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雷離暦反射公式により求められる

電離層の高さ及び空電源距離

l 緒 言

屯商住居反射型波形に電離層反射公式を適用して1道出住

居の高さ (h)及び空lii源距離 (D)等ーを求める}j法

は， Schonland以来多くの研究者等の用いた万法であ

る.叉 Carton及び Pierce(1)はこの公式の主主値計算

結果から例えばhをパラメータとして tー D曲線のグ

ラフを作成し，空電波形からi!IIJったピーク間隔をこの

グラブの曲線に適合させて h及びDを求める刀法は簡

便で間違いが少いことを報告している.著名ーは，昭和1

30年 6月に行われた当研究所の空電観測のとき£録さ

れた包離届反射型波形の中特I'C，Regu)ar Peaked 

Typeの波形をこのようなグラフを用いて解析した所

電離層の高さ或は変電源距離等について比較的統計的

な結果が求められた.叉上に求められるDを空m方位

測定法により求められる Sfericfix positionとの比較

は実際上正確な一致を示した.この比較結果から沼離

届反射公式によ りD必はhを評価する方法は， Sferic 

fix Positionの確度に或は D丈の比較であるという

ことに依存するけれども実際上の評価としては有効で

あるということが結論される.併し乍著者はこれらの

観測データから求められる諸結果を離れてfE総局反射

公式自体を考察することにより，求められる h及びD

等の確度は公式に含まれる空電源距離，ピーク数の他

に， 空電波形のピーク間隔と t-D曲線のグラフとの

間に現われる適合誤差に依存して変化するということ

が明かになった.叉空電波形から求められた h或はD

出

T
，sz
，
 

井 J孟 敏

の俄皮がかような公式自体の湾祭からよく 説明される

ことが分った.;g名・はこれらの結果について以下にお

いて述べよう .

H. Regular Peaked Type 

1. 電線層反射型空電波形の型.

当研究所は，昭如30年 6月豊川1，熊本及び八丈島等

3地点において空電波形及び方イ立に関する同時空電観

測を行った.多数のnti1Jl層反射型波形がこの期間中記

録せられ大体(1)Regu)ar Peaked Type， (勾Rounded

Long-train Type及び (3)Daytime Typeの3つの

型式に分類されるものであった.

(1)及び(2)の型の笠宮は夜間に観測され(3)の型の空君主

は昼間に観測された.Regu)ar Peaked Typeの空電

波形は専ら本文で取り級われるが，パルス数及び伝tift

距離等いづれも他のニつの型式の空72波形の略中間に

在ってパノレス数は大体6-13咽位である.第 1図はこ

の裂の空包の発生距離分布を示しており h=85kmに

対して波形から求められたものであるが，後述の通り

波形から求められる hの解として可能な， hの異る高

さに対しては若干の変化は起る筈である.本文で述べ

る空電波形は笠川で観測されたもので波形に使用した

掃引時間は1.9msecである.

2. 同一空電源から伝播する空電波形

電離層反射公式は，電離層反射波はいつでも i司じr~j

さから反射されるし叉同-?i'_電源距離から伝情する空

電はいづれも等しいピーク間隔をもっているというこ

10 

~S 1図 Regu)ar Peaked Typeの空電波形の発生距離分布
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とを仮定している.今後空電波形から反射公式により

求められるh或はD等の確度の大きさを調べる前に，同

一空電源、から伝濯する空電について上の仮定を実際的

に吟味することは必婆である . このために今回の~m

観測期間中間じ測定時間中に£録され観測地点におけ

る3方位線が夫々士10以内で合致するような方佼角を

示した 8個の空電波形について，波形ピークf切断の分

散が調べられ又 t-O曲線グラフに適合させる}j法で

第 2関 同-'!J!.包源に属する空電波mの

ピーク間隔の分散
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められた平均伝矯距離及び h=85kmの場合に反射公

式から子測される理想、的ピーク間隔を基ij4としたとき

に8例の?}:r:!波形ピーク間隔のそれからの似走を示す

時問。伎のを取っている.波形からdとめられた空電源

距離の平均値は h=85kmのとき 2169kmr. m. s. e. 

1':.土58kmであった.然し乍波形ピーク間隔の分敏

から生じるこのオーダのlu9:Aは後述のi爵り， 解として

"J能なhの変化のために生じるを1む源距此の変化l乙較

べれば尚お小さいものである.従って若しこれらの家

屯がrol.~電源から伝捕したという仮定を認めれば同

J 空'<liIbi(1ζ属する空包の|自に見られる波形ピーク間隔

の分散は実際J:反射公式の仮定に膨管しないものと考

えてよい.

3. 11及び Dの評価及びそれらの確度.

一観測期間に多数の15隊府反射苛J披形がu己録された

主場合は， 当研究所の空包観測のれ験からすれば比般的

紗いのであるが，昭和30年 6月l乙行った空m観測矧聞

はこの例の基金い方であった.ここでは記録された Re-

gular Peaked Typeの空電波形の中空4波形のピー

ク間隔が不規則でh及びDのぷ仙に悶いるのは不適当

と恩われるものを除き，約 120紋の空電波形について

t-O曲線グラフに放形のピーク附隔を迎合させる方

法でぶめられる h)kびDの結耳lが;aべられる.h ffiぴ

Dのイ出It.̂rc31設に掲出されているが比以的統計tJのあ

h及びDが求められた・第 21州士ピーク間隔の分散を るものである.'IJ央の級帆は h= 85km I乙対して求め

示すもので横網liはピーク次数に採り縦軸は波形から4と られるDを表はしてり， hニ 90或は80km等へ土5kmえ

k.内
切。

第 3凶 Regular Peaked Type の ~'IU波形から求められる h 及ひDの'ij{h
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変化する結果生じるDの変化ル雌It.対応寸る Dの大々 の'J:~'IU波形からぷめらが/.:， h }).V: nの1lf(に附してその

上下の点でぶしている.hが民に Skm!l化-rr，とき 総付jrr{...ノJ;しているー

11波形のピーク間隔と t 一O llk線グラフと O)~:il't l;t. ;お 31:1から;(11 fこ，必;i(~1r1:') ，I:jさか水められゐ，t!!J 

一般に相対的に劣化するのでs 対応するDの変化距離 "' h の変化~li雌微，_.すれば解としてμI能な h のぬ凶l よ
は第 3図に£入していない.然し乍このtf'対的な劣化 叙述のやうに，空電所i陀血性の精力日に比例して大きくな

の程度はよ車i!P.離になるに従い減少するものである か ることなY;"えても尚お，宅むがjhi凶に反qjな受ける1G

ように第 3 ~1は，約120枚の Regular Peaked Type 総局の:~~~け、 85 '-5kmであると結論できると思う .~~ 
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2に，空'毛似脱出佐は h=85kmに対して求められる Dの D曲線との間の適合浜差について考察した結栄よく説

11立を中心に h=土5kmの変化に伴う距離変化合もつ 明される所である.

(II'{として求められるが，これは第 3図から大体 h=85 4. Dと Sferic'fix Positionとの比鮫

kmに対するDの約15%の変化である.第 3に第 3txlの fE雌厄，の高さ及び空電源距離は! ~tü:波)~の解析に

顕著な特徴としてI hの変化に伴う Dの変化距鍛を表 より前述の通り求められるが，かようにして求められ

わしている点が大体01乙比例して末拡がりになる傾向 るDを空1fiJi位測定法により決定される Sferic fix 

を示していること及び中央の横輸に関して慨ね対照的 Positionと比較した結果について次に述べよう .比較

な分布を示していること，等である.これは広範閲距 に用いた空電は現在の空電方位測定地点が配置されて

総に亙る異った空包源から伝指して来た多数の~電 いる状態においてISferic fix Positionが有効且つ正確

の波形から測定される randomなピーク間隔を， tー に決定されるような地域に発生したものが選ばれた.

D曲線のグラフに適合させる方法により h及びDが求 その結果として比較される空電数は'ií~ 1去に示すよう

められた結果として生じた統計性であるが.これは後 な数に箸滅することになった.表中の数字は上欄に示

述の通り，電鍛届反射公式を波形のピーク間隔と tー す通りであるが，m2列の数は笠)11から Sfericfix Po-

市 1 表

I ~~JIIから S~r.i~ I _ . .. .. . _ I 土20の方位角の変動によ | 
記録月口 I fix までの距離!両方位線の交角 I _. . .._".-==::_.=.~波形から求められる距離I (km) ._..-I . '" .-.. . -， . I るSfericfixの変動距離 | 

6月19日 OJJ4f 1300 240 

18日 O時 480 62。

19日21P寺 1450 260 

22日 O時 500 300 

18日21時 1300 30υ 

22日 O時 525 30" 

16日21時 2000 160 

sition までの距離 (km)第 3列の数は鐙川及び熊本

における両方位線の交角，第4:y11の数はこれらの方位

線を土2"動かすとき Sfericfix Positionの変化す

る位置を墜illから測った距離を示している.この比較

により波形の解析から又 Sfericfix Positionから各

々独立に求められる室電源距離相互の悶に実際上正確

な一致があることが分かるが，然しこの比較から hの

値がどうなるか推定することは出来ない.

比較に用いられた笠宮包の発生地域は，方位誤差に関

寸る理論的考察宙開から叉当研究所の笠1'，1観測上の

経験函からしてISferic fix Positionが可成り正確に求

められる地域に入っている.従って波形の解析から求

められるDの仰は独立で可成り正確な空包源、距般を表

現していると考えてよい，少共，Sfericfix Positionが

合効に決定されない地威内に発生する空屯似位凶の決

定は，波形の解析から求められるDを併用することに

よりー府改斉されるとヨっても差支えない.

E 電離層反射幽線

1 対応距離幽線

1280-1400 

450-5∞ 
14∞-1550 

480-320 

1260-1370 

500-550 

1850-2200 

1200土150

おO土70

1550土250

540土80

1150土150

520土90

1740土160

空電波形のピーク間隔を測定しこれをhをパラメー

タとして求められる t-O曲線のグラフに適合させる

ことにより h及びDを求める空電波形の解析法では，

波形のピーク間隔及び t-O曲線佃互開に現われる適

合偏差の結果として，求められる h及びDの解がある

可能な変化距舵内に存在するというようになる.この

ような具体的な例は，前掲第3図に掲出した h及びD

の分布の通りである.従って空電波形からこの方法に

より h及びD:b:求められる場合には，常にそれらの確

度の大さが問題になる.かような適合偏差の生じる原

因としては，ピーク間隔の測定誤差以外に，空電波形の

ピーク自身に歪みがある とか.叉ピークが峻鋭でない

ために正徳なピーク位置が識別きれないとかいうよう

な，空mの周波数や伝j番路の状態に州せられる観測器

系以外の外部的原因が考えられる. 前述の Regular

Peaked Typeの空電波形については全てのピーク間

隔が土201lsec以内でt-D曲線のグラフに適合する

ものは，全体の 120校中約26%であった.これらのi菌

作ぷ差がh日記はDの確度にどのように影響するかとい

うことが，他の閃子空電源距離自体及びピーク数等に
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基づく影響と共に次の問題になる.

第4図は h=85kmの11寺の t-D曲線グラフの一部

を示している . 縦軸は~包源距離 (km) を表わしてお

第 4図 h=85km， D = 2000kmのJ!ll;\'!.~
的ピーク間隔が土20Jtsec変位

したときの対応距離曲線

:'.¥; 
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距

離 d側
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り，又横軸は'!l.電波形の高次数のピークが第-次ピー

クより遅れて到達する 11割問(μsec)を表わしておる.め

4 ~Iの数字を附した曲線は， その数の次数のピークが

第一次ピークより遅れるl時間が距離の関数として拙か

れている.今例えば空包源距再120∞kmから伝掃する

1!電波形の恕惣的なピーク間隔は，縦軸 D=2∞Okm

の点を過る水平線がこれらの曲線と交はる点で代表さ

れる.これは第一次ピークより遅れて各次数ピークが

到達する時聞は次数に関して閉じ空電源距離 2000km

を伝婚して来たことを;ti:味している.今仮りに第一次

ピークを除いて全べてのピークが，原の理主P、がJなピク

一位置より 20lLsec丈前後に一斉に変位した新しいピ

ーク間隔を考えれば，各次数ピークが新しく伝帰して

来たと考えられる距離は，対応する次数の tー D刈1線

上で求められ，これらのがTしい点を結べば，第5閣に

おいて t-D曲線と交はる11I1線として表わされる.上

}]の曲線はピーク間隔が狭まったときのピーク間隔に

対応している，かような曲線を本文では対応、短荷量曲線

と呼ぶことにする.始めの理忽的なピーク間隔を次数

を変えないで，異る hの高さに対して与えられる t-

D曲線グラフに適合させれば， hの変化l乙対して各ピ

ークの伝橋距離を衣わすrlh線を描くことができる.こ

れは kに述べたような他の二つのピーク間隔の組にl刻

しても同様である.ιれらの h の変化により生じるfJ~

第 5-1 h =85km， D = 1∞Okmのときの

JlJl似的ピーク間隔から誘導される

対応距離曲線

~m 

空州'f"'-一一づヂヂ〆一

制

刷

電

源

距

離

邸調。

帥 l

ピーク次数

第5ー 2 h =85km， D =20ωkmのときの

理:t!J.的ピーク間隔から誘導される

対応距綴曲線

km 

距

離

q 11 13 

3<00 

脚

宝

滋

源

Mω 

2α)() 

16ω 

lao; 

ピーク次数

倍距離の変化を表わすIIIJ線も叉，対応距離IUI線と呼ぶ

ことにする.

かような考祭に基づいて第 5- 1から 4までの各凶

に， 4組の.fJll忽的なピーク間隔からオとめられる対応距

離曲線を示している.f.![J't， h =85kmのとき D=10∞
km， 2∞Okm， 3000km及び4000kmi乙対して電磁庖反

射公式から予測される理想的なピーク間隔の4つの組

を基準にしている.これらから D=lOOOkm， 2∞Okm 

及び3000kmに対してピークを原位包より土20Jlsec宛

変位したピーク|切断及び D=4000kmに対してピーク

を原位置より土30μsec宛変位したピーク間隔宏誘導し



第 5-3 h =85km， D=3ぽlOkmのときの

更Fュ惣的ピーク間隔から誘喝される

対応距離曲線

kon 

4加。

~ 

<ti: 4200 

一
即

線

距

離

3IX咽

調。。

ωO;--'J 

ピーク次数

第 5-4 h =85km， D =4∞Okmのときの

盟主目、的ピーク間隔から誘導される

対応距離曲線

k" 

'引

15 却

“同叩

."*.. 
屯 SQ:)O

淑

距

離

王国唱

ま岡田
10 

ピーク次数

後から加えた 8つの組のピーク間隔の h=85kmのと

きの対応距鍛曲線が求められている.又上の各空電源

距離に対して 3*!l宛のピーク間隔があるが.:二れらの

ピーク間隔について h=75， 80， 90及び95km等の災

るhlζ対して対応距離曲線が求められている.第5凶

1から 4に共通しているが. 3曲線から成る曲線は

下から順に h=75km， 80km， 85km， 90km及び95

kmに対応している.各曲線鮮中， '1'央の曲線はいづれ

も理想的ピーク間隔に対する対応距離曲線である.

2. h ia (ま D の確度

h =85km において巣る空電源から伝捕して来る政

19 

先宮、的なピーク間隔をもった空電を仮定して，これらの

ピーク筒隔を異る hの高きで伝掃して来たと考える場

合，それらのピークが対応する曲線が求められたわけ

であるが，逆にこれらの対応距離曲線から真の電離屈

の高さ及び空電源距離を求める場合には，第5図から

分かるように， D=l∞Okmの場合には容易にnの'.:rl

荷量胞の高さ及び空電源距離を求められるが， 0=40∞ 
kmの場合にはその区別が難かしい. !'!(Jち h=土5km

の結果として求められる対応距離曲線は概ね水平に近

い緩な傾斜を示しており，各ピークの表わす伝掃距離

は非常に接近しておる等 h=85kmのときのように各

ピークが凡て等しい伝矯距維を表わすことはないけれ

ども，点のものと明確に区別することはできない.然

し乍次数が相当あればこの区別け.漸次け.っきりして来

る，又波形ピーク間隔及び tーD曲線グラフ聞の適合

偏差を一定似例えば土20!'sec必は土 30!'secまで許す

とすれば，解として求められるhの変化距離が広くな

ることは切らかであろう.以l:.i!tベfこt1J柄から hの確

度は波形のピーク数が多い 4二と，空t包iL~、距継が小いこ

と及びピーク間隔と t-Drtl1線グラフとの適合ぷ差が

小いこと等が実現される場合は大きいという三とがで

きる.

空電源脱出佐DI'よ，当然 hの他!立に比例しているがメ

第5の各図を参照すればhの等しい変化に対しては，

空電似距雌自体が大きい程求められる Dの確度は小い

ことグ分かる，前m穿13聞において示されるように，

Regular Peaked Type の~1ti波形から求められる D

の併として存在する変化距離が空電ilJj(距離自体に比

例して増加する傾向は第5図から理解される場柄であ

る.又中央の繍軸に!刻して示されるDの変位距離の対

照性についても又理解されるわけである.

第6図はh或はDの解として求められる変化範凶を

示したもので繍紬はむ離層の高き，縦制lは空m渇1距離

を犬々 表わしている，空電ibi¥、距離は1αlOkm，2∞Okm， 

3000km及び4∞Okmと仮定することはがjの通りで，

波形ピーク間隔と tー D曲線との伽差は始めの 3つの

空包源距離の場合土20/'sec，40∞km の場合土30!'sec

である，直線に附してある数字はピーク数である.こ

こに示した h 或はDの解の存在:する変化距離は第5~

の各図において hの臭った高さに属する各曲線の中閣

を巡り両側の曲線と交わらない水平線b・求められる場

合の h或はDの値である.従って，これらの解の存在す

る範囲内で適合誤差が等しいと云う怠味はもっていな

い.第5図から h或はDの解が可能であるとして求め

られている処でも実際の空包波形のピーク間隔を当て
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l荻めるときは，そのときの適合点差の具合から当然修

正されるべきものである.

3. 電磁層反射型波形の各型式について

今回の~m観測において Regular Peaked Typeの

他に Oaytime Type 及び Rounded Long-train 

Typeの空短波形が記録されたことは前に述べたが，

ここでこれらの波形から h或はDを求める場合につい

て述べよう.

Oaytime 1、ypeはパルス数 2-3個位である，叉空

這務{距離は 1000-2000km位である，従って t-O他

線グラフを用いてh或はDを求めるには不適当であ

る.

Rounded Long-train Typeはピーク数は約 20又

はそれ以上を数えるがJ '2!.'iG:孤距離は約 3∞0-4000

kmである，それに波形のピークが峻鋭でないために

求められる h或はDの確度は RegularPeaked Type 

の~電波形から求められるものに較べて小さい.

これら両型式の空，11波形に t-O曲線グラフを適附

するときの上述のような欠点は，空砲方1立測定法によ

る正艇な Sfericfix Positionから若干改善されると

!tiう.

W.結 生""量問

Regular Peaked Typeの空電波形のm離庖反射公

式により求められる h及びDに関する結果は本文に述、

べた通り，夜間における電磁層の高さは， ~主ZSが共通

に伝J揺する高さとして約 85kmで 土5kmの変化距維

をもっということが結論されるが， I也の李節における

12商住居の高さについて今後調べてみたい.叉D及びh

~の確度について本文に述べたことは，変電波形のピ

ーク次数を誤って t-O曲線グラフに適合させること

から生じる影響を考えていない.これも今後の課題に

したい.本研究は金原所長の深い御関心と御熱心な御

指場によるものでお礼を巾し述べる メこの研究を御

然心に御討論して下さり種々便を計って下さった佐尾

助教授，数値計算及び波形及び方イ立のデータを担当し

て下さった杉回宣子氏，~屯観測に御協力下さった岩

井助教授他助手，織只の方々，その他ヨ~r.l:観測のため

に多大の便宜を計って下さった方々にここにお礼を申

し述べる.
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