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W-60型空 電波形 測定機

岩井章 仲井猛敏 村田友司

1.緒言

宗電波形測定機のf生能向上に関する問題;ま，昭和23

年 8月， 名古屋の研究室より答電波形測定機試作第 1

号を受継いで試作に若手して以来の援案で;bった.~~ 

fZブ'j{立の2点観測或は 3点筏!則がZ尾崎せられるに及ん

で当初からの目的であった波形とブj位の連動観測会

実現 1"るため従来の試作撲の欠点の検討と その結果

及び最近のささ屯研究の傾向とに鑑みて，新しい4搭氾!の

W-60型波形測定機を試作した.以下本測定機につい

て述べよ う.

Il.基礎的設計要件

~電波形測定慢の基礎的設計要件として

1，怨むの重要な成分に関する波)fs;主表示し得ねば

ならない・

2. 雷1.tX~に{宇う 252E の全体的信造邸主細部の構造

を表示し得ねばならない.此のためにブラウ y管乃

姉引時間を長短任意に選び得る ものでなければなら

ない.

3.記録した波形の発生源を決定ナるため答電方位

測定穏と連動観測を行い得ねばならない.

III.測定法

~.電波形のì.~lj定法(主 1I. の基礎的設計要件から導1も

る~さ中棋の下端i正接地したコ yデyサ ー に i宣列に

接続される{第 1a図参照).普通このl場合，E雲中線をヨF

同調にするため小さな抵抗が安中級と接地したコシデ

yサーの聞にj話入されている.増幅2~t1抵抗及び主主中

線に接続したコ y デy サーに並列に接続される.

時定数を到来信号の周波数に比較して相当低く選べ

ば，接地したコンデy サーの端子[却に到来信号・に比例

する電圧が生ずる.この関係;1.次式で示される.

品=旦土生z
Co h. 

Co:庄中級容立

Cl:安中級に接続するL菱地コ y デyサーの容量

11.:安中線の実効高

第 1a図
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Eo:電界強度尖頭電圧

V: C，の端子尖頭電圧

である.

アy テナ下部の抵抗及びヨ γ デシサーは，綬動な電

界変動の昼中線に及lまず影響を減少するため街入さ

れ，抵抗は高い抵抗笹にされる.この理由で接地コ y

デ Y サーの端子間電圧を直線的に増幅して表示すれ

ば.表示告書は到来電波の正確な像を現わすことが出

来る.

第 2a図

IV.働作原理

測定機の概絡図を第2a図に，叉その外観を第 2b

図 (42頁}に示している.

~電に依り空中線に誘起する電圧は非同調増幅穏に

依り増幅され，その出力は垂直僑振を生ずる;機，主プ

ラウ Y管 (themain c. r. tube)の垂直偏向板に接続

し，叉それの 1/3出カは較正用プラウ y管の同種偏向

板に接続している.増幅苦言の溜波探に直ぐ続く段から

得られるさき電信号It.起動トリガーパルス発生訴を

働作させて負のパルスに変形される.この負のパルス

は短形波発生回路を働作させて負の急車愛な単一廷研修波

を生ずる.この短形跡主 (1)プラウ Y 管 (C.R. tube) 

の輝度変調用パルス (pulse)，(2)掃引電圧発生用の

ゲーテ -fY グパルス (gatingpules)，及び戸)方位

との同期パルスとして 3様に用いる.

(1)輝度変調用パルスは混合管回路に接続する.

(2)ゲーティ Yグパルス (gatingpulse)の作用に

より時間島線回路は働作して，録商秒、波の直線性掃引

電圧を 2震に発生し，増幅される.終段対称、接続回路

により対称出力;主主プラウ y 管の水平偏向板に水平偏

振を生ずるよろ接続される. 1/3出力i主同様に較正用

プラウ y 管の水平偏向叡に接続される.

この際，各単一の掃引電庄は発生の終りに各‘立ち



上りの急峻な正の放竜パルスの発生を伴うが，第 1の

放電パルスはプラウ Y管のスポヴトの滞線消去のため

混合回路に接続している.

次に，第 1.第2の放電ベノレス{主 1組を成して紡引

時間芸名線変更パルスを発生せしめるよう時間基線変更

回路に接続している.これら両パルスの間隔は単一の

掃引電圧の継続時閣に等しく，第 1パノレスに始り第 2

パルスに終る継続の時間の正極の短形波'itL圧が得ら

れ.これは矯幡宮日の適当な段に接続され，答電波形信

号の後半分に意恒ぜしめる.態度変調用パルス，二重

掃引電圧及び喜志保変更パルスの各継紛崎聞の終りを持u

えるため，基線変更パルスの時間継続の終りに発生す

る急峻な放'沼ノわレスを時間基綿回路に接続してこの目

的をi主せしめている.

同じ放電ノξJレス(t時苦手f制禦系に接続している.本装

置では波形は 2分割されプラウ y管の時間違ち線に沿う

て表示されて静止フ ィルムに撮影される.機影を了え

たフィルムl域務系のトリガー パルス を受けると同

時に自動的に一面詰jだけ進む.記録した波形を窓電方位

測定訴と同期させるために，受信2豆電により短形波発

生回路に生ずる同期パルスは，方位測定保側のプラウ

y 管の傍に取付けているネオγ管を点火せしめるよう

接続しているのでささ震の到達方位の状地と共にネオ y

管の発光l主一様に連続的に動くフィルムに撮影される.

装置の働作状態を目で見るため.主プラウン管と同

線な接続の較正用プラ ウy 管を測定訴に装置してい

る.これは観測節及び観測期間中.装置の認調整， ~M 

波探の持入等に有効である

主プテウン管の時間基線を較正するため，答電入力

の代りに，別個の較正した発振絞の連続正弦波の出力

を増幅訴の入力絡子に加えて，これをプラウ y管に現

わし措彩して置しこれは記録波形を餅庁する時利用

する.

V.詳説

1. 空中線，前量権幅~

2芸:中線;工，10m長の垂夜袋中級である.その下端

It.~さ中線直下の前置増幅Äif収納符に引き入れて接地コ

シデy サー(2，000PF)に接続する.高抵抗(lOMQ)

を接地コンデンサーに~ÞslJ接続にし ， そのgF接地端:主

抵抗 (1MQ)と並ダIjな増幅加の入力倫子に阻止コ ンデ

シサー (0.05μF)を経て接続している ・

前置増幅%n(Vl， V2)は2段目.1段目のれの入力

路子回路で~中線に誘起する電源周波数の誘導補償を

行い，2段 V2，主力ソードホロワ ーで外1l!ij導体接地の
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同事由ケ【プノレ (465PF)によ り主増幅Br;1段目 Vaの

入力裕子に接続している.

内部発生雑音を最小にする目的で，増幅禄のヒー

ター電源を女、j接地平衡にしている.

60 "u誘導補償問絡は振隠及び{立相制禦可能で位

相調整は 3600 に豆り電圧降下抵抗ポテy ショメー

ター，位相調整用変成訴から成り，電圧は京&:管 Vlの

漏洩按抗に直列に接地した抵抗により加えてている.

2 主増幅器

主増幅訴のよ金利得{主真答管引のプレート負荷をな

す 1，000Qの抵抗ボテYショメータにより調整出来

る.最大波衰盆は 30dbで多段位置切換スイヴチによ

り3db宛挿入出来る.

増幅iliiの通過ちまの{な域側で電源の第5高調波の妨害

があので，これを除去する目的で T ~盟国賂 2倒抑l接

続の穂波訴をま増幅器 2段 (V.l)と3段 (Vs)との聞

にスイヅチにより挿入出来るようにしている.

搬送波の妨害は依佐美送信所の 17.442kc/sが発信

中入って来るので，問機 17.442kc/sに同調する矯絡

T型滋波回路を 2段(V.!)と3段 (Vs)との聞にスイヴ

チにより持入出来るようにしている.

他に周波数 4.5kc/s附近の比較的純粋な正弦波の妨

許があるが，これは附近の工場の運伝中発せられるも

のと推定され，日中の或るI時亥IJ及び夜間においてはこ

の妨害は全〈認められない.これを除〈ために磁波

記号を使用することは盆竜J皮J診を著しく護せるので避

けた.

5段 (V7)にて信号の位相反転を行い，最終段プッシュ

プノレ回路 (VS-V9)を働作させその出力をプラウ Y管の

垂直偏向仮に接続し，イ扇振を生ずるようにしている.

同じ 1/3出力は較正用プラウy 管に同己線に接続し

てL、る.

3. トリガーパルス発生器

トリ ガー パルス発生徒乃目的;工ささ電信号を叉けれ

ば即座に短形波発生回路を起動し得るような適当なパ

ノレスを発生することである

このため， ~電入力の初虫色動力極性乃如何に狗らず

パルスを発生せしめるよう両波長5溺回路を使用した.

入カ格子は共通のカソ【ドバイアスをもって対称!こ

間置され，プレー ト負荷を共通にして，対称の入力信

号に対してプレ ートに負のパルスを生ずる.このパル

スは矩形波発生回路の トリ ガーパルスとして作用すー

る.

単極性の~電信号を士、j私;出カと L ， 短形波発生周路
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の起動レペルの最低限まで増幅するため，位相反転管

をもった2段の前置培箱詰Eを附けている.

共通のパイアスは抵抗ポテY ショメーターにより加

減することにより ，短形波発生回路の起動レベルを調

殺することが出来る.

4.矩形波発生回路

短形波発生回絡はトリガー パルス発生保よりの負

パルスの作用により負の単一室8~波を発生する. 使用

される厄l路は所謂 oneshot multivibratorでpulseの

trigger actionによ り起る回路の状車交化を利用して

いる.これはよく知られているが，大路の状態変化It次

の如くである.この図路は安全状態と準安定状態とを

為し，前者においては V14αは電導的で Vl4ゐはcut0任

以下の負の伺鈴電圧でcut0貸される.後者において

は，反対に V].Iωはcut0貸され，V14b 1主電準的になる.

回路It普通安定:tr-mにあるけれど， Vl仰の入カ桜子に

加わる負の トリガー パルスの作用で，回路は司!l安定

状態へ急速に推移し，一定期間準安定状態に止って再

び元の安定状態に復帰する.二:tJ.'jお聞の状態の松務の

結果として一定時間継続の単一短形波がえられるが，

本回路では V1仰のカソ ードから急峻な負の短形波を

得ている.この一定の継続時間は大体，VI仰のグリザ

ド リー ク及びVuαのグリッドと V14bのプレ ート間の

結合コyデ yサーの数値により決定されるが，コyデ

ンサーの切換えにより掃引時聞を任意に選べる

5.時間基線掃引回路

l時間基線婦引回路の目的は，二重侃引屯圧を発生

し，プラウ γ 管水平方向に fullscalleの仰振を与え

るよう増幅することである .

短形波発生回路より負の gatingpulseを加えられ，

電子開閉管 VI5の関路により替屯ll:t(C2)は充電され

thyratron tube (VI6)の所定の thresholdvoltに透

して放沼し，向時に V16のカソード抵タ沙諸子に急峻な

放電パノレスヵ:芳生する.このサイグルはgatingpulse 

の継続時間中2回反復されて， 2震対引電圧及び第1，

第 2の放屯Jξルスを発生する .

帰引屯圧(対立相反転管V1Sで対称出力とされ， 最終

段対称度続の出力;よ主プラウ y管の水平斡偏向仮に接

続している.

同じ 1/3出力は絞正用プラウン管に同じよ うに接続

してL、る.

掃引時間の切換は蓄電探 C2の数値により，:ri電訴

C1 :及び後述の蓄電総C3と共に単一調整により一緒に

行われる.

6.時問答線変更回路

波形を2分して半分宛プラ ウγ管面上下2段に現わ

すために必要な基線変更パルス用短形波を発生する回

路である.それに兼ねて蹄度変調パルス，長7，引電圧及

び吉野J主変更パルスの継続を同時に終らせるパルスを得

てL、る

~線変更パルス l主主増幅術 4 段 (V6) のプレ ー トに

て所要の増幅を得て安定入力に草壁される・基1泉変更

パルスに伴う正の放電パルスは一回増幅を受けて反性

のパルスとされ，単一筋fJ波発生回路の (V14b)のグ

リッドに加えて，回路の準安定状態を終止せしめてい

る.回路の働作:主次の如くである.

時間基線回路より急峻な放電パルスを受けるや，Ji!O 
~に電子管開閉路 (Vま1a) は聞かれ， 次に蓄電書官 Ca 1主

抵抗R4を洗れる真谷管 V21/，の管電流により充電され

パルスヵ:終ると抵抗 Raをi流れて放電してパルスの継

続時間(t終る・第1放電パルスに領似の第2放電パル

スを受けるや，即座に電子管開問団告は再び開かれ，

帯電総 C3の電位は急に所定の thyratronV22の

threshold voltageを越え thyratronを通じて忽強電

する.この時 thyratronの cathoderesistanceに急

段な第3放電パルスを生ずる.上の{耐乍を満足し且つ

頂部の一線な鐙形波が得られるよう充電時定数 (R4X 

Ca)及び放電時定数 (RaX Ca)が適当に選ばれた.

7.表示器，カメラ制禦袋置，電源

表示録it51吋プラウ y 管，カメラ及びカ メラ駆動誘

主義屯動機から構成している・

プラウ y 管lt120H-B 11型プラウン管で，加速電圧

6，∞OVとした.カメラのレY7:'主1/1.4aperture，焦

点匹犠50mmである.カメラに収納する生フィイルム

用マガグγ及ひ.撮影フ ィルム熔取用マガジYI主各、一

つ宛の誘議電動機のベルト駆動とした・

観測中.常時モーター lこ電源屯Eを印加し，マ ガ~

y の伝務軸を機械的に餅動した.

カメラ銅j禦装置は答電波形が露出フィ ルムに挽彩さ

:lU!寺間基線の紛引の終ると即座に， 静止フィルムをー

削進める装置であって， ト リガ ー作用 l主 I時間部~変

更回路よりの第3放電パルスにより行われる.3段の

パルス増幅訴を経て終段のプレート負荷をなす電磁9

レー (A)を磁化し， Aの働作に続いて電磁リレ ーB

ヵ:(!耕乍して，マガジy伝導車由の機械告~~訪を瞬間的に外

す.これにより フィ ルムヵ:一前進むよ ろにしている.

この装置による最大撮影速度は毎分60回である.

電源の変動による装置の性能の劣化を防止するため
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安定化電源とした. ブラウ y 管にスポッ トを 1/2フルスケ ール振らせ

f/.j電波ハムの波形の節度の班点として現れる影符は る屯庄はTlIf菌加の入力路子において 14.5mV.r.mふ.c
ブラウy管[u(路nw(収除いた. ある.

8.混合管回路 同じく伝大利得において，増幅綜の無愛最大出力..t

限度変，JMパルスと時間基線回路から第1放電パルス 人プJftl子の 20mV.r.mふに対応している.振幅川波

プピj良介して，柿引屯庄によ り生ずるスぷ吋 トの対線が 数料f生l主第3(対にぬ:f'(1.、る・

iì~去きれるよ う 混合管回路を附した ・ 上の州純Ii.I曽幅約単独の場合を示し ，下の [1!JfJil:.t.

附皮'だ，J/.lパルスに加える真宗管 (V27)と， 消去パル 失々第 5高.f.Il波Ii'_v.波〔日1路及び 17.442kc/sの減波回路

スセ加えるよ・悦・管 (V2S)と的 訪日践続にし， その出力 を抑人した協拾を示してL、る・

mrn.t. i:プラウ y管及び車交正用フ'ラウ y管の輝度変淵 地問問qi5'虫の場合の特性は，侭周波になるにつれ伶2

4れnこ加えている. 少のよ呉を認める・

9.同期パルス幅滑回路 第 5高J司波古音波川路及び 17.442kc/s消波間路附近

波形ifltl'iE担金と方位制定機とを同期さぜるため，銭形 に公・疋エネルギーの主要部分がある場合には波形常信

波常生問符よりfSられる同期パルスはパルス矧幅探 せるであらう .

で 2 fli:m絡しみ・{立測定~S. にケー プルに よ り接続して 2.銭形波発生回路

いる. 短形波発生に用いている ，単壊現マルチパ イプ

)j(立測定機のプラウY管の{去に取付けてあるネオY レー膏ーの性能l主連続正弦波とパルスの場合と('(主主E

符カ・(，1])切パルスを受けて点火し，これがき三電の方位伎 し〈相異「ることが認められた.

，l:JU)傍に抜んで一間二一定速度の動 〈フィ ルムに舵彩 述続疋F立政をm幅~iiの入力協子に加えるとき，ある

べれる.

VI.性 省E

適当な振幅を越えればlì~峻型マルチバイプレ ー F ー

は正規の短形波に比し主主かに波高の侭L、短形波をたと色

1.噌幅器 する.従ってi虫続正日立波を プラ ウy管官iにfJ，lj川h に

見{誌の性能は用関協の特j;[:.主に振幅特性・{立中r!特性. は・ トリガーパルス発生a?iの起動J感度を適吋な他iこ

川波数特性によ り若し〈支配されるが.t首幡宮Pの特性 調幣せねばならない.

!l:.大約次の在日〈 ・である~.:沼パルスにt、Iしては常に満足な性能を示した・
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I幹事院マルチパイプレータ ーの最低ト リガー レペル

は，常時Itcut off管の負のバイアスを交えれば可成

り低<r-ることが出来る.これはプラウ y管簡の波形

の時間漫才Lによる消失を少くすることが可能である.

3.時間基飯田路

掃引m庄は始り及び終りの部分に多少のf'f曲が認め

られるが ， 答電の代りに別個述続正弦波を地幅~~~の入

力格子に加えて装湿のカメラで振影し，波形の記録を

解析ーするl専の較正された時間として利用している.

4.波形託銀

京電)j位 2点校測と本炎混との運動観測が 1952年

9月に行われた.

第 4図に示してあるのは，その場合跡形した掃引 5

rnsの終電波形記録である.

第 4a図の波形，日HI主1952年9月15日， 20時 50

分で，電機庖反射型波形の代表的な記録である.

第 4b図の波形日付l主 1952年 9月 15日，20時 50

分で，前駆放電に電離附反射波が続いている.
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