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上層大気中のジェットストリームと空電*

I 緒 言

コ仁川東方洋上には， 銚子沖から太平洋にかけて，

30a~400 Nに原因のわかりに〈レ安定涼の栴決分布

が，略ミ一年をililじて存在する.比較的徴弱なものだ

から，印度，マレ【，蘭~n. オーストラリア方面の強

烈な定常的の忽震源とは上~..ð:ベくもない.叉発見も必

ずしも容易ではない.感度の高い測定機によらなけれ

ば成功する見込がない・

夏季It，本邦内地の発雷が著しい篤，一般に測定機

の感度を下け.るので，発見l士宮T成りむつかしいが，秋

季に至れば，相当明らかに現われて来るし，更に，冬

季観測においては頗る顕著に現われるので，最平疑う

余地はない.300_400 Nの大卒洋上に硲:i伏に分布し，

1800 E以来にも及んでいる.夜間には，それらしい

ものが支那大陵に認められることもある.

高暦及び地上天気図と比べて見るじ本邦近海の2・

電源については， 700mb叉は 500mbの前線附近，叉

はこれと地上の試練との中間に認められることが多い

ので，北方から来る寒冷な気圏の上へ南方から来る潟

黙な気圏が這上って生ずるJ汝倣援にE急電を発生すると

考えることも出来るが，大卒洋の中火・に対しては高層

の気象資料もなレので解釈に苦しんでいた.

11.よ層大集中のジェットストリーム

逗頃，気象学土の興味ある[均煩として， 上府大気

中の偏西風務に生ずるジェ ソトストリーム(Jet

stream)料が場われて*tこ・これは， 地上 10km (300 

mb等圧面附近}に生ずる西風の狭くて平い川の様な

流れで，時には 100m/sにも遣すると云 う.40~ N附

11iを純度に.2jS'-行に地球をJlii.り巻いていて，反季(:1:450 

_500N附廷にあって強さも弱 <.多季;主 300_400N 

附近にあって強さも強い.この首在ればその南北にある

比較的静かな2?":気の聞を曲りくねって蛇行した川の様

になっていて，その波長が経度にして 500_1200で変

化する波の綾な様子を示している.常iこ南下の傾向に

あり，低緯度で消失して，再び高緯度で発生するが，

北上することもある.西風の強さは，1高度 と共に埼
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し，300mbの等圧線で最大となる.大気の気温は，

各高度で高待度から低詩度に一段に上昇しているが

ジェットの処では傾度が著しい.この点は高さが下る

程低{fJj~度にずれている.グェットの下部には館前線が

らり，臨界面が階駁i決をしている.ジェ・ットの附近で

は，前線性の上昇気洗が卓越 しているので，降水量の

分布が極大である.ジエヴトは極前線と密接に関係

し， 同時に低気圧の発生とも 関連している.以上は

ジエヴ トの性質の大要であるが，これが大気の大循環

を構成する重要な主緊となっているので， 2さmの立場

から一考するだけの侭値があるのみならず‘ 一歩準め

て， 答電を右力な研究手段として使い得る見込が濃厚

になった.

IlI.観測結果及び解穣

IIJ-1.ジェットストリームによるー般的解禄

今迄の規ifi!J結果は，支(13:さ電が多い億に低感度で捜

部1し，若手は祭中が苦手訟で~illが少い憶に高感度で線、測

しているので，忽電源の分布から考えると ，この程の

~.電は 4 1芝i主不明瞭で，秋から苦手にかけて顕著に現わ

れる . けれども，この結果から ， この:径の~電がよ立は

少< ~は多いとは決めえない. 況して，この綴な分布

の季節変化がジエヴトの分布と一致して， 双方共に反

は弱〈 さちは強い等とはいわれない.今後の互の観測に

おいては， ~電の比較的少い夜牟から 日 出にかけて手:1

感度受信を行い，この箆の~電の夏季の分布を訪iベ皮

L、と思ろ.

今;Zの資料('1，このi去な衣第であるから， 不完全な

ものではあるが，相対値に箭目 して， 傾向を調べるこ

とにすれば，一周の倒依lまある様に思号から表1及び

図1に示して見た.この表は観測期間全体の&;電分布

の実数から.観測1問さ りの卒j勾を求めたものであ

る.

表 1及び図1を見ると， 1月の分は観測された岱屯

の数も多<，肉2に見る慌に，その分布状況も際大な

地域に亘っているので，一般的考察に喝適当である.10 

月のは，観測点が2点であり， 2?-:'Hr分布の方向が， ~~ 

*木文は昭剥27~ 5 q気象研焚所由設話会で講演した康問花Imillした也のて..，る.

日正野道方 -':8大気巾の;.~:T.ツトス トリーム斜"'"22， 226 (1952). 
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図 1. 主制~1回当りのをf訂正緯度分布トl

も多く ，充分信樹しうるので，この花のt;電波が350

Nを中心として，300_400に立って遼<1800 E以東

迄分布してL、ることは(図 2a，b)，冬季におけるジZ ・ッ

ト の分布とよく一致しているから，これらの安定~'t， 

ジエヴトに伴う E弘前線のl放政援に発生したものと考え

て間濯ないと思う.
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I1I-2.上庖の前線に拐する資料て解樗し得るもの

上好の前;，，~:文(ì上計の前線と地上の前悦の聞に2子:電

源の分布をえる例は，その著しいものが10月のぞ!l測

に多数現われている.可成り切l股であるから，これを

衣の誌に4話係に分けて説明する・

(1 ) 上げの前線的;丘iこ~主認が分布るすもの

7臼20時 50分，8日8時50分，8円20時 50分，
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10月11A 20 時 50 分の2~，:屯分:ffi以l

x印は広電i涼

図 3.

LATITUDE・

級の方向と似待ったtJ~ょが多いので ， 万1")ははかであ

るが短誌には1"組がおきにく い.i民感はこえf;iにも拘ら

ず，鋭測された谷花似のなの多い点は注目j匂べきで，

Iffì も，殆ど毎聞のfJl.j~ljに現われていることは著しい.

8 月及び9 月のOlJl'Íit ，侭感反の~'&か， この自の広む

の出現か極めて少し l而も毎回磁われているというわ

けではないから， 表 1や以 1から ，350 Nを中心と考

えてよいか頗る疑問である.今後，改められた税制法

による資料によらなければ，決定し難い.

1月の綬測は， 両足;皮で，而も， 大卒(千猿将、)，大

野(金沢市外)及び白川の3点税減であり， 診;沼i原の・欽



111 

10 R 8昨年 50分，本 111121時50J-j'， 11 円81時50分， 肉6.

11 R 14!冷50汁 ，1111201時50分 (関3)等その例ば

頗る多い・

(2) 上舵の前線と池上の~{会前線の中itllに~-~:.~ì~が

分布Fるもの

これは8!-121・';，50トだけであって， 同4に示して

ある.

図4. 10月8ri 2 F~'i' 50 分のさ~~.fft分布閃

x 印(i盆'屯l~[

(3 ) よ;;fの前協と地上のilJJ暖前慌の中立[Jに'ぐ屯務~.ò;

分布するもの

9日8時 50分，9 R 14時 50分，9A 17時 50分(弘1

5)， 9 日 20 1時 50 分等Jt~，主的多い.

関5. 10月91.， 17時 50分の広電源分布閃

xl:日は~:.電源

(4) 上居の前絞と~i令前椋及び温暖苅線の中間に~~

電波iJ~分布しているみの

10日20時 50分がこれに主主るか，その玖況は凶 6に

示t'ill1りである.

x l~rJ;主?と電源

IY.結 論

以上に記述 した秋 10月の伊!とさ;1月の仰について

見ると，玖の~!j合(ì 2点規測で問もifi.!j定機のI.ß度。 ~fま

かった常，大卒;r上途方のものは得られず， 近海の宗

電;顎のみを記i'kしている.これをptiわーヨ決の資料 と上じ

較して見ると ，ジェッ トの下に存在1・φ極前線に相芝生

した 上f干の前線をrp心として， 地上の~冷前f，)j\や温暖

前線との間にきさ ~i吸が分布していることは， 今迄の一

般気流乃J!文以から考えても，文.ジェットセ中心とす

る子午線部内の霊前1Ji'i哲::lb・ら考えても当然なこととし

て豹得出来る ・多の観測では， i渋;定問の感度を高めた

上に3点伐測を行ったので，~.'4U奴も太平洋の中央部

に存ずるもの迄鋭測し得て，その結果は 10月の観測

結果を拡張して一般化したかの広があり，シ 2 ・y ト存

在の位置と推定される処に生電源の分布を認めたので

あるから， この秋と多のT将校浪[結果をt*f干して見る

と， !~.屯j~{の分布に1t\， 、て ジェ・ν トのt立置を推定する

可能性 もな〈はないと思われる.今後の税ifil;に大きな

期待をかける所以である.
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