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空電源と大気の垂直不安定皮の関係

1.緒 言

前号の6':.研報告において， 1950年 8月及び9月に行

った怨電の方位観測の結果について概略を報告した

が，意に満たない点が多h あったので，今回は更に詳

細に言器量を検討し，割合にまとまった結果をえたので

再報告する.

従来安定は腎雨に自主号電光に源を:有すると考えられ

ている.雷雨を発生する仮本原因は大積の成貯の媛古し

にらり，しかもその綬乱の度合はその時の気圧配置，

温度，淑度に3芝配されるので， 発信地紋の大気の依fL~

によって雷の分類がなされている.前報告・に主主ぺたよ

号に， Z5電波は大気の成府の不安定援に主主じているの

で， 本文でーは~è銭を整理するに芸品り，先ず2}.電源を雷

雨の性質，留の種顛によって分頬して考察を進めた.

多くの研究者の分勝法 < J )(2 )(~) を参考にして， 宅者

1"1盗電i療を定期i生2?':電源と不定期性z-電源の2芭に大

別し， 不定期i笠谷霞1買を官のt書類によって更に四つに

総別し，二三の~例にもとづいてこの分獄法に対する

捻討と した.

鎌 田 夫哲

*-;fに， 2主電源と大気の垂直不安定度との聞の密療

な関係に渚目して， ~~，:;電発生の限界に関して数丞的に

不安定度をLR査し，その結果大気の垂直不安定度が大

路400 ジュー ルjkg を超えるような地域は，一旗~電

源 となりうる援活L獄態にあるらしレことを知り得た.

然しこのことは， 今回の鋭'i!l1!法から考えてあくまで目

安程度の数値・であ り，より正確な限界値を得るために

は今後のより進歩した観測法によって一段と正確な広

司源の位置決定と気象資料によ らなければならない.

この点は今後の研究に期している.

気象資料は，前回同様中央気象合，各管区気象台に

よる天気図，雷雨被告，特異涜象彼告によった.

11.空電源の分類

;..;~電古:大気中における放電現象に基因する以上， 大

気の1îX守における~乱の在類に感じた分類をしてお

くことは必要な問顕である.ffi:者は金原敬授の分m
法，(り付)J. Namias 氏による震の分類法 (2，などを~

考にして， 接電源につL、て下表の立J~ き分類を行った.

A.定期性本電源

第 1表予三電波の分類

一一一=一一 一一一
r i.対流不安定によるもの

a.気回雪性25電源 {
( ii.冷気図による熱E菱重Lによるもの

( i.寒冷前線によるもの

b.前線宮性会:電源::ii.温暖前線によ るもの

¥ iii.閉答前線によるもの

....地形，雷性214電源

EE 電源 ~ B.不定期性E長沼i原

( i. Warm Sectorによるもの

d・iliIJ雷性答電源< ii. Troughによ るもの

¥ iii. Occlussionによるもの

(c 局地位Z;:~- ~ii原{帯電微粒子によるもの)
ìtfi~ささ電 j 

II-l.定期性空電源 Bureau氏の世界の雷発生叛度図，(5) D. K. Bailey氏

定期性答電源とは季節的に或る程度の移動はある のささ電雑雪地図{均等によ り示される熱帯アフリカ，

が， 一時季を通 じては;ま:ま位置が定っている発生源で 中央アメロカ， J有印度，俳印，マνー牛島，ボ，レネオ，

ある. この分15模様i主， 金原教授の極点[~--:電源図，lJ)(‘} スマトラ，ジャパ， ニュ ーギェアにおける活援な雷雨



地帯により示される・この?電滋よりする~mを金原

教授は定常性2l:m(りとして取扱っている.

今回の観測fie$fkからは，思にその季節的な移動&段

を知り得たのみであった.元来，定期性2?:tRi原につい

て，その位置の決定並びに季節的の移動に閲しては.

3ド?吉に大きな奴泊IJ劉;)iによる方位測定と邸方向性の方

位測定機による長期連続記録によらなければ正確なこ

とは判明しないが，A，両方向性の方位指示依を集計

し， 受信[主長官の到来方向に関する頻度分布図をつく

り，これを大同が直線とな り且等距離地点が同心月と

なる地図上に第1図の如〈闘いて見ると， 8月と 9月

の頻度分布の間に合方位に関し相当の聞きを生ずるこ

とが剣る.この相異は明らかに定期性答電源と不定期

1全容電源の電車Eされたものの変化である.

第 1凶 受信答電の方位指示!照度分布図

ゐー 。・『ー

|匝i8月に受信されろる定期性京電源方位

|三I9月に交信されうる定期性安定政方依

- 9月の方位指示頻度

司 8月の方位指示奴度

官.

従って観測期間中の不定期性生電波iこ対する補正を

施し，且金原教授による極東急;電源図及び Bailey氏

の星電雑雪地図を墓に，強川において 8月及び 9月に

受信されうると予怨される定期性忍電源のブ'j{立を~n

図に記入して奴皮ー図を眺めて見る.

一例と して北を O。として左右に夫々正負の符号を

つけて方位を計るものと し(第 1図参照)， 00
_ 土30。

の範聞の頻度を見るに， 8月は全線5tの 10.2%，.9月

は 20.3%で.9月のコ与が約2倍近く もj頭皮が培加して

いる.不定期|全盛電波として校測期間中に主主川を中心

として 1∞0粁以内にあらわれたものでこの範聞に入

るものは， 8月では北側IJで中部山系のZ急電源のみでーあ

り南側でーは大卒洋上の熱帯性低気圧に作われたものの
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みで頻度からいって数%にすきないし， 9月では北側i

でウラヂオ附近に一部~，電波{がえられただけであり，

iWs[lJ-eけ台風に作われた安定源が主なものであり，や

はり澱度的には6-niIのものであったから，南方の

セレベス， .=ュ 』ギニア，濠洲北海岸方向からの安電

が 9月には士fj加したと考えるのが安芸品と恩われる.同

様の考えブJで第1閃から到ることは， 坐川を中心とし

て 1000 粁以内の不定紛性~.電源よ灯する ~'電をもふ

くめて.8 JJに(1土600
_ 士150。迄に受信忽官方位の

85%が.9月には +300_-60.及び点対象の +1200

~ー1500迄に 80%泣 くが入る.これに補正を加えた

場合8月には +600_+1500から受信されるもの.9 

月には +1200
_ ー150。から受信されるものが最も多

いことが剣り， m l 図の予想された定期性~電源の診

動とほぼ一致する結果となり，定期性活:電源のJ，1型よ

り秋型への季節的な移動が続われたのである.ここに

両方向性:の方位指示頻度分布図の有する意味がある.

上記の例から不完全ながら定期t主宰電源に対して，

その季'飾的の移動並びに一季節中の定位性に対する検

討がf専られた.

IT-2. 不定期性~電源.

不定期性~~，電源とは時々刻々変化する気象現象に這

従して生ずる大気の成月号の不安定按に主主ずる25電波の

総体である.したがって，不安定城の消長によって支

配され，同一地域で消滅したり，不安定援の移動に這

従して診勤したりする.本文では宮のli!ml(勾により

更に四つに細別した.金原教援は，移!llJ.雌忽沼山仰

としてこれをt命じておられる.

本文自主，瓦季及び秋季における観測にあらわれた

例に基{、jいて， 主として暖気闘の存在の下における不

定期|生Q~，m淑に関してのべるにとどまる .

8月， 9月何本内地は大体緩気回の支配下におかれ

ており， 大気の成唐の欽態を考えるにはこの暖気回の

性質を知っておく必要がある.この気回の特長(6)は，

地表附近に不安定所を有 し， その上に{際何事付不安定の

貯があることで，水蒸気は地上より 3粁附近迄が特に

多<，所病対流不安定であ り， 潜在不安定である場合

が多<.積雪やら結L援を伴っている.

暖気回l主.赤部付近から南洋詳島附近において，濠

洲冷気回との聞に前線稽を，叉千島からアリュ ーシヤ

ジ列島にかけて極策固との聞に前線櫓をつ〈る・しか

して前政務の位置は暖気圏の努力の大小によって移動

する.

上記のがiき性質を有する暖気闘の支配下におかれた

季節の，:l.li川を中心として 1∞0粁以内の大気の扶態
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を考えると，本1H南方及び東南方洋上方部で，t，一般

的に気回口の発生しやすいìK1L~におかれており，~日

本から北海道，千島にかけては.短気趨の変形気回と

暖気闘の間に前線雷の発生しやすレ依態にあ り， 西日

木から-;j;:)H上では揚子江来凶との接触によ り水平方向

のJ汝弘気流によるi雨宮の発生も考えられる!抗予長におか

れていることが予測さhる 上記の概念で8月.9月

の記録を再び拡討した.以下二三の実例を示そ う.

(A) 1950年8月4日191専の2・電源

第 2図(a)に21時の池上夫衆.図. (b)に9附Iから 21

時迄の気圧変化図.(c)に 21 1冷の等i~図. (d)に191!与の

室電源図W!し生)11から 1∞0粁以内のもの)を示した.

19時の気r.;:!I;I，)治を第2図(a)(b)(c)により;性預Ijする

と.北大平日モ気回l士三陸I怖から木山1東洋に仮出してい

るが勢力弱<.ゐ子rr守主幽b;凶から烹に張出 して朝鮮

をおおL、， ~目、らは磁気図が南に張出 し北大卒!4寺王国

との聞に低気圧を形成し，その中心から怒i合前線古:南

西にのびえ;有名大陸におよんでいる.南;j 'f("上からは1.!~

特性低気庄が北上している.気圧変化伝i，等-.昆図}j(.び

地上JE~からわかるよ うに， 本，.11上に は癒着.なイース

タリート ラフヵ:見られ.北上する芝?滞性低気圧併は

これに没って北上し，下方よ り 冷却されて京~t)也方に

おいて暖夜間l士安定化して行く.叉 トラ フの北間にあ

たる的館F付近は淑舌にあたり雨となっている.

第 2fZ](d)の答電源を 1，2.3_ . _の 集団に~分し

て見ると，

( 1のm凶) これは弘子?て気固と舌状iこ入りこんだ

黙~?i性気圏との接触回に生じたj汝弘性の雨域における

発生源で気図宮性のものである・

( 2の集団) これは北上する低気庄必中に生じた波

乱に起因 Fるt0jW，'i全の もの と思われるが判然と しな

い・ 或いは偽子:司気回がm;次に入りこんで上九気流を

形成したとも考えられる_(3.4の祭国m.トラフの前

回に生 じた1向転‘にもとづくものである・この2)'百探('1

1・ラフの白iHHiの南東から南よりに割合よく 生ずる悠向

が貌われる.(5の菜園)は北太平洋気圏とさ!zfiy性気回

の接触面上のJ[文弘以の隙雨地戚の5・電源で気閣官~I生 と

，思われる.(6の集掴)ばトラフのヰ院議でif，.舌が生じて

おり， 附近It大雨となっておりこれに基2;j;-るもので

渦雷性ろものと思う.強盗日の雷雨報告によると九州

では熱官，中図では界雷， lli~ではi月雷，北嘘ではt伺

雷があったとの主it告がよbりよ記の各集団に対する推測

が裏付・4すられると思う .

(8) 1950年 8月 10日21時わ安司緊

第 3図(a)に21時乃地上天又図.(bjに91冷から21

時迄の雫庄変化凶. (c )に 21時の等i~図， (d)に211存

のe:7lii匁図を示した.

このI碍の気象状態は，立買い北太卒洋気闘が三陸沖か

らオミチH京岸迄張出し， 極[気回が北方、ら苦般に南方に張

出し，両気圏の{廷に依然庄があって中心から不連続%~

が北百て及び西にのびている.南方洋上にはi守之官性低気

圧併があってこの気圧の字?に向って北上している.こ

の無応の谷;主主jc.1I-1の中間，:'立jlU也ブゴに顕著なト ラフセ

形成しており ，両地ノIjでほ各地で発官を見ている. f~!~ 

f古性低気圧は関東方、ら京北へ北上するにつれ下方、ら冷

却さh::;ldf[の戎加は!fZ定化し， このため問京地方は:帝

拳り又は晴れており， 巣地方より北では袋電源は伐測

されていない.

~~・疋I犯を第 3 図(d) の昔日〈 区分してヨ与える と， (1の

銀問Ht寄託犬にI有プiに張出した程語気温が探;荷な南洋百

四の下に人りこんで務段差と温度芸品:不安定を破って

発'，Jiしたもので，守主回宮性である.天然凶によって も

をl波，対応で屯光を切;ITIJしている.(2の銭図)はすく々

に北上するがJt性~烹庄野中におけるオ(.<~方向の牧似

気説tによるit'.雪性乃ものと，E1.われる.この附近の館舗

の伐況はil光を見とめている. ( 3 の1.1~~)I主明らかに

トラフ前面に生じたと生li5Lによるi同首位のもので， 天気

図によっても沼戸内海から四図にか;すて官雨又(i電光

を!:Jli則している..illし1j川附廷のものは，主主浪I!基線に

泣いのと距離が近いため信頼度はない・(4の集団H主

主矧:I基t尽力向に近いものであるため位置のm度(i;E;<

不明である・かかる代電波に対して泳三点以上の同時

観測によるほかないと忠われる.この臼の雷の間類

l主，九州では主察官，中間'ì~ll~f~雪， 北陸は領、図冨. 1沼

3震は守主間宮が報告されている・

(C) 1950年:9月13日191待及び231時η笠電波

第 4図(a)に21il;与の池上天気図，(b)に91待から 21

時迄の気圧変化図， (c)に21時の等ift.l.図，(d)に 191冷

及び23時のa.'・電源凶を示した.

この円は台虫、 Keziaが九州に上陸してこれを縦所

し北上した日で大慌の波乱貯として好例である.北大

卒洋気回¥t三陸沖*プfから本1+1の京海岸をおおい，:/

ベリ ヤには発達したi品帯性低気圧があって中心F付近よ

りi.'dJJl是認絞が東南方に， 寒冷前線が清西方にのびてお

り， 低気圧の中{.. f.付近及びj昆緩前線}こ沿って発雷して

いる.合瓜 Keziaはこの低圧郊に向って九州ーとを北

上しており ，南方浮上には台風につづいて熱帯性低気

圧が北上している.第 4凶(d)において， (1の祭図)

li等混図からわかる如〈台風の西側1こ揚子江気圏が段

形に議入しこのため大気の成居の不安定方:破れ，この



~ 2 肉 (a) 8月4日21;存の地上天気図
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~~ 2 図 (b) 8月4円の 91時から 21時迄の気圧変化図
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第2図 (c) 8月4日21時の等制図

。
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第 4図 (a) 9月13日21時の地上天気図

情4図 (b) 9 月 13 円 の 9時から 21 1時迄の気圧~化図

J 1'150 '1 !j 71&0 
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9月 13日の 19時及び 231時の答電源図
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地域は豪雨となっている.この地授の風は，:JL1+Irl'!で

は南風，支那古事filJでは来図、となっており波乱が考え

られる.従って気回l雷性のものであると思われる・ (2

の集国H土1R盗容jな分布を示している.この地以;主台

風に仲われた多ì.~のさfif百枚気回と北大2JS-1干気圏とが接

触し，冷たい万の:ltA2JS-洋気回b~~形にiE.Aぃ筑間の下

i二流入して懸若な上弁気Vieを形成 し 東南波(1南々交

の風が四間111)1民，紀伊山脈の地;r;と相{突って更に上弁

気流に勢力をあたえ街 比 三きるしいものにしておる .

この益'iRiW(-;t，気圏'fZt生と局地的な前f)j(宮1壬の混合さ

れたものとヨ与えられるが，中間的の性質をギ1する宮の

存在を考え得るか否か不切である. (3の集問)は台風

の後端と北上して来る熱:~{f性侭気圧の前面との聞に生

じた不安定岐における授苦しによる もので渦;冨性のもの

と思われる.船舶の矧ìft~(t電光 を報告している . (4 

の集囲)は割合観測差;f:i~ìこi!Î1，寸也肢のため，位置の精

度11足元、がy 千$;j，::it官事選ブj宿より本外|京;7ヨ岸f{y¥， 、に

南 l、ーした冷気流とノj、笠原方面から北上した暖気流が出

会ってifrlt度差が大きいため向地性の不透統直iを形成

しその部上の前線雷性の住吉i療と忠われる・という

のは 14 日の天気凶によると，この地域に不~続税iが

あらわれ台風の北上と共に北に穆豆iJしている ことか

ら，とにかくこの地域は或程度不安定な場であったこ

とが判るからでるる.(6 の~f~凪 )1土台風に件われた潟

潤気閤と北大卒洋気回との接触による援重しに基付くも

ので策i翠官位の22:電源であると忠われる.(5の集団)

l土等ildt図からわかるように，大不洋航初、ら冷気流がこ

のt也扶に流入してお り，フ ェーy 現象による声iilil気塊

が近畿地方を蔽ってお り， 両者の接触による綬古L腐の

気圏雷性~，電源と思われる. 風向きを見ると金沢では

北々西，輪島では南々東と なってお り牧釘が見られ

る.又 19時の2主電源l主殆んどが日本法i上にあり， 23 

時には金沢F付近に集っているが，これば台風空。〉移勤に

と もなう 努疫~~LR4品府I)<{腎司呼L の移動による も のと

努集ミ園)1ぼ士距海叛t的にlば主校m測1地より 10∞0∞O粁粁.近 〈も?遠忌方のも

ので税測t地也点間の5距Iij混銭雛i訪bが;5印0粁でで.あるTたこめ位;置置2のつ精E皮芝

が怒いので，温帯!生侭気圧の恥む[1付近のものか，iij!~妥

前線前置iの発宮地主主のものか， 叉11ifrl暖:wbt: と閉~前

線の変質点附j立のものかの点が判然と しない.

以上のきを.伊jから考えて不定期性ささ電波を4項目に細

別することは荻稼度必要なこと，(あり且妥当ー性もある

こと と，'&.iコれる.

(C)の局地性室電波とした項目It，かかる分類法に

よった場合に一項目 としてと り入れるべきか否か不明

のためー舷括弧に入れて拐殺した.この項目に閲して

l士会然今、の処記録がな〈今後の研究によらねばならな

L、.

上主ilのことは全然笠者の独断によっているため色々

不合理な推察もあると思われ，これ等の点に関して更

に究明に努めるつもり である.

IU.室電源と大気の垂直

不安定度との関係

気象キーによると，大気の丞!11不安定努力の大小l士，

直接雷雨と至大の関係を:{Jすることが刻印]じている.

従って雷雨に発生i.~I幸子有する生電は， 当然，大気の雲

直不安定努力の大IJ、に支配されることは論をまつまで

もない.今一般に， 大気の垂直不安定努力の大小をも

って不安定皮を表わすものとすると，経験的には，

雷雨を起す程度の積乱雲の発注はョ不安定度が2000

ジュールを越えると起ることが到っている.{7; しから

ば不安定皮が 2000ジュールを越えなければ2i:.電源と

はなり得ないかを考えて見る と， 22・電波lま JW~に雷雨地

域のみにあらわれるだけでなく， 際市i也被，豪雨地域

等にもあらわれると L、う 報告(I)(')(S)があり， il.不安

定度が 2000ジ品ールを越えない場合でも弱い積乱雲

の発達はみられるので.詮:電源として考えられる不安

皮と しては必ずしも2COOジュ -)~ 以上を必要と しな

い と思われる.そこで不安定戊が{i:Jジュ ールを越える

と ~~:電源と して fJi測されたかを判別するため筆者は次

ぎの方法によった.

(1 )先ず大気のj豆乳が.鞍~な日の~ζ電源でらる合夙

Keziaの来襲した9月 13R， 14日，15日の記録合同

L、Tこ.

(2)中央気象台による ラジオゾ yデの結果{主正しい

ものとして，これに士、fj恋するエエログラムを作成して

上昇気流の放出エネルギーを杭在 した.

(3)士、1.WBずる天気変化及びi'lijf.if気象矧;H(ttjJt付近にあ

らわれた~電源に付き調査した.

気象学によ ると[この項 (6)参照)，上昇気流が生ず

るためには大気の1iX蔚カイ長f'1二付不安定となっているこ

とが必要である.これを剣定するためにエエログヌム

の吠態尚irgの傾斜により示される気温逓減$(α)につ

いてしらベ，その{直が lOCj1COm >α> O.50Cj100 m 

の範間にあるか， α>lOCjlOO m の場合には大気の

成貯は修行(~不安定になっており，何等司、の原因でこ

れがi技れるとその際芸者わえられていたエネルギ F 古:一

時に運~Jエネ，レギーに鶴換するので劇しい上昇気流を

生ずる.この際の鞠J免ニネルギーを計算して見ると，

今思fii質丞の主気宛の運動の主主‘さを V，そのま:気の品



度ーを T'J.， 周囲のぎ'気のildt度を T，とし，dh i:..けこの

~~気塊が上昇すると ， {立置エネルギーが運動エネル

ギーに変化し，

一ー =(ー「有一一)gdhベ~)=(2i，T，)
の式が成立する.{flLgは電力.

これに垂直方向の動力学の式を代入する と

d(f)=RlT2一T目Eけ)dlo
となる.ここに R;気体?吉数， ρ:気圧

この式市、らエエログラムにおいて， 以態曲線と この

どさ気塊の鼠度変化をあらわす嗣線とによりはさまれる

読i読が，この際の放出エネルギーをあたえることが刻

る.

一例として 1950年9月 14日121侍の館野の高府観

測資料を整理して見ると第2表の如〈なり，これによ

ってエエログラムを画くと第 5図の如〈なる.

第2表 (a)

Date 14 th 

Time I山山

Cloud and I 10 CuCiCc。
Weather I L2MoI-I: 

Surface Wind I SSE 6.5 

第 2表(b) 高府気象資料

1115T本él~窃"1 司5F | 持尋打自問位
1，000 17.62弓 780 
900 19.7 I fl8 13904 28.7 67.0 
850 16.6 I 85 1L~6 30.5 62.5 
800 15.8 I 62 8.日8 3円.0 59.9 
700 10.2 52 5.772 40.9 57.0 

600 2.9 62 4.898 4fi.4 60.9 
500 -1.3 44 3.036 58.0 67.5 
400 一10.8 45 Vl9 69.7 74.5 
350 -18.3 42 1.071 70.5 74.2 
300 -:06.8 39 0.546 73.5 75.0 

(昭 25.9.14館野)

第 2表及び第5図からわかるように， i間':i:fi高い所

程l高いが，相当温伎は下府の方が高〈なっていて僚件

付不安定な獄態となっている.この僚件付不安定[主第

6図の等温図によってわかるように，太卒洋岸から冷

気流の侵入によって砂:られ， 第 5閃 A，点の気見は状

態曲線の B点まで上契・すれば， ;ft'話L雲が起きる・事実

積乱雲4主観測されており上述のことを哀付けている・

ê~需の観測においても相当数羽原をえている.この時

の放出エネルギーi主第5図斜線を施 した面積に相当ー
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し，計算すると約407ジユ』ル/kgとなる.

第 5図 愛宮市伏態図

ー主E "0 ，"・ l!f 

(1950.9.14.21時)

上記の方法で数箇所における不安定度を算出して第

3表を得た.

鹿古島

潮 岬

米子

館野

第 3表

。

407.3 

そこで上表の各地点を中心にして牛径 100粁以内の
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さ電源をしらべて見ると第4表となる.

第 4表 各地における答電源数

一一一~ Iーす月 13一日 |一一9月 14日
17 18 19 23 1 8 12 18 19 23 
時時時時 l時時時時時

箆古島

潮岬

米子

館野

1 5 201 1 000  1 

7 5 5 712 0 0 0 0 

o 0 0 010 0 0 1 0 

o 0 0 0 I 0 0 10 12 1 

第 3表と第4表の間には時間的のずれがあるので，

答電源数に対E恋した不安定度はわからないが.天気変

化などを考慮すると，大体の見芸品として， 不安定度が

400ヅュ ールをこえる場合(t.2"e電源を観測しうる程

度の街乱!l1η発達'A'考えてよいようである.この結果

は相当大胆な仮:111を行っているが大体の目安にはなる

と恩われる この問題.こ関しては今後の研究によって

ゆきたいと考えている.

IV.結 -望圭
F司

著者は.多く の研究者による個々の研究から総合的

に[lI]に越ペたような分:m法を提案したが， 決伊jから

もわかるよ うに， ~.電源が大気の成貯の不安定Jffと官

接な関係にあることからも，この提案は釘j合安芸品なも

のと考えられた.勿論千f変万化する大気の抑防法る

限定した在1m7)中に区分することは困難なこ とではあ

るが， 個々の項目に対する自由度を劉合大きく選ぶこ

とによりm;.程度の分類{主可能となるように思う.~ØlJ 

中における答電源の解釈にあたっては，~学のため筑

象学的に不合理の点がある と思われ，税者の街耽判を

望むものである.

大気の不安定皮との関係に対しては，定性的には種

種の研究報告(l j(4)(~)(S) があるが，未だ定i甜守な発表

を見ないので， 定i雌均な関係を見出す第一歩として実

例にもとづいて不安定度を算出し， 概念的に大路の(].;

電発生の限界{!(iをfSたのであるが，まだ目安程度のも

のにすぎないので今後は更に正確な値を求めるように

進みたいと考えている・
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