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Takaharu FUKUTOMI， Kou KUSONOKI and Tadashi T人BATA1951 Estimation of 

I.iquId Water Contcnt In Fogs by the Scrccn l¥fethod， (Sllpplemcntal'y Report) Low 
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網自による霧水量の測定に就いて (補遺)

指宿孝治 字情
J"!-事

a" 田畑忠司

(;[t海道大事低温科卒f好究所 海洋与吉1;門〉
く昭和 2111"<1月受理〉

VI，補題

低温和1-号~} 2 ll[tl:!亡後去した表題の論文の股稿後，記11者~f，・項について多少吟味を要する事iiに気付

いたので，ととに補選としてili:lJnするととにした.

1.本文lζ沿いて網目の付i捉卒 pl土器粒の三!主任 rが 1'2<1'く1'3の純|主Hこ沿いては近似的l乙

p=Po(1十α1'.-/h・g) (6) 

議粒の質量分布 co(1')は

1'2く7・く1'3の純閣で If (1・) ¥ 

1'<1'2及び、 1'3くrの純闘で 伊(1')=0 J 
(14) 

と考えて計算:をjsめた.筆者等が貰iWl!と使用したガ{ゼまたは金網lζゐいて，以 tの似Jtが資

|按の霧粒4三倍の純i主iにおいてJ&立しているか否かを以下lこ吟味しようと思う.

光すコ伊(のについてであるが， 2諒妥?枕r在Lのi釘拘f司i皮う分士布[11伴出刷:)itjCωl'う)川lは土今ηまでで'(にζKδ討仙h山Ie巴r唱.rヘr、
Ra吋dfoωrd♂8}〉， イ小、I-llJ現[!I氾!I日lJ皐3裂3ιLυ匂司ゴ土:1土1:二.， 台符A宇布谷i子L氏子守等3宰qに乙よつてf初初研d内訂Fヲラ;'LせらtれLている. とれから1坑tT.量分竹布iψ(1γ.う)は ψ(1'ウ) 

=4的 jω lに乙よつて似lに乙じJ刈j

fは5霧寄y水kの?栴令持初j江I皮芝tt-IででCε、ある. そのう}{jiは勿論tr.:i々 の採によって異なるが， '1'~=5ん 7'3 =HO，uとすれ

ば (14)式の保1'1'は充分満足せられている.

次i亡絹1':1のおfH足率 p(1・)についてであるが，籾日の1m陥(網棋の中心111!の距離〉を l，網棋

の半径を m とすれば，

I ) 霧粒が比較的lと大きく，従って慣性の大なる場合には霧粧は1主総運動をするととにな

る・との場合，網日iこ接潤した接投は全部捕捉せられるものと限定すれば，との時の捕捉率

p!は
Pl =poJ (1+αr-07，2) 

但しィヰ(1--7)α三三 ，o=- _ 1@T一一一!
一 一'州一子) ml(l-7-) J 

(15) 

紛口による貌フ1，拾のili1i誌にg{i，、て 低u:!.;f'I.1製 2，75， 1949， 

f長 選 科 感銘 7iliij: P{j干n2o年
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J 
と考えるととができる・結って霧粒~f三倍 T が TEZE-m では捕捉率 Plは常に 1!となる・

ii) 謬栓が比較的ノj、さく，従ってf貫性がノj、なるj持合iとほおfH足率 pJは

Jh=α~ (~ 

の]f)l:'JNえられる・ととに αは人lbm11t;或 はり4:ーjAlitdlとよって求められている式で、あ

って，例えば AlbrechtIC依れば

1 
α= 一一 一一

一(乎) (17) 

である但し， 1(=之f-，μ は械の料j'l't係数，P !-城水のお度，Vは無限蹴辿 11パ土
~ P1'ョ

盟f百iの主i三位である.今，p=l，μ=1.72 X 10-1 とすれば，(17)式は

1 
α2一一一一一一一一一一一一一一一一一一

1十0.820×10JJfr
V1' 

(1内)

となる. との式茨ぴ (15)式を(lG)式l乙代入し，vの単位を 1n!IJC() で 1n 及び γの111'f立を

μ(ミクロシ〕で、表わせば，

となる.

1戸 p~(1-+也ヒ芋L

1+0.0820一一τV1・d

今，J品訓主宜資飴翻貞宣晶削:1叫;訊R川いたガ{イゼlに乙ついてiは土9 同

(19) 

lliJ=0.3羽95，α=0.912x 10-~， 0=0.136 x 10-¥ また金網については l=380μ，m=39μであっ

たから， 7'0=154九 JJiJ=0.36D，α=2.31X 10-J， 0=0.752 X 10-4である・ とれせ;のj持合i乙風速

v=∞ 5m/sec及び 1m./sec として (15) 式及び(19) 式から Pl 及び P2 を計~~(して舟[ね合

わせ，捕J足率の l' :乙到する間協を求めればそれぞれ抗生国 (A)及び (B) となる C{Llし，賞
多

o，8t ." 

46 

ー匂

長f---1$徐

一-1勺合

一霧車立制霊?

。悶 2.0 ・4oーマ汐 SOI占o m-f46〆

~4 図ìJUJJË に m ひた純白 .o，4ilif}U字Citt):iI的主

5努牧字。~主の!沼{恭

!とれこは小部¥rfreを:'1:やるであろうし，ガ戸ゼで

!土網 ~I の ìlv%が毛立っているので，般税には上

32sの虫!Iく簡単なものではないかも知れない)。

とれせ:の結果を見ると，接投半径が 10μ

以上で風;速があまり小でなければ，捕捉至寧容は

宮際上 P到I で

いf主E路普をとるととカが1わカかミる.

さて，祁2誌の賢?UiJ結果l亡依れば，霧粒 T が

Tくれ=5J.l， 1'>1'3=60μ の続問ではfT長分苛i

cn(1')=0であるととは岐に地べた. ~n (1・)三品、O

なる 1'" くTく仰の1む i磁 I^Jに沿いて，よI~ してお!i担率P(1・)が (6)式の銘打コをii指j止するや否やをl'千

味するに， i:i~ 4悶心主11くA:{以的lこは(()).式の虫11き2:J(llfJ紘を以てず寸分去わし作るものである・
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但しその常敢なる p~ ， α， aが (15)式の pJ，α8と必やしも一致しないととは 111すまで

もない. とにかく ，(o) 及び (14)式の虫nき仮定をrHいて本交の主flき計算を行つでも義文ない

ととがわかる.

2.j決lli:花島!守(~-l:，井上 tilj::!:，孫野博士の共間研究によれば，室長Eドに沿いては多くは相封i品

皮が 100.%又はそれ以上であるが，時としては 100.9o{己満たや 90，9-oぐらいの場合ずら存在す

るととが測定ぜられている.議皮 1003-6又はそれ以上の場合{cl.土，本文{c沿いてi吟味せるお!

く，霧JK捕捉*{ζゐける霊長71¥.の謀議の影響は問題とならないが，相封i品度が 100，%未満の場合

には3 筆者せ;の設世による怒ノ，!，おj]捉の時間J(3分""，10分)の3cs:>1-1，網目lこ附者ごした霧粒が恭渡

して，霧水の測定iU'Lが賢iZTのfili.よりノj、となる恐れなしとはいえない. QPち，測定fu'uこは多少の
13) 

trIiiEを必要とするととになる. との出lilCW~ しては別報に定量的検討を加えた.
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Resume 

The folIowing discussions werc additionally 111乱dcwith l'cgal'd to thc prcvious paper. 

1. Thc assulllcd cquation (6) is sufficicntly currcct 01' 110t in thc ranges of c1imcnsion 

()f the llutural fog pUl'ticles. 

~. Evaporation corrcction of fけgwatむrcuntcnts which was eatched hy thc apparatus， 

whcn thc l'elative hUlllidity is 10倒 thcll100.%. 


