
368 生　産　研　究

上層における気温・風の観測

前田憲一・竹屋芳夫・松本治弥・奥本隆昭

　1．　序

　国際地球観測年（IGY）に対して日本は140°Eの線

で，世界の観測網の一環として上層大気の諸現象を観測

することになった・これは上層大気物理学（Aeronomy）

にとっては重要なことである・この学の対象とするとこ

ろは主として電離層であり，またその付近に起こる地球

物理学的現象（極光，夜光，流星，宇宙線，太陽輻射な

ど）をも含んでいる・

　地上10～15kmを成層圏，その上20～35　kmをオゾ

ン層と呼び，また通常90km以上にE層，　F層と呼ば

れる電離層がある・電離層においては，地磁気変化の観

測結果に対するダイナモ理論的解析によって，電離層内

特にE層において一定の系統的な風系の存在が仮定され

ている・また近年の地上からの電波観測によってもこの

種風系が推論される・くわしい解析によれば，この風系

は24時間周期および12時間周期をもっていることが

認められている．

　一・方地上付近で認められる気圧変動（これは風に直結

している）において最も正規のものとしては12時間周

期のものが実測上確立されており，他の周期のものはあ

まりはっきりしない・この理論で重要なのは大気温度の

垂直分布であり，地上20・－30　kmまではラジオ・ゾン

デによる観測があるので，この範囲では信頼できる資料

が得られている．

　30km付近より約90　kmまでは中間層と呼ばれ，現

在までには確定した観測法はなかった・この層における

風については，電離層およびラジオ・ゾンデの観測から

の推定値のほかに大気の共鳴振動の理論があるに過ぎな

かった．

　われわれがロケット観測の一部として“音波伝播によ

る上層の気温および風の測定”を行なう目的は，以上述

べたように，この中間層の風を実際に観測して，従来の

推定値が正しいかどうか，また，その季節的な変化はど

うなるか，さらに進んでこの中間層の風系と電離層の風

系との関連を究明することである・

　ロケットによる上層の気温および風の測定法は種々あ

る・このうち，気温の測定は簡単な方法があるが，風の

測定はかなり困難である・いま，風の測定法で知られて

いるものを列挙すれば，

　（a）nケットに発音弾を搭載し，上層で発音し，その

音波を地上で受音し，音波の伝播路を計算し，その結果

と伝播時間から風の垂直分布を導出する方法（この方法

は気温の垂直分布をも同時に導出できる）・

　（b）薄明にナトリウムを上層にて散布すれば，これが

発光するから，これを地上より望遠鏡で観測し，この光

の移動より風を算出する・

　（C）軽量の大きな風船を折り畳んで，ロケットで上層

に打ち上げる・これに金属性の光沢を与えれば，薄明に

おいて光を反射するから（b）と同様の方法で風を算出

できる．

　（d）多数の電波反射物を上層にて散布し，これをレー

ダにて追跡する・反射物は例えば，レーダ波長の1／2の

長さの金属箔が用いられる・

　われわれは気温も同時に導出され得る点と，その他種

々の条件を考慮して（a）の方法を採用した・以下これ

についてくわしく述べる．

　2．　測定原理

　先に述べたように，（a）の方法では音の伝播路をく

わしく計算する必要があるため，観測に当たっては，次

の諸値をしることが必要である・すなわち

　1）　発音弾の発音位置および発音時間

　2）　その音波が地上に達した時間

　3）音波の地上での入射角および方位角

　このうち1）はロケットに対するレーダ追跡によって行

なわれ，2）は地上に設けられた音源標定器によって行な

われる・3）を知るためには受音点は3個以上を必要とす

る．これはGutenberg氏が地上爆発を使用して風の分

布を計算した方法の展開である・

　（1）地上におけるスネルの法則

　（a）受音点が水平面上にある場合　第1図に示すよう

な座標0－〆〆〆を考える・0，AおよびBは三つの受

音点である・ここで

　　　　OA＝Sノ，　OB＝S〆

とし，音波は平面波であると仮定すれば，〆およびy「

軸に沿った見かけの音速V。’およびσノは

　　　　一防冊・an・＋血臨・〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k（1）
　　　　㌍覇冊蜘＋曲掘。／

となる・ここで四ノおよびπ〆は地上における風の

〆およびノ成分である・また，iおよびqはそれぞ

れ波面の入射角および方位角であり，Cは音速である・
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第11巻　第8号

音速は良く知られた式

　　　　c－／亨一／準　　　（2）

で与えられる・ここで

　P：大気の圧力　ρ：大気の密度　γ：比熱の比

　R：ガス定数　m：分子量

である・地上付近の空気の組成に対しては（2）式は

　　　　C2＝（20。06）2θ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

となりθは大気の温度を絶対温度で示したものである・

　風の存在する場合の音波の通路を支配する法則は次式

で表わされる．

　　　　∬．＋w。．＝k。　　　　　（4）
　　　　Sln　Z

　この式は光学におけ

るスネルの法則と同様

の意味をもっているの

で，いまこれをスネル

の法則と称することに

する．ここでkoはス　ン

ネルの定数であり，Wc

は波面法線方向の風の

水平成分である・ここ

で座標を第1図に示す

ように，X軸が波面法

線方向になるような

O一κY2に変換する・た

だしxy平面は水平と

する・そうすれば，Weは

y

波面
β

波面法線

κ

06～カ　

^／　9

0販 ハ

疋’

z　＼

θ

μ＼

線法面波
0

Wx 乙ンも珈「

第1図

　　　Wc＝レ「x＝＝Wx／cosψ十VI　Zy　r　sin　9　　　　　　（5）

となる．しからば（1），（4）および（5）式より

le。＝0。・COS　q＋V〆si卿，

tanψ＝翌．，

　　　VJt
　　　　Vx／Vytたo＝
　　〆⑫ノ）2＋⑫ノ）2

｝

となる・

（6）

　さらに受音点0とAおよび0とBの問の音波到達時間

差をそれぞれ△t，△ちと書けば，（6）式は次のように

なる．

　（6）式の右辺は地上において測定され得る値のみで

あるから，々oおよびqは求めることができる．

　（b）　一般の場合　受音点の位置を0－x1．ytz「座標にお

いて第2図に示すようにMゴ（X」，．Vゴ，・2i）とし，．M。は原

点0（0，0，0）であるとする・

　いま，波面の方程式を

z

　　λ

第2図
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　lx十my十ng＝P△

　　　　　　　（8）

とおけば，各受音点にお

いては次の関係が成立す

る・すなわち

lXi十myゴ十傭ゴrうムノ
　　　　u＝1，　2，　3コ｝

　12＋〃z2十n2＝1

　　　　　　　（9）

である・ただし△，は

M」とM。における音波の到達時間差，（1，〃m，　n）は波面

法線の方向余弦である・またPは波面法線方向の音波の

進行速度で，

　　　P＝－C十1　VVx・十mVVy　t

で与えられる．

　（9）式より1を解けば

　　　　　△IY、2、
　　　　　△2夕292
　　　　1一会着ρ一｛会舞｛ム

　　　　　　x2　Y222
　　　　　1X，　Y3×3

同様にしてmとnは
　　　　　Ix△91　　　　　　　　　あ　　　　〃z＝
　　　　　lxy21
　　　　・一鍔今｛ρ

（10）

（11）

（12）

となる．ここでわれわれに必要なのは々。とqである

から，（11），（12）式よりこれらを求めれば

嚇瓢≒轡詣｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）

となる，々。はさらに変形すれば

　　　　　　　　1堪12　　　　（14）　　　　ん02＝
　　　　　　i△pgl2＋ix△912

となる．

　（C）多くの受音点を持つ場合　（b）の場合には理論的

には4個の受音点で良いが，これはあくまで波面が平面

と仮定した場合であって，実際には空気の移動の不規則

性のため，上の仮定が成立しない・この場合には4個以

上の受音点をおき，最小二乗法を用いて計算をすること

ができる・（11）式に対応して，

　　Σ紛ムゴΣ紛ツゴEXjZゴ
　　Xyゴムゴ：xツ」2Σsゴ9ゴ

　　Σ2ゴムノΣ少ゴ9ゴEe2
1ニ
　　Σxゴ2Σ紛夕，XX」2」
　　ΣXiタゴΣツゴ2　EXjyゴ
　　Σ解ゴ．E’．y」9ゴ．Σ2ゴ2

P」誇轟夕藷1ρ

同様にmとnは（15）式の表現を用いて

（15）
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となる．したがってρと島は

t。nq」Ex2　X△x　X・・1
1・s△xXxy・E’xal’

　　lXx2ΣxyΣ露gl2

（16）

　　　　le　2＿
　　　　　一1Σ△・助Σ・gl2＋隣2Σ・△Σ凋・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）

　（2）　音波の伝播路の方程式

　前節に述べたように，X軸は波面法線の方向であり，

2軸は高さの方向である・もし発音点C（X，y，2）から出

た音波がM。すなわち0（0，0，0）に到達したとすれば，

一・ﾊに次の関係が成立する・　　　　　　　’

　　　　X－∫i・・n・d・一∫：C濫聾・d・・

　　　　y－∫1四’一∫：C器・d・・　　（・8）

　　　　・一∫：d・・

　ここでθは第1図に示す角である・またW，は風の

．y分力であってZ方向の風の分力はないものと考えて

いる．

　また，TをGから0までの音波の伝播時間とすれ
ば，

　　　　T－∫1呵：at．t。、i・d・　　（・9）

となる．

　（a）風速および温度が一定の場合　風速および温度

が高さに対して一定であると仮定する・これは例えば

（18），（19）式の計算で粗い近似をする場合，すなわち

その一定値が考えている範囲での平均値を用いるような

場合である．

　この時

　　　　c2＝e’｝

｝

　　　　Wx＝η，　　　　　　　　　　　　　　（20）

　　　　ア「ン＝ζ

と置けば，（18），（19）式は

　　　　X＝＝　　　ξ十k・η一η2
　　　　　　　　　　　　　　°9，　　　　　　レ／一］i『｝／（ゐo一η）2一ξ

　　　　Y＝　　　（leo　一　OP）ζ
　　　　　　　　　　　　　　・2，　　　　　（21）
　　　　　　レ／？－P／（ko一η）2一ξ

　　　　T＝　　（le・一η）　．2
　　　　　　P／？P／（々o一η）2一ξ

となる．

　もしξ，η，ζが未知であり，X，　Y，　Z，　Tが既知である

場合には次の式が便利である・

　　　　i：継二野＝（／？s’n’＋内

　80
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　　　　Z＝CT　cos’＝〆一ξcos　i・T・　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）

　（b）風速および温度が二次式の分布をする場合　音源

が十分多く，かつ高さに対して等間隔に存在している場

合には（a）の一定値である場合でも十分近い近似値が

得られるが，そうでなくたかだか二，三個の場合には，

さらに温度および風速の高さに対する式を高次にしなけ

ればならない・この場合分布の式を次のように仮定する・

　　　　駒脳｝　（23）

　ここでa。，a、，　b。，　b，，　C。，　C、は次節で述べるように既知

であるとする・（23）式を用いると（18），（19）式は

x－
轤P（a・＋fe・b・－b・2）＋（a・＋k・b・　’2b・b・）2

＋（ξ＋ん・η一2∂・η一∂・2）・2－∂・η・3一η2・44。，

Y－

ε

X（ゐ0一西0）00十〔（ゐ0－∂0）01－∂1σ0〕9

＋〔（k。－b。@　　　　s）ξ一C・°P－b・C・〕92－（b1ξ＋°1η）23一ηξ㌦

T＝＝
轣F（le・－b・）評一η㌦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）

ここで
　　　　S－（・・＋a・・＋ξ・・）硬（k・－b・）・－a・

　　　　　一｛2（k一b。）b，十al｝2十｛2（ko－bo）η

　　　　　＋ξ一b・2｝・2－2b・…馳ラ

である．

　（24）式は超階円積分であるが，アナログ電子計算機

の助けを借り，数値積分法を用いれば，積分の値を求め

ることができる．

　（3）　風速および気温の計算

　z

錐一捧
　　　　　　　　　ズ－　幅一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿s　一＿bi－2Zie

Zr t

　0　　　地＃面　　　て

　　　　第3図

諸量には指数iをつけることにする・そうすればSi層

における（23）式は

　　　　鋤：綴驚聯互二測（25）

　第3図に示すように音源

をGi（X，，　Yi，　Zi），〔i＝1，2，

…… lと表わすことにす

る．また2i＿1≦9≦2iなる

高さの範囲をSi層と定義

する．

　いま，S、，　S2，……Si＿、層

の風速，温度の分布は分っ

ているものとし，Si層の

それは分っていないとして

これを計算する・Si層の



第11巻　第8号

　　　　W，－C。汁・、i（2－2・一・）＋ζ（2－2i－・）21

となる，この場合（25）式の第1項はSi－、層の諸量に

よっで与えられる・すなわち分布が連続であるという条

件から

　　　　σo戸C2（9i．1），

　　　　1：淵1：：　｝　（26）

　　　　々o∫＝彦o・

　さらに，Gi1－、（Xil－1，　Yi1－、，　Z！一、）をGから0に至

る音波の伝播路中Zi－、における位置としTγL、をG／i－・

から0に至る音波の伝播時間とする・

　ここで2－（2）一（b）の場合，Si層とSi－i層の境界（ai－、）

における気温と風速の微係数がそれぞれ連続であると仮

定する・すなわち

　　　　〔∂i＿1∂2〕z　．z、．、一（＆／〕z．．zi－t　（27）

しからば

　　　　織搬懸三碧儂）

となる・（26），（28）式を用いて，（18），（19）式は次の

　み　あ　で・ーノ

・　－　

弟

灘焦
嫁積一一一｝

即合瓦L乙L

ξ場
にの

うこ

よ

（29）

　2－（2）一（のおよび（ののおのおのの場合，（29）式

によってξ，ηおよびζは連立的に解くことがでぎ，一

意的に定められる・

　したがってS、層内の風速と音速の分布は（20）ある

いは（25）式によって決定されることになる・また温度

は音速から（3）式によって決定される・

　実際に実験を行なう場合にはラジオ・ゾンデにより測

定しうる範囲内はこれを用いて測定し，それをs、層内

の値として順次上層の諸量を上式により計算することに

なる・この場合Si層内の計算には（21）式を用いて，

数値積分を行なうことができる・

　3．　測定装置

　本実験においては，音源となるべき発音弾およびその

付属装置と地上における受音装置が必要であるがロケッ

トに搭載する発音弾およびその付属部分は他の稿にゆだ

ねここでは地上の受音装置についてのみ述べる．

　受音装置は音源標定器b呼ばれる低周波マイクロフォ

ンを持った測音器の一種である・それはマイクロフォ

ン，増幅器，記録器，電源およびその他より成ってい

る・この受音装置は現在2台を併用しているが，細部で

は少々異なるので以下異なる部分だけは分けて1号器，

2号器として一説明をする・

熱線部

3A5
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　　　　　　　　　　第4図

　（1）　マイクロフォン

　マイクロフォンは4～60サイクルの通過域をもつ金属

製の空洞と，この空洞の口に，60および25サイクルの

低域音響ブイルタをそなえた熱線マイクロフォンであっ

て，その回路を第4図に示す・図中3A5はフ゜リアンプ

であって平衡出力を出すための負荷すなわちプレート抵

抗およびカソードの抵抗は主増幅部につけられている・

これは後に述べるように受音点と増幅部が離れているた

め，　リード線の短絡による電源事故の防止の意味であ

る．

リー馳覧線

　　　　　　50cm
　　　　　　　L＿

　　　　　　　　　吻6ブ

　　　　　　　　　　第5図

　このマイクロフォンは第5図に示すように地上に掘ら

れた穴の中に吊られ，ビニロン厚手カンバスの蓋を持っ

ている．これは雑音を防ぐためであるが，Stroud氏にょ

る広口の穴についても実験中であり，TW6号機，同7

号機の実験において一部用いたがその効果については目

下検討中である・

減衰器
番　号

　1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
　10
　11
　12
　13
　14
　15
　16

第1表　増幅部減衰器表

1号器　　　　　　　　2号器

減衰度
（－db）

48，4

42．0

38，2

36．0

31．4

28．1

24．8

23．2

22．0

18．4

15．8

12．2

　5．2

　2．6

　1
　0

減衰器
番　号

　1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8

　9
　10

　11

　12

減衰度
（－db）

60

49．6

40．2

31．7

24．3

17．8

12．4

7．9

4．5

2，0

0。7

0

　（2）　増幅器

　増幅部は上述の

3A5フ゜リアンク゜

の次に続いて3A4

プッシュ・プル2

段（1，2号器）お

よび6AQ5プッ
シュ・プル1段（2

号器）による平衡

出力を記録器に直

結している．

　プリアンプとア

ンプとの間に減衰

器があり，その減

衰度は第1表の通りである・これは雑音の多い時に減衰

を効かせば記録が読み易くなるからである．
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　ラ

繍黙噸素製鱗器

最大記録紙・長サ

1号器，

（3）記録器

第2表　記録器の諸元

　　　1号器
　　6チャンネル
　　2チャンネル

　　　　7KΩ
　　　　4mA
　　±14mm（クリップ）

　　15～6cm／sec
　　（連続可変）

　　　45m／巻

2号器

6チャンネル

2チャンネル

　　3KΩ
　30mA以上
±30mm以上
12．5．5．1cm

2号器とも6チャンネルである・

40m／巻

　記録器はともにペンオッシログラフであるが1号器は

放電記録であり，2号器は三栄測器製インク書きであっ

て，その定格は第2表の通りである・ただし発音時間に

よって受音の所用時間がだいたい計算できるので2号器

の方は一巻約65mのものを使用したことがある・

　（4）　電　源

　電源は携帯用に設計したため，電池12ボルトを用い

ている・増幅器の＋B電源は115サイクルのバイブレ

ータによる同期整流を用いて300ボルトにしている．

　（5）その他

フラ。シュデ77ダ　　　　　　　1号器に0・01sec，

レダ川レス齢器　　　　0・1・ecの音叉時間目

音廻・・幅……欝ち；よ総⊇
　　マイ7ロフ1ン
　　　　　　　　　　　　　　　　2号器にも用いてい

　　　　　　　　亀源　　　　　　る．なお受音時間の

　　　　　　　　　　　　日脊間目盛
　　　　　　　　　　　　　　　　精度を増すため，T

　　　　　第6図　　　　　　　　　　　　　　　　W5号機よりロケッ

ト発射時より送信される0．1secのレーダ・パルスを有

線で伝送し増幅して2号器に用いている・

　以上のまとめとして，全体のブロック・ダイヤグラム

を第6図に示す・

　4．受音点

　受音点とはマイクロフォンを設置する場所であって，

2－（2）一（b）において述べたように一般には多くの点のあ

る方が精度が上がることは容易に知られることである．

　したがって可能な限り受音点を多く設置することにし

TW1～4号機においては7点，　TW5号機以後は9点

の受音点を設置した・その位置は第7図・P。～P、に示す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．M．N

〃w
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第7図

P・　鍵
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　　　d　　　P6　L　：9200m
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通りロケット・ランチャ・一・一東南の通称春の丘付近の海岸

に向かってゆるやかな傾斜をもつ斜面に約200mの間

隔を置いてとった・初め第7図で∠P、P。P、を90°にと

り，これを基本として40°回転した別の座標系を得るよ

うにとったところ，丸安教授による再測量の結果，間

隔，角度とも若干の相違のあることがわかり，現在はそ

の結果を用いている・

　5．　予備実験

　（1）音源標定器受音実験

　1957年4月28日にだいたいP。の位置付近で受音し

約42km離れた男鹿半島潮瀬岬北方63．4m高さの丘

で発音弾を爆発させた・これは発音弾のi薬量を定めるこ

とと，音源標淀器の性能を調べるために行なわれた・

　　　　　　第3表　32，4，28実験記録

番号　時刻　薬量

1　13時2分1kg　60a・
2　　14昨寺10分　1kg　　60　ae

・・4時33分・kg　6・％｛

欄分’kg｛1：：｛19

一碑蜘Y一

フィルタ　　　減衰器番号
　　　　　（1号器）

　　　　　　16
　　　　　　16
　　　　　　16
　　チャンネル4のみ14

結果　受音時間　備考

良良

良良

125，8秒

125，9秒

126．1秒

かなり小｝・26・・秒

不　　感

形ま波なる

」、1♂〕「VbV．一一一vA一へ一一一～～一～

　　　　　　　　　　　　　　　　　27　　　　　　　　　　　　5
　　　十
　　　126seG

　　　　　　　　　　　第8図

　その結果は第3表の通りであり，また1部記録を第8

図に示す・第3表によって平均音速を計算すれば約333

m／secとなる．この結果1kg以下の薬量で十分である

ことが分った．

　（2）　150G実験

　150Gロケットは1958年5月27日12時45分発射
された．実験においては高さによる減衰および音波の到

達状況を実測する基礎実験を目的とし，P。P、P、P，の4

一一
ｨゾ〕～～七ヤ♂

第4表　150G実験に
　　　　おける記録

発音時刻　 30・4秒

P。の受音時刻　59．12秒
設置マイクロフォン数　　　4

受音マイクロフォン数　　　4

感　　　　度　　　　　良

個の受音点で測定を行なっ

た・以下記録を第4表に示

す．

　この記録から，秋田測候

所のラジオ・ゾンデによる

記録を基にして発音点の位

置を求めたところ，レーダ追跡による爆発の位置と完全

な一致には至らなかったので本番実験ではマイクロフォ

ンの個数を増加することにした・

　なお減衰は，理論的には

　　　　　　　　　　　　　　だ　　　　ln（E2／E，）＝－o．　oo13　e一li／L2

　　　　　　　　　　第5表
　　　　高　　　　さ（km）　　0　　60　　70　　80　　85

　　　　章講孕｛1：：il：羅：9：1：ll　llll
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第6表　本番観測実験記録

ロケット番号 ロケット発射時刻
レーダによる

発音時刻
Poの
受音時間

設置マイクロフオン数

イオ
マフ

音ロ数受クン

鶏ツ麺 備 考

TW－1
1・958年・月24日・・時・・分1 1・（・・2個・・一・・） 0 1約・・秒に・醗

TW＿2
1・958年・月・・日・6時52分1約85秒1229…秒1・（同上） 1・ 1約・・秒にて・一ダ消失

TW－3
1・958年・月25日・・時55分「約…秒1279・94〃［・（同上） 7 1約・…秒にて・一蛸失

TW＿4
1・958年・月26・・2時・・分1…8秒i298・9・〃［・（同上） 7

　　　　GlTW－－5
　　　　G2

　　　　Gl

　　　　G2

TW－6　G3
　　　　G4

　　　　G5

　　　　GT

　　　　G2

TW－7　G3
　　　　G4

　　　　G5

1958年12月23日12時3分

1959年3月18日11時45分

1959年3月20日11時52分

58秒
123秒

41．・7秒

50．6秒

61．4秒

75．2秒

103．6秒

42．2秒

51．0秒

62．0秒

75．65秒

104．0秒

200．10〃

341．77〃

169．72〃

235．22〃

288．46〃

139．37〃

168．82〃

200．90〃

235．20〃

290．28〃

10

（Po　2個，　Pr－P8）

10（同 上）

10（同 上）

8

1

50．84秒

75．45　〃

103．80　〃

曇天のため雑

音多くデータ

として読み得

ない．

｝

2号機記録器故障

1部記録欠損

　2号機記録器故障｝

　1部記録欠損

　　　　　表中のGとは発音弾（grenade）の略である・

TW－6，7においてはレーダにょる発音時刻は発音弾の放出時刻である．

ただし，L：音波の波長

　　　E、，E2：高さzkm離れた点の音波のエネルギ

で与えられるから実際二，三の例を示して見れば第5表

のようになり現在の受音機器では1kgで80　km程度

までは測定可能であることが計算された・

　6・　本番観測の測定記録とその処理方法

　（1）　受音記録

　現在までに実験された気温，風の観測（略してTW）

ロケットは全部で7機であるが，その受音結果は第6表

に示す通りである・なお先にも述べたように発音点の位

置および時刻はレーダによって知られるので，その成否

も合わせて記しておいた・さらに，TW6号機より発音

弾5発のため，赤外線フラッシュ・デテクタを用いて発

音時間を知るようにし，その出力は2号器の記録器に直

接入るよう設計された・これは晴天に行なわれたTW6

号機実験では，きわめてすぐれた性能を発揮した・TW7

号機では曇天のため地上よりの反射，その他によるため

か雑音が多く，測光は失敗した・なお記録の1例として．

TW3号機実験の記録の1部を第9図に示す・

　（2）その他の必要な記録について

　（a）ロケット飛しょうにともなって，実験場付近の風

向を知る必要から，発射時刻20分前と20分後に水素

気球が上げられ，光学観測班によってその飛跡が測定さ

れる・大体晴天の日で15分程度（約5km）追跡でぎ

る・その1例を示せば第10図のごとくである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壼

　　　　　　　詔罪　　　　　　饗
　　　　　　　＼
　　　　　　　　＼逗！／655）

　　　　　　　　　　＼・閣“mラ、i，奥

　　　尻旺sア

　昭／；㏄

7ime　Check

280

偽L一uVXA－一’一“－v～〉　

第9　図

　　　　　　　　　　　第10図

　（b）受音点付近に温度計および風向風速計を設け，発

射時刻の前後に5分おきに測定している・

　（C）ラジオ・ゾンデによる観測は，気温・風の実験の

日には，3時，9時，15時，21時の4回秋田気象台に

ょって行なわれる・
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　《3）記録処理

　《a）k。およびqの計算　第2章で述べたように，温

度および風の計算式に必要な量はk。とqである・われ

われの実験では第2図〆軸に対応するものを第7図に
　　　　づ示したP。P，にとり原点0をP。とした・そしてP、～P、

の位置をこの座標系の座標で示し，これを（Xj，　yノ，2i）と

している．

　また受音記録からムゴは読むことができるが，これ

は非常に正確になされねばならない・われわれは2台の

記録器を使用している関係上原点0（P。）の受音点には

おのおのの記録器が独立に測定できるよう2個のマイク

ロフォンを入れており，時間目盛と比較して測定の精度

を上げるようにしている・ムゴは現在0．001秒まで正

確に読取ができる・

　以上の数値を用いて（17）式よりk。，qを計算する・ま

たPの値も計算しているが，これは上記の計算結果の

チェックのためである．

　（b）扇層における記録に対する諸計算　第2章で述

ぺたように，6－（2）一（c）のラジオ・ゾンデの観測記録の

ある高さまでをs、層とする・この記録は風について

は0・5～1kmごとであるが，気温については気圧を基準

にしてなされているので高さに対しては等間隔ではな

い・われわれは後に述べるように数値積分を行なうので，

計算の便宜上風の記録のある高さの気温を得るため，気

湿の分布が直線であると仮定して内挿法によってこれを

求めた．

　さて，地上数km以上の所用数値は，道川実験場上空

における値も秋田における値も変化はないものとして，

秋田気象台により得られた上記のゾンデ記録を用いるが

地上より数km高さまでは風向，風速が第10図にも示

すように，時間によって相当変化するのでできる限り現

地における観測に主体をおき6－（2）一（a）の放球の追跡記

録を用いることにした・なおこれも高さに対して等間隔

の記録を要するため面積平均の方法でこれを求めるよう

にした．

　6－（3）一（a）にてgが求まっているからわれわれの計算に

対する座標O－xyxによって以上の結果から風の成分W。，

W，を計算する・これは例えばX成分については，X軸

の正の方向から負方向に向かって吹く風を正とする・

　以上の計算は先に述べたゾンデの定時観測，あるいは

気球の追跡の記録のおのおのに対してであってこれはロ

ケット発射の時刻とは一致していないので，ロケット発

射の前後の記録より，ゾンデまたは気球の上昇速度をも

考慮して内挿法により発射時の所要量を推定する・

　以上でS、層の（20）式に対するξ，η，ζの値が求め

られる．

　（c）8、層における伝播路の計算　以上の値を用いて

（21）式により伝播路を計算するが，それはSimpson氏

　84
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の公式を用いて，数値積分を行なう・その結果を（Xs、，

Y。ユ，　z、i，T。、）とする．

　（d）8、層における計算　S、層の上，一番低い発音弾

G、の発音高さまでをS2層とする・そうすればG、の

位置はレーダ観測によって分っているので，この位置を

　　　　　　　　　　　　　　　　　（X。1，Y。1，Z、i）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　原点としたO－XY9

　　　　　　　　　　　　　　　　　に平行な座標系の

　　　　　　諺。τ　　鶴で乱これを
　　　　　　　　　　　　　　　　　（X，Y，　Z，　T）と

　　　　　　　　　　　　　　　　　する・

脚蜴　　　　　　　　　　　　　　　　　S2層の平均の風

　　　　　　　　　　　　　　　　速，気温を計算す
　　　　　　第11図
　　　　　　　　　　　　　　　　　るためには，次の

ようにする・第11図を参照すれば，（14），（22）式を用い

ることにより，

　　　　　　　　　22　　　　sin　2i＝
　　　　　　　T（leo－W2）

および

　　　　Wx＝＝（x－z　tan　i）／T

が得られるから，これから四xおよびiを求めることが

できる．またCおよびV7，は

　　　　c　・z／T・cos・i，　耽一y／T

によって与えられる・

　S2層の上，次の発音弾の位置までをS3層とすれば，

S、＋S2層をS，層と考えることにより同様の計算によ

って求められる．

　以上で平均値による計算法を述べたが，この結果から

さらに，風および気温の垂直分布が一次式で示された場

合について，その分布を示す式に対する推定を面積平均

が先の結果と等しくなるように行なうことができる，ま

たその結果を利用してさらに二次式の近似を同様に行な

うことができる・実際に，この二次式による分布を行な

うときにはs、層における記録からは最小二乗法により，

s、層における分布の式を求めるが，この場合，大体地

上より15～20kmを一つの式で，それ以上S、層の上

限までを他の一つの式で求めた方がより正確な分布を得

るように思われる・

　伝播路を求めるには（24）式を用いるが，これの計算

は，数値積分による・数値積分の分割の数による誤差は

100分割と50分割では1％以内の差，50分割と25分

割では1～2％の差である．

　（e）TW　3号機実験の計算結果　以上の計算操作によ

って，TW　3号機実験の計算を行なったが，この結果は

意外に低い平均温度および大きな風速を得た．そこでわ

れわれはこれについて検討を行なうため，平均温度をい

ろいろ変化させ，また風向，風速をいろいろ仮定した場合

爆発点がどのような位置にならねばならないかを計算し
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X（禰1＝（Xl－Xsノ）

　　　第12図（a）

第12図（b）

た・その結果を第12（a），（b）図に示す・第12図（a）

は音波の伝播時間を実験におけると同一にとって高さ2

とx方向の距離との関係を示し，同（b）は爆発の高さが

実験と一致するとして音波の伝播時間とX方向の距離と

の関係を示したものである・両図とも△Gの点が爆発の

レーダによる測定位置である・この範囲内の平均温度は

現在標準として認められている温度と高度との曲線から

求めると，245°K程度であるので，われわれの結果がは

なはだしく低いことがわかる・これについてはわれわれ

は丸安教授の受音点の再測量の結果を用い，さらに他の

点をも検討しながら再計算を行ないつつあるので，この

結果をまって詳細に再検討してみたいと考えている・

　7．　結　言

　以上でロケットによる風・気温の測定法に関して，そ

の意義，理論，測定装置等を述べ，かつ昨年度行なわれ

た観測についての簡単な報告をし，あわせて具体的にそ

の記録から風および気温の分布を求める方法および経過

ならびに一部の計算結果を示した・

　以上の実験中においてわれわれは不備な点を発見し，

その改良に全力をあげて来たが，特に受音点の穴の構造

に関しては研究の余地がある．これは最近アメリカで高
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　さ90kmを越えた位置からの音を受音するに至って

　いるが，その主な点は穴の構造の改良による5’／i＞比の

　増大によるものと見られる点からも明らかなようであ

　る．

　　また，発音弾の爆発位置およびその時間の測定につ

　いては，その精度を上げることが必要である・時間に

　ついては赤外線フラッシュ・デテクタの使用により精

　度をあげることができたが，位置の測定についてはま

　だ不十分な点が多いように思われる・米国等における

　実験においては数mの精度で測定を行なっているの

　で，われわれの場合もこの程度に精度を上げることが

　急務であると考えられる．また測定点については，こ

　の間隔を離せぽ大気の不規則性による誤差が増加し，

間隔を狭めれば時間測定の誤差が増加する・このいずれ

の方法を採用した方がより有効であろうか・また第7図

に示すような受音点群を数ケ所設置して，そのおのおの

によって独立に所要量を求めることができるようにした

いとも考えている・

　このようにすれば，それぞれによる計算結果を互いに

比較検討することができることになり，観測の信頼度を

上昇させることができると思う・

　さらにまた，序で述べたように，発音弾を用いる方法

のほかに種々の風の測定法が考えられているが，これら

の方法についても検討し，あわせて実験できるよう努力

をして行きたいと思う・

　風の測定は，現在のところロケットで直接測定するこ

とができないので，その測定は安易ではないが，これに

ついての新しい観測技術を開拓して行く方針である・

　終りに当り本実験に対していろいろご協力いただいた

秋田気象台，海上保安庁秋田海上保安部，本庄警察署お

よび地元道川の方々，また実験装置を貸与していただい

た防衛庁陸上幕僚本部第4部土屋正夫氏，およびカンバ

スを提供していただいた倉敷レイヨン株式会社のご厚意

に対し感謝の微意をささげたいと思う・（1959・5・11）
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