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Abstract

There live　30,000,000 people in the Tokyo Metropolitan Area. The atmospheric

environment over Tokyo is influenced by human activity. In the summer of 1997, a

network of cooperative observations of the mixed layer and aerosol layer by use of

three lidars, a wind profiler and a radiosonde was conducted at four stations in Tokyo.

The lidar-derived height of the mixed layer was defined as the height of the

abrupt change in the profile of lidar-backscattering.　This scheme was verified by the

radiosonde data, and applied to the echo power data obtained by the wind profiler.

The network observation provided the cross-section of the structure of the mixed layer

and the aerosol layer over the Tokyo Metropolitan area in summer.　The advection of

the aerosols by the prevailing wind was observed above the mixed layer.

1.はじめに

人間活動によって大気に放出された汚染物質はまず,混合層の中で拡散される.そのため,那

市規模の大気汚染を考える上で,混合層を理解することは極めて重要である.本研究では,混合

層の立体構造を細かい時間間隔で解明するため,東京の4地点において,ライダー｡ウィンドプ

ロファイラー｡ラジオゾンデによるネットワーク観測を実施した(Fig. 1).ライダーとウィンド

プロファラーを用いてエアロゾル分布等を観測し,それらから混合層高度を数分間隔で求める手

法を確立し,さらにネットワーク観潮よりエアロゾルの空間分布を得た.本報では,その概要を

述べO.

2.ネットワーク観測

1997年8月6-8日,東京の駒沢大学(世田谷区) ,東京都立大学(八王子市) ,東京商船大学

(江東区)でライダー観測を行い,エアロゾル鉛直分布を得た.また,通信総合研究所(小金井
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市)でウィンドプロファイラーによる観測を行い,エコー強度から混合層高度を推定するための

資料を得た.そのほか,駒沢大学では, 2時間間隔でラジオゾンデ観測などを行い,混合層の内

外の気象要素の鉛直分布を得た.なお,本研究では,比較的快晴だった8月7日のデータを使用し

た.

3.解析方法

解析には,生のライダーシグナルに距離自乗して対数をとった値に,ノイズを除去するため時

間方向と空間方向の双方に移動平均をかけた値を用いた.この値から,正規化したライダーシグ

ナルの勾配を,次式から求めた.

G z dC(z)/dz 】 / C(z)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)

ここで, Z:高度　C z　補正したライダーシグナル　G z　正規化したライダーシグナルの勾配で

ある.
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Figure l･ Location map of仏e four stations of

Koto-ku Setagaya-ku, Koganei-city and Hachioji-city.
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Figure 2. Mixed layer, aerosol layer and wind vector at Setagaya-ku, Tokyo, on 7 August 1997.
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