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近距離空電波形の研究 (第 1報)

空電波形の解 析

1. 'tえがき

~mの発生源ヵ:大気rllの放疋現象であることは ， 現

在まで世界各地T行わhtニ多数の研究'(~，g らかとなっ

て収Tこ.しかし，いかなる放E現象ヵ:いかなる過程を

とって，観測にかかる波形の~.屯を発生するかという

ことについては，夫だ決定的な結論は得られていない

波状である.観測される停電波形は，一般に~電源に

おける放電のザおと途rllの伝情による変化とで決るの

であるから，種々の波形をもっ?電がL、かなる放電機

椛によって生れるかということを明らかにするために

は， iぷ掃の影す唱が無抗・できる械な近距離の之長官をしら

ベなければならない.このときもし同時に放電状態そ

のものをも光学的に記録 j-ることができれば，放電機

構と岱電波形Jコ対応が明らかとなって225官洛生機構研

究上ヨド?釘こ有力な方法となる.

この級な考えから.;!光とこれに伴う2さ電波形の観

測を行ったが，両者の同時観測は停電や測定機の不備

もあって，官光の写真をとり得る織な至近距践に官放

'iltがおこった場合良好な官界の急変化iir!i.集荷数多 〈得

る事ヵ:出来なかった.しかし落雷に至らない問の雪雲

より発「る広なや，やや.i.:ilくにある落官などに対して

は良好な観測を多数得ることができた.以 Fーこれらの

答電波形のffi!.f.庁から得た給史ーについて ~êi主「る次第で

ある.

11.観測地点及び観測装置

1952年夏.7月下旬より 8月下旬ま.cの約 1箇月間

に亙って前借市電報'fPt話局屋上において官観測を行っ

た.~fP 図のこの地方の略図に示してゐる織に ， 前惰

市:主三方を山に凶まれ僅かに南東方のみが利根川に沿

って開けており，区中斜線で示した部分がこのIIIの地

稽である.前僑地方をおそう雷雨はこの三方ftl同君子岐，

榛名，~純情;jf午の三方向から現れることが多い. この地方

は従って発信に対しては好条例:を備え，;fJC凶で最も雷

雨の多い土地の一つι(oり，この地:方の官雨について

は既に多くの研究がなされている (l)苦々が前慨を観

測地にえらんだ理由も，官民11ち長も活Æ-なG;~tî~に接

する機会均:幻も多いと考えられたからに他ならない.

石川晴治 高 木増美

第 1図前惰地方略図

谷電波形観測に使用した装置は，当研究所岩井研究

室でえ作した携術lf~Õ-:電波形被定機(めである.この3主

流i主任尽に調節できるある一定限度以上の振幅を有す

るささmによってのみ起動する様になっており ，その結

果プラウ y管面にあらわれたその谷屯波形を 35ξ り

'i~l写n機で舵影「る織にしてある . オッシ ロ グラフ光

点の紛引速度(主 1，6， 12， 16 msの4fi者を切換えて使

丹Jt'ることができる峨に欝fきれているが，実際には

波形の微細を見るために殆んど 1msと6msだけを

使用した.本装置の別相続は 350kcまで平湿な特性

を釘し，これ以上It放送周波稼の防~'1をさけるために

急激に切落し‘とあるが，たとえこj山l上の高問波部分

を地服し得ても，最高 1msの掃引速度でl主その微細

川浩を究めることは不可能である.

観測時;主毎日 8r砕から 22時までで， この間雷雨の

者槌時には連続的に，静限時には11時間JJ至2時間ご

とに記録をとった.

111.波型の解訴

夜測期間{まn:期でしかも殆んど展開 Cあるから，観

測された波形;t凝ね苦，々の同的と「る近距離e;iin原の

もの'Cあるということができる.記録し得た凡そ 2，0∞
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枚余 りの波形l主，大別th{ま永の三つの泡に分けるζ 第 2図(a)の様な波形はかなり遠方怒らく数百 km以

とができる 途方、ら来たものと考えられる.

1. 主放亀裂 二重三重に同様な波形;う:1枚の写真上に重なって記

いわゆる主:放電型(3)と称されるなめらかなi減幅振動 録されたものも多いが，これは明らかに多重放電によ

波形で，第 2凶 (a)に示す級にその初期振動:i1E期(ま ると，思われるものでその放電間限It.更に長レ千百'151時間

100~2CO μS 'C波の末端に向うほど段々[~くたる (3) こ を用いなければ分らないが，少くとも大部分It.6 ms 

とは苦手々の波形でも防隊に認められるが，この主放疋 以上である.( ~chonland向 によれば 30 ms位が最も

砲は，比較的，'(tかな午前rl'にのみ僅かに見られる程度 多い )

'C . その他は基本減幅摂動の上に大小のfV~動が重なつ 叉，夜間20時以後ではHi灘間反射型と見られる様

第2 図主放苫119.~ド電波形

ていることが多い (第2図(b)).ζれら減傾摂動型1乃

盛況の継続時間It.何ltも1ms内外であった・

更に近距離に落雷があるときは，静電的な変化が大

きく蓄電器の放疋曲線に似た波形となり全く娠動を示

ちなL、{第 2図 (c)).この静屯成分の上には急変化を

するノj、さい脈1ll/J()周期は数十周乃至数商 /'5)がのって

な波形もいくらかあったが，その原波形l主主放電型の

ものが多い.

2. 先駆放電型

第 3図に見られる織に将芸品に高}，'，ji.皮成分を含んだ波

形である.6msの拐lijl<第3図 la))でみた波形から

は最も短い通期をもっ阪幅の小さい脈動It認める事It

L、るのが見られる 10

この様に近距離では同じ主放電型でも型震動ヵ:現IL
ないのに反し~方で観測される主放忍型が振動波形を

約する理由には大体二つの考え方がある.すなわち単

一の街繁波がその伝術中において受ける多電反射の結

果遂には摂動波形になるとするもの向山と，官放電~í't 第 4図先駆放電型遡期分布

における単ーの放電中に振動電流があってそのために 閤媛であるが.lmsの名目1(第 3図 (b))でみると更

おこるとする もの向的とがあるが，苦々の観減結果か に高い周波数をもった比較的援編の小さレ脈動部分が

ら考えると，近陸続では俊主?な治主成分の中に振動I氏 明らかに認められる.これらの適期分布を第 4閣に示

分がかくれているが，距離が増すにつれ静電場部分と す.図中の曲線 (l)(2) (3) I士夫々大中小の目黒!f!}j状急

HI~lIlfJの高周波部分方:速かに減哀して ， 波必の少い周期 変化の繰返しの週初で，幽線 (1)It. 6 ms. (2)と(3)

数百 μsの振動ゎみが残る綴に恩われる.したがっ一ζ は 1ms紛ヨ|の記録から集計したものでゐる.更に第
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3 ~ (b)'Cみると微小J府高ながらもっとおい周波数成 果e主管雲端から宮祭主~ÏJXlt雷雲端から大気中への放電

分が認められる.事実この様な高周波分のめ'ì~苦だと思 f;;!光の写只を解析し・ζ得たもの‘Cあるので，孜々の場

われる被彩も得られているが，その織な波~'elt オ リ fTの織に電気的に，Jtlベた完全な宙雲内部に起る放電と

シログラフ上の光点の移動述度が早すぎて!1J7J'{!{;~がう 泉るのは当然'C，政沼『各が完全に官窓内にある場合に

.t<明附な解析はーできなかった.このLW.J)波彩がプラ .t階段状放電.l)m:~~lI:~外の場合にJ七ベて長〈なるも

ウ y管面にあらわれるときは，同時に中波のラジオ受 のと解釈される ぎ々も信光写真批彩を試みたが，貌

イヨ慢でも大きな宮維自が聞えたし，又短波・交1;j-然、にお 正条('1'が:/E;く殆んどが雲の!匂 うが切るくなるだけの放

いてもt波乱震が発注 j-ると相当の雑肖防1与を叉けると 呪しかなかったの C卵~tな雲11慌の写点lí.殆ん ど得ら

いうのは，この型の主主.;(tによるものである.この;部局 れなかった.従って細かL、対応をとることはできない

波成分の分布をまとめることができれば第4闘の3倒 が，波形からみるとこれらの階段;tあるいは大きくあ

の幽線と同級な山が更に左側に出来るわけで，ζの絞 らい、主小さく幾つかJ)組になって続一返さ;fL-(t、る段で

な活況波~'C'工阿波数分布という犠なことは，波形の ある.

と'の程度のßI~n立!的変化の繰返し週勾jをとるかによって なお広間頭上に大企〈強透した:fiML訟が出現ナる際

変ってくるので簡iドには考えられない・ には~?(に こ の波彩がはられる . 又夜間この波形が見ら

ζの砲の波彩;ま落雷の際の第1主放電に〈七駆 J-る陪 J.Lる1:!f.i[S.にも，雲、つ小.c閃光1I:現れると同時に尽間俗

段状政沼(7)(8)からのものもあると恩われる.第5図は 述したらT舌L雲から放射芳れる同種の波形と大体同程度

この一例を示したもので， Schonland聞の解釈によれ の振幅をもったものがあらわれ，明隙な紋'i[と波形の

ば前方の高I，t，-)波部分が先駆枚百で後続の振幅の大きい 対応がとれるの'('，かなり大きく j&i主した積乱雲のl付

緩い'変化を'l-る音t分ヵ:主放市によるものでゐる.一自主 i}ll'C:.t，それが発iTしζいると認められない程度のも

~) 5 凶 中}!JJj通iのぷ首による波形

的に云つ(~道官の場合は~釘力でしかも減点の少い主放

電部分のみが残り，近官;のtJ，}合には装置の起動力可渓幅

の大きい主放電の所 Cおこるので，先駆放電は!;1リ2与さ
れる.又先駆紋屯の大きさで起動J-る様に調節する

と，それと同程度の振幅を持つ{也の多くの恐らく官雲

内部でおこると考えらる械な政還が多数一・柑に(!¥，、っ

て来て写真ヵ:混乱し，務7宮の前駆か雲政mかの区別が

できなくなる.このため否4の観測し得たこの型の益;

電は大部分落雷に比較してずっと数の多い積乱雲内の

陪段状放苫によって起されたものであると思われる.

Schonland('jによると官袋間の階段状放沼も落留の先

駆と同様な機構でその階段間閣も同じく 30-90uSで

あることになっているが，これ‘主了度分布曲線の (3)

に相差是 し我々の場合の最も典腕。な階段調布の分布

曲線 (1)とは一致して居ない.然しSchonlandの結

の℃も夜間ならば当烈閃光が見える伎の大きさの放沼

が行われているこ とカ‘刊WJした.

3. 部分放電型

このl盟の答電~1怨の内部の-p，;j音ßが絞屯したと きに

発生十ると恩われるもの.c波形の上からはこつの型が

ある縦である・第6図の (a)，(c)がこの両型である.

(c)で(よ1個の波形:ょ主放百型に似ているが.継続時間l
(，U百〈大部分は 500μs以下でありχ振動j[!lJ矧も短い.

(a)では';'a!1tの，U上弁叉11会下降を微分した械な形が

あらわ{Lている.この向型をr.r.i!i単純としてこの間に中

fm塑 (b)が(れ、り， i判手?をはっきり区別?ることを殺

かしく し℃いるので，部分塑全体とし-ι統計をとっ

た.その結果を第 7閃から第 10凶までに示 t.各閃

o:r〆やJr '-t .，. 

?llvh! 
:l_h 

(C) 

第 6図 吉草分放疋理1Z--屯波J包
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i主5超級が一連りの波形のよF波の数，継続i湖沼，jMl蛾，

放電間隔の分布で，側約:これら諸数値の放電J!院番に

対する変化である.この促(;t平均値をとったので最頻

値 より何れも多少高L、{広を示していると，思われるが大

凡の傾向は切らかに認められる.

戸
s 

6 杭
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平成 9叡

~7図 部分放置場半波数分布

半波の数の分布では2乃至3を最大として以下減少

する傾向にあることは第6図の (a)の様な波形カサ1較

的に多いことを示している.叉半波の数(t放疋!広高:が

増すと共に少くな 1)，務官の多重放況で作られた結

果的とは逆になっている.
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第8図部分放電型継続時間分布

継続時聞は大部分が500，ILSJ丈ドであり ，放電11民番/J;

増せば短くなる.これら波形の全体の継続1時聞は殆ん

どが6ms以上と思われるが苦々 のiJ!ti定で{主分らない.

週籾は減幅振動型の主放電波形と伺様に一連りの波

形中では段々長くなる傾向lt認められたが，数値的に

詳しくばかることは難しかったので縦続時間を波数，(

割った値で集計した. こ れ-~.みると 100μs伎が最も多

< ，主放電型の分布よりもぞや低い.第9図に参考と

して金原教筏tむのf専られた主放忍裂の適期分布を一緒

に点線で示した.図中の (1)， (2)の曲線が失々主放E
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第 9図部分放電型週期分布

浮!の第 1波，第 2波の遡期分布である.放電順番Iこ対

する週矧の変化は顕著で{主ないが，やや増加の傾向に

あり，一連りの波形の中-(;の増加と同様に，放電の努

力が次々と衰えて放7I.i絡の抵抗が増すためと考えられ

る.
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第 10図 書草分波弔慰放電間羽分布

紋疋fm!渦，主前の波形の開始時聞から》くの波形の開始

時間までをとった.この分布は 6ms事時|の波形から

求めたものであるから， 6 msより:長い放電間関をも

つものが数多くあっても分布曲線では全く零になるの

と同級に，間隔が長くなるほど決定される数は実際よ

り少くなるから，本当はこの分布の山が更に長い方に

移るかも知れないが， 多定性落雷の間隔の分布と較べ

ると箸ーしく短いことはH月附で (S) こJL!よ一回の放電に

よる電荷の消費が雲放電においては湾出のそれに較べ

て笛だ小さいことを示 Jーものである.叉逆にこの波形

特性から落雷波形と震の内における部分成電波形とそ

区別する事が可能である.

放電11良番に対十る放電間漏の変化l主)1出番と共に段々

士宮L、方に移っているが，これ1主或;主個々 の主主電の強度

ヵ:次第に弱まって行く為に放電間隔も短かくなって来

るものとも考えられるが，m或{主流定法の影響ヵ:相当



皆、い結果此の厳にらるのかも知れない.Rllち一定時間

以内で多数回放電を繰返すことができるためには，一

個ずつの間隔けは短くなればならなL、からである.

波形の最初のふれが(+)に行くものと(ー)に行く

ものの比lt.約 1対 2で(ー)の方が多く ，これは

Lutkin向の結果と逆になっている.しかし諸説似の性

究{主別に符号・によって差は認められない. 1個の系列

に属する放電は大体同一の符号をもち相似た波形が続

くので，雲中でも落雷の際の多重放電の様に大路間ー

と見倣しうる放電路を大路同方向に数回繰り返えして

遜る絞電が多いことを示す.この様な符号・の正~l主放

';Jiに際しての移動電荷の符号の違いや診動の向き及び

方向の違いと，放電路から観測点までの距離の差によ

って起るものとが考えられる.叉僅かであるが，一系

13 

列r~l '("符号の逆転するものがあるが，この場合波形の

相似性もないので別の箇所での放電がたまたま断続的

に受信されたものと考えられる.

この様な波形の繰返しが， もしもっと長い数十 ms

位以上の間l唱をもって起るならば一一この級なものよ

第 10図の傾向からみると測定法の影軍事を考えーとも余

り多くはないと，思われるが一一この種の雷雲中の部分

放電が答電の方位測定記録に同一方向をもった多電

i象的を作る可能性がある.従ってこのとき方位記録の

多重{徐には落笥の際の多量放電のみではなく ， ~中の

放電に際しての多重像も含まれる可能性が多少はある

わけである.従って方位iIIC定機の多重像を解析する際

にはこの点に関して考慮を払わなければならない.


