
機被的蒐電器に就いて

崎 方郎

I緒 宮大気の電位傾度測定K際して，分程度以内の短週期痩佑を自己録する震には，電位

計に趨期の充分に小さいものを要するととは勿論であるが，蒐電棒としても通常用ひられてゐる水

滴蒐電器，乃至放射物蒐電棒等を用ひるととは出来危い．とれには地表面電荷を測定して電位傾度

を求めるといふ方法による機械的蒐餓器がある．との種のもので本邦では長谷川高官博士の製作さ

れたるものが報告せられてゐる．・

とれより報告する機械的蒐観鰍昭和16年夏，柿岡地磁策担測所K於て，横内幸雄氏の設計に依

り製作されたもので．製作後直ちに前橋に於ける雷雨観測にp 電雨下の急援佑電場測定器として使

用せられ，其後柿岡に於て引続き用ひられて，静穏日に於ける徴細鑓佑測定にも臨用せられてゐる．

機械的蒐電器は 3つの主要部会よ P成る．其の第 1は接地した導越を大気電場の中に露呈する

と，電場の強さに相賞する表面電荷を生ずる．との導鰻を今後誘導坂と名付ける．第2IC此の誘導

板を掩つもそれより下の電場の強さを零とする接地準値がるる．とれを越蔽板と名附ける．次に

誘導板の接地を切り，遮蔽叡に掩はれて大集電場より遮断せられたときに，とれを電位計につ友げ

ぽ表面電荷が電位計にて分布

して記録される．との卸換を

たすものを綿搬器と呼ぷとと

にする．

ととで誘導叡を固定して遮

蔽板を岡純せしめる方法わ

遮蔽援を固定して誘噂坂自身

を同縛せしめる方法とがある

鰭であるが，それぞれに依る

2種類のもの昔当製作されてゐ

る．前者を 1鋭型，後者を 2

鋭型として，その梯議並びに

観測結果について述べる．

・地球物理嚇会令都S揖

都 I 固（a)
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一蹴却は布~.縦，櫛．ともに工米の大いきで， 60 組の商さの盤上に載せてある．自Pち第 1 固

に見る如〈電池室，配線蜜，自記の暗室及びその上の電動機品部換器室より成る．

金鍾は蹄電遮蔽の震にプりキ板で掩はれ，雨，鹿を防ぐため各室の昂は左右より差込むプリキの

引戸 2枚L 木艇の関戸の 3重戸とたってゐる．

第 2回ぐハ〉は頂部の蒐也郁舎である． 即ち憶動機に依り悶縛する接地された遮被援の下位 2

箇の扇形の絶縁された誘導叡がま史けられてゐる．とれは諮蔽板の 2分の 1ー廻鱒毎に締換棒を遁

して欝也及び電位計への接鱒を 1問づつする．

ぐイ〉鴎導板第 2闘〈イ〉及び第 3固に示し？と様K，アyプロイドの囲鱒を固定し，業中に民

鎗製の足を入れた扇形の単位で， 40.S平方組の面積を持つ，fi鎗の足に扇形をとりつけた有機を第



織観的 1'勉器に聴いて 1S 

2閏ぐ'P）に示す．とれに保雄按を附したのが （.7、〉である．

ぐロ〉蔽蔽坂長さ 22麺のプロペラ形の板で 11:却馬力の電動機で 1分間約 500から 1000悶

縛する.（摺動抵抗器を挿入して速度調整を可能友らしむ〉．とれは岡持輸の底部で常に接地されて

ゐる．事事換器はとの輸に固定されてゐる．

ぐハ）事事換棒牛径6糎のベータ 都 4 悶

ライ干根に， 4 箇の接識を持つ〈第 ~.tAtt‘

4囲〉．その中 a,bは更にアンプロ

イVで絶縁され， c,aは袋地されて

ゐる．遮蔽援とともに廻轄し，拐事

板より出る接節子 eと ef又は d)

とが接鋤すれr.f，誘導板は接地されると同時に露出の危世に

あり，犬筑宿場tcよる誘導表面也荷を生ずる．との際電位計

に遮る接鯛子fは c（又は d）に燭れてはならたい．そして

との蹴強で接舗が切れれば協荷は誘導叡に浅る．弐の4分の

1廻縛で， e及び fが同時に a（又は b）に接崩した時はi障

の表面協荷は電位計系金値に分布される.BPち誘導板は遮蔽

板のー廻鱒に依り 2悶づっ接地及び電位計の接燭を繰返す諦である．

梯 5 闘

縛換器としては，エボナイト，若し〈はベークライト等の絶縁板K，接飼蹟として金扇線を掴め

とみ （a.b. o. cl）， 刷子仇 8）で命〈といふ方法が機械的に最も安定と考へられるが，との方法では

尉子が常に絶縁側乞接飼して，とれを摩擦してゐる．とれを避ける震に，偽b,c,dはともにベーク

ライ ト板上の突起とした．始めとの突起を民鎗として刷子は鋼のゼンマイを用ひたととる，電位計

の週期が非常に小さいためp接飼毎の振れを生じた．とれは接鋼電巌に依るものと思はれるので，接

踏にすべて白金線を用ひて完全に防止できた．後に更に a,b,c, dの突起にもスプりングを入れ，接

簡の際の衡激を援和して，機械的の安定度も滞足せられるやうにたった又電動機の傍に寵燈を酷

じ，湿気筒を設けて室内を乾燥せしめ．アンプロイドの絶縁を良好左らしめてゐる・第5固に縛換

器室及び電動機室を示す．

（＝） 電位計温研製早織維電位計を用ひた．そして感度鑓頁は，容易に行ひ得る様に綿助電鹿の

切換を以ってする事とし，雷雨下，降雨時の擾露L電場，及び静穂日の記象をも採るととが出来た．

自記に際して組べての操作は回線室で震し得る．卸ち配組蜜には襲底器，光源調節用，電動機連

度調節用の各摺勘抵抗器，感度鑓夏用の補助寵屡拐換スヰ，チ，並びに感度測定の際の供給電鹿用
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切換スヰッチを設けである．

更に記線紙上の零貼をとる震の電位計の勝也の接結は舟銅式とし，遁常は引上げてあるが零駄を

とる際は下げて電位百十に接燭せしめる./1高度測定の際も供

給電駆の接駄には同ーの分銅を用ひる．（第 6回上部の結

線枠内〉．従ってとの抹作は自記町室外で可能で，分銅につ

けた細紐は滑車を湿して配秘室に引き込んである．

(2｝ニ 鋭型

一蹴型は遮蔽板を悶抑せしめるK反し，二鋭型は誘導板

を同定した遮蔽板の下で魁榔せしむる方法である．

との場合，一蹴型では廻時板は接地して置けばよいので，

絶縁する必要注〈，従って製作上に困難な鮎はないが，ニ

蹴型ではとれを絶縁せねば怠らず，｜司榔1M1の途中に絶縁物

〈アンプロイド〉を挿入する~＇製作過程で離心的とたり向

勝に際して震動を生じ易い．

宣伝 6 岡

との製作上の難貼を避け得られさへすれば，純換器の構造上で甚だ利駄がある. ~pちー鋭型では

誘導披と電位計との接縄はニ箇の接絹子に依らねばたらず，しかも電位計と榔換株との接飼は，称

換器と誘導板との接鍋時間内に於て注されねばならぬが，二鋭型では 1箇の接鯛子で事足り，調節

も簡単である．

百己銭は屋内暗室で行ひ，導線は静電遮蔽の固筒内を遜じて室内に導〈．

第 7聞にその外形，第 8闘（イ〉は上部より見たるととろ，〈ロ〉は遮蔽根を取除き内部の称

換掠を示す．電動機はその下に取りつけられる．

都 7 国 ~ 8 間

くa)
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全部銅製で金値の大いさは頂部の半径 so粧，底部の半径 40糎，高さ 40組で誘導叡の露出部

表面積は 106.4平方極である．

Ill 測定器 の 常畿

地面上の電場の強さを E とすると

E= -477'・σ 

σは誘導板の表面官荷物皮である．誘導板の表商般を A とし，誘導板，電位計及びその聞の都線

を含めての容量を C とすれば， Aσ＝CVで Vが電位計に依尚己主張される．従って

471'0 
E＝一一－VA 

C及び A は測定により求むる常撤である．

一説型では A は 80.6平方桓.0は 33.6粧であった．

ととで誘事伎が地表蘭電荷測定のウイJレソン板の如く地面上Kあればy 電位傾度は上式て・求まる

が，質際は測定装置が地上に置かれてあるので等電位商が歪曲され，測定値は大に過ぎる．

一様友電場中民地面上に半球放の接地導健が置かれた時はp その半球の頂賄に於ける電場の強

さは，もとの電場の強さの 3倍にたるととがわかる．一蹴型に於ては大鰻とれに近い筈である．

質際に水滴蒐電縛に依るベンドルフの記象との比較の結果 3.49倍とたった．従って測定器の常撤

として，その逆激 0.287を乗ずれば良い． しかしとの数値は等電位面の歪曲に依るものばかりでな

都 9 岡
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16 揖犠的寛也器に就いで

〈，跨穂坂上の電荷の分布鎗，質際の動作の要問想的肱旗に依るととも考慮K入れねばたらぬと考

へられる．

E宮却定 例

第 9固に12象例を示す．何れも柿岡に於けるものである． ぐイ〉は静穆日，ぐロ〉及び〈ハ〉は

降雨時，〈＝〉は雷雨下のものである．

とれを見ると，〈ロ〉には徴細艶佑がよ〈現はれてゐる．〈イ〉には左程認められぬ．降雨の中で

もぐハ〉は非常に滑らかで短遡期の蓄を佑の無いととは， 〈ロ〉と比設して興味あるとどである．

〈＝〉は自記鍋を平越しにして取った記鎌であるが，配象の不達観舗は線て雷放電に依るものであ

る．

寸法健は測定器の常数を乗じて電位傾度 （Y/m)tt:引き芭したものである．

Y 績悟

柿岡に於て製作され先機織的蒐電器の2種について，共の樽緯を越ペ，自配配象の数例を事げた．

得られた材料の個々に就て吟味は戎問に揺るとととする．

との蒐電器にも，締換器の接燭子，白金の消耗鎌未だ改良すべき舗もあると思ふ．しかしたがら

倫，との種の蒐電器は留放電K依る念事JM包電場に書せするばかりでaく，一般に電場の短週期費佑測

定用として茜完勝来怯のあるものと思はれる．

鯵Ptt:臨み，絡始穂協なる御指導を賜った今池所長，本器を候計製作され，使用に捺しては種々

便宜を計られ先横内幸雄氏，並びに搬品保氏に厚〈御腿申し上げる． 〈昭和 18年 1月〉
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On色heElectriciも・Yon Rain (par色I)

By S. K.：沼田？.

Since Feb.却 01，曲ewrl飽rb個 carriedo凶 ame咽町ementof色，beelec世ricityon rain. A珂色he

fil'Bもreportwe fnv•倒もlga加白e data !tom Feb.加 Aug.of this year. 

In ordinary rainfal1s accon1pan1ed by atmospheric depression，ぬechar酔 dh出 signsis ・about 

0.1 e.s.~. per .c.c. and no色e玄 関eds0.6 e.s.u. per eふ Thecuπ阻 tdensity due toぬerainfall of this 

kind is in range仕om10-1・to10-11 amp. per square cm. P1伺 i色ivelycha唱:edtafns occ町 田ore

f問 quenily<'ompared wiぬ nega健veones. 

In ehowe四 accompanied.by fronts，拍echarge amolin旬 over1.0 e.s.u. and f色oc叩問 rarelymore 

than却 e.s.u.per eふ The e田 rentdonel句 ofぬise闘ei目ー也eorder of I0-18 amp. per岡田：recm. 

The charge observed in rainy sea冊nis about 0.01 e.s.u. per c.c. and smaller than th帥 ofordin-

ary rainfall日．

When ninfall e玄ceedRu; c.c. per min., zero or negative charge is i;o slightly白atwe <'an not 

observed it, while posl色ivechat'ge shows a lower value in rainfall公om0.5 to 1.5 cぼ・permin. and 

when It exceeds 1.6 c.o. per min.，も；hecharge旬ndsto increase wiぬ rainfall.

As to也erelation wi由也epo鈎ntlalgradient, ft ls a predominant色endencyin our ca叩ぬat

the negative potential is眠 claetvelyaccompanied by positively charged rain, while in色beforeign 

countrie自由1enegative charge ifl al自oobserved. 

On the M@cbanical Collect.or 

By M. MlsAEI. 

In summer of 2601，怜okindR of mechanical collectoぉ desi伊 edby Mr. Y. Yokoutl were in防al・

led atぬIs。bserva句ry. Their con自制ictioneand耳omeobsぽveddata are reported. 

In the first type，曲eshielding plat.e ie rota古edover也-3two insnlaぬdpla旬awhich也ke曲 e

sarfa伺 chargeproi;orti仰 al加ぬeexisting ear也’afieldwhen曲句町eexpα罰ed.On色hecontrary, the 

insulated pla旬 ofthe second句perota旬sutlder伽 fixedshielding哨 ichh闘志woapertures. The 

former is shown ~ Fig. 1, and the latter in Fig. '/. 



On色heAtomospherie .Po旬凶~ial Gradie凶叫ぬeTop 

ofもhe Hill，αKakioka Fujiyama” 
By 8. KI割安r.

茸romNov. 2600 to Mar. 2601，出ewri拘rcarried ou・色ame副urementof也emぬntiall?l'adient 

near也eear出’Ssarface a色thetop of也ehill卸・called“Fujiyama". The observing point is loca旬d

abou色1km. sonthwani from白isobserva旬ry. Thie hfll sぬndsalone 前回mewhatso凶hfromぬe

伺 B旬rof色；heKakioka basin. The句pd也ehill is fiat岨 dform自由，ecircnlar ground about釦m.

in diameter, surrounded wi也 pine蜘 es位 ceptingfor nor也side，色.heirheight being n倒 tJyequal旬

也elevel ofぬe色op. The ob駒rvingpoint ls at an elevation of 128m. above the sea level and about 

100 m. higher也an也isobserva加ry. 

.As the me悶 uringapp町羽田， aBenndor宣’gse1たecordingelectrometer w回国edwi色ha radio 

也orin皿 collectorwhich was apar色108cm.fromぬewall and 198 cm. abo¥fe the ground. I旬 reduction

fac句r加 afl.at place ie 1.28. On the o也erhand, a色色hisobserva句rya wa・旬rdropper col1ector is 

田 edwhich is 185 cm. apa凶 fromぬewall and 200 cm. above也eground. Its reduction fac句rie l.82. 

From也ere回Itsof也eeimnltan・開国 ob担 rvationewe ob胞ined，四 anaverage value, 186.5 V/m 

at也ehill and 150.5 V /m at也isobservatory. The former is 1.W色imes剖 largeas the latter, but 

仙ehourly ra色iosbe阿倍n色hemchange considerably andぬeavera伊 ratiofrom 11 h to 16 h is 1.1邸．

It must be noticed that the value of也emorning rna玄imumM ぬ.ehill is r叫hersmaller也組

曲at叫ぬisob隠 rva句ry.

The diumal varia針。B in a fine w白色hershows the double maxima-type at both places, butもhere

are S侃nedifferenc開制 belowmentioned; 

(1）盟主eamplitude atぬehilli目smallerもban也前凶ぬisobserva・旬ry，曲atis, in the lat加rthe 

morning maxlmtim develop回 predominantly也aneve凶ngma玄imum,while in也eformer 

由回emaxima being nearly equal. 

(2) The色imeof maximum in也emorning at色hehill is色ending句 retardabout one ho田 than

也前前出isobservatory, while也eevening ma討mumoccurs almost t・he same time at both 

p1国紘

Such differences may be attributed加 thoseof the meteorological co.~ditions at both pla伺 s,

留pecially旬拍前 ぬereversed s同ぬ in也ea回 oepherenear也e加＇Pof the hill br朗 ksearlier色han

d泌.tat色hisobeerva加ry.

The writer a’同 diseussedthe diurnal variations on cloudy days and the potential variaも;ions

during rainfalls. 

The Earth’s Magnetism and Earもhquake{I) 

ByT. Y・倒国ATD.

(1) The world-wide dt自信ibutionofぬeso・calledfoci of the secular variation of也eearth＇’s m昭ne・

もislDis well relatecl to仙 atof出eland and ocean, and a more cl，伺elnve副 g前ion,consideringぬe

distributま.onof the principal ear曲quakezones, eug時stea p伺 eibleca四 eof曲esesecolar vartatio国

dne 初出einti.action byぬepresent general fie1<L 
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。：） The凶 nualmea凶 ofboth horizontal and vertical inte瑚 lti倒的 theE泊 iokaand Toyohara 

M昭netfcObserva旬rlesare s同.tistlcallyinve凶gaぬd台。田山epoint of view也前開meof local 

magnetic disも.uibancesin也evicinity of曲。active町削除ldeformation should be e却自叫ed句 rela旬

加山eoccurence of倒；rthquakes. The reanft ob凶nedls ju品目。也atthe general investigation of 

由eseeul町 variationmust be attacked帥 ftmfrom色，hfsconsld町 帥ion.

OnもheE・rup・も.iveSol町 Prominenceon Mar. 4, 2603, and 

ぬeGroup of the Sun-Spot, No. 2882. 

By T. OsAWA. 

Some observed facts are reported on a moderate but eruptive prominence appeared。nぬee銅色

limb of也esun disk andぬe回目。伽拘dsu11spot, including色heirp伺sibleeifec旬 upon也eearth’e 

magne色icacf.iviも早

A Reporもofsome SoJar Measurements during the 

Solar Eclipse, of Feb. 5, 2603. 

By T. OsAWA 

On也eoc儲 sionofぬe句tal回 fateclipse, a photographic measureme凶 ofthe time ofぬeend 

of the eclipse and oぬereare reported. The error of the present pho旬graphicmethod is probably 

wi血inthe limit ofもwoseconds of time. 


