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南極における日本の無人気象観測（1992〜1997）
無人気象観測装置開発グループ*
(高橋修平1)，榎本浩之1)，亀田貴雄1)，本山秀明へ
古川晶雄2≒児玉裕二3)，遠藤辰雄3)，大畑哲夫3)，
菊地時夫4)，牧野章汎几牧野勤倹5))
要
南極大陸の沿岸部から標高3810

旨

m のドームふじまでの間に無人気象観測装置を設置した．使用し

た観測システムは，これまで日本隊の運用実績があるCMOSデータロガーによるAWSと，やはり米
国で運用実績があるウィスコンシン大学が間発したARGOS.AWSを併用して使用した．システムは
−80゜C以下になる低温での耐久性が必要であり，CMOS‑AWSなどの低温試験を行った.CMOS‑AWS
は−80°Cまでの作動が確認された．また，無人気象観測装置で使用するデータロガーの保温用電源
や測定器への電源供給を目的として風力発電装置と太陽光発電装置を試験運用したが，風力発電は
−55°Cまで作動した．太陽電池は機械的電気的問題もなく作動した．無人気象観測から得られたデ
ータは，沿岸からドームふじに至る雪氷・気象の地域性や時間変動の研究に利用できる．
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1.はじめに

たCMOS（comPlementary

日本南極地域観測隊は，1980年代から南極氷

ductor）型AWS（Automatic

metal oxide semicon‑
Weather Station）を

床上や氷床沿岸部に無人気象観測装置を設置し，

設置し,通年で気象データを得ることに成功した．

観測を継続してきた（Endohd

これらの計画で，CMOSメモリーを内蔵するデー

｢.，1987

； 遠藤

ら，1988）.特に，1987年から91年にかけて実施

タロガーが−60･C以下になっても記録したデー

されたACR（Antarctic Climate Research）観測計

タを保持することが確認された（菊地・牧野，

画では，８地点に無人気象観測装置を設置し観測

1988）.また，衛星NOAAに観測データを送信す

している（Kikuchi and Endoh, 1993）.みずほ基

るＡＲＧＯＳ型AWSもみずほ基地や前進拠点など

地や内陸の前進拠点にこのデータロガーを使用し

に設置され，みずほ基地，沿岸部（30マイル地
点）では通年観測に成功した（菊地・遠藤，

Ｄ北見工業大学
〒090‑8507北見市公園町165
2）国立極地研究所

1990）.しかし，さらに内陸の前進拠点では低温
のために動作不安定になるなどの問題が生じた．
第33次南極地域観測隊（1991年11月日本出

〒173‑8515東京都板橋区加賀1‑9‑10
3）北海道大学低温科学研究所
〒060‑0819札幌市北区北19条西８丁目
４）高知大学理学部

発）から始まるドームふじ深層掘削計画では，沿

〒780‑8072高知市曙町2‑5‑1
5）㈱牧野応用測器研究所

人気象観測装置を設置することが計画された．こ

〒165‑0025東京都中野区沼袋3‑19‑4
＊編注:1997年度日本雪氷学会技術賞受賞グループ

岸のS16からドームふじまでの輸送ルート上に無

のルートにおける気象観測は東南極内陸部におけ
る気象データの広大な空白地域に観濁点を設け，
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南極における日本の無人気象観測（1992〜1997）

表１

無人気象観測一覧

地点名（緯度，経度，高度）

要素
気温
風速
風速

1995.01.01〜継続中

°05'32"S， 40 °48'26"E， 1076m

気温
風速

1993.01.09〜継続中

MD180
72 21'53"S，43'4P33"E,2833m

気温
風速

1995.01.10〜継続中

MD364

気温
風速
風向
日射
雪温

1993.01.19〜継続中

H21
69

みずほ基地
70

42'00"S，

74

44 '17゛21"E, 2250m

'00'29"S， 42 '59'48"E，3353m

気温
風速
風向
気圧
MD550
75

'40'33"S， 41 °32'13"E,3663m

ドームふじ
77

465

'19'OI"S， 39 '42'12"E, 3810m

気温
風速
風向

期

間

方式
CMOS

1995.01.01〜98.02.05
1995.01.01〜98.02.05

CMOS

1993.01.09〜98.02.02

CMOS

1995.01.10〜98.01.31

CMOS

1993.01.19〜98.01.28
1993 01.19〜98.01.28
1994.01.15〜97.02.
1993.01.19〜95.01.
1995.02.01〜継続中

ARGOS

1995.02.01〜継続中
1995.02.01〜継続中
1995.02.01〜継続中
1995.01.18〜継続中

CMOS

1995.01.18〜98.01.26
19％.01.10〜継続中

気温
風速
風向
雪温

1993.12.21〜継続中

気温
風速
風向
気圧

1995.02.08〜継続中

CMOS

1993.12.21〜％,01.16
1993.12.21〜継続中
1993.12.21〜継続中

ARGOS

1995.02､08〜継続中
1995.02.08〜継続中
1995.02.08〜継続中

目的として，風力発電装置と太陽光発電装置をル

2.無人気象観測装置

ート上に設置し，試験運用した．南植木床内陸部

2.1

CMOS‑AWS用データロガーの耐寒性能

に無人観測装置を設置する場合，その測定器や記

ＡＣＲ計画やそれ以前におけるCMOS‑AWSの使

録器への電源供給が重要となる．機器の使用電力

用報告では，低温環境下でのロガーの停止トラブ

用だけでなく，さらに充分な電力が供給できれば，

ルが多かった．低温環境における障害の原因とし

低温環境に於いても機器を暖めることができるの

ては，

で，多くの機器の使用可能性が広がる．

1）電子回路の動作異常

本稿では，南極内陸部での使用に向けたロガー

2）電池の異常消耗による回収予定時期前の停止

の低温試験・改良など無人気象観測装置の開発

3）電池の電圧降下による機器の停止

と，1992年から1997年にかけて南極木床内陸部

などが考えられた．そこで，国立極地研究所の超

で行われた観測結果や風力発電装置，太陽光発電

低温フリーザーを用いて低温試験を行った．この

装置の実験結果を報告する．

試験の結果，データロガー（㈱コーナシステム製
KADEC‑US）は−82°Cまでは正常に作動した．
このことからデータロガーは南極大陸のほとんど
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耐寒性を考慮し，テフロン製を使用した.10分

回転速度は大きくならない．また，ダリウス型は

間隔で観測されたデータは200秒ごとにＡＲＧＯＳ

鉛直の回転軸からアームが３方向に水平に伸び，

システムにより発信されており，発信中に衛星が

その先に翼型のローターが３枚鉛直についたも

上空を通ればデータは衛星に受信される．電源は

の，または鉛直の回転軸から直接ローターが45

日射がある間に太陽電池によりバッテリーに充電

度の傾きで取り付けられているもので，高速回転

され，通年使用される．このバッテリーは一般の

が可能である．ダリウス，サボニウスを使った発

自動車用であるが，満充電に近い状態では，低温

電装置の作成と国内実験（北海道美幌峠），風車

でも使用できるようである．このタイプの装置は

タイプの発電装置の補強，グリース交換等の検討

一旦設置するとデータ回収のために再び現地へ行

および制御・記録系統のシステムの作成は㈱牧野

く必要がないという利点がある．

応用測器研究所において行われた．

3.発電装置

置し，稼働状況のモニターを行った．ダリウス型

3.1

は，大型の羽根３枚が鉛直から45度の角度で設

中継拠点には，２系統の風力発電システムを設
風力発電装置

ドーム計画期間中に，４種類の風力発電装置を

置されたタイプであった．ダリウス型は高速回転

製作し，中継拠点とドームふじ観測拠点に設置し

が可能であるが，大きな始動風速が必要という問

た．主要な仕様と設置期間，特徴を表２にまとめ

題点があった．複金型は上部にダリウス型の回転

た．使用したサボニウス型は板状のローターが風

翼（鉛直方向）と下部にサボニウス型のローター

圧を受けて回転し大きなトルクを得られるものの

が同じ回転軸に付いており，サボニウスで始動，

製

作

ウインドチャージャー社
(国内輸入代理店：
ｲﾝﾀｰﾄﾞﾒｲﾝ)

㈱牧野応用測器研究所

㎜■■■

表２

風力発電装置仕様

型式

基本仕様

ＦＭ９１０

サポニウス

プロペラ：６枚翼（合成樹脂製）
発電方式：４極単相交流（整流ユニツト付）
発電電圧：１２Ｖクラス
風車回転径:900mm
発電機直径:240mm
サポニウス型
発電方式：三相交流発電（４極型）
定格出力：７Ｗ
回転外形:280mm
組立前高:900mm

ダリウス

発電方式：三相交流発電（クローポール）
定格出力：５０Ｗ（風速10m/s）
翼数 ：３枚（木製）
翼長:1460mm
翼弦:95.3mm
組立全高:1152mm
最大直径:2244mm

サポニウス
・ダリウス
複合型

発電方式：三相交流発電（クローポール）
定格出力：５０Ｗ（風速10m/s）
サポニウス部
回転外形:336mm
長さ:505mm
ダリウス部
翼数：３枚（木製）
翼長:720mm
翼弦:136mm
組立全高:1340mm
最大直径:800mm
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ドームふにルート６地点の風速分布
（1995〜1996）（毎時データ）

観測データでは，1995年の冬期７月に見られる
ような昇温現象が特徴的であった．これは気温が
冬期に数日の内に30･Cほど急上昇し，気温の高

1998)，地上における無人気象観測記録の中に，

い状態が１ヵ月以上持続する．これは，沿岸付近

成層圏まで含む高層大気循環の特徴の一端が捉え

を通過する低気圧に伴う暖気の移流に起因してい

られている．

るが，顕著な昇温地域が中継拠点〜ドームふじ間
のデータに現れやすい等，標高3000

m 以上の内

陸で顕著な現象であることも特徴である
(hkahashi心zZ.,1998，Kameda

d

4.2

風速観測結果

図６に６地点全地点で同時観測が行われた1995

｢.,1997).一年

年から1996年の風速記録を示す（Kameda

，1

に一度程度の大きな昇温イペントは，対流圏だけ

1997）.特に沿岸付近の地点（H21，みずほ）で

でなく成層圏下部まで含めた層において内陸への

欠漏が目立つが，氷床中流域のMD180や中継拠

移流がおきることを示しており(Enomoto

点では順調に観測できた．欠測の原因は，測器へ
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