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前号掲載の受信方式tc関する一文を草したのは丁度今から 1年前の 1950年 5)-J末日であっ

た.当時殆ど形をなしていなかったにも拘らず本年4月初旬から一躍観測が出来る所に迄到法

出来たのは，備に文部省始め関係各方面の絶大な御支援の賜と深〈感謝している.雨後観測の

回を豆:ねるκつれて意に満たたい点を次々と改良しつつあるR犬態で，現在と雑も決して満足す

べきものではないが，少くとも一つの段階には達していると思われるので，越にその詳細を御

報告する.

時恰も昨年の U.R.S.I.園際会議にゐいて我が閣も太陽雑音図際共同観測の一環に加わるとと

になり，東京天文台における 200MC帯の観測の外1<:3000MC都の観測も閣際的l乞要望され

ている折から，なるべく早〈装置を完全なものに し，更に一歩進んた・装置の研究K進みたいと

念願している.

2.構 成

2ふ 受信周波数専務

受信周波数帯は第1固に示すように， 3750MCを中心とし 55MC
第 l図

離れた 1MCずつの2つの周波数帯である.
一三一-.:1Q.5ー『←-2'1c-τ二引

とのようK局音s発振周波数の両側の帯域を同時に受信する意味は， 路牛__ 55 _一一説~

受信機の雑音指数が片側のみの場合に比し約3db減少するからであ 協1 3750 ~ 

る.t 従って前号に越ペ?とように最低検出可能の温度差は約 1/2 にな百~~ 1771 J1?1 

り，中間周波の帯域幅を約4倍にするのと同等の S/Nよじが得られる.

2.2. 受信 方式

雑音信号が徴fâ14である~，前号l乞述べた導波管変調方式を用いている . 即ちアンテナに続く

噂波管部に沿いて信号雑音と大気温の標準抵抗雑音とを 1秒間に約30回の割合で切換え，中

'図際会議では “SoIarRadio Emission"或は "SolarRadio Wave"と呼ぶことになっているので

L太陽電波1と呼ぶ方が適当かと思われるが，電祭遁信方面では明らかに雑舎の部類に属するので，少く

ともこれに関係している所ではL太陽雑脅1と呼ぶことにした.

十片側のみの場合の受信機の殺害指数を FIとすると，局部発振器の雑管がlF衡変換器で殆ど除去されて

いる場合には，両側IJで受信する場合の雑音指数日は次式で輿えられる.
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間周波出力にたいて切換周波数成分のみを取出している .

金回路の系統図を第2図に示す.

第 2図

3.超 高 周渡部

3ム アンテナ装置

アンテナは閉口商直箆2.5mの廻陣地物商反射鏡とその励振アンテナとからたっている(写

民1参照).地面からの熱雑音を極力減らす岱，反射鏡は焦点商で切取られた形と し， 従って

焦点距離 62.5cmで，下部の牧容箱と共に同期電動機により赤道儀式に廻轄する.風圧を小に

する矯，反射鏡には銀メ ッキした2.8mm角の良識網を張つ?と.網による電波の漏洩は約1/15

である.との値は，地物鏡に よる2さの等慣温度と長さ約1mの電磁ラッパによる宰の等慎温度

との差が約200Kでるる所から推定したものでるるが，とのとき平衡変換器の平衡が僅かずれ

ていてアンテナ交換による誤差が多少現われていた儒概略の値である.併し目下王子街変換結の

改良を行っているので，近くー居正確な値を求める積りである.

励振アンテナは，写良1i'L見られるように，反射鏡中央より突出し?と屈曲導波管の先に取付

りるように した.実験したアンテナは第3図に示す 3極でるれ何れも集中リアクタンスを用

第3図
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との受信装置では，太陽を利用するととにより，反射鏡に取り付け

たときのアンテナ指向性を容易に検べることが出来るが，との方法により測定した各巳の指向

性を第 4 図に示す.指向f{~(half power)は次のilliりである.

いずに整合を取っている.

第 4図
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アンテナの利得は電磁ラッパと比較して求めた.使11lしたラッパは関口市の短辺の長さ 382

1111TI，長辺の長さ 570mm，長さ 1195mmのものである.その利得は計算に よると117とな
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る 1) との電磁ラッパを用いて太陽を観測したときのアンテナ等慣温度と~のそれとの差が，
1 

鋤物鏡附アンテナを月]い?と場合の百万でるるととから，アンテナIの利得は 1250であるとと

が分る.

従ってアンテナII及びIIIの利得は 1000である.

周波数特性は第5図に示す如く III型が最もよく，雨K対する防禦(3.6節参照)の点もるっ

て，現在は利得の少い III型を用いている.耐雨性があって而も利得の更に高い励振アンテナ

第5図
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第6図

!←一土i
の研究及び利得の結実!値を正確に求めるととは今後に残された問題である.

3.2. 塑調器

0.25 

機披的構造を第6図に示す(写真2参照).図のように変調愉の寸法を比較的大きくしたの

は，減衰量を 30db以上取るとと，及び平衡変換器から来る彼少t:r.残留波の反射8とも極力減少

せしめる目的である.

抵抗減衰器には通常短波減表訴に用いられているように，ベークライトの上にアカグックを

白E
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主主布して処理したものを用いた(盟研ffi具製).抵抗値は 300/口.900/口.1500/口の3種

の試片により反射試験を行った所.1500/口(一般標準品)が最趨でるったので，との他のもの

を用いた.減衰特性を第7図IZ::示す.減衰lOdb以上の所の回特角を 18uO
近くする予定であ

ったが，寸法の訣りから 1200
しか取れなかった.との

属中間周波11¥ブjの変調周波数分が約1596減少 して，

S/Nの点より多少不利であるが，機を見て改める予定

である.

アンテナを接続したi伏態で測定した各国縛角にたけ

るV.S.W.R.(電圧平流率)は1.1以下でるる.

3.3平衡饗換器

第7図

出l六，.・・・・ e、
lOtt I ¥ 
1晋 I ¥ 
10r I ， 
10r }.-/20'-ーヘ

。“・ 12。・ 1'0' 2岨.川f 品。・.
l"町輪凋恥斗

2.1で述ぺたように局部発振周波数の両側の帯域を受信する震には，少く ともI.F.周波数の

2m即ち 55MCの帯域に亘って停活特性をよくしなければたらない.現用のものは 土50MC

でV.s.W.R.が1.1以下である.

詳細はし庚帯域王子街変換器1として稿を改めてあるからそれを見られたい.との型式は機械的

構遣に多少無理がるる震徴細友調整が難しいとゅう欠陥を有しているので，更に平衡を取り易

くし叉信頼度をー府高めるべく目下研究中である.

3.4. 局部設振器

Magic TeeのE-armI'C導くもので，発振器，波長計及び可変減表部よりtJ.っている(第8

国及び写毘 2参J!~).発振管は束芝製クヌイストロン 7803 で，その附属室澗をスリットにて導

被管i乙結合した.とのとき導波管iJl:J:tJ' 第8図

ら見た~洞の共振抵抗値は導波~;波動

抵抗の約 1/5である.とれに説いて都

9図に示す!}、型牟同制l型空洞波長計を

取付け，発振古誌と共 IZ::金網で遮蔽し

た.波長計は小口氏のもの仰を多少変

形し，調整俸を図の如く今固定とする

ととによって接触部の影響を減らすよ

うに努めた.Qは結合アンテナ及ぴ検

世草周忌-.ド

波器を含めて約4000であれ現在の場合十分監視に趨する. 第 9図

可変減衰器は図のように，牛円形の減衰材料(変調用のものと同一)

をsJitの中iと出し入れする型のもので，ウオ{ム歯車を通じ，地物鏡

附属の牧容箱外から調整出来るように した.

3.5. 機械的振劃に針する防禦

弛物鏡附屈のJ炊容箱は，太陽儀式回伸機構上.2点で支えられ且そ

の霊堂があまり大きくないので，変調器の機械的回轄によりかなりの張勤を生ずる.従って検
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波問鉱石，クライストロン等を振動から守らなければならない.そとで平衡変換蒋，局所発振

器及びヨたに述べる ~II問周波前置増幅器は何れもスポンジゴム lとより支持し，アンテナ側持政

管との結合には金制導波管を用いた.その長さ約4cm，網目約0.9mm角で銀メッキを施し

である.とれによる反射は目立って曲げて取付けない限 りv.s.W.R.tz:して1.1以下である.

3.6. 雨に罰する防禦

問中で観測する;場合最も問題にたるのは，地物鏡を励振するアンテナの部分であって，との

ア ンテナの開口郊に悶i商が附着して整合がくずれるとと，及び風のあるとき雨が導波1.:~:を通っ

て受信機内部に侵入すると とを防がねばならたい.

励振アンテナtc5f~ 3図1，IIのよう 怠納隙アンテナを用いると， *'1Il隙の縁i亡僅か雨減jが附治

しでも整合が甚だしくくずれ，観測を行う ととが出来危い.そとで細隙の前面に誘電休の諮膜

を貼り付けて雨滴を防ぐととが考えられるが，とれも誘電休に雨滴が附着し?と場合に細隙だけ

の場合と殆ど同様であって，使用するととが出来ないととが実験により判った.

雨滴が附渚した場合整合が甚だしくくずれるのは，雨滴の大いさに比して細隙の幅が映し

雨滴の影響が大き く現われるからであると考・えられる.それ故， 消し細隙の幅.を庚げ噂波管開

放端の如〈開口面積を大きくして雨滴の大いさが問題忙ならないようにすれば，との影響は極

めて小さくたる筈である.

更に，とのようなアンテナを用いれば，納隙の場合に比して周波数特性も良好に反る利点が

ある.

但し，閉口商砧を大きくした場合雨が多〈侵入するが，とれは後部より導波管を過して詰気

をiきり雨を吹き飛ばすよ うにすれば防げる .

以上のような理由で， 励振アンテナは第3図IIItz:示すようた導波管開放端に近い形のもの

を用いるととにしたのである.開放端の臨では第10図aの如くなって整合が取れたいが，整

tfpo図 介を取るのに窓や悼を用いると，雨がその部分に

附着したとき影響が大き〈現われる心配がるるの

で，かかるものを月iいないで整合を取るととを考

えた.I![Jち先端の小部分の短辺を拡げて短いラッ

バの如く しであるのは整合を取る震である.更に

a2!; 少 しく 設明 ~加えると trno 図 b tz: 変形部の長 さ

を一定にして傾角を 大きくした場合の imped-

ance変化(smithchart)を示す.とれだけでは

chart上1.0の位置に持って行くととが出来たい

が，大体その位置に近付いたたらば，ラッパの先

端のフ ランジを適当の大き さにするととによ り1.0の位置に持って行くと とが出来る.

かくして第5図l亡示すように， 士50MCでv.S.W.R.約1.02以下， 7.1<滴に対する影響は認め

られないと云う結果を得た.
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雨天の場合!C:は描#11鏡附属の牧容箱を密閉してパイプでその中に風を港り，それが Magic

Tee_f二部の金絹導波1S;及び導波管変調川細隙を通ってアンテナから外:c吹き惚けるようにすろ

のである.

4. 中間周波場幅器

4.1. 方式及び馬渡設

前号'1亡公いて辿ペた如く太陽雑音強度は相当徴弱放矯， I.F.増幅器は相当大きな士日中高度を必

要とする.従って製作を容易にする点から doublesuperheterodyne方式とし， ~)1 I.F.を30

MC附近，第2I.F.を10MC!1付近，帯域隔を約 1MCとした.実際の周波数は I.F.局部発娠

周波数を基準とした共に示す値である.

同部発振持 <1.298 MCx4=17.2 MC 

2日1I.F. 

第 2I.F. 

4.2. 利得の算出基準

先ずI.F.出力ICJなける静時太陽雑音に基づく電力($)と受信機内部雑音に基づく電力(N)と

の比を考えると(前号(3)式及び(2)式参!!lt). 

27.5MC 

10.3MC 

一叫
一一M

G
 

S
一N

ととに G:無指向性アンテナを基準としたアンテナ利得

EN:外旅雑音指放

NF:受イ，-[;闘の総合雑音指数

と主主り，更に前号第 2 図より EN"'in き 10-3 であるから， G~10\ NF~10 とすれば $/N~0.1 

とたる.即ち太陽が静かなときには，その雑音を受信しでもI.F.雑音出力は大して変化しな

い.一方太陽が静か訟とき記銘計I'L入る信号対雑音比を最良にすべきであるから， I.F. の利j~

は受信機雑音出力自身が直線検波される程十分大きいととが必要である(前号(13)式参Jff~) .併

しあまり大きくすると通常の I.F.増帆管では終段管の 入力が飽和するので常時検波管入力を

10V以上にするととは望ましく友い*

以上2つの点から検波探入力としては平均二来世圧にして数Vが遁当で，帯域幅 1MC，

NF=10として計算する e，I.F.の所嬰利得は約 130dbと友る.

4.3. 構成

以上の点を考!むしたI.F.;l..3~射器の構成を第 11 図lζ ，叉全回路を第 12 図に示す.

*絡子筒{奇電圧を -2Vとすれば，許容最高入力電圧は実効億で約1.3Vである.雑音信号のj易合，忠

実に増幅する篤にほ，卒均二衆電圧にしてこの1/4以下にしなければならないから，O.3Vを越えて

はならない.このとき徐波探入力電圧は約10Vとなる.
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第 11図

一包三nte]nH~ 11F. 1百三直前

第12図 (1)

第12図 (2)

Magic Teel'r.i寵〈入力回路は push-pullである.I.F.初段には NFを出来る限り 小さくす

る矯Wallman回路(3)を用い，とれを地物鏡附属牧容箱内の MagicTeeの近傍tt置いて接続

用高周波同軸ケープ)1-を出来るだけ短くした.Wallman回路の後に一段増幅を行っているの

は，主増幅器に導く震のケープル(6m)に損失があり，叉その結合の鴻の cathodefollower 

が利得1以下である矯とれがないと NF.劣化の恐れがあるからである .向， I.F.主増幅部も含

めて，第 1I.F.は凡て単一同調，第2I.F.は捜合同調である.

I.F.局部発振器には 4.298MCの水晶片を用いて所謂 tritet回路(4)で4倍の周波数を取り出

し，更に緩筒増幅を一段行って不要周波数の除去に努めた.叉出力検波器は前述の如〈直線検

i皮である.
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4. 4 .特性

周波数枠内を第13図に，叉利仰の配分を第1去

に示す.

総合利得129.5db，明t音指数約 1.5(0.88 db)であ

る.

第 13図
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4.5. 周波識特性，雑音指数の測定法

川波数特性曲線のililJ定回路を第14図に示す.増幅器を使用紙態にしたままでは雑音出力が

第 14図

3
3
 

数 Vある鴬測定不能で・あるから，図の如〈趨当に減衰器を入れて雑音の影響を出来るだけ小

さくした.向図中 C'，R'は入力変成部の一次側の容量及び抵抗1ft立を二次側tc換算した値であ

る.との場合変成器利仰は計算によった.

雑音指数の測定(5)は第15図の回路陀より行った.Coは笑際の回路で鉱石を取り除いて実測

し?と値とし，Roは500オームと仮定し?と.二極管雑音源の詳細は第16図に示す通りで，叉出

力の二乗検披器はピーム管を用いた第17図に示す回路である.測定は普通行われているよう

第15図 第16図 第17図

留1:'. ， I T t:; I 〈 1炉"'" II~ゆ骨+

ー
手品

漁号f菅量 〉ミ~竺l1一竺Jヨ2 当ー_LI

1 1晶 l l'f -.. 1 ~/ J ム11 +. @十T一戸 I'j" ， 、，

に二乗検波器の読みを 21告にするこ極管電流から計算により求めたが，との場合T.，T2のtap

を同時に加減するととと，雑音源の負荷が Ro/2になる点が異なる.即ち

珂j:::;20~OIo=5x1川
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iq!J5i:・の結果 loの最小値は 300μAでNFij?:1.5となった.

部波周5.低

千

第 18図

低阿波れの全結線図をと~f5 18 図 I(示す.

r
区
bh

_l 会r則ぷ斗
低周波選擢増幅器

変調周波数が電源周波数に直接関係していて而もとれが時により変動するので，低周波の選

5.1. 

択度をあまり大Kするととは出来えにい.電源周波数が57-60c/sの間変化すると仮定する と，

変調用電動機のi骨りが1.4c/sであるから，変調周波数は 27.8-29.3c/sの間変化する.設計は

との聞の利得変動396として行った.

回路は調整が容易で・ある点，及び安定度の向上を図る意味から，第 18図に見られる ように，

橋絡T型電橋と高利得i割高器とを組合せた選択iJ電波器と，通常のRC低域掘波器2段とを縦続

に接続したものを用いた.

第四図lて示すようえに橋絡T型電橋(6)の俸迭特性即ち舘還量 3は次式lてよ第四図
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ととに

i慮波器用増幅器(7)は第 18図に示すように 3段型で利得は 35db位である.特殊主主結合方式

をmいているのは発援を防止する震である.増幅度が高い矯描波探としての停選特性は殆ど

l/sとな り， 員室管による変化が少い.変調周波数 1.5c/sの変動に対し利得変化を 396以内に

すると，m2==100となる.

選択i慮波器の特性及び低域活波器と組合せて電源周波の減衰を更に改善したものの特性を第



20図に示す.とれによっても分るように帯域

幅を取る鴛に減衰が犠牲にされているので，

目下更に高級友帯域穂波器について研究中で

ある.

5.2. 平衡混合器

アンテナの等償温度が大気温度より低い場
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第四図
~9 

合と高い場合とでは低周波出力の位相が逆に 3。 40 2州 cz
たり，市も出力の直流は各、の場合で向きが逆にならたければならないとと，及び共の間直線

的に変化するとと等の要求から，低周波の整流には第18図に示すよう友子衡混合器を用いた.

ζ の回路では低周波局部電圧が或る大き さ以上にたるとその電圧の影響が非常に小さく なる上

tc，二極管であるから非常に安定に動作する.2箇の二極管の不平衡は図に示すように一方に

牛国定抵抗をと入れて修正出来るようにした.

ととで重要なと とは，王子衡混合擦に至る迄の局部電圧及び信号電圧の周波数に対する位相関

係を金〈同一にするととで，とれが満足されないと位相のずれによる誤差を生ずる.との筋第

18図lて見られるように両者の低周波部には全く同ーの回路を用いた.

5ふ 直涜出力士曾幅器及び組合特性

との部分は直接真昼管の安定度が問題に主主るので特に

良質の民主管を月]いた.信号が大きいときに或程度目盛

がつまった方がよいが，あまり目盛をつめ過ぎると読取

が不正確になるので，民2主管の特性をその偉利用し，特

に信号が大きいときには低周波の入力端で切換えるとと

にした(写員5参1fH). 

第 21図i乞低周波部の総合特性を示す.

5.4. 時刻目盛装置
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第 21図
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時刻目盛は記録紙に別に記入するのが理想でるるが，経費の点から，記録用指針を瞬間アン

テナ温度の低い側へ振らせるととにした，とれは記銘の性質上逝lて瞬間振れると云うととがな

いからである.即ち，毎時の切れ自には出力管の格子を手動で短絡して零点較正をま責ね，その

間毎分のマークは第 18図のよう l乞記録計に流れる電流を瞬間自動的に増すととにより挿入し

た.接点は標準電気時計の秒針により動作させた(8節参照). 

かくするととに依り毎時のマークは比較的長く，毎分のマークは指針の位置如何に拘わら ず

略、一定の短いものになるから読取 り易い.

6.電源義置

当地にたける商用電源の質は甚だ悪いので電源、電圧の安定化には特に注意を梯った.その結

果電源、の信額度は極めて良好で‘，とれによる測定誤差l合会〈認められない.
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電源の安定化は 2段構えとし，先ず電動機をも含めた装置全体の交流電源の実効{直を安定化

して， ヨえに毘6!:管の陽極直流電源を安定化している.

6.1. 安定化交流電源

第 22図 構成は第22図の如きもので，オ戸トトラン

スT，飽和リアクトル L及び儲還回路よりた

っている.

飽和リアクトル Lの直流電流が小さくイン

グクタンスが大きいと Tは直列リアクトルの

如く働き E2くElの方向tL向い，直流電流が大

きくイングクタンスが小さいとオートトランスの作用が優勢となり E2>Elの方向に向う.従

って二次側から実効値の変化分を増幅して飽和リアクト)J.，IL流せは・5実効値の安定化が出来るわ

第23図 けである.実際の回路を第23図IL示す.

負荷電流の許容範囲は 2-5アンペアで，最

大負荷のとき幹紘電正土10Vの変化lζ対して

!日力電圧の実効値の変動は0.2V以内である.

以上の値は負荷の力主容によっても変り，あま

り力率が悪いと性能が悪くたるので，現在は

逃相月]帯電器(50l~F) を用いている.負荷1jffi流

は5アンペアである .

首源電圧の急:変に対する出力電圧の変動は，自立法回路IL整流器及び飽和リアクトルの 2つの

時定数があるT主張動的に友れその時定数は 0.5秒位でるる.とれは電動機或は員室管カ!1熱織

僚に対しては何等影響を認められたいが，とれが問題になる場合Kは，飽和リアクトルの直流

励磁を大電流型にしてとの部分の時定数を減少させればよい.

長時間安定度は標準電圧として定電圧放電管を用いている関係上多少劣れ気温10
0

Cの変

化l亡対して 0.3V位変るので，気温変化の著しい時には 30分に一度位監硯する必要がある.

6.2. 安定化直涜電源

とれば直流償還型のもので，クライストロン電源、{ヨ)とその他の電源内との 2つの部分に分れ

ている.後者の直列管には 2A3を2本並列に川い，最大電流150mA，使用電流125mAで

るる.

7.調整

7ム 締合難音指数を最小にする調整

総合雑音指数の測定には第24図に示す蹟帯域の霊光灯雑音源t日Jを月1いた.その周波数特性

は第25図の如くでるる.ζれを用いて総合雑音指数を最I}、にするには，第26図の如〈配置し

て，抵抗減表器を全く挿入したときと(減衰35db程度)と金〈取除いたときとのこ乗検波出力
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第24図

の比が最小になるように TJ，T2の tapA，Bを

調挫すればよい.

減衰器を入れたときのこヲi討余波器の振れを九

第 25図

とし，

九-:;KNFTo

ととに [(:との受信機に回有訟常数

To:大気温度(OK)

とすれば.滅衰器を取除いたときの張れp，は
Pt= (NF-1)KTo+KTI 

ととに お;盛光灯雑音の等償温度

第 26図

R
 

R
 一;n TI-Tn NF-:; ♂ 

(αーl)To

Mumford<叫によれば，Tl ~ 1l400oKであるから，

τ亨育 38.3 
…ー

・一 α-1 

今の場合 α の最大値は 5.3 程度であるから NF~8.9 (9.5db)である.
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7.2. 低周滋局部電霊位相の誤愛

との調整は実際に動作i~~態l亡して アンテナを2さに向け ， 記録計の振れで温度最低l亡左る よう

に変調輪と発電機との相対位置を加減すればよい.5.2節{[.主主ぺたように電気的移相器を用い

るととは避けなければならない.

7.3. 感度の調整

受信機の感度は気温により 変化するので，感度の調整は少くとも 2時聞に一度は行わなけれ

ばなら訟い現献である.主幹いなととに上空の等憤温度は cm波ではあまり変化しないので.か

なり正確な較正が出来る.とれについては写良5を参照され度い.

7.4. アンテナ等債温度封出力目盛の較正

雑音信号には，総合雑音指数の測定に用いたものと同じ蛍光灯と抵抗減表器を用いた.

抵抗減衰器の較正は検波用鉱石の二乗特性を利用して 3dbstepで行った. 二乗特性を検ぺ

るには，2p.流測定器中に鉱石を挿入し， 反射終端によるその振れが距離に対し正弦波紋になる

ように鉱石及び直列抵抗値を選んだ.

信号雑音強度は次のようにして算出した.

信号雑音=(蛍光灯より減衰器を遇して来る雑音)

+(2900Kの雑音)

一(抵抗負荷を接続した場合減衰器を過して来る雑音)

以上の測定によると，アンテナ等債温度対記録計出力の関係、は第27図のようにたる. ~さの

第27図 等憤温度は約650l{になるが， 3.1節に述ぺ?と金網による地面の

"" 
8・・
匂臼

o 2 "1 ， g '0 

お 4品 ~j ，芯 ~r.ü

溺涜搭射を考える と実際の空の温度は約 450Kと云うとと にな

る.

上主!fの較正法は減衰器の減衰が多い所の値を用いなければな

らない~，多少不正確に怠るととを逸れない.そとで目下実際

に温度を均ーに而もかなり高〈 上げられる抵抗終端について研

究中である.とれが出来れば， アンテナ等慣温度の測定がー唐

正確にたるととは勿論，減衰器の較正を念入りにやれば，目下

盛11[.研究されている登光灯雑音の正確た実測も可能でるる.

8.時刻標準及び自動追尾装置

第 2泡図
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時刻の標準は1日数秒以内の確度がるればよいので音叉発仮器川)によると とにした.現CE

700サイクJl-の安定化音叉発振器よりマルチパイプレータにて 50サイク Jl-fZ::周波数を下げ，

とれにより時実1)目盛月]電気時計及び自動追尾用同期電動機(8W) を回~[)~ させている . 60サイ

クルl亡し友かったのは電源開放に よる同期を避ける鴛でるる.回路を第28図に示す.

フラツキの自民

信号変化K対・する時定数

アンテナ利j~

幹線電圧変動によ る変化

幹線周波数変動に よろ変化

気温による変化

較正後の測定精度(相対値)

9.性能

50K* 

0.5秒

約 1000(30 db) 

な し

57-60cjsで 3%以内

lOCにつき 1%程度

土29<i"

10.結 -吾吾
日

現夜の装置は未だ完全でなく ，解決し友けれは・t.r.らたい多く の問題が残されている.とれら

は本文において個k lz::述べているが，大きなものを列挙すると，

1.機械的並びに気温に対する安定度の向上

2. アンテナ等慣温度測定確度の向上

3.アンテナ利得の向上及び利得測定確度の向上

等・がある.との外， I.F.帯域幅を拡張し，更に最低検出可能温度を低めて字宙雑音測定もJ自在

に出来るようにするとと，或はク ライストロン雑音源を利用して切換法により利得変化の影響

を無くする方式等も研究中である .

更に進んで第2段階として，1-扇波商の測定や，太陽商上における雑音源の localizationが出

来る装置Kついての共休策も研究中である.
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事前号の計算によると記録計における雑音出力i主1.50Kとなるがよ記の値(i実験値である・
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写鍵3 交流安定化電源装置
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