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１、はじめに 

 本実験は、気候システムを構成する大気運動と水熱循環のプロセスを実際に観測し、現場のデータを

解析する事で、物理量の変動と地理的分布特性の持つ意味を理解すること目的としている。授業は、学

類 2 年で開講した“地球学野外調査法“をうけ、アイソトープ環境動態研究センター（旧陸域）圃場(北

緯 36°06′35″，東経 140°06′00″，標高 27.0m、http://www.suiri.tsukuba.ac.jp/facilities/hojyo/)

の自然環境を活用した気象観測を実施する。測器に触れ、実際の自然変動を実測し、興味を発見し探求

してほしい。本来であれば、データ解析法や物理モデルとの比較も視野におく内容だが、時間の制約上、

これらは演習または授業時間外の質問により対処する。なお、目的を絞った野外観測授業（大気科学野

外実験）は夏季休業期間中や冬季 C モジュールに別途実施する（詳しくは掲示板および担当教員へ）。 

課題は、多岐にわたる現象の中から、班単位で実施可能な基礎的テーマを複数準備した。主な内容は、

放射・熱収支、微気象、大気運動の測定、降水測定などである。時々刻々変化するリアルタイムの気象

を題材とするために、必ずしも期待される現象が卓越しない場合や、作業上予期せぬ不都合が発生する

事も予想される。これらも含めて、自ら判断して目的とするデータを“確実”に“定量的”に取得する

事も、本授業の目的となる。同時に、EXCEL で簡易分析・作図を行う力も養う。 

 実験は本テキストに沿って自主的に行動し、毎回レポートを提出する形態とする。限られた時間でス

タッフや TA から最大限の授業効果を得るためにも、受講生には以下の注意事項を熟読の上、活発な

授業参加を期待する。資料やデータは MANABA にて共有する。 

 

☆ 注意事項 

１） 出席およびレポート提出にて成績をつける。前期中に 3 回以上欠席の場合、単位取得が不可能

となる可能性がある。授業開始時間を厳守し、途中からの参加・退席は認めない。病欠などややむ

終えない理由で欠席の場合、必ず届け出る事。欠席者は、出席した友人からデータを取得しレポー

トを提出しよう。提出物がやむを得ず遅れる場合は、その趣旨を教員に報告する事。 

２） 駐車場はセンターを入って右折し、アスファルトの駐車場の先の駐車場を使用の事。 

３） 観測実験は原則野外にて実施する。危険が伴わない限り少雨でも実施するので、野外作業が可

能な服装（雨具、汚れてもよい靴など）で集合すること。 

４） 毎回、まずセンター１F の教室に集合し、提出予定のレポートに関する質疑を受ける。その後、

当日の実験内容に関するガイダンスを受け、自主的な授業進行となる。 

５） 測器の使用・設置方法は、まず本テキストを熟読し、さらに不明なときは教員や TA に質問し

よう。測器の取り扱いには十分注意し、絶対破損の無いよう心がけること。破損が生じたときは、

かならず教員に届け出ること。機材の予備は無いため、その後の実験内容に支障が生じることを心

得てほしい。 

６） 実験専用のノートを 1 冊準備し、何でも書き取る癖をつけよう。PC と電卓を持参し、その場

で計算できる準備をしよう。PC は統一認証システムにより無線 LAN が使える事が好ましい。 

 授業開始に先立ち、MANABA（登録キー6733490）にてテキストやデータファイルにアクセスでき

るよう設定する。その外、分からないことは友達やスタッフにどしどし質問しよう。 

 

http://www.suiri.tsukuba.ac.jp/facilities/hojyo/
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２、日程 

初回は、ガイダンス後にｱｽﾏﾝ・ﾋﾞﾗﾑによる簡易気象観測を行い、後半は風系観測を全体で実施する。

2 回目以降は２つのグループに分かれて観測を行う。各授業は、３－４限に予習復習、観測を行い、５

限にできるとこまで解析し、次回の実験準備をして終了。授業中にやり方や分からない内容は友人や教

員と積極的に議論し、データを共有しよう。 

＜グループ観測の進め方と課題＞  初日に２班に分かれる。各班が以下の A～E の課題を日程表に

従って実施する。班分け表の（ ）内に班員を記入し、いつどの課題を実施するか確認する。課題 C・

E 以外の班は、前回の実験日に設置した測器からデータを当日回収し、課題を実施する。さらに次の課

題が A の班は、課題に必要な機材の設定（設置）を行ってから作業は終了となる。データはグループ内

で共有し、観測データの特徴や問題点はその日のうちに班内でディスカッションを行い明らかにしてお

く。レポートは個人作成し次の週に紙媒体で持参する。 

必需品： 観測用ノート（野帳）、ノート PC、野外作業用の服装と足回り、USB メモリー         

＜実験課題＞ 

A: 放射収支  TA 安齋 

 B: 接地境界層  （今回は実施無し） 

C: パイバル観測 TA 浅野 

D: 降水と天気解析 TA 三戸 

E: 地上気温分布 TA 村瀬 

F: 風系観測（全体観測）  

＜班分け＞ 班員を記入しておこう。 

 （                                  ） 

1 班 （                                  ） 

2 班 （                                  ） 

3 班 （                                  ） 

4 班 （                                  ） 

 （                                  ） 

＜日程表＞ 2017 年 

4 月 14 日（金） 3 限：ガイダンス、AWS/簡易気象観測（5,6 章）、班分け（研究棟１F 講義室）、

4.5 限、測器設置、Ｆ（風系観測） （8.6 章） 

  1 班 2 班 3 班 4 班   

4 月 21 日（金） 3 限：風系観測まとめ 

4,5 限：第１回 グループ観

測 

A C D E   

4 月 28 日（金） 第２回 グループ観測 E A C D   

5 月 5 日（金） 休日       

12 日（金） 第３回 グループ観測 D E A C   

19 日（金） 第４回 グループ観測 C D E A   

26 日（金）18 時 レポート提出期限       

 （総研 A210 号室前）       

 ※ 天候に応じて実施内容を変更する可能性があります。 
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３、野外観測の流れ         ※本章は上野・久田（2011）にて詳しい説明あり。 

３．１ 観測デザイン 

 観測内容は、１）未知の現象を発見するタイプ、２）数値実験や衛星観測の推定量を検証するタイプ、３）

数値予報の初期値となるタイプ、４）長期的な環境モニタリングを行うタイプ、および５）野外や室内での

理想モデル実験（例えば風洞実験）、等に分類される。地上観測の体系は定点観測と移動観測がある。目的に

応じた観測デザインを設定し、必要とされるセンサーとデータ記録ユニットを準備する。商用電源が得られ

ない場所では、“発電装置”も準備する必要がある。気象観測の場合、複数のセンサーを一箇所に集中的に配

備し一次元の鉛直構造が（複数地点で）把握できるような精密観測地点を開設する場合や、安価なセンサー

を分布させ（または移動観測を実施し）同一要素を面的に測定する場合が考えられる。前者の方法では、リ

モートセンシング機材を導入したり複数のセンサーを統合的に駆動したりし、面的なデータが取得できるよ

うに工夫される。後者の方法では、既存の気象官署データ利用を念頭に置き、目的となる現象が卓越すると

考えられる代表地点の選定や、借地交渉が重要となる。入念な観測準備なくして、観測の成功はありえない。 

 代表地点の選定は、目的となる現象を的確に捉えられるかどうかを決める最重要事項である。本来なら、

既存の観測地点データを分析して気候場を把握して候補地を選定し、しばらく予備観測を実施し、試験デー

タを吟味して最終的な観測地点を決定する事が望ましい。地表面熱収支を念頭に置いた場合、気象センサー

は常に風上の大気状態を感知している（人間が見渡した周囲の状態を均一に測定しているわけではない）事

を忘れない。地上風系は周囲の地形や地域特有の気候（小気候）に大きく左右され、特に日本では殆どの地

点は既に周辺山岳地形の影響を受けた風系が卓越している。その意味では、精密観測の地点選定以前に分布

観測（または既存データの解析）により小気候を事前に理解しておくことも重要である。現場で写真撮影を

しておくことも忘れない。気象分布の把握は、移流項を評価するときに重要だ。 

 観測デザインを左右する一要因に電源の有無がある。電源が確保できる場合は消費電力を考えずに大型機

材を投入できるが、目的により設営場所が無電源であることが殆どである。近年、太陽光発電とデータロガ

（次章参照）の組み合わせにより多くの測器が稼働可能となったが、基本的に電源が必要な場合（例えば気

象レーダ）は発電機を導入して集中観測を実施する事もある。さらに、日本特有の多雪地域や森林における

観測には特別な配慮が必要となる。 

 観測では、必ずその場の情報を野帳に書き留め、撮影しよう。各センサーの接続、観測開始時刻、データ

回収時の測器の状態、その他、天候変化に関する特記事項はデータの解析および結果の解釈を行う際に必要

になる。重要事項を記録していないために観測データが不正確な場合、再観測をしなければならない。 

 

３．２ センサー 

 気象センサーは、一般に電磁波や音波の応答を測定原理として瞬時値を出力するものと、電圧や物性変化

をアナログで検知し時間の遅れ（レスポンス）を含む積算値を出力するものがある。前者では平均値の誤差

を小さくするためにデータ記録間隔を短くする（または積分値を記録する）工夫が必要であり、後者では時

定数以下のデータ取得は意味がないことになる。同じ気象要素でもセンサーの動作原理を把握しておかない

と、目的の現象を捉えられないばかりか、データ解析時に誤った解釈や処理を行う可能性がある。例えば、

超音波風速計とアスマン乾湿計で測られる気温、接点式 3 杯型風速計と超音波式風速計で測定する風速、ま

たはレーダと雨量計で測定する雨量など、同じ物理量でも測定原理の違いにより測定値は異なる。フラック

スの算定には温湿度計や放射計に強制通風が望ましく、そのためには電源の確保が必要となる。近年は電磁

波を利用したセンサーの改良もめざましく、基礎的な電磁気学の素養も必要だ。 

 気象センサーには、単に物理量を測定するだけではない工夫、すなわち過酷な自然条件でいかに正確に“気

象”を測定するかを念頭に置いた歴代の研究者による工夫が蓄積されている。例えば温度計を屋外に持ち出
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しても気温は測定できないし、雨量計で降雪量は正しく評価できない。授業中に登場する多くの気象センサ

ーを手にとって、仕組みがどうなっているのかを観察しよう。 

 

３．３ データユニットとデータ回収 

 一昔前は気象センサーには機械的な駆動部が連結されており、これを記録紙に“自記”させる方法でデー

タを取得していた。その代表例が太田式自記温度計である（熱膨張によりペンが移動し、時計仕掛けのドラ

ム上に巻き付けた記録紙に気温を記録する）。この方式は、測定原理と観測結果が一目でわかるが、その後の

データ処理や器差補正が大変で、精度の問題が常につきまとった。 

 現代では、気象センサーに連結されたデータユニットからデータを電波発信や電話回線により転送したり、

データロガにて一定期間収録し PC によりデータを吸い出したりする方法が主流を占める。ロガとセンサー

が一体型になった安価な自動気象ステーション（Automatic Weather Station, AWS）も活用されるようにな

った（たとえば DAVIS 社、HOBO 社）。AWS はその名の通り“Weather”を無人で連続的に監視する目的

で設計されており、フラックスの算定など気象の精密な計測には向かない。本実験では基本的に電源が無い

場所での観測を想定して、データロガを利用する。データロガには大きく分けて、１）安価で単一要素しか

測定できないもの（オンドトリなど）、２）高価だが任意の物理量が複数取得できるチャンネルが搭載された

もの（DATAMARK など）、３）チャンネル毎に取得できる物理量を変更することや内部演算が可能なプロ

グマブルタイプ（キャンベル社 CR シリーズなど）がある。ロガはメーカーにより読み出すための機材・プ

ログラム・通信ケーブルが異なる。多くの大学では予算状況に応じて機材を買い足して研究を進める場合が

多く、結果的に複数の種類のロガを使いこなす必要性が生じている。 

 データロガの制御で注意することは、観測要素数・記録インターバルにより記録可能な期間が決まること、

通電の制御とデータ取得間隔と同期させるためにはプレヒート機能が必要なこと、ロガによってデータ回収

後も引き続き観測が可能なものと、一度回収すると最スタート時に過去のデータが消えるものがあること、

などがある。通信ケーブルは一般的に RS232C を利用するが、PC により接続スロットルが異なったり、ロ

ガによりケーブルがストレートかリバースかが指定されていたりするので注意が必要である。ロガの大敵は

結露や水没である。これらを防止するために、雨天でのデータ回収や低温機材の室内持ち込みを避ける事や、

収納箱（ハウジング）の設計を工夫する。本実験で使用するロガの概要は HP のマニュアルを参照の事。 

 実験では、PC を現場に持ち出すか（雨の日は不可）、ロガを実験室に持ち帰り、RS232C という通信ケー

ブルなどを仲介させてデータの回収を行う。回収はロガ毎に専用のソフトとケーブルを使用する。PC に回収

されたデータはさらに各班の PC に USB や PC カードを用いてコピーし、解析に利用する。ロガの実験用使

用マニュアルは http://air.geo.tsukuba.ac.jp/~kueno/ueno-logger1.pdf でも公開している。 

                 

３．４ データの公開 

 観測の一番の醍醐味は得られたデータそのものにオリジナリティである。生テータには観測者にしか解ら

ない貴重な情報が残されている。その反面、データが観測者個人の所有物と認知され、公表されない場合も

多い。データにクオリティチェック（ＱＣ）をかけるのは苦労がかかるが、高価な測器と観測そのものに公

費が投入されている事を忘れず、他人に利用されるデータを公開する事までが“観測“であるという意識を

持とう。データは、測定方法、データフォーマット、データ、引用文献、をセットとして WEB などで公開

される。WEB へのアクセスは、観測グループ、プロジェクトグループ、一般、と段階的に公開していく場合

が多い。観測者はユーザーが多いほど観測技術に自信を持つべきであり、一方で、ユーザーは観測を尊重し

データの出典に関する引用や謝辞を忘れるべきでは無い。本実験のデータも、過去のものも含めて公開する。 
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４．データ整理とレポートの書き方 

4.1 デジタルデータの整理  

授業で観測されるデータは今後の実験や演習、さらには卒論等の研究への使用にも耐えうる大変貴重なも

のである。実験参加者が最終課題で自由に使用できるよう、フォーマットを統一し、教材としてホームペー

ジに公開している。各班で回収されたオリジナルデータ名および物理量変換データ名は、課題名（A～F）お

よびデータ回収日（20050506 など）の組み合わせとすること（例：A20050523.CDM）。他班のデータは遠

慮なく相互に交換してほしい。データがどのような物理的意味を含んでいるのか、どのような手法で解析し

ていくべきか、に関しては逐次授業中に質問しよう。授業の最後ではこれらのおさらいをし、さらにその後

の演習や個別ゼミなどでもこの点を補っていこうと考えている。データ整理と分析には EXCEL の利用が必

要となる。最初のうちはソフトの操作方法に時間を費やされることもあるが、1 学期で EXCEL による簡易

分析と図表の作成に関する実力がつく事も本実験の副産物なので、面倒がらず取り組んで欲しい。プログラ

ミングによるデータ分析は後続する実験にて学習する。 

参考文献：中村繁、1994：気象データマニュアル、丸善.その他、EXCEL 操作マニュアル本。 

      

4.2 レポートの書き方 

 レポート作成には大きく２つの意味があると考える。ひとつは、自分のために理解したことや発案した事

を確実にまとめておく作業（束ねればひとつの報告書が完成するくらい）であり、もうひとつは他人に定量

的に成果を説明する練習（卒論の準備）である。本実験のレポートでは、なるべく後者のねらいに移行でき

る書き方を目指そう。特に、自分なりの発見を定量的に提示し、興味を持った事項を探求する内容を歓迎す

る。実験以外で公開されているデータ（アメダスや高層気象データ）なども積極的に活用しよう。なお、友

人と相談するのは大いに結構だが、提出時間に間に合わないために他人のレポートを写すことは、時間の浪

費を生むだけで非生産的である。多少遅れても良いから自分の納得いく物を完成させよう。以下にいくつか

の基本的な事項を列挙する。 

１） 文章は Word を使用し、図は EXCEL かグラフ用紙を使用する事。一つの図のカラーは 4 色以下とし、

図の枠は無くし背景に色は付けない。 

２） 実験手順等は既にテキストに書かれているので、詳細を転記する必要は無い。但し章立ては必要。デー

タも基本的にはデジタルで取得されるので、レポートに添付する必要は無い。 

３） 誰が何の実習をいつ行ったかは非常に重要な情報である。そのためには A4 半分程度の表紙はほしい。

実験日と提出日は明記する事。一枚の紙に複数の図表をまとめ、余白など無駄が少ない枚数にとどめる。 

４） 他人が読む事を忘れない（自分のメモ書きではない）。そのためには、ページをふること、図に番号をつ

け文中で引用しつつ解説すること、観測された事象か、自分で発案した事象か、他の教科書などから引

用される事象か、を明確にして書く。引用文献のフォーマットは“天気”など学術雑誌を参考にしよう。 

５） 図は下に、表は上に、番号とともにキャプションをつけ、軸のタイトル・単位・凡例を必ずつける（論

文などでどのように掲載されているかをよく見ること）。EXCEL などで自動的にフォーマットが決まる

ものが必ずしも科学的作図となっていないことに注意（たとえばバックに灰色が表示されると PC では

見やすいが印刷物はコピーすると真っ黒であるし、日時が斜めに印字されると正確にどこの日のデータ

であるか不明な場合が多い）。表では有効数字（ケタ）を考えよう（地球学調査・解析の基礎を参照）。 

６） 結果の考察を必ずつけよう。現象の解釈に自信がない場合は、教科書を参考にする。観測では目的とし

た現象が発生しなかったり、意図したデータが取れない場合もある。その時は、とにかく得られたデー

タから何かを見つける姿勢がほしい。重要な発見・発案は、意図しないことから生まれている。 

 以上にあげた最低限の書式が整っていないレポートに対しては再提出の指示をする。 
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本来なら科学的報告書に感想は不要である。しかし、本授業に限って、興味をもった点、発想したこと、

今後どのようなことを調べていきたいか、等を最後に付記してもらえると教材の改訂に向けて大変助かる。 

 

レポート提出の順番：実験の翌週に紙媒体でレポートを持参する。これを元に、各グループで内容を検証し、

現象の原因を議論する。ここで、各自の解析に大きな誤りがあった場合は、やり直して翌週に MANABA に

提出。その時点でまとまっていれば、当日中に MANABA に提出。授業に参加していてもレポートが未提出

の場合は、授業欠席とみなします。授業を欠席しても欠席届とともにレポートを出せば、受理します。この

場合、データは同じ班員から共有して解析ください。 

 

＜参考図書＞ 上野健一、久田健一朗偏、2011：地球学調査・解析の基礎、古今書院、p208. 

   日本農業気象学会関東支部編、1988：農業気象の測器と測定法、農業技術協会、p332. 

   牛山素行編、2000：身近な気象・気候調査の基礎、古今書院.、ｐ195. 

   鈴木宣直編、1996：気象測器―地上気象観測編、気象研究ノート、185、p153. 

 

―――メモ―――



 7 

５、簡易気象観測と天候の記載 

 野外で自然現象を記載する基本的な手法に目視観測（人間が直接行う観測）がある。自動気象観測システ

ム（AWS）や遠隔測定（リモートセンシング）により無人でデータが取得されるようになった近年でも、こ

れらのデータと実際の自然現象を観測者の頭の中で結びつける作業として目視観測は不可欠と考える。特に

集中観測中や遠隔地踏査において、当時の気象や現場の状況を野帳に記載しておく事は、後のデータ解析で

どのような現象が卓越していたかを思い出すために大変重要な作業である。目視観測により野外で検知でき

る範囲は、大気境界層から陸面近傍のごく一部である。したがって、他人が観測値を利用するためにはデー

タの客観性と、どこでどのように記載されたかという付加情報が非常に重要な意味を持つ。定時観測は国際

標準時（Greenwich Mean Time, GMT または UTC, Z と記載される事もある）に併せて実施することが多

く、日 4 回の場合は 3,9,15,21JST(Japanese Standard Time)が重要な時間となる。 

 

観測 ５．１ 

圃場に出て、表５．１を完成させよ。気温・湿度・風の観測に関しては、以後のページにあるアスマン・

ビラム操作法を参考にせよ。測器に触れ、どのような工夫が施されているかを発見しよう（写真５）。絶対湿

度の一種である“比湿”と安定度判別で重要となる“温位”は、データを持ち帰り、各種教科書や 8.2 章を

参考に算出せよ。当日の天気図・雲画像・近隣のアメダスデータなどをインターネットにより取得し、天気

概況（気圧配置、卓越風向、気温分布など）と今回の観測により得られたデータとの関連性を考察せよ。同

ページを次回の実験日に提出すること。気圧は小屋の中にデジタル気圧計から読み取ろう。 

 使用測器：画板、アスマン、簡易風向風速計（ビラム）、熱線式風速計、気圧計、GPS 

  作業手順：気温観測班と風観測班に分かれ、圃場周辺で測定する。 

  参考文献：日本気象協会、１９８８：地上気象観測法、p212. 

       二宮浩三、２０００：気象がわかる数と式、オーム社出版局、p303. 

       湯山生、２０００：くものてびき、日本気象協会、p69. 

 

 

写真 ５ 簡易風向風速計とビラム型風向風速計（左）およびアスマン通風乾湿計（右） 
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６、アスマン・ビラムの使い方 

 

 ＜アスマン通風乾湿計の操作方法＞           ※落下させないように注意！！ 

１、 湿球温度計のガーゼが正しく巻かれているかを確認し、下からスポイトを挿入して湿らせる（直前に濡

らしている場合は必要無し）。 

２、 電動ファンまたはゼンマイにより通風を開始する。下端を陸面上の１．５ｍに保持する。アスマンの時

定数は通風風速と以下のような関係があり、通風時間は時定数の 4 倍程度とったほうが良い。 

風速(m/s)   0    1    2    3    4    5    6   ※常設ファンは 5m/s、可搬型は 2-3m/s 

時定数(s) 109  41   32   28   25   22   21       値は p4 の牛山（2000）より引用 

３、 温度計の温度が安定したら、乾球(Td)と湿球(Tw)温度を読み取る。Td がその場の気温となる。 

４、 Td-Tw および Td から換算表を使って相対湿度を決める。 

５、 換算表を使わなくても、以下の実験式より水上気圧 e(hPa)を算出することが可能である。 

e=esat’-0.000662p(Td-Tw) (Td>=0), e=esat’ -0.000583p(Td-Tw) (Td<0)   （スプルングの式） 

ここで温度の単位は℃、p は気圧(hPa)、esat’は湿球温度での飽和水上気圧(hPa)で、Tetsens の実験式と Tw

より決定する。             Q 表を使えない場合がある。どんな時か考えてみよう。 

６、測定値が正しいかどうかはデジタルアスマンで確認しよう。 

 

＜雲量と天気＞ 

１， 雲量（Ｎ）とは雲に覆われた部分の全天空に占める見かけ上の割合（１～１０）である。濃霧で空が見

えない場合は、雲量１０で雲形が霧となる。雲量が 1 以下でも全くの快晴でない場合は０＋となる。 

２， 天気はＮが１以下を快晴、２～８を晴れ、それ以上の場合を薄曇り（最多雲量が巻雲系）か曇りとする。 

３， 雲形は、上層（巻雲、Ｃirr**）、中層（高＊＊、Ａlt**、乱層雲 Ni**）、下層（層積雲Ｓtr**cumu**）

か、層雲(Str)・積雲(Cumu**)・積乱雲(Cb)かで主に分類する（記載はアルファベットの最初の 2 文字）。

乱層雲は Ns とする（文献参照）。    Q なぜ雲量 8 でも晴れと判断できるのか考えてみよう。 

 

＜風向風速の測定＞           ※三脚の固定はしっかりと。 

 一定距離の風程を要した時間で割って測定するビラム式、3 杯式デジタルハンド風向風速計、携帯用風向

風速計、熱線式風速計、の風速計を準備してある。風向は南北にあわせた磁石の上で矢羽根が示す方向を目

視で読み取る。ビラム式は、一定時間内の風程差から平均風速が求まる。一方、デジタル風向風速計は平均

風速の他に最大瞬間風速などが求まるようになっている。携帯風速計は３０秒平均風速がメータで指示され

る。いずれの風速計も起動（始動）風速は葯 1m/s であり、それより弱い微風速は専用の測器を必要とする。

測器の風速が０でも、完全な無風なのか体感できる風向があるかは、区別して記録する。 

 

＜地表面状態と特記事項＞ 

 卓越風、熱収支、雨量計の補足率などを考える場合重要な情報である。草地か裸地か雪面か、周辺の微地

形（起伏や森林の有無）、草地の場合は草丈やその割合。雪面の場合は別途積雪観測を行う事が多い。特記事

項としては、太陽の見え方や山岳にかかる特殊な雲、降水形態や風の乱れ方、周辺の微地形や森林・建築物

の有無、陸面に直立つ日射があたっているか、残雪があるか、湿っているか、など。 
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＜簡易風向風速計＞ 

ビラムの老朽化に伴い、2 種類の簡易測器を導入している。一つは、測定開始時にレバーを開放し、

30 秒後の数値がそのまま平均風速となる簡易風向風速計である。もう一つは、デジタルで瞬時の平均風

速および最大・最低瞬間風速が表示されるデジタル風速計である。いずれも風向は目視で 16 方位を記

録する。全体観測では、デジタル式およびビラム式を使用する。 
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観測 ５．１ レポート  提出日：      学籍番号：       氏名：        

 天気概況：                                        

                                              

                                              

                                              

                                              

 

表５．１ 

 

 

観測値の特徴と天気概況との関連： 

地上気象観測　データシート 観測者：
場所（地点）：　　　　　　　　　　　　　
緯度：　　　　　　経度：　　　　　標高：　　　　　　　　　

年 月 日 時（JST)
時（UTC)

風 気圧 通風式温度計 湿度
測定高 ｍ hPa ｍ 表から 計算から
風向 風速 乾球 湿球 相対湿度 相対湿度

比湿 比湿
温位

天気 視程 雲形

地表面状態

天候特記事項
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７、測器の設置 

 気象測器を確実に安全に設置できるかどうかが観測成功の鍵を握る。観測目的とセンサーの原理を理

解していないと正しい設置はできない。特に日本の場合、台風・低気圧通過時の突風と冬期降雪による

測器の凍結・冠雪に注意が必要となる。風や雪の抵抗を少なくするために、細くて強行なステンレスワ

イヤーをポールから 3 方に張り、ペグとジザイを用いて地面に垂直に固定する（図 8.1a）。ブロックな

どでペグに重しをとる。地面がコンクリートであったり、複数のセンサーを高所に取り付けたりする場

合、足場パイプを活用する。気象測器は水平面の設定を必要とする場合が多く、多少高価でも強固なア

ングル（三脚）や、放射計などの水平アームとポールを直角に固定する台座を特注する。その他、拾雷

用アースやダストによる塵対策も重要課題である。データユニットは防水では無いので、水没防止が最

重要課題である。そのためのハウジングの工夫・メンテナンスは手を抜かないようにしたい。 

 機材の設置は迅速に手際よく実施したい。最初に、必ず土地の所有者に許可を得る。作業時は腕章を

つける。見た目に美しい設置は整理も行き届いており良好なデータが得られる事が多い。遠隔地域で複

数の地点設置を行う必要がある場合、要領が悪いと時間と体力を浪費する。初期設置とデータ取得開始

後に、必ず数日をおいて現場を点検し正常に稼働しているかどうかを確かめることが原則である。設置

場所は測定値に影響を及ぼさない範囲で必ず人が入らないようロープで囲い、観測所管を提示する札を

つける。欠測の多くは、データ回収時に断線や転倒など観測者自らが関与している事が多い。 

 

観測６．１ 班分けにより自分が所属する班でどのような測器を使用するかを確認する。各課題の大ま

かな進め方は８章の冒頭にまとめた。時間があれば、使用する測器を自ら設置してみる。設置が不要な

班は、来週の実験日に実施する観測内容の予習を行った後、他班の設置補助および見学を行う。設置の

詳細は、各章を参照の事。（※実験日程の都合により、ほとんどの測器は事前に教員側で準備する） 

 

７、測器検定とキャリブレーション 

 気象測器には、個々のシリアル番号に応じて製作業者による検定書（業者検定）が添付されている。

検定書には機材の出力（たとえば電圧値）に応じた物理量への変換定数や、測器の精度が記載されてい

る。さらに日本では、“気象庁以外の者が発表又は防災のために気象観測を行おうとする場合は、気象

業務法第６条及び同９条の規定により、気象庁が定める技術上の基準に従うとともに、使用する気象測

器は気象庁検定を受けなければならない”事になっている。気象庁検定は業者に委託するが、非常に高

額であり、一般に大学で研究・研究に使用する測器は業者検定の測器を使用している。 

物理量の差を測定する必要がある場合（例えば高さ方向の気温差や風速の地点による違いなど）、測

器間の差を補正する作業（器差補正、現地キャリブレーション）が必要になる。器差補正とは実験室に

て基準器との差を検定・測器更正することで、現地キャリブレーションとは基準器と使用測器を現場に

て一定期間同時観測させ、基準器の値に補正する経験式を構築する事である。いずれも、観測対象とな

る現象が持つ変動幅を十分カバーするキャリブレーションが必要である。自動観測測器は、事前の自動

試験と試験データ回収も不可欠である。最近は、同一センサーを自動的に上下・回転させる事で、器差

補正が不要なシステムが考案されている。器差補正には限界があるので、定期的にセンサーを交換し、

センサーの劣化を防ぐために不要な野外での測器残置は避ける。 

 

本実験でも、本来は班ごとに測器の検定作業が必要である。しかし、限られた授業時間において毎回

検定作業を実施する時間が無いため、今回は説明のみにとどめる予定である。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html
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８、観測課題   

  

以下に各課題でのエッセンスと観測手順を簡単にまとめた。詳細は当日に再度解説する。（ ）内は

主担当の教員・TA を示す。 

 

A: 放射収支 長波・短波の収支が何によって決まるかを学習する。当日は、まず、屋外にてアルベド

の移動観測を実施する。次に、測器からデータを取得し（教員が実施）、屋内にて物理量の変換を行う。

アルベドが陸面状態によりどの程度ばらつくか、一週間分の放射収支がどのような天候の影響を受ける

か、などが課題となる。 

  

B: 接地境界層（今回は実施しない） 屋内にて観測準備をし、観測現場にてデータを回収する。デー

タ確認後に計測を再スタートする、屋内にてデータを解析する。観測圃場にて係留気球観測を行う。観

測データ収集後、機材を撤収し、屋内にてデータを解析する。 

  

C: パイバル観測 本実験で唯一、上空の大気の運動を測定する。事前に原理を予習する。屋外にて中

性浮力の気球を作成し、パイバルセットを用いて気球の追尾観測を数回行う。屋内にて測器からデータ

をダウンロードし、物理量への変換と解析作業に移る。当日の対流圏下層の気流系構造の把握を目指す。 

  

D: 降水と天気解析 過去一週間の天候変化が題材となる。データロガからデータを回収し、降水強度・

積算量の算出・比較を行う。アメダス・高層データ・天気図などは各自ネットで検索する。状況に応じ

て、雨粒の粒径観測データを収集し、解析する。 

  

E: 地上気温分布 土地被覆の違いによる熱収支と移流の影響で、狭域でも気温変化が生じる事を実測

する。キャンパス内で GPS と温度計（ｵﾝﾄﾞﾄﾘ）を用いた気温・気温勾配の移動観測を行い、分布図と

定点データから考察を行う。放射温度計を用いた地表面温度の観測も含む。 

  

F: 全体観測 ＜地上風分布＞ 簡易風速計をセンター東側のグラウンド（場所は変更の場合有り）に

分布させ、風ベクトルの狭域分布を同時に把握する。地点のデータを持ち帰り、風向風速に直してから

全員へデータ配布を行う。同時に AWS データの回収・配布を行う。流線解析および収束発散・渦度な

どの計算を通じて目に見えない面的な流体運動の物理測を把握する。 

 

 

――― メモ ――――  
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８．１ A 放射収支  

＜放射とアルベドの測定＞ 

目的：放射収支（Rn=S↓-S↑+L↓-L↑）は、放射伝達過程と並んで、陸面加熱とそれに伴う気圧勾配

を始動させる重要な物理過程である。本実験ではアルベドの移動観測と、一週間の自動連続測定により

得られた放射４成分と散乱日射量のデータを解析し、以下の内容を学習する。 

＊ アルベドの地表面状態依存性 

＊ 放射収支の変動とその要因 

＊ 大気上端での日射量と地上観測値との比較 

＊ 直散分離と日々の放射収支に占める散乱光の寄与率把握 

 

使用機材：簡易アルベドメータ、三脚、テスター、記録用紙、GPS、キャンベル 4 成分放射計（CNR1、

電圧 4 チャンネル、温度１チャンネル）、CNR1 用ポール、CNR1 用取り付け金具、遮蔽バンドつき日

射計（ソーラーエース、電圧１チャンネル）、日射計用の台、ワイヤー、ペグ、ジザイ、データロガ（デ

ータマーク 1 台）、ハウジング ※昨年までのデータ（rad.xls）が HP にあり、参考になる。 

＜注＞観測期間中、２日に一回、遮蔽バンドの位置（影の位置）をハンドルで移動させる作業がある。 

 

実習 8.1.1 アルベドの移動観測 

 観測小屋から簡易アルベドメータ、三脚とテスターを取り出す。2 つの班に分かれて、センター内の

コンクリート、裸地、草地、砂地でアルベドを測定し、以下の内容を記録する（だいたいの草丈なども）。

過去の観測データ(rad.xls)の 2007アルベド移動観測結果、に習って今年度のワークシートに転記する。 

移動アルベド観測     月    日     観測者                  

地点１ 地表面状態    測定値 *、、、 （５秒間隔で 5 回） <mV> 

 位置 東経     北緯  アルベド *、、、、 

 時刻         平均値 ＋＋＋＋、   標準偏差 ＋＋＋ 

  天候、直達日射の有無       

地点２ 上記同様、、、 

 

 

実習 8.1.2 4 成分放射量と散乱日射量の連続観測 

＜設置＞ 初回の班は以下の手順で測器を設置せよ。場所は観測小屋横で、太陽光の妨げが無い草地と

する。2 回目以降は、接続と検定常数のみ確認の事。 

１）CNR1 用ポールを垂直にたて、3 方向にワイヤーで固定する。ペグとジザイを利用する。機材が重

いため、傾きや揺れが生じないように注意する（写真 8.1a）。 

２）CNR1 のセンサー下面（写真 8.1ｂ）に書かれた検定常数を読み取った後に、南向きに CNR1 をポ

ールに固定する。高さは１.5～２ｍ、取り付け金具を利用する。ワイヤーの引き具合と取り付け金具を

調整して水平をとる。 

３）放射計用の台を水平に設置する。その上に遮蔽バンド付き日射計（X）を設置する（写真 8.1a 右）。 

４）キャンベルの白いハウジングを、ポールの北側に設置し、両測器からのケーブルを引き込む。ケー

ブルはビニールテープでポール等に固定し、美しく整理する。 

５）X の台座長辺が南北を向くように設置する。南北の決定には、晴天日の南中時刻（理科年表にて調

べよ）に、現場で錘付き糸か細長い棒の影を作り判断するとより正確である。 
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６）遮蔽バンドのボルトをゆるめ、角度をつくば市の緯度経度に設定する。 

７）バンドの影は太陽の赤緯の変化により移動する。スライドハンドルにより、数日に一回、影が日射

計にあたるよう調節する。台座が南北に正しく設置されているかも確認する。 

 

＜配線と観測開始＞ 本観測は無電源でデータロガ（データマーク、白山工業）1 台にすべて収録する。 

１）CNR1 からのラインを以下の対応になるようにデータマークの各チャンネルにねじ止めする（写真

8.1ｃ）。隣と接触しないよう、端子を断線しないよう、細心の注意を払う。 

下向き短波(S↓) CM3 RED （GREY と同軸ケーブル） → Ch1 の in 

             BULE （GREY と同軸ケーブル）→ Ch1 の GND 

下向き長波(L↓) CG3 GREY → Ch２の in 

             YELLOW → Ch２の GND 

上向き短波(S↑) CM3 WHITE → Ch３の in 

             BLACK → Ch３の GND 

上向き長波(L↑) CG3 BROWN → Ch４の in 

             GREEN → Ch４の GND 

  Pt-100 温度ケーブル  RED → Ch５の無表示（＋）   ※散乱日射は ch6 へ入れる 

               YELLOW → Ch５の in  

GREEN （BLUE）→ Ch５の GND  ※B&W ヒータ用 

２）ソーラーエースからの出力を、白を Ch6 の in、黒を ch6 の GND に接続する。 

３）データマークの設定を、1 分の測定間隔、10 分の記録間隔、統計モード１、Ch1,2,3,4,6 は 20mV,Ch5

は Pt100 に設定する（データマークマニュアル参照）。Ch7,8 は off。Ch9 は PLS。1-6 チャンネル

に信号が入力していることを確認する。時間が正しい事を確認し、正時の自動開始設定にする。 

４）設定時刻後にロガが“測定中”となったことを確認し、開始時刻、チャンネルの設定を記録する。 

 

＜測定終了とデータ回収＞  注：以下の表は実際のチャンネルとの対応とずれている場合がある。 

１）現地でノート PC にてデータを回収する。データ名は“A”＋”回収日の日付（例 A20050504.CDM）

とする。回収方法は別紙（ロガ操作法）を参照のこと。センサー直下の草丈を 10 ｻﾝﾌﾟﾙ測定し、ファイ

ルに転記。 

２）回収されたデータをテキスト形式でセーブし、班の PC に移して EXCEL にて以下の例のようなフ

ォーマットで取得されているか確認する。不都合がある場合、どこが問題であったかを調査し対処する。 

 

＜再確認＞センサー下面から検定常数を読み取っておく。          （上記は 2005 年の例） 

   

＜データ解析とレポート＞ 

１）実習 8.１.１で得られた値を陸面状態別にまとめ、教科書に記載された全球平均・土地被覆毎のアル

ベドとの違いを考察する。過去のデータから日中の日平均アルベドの季節内変化をグラフにする
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（草丈データがあったらそれとの関係も調べる）。それぞれ要因を考察する。 

２）実習 8.2.1 で得られた S↓↑を検定常数で除して放射量(W/m2)に換算する。夜間の短波放射は０

W/m2に修正する(時間があるときに実施)。L↓↑は、換算した放射量にセンサーからの放射量（L’）

を加算する。ここで、L’=σ×T4、σはステファンボルツマン常数（5.67×10-8）、T は Ch4 で測定

された温度（K）である。散乱放射に関しては、バンドそのもので遮蔽されてしまう放射量を表 7.1

の補正係数をかけて補正する。下向き直達短波放射は、S↓から補正後の散乱放射を差し引いて算

出する。夜間の S は０W/m2に補正する（後日作業）。 

３）期間中の４成分の放射量変化と正味放射量（Rn=S↓-S↑+L↓-L↑）の時間変化図を作成し（図 8.1

参照、図は自分で工夫せよ）、D 班が取得した AWS データも参考に、各成分の変動特性と天候変動

との関係を考察せよ。 

参考：近藤(1994,2000)では下向き長波放射量を気温と湿度データから推定している。両データは、センターホーム

ページ（または他班データ）から取得可能であるため、実測値と比較してみると面白い。 

４）同期間の日平均正味放射量と直達・散乱成分の内訳が解る下向き短波放射を棒グラフにて示し、

日々の変動量を量的（W/m2単位で）に考察せよ。1m2あたり 1 週間で得られる積算正味短波放射

は何倍分の風呂（2m*1m*0.5m）を沸かす熱量に相当するであろうか、試算してみよう。 

５）正午付近で快晴であった時間を探し、その時刻のつくばでの大気上端の下向き短波放射量を理論計

算せよ（次ページ参考資料参照）。散乱成分を差し引いた直達日射データと比較して、大気は太陽

光をどの程度減衰させているかを考察せよ。 

６）全日快晴日となった日におけるアルベドの日変化と、日中の平均アルベドの日日変化を調べ、１）

に考察を付加する。 

 

参考文献： 

近藤純正、1994：水環境の気象学、朝倉書店 

近藤純正、2000：地表面に近い大気の科学、東京大学出版会 

参照：つくば市の時差および緯度経度 

+20 分 E140°05′N36°02′ 
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図 8.1 4 成分放射の変動例           写真 8.1a 放射収支観測装置 

（軸は、下向きフラックスを正、上向きを負）           

 

 

 

写真 8.1b CNR1 センサー部          写真 8.1c データマークと放射計の結線 

                         設置状況によりチャンネルは変わる。 

 

表 8.1   遮蔽バンド補正係数  緯度 36 度 10 分 筑波 バンド幅 70mm 用 

日付     4 月   5 月   6 月    日付      4 月   5 月  6 月 

１       1.240     1.262    1.251     16       1.257    1.258    1.246 

４       1.245     1.262    1.249     19       1.259    1.257    1.246 

７       1.249     1.261    1.248     22       1.261    1.255    1.246 

１０      1.252     1.260    1.247     25       1.262    1.254    1.246 

１３      1.255     1.260    1.247     28       1.262    1.252    1.246 

                              31              1.251 
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※ 次ページに水環境の気象学、朝倉書店、ｐ５６－５７から抜粋した大気上端における日射量算出方法を掲載する。 

 

参考資料： 大気上端における日射量（近藤、1994,p57） 

大気上端の水平な単位面積に入射するエネルギー（水平面日射量）S0↓は次式で表される。ここでθは

天頂角、φは緯度（北緯を＋でとる）、δは赤緯、ｈは南中からの時角（地方時正午に０，1 時に 15 度、

2 時に 30 度、、）である。I00は太陽常数である。ｄと d0は太陽―地球間の距離と、その平均値。M は月

で DAY は日。 
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８．２ B 境界層の温度観測 （今回の実験では実施しません） 

 

１．目的 

 接地境界層の時間変化に関する観測と、係留気球による観測の 2 種類の観測を実施する。接地境

界層は、地表面の粗度や地面修正量などの空気力学的パラメータ、放射収支、蒸発散量などさまざ

まな要素によって特徴づけられている。ここでは、風速、気温、湿度の連続観測データを収集し、

接地境界層の構造とその日変化の特徴を解析し、気象条件との関係について考察する。係留気球観

測では、境界層の温度構造の観測を行い、その観測データから温度の鉛直構造と気象条件との関係

について考察する。 

 

２．使用機器 

 超音波式風向風速計 1式 

 温湿度計（小型データロガー［おんどとり TR-72U］3式 

 係留気球観測セット 1式 （ラジオゾンデを含む） 

 データ回収用パソコン 

 解析用パソコン（各グループもしくは各自で１台準備する） 

 

３．作業の流れ 

実験室で係留気球観測についての説明を受ける。温度計を係留気球にくくりつけ、係留気球観測

の準備を行う。係留気球観測を 30分程度かけて、高度 150m（300mまで可能な場合があるので教員

に確認をとること）まで実施する。終了後観測データを収集し、係留気球を撤収する。その後、観

測圃場で接地境界層観測データを回収する。接地境界層観測要素（風向風速・温度・湿度）は観測

場所に直接パソコンを持って行き、野外でデータ収集する。係留気球観測データは、観測場所で読

み取り機を用いてデータを吸い上げたのち、実験室でパソコンに収集する。実験室で観測データの

解析を行う。 

 

４．観測・データ回収方法 

1. 係留気球を準備する。ヘリウムが不足している場合は追加する。 

2. 係留気球を釣竿（電動リールとバッテリーをセットしたもの）にとりつけ、圃場の固定台に取

り付ける。 

3. 係留気球にとりつけるラジオゾンデを初期化する（TA が実施する）。 

4. ラジオゾンデを係留気球から約 20m 下にぶら下げるようにとりつける。 

5. 約 5(10)分かけて高度 150(300)mまで上昇させ、約 10(20)分かけて地上までおろす。中間には

大きな旗を付ける。300m の場合は、途中 50m間隔で赤いテープを釣り糸に取り付ける。 

6. 糸の操作は慎重に行う。強風時は観測を中止する。 

7. ラジオゾンデデータの回収と整理は TA と教員が行う。 

8. 以下は、接地境界層観測機器の操作方法である。熱収支水収支観測圃場の観測ポールの３高度

（0.45m、0.9m、1.8m）に温湿度計（通風シェルターに入れたもの）と超音波式風向風速計一

式（2.0m）からデータを吸い上げる。ただし、超音波式風向風速計の風速データは、アイソト

ープ環境動態研究センターの鉄塔の風速データと差し替えることもある。 

9. データロガー記録インターバルは 10分とし、観測を再開する。 
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10. 温湿度計の計測およびデータ回収に関する操作方法は、末尾の資料 A＜温湿度計「おんどとり」

操作ガイド＞を参照。 

 

 

係留気球の写真 

 

５．解析方法 

【係留気球】 

1. 観測データを EXCEL ファイルに取り込む。 

2. 時刻データから、下り時の温度・温位プロファイルを作成する。 

3. 温度構造と気象概況との関係を考察する。 

 

【接地境界層】 

1. グループで共有の PCを使い、回収した前 1週間の 10 分間隔のテキストデータファイルをエク

セルファイルに変換する。以降は、ワークシート上でデータ解析を行う。 

2. 温湿度計の単位は、風速：m/s、気温：℃、湿度：%である。 

3. 気温・湿度と風速に共通の月・日・時刻（10分毎）を示すコラムを設ける。 

4. 代表的な天候（快晴、晴れ、曇、雨などの日：３日分）を選び、高度 0.9mの気温、相対湿度、

比湿、高度 2.0m の風速および高度 0.45mと 1.8mの気温勾配、比湿勾配の時系列変化（日変化）

を示す図を作成する（軸の名称と単位を忘れずに記載）。各図と天候との関係について考察す

る。比湿については第 6節を参照。特に温度勾配と風速の関係について、散布図を作成してよ

く考察する。 

 

６．参考資料 

Ａ 比湿の計算 

 比湿（q: Specific Humidity）は、湿潤な空気 1kgに含まれる水蒸気の質量、あるいは前者に対する

後者の密度の比であり、次式で求める。 

q = ε･e/{P – (1 – ε)･e} = 0.622･e/(P – 0.378･e) 

e［hPa］：水蒸気圧 

P［hPa］：大気圧（ここでは定数 1013hPaを用いる） 
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0.622：水蒸気の分子量と乾燥空気の分子量の比 

比湿は無次元の数値であるが、一般に、水蒸気の質量を g で表す場合の単位は（g/kg）、kg で表す場

合は（kg/kg）として区別して表現する。 

 

Ｂ 測定高度を 0.45m、0.9m、1.8m にする理由 

 今回の実験では、高さ z1=0.45m、z2=0.9m、z3=1.8m に測器を設置し、勾配を求めると同時に高さ

z2=0.9m の値を z1～z3の気層の代表値とした。これは、接地境界層ではさまざまな気象要素の鉛直

分布が対数法則に当てはまるためである。 

 この法則はコンスタントフラックス層の概念で説明できる。対数スケールで 2高度の中間の高度

を考えると、ln2 – ln1 （z=0.9mと z=1.8mの高度差）= ln0.9 – ln0.45（z=0.45mと z=0.9mの高

度差）であることからも分かります。 
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温湿度計「おんどとり」ロガー操作ガイド 

 

実験室で温湿度計「おんどとり（TR-72U）」の測定条件に関す

る初期設定を行い、現場で測定値をパソコンで回収する。現場

で回収する場合には、測定を継続した状態のまま、任意の時刻

に回収できる。回収した後は、自動的に計測を継続する状態に

なる。 

 

使用する機器： 

おんどとり（TR-72U） （右の写真参照） 

データ回収用パソコン 

 

A 測定条件の設定 

（１） 実験室での操作：パソコンで「Ｔ＆Ｄ Recorder for Windows」を立ち上げる。メニューバー

の中から、TR-71U/72U を選択する。最初にスタートさせる場合には、表示されたウィンドウの

記録スタートを選ぶ。 

（２） USB ケーブルでパソコンと「おんどとり（TR-72U）」をつなぐ。左上にアイコンが示されるのを

確認。予約スタートに●。記録間隔を 10minに、記録モードをワンタイムに●。 

（３） 機器名、チャンネル名を、設定するにチェックをつけ、機器名称に TR72U などセンサーを識別

できる名称を入力する。また、CH1 に Ta、CH2 に RH などの要素名を入力する。 

（４） 今回の観測では予約スタートを設定すると便利である。この場合は、ロガー本体の表示の左上

に REC が点滅して表示される。即時スタートの場合は点滅せずに表示される。 

 

B ロガーからのデータ回収とハードディスクへの保存、および再スタート 

（１） 測定地点での操作：パソコンで「Ｔ＆Ｄ Recorder for Windows」を立ち上げる。おんどとり

（TR-72U）は測定状態のまま、ケーブルでパソコンとつなぐ。メニューバーの中から、TR-71U/72U

を選択する。表示されたウィンドウの記録データ吸い上げのページで吸い上げをクリックする。

吸い上げ完了の表示がでるので、OKをクリック。グラフ表示のウィンドウになる。 

（２） ハードディスクへの記録は、メニューのファイルをクリックし、データをテキスト形式で保存

をクリックする。テキスト保存形式設定はカンマに●をつけ、OK をクリックする。記録先のフ

ォルダを選び、適切なファイル名（データ吸い上げ月日など後から判別しやすい名称）をつけ

て保存をクリックする。 

（３） 再スタートさせるには、記録スタートのページで、予約スタートに●、日時が最寄りの正時、

記録間隔が 10min、ワンタイム、になっていることを確認する。その後、記録開始をクリックす

る。すると、本体レコーダーの REC が点滅しスタンバイの状態になる。記録が開始されると、

点滅でない REC が表示される。一度データを吸い上げて再スタートすると以前のデータが消去

されるので注意する。 

（４） 本体レコーダーからケーブルを外し、もとの位置に固定する。ここまでを、野外の観測地点で

行う。 
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８．３ C パイバル観測  

目的：測風気球（パイバル）を用いて、森林キャノピー層および摩擦の影響をうけた対流圏下層の風系構造およ

び時間変化を把握する。 

＊ プロファイル毎の風向風速データと航跡図の作成 

＊ 複数プロファイルを合成し、大気の鉛直時間断面構造を把握 

＊ キャノピー層・境界層付近の層構造を把握 

 

使用測器：セオドライト本体（2 セット）、バルーン、ヘリウム、減圧弁、ボンベ台（倉庫の中で直接ガスを入れ

る）、地上風測定用の風向・風速計、USB 媒体、グラフ用紙、電源ドラム 

 

＜解説と原理＞ 

 地上から 15km程度までの対流圏の運動や熱的状態を調べる最も基本的な方法に気球による気象要素の測定が

ある。現在、世界で約 800 地点（日本国内で 18 地点）で一日２～４回の気球による定時観測（0,12GMT）が実

施されており（高層気象観測）、そのデータ（http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html）はリアルタイ

ムで天気予報に利用される他、様々な地球環境変動解析に活用されている。気球観測による基本的な原理は、気

球の移動成分から上空の風向・風速を割り出し、一方で気球に気温・湿度・気圧等のセンサーを付けて地上にデ

ータを通信するものである。気球の移動成分は地上から目視で追尾する方法（パイボールゾンデ）や衛星で位置

測量を行うもの（GPS ゾンデ）などがある。今回は、下層風の簡易観測に適したパイボールを利用する。 

 原理は、気球にヘリウム（水素を使う事もある）をつめて飛揚し、この気球の方位角（θ）、高度角（α）を

測風経緯儀（セオドライト）で測定する。ガスの量を調節して一定の上昇速度（ａ）となるように設定し（純正

浮力）、放球後の経過時間ｔとαから高度と水平距離を算出する。夜間は豆電球を使い追尾する。手軽に安価で

実施できるが、一定上昇速度を過程するため高所や上昇下降流がある場所では精度が落ち（※）、雲底以下の観

測しかできない。※別途上昇速度を仮定しなくても良い方法がある、どのような手法か考えてみよう 

 気球が一定の速度 a(m/s)で上昇すると仮定し、ある瞬間の高度角をαとすると、放球からｔ(秒)後の気球まで

の距離 R は、 

 ｈ＝ａ×ｔ 

 tanα ＝ ｈ／Ｒ の関係から 

 Ｒ ＝ ｈ／tanα にて求まる（右図）。 

これと方位角θにて、水平面上に投影した 

位置（R,θ）を求める事ができる。  

円グラフを利用してｔ秒毎の気球の位置を水平面に 

プロットしたものを航跡図という。 

２つの連続したデータから移動ベクトルを算出し、 

その気層での代表風速・風向データを計算する。 

気球の上昇速度（ａ）は右の式が近似される。       ａ＝ｋＬ1/2／（Ｌ＋Ｗ）1/3 

ここでＬは純浮力（気球内のガスの浮力から気球の重力を引いたもの）、Ｗは気球の重量、ｋは気球の形と大き

さで決まる係数である。Ｌ＋Ｗは気球におもりを付け、中性浮力となった重さである。今回の実習で利用する

30(20)g の気球では 32.1(29.8)ｇのおもりを付けて中性浮力を作り、このときの上昇速度（ａ）は１２０ｍ／ｍ

ｉｎと仮定される（天候により変更の可能性あり）。以下はバルーンの重さに応じた純正浮力表である。 

 

 

W 

E 
S 

N 

α 

 

ｈ θ 

（Xi,Yi） 

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
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    ａ       ２０ｇ   ３０ｇ   ６０ｇ      ※ 速度が遅いほど下層の細かい構造が分かり、 

１１０m/min    －       ２５．６  ３０．１     バルーン（重さ）が大きいほど上空まで追える。 

１２０        ２９．８    ３２．１  ３７．０     （バルーンも意外と高価なので割らないで、、） 

１３０        ３７．１    ３９．７  ４５．６ 

１４０        ４５．７    ４８．４  ５５．３ 

１５０        ５５．７    ５８．７  ６５．９ 

１６０        ６７．１    ７０．４ 

 

＜設置＞ 以下の手順で測器を設置する。場所は測器小屋周辺で風下に障害物が無い場所を選択する。 

１）三脚の脚を鉛直に同じ長さに伸ばし、45 度に広げたときに背の一番低い班員が台座の上３０ｃｍ程度に視線

が来る高さに調整してネジを仮止めする。セオドライト本体を注意深く取り出し、台座の上に固定して下からネ

ジ止めする（本体下の LOCK を右にする）。機材を水平に固定する（写真 8.3 左）。 

２）本体の水平儀を上下ともあわせる（コツを学ぼう）。方位磁針をとりつけ、3 つのレンズキャップをはずす。 

３）本体の POWER を ON。ピピッと音がする。一度レンズを 0 度以下に下げてもう一度上に戻すと音が消える。

現在時刻が左上に表示されるかを確認する。 

４）左下端の数は現在のインターバルを秒で表示している（今回は 5 秒を予定）。その次の数は前回観測したデ

ータファイルの観測回数である（データがないときは 0）。右は Azimus, Elevstion である。 

５）方位磁針がスリットに合うように本体を北に向ける。UP を押し Aset mode top で SET を押すと Menu 1 と

なる。Down を押して 0°set が表示されたら SET を押す。Down をで YES を表示させ SET を押す。これで北

が 0°に合う。A 0.0 となっていることを確認（ここでの A は Azimus のＡである）。のぞき窓の上にあるレバー

を左に寄せておく（望遠解除）。複数回データが保存できるので一度練習を行うと良い。放球者までの距離を測

っておく。地上風向・風速計を設置する。準備ができたら TA まで連絡する（設置の点検を行い記録計の準備と

観測の説明を行います）。地上風観測測器を設置する。 

 

＜観測＞ 本観測は４人一組（観測者、観測補助者、放球者、地上風観測者）で行う。人数が多い時はセオドラ

イトを２台準備する。放球回数は、一定時間（約１５分）をおいて、なるべく班員全員がデータを取得できる本

数実施する。まず、TA の補助で気球にヘリウムガスを充填し、中性浮力の気球を作成する。一般風が弱いとき

は上昇速度を遅くすると境界層の構造がより明確に把握できる。放球者は観測者の準備ができたことを確認して

からカウントダウンを行い放球する。気球は風下５０ｍ以上離れた場所から,高度角が負となる地面に近い位置で

放すこと（気球を草木に接触させないように。破裂します）。放球と同時に即座に観測者は黒い大きな SET ボタ

ンを押す（観測開始）。同時に、地上風観測者は 1.5m における風向と風速を観測する。放球直後は、補助観測者

がピンの延長上に気球があるようにセオドライト本体そのものを動かす。観測者は自立的にハンドルで気球が画

面の中心に常に位地するよう努力する（写真 7.3 右）。右手が Azimus,左手が Elevation のハンドルであり、左右

天地が逆になっている。バルーンが大きくずれた場合は一番右端の黒いボタン(LOST)を押す。くれぐれも SET

を押して観測を終了させないように。データに＊が記録される。観測者は太陽を直接見ないよう、観測補助者は

注意する。遠景になったらのぞき窓の上のレバーを右に寄せ、倍率を上げる。気球を追うのはなるべく 2000m

以上、３０分まで（または雲底に到達するまで）とする。観測終了は SET を押す。終了したら時刻、放球時の

地上風向風速、観測者氏名を野帳にメモする。全員が追尾経験するよう 3-4 本は放球し、全ての観測が終わった

ら POWER を長押しし電源を落とし、片付けを行う。 
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＜データ回収＞ 

以下の方法でデータを回収する（TA が実施）。 

１）本体用の RS232C ケーブルを PC につなぐ 

２）PC 側で、Tdseries プログラムを立ち上げる 

３）通信―受信で PC 側の受け入れ態勢ができる。 

４）セオドライト本体で UP を押し、Data mode top にする。SET で out を表示させる。SET をもう一度押す

と NO になるので DOWN で YES に変更。SET を押すと全ての観測回のデータが PC に転送される。転送

が終わると本体は時刻表示に戻る。 

５）PC 側でデータファイル数と総データ数が表示される。この段階で PC の¥program file¥TAMAYA¥Tdserise

フォルダに work.dat という時刻、仰角、方位角データが ASCII で作成される。 

  時間、仰角、方位角のデータをテキスト形式で班内に配布する。 

 

＜データ解析とレポート＞ ※できるところまでを授業中に作業する。 

１）データは 5 秒毎で算出されている。データから、ｔ、α、θを EXCEL に読み込み、地上風データを付加す

る。ファイル名は”C20050506.xls”のように班名＋観測日とし、次回の実験で代表者が TA にコピーする。 

２）経過時間からｈを算出し、さらにαから気球直下までの距離 R を算出する。R とθから気球の位置（Xi,Yi）

を算出する。ここでｉは任意の時刻であり、方位角は北から時計回りの角度である。同データに、放球時の地

上風データを付加する。 

３）図 8.3.2 を参考に、自分が放球した観測に関して（Xi,Yi）データから航跡図を 1 枚作成せよ（EXCEL にて

X-Y 散布図を作成し円を付記するとよい）。風が強いはエクマンスパイラルは見られるであろうか？当日の天

気図から考えられる卓越風向との整合性も考察せよ（時間のある人は理論解との比較までできると良い）。も

し曇天で雲底が判断できるようであったら何ｍかも図に付記し、当日の雲形（総観場）との関係を考察せよ。 

４）前 5 秒のデータとの差を利用し風ベクトルを計算する。地上の値は 1.5m での観測値を代用する。 

５）図 8.3.3 を参考に、放球分の風向風速鉛直断面図を作成せよ。グラフ用紙を使用し、放球後の時間経過に伴

う水平位置のずれは考慮しなくてもよい。凡例は自分で決める。記載は、高度 1000ｍ以下は 20 秒毎の、それ

以上の高度は 1～２分毎の値のみでよく、大局的な風向と風速の変化が抑えられればよい（最初からうまく気

球を追尾できた場合、最初の 2 分程度は 5 秒単位で作図し、キャノピー層の高さが把握できるか作図してみよ

う）。天気図から考えられる一般風の強弱を考慮しつつ、強風時の摩擦の影響（エクマン層）や弱風時の混合

層（境界層）の上端（図 8.3.1）など観測できたかどうか、海陸風や風のシアーなどが存在するか、などを考

察せよ（観測中にプロファイルに大きな違いが生じたら天候変化も考慮する）。 

５）館野で観測されている 9 時のゾンデデータ（図）を p22 のアドレスから後日ダウンロードし、より上層の一

般風との関係や安定度の影響が理解できる。 

 

 

参考文献： 竹内清秀、1997： 

風の気象学、東京大学出版会.  

 

図 8.3.1 ライダーテータにより推定した混合層

発達例 （早乙女、修論） 
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写真 8.3 セオドライトの操作（左）、および観測風景（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.2 航跡図の例                        図 8.3.3 鉛直断面図例 

    円のスケールは 10～30 分間の観測範囲が           時間進行は右から左、 

    入るよう、任意に設定。                   上を北として、矢羽の 

                                  判例は各自で設定。 

                               （2005 年度 釜江君のレポートを引用） 
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８．４ D 降水と天候変化 

 

目的： 一週間の天候変化に伴い発生する降水量・降水強度の短時間変動を測定し、要因を考察する。 

＊ イベントレコーダによる降水期間の把握と降水強度の試算。 

＊ 転倒マス計測と積算計測の差異、設置場所による違い、測定手法に関する問題点の発見。 

＊ AWS、高層気象資料を参考にした降水イベント毎の総観場の特徴把握。 

 注：降水が発生しなかった場合は、晴天が連続した要因、その週の特徴的な天候に関して各自解析。 

使用測器：各種雨量計（転倒マスは 0.254mm）、ホボイベントデータロガ、電子天秤、方眼紙、PC 

      （余裕があれば、雨滴の粒径分布観測を付加するかもしれません。） 

 

＜AWS・雨量計設置と観測開始＞  

０）転倒マス雨量計を、圃場と研究棟屋上に設置する。ペットボトルを利用して、受水口の有無、ボト

ルの大きさや色の違い、受水口の大きさなど構造の異なる貯留式雨量計を作成し、圃場の転倒マス雨

量計と併設してブロックでしっかり固定する（写真 8.4a）。 

１）実験室にて雨量計用ロガ（ホボイベント）をＰＣにより始動させる。 

２）現場にて AWS・雨量計の構造とデータの取得方法を学ぶ。転倒マス雨量計のケーブルをロガの端

子につなげる（極性なし）。入水口を外して転送マスを転倒させ、ホボイベント内部のダイオードが

赤く点滅する事を確認する。 

３）AWS や雨量計が正確に気象を測定できない状況を想定してみよう。 

 

＜データ回収と再スタート＞ ※別途ロガ操作法用の冊子も参照 

１）AWS データを回収する。ホボイベントロガはふたを開け、赤く点滅していることを確認する。ピ

ンジャックを注意して基盤から外す。基盤のみを黒いケースから注意して取り出して実験室に持っ

てくる。PCに接続してBOXCARソフトを使ってデータを回収する。データ名は”D20050503.CDM”

のように D+回収日とする。 

２）PC の時間が正しいかどうかを確認。PC から再スタートさせると同時に赤点滅が生じる。今までの

データは消去される。基盤を雨量計のロガ内にもどし、ピンジャックを接続する。 

３）ペットボトル雨量計は、設置環境をメモしてから実験室に持ち帰り、重量等を測定する事で期間中

の降水量(mm)に換算する。雑草が雨量計より上に伸びていたら草刈りをする。 

 

＜データ解析とレポート課題＞ 

１）2 台の雨量計データは BOXCAR ソフトにてイベントデータおよび１時間降水量データ（表 8.4 参

照）に変換する（TA が補助）。AWS データは ASCII データに変換し、他の班と共有する。一週間

の気温・湿度・風向・風速変化を時系列にし、天候の推移を把握する。 

２）観測された時間降水量データから降水期間（何時から何時までか）、期間中およびイベント毎の総

降水量は何ミリかを調べよ（例、図 8.4a、青棒グラフ）。このときチャタリングのデータは除く。

複数のペットボトル雨量計も含めて総降水量の差異を比較し、積算降水量を正確に測定するにはど

の雨量計が良いかを考案せよ。転倒マス雨量計は、設置場所で積算降水量がなぜ異なるか考察する。 

３）時間降水量の時系列から過去一週間の降水イベントをリストアップする。気象庁の気象資料および

AWS データを参考に、降水要因および降水強度（雨の降り方）の違いを考察する。館野のゾンデ

データ（P24）も活用の事。 
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４）圃場イベントデータから最も転倒に要した時間が短い転倒時間帯を特定し最大降水強度(mm/h)を

推定せよ。この降水強度が気象庁の予報する茨城県の大雨注意報・警報に相当するかを断定せよ。 

５）観測期間中の館野（つくば）アメダス時間降水量を気象庁 HP からコピーし（カットアンドペース

ト可能）、降水イベント毎にセンターでの観測データと散布図で比較せよ（図 8.4b）。図中には回帰

直線と相関係数（R）も発生させる。両時間データの平均的な差を二乗平均平方根（RMS）で評価

し、積算データの地点差と２）の雨量計間の差のどちらら大きいかを考察せよ。 

参考文献： 松本誠一、1987：新総観気象学、東京堂出版 

 上野健一、2001：地表面フラックス測定法, 第７章, 降水量. 気象研究ノート, 199, 153-164. 

     大村 平：統計解析のはなし 改訂版、日科技連出版社、2006 年. 

 

写真 8.4a 転倒マス雨量計（上）、       図 8.4a 観測期間中の時間降水量変化 

 データロガ（左下）、貯留式雨量計（手前）   積み上げ棒グラフで、AMeDAS データは 

                       符号を変えている。   

※ 1 時間降水量は、アメダスでは前 

図 8.4b 異なる２地点での時間降水量比較例        1 時間、陸域では同時間帯のデータが 

                            取得されるので、比較の時は注意が必要。 

 

表 8.4 降水イベント（左）および時間降水量データ（右） 

Date Time Event (Event)       Date Time Sum: Event (Events) 

04/22/05 15:02:10.0 0   04/22/05 15:00:00.0 0 

04/25/05 12:55:59.0 1  04/22/05 16:00:00.0 0 

04/26/05 14:32:59.5 2  04/22/05 17:00:00.0 0 

04/26/05 14:33:54.0 3  04/22/05 18:00:00.0 0
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［追加実験］※ 今年度は実施未定 

 レーザー式簡易雨滴計（LD, Nanko et al., 2004、図 8.4e）を用いて、雨滴の横断直径（D）と落下

速度（V）を実測し、両者の関係、および降水イベント毎の雨滴粒径分布（Drop Size Distribution: DSD、

図 8.4d）の特性を把握する課題を追加してみる。 

 

＜概説と原理＞ 雨滴の成長には不均一な粒径同士の併合過程が重要な役割を担っている。DSD を仮定

しないとパルスレーダーによる正確な降水量推定は望めない。Marshall and Palmer(1948)が DSD を降

水強度に依存した関数としてパラメータ化した研究（MP分布）は有名である。実際の DSD は降水雲の種

類や、それに付随した気候帯・地形の影響によっても変化する。雨滴を測定する装置（雨滴計）にはス

ピーカーの原理を応用した音響式や、レーザー光の遮蔽・反射を利用した光学式があり、後者は D と V

の関係（図 8.4c）や散乱強度から、降水形態や視程（霧の有無）を算定する事も可能である（例えば筑

波山頂に設置されている天気計など）。今回使用する測器は簡易型の光学式センサーで（図 8.4f）、一定

幅のレーザー光を雨滴が遮蔽する割合と時間から、降水粒子の大きさと落下速度を推定している。アナ

ログ信号をデジタル化して PC に記録し、プログラムで雨滴毎の通過時刻、大きさ、速度データに変換

したデータを日単位で配布し、解析に利用する。以下に、参考となる式を列挙する。 

雨滴の落下速度は、理論的には大きさにより半径の二乗およびルートに比例するとされる。 

Atlas et al. (1977)は終端速度を以下の式で近似している 
67.07.3)( DDv     v: m/s  D: mm  （１） 

雨滴数密度関数  
j

j

j
DTDvA

C
DN




)(
)(   （２） 

 ここで N(Dj)は雨滴直径クラス jの雨滴数密度 (m-3 mm-1)，Cjは雨滴直径クラス jの雨滴数，Aは検知

部面積 (0.001 m2)，v(D）は雨滴直径 D のときの終端速度(m s-1)，ΔT は時間 (s)，ΔDjは雨滴直径ク

ラス jで観測できる雨滴直径の幅(mm)を示す． 

 

MP 分布関数   )e x p ()( 0 DNDN    （３） 

 ここで N0 は指数型分布の切片を表すパラメータ（0.08cm-4），λは傾きを表すパラメータ（λ=4.1＊

R-0.21）．Rは降雨強度(mm/h)． 

 

＜解析＞ 

１，降水事例のうち、降水強度が大きかった時間帯と小さかった時間帯を特定し、1 時間あたりの雨滴

の D-V関係調査し、Atlas の実験式と合うかどうかを確認する。 

２，上記の時間帯で粒径分布（DSD）を作成する。可能であれば、MP分布(図 8.4c 右)と比較する。 

  

＜参考文献＞ 

Atlas, D., and C.W.Ulbrich, 1977: Path-and area-integrated rainfall measurement by microwave 

attenuation in the 1-3 cm band. J. Appl. Meteor., 16, 1322-1331. 

Marshall, J. S. and W. M. Palmer, 1948: The Distribution of Raindrops with Size. J. Meteor., 

5, 165-166. 

Nanko, K., N. Hotta and M. Suzuki, 2004: Assenssing raindrop impact energy at the forest floor 



 29 

in a mature Japanese cypress Plantation using continuous raindrop-sizing instruments. J. For. 

Res., 9, 157-164. 

田村秀明,2010:つくばで観測された雨滴粒径分布の降水構造による違い．筑波大学大学院、生命環境科

学研究科、修士論文.  

 

 

 

 

 

 

 

図 8.4f レーザー式簡易雨滴計（LDG） 

 

提供予定データ： 

１、LDG に接続されたノート PC の外付け HD 内の LD5 フォルダーに、コンマ区切りで雨滴一つ一つの通

過時刻と D,Vが日単位で ASCIIデータで格納されている。 

２、データ名は res_2***Drop日付**.txtとなっている。必要ファイルを USBにてコピーする。 

３、ファイルはコンマ区切りで、D_rdp，V_rdp行がそれぞれ D（遮断率と等価直径から推定した落下速

度）,V（本データでは等価直径）に相当する。 

４、PC は連続稼働中で、黒い画面の計測ソフトが開いたままになっているはずである。ノート PC の画

面は閉じない事。万が一、閉じてしまい、ソフトが停止したら教員に連絡する。 

 

図 8.4c 横断直径と落下速度の関係（左） 

    降水強度毎の横断直径と 

降水密度の関係（右） 
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８．５ E 地上気温分布の観測 

 

１．目的 

 地上付近の気温は、植生・土壌水分や人工構造物、時刻・天候に依存する接地境界層の熱力学的

状態で刻々と変化する。例えば、地表面が芝で覆われた運動場、アスファルトで覆われた駐車場、

池の周辺や林内などで気温が違うことは体感しているだろう。筑波大学構内の気温（勾配）の分布

を、温度計ロガと GPS を携帯した徒歩による移動観測にて定量的に把握してみよう。サーモカメ

ラによる地面や建物温度の測定も同時に行い、場所による熱環境の違いを熱・放射収支および移流

の観点から考察する。 

 

２．使用機器・機材 

 サーモ（赤外温度）カメラと、おんどとり Jr.（T & D：TR-52）、２式［操作方法は末尾の資料 A］ 

 データ読み取り器［T & D：TR-57U］）、１式 

 自然通風シェルター、２個 

 GPS（ソニー、GPS-CS3K）、２式［操作方法は末尾の資料 B］ 

 観測野帳、筆記用具、 

 データ回収用パソコン（教員が準備）、１式 

 解析用パソコン（各グループで１台準備、Microsoft-Office がインストールしてあるもの） 

 サーモトレーサ 

 簡易風速計 

 

３．作業の流れ 

1. 測器の確認を行い、観測ルートを構内地図上で決定する。ルートは、なるべく異なる土地被覆

エリアを一定時間かけて横断するように設定し、周回ルートで 45 分程度で戻れるコースを考

える。記録用紙に必要事項を記入する。 

2. TAが測器の設定（時刻合わせ、サーモレコーダー、読み取り器、GPSの使用方法）を行う。記

録間隔は１分とする。 

3. 出発地点（センター建物前）で観測開始時刻と上下の温度を用紙に記録する。移動観測中は、

上部の温度センサーの位置が約 2m の高さになるように維持して、ほぼ一定の速度でルートに

沿い歩く。代表的な土地被覆域で、卓越風向・風速、サーモカメラにより判読される表面温度

の特徴を記録する。サーモカメラの使い方は資料Ｃを参照。 

4. 観測開始地点に戻ったら、観測終了時の時刻と上下の温度を記録する。 

5. 時間内に室内へ戻り、データの回収は TA が行う。班員はアメダスデータおよび天気図から、

当日の天候および地上での大学周辺における卓越風向を把握する。 

6. TAからデジタルデータを受け取り、位置（緯度・経度）および 2高度の気温を、時刻を基準と

して統合データになっている事を確認する。EXCEL ファイルとして保存し、その中に記録用紙

の主情報を転記する。器差がある場合は気温データの補正を行う。 

7. 観測開始・終了時刻の気温を比較し、大きく変化している場合は気温の時間補正を行う。 

8. 2 高度の平均気温（Tave）および気温差（ΔT、下から上の温度を差し引く）を計算し、Tave

およびΔTの分布を七色プロットツールを使い作図する。 

9. 考察及びレポートの作成を行う。 
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４．データ整理の参考 

1. オンドトリ 2セットと GPS データ（時刻と地点座標）を回収する。 

2. これらのデータを、グループで使用する PC に、エクセルファイルの形式で保存する。時刻を

基準にして、時刻、地点座標、気温の欄に整理する。 

3. 移動観測結果時に各拠点でメモした情報をファイルに付記する。 

4. 図化ソフト（七色プロット）を使い、分布図を作成して特徴を把握する（資料Ｄ参照）。 

5. 解析・考察した結果を「地表面の気温分布の特徴」としてレポートにまとめる。 

6. サーモカメラの画像については、必要に応じて TAが専用ソフトで回収・配布する。 

 

（資料 A） サーモレコーダー おんどとり Jr.（T & D：TR-52）の操作方法 

 

実験室で「おんどとり（TR-52）」の測定条件に関する初期設定を行い、観測終了後に測定値を小型の

コレクターで回収する。 

 

使用する機器： 

おんどとり（TR-72U） 

データ回収用コレクター（RTR-57U） 

 

A 測定条件の設定（移動観測開始前） 

（１） 実験室での操作：コレクターの電源を入れ、「キロク カイシ」を選択する。また、通信選択で

は「ダイレクト」を選択する。 

（２） 記録モードを「ワンタイム」、インターバルを「15sec」に設定する。 

（３） 移動観測開始の操作（全員で同時に行う）：おんどとりをコレクターに接続し、GPS の受信が始

まったと同時に「REC>ソクジスタート」を選択する。 

 

B ロガーからのデータ回収とハードディスクへの記録（移動観測終了後） 

（１） 実験室での操作：コレクターの電源を入れ、おんどとりをコレクターに接続する。 

（２） 「データスイアゲ」を選択する。 

（３） 吸い上げ完了後、コレクターをパソコンに接続し、「Ｔ＆Ｄ Recorder for Windows」を立ち上

げる。メニューバーの「TR-57C/57U」を選択する。 

（４） 「データ情報取得」を選択し、データコレクタの内容から自分が吸い上げたいデータを選び、「デ

ータ吸い上げ」を選択する。メニューバーの「ファイル」から「データをテキスト形式で保存」

を選択する。保存するテキスト形式は「カンマ」、保存する範囲は「データ全体」にチェックを

入れる。 

 

（資料 B）  GPS（ソニー、GPS-CS3K）の操作方法 

 

使用する機器： 

ソニー（GPS-CS3K） 
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A 測定条件の設定（移動観測開始前） 

（１） 野外での操作：GPSの電源ボタンを長押しし、電源を入れる。 

（２） GPSの画面に「searching…」の文字が表示されたら、現在の緯度経度が表示されるまで待つ。 

 

B ロガーからのデータ回収とハードディスクへの記録（移動観測終了後） 

 

資料Ｄ参照 

 

GPS（左）と温度計（右）の写真 

温度計（おんどとり TR-52）のセンサ

ー部分は自然通風シェルター内に固定

し、データレコーダー本体とシェルタ

ーの両者を棒状の支柱に取り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 C）  サーモカメラによる赤外放射温度の観測 

 

物体表面の温度を赤外放射から逆算して画像

として表示する。 

 簡易カメラ：温度範囲のラベルがなく、相対的

な寒暖しか把握できない 

１． 右側の電源ボタンを長押しして起動。 

２．周辺の表面温度分布が相対的に表示される。 

３．ハンドルを握るとレーザーでターゲットを

照射し、その時の推定温度が表示される 

４．射出率は 0.95 に設定してある。 

５．電源は 1 分で自動的に落ちる。 

NEC: 可視と赤外の画像が表示される。 

１．キャップを閉める。後面のふたを開けてス

イッチを入れる。 

２．E を押して右に倒して補正を選択し、再度

E を押して反射補正を行う。1 分程度待つ。 

３．キャップをあけ、測定方向に向けて A を押

すと自動的にオートフォーカスとなる。 

４．C を押すと、赤外、可視、両者の切り替え

となる。可視は、レンズ手前のリングでフォー

カス。 

５．S を押すと画像の記録が可能。 

 
サーモカメラ

 

（資料 D）  GPS とおんどとりのデータ解析 

 

１． GPS を USB ケーブルでノート PC に接続

します。 

２． 観測データファイルをデスクトップ¥大気

科学実験¥2012¥[班名]にコピーします。 



 1 

３． GPS デ ー タ を GPS Visualizer

（http://www.gpsvisualizer.com/）というサイトを

使って、コピーしたデータをテキストに変換しま

す。 

   Go! 

４． 変換されたデータをダウンロードします。 

  

５． このファイルを、Excel を使って開きます。 

  

 
６． これを必要な要素だけに絞った次のよう

な形式に書き換えます。 

   
７． GPS を取り外します。 

８． 次におんどとりのデータを読み込みます。

詳細は資料Ａ。 

９． 温度データを時刻が合うように GPS デー

タと Excel 上で合成します。 

１０．このファイルをテキスト形式（タブ区切り）

で保存します。 

１１． 保存したテキストファイルをテキストエ

ディタで開きます。 

１２． 次に、GoogleMap 上にデータをプロット

してくれるサイト（７色プロットツール） 

http://socketapi.com/user/atom/1/plotter.htm 
を開きます。 

１３． 先ほどのテキストエディタ上に開いたデ

ータを全領域選択し、コピーし、これをサイトの

下の方のデータの部分に貼り付けます。タイトル、

単位、説明を書き足し、「デバッグ有(値や経緯度

未入力チェック) 」 「色分け値手動設定」にチェ

ックをいれます。温度の違いに伴う色の設定を手

動で行い、出力ボタンを押します。 

１４． すると 

 

 

のような絵ができる。スナップショットツールで絵を取り込んで印刷もしくは画像保存する。 
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＜記録用紙および構内地図＞ 地図上に経路、観測地点、風ベクトルをプロットする。 

移 動 観 測 シ ー ト   年月日：   

        記入者：   

記入地点* 時刻 
直達日射

の有無 
風向風速* 土地利用 

放射画像の特徴、そ

の他 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           
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８．６ F 全体観測 地上風の分布  

 

１．目的 

 地上風は微地形の走向や森林の有無に強い影響を受け、局所的な収束・発散域を生じている。乱

流やベルヌイ効果により、大きな風向・風速変動を伴い、ビル風などの特異的な微気象を形成する。

積雪の吹きだまりや変形樹はこれらが可視化された一例である。目に見えない地上風系を、風向風

速計を利用した多地点同時観測を実施して把握し、流体の運動特性を把握する。観測データから収

束・発散・回転成分の計算を行う。当時に、分布観測の典型的手法を学ぶ。 

 

２．使用する機器 

ビラム風向風速計（１０セット：三脚＋本体） 

携帯用風向風速計（２セット：三脚＋本体） 

デジタル風向風速計（8 セット：三脚＋本体） ※人数により貸出機材数を決定 

GPS 装置 1 セット、DAVIS 社 AWS 

アスマン乾湿温度計 1 セット 

記録用紙（表 8.6.2）、秒単位で測定可能な時計、水平器 

 

３．風向風速計の取り扱い方法 

1. 各種風向風速計の原理・構造・観測方法は 6 章参照。 

2. 三脚はしっかり固定する。強風時は飛ばないようにブロックや手で押さえる。ビラムは三脚

を広げすぎて測定高度が低くなりすぎないように注意。 

3. 水平に設置し、方位磁石で N を正確にあわせる。 

4. メーターの読み取り最小単位は、0.5m とする。方位はできれば 16 方位を速読する。 

5. 風速計の高さをそろえる。（今回は測器回転軸の高さを 1.5m とする） 

  

４．手順 ※実施場所は天候および人数により変更する可能性あり 

 実験室にて班を作り、構内地図のどの地点を担当するかを決める（アスマン＋GPS 観測班を一

つ作る）、時計を合わせる → 13 時 45 分から圃場で機材準備（比較観測）→ 現場に移動、AWS

設置 →   時から  時半にかけ、5 分毎の観測を実施（30 分間）→ 実験室でデータ整理と

転記 → 15 時 15 分から解析  ※開始時刻は当日決定 

 

５．観測 

（比較観測：3 種類の風速計間の機差補正を行うための準備観測） 

1. 圃場で風向風速計を組み立てる。アスマン班は現場（☆）に AWS を設置する。 

2. 見通しのよい野外（熱収支・水収支観測圃場）に、卓越風向に直交する方向に約 2m 間隔で

卓越風向に直交するように１列に並び観測を行う。（7 章参考） 

3. 合図で同時に計測を開始し、30 秒後に風程（メーターの数値）を読取り、平均風向を判定す

る。これを 1 分間隔で 20 回繰り返し実施する。風向は、30 秒間の卓越方位（16 方位：N, NNE, 

E などで表記）を目視観察し判定する。天候および風向の変動が大きい場合はその状況をメ

モしておく。簡易風速計は 30 秒後にレバーを押し、表示された風速を 0.1m/s 単位で読み取
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る。デジタル風速計は、“30 秒平均”のモードで値を読み取る。 

4. アメダス・GPS 班は、AWS の設置（移動）を行う。 

（分布観測＋定点観測） 

1. 観測地点に移動し、風向風速計を組み立てる。水平を確認する。 

2. 天候、周辺の土地利用などを記載する。 

3.     時に自前の時計で計測を開始する。３０秒後に風程（又は、メーターの平均風速）

を読取り、平均風向を判定する。これを 5 分間隔で６回繰り返し実施する。風向は、30 秒間

の卓越方位（１６方位：N, NNE, E などで表記）を判定し記載する。風向の変動が大きい場

合は、その旨を付記しておく。これを 30 分間継続して行う。 

4. アメダス・GPS 班は、巡回して各地点の緯度・経度・標高および乾湿温度を測定し、班員に

伝える。デジタル風速計はオートパワーオフに注意する。 

5. AWS にて環境場となる天候変化をモニターする。 

６．解析（5 限） 

（比較観測による器差補正） 

1. 比較観測における全風程の値を 30 秒で割り、30 秒平均風速（m/s）を求める。 

2. 基準風速計班は、20 サンプルのデータを黒板に書き出す。 

3. 各班は、EXCEL を使用して基準風速計に対する補正式を１次回帰式で求め、求めた式と相

関係数を班毎に黒板に記載する。 

4. 基準風速に測定誤差が大きいと判断された場合は、対象となる基準地点を変えてやり直す。 

（本観測のデータ整理と気流系の定性的な把握） 

1. 各地点の生データを、エクセルファイルの“各自データ“に打ち込む。風程を風速に直し、

さらに補正式で基準風速に変換する。風向を角度に直し（U,V）成分を計算する。 

2. 30 分平均風ベクトル、風速標準偏差、最頻風向、気温を、黒板にプロットし、分布の特徴を

考察する。 

3. AWS データを概観し、観測期間中の気象場の変化を把握する。天気図との整合性を診断。 

4. 各自、作成済みの EXCEL ファイルを MANABA に提出する。“全体データ“に集計。 

７．収束発散計算とレポート 

 1. GPS データによる正確な白地図を上野は月曜までに図 8.6.3-4 に入れ替え。TA は全員の

EXCEL データを統合し、メールにて再配布する（MANABA にも反映予定）。 

2. 30 分平均風ベクトル（矢羽根）、最頻風向、気温の分布図を白地図に記入する。風の（東西 u・

南北 v）は（西風、南風）成分が＋（正）となる。 

3. 平均風分布から、流線分布図を作成する。 

4. 流線分布図上で、定性的に収束・発散・回転が生じていると思われる領域を含む 3 地点を選

び、同 3 地点の風ベクトルデータと GPS 位置情報を用いて、収束・発散・渦度を計算せよ。

二宮(2008)の 4 章が参考になります。符号は発散（低気圧性回転）が＋（正）。 

5. 当日の天気図および周辺アメダスデータなどから、観測された風分布に対する総観場の影響

を考察せよ。さらに、微地形分布と対比させることで、地上風系がどのような構造を持って

いたかを、各図を引用して考察せよ。 

参考図書： 有田正光、2003: 流れの科学、東京電気大学出版、235pp. 

      二宮浩三、2008: 気象解析の基礎、オーム社、244pp. 
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付録 2010 年 6 月 4 日 全体観測の整理 （例） 

１， 5 月 25 日（金）の天候と、グラウンドにおける 15―16 時の風系変化を AWS データより概

観する（図 8.6.2）。観測期間中に急激な天候変化は発生したか？ 

 

２， （器差補正（キャリブレーション）結果を見直す。観測はうまくいったか？データの補正は

可能か、必要か？) データに著しい不整合は見られないか？ 

 

３， 観測地点の確認と各班のデータ作成（u,v 成分）の再確認 

作業１： 白地図に地点の緯度経度情報から観測地点の位置と地点番号を書き込む。（ボールペン） 

    （地点データを Google に重ねて自作しても良い） 

４， 風系分布の確認 

作業２： 風速・風向データ（表 8.6.1）から、矢羽根をプロットする（鉛筆）。矢羽根は風の吹く

方向に向け、数は“風力”を階級にするが、今回は自分で凡例を作ってよい。全体の風系と不整合

な場合、データエラーでは無いかを再確認（３へ）。 

５， ベクトル分布と流線の把握 

作業３： 矢羽根をボールペンで記入し、鉛筆にて流線を書き加える（図 8.6.1 参照）。温湿度の分

布を色鉛筆で重ねてみる。  

６， 任意の 3 地点のデータを利用して、収束・発散および渦度を計算する。 

    

 

 表 8.6.1 2010 年 5 月 28 日 観測データ例 

 

  

      図8.6.1 流線図例      図8.6.2 AWSによる天候変化、赤は右軸(2010.5.28) 

地点 観測者 Lon(緯度） Lat（経度）U V VV（風速）Deg（方位）Td（乾球） Twet（湿球）
1 大伴 140.0971 36.1151 -0.2 0.5 0.5 158.6 19.3 14.6
2 木野 140.0982 36.1149 -0.7 1.6 1.8 157.5 19.0 14.6
3 筒井 140.0976 36.1149 -1.0 1.0 1.4 137.3 19.3 14.9
4 桑間 140.0973 36.1143 -0.2 0.2 0.3 148.0 20.5 15.3
5 久野 140.0973 36.1146 -0.1 0.6 0.6 169.1 19.4 14.4
6 松下 140.0976 36.1147 -1.5 1.3 2.0 131.2 19.3 14.6
7 矢部 140.0979 36.1147 -1.6 0.5 1.7 106.5 20.0 15.2
8 池田 140.0976 36.1144 -1.8 0.1 1.8 93.4 19.9 15.1
9 犬飼 140.0975 36.1139 -0.1 0.4 0.4 162.5 19.7 14.9

10 足立 140.0979 36.1141 -1.0 0.1 1.0 95.7 20.4 15.8
11 海野 140.0982 36.1145 -1.6 0.3 1.7 101.2 20.0 15.4
12 藤田 140.0983 36.1147 -1.6 0.7 1.8 112.2 19.4 14.6
13 磯野 140.0982 36.1140 -0.9 -0.2 0.9 78.4 19.8 15.0
14 丸井 140.0986 36.1147 -1.2 0.8 1.4 124.0 20.0 15.2

AWS 荒木 140.0990 36.1143 -1.5 -0.5 1.5 72.6 20.4 15.6
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地図 8.6.3 （○の位置は大凡） 

 

 

地図 8.6.4  2014 年度 白地図 GPS 測値マップ 

𝑑𝑖𝑣 𝑣 = lim
1

𝑆𝑠→∞

∮ 𝑣
𝑛

𝑑𝑠 ≅ ∑ 𝑆𝑖𝑉𝑛𝑖/𝑆 

 

 

※ 全体観測当日に実施場所と観測地点を決めます。 
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表 8.6.2 風分布観測記録用紙 

              

班 名（氏名）：            測器のタイプ： 

観測日：               天候：  

               

比較観測 

番号 時刻（時・分） ｽﾀｰﾄ値 ｽﾄｯﾌﾟ値 風程（平均

風速） 

風向 備考 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

       

 

本観測  地点番号：      周囲の状況： 

GPS 緯度・経度・標高：        E        N         ｍ 

アスマンの測定時刻：       乾球：        湿球：  

       天候： 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

※ アスマン担当者が来たら、緯度・経度と、その時刻の乾湿温度を備考に記入する。 

※ 携帯用・デジタル風向風速計を使用している班は、30 秒後の風速を風程の欄に記入する。 

※ アスマン班は、各地点で時刻と乾球・湿球および GPS による測値を行い、任意に記録す

る。 
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全体観測当日の天気概況 例 

 

 

 

気象庁ホームページ 

国際気象海洋株式会社ホームページ 

Google Earth より引用 （転記不可）
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９，個別課題 （参考までに掲載しています。２０１２年度まで実施していた内容です） 

 

今までの実験では、教員からの設定課題に基づき、基本的な観測手法、測器操作、解析手法、を習得

してきました。各課題が一週間という短い期間で特定の時期しか観測していないため、季節変化を対象

にした解析や要素にまたがるデータを用いた比較解析までには至っておりません。そこで、今までに取

得されたデータ（今年度に限らない）を題材にして、各自が自由な解析テーマを設定して分析を行い、

その結果をディスカッションする授業を実施します。そのために自分が取り組みたい課題を事前に想定

しておいて下さい。取り組める期間は 1 週間しかありませんから、あまり欲張らず、レポートは 10 枚

以下に留めて下さい。内容は以下を含み、今回の実験で得られたデータを利用することを原則とします。 

 

解析テーマ： （なるべく具体的に知りたいことを明記） 

 解析手法： （どのようなデータをどのように使って解析してみたか） 

解析結果： （解析の結果、明らかになったデータの特徴をまとめる） 

考察と今後の課題： （結果の物理的要因を考察し、今後探求するための課題を追記する） 

 

データは、実験テーマ毎に EXCEL または ASCII 形式でホームページに掲示します。ダウンロード

できない人は上野まで取りに来て下さい。気象庁や衛星センターなどで公開されているデータを用いて

もいっこうにかまいません。６月 X 日に解析図と未完成で良いので下書きのレポートを持ち寄って、グ

ループディスカッションを行います。これを受けて加筆修正をし、6 月 XX 日に全てのレポートを提出

して下さい。（MANABA によるレポート提出を予定しています）。 
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今後の授業改善のために、波線以下のアンケートにご協力ください。氏名不要。 

（最終レポート提出と同時に任意提出）       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

―― 授業アンケート ―― 以下の事項に関してよかった点、改善すべき点を列挙ください 

１） 本実験の進め方全般に関して 

 

 

 

２） 観測項目に関して 

 

 

 

３） 教員・TA の解説・取り組みに関して 

 

 

 

４） 学生同士の取り組みに関して 

 

 

 

５） テキスト・機材に関して 

 

 

 

６） その他 

 

 


