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※※※ 特徴 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
本シリーズは、JBMS 72 シリーズで規定されたスモールファン用の騒音プレナムを利用した計測システムです。
弊社の従来のカタログ製品 F4115 シリーズ「騒音プレナム」を中核にして対応します。
従来から、ファンの PQ 計測に関しては、弊社のファン風量、微少風量計測システム等で対応しております。
・ファン風量測定システム F401(風洞部) / F411(計測制御部)シリーズ
・微少風量測定システム
F4113 シリーズ
これらは、気密性の良い金属製のチャンバーに固定した試験ファンの風量･静圧性能を計測するシステムです。
今回、F4115 シリーズを拡張し、騒音、振動、軸動力計測を簡易に計測可能なシリーズとしました。
シリーズの愛称「静：SIZUKA」は、騒音プレナムを利用したシステムの総称となります。
「静：SIZUKA」シリーズを使用する際は、既に試験するファンの PQ 性能は、ファン風量，微少風量計測システム
により PQ 性能が計測済みで、軸動力計測システムでは更にモータ入力が分かっていることが前提です。
弊社ファン風量測定システムでは、PQ 性能のみで、モータ入力測定が無いシリーズもありますので、ご注意下さい。
本シリーズでは、ファンモータ(モータとファンが直結のタイプ)を対象としています。
なお、騒音計測を前提としない場合、振動･軸動力計測は、F401/F4113 シリーズでも計測可能な治具を提供可能
です。
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※※※「静：
「静：SIZUKA
「静：SIZUKA」シリーズの構成
SIZUKA」シリーズの構成 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
本シリーズは 4 種類の製品から構成されています。
・F4115 騒音プレナム
W
・F4116 マイク 1 本型 音響パワー計測システム
・F4117 騒音･振動計測治具
・F4118 マイクロファン効率計測システム
本シリーズは下記 4 サイズの騒音プレナムに対応します。
シリーズ各製品型番の追番 XX にプレナムサイズをあてています。
最大風量
最大静圧
3
-12 フルサイズ
1.2mW 角-1mH
60m /min
700Pa 以下
-06 ハーフサイズ 0.6mW 角-0.5mH
7.5m3/min
〃
3
-04 1/3 サイズ
0.4mW 角-0.33mH
2.2m /min
〃
3
-03 1/4 サイズ
0.3mW 角-0.25mH
0.93m /min
〃
※※※ F4115 騒音プレナム ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
<<型番
<<型番>
型番>>
F4115 - XX - Y ZZ
追番
XX
プレナムサイズ 03/04/06/12 を入力
追番
Y
オプション A/B 又は無記号
追番
ZZ オプション PR 又は無記号
オプション A ダンパ 電動機構化(フル/ハーフサイズ対応：開度メータ，操作盤付き)
オプション B ダンパ 電動機構化(1/3～1/4 サイズ対応：開度メータ，操作盤付き)
オプション PR (静圧･回転計測ユニット)
騒音計及び計測ソフトウェアは含みません。（必要な場合は，別途御相談下さい。）

<<概要
<<概要>>
概要>>
JBMS 72 / ISO 10302 規格対応の騒音プレナムです。
材質は、アルミ製で、サイズに関係なく 38μm のポリスチレンフィルムとファン取付部には t5mm のゴム板を使用して
います。特に、t5mm のゴム板は規格の性質上変更できないので、マイクロファンの計測には工夫が必要です。
オプショ A/B で、ダンパを電動操作化することが出来ます。
プレナムを無響室内に設置した状態で、外から操作する場合に便利です。
開度メータ付きのため、開度の確認も外部で可能です。
電動機構は、操作盤による手動操作となります。
ダンパ開度はアナログ 0～5V / 100%出力つきです。
オプション PR で、静圧回転数が計測できます。
PQ データを対応させるため、本プレナムを使用して、試験ファンの静圧、回転数計測が必要です。
静圧は、1～5V / FS レンジは、±200Pa～±1000Pa の範囲で指定していただきます。
回転数は、RS232C 出力です。 FG パルス又は、光センサーの何れか選択となります。
<<操作方法
<<操作方法>
操作方法>>
予め、ファン風量、微少風量計測システムで PQ 性能試験を行い風量 20％、80%における静圧と回転数を
求めます。
次に、騒音プレナムに試験ファンをセットし、電源を投入します。
ダンパを調整し、ダンパ全開及び風量 20/80％の 3 点における静圧点にダンパを調節します。
今時、ダンパの開度及びファンの回転数も同時に計測しておきます。
3 点において、JBMS72-1 又は、ISO10302-1 に定める 10 ポイント法又は、残響室を用いて音響パワー計測
を行います。
←スライドダンパ

※※※ F4116 マイク 1 本型 音響パワー
音響パワー計測
パワー計測システム
計測システム （開発中）※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
（開発中）
<<型番
<<型番>>
型番>>
F4116 - XX
追番
XX
プレナムサイズ 03/04/06/12 を入力
<<概要
<<概要>>
概要>>
ターンテーブルと旋回機構を利用して、1 本のマイクで 10 点計測し、音響パワー計測を行うシステムです。
10 点計測半径は、ブレナムサイズ 03/04 では 0.5m、プレナムサイズ 05 では 1m、フルサイズ 12 では 2m と
なります。
マイクロホン

ご注意：本システムでは，マイクロホン 1 個での
計測の為、時間的に安定しない騒音に
関しては、誤差が発生します。

計測半球面
W

H

<<装置構成
<<装置構成>>
装置構成>>
マイクロホン回転トラバ－ス
1式
計測制御装置及びソフトウェア
1式
情報処理装置、騒音計は別途となります。

回転機構部
ターンテーブル

※※※ F4117 騒音･振動計測治具 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
<<型番
<<型番>>
型番>>
F41117 - XX
追番
XX
プレナム サイズ 03/04/06 を入力 (-12 フルサイズ対応はありません。)
<<概要
<<概要>>
概要>>
JBMS 72 対応の騒音プレナムを使用して騒音や振動を計測する際、試験ファンを宙吊りにする治具です。
3/4 点吊りの何れにも対応可能です。
現時点では、ISO 10302-1/2 では、ｔ5 のゴム板を介してファンを取り付けています。
このため、マイクロファンでは騒音や振動が吸収され、計測にも影響が出ます。
これを避けるため、振動に関して、JBMS 72-2 では、宙吊りでダクトを使用する方法を提案しています。
この方法では、騒音計測時にダクト表面で擦過音が発生するため、不具合が発生します。
この部分を薄いゴム膜に変更し、振動伝播を極力抑える構造としました。
もちろん、ダクトを使用して、騒音プレナムと接続することも可能です。

新規ゴム板枠

新規ファン取付ゴム板
3種類 各1枚 付属

孔寸法御指定

F4115 騒音プレナム
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SUS棒
取付ｱｰﾑ

80

H
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取付ｱｰﾑ4個のうち1個は､伸縮構造
3点支持に対応
品名

※※※ F4118 マイクロファン効率計測システム （開発中） ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
<<型番
<<型番>>
型番>>
F4118 - XX - A/N
追番
XX
プレナム サイズ 03/04/06/12 を入力
追番
A/N A:自動 N：手動
注記：自動の場合でも、騒音プレナムのダンパ開閉は、手動操作となります。
自動の場合は、F411 又は F4113 を荷重入力可能に改造します。(現地工事費含む)
その場合、回転数、電力、静圧は PC に読み込み演算します。
手動の場合は荷重の表示のみとなり、その数値及び他の風量、 静圧、
回転数、電力をキー入力して計算する、エクセルファイルが添付されます。
<<概要
<<概要>>
概要>>
JBMS 72 対応の騒音プレナムを使用して、マイクロファンの軸動力を計測するシステムです。
回転型トルクメータを使用しないため、ファンモータでも、軸動力が得られ、モータ効率と羽根効率の
両方を同時計測できます。 このため、カップリングロス等の計測誤差はありません。

<<原理
<<原理>>
原理>>
通常、軸動力はファンとモータの間に、回転式トルク計を設置し、この軸トルク Ta（N･m）に回転数 N(rpm)
を掛けて、得られます。 軸動力 Ｗa＝2･π･Ta･N/60 (Watt)
しかしながら、この方法では、モータ直結型のファン(所謂ファンモータ)では、トルクを設置することが
できません。また、マイクロファンではトルクがあまりに小さいため、多くの場合、計測限界以下となります。
このため、ファンモータを天秤式にパランスさせ、微小荷重センサーでトルク計測する方法を採用します。
例えば、 荷重 5g のセンサーで腕長さを 1mm にすれば 50mN･m/FS の計測が可能となります。
この方法では、支点に対し、試験ファンは自由に回転できる必要があります。
そこで、ファンに負荷を与えるため、騒音プレナムで、ファンと空間的に非接触の状態でセットします。
トルク、回転数、ファン入力電力を計測し、予め計測済みのＰＱデータとの関係で羽根効率とモータ効率
を別々に計算出力します。
ﾏｲｸﾛﾌｧﾝ
取付 長LL
ﾊﾞﾗﾝｻｰ
L
⇒
風量計測（Q)
支点
⇒
静圧計測（P)
⇒
回転数計測(N)
←
供給電力計測（Wt)
天秤

上記の天秤の荷重をＭg とすれば
トルク
Ｔ ＝ Ｍg･Ｌ （N･m）
空気動力 Ｗair＝Ｐ･Ｑ／60 (Watt), Ｐ：圧力(Pa),Ｑ：風量(m３/min)
モータ入力 Ｗt (Watt)
軸動力
Ｗax ＝2π･Ｔ･Ｎ／60, Ｔ：トルク(N･m)，N：回転数(rpm)
総合効率
ηt ＝Ｗair／Ｗt ＝ ηair・ηm
(羽根効率・モータ効率)
羽根効率
ηair＝Ｗair／Ｗax
モータ効率 ηm ＝Ｗax／Ｗt
例えば，
マイクロファンで風量 Q＝.03m３/min、圧力 P＝10Pa、回転数 N=20,000rpm、電力 Wt＝0.125W とすると
Ｗair＝0.005W となります。 このファンの総合効率はηt＝0.005/0.125＝0.04 となります。
この状態では、羽根効率、モータ効率は不明です。
上記のように例えば天秤腕長さ L=5mm、荷重 Mg=0.25gram とするとＴ＝0.01225mN･m となります。
軸動力は Ｗax＝2π･0.01225･10－３･20000/60＝0.0256W となり
羽根効率 ηair＝0.005/0.0256＝0.195
モータ効率 ηm ＝0.0256/0.125＝0.205
と求めることが出来ます。
このシステムでは、天秤の腕長さを変えることにより、１台の荷重計で広範囲の軸動力計測が可能です。
<<装置の構成
<<装置の構成>>
装置の構成>> F4118 マイクロファン効率計測システムは下記の要素から構成されます。
・本体：架台、 天秤機構、荷重計、荷重計アンプ
・ファン取付アダプタ (15～60 角ファンの内、御指定の 3 種類 各 1 枚)
・F4118-XX-N : 計算ソフトウェア（エクセル） 手動タイプの場合
・F4118-XX-A : 計測ソフトウェア (ＰＱ、電力、回転数計測システムがあり、それを利用する場合)
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