Lock On
Look at the shortwave radio in the picture below, is not there something strange?
If you notice, you can say that you have a wonderful observation eye. Since there are no tuner
dials and numeric buttons are lining like the numeric keypad, it can be inferred that the
selection will be digital. Another thing is di erent from ordinary radio. Turn the volume dial to
the right to decrease it, turn it to the left to make it larger. In other words, it is common sense of
ordinary electronic equipment dial, that is, turning it to the right increases it, turning it to the left
becomes smaller, but this radio is the opposite. It is not suitable as a human interface.
this case, an ordinary person will surely mistake the operation of large and small of the
received sound.

Turn the volume dial to the left, the volume increases.
Turn the volume dial to the right, it turns down.
Such rules are dependent on what was made by the engineers around the time.
That is, these rules are called “lock on.” (The original meaning of lock on is to lock the enemy
aircraft at the aim of the shooting between the ghter's dog ght)
On the other hand, there are laws in the phenomenon of nature. The current ows from the
positive electrode (plus) to the negative electrode (minus). Since the current is a ow of
electrons, you should move from minus to plus. So, Scientists made the word electron hole
and logically aligned the clouds. This is also a “lock on” phenomenon.
Again, there are laws in the phenomenon of nature. Let's focus on Ampere's law on the
direction of magnetic eld and current. The direction of the electromotive force
(electromagnetic induction) generated in the conductor moving in the magnetic eld is the
direction of the index nger of the right hand. The direction of the force (Lorentz force)
generated in the conductor through which the current ows in the magnetic eld is the
direction of the thumb of the left hand. The northern hemisphere low pressure wind blows
counterclockwise. The wind of the low pressure of the southern hemisphere blows clockwise.
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These are talks on nature, so the engineers have not decided their direction. Incidentally,
mathematics is useful for describing the natural world without contradiction. Rather, the natural
world is described in the language of mathematics. For mathematical rules, counterclockwise
turn plus plus, clockwise minus. If left-handed is plus, algebra, complex numbers, analysis,
various ways of thinking can be conveniently calculated. From the movement of the sun, the
general public seems to feel the clockwise direction naturally. However, from the direction of

the diurnal movement around the North Star and the direction of revolution, counterclockwise
direction is more natural. Rotation is mirror image relation. As it is a rule, I could have made
clockwise positive, but I do not have to change it now. Thinking in a coordinate system taking a
more bird's-eye view than a coordinate system centered on yourself leads to a general
solution. By the way, the hands of my wristwatch are counterclockwise.

ロックオン (Lock On)
下の写真の短波ラジオを見て、何か変なところはありませんか？
気づいたなら、あなたは素晴らしい観察眼を持っているといえますね。
チューナーダイヤルが無いこと、テンキーのように数字ボタンが並んでいることから、選曲は
デジタル方式だろうと推測できます。
もう一つ、普通のラジオと違うところがあります。
それは、ボリュームダイアルを右に回すと小さくなり、左に回すと大きくなります。
つまり、通常の電子機器のダイヤルの常識、すなわと、右に回すと大きくなり、左に回すと小
さくなるのが一般的ですが、このラジオは反対です。
これはヒューマンインタフェース上、まずいですね。
普通の人は、受信音の大小の操作を間違えますから。

回転には、基本的に規則や法則があります。
まずは、右ネジの規則です。
時計方向、つまり右に回すと、ネジは締まります。

反時計回り、つまり左に回すとネジは緩みます。
航空機のプロペラは、前方から見て、反時計回りに回転します。
扇風機、風力発電機のプロペラは、時計回りに回転します。
ボリュームのダイヤルは、右に回すと大きくなります。
ボリュームのダイヤルは、左に回すと小さくなります。
このような規則は、最初の頃のエンジニアが製作したものに依存しています。
すなわち、こういう規則を「ロックオン」といいます。
ロックオンの本来の意味は、戦闘機間のドッグファイトで、射撃の照準に敵機を目標に捉えて
ロックすることです。
日本語では、”ロッコン” 六根清浄の六根と覚えてもいいですね。
一方、自然界の現象には法則があります。
電流は、正極(プラス)から、負極(マイナス)の方向に流れる。
電流は電子の流れですから、正しくは、マイナスからプラスへ移動するとすべきです。
そこで、正孔という言葉を作って、論理的に辻褄を合わせてしまいました。
これもロックオン現象です。
もう一度いいますが、自然界の現象には法則があります。
磁場と電流の向きについて、アンペアの法則を取り上げます。
磁場内を運動する導体内に発生する起電力(電磁誘導)の向きは右手の人差し指の方向。

磁場内に電流が流れる導体に発生する力(ローレンツ力)の向きは左手の親指の方向。
北半球の低気圧の風は、反時計回りに吹きます。
南半球の低気圧の風は、時計回りに吹きます。
これらは、自然界の話しですから、エンジニアが方向を決めたわけではありません。
自然界を矛盾なく記述するには、数学が役立ちます。
というより、自然界は数学という言語で記述されています。
数学的な規則では、反時計回りが + プラス、時計回りが ー マイナスとします。
左回りをプラスとすると、代数、複素数、解析、いろいろな考え方が、都合よく計算できます。
一般の人は、太陽の動きから、時計回りの方を自然と感じるようです。
しかし、北極星を中心にした日周運動と公転の方向から見ると、反時計回りの方が自然です。
回転も鏡像関係にあるわけです。

規則ですから、時計回りをプラスにしてもよかったのですが、今更、変えるまでもありませ
ん。自分を中心にした座標系よりも、より俯瞰した立場をとる座標系で考えた方が、一般的な
解法につながります。
因みに、私の腕時計の針は、左回りです。

