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ロクーン用気球の帯電について

岡崎　三郎・岡本 智・相原　公一

　　　　　　　　　1．緒　　　言

　ロクーン用気球ではその材質たるポUエチレンの持つ

高絶縁性のため種kの尻因によりかなりの帯電が予想さ

れる．この帯電量が十分大きくなると，局部的なコロナ

放電あるいは火花を発生する心配があり，多量の水素を

使用しさらにロヶットを取り扱う関係上非常な危険性が

予想される．火花放電による水素の着火の可能性ecつい

ては古くから多くの研究があるが，B．　Lewis　and　G．　El－

beの報告u）によると着火に要する最少エネルギーはお

よそ0．2mJ（水素57％，空気43％，気圧1．0にて）

となっている，

　放電エネルギーEは，火花電圧をV，静電容量をC，

樋量tZ・Q・す…梶c・・－liQVで与えられ

る，したがって，もし静電容量C＝10GPFの物体に，

Iz竈2000　Vの帯電が生じたとすると，　この場合の放電

エネルギーは上式より，E＝0．2mJとなり可燃性ガスへ

の着火が可能であることがわかる．したがって実際に気

球にどの程度の帯電が生ずるかを知っておくことは極め

て重要であると思われる．

　ポリエチレン気球が帯電する原因としては

　①ポリエチレン・シートと気体および浮游塵埃粒子

との摩擦：　水素充填の際のボンベよりの塵埃粒子およ

び上昇中における空気ならびに大気中の浮游粒子との摩

擦．

　②　ポリエチレン・シート相互間の摩擦：　地上およ

び上空で気球が風にあおられた時（市販のポUエチレン・

シートの小片2枚をたがいに摩擦すると顕著な帯電現象

が見られる）．

　③　ポリエチレン・シートの伸縮：　放球の際および

上空での気圧低下による気球の膨張等による，

　④空中電場による誘導，

　⑤　気球付近に存在する荷電体からの誘導：　雷雲・

雷雨・イオンなどの影響による，

　などが考えられる．このような原因で発生した気球の

帯電量を正確に測定することは気球の形状が簡単でな

く，かつ，たえず変形すること，気球上の電荷の分布が

一様でなく，時には場所によって電荷の極性を異にする

場合もありうること等の理由で極めて困難であるが，ま

ずその第一歩として帯電量の概略値を知る目的で，1960

年3月2日・4日・6口気象庁気象研究所の石井千尋部

長によって実施された茨城県館野の高層気象台構内にお

ける，放射能ゾンデの実験に便乗させていただいて行な

った3回，および［年7月1口および7月2［同所で行

なわれたロ々一ンのダミーテストの際行なった2回の帯

電量測定実験の結求についてその大略を述べ今後の実験

の参剤．こ供したい．

　　　　　　　　2，　　浜1］　定　　装　　 置

　気球の帯電量を測定するにはいくつかの方法が考えら

れるが帯電によって生ずる静電界を真空管電位計を．用い

た電界測定器で測定するのが比較的に簡単である．すな

わち気球上に分布した電荷をその中心に集中した点電荷

qと仮定し，この点電荷からの距離Sの点の電界の強

さをEとすると，E＝4t5Zで与えられる．したがって

電界Eを測定することによって電荷qを求めることが

できるわけである．先に述べたよ5に気球の電荷は地上

で発生するものと，上空で発生するものとがある．

　地上での帯電　は主に，（イ）水素を充填する際，（ロ）

気球が風であおられた時，（ハ）放球の時，などに発生す

るものと考えられる．これらの場合の帯電量測定には可

搬用回転集電器と，真空管電位計とから成る電界測定器

を使用した，

上空での帯

電　は気球の

上昇中に発生

するものであ

るから気球に

電界測定器を

吊り下げて，

その測定値を

地上で無線遠

隔測定（テレ

メータリン
グ）する必要　　　　　（a）回転翼型築電器

がある．幸い

気象庁で定時

観測用として

現用している

気象電気用ラ

ジオ・ゾンデ　　（b）回転翼型集電器（内部構造図）

（以後電気ゾ．　　　　　　第　1図

ンデとよぶ）がこの目的に使用Lうるのでこれを使用

した．

　（1）地上測定用回転翼型電界測定器

　われわれの用いた電界測定器は第1図（a）および（b）

27



72

に示したような回

転翼型集電器と，

真空管電位計・指

示計・増幅器なら

びに記録計から成

る（第2図（a）参

照）．

　回転翼型集電器

は扇形の窓（約3

cm2jが6個放射
状にあけられてい

る椀状電極の中に

絶縁された固定円

板があり，この両

電極の間で窓と同

じ形の扇状翼（椀

状電極に接続され

睾課　軌計 指示計

増幅巷　　記鋲計

（a）地上測定用電界測定器

　　（ブロック図）

　30
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（b）地上測定用電界測定器

　　　　（較正曲線）

　　　　第　2　図

ている）を，小型モータで回転させるようになっており，

したがって固定円板電極は周期的に外部電界にさらされ

て帯電するから，この電荷を抵抗Rを通じて放電する

ことによりRの両端から外部電界に比例した信号を取

り出すことができる．実際に使用した装置の較正曲線を

第2図（b）に示した．なおこの測定器は電界の極性を

知り得ないので，これを可能ならしめるためこれに同期

整流子をとりつけた小型の電界測定器を試作し7月の実

験に使用した．

　（2）　上空測定用電気ゾンデ

　⊥昇中の気球の帯電を正確に測定することは，（イ）気

球の大きさおよび形状が変化すること，（ロ）気球の中心

と電気ゾンデとを結ぶ線の鉛直線となす角が気球の飛行

中たえず変動すること，（ハ）気球上の電荷分布が一様で

ないこと，（二）気球以外の荷電体の影響を防ぐことがむ

ずかしいこと，等のために非常に困難であるが，地上に

おける帯電量との比較および上昇中におけるおよその帯

電量を測定する程度ならば電気ゾンデを用いることによ

って可能である．

　われわれの使用し

た装置は，気球に吊

るした電気ゾンデ

と，これから送信さ

れた電波を受信記録

する地上受信装置と

で構成されており

（明星電気KK製），

前者は一組の回転集

電器と送信装置とか

ら成っている．

　まず回転集電器
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（第3図（a））で，集電器の位置における静電界に比例し

た信号を発生しこれを電位計回路に加えて増幅しこれで

変調用低周波発振器の発振周波数を変化させ，この周波

数で搬送波発振器を変調して送信するいわゆるFM－AM

方式である．

回転集電器（2）これは二つの集電器を組み合わせた構

造になっている．すなわち第3図（a）に示したように

上下に対称的に開いている長方形の窓を持った遮蔽円筒

Z（66mmφ）の中で，絶縁された6佃の六分割の長方形

電極Pがマイクロモータによって回転する．各電極P

はそれぞれセグメントSに接続されている．図から判

るようにセグメント5「および刷予B，によって遮蔽円

筒に接続された回転電極Pがちょうど窓の真下に来て

完全に窓の部分の電界にさらされた時の表面電荷は，モ

ータの回転にしたがって窓のかげに移動し，窓の部分の

電界から遮蔽された時，セグメントに接触する刷子B，

および端子Qを経て電位計回路に導かれその入力高抵

抗（8×101°a）を通して放電され，回転電極は電荷を失

う．したがって電位計の出力には切替スイッチの位置に

応じて上または下の窓における電界に比例した電圧が現

われる．

　上下の窓における電界EAならびにEB　と外部電界

Eoとの間には次のような関係がある．今第3図（a）

において，外部電界E。の正方向を上から下に向かう方

向としまた装置自体の帯電によって生ずる電界（これは

遮蔽円筒Zの表面より放射状に向かう）E。は外部より

回転集電器の中心に向かう方向をIEとすれば

　　　　EA＝Eo十Es　　EB＝－Eo　十　Es　となる．

　また電位計を結んだ時の上下の窓による出力電圧をそ

れぞれγ4，VB，とすれば

　　7浸一K・EA　VB－K・EB　なる関係がある，こ

こにKは比例常数である．

　したがって，

V温一一K（Eo＋Es）

VB－K（－Eo＋Es）

））ーワ臼

（1）および（2）式から，外部電界Eoおよび装置自体

の帯電による電界E。はそれぞれ

E＝VA－VB
O

　　　2K

E。』計γB
　　　2K

（3）

（4）

となる．

　したがって（3）式から外部電界Eoを求めることが

できる．

　このEoはもちろん気球の帯電によって電気ゾンデの

位置に生ずる電界である．式中の比例常数Kは装置を

既知の電場に入れて実験的に求めればよい．この較正曲
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線の一例を第3図｛b）

に示Lた．

　電位言．1・　‘「巳仮計真空

管は入力抵抗をでき1腎

る限り高くする必要が

あるため，茸空管硝］’・

表面のリークを少なく

するよう化’i”処理を施

一恥とともに定格よF）は

るカに低い規格．で使用

する二とによttて，格

子電流をlu－14A程度

とLて使用Lている．

　テレメータ送信機

〔〉

　　　　　　　　　　第3図（b）1司転集電器（較正曲線）
現在，定時気災観測用

とLて米国初め各

国で使用されてい

る方式でDiamond

　　　　　　（3）およびHinman

によって提唱され

たFM－AM方式
である．1680Mc

の搬送波発振器お

．よび，2αり～20GG

a）変毒周器としてt．美

特にラジオ・ゾン

デ1 pとして｛乍らオし

ている真空管

‘‘ T794”　．甘よ〔メ　“1

N3”を使用して
いる．3月に使用した電気ゾンデを第41K「に示した，

　受信装置　定時気象観測用の電気ゾンデに対する受信

装置として現用されているGMD－1A型装置（館野高層

気象台で現用rf・のもの）を使用した．

　　　　　　　3，測定実験
　1961’）年3月2口・4「［・6［iの3回および同年7月1

日・2日の2［コ．1，合計5回の実験のうち，3月4日の実

験は放球の際の不手際で電気ゾンデが反転（鉛直1二向き

方向から約120度傾斜｝した．しかし電気ゾンデは無事

に動作したので観測b↓成功した．また吊後の7月2Hの

実験では放球の直後に電気ゾンデ以外の他の観測器材

（テレメー一タ・コマンド・スピンメータ・天頂輝度計等）

が黛部落下したため高度のデータが得られなかった．

　（1）地上での測定

　前述の回転翼型電位計を用いて気球へ水素を充填する

時，気球が風であおられた時，および放球の時などの帯

電量を測定した．測定に際しjl球が風で動いたり、変形

したりするためにハ球と回転集電器の距離が測定中にた
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第5國　一ヒ昇中の測定　気球450nゴ・3月2目

えず変化し，また野外測定であるため，11確な距離測定

がむずかしい．したがって気球の帯電によって生ずる電

界は大略の値を知る程度のものとなった．また電界の測

定値から気球の翁帯電量を推定することも気球が大地に

極めて接近しているのでむずかしい．

　口絵に実測中の写真を示した．集電器は三脚Lに取り

付〔十られている・

　〔2｝上空における測定

　前述の電気ゾンデを気β｝ミの直下〔5mまたは1Um）に

吊り下げて，（第5図参照）．．「二昇中における気球の帯電

によって電気ゾンデの位置する点に生ずる電界E。を

測定した，なお地表面付近では晴天時eこおよそ百数十

Vlm程度の強度を持ち，上空へ昇るに従って指数函数

的に漸減し，高度約10kmでおよそ数Vfm　となる正

の空中電界（4）が存在しているからわれわれの測定した

Eoはこの空中電界と気球の帯電により生ずる電界との

代数和（両者とも鉛直方向と仮定）であるが後述すると

おり，われわれの得た実験結果によると低高度において

は後者は前者に比しはるかに大ぎいから前者を無視して

差し支えない，第5図はヒ昇中の気球および電気ゾンデ

放射能ゾンデ等を示す．

　　　　　　　　4．実　験　結　果

　実施した実験LI・天候・風速・気球の容積・静電容量

等を．第1表に示す．

　（1）地上測定
　口絵（4ペー・ジ）に示すようec，多くの場合気球と回

転集電器との距離を約2．5m塒にはこれと異なる距離

にて測定した）として測定し，その測定データより，電

界が距離の自乗に反比例すると仮定して距離1mにおけ

る電界を算出し第2表に示した．

　なお，水素充填用ホースの帯電による電界も示してあ
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第ユ表　気球の帯電測定実験

生　産　研　究

候

　天　日日　験／　実月実験番号

騨緯欝1鷺半

1五皿WV

3／2

3／4

3！6

7／1

7／2

　晴
　曇
　快晴

　曇
小雨後曇

微（2～3）

弱（4～6）

微（2以下）

微（2～3）

微（2～3）

450

2800

1100

1000

1000

475

874

641

620

620

1気球表1気球の静

面積ω電容量（3）

m2@　pF
284

960

516

484

484

528

972

712

689

6891

（1），（2）気球を球と仮定し容積（公称値）より算出

（3）気球を導体球と仮定し（1）より算出

気球あ
公称容
積

第2表　地上での帯電による電界強度

（距離1mにおける電界に換算した値）

450

1000

1000

1100
28001

　　1

水素充水素充填
填中＊終了＊＊

KV／m　KV／m

12

十8

十21．5

14

十9

5．4

64

76

84Qり9U

21

4．5　　十1．8

28　　　　十〇．2

34　　　　　0．3
1

［go

測　定　時　刻

10hOOm～11h13m

10h50m～12h20m

12h101n～13hO3m

gh40m～10h43m

9h40m～10h49m

第3表

　　　　　　＊水素約1／2充填の時気球が風であおられた時の最高値
　　　　　　＊＊　水素充填終了後気球が風であおられた時の最高値

気　球　上　昇　実　験

気球
1容積一．一

重量（kg） 平均上昇速度（m／min）

（M3）暦球呈睡量踊艦縦謡1旛゜1そ驚（・m）

到達
高度

、課

10001
1100

L28・・

ユ4．9

24

24

21．7

41

31　　　　275　　　310　1　310

・・13・・圃38・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

801－－ P－
37　　1　250　「　275　「　315

5727・i31・134・

一刊・・
410「引19
－1－　14＊
205　　－、24
　　　　　　　　　

450障00【30

襲塒㈲浮入で間

間時験実 備 考

11h13m～13h25m

12h20m～14hO3m

13hO3m～13h53m

10h43m～13h50m

10h49m～12h20m

戸0575

00009

放球の際天頂輝度計落下＊＊

電気・ゾンデ以外の観測器材全部落下＊＊

放球時の不手際で電気・ゾンデ反転

　＊　推定高度　＊＊　他の観測器材吊下げのため補助気球使用

る既述のとおり7月1日および2

日の実験には極性を判別しうる小

型電界測定器を併用したので極

性も示してある．正の電界は気球

灘器謂弊荷を有　肺碗立置憐＝
　（2）　上空測定

　第3表に気球の重量・平均上昇

速度・到達高度・その他の実験条

件を示した。

　第6図・第7図・第8図・第9

図および第10図は電気ゾンデに

よる測定結果を示す．縦軸は高度，

横軸は気球の帯電に基づく電気ゾ

ンデの位置における電界Eoおよ

び電気ゾンデ自体の帯電に基づく

電気ゾンデ近傍の電界Esを示

　　　　　　　　　22倉

　　轟　　　2°　9

緊＿　1撫
　　　　　　一一一lll

　　　　　　　　　鵜㌻

εo
Cヒニ：

ゼ ゜『、～一一＿＿＿

@　　　　　　　　　『－Q旧、
黶Q一一一。一一一一゜一一遇

び㌔゜一一～一。一＿＿一＿．＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一甲《〉一一

一一一一一
5cαZθo鉱

4
（5副θo磁）

2

一240　　－200 一160 一プ20 一80　　　－40
d気ゾンデ碓置における電界 （粥゜　8°　ノ2θ

＝一＿＿＿⊥＿＿＿⊥＿＿一＿＿一＿一6000　　　－5∂00 一4000 一3000 一2000　　　一デ000　　　　　　　　0　　　　プ000　　　　2000　　　3000
　　　気球の電位　　　　　　　　　（v）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気ゾLンデ’の電イ立　（V）

第6図　実験1の測定結果（3月2日，11時13分放球）

す．また正の霞界はEoについては気球が正に帯電して

いること，Esについては電気ゾンデが負に帯電してい

ることを意味する．

　実験，1，皿，11rにおいては気球より吊るした電気ゾ

ンデの約5m下方に放射能ゾンデが吊るしてあったが，

実験IV，　Vにおいては電気ゾンデの下方約100mに多

くの観測器材を吊るす必要上，放球を容易にするため70

m3の補助気球を使用し放球後約90秒で後者を切り離

す方法がとられた（第9図（b）参照）．

　実験Wではこの方法は一応成功したが，実験Vでは補

助気球切離し後観測器材を吊るすロー一プが切断し，観測

器材が落下したため主気球は電気ゾンデのみを伴って上

昇した，したがって気球の高度を知らせる信号が得られ

なかったので第10図には縦軸に放球後の時間をとり同

時に推定高度が併記してある．

　　　　　　　　5．実験結果の考察

　すでに述べたように気球の帯電量を正確に知ることは

極めて困難であるが，上記の測定結果から推定される事

項について以下列記することとする．

　①地上において水素充填作業中は気球もポリエチレ

ンホースもともに正電荷を帯びる（これは水素ボンベ中

の塵埃に基因すると思われる）．このため気球およびホー
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ス付近は数10KV／mの相当強

い電界（気球およびホースに極

めて接近したところでは数100

KV／m以上になると想像され

る）となるため付近に尖鋭な突
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、Q－一一一．一一．．一
起を有する導体があればコロナ　　　　　　　　Es

放電や火花放電をおこすおそれ

がある．

　②気球が大きいほど，この

電界も大となる．

　③気球の材質たるポリエチ

レンは優れた絶雛鮪してい @繍勉位置調一
るため表面の電荷分布は一様で

なく，また時には場所によって

電荷の極性を異にすることもあ　　　　　（scate　out）

りうる．したがってわれわれの

実測した電界は単極，双極子，

四極子・…・等による電界の合成

されたものと考えられ極めて，　“200

複雑な電界で，たとえ一定距離
　　　　　　　　　　　　　　　　　　”8000　　　－6000　　　－4000
から測定したとしても気球より　　　　　．20　　　　　－10

の方向が異なれば異なった電界

が得られると思われる．　　　　　　　　　　第7図

　④　地上での測定では大地の

影響が大きいため電界の測定値

から気球の帯電量を推定するこ

とができないが，上空では大地

の影響を一応無視しうるため若

干の仮定のもとに気球の帯電量

を推定できる．

　われわれの用いた気球は球状

ではなく上下両端が円錐状をし

た円筒に近い（実験1V，　Vは梨

型）．今気球を

　（イ）　導体球（したがってそ

の表面は一様に帯電）

　（ロ）公称容積に等しい容積　一一゜一一一『一一一一’一一一’『’

を有する半径rの球

　（ハ）球の中心は電気ゾンデ

よりS・－1＋号の騨にある

く第11図参照）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第8図　（二）気球と電気ゾンデ以外

には付近に導体が存在しない，と仮定すれば気球の帯電

量qおよび電位7は

75
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壁

12、
　　襲

一一一一一揶鼈鼈黶Q＿＿

　　　　　　（SC∂1e・しの

電気ゾンデの位置における電界（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　留゜°　　　　　　　　　　　　　－2°°隻球。°電位（詔゜°

　　　　電気ソツテあ電イ立　（Y）

実験Eの測定結果（3月4日，10時49分放球）

　　　　　　　　　　　　　　24

15時一

9時一一ト

22

20

／8ミ

f6巡

／4

12｛屯

∫θ

　　　　　　　　　’一一一．一一一・o－一一一一一一一一一一曙

曳気，蕩樋。。け、齢（％ダ゜

　　　　9－E。s・　v＿⊥＿壁
　　　　　　　　　　　　プ　　　　プ

で与えられる．これより気球の電位Vが1，000V，に

なった時の電気ゾンデの位置における電界Eoを計算し

一20　　　　　　　　　　－10　　　　　　　　　　，，

　　　　　　　　　電気ゾンテの電位（V）

実験皿の測定結果（3月6目，10時43分放球）

第4表に示した．また第6図・第7図・第8図・第9図

・第10図の横軸には上式より算出した気球の電位の目

盛を付記した．

　これらの図から明らかなように，もし上記のような仮

定が許されるならぽ放球後　8kmくらいまでは緒言に
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←（三ゆ実験Wの測定結果

　（7月】H，12時20分放球）

第　9　図

（scate　Out）

（』allOon』Utst）

　西
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　　　－t－一一r＿＿
＿一＿＿＿＿7－一一一一　一η
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一lo　　　　　　　　　　　　　　tO
　　電苅ソ．ンァの電位　（Y）

実験Vの測定結果（7月2日13時3分放球）

おいてのべた着火に必要な最少エネルギー以．ヒの静電エ

ネルギーが気球に蓄積していることになる．しかしなが

ら実際の気球は導体でなく絶縁性の優れたポ1ノエチレン

であるからたとえその局部で放電が起こっても気球上の

全蓄積電荷が同時に放電するわけでない，換言すれば導

休の場合より着火の危険性が少ないといえる．

　⑤　電気ゾンデの帯電量を知ることは，その形状が複

雑なため困難であるが，一応の概念をつかむ目的で，こ

れを電気ゾンデの総容積（回転集電器およびGerdien

chamberを含む）に等しい導体球（半径：acm）と仮定

し，この球の表面電荷がEsの実測値になった時の球の

電位を算出してみた．　　　　　気滅
　　　　　　　　　　　　　　　▽一「
　実際に計ハ：Lてみる

とa≒13cm　（したが

ってその静電容量は約

14．5pF）　となるから，

Esがたとえ3eo　Vtm

（＝3Vlcm）になった

としてもVは約40V
くらいに過ぎない，

（v＝Es・a〕

　第6図・第7図・第
　　　　　　　　　　　　第11図気球と電気8図・第9図および第
　　　　　　　　　　　　　ゾンデの距離
10図の横軸にヒ記の仮

定のもとに算出した電気ゾンデの電位の目盛を併記：

した．

　⑥われわれの用いたテレメータによる測定は1

分ごとに電気ゾンデのL下の窓における電界EA，

Esの値に相当する信号を受ける方法であるから電．

界の変化が急激な時には信号が得られないこともあウ5

る，第6図以下の図から明らかなように放球直後はE。，

Eeとも急激な変動を示すので，僅か5回の実験から正

第4表　気球の電位が1000Vの時の電界Eoの計算喧

購舗
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確な判断を下すことは困難であるが，大体次のように推

測することができると思われる．

　（イ）気球は放球前（水素充填作業中）大なる正の電

荷を有しているが放球後極性が転換し，しかもその電荷

も測定器の測定範囲をこえる大きな値を示すが，上昇高

度が高まるにつれて減少しほぼ一定の負電荷に落ち着

く．

　（ロ）電気ゾンデの電荷は地上では正のことも負のこ

ともあるが高々度では正の小さい値に落ち着く．

　（ハ）換言すれば高々度では気球および電気ゾンデは

それぞれ負および正の電荷をもち大地に向かう極性の双

極子を形成する．これは晴天時の空中電場の方向が上空

より大地に向かうことを考慮すれば合理的である．

　⑦放球直後にいちじるしい帯電がおこる理由として

は，放球時における機械的張力ならびに地上に準備され

た気球の下部が大地をはなれる際，地上にひろげてあっ

た，プラスチック（塩化ビニールまたはポリエチレン）

の敷物とのまさつによるものと想像される．

　⑧高々度で時々Eoおよび．Esが急増することが2it？

り，いわゆるJet気流となんらかの関連があるのではな

いかと想像されたが実験当日のJet気流の位置（各図に

示してある）を後日調べてみると両者間に確たる関連の

存在は認められなかった．したがってその原因は不明で

ある．実験当日が曇天の時にピークが現われていること

から考えて雲の有する電荷の影響かとも想像される．

　⑨実験1，皿，皿，では電気ゾンデの下方約5m

に放射能ゾンデが吊るされていたが，その大きさが気球

に比しはるかに小さいことから考えてその影響は僅かで

あると考える．

　　　　　　　　　6．　結　　　論

　僅かに5回の放球実験から現象のすべてにわたって正

しい結論を下すことは不可能であるが，少なくとも次の

結論は得られると思う．

　①地上における水素充墳作業時には気球およびホー

スは相当多量の正電荷で帯電され，付近に強い電界を生

ずるため，コロナ放電や火花放電を起こす可能性のある

尖端を有する導体を十分遠ざける必要がある．

　（2）放球直後から約10kmくらいの高度までは気球

の帯電量は相当に大きいから前記①と同様の注意が必

要である，

　終わりにこの実験に当たりいろいろと援助，協力をお

しまれなかった気象研究所石井千尋部長，館野高層気象

台の中島・乳井両課長，秋田・穐田の諸氏ならびに明星

電気KKの小羽根・柴田の両氏に厚くお礼を申し上げる・

　また地上測定用回転翼型電位計については現名古屋大

学助教授玉河元氏のご協力を得た．あわせ記して感謝の

意を表する，　　　　　　　（1961年11月30日受理）
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第11巻第6号　仙田富男著「X線透過写真のコントラストに関する研究」

　金属材料の溶接部あるいは鋳物などの非破壊検査を行

なう場合に，撮影されたX線透過写真が被写体によって

どのような濃度分布を示すかという問題は，試験あるい

は検査の目的を十分に達成するためには最も本質的なも

のでありながら，定量的に取り扱われていない現状にあ

る．この論文は，厚さの差のある物体のX線透過写真上

での濃度差すなわち透過写真のコントラストに影響を及

ぼす諸因子について種々の角度から検討し，またそれら

の相互の関連性を総合的に研究したものである．

　内容は5章からなり，X線の線質，　X線フィルムの感

度とコントラストおよびX線管の焦点について順次検討

した後，撮影条件と透過写真のコントラストとの関係を

明らかにし，さらに撮影条件を決定するための基準とし

ての露出線図の新しい作成方法とその利点について論じ

ている．　　　　　　　　　　　　（1962年1月発行）
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