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流氷観測レーダーにおける反射電力の

距離減衰について*，判

大井 正行 ・田 畑忠司

(低温科学研究所)

〈昭和53年 10月受理)

1. まえがき

レーダーによって物標を探知する場合に，距離 Rにおける単一物標からの反射電力 Prは，

いわゆるレーダ一方程式
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( 1) 

で表わされる。ここで九は逆信電力， Gは空中線利得，J.は波長， σは物標の有効反射断面積，

h1及びんはそれぞれレーダー空中線と物標の高さである。

連続した流氷野は空中線の水平ビーム幅よりも広く分布している。このような場合には反

射断面積は距離に比例して犠大すると考えられ， σは

σ寸 crx R8 xσ0 (2 ) 

となる。ここでcは電波の速度， 1:は送信パルス幅， θは空中線の水平ビームの半値幅， (Joは単

位面積あたりの反射断面積であるのしたがってこの場合の反射電力は

PtG2i.2cτ0σo (内'_27rh1h2 V 
一一……一~- • 
.L r - 2(4π)3 R3 γ"'" J.R ) 

1_ . 27rh，h. ¥4 
となる。ここで (2sinっ支え)は干渉による減衰項であり，

n(盟主主)= 1 
2R 

(3 ) 

(4) 

が成立する距離は屈折点と呼ばれている。

第 (3)，(4)式から反射電力 Prは，はじめ R-3に比例して減衰し，屈折点を境にして R-7に

比例して減衰する領域に移ることになる。

しかし実際の流氷野は電磁的性質も形状も極めて複雑な連続した集合体で、あり，石田・小野

の測定によるとへ 実際にはこのように単純ではなさそうである。一方レーダー情報を解析す

るにあたっては，この距離による反射電力の減衰を補正して距離に関係なく比較解析できるこ

とが望ましいことはいうまでもない。
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126 大井正行・間畑忠、司

この報告・では，北海道オホーツク海沿岸沖にある流氷の最盛期に，ほぼ均 a と思われる流

氷野からのレーダーの反射電力を定量的に測定し，距離による減衰特性を求めた結果について

のベる。

11. 測定の方法および結果

測定はH百平1153年 2月 231ヨ， 241ヨ， 251ヨと 3月 6，8，9日の計 6日間北海道紋別市にある大

山レーダーで行なったわ第 11法|はこのうち 2月 2313 10 時のレーダーの流氷映像 (PPI)で， 30 

浬までの海域は全域がほぼ均・な街氷野でおおわれていたれこのことは，航空機観測および気

象衛星ひまわりの写真からも確められているわ

第2閣は大山レーダ _2)による昭和 53年冬の流氷最の日変化で，毎日午前 9時のレーダー

観測から求めたレーダ一局を 1*1心とする半経 30浬の海面中に占める流氷の面積比(見)である。

図仁11の矢1=11は測定を行なった日で，流氷の最盛JWでしかももっとも安定した時期で、あったこと

がわかる。

第 1図 紋別i¥j大山レーダーによる紋別1'1'の街氷野

(11百和153:::T三2月23日 10JI-'f)η 出 1出:11 の公示 I j: ì~l
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第 2図 大JIJレー〆ーによるl!7:i和 53年冬の流氷主主の lヨ変化
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流氷野の任意方向の反射電力をiWJ定するために， レーダー受信器の対数増幅器の出力を

レーダ一信号解析慌に導入して，距離による反射電力強度を求めたハなお，測定は流氷域を方

位角 5度毎に行ない，同一氷野について約 30方向

の社[IJ定を行なったn

使用したyjfE7](レーダーは，波長 5.4cm、送抗

出力 40kW，空lド線ビーム幅水平 10，垂直 3。であ

り空中線は海抜 300m である。

第 3図(A)は，得られた測定値のー例で，第1

1玄Iの 1050
方向，30深までの反射電力の変化であ

る。 ここではレーダーの 16繰返し周期の間，送

信パルスごとに A/D変換した{行号のいわゆるス

イープ相闘をおこなった結果であるの これは，

q寺定の距1割tからの送信周期ごとの反射信号の電圧

X"をレーダーの繰り返しJgiJJtJJステップ数nによっ

第 3図 (A) 第 11調 1050 7'j向，30mまでの 16スイープ

1rI1対処理後の屯力分イli

(B) (A) の依号の ñíílこ j\~J戎フィノレターを通 L た

場合の百jJ分布
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て指数関数的な重み付平均処理をする α フィルターに通したもので，出力電圧 b は

Yn = αxn+(lー α)Yn-l (5 ) 

となる3にこの結果， 16繰り返しスイープ相闘を行なった第 3図(A)における各距離の信号で

は， 20Hz以上の変動が遮断されている。

A/D変換は分解能が 8ビット，測定間隔が 0.7μ 秒で，距離方向に 105mごとに測定した

ことになる。第 3図(A)は距離による減衰を示しているが，点のばらつきが大きい。これは空

中線を回転させているために，ある送信パルスと次の送信パルスでは，同一目標に対して，目

標面積内に含まれる状態が変化するためと思われるが，このままでは距離による信号の減衰を

求めることはむずかしい。

第 3図(B)は， A/D変換した直後に時定数 6.4μ 秒の低域フィルターを通したのちに第 (5)

式で示した重み付平均処理を行なったものである。 なお 16繰り返し周期の相関による Aスコ

ープは， レーダー空中線が回転した角度にすると1.15
0
にあたり，空中線の水平ビーム幅 1。に

近い。

第4図は，このような方法で、得た 6日間の測定結果である。ここでは明らかに氷湖などに

よって反射電力が急激に変動しているものはのぞいてある。図中の曲線の重復している部分が

距離による減表を示している。ここでは均一氷野からの実測値から距離減衰数を求めることを

試みる。いま反射電力を

Pr = Ax合 (6 ) 

で表わされるとする。

第4図にある各測定日ごとの距離に対する実測の平均値から， 最小自乗法によって Nお

よびAを求めた。ただし8浬未満の距離では，レーダー空中線の垂直指向性が 3度にすぎない

ので近距離による信号の低下がおこっている

ので， 8浬から 30浬の実測値を使用したの第

1表にこの結果を示す。

すなわち反射電力は， 8 i里から 30浬の範

囲内ではおおよそ R-6.3 ~R-6.8 で減衰してい

ることが判かったのレーダ一方程式によると

近距離ではR叫遠距離では R一7で減衰する

ことになる。

第 1表第(6)式の Nおよび Aの値

測定日時 N A 

2月 23日 10H寺

2月 24日 IOR与

2月 25日 14時

3月 6日 16時

3月 8日 101時

3月 9日 14時
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また， 石田・小野によると 1)， 屈折点は

20浬付近にあると述べている。 しかしこの測定では 8-30浬の範囲には朋折点は認、められな

カミっ 7こ。

111. あとがき

流氷観測レーダーによる流氷からの反射電力は，流氷面に照射される電波の接地角が小さ

く干渉領域となっている。さらに流氷面のあらさや複素誘電率および気象の影響による伝播路

の変動など複雑な要因がある。このため反射電力の距離による減表を理論的に求めることは現
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段階では極めて難かしいのそこで均一な密流水野からの反射電力を多数測定した。

その結果，定量測定の可能な 8浬から 30浬までの間では，反射電力はおおよそ R-6.5で減

衰していることがわかったの

この結果は更に氷状の異なる氷野についても確めてみる予定であるれ

これ等の結果は，今後レーダー情報の画像処理またはレーダー装置に距離補正を導入する

際には不可欠で・あると思われる n

測定に際し終始御協力及び助言をいただいた流氷研究施設の石川正雄，福士博樹両氏，ま

た論文を書くにあたって数々の有益な御指導をいただいた青田昌秋助教授に併せて感謝の意を

表します。
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Summary 

Reduction in intensity of reflected power of radar waves from sea ice was investigated 

as the first step for the introduction of a range correction to the sea ice radar. 

The usual radar equation for the variation of reflected radar power with distance shows 

that a fall-o任 isprorortional to R→in a close distance and that in a long distance， the con-

sidering inteference of waves reflected from the flat earth it becomes proportional to R -7. 

However， in the case of an actual ice五eld，because both the shape of its surface and it elec-

tromagnetic properties are v巴rycomplicated， there is a doubt about whether the usual equation 

can be applied or not. 

It is necessary to check the equation by an actual measurement of reflected power. In 

the period when the ice fleld looked fairly stable and (23 -25 Feb.， 6 -9 Mar.， 1978) the precise 

measurements were carried out of reflected power for every五vedegrees of the antenna rotation 

up to 55 km of a distance. 

The power obtained for every 105 m in distance was digitized into 8 bits and五lteredby 

a low pass filter of 6.4μsec. time constant. Then， the weighted mean was calculated by 

equation (5) (Fig. 3 (b)). 

Each picture in Fig. 4 is the product of superimposion of data of every direction. The 

radar equation can be written as equation (6)， in which the coe伍cientwas estimated as shown 

in Table 1 from the curves of Fig. 4. The fall-off coefficient for a distance longer than 8 

nautical miles was -6.3 --6.8. An average reduction on the distance of a radar signal for 

sea ice was estimated as R-6.!. 


