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MPL115Aを使用する、最新の高度計と気圧計システム
ジョンB.ヤング：によって

はじめに

携帯用電子機器は、低消費電力で小型のフォームファクタを要求される携帯用や卓上用の電子機器に、セ
ンサーを組み込み始めています。

主要な市場は、携帯電話、携帯型の電子機器および卓上用の分野です。

圧力センサーは、環境を分析する手段として、気圧を測定するために小型のフォームファクタで利用されてい
ます。

これは、天候測定のための携帯機器、あるいは作動圧力に依存している電子制御システムで起こっていま
す。

MPL115Aは、低価格、低消費電力、小さな専有面積の必要条件を満たしている、デジタル出力の絶対圧セ
ンサーです。

これは、SPIとI2C、両方のデジタル・バリエーションで入手可能です。

MPL115Aのユニークな点は、その補償圧力がホスト・マイクロ・コントローラを介して達成されることです。

MPL115Aは、内蔵ROMに補正係数を格納します。

ホスト・マイクロ・コントローラは、正確な補償圧力を計算するために、未加工の圧力と温度の値と共に、これ
らの係数にアクセスできます。

-20℃から85℃までの範囲にわたり、それは±10hPaの精度を持っています。

5×3×1.2mmのそのフォームファクタを持つこの部品は、HDD、GPSユニット、携帯型測候所、および基本的
な高度測定のための小型部品を必要とするお客様に適しています。

さらに、有効な操作（1秒間に1回の読み取り）中の5μA台、またはシャット・ダウン（スリープ）モード中の1μA
の低い消費電力は、バッテリーまたは電源を意識した設計に、この部品を方向づけます。

補償されたデジタル出力で、圧力センサーの実装は、温度変化を特徴づけるオフセット・シフトのための自動
0調整を行う必要がなくなります。

アプリケーションの実装は非常に高速で、圧力と温度に関する出力を歪めない少ない要因は、顧客側の選
択です。

これは、工場で圧力と温度変化のために調整されているデジタルセンサーの利点です。

携帯型測候所、または基本的な高度測定のために、それは単に圧力から高さへの変換です。（温度変化で
オフセット値の変更に対処せずに、時間とともに圧力が変化する）

これは、顧客が主としてアルゴリズムおよびデータ分析に取り組むことを可能にします。

高度測定

高度計は、絶対圧センサーを利用しています。

絶対圧センサーは、既知の圧力（通常は真空）を基準にして、周囲の気圧の偏差を測定します。

これは、絶対圧力の結果を得るために、真空の海面での気圧（1013hPa）と比較することができます。

異なる標高の気圧（周囲）の圧力は、その絶対圧力の結果のために、再び真空と比較することができます。

両方の測定値が同じ基準に対して得られたので、それらは互いに比較することができます。

気圧は、高度との直線関係がありません。

高度が増加すると、圧力は低下します。

共通の参照点を表1に示します。
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表1．

場 所 高 度 （m） 高 度（フィート） 気 圧 （hPa）

海水面 0 0 1013

死海（地球上で最も低い水面） -396 -1,300 1060

エベレストの頂上 10,058 +33,000 330

高度（フィート）

高 度
（フィート）

図1． 気圧（hPa） 対 高度（フィート）

低い標高で、地表上の平方メートルは、より高い高度でよりそれより上のより大きな重量を持っています。

これは、その上に乗る水蒸気と空気の質量によるものです。

地面から宇宙まで積み重ねられた、空気と水蒸気の立方体を想像してください。

低い高度では、より多くの立方質量が上にあり、一方で高い高度では、それの上に積み重ねられたこれらの
あまりを持っている。

空気と水蒸気は、海水面でより多く圧縮し、空気は高い高度よりもはるかに高密度です。

密度は高度で均一ではなく、したがって圧力はどちらでもありません。

高度の非直線的な関係の理由は、空気が無限の圧縮性を持っているということです。

重量がその上に置かれると、それはもっと不釣合に圧縮します。

したがって、圧力 対 高度のグラフを、図1に示します。

表2において、高度測量の計算に使用される簡略化された数学的な方程式：

-h p0
7990m ph

ph = p0・e h = 18400m・log

p0 = 1013hPaと仮定すると

ph = 高さh(m)での圧力(hPa)

p0 = 海水面または1013hPaの初期圧力点。
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表2．圧力 対 高度

圧力 ADC 高度 高度 圧力 ADC 高度 高度
(hPa) カウント (m) (ft) (hPa) カウント (m) (ft)

500 0 5642.17 18511.06 840 535 1496.47 4909.68

510 15 5483.92 17991.86 850 550 1401.91 4599.44

520 31 5328.75 17482.78 860 566 1308.44 4292.78

530 47 5176.54 16983.4 870 582 1216.06 3989.7

540 62 5027.17 16493.34 880 598 1124.73 3690.06

550 78 4880.54 16012.27 890 613 1034.44 3393.83

560 94 4736.55 15539.86 900 629 945.15 3100.89

570 110 4595.12 15075.85 910 645 856.85 2811.19

580 125 4456.14 14619.88 920 661 769.52 2524.67

590 141 4319.54 14171.72 930 676 683.13 2241.24

600 157 4185.23 13731.07 940 692 597.66 1960.83

610 173 4053.14 13297.7 950 708 513.1 1683.4

620 188 3923.21 12871.42 960 723 429.42 1408.86

630 204 3795.35 12451.94 970 739 346.61 1137.17

640 220 3669.5 12039.04 980 755 264.65 868.27

650 236 3545.61 11632.58 990 771 183.53 602.13

660 251 3423.61 11232.32 1000 786 103.21 338.62

670 267 3303.44 10838.06 1010 802 23.7 77.76

680 283 3185.05 10449.64 1020 818 -55.03 -180.54

690 299 3068.39 10066.9 1030 834 -132.99 -436.32

700 314 2953.41 9689.67 1040 849 -210.2 -689.63

710 330 2840.06 9317.78 1050 865 -286.67 -940.52

720 346 2728.3 8951.12 1060 881 -362.41 -1189.01

730 361 2618.07 8589.47 1070 897 -437.45 -1435.2

740 377 2509.35 8232.78 1080 912 -511.78 -1679.07

750 393 2402.09 7880.87 1090 928 -585.43 -1920.7

760 409 2296.24 7533.6 1100 944 -658.41 -2160.14

770 424 2191.78 7190.88 1110 960 -730.73 -2397.41

780 440 2088.67 6852.59 1120 975 -802.4 -2632.55

790 456 1986.88 6518.64 1130 991 -873.43 -2865.58

800 472 1886.36 6188.85 1140 1007 -943.84 -3096.59

810 487 1787.09 5863.16 1150 1022 -1013.63 -3325.56

820 503 1689.04 5541.47

830 519 1592.18 5223.69
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表3．その高度の世界的な圧力および温度

高度 高度 圧力 気圧 平均温度
(m) (ft) (mmHg) (hPa) (℃)

0 0 706 941.3 15

305 1000 732.9 977 13

610 2000 706.6 942 11

914 3000 681.1 908.1 9.1

1220 4000 656.3 875 7.1

2133 7000 586.4 781.8 1.1

2743 9000 543.2 724.2 -2.8

3353 11000 502.6 670.1 -6.8

4572 15000 428.8 571.7 -14.7

6096 20000 349.9 466.5 -24.6

注：大規模な範囲の測定では、MPL115Aセンサーの温度補償が劇的な役割に入るとともに、
温度変化は重要になります。

高度は、500～1150hPaの範囲で圧力と線形になることはないとされていますが、それは非常に小さい区間に
対して線形であると仮定することができます。

すなわち、指定された位置から、より高いまたはより低い高さの10mまで、圧力を線形と仮定することができ
ます。

また、より高いものより低い高度で、ADCカウントの圧力がより良い解像度であることに気づいてください。

例えば、500hPa 対 1010hPa（海水面）の圧力 ： 500hPa = 5642.17m ； 510hPa = 5483.92m。

違いは、圧力が10hPa変化に対しての158.25mです。

1010hPaで、高度は23.7mです。

1020hPaは、-55.03m（海面下）です。

これは、圧力が10hPa変化に対しての78.73mです。

ADCカウントがおよそ15～16カウントで、高い高度10.55m/カウント(500～510hPa)よりも海水面(1010～1020h
Pa)に対して、個々のhPaで5.24m/カウントの良好な解像度を示します。

それがADCカウントの最大量によって小さな距離を測定すると、海水面および以下ではADCカウントの関係
に最も良い高度が得られます。

これは、空気がこの範囲で最も密であるからです。

また、最も人口の多い地域が、500hPaのエリアではなく、海水面と810hPaの間にあるので、その部分をより
有用にします。

参照テーブルは、都市とその高度のための付録に含まれています。 （最終ページ）
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概 要

ホスト・マイクロ・コントローラは、温度の変動に対して補償圧力を決定するために主要な計算を行います。

MPL115Aは、Pcomp（補償圧力）を決定する二次補正アルゴリズムによって使用される係数を含んでいます。

係数は、それらが格納されるメモリーアドレスの位置で、I2CまたはSPIを介してホスト・マイクロ・コントローラ
に読み込まれます。

ホスト・マイクロ・コントローラは、さらに直接MPL115Aから未加工の圧力と温度データを読み込みます。

係数、未加工の温度と圧力の組み合わせで、補償アルゴリズムがPcompを計算するために使用されます。

値は、それぞれ50～115kPaを表す、10ビットの数0～1023です。 （PcompはkPaの単位です）

注： 単純な計算は(圧力範囲)/(ADCカウント)を導き、65kPa/1023またはADCカウント当たり0.064kPaの
解像度につながでしょう。

しかし、これはコードを省略するので、必ずしも真実ではありません。

データシートには、より正確な0.15kPaの解像度の仕様があります。

これは、それぞれの2.36ADCカウントが、0.15kPaの圧力変化を表わすということです。

我々は、-40℃～105℃に渡って10hPaの精度を保証しています。

我々は、これよりも良い結果を得ていますが、それが保証されるのは保守的なデータシートの仕様です。

海水面での1.5hPa変化は、11.8mに対して1.5hPaの圧力差と同等です。

これは、2.36以上のADCカウントされるので、このレベルでの5mあたりのADCカウントに可能な方へ"近づけ
る"ことができます。

それは、5m間隔より正確に11.8m間隔を測定します。

これは、すべての高度で同じではないことに注意してください。

より高い高度では、性能を低下させるだろうが、計算することができます。

圧 力 変 化 高度変化 ADCの変化 (メートル/カウント)
(m) (カウント)

500hPa ～ 498.5hPa -24 2.36 10

700hPa ～ 698.5hPa -17.1 2.36 7.2

900hPa ～ 898.5hPa -13.3 2.36 5.6

1010hPa ～ 1011.5hPa 11.9 2.36 5

MPL115Aには、1.5hPaの解像度の仕様があります。

現在の気圧をオンラインで探すとしても、正確な圧力が見つからないかもしれません。

ほとんどの空港や都市では、気象条件のために現在の気圧表示を持っています。

天候パターンを決定するために、現在の気圧状況は、しばしば海水面で正規化されています。

これは、測定値から高度の変動を取り除きます。

したがって、天候が晴れの場合、それは1013hPaと表示される場合がありますが、実際にそれは920hPaの可
能性があります。

どうぞ、現地の高度をhPaで調べる際に、これを考慮して従ってください。
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天 気

MPL115Aは、天候パターンを推定するために気圧を測定し、予報に使用することができる確かなデバイスで
す。

天気予報は、完全な天候パターンを分析するために、2～3時間とセンサーのための静的な場所が必要で
す。

一般的に、天候による圧力変化は遅く、圧力変化の傾斜を決定するために、数時間を要します。

垂直方向の動きや著しい空気の流れは、気圧だけで天候パターンの結果を与える妨げになる可能性があり
ます。

センサーは、あらゆる強い空気の流れから相対的に保護された場所に保持し、分析の間はその静的な場所
を維持する必要があります。

取り分け温度が変化する測定が数時間にわたる場合、温度の影響は標準圧力センサーの結果を変えてしま
います。

較正と温度補償の性質のため、MPL115Aは、0～85℃の動作範囲にわたって温度の変動を補償し、これらの
要件を満たします。

それは、温度上のオフセットあるいは期間の変動のために、自動ゼロ調整を必要としません。

どのように、圧力が天候と共に増減するか。

天候パターンを予測するために、MPL115Aは、その圧力範囲と解像度を持つよく適したデバイスです。

気圧の変化は、天候の変化に直接相関させることができます。

低気圧は一般的に、天候悪化の前兆と見なされます

高気圧が強まると、回復または晴れと解釈することができます。

一般的な推理は、分子量の比較で見ることができます。

空気がおよそ21%の酸素O2(g)、78%の窒素N2(g)である場合、酸素O2(g)は32の分子量を持ち、窒素N2(g)は2
8の質量を持っています。

水H2O(g)は、18の分子量を持っています。

従って、もし現在の空気に大量の水蒸気があるならば、この空気はそれ自体で、わずかに通常の乾燥した空
気よりも軽くなります。

それは、高または低気圧がどのように天候パターンにつながるかを説明する、興味深い事実です。

もし、悪天候で水蒸気雲の発達がエリアの中で発生した場合、気圧計の圧力は低下しています。

水H2Oが、地球上のその地点を超えて質量を減少させると、蒸気は気圧計の圧力を下げます。

高気圧は、空気が乾燥するにつれて、水蒸気が無くなる合図となるでしょう。

もう一つの難題は、毎時150マイルの強い風を伴う猛烈なハリケーン/サイクロンの時の天候が、低気圧と確
定される方法です？

これは、ハリケーンが高気圧に囲まれた低気圧の状況であるという事実によるものです。

より高い気圧から低気圧への空気の急襲は、速い動きの風が作られます。

低気圧の中央では、高と低のエリア間で、圧力の差がより大きい。

これは、より強いサイクロンやハリケーンにつながります。

一部の地域では、天候パターンを予測するのが難しい。

結露や霧が日常茶飯事な、山岳地帯のふもとにある都市が一例です。

高く寒い山が低く暖かい海と接するハワイのような地域は、結果の予測を難しくします。

センサーのネットワークは、より正確な傾向を与えることができますが、静的な場所で単一のセンサーのため
に、シンプルな独立型の測候所を持つ、いくつかの方法があります。
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地域の測候所

測候所を実現する場合には、地域の予報と結果を照合するのが最善です。

地域の気圧を調査するとき、近くの空港での気圧のように、天候が高度で正規化されることを覚えておいてく
ださい。

正規化は地域の気圧を取得し、海面高度を反映するように偏移します。

海水面は1013hPaです。そして地図上の様々な点を正規化することによって、気象学者は地域上の天候パタ
ーンを見ることができます。

正規化することなく、収集点によって報告された圧力に対する高度の影響は、役に立たないデータをもたらし
ます。

山のデータ点は、高度によって圧力が影響を受けて、それが谷に至ると圧力の点はより高くなり、正規化の
ない天候に対して効果がないでしょう。

空港は、気圧を照合する代表的な報告観測点です

いくつかは、ウェブの検索時に、正規化の圧力だけを表示します。

これは、どの空港に着陸するパイロットでも、気圧を知ることにより気象状況を推測できるようになっていま
す。

空港が浜辺または山岳地帯に位置している場合、この値の正規化は、高度による気圧の変動を取り除きま
す。

気象パターンを地図にできるように、それは圧力を正規化します。

実例：

600mの高さにある空港は、我々の圧力のための高度方程式に従って、939.7hPaの圧力を持つ
でしょう。

おおむね晴れて日が照る天気ならば、それはおそらく気象状況のために、1013hPaの公表された
圧力があるでしょう。

これは高気圧の気象体系なので、それは広範囲に晴れた空ではないかもしれません。

それは、極端な低または高気圧のどちらも安定した圧力になるでしょう。

MPL115Aの値が、地元の天気予報気圧と一致するかどうかを確かめようとする場合、この情報を識別するこ
とを忘れないでください。

時々、値の相違が正規化により生じます。



- 8/14 -

天気のためのアルゴリズム

１．簡単な手法

天気は、気圧センサーを使用してどのように予測されているか？

圧力の増加または減少を見る、簡単な手法があります。

単純に増加は、時間とともに「晴れ」または「快晴」に近づく傾向です。

圧力の降下は、「曇り」または「雨」の日に悪化する前兆です

これは、多くの簡易測候所の回答で、一般的に気圧の上昇または下降として見ることができます。

それは、ユーザーが判断するための増加/減少の勾配と解釈することができますが、時間間隔が広範囲に
わたる天候の予測のためには用いられません。

ユーザーは、天気の傾向を予測するために、12時間の時間枠で結果を見ることができます。

この表は、一般的に使用されます：

分 析 出 力

+2.5 hPa < dP 太陽 マーク

-2.5 hPa < dP < 2.5 hPa 太陽／雲 マーク

dP < -2.5 hPa 雨 マーク

簡単な手法で天候を計算する、より直接的かつ迅速な別の手法は、現在の高度を知ることです。

これは、「傾向」を見守る必要を減らします。

以下の方程式を使うことによって：

-h
7990m

ph = p0・e

「p0」は1013hPa。また「h」は現在の高度です。現地気圧の圧力を計算することができます。

これは、現在の高度位置で、良い晴天の時の圧力です。

圧力方程式を使用して、現在位置（静的な測候所のためにもっとも良い）のために正規化された良い天気の
圧力を知っていることによって、天候の違いを推定することができます。

天気マークの表のように、理想的な圧力がMPL115Aからの値と比較され、太陽／雲／雨から適切なマーク
が選ばれます。

下方の簡単なCコードで、「DEMOAPEXSENSOR」デモ・キットによって、どの天気マークをLCD画面に表示す
るべきかを計算します。

・CurrentAltitude - その現在の静的な位置について、ユーザーがシステムに入れるメートルでの
高度(m)。

・Pweather - 現在の高度の圧力(hPa)。

それは、メートルで「CurrentAltitude」に入力し、指数関数の式に高さ(m)に対する圧力(hPa)
を使用して計算されます。

これは、安定して比較的晴れた日の、現在位置のため理想的な圧力です。

・decPcomp - MPL115Aからの補償された圧力値(hPa)。
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簡単な測候所のコード

///////////////////////
//簡単な測候所
///////////////////////

Pweather = (1013 * exp(((float)(CurrentAltitude))/(-7990)));

Simpleweatherdiff = decPcomp-Pweather;
if (Simpleweatherdiff >2.5)

Simpleweatherstatus = 0; //Sun Symbol //太陽マーク
if ((Simpleweatherdiff <=2.5) || (Simpleweatherdiff >=(-2.5)))

Simpleweatherstatus = 1; //Sun/Cloud Symbol //太陽／雲マーク
if (Simpleweatherdiff <(-2.5))

Simpleweatherstatus = 2; //Rain Symbol //雨マーク

LCD画面に出力を表示するコード

if (Simpleweatherstatus == 0){
sprintf(LCDArray, "Sun Symbol");
LCD_WR (LCDArray,LR3+0);
}

if (Simpleweatherstatus == 1){
sprintf(LCDArray, "Sun/Cloud Symbol");
LCD_WR (LCDArray,LR3+0);
}

if (Simpleweatherstatus == 2){
sprintf(LCDArray, "Rain Symbol");
LCD_WR (LCDArray,LR3+0);
}

いくつかのデータを見てみましょう：

decPcomp (hPa) PWeather (hPa) Simpleweatherdiff Weather Type
(MPL115Aの圧力) (理想的な天候) (hPa) 天気の種類

966 968.5 -2.5 太陽／雲

964 968.5 -4.5 雨

974 968.5 5.5 太陽

969.2 968.5 0.7 太陽／雲

例えば： テンペ（地名）の高度は、AZ = 359 m、従って PWeather = 1013 x e-359/7990m = 968.5 hPa
時間をかけた圧力の観察は、12時間以上で同様の結果が得られます。

このケースで、長時間にわたって起こる圧力の変化は、天候パターンを把握するための簡単な方法には十
分でしょう。

これは、おおよその位置/高度をユーザーが入力する必要性を無くします。

天候のアルゴリズムは、初期設定と比較して傾向が目に見える12時間の間隔の終わりに、より正確になりま
す。

高度を知ることは、また、簡単な天気を予測するために、動的に変わる場所にとって役立ちます。

例えば、GPSユニットを考えてみましょう：

GPSユニットは、おおよその高度測量を提供することができます。

MPL115A圧力センサーとGPSの高度から計算された圧力との差を計測することは、その動的に変化する地
点で天候パターンの目安を迅速に与えます。

天気の目安は、上記のようなマークの様式で推定することができます。
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２．気象観測所の高度なバージョン

より複雑な手法は、P/tを測定し、勾配が時間とともにどのように変化しているかを調べることです。

「１．簡単な手法」のように、これは測定の間、静的な位置に保持する必要があります。

本質的に時間が進むにつれて、天候は基本的な記号の「１．簡単な手法」よりも、正確な類別に分けることが
できます。

これは、圧力変化のパターンを見るために、まる12時間待つよりも少ない時間で済みます。

表4に、天候パターンの確定に至る、時間とともに導かれる圧力変化の範囲が示されています。

それは1時間当たりの圧力の変化です。

圧力が移行しているかを推測するために、2～3時間が必要です。

表4．高度な天候測定

分 析 出 力

2.5 hPa/h < dP/dt 急速に上昇する高気圧系（安定していない）

0.5 hPa/h < dP/dt < 2.5 hPa/h ゆっくり上昇する高気圧系（安定した良い天気）

-0.5 hPa/h < dP/dt < 0.5 hPa/h 安定した天候

-2.5 hPa/h < dP/dt < -0.5 hPa/h ゆっくり下降する低気圧系（安定した雨の天気）

dP/dt < -2.5 hPa/h 急速に下降する低気圧系（雷雨、安定していない）

提供されるソースコードにおいて、圧力はデータの配列へ、3時間（180分間）の1分ごとにサンプリングされま
す。

最初の5分間は、最初の30分の点の近くで、5分間続けて平均化されます。

連続した30分の記録は、5分間の平均値になるデータ・ポイントを保存しておきます。

これは、30分毎の圧力を表して、180分間で7つの平均結果をもたらします。

ひとまず、データ・ポイントが収集されると、パターンが推測されます。

フローチャートは、天候パターンを推測する際に使われる方法を提供します。

最初の開始点は、すべての30分のデータポイントが比較され、そこからの参照です。

圧力が低下すると、値が比較されて1時間当たりの圧力の変化が30分ごとに比較されるように分割されま
す。

基本的な3時間運転のための、計算によるデータ例

データ解析

時間 現在の （現在の値 1時間のdP/dt 乗数値 示された
（分） 平均値 - 初期値） が返す乗数 (650hPa/1023counts) = 天候パターン

（カウント） 1時間のdP/dt

0 740 0 0 0 早すぎる
（初期値） もう少し待って

30 739.6 -0.2 x2 = -0.4 -0.4 x 0.635 = -0.254 安定した天気

60 739 -1 ÷ = -1 -1 x 0.635 = -0.635

90 738 -2 ÷1.5 = -1.33 -1.33 x 0.635 = -0.844 長期的な低気圧

120 737 -3 ÷2 = -1.5 -1.5 x 0.635 = -0.953 雨／曇り

150 736 -4 ÷2.5 = -1.6 -1.6 x 0.635 = -1.016

180 736.4 -3.6 ÷3 = -1.2 -1.2 x 0.635 = -0.762

初期値は、2時間または120分（737カウント）の値でリセットされるでしょう。そしてサイクルは再び繰り返され
ます。
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高度な気象観測のためのアルゴリズム・コード

if (!Tmr2ms8b_weather)

{

//Minutes: 経過した分数。

//dP_dt[]: 現在の補償圧力siPcompを格納する配列。現在の天候は1分,180分または3時間ごとに新しい値を格納します。

//もし3時間以上格納されている場合は、配列のセル[0]に格納することにさかのぼります。

//weather_cntr: 天気dP_dt[]配列のためのカウンター変数。

Minutes = Minutes +1;

PTGD_PTGD3 ^= 1; //D1 RED LED

if (weather_cntr > 180) //カウンターが180を超えたか?

weather_cntr =6; //カウンターを6にする。

WeatherPressArray[weather_cntr] =siPcomp; //圧力配列(カウンター)に、siPcompを格納する。

weather_cntr = weather_cntr++; //カウンターを+1する。

if (weather_cntr ==5){ //5分経過したか?

//最初の5分間の平均圧力。（0～5分の値を平均する）処理開始の、最初に1回だけ処理する。

Pressure_1st_5min = ((WeatherPressArray[1]+WeatherPressArray[2]+WeatherPressArray[3]+WeatherPressArray[4]+WeatherPressArray[5])/5);

}

if (weather_cntr ==35){ //35分経過したか?

//30分間の平均圧力。（0～5分の値を平均する）

Pressure_2nd_30min = ((WeatherPressArray[30]+WeatherPressArray[31]+WeatherPressArray[32]+WeatherPressArray[33]+WeatherPressArray[34])/5);

Weather_change = (Pressure_2nd_30min - Pressure_1st_5min); //30分からの5分間と、最初の5分間の差を求める。

if(pressure_second_round_flag ==0) //初めての、初期3時間。

dP_dt = ((650/1023.0)*2*Weather_change); //これが30分向けであることに注意してください。

if(pressure_second_round_flag ==1) //more than inital 3 hour. //初期の3時間以降。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/1.5); //これは0値からの時間差なので、1.5で割ります。

}

if (weather_cntr ==60){ //60分経過したか?

//時間の終了時の平均圧力。（0～5分の値を平均する）

Pressure_3rd_55min = ((WeatherPressArray[55]+WeatherPressArray[56]+WeatherPressArray[57]+WeatherPressArray[58]+WeatherPressArray[59])/5);

Weather_change = (Pressure_3rd_55min - Pressure_1st_5min); //55分からの5分間と、最初の5分間の差を求める。

if(pressure_second_round_flag ==0) //初めての、初期3時間。

dP_dt = ((650/1023.0)*Weather_change); //これが60分向けであることに注意してください。

if(pressure_second_round_flag ==1) //初期の3時間以降。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/2); //これは0値からの時間差なので、2で割ります。

}

if (weather_cntr ==95){ //95分経過したか?

//時間の終了時の平均圧力。（0～5分の値を平均する）

Pressure_4th_90min = ((WeatherPressArray[90]+WeatherPressArray[91]+WeatherPressArray[92]+WeatherPressArray[93]+WeatherPressArray[94])/5);

Weather_change = (Pressure_4th_90min - Pressure_1st_5min); //90分からの5分間と、最初の5分間の差を求める。

if(pressure_second_round_flag ==0) //初めての、初期3時間。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/1.5); //これが90分向けであることに注意してください。

if(pressure_second_round_flag ==1) //初期の3時間以降。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/2.5); //これは0値からの時間差なので、2.5で割ります。

}

if (weather_cntr ==120){ //120分経過したか?

//時間の終了時の平均圧力。（0～5分の値を平均する）

Pressure_5th_115min = ((WeatherPressArray[115]+WeatherPressArray[116]+WeatherPressArray[117]+WeatherPressArray[118]+WeatherPressArray[119])/5);

Weather_change = (Pressure_5th_115min - Pressure_1st_5min); //115分からの5分間と、最初の5分間の差を求める。

if(pressure_second_round_flag ==0) //初めての、初期3時間。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/2); //これが120分向けであることに注意してください。

if(pressure_second_round_flag ==1) //初期の3時間以降。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/3); //これは0値からの時間差なので、3で割ります。

}

if (weather_cntr ==155){ //155分経過したか?

//時間の終了時の平均圧力。（0～5分の値を平均する）

Pressure_6th_150min = ((WeatherPressArray[150]+WeatherPressArray[151]+WeatherPressArray[152]+WeatherPressArray[153]+WeatherPressArray[154])/5);

Weather_change = (Pressure_6th_150min - Pressure_1st_5min); //150分からの5分間と、最初の5分間の差を求める。

if(pressure_second_round_flag ==0) //初めての、初期3時間。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/2.5); //これが150分向けであることに注意してください。

if(pressure_second_round_flag ==1) //初期の3時間以降。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/3.5); //これは0値からの時間差なので、3.5で割ります。

}

if (weather_cntr ==180){ //180分経過したか?

//時間の終了時の平均圧力。（0～5分の値を平均する）
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Pressure_7th_180min = ((WeatherPressArray[175]+WeatherPressArray[176]+WeatherPressArray[177]+WeatherPressArray[178]+WeatherPressArray[179])/5);

Weather_change = (Pressure_7th_180min - Pressure_1st_5min); //180分からの5分間と、最初の5分間の差を求める。

if(pressure_second_round_flag ==0) //初めての、初期3時間。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/3); //これが180分向けであることに注意してください。

if(pressure_second_round_flag ==1) //初期の3時間以降。

dP_dt = (((650/1023.0)*Weather_change)/4); //これは0値からの時間差なので、4で割ります。

Pressure_1st_5min = Pressure_6th_150min; //0からの圧力は、過去3時間に採取した2時間の圧力と同等と見なします。

pressure_second_round_flag =1; //これは記録が3時間経過したことをあなたに知らせるためにフラグを立てます。

//メインループ以外で、0に初期化されます。

}

if ((dP_dt > (-0.5)) && (dP_dt <0.5))

weatherstatus = 0; //安定した天気。

if ((dP_dt >0.5) && (dP_dt <2.5))

weatherstatus = 1; //ゆっくり上昇する高気圧の安定した良い天気。

if ((dP_dt > (-2.5)) && (dP_dt <(-0.5)))

weatherstatus = 2; //ゆっくり下降する低気圧系。（安定した雨の天気）

if (dP_dt > 2.5)

weatherstatus = 3; //急速に上昇する高気圧。（安定していない天気）

if (dP_dt < (-2.5))

weatherstatus = 4; //急速に下降する低気圧。（雷雨、安定していない）

//if ((weather_cntr <35) && (weatherfirstpass ==1))

if ((weather_cntr <35) && (pressure_second_round_flag !=1)) //もし時間が初期の3時間で、35分未満であるならば。

weatherstatus =5; //不明、より多くの時間が必要でした。

Tmr2ms8b_weather = 29500; //毎分のサンプリング

}

LCD画面に出力を表示するコード

//高度なDP/Dtセクション

if (weatherstatus == 0){

sprintf(LCDArray, "Stable Weather Patt ");

LCD_WR (LCDArray,LR3+0);

sprintf(LCDArray, " ");

LCD_WR (LCDArray,LR1+8);

}

if (weatherstatus == 1){

sprintf(LCDArray, "Slowly rising Good Weather");

LCD_WR (LCDArray,LR3+0);

sprintf(LCDArray, "Clear/Sunny ");

LCD_WR (LCDArray,LR1+8);

}

if (weatherstatus == 2){

sprintf(LCDArray, "Slowly falling L-Pressure ");

LCD_WR (LCDArray,LR3+0);

sprintf(LCDArray, "Cloudy/Rain ");

LCD_WR (LCDArray,LR1+8);

}

if (weatherstatus == 3){

sprintf(LCDArray, "Quickly rising H-Press");

LCD_WR (LCDArray,LR3+0);

sprintf(LCDArray, "Not Stable");

LCD_WR (LCDArray,LR1+8);

}

if (weatherstatus == 4){

sprintf(LCDArray, "Quickly falling L-Press");

LCD_WR (LCDArray,LR3+0);

sprintf(LCDArray, "Thunderstorm");

LCD_WR (LCDArray,LR1+8);

}

if (weatherstatus == 5){

sprintf(LCDArray, "Unknown (More Time) ");

LCD_WR (LCDArray,LR3+0);

sprintf(LCDArray, " ");

LCD_WR (LCDArray,LR1+8);

}
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180の圧力値（3時間）を保管する配列を作成します

１回目の圧力平均 初めての3時間：

（配列に5つの平均結果が入る) 天候パターンを決定するには早すぎる

@t = 0分

2回目以降の3時間：

１回目の圧力は、150分前のデータポイント

２回目の圧力平均 からです。

（配列に5つの平均結果が入る) データは上書きされません

@t = 30分 最初の比較は２回目の平均で、t = 30分。

初めての3時間：

１回目と２回目の平均を比較する 0から30分までの天候の変化を決定する

（1時間の変化を2倍する）

３回目の圧力平均 2回目以降の3時間：

（配列に5つの平均結果が入る) 0から30分までの天候の変化を決定する

@t = 60分 （1.5時間の変化のために1.5で割る）

初めての3時間：

１回目と３回目の平均を比較する 0から60分までの天候の変化を決定する

（1時間の変化のために1で割る）

４回目の圧力平均 2回目以降の3時間：

（配列に5つの平均結果が入る) 0から60分までの天候の変化を決定する

@t = 90分 （2時間の変化のために2で割る）

初めての3時間：

１回目と４回目の平均を比較する 0から90分までの天候の変化を決定する

（1.5時間の変化のために1.5で割る）

５回目の圧力平均 2回目以降の3時間：

（配列に5つの平均結果が入る) 0から90分までの天候の変化を決定する

@t = 120分 （2.5時間の変化のために2.5で割る）

初めての3時間：

１回目と５回目の平均を比較する 0から120分までの天候の変化を決定する

（2時間の変化のために2で割る）

６回目の圧力平均 2回目以降の3時間：

（配列に5つの平均結果が入る) 0から120分までの天候の変化を決定する

@t = 150分 （3時間の変化のために3で割る）

初めての3時間：

１回目と６回目の平均を比較する 0から150分までの天候の変化を決定する

（2.5時間の変化のために2.5で割る）

７回目の圧力平均 2回目以降の3時間：

（配列に5つの平均結果が入る) 0から150分までの天候の変化を決定する

@t = 180分 （3.5時間の変化のために3.5で割る）

初めての3時間：

１回目と７回目の平均を比較する 0から150分までの天候の変化を決定する

（2.5時間の変化のために2.5で割る）

2回目以降の3時間：

0から150分までの天候の変化を決定する

継続的にループする。 （3.5時間の変化のために3.5で割る）

図2．高度な天気のフローチャート
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び対応した
天候パター
ンの平均的
な変化を見
るために、
チャー ト と
比較する

ディスプレ
イ上に、dP
/ d tと天候
パターンを
表示する



- 14/14 -

付録

表5.世界的な標高

英文を参照。

Freescale™とFreescaleのロゴは、フリースケール・セミコンダクタ社の商標です。

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. その他のすべての製品名、サービス名等はそれぞれの所有者に帰属します。

© Freescale Semiconductor, Inc. 2009. All rights reserved.

日本語訳の改訂

・Rev.0 2011/10/31 初版


