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3. 地震探鉱用室内模型実験装置の試作

高橋 将ネ

(北大理学部地球物理学教室)

一昭和 33年7月受理一

1. 序言

実際の地震探鉱上の問題点を整理するために，野外実験が必要であり，又その問題点に理

論的体系を縫立させるためには，最終的lζは数学的表現が必要である。

然るに，地下構造の模型が少し複雑になると，数学的に取扱えない問題が多くなる。

古文Iζ室内模型実験が野外実験と数学的取扱いとの中聞に欠くべからざるものとなって来，

三者一体となって研究を進めてゆく事が最も望ましい。

最近，室内模型実験の方法，装置等が実用され得るに至り，従来一つの穴とされていた模

型実験の部門の研究が， Iとわかに行われ始めて来た九

地球物理学教室でも長年の懸案であった乙の部門の実験を試みるため，その装置を試作し

てみた。

11. 試作装置

乙の装置は原理的には，魚群探知器，超音波測深器等と同じく，電気振動子がその主役を

受持つ。

装置は次の 8つの部分より成る。

1) synchronizer， 2) delay-circuit， 

3) single-sweep-generator， 4) pulse-generator， 

5) video引 nplifier， 6) calibration-time-mark generator， 

7) oscilloscope， 8) transmitter receiver. 

これらは次の様lζ動作する。

synchronizerは一定周期の同期信号を発生する，これは delay四 circuitで適当に遅延され，

pulse-generatorえ送り込まれ，乙れによって pulse柑 generatorが動作し trigger-pulseを発生

する。

最後にこれが transmitterの電気振動子を励振し地層の modelとなるべき物体に impulse

を与える。

model地層中に生じた弾性波は層内を伝播し， receiverで受信される。

後現在北大工学部物理学教室助手

1) KATO， Y. and TAKAGI， A.; Sci. Rep. Tohoku Univ.， Ser. 5，7 (1957). 
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第 1図 装置のブロックダイヤグラム
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乙の信号はp こ乙で更に電圧に変換さ

れ，次にvideo-amplifierで増巾されてosciト

loscopeのY明 axisIC加えられる。

他方，同期信号は又 single-sweep-gen司

eratorをも動作させ， 鋸歯状波を oscillo-

scopeの X-axisI乙送り込ませる。

乙れによって oscilloscopeの蛍光商を

spotが一回 sweepする。

然るにこの spotは， 先に述べた如き

Y-axis I乙加えられた受信波電圧に比例した

変位を受けるので，プラワシ

管lとは一連の受信波形が現わ

七十 れる。

この際 pulse-generator

の出力を直接にY-axislζ加え

る事によって shot-markを得

る事が出来る。

ζ れらの映像をカメラで

保拶記鈷する。

な2〈1h作づ〉
第 2図動作松i式図

この操作を transmitterと recelverとの間隔を変えて行い， 最後に時間目盛を加えれば

定められた model内を伝播する弾性波の記録が得られ，その結果種々の解析を行い得る。

以上の関係を図で説明すると第1図及び第 2図に示した様になる。

111. 装置に要求される動作

次lと，これらの装置個々について述べる事にする。

1) synchronizer 

これは装置全体の動作の時間的統ーをはかるための同月jイ言号を発生するものである事は云

うまでもない。

但しその性質上種々の外部条件の変動にかかわらず，安定した動作をしなければならない

が，現在は手持ちの CR移相型発振器を用い， 200C.P.S.の矩j伝説を同期信号としている。

同期信号のくりかえし同期は， transmitter によって生じた impuIseが receiverの位置を

通過し終るまでの時間によって決められるべきである。

尤もこれは用いる modelの大きさ材質等を選ぶ惑によって変える事も UI*るので，こ乙で

は装置の発振周波数を国定した。
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synchronizerの出力波形は写真 (2)の様に矩形波であるが，実際には微分回路を通じて写

真 (3)の如き波形にし同期信号としている。

2) delay-circuit及び pulsegenerator 

delay-circuitは入力信号をある時間遅らせて送り出す回路である。

乙乙では入力信号は同期 pulseであり，出力波形も pulseなので遅延回路の中で伝日が変

形する事はなく，回路は簡単である。

6SN7司 GT 6SJ7-'T T66G--GT 
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斗?ト

第 3図 第 4図Pulsegenerator 

delay-circuitは数多くあるが， ζ とでは第3tmlc示した様に先づ同期信号によって始まる

矩形波を作り，次に乙の矩形波を微分して遅延パノレスを得る方法を用いた。

この回路は one-shot-m ul tivibratorで第4図の 6SN7の部分がそれであり，遅延時間は同

期信号で始まる矩形波の周期を変化させる事によって調節出来るυ

即ち， multivibratorの一方の管の grid-viasを cut-off点よりも吏に負にしたものである。

同期信号によって grid電圧が cut-a任点よりも向くなると動作し矩形波を発生する，そし

てー動作が終るともとの安定な状態にもどる。

矩形淡の巾は V2の grid抵抗を変化させる事によって変える。

乙の様な delay-circuitが必要なのは次の如き理由による。

即ち， sweep-generator による spotの sweepと同時に shot-markが入ると，その立ち上

りがはっきりせず， shot-timeの読取りを誤るおそれがあるため delay-circuitで shot-timeを

遅らせ，ブラワシ管iζ現われる shot-markを判然とさせるのである。

delay-circuit によって得られた矩形波で，サイラトロジを動作させ trigger-pulseを得る。

この pulse~J は地j蛍中 lζ発生する弾性波の波形lζ大きな影響を与える。

良い波形を得るためには， pulse巾を極力狭くしなければならないが，初動の記録を取る

のが目的であれば，乙の点の考慮はあまり要らない。

理想的には， trigger-pulseの巾は 1μsec以下であるべきだが，初動のみを取る目的l乙対

しては 1~5μsec でも聞に合うであろう。

写真 (4)は得られた trigger-pulseを示す。

3) single-sweep-generator 

用いたoscilloscopeに内蔵されているsweep-generatorは述続鋸歯状波以外は発生出米ない。
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古文I乙乙のままでは周期的にくりかえす波形の観測以外には用いる事が出来ない。

したがって， model地層内を伝播して来た波をプラクン管に静止した像として映し出すに

はこの single-sweep-generatorが必要である。

これは同期入力があると一つの鋸歯状波を発生し，周期入力が無ければ動作しないもので

あって，ことに用いた generatorの回路は第5図の如きものである。

T66(f ωLS 6SN7 ・E.m州 乙れは bootもtrap回路と呼ばれる
I r.込←~ I 

もので，鋸歯状波の直線性はかなり良

2S・N 。、
，pト

V

。υT V，の T66Gはナイラトロンで，

grid屯圧の変化によって plate屯流を

断続させる一種の electronics witch 

として用いている。

ζの管の grid-viasはcut-o任点よ第 5図 Sweepgenerator 

りも低くしておく，非導通時には， Cは Rを通じて E Kよって充電されている。

同期信号が入って V，が導通状態になると， Cの電荷が V，を通じて瞬間的に放電し， Cの

端子電圧は急激に降る。しかしすぐ V，が非導通の状態に民るので， CはRを通じて再び充屯

され端子電圧は回復して EI乙等しくなり，一つの鋸歯状波が得られる。

充電時間は時定数CxRで決まるので C又はRを変化させて鋸歯状波の巾を変える事が出

来る。

Cの端子電圧の変化は cathode-follower管 V2 の gridIζ与えられ， V2の cathodeからの

出力を V3で増rt，位相反転して oscilloscopeの X-axisに加える。

cathoae-followerの性質として， cathode抵抗が卜分大きいと， grid にかかる電圧と cath聞

odeの電圧とはほぼ等しくなる。

したがって V2のgrid電圧が，どの様に変化しでも Rの両端にかかる屯位差は一定値 EI乙

等しく， Rを流れる電流は一定となる。

このために Cの充電は時間的に直線的に行われ，知的状波の直線住:が良くなる。

写真 (5)は鋸歯状波の波形である。

(4) calibration-time-mark-generator 

time markは得られた弾性波形の記録に合せて，波の到達時IIJjを知るためのものであって，

安定な発振器を用いる。

発振器の回路は第 6図の通りであるが，これは multi vibratior回路を用いたため安定性の

点で気がかりではあったが，思ったほどの誤差もない様である。

しかし，将来乙れは水品発振式のものにすべきであると思う。

目盛は写真 (6)-aIζ示す如く，矩形波を微分したものであるが， oscilloscopeの Z-axisIζ加
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第 6図 Ca!，Time mark generator 

えて輝度変調の方法をとる事も出来る。

発振周波数は 100KC，即ち 10μsecごとの目盛になる。

乙れを delay-sync.-signalで同期させると， Time-markとshot-markが一致するので時間

の読み取りの誤差が少なくなる。

5) video-amplifier 

model地層中l乙発生し， receiver (cよって検知される波は，数 KCから数 MCまでの広い

範囲にわたっているので，乙れを忠実lζ増巾する増rfJ器が必要である。

テレビの映像中間周波増巾器は約 4MCの広帯域増巾器であるが，これと同形式のものを

案内模型実験でも!日いなければならない。

後述する receiverの出力は，数μVから数 100μVの程度である。故に信号を oscilloscope

lζ加えて，十分に spot を振らせるためには 100~120db の増巾度を必要とする。

との様な広帯域の増巾をしようとする場合には，増巾する帯域巾と利得が次の様な関係に

ある事を考慮しなければならない。

即ち，帯域巾を広くとれば利得が減少し，利得を高くとろうとすれば帯域巾が狭くなると

云う事である。

この関係は GB積 (gain-bandwidh-product)と呼ばれ次式によって与えられる。

利得X帯域「h=1竺ー
2n Co 

乙乙 !cgmは，真空管の相互ゴンダクタンス， Coは前段真空管の陽極側の電極間容量と次

段冥空管の入力容量と全漂遊容量との和である。

試作したのは 6AC7-5段増巾 amp.で，乙の管の gmは 9000μ(5，又 Coが 30pF位ある

ものとすれば GB積は 48となる。

5 段増巾で 100~120db を得るためには 1 段当り 20~24db 位が必要となるが，試作した

amp.は 31db (36倍)とした。したがって帯域巾は， 48/36 = 1.33つまり1.33MCである。

乙の様lζ gmの高い真空管を用いる場合lζは，配線lζよって生じた漂遊容量を介して，

plateから gridへの電流の正帰還によって発振するおそれがある G
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第 7図 広神域的「行保

l放に配線は，見かけは悪くても出来るだけ漂遊容足が少なくなる様にすべきで，乙の事に

よって又帯域巾も広くする事が出来る。今回試作した videoamp.の回路を第7関lζ示す。

日い利得を得ょうとするために発振しやすく， 日下その対策Iζ 頭を痛めている状況であ

る。

初動のみを問題にするのであれば，乙の様な広帯域増111器を用いる要はなく，普通級の電

庄増rt'i'î'で充分間に合うと忠われる。ただし，いづれの場合でも増r[J利得を上げる:rr~Iζ腐心す

るばかりでなく信号対雑音比の改善に芯をつくすべきである。

第8図 トランスミツター，

レ νーパーの椛iti
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6) transmitter及び receiver

構.造は第 8岡に示す如く，どちらも同

じものであり，圧屯振動子としてチタン眼

パリクムを用いている。

一般に，圧電効果を持つが;品は，その

大きさやその切出し方向によって共振周波ー

数が異なるので，種々の規格のものを用い

れば receiver と fìlter を兼ねて川いる ~~J

も出来る。

7) oscilloscope 

oscilloscopeは， なるべく大口径のブ

ラワン仔のもので宇真撮胞にi曲した flat-faceのものを用いる事が望ましい。

現在用いているのは， 133 mm口径の flat-faceブラワン竹 5UPI-Fを丹jいた oscilloscope

である。

8) power supply 

電源は A'電源としては 6V パッテリ ~(5A) を，又 B í[\源としてはlOOV パッテリー (2A)

を用いている。

この様 lと電源の impedance は~筏めて低いので，電源lζ関する trouble はないが， B 電源の

電圧はこの程度では不足なので今後史lと向くするつもりである。

地府の modelとして使用するのは，アノレミユクム，ベークライト及びプラスティックの板
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で，これ等を適当に切って各種の構造を作る。

modelは二次元のものであり，理論的lζは板の厚さはうすければうすいほど良い。

IV. 結 語

以上，今回試作した装置の outlineを述べてみたが，装置そのものも概めて初歩的なもの

で，多くの改良すべき点や根本的に考えなおさなければならない点もある。

乙れ等は実験を行いながら検討してゆきたいと思っている。

この装置の試作は筆者の地球物班学科卒論(田治米助教授担当)の一部である。

ζ の装置を設計するに当って東北大学地球物理学教宅の加藤愛雄，高木幸雄両氏の論文を

参照させていただいた。

特に高木氏からは，苫而lζて禄々の御注意をいただいた事を感謝する次第である。

3. Preparation of a set of the apparatus for super sonic 

model experiments in seismic prospecting. 

Susumu TAKAHASHI 

(Department of Geophysics， Faculty of Science， Hokkaido University) 

The set of the apparatus is composed of a synchronizer， a pulse generator， a single 

sweep generator， a calibration time mark generator， a video amplifier， an oscilloscope， a 

transmitter and a receiver. 

Main part of the pulse generator and the cal. time mark generator are respectively 

multivibrator circuits. Multivibrator has an advantage of synchronizing any fundamental， 

harmonic or sub harmonic in put wave. We use the storage battery as power supply in 

order to remove ftuctuation in generated waves. 

Synchronizing signals have intervals of 1/200 sec. therefor a trigger pulse is propa-

gated in model strata every 1/200 sec.. Th巴 frequenciesof the cal. time mark generator 

are decided to be 100 kcps.. The single sweep generator lets by means of the sync. 

signal the oscilloscope sweep its spot during 1/3000 sec.. Elastic waves generated in 

model strata will have various frequencies distributing from several kcps. to several 

mcps. . 

In order to get fathful wave forms on the oscilloscope， a video amplifier having very 

wide frequency range must be used. At present， however， it is the most important to 

get a large signal to noise ratio on the spot of the oscilloscope. 

The transmitter and the receiver are respectively similar barium titanate crystals. 

The power supply consists of the two batteries having low impedances; one supplies 

A source as much as 6 vo1ts and the other supplies B source as much as 100 volts. 

The tested results are shown in fig. 1-6. 
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写真 1 装 置の 外観

写真2 同比j矩形波

写真3 !liJ則パルス

写真4-a Trigger puls巴

delay timeニ O

写真4-b Trigger puIse 

delay tim巴=20 {! sec 

写真5 帰引鋸歯iIと波

写真6-a Time mark 

写真6-& Time mark 

輝度変調によるもの

図版


