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本部半島における低層の気象観測

石　島　　英*　　中　村　　功紬

Meteorological Observation of Lower Tropospheric Atmosphere
at the Head of Motobu Peninsula, Okinawa

Suguru Ishijima* and Isao Nakamura**

Abstruct

As part of AMTEX'74 program the group of the University of the Ryukus

carried out the observation of the lower tropospheric atmosphere during the

period from C900 hr Feb. 16 through 1800 hr Feb. 19 in 1974 at the observation

site set up on the shore of Bisesaki, Motobu, Okinawa, The observation consists

of two sections: one is obtaining the data on air temperature and humidity using

LTS (Lower Tropspheric Radiosonde) system and the other observing wind direction

and speed by the pibal tracking method. The former was largely conducted by

Suguru ISHIJIMA, and the latter by Isao NAKAMURA, having help from two

student participants of the University of the Ryukyus. The methods and instru-

ments used for observation are described and the obtained observation data are

presented in this paper.

I.緒　　言

大気境界層の下部(商度数百米以下)の大気についてはポール,タワー(塔) ,高層建物等

の利用により比較的観測が容易なので精癖な観測実験が多々なされているが,境界層の上部は

諸々の観測上の難点から,その例は極めて少い。

昭和48年AMTEX観測計画にもとずいて,著者等は1974年2月16日-19日の期間に,本部半

島傭瀬崎の海岸において,大気境界層の下部上部を含めた低層の大気について.低層ゾンデに

よる気温及び湿度の鉛直分布及びパイポール観測による風向風速の鉛直分布の測定を行った。

ここでは,その際使用した観測器機と観測方法について概略説明し,同時にえられた観測資料

を提供する。

II.低層ゾンデによる気温及び湿度の測定

(1)低層ゾンデの構成

低層ゾンデ(Lower Troposphenc Radiosond)は低層大気の構造を観測研究するために,

日本気象協会と明星電気株式会社によって共同開発されたもので,気球に測定用器機

受付: 』74年10月31日
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(sonde)を懸吊して気球と共に上昇章せ,高度約2000mまでの大気の温度及び湿度を測定す
2

るものである。以下に測定用器機について簡単に述べる(明星電気株式会社,伊藤,参照) 0

〔a〕温度計

乾球温度及び湿球温度測定にはタングステン抵抗温度計を用いる(写真1) 。湿球の感部タ

ングステン線は水をしめらした棉紙で包躍する。感部は10;"少のタングステン線で,その電気

抵抗は約500fl/uC付近ですぐれた直線的な温度変化を示す。その例を乾球(製造番号029)に

ついて第1図に示す。

〔b〕気圧計

恒弾性材料Sumi Span製の二速の空愈気圧計を用いた(写真2) 。当気圧計は二つの空盆

接点板,接点ペン,フレームよりなる。大気中に曝したとき,気圧の変化は空盆の変位となり

アーム・ペンによって接点板に伝えられる。

〔C〕送信器

温度計の感部をブリッジ回路の1辺に組み入れ,このブリッジの出力を増巾し,低周波

(10-200c/S)に変換する。約40βの抵抗変化は約20oCの温度変化に相当し,これに対し低

周波は200c/S変化する。またブリッジ回路の他の一辺に可変抵抗により温度計が450-600/3の

Fig. 1. Characteristic curve of resistance versus temperature of dry bulb thermometer
CNo. 029).
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Photo 1. Resistance thermometer, the dry bulb (right) and the wet bulb (left).

Phote 2. Coupled aneroid barometer,

任意の抵抗のときに低周波10-200c/sの間甲周波数にセ-ツト出来る。搬送波発振はトタンジス

タ2SC288Aを使用したレッ-ル腺回路により行っている。搬送波の周波数は気象援助局帯の

405.5MHzである。温度計の変換部から盛返し周波数10-200Hzのパルス性信号が変調回路の

ベースに加わると,パルス幅の時間だけ搬送波発振が止む。また,気圧計の信号については,

1040-950mbでは約10mb毎, 950-750mb間では紛30mb毎にl設けられた気圧接点を接点ペン

が通過するときスイッチがON, OFFされる。スイッチがONのとき乾球,湿球の信号が約

loC低い方-シフトされた状態で受信され,気圧の接点がマ-クされる。
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〔d〕ゾンデの組立

乾球,湿球温度計,気圧計,送倍機及び切換装置(乾球温度と湿球温度を交互に測定するた

めの切換え装置)を発泡スチロール製の箱に入れ組立てる。総重畳410gr(写真3及び写真4)0

ゾンデ各部のブロックダイアグラムを第2図に示す。

Photo 3. Composition of instruments: barometer (left), transmitter and thermometer

(center), dry and welt bulb converting unit (.right).

- -　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-I-　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　　-

Photo 4. A set of instruments contained in a steroid box.
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Fig. 2. Bl∝k diagram for the system of LTS-72(Lower Tropospheric Radiosonde).

〔e〕付帯備品

受信部--受信部はプリアンプ,受信器,信号変換器の組み合わせでセットされる。プリア

ンプはKM-626型を使用し微弱な電波をより感度よく受信するためのもの,受信器は400MC

帯の電波を受信するもの,信号変換器は低周波信号出力を直流電圧に変換するためのものであ

る。

記録計　　使用した記録計は横河電機のTYPE 3047で直流サーボ方式による高感度高精度の

自動平衡形のペンレコーダである。今回の観測は測定電圧がlV,記録紙送り速度は

6cm/mmのレンジを用いた.

〔f〕気球

300grのゴム製気球(トーテックス株式会社)に水素または-リウムを充てんして使用す

る。気球自体の重丑+測定器機(ゾンデ)の重量410grが約300m/mmの上昇速度で飛揚する

ように浮力の調整を行う。このとき飛揚中のゾンデの受感部には約5m/sの通風が行われるこ

とになる。

(2)測定方法

次の順序で測定を行う。

1.受信糠と記録計を結線する。記録計のレンジをlVにセットし,変換器の較正信号(0

-200Hz)を出し記録計の0から100%に合わせ,測定状腺にセットする。

2.送信機,温度計及び気圧計を接続する電源電池(006P乾電池9V 2個),乾湿球切換え
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用電池(乾電池6V1個)を入れる。送信機にアンテナを結線する。

3・乾球用タックに標準抵抗ォ!(a),ォ2cのを入れ,この2つの抵抗値に対する記録の

ペンの位慣∬1'X2を記録紙上のノ10-セントでよむ。同様に湿球用タックに標準抵抗a′ (a)

a′ en)を入れ,それぞれに対応するペンの位置のパ-セントx′1 , X′2を読むO

4. i,(Z球?・.*川Jタックに今虻は牝球,湿球侃度計を接続するo　それから,牝】S?lサl|JL!teよび

湿球温度のプロファイルが記録用紙上の適当な範囲を占めるように,それぞれの場合について

送信機の温度変換部のブリッジ回路の可変抵抗器を調整ドライバーで調整するぐ

5.気圧計を送信機に接続する∩

6.温度計,気圧計,送信機,切換装置を組立てる。前三者は発泡スチロール箱の中に格納

し,切換装置は棺の上蓋の上に固定する。衝は全体の器具がバラバラにならぬように外から紐

をまわし結ぶ。箱の落下の際の危険防止のためにこの箱にパラシュートをつける。

7.気球からの紐にゾンデ箱を結び放球する。飛揚されたゾンデは受信用アンテナで迫せき

され記録紙上に乾球,湿球,気圧接点の信号が自記されるO　自記の一例を第3図に示す。

(3)データの処理

記録計に自記された乾球温度(Td)と湿球温度(Tw)の信号および気圧接点(Pi)の記録

(図3参照)から高度100m毎の餌aおよび湿度を求めるO次にこれらの具体的な計算処理過

程を述べる。

1、標準抵抗と記録紙上のパーセントのデータと乾球および湿球温度計の抵抗一犯度特性

(図1参照)から乾球および湿球脱皮とパ-セントの関係図を作る(第4図) 0

2.記録紙から各気圧接点Pi倍骨毎のTdとTwの倍廿のノ,0-セントxi, ∬′iを読む0第4

図を用いて∬i , ∬′iに対応する乾球温度Tdiおよび湿球温度T、viを求めるo
注1

3.地上および各気圧接点間の気層の平均気温を求め, Laplaceの公式　を用いて各層の厚

さを求める。次に地上から層厚を弟概して任意の接点(Pi )の高度を求める。

4.気圧接点と高度の関係を利用して記録紙上における箭皮100m毎の位置を内挿により求

め,それらの点の乾球と湿球の僧号記録からパーセントを読み,更に等4図の開係を利用して

乾球脱皮および湿球温度を求めるO
注2

5.乾球温度Tdと湿球温度Twから蒸気圧EをSprtIngの公式　を用いて求める。更にTdに

対する飽和蒸気圧Es(Td)とEとの比から相対湿度H(%)は求められる。

注1

Laplaceの公式

△h-29.092 (273.16+tm) (△B/B)

(第10接点まで)

△h-28.727 (273.16+tnO (△B/B)

(第11接点以上)

但し

B。 :低い接点の気圧(111b)

B :高い接点の気圧(mb)
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Fig. 3. An example of the records of the signals of the dry and wet bulb air
temperature and the pressure.
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Fig. 4. Illustrating the relations: dry bulb temperature versus percentage on the

recorder and wet bulb temperature versus percentage on the recorder.

tm :高低按点間気層の平均温度(oC)

△B :B,とBの差(mb)

△h :高低接点の高度差(m)

注2

Sprungの公式

E(T)-E3 (T-)一昔A(Td - T-)孟
但し

E (T) :大気中の蒸気圧(mb)

E8 (Tw) : Twにおける水に対する最大飽和蒸気圧(mb)

A-1/2

P :大気圧(mmHg)

III.パイバル(Pilot balloon)による風向,風速の観測

(1)観測機および観測方法

〔a〕気球

20grのゴム製気球(気球製作所)に水素ガスを充てんして使用する。そのとき計画上昇速度

200m/rmnを得るように気球の浮力を網盤する。

〔b〕測風経緯儀による気球の追せき

水平及び鉛酎功の周わりに望遠鏡の筒を回転出来る潮風経緯儀(玉屋株式会社製作)を使用

する。 2人の観測者が追せきに当り, 1人は気球の追せき及び目盛盤のよみに当り,他の1人

はタイマーと記録に当る。追せき者は30秒毎に気球を望遠鏡のクロスの中心にとらえ.その
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ときの方位角及び高度角を読む。精度は1/10度O

(2)データの処理

再度100m毎に高度角から気球の水平移動距離を求める。この場合,測風経緯観測常用表を

用いる。ここで水平距離とは気球放球地点から算定した時刻(30秒毎即ち100m高度上昇毎)に

おける気球の位際を示す位匿ベクトルrの水平成分である。気球の位園の方位角及び水平距離

から水平面における気球の航跡図を作るoこれを用いてi-1とti時刻の気球の位置間の距離

diを求め, di/(t -wで以ってiとi-1時刻の高度間の層の平均の気球の流される速

さ,即ち風速と希える。風向は気球の流れる向きと反対の方向である(第5図参照) 。上によ

る諸作業は航跡図解析用白地図,縮尺定規,風向風速読み取り定規等を用いて行った。

Fig. 5. Geometry of the pibal tracking method (甲: elevation angle. Q '. azimuth angle).

IV.観測結果
3)

今回の観測結果はAMTEX境界層観測成果の一部としてAMTEX' 74 DATA REPORT

に報告されるが,ここでは琉球大学観測班による観測結果のみをまとめて別表に掲載する。又

,同時に観測期間中の気温,湿度および風について高度一時間断面図(Time cross section)

を第6図および第7図に示す。

Ⅴ.あとがき

観測に当って日本気象協会の高中康恵氏に懇切なる観測上の技術的指導をいただいたこと,

また同協会沖縄支部の方々に観測準備に協力をいただいたことに感謝の意を表したい。本観測

に画接参加していただいた琉球大学の学生,新川宜秀および粟国安彦の両君にも謝意を表しま

す。
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