
6 

主聞に於げる空電の波形について

金 原 ム字

1.緒
ι 
"..: 

Z三S

本報告は主として夏季叢聞にfiJ2ilIl!した室電の波形について検討し、そη解釈を求めたものであ

る。

近時~Z::於ける室電の研究、特に波11';の研究は人休二派に別れてゐ℃ 、 共の一方は英閣のラトキ

ン、今一方は濠酬のレーピ{及アフリカのシヨンランドである。ラトキンの考へ方によると、豊

問主!j測される室電の波形は、雷放電郊に於ける思ー放電による挺到」電流、又は多重放軍による保

郵電流のみによって決定せられると云ふのであるが、シヨ ンランド等によると 、空電波形の高周

波分即ち時間と共に波長を培力JIする減問電波は 、 継続時聞の極めて短い草ーの衝撃波が電離~-['

f可 fD.1 も反射するt.~~亡生ヂるものであると云，ふのである。

元来、 空誌の波形は、&:電波、に於ける大気中の放電機構と途中の ~f書官条件によって左右される

ものであって、一般にはI1tlj方を考慮すべきものと思はれる。后者としては、室電源から発射せら

れる空電.)各電波成分の振幅の割合が距離と共に変化するとと 、近傍に強烈な空軍泌があると遠

ブ1j!D~芸電源による星電は認め難くなるとと 、 日菅又はD滑による反射の機構及反射係数が童夜で

変る ζ と等が問題になる。

本文では夏季輩聞に観測された星電波形は主として25電源に於ける放電機構¥IL.依作し、体橋保

{!I'の中でも電離!奇による反射の問題は余り願著に現れないととが示されてゐる。

2.観測ρ方法

本観測は1940年カ、ら1944年迄 5Jf-問、逓[，:]省の病問受信販で行はれた。企所は関東千野の中央

lとあ り、附近には丘陵、森林、送電練、軍気鉄道、工場等なし電波停播_I-.からも 、人工雑苦心

点からも 、星電観測所と してfl.分なく、電力綜及通信線も地下締で引込んであり 、周波数副標準

による時亥IJも通信線で取れる様になってゐる。ブラウン管式室電方位測定機が、場開と柿問地磁

気概測所(民間から北東方 56kl¥1 1)距離にある)に設置ぜられ室電iJJi、の位置決定に用ひられた。

空中線 使月jした空中線は長さ 601H、 高さ 15111、引込み 251¥1の逆L型で、テレックス碍子

により 2ケ所マ木佳から懸吊されてゐる。雨天の際も絶縁が損はれない様、特lZ::注意を初tつ℃あ

る。空中線の固有波長及国有存量vìql!定;簡は 、 夫々^，~=360 1l1 Co=457f.Lf.LFである。

空中線と主.I:fl~員総との結合は図1 左方に示す通りで、 結合用蓄電器は凹穏類あり 、 泊宜変更 し

て受信感度や変じ得る様にしてある。夫々の他は、01，C:， U~ 及。.=50， 100， 200及 500μμF

であるc~中総に直列に 1，000a の抵抗を接続すれば空中綿回路を非周期的にするには充分で、あ

るが、近接放迭局の電波が室電受信の妨害になるととを避ける震、 3，oooaの抵抗を挿入した。

空中線だけの時定数は 1.37ρ で、あるが、結合問蓄電務の容量:ぞ増加すると共に増大し、最大は
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図 1.;;号電波形観測!陪主靖巾熔接続肉
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である。

点京大必力放迭問(~中線電力 150l刊) が治問の近傍な銭、全局0・這iL~による ~J~f言が者しかっ

た.;ye、室中綿四時に阻止fllJ時を挿入したが、 とれが常に波形的J測に支障を来す程喧の援~H~及

す乙とはなかった。

，;特定した雨滴の作JIj及空中級の近 くに，冨認による緩慢に変化しつ Lある柑屯界の影響!を減歩る

~空中級回路に直列K;蓄電絡を挿入し商抵抗を経て接地した，

電力線による誘導作用の補償 電力線から空中線に及ぼす読み作jiJは可成り大きく交信機の測

定J，I，i波数配聞が 25，/只からkfi支る関係 1-.、除去する必要に迫られた。図17)下部1r問に示すjぷな

In J怖により 、 60， ，/戸 電源の一部をJ&って{立相をlメ碑し 、 1h~ ， rJ;を一致させて))11へるととにより大14，

除去出来たっとの同路だけ‘Cは電源に高調波書f合む時は完全に除去出来ないの、e、その日当何究

所-εは更に C-l~ のJt-}， r J ì，虚iD;. ?if を使月j して高調肢による誇療も耳元除いた。 (イミ号大fJJ氏 、 À'j-井章

氏報告参)1(1.)

主噌巾器 cれは.2主!(:紘C交けた室電波形t.e，'也2廷に土1す，rJする乙と左目的としてゐ るから 、京

い)I~J波数範凹に亙ってー践に府rþ し 、凡入力出)J間に直秘性を保つことが P持に必22である。 r主11

に示すも$<1乙ウエプスタ ーが用ひたりと略々企依な n，-υ結合フ'ツシユ プル接続l乞少しの L必hllへ

て 、ピー キングの即時を使って詩うる。|笥2 はその周波数対略的綿子、 25，・/作300k， /~ ¥乙対し略々

一時、 そ})先は紋jま波併のi昆{言を避ける局にな;激に落してある。叉l直線性は図31乙示す遇。入7J

0.004--0.4 ¥' I'C対し利得 54<11>'C 1!I綿性が保たれてゐる。

第 2段目以后フツシユフ司ル接続を川ひたのは出)Jをl剖棄にプラウン管り!日向板へ接続するに便

じたのであるが、 とれにより、 B電源に~'々変:rÛJがあっても 、 i，)乙等 し く作m し刺殺する尽に 、
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図 2.;!さ電波形観測用主増巾器の周波数利得曲線
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ブラウン管の光点を動かす恐れむないと云ふ利径

がある。光点の偏れを較正するま号、主j'6巾総の入

力le、獣験月1発桜器の出力を加へて撮影したが、

0.1-0.9v の入力経聞に対し 0.5-6.0rll1の触れ

を生じ、共限界内では両者の関係拡直線性を保っ

てゐた。

陰極線ビーム抑塵装置 ブラワン管の電子ピー

ムが蟹光板を絶えす=打つととになると、笹光叡は

焼損するし撮影用のフィルムはカ プPを生ヂる。

そとで、2芸電が到達する迄は盛光板上に光点を生

ぜ歩 、 B:電が旅て始めて光点が充分な輝度~('波形 入 力

を描 くととが必要である。本袋置はその目的に浩られたものである。

主増巾器の出力の一部をピーム抑圧装置の入力端子に加へると、室電の来ない時は、高い負電

f立に保たれてゐる変調電極が、E負何れの昼電に対 し℃ も、 予め定めて3きいた事長巾以上の振rtJを

有する星電に対 しては、常に正電位となり盛光板上の光点を全輝度に逮せしめる。図4・はその接

IOS 10‘ 

図 4.プラウン管ビーム抑圧用培巾株主妥続図
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続図である。 図4の左隅にある R=l00kf!の抵抗が此の披世の劃作する入力電圧をftmmするに

丹lひられてゐる。

陰極線ビーム保持事実置 此の装置は、予め定めてたいた強度以上り室電が到達した場合、到達

后一定時間盛光点を全輝度。紋態に保持して基準紘を明かにする段目を果してゐる。

一対の電子~{i:により非対称マルチグァイプレー ター回路を形成し入力電圧、が一定の限界を超え

ると蓄電線の電荷ぞ放電する椋にしてある。図5の第一段。絡子に加へられてゐる負f扇情電圧巻

加波してやると 、此の限界電匝を変へる ととが出来る。此の霊安置の出力~ピーム抑圧装置の出力

B品 ・ 川 毛 .. ， "j..・ μ ー

イ....$-...

島岨m

匹;面l~~

閃 5. プ ラ ウ y管ピーム保持問培巾器~続図

守 6 '00.-品、i"t'*-正
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管の抑止格子へ加へて、時定数οn，で定まる時間中、ブラウン管の変調電極に正電巨がか Lる様

にしてある。

カメラ及オツシロスコープ ブラウン管の登光板上l1:刷れ?と波形を撮影するのに 2樋の方法を

照ひた。 一つはー鮮の昼電の金望を得るもの、(!あり 、今一つは室電波形む微細俄迭を見るí~のも
、

のである。前者D~毒には、フ ィ ルムをアルミニウムむ円筒の周りに倦き 、 同矧電動機密直結して

毎秒16回輯D速e'(:，回轄 した。速さの定常性はス トロ ポスコ ーフ で検定した。使用レンズの鏡径

比は./== 1.5用筒D直径は 15，・111・(:'、従ってフ ィルム速度は 7.21ll(sであり.フィルムの全長は

45"111 '0'ある。主将I巾訟の出力はブラウン管))71<.ヱf・偏向板に)JIlへてあるから、」ニ記同筒を7k4"軸

の困りに姻縛して 、 フ ィ ルムを垂直方向に走らせると、フィルム上には~電群白波 }I手 が得 ら れ

る。

第二の日的即ち~電波形の微細隣迭を得る鴛には 、 161ll1l 1 I快写用カメラを用ひた。 νンズとし

てはツアイス裂の鏡径比j==0.85 'l)ものを川ひ直流電動機を直結して毎秒20駒の走さでフィルム

を流した。ブラウン管。笹光仮上では、畳n:.点が、 7k.tf'jj向¥r::.左から右へ、雫|立方向に4sZD走

をを行ふ様にする局、磁気偏向法を用ひて 1，000，，/;;);え 250，・/討の鋸街J伏波を使間 した。 走夜月j電

1僚は図6の院な接続を用ひ.共のJ，l，1波及は!.ilJ標準。水品時計'(:'IIiIJ!，却した。:=I:"1曾巾総の出力は、 7'
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図 6.室電波形観測!用偏向装置接続図
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ラワン管の現直方向の{偏向板に1JIIへられるから、定住専泉に対し霊直方向に振れるととになり 、そ

，の全望は 図7 ~示す通りになる。(図版1) 7.1<4"走1E線は 1，∞Oc/sの鋸歯献波形で制御されるが

図 7.
プ ラウン管オッシロ

グ ラ 7よの走査線と

観測された室電波形
の一例

その内、往きが 850，必帰りが 150/(.<)で、r.fij者が共にー援な速さで走ると

とは図版1に示すi畠りである。ととでは較正照として 20k../タの正弦波形

を偏向板に加lへて撮影した。 笹光板上.の水平走査線c長さは 10，・I¥lであ

るから盛光点の移動速度は 1l8m/sで在来各閣でフィルム速度 10.......201ll/s

を用ひてゐたのに比べると遁かに細部を見分けるととが出来る。とれを

16川川 の映画用撮影機で写すに当ってほ焦点を合せるのに20倍の顕微鏡

を使用し、撮影后はプロー ユー版に引伸して観察に便ならしめた。

全じフィルムへ方位と波形と両方を撮影する試みもやったが、"t.j者に必

要なフィルム速度に隔段の差があるとと L 波形観測用空中総がブj位i-11J1定

用宰中総の妨害になる恐れがある点から考へて余 りよい企てとは忠へなかったので中止した。

図版 2は裟置の会墜を示す写真で上段、 向ってtr=.よりj[よカ紘による誘導補償装置、 主!fiI幅器

(微細構造用)、ピーム抑圧、装置、ピームt米持袋置及試験用発振器、 主増幅総(回縛円筒川J)、会じ

く図版3、向って左より、波形周プラワン管(盛光町直径 170llHll.lf.板底を周ひて焦点が一様に

合ふtまにしてあるよ波形方位全時撮影用ブラウン管(左下が方位、右上が波形〕、 方位用プラウ

ン管。手前のカメラは 161l11ll波形撮影用、その右一部分のみ見えてゐるのは方位波形同時撮影

用 36I III1l記録用カ メラ、図版4は方位測定期受信機で上が東西用下が南北用である。

3 結果及解釈

以上の方法によって得た室電波形の写真は5年ftllに約 8，500枚に達したので、乙れを何れも引

仲して解析に便じ、観測時の気象依況、観測!時刻等詳細に記して、分類し気象現象と波形との対

!臣、体措による波形の歪等を研究するとと L して、約三ド分を了した時、終戦になった。~々滋養

のない海軍士宮のま需に全部焼損されたので、甚だ遺憾であるが、幸にして源むフィルム全部及整
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理した結果1コ過やは手元に持て来てあったりで・、種々 の困維を経て次の様な解択に到速すること

が出来たe

先軍放電型 シヨンランドによると、階段的先駆放電0各個聞の千均間隔は31-91ρ全継続時

聞は 1-60IHRであるが、 とれに相当した~電波形は図8 に示してある援に周波数範酉が 30-100

Iω/8になってゐるc とれ等の中には間隔の時間と比ぺて商い周波数も

含んでゐるが、 その継続時聞は数 ms乃至 10数msであるから、何れも

桁は合ってゐる。此の様1'J:.波形は積乱雲が観測研庁の近くに現れた時にも

認められ、室内実験等と比べ合せて見ると 、強い電界内に存する沢IIID

図 8.

先駆放電型宅電波1g

J内~-
iQ2ドS

小水滴の間‘(!、不規則l乙、所々方々で小 さい放電が起る鴛かと考へられる。とれ等D放電は短波

受信機1L:星電妨害として現れるから、慣れた受信所の技術者はその日の受信紋況から午后D雷雨

を予報することが出来る程である。向とれとftJ.寄った波形は吹雲から出る盗電とし℃ラトキンが

報告してゐる。

主放電型 シヨンランドによると、主放電の斎院続時削除 50-240凶とれに銭光・0時聞を加へる

と 120-1，140ρ だと云はれてゐる。又高速度 Boysカメラ、ε撮影した放電写真や見ると明暗ーの

縞が出てゐるが、第ーの績の巾は 1∞-2∞μsで時聞の経過と共に漸時冷大ずる。とれ等現象か

ら発射されたと考へられる減巾電波肢の波形千余の例について調ぺて見ると、 その第一波は 3-

関 9.

滅巾電波の波形を有するZSTEの周波数分布図
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周波数 Ckc/の

の減衰は比較的大したとと、Cな

い尽かと思はれる。一つの放列

について1)減衰する有綴は図lO

a， h IL:示すi直りで図101νは先

駆抜電と主I/i.電と建たと蓮読し

岡 10.~・

2主放電型室電波形

川九(
¥j V -一「
100ド

図 11.

1械巾電波の波形を有する答電の登継続得間

同/

20k(・/白の領域に豆り 、7.5k.'fsrl)点に最大の

頻度を興へる。図9には第二、・第三波につい

ても全線な統計が示してある。 第二、第三波

の最大が 5.5k('/s附近に玉県れてゐるのは減衰

の著しい屯波が時間と共に波長を噌大すると

とを示し、叉第二と第三が降k一致した曲線

を示してゐるりは • ~fìめに急:i欽に減哀し以后

図 10.b. 

落雷型空電波形金患の一例l

uT一図 12.

遜落針;こ落ちた腎電流の波形

〈留災委員会第2分科n'a影J

霊|記
議ローっゴ

時間
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た一連の波形を現はしてゐる。(図版5)

主放電及差是光に相当する一連の空電波形の金継続時聞は図11に示す通りで、100-3，OOOf1.S以上

に豆り 、最も頻発するのは 600μである。図12は雷災委員会第二分科の人々によって取られた落

雷電流の波形であるが、直流に対して高崎波成分が重畳し℃ゐるととが認められる。 Boysカメ

ラによる電光写真はー犠友明るさに対し明暗を重塾した縞目が認められる。 近雷による室電波形

は直流分の上に高阿波成分(綿々低い数 lげ/自のものと浦々高い数 10乃ヨミ 100k(';自に速するも

の)が重主主してゐる。而も、 とれ等沢山の星電波形を Boys カメラによる明暗の縞や落雷電流

波形と比ぺて見ると、その高周波分の周波は落震電流の高周波成分又は Boysカメラの縞の周波

数とよく 一致したものを多数見出すととが出来るので、夏季査問観測される室電波形は大築中の

放電電流から鱈射される波であり、其の波形は放電機構に依存するのではないかと思はれる節が

ある。

一般的に云へば空電波形は、室電源の放電機憐と途中の侮播のM況によって考へとのが当然で、

あるが、長波の停播に対しては電離]砕としてはおj奇乃至。j長の下部が問題となるし、叉圭聞は夜

聞に比べて長波に対する電離唐の反射率が著しく劣るととも白にわかつてゐる;従って、夏季章

問団測された室電波形の中直流分は距離が隔たるとそのさ来に逆比例して減少し、比較的高い周

波数の躍は減衰によって失はれ、数 -1011女k.>/sの長波成分が主として観測されたζ とL思ふ。

本邦の夏季は圏内に多数の熟震や生じとれが夕方から夜学に続くので、肇聞の室電源としては近

くのもののみLなり電離!母体播が問題となる様なものは観測されるととが希れとある。その点は

最近になって性能の向い問視11霊安置による悶測びも確かめられた処である。

南西聯邦のシヨンランドは冬の夜間四測によって得た室電波形が電離}奇による多重反対によっ

てド定明される旨を発表して居り 、とれは甚だあざやかであって波形から星電源の8.f:離や電離居の

高さや算定し納得のゅくを二値を示してゐる。試みに、夏の霊間亦町l側中に得られた波形について

電離滑による反射を仮定して計算もして見たが、此の場合は全じ波形でも波の何者干民の山を取る

かによって著しい差異を生じ、!瓦射が全然関係してゐないと云ふ上症の考へ方を裏書きし てゐ

る。更にとれを確かめる篤10月の末になって、本邦及共の周辺が静穏になってから、夜間観測を

行った結果は、図15v様な波形が得。られ、とれをシヨン ランドに従

って計算して見ると電離時の高さとして無理のない他を得るととが

tH来たのである。

多重放電型 大気中の放電が全じ放電路を通って数回繰返される

図 15.

電離層反対型~電波形

内 A 品ー

~ v ¥{ ，̂:. ~ 
I三。ドS

場合に、その間隔は、雷災委員全第二分科の人々の観測によると 1.2-253:nsで金放電時聞は、

，J.，. ^ _ " .1>0. yMV「 吋 一

o 17l"l5. 2.0ケ

~マ吋ャゆャ

」:ナI .L_  
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雲開放電の場合が 542111S 落雷の場合が 4621118 であった。とれに対際する室電波形は函13~示

してある通り、殆ど相似形の波形が数ll\ò 間隔で向田も繰返されると云ふf-l..~呈してゐる。図13

0では、 4鼠類の波刊が、識(lIJされるが又2つ以上が重畳して複雑な波形となってゐるものもあ

ゐ。(図版6)

雲開放電型 夏、海j者等にゐると、非常に長い電光が菅も:立

てす3に頻発するのを見るととがある。 とれは雷災委員会第一分

科の人々の観測によると余り著しくない電位差を有する 2つの

芸の聞に沢正lの導電性の雲が散在してゐる時は、丁度金属粉体

内の2点聞に加lへた梢々低い高圧の場合の放電と企様、ε、導電

雲の聞を次k と沿商放電りてゆくので、一見甚だ長い火花間際

の1去に見えるが、烈しい放電にはならヂ、従って音も大して立

図 14.

雲開放電裂室電波形

判~~

てないととになる由であるが、とれよ

り発する室電波形は図14~示す~ill り、ε

沢山の減衰電波の波]診を有する室電が

共々と相連続して起り 、全継続時間は

数-10数J1lSに達するのである。

ラトキンは企様な波形がイミ蓮続函から発するのを認めた由であ

る。

4.結論

図 13.c. 

多重放電型室電波1[:;

(四種類の呉フた波形が共)
存し記号で分離してある

世:「
千ー析やーー吋トー句好一

ι!門 ~.L~ !し一一 三-Lム一一
手端午11 16.00 1932 

1キ司匂L 的作←
斗工一一しιo

20・1'1 3つ、fI 
I Y"iS. 

室電の波形は~電源i亡於ける大寄託中のh:li.電現象り機 ;;jl!;と途中の傍播i伏況と i， l;j方に依存するが、

夏季の本邦の様に熱雷を主どした雷雨が頻発する場合には、とれ等近い空軍折、より発するを電の

電界E温度が惣い震そり遮蔽作用で、遠方から到達する波形喜三分離する乙とが民錐 0'あるから、

夏季の主聞に得られた波形は放電機構に車点をむいて解択すべきであるととが確かめられた。

シヨンラ V ドその他の人々が、秩叉は冬の夜i'C観測した空電波形を電離月まによる多重)y:射に基い

て解釈してゐるととは克もな弐第で、著者も ‘秋冬の夜の室電波形に対する解駅はとれ等の人々

と全一意見である。

数-10数lζドハ;<D長波は霊問 70kJ1l附近、夜間 90kl1\附近で反射され‘主間以必l ~容が20 ~ム附近

夜間反射Z与が60~~附近にあること 、 査問反射される高さが波長に・よって蹟範囲に変!とするとと等

も最近は確かめられて来たので、上速の綾な著者の考へ方は次第に確証が挙って来た次第であ

る。
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図版 2.~電鋭 ìRlI I宵諮装置

上段左よりハム除去装置、主t脅巾器(微細I裕治明〉、ビーム抑圧緑、

ピーム保持怒、試験問宛飯器.主増巾2苦(回初同館用〉

下段中央 16;nm.f=0.85カメラ

• 
右 35mn:. f =0.85力メラ

図版 3.o: m鋭ポ，11用諮塁走置

友より 微細隊法用オツシロスコープ

方位波形同時鼠影用オツシロスコー 7・

方P1: ;nll，を~H ォツシ ロ見 コーフ・

15 
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図版 4.プラウ y 管式室電方位測定設置

メ.J111::::I ト十
図版 5.落雷型室電波形、布端l立先駆放電::E放電等一括した完全なもの
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図版 6. n 多軍放?な型~電波形

w、.

ノ
図版 6.I・ 多項放電型宗電波形

関版 7. i減rtJ震波の波形を有する三主放電塑杢電波形


