（46）式で与えられるものであり，この材料の定数をこの式に代入して求めるとみ」／L。

＝！．2となる。第14隠の実験結果も大体この値で最大を示している。
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第14図

0 ユ　　　　　

　Lシ乞。

次段インダクタンスによる次段
励振アンペア・ターンの変化

知5隅

0　　0．1　0。2　0．3　0．4　0．5

　　　　L埼。

次段インダクタンスによる
次段励振電力の変化

　しかしながらΩあるいはズがあまり大きくない場合には，この最：大値に達するより前

に発振条件を満足しなくなり，次段励振アンペア・ターンは零となる。策15図はこの

特性を示すものである。このような場合には，安定慶の許す範囲でなるべくゐノゐ。の値

の大きくなるように，インダクタンスを選ぶ必要がある。

　次に多段接続分周器の一例として，

45パーマロイ磁心を使用した4段

分圃器について一述べる。第16図は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韻力
その回路図であって，入力側を2，000　　　　／　　　　　　　．　　　　　1259・

c／sの交流電流で励振すると，出力

測に125c／sの分周出力が得られる

ものである。図においては，直流バ　　　　　　　第16図　4段接続分1聯1鵬

イアス電流は各段毎に寒流線輸と抵
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　直流編侮電圧（V）
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第1咽 入力電流を変化させた場合の
4段分周器の発振電圧特性

第18図 直流電圧を変化させた場合の
4段分凋器の発振電圧特性
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第19図

No。／6

抗をおいて供給しているが，これは各磁心にバイアス

用巻線をほどこし，それを直列接続して各磁心の巻数

を調整することにより不要となる。

　この4段分周器の入力電流を変化させた場合の各段

の発振電圧は，第17図のようになる。また直流バイ

アス電圧を変化させると，第18図のようになる。い

ずれの場舎もこの分周器が，充分安定に動作すること

を示している。なおこの安定度は，入力電流の大きさ

にも影響するものであって，第19図はこれを示す。

図の横軸は入力電流をとり，縦軸はそれに応じて発振

する入力周波数の範囲をとったものである。入力電流が小さすぎても，また大きすぎて

も発振範囲は狭くなっている。

4．結 雷

　以上インダクタンスのパラメータ励振現象を利嗣した！／2’zなる．分周比をもつ分周器

について述べた。この分周器はインダクタンスとコンデンサのみで構成されるものであ

って，本文より明らかなように次のような長所をもっている。

　（1）同期が非常に安定である。

　（2）同期はずれの際は，出力が零になるので誤動作の心配がない。

　（3）消耗部分，回転部分がなく，寿命が半永久的である。

　（4）構造簡単で調整が容易である。

　しかしながらこの分周器に使用するインダクタンスは，舞線形素子ではあるがあくま

でも受動素子である。したがって無限に多くの段数を接続することはできず，現在の材

料を使用した場合に安定な分周器としては，6～7段が眼度と思われる。これ以上の分

周比を必要とする場合には，途中で真空管あるいはトランジスタによって増幅してやら

なければならない。
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                               Summary

            Frequency Divider which Utilizes Parametric Oscillation

                            Yorimoto TANNO

        (Department of Communication Engineering, Faculty o£ Engineering)

    When a nonlinear inductance is excited by the current of a certain

frequency, the subharmonic of half the frequency oscillates in the tank circuit

composed of the nonlinear inductance and a capacitance. If a nonlinear induc-

tance is excited by the oscillating current, a subharmonic of a quarter of the

frequency of the current oscillates an output. With such a method, the induc-

tances of the number of n are connected.

    The divided ratio of a frequency divider connected with a rriulti-stage is

the product of the divided ratio of the individual stages. In this case, tlte

divided ratio of the frequency divider is 1/2", consequently, the input frequ-

ency is divided by 2".

    In this paper, the frequeRcy divider which utilizes parametric oscillation

is described, and the optimum condition of the conRection is given. Experi-

ments on ferrite cores and 45 permalloy cores are made, and characteristics of

the four stages connected frequency divider are also measured.


