
磁気増巾器型高選択性制御方式

山 田
一

茎．　緒 言

　近年来，遠方制御の分野で興味が集中されている問題は，小型軽量で，かつ動作が安

定な装置の開発である．筆者は，信号周波数のフィルタとして，BaTio3磁器の圧電共

振子を用い，出力都に磁気増巾羅を結奮させた遠方制御方武を考案し，これらに関する

結合特性の基礎的実験を行った．この方式に対して，振巾変調および単側波帯方式によ

る制御を試み，その所期の成果を得たので，ここに報告する．

　　　　　　　　　　　　　2．動　作　原　理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　
　最初，先行実験として，受信機と磁気増測器とを結含させた特性を調べた．この受信

機は，9球4バンド（500kc～30　Mc）のもので，送信機から伝搬された信号が受信

機で兜巾され，これが制御電流となって磁気増巾器を駆動する．今，振巾変調による制

御を考えると，送信機からの変調波は，周知のように次式で表示される．

6＝EG（1＋〃¢sinω、のsinω。渉 （1）

ここで，Eloは変調波の振巾，翅は変調度であり，ω3冨2πム，ω。＝2π丑，みおよび五

は，それぞれ信．号および搬送周波数である．第1図に受信機による制御のブロック・ダ

イヤグラムが示されてある．これからわかるように，変調波電圧6は，受信機によって

ん1倍され，整合変成器MTを通った後，　Geダイオードによって検波される．したがっ

て，磁気増巾器の制御巻線に流れる制御電流1。は，次のようになる＝

々一
・ｦ〔ゐ∫1／嘱（・柳…ω・’）認一（・一吻司

一αﾎ餌・・一（・＋聴 （2）

（2）式から明らかのように，受信機と磁気増巾器とを結合させた制御は，その制御電流

為が変調度塑にのみ依存した直線的な変化をする．

　次に，信号周波数のフィルタとして圧電共振子を用い，その振巾変調による動作特性
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を調べてみると，そのブロック・ダイヤグラムは，第2図に示したようになる．ここ

で，6は変調波電圧，亀は圧電共振子の電圧誘電係数，σは側波帯通過係数，Rは整合

抵抗である．

　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　！c
　　　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　Rece夏ver　M．　T．　　　　　　　　　ReSDnat・τ　　　互・

　　　　　　　kl
　　　　　　　　　　　　　　　　　Rc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rc

噌
、e 究 6殉

R

　　　第1園憂儒機による制御のプロ　　　第2図／鷺琶共振子を用いた制御1のブ
　　　　　　　ック・ダイヤグラム　　　　　　　　　ロック・ダイヤグラム

（1）式の変調波電圧θは，3つの部分に分けることができ，それが圧電共振子に印加さ

れ，その2一側の出力電圧を6’とすれば，

　　　　　　・娼・・編＋熱恥・〔COS（ω。一ω、〉ト…（耐姻

　　　　　　　＝60十θ1－62，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

ここで

　　　　　　　　6。＝ん2E。　sh｝ω。’，

　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　61育ん・E・σ・・S（ω・　・・）’・

　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　6・㌔た・E・σ…（ω・＋ω・）’・

Geダイオードで検波された，これら剛力電圧の各平均値は次式で与えられる．

　　　　　　可＿坐，　　　　　　　　　　　　　　（4＞
　　　　　　　　　π

　　　　　　ζ一ゐ〔∫1卿＋∫1％〆弓

　　　　　　　　嬰薯駕〔…号三一究）＋漁『雑曲聾一究）｝（・）

　　　　　　丙一九〔∫1・・伽∫歩・・4弓

　　　　　　　　一讐欝〔㎞窒（嫉）＋考誇（究＋会）｝〈・）
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ここで

　　　　　　・一丁煮〉　弓（翼瀞

　　　　　　β一青（圭＋ノ＝｝2）・　　　　　　β・一一葺（：九＋デ銚）。

（4），（5）と（6）式を（3）式に代入し，その制御電流を求めれば，

　　　　　　左一刀（　　1！一トー∠1β。彫　　4），

ここで

　　　　　　　　　　匿（π　　　　　　　　　　3πr÷sln　2πε・一sln芽）£（1

　　　　　　・一究・・一究・・一究努・一窒＋会・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．1
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（7）式は，搬送および二号周波数を一定にし，変調度に依存する々である．4βは九，

みの関数であり，これらを数値計算した結果を，第3図に収めてある．4β値は，み

が500c／s以下では，甚だ小さい（10－3のオーダ）が，1kc以上になると使用する搬

送周波数九により各々異ってくるが，負値として働く場合と正値として（7＞式中のか

っこ内に作用する時があるのに注意する必要がある．第4園には，乖を285kc一定

とし，ゐを。．1，1および10kc／sの場合について，変調度粥に依存する制御電流玲

の変化が調べられている．為の各変化は変調度の全範囲において，僅か20％であり，

実験的にも大きな変化が期待され得ないことがわかる．すなわち，ただ単なる振当変調

による信号では，100％の全域制御が行われないので，これをSSB　（単側波帯〉

方式による制御を考えると，この点が解決できる．第5図には，その個御回路が打lllかれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　
てある．第5図において，輪を儒号電圧とすれば，その出力電圧は次式で表される．

　　　　　　協ドy』6ゆ（一のF（ω。の，

ここで，6κρ（一θ〉はリング変調器の損失であり，

Meritγ2／71によってきまる．すなわち，0は

　　　　　　　R｝ng　Mod漁tor　　　　Piezo－resonator　　二q
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

　
　
　
妹

ωC

　　　　　　　　　　　（8）

θはGeダイオードのFigure　of

Vi。吻
　　Ge

q　　Rc

S

旦a　　IL

　　←～

　　RL

　　　Si↑
　Ib

　　　　　　Fig・5・C。n七r。1　circui七。f　pie3。res。naも。r　wi七h　mag繊P

　　　　　第5図　SSB方式によるn三磁共振子一磁気増巾器の結合制御回路図

　　　　　　o＿zπ響町＝1
　　　　　　　　　　V7’2／71十　1

であり，関数F（ω。’〉は次式で表示される．

　　　　　　　　　　　1　　1
　　　　　　F（・・‘）πΣ境・i・鰯，…奇数・ （9）

（9）式を（8＞式に代入すれば，

　　　　　　隔偽〔α1COS（ω，一ω。）・＋・一・c・・（哨慨）’÷・・c・・（…・銑）’

　　　　　　　　　　　　　　　＋α一・CQ・（ω∫一3ωo）’＋・…・…・〕　（・・）

ここで

　　2α、ニーθゆ（一θ），

　　π

　　α1
αF ﾔ＝剛論・
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この出力霞圧砺は，リィング変調器の出力電圧であると同時に，圧電共振子に対する

入力電圧でもある．使用したBaTiO3磁器の共振子は，　Qが非常に大きいため（10）式

のかっこの中の2項以下は無視されるので，次式となる。

％二α1匹COS（ω。一ω。）≠ （11＞

そこで，これが検波され，磁気増巾器の制葎／｝倦線に流れる制御電流々は，

為一 P≒擁七号・多， （12＞

となる．ここで九’＝．ん一∫5，瓦は制碑側の全抵抗である．

さらに，sinπ五72ゐ蟹1であるので，（12）式は，ε’罵九／丑’として，簡単化すれば，

ん一 （13＞

となる．

　ここで，BaTio3磁器系共振子と磁気増巾器を結合させた制御回路において，手巾変

調によって生ずる制御電流を々．αとおき，同一の回路に対して，SSB方式による制

御電流を々．sとすれば，
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第6図　信号電圧（偽）一制御電流

　　　（ム）特性

左・讐（　　　11÷一∠LB・”¢　　　4）・（・4）

左・一 b匹・ （15＞

これらをプにットしたのが，第6図に示し

てある．（14）式に示されている振巾変調に

よる制御電流々，αは，変調度勉に依存し

ているため，図の縦軸には信号電圧匹と，

それに対応した溺とが書きこまれている．

2曲線の比較からわかるように，振巾変調

による制御は，圧電共振子自身の制約のた

めに，全巾制御は難かしい．その点，SS

B方式の採用は非常に有利である。
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　　　　　　　　　　　　　3．結合特性

　磁気増巾器．　　高透磁率，矩形ループの磁：気材料を用いれば，高利得の増玉器が設

計できる．実験に用いた磁心は，78パーマロイで，外径65mm，内径45　mm，筒さ10

mmのトロイダル型である・これの飽和磁束密度は，15，000　kGである．制御巻線は

2，000Tであり，出力巻線としては200T施

し，これらを自己帰還型に結線した．この結

果，　電流禾Uそ尋レま，　3．27×103，　肇置プコ禾U孝尋　　1。71

×106（RL・＝5∫2）を，直線制碑の範囲内で

得ることができる．応答時聞は，計算による
　ゆ

と，0．055sec，である．増毛特性が，第7図

に示してあるが，これらの曲線は，勿論バイ

アス電流為によって，縦軸に対して平待に

移動させることができる．すなわち，適当な

バイアス電流を作用させることにより，磁：気

増凶器の出力電流を原点から，動作させるこ

とも珂’能である．

　BaTio3系共振子．　　用いられた共振子

は，直径29mm，厚み1mmのBaTio3系
のものであり，内径6mmと外縁5．5mm巾

の銀電極を有している．出力電圧は，整会抵

抗によって左右され，その整合特性が，第8

図に示してある．この図からわかるように，
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出力電流々（これは磁気増巾器の制御

電流でもある）はR漏5観の時，最

大値を示している．

この圧電共振子は，銀電極の形状によ

って，三つの周波数105，285と450

kcにおいて通過帯域を有している．

これらは，それぞれ基本波および第2，

第3高調波であり，その相対Q値は

1：2．4：2．2である．すなわち，信

号周波数285kcで，その印加電圧γ』

が0．5Vのとき，　Rc＝4609で100

μAの制碑電流を与え得ることができ

る．したがって，このBaTio3系共振

子1個で，3周波数による制御が可能
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となる．

　結舎特性．　　磁気増巾器の出力電流は，　その直線酬御の範囲において，

αを比例定数とした制御電流の1次i潮紅として表示することができる．

　したがって，SSB方式による出力電流互。sは，（15＞式から

な。＿α左ド竺懲6誠
　　　　　　　2π。a

（16）

となる．儒号電圧匹に依存する出力二流左．sと鰯御上流々．∫を図示すれば，第9図の

ようになる．左、の変化は，直線的であるが，互．，の方は，磁気増巾器の飽和現象に起

因する非線型領域が曲線の上に存在する．第9図において，獲＝0．6Vの時，ゐ，s＝

70μA位であり，左．5ロ0．43Aの変化がある．したがって，　BaT三〇3系共振子に印加さ

れる信号電圧匹をトランジスタ増巾回路等で，増巾させてやることにより，前述の受

信機による制御よりも，種々の利点を有する簡単で堅牢な制御方式が完成される見込み

が充分にある．
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　　　　　　　　　　　　　　4。結　　　　論

　BaTiO3系共振子と磁気増巾器とを結合させた遠方制御方式は，他の形式と比較して

次の利点がある．

　　Cf）装置が小型軽量となる．
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　　（ロ）回路が簡単化され，磁気増巾器に対する整合が容易である．

　　の　長寿命，堅牢であり，耐震性にすぐれている．

　　←）消費電力が少い．

　この遠方制御力式は，磁気増巾器およびBaTio3系共振子のもつ双方の利点を有し

ているが，換言すれば，磁気増巾器の欠点がとりも直さずこの方武の欠点となる．たと

えば，応答時間約50msecは磁気増巾器のそれが大半を占めている．しかしながら，

この程度の応答時間は，電気機器等の遠方制御を試みるには充分である．
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                                Summary

       High selectivity Remote Control System with Magnetic Amplifier

                            Hajime YAMADA

          (Department of Electrical Engineering, Facu].ty of Engineering)

  In recent years there has been a rapidly growing interest on the problem

of simpler and more stable control device in the field of remote control system.

The use of piezoelectric resonator of barium titanate ceramics as filter,

combined with magnetic amplifier for output, has been proposed, and it has

been shown that by this means a small-sized and efficient remote control

device can be constructed.

  This paper gives the principle of operation provided with the piezoelctric

resonator using magnetic amplifier, and the application of the single side

band system for remote control.

  When the piezeelectric resonator is operated by the amplitude modulation,

the control current which provides the control winding of magnetic amplifier,

dependence for percentage modulation, permits only about 20 per cent in the

full range. Linear relation exists, however, between the control and output

currents using the single side band system for the device. The remote colttrol

system using the magnetic amplifier with the piezoelectric resonator has

the following advantages over other methods: (a) small size and reduced

weight, (b) long life and vibration-proof, and (c) lower consumptioB of power.

This remote control system has comparatively large response time of about

50 milli-seconds. However, the remote control of machinery device is thus

obtainable.


