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長 波???に品、ける空 電 強度測定(1)

1.緒 = 
百

答電の~t度測定の問問がとりあげられてから )--(に

数十年幸子治し，多くの研究者によって多大の努力が払

われて来たのでゐるが，米だ硲定的な刀法が見出され

ていない.何故なら， 2}:.疋l主非間期的な不規則性雑貨

電波であって，更に我々が維ず?として感ずるものは.

かかる電波の刺畿により受信回路内に発生した自由摂

駁r(あるから，雑貨出カ~ì.~'m~波の函長女でーあると問

l侍に.受信回路の復綾な函数である.従って如何にし

てかかる不規則なるf誌を一元的に統計し，しかもその

統計を右志議なものに「るかが問腐となっているから

である.測定法に関しても未だ桟された問題l主多い1)

であるが，我今治:こ ζに取りあげた問題.主，通信系統

に対する妨何度の尺度を決定するとい う問題をあとに

して， 2;屯自体を主体とし.~-?;屯の或るj将波数1.ìfにお

ける稼合的な努力内容及びその変化模隊を測定し，活i

?~緩乃発生潔から伝tfrして来る伝情特性の変化.世界、

の各地における雷雨活動の主~rFl l司る状態の相逃によ

り，我が国の如き中緯度地方で予怨される強度の変

化， 雑ET屯カの長波{;.;における}.'~波数に対する変化を

勾lり，現在位:界で研究の対象としている電緩肘伝憾の

中の Dr，';伝熔，デリ y 、yセー現象及び地磁気J1，tとの相

関性. 太~~面の活動との相関性を研究せんとするにあ

る.

当研究所においては，かかる芯:図の下に長波術にお

ける安定強度の連続川定を計調し.昭和26年秋から

文部省及ひ'学術会議第4分科会の協力の下:こ， 上記乃

目的に沿うような測定<l~.7)設計にかかり，昭和 27年 3

月一応形体を整え同年9月から試喰観測を実施しなが

ら穏々改良を加え，主主!こ満たない点(1.多いが連続観測

!こ入りう る見通しがついた乃でこ こにその第1報を被

告する.URSI国際会議においても ，かかる観測の国

療協同観測を企倒している現状からも.なるべく早〈

姥置を完全なものとし ，観測結果の信行i度を高めて資

料として完全なものをうるようにすると共に更に進ん

で・かかる不規則性f産自の測定法ノコ研究へも進みたL、と

考えている .

II.空電強度の測定

長波織におけるきE電及ひ'障竹波に閃ーj-る測定法{主rjt

鎌 田哲夫 中島 f李

ßilJ波街の通信に関して発展して~た.その内 2， 3 の重

要な方法を列挙して見ると，(3) 

1. Buzzer i:去

この方法~1.初期に相当広〈用いられたが現在(1.他力

方法に代り殆んと'用いられていない. Buzzer (主低周

波領域において，非常に高周波に富んでいることがこ

の方法を生んだ原因で， Buzzerによ る低周波出カと

答電維音による侭N~波出カとを比較してき事f面的に窓電

強度を決定 tる方没、である・

2. Warbler法

この方法:1.振絡を調整出来るr.i}，'~波の援準電圧をささ

'iRと共!こ受信し ，これをへテログイ y検波して，低周

波出力において~~弔の存在が認知出来なくなるまで発

摂の摂闘を下げ，この状態に調整出来・たときこの等価

高周波の4電界強度をもって答電の強度を表示する方法

である.

3. Integration 法

この方法.主現在も広く利用され Cいる.これ11.荻る

時間間隔に立って受信答電を積分し平均値を記録する

もので，Fluxmeterを使用「る方法と ，CRの時定数

を利用する方法が行われている.

これ等の務方法では，測定孟として平弘j値.実ー効値，

又は準尖碩値をとり上げている.しかして BU7.zer法，

Warbler法においては.Operatorの主貌自信則定に左

布されるし，積分法によっても妨宮ゎ程度が直説的に

表現されないし.叉執れの方法も錐音防止の間窓1を考

慮していないという欠点を有している・

従って笠沼及び隊宮波の測定法としては，不規則性

雑音の確率筏度函数(6)を直接測定する方法や Infor-

mation theoryを誌疫にして，Shannon氏によ り提

悩されている或る Equivocationを直読しうるよう な

測定法的というよ号に維脅を統計学約にとり銀って.

雑青レベルの確率尺度を直接測定するとL、号方向に進

みつつある.

III. :fl波平野における室電強度の特色

答電It.不規則性の雑正?であり，エネルギーは広い周

波数分布を有しているのであるが現在我々が対象とし

ている長波備において既に知られている答電強度の特



色と しては次の1mきものか己主ずられる.

1. 'tI:夜力強度レペルの}2_.:tM:ii波数が 10kc J.:Lド'

.1波長が長くなる花大3・<， JO-20 kc引勺14泊:t;.く，

20 kc.L-:I.上--:"，!校長が切かくなる湾大きくなる (3，

2.慨;¥レペル:ttN主と'.ft欲的関係・こある (11

3. J . .JJà~皮‘立 ~H; (T レベル Jコ 日及び季節変化P二月移刊

をあたえろ')

4.大場!たん、}，'，';!切lこょっ ζはあまり支配されないら

し¥'. (1) 

5.約 20-60kc 附，1iのと疋依度{主太陽f育i~.宇 ft:昨に

臭うjf!こ14大 J-ろ・従っと，)~防l'ffi!)' ， デリンジ ャー現

象とWJ係かある.しかし相同性についこ.士1:1':光分・こ

下11明してL、なL、.

これらのことから..fk々 が長波，:nにおけるシ;，'m'JTIi度

の矧測を笑施して行く上に竹3こ若凶「ベき点:i:.(i)同

校の強度レペルのj，ι1i1_H'.{による差から電離r:，if.，::;t誌をき封

ずる資料をうるこ と.(ii) rjcl待度地方における伐iOJ!結

果ーを得ること.特・こ伐IJ:国におL、ては殆んと汽剥がな

L 、から電主~("ある (iii)汗・712強度と太陽げ I'" I デ"

Y ジャ ー 現象&.ぴI也磁官.i;j. との相WHこ土、tJ-る I::j~!ti. 

(iv ) え'mUD~度と気象 .r}f採との女、，tJ，とiの間続匂 Fある ・

IV.空電電界強度測定機設計の方針

電波伝婚の問問を将}ずるfこめの資料を うるために

は，~~電の強度セEと11与問:こ !lって逆転i的'こ乱自動約:こ

記録 J-る決定熊を~~，、佼と j-ろ . 又実際i二~;:.;立の必i度を

測定 J-るにあたっ〈‘主

1. 使用作rtl訟の必:~Rの!日j明

2.紙百出力とし ζ1([1何なる盆を測定 1-るか乃111J怒j

3. 交信;慢の等fllli{iiもそ似をどのt~度に「るかのI::J昨1

iJ4 じて決る.

i.使用77中織の選択

}見在J支々が究、Hミと「るの.t，6--:疋の内，長波iVこ合

まれるもの守ある . 従つ ζ'史{三百:界;主季f許可~w.カゾミ"名

分を占めるものととえられるから.使用シtrll紋とし'C

(:L :A'rrnUi1-に:t.1LC 手IJl~iJ:六三日ブ'j(なに|渇して-.f)';

の本111弓を有 1-る恋rnト:11'似を{史問 j匂るのヵ、乏う与と・あろ

と与えられる.しかしこの公 rll線も蚤守荷i内において

は.指向性を有 j-ζ から夜間・こおける片足lIi岐にもIして

:工問題が生ずろ久\~"まある .

しかして我々の凱刈/)目的から.指向性乃あるン7・rl'

伐を使用 j- る よ りもm.~H:r向!l， J))jがよいのこ悉，(川Ij l

線を使用「るこ とにし ζ設日f'!:'進めた.

ii.測定量及び測定'/);

!受信機の峰山・出力を測定rるにあたっこ(!， V-Y.);t: 
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陀，:;}~lfiI1Tf ':.(:ì尖制j弔!主の内料)LIコi止を ;111]定 j-るか

が問題となるニ と.品iji主のJ盛りである・しかして不規

則件符('1に対しーζ(主，そのド均値及び実効位主沢方と

も実効{竹内栃乃 V.)j{長'二比例 j-るが尖iili(!U.工不明.員IJ性

~H: ，>/)何々の尖Uf1他方;分iÎ'íé しーこい(， 1:印刷t~ff ，""とみ

なされる碕附・二似つこ立たを右「るから. ftli々 11可思;ま

あるが記H結果を統;i的'二解析 j-る上からの(lt:平IJも考

慮 3こ人)vCドκJffi圧を測定し，之を或る If;f間 C積分

「る回路H~!1立をとるやうにした . かウ、る HII成!こ よ り，

受信戸号、乃市内侭?こ 1(つーζ交{言斤電俊皮を{六分 j-ること

になり，その周波紋;i?における綜?的な努力内容に近

いものをえられることになる ・従っこ絞11的炎示法を

深閑「ゐfこめ， ifl!]定法としてはUtt士法ψ丹h、るこ とに

Lf，こ.

第 1以|

3門事'=]C3}， 
今第]I叫に万リーやう な tíít百五 !nl ~，名におい・ζ. 検波探l主

自究特性'こIぞうものとし ，人力尽lf:el =f(l)が加え

られる と i=ke，2 = k[f(t)]2. IIIoつ ζ R2に生ずる電

f.[ e2 ，I， jtt)2に比例IJrる， ftn ç>~ 1凶ノ〉回絡に対し

てま Rd+;jω= e2 = [/(/)]2 

なる関係が目立立「る.

この解主，

q=Jω 

j= 今 とお〈とdt _.-， 

dq ， 1 R u:~ + :"'q = [f(t)]2 
dt . C 

q = ~ ，.叶 IICJ川[f(附dt キ C，.叶附

今初期条件を与えると t式(主

q7zQ=Le-叶;川山)]2dt + qO~-( 1 叩

となる.今， 10 = 0のとき

qu= 0とすlUi

。= 1e-7IIげ [ ，1111< [f(t) Fdt 
R' J 

こ~!こおい'(1令常に t%RC 

の加く R，C，Tを;出ぷと e'川1('(ま宍'tt.上一定になろから

Q= よ J~ [f(t)]2dt 
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従って蓄電~~Cの電荷 Qは入力信号の積分，或は周

期 Tの問の受信信号1)エネルギーに比例したものと

なる.ここで周期 Tを RCの時定数に比して小さく

選ぶため，出力電圧を適当なノ雪法で入力に償還し ，

二極管が人力紙合に対して常時働作ーするようにして積

分周期 T(1.入力維音の続続時間!こ等しいよ うにする

と，平均の周期は盗電に対しては数 ms......数十 msの

程度であるから，簡単に T ~ RCになる在日 < R， Cの

値を選びうる.従って述続記録に対して入力の節分他

を信示させることが可能となる.その回路椛成の一例

を第2図に示す.この回路においては， Cによる二僅

第2図

つ
a
J

管の偏僑電圧に及ぼ-t-影響を絶えず補償することが出

来，然もご極管を常時f;fO}f乍状態に置きうる.Cに集前

された電荷 Q(まCR2のl待定数で支配される紋電をj-

るから，この備を笠宮の到達の平均間|稲に対して充分

大にしておけば目的を速し うる.我々はこの時定数を

約 60秒に選んだ.そして電界強度の、匹均値を記録F

ると共に，強度の変動tこもIして記録を滑かにするよう

にしTこ・

iii.受信機の等価信域幅

維青の如〈広い阿波数スペクトルを有するものに対

して(i.，等価待性愛幅は出来る丈広い方がのぞましい

のであるが， 将来.通信妨密!こ対する問頴を論ずる場

合のことも考えに入札て，我々としては長波受信機に

規定された椋犠幅 (500c/S)を使用することにした.

従って狭い等価得域幅'二対して測定「ることになり，

維貨に対して充分の表示をなしうるか否か;ま問簡にな

るものと思われる.

v.試作電界強度測定機

上記のよ うな設計方針に基づいて， 10-30kcにお

ける空電を10-15，14......21，20-30 kcの三つの周波

数符に分け，この区分中の任志の周波数に同調して，

同時に三つの周波数に対する強度を連続的に順次切換

えて測定が可能な装置を試作した.

第 3図に試作装置の概観写真を，叉第4閣にプロ ・γ

グ ダイヤグラムを示した.

本装置は，高附波増幅部 (3Panel)，中間阿波増幅部

第 3図ジ電用長波電界測定装置表面
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(1 Panel)，制御及び記録部，電源部より成っている.

1.回路偶成の概要

i.高周波増幅都

高周波増幅部;主 10-15，14-21，20......30 kcの三つ

の附波数帯に区別されてL、る.

高}詩波E間関方式一一向調2段

減安部ー一-~ト寸:線入力烈IJ(20db x 1)， (2dbx20) 

第一検波入力側 (20dbx3)

ii.中間同被増艇部

方式一一容量結合同調ノザ式

段数一一3段

中間周波数一一60kc (Step up) 

棺域純一一500c/s at 6 db down 

(S Meter 

モニヲー回路一-)プラウ y管用綾子

‘拡声im
iii制御及び記録部

この部分は飽和二極管雑音発生保，同期電動機に



tj!4図
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よる高附波部の切J免装夜，時定数回路，及び記録計を

蹴{乍ぜしむるに必2}fな，r;r波日割高f*}，女、I数圧縮23を有し

ている・日!な波部の切倹カムlt1分 30秒にて 1回転

し，一つの Panelを25f.1b間1WJf乍させ5秒間接地「る

よ う動fi;'l-る. t砕を主主1司絡の1時定数IJ:.約80秒Cあ

可

;;)・

2.各部諸特性

i.受ffiJ.';J波数範凶1

~~#ij波第 1 Panel 10 kc_15 kc 

高周波第2Panel 14 kc -21 kc 

市阿波第3Panel 20 kc -30 kc 

ii.入力回路昇圧比

各 Panel共約15db 

人力イ y ピーダyス 10-30 kcの川波欽;甑閣の平

均値760

iii.綜含利得 10-30 kcの1i阿波数に付して最高

155 db 

iv.等価入力維1i5";U圧平均 一8db

v.摂樋特性第5図参照

vi.影(匁問波紋選択 度 全然妨t1?なし.

近E豪州波数選択度 90db以上
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第5図
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vi i. 屯減宝庄変動に者、p-る第 1 局~阿波ぷ変化

B正規屯j京電圧土 100.;' 変化に対して 'l~大変動量

土 4.7x 10-" 

A 疋規疋j涼む圧土 100.)' 変化に対し 'cJi k大 ;~動量

土 1.5x 10-" 

s，A沼視屯庄同時に土 10J6変化にも-tL'(最大変動

最上2.8x 10-3 

vii i. 局発}.'~波数減動試験

局発}.'~波数 85 kcfs に対して第1 表引!~

第1表

時間 l同リ| 周波数変動盆
(hour) I 

o 1 85 kc ) I ~V ，，~ i ~-9.4 x lO-1 

0.5 I 85 kc-80 cfs ! ~ 
I Q<: 1._ • "， _ ，_ : ~ + 1.19 x 10-3 

1.5 I 85 kc+ 21 cfs 1$ 

第 6図
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第7図
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ix.中間周波部特性第6図参照

X.記録回路特性第7図参照

VI.空中線結合部

使用安中棋は受信周波数に比して極めて綬<，所詐l

第B関

容量~中線系であ り ，~中線イ y ピー〆シス l主高いか

ら，測定機の低い入力イ Y ピーダYスと整会をとる必

要がある.従って入カイシピー〆yスを高〈出力イ y

ピ戸ダy スを依く とれるカソ ードフォロワ ー回路を

使用して.空中線と測定機を結合しi減衰をさけた.第

8図に使用した回絡を示した.猪この場合，初段から

Pick upする地雑音を極力小にするため，遮織を厳重

にすると共に， 電源も木体と11.1111偲に電池を用いて供

給した.

VII.試 験 観 測

1952年 8月に不老分ではあるが一応測定可能な状

態に調整を終ったので， 9月から 12月迄の4ヵ月間連

続試験観測を実施した・この観測は測定機の長期王E続

運転に対する試験と言己録方式に対する検討を目的とし

た.この結果，測定機の故障の生じやすい部分，不安

定になり勝ちな部分に対する資料を得たので，これに

基づいて，更に完全なものとするため現在種々の実験

な行っている.記録結果に対Fる検討は次号に発表す

ることとし，ここには記録中に表われた 2，3の事実

について列挙するにとどめる.

1.昼夜の~電卒均レベル

この試験観測中1'1.27 kc/sの周波数について連続

記録を行った.この周波数においては，察官平均レ〈

ルに昼夜の差が明確にあらわれる.今.月平均のレベ

ル変動をしらべて見ると，第 9図の如くにな り， 9月

第9図
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Monthly average intensity of atmospherics 
27 kC/s 1952 

から 12 月にかけて~mレペルは著し〈減少している.

この傾向は米国の L.Espenschied， C. N. Anderson， 

Austin氏，(1'英国の Gardener氏(5)等による結果と同

ーである.特に興味深いことは，同ーの周波数におい

ては，夜間の平均νペルと昼間の平均レベルとの比は，

月に関係な く陥等しい傾向を有しているらしいことで

ある.この試験観測中の値としては.27 kC/sに対し

て，この比の値(主 0.13であった. しかして 11月の値

は0.1以下であって，これは所謂 “11月効果"と呼ば

れる季節約変化をしめすものとも考えられる.

2.空電平均レベルの異常省大

ここに異?吉増大とL、うのは，静穏な自における平均

レペル{直の変動に比して，特に平均レペル値ヵ:地加す

る場合のことである.ROち，受信地点を中心として約

1∞0粁から 15∞粁以内に全然室電源となるような援

舌しの中心がな<，且電波伝溶上異常現象がない場合の

平均レペルに対して慈し く培加する場合で大別して次

の二つに分けられる.

i. Local Storm Centerによ る増大

これは受信，~から約 1∞0粁以内に明らかに袋電源

となり号るような大気媛乱の中心が存在するときに認

められる.この 1例として， 1953年 1月1日の言説毒を

第 10図に示し， 比較のため，静際日の例と して 1月4

日のものを第 11図に示した. この両日の地上天気図

(第 12図)(a)(b)(c)(d)を見ると，1月1日には 1∞o
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第 10[3(1 

第 11凶

第 12図 (a) 1952. 12. 31 21時 第 12図 (b) 1953.1.1 91時
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第 12図 (c) 1953. 1. 3 21時

第 12図 (d) 1953. 1. 4 9時

粁以内の日本海に発達したj盛格性低策庄があり，中心

から寒冷前線及び温暖前線がのびて本州・|を縦断してい

はある密接な関係が貌われる.

ii.電波伝熔異常時における増大

伝熔の兵常時，すなわちデ 9:..-ジャー現象時，太陽

面煉発時に長波帯中に20-30kc/sの;?電態度は異常

増大をすることは仏国 Bureau氏により発見された.

たまたま.この観測中 1952年 11月22日に顕著な太

陽面爆発がらり ，cm領域における太陽雑音の増加，

著書しいヂリ y ジャー現象があり ，27 kc/sの安電平均レ

ペルも急激な増大を示した.こ の時の袋綴を第 13殴

に示した.これ等絡現象間の相聯性~'1 . 必ずしも一対

第 13図 ;?屯強度(27kC/s) 

• 

z 

4 

晶

ー

‘. '量'‘

第13図太陽雑音強度(3750MC) 
。

る記録をみると，寒冷前線が受信点を横ぎる頃から昼 14 
聞の平均レベルの変動ぅ:大きくなり通過後に事苦しい増

大を示している.これに比して 1月4自の例を見ると ，

本邦附近一体は高策定i週内にあり.1000粁以内には何

ら著しい~電源と考えられるものがない.従って昼間

の平均レペル，t略一定している.この事It4ヵ月間の

試験観測中殆んど例外なく観測された.この場合の増

加の最大レベルと夜間の平均レベルとの比は路1に等

しし英国Gardner氏(5)による結果と一致した.従っ

て庖聞における平均レベルの増大と気象現象との聞に

6 

8 



ーの対象を示-j-ものではなく現在各国で問題としてお

り決論に到達していない. この他に長波稀であること

から地磁気との関係も考えられる.このQ:電レベルの

異常士宮大現象に対する 解析として D胞による もので

あるとγる解釈が現在行われているが未解決の開館で

ある.

VIII.結 宅雪
F司

今回は，当研究所において長波帯の主主電修、度を測定

するに至った経隠と，現在迄に行われて来た測定法を

器にして，試作した測定機に主眼を置き観測結果や個

々の細かい問題には触れなかったが，これ等は今後

徐々に御報告するつもりである.現在までの結論とし

ては，観測の性質が長期の連事予劫なものである丈に，

測定機の各部特に記録部の安定度の向上を計ることが

必要であることが分った.現在では3日目毎に零点較

正を行い，税制を継続しつつ，改良を加えており各方

面の御援助を得て，少しでも早〈信頼出来る観測に入

りうるよう努力してL、る.
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