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文報究研

長崎市における逆転層

はじめに

学校か らりζめたスモ ッグは美 しい とさえ思 え

る。しかし,そ の整然 としたスモ ッグのたまり

方は,気温逆転層の影響なのだ と知 ったとき,

｀
逆転層 とは どえ′な もの カタ とい う強い疑間を

抱いた。

最近の工業化の進展に ともない公害が地方へ

波及し,長崎市で も自動車の排気 ガスにより大

気が汚染 されているが市民の関心 はうすい。

市民の公害に対する関心を喚起 し,対策 をた

てるために も,逆転層の性格 を十分捕 える必要

がある。おまけに南高校は長崎の盆地 (市街地 )

を眼 下に見 下す とい う好条件を備えて いる。

我々は過去数年間にわた る先輩の研究を引き

継 ぎ,逆転層の正体を明 らかにす ることを試み

た。先輩の研究ではスモ ッグの視覚的性格が明

らかになつていたので,我々は盆地にたまる寒

気の量 と,そ の冷却度に焦点 を合せ ることにし

た。前者は逆転層の高度 で,後者は気温の垂直

的な変化で定量イヒした。

1.長崎市における逆転層

気温は通常 上空ほ ど低 くな るが ,時には気温

が 上空で高 くなる層 を生 じる。 これが逆転層で ,

成因によって次のよ うに分け られ る。

1`接地性逆転9 2.沈降性逆転, 3.前 線

性逆転, 4 移流性逆転 , 5。 地形性逆転

1)逆転層の性格

逆転層の発生 にと もな うスモッグが市街地を

覆 う日数は, 11月 か ら 2月 の間では 50～ 70
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%に も及ぶ。 視覚的には天侯による差が明 らか

であ る。す なわち,晴天日はスモッグの上限は

は っきりしていて青色透明である。それに対し,

曇天の 日は自濁 していて,上限はぼんゃ りして

いる。

長崎のスモッグは 2塵L 3重にな るものが

50%て い どである。重層の場合で も,強いの

は 1層 で,他 は付随的 である。

(2)ス モ ッグの上限 高度

前述の ようにスモッグには,単層,重層, 3

重層の場合があ るの で,各 々の場合毎に頻度分

布図 (図 1)を 作ってみた。

単層の場合は70～ 90mに 集中 している。

2重層の場合は, 下層の上限は 70～ 100m

であるが,上層の上限は 140mを 中心に大 き

くばらつ く。 3重層の場合は資料が少な くは っ

きりしないが,下層は 100m以 下, 中層 100

～ 140m, 上層 150～ 220mに 発生 して

いる。いずれの場合 も,最下層が もっとも明瞭

であ る。

(3)気温の垂直断面

長崎の場合スモッグの上限が明瞭なことか ら ,

気温の垂直分布は図 2のよ うであろ うと考えた。

その確認のため,稲佐 山と愛宕山の山腹ぞいに

高度差約 20m毎 に測点を決 めた。そして 4～

5人 で, 1人 が 2～ 3点 を受け持った。温度計

は最 小目盛 1/5℃ の気象庁検定付の ものを用
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いた。 1回 の測定に 10～ 15分かか るが, こ

の間の気温変化は無視で きると考えた。 その結

果を図 3に 示す。

晴天 日では高度 100m付 近で急激な気温の

逆転がみ られ,気温が極 小になる高度はほぼ

60～ 70mで ある。それよ りf_Aい 部分は多少

の出入はあるが等温層とみな しうる。そして逆

転層内外の温度差は 2.5～ 6.O degあ る。逆転

層 内の相対湿度について 1974年 1月 27日

の例 をあげる。 80mの 高度で 55%で あるが,

50m以 下で 75～ 85%と 高い。逆転層内外

で明らかな差がみられ る。 この湿度変 化が単に

気温の低下による相対的な ものか否かを知 るた

めに混合比 を求めてみた。逆転層内では明 らか

な混合比の増加が認 められるが,長崎港内の海

面か らの蒸発の影響 か,車 の排ガスの影響かは

分か らない。 S02量の測定などと併せて,今後

検 討すべ き課題であろう。

2.逆転層と気象要素との関係

1)地  形

スモッグの上限の高度は (重層の場合は もっ

ともはっきりした層の上限 )70～ 100mの

間に集中している。 この高度は長崎港々日付近

の尾根の高度に一致す る。長崎のスモッグは夜

間の地表の放射冷却でそれに接す る気層が冷 え,

密度を増した冷気が盆地 (市街 )に 蓄積す るこ

とか ら起る。そしてこの冷気塊はスモッグの流

図 2 気温の垂直断面

れか らみ ると長崎港 口へ移動するものと思われ

る。 スモッグの高 さは,市街を取 りま く山並み

の中でもっとも低い港国の尾根で規制され るの

であろう。 もっとも高度が低ぃのはい うまで も

なく港口その ものであるが,断面積が充分でな

く,増面積のやや広い港口付近の 80～ 100

m尾根を越えて冷気塊が流出す ることになるの

であろう。

2)風

本 校 にお け る風 向 と逆 転層 高 度 の間 に は

相関々係は見出 されなかったが,気象台のデー

直 断 面

度

図 6 気 温 の 垂
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1・ 0  風  速

a 風速と発生日数
風速 :気象台 (06時 )

N        NNE

b 風向と発生日数
風向 :気象台 (06時 )

2.o  40  6.0  8.0レ も

風速 (南 高 )

c 風速 とスモ ッグの発生数

南高 と気象台の最高温度差

a   -2.o― -1.l deg

b -1.o～ -0.1

C   O.0-o.9

d    l.o-1.9

e  2.0以 上

風 と ス モ ッグ の 発 生 頻 度
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ターをみるとNE風の時の頻度 が高い。後者は

風速が弱い (図 4)こ とか ら冷気の流出で生じ

る風をみているのであろう。

本校における風速 と逆転層高度の関係 もはっ

きりしないが,風速が 3m/sを 越 えると高度

が減少す る傾向を示す。これは風速が大 きくな

ると蓄積 された冷気塊の上部が吹 き払われ るこ

とを意味するのであろう。 さらに風が強い場合

は逆転 も大 きく,逆 のょぅな気 がするが,SSい

逆転は強風により解消され,風に耐え うる強い

ものが残 るのか も知れない。

3)夜間の天気

長崎市の逆転層 は夜間の放射冷却によって生

じた寒気が盆地内に蓄積 されて生じるか ら,夜

間の雲量が大 きく影響して くることは容易に考

え られる。 そこで逆転層が発生した日 (ス モッ

グとして観測 )の夜間の温度差 (本 校気温一気

象台気温 )の 変化を夜間の天候別に よつてみよ

う。

晴の場合は 18時か ら00時 ぐらいの間に急

激な温度差が生 じ, 03時 ごろに逆転層が完成

する。曇→晴では,夜半すぎてか ら急激に逆転

がすすみ, 06時 ごろには晴天 日と同じ程度に

発達する。晴→曇の場合,逆転層は曇 り始めて

か ら後は, その時点の勢力を保たないで,逆に

弱まってぃる。 これは蓄積 された寒気が長崎港

国か ら流出してい ると考えない と説明がつかな

い。蓄積 されている寒気 は強いので流出が激し

いが,流入す る寒気は33い 。 それで寒気の流出

と流入の均衡が とれるまでこの変化が続 く。 こ

の均衡 は夜間の雲量で決 まる。

感  想

限 られた時間内で思い切った観測 もやれずっ

まだ分 らない ことだ らけであ る。報文じめ切 り

日が近 づくのにっ山積 した資料 を目の前におき

オロオロしていた一時期 もあった。 しかし,箕

輪年雄
競
横浜における接地性逆転層の構造につ

いて"(気 象庁研究時報 21巻 1号 )の グラフ

に ヒントを得てからはスムースにまとめられた。

といっても長崎盆地 をマクロな 立場か らオフ

ンに見たてて,逆転層の本質の一側面を見たに

す ぎない。本質の もつ他の側面を見っさらに ミ

クロな角度か らみ る。 こうして本質に迫 る必要

があろ う。

また入手 しうる資料が2し い とはいえ,手持

ちの資料を充分活用しえているだろうか。 グラ

フイヒがつま らぬ様であって もやってみ る。い く

つ もい くつ も立場 をかえてや つてみる。その中

に思考が熟 して くるのが分 る。実際我 々が この

研究に 当って作った グラフや表は相当な数にな

るがっ 日の 目をみた ものは少ない 。我 々の日は ,

tt目
指 すもの"に 向き易 く,そ の周辺の資料は

とか く切 り捨 てがらであるが,周辺の資料 を大

切に温 めてい く中に,思考が熟 し,深 く本質に

かかわることもあることを知 った。

今後 は逆転層の微細構造について も検討を加

えてみたい。重層 スモ ッグの成因,日視できぬ

第 4, 第 5層 の有無, 大村湾の大気 との関連 ,

長崎港 とい う広い水面の影響等々疑間は尽 きな

い。

この研究は長崎海洋気象台の田畑七郎先生の

温 いご指導の もとに, またいただいた多 くの資

料,文献では じめてまとめえた ものである。 こ

こに記して深 く謝意 を表わします。

付―クラブ活動の現状

南高地学 クラブは天文班 (13人 ),地質班

(11人 ),気象班 (3人 ),計 27人 (常時

活動部員 )で ,流 星・太陽観測,長崎火山 とノ

デ ュールの研究,逆転層の研究を進 めてい る。

年度末 (3月 )に はその年度の活動 を検討し,

次の年度の活動計画をたて る。新学期に 1年生・

新部員を加えて, クラブ全員で各班の計画を検

討す る。そして活動時期の調整な どを行なう。
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とい うのは各班の メンバーだけでは人数が不足

す子ので, クラブの全員で調査,観測に当 るか

らである。例えば天文班の流星観測では参加者

は 40名 を越す ことも多い。気象班の逆転層の

観測では, 3交替で一夜中っ高度差 20m毎 に

気温測定 を行な う。

先にクラブのメンバーは 3班 に分れ ると述べ

たが ,新 しく加入 した部員は,一応いずれかの

班に属す るものの各班の研究っ観測・調査には

必ず参加するようにすすめてい る。早期に専門

化す るの ではな く,ク ラブ全体の活動をよく知

った上で,特に興味のある分野 を掘 り下げるの

が良い結果を もた らす。

こうして クラブの メンバーが協力して活動を

続けるが, どうしてもデーターが不足 し勝 ちとな

る。そのため数年以上にわたって研究は継続 す

る。後に続 く者へ引きつ ぐために,年度末には

研究誌 を作 る。 クラブの メンパーが手分 けして ,

ガリ版ず りで記録に残す。

最近はOBの中に地質,天 文等の専攻学生や

卒業生 も出て きて,休 みの時には後輩の指導に

当 っている。また研究費の助成な どもやって く

れ る。

こうしてクラブ活動の結果 ,ま とまった研究 はっ

読売新聞が主催する「 日本学生科学賞」論 文審

査に提出す る。現在迄に 下記の賞を得た。

年度   研 究 テ ー マ     賞

41 長崎火山の研究      県最優秀賞

〃  流星群の研究       県 優 秀 賞

42 続流星群の研究      県最優秀賞

全国第 3位

〃  長崎火山の研究      県 優 秀 賞

44 ペルセ ウス座流星群の研究 県最優秀賞

〃  長崎市における逆転層の研究 県 慶 秀 賞

45 沖之島層におけるEutre―  文部大臣賞

phoceras japoanicumの  県最優秀賞

研究

(長崎西高地学 クラブと共

同研究 )

〃  ペルセウス座流星群の研究

〃  長崎市におけ るスモッグの

研究 (長崎西高地学 クラブ

と共同研究 )

46 沖之島層の堆積環境 I

一古海流の研究一

(長崎西高地学 クラブと共

同研究 )

47 沖之島層の堆積環境 ]  県最憂秀賞

(長崎西高地学 クラブと共

同研究 )

49 長崎市における逆転層の研究 県最 憂秀賞

全国第 3位

(昭和 51年 4月 5日受理 )

全国第 3位

県最優秀賞

県 憂 秀 賞

全国第 3位

県最憂秀賞
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