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概 要

地表面に自由電荷が存在するとき，大気中を伝搬するラジオ波によって地表面プラズマ波が誘
起されることを理論的に示す。大規模な地震の前兆として地殻の岩盤に圧力が加わることにより
自由電荷が生じ，これが地表面に現れるとすると，地表面プラズマ波を検出することにより地震
直前に生じる電磁現象を捉えることが可能となる。地表面プラズマ波は，ラジオ波の周波数帯で
は自由空間中の平面波と同様の分散関係，すなわち，周波数と波長の関係を持つ。このため，地
表面プラズマ波と大気中のラジオ波は強く結合する。この地表面における電磁波の伝搬モードは
これまでに報告されていないものである。本論文では，数値解析により以下の点を明らかにする。
���地表面プラズマ波は見通し外の地点へ曲面に沿って伝搬すること，����地表面の凹凸により電
磁波が強く散乱されること，そして，�����同様の散乱により直交偏波の電磁波が生じることであ
る。これらの結果はすべて地震の前に観測されるラジオ波の異常伝搬現象とよく一致している。
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地震の前兆として発生する電磁気的な現象はこれまで長期にわたって調査研究が行われてきた
����� �� 及びそれらの引用文献を参照�。しかし，それらは事例的な報告で系統立った調査が不可
能であったり，発生を予測できない自然現象であるため，実験での再現が困難である等の問題が
あった。近年，地中の岩盤が地震による機械的圧力を受けたときに電荷が発生する機構が報告され
��	� 
� ���，これにより多くの地震に関連する電気現象が合理的に推論できることになった。���
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これまで観測された多くの地震の前兆現象の中では，�()!*から +()!*程度の超高周波（,!-）
ラジオ波の異常増強の調査が系統的に実施されてきた ���(� ��� +��。電波観測施設が近年，地震が
頻繁に発生している地域である北日本に設立され，これにより異常なラジオ波の検出とそれらの統
計的な解析が可能となり，異常ラジオ波の継続時間とその直後に実際に発生する地震の規模との間
の相関関係を経験則として導くことができるまでになった。異常ラジオ波は通常数週間から数ヶ月
間継続し，このことにより信頼性のある異常波の検出が可能となった。しかし，その異常現象が発
生する機構がこれまで不明であったために，異常ラジオ波検出の科学的，社会的意義について疑義
さえ生じる状況であった。.#��� #��$ %���������� %���#�� ������ �� ���� ���#������$
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実際に観測されている異常ラジオ波は次の様な現象である ���(� ��� +� �� 4� �4��。���異常に増強さ
れた遠方からのラジオ波が観測され，ラジオ放送局と受信施設との間にある地域で実際に大きな地震
が発生している。����そのような異常ラジオ波は地震の直前に限って，普段は受信できない見通し外
の地域で受信されている。�����その異常ラジオ波は迎角が 	(度程度以下の比較的高度の低い方向から
受信されており，電離層などの高度の高い上空から受信されているのではない。このことは，異常ラ
ジオ波が地表付近で発生し，地表面における電荷の影響があることを示唆している。これらの現象は
すべて大気，電離層，および宇宙からの影響による既知の現象では説明がつかないものである。5�
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本論文では，異常ラジオ波は地表面プラズマ波，すなわち地震の前に地殻の岩盤が圧力を受けて
発生した電荷が地表面で振動する波，によって引き起こされることを示す。その自由電荷は機械的
な衝撃や圧力により岩盤中に発生し，地中を伝わり地表面に堆積するもので，「������� !��（正孔）
��	� 
� ���」と呼ばれる。その地表面上の電荷は，ちょうど金属表面付近の電子のように振る舞う。例
えば，金属に光が照射され位相整合の条件が満たされると，金属表面付近の自由電子は光と結合し波
動を生じる。このような波動のモード（形態）は「表面プラズモン励起子」あるいは「表面プラズモ
ン」���	� �
��と呼ばれる。金属表面であるか地表面であるかに関わらず，表面自由電荷はプラズマ
周波数以下で電磁波と結合し，表面上の電磁界強度を増大させる。表面波 ���� ����および表面プラズ
モン ���	� �
��に関する電磁気学の理論は，地震の前兆である異常ラジオ波の現象をよく説明するこ
とができる。7� ���� %�%�� 7 ���" �� ���#���� �� ����� �$ ������ ������ %���#� "��� "����
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さらに，大気中のラジオ波と地表面プラズマ波との結合の現象を有限差分時間領域法（-�����

1�&��� 5�#�1�#��� )����� -151法）���:� �;��を用いて数値解析し，それによりこれらの波
動現象を直感的に理解できるように示す。数値解析では，プラズマ領域の有無，表面の凹凸の有無につ
いて検討を行い，表面電荷と凹凸によって引き起こされる迎角の小さい方向からのラジオ波の強い散
乱現象の機構を明らかにする。5� %���#�� �� ���%���� ��"� �� ��#��%���� ����� "�� ���
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本理論により，地震の前兆信号検出に関し，どのようにラジオ波源を設定し，どの場所でどのよ
うに観測するかといった点をより正確に理解することが可能となり，時間的，場所的に精度よく信
号が検出できるようになれば，このような異常ラジオ波の観測の重要性がさらに高まると考えられ
る。<��� �� �� %����� ����$� #�� ������� #����� ��� �� ������� �� �� ������� ����
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地震に関連する多くの電気的現象のうち，特に興味深いものは文献 ��	� 
� ���において報告されて
いる岩石中の電荷の生成と伝搬である。これらの文献では，地殻を形成する岩石は多くのペルオキ
ソ基欠陥による電荷のキャリア（伝搬の担い手）を有していることが示されている。実際の地震の
プロセスでは，岩石に圧力が加わると岩石中の結晶転位付近にあるペルオキソ基欠陥から電荷のキャ
リアが放出され，その後，岩石に微小なひび割れが生じ，それが拡大し破壊へとつながる。そのよ
うな電荷は非常に移動しやすく，ちょうどドープされた半導体との類似性から，正の電荷をもつキャ
リア，すなわち正孔と考えることができる。地中の圧力によって活性化された正孔は岩石の結晶粒界
や，土や砂の層をも伝搬し，最終的に地表面に出現し堆積する。そして，その地表面の正の電荷は，
電子と結合して消滅するまで地表面上にとどまる。これまで厳密には確認されていないが，生成され
る正孔の体積数密度は，�(�� #�� から �(�� #��に及ぶと推測される ��
��。.#��� #��$ ��������
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異常ラジオ波はランダムなノイズ状のパルス波として観測され，それぞれのパルスの時間幅はミ
リ秒のオーダーである ��	� 
� ���。そして，そのノイズ状の信号は数分から数時間継続し，そのよう
な異常ラジオ波は断続的に数週間から数ヶ月間にわたって観測される。地表面プラズマ波は１ミリ秒
間に２，３百キロメートル伝搬することが推察されるから，その程度離れた地点において異常波が観
測されることは合理的である。本節では，自由電荷が地表に存在するときの電磁波の伝搬および大気
中の平面波状の電磁波との結合の理論を述べる。5� ���#���� �� ����� �� �����#���������
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自由電荷は，プラズマ周波数より低い周波数において，導体の表面付近で集団的に振動すること
ができる。そのプラズマ周波数 ��:��は，-� ������ ��� �������� ���������$ �� �� �������$ �� ��
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によって与えられ，ここで �は荷電粒子の体積数密度，�は粒子の電荷，�� > :�:4 � �(��� -?#は
真空の誘電率，そして�は粒子の質量である。自由電荷すなわち正孔の実効質量はこれまで測定さ
れたことはなく未知である。しかし，ドープされた �型半導体との類似性から，電子の質量��よ
りも数倍程度大きいと仮定でき，適当な大きい値として �(��� > ��;�� �(��� ��を採用すること
は妥当であると言える。正孔の電荷は絶対値が電子と同じで正の値，すなわち � > ��;( � �(��� @

であるとする。粒子数密度は ��
��における推論から � > �(�� #��と仮定する。このとき，プラズ
マ周波数は �� > ��	 � �(�� ���?� �;� 5!*�となり，これは光の領域であり，数百)!*の ,!-ラ
ジオ波の周波数よりも十分大きな値であることが分かる。もし仮に，荷電粒子がさらに２桁大きな
実効質量をもっていたとしても，プラズマ周波数は �(�� ���?� �約 � 5!*�程度であり，まだ ,!-

ラジオ波よりも十分高い周波数である。プラズマ周波数 ��が外部電磁界の周波数よりも高い限り，
荷電粒子はプラズマとして振る舞い，地表面プラズマ波がラジオ波によって誘起される。"�� �

����� �� �����$ �� ������ %�������� � �� ����� �� �� %������� �� > :�:4 � �(��� -?# ��
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��� 表面波と表面プラズマ波����
��� ���� ��� ���
��� ����	� ����

表面波は金属や誘電体の表面に沿って伝搬する波であり，２種類の異なる物質の誘電率差が存在す
る場合に励起される ������。２種類の物質の誘電率を �� > �����および �� > �����とし，領域１は空
気で，. ������ "�� �� � "�� ���� %��%����� ����� �� ������ �� #��� �� �������� �$ #���

�� �� ��&��� �� �� �������� %�#�������$ �� �"� #������� ������ �� > ����� ��� �� > ����� =

��%%�� ����� � �� ���� �  

��� > � � �	�

とする。領域２は大地であり，その比誘電率は -�� ����� 	 �� ������� �� ������ %�#�������$ ��
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�� � ��C
� �
�

で与えられる。ここで，�
�

��と �
��

��はそれぞれ比誘電率 ���の実部と虚部，�は虚数単位，��は高周
波の仮想極限における比誘電率，	は導電率，そして �はラジオ波の角周波数である。�
�の右辺第
３項はドゥルーデ型分散関数であり，自由電荷の分極による電気感受率を表す。この項はプラズマと
しての電荷の運動方程式を考慮することにより導出でき ��:��，自由電荷はプラズマ周波数 ���以下の
外部電界に応答して制動係数（��#%��� ������）Cの制約のもとで振動する。このドゥルーデ型分散
項は地表面自由電荷の存在する場所でのみ考慮することとする。"�� �

�

��
��� �
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��
�� �� ��� ���
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誘電率とプラズマ周波数の関係および，表面プラズマ波の分散関係を容易に説明するために，正孔
のプラズマ周波数をラジオ波の周波数よりも数倍だけ高い，すなわち，�� > 	
 � �(� ���?�と仮定
する。このように仮定しても．自由電荷はラジオ波に応答して振動し，プラズマとして振る舞う。自
由電荷の振動の制動係数は ��よりも小さい，すなわち C > 	
� �(� ���?�と仮定する。これは自由
電荷は移動度が高い ��
� ���ことを考慮すれば妥当である。これらの値は正孔に関するデータが不足
しており厳密には正当性を証明できていないが，後で示すようにこれらの仮定により合理的な結果が
得られることが分かる。5� �����$ ��������� �� ������� ��"� �� %�#�������$ ��� �� %���#�

������$� �� "�� �� �� ���%����� ������� �� �� ������ %���#� "��� �� %���#� ������$ ��

�� %������ ���� �� ����#� �� � ���$ ����� ��#� ����� ���� �� ����� ��������� ������$�
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次に，大地が湿っており �� > ;および 	 > �(�� 2?#を持つとして，その複素比誘電率 �
�を図 �

に示す。表面プラズマ波は �
�

�� � ( かつ ��
�

��� � ���であれば伝搬することが知られている ���
��。こ
の条件は，例えば � � �(�� #��� �� � �(� 	 � �(�� 2?#等であれば広い周波数範囲で満たされる
ものである。5�� �� ��#%�6 ������ %�#�������$ �
� �� %����� �� -�� � ��� �� ������ "���

�� > ;� ��� 	 > �(�� 2?#� "���� ��� �� ����� ��� "� ���� 7� �� ���"� ���
�� ���� �� ������

4



%���#� "�� %��%����� �� �
�

��
� ( ��� ��

�

��
� � ��� 5��� �� �����3� ��� "�� ���� �� ������$ ���

���� %���#����  � � � �(�� #��� �� � �(� 	 � �(�� 2?# 

10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

104

105

106

106 107 108 109

R
el

at
iv

e 
pe

rm
itt

iv
ity

 ε
r

Frequency ω/(2π) [Hz]

-ε’r2

ε’r2

ε’’r2

εr1 = 1

図 �D 自由電荷が存在する場合の地表面の複素比誘電率。本文中に記述の通り，地表面プラズマ領域
の特性を明確に説明するため �� > 	
 � �(� ���?�を仮定している。@�#%�6 ������ %�#�������$
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動作周波数と複素伝搬定数の関係は ����� �
��，5� ������� ��"� �� ������$ �� �%������

��� �� ��#%�6 %��%������� �������� �� ���� �$ ����� �
��

 > � E �� > �
�

��

�
������

��� E ���
� ���

と表され，ここで �と �はそれぞれ減衰定数と位相定数，��は真空中の光速である。位相定数，ま
たは波数，は � > 	
��，ただし �は波長，であり，これを図 	の分散関係に示す。図 	からは，低
周波領域において表面プラズマ波の分散曲線が大気中の ����� ���（自由空間中の光の分散関係）に
よく一致していることが分かる。すなわち，表面プラズマ波は低周波領域において，周波数が同じで
あれば，大気中のラジオ波と近い波長を持ち，これによって両者は結合することができる。これに
対し，もし自由電荷が地表面上に存在しなければ地表面における伝搬モードは表面プラズマ波では
なく表面波のモードとなる。表面波は大気中の平面波 ������ ����よりも高い周波数を持つため，大
気中のラジオ波とは結合しないことが分かる。さらに，表面波は減衰が大きく，長距離を伝搬しな
い。"�� � ��� � �� ���������� �������� ��� %��� ��������� ��%�����$� ��� �� �� ������$
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図 	D 表面波と表面プラズマ波の分散関係（周波数 ��	
と位相定数 �の関係）。大地のパラメータ
は図 �と同一のものを仮定している。1��%����� ������# �������$ ��	
 ����� %��� ��������
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� 数値解析��	����
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��� 平坦な表面における表面プラズマ波����
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以上の理論的背景を基に，地表面上の大気中におけるラジオ波の伝搬を -151法を用いてマクス
ウェル方程式を解くことにより解析する。この数値解析手法を簡単に説明すると，空間における様々
な材質や形状の境界条件の下に，アンペールの法則とファラデーの法則を交互に計算し，電磁界の
時間変化を追跡する手法である。このとき，比誘電率が �
�であるプラズマ媒質の構成方程式につ
いては，いわゆる外部方程式法（.�6�����$ ��&������ �������� .1B）法 ���;��と呼ばれる手法を
用いて，その粒子に関する運動方程式をマクスウェル方程式と同時に解く。=��� ��� ���������

������������ �� %��%������� �� ����� "�� �� �� ��#��%�� ��� �� ������ �� ����$*� "���
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図 
に示すような進行方向の距離が �，高さが� である２次元空間においてラジオ波の伝搬を解
析する。大地は地表面から深さ� > �( #まで考慮することとし，大気の高度は� ��であるとす
る。外周部の境界は無反射となるように完全吸収層 �������$ #����� ��$�� �)H���;��を設定し
た。プラズマ領域は地表面からの深さが � #までとし，進行方向の位置が � > (�
�から (�:�の範囲
に存在するとした。有限差分近似に用いる空間分割の大きさは I > (�� #とした。大地とプラズマ
のパラメータは図 �と図 	に使用したものと同じとした。ラジオ波の周波数は �(( )!*，すなわち，
� > 	
� �(	 ���?�とし，ラジオ波源は � > (の地表面直上に電界方向が地表に垂直になるように設
定した。実際のラジオ放送局からのビーム状のラジオ波を模倣するため，ラジオ波源は地表面からあ
る高さを持つとし，その高さを解析領域の大きさに応じて約 �( #から �( #の間で変化させ，地表か
ら高くなるにつれて放射強度が弱くなる半ガウス型の強度分布を持たせた。こうすることで，ラジオ
波の放射ビームの方向を制御し，放射ビームが解析領域の上端に達してわずかでも不要反射波を生じ

�
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������� 5��� ����"� �� ������� �� �� ��������� "�� #������ ��������� %������� �� "��
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図 
D 本論文で用いた大地と大気の２次元形状。5"����#������� ���3�������� �� �� ������ ���

�� ��#��%�� ����$*� �� ���� %�%� 

この条件のもとで解析される電磁波の伝搬モードは5������� #������ �5)�波であり，電界の方
向が地表面に垂直で解析面内に存在し（図 
），磁界の方向が解析面に対して垂直である。5�������

������ �5B�波では電界の方向が水平となり，5)波とは異なる振る舞いをする。しかし，表面波
と表面プラズマ波の伝搬モードは 5)波であり，図 
の条件で有効に解析可能である。もし，放送
局からのラジオ波の偏波方向が 5B波のものならば，反射と回折の効果によって交叉偏波である 5)

波が生じ，これまでに議論した現象が生じることとなる。この交叉偏波の生成については後節の３
次元解析において考察する。5� #�� �� %��%������� ����$*� �� ���� ���3�������� �� ��������

#������ �5)�� "�� �� ������ 3�� �� %�����*� ��������$� ��#�$ �� %������ "��� �� %���

�� ����$��� ����� �-�� 
�� ��� �� #������ 3�� %�%�������� �� �� -�� �� %��%������� �� ��

�������� ������ �5B� "�� "�� �� ������ 3�� �� %�����*� ����*������$� �� "�� �����

��&����$ ���# �� 5) "�� !�"��� �� ��#����� #�� �� �� ������ "�� ��� �� ������

%���#� "�� �� 5)� &�����$ ����$*� �� �� %���� ���3�������� 7� �� ��������� ����� �� ��

�� 5B "�� ���3��������� ����� %�����*� 5) "�� �� $���� �$ �J����� ��� ��&������� �� ��

"���� ���� �������� �� �� ��# &�� �� �������� ��� �� 5) "�� @���� %�����*� &��� ��

�� 5) "�� "��� � �������� ������ �� �� ���� ������ �� 
1 ����$�� 

まず，電磁波の詳細な電界分布を � > �(( #および� > �( #の狭い領域での解析により示す。地
表面は領域の高さ � > �( #に位置し，プラズマ領域は � > 
( #から :( #の範囲とする。図 �では，
電磁波は � >(の波源から大気中に放射され，一部は地表面付近で表面波を生じるがそれは急速に減

:



衰する。電磁波がプラズマの存在する領域に達すると，地表面上に垂直方向の強い電界 ��が誘起さ
れ �-�� � ����，これが表面プラズマ波となる。表面プラズマ波は地表面に沿って伝搬し，プラズマ領
域の終点で散乱されて大気中に再放出され，一部は地中へ浸入する。垂直方向の電界 ��が表面プラ
ズマ波の主要電界成分であり，図 � ���と ���の進行方向成分 ��は表面波と表面プラズマ波の伝搬に
おいて対照的な様相を呈する。-�����$� �� "�� 3�� �� ���"� ��� � �#��� ���3�������� �� � > �((

# ��� � > �( # 5� ������ ������ ������ �� ����� � > �( # 5� %���#� ����� ������ ���#

� > 
( # �� :( # 7� -�� �� �� "�� �� ������� ���# �� ����� �� � >( ���� �� ��#��%�� ���

%����$ ���� �� ������ �� �� ������ "�� 5� ������ "�� ��� �������� ��%���$ =�� ��

"�� ����� �� %���#� ������ � ������ ������� ������ 3�� �� �� ������ �� �� ������ �� ��

������ �-�� � ����� "���� �� �� ������ %���#� "�� 5� ������ %���#� "�� %��%����� �����

�� ������ �� �� ������� "�� �� ���� �� �� �� �� %���#� ������ �� �� ������� ����� ���� ����

�� ��#��%�� ��� %����$ ���� �� ������ 5� ������� ������ 3�� �� �� �� ��#����� 3�� ��

�� ������ %���#� "�� 5� ������������ 3�� ��#%���� �� �� -�� � ��� ��� ��� ���"� �����

�������� �� �� %��%������� ��� ��������� %���#�� �� �� ������ "�� ��� �� ������ %���#�
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さらに長距離の伝搬を � > 4(( #および� > �(( #として解析する。電磁波は大気中をより高く
まで，ほぼ平面波状に伝搬する。図 4 ���および ���に示すように，地表面プラズマ波が地表の距離
� > �4( #から �(( #のプラズマ領域において誘起されている。興味深いことは，表面プラズマ波は
伝搬するにつれて強度が増していることである。� > �(( #におけるプラズマ領域端で地表面プラズ
マ波は散乱され大気中へ放射される。これが，これまで観測されてきた迎角の小さい方向からの電磁
波であると考えられる。5� %��%������� ��� ����� ������� �� ��� ����$*� ��� � > 4(( # ���

� > �(( # 5� "�� ��� ����� ���� �� ��#��%��� %��%����� ����$ �� �� %����"������

#�� 7� �� ���"� �� -�� 4 ��� ��� ��� ���� �� ������ ������ %���#� "�� �� ������ �� ��

������ ������ %���#� ����� �� �� ������� ���# � > �4( # �� �(( #/ ����������$� �� ������

%���#� "�� �#� �� ���# #�� ����� �� �� %��%����� .� �� �� %���� �� �� %���#� �����

� > �(( #� �� ������ ������ %���#� "�� �� ������� ��� ����� �� � "�� ������� ���� ��

��#��%��� "���� ������ ��� �� ����� ���# ������" ������� ����� �$ �� �������� 

平坦な表面では，表面プラズマ波は大気中のラジオ波の強度が一定以上であればどの距離におい
ても生成される。プラズマ波が形成される距離の限界を予測することは簡単ではないが，距離 4((

#の場合の数値解析結果からはどの場所においても形成されることを示唆している。さらに長距離
の解析は今後の課題である。L� J�� �������� �� ������ %���#� "�� �� ���#� �� ��$ �������

���# �� #������ ����� �� ���� �� �� ��#��%���� ����� "�� �� �� ������ ������� 7� �� ���

�����������"��� �� %����� �� ��#�� ���# "��� %���� �� "��� %���� �� ������ %���#� "�� ��

���#�/ ��#����� ������ �% �� 4(( # ������� �#%�$ �� ���#����� �� �� ������ %���#� "�� ��

��$ ��������� H���� ������� ����$�� "��� � �� ���A�� �� ����� ������ 

��� 曲面上の見通し外長距離伝搬����� �������� ����������� ������ ��� ���� �


����� �� ������ ���
���

表面プラズマ波の最も本質的な特性は曲面上の見通し外伝搬であり，これを図 ;に示す距離 �(((

#の凸状曲面を用いて解析した。この地表面の曲率半径は ;
;( #としたが，これは計算機容量の制
限によるものであり，実際の地球の半径に比べて小さい。この解析形状において地表面の高さは，距
離 � > (および � >��((( #の地点で � > �( #，� > 4(( #の地点で � > 
( #である。プラズマ領
域は � > 
(( #から :(( #の範囲にかけて地表に沿って深さ � #までの領域に存在するとした。図 ;

���および ���の結果において，電磁波の主要な部分は大気中を伝搬している。しかし興味深いこと
に，図 ; ���および ���のプラズマ領域が存在する場合には，表面プラズマ波が誘起され，曲面状の地
表面に沿って見通し外の領域へ，� > :(( #のプラズマ領域端まで伝搬していることが分かる。図 ;
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��� プラズマ領域のない場合の �� �� "������ %���#� �����

��� プラズマ領域のない場合の �� �� "������ %���#� �����

��� プラズマ領域のある場合の �� �� "��� %���#� �����

��� プラズマ領域のある場合の �� �� "��� %���#� �����

図 �D 距離 �(( #の伝搬におけるプラズマ領域のある場合とない場合の電界成分（�� は地表面に
垂直な成分で �� は地表面に平行な進行方向成分）。プラズマ領域は距離 
( #から :( #の間に
存在する。色指標は電界強度 ,?#，緑の実線は地表面とプラズマ領域の境界を表す。B������ 3��

��#%����� ��� �� %�%�������� �� �� ������ ������ ��� �� �� ������������ 3�� %������ �� ��

������ ������� "��� ��� "������ ������ ������ %���#� ����� ��� %��%������� ������� �� �((

# 5� %���#� ����� �� ���# ������� 
( # �� :( # @���� ��� �������� ������ ������ 3��

������� �� ,?# K�� ���� ������� �� ������ ������ ��� �� %���#� ����� �� �%��3� 
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��� プラズマ領域のない場合の電界強度 ��� ��� "������ %���#� �����

��� ���の白い矩形領域の拡大図 =��� ���������� ����� �� ��� 6%����

��� プラズマ領域のある場合の電界強度 ��� ��� "��� %���#� �����

��� ���の白い矩形領域の拡大図 =��� ���������� ����� �� ��� 6%����

図 4D 距離 4(( #の伝搬におけるプラズマ領域のある場合とない場合の電界強度 ���。プラズマ領域
は距離 �4( #から �(( #の間に存在する。色指標は電界強度,?#を示す。.������ ���� �� ������

3�� ��� "��� ��� "������ ������ ������ %���#� ����� ��� %��%������� ������� �� 4(( # 5�

%���#� ����� �� ���# ������� �4( # �� �(( # @���� ��� �������� ������ 3�� ������� �� ,?# 
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���および ���のプラズマ領域がない場合では，電磁波は地表面付近では弱くなっている。このこと
が，地震の前兆として表面自由電荷により見通し外の地点で異常なラジオ波が検出される理由である
と考えられる。同様な効果が，ラジオ波が丘陵や山地を越える現象に関連していると考えられ，さら
に詳細な検討が必要である。5� #��� �������� ��������� �� �� �$������������������� %��%�������

�� ����$*� ��� � >��((( # "��� � ����6 ����� ������ ������ �� ���"� �� -�� ; 5� ��������

������ �� �� ������ ������ �� �� �� ;�
;( #� ����� �#��� ��#%��� �� �� ��� ������ �� ����

�� �� �� ��#%��������� ��%����$ ��#������� 7� ���� ���3��������� �� ������ ������ �� �� �����

� > �( # ��� � > ( ��� � >��((( #� ��� �� ����� � > 
( # ��� � > 4(( # 5� %���#� �����

6���� ���# � > 
(( # �� :(( # ����� �� ������ �� �� ������ "��� � # �� �%�� ���� ��

������ -��# �� ������ �� -�� ; ��� ��� ���� �� �� ����� ���� �� #�A�� %��� �� �� "�� ���

����� �% ���� �� ��#��%�� !�"�� ����������$� ��� �� ��� �� %���#� ����� 6���� �� ��

-�� ; ��� ��� ���� �� ������ %���#� "�� �� ������ ��� %��%����� ����� �� ����� ������ ��

�� ������ �$��� �� ��� �� ������ ���� �� �� �� �� %���#� ����� �� � > :(( # =������ ��

%���#� ����� �� �� -�� ; ��� ��� ���� �� "�� ���#� "�� ��� �� ������ 5��� ������ �

�� ������ �� �� ����� "�� ���#��$ ����� �� ������� ��������� �$��� �� ��� �� ����� "��

������ ������ �%%�� �� �� ������ ���� ��������� 2�#���� &��� "��� � 6%��� "��

�� "�� ��� �$��� ����� �� #��������� �������� �� ����� ������ � ���������� ������ 

本論文の数値解析はすべて実際の ,!-ラジオ波の伝搬に比較して短い距離における解析である。
しかし，より長距離の伝搬についても，表面プラズマ波は減衰は大きくなるが同様の形態で伝搬す
ると予想される。距離 �((( #の曲面上の伝搬ではラジオ波の信号は電圧（または電界強度）にし
て約１桁減衰している。実際の３次元空間における伝搬においては，すべての方位角 	
 に広がる
分，減衰は大きくなり，全体として �((( #の伝搬で電圧が最大２桁程度減衰すると考えられる。
より長距離の伝搬では，ラジオ波は距離の２乗に反比例して減衰すると考えられるから，ラジオ受
信機が少なくともマイクロワット程度の信号を受信でき，ラジオ送信局の出力が � �=程度である
ことを考慮すると，� �= までの減衰 �電力比 �(� 分の１� は，伝搬距離 � �#によって達成され
るとすると �	(
 ���� � �(� より，� � �( �#から 	( �#となる。したがって，地表面プラズマ
波は見通し外伝搬でも約 �( �#以上伝搬することが予想される。当然，自由電荷の密度や範囲に
依存するものの，今回提案する理論によりこれまで報告されているラジオ波に関する異常現象が合
理的に説明できる。.�� ��� ����$��� 6�#%�� �� �� �������$ ����� ������� ��#%��� �� ��

������ ,!- ����� ��������� 7� �� �������� ������%��� ��� ����� ������� %��%������� ����

�� %���#� ������ "�� %��%����� �� �� ��#���� #���� �� �� %������ ���� "��� ����������
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��� プラズマ領域がない場合の ��� ��� "������ %���#� �����

��� ���の白い矩形領域の拡大図 =��� ���������� ����� �� ��� 6%����

��� プラズマ領域がある場合の ��� ��� "��� %���#� �����

��� ���の白い矩形領域の拡大図 =��� ���������� ����� �� ��� 6%����

図 ;D 距離 �((( #の曲面状の地表面上の伝搬におけるプラズマ領域のある場合とない場合の電界
強度 ���。プラズマ領域は距離 
(( #から :(( #の間に存在する。色指標は電界強度 ,?#を示す。
.������ ���� �� ������ 3�� ��� "��� ��� "������ ������ ������ %���#� ����� ��� %��%�������

������� �� ��((( # ��� � ����� ������ ������ 5� %���#� ����� �� ���# ������� 
(( # ��

:(( # @���� ��� �������� ������ 3�� ������� �� ,?# 
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��� 地表面の凹凸と障害物の効果� !��� �
 ���
��� ��������� ��� ���������

地表面プラズマ波の伝搬に影響を及ぼすもう一つの重要な要因は地表面の凹凸である。周波数 �((

)!*のラジオ波の波長は大気中で 
 #である。一方，地表面プラズマ波の地表面上垂直方向への到達
距離は少なくとも数メートルである。樹木，岩石，水などの障害物が波長と同程度の大きさであると，
地表面プラズマ波の伝搬に何らかの影響を及ぼすと考えられる。波長より小さい障害物の影響は小さ
いと考えられる。逆に，波長より十分大きい障害物は自由電荷の分布に影響を与え，結果として表面
プラズマ波の伝搬にも影響すると考えられる。これまでの予備的な解析結果はこの一般的な傾向をよ
く表している（未発表）。しかし，地表面の凹凸が自由電荷である正孔により帯電している場合と帯電
していない場合とでは，電磁波の散乱現象に顕著な違いが見られる。.����� �#%������ ������ �� ��

�������� �� �� ������ ������ 5� "������� �� �� �(( )!* ����� "�� �� 
 # �� ��� L� ��

���� ����� �� ������� ����� �� "���� �� ������ %���#� "�� 6���� �� �� ���� ����� #��� 
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��� ��� ���� &���/ ����������� #��� ����� ���� ���� #�$ �&�� �� ������������ �� �� ��
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前節と同様に，距離� >4(( #の伝搬について地表面の凹凸が伝搬路の途中に存在するとして２次
元解析した。凹凸の形状を図 � ���に赤色で示す。地表面上のプラズマ領域は � >�4( #から �(( #

の範囲に存在する。半径 	 #の半円状の３個の物体が平坦な地表面上に存在している。この凹凸を
持つ大地が自由電荷により帯電している場合と帯電していない場合について解析を行った。まず，自
由電荷で帯電していない場合，図 � ���および ���に示すように，表面プラズマ波は地表面上に存在
せず，したがって，大気中のラジオ波は地表面の凹凸の影響を受けていない。それに対して自由電荷
で帯電している場合，図 � ���および ��に示すように表面プラズマ波は地表面の凹凸によりその前
後の方向へ強く散乱されている。2�#���� 	1 ����$�� �� �� %������ ������� ��� �� %����#�

��� � >4(( # %��%������� �$ ��������� �������� �� ��# ����� �������� ��� �� ���� �������
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次に，障害物の数を図 :に示すように増加し，多くの同じ大きさの障害物を不規則に � >	4( #

から 
4( #にかけて配置する。地表面上のプラズマ領域は先ほどと同様に � >�4( #から �(( #

の範囲に存在するとする。先ほどの図 �の結果と同様に，凹凸による表面プラズマ波の強い散乱が
観察される。これらの結果は，地表面上に自由電荷が存在する場合，実際のラジオ波の伝搬におい
ても地表の凹凸によって地表面プラズマ波が強く散乱されることを示唆しており，これが迎角の小
さい空間からの異常ラジオ波として観測されると考えられる。5��� �� ��#�� �� �������� ��

������� �� �� -�� :� "�� #��$ �������� �� �� ��# ��* �� ������ �����#�$ ��� � >	4(
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��" ３次元空間における導波の効果と交叉偏波生成�#������� �
 ������� �!��� ���
�����$������%�� &���� �� �����$��	�������� �����

前節までの２次元解析は 5)波に関する場合，すなわち電界が必ず解析面に平行な場合であった。
交叉偏波の電界方向は波源の電界方向に垂直となり，また，電磁波の進行方向にも垂直である成分が
必要であるから，その解析には３次元空間における全電磁界成分の考慮が必要となる。ここでの３次
元解析形状は図 +に示す通りである。計算機の記憶容量の制約により，解析領域は距離 � >�(( #，
幅 � > 
( #，高さ� >	4 #とし，長さ 4( #，幅 ; #，厚さは地表面下 � #までの矩形のプラズ
マ領域がある場合とない場合を考慮する。5� 	1 ����$�� �� �� %������ ������� ��� "��� 3���
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この解析の目的は，表面プラズマ波がプラズマ領域で散乱され，その結果生成された交叉偏波成
分がどの程度の大きさとなるかを調べることである。だだし，ここでは地磁気を考慮していない
ため，ファラデー回転やカー回転などのや磁気的な偏波の旋回効果については考慮していない。し
たがって，現実の交叉偏波の生成にはこれらの影響が加わると考えられる。さらに長い距離の伝搬
現象には，この３次元解析とこれまでの２次元解析で得られた結果からの推論が可能である。その
他の解析条件である誘電率，導電率，プラズマ周波数等はこれまでの２次元解析と同様とする。放
射波源は原点にあり，電界 �� 成分を励起する。解析領域は �)H��;��吸収境界条件で囲まれてい
る。5� %��%�� �� ���� ����$��� �� �� � ��" ���� �� ������ ����� %�����*� 3�� �� ����
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３次元解析では，プラズマ領域は細長い矩形領域とし，放射波源から見て斜め方向に位置する様
に設定する。この解析形状により，プラズマ領域が電磁波を斜め方向に導波する効果があるかどう
かを調べることが可能である。図 �( ���と図 �� ���の比較から，大気中のラジオ波は波源からの方
向に対して斜め方向に伝搬しているのに対し，地表面プラズマ波は矩形のプラズマ領域（緑色の矩
形領域）に沿って導波されている様子が分かる。電磁界分布を横方向から観察した図 �( ���と図 ��

���では表面プラズマ波が誘起され �方向に伝搬しており，これは２次元解析結果の図 � ���および
���ほど顕著ではないが同様の結果であると言える。7� �� 
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��� 表面の凹凸の形状 @��3�������� �� �� ������ ��������

��� プラズマ領域がない場合の ���で，凹凸が帯電していない場合 ��� "������ %���#� ������ "���

�������� ��� ���������$ ������

��� ���の白い矩形領域の拡大図 =��� ���������� ����� �� ��� 6%����

��� プラズマ領域がある場合の ���で，凹凸が帯電している場合 ��� "��� %���#� ����� ���

�������� ���������$ ������

�� ���の白い矩形領域の拡大図 =��� ���������� ����� �� ��� 6%����

図 �D 距離 4(( #の伝搬におけるプラズマ領域のある場合とない場合の電界強度 ���への表面の凹凸
が及ぼす効果。���の赤色の領域は自由電荷をもつプラズマ領域であり，距離 �4( #から �(( #に
位置する。プラズマ領域は ���と ���にはなく，���と ��に与えられている。凹凸は 	4( #付近に
存在する。色指標は電界強度 ,?#を示す。5� &�� �� ������ �������� �� �� ������ 3�� ���
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��� 表面の不規則な凹凸の形状 @��3�������� �� �� �����# ������ ��������

��� プラズマ領域がない場合の ���で，凹凸が帯電していない場合 ��� "������ %���#� ������ "���

�����# �������� ��� ���������$ ������

��� プラズマ領域がある場合の ���で，凹凸が帯電している場合 ��� "��� %���#� ����� ���
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図 :D 距離 4(( #の伝搬におけるプラズマ領域のある場合とない場合の電界強度 ���への表面の不
規則な凹凸が及ぼす効果。���の赤色の領域は ���で与えられた自由電荷によるプラズマ領域であ
り，距離 �4( #から �(( #に位置する。凹凸は多くの半径 	 #の半円状の物体で構成されている。
プラズマ領域は ���にはなく，���に与えられている。凹凸は 	4( #から 
4( #付近に存在する。
色指標は電界強度 ,?#を示す。5� &�� �� �����# ������ �������� �� �� ������ 3�� ���
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交叉偏波成分はラジオ波がプラズマ領域に達した後観測されており，これは図 �( ���および ���と
図 �� ���および ���をそれぞれ比較することにより明らかである。この交叉偏波成分は，非平面波
（非 5B)波）の性質から，地表面近くで生成されている。表面プラズマ波や表面波では進行方向の
電磁界成分が存在しそれらが物質の不連続部分で散乱されると，ファラデー回転などの効果によら
ずとも交叉偏波成分が生じる。5� ������%�����*� 3�� ��#%����� �� ������ ���� �� �����
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表面電荷が存在する場合，交叉偏波成分は表面電荷が存在しない場合よりもかなり大きくなる。こ
れらの結果は，散乱強度がより大きい場合に生成される交叉偏波成分がより大きいと考えられること
から，合理的である。このことは，実際の観測においても，アンテナの偏波方向を垂直あるいは水平
にした場合において確認されている ������。交叉偏波成分は，ラジオ波の主要な成分から比較的容易に
識別でき，異常ラジオ波，すなわち地表の自由電荷の高精度の検出に利用できると考えられる。=��
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図 +D 解析に用いた大地と大気の３次元形状。5�����#������� ���3�������� �� �� ������ ���
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� 結論����
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地表面プラズマ波の分散関係を導出し，それがラジオ波の周波数帯では大気中を伝搬するラジオ波
の分散関係に非常に近いことを示した。この両者の分散関係の類似性により，地表面プラズマ波は自
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��� 真上から観察した地表面直上（��面に平行な面上）における ��� 5�% ��" �� ��� �� �� %���

%������ �� ���%��� ����� ���� �� ������ ������

��� 横方向から観察した ��面に平行な ���の白線に沿う面上における ��成分 2�� ��" �� �� ��

�� %��� %������ �� ���%��� ����� "��� ��� �� ���

��� 横方向から観察した ��面に平行な ���の白線に沿う面上における交叉偏波成分 �� 2�� ��" ��

������%�����*� 3�� �� �� �� %��� %������ �� ���%��� ����� "��� ��� �� ���

��� ���の白い矩形領域の拡大図。表面波が地表面下部に見られる。 =��� ���������� ����� ��

��� 6%���� 2����� "�� �� �� ���� �� ������

図 �(D 図 +の距離 �(( #の３次元空間中の伝搬においてプラズマ領域の存在しない場合の電界 ��
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��� 横方向から観察した ��面に平行な ���の白線に沿う面上における ��成分。電界強度は，プラ
ズマ領域直上で図 �( ���よりも若干大きい。 2�� ��" �� �� �� �� %��� %������ �� ���%���
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��� ���の白い矩形領域の拡大図。��成分は図 �( ���のプラズマ領域のない場合よりもかなり大き
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図 ��D 図 +の距離 �(( #の３次元空間中の伝搬においてプラズマ領域（緑の矩形領域内）の存在す
る場合の電界��および��成分B������ 3�� �� ��� �� "��� ������ ������ %���#� ����� ������
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由電荷が地表に現れたとき ,!-ラジオ波によって誘起される。その結果，地表面プラズマ波は自由
電荷に帯電した状態の地表の凹凸によって，凹凸が帯電していない場合よりも強く散乱される。5�

���%����� ������� �� �� ������ ������ %���#� "�� ��� �� ����� ��� ���"� �� � ��$ ����
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��#������$ �� ���� ���%����� �������� �� ������ ������ %���#� "�� �� �������$ ������ �$ ��

,!- ����� "�� "�� �� �������� �� ������ �%%�� �� �� ������ ������ @��������$� ��
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�� �������� ������ #�� �������$ ���� ��� �� ��� "�� �� �������� �� ��� ��������� "���
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以下に要約する理論的，数値解析的結果から，,!-ラジオ波は地震直前に地殻への圧力によって
発生した自由電荷に対する高感度の検出器であることが結論付けられる。<��� �� �� ���������

��� ��#����� ������ �� ��##���*� �� �� �����"���� �� �� �������� ���� �� ,!- ����� "�� ��

���� � ������� ������ �� �� %�������$ �� ������ ���� #�$ �%%�� �� �� ������ ������

���# ������ ������� ����� %���� �� ��������� ���,!-ラジオ波の周波数はこの応用に最も適し
た周波数帯である。なぜならば，,!-ラジオ波は電離層によって反射されないため，通常の到達距
離は見通し内伝搬の範囲に限定される。それに加え，,!-ラジオ波の周波数は推測される自由電
荷のプラズマ周波数よりも十分低く，地表面プラズマ波がラジオ波によって非常に敏感に誘起され
る。��� 7� �� �� �� #��� ������� ������$ ����/ �  � �� ,!- ����� "�� �� ��� �J��� �$

�� �����%�� ��� �� ���#�� %��%������� ������� �� ��#��� �$ �� ������������ ������� 7�
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������$ �� �� ������ ������ ������� ��� "���� �� ������ ������ %���#� "�� �� ��������$

������ �$ �� ����� "�� ����もし，ラジオ放送波の偏波方向，すなわち電界の方向が地表面に対
して垂直（垂直偏波）であれば，それは地表面プラズマ波の主要成分と一致する。地表面プラズマ波
が地表面の凹凸によって散乱されるとき，交叉偏波成分（水平方向電界成分）が生成され，それらは
容易に主要なラジオ波とは区別することが可能である。それに対し，もしラジオ放送波が水平偏波で
あっても，やはり偏波回転が同様の機構により生じ垂直偏波成分が生じる。ただし，現実には磁気回
転効果によって偏波回転が一定程度生じることが推測される。これは今後の検討課題である。���� 7�

�� %�����*����� �� �� ��������� ����� "��� ��#�$ �� �������� �� �� ������ 3��� �� ������� ��
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�������� &��� #��� ��� � ������ ������������ �� �� ������%�����*����� &��� �� �����$� "����

"��� � �� ���A�� �� ����� ������ �����一般にラジオ受信機はマイクロワット程度の微弱な信号
を受信することが可能であり，わずかな地表面電荷の存在を検出することが可能である。地上の各地
点を局所的に測定するような他の方法と比較しても，ラジオ波は遠隔的に �( �#から �(( �#四方
のより広い範囲を監視することができる点で優れている。また，他の原理に基づく観測手法と組み
合わせることでそれぞれの能力を補足し合い，より良い結果が得られると考えられる。地表面プラ
ズマ波は地表面の凹凸によりあらゆる迎角に散乱されることから，航空機や人工衛星からの監測の
可能性や，より広い範囲の遠隔監視の可能性がある。����� '���� ����� ��� ���� ������� �� "��
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今後，自由電荷の分布や地表面プラズマ波の伝搬に対する様々な地形の影響をさらに調査する必
要はあるが，地表面プラズマ波の発生機構は大きな地震の直前の異常ラジオ波に関する現象をよく
説明していると言える。.������� �� &��� �� ������� ��%����%��� �� �� ������������ �� ��
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