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伊東海洋気象観測塔について
菱田耕造

はしがき
自然の水の科学において，水中に固定した足場を作って観測することは，学問の進
歩とともにますます重要なこととなってきた。海の水の場合も勿論その例にも れない
が，波浪や水深などいろいろな条件に制約されて進歩がおくれてきた。海洋調査研究
に携って， 25年余り の問を振り返っても ，現在なお観測船で行なわれる海洋観測は精
精月 l回であり ，気象庁の黒潮観測でも ，年 4回程度であって大して回数は増えて い
ない。海水は空気に比べてはるかに勤きが鈍いとしても，毎日観測が行なわれている
陸上の気象の場合とは観測回数は雲泥の相違である 。 したがって，海上に固定点を作
り，そこで時間的な連続測定を実胞することができればと L寸念願は単に私ひとりで
はあるまいと思われる。
ところで，アメリカでは 1959年海軍によって太平洋にのぞむカリフオノレニア沖の水
深 l7mの地点に海洋観測塔が作られ，これは海洋の環境特に水中通信その他軍事のた
めの研究を主な目標としている。また大西洋側ではレーダー基地としての計 5基の塔
のうち 4基ま で作られた。これはテキサス塔とよばれ，流れや波の測定も行なわれて
いる。 うち l基は水深 55mの地点である。さらに南側のメキシコ湾沖では水深 30mの
ところに職員 20名を常駐する大規模な塔が内部波，水中音波その他の海洋要素の測定
のために作られたほか，すでにいろいろの目的の塔がある。しかるにわが国では京都
大学防災研究所で速水教授などが紀州の白浜混泉の沖，水深 Sm の地点に一昨年建設
されたもの以外には見当たらない淋しい現状である 。
さて，昨年初め頃から，日本近海特に東日本では水温低下が起こり，漁業その他も
ろもろのことに被害が現われ始めた。昨年 7月科学技術庁ではこの異常冷水の問題を
取 り上げ，その対策として特別研究促進調整費の予算を獲得した。異常冷水の原因が
海流の変化によるものか，異常な気象現象にともなって起こったものか，いずれにし
てもいま少し立ち入って ，その因果関係を見きわめようとする時，前述の ように海況
の連続測定データの入手が重要性を帯び，またそのための海洋固定点がぜひとも必要
,
280万円が「海洋気象観測塔による連続海洋
となってくる 。そこでこの予算のうち l

観測の試作研究」に気象研究所に与えられ筆者が担当することになった。
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第 1図 伊東海洋観測塔位置図

観測塔
l
塔（ま初め小規模なも
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のを 3 ヵ所ぐらい作る案も
出た のであるが，なるべく
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ならば，できるだけ，水深
の大きいところが好ましい

。
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ので，伊東の水深 20mの地
点 1点を選定することにし
（
第 1図参照），また従来の
杭打基礎：こよる工法では数
千万円 の巨額に上るほか，

N

海上での杭打ちなどの作業
にかなりの日数を要するこ
とを考え，思い切って浮力
式工法を初めて採用するこ
とにした。そこで，科学技
術庁，港湾技術研究所およ
び気象庁などの専門家と呉
造船所そ の他の会社関係の
技術者をもって，臨時に委
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員会を設け，十数回に上る
論議の結果，

9月末になって初めて設計図が完了した。浮力式工法はまた設置や，移

動に便利でゐるほか，さらに将来水深の大きい地点、でこの方式による塔製作のための
試みとして取り上げられたのであるが，現地の条件，日時，予算その他の制約を受け
（写真 1）に示すような構造の ものと決定された。
最大波
観測塔の設計基準としては ，運輸省港湾設計基準をもとにし有義波高 5m （
高 7.
Sm）周期 ？秒の波浪を考え，風速については 60m/
s，潮流速は高潮時の異常潮流
を考えに入れ 3節とした。塔の構造は長さ 20mの鋼板製矩形断面の箱状の ものを 3本
放射状に組み合わせ， これを基礎とし，その中央に直径 90cmの中空円形鋼管を鉛直に
たてた。 この管の下部には直径 3.
8m，長さ 3 mの円形浮力タン F がつけられ，管は 6
本の銅製矩形断面の中空斜材で支えられている。一方，観測計器室は一辺

4m の六角

形のもので，その下に観測作業床を作り，両者一体にしたも のを別に組み立てた。
これらは横須賀の追浜で製作後，下部構造は曳船で，上部構造は船上で，海上輸送
し，約 28時間を要して伊東港内に着レた。 この作業は 12月中句に行ない， 一番心配の
大きい問題であった。ついで天気を見定めて，下部構造を所定の位置まで持ち運び，
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コンF リー ト・プ ロックを前記の箱型の基

（写真 1) 伊東海洋観測塔の構造

礎内に入れつつ設置を終えた。翌日 上部構
造を起重機船上で吊しょげ，既設の下部構
造の円形管上にのせ，ポ／レト締めした。 こ
の作業は船が少しでも動揺するとむずかし
~

くなるが，おおむね順調に進捗し，塔の設

連

置完了を短 日時に終えた。 この工法では，

1 海底の傾斜の取扱いが問題であるが，基礎
の鋼箱は，海底に沿わしめざるをえないの
で，あらかじめこれ と円形管との聞で傾斜
の約半分を ，上部構造と円形管と の聞で残
りの約半分を分けておいた。
なお銅製の矩形箱の底にはそれぞれ 5個
の長さ 1m の十文字に組んだ鋼板を取り 付
け，滑動に対 して安全をとっている。勿論
本体の自重に対す る海底での摩僚力を計算
に入れてあるが，コン クリートと砂との問
の関係とは異なり，鋼板と 砂 との聞の摩擦
係数は文献には見当らなかった。
観測計器室は断熱壁構造とし，なるべく
温度の影響を受けないようにし，その下の観測作業床からは， 一方に観測計器の水中
感部を ，他方に釣合いの重錘をつけた約 1.5mの鋼構造のものを 2本の長い管の間に沿
って海底まで降せるようにし潜水夫が，感部の取付けや取外しをする必要がな いよ
う工夫した。ま た，計器取付けの可能な よ うに，ある程度将来も考え，パイプや枠な
どを円形管にできるだけつけておく ように した。鋼材の重量は，全部で 53トソに上っ
た。
海上に浮いた完成後の塔は（写真 2）に示すと おりであるが，海面付近は特に波に
こわされやす l＇ので，垂直梯子で昇降せざるをえない。
電 源

海洋お よび気象のもろ もろ の要素を，総合的にまた無人で連続して観測を行なうた
めには，電気計測方式に頼らざるをえな L、。さらに夜間標示灯を点灯せねばならない
から，これらの消費電力は陸上から海底ケーフツレによることが最も望ましいのである。
しかしケーフツレの破損のための修理や，漁業補償の問題などをも考え合わせると ，塔
に蓄電池をおいて一切の電力を賄い，将来陸上から電源をとるよう にしたほうが，予
算的にも時間的にも有利であると考えた。
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蓄電池としては鉛蓄電池より高価ではあ
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（写真 2) 完成後の 伊東海洋観測磨

るが，寿命も長いし，保守も簡単なニッケ
レ
／ ・カドミウム式アノレカリ蓄電池を採用し
た。全体の平均消費電力は約 lOWを目標と
し単電池 1
.
2V700Ah （この容量は日本で
最大である ）を 1
0個直列にして l組 1
2vと
して用いられるものを日本電池において製
作した。この充電は 5kW のヤ ンマー・デ
ィーゼノレ交流発電機およびセ レン整流器で
約 1ヵ月に 1回を原則として行なうこと に
した。なお充電直後は 18vまで電圧が上る
ので，定電圧装置をつけ，このための電流
もごく少なくてすむよう工夫 した。ただ ，
以上の機器は貴重な塔の狭レスベ ースでか
なりの部分を必要とするので，人が監視し
ていなくても独りで充電してくれる よ うな
ものができればありがたいことである 。
ところで，こ の要求を満たしてくれるも
のには ，太陽電池があるが．これは現在価
格が低くなったとは L、え，太陽電池架の取
付け工事費などを考えると ，今回は，全面
的i
こ太陽電池では賄いきれな いので，予備
電 源 と し ま た 将 来 へ の試みとして，特に
小松ホフ マン電子工業に割安に製作を依頼
2vのもので，
した。これは出力 lOW電圧 1

許容最長無照期間は約 20日であるから ，
実効電力は平均して lW 余 りである（ （
写真 3)
参照） 。
大 きい蓄電池で同時に計測するとノイズが入って困るような微少電流を測る場
合，その他予備使うことにしている。なお，電池架の仰角は季節により可変とした。
観測計器
海洋と気象の相互作用 の解明にはできるかぎり多数の要素を長期間連続観測し， こ
れを総合することによりそ の目的を速することができるわけであるが，今回はとりあ
えず下記の22個を選んだ。
水温 （4点），気温（ 2点），湿度（ 2点
） ，紹射（ 5種），風 向（ 1点），風速（ 1
点），流向（ 1点），流速（ 1点
） ，潮位（ 2極），濁度 （1点），境分（補償温度ともで
2点
）
。

1
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（写真 3）太陽包池架

ところが，電源が前述のような制限を受
けているため，既製のものを個々の計器に
間に合わせるわけには行かないし，たとえ
消費電力が少なくてもいろし、 ろなメ ーカー
にお願レすることは後々の保守，特に無人
観測では往復の傭船の問題，現地への出張
の問題をも考慮、して，大変煩しいことであ
り
， 一方，研究者で電気にくわしレ者でな
くても，ある程度使いこなしうるよう将来
のノレーチン観測化も考え合わせることにし
て，東邦屯探に試作を依頼した（（写真 4)
参照）。
設計にあたっては，さらに観測塔はその
構造上ある程度の動指；が予想され，そ の影
響をいかに除去するか，また観測装置の計
器部は断熱壁により密閉された室内に定置
するとしても，長期間にわたる海上塩風湿
気の影響をし、かに考えるか，かぎられた観

測j
室の容積を有効ならしめるために，＼，＇ h
'
（写真 4) 自動海洋気象観測装置

に小型にまとめ，取扱いを
簡単にするかがを主眼とし
た
。
その結果製作にあたって
は，屯力を最も多く必要と
する自記記録計には直流駆
動方式の 6要素打点記録計
（消費 12V40mA）を 4台使
用し，観測要素の内連続観

測では電力を多く消費するものは毎時 5分あるいは 10分間のみ作動させるための時限
制御回路を付することと し そ の 指 令 時 計 は テ ソプ式自動倦込み型モータ一時計を使
用することとした。なお短周期潮位計（波浪）には直流 12V0.3A 駆動の東亜屯波製
自動平衡型記録計を試用することにし ，風速風向計は光進電機製のものをそのまま採
用することとした。次に動揺に対しては，打点式の記録計に特別な工夫をこらし測
定回路に起こるノイズの発生防止にも留意するとともに，塩風，湿気に対してはそれ
ぞれの箱を完全密閉型とし，外部より簡単に乾燥剤の挿入交換の可能なるようにし
に統一するようにした。次に水中または水上に設け
た。なお，電源はすべて直流 12v

菱田

た感部については大要次のとおりであ
る
。

伊東海i
i
'
気象観測塔について
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（写真 5) 縞射計感部，右側は最初，
左側は現在

(l) 気温，湿度

感温素子にはサーミスターを使用
し，乾球，混球の方式とした。こ れら
主体
の測定回路は一体にまとめ 1個のi
に収め，測定値は自記記録計により記
録されるとともに，必要に応じ て，直
視用メーターと切換えスイッチにより
直視測定できる構造となっている。こ
の直視用メ ーターは他の要素において
も同様であって ，検定その他の際に便
利である 。なお感温素子は小型百楽箱
内に入れ，海面上 5 mおよび

lOm の 2

点で測定する。
(2） 謡 射

検出部には在来の熱電対式（ゴノレチ
ン λ キー型）の短波，長波の 2種類の

ほかに海面のアノレベード測定のための
上下両方向に向いた 1対の太陽電池用

｛写真 6) 作業床と水中感部の一部

光電素式のものおよび一定波長におけ
る光電素式の紹射計を試作した。この
うち長波は従来ほとんど行なわれてい
ないが，ポリエチレソ膜を用いたもの
で， これだけが輸入品で数千円を要す
るものである。ところが，軟いために
海鳥がとまって膜を食ぃゃぶり，さら
に熱電対をあらしたので（（写真 5）参
照）右側の中央のように取外し修理中
で，折角夜間幅射のデータが得られかけていたのにまことに残念であった。いまのと
ころ国産の安価な膜を作ってもらうよう依頼しており，また海鳥よけ に一応（（写真
5）左側参照）釘を打った板を周わりにおレた。 これだと海鳥はとまらなレが，車高射

イ直に若干の影響を与えるわけである 。海鳥は 1ヵ月位で塔上のハウスの黄色を排池物
で半ば白くする位に平素はとまっているが，電力を食わないでこれを追い払う方法を
ぜひ知りたいと思っている。
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(3) 風速，風向

風速はプ ロベラ 型発電式，風向はセノレシン式の光進電気工業製のものを用い，特に
風向は電力節約上断続とした。
(4) 流速，流向，潮位

流速は発電式の Scm/secの感度のものを用い，

2m/
s
e
cまで測れるもの とし，流向は

流水による矢羽根の指向方イ立を電気抵抗に変換する方式をとり，潮位は水圧の変化を
ベロ ーズにより電気抵抗に変換する方式を採用した。
潮位（短周期）にはダブノレ ・ベローズにより長周期成分を除去し，短周期だけの圧
力の変位を差動トラン λ で電流にする方式をとり，記録計は前述の東亜電波製のもの
を用いた。 これは電力が少なくてすむし，検出部も小型であるから，携帯周波浪計と
してのびてゆくのでなし、かと考えられる（（写真 6）参照） 。
(5） 極 分

とりあえず，東邦電探製曳航型の検出部をそのまま水中に懸垂固定使用し，電気伝
導度を求め，そのときの水温より境分を求める方式とした。
(6） 濁 度

平行光線が海水中 20cm透過したときの滅哀量を e
d
s光導電体で測定する方式で，
電源の変化を監視する回路およびもとの光量に対する減衰光量の比を求める回路とに
分かれるが，電球は 0.4W 程度の微弱なものとし電力および発熱量の軽減を主眼と
した。なお濁度は流速の場合と同じく海中を沈んでゆく浮遊物が検出部の重要部分に
たまることをいかに防ぐかということが課題の一つである。水中照度も測りた L、
が
，
この問題のため今回は見送ることにした。
なお，これ らの器械は限られた予算 とあわせて短期間のもとに設計製作を行なった
ものであって，東邦電探の協力に謝意を表する次第であるが，以上ところどころで触
れた問題点がなお残されて L、る。例えば，記録計を連続に動かしてレるが，これを駆
動する底流マイクロ ・モーターの寿命がそれほど長くはないのでなし、かと考えられ，
またこれを間欠運転すると自記紙の読取りが後で困難になる恐れがある。また流速計
はより微弱な流れも測定できるようにする必要があるが，これは大変困難な課題であ
ろう 。
以上述べた計器で今回は精一杯であったが，折角できた塔であるから，今後予算が
得られれば行な L、
た L、と希望する項目を若干述べる 。まず波圧の測定であ る。水深20
m の地点の構造物にあたる波圧がどの程度であるか， 日本では現場における実測値が

なL、ままに設計が行なわれたが，今後観測塔の発展のためにも，その他海中構造物の
ためにもぜひ知り k~ 、問題であり，また波圧にともなって塔がどの程度動揺するかを

浮カタンクに注水した時と排水した時の 2通りにわけて測定しておく必要があろう。
次に水中雑音が異常気象と何らかの関係があることはすでに文献にも見られるところ
であるが，このような塔で行なうと，船の場合と異なり雑音がないわけであるから，

菱自伊東海洋気象観測塔について
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都合がよし、。海鳴りと L、う言葉があるが．その実体はわからないので，水中聴音機を
吊り下げておいて ，音のスペクトノレをとると興味深いと考える。
水温測定の際，水中感部を固定すると．潮位のためにその深さが変わるから，これ
を潮位に応じ上下することが必要であるが，浮子をつけて管中を上下させると ，強い
波の際．全部こわれる心配があるので，今回はこの式は見合わせた。海水表面の温度
は蒸発量にも関係し重要な問題であるから，車高射水温計を用い，同時に今後航空機用
縞射水温計の精度向上のために役立てた L、と考えている。
その他海水を連続採水し，その化学成分，プランクトン量などを測定することも忘
れてはし、けない課題であり，また既設の水中感部や水上感部の数を増す ことにより ，
海面 ・海底摩擦の状況，ひいては高潮，波浪研究の進歩を促す ことであろうし，際限
なく発展させるべき課題があって ， 1日でも早くその機会がくるこ とを切望するもの
である。なお地味であるが，忘れてはならないことはこれらの計器の検定の問題であ
り，一々東京まで持ち帰えることは手間ばかりでなく ，その聞の欠測にもつながるの
で，いかに現場でこれを簡易に正確に実施できるかも研究すべき課題である。
保 守
無人観測を建前とするので，船舶の航行に対し，夜間標示灯をつける必要がある。
2
とこ ろが在来のものでは lOW程度の電力を必要とするために，特に日本光機工業に 1
Vの蓄電池で約 lW 程度ですむ標示灯の開発を依頼した。 これはネオン管式の 1分間
80閃光到達距離 3浸，夜間のみ自動点灯できるもので，いまのところ順調である。こ

れは今後海中工事の臨時標識灯にも 用途が広いと考えられる 。
海鳥の被害は前述のとおりであるが，次に塔へ勝手に上っていく輩がし、るので，こ
れは市役所の屋上でできるだけ望遠鏡で監視していただくよう特に市のご厚意を仰い
だ。ところで夏など海水浴の連中がここまで泳いでこなし、かという心配がある。ただ
いまのとこ ろ重要な施設で為るという宣伝をしておくほかはないようである。
その他技術的には構造物がどの程度鋳ひ．たり，またカキなどがどのようにつくか，
またこれにはどう処置すればよ L、かの問題が残っている。なお船舶安全のため標示灯
以外に浮標を周囲に離して 6個つけた が，すぐに 3個は流れて しまい，これをどうす
ればよろしいか，あるいは非常時の対策如何など，かなり保安に対する問題は残され
ている。
結

昌

海洋中に固定点を作ることが，きわめて海洋の開発の手段として有効であることは
前からわかってレながら，外国に比べてはるかにその実現はおくれてきた。ここに，
一点ができただけでもまことに喜ばしいことであるが，勿論，これでは到底間に合わ
ない。日本周辺に多数のこのような固定点が配置される計画はすでに海洋審議会の報
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告にのせられてある。今回を契機とし，なるべく早い時期に続々とこのような搭が建
設されることを切望してやまない。
陸水を取り扱う場合にもやはりこのような足場は必要であって，アメリカの文献に
も湖沼中の観測塔の記事が見られる。陸水では水深も波浪も海洋の場合よりはるかに
容易であり ，陸水における大気と水の相互作用の研究は海洋の場合の基礎となるもの
と考えられるので．このような湖沼固定点の出現 もぜひ期待したい。
最後にこの塔の建設にあたっては科学技術庁芥川調整局長，楢林総合研究課長，岩
田同補佐，港湾技術研究所鶴田水工部長，気象庁寺田前海洋気象部長，淵海洋課長，
防災センター有賀研究部長ならびに呉造船，東邦電探，小松ホフマン電子工業の会社
関係の方 h ，その他実に多数の方々に直接または間接にご配慮やご支援を得ており，
一 々筆をとることは大変であるから，ここに衷心よりお礼の言葉を述べる次第であ
る
。
（気象研究所海洋研究部長，理博）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

