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薗 ドローンによる気温観測法の開発

Development of Meteorological Observation Method Using a Drone 
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1. はじめに

ドローンによる観測の利点の一つとして人間（観測

者）が容易に立ち入ることができない場所において簡便

かつ安定した飛行が可能なことが挙げられる。たとえ

ば，地表面の土地被覆の上端であるキャノピー層や，そ

の上層の地表面から数百 m までの対流が盛んな接地層，

河川や湖などの水体の上などである。これらの場所で行

う気象観測は，地表面とのエネルギや物質のやりとりの

相互作用を明らかにするために重要であり，多岐にわた

る分野で行われてきた。

都市気候の分野では，係留気球を使用してヒートアイ

ランドの立体構造を明らかにした研究 (Duckworthand 

Sandberg, 1954)を始め，航空機を使用して都市上空の

移動観測を行った研究 (Sheaand Auer, 1978)がある。

観測機器をバルーンや航空機を使って上空に送る以外に

も電波塔やビルなど，高層建築物を利用した鉛直気温観

測研究（藤野と浅枝， 1999) もある。また，都市だけで

はなく，森林生態系や耕地生態系のキャノピー層でも観

測が行われている。長期フラックス観測サイト網である

FLUXNETは，全世界的に森林や農耕地のエネルギお

よび物質の交換速度を推定するために，数十 mのタワー

を設置して，各高度で気象観測を行っている。さらに，

気象分野では，局地の気象現象を説明するための鉛直気

温観測が行われている。係留ゾンデを使用して，長野県

菅平盆地の冷気湖を観測した研究 （鳥谷， 1985)で指摘

されているように，夜間に冷気が窪地の底にたまる現象

は農業にも大きな影響を与える。盆地内のイネの冷害を

引き起こすことや (Yoshinoet al., 1981). 暖地農業にお

ける柑橘類栽培地の選定に影響を与える （吉野と村上，
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1973)。加えて，夜間に地表面より比較的暖かい上空の

空気を送風することで茶畑の凍霜害を防ぐ方法（高橋ら，

1958)が広く行われていることからも，農耕地の上空の

気温観測は重要である。

一方，水体上の気温観測は，地表面に比べて大きな比

熱を持つ陸域の水体が周囲に与える影響を調べる研究が

主である。河川のク ールアイランド効果を調べるためゴ

ムボート 上で気温と水温，熱収支観測を行った研究（福

岡ら， 1980),河川の上空まで係留気球で鉛直気温観測し

た研究（武若ら， 1992)がある。また，湖上の気温を船

で観測した研究 (Shitara,1967)や，湖上の島を利用し

た観測 （枝川，1986),貯水池でも周辺の移動観測で貯水

池が夏季の都市の気温を緩和していることを調べた研究

（神田ら，1991)のように貯留している水の影響について

も調べられてきた。

しかしながら，これらの研究では，装置が大掛かりか

つ高価で，操縦技術が必要な観測方法もある。そのため，

多岐にわたる分野で観測はされているが，観測できる場

所と時間が限られる。もし， ドローンを使用し，安価か

つ簡便な方法で上空や水体上の気象観測ができれば，鉛

直気象観測のネットワークの構築も可能になるだろう 。

そこで，本研究では， ドローンに軽量な放射除けを取り

付けることで，十分な精度をもった気温測定の開発を

行った。さらに実際に鉛直方向，水平方向の気温観測

を行うことで，具体的な現象を捕捉し，期待されるよう

な結果が得られるのかを確かめた。

2. 観測方法

(1) 使用するドローンの選定

本研究を行うためのドローンに求められる性能は，放

射除けを搭載してもバランスを崩すことなく飛行できる
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ことである。この条件を満たすドロー ンと して，本研究

では DJI社製 PHANTOM2を使用した（図 1)。より安

価な ドロ ーンを数種類購入 して同様の観測 も行ったが，

放射除けを取り付けると重心が偏り，微風でもバランス

を崩してホバリングできない問題や，離着陸の影響で ド

ローン本体の上部に放射除けを取り付けると，直射日光

が当たり ，観測 した値に大きな誤差が生じる 問題があっ

た。一方， PHANTOM2は機体の足にある，空撮用のカ

メラを取り付けるための空間（タテ 13cmXヨコ 11cm

x高さ 8cm)が，直射日光を遮り，放射除けをバランス

よく設置できるという利点があった。また，100gのお

もりを取り 付けた状態で， 平均風速 3.2m/s, 最大風速

6.5m/sという悪条件で 10分以上の安定したホバリング

を行うことができた。以上のことから，本機の耐風性能

と可能積載重量が十分にあると判断した。

図 l 使用したドローンの近影

本研究で使用したドローン (DJI社 PHANTOM2)。 ド

ローンの足の間にあるスペースに軽量かつ小型の自作通

風式放射除けを取り付けた。気温観測にはおんどとり

TR-52i (T&D社製）を使用した。
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(2) 小型かつ軽量な放射除けの作成

気温を観測する際には，気温センサをむき出しにはせ

ず，放射除けと呼ばれる周囲からの放射による影響を弾

くためシールドの中に入れて行う 。機体の足にある空間

に入る既製の放射除けがなかったため，本研究では小さ

く軽量な自然通風式放射除けを自作した。プラスチック

製の皿 4枚に反射材を巻き， 皿と皿の間隔を 1.5cmで作

成した。重量は約 20gである。気温観測にはおんどと

りTR-52i,温湿度観測にはおんどとり RTR-503(両製品

とも T&D社製；重量約 50g) を使用した。以降，この

放射除けを 自作放射除けと表記する。 ドローンによる観

測時間間隔はすべて 1秒である。

(3) 自作放射除けの校正

地上で既製の自然通風式放射除け (CLIMATEC社製

自然通風シェルタ CYG-41303) と比較して，自作放射除

けの校正を行った。放射除けのドロー ンヘの設置場所が

上部から直射日光が当たらないことから，直射日光がほ

ぽ遮られている森林内で 2015年 6月21日から 6日間，

30分ごとに連続して計測された瞬間値 (n=271)で比較

した。その結果自作放射除けを用いても 十分な精度で

気温を観測することができた（医 2a)。さらに， ドロー

ン自体の発熱や，巻き起こす風が気温に与える影響を調

べた。芝地に 5mのポールを立て，その先端に同じ既製

の自然通風式放射除けを取り付け，その真横にドローン

を30秒静止させた。この作業を，日中に計 27回行った。

そのうち 5回は曇天時に観測 し，残りは晴天時に観測し

た。5mポールに取り付けた既製の自然通風式放射除け

とドロー ンで観測された気温を比較した結果，天候に関

係なく士0.2℃の誤差内に収まっており， ドローンの発

熱や巻き起こす風による影響は無視できる ことがわかっ

た（図 2b)。
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図 2 自作放射除けの校正

(a)は直射日光の当たらない森林内で既製品と自作の放射除けを比較した結果，(b)は，日中に 5mポール

に設置した既製品による観測結果とドロ ーンを隣接させるように飛行させ観測した値を比較した結果であ

る。センサの工場出荷時の誤差範囲が0.3℃であることと RMSE(二乗平均平方根誤差）が0.001未満であ

ることから，自作放射除けを取り付けたドローンの観測値に補正をかける必要がないことがわかる。
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図 3 観測地点概要

早稲田大学所沢キャンパスは埼玉県所沢市の西部に位置

し，南側が狭山湖と隣接している。観測地点はキャンパ

スの西側にあり付近に約 40m2の調整池がある。
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図 4 B中と夕方の鉛直方向の気温分布

観測地点で，弱風晴天日の 2015年 5月21日の日中とタ

方に鉛直方向に気温観測した結果である。日中は地表面

付近の気温が高かったが，夕方は放射冷却により地表面

付近が冷えて，高度が高い地点の気温の方が高かった。

(4) 観測地点の概要

観測地点は東京都心から約 30km離れた典型的な郊

外である埼玉県所沢市西部にある早稲田大学所沢キャン

パス（図 3)である。南側を都内に水を供給する狭山湖

と隣接しているため，周囲の大部分の土地被覆を管理さ

れた森林が占めている。本研究で観測 した地点は大学敷

地内の西側である。この地点は高低差約 60mの小さな

窪地の底になっていて西側には谷に沿って湿地帯（草

丈約 5mのヨシ (Phragmitesaustralis)群落が優占する）

が広がっている。また，湿地帯と観測地点の間に約 40

面の調整池があり，コンク リートで舗装された道路や

空き地の 5mほど下に水面がある。

3. 観測例

鉛直方向の気温分布の変化を捉えるために放射による

図 5 調整池縦断の飛行ルー ト

手前のアスファルト面から発着させ，貯水池を縦断し，

ヨシ群落に約 5m進入したら折り返して，同じルートを

戻るように飛行させた。上部のイラストに記載している

Timeとその値は，図 6の横軸に対応している。

接地逆転現象を，水平方向の気温分布の変化を捉えるた

めに小さな貯水池の気候緩和効果について， ドロ ーンを

用いて観測した。

(1) 接地逆転現象の観測

特に風の弱い晴天日の夕方から夜半にかけ，放射冷却

によって地表面付近の気温が低下し，上空の気温の方が

高くなる接地逆転と呼ばれる現象がある。つまり， 日中

は地表面付近の気温が高く上空に行くにしたがって気温

が低下 していくが，夕方以降は地表面付近のほうが上空

に比べて気温が低くなる。この現象をドローンで観測す

るため，観測地点で鉛直気温観測を行った。観測地点か

ら垂直に高度を上げていき， Om,1.5m, 5m, 10m, 15 

m, 20m, 30mの各高度で 1分間ホバリングさせた。両

端の Omと30m地点以外は上昇時下降時の二回の平

均値を採用した。高度はドローンに各高度がマーキング

されている凧糸を結びつけて確認した。

弱風快晴日であった 2015年5月21日の 14時と 18時

に観測地点で 30分間鉛直方向にドローンを飛行させ

た結果を（図 4)に示す。日中 14時は地表面付近の気温

が高く，高度が上がるにしたがって気温が下降している。

一方，夕方 18時に同地点で同様の観測をしたところ，地

表面付近より高度が高い点の方が気温は 1.2℃高くなっ

ていた。加えて放射冷却が強くない曇天日にも同様の

観測を行ったところ， 日中も夕方も観測した裔度内では

ほとんど気温差は観測されなかった。これらのことか

ら，弱風晴天日に発達する放射による接地逆転現象をド

ローンに よる観測で捉えることができたと言える。

(2) 水体に よる気温緩和効果

都市内の貯水池などの水体がヒ ート アイランドを緩和
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図 6 調整池での温湿度観測結果

弱風快晴日の 2015年 7月 21日14時頃に図 5で示したルートを飛行させた時の結果である。灰色の部分

が調整池上空を飛行していた時間帯である。調整池上空を飛行している際は，アスファルト面に比べて気

温が低下し，湿度が上昇していることがわかる。

する効果があるという研究は数多く行われてきている。

この現象をドローンで捉えるため，観測地点の西に隣接

する調整池の上空の温湿度観測を行った。アスファルト

面から調整池を直線的に横切ってヨシ群落に 5mほど

入った地点で折り返し，同じコースを辿ってアスファル

ト面に戻ってくるコースを常に地表面，水面から 1.5m

の高度を保ちながら飛行させた（図 5)。

弱風［央晴日であった 2015年 7月21日の 14時から 14

時半にかけて行った結果を図 6に示す。図の灰色の部分

はドローンが調整池上空を飛行していた時間帯であるこ

とを示している。 この結果から，アスファルト面と貯水

池の水面の上空では約 1.0℃の気温差と約 10%の湿度差

があることがわかった。約 400m2の比較的小さな池 （洗

足池）の気温緩和効果が池周辺で約 1.5℃あったこと （神

田ら， 1991)からも，類似した小規模な水体の気温緩和

効果をドローンによって観測できたと言えるであろう 。

4. まとめと展望

これらの観測で，理論通りの気温の鉛直プロフィール

や水体の気温緩和効果を観測できたことから，本研究の

ドローンを用いた簡便な気温測定方法は十分な精度を

もっていることがわかった。 この方法は安価で簡便なこ

とから，観測研究例が増えるだけでなく，今まで機材の

問題で一箇所でしか観測できなかった観測が， ドローン

を複数台用意することで同時多地点比較することが可能

になる。 さらに，バルーンなどを使った既存の研究を行

う前に，観測地の詳細な予備研究を簡便に行えることに

も大いに役立つであろう 。

また，この観測は安価で簡便なだけでなく ，既存の研

究よりも局所的かつ瞬間的な気温の変化を三次元で捉え

ることができるところに大きな利点がある 。 この観測結

果を用いることで， さまざまな土地被覆の時空間に高解

像度な局地気象モデルの精度を向上させる可能性があ

る。時空間解像度が高い気象データは，細微な気象変化

が農産物や土壌の成分に与える影響を明らかにできるだ

ろう 。本研究においては既製の汎用品のドローンをそ

のまま使用したが，気象観測用に改良したドローン本体

を開発し，温湿度だけでなく ，風向風速など乱流の気象

観測も可能になると ，微気象研究がさらに進むことが期

待できる 。
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