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Abs触電離- A range resolve bisもaもまC掴ar using a　呈gh-sensitive CCD camera as a receiver has been developed
O

for aerosol observations. Laser beamもrajecも量ons of an Ar ion laser or a YAG呈aser were clearlyもaken upも0 33km.

Processed data showed exまSもences of clouds aも蝕m and high densまもy sもratospheric aerosols caused byもhe Pinatubo

eruption aもa range from且5もo望7km｡ They were good agreemenもwiもh data obtained by a monostatic YA(コIidar

system using for reference.言もwas exper呈menもally con鮎med thaももhe range-resolved bistaもic lidar system haveもhe

poもenもial for measuremenもofもhe aもmosphere｡

はじめに

本論文で報告するパイスタティックライダ-は､カメラ繰影の手法により取得されたレ-ザ光飛跡の画像を処理す

ることで高度分解能を得るものである閃｡前回は､パイスタティックライダーシステムの設計に先立ち､基本式の導
入とシミュレ-ション結果について報脅した⑳今回は薬際に製作されたシステムと大気観測結果について報告する｡
バイスタデ.:'-j5ライダ-シ=..干ム

i7fj発されたライダーシステムは達系r.fsレ-ブまた悠~-'Aレ-ザを用い､受信系に電子冷却された低雑音高感度

のCCDカメラを周いている｡ライダ-システムの仕様をTable.吊こ示す｡ATレ-ザは単一波長発振レ-ザ(514.5nm,

1W)と､多改選発露レ-ザ(multico廟300mW)を､YA琶レ-ザは第2高調波(532nm,600mJ/shot,20pps)と､基

本披(106ぬm,3QOmJ/shoもサIOpps)を使周した⑳受傍系は典光に広角カメラレンズを用い､広視野と小型化を爽現し

ている｡

バイスタティックライダ-:'こよる大栗ま�""5持!:

実験結果の一例としてYJWレ-ザの鱒二高調波を周いた場合について報告する｡通倍総合研究所(通船研)で1992

年1月23E銅こ行った実験によって得られた画像をF五g.且をこ示す｡この画像は､YAGレ-ザ送借所より215m離れ

た地点より仰角86度で鉛底方向のレ-ザ光飛跡を洩影して得られたものである｡使用したカメラレンズはf-55mm,

F=2.8､CCDカメラの露光時間はま5秒である◎画像の解析結果をF呈8.急に示す｡奨線は高度に対する受信光電子教､

点級は高度に対する高ix.分演能を示す,.芸i3^"
｣>*-.一日サS*>sニア表示､受信光電子故は対数表示となっている｡
高度5km-8kmで得られた傍骨を大気分子からの腰骨のみと仮定して､高度10km-30kmの成層圏について散乱比

を算出した｡バイスタティックライダ-により求められた散乱比をFis｡3(a)に示す｡また､同日通総研のモノスタ

ティック方式のYAGライダー(532nm)によって得られた散乱比をFig｡3(b)に示す｡ふたつの散乱比を比戟するとエ

アロゾル層の分布の傾向がおまかな一致を見ることが分かる⑳ピ-ク高度のずれについては仰角取得時における誤差

と考えられる｡

Arレ-ず､YAGレ-ザの基本激についても同様な実験が行なわれ､両者共に良好な観測結果が得られている｡こ

れらについてはシンポジウムで報告を行なう予定である｡

おわIJIこ

観測実験よりパイスタティックライダ-による大気観測の有効性が実験的に示された｡また､口径の小さなカメラ

レンズを用いても､成層圏の観測が十分に可能であることが確かめられた｡
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Table且.Specifications of the lidar system.

取ansm獅eT

AT孟on且aser　　呈ng且e･且ine (5ユ逢.5nm, 1W)

mulも描ne (514.5nm, 488.3nm, etc., 300mW)
≡      ::≡:;:                                                  ≡≡≡≡      ≡≡≡≡==:≡≡亡

Nd:Y,AGはse訂　fundamenもal (1064nm, 300mJ/shot , lOpps).

S詑G (532nm, 600mJ/shot , 20pps)

毘eceiver
I         ~~ I ~~                                        ____ __ _

Co且且eeもo雷　　camera且ens - f=55mm, F=2.8, Nikon,

雷=望8mm, F=2.0, Nikon

‡mもerferenc蟹餌er A=さは5nm, △Å=1.5nm, Nihon Shinku Kogaku

CCD camera　　-3且逢09鮎mamatsu Photonics

Pixels - 510×492

喝望聖もu竪琴cie聖y r 8% (near 530nm), 1.6% (aも1064nm)

TemperaもuTe一一30oC

Processo訂IllI
払もeぬce C-3366,鮎mamatsu Phoもonics

~~       -                                _ _  ■■

Comp地雷　　PC-980且DA/U5s N五C

Height Resolution 【 m】
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Figure且｡風量aBe野馳eam忠雷亀漸⑳雷y旭eEa繭ああCCD Figure 2. Variation of received photoelectrons with height

came羊や(f=55mm}欝-望｡8)申窓xp⑳Su雷eぬ摘亙る凱　　　(solid line) and height resolution (dotted line).
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bistatic YAG lidar.
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Figure時). Var量aも量omぬ鼠色も誠mg Taも呈⑳融ained byもhe Figure 3(b). Variation of scattering ratio obtained by the
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monostatic YAG lidar.
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