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立艘回路に於ける二，三の
　　下面不連績について

鈴　木　道　雄
　　（1953　July）

On　the　I》1ane　I）iscon七ill　Ui　t・ies　in

　　　NVave　Guide　S，｝・’stems

Michio　SuzuKI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　The　plane　d｝scontinuitles　in　vL7ave　guide　systems　are　treated　theoreticaily　and　the

equivalent　electric　and　magnetic　dipolmoements　are　caicuiated　by　solving　integral

equatjons．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頃　　　　次

　　　　L　嬉斌導波管内の亭繭不漣績の棊礎方程式　　　　6・電像法の管内理論への鷹用

　　　　2・積分方程式の解法　　　　　　　　　　　　　　7・窓による軍面電磁波の面折

　　　　3・　榎の展闘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8・　小さな窓の双極子

　　　　4・窓及びScrewの公式　　　　　　　　　　　9・結　　言

　　　　5・饗分法の鷹i用

　　第2麟の様な∴1設の短形の窓や第3岡のAdjusting　Screw，第7濁の檬な矩形の窓によ

る籍面電磁波の籔折や矩形の窓の等領電氣磁氣双極子能輩の計算等今迄外國文献においても理

論的取扱いが困難とされていたものについて筆者が最近迄行った研究をまとめて以下に報告す

る。これは部分的には繭に學會誌等に褒表してあるものに未獲表のものを補って統一的考察を

行ったものである。

　　　1・壌欺導波管内の平面不連綾の基礎方程式

　　電流も電荷もない等方等質媒質中の電磁界ベクトルE，HはベクトルポテンシャルA又は

Aノの導入によりつぎの如く求められる。

　　　　　E＝　一7×A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．（1．1）
　　　　　H一よ・〔vr・A＋k・A〕

　　　　　　　ンωμ
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　磁界について考えるとこれは普遁Aのz成分からi導

　かれる所の瓦のない波7E波とA！の2成勢から導か

　れる所のllxのない波7巴波の沼田によって表され

　る。初等的な中間行程を省略し結果のみ示せば」壽欺

　導波管内の一般電磁界の縫成分ベクトルE‘，臨はつ
櫛

　ぎの如く與えられる。

　　　Et　＝＝　．，Y，　｛　Ve（z）Ft（・ec　i，’u．，）＋　Vi！（a）FL／（’tt　i，　u　2）｝

　　　　　e　．．．．．．．．．，：．（1．4）
　　　He　＝＝　i3　×　AYi　｛L（2）li’L（2c　i，　’tt”．）十le’（z）Fef（’u　i，　te‘s）｝

　　　　　　　1

又は

　　　E　mu．1・〔77・At＋k・め　　　　
　　　　　｛7　9）S．　．”’　t　一　．．　一”・一一一．（1．2）
　　　H＝＝7×Ai

但しA，A！共に：つぎの嫌なベクトル波動方程式を浦足するものである。

　　　7×7XA－pmeA－fo2A＝一〇　・一一・・…r4一・（1．3）

つぎに第1圖の檬な撰駄導波管内の一般的な電

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奢犠i

，e：
・→え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Ntw　U　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3圏

　　グツシ；しのない方がTE波をある方がTM波を表わす。　Suffix　lは實際に：はE、、，、の如く2つ

あるものを簡軍に1つで代表させたものであり，又F，〔姐，’u2），　Fli（Zt　1、η2）は断面上の界分布

を表わすベクトル固有函籔でつぎの如く與えられる。

　　　　　恥・・婦一耶・遮訟一藍・ゐ1象｝

　　　　　舞岡一W呪畷夙瓢｝　t”一一’’’’’”（1’5）

　　ここにφ如1、㍑2），φ／（翫，晦）はともに

　　　　　凹凹；〔’i’（完1・3亀）＋姦（彊号豊）〕＋酬砥一一・……（1・6）

なる形の微分：方程式を瀧足し且つこれ等から計算される電界の管壁上における切線成分が治失

する様な固有函籔でこの條件から9己2が決定され叉瓦，瓦！はベクトル圏有函藪の規格化因轍

である。從ってFt（Ul，煽，　F乙勉1，　u2）は導波管噺面につv・ての旛積勢に干して

　　　　　∫E嗣・崩・

　　　　　s
　　　　　∫咄・4・一莇’

　　　　　s
　　　　　SGeIFi・i　da　＝＝　o

　　　　　s

なる規格直交條件を満足する。第2閥の様な矩形噺面導波管では

　　　　　¢mn（X，　Y）”’COS　qmX　COS　r，Y

　　　　　φノm。＠y）＝・sil・q。、x　sin　rnY

・・・…
i1．7）

・・
i1．8）
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　　　　　　　　　　2εm
　　　　　蒔調砺酬）　e，n一。”．4三ガー・

　　　　　　　　　　　　2
　　　　　瓦・㌦謹4δ砺二七　　　　　1　盛0

　　　　　2面一q・＋・・2　　　　伽…㌘　　㌦一誓

で與えられる。又（1．4）中のVle、1t；Vtt　lelはそれぞれTE，　TM波の傳播方向についての電墜

電流分布を表わすと解興してもよV・ものでこれ等はそれぞれ微分方程式

　　　　　響一昂　　　　釜一7耶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・…　（1．9）

　　　　　饗一一Zt・1・t　　　饗一門

を満足する。梶し

　　　　　乙一ブ…　　　耳一ブ…＋鉱

　　　　　附・μ・＋器　　駒・％

　　この方程式の解は容易に得られこれを（1．4）に代入すると管内一般電磁界の横成分ベクトル

が得られそれは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　E・（・・、，z・、，・）一Σ｛・、F、（・b㈲・「p3a’“Z＋dlF、’（u、，・，〆αじε｝　，

　　　　　　　　　　　　巴

　　　　　H㌔鴨。，，・）＝・・±・i，×・。・｛シ、・，F妬・・，）・・加＋蝸肺。。，）諮・’e

　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　一・一…（1．10）

で示される。±あるV・は干の複號は上號がaの正方向に進む波を下號がgの負方向に逡む波を

表わす。。、泌は未知振幅で。，，・、ノは位オ熔断でそれぞれ醐一琿〕％，〔が一52！2〕％に等し

くN．　yi、3tttぽそれぞれTE波，　TM波のδ姿態の特性アドミッタンスでα4ωμo，ωεo／（XLtで與え

られる。

　　さてこれから第1圖の様な丁々不蓮績部に電磁波が入射しだ場合について老えるのである

が簡輩の爲入射波を（L11）の檬なT£波のDominant　modeに限り且つ導波管はかような

modeのみ通過せしめる檬な大きさを持つ揚合に限定しよう。高次姿態の通過を許す場合につ

v・てはmode　による多重廼信の問題に關蓮して臼下研究中であるので追って褒表する。入射

波横成分を

　　　　　E，＝：E。F。（？t、，　u2）e””一　・7　「Xo　a

　　　　　H、。i、×恥。F。（。x，。、），一ブ…　　　　　……’（1’11）

としよう。この波が不蓬綴本で散鑑されるのであるがこの場合に窓（τ）の電界に着目するか金

薦板（σ）上の電流に着臼するかによって2つの取り扱V・が出來る。
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　　　i）電界に蒲目する場合

　　τ上の切線電界ベクトルをE（’tll，　ua］）とする時（1．10）の電界がz＝0ではτ上でE（u　1，

tC　．a）σ上で零となる條件：及び（1．7）の規格直交條件から容易に未知係数e；，4‘が決定され

　　　　　ee　＝一　」’E　（vi，　v2）．li’t　（vi，　v，，）　tla

　　　　　　　r　・・・・…一一・一・〈1．12）　　　　　dt　＝：．fE　（v1，　v2）oFLt（vi，　v，）　da

　　　　　　　T

となる。これを（1．10）の磁界の式に代入すると

　　　　　Hrぐ…姻一土∫E＠・，　v・〉・江聡磁｛i・×F・い・・）｝・TO“‘Z

　　　　　　　　　　　　　　τ

　　　　　＋恥、，磁！｛i，×F・／（一）｝・芋”つ・・　一・一…（…3）

と求まる◎上式中のスカラ・一一積はEとFt（Vt，　v2）につV・てである。實際の界はz≦0では上

に求めた窓の磁流t　i3×Eから生する翼辮界に更に入射波と入射電界がε＝0で全及射して生

する反射波Er，　Hrの合成から得られる非封稔界

　　　　　Et＋E。＝2ブE。　F。（’ec　、　，㍑，）sinα。z

　　　　　Hi＋Hr＝2y。．Ee　i，×F。（u、，　z‘。）cosα。ε

を重三して得られ，又2≧0では封稻界で興えられる。これ等の界がε＝0で電界に肥する境

：界條件を満足する事は容易に分るから礎る磁界に關する境界條件を：灘足せしめればよい。この

條件は2離0でHi＋H。　＋K、”　・・　H：s＋で興えられる。上に：求めた界をとの條件に代入すれば結局

　　　　　∫E（v…v・）・K’（い・・v…抽一y・E・F・（’u・…）・一…・…（！・14＞

　　　　　τ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ
　　　　　Kl！＠1，鰯；Vl，　V2）・：ΣE（Vl，　V2）」2　eFL（Ul，’tc2）十　2VFeノ（Vl，鰯）シ〆F〆（Ul，　tu2）

　　　　　　　　　　　　　　9・＝o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l＝1

なる窓の電界E〔び1，v2）に開する積分：方程式を得る事が出來，これを解けば窓の電界が求まるの

であるが普通つぎの様にして窓のアドミッタンスYを含んだ式を導いておく方が便利である。

入射波は不漣文楽で溶出され（1．10）i（書v・た様な多くの高次姿態を生牽るが管の入射波姿態の

み通す場合には不蓮績部を充分離れてそこでは高次姿態波がなVbと考えてよい黙ではかような

不蓮績部の影響は集中的に線路に並列に挿入されたアドミッタンスとして評贋され，これが分

れば波の反射透過量も普通の線路の理論を罵いて容易に計算されるのである。つぎにこのアド

ミッタンスYを含む積分：方程式を導こう。Yとこれによる電界（電墜）反射係数（Co　一一．Eo）／E’o

の開に

　　　　　1畿瑠一一・＋　kZ

なる關係のある顯（着目し（1．12）〔1．14）を…考慮すると

　　　　　Y∫E（・，，　v・）・F・い・）F・い・）d・・　・一　SE（Vt）　V2）・K（・t…Zl・t，　；Vl，　V・）d・…（L15）

　　　　　　τ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ
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　　　　　K（te・、，lt，　；　・、　・b，）＝：　2ΣylF、（v、，・，）Fi（u、，u，）＋2Σly／F、ノ（・、細F、・（z・、、，rte、2）

　　　　　　　　　　　　　乙e・1　　　　　　　　　．　　　　　　　　lm・・1

を得る。EとKのスカラe積はEと　Ft（Vi，v2）についてである。これを解けばYが求まるのであ．

る。（14）（15）は勿論τ上で威立する方程式であるQ

　　　ii）電流に蒲目する場合

　　　σ上の面電流密度を2J（Jは片颪電流密度）とする時…～これとこれから生する（1．10）の磁界

の間にはつぎの朧係がある。

　　　　　i＞〈（H，←一H占㎜〉＝2』「　　　　　　　a　上

　　　　　　　　　　　　・”0　　　　τ上．

　　この關係からet，　deが決定され

　　　　　t’1・　一　・・∫J（v・！v・）・F，（v・・V・）d・

　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・■一・・・・・…　（1．16）

　　　　　d・　・一・・J’」（V・・V・）・F・／（Vi，v2）cla

　　　　　　　　　σ
　　　　　2F　1／．Vl　　　　　　　2／襯1／Ye！

これを電界の式に代入すると
　　　　　E±　一　一∫・（・・…）・4〔・・F’（・・…）F・（・，，rte，）　eT」（Xea

　　　　　　　　　σ
　　　　　　　＋・飾・，・・飾、μ・）・モブα勺…　　　一…・…（…7）

實際の界はZのいすれの側においても上に求めた界と入射界の重鑑で輿えられる。何故ならぼ

上記の界はa＝一＝0上の三界條件を満足し又（1・11）の磁界もτ上の磁界條件を満足してv・るから・

である。z＝0上の電界に關する境界條件E，十E‘th・・　O　a用V・ると結局3に繭するつぎの穫分．

方程式を得る。

　　　　　∫J（・・　…）・K’（’tl・，…v・…）d・一E・F・（’tC・，・2）　　…・一・（1・18）

　　　　　σ
　　1）の場合と同様にして線路に並列に挿入された集中インピーダンスZを導入すれば
　　　　　Z　fJ（・・　，・　・・　）・F・（v・…）F・kii，‘te．．，）d・　・・　S」（v・7v・）・K（ttt・・…’・・，・・）・d・…（1・19）

　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ

を得る。　ここにKノ＝2K十eeFo（vi，v2）Fo（z‘1，tU2）

　　　　　K二二号〔oo．E’　aeE（’りエ，”2）恥1μ21＃1）窟聯、・、）肺初

　　（L18）（1．19）の積分方程式は勿論σ上で域立するものである。　（1．14）（1．15）及び（1．18）．

（L19）が管内不蓮綾の影響を解析する爲の藻礎方程式である。

　　　2．積分方程式の解法

　　上に求めたベクトル積分方程式はすべて分解すると二つのスカラー積分方程式に：なる。嚴

密にはこの蓮立積分方程式を解くべきであるが第2濁の矩形の窓や第3國の　　Adjusting

Screrwの部分にTEo1波が入射する場合の檬に入射波が一方向の横電界威分例えばE．Tしか
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持っていない時は窓あるいはScrew上の電界あるいは電流もその方向の成分εG又はJxしか

持たないと假定しても多くの場合充分である。この様な場合にはベクトル積分方程式は結局唯

・一 ﾂのスカラー積分：方程式になる。一例をあげれば第2圖の矩形の窓の場合入射電界ヵ勤威分

のみ持つとすれば（1．14）式でE（x　？y）＝iiε（吻となり方程式は

　　　　　∫・（ξ・）賢（塩㌔煽磁・・幽め…卿・卯ξ・蜘・瞬，嚇
　　　　　　　　7♪「＝1nn1
　　　　　τ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝　y。、E、ri　sin　riy

及び

　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　∫・（勉二二（一塩2脳・珊脳）…q，・・・・…魚ξ・・…nY・・n・rn・　dξciop

　　　　　τ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯0

乏なる。第二i式から瓦ntn2　＝＝　NmXn2を得，

これを第一式に代入すれば求める一つのス

カラー方程式を得るわけである。斯檬にし

’て多くの場合問題はつぎの様な形のスカラ

・e・一・ ﾏ分方程式を解く事に露済する。即ち

1あるV・は

J’g（vi，　v2）　K　（’ui，　’te2　；　vi，　v・2）　da

・Y

　＝Eof　（zt　i，　2t，）」・i・一・…一・・（2．1）

x　ff

　　！dr一一一一一　i　一S

虻
尻t

亭一一

6

＝工＝＝コ
t

置

；←〆引

　　　第2圃

t

“

・欄騨口@→
｝

X　」’g　（vi　v，）　¢，n（’tei，　’tt，，）　¢v　i（vi，　v2）　aa　＝：J’g　（vi，　va）K（ut，　’te2　；　L　i，　v2）　da

　　　　　　δ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丼

上式中の各函数は

　　i）第2圖の弓形の窓では
　　　　　Kノ（x，3ノ：ξ，η）＝＝K（x，y；ξ，η）＋2シ01φ01（x，　y）φ01（ξ，つ9）

　　　　　　　　　　　　　つ　　
　　　　　K（x，y？；ξ；η）＝謬］Σt　Y、，niasit2n（x，」？）φ扁ξ，η）

　　　　　　　　　　　7｝1冨On＝：1

　　　　　　　　　蜘）一旛…腿・・吻

　　　　　　　　　　　　　εo篇1／v／百　　　ε・n　＝”’1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　η｝π
　　　　　　　　　α。。・　　　　　　伽＝τ
　　　　　．IY・，・　ii＝ωμ9　alnn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『・・＝　δ『

　　　　　　　　　α。けz．　・・：〉／歴〔：膏〔肝7　　8一τ

　　　　　9（ξ，η）；＝　ε（ξ，η）　　　　　　　　　　　　　　x＝　｝「

　　　　　　　　　畑鞠・・／亨φ・一

一（2．2）

・・
i2．3）
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　　i2；ノ中m＝0，t＝1は除く。

　　　ii）第3圓のAdjusting　Screwでは

　　　　Kア＝＝（x’・y；．e，η）謂五「（x・？」；ξ；η）十％ee1φoi（x，y）φOt（ξ，η）

　　　　　　　　　　　　1　oo　co
　　　　　K（x・3ノ；ξ・η）＝＝万　」Σ「　　ヨ’　εn・nφmrt（・x・y）96mit（ξ・η）

　　　　　　　　　　　　　ln”g　　　　　　　　　　　　　　　na－t

　　　　　　　　　　　a7nea
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－＝Z　一・…　一・一・…　（2．4）　　　　　　　　alnn＝：
　　　　　　　　　　　tuee　（Xurn

　　　　g（8，　？）　一一」（e，　rp）　S　＝　a

　　　　　　　　f・（・…）一9／亨φ調）

で與

耀式であり（2・2）もその攣形と考えてよいもの　←・一・　　　｛i

定義された規格直交函数とする時もしも　　　　　　　　　　第5圓

　　　　　Jf｛2Li，　U2；Vi，V2）rt　“X　km’n　9（n，（Ui，　U2）　9tnCVI，　V2）　’’’’’’’’’’”｛2・5）

　　　　　　　　　　　　　7nt・n

　　　　砧一∫∫k一！（｝・・v・，v・）卿・・u・・）・sbn（vi，　v2）　daal・

　　　　　　　s　s

と展開嵐來れば．9（σ、．v2）を9（v、，　Va）冨Σθ，、ψ，、〔暇，Vs｝と展開し（2・5）と共に（2・1）に代入すると

　　　　i　kmnt　en　yr」n．（’tt　i，　’te2）＝Eo　f（ui，　u‘］）

　　　　？n，n

これから

　　　　‘Y，　lsmni　en＝　Ee　D’・m　’’’’’’’’’’”（2・6）
　　　　泥

　　　　　疏’一ル、，ree・z）卿。・・，）aa

なる未知係数cnについての一次蓮立方程式を得る。これを解けば9（Vl，　v2）即ち窓の電界や

Screw上の電流が分るわけである。岡三にして（2・2）は9　（Vi・　Va）の直交醜数展開の係数6πに

ついての同次方程式

　　　　　Y’“1’　Dn，Dne，b＝X　kmn　en　’　“’’’’’’’’’”（2・7）　．

　　　　　　n　　　　　　　　　　　　　　　　n

の解の存在條件からYが求められる◎ここに

　　　　　砺一∫∫κい・・v、，・のψ。い，）弥い，圃・

　　　　　　　　s　苫
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　　　　　疏一∫φ。、（｝、）ψ鵡，・・抽

　　　　　　　　ヨ
である。砺η，島乱はK，．1〈iの封稻性から砺廼砺勘砺π＝k！？z，！、なる關係を瀧足する。

　　以上の檬にして結局野立方程式の解を求める事に露着したが，これから導かれる公式例え

ばアドミッタンスの公式が實用的に：充分な程度の精度をもち且つ簡輩である爲にはg（Vl，V2）の

展開の最初の二，三項をとるだけでg匿，V2）が充分正確に求められる様に，換言すればその

展開式が出來るだけ速く牧還する級轍となる檬に直交函数の選澤に注意しなければならない。

そこでこの直交函激系の選握と核の展開を實例につV・て述べて見よう。

3・核　の　展　三

つぎの様な三軍な積立方程式をとり上げよう。

Y　Se　（e）　de－J’e　（e）　K（x，　e）　de

　　　　　　　τ　　　　　　　　τ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜘飾・一画‘職欝

　　　　　Rgは管内波長

　　これは第2圖の矩形の窓の特別の場合である容量的野の積分：方程式で（2・2）（2・3）でb！＝ろ

掛て得・れる・敵雌系・して姻一 ^手・C・鰯圓を獺して魅イ昼し

εmはη1　＝0の時1／〉／？，m＝i＝　Oでは1となり叉9mt　＝　n／at物隅（α一αt）／2である。（2・7）の核展

開係数島魏やP1ルは

　　　　　一画幡多ア

　　　　　　　　Xo十α！

　　　　　Q・・　＝＝∫　…q・蜘帥

　　　　　　　　¢o

　　　　　Dnz　＝”（警。＝；1

と求まり（2．7）を：解けばYが分るわけでこれは三三には無限元の連立方程式を解く事になるが

今回に窓の界が直交函轍の最初の項で近似出門るとすれば，即ちε（ξ）＝eo　eo（ξ）とすれば（2・7）か

ら解は直ちにY＝　ko　O／1）。2と求められる。このアドミッタンスの値はε（ξ）＝60ψ0（ξ）と一定し

て後述5．の攣勢法で求めた値と一致するがその精度はα！／a＝0．5の時誤差は20％である。つ

ぎに窓領域即ちxのat十Xo～Xo領域Xdi　cos　91　x＝αcosθなる關係でθのπ～0領域に攣換し

・の領域で厳函獺開瞭…4・し・一・・・…一≦である・醐一／1鉢…晩

採用する。



　　　　　　　　　　　　立膿回路に於ける二，三の墾画不毛蟹について　　　　　　　　　　　245．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樹騰〔isr　＋　￥t］　4L－cos　gi　x　cos　gee〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－X～i9…塑…蛙
　　　　　　　　　　　　　　1　　　　1

と塗形しβ　・一％　log21cos　91x一一　cos　9，ξ1　なる驕係を用いるとんをθのFour量er級数に

謙回る・但・A，一（1一（．．匙lag）〕一塩である・・以は・囎加と共に急淋・に近

くから普通用bられる寸法の　TEei型の導波管で且つ窓がi三略の蒔はd2のみとれば充分で

この蒔（2．7）の核の直交函轍展開係緻砺？1．は

　　　　　三富鶏〔一lll　log　1／rx　＋‘f）2×2a　一a2）2〕

　　　　　乃・・軸・藷（・＋…り・　f・mm　＝」　Yo・藷9（m＞・）

　　　　　　　　　砺轟・一思4瀞・・α・（・・一一・）

　　　　　　　　　　　　　あ勘＝O　Cmttt・n，鰯馬。は除く）

　　また　1）o＝1／〉〆売一　　　Z）m＝：0（ηヰ0）

　　　　　　　　　醐謙琳…”

と展開すれば（2．7）式は

　　　　　Yeo　D｛｝25ん。。Ce十k。2e2

　　　　　　　　　0譜ん29eo十k2202

　　　　　　　　　6、＝・6＝…P…一＝0

この蓮立方程i式から　ア瓢編一鰯器／病2が得られこのアドミッタンスの値は普通の導波管で

は誤差1～2％にとどまるものであbY式の第二項を省略してY＝L”ggとしてもaがλyに近：

ついてTE2，波が生じかける檬にならなければ實用的には差支えなv・。以上は特別な窓に：つv・

て直交函緻系の二二の必要性を述べたものであるがつぎに一般の矩形の窓やScrewについて

考えよう。これ等の方程式の核を見るといずれ1’Cも

　　　　　季ρ艶磁器起虻熊鼠ξ）揮画面ξ！〕

なる形の級数が表われて齎り從って

　　　　　・一ざ面面…　　　　　一……（…）

なる形の級轍碗伽糧になる。この灘はA一・の時は一9i・gi戯罫騰し・

なるが温が大きくなると共に8に踊係して表われる級敬式の牧戯が悪くなる。筆者はつぎの

様な公式を見出してこの難黙を克服した。

　　　　　・一轄藩一2を毘耶（・nl　＋2’）　1・一一（・・2）
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この式の諮明はつぎの如くである。

　　？1≧0で成立する公式

　　　　　　　　　　　　oO　＿9t
　　　　　〔1・＋A・〕一＞6　一」’　e　」o（A　t）　dt

　　　　　　　　　　　　O

を：用いて（3．2）の左邊を攣面する。但しJo勧は零墨のベッセル函数である。

　　　　　　　oo　　　　．　oO　－lt

　　　　　嘱ゐ剛猛θCOS燃

　　　　　甲♂㌔・嚇軍ドト効＋・｝‘（曜）｝

　　　　　　　　　　　　　1　　sinh　t　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　醤一一十一一　　　　　　　　　　　　　　cosh　t一一一cos客ノ　　　　　　　　　　　2　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・畠一吉∫ゐ圃研壱J」。臨）醜津論マ礁一2量が
　　　　　　　　　0　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　
　　つぎに概・一J’」o（A　t）。。、、摯甥、、ズ碗求め・・。第姻嚥罐鰹にそつ磯

　　　　　　　　　0

素積分

　　∫。。、hs農ξ。　Et一　K。（→践・）alz一∫薦hsl豊磁・〔一・。（一幽（1・9・Aa＋1・9子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
＋Zの騰灘〕d・ 碍

を老える。cosh　2はzの偶函歎sinh　zはzの奇函籔で

あるから實軸上の積分では10（一ブ・42）10g・4㍗Jo（Az）

10g／A2を含む積分以外は消滅する。又牟圓周上の積分

はR一一）・coで濡滅するから結局

　　　　　　　sinh　2　　　　∫　　　　　。。、h、＿。。、、・B「・（一豫）de　　　　　　　第4圃

　　　　　　　　
　　　　　一一∫繭、讐ぎ、E、一　」。（脚・9・A・・dt

　　　　　　　－oo

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　一一∫。。，hS嵩醗．｛1・9・A・一1・9圃」。（A・）・．　t

　　　　　　　　　　　－OO

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　一ブ・∫δ議箋1、。一」、脚一ブ・・

　　　　　　　　　　　　　　　　0



　　　　　　　　　　立膿圃路に於けや二・華の畢面不漣雛について　　　　　　　躍

この複素積分の被積分勲の上巴1磯ける撚ブ【2・・π＋媒囮・蝉）であるからその劉留

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数を計算すれば積分の値が計算類來結局Zこ2ΣK⑪iA（2nπ十zi）　1を得る。とこに一Br“，（x）は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勿縷形ベツセ・・瀦である・鰭にして（3・2）醗鵬継κ・（・）は2囎加と共聴淋、

滅少するから（3・2）右邊の級轍はlzt　i≦2πでtik　n＝＝0：及び±1の三項を取れば充分で更に多

くの場合？ド0の項のみで充分の精度が得られ短形導波管内の問題に必ず表われる（3．2）なる級

数の計算に用いて便利なものである。この公式を慮用して核を展開し積分方程式を解V・て矩形

窓のアドミッタンスやScrewのインu“　一一ダンスを求める経国につv・ては既に1護表してある論

：文を滲照されたい。2）3）ここにはその結果を集録するにとどめる。

　　　4．窓及びScrewの公式

　　i）　矩形の窓のアドミッタンス

　　窓のアドミッタンスrはつぎの三つの部分に分けて表わすのが便利である（第2圖参照）。

Y瓢Yc十厩十｝㌔ノ

r｝1＝叢。十｝るエ

　　　　　　4a
／

　　　　　　4ai
程

　耳＝｝㌔十Yi，

1　Yc・％・万1・91／・

IY・・　・・．タ鈎・万ゑ聾謬己

Yi・一軸・磐（・／β・一・）

v，…一軸4キ（転盈1

勤f羅｝こ励十｝うf1

・・・・・・…
@（4．1）

a・一
k・一（毒）〕一均・

　　’　　　at
rz　nt　SM　91wwQ一

・・｛・一（書妻）〕塩

　　　　ろ〆
β＝　sin　riT

IVI，t一「ブ豹・一 u嚇一・）一一・・27（癬一・騨

γぬr駈酵（・一階・＋・・’2　pm一　1）…÷（1…一…＋・）・d・＋…｝

i　tL　｝｛a　d．　＝A．r　pt一（一2．zwwb　）1？2A．，it

峠書婿皇（・一β・）＋v、≒酔誘が

d・ntt　＝…5 o、無昨姦｝
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　　　／痴鴇／・一（評　　距影

Rgは勿論管内波長・9・…π／・また八一π／bである。このアドミッタンスはろノ／ろ一1では

』Y＝｝Ycとなって容量的窓のアドミツスタンスになり・7・遜ではみ耳となって誘導的窓の

』アドミッタンスが得られこれ等はMilesにより醜に求められていた．ものである。　一般の矩形

窓ではこれに更にIY］f　73るアドミッタンスth・・’加るわけである。このY、f　4iの鶏，、は｝㌔に比

し小さな量で雀略しても大した誤差を生じない。又YC　i，　Yli　1も導波管の形が大きくなって

TEo3やTE2、等の高亥姿態が生じなければ無親しても大きな誤差は生じなv・。從って普通使

．用されるTEOi型導波管については無派な近似式として

　　　　　IYT＊　Zc　e十　Ylto十　Eram　’・’’’”…＋・（4．2）

』を得る。更に蟹用に便ならしめる爲に6／a＝1．5，2．0，3．0なる導波管について

E（・IPI…＋三一ノ薯）一蓋賀9なるP，　9…／・，　bt／・め關係・筋圏（・），（・厭

・賄芳）一B・at／・の關係を第・幽に臨・てX一・．・咽表からP，　Q，　Rを求めれば

　　　　　r一義硯夢〔P《学）e〕・・Y・i＋・Yii…一…（・・3）

によりYが得られる。YC　i，三三は普逓雀略してもよい。又窓の上の電界分布は近似的に

　　　　　E働一i・％癒撫2η▽乱繰・振》匹薦砺

で與えられる。

　　ii）　Adjusting　Screwの公式

　　第3麟を参照してScrewの■ンピーダンス2「は

　　　　　z＝zz十z，

　　　　　易一ブ・一幅一〔…e・・…1・9難甑一・〕

　　　　　島噛、・2絵…ec2…F
　　　　　　　　　　　32rr2，g　」o　（ri　e）210g　sec82d－a

　　　　　　　　　　　　　　　　　1－T　　　　　ここに　　F＝＝

・・・・…
@（4．4）

．．．．．，．，．
i4．5）

　　　　　　海胆諭〕

　　匹嵩導・　　9「麦藁畜

・弓・・一…；嘉，・一…畷

・一，帰聰聯（2a2）L｝｛秘嘱（・鋼
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α6　α7　 ま豊r働→．《3’→

　　　　　gt　a
（a）



no’　； 急識ご．．木＿道、．・tWL’i”

s

Q

託◎

Oe5

o．　f

軌◎5

a．　oE

％＝α亙　り　　　w　　　　　「　　　　　　　　　　　、

@o。芝5

．、

ｽ協　　↓◎

@　3。◎
や

■晒塵b　魍■繭臣　調

メ@　◎　　嘲顧図口　　＠

㌻

陰

←

o

●

馬

、 9

、
毒 ◎

、 、
■

喝、 5

噂

蝋
＼　．、

o
℃

q

＼ 曳㍉ 犠 噌 ＼

昏

＼　『
1．

o
曽

解

㍉

、ξ 　1
A

軸
◎

9

砺 o汐 も

○ α75 塾

軸
し

●

、 曾

幅、
＼

ワ o 魅
冤

駄も 、
鱈

＼
聾

隔㍉　　鴫 ＼陥

、　A
　一1　陸　　1・＿昆＿

琵 護

●

■
■ こ

＼

◎」　　α2　　（｝．3　　ご瓦掌　 α5噂　σ㌧6　　α9 亘’ゆ

第　　5　　圏 （b）

　　　　海ド1。（A　rl　tro）Ko縁町？’o）

　　　　五一÷／・《警）2

で與えられる。このインピーダンスZはcl　・ceの時Z瓢銑となりInductive　rodのインピー

ダンスが得られこれは既にMileSによつて：求められていた。♂手αでは乙れに2cなる容量性

リアクタンスが加わり從つてScrewのある挿入長に饗しZ＝0となる。これがScrewの直

列共振黙でこの時ScrewはScrew位遣に挿入されたピストン板と同一の効果を與え透過波

0となる。2。の公式中に：出て來るdのKo（2Ari　e）はScrewが嘘；壁に極く接近せぬ眼り省略

してよい。なお式中のJo（x）は零次のベツセル函鍛，　Ju（x），　Ko（x）は零次の攣形ベツセル函激



　　　　　　　　　　　｛妬蝋姻2　∵…’（s’1）

Sの周邊で必要な境界條件を満足する函数ψ1（Te　1，U2），ψ2（tt　1，242），……V「lin（ul，「u2），……をとって

　　　　　g（ui，　u2）＝　一Y　d，n　sb”i（’tei，　tc2）　・・・・・・・・・…（5．2＞

　　　　　　　　　？n
と展開し（5．1）に代7〈し未知係数4。、をXの値をstationaryならしめる如く決定する。（5．1）は

　　　　一（．Y”　（lm　Dm）2＝”．：Y」　．S　dm　dn　Km・n　’’’’’’’’’’”（5・3）

　　　　　　nv　？n　n

　　　　　　　　　　　立膿圓路に於ける二・三の畢面不蓮績について　　　　　　　　　　　　2駐

である。叉Screw上の電流6｝布は近似的に
　　　　」（g）Fii－EogTg・illzl｛iiliil，inhqe．i．／／4ttggtilS／illf’iEglm；｝iimmpi．t］．（，，，＋？．z）　’・’　．’’’’’’’’’’”（4’6）

　　　　　　f（ξ）一1・・叫ξ＋・＋緬ξ＋膏｝／・　・　・1

以上の様にして積分方程式の核が適當な直交函轍系に展開出來れば容易に解を求める事が出來

るのであるがtの展開は必ずしも容易でない。斯檬な場合つぎに述べる嫌な攣分法の態用が有

力となる。

　　5．i三分法の磨用

　　例として（2・2）の解法を考える・（2・2）の繭邊に9（u・・…2）操じてS上で面積分し攣形する

と・

　　　　　　　fJ　g（　tei）　？t2）　g（vi，　v2）　K（tei，　？ea　；　vi，　vs）　da　da

　　　　　X＝ms，　s

　　　　　D，n　一∫φG・（t・1，・…2）ψ彫（2…　u2）・iα

　　　　　　　5

　　　　　編一∫∫κ（陥・・。〃、）ψ。（・、，・嚇（〃、，〃。）配・

　　　　　　　お　ロサ
（5．3）爾邊をd。、につき微分すると

　　　　　Xl））n－Y　dn　1：）n＝2　dn，　Kmn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・・一・◆・…　（5．4）

　　　　　　　　昂　　　　　　　　　　π

ここで

　　　　　（ln＝fn　X　2　dn　1）rb　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・…　（5．5）

　　　　　　　　　7～．

なるあを定義する。この三三にDnを乗じ7Zにつき加算するとΣ　dn　Dn＝－置ルP。』砺エ為
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海　　　　　　　　　　　　　　乃　　　　　　　　　π

となるから

　　　　　　　　　1
　　　　　xr∬、　pr　　　　　　　　　一……（5・6）
　　　　　　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町

N（5，5）を（5．4）に代入すると

　　　　　Σfn　Knzn＝：エ）t｝、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・一・・・・・…　（5．7）

　　　　　71
　　　　　　　　ηL＝1，2，…………
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となる。結局（5．7）なるルについての陣立・・一…欠方程式を解いてfnを求めそれ髪（5・6）に代入すれ

胸ばよいわけである。この解法はXの値をstationaryならしめる如く9（U　l，u2）を決定したの

’であるが例えば短形窓の時に（2．1）から

　　　　　1（9）一∫∫9（・卿（v・…）κ（2・・．・・2・v・…）・d・・d・　一E・∫撫・細（…，…）al・

　　　　　　　　8　8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・…　■■…　（5．8）

一なる∫（g）を定養しこれをstationaryならしめる如くg（Zt　1，2e　2）を決定しそれを

　　　　　血紅蒜∴躍・〕一一
　　　　　　　　　　　　　　ミ
に代入して一を求める方法が老えられるが斯様な方法では9（2t1煽の正しい値が求まっても，

Xについては必ずしもよい近似を與えるものではないとv・う黙に醐し學會誌において論磐があ

った。この事に關しては爾：方法でもしも9（zu　1，煽の展開函歎として同一のものを用いるなら

・ぱ繭者は全く同t一のX即ち今の場合は同一のアドミッタンスを與える事がつぎの檬にして謹明

．出回る。（5．8）に（5．2）を代入し1（9）statonarYの西下から

　　　　　羅賑一2助・｛瓦／亨一継紙〕

又（5．2）を（5．9）に代入して

　　　　　x－2研E・｝／画一μ勾／・…d・　Dn

．・し・・こでd・一・…隅／乎一」畝）な蘇醸する・上のゴは（…）・（…）

．と全く同一になるからである。

　　攣分法による解の要聡は以上の如くでありgの展開函数として多くの函敬をとればいくら

』でも正しV・値に近づくわけである。しかしながら實際にはその際表われる積分や級激や蓮立方

程式の解が難しく一つか二つの函数をとって計算するのが普通でありたとへ多くの函数をとっ

て計算する事が出來たとしても得られた公式は貿用には縁遠V・ものとなるであろう。從って俵

層定する函数は出來るだけ翼の分布に近いものを採用する必要がある。この分布は實験の結果や

物理的考察によって豫想される場合もあるが夏に望ましい方法は積分方程式を3．の方法に從

って解いて得られるg（‘tc　1，’te　2）の近似解をこの攣分法の展開函敏に採閉する事である。以上の』

檬な攣分法の慮用例は7．に述べてあるからzaでは省略する。さて以上の様な：方法で求めら

れるXの値は眞の値より小さく從ってかくして得られるアドミッタンスの値は眞の値より小さ

くインピーダンスの値は翼．の値より大きい事が数學的に讃晦卜1洩るがここではこれに關蓮して

つぎの様な物理的考察を行って見よう。窓の電界を　E（te　1，・’te・2）とする時窓上の磁流から一部

Active　Power　Wとし一部Reactive　Power　UとしてPowerが出て行く。～二こでは論明

を略するがE唾絢）は實籔として以下の説明には差支えないからこう假定して議論を進めて

．行く。こうするとzの正方向に出て行くWは
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　　　　　伊一告∫臨…）・R・〔恥・…娠）〕・・→3・・〔∫E（・…）・・F紬關

　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T

34uは
　　　　　σ一音鈎脳）…n〔謡曲）〕4・一吉翻〔∫E隔）・F・（・・・・…）・d・〕・

　　　　　　　　　T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T

　　　　　　　　　＋謡蘇∫Eい・）・F・・（・・・・・…2）da〕2

　　　　　　　　　　　　　　　r

yc，融け純虚幻であるからUは純虚数である。上述の様にW，　U共Eの函数でEの値により

色た攣るが今研（劫篇1に拘束してU（珊を極値ならしめる條件を求めるとLagrangue　の未

定乗敬法を用いその乗数をY12　yo　iとすれば

　　　　　δ｛UてE）一1「（．EI）〕η23101｝＝：0

となる。これを解けば

　　　　　r∫E（v・・v・）・F・い・）F・．（・…　u2）　da　＝．fE（v・・v・）・K（脳・v・・　v・｝・dCt

　　　　　　T　x’なる式を得る。ここにK：は（L15）のそれと同一である。　上式と（L15）を比較すると上記の乗数

中のYがアドミッタンスに翼壁する事が分る。從って窓の磁流から生ずるActive　Powerを

1に拘束してReactive　Powerの大きさを極小ならしめる蒔のLagrangueの未定乗数が窓

の片面の規格化アドミッタンスY／2　？y〔uを與える事が分る。この事は又2U／研の停留値が窓

の規格化アドミッタンスを與える事であり前述攣分法でYを求める事の物理的意味が明かにな

るわけである。

　　　6．鷺像法の管内理論への慮用

　　第2圏で窓上の磁流によって生するベクトルポテン

シャルは窓上の電界を¢威分のみとしそれをε　CX，　J？）と

すれば

　　　　　穿土淘・（e・o・）品品脚

　　　　　　cosqmx　cosq，n　g　sin　r”y　sin　？’n．v　d6dop

　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．・．一（6．1）

となる事が（1．12）等から容易に分る。　このベクトルポテ

ンシャルが第6岡の様に配置された三流によって生する

ベクトルポテンシャルを合成する事によって得られる事

をつぎに誰閉しよう。囲の様な電像磁流発布が導波管管

ノ

ts

o

曾 ↑ ↑

↓良 壷 s↓

↑、 ト 4・

嘉 P↓

曾 す で

繁6圏

・一
　　Jag，
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蟹Q職の野界條件噸階る事は容易紛る・磁流肺を澱剛と鱒ば
　　　　　J’e．，y）一±i，　一W．　：“　J．＊．　（x，　lr）　・・：・：・…t・・（6．2）

　　　　　　　　　　　，1）1皿O　nPt　1

　　　　　」＊mn　（x，　y）一一　一4ib一　sm　SE一（e，　rp）　cos　gmx　ces　gnt　6　sin　rny　sin　7’nop　dg”　drp

　　　　　　　　　　　　　　　T

　　　　　sm＝S　（m　＝o）　i（m＝i＝o）

となる。J轟によるベクトルポテンシャルはz＝0面上で

　　　　　A．，　’mn（X，Y）一括∫覧（鋼乳→覧縮ガ．

　　　　　　　　　　　　　m　co

　　　　　7’＝〔（x・一ξり・2十（3ノ＿＿ηり2　〕K

となり又旧式を用いると

　　　　　遂茄．・．品一悪∫紳・伽ξ三曲脳蜘諦欄・

　　　　　　　　　　　　　　　　一〇つ　τ

更にη’一シ＝tt，ξしX・＝tと置換代入すると

　　　　　一盛．誌一∫・（ξ・・）…sg・X…9・ξ・鞠…層紬

　　　　　　　　　　　　T
となる。　ここに二’

　　　　　　　。。　　一」7gVtt’十老乃

　　　　　1　：．」’」’　2．vm／t’2pt／untrmrmirm　cos　（i”；t　cos　’rntt　dt　dt’

　　　　　　　一　oo

を老える。

　　　　　　　　　　　　　　。G　　　一一t，〉／え2＝慶　　　　　　一幽〉’ガ響ア2

　　　　　θ諏一著拠論・・d・一…・一・一（・・31

なる積分表示を導入すると

　　　　　　　　co　co－tV2’brrt－e’　oo

　　　　　…押回ず》矛〔ド噌調鵬淵

　　　　　　　。。　　　　。。　　一苫4λ2二々2一λ　　・

　　　　　＝：・押叫論ダ諏r：・4λ

　　攣数回換　～／λ2一ゲーτを行うと

　　　　　　　co　O［）　一tT
　　　　　一・押卿∫4ノ；辞論綿・網痂
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二番鼠の積分は　Ko（t＞／？彊一肝うに等しいから結局．

　　　　　　　　　
　　　　　・一4∫　Ke（tvii－it3’rm一’ne”’le”2）…9・t　dt

　　　　　　　　O

　　　　　　・・2π／＾／9F｝3十僻7詳；群襯ブ2π／伽b

となる。三って

　　　　　二一ブ…誘認・（ξ・・）…伽・…㊨ξ・陶…綱ξ吻・

　　　　　　　　　　　　　　τ

かくて結局

　　　　　ル㌔Σ雨晒ブ島∫・（ξ・・）認砺ゐ・聯…卵ξ・陶…賜・・ξ・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

となり（6．1）と一致する○これで誰明が出來たわけである。二って磁流にごよる管内ベクトルがテ

ンシヤ．ルが

　　　　　　　　　　。。　　。。　　」　　　　→勧
　　　　　睡ち三．．認。．（認∫・（ξ・・）θ万勲…………（…）

　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

　　　　　　　　　ηゴ＝〔（ia＋ξ一x）2十ijb＋η・一ε～）2〕

に・つて・求め・・励けである・・れを昨一 ﾔ〔響＋諭に代入して麟
を計算し（1．13）から積分方程式（L14）を導く時と嗣様にして：方程式を作ると

　　　　　　　　　ブ　　　　　　　　　　　「ブ彦？’∫ゴ

　　　　　織≠（鴫＋のθ㍗一d6・ao・一…E・　sin　7’iy…i．・’C6．s）

なるε（ξ，η）に驕する積分：方程式を得る。窓が導波管断面に：比し充分小さければ上式左註はブに

つv・て交番級数であるので西距。の項以外は無観出出るようになり又右邊も窓の中心のy

座標を0とすればyoEo　sln　7’ieとなるから小さな窓については積分方程式は結局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「グ々γ臼。
　　　　　磁1∫・（ξ・・）（弄＋の編▽・ξ・・一三・i…xe　・一・・（6・6）

　　　　　　　　τ

となり，鄭にこの時l17。⑪1）《1故ん一→0とおいて差支えなくなるわけである。（6．6）はx　y’面

上に無眼に蟹つた第面金旙板に：あけられた矩形の窓に刃osin　rlc　ixる河工薗電磁波が唾直入射し

た時の窓電界を求める爲の積分方程式で（7・の（7・5滲照）ん一→0とする事は隙電的近似を行

う事を意昧する。上の如く解析すると軍面電磁波の回析と管内電礁波の回折の關係が明かとな

り速筆電磁波の回折問題が解ければその特別の場合として小さな窓による管内界の問題も努る

わけである。そこでつぎに果面電磁波の回折につV・て考えよう。
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　　　7，窓による平面電磁波の回折

　　翁面の様に無限に撰つた晶晶　　麟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

射波の進行方向をlo，艮rを原瓢0　　　　　　　、

　　　　　ーブleio・r
　Ei二　Eee　　　．　　　　　　　　　　　…　（7．1）

　　　　　　　　一ブんi。・r

　H卜汐oio×Eoθ

　　Yo一～／鋸万弓　　ft

で與えられる。窓の上の電界をEとす

る時窓上の面曲流密度±i3×Eから生

するベクトルポテンシャルA±は

　　　　　A±＝±A

　　　　　　　　　　　　　　　　一ブ釧r－r、｝
　　　　　A（・）壕．∫（i・xE（r・））e「。一¶

　　　　　　　　　　τ

’深

　gi
　　i

↑夢

Sl．．・

　t

rs　a’　ti，

第　7　圏

　。ゆ．λ

駄軸刷､

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・（7．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　da　　　　　　　　　　　・・・…　一…　く7．3）

となる。roは原聯から磁流面素片に向う位鐙ベクトルである。選評の磁界は

　　　　　z≧oでH・（・）＿L7×7×鋼
　　　　　　　　　　　　　7Wpto

　　　　　・≦・でH仲恥昨・）一：煽脚xA（・）

a＝0では電界に關する條件は航に満足されてるからτ上の磁界の蓮綾條件Hi　＝　Hmのみ考慮

すればよV・。これから

，×。×〔孟。∫i3ぐ×E（・。）・一ew1－1「．，IOId．〕．姻砧・自国・押〕

　　　　　　　T
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．，．．．（7．4）

なる積分：方程式を得る。rは原黙から窓上の着融占に，　roは面素片への位置ベクトルである。

（7．4）は最も一般的な場合であるがつぎにん：方向に電界三分を有する軍配波が2角側から垂直入

射する場合を考えると（7．4）はつぎの如くなる。

　　　　　嘉晶晶＋が）÷一ブ如・ξ耐…。E。一……・c…）

　　　　　　　T

　　　　　　　r＝　〔（x一一ξ）2十（3卜μ）2〕
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これから（5．8）に：；娼當した式を作り

　　　　e（g，n）＝C　si（e）　e2（rp）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞c6z
　　　　ei（e）一Ci　一　（’…2．一S・一’）：’）

．．．．・・・・…
@（7．6）

e，（pt　＝［Il　i一　（．．2t．／．．）a）

257’

・假定し嶽灘・・Cを回する．（…）・・窓腱傭賠件・（ξ，土号）一・を齪して繍

事：は容易に論る。

　　　　　c一珈禦G／F　　　　　　　　…・・……・（7・7）

　　但し

　　　　　Gづ・（ξ綱ξ吻ギ〃

　　　　　　　τ

　　　　　F一∫伽）・理学＋が）÷→々をξ・・蜘一……・（7・・）

　　　　　　　τ　τ

　　（7．8）は四重積分で～二のままでは計算が困難だが積分表示（6．3）を胴v・て饗形するとx，ξだけ

についての積分とシ，ηだけについての積分に分けて計算を行う事が出來る。途中の計算を論鴫

するには多くの紙面を要するので結果のみつぎに示そう。

　　　　　　　　　　ヨ　　　　ノコ　　　　　刃一一ブ舞踏｛9「　（b・＋b・）｝　　　　一・一…・（7・8）’

　　ここに

　　　　　g＝πβ3〔σ。一〇．50σ2α2＋◎．281a4cx　4一・一一〕

　　　　　　　σo＝O．1665－0．028，25β2－i－O．03365βi一…………

　　　　　　　σ2　＝0．0667－0．02237β2＋O．O‘822β4一…………

　　　　　　　σ3＝O．0143－O．03396β2一｝一〇．04115β4一…・・…・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　πろ’　　　　　　　　　　　πσ’
　　　　　　　　　α瓢…え一　　　β＝「一一

　　　　　61諜Jo（α）｛Pユ（γ）一β2P，（γ）｝　　　　　　（α）≦；1）

　　　　　ろ，＝一β｛（9ユ（α，β）一β29，（α1β）｝

　　　　　　　　　γ　・　a　l／bf

　　Jo（のは零次のベッセル函数にしてP，（γ），　P2（γ）とγの關係及び軌（α，β），9，（αβ）～α，βの

關係をそれぞれ第8圓，第9圏に示してある。9は嚴密な計算の結果得られる級数の最初の二，．

三項を示したもので，b，と隔は逸中：部分的に数値積分を行って得られた近似値である。

　　乙こで窓をβ正：方向に透過して行くエネルギー流の時間羅均と窓の衝積に入射する李爾波．

エネルei　一一流の時勢畢均との比を7で表わし透過係籔と名づけよう％　これは

　　　　　糧伽鳥∫・（9・・）帥一語，一R・C

　　　　　　　　　　　　τ
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篤　　8　　圃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　rぐ÷緬一ゴ（婦、）〕　　　…・一．（・．・）

で戴られる・（7・9）の鋤蝦や・窓がフ謝電界題鋤敵糸田長し峙（7・5）を蹴近似の方法で

筋た繰・砒鱒につ匠雌編を参黙縫剛（…）（…）・・す魍・・…誇で・

い近似をあたえるものである。

8．小さな窓の双極子

　　導波管や篁洞の小さな窓を扱う時双極子の老えを導入すると問題が簡軍になる場合が羅々

ある。唯從來は矩形の窓の双極子が一般的には求つてなかつたのであるが以上の様に李面波回

折の問題が解けるとつぎの様にして小さな矩形の窓の磁氣双極子が求まる。第7圓を参照しz
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摯

第　　9　　圏

の負方向からE｛，，Ho＝YoEvなる電磁界振幅をもつたzド面波が入射する時9の正側に生する

ベクトルポテンシヤルは窓が充分小さければ＼

　　　　　壕〔蜘）・ξ・，〕ヂグ㌦髪．デ卿

　　　　　　　　　r

廊蛸・物β鞭蹴なるか・c宴`畷痛・なる・一擢
なる大きさのツ方向をむく磁氣双極子によるベクトルポテンシヤルは

　　　　　垂豊鵡ニル

爾者を比較すると等領磁氣双梗子能率として

　　　　　・｝・一2島G一ぞ触瓦論

　　　　　　一ぞ・幽論一一｛藩・・H・’煮あ一一…一（…）

を得る。上式中P、（r）は勿論第8騰｝に示されたもので又∬♂一2π・は窓を閉じた時その黙に

生する磁界の鰹である。以上は窓のなV蒋その駒ζ電界の法線威分がな㌔・蒔であるがこの成

分がある時は磁氣双極子の他に電氣双極子も生する。つぎにこれを求めて見よう。窓のない時
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その黙のZ半側にある電界の法線哉分をEotとしよう。窓をあけな時謬正側における電界の

法線成分及は

　　　　　　　　朝戸誇一捻

　　　　三碧∫榊）・・　ψひ）一÷→加

　　　　　　　　　τ　　　　　　　　　　　　　　　　　彫

　　　　ん「麦∫齢）…　｛（一ξ）・＋（，一・）イ

で求あ・繊・瑠の間には喝瓦’噛係・轍繍な・嬉・れ等嚥か・電

界法線威分に：よρて生じた磁流二分凡，κ“に關してつぎの積分方程式を得る。

　　　　・瀞茂ψ〔仙一・恥　　　　　・…・……・（・・2）

　　　　　　τ

　　　　毒∫瓦ψ（のda・＝＝（・一器）恥　　　　……・∵…（…）

　　　　　　τ

　　この積分方程式を解きKx，　K？i中に含まれる朱知係敏6をts“　Eo　l　l・cよって生する磁流が

閉曲線をなすとbう寒熱6）

　　　　　響＋響一・　　　　　・一一・（…）

から決定すればよい。そこで例えば積分方程式（8・2）を解く事を老えよう。窓が波長に比し充分

小さければ（8．2）は

　　　　羨∫7て舞輩剥ξ吻一e　E・t・y　一・一…（…）

　　ここで　　　瑞（ξ，η）＝M（ξ）Y（η）

　　　　　　　　韻ξ）一〔卜（与）招〕％

とおいて（8．5）に代入し且つ

　　　　　　　　　　　　　　・・÷∫…｛・・（．x－6）　｝K，｛u（y－v）｝dz‘　・・・・・・…　一・・（8）

　　　　　　　　　0

なる積分表示を利用するとつぎの急なY（η）に關する積分：方程式を得る。但し（8．6）式中のKo（x）

は面形ベッセル函籔である。

　　　　　誓

　　　　∫Y（・）G（y，・）d・一・E・ty　　　　　・・…一…（8・7）

　　　　謂
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　　　　　G（，，o・）一髪了・（穿）K、｛・・（・y一・・）｝dte

　　　　　　　　　　　O

　　　　　　　　　・（aノ郷2）千欝）r

　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　、11（x）は一家のベッセル函数である。ここで積分表示

　　　　　　　　　　
　　　　　齢）ガ響㌃・・

を導入し塗激越換？」　・6’／2cosθを行うとG（y，η）をθの余弦級轍に展開する事が直鎖る。

即ち

　　　　　　G（シ、η）＝Σ9」（θ’）cosブθ　　　　　　　　　　　・・……一（8・8）
　　　　　ノ＝0
展開係数中以下の計算に必要なg1（θりを示すと

　　　　　　　　　　　　
　　　　　9、（θ！）一3多∫1融・・θ・）d’・C

　　　　　　　　　　　O

　　　　　鯛寺癩触攣塑認

　　（8．8）を（8。7）に代入しそれがθの0～π領域で成立すべき事から

　　　　　筆
　　　　　∫Y（θり9、（θ・）、i・θ’4θ’。δ、，卿　　　

．…一・
i8．9）

　　　　　ず

を得る。ここでy（θ！）　sin　Ot　・・　．X　f．．　ces？nθノと展開（8・9）に代入して得られる∫i，f3……に闘

　　　　　　　　　　　　　　⑪
する欽蓮立耀式を解けばよゆけである・∫・のみとった時の解を示すと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一％
　　　　　γ（・）一洗㌘〔i一　（一Zi；e一）2〕　　　一…一（8…）

　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　r（・）づ9・（・り…θ！dθ！一4・∫∬岡〃ω伽

　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　塒∫翼／4蝶読

　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　一穿
　　　　　　　　　一÷∫・、（tte　sm　9）・S・、（2e　・i・・脚

　　　　　　　　　　　　0

　　γ＝a！／b！で叉1，（x）、1〈1（x）は一i次の攣形ベッセル函数であり爾者の積はxにつbての軍
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調減少函数でxの大きな所では1／2κに等しくなって行く。これ等の性質を利用すると近似計

算を行うに便利である。斯様にして邸が求められ同様にしてκッも求められる。この中に

含まれる未知日劇Cを（8・4）により決定すると結局求むる下流分布として

　　　　　K｛6，　op）一E，’（i，　r．R，（6，　rp）一i，lil，　C6，　rp））　e（r）　・…a・・＋・一E・（8．11）

　　　　　e（・）一者〔r（1／r）＋r・rCr）〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　％　1／z　　　　　．pi．（＃．　T）　一　（i一　（．一：IS7）2）　．．7，Ti．　（i一　（ma2m，7一）2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7i　＞E
　　　　　聡・）ぞ〔・一（ぞ）㌔　〔1一（勃2〕

を得る。

　　そこでこの窓の二流からの輻射界と窓の中心におかれた電氣双極子能率Pからの輻射界を

比較する事によって求むる一一双極子能率として

　　　　　　　　P＝i3　P　E，ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…　一一・・・…　（8・12）

　　　　　　　　　　　　　tt一一

　　　　　　　　　　n2　　　2
　　　　　P　＝：；　一ao　一b’一2一一　S　G．（r）

T　　　　　　　　　ざMe　gr）
確）　　　　　　　　　　　　飾σ♪

　ダ

　　8　va．一，，　1十1－o，g
　穿

塗6　　　　　　　　　　　　　δ6　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yt

　　・O．L－LL！．i－i．　．“　一　，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．◎　　ガmp　　　　　　　　　　　　　　　　　　f’di　　　　　　Oe？　Oe　5

　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　10　圏

→緯締

琶

を研

暑 躍

華

§

→衡戸

暮

1
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　　　　　　　　Gp（γ）＝2へ：／…7”…　（2（γ）

を得る・s－a’〃で窓の画積γ一a’／〃である。γとG．（r）の闘純第1咽に示す。：熔がな

V・蒔その黙のβ負側の切線磁界の強さを　H襯i1πD汁i2Hoンとすれば下町双極子能率

Mは（8．1）を少し塗形して示せば

　　　　　M＝iエnz．v　Hoz十i2　7？Zy　Holl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・■・一・・・・…　（8．13）

　　　　　　　　　　π・　曇
　　　　　Mt　1＝一μ。一16－s　　　　　　　　　　　　　　G．v（1／γ）

　　　　　　　　　　πゴ　彗
　　　　　？n・　＝＝一μn6－s　　　　　　　　　　　　　　αサ（γ）

　　　　　　　　　　　　　蔓
　　　　　　　　G」t（r）　・・（rP，（γ））’1

　　G．lt（γ）とγの關係を第10圖に示す。ここでal＝b’なる正方形の窓の能率としてm”＝Me
　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
ー一・．49・。SE C　P一　一・．23・。8㌔得るが一方丸蜷の時は。、一＿・．464。。♂，

　　　　　　　書
P　＝＝一一〇・232ε08　であるから門門を比較すると正方形の小窓と丸v・小窓は窓の面積が等しけ

れば同一の双極子能傘を呈する事が分る。最後にこの双極子能…率をSeymour．B．　Cohn　が實

測した結果7）と筆者の公式（8・12）と（8、．13）による計算結果を第11圖に示しておく。数値計騨を：專

　f　一’

tV3

o．os

3

O．OE

o．“os

　　　3

醸　　2

o．oet

一一 v算値

Bラ則定値

ft

聖tt3

as
Oe　3

0．z

0．ノ

cp，　os

O．03

e．　p2

o　e．2　o，g　o・6　o，S．　r

窮　　11　圏
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ら三桁の計算尺で行った結果としてはよく一致して居る方であ6う。、

9．結 言

　　以上立醗回路における二，三の不遽績黙について解析したが上に求め允色汝な公式の懸用

例えば遮廠箱の隙聞からの電波の漏洩の計算，室胴共振器のQext．の計算，8）Higher　Mode

による多重通信の理論やAdjusting　Screwを用いたインピーダンス測定法等については後の

機會にゆする事にする。終りに御激蹄を賜った松本正藪授に感i謝致します。
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