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往復動ポンプの圧力変動に関する研究(第 1報)

) 11村恒夫*

(平成8年 8月10臼受理)

Study of Pressure Fluctuation of Plunger Pump (Part 1) 

Tsuneo KA W AMURA字

Abstract 

It is difficult to decrease the pressure fluctuation of plunger pump with an air 

chamber and a pressure regulator completely. This study was introduced to analyze 

the effects of some factor affecting pressure fluctuation of plunger pump 

Each pressure at air chamber， outlet port of pump， and inlet of nozzle is 

measured by pressure transducer with 50kgf / crrl (about 5MPa) in capacity. The 

parameters of experiment are the revolutions per minute of pump， the spraying 

pressure， the capacity of air chamber， and the length of hose between the pump and 

the nozzle. 

The experimental results are shown as follows. 

1. The pressure fluctuation at the outlet port of pump becomes larger according to 

the increase of rotating speed of pump， but it keeps a value for changing the 

spraymg pressure. 

2. In case of lower spraying pressure， the effect of air chamber is large， i.e. the 

pressure fluctuation decreases quickly at setting the air chamber. 

3. The pressure fluctuation decreases according to the hos日 length. When the length 

becomes over 40m， the fluctuation is kept constant. 

1.緒言

農作物は、その生育過程において、雑草、害虫、病

原菌等ーによる答を受ける事が多い。この様な被害をな

るべく少なくし、均質な作物を作るためには、作物の

管理作業、特に防除作業は必要かっ不可欠である。 j坊

除作業には機械的な方法や生物学的な方法もmいられ

るが、薬剤の散布による化学的な方法が最も一般的で

ある。薬剤の詩文布形態は、大別すると液剤、粉剤、粒

剤の 3種niになり、 j復刻では動力i境言語機やミスト機が、

*生物生産工学談~

粉・粒剤では夕、スターが用いられている。また、散布

i時には、呂的の場所に、必姿i!だけを散布することが

要求される。特に、液剤を散布するブームスプレーヤ

で1は、対象物lこ薬剤を過不足なく数布するために、地

上からのブーム高さを最適位震に保つ高さ制御と、散

布還を一定にするための制御が行われている。一方、

動力噴霧機とノズ‘ルの組み合わせによる I~~務では、吐

出圧力やノズ、ルへの流蜜が変化するとノズ、ルのl噴霧角

が変化し、均質な散布が国難になる。これに対処する

ために、動力噴霧機には空気室や圧力調整弁が装備さ

れているが、変動を完全に抑えることは不可能である。

本研究では、横21動力l資家機において、圧力変動の
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要因と考えられる吐出圧力、空気室の容積、吐出用高

圧ホースの長さ、ポンフ。主総の回転数を取り上げ、そ

の影響を検討することを目的とした。

2. 実験装置及び方法

2 -1 供試ポンプとその実験条件

(1) 供試ポンプ

実験に供試したポンプは 3連プランジャ式往復動型

ポンプである。ポンプ主軸の回転数を変えるために、

無段変速機付き 3相誘導電動機で、駆動した。ポンプの

仕様を表 lに示す。

表1 供試ポンプの仕様

型 式 Y S301 

本機寸法
352mm(長さ)x 290mm(絹)
X290mm (高さ)

乾燥霊王室 llkg 

潤滑油容蜜 0.4(1) 

主総プーリー径 A2裂178mm

プランジャーの材質 セラミック

プランジャー数・ストロークX直径 3連・ 22閑 X22醐

所要動力 0.6kW-2.35kW 

噴議特性の概略 主戦常用回転数 600 900 1200 (rpm) 

吸水議 15 23 30 (l/min) 

常用圧力 2.0Mpa (20kgf/cn!) 

最高使用圧力 5.0 5.0 3.5 (Mpa) 

図 I 試作した空気室の外形

る影響を誠べるため、ホースなしの場合と、リールに

巻いた各10m、20m、30m及び50mの長さのホース

を用意し、それらを組み合わせて最長110mまで設定

可能にした。高圧ホースの内径は8.5mm、ホース先端

にはノズル孔径0.70岡田の中空円錐ノズルを取り付けた。

(4) 供試ポンプ及びノズルの特性

圧力変動の実験に淑り註トかる前に、供試ポンプの特

性を明らかにするために、吐出還と体積効率及びノズ

ルの流量係数を求めた。この基礎実験は、ポンフ。主軸

の@]転数を 3点 (600rpm、900rpm、1200rpm)!こ、

吐出圧力を0.5kgf/cnf(約0.05MPa)から各自転数で

の許容最高使用正力 (600rpmと900rpmは50kgf/cnf

(2) 空気室 (約5.0MPa))、1200rpmは35kgf/cnf(約3.5MPa)

動力噴霧機は、通常、吐出圧力と流量の変動を抑制 の範関内で 7点に設定し、 1分間当りのノス、ル吐出量

するためにさ芝気室を装備している。供試ポンプには、 と余水還をiJlIJ定して求めた。結果を表2に示す。

容積 425cn1の空気室が取り付けられている。本研究で 2 -2 ;J!1j定装置及び方法

は、空気室の容積による影響を調査するため、空気安 ポンプで発生した圧力変動が、ポンフ。からノズ、ルま

を取り外した場合(空気安の容積ocn1)と、空気室が での間でどのように変化するかを調べるために、図 2

装若されていて、かっ、その容積が基準の約半分の の実験装置概要図のように、安気室、ポンプ吐出口、

210cn1のもの、基準と同容量の 425cn1のもの、及び、 ノズル根元の 3点に応答性の良好な歪みゲージ式のフ

基準の約1.5倍の645cn1のものに変えた場合を設定し ラッシュ・ダイアフラム裂圧力変換器(容量50kgf/

た。試作した空気室は、空気室内の圧力変化を測定で cnf)を取り付け、圧力を測定した。圧力変換器による

きるように、上部に圧力変換器の取り付けgEを設けた。 検出信号は、動歪み測定器を経由してデータレコーダ

なお、容積の変化に伴う空気安の形状変更は、空気室 に記録し、実験後解析を行った。

の直径を変えずに全長で調繋した。区11は試作した空 なお、実験時の吐出圧力の設定は吐出口に取り付け

気室の外形である。 たフールドン管式圧力計で、また、ポンフ。主軸の回転数

(3) 高圧ホース及びノズル はハンディ型ディジタルタコメータで測定した。

動力噴霧機による薬剤散布では、ポンプ本体からノ ポンプの笑験では、ストレーナを通ってポンプが吸

ス‘ルまで高圧ホースを取り付けて作業を行う事が多い。 水する最と圧力説3~さ弁からタンクへ戻る余水還を正確

本研究では、ポンフ。からノズルまでの距離の違いによ に測定する必要がある。ここでは、 2つの配管途中に
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表 2 供試ポンプの特性

ポンプ主戦回転数 (rpm) 600 

理論吐出量 Cl/min) 15.05 

設定圧力 余水量 ノズル吐出量 体積効率 ノズル理論流量 ノズルの流量係数

(MPa) O/min) (l/min) (%) O/min) 

0.5 14.75 0.25 99.65 0.5111 0.4891 

1.2 14.54 0.35 98.92 0.7918 0.4420 

2.0 14.44 0.44 98.85 1.0223 0.4304 

2.8 14.27 0.52 98.25 1.2096 0.4299 

3.5 14.22 0.57 98.25 1.3523 0.4215 

4.2 14.14 0.63 98.12 1.4814 0.4253 
5.0 14.12 0.69 98.38 1.6163 0.4269 

ポンフ。主軸回転数 (rpm) 900 

理論吐出量 O/min) 22.58 

設定圧力 余水量 ノズル吐出量 体積効率 ノズル理論流量 ノズルの流量係数

(MPa) O/min) O/min) (%) O/min) 

0.5 21.91 0.24 98.10 0.5111 0.4695 
1.2 21.68 0.36 97.61 0.7918 0.4546 

2.0 21.67 0.43 97.87 1.0223 0.4206 

2.8 21.41 0.52 97.12 1.2096 0.4299 

3.5 21.32 0.57 96.94 1.3523 0.4215 

4.2 21.30 0.62 97.08 1.4814 0.4185 

5.0 21.07 0.68 96.32 1.6163 0.4207 
ポンフ。支給問転数 (rpm) 1200 
理論ot出議 Cl/min) 30.11 

設定圧力

(MPa) 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

余水量

O/min) 

28.51 

28.31 

28.17 

27.97 

28.00 

27.86 

27.65 

ノズルnll:l:l蜜 体裁効率 ノズル主計命流量 ノズルの流怒係数

O/min) (%) O/min) 

0.23 95.46 0.5111 0.4500 
0.32 95.10 。.7229 0.4427 

0.39 94.86 0.8853 0.4405 

0.42 94.30 1.0223 0.4109 

0.48 94.60 1.1429 0.4200 

0.52 94.27 1.2520 0.4153 

0.56 93.70 1.3523 0.4141 

流量センサを組み込み、瞬間流量と積算流鐙を切り替

えて表示可能な流翠指示5十で測定した。

2-3 実験区分

(1) ポンプ自転数と圧力変動の関係

k. 2E気~は基準のものに等しい 425cnfのものを取り付

け、高圧ホースは 10mのものを使用した。ポンプ主

ノズル 紬回転数を600rpmから 150rpm刻みで750rpm、900

ノズル板元 rpm、1050rpm、1200rpmの 5段階に、吐出設定圧

力を 600rpm~900rpm の場合は 15kgf/ crrf C約1.5

流量センサ MPa)、35kgf/crrf C約 3.5MPa)、50kgf/ crrf C約

5.0MPa)の3段階に、 1050rpmと1200rpmの場合

は15kgf/crrfと35kgf/crrfの2段階に設定し、各組合せ

について圧力変化を測定した。

図 2 実験装置概要図 (2) 空気室の容積と圧力変動の関係

ポンフ。主軸田転数壱900rpmに、高正ホースの長さ



各測定区における最高圧力、最低圧力、平均圧力と圧

力振嬬の変化の様子である。なお、平均圧力とは、吐

出設定圧力ではなくて、実験結果から得られる庄力振

幅の最頻値である。図3から、各測定区においてポン

プ主総回転数が高くなると、平均圧力はあまり変化し

ないものの、最高圧力が上昇し、最低圧力が低下する

事が分かる。従って圧力振穏の値は、設定圧力を変え

てもほとんど差が見られないが、回転数の増加に伴っ

て大きくなる事が分かる。この結果は、測定点、が空気

~の場合でも同様であった。これは、空気室とポンプ

吐出口の閣の距離が近いため、類似した結果が得られ

たものと患われる。

国 4は吐出設定圧力3.5Mpaの持のポンプ吐出口と

ノズル根元での圧力振穏を比較したものである。ノズ

ル根元では、田転数が増加しでも圧力振幅はほとんど

変化しないという結果が得られた。これは、高圧ホー

スの材質が弾力性を持っているため、それによる影響

を受けていると考えられる。

3-3 空気室の容積と圧力変動の関係

空気室の容積を変えた場合の実験において、ポンプ

I吐出口における測定結果を図 5に示す。

閣から、 I吐出設定圧力が低い場合は、空気室の有無

による圧力振編の儀にはかなり遠いがあり、空気~を

取り付けるとEEカ振幅は急激に減少し、この例では

210cnf以上で=あれはほぼ一定になる O 吐出設定圧力が

f宣夫)11村

を10m!こ掴定し、空気室の容積を oCnf、210Cnf、425

CI君、 645Cnfの4段階に、吐出設定庄力を15kgf/crrf、35

kgf/crrf、50kgf/crrfの3段階に設定し、各組合せにつ

いて圧力変化を測定した。

(3) 高圧ホースの長さと圧力変動の関係

ポンプ支給自転数を900rpm、吐出圧力を35kgf/crrf

に囲定し、高庄ホースの長さを Om、10m、40m、60

m、110mの5段階に、空気安の:&:積を ocrrf、210cnf、

425Cnf、645Cnfの4段階に設定し、各組合せについて圧

力変化を測定した。また、ホースの状態は、リールに

巻かれているか、ねじれを除去して水平に震くかの 2

つの場合を設定した。

3 -1 圧力変動の定義

実験で得られた圧力の波形は、設定圧力を中心とし

て上下に変動しているので、この度合を示す指標とし

て、最大圧力と最小圧力の差を圧力振幅 /:"Pとして定

義する。

実験結果及び考察3. 

112 

/:"P = Pmax -Pmin (1) 

但し、 Pmax、Pm師、は、最大圧力と最小圧力である。

3-2 ポンプ回転数と圧力変動の関係

園3，土、吐出設定圧力毎iこ、ポンプ吐出口における

ポンフ。主軸回転数と圧力変動の関係を示したもので、
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ポンプ主軸由転数と圧力変動の関係(測定点・-吐出口)
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国 3
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図 4 ポンフ。主車Ih回転数と圧力変動の関係 測定場所の違いによる比較

0.2 

--<トー圧力援綴!日IPa

-十一圧力援縁 3.5MPa

-ー圧力援娼 5.0MPa
-<>一定力援認ノズJレ根元 5貯a

IJj:出圧力が低い場合の方が優れていると考えられる。

方、高j王ホースの先に取り付けたノス、ルの根元で、は、

図中のデータのように圧力振幅はポンフ。11:1:出口よりも

小さくなる。これからも、前項と同様にif:!iEEホースの

影響が伺える。

3-4 高圧ホースの長さと圧力変動の関係
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図5 空気室容積と圧力振幅の関係

IEJ い場合は、空気~容積のtg力IIに伴って、圧力振幅は

徐々に減少するが、 11J:出設定圧力が低い場合のように 0.1 

一定の仮にはならなL、。これは、吐出圧力が高いi侍に

は、より大型の空気~を装備すれば圧力振幅がほぼー

定になるのか、それとも別の要因があるのかは不明で

ある。従って、空気室が圧力変動を続減する効果は、

20 40 60 80 

高圧ホース0)長さ (m) 

100 

図6 高圧ホースの長さと圧力振幅の1M]係
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図6に、空気室の容積を変えた時の高圧ホースの長 きい場合は吐水ホースの長さの違いによる圧力振幅の

さと圧力振幅の関係を示す。高圧ホースはリールに巻 減少量はあまり大きくないが、空気護が無い場合、あ

いた状態で、 EEカの測定点はノズルの根元で・ある O 実 るいは取り付けてもその容積が小さい場合は、長さが

験から、高圧ホースの長さが増加すると圧力振揺はi減 延びると圧力振幅の僚はかなり減少する事が分かる。

少し、 40m以上の長さになると圧力振幅は約 また、空気室の有無に関わらず吐水ホースが一方、高

O.15Mpaとほぼ一定になる結果が得られた。高圧ホー 圧ホースの状態(水平に置くかリールに巻くか)によ

スの長さが10m以内で、は、空気室の容積が比較的大 る違いはほとんどみられなかった。

摘 要

本研究では、往復動ポンプの圧力変動に影響を及ぼす安田として、ポンプ主軸の回転数、空気室の容積、高圧

ホースの長さを取り上げ、実験・解析を行った。結果をまとめると次のようになる。

1 ポンプ吐出口での庄カ振揺は、ポンフ。主軸回転数に比例して大きくなるが、吐出庄力が変化しでもほぼ一定

値になる。ノズルの根元では高圧ホースの影響を受け、回転数が変化してもほぼ一定値になる。

2. 吐出設定庄力が低い場合は、空気室を取り付けると圧力振幅は急激に減少し、一定量以上の容穣があれば、

圧力振幅はほぼ一定になる。一方、吐出設定圧力が高い場合は、空気室容積が増加すると圧力振幅は徐々に減

少するが、一定値にはならない。

3 高圧ホースの長さが増加すると圧力振編は減少し、 40m以上の長さになると圧力振幅はほぼ一定値になった。

本報では、実際に吐出圧力を決定している圧力調整弁に関するパラメータを取り上げなかった。これについ

ては、次報で報告する。
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