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はじめに

「観天望気」という言葉がある.これは空を観て天気を予測することであるが,空に見

えるものと言えば,空の色と雲だけである.したがって,空の色や雲型がどのような天気

（晴れ,風,雨,雪）に関係しているかを知ることが「天気予報」の無かった時代には重

要であったが,未だ不十分とはいえ地上・衛星観測網,数値気象モデルが進んだ現代で

は,所謂「観天望気」の必要性が薄らいだ感がある.しかし,地上や宇宙から「地球大気

を観て」さまざまな物理・化学的情報を抽出し,気象や気候予測に用いる作業の重要性は

高まる一方である.

本号の編集を引き受けた時には,豪雨・豪雪・竜巻・突風などの極端気象やそれに伴う

自然災害を取り上げるか,今回のようなテーマにするか悩んだ.時まさに2014年２月28

日午前３時37分に全球降水観測計画（GPM）のメインセンサーである降雨レーダを搭載

したH2A：23号機が無事に種子島宇宙センターから打ち上げられた.これは1997年11

月にH2A：６号機で打ち上げられた熱帯降雨観測衛星（TRMM）の後継機である.

TRMMが緯度±35度の主に熱帯域の降水観測が目的であったが,GPMは緯度±65度

で降雨のみではなく降雪まで観測対象を広げている.これに続く重要な地球観測衛星が,

JAXAと欧州宇宙機関（ESA）と合同で2016年度に打ち上げ予定のEarthCARE（雲・

エアロゾル・放射ミッション）である.

エアロゾルによる日射の吸収や散乱という直接効果も,粒径分布や光学的特性の時間・

空間的不均一性によって定量的見積もりが困難であるが,雲凝結核としての役割を介した

放射収支への影響（間接効果）はより複雑であり,本号の論文でも繰り返し強調されてい

るように,この効果が全球的な放射収支,ひいては気候にどのような影響を及ぼしている

のか,すなわち放射強制力の定量的な見積もりには大きな不確実性がある.大気中に含ま

れる水蒸気量と上昇速度が同じであれば,エアロゾル（特に小さな粒径）の数の増加に

よって雲粒粒径が小さくなるいわゆるTwomey効果（第１種間接効果）は理論的には間

違いはなく,本号の 章でも紹介されているようにこの効果を実証する実験や観測事実も

ある.さらに,雲粒が小さくなると雲粒同士の併合成長が遅くなるため雨が降りにくくな

り,結果として雲の寿命も延びる（第２種間接効果）.この第１種と第２種間接効果は日

傘効果を強めるため,温暖化を減速させる方向に働くと定性的には考えられている.さら

に,エアロゾルの数が積乱雲の発達にも影響しているという数値計算結果も出始めてい

る.これらの間接効果をより定量的に評価するためには,エアロゾルの粒径分布のみでは

なく,エアロゾルの雲凝結核特性,雲粒の間に存在するブラックカーボンのような粒子に

よる日射の吸収効果,雲の上昇速度の情報が必要であり,かつこれらの時間・空間的非均

一性や地域特性も考慮しなければならない.



そこで,雨や雪という雲の最終プロダクトではなく,エアロゾルから雲の発生までを

シームレスにつなぐことを強く意識した観測や数値モデルの現状をまとめ,非降水性の雲

が地球環境・気候に果たす役割を整理しておくことが,現時点では最も望ましいと判断し

た.

最後になりましたが,ご多忙にもかかわらず論文を執筆していただいた全ての著者の

方々と,著者以外に論文の査読を引き受けていただいた,宮崎雄三（北大・低温研）,吉

川久幸（北大・地球環境）,青木輝夫（気象研）,太田芳文（海洋研究開発機構）,杉本伸

夫（国立環境研）各氏に深く感謝申し上げます.
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1.はじめに

自然起源の大気エアロゾル粒子には,土壌粒子,火山

灰,海塩粒子等の一次粒子のほか,陸上植物や海洋植物

プランクトンなど生物圏から前駆気体が放出され,大気

中の化学反応を経て生成される二次粒子がある.これら

のエアロゾル粒子を大気中に放出し,あるいは大気中で

生成するプロセスは気候変化の影響を受けるが,逆にエ

アロゾル粒子の濃度変化は大気の放射収支に影響するだ

けでなく,生物圏で光合成に使われる放射（PAR）,海

洋への栄養塩の供給,雪氷圏のアルベードなどにも大き

な影響を及ぼす.こうしてエアロゾル粒子と気候の

フィードバックが存在すると考えられている（e.g.,

Carslaw et al.2010）.しかし,その濃度変化を駆動す

るものは数多く,しかも複雑であるため,このフィード

バックに関する研究例は数少ない.

そのなかで,海洋植物プランクトンなどにより生成さ

れるDMSおよびその酸化生成物の非海塩性硫酸塩エア

ロゾル（NSS）と気候のフィードバックに関する研究

はCharlson et al（1987）によるDMS-aerosol-cloud-

climateフィードバックに関する仮説の提示後に急速に

進展した.この仮説はこの論文の著者らの頭文字をとっ

てCLAW 仮説と呼ばれている.図１に示すように,例

えば地球温暖化により海水中のDMS濃度が増加する

と,大気中のNSSおよびCCN濃度が増加する.その

結果,雲のアルベードが増加すれば海面に到達する日射

量あるいは海面温度が減少し,海水中のDMS生成が抑

制される.こうして負のフィードバックループを形成

し,DMSによる気候調節の可能性を示したものであ

る.

この仮説を検証するため,野外観測,室内実験,そし

て数値モデル計算による多くの研究が行われてきた.し

かしながら,約25年が経過した現時点においても,こ

のフィードバックループの確証,および地球の気候調節

への寄与について明確な結論は出されていない.また,

最近ではDMS以外の気候に関連する自然起源のエアロ

海洋生物相により生成される硫化ジメチル（DMS）は,大気中の酸化反応を経て雲凝結核

（CCN）となる硫酸エアロゾル粒子を生成する.したがってDMS放出量変化は地球の放射収支に影

響を与える可能性があり,海洋生物圏と雲と気候のリンクに関する仮説（CLAW 仮説）が1987年

に提示された.その後,この仮説の検証を通してDMSの研究が大い進展したが,このリンクの複雑

さゆえに現時点でこの仮説の検証の最終的な結論はでていない.本稿では,これまで行われた多くの

研究成果をもとに,DMS研究の進展と現状について整理することを試みた.また,モデルを用いた

将来の気候下でのDMSの応答に関する研究結果も取り上げ,DMSの気候調節の可能性を調べた.
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ゾル粒子の放出の理解が進んでいる.その結果,それら

もまた生物活動により駆動され,広い範囲で気候フィー

ドバックが働く可能性があることが分かり,DMSによ

るフィードバックループの気候調節への寄与はあまり大

きくないと結論されている（Ayers and Cainey 2007;

Carslaw et al.2010;Quinn and Bates 2011）.

本稿では,これらのレビュー論文および自身の観測な

どを基にCLAW 仮説提示以降のDMSに関する研究の

進展と現状について整理した.まず２章でCLAW 仮説

に至る経緯とその概要について述べる.そしてこの仮説

に示されるフィードバックループを構成する各リンクに

ついて,３章では大気中のリンクに関する進展につい

て,４章では海水中のリンクに関する進展についてそれ

ぞれ整理する.最後に５章ではモデルを用いた将来気候

におけるDMS変化とそのインパクトのレビューを行

う.

2.CLAW仮説に至る経緯とその概要

CLAW 仮説が提示される以前から遠隔地の海洋上の

大気境界層（MBL）においてある濃度レベルで存在す

る二酸化硫黄（SO）のソースが不明であった.硫化水

素が候補とされたが,その濃度ではソースとして不十分

と結論され,長い間ミッシングソースとされていた（e.

g.,Kellog et al.1972）.Lovelock et al.（1972）は

Challenger（1951）が見出した藻類に含まれるDMSが

その候補になると考え,大西洋の観測航海において表層

海水中のDMS測定を行なった.その結果をもとに大気

への放出量を計算した結果,DMSは自然起源の硫黄化

合物のなかで放出量が最大であり,そしてSO のソー

スになり得ることを示した.

CCNとなるエアロゾル粒子の条件は,水溶性である

こと,そして相対湿度101％（過飽和度1.0％）程度以

下で活性化できる〝十分な"大きさを持つことである.

ここでいう活性化とは,エアロゾル粒子の平衡半径と相

対湿度の関係を示すケーラー曲線の極大値（臨界過飽和

度）以上の相対湿度に達すると,エアロゾル粒子が水蒸

気の凝結により雲粒の大きさにまで成長することであ

る.例えば,硫酸エアロゾル粒子は十分に水溶性であ

り,摂氏20度の場合,過飽和度0.32％で活性化する硫

酸エアロゾル粒子は,相対湿度80％のときに平衡状態

にある直径は約90nmである.したがって直径が40～

300nmの大きさの水溶性のエアロゾル粒子が遠隔地の

MBLのCCN個数濃度を左右していると言って良い.

NSSは,MBLで採取されるサブミクロンサイズの

エアロゾル粒子のほとんどに存在することが確かめられ

ていたため（e.g.,Andreae 1982;Savoie and Prospero
 

1982）,CCNの重要な候補と考えられた（e.g.,Charl-

son et al.1987）.一方,他の水溶性エアロゾルについて

は,海塩粒子は粒径が１μmを超える大きいエアロゾル

粒子として存在し,しかもMBLの雲底高度において個

数濃度が約１個/cm 以下と少ないためCCNの主な候

補になり得ないと考えられていた（Hobbs 1971;

Pruppacher and Klett 1980）.また,硝酸塩はその物理

化学的性質から自ら核形成するよりも既存の粗大粒子中

に多く存在するため,CCNの個数濃度への寄与は小さ

いと考えられた.このほかに有機物がサブミクロンサイ

ズの粒子に存在することが知られていたが,その濃度,

組成そしてソースの情報がほとんどなかった.これらの

ことからCharlson et al.（1987）はCLAW 仮説におい

てNSS以外をCCNの候補から除外した.

こうして大陸や人為起源のエアロゾル粒子のソースか

ら遠く離れたMBLのCCNの個数濃度は主にDMSか

ら生成されるNSSによって決められる,と考えられ

た.

一方,当時の海水中のDMS生成過程に関する情報

は,DMSの前駆物質として植物プランクトン体内で浸

透圧調節や抗酸化物質としてジメチルスルフォニオプロ

ピオン酸（DMSP）が生成されることが知られていた

（e.g.,Vairavamurthy et al.1985）.また,植物プラン

クトン体内からDMSPが排出され,海水中に放出され

た溶存態DMSP（DMSPd）が何らかのプロセスにより

壊れるときにDMSに変換されること,そして,メカニ

ズムの詳細は不明であるが日射が強く温度が高い環境や

塩分の多い環境で海水中のDMS濃度が高いことが知ら

れていた（Andreae 1986）.

これらの結果に基づいて,日射量の増加あるいは海水

温の上昇時に,もし植物プランクトンによる海水中の

DMS生成が増加すると,図１に示すように大気中の

DMS濃度,NSS濃度,そしてCCN個数濃度および雲

粒個数濃度が増加するであろう.その結果,雲アルベー

ドが増加して地表に到達する日射量が減少し海面温度が

下がる.その結果,海水中のDMS生成も減少すること

により負のフィードバックループが形成され,気候調節

が行われるとの仮説が提示された（Charlson et al.

1987）.

3.大気中のDMSと雲アルベード間のリンク

CLAW 仮説の大気中のリンクに関するその後の研究

から,MBLのCCN個数濃度はDMSの酸化による

NSSに支配されているわけでないこと,そしてCCN

個数濃度の増加が必ずしも雲アルベード増加をもたらす

わけではないこと,などが明らかになってきた.

3.1 MBLのCCNを構成するもの

3.1.1 DMSとその酸化生成物

図１に示すフィードバックループのうち,大気中の

永尾 一平2



 

DMS濃度とCCN個数濃度間のリンクを検証するため,

人為起源物質の影響が少ない南半球の遠隔地などで数多

くの観測が行われた.タスマニア島グリム岬の長期観測

から,大気中のDMS濃度,その酸化生成物のNSSや

メタンスルホン酸（MSA）の各濃度,およびCCN個

数濃度（臨界過飽和度0.23％および1.2％）の間には,

生物活動の活発な夏に最大,冬に最小となる季節変化の

一致が見られた（図２）（Ayers and Gras 1991）.この

ほか,大西洋の熱帯域や北東太平洋のMBLにおいて

CCN個数濃度の変動の40～50％がDMS濃度の変動で

説明できることが報告されたほか（Hegg et al.1991;

Andreae et al.1995）,南大西洋でNSSやMSAの濃度

とCCN個数濃度間に有意な正の相関関係が存在するこ

とが報告された（Andreae et al.1995）.これらの結果

は大気中のNSSやMSAの濃度,およびCCN個数濃

度が海洋生物活動にコントロールされていることを裏付

ける結果として,CLAW 仮説の大気中のリンクを示す

証拠と考えられた.

しかし,このような関係が常に観測されるわけではな

く,例えば,北極海,インド洋などの観測では,DMS

やNSSの濃度やCCN個数濃度の間に必ずしも有意な

相関関係が見られるわけでないとの報告もある（Ayers
 

and Cainey 2007）.また,Quinn and Bates（2011）は,

DMSおよびその酸化生成物の濃度とCCN個数濃度の

間の有意な正相関の関係は,他のエアロゾル粒子の

CCNへの寄与を排除するものではないとし,CCNと

なる粒径のエアロゾル粒子の化学組成の分析の必要性を

強調した.

3.1.2 NSS以外のCCN候補

CLAW 仮説当時は測定手法の問題などにより海塩粒

子などsea sprayがCCN個数濃度に寄与するとは考え

られていなかった.しかし,最近の研究から海塩粒子な

どを含むsea sprayにはサブミクロンサイズの粒子も存

在し,その物理化学的性質や個数濃度などからCCN個

数濃度に十分寄与し得ることが報告されている（Mar-

tensson et al.2003;Geever et al.2005;Clarke et al.

2006）.例えば,遠隔MBLにおいて200nm以下のエ

アロゾル粒子に海塩粒子の存在を示すNaが含まれてい

ること（Campuzano-Jost et al.2003）,南大洋で50～

150nmのエアロゾル粒子の約半分に海塩が含まれ,個

数濃度が100個/cm 程度に達すること（Murphy et al.

1998）などが明らかになり,MBLのCCNの５～90％

が海塩粒子であるとの報告もある（Clarke et al.2006）

また,表層海水中には植物プランクトン,藻類,バク

テリア,ウイルス,生物の組織片などから構成される大

量の微小粒子が浮遊しているほか（Wells and Goldberg
 

1991;Fuhrman 1999）,海水中の溶存有機物のなかにコ

ロイド状の物質も存在している.これらは海面で泡の破

裂などにより大気中に放出される.MBLのエアロゾル
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図1：CLAW 仮説のなかで提示されている気候フィードバックループ.Charlson et al.（1987）のオリジナルの図に,硫酸エア
ロゾル粒子による太陽光の散乱を加えたもの.四角の枠内は測定可能な量であり,これらの間をつなぐプロセスをイタリックで
表示した.符号の＋と－は一つ前の四角内の現象が変化したときに次の四角内の現象が起こる方向を示す.日本エアロゾル学会
の許可を受けて永尾（2012）（エアロゾル研究 Vol.27）から転載したもの.
Figure1：Conceptual diagram of a possible climatic feedback loop described in the CLAW hypothesis.Scattering of solar

 
radiation by sulfate aerosols was added to the original diagram by Charlson et al(1987).The rectangles are measurable

 
quantities and the processes linking the rectangles are written in italics.The sign(＋ or－)in the parenthesis indicates the

 
effect of a positive or negative change of the quantity in the preceding rectangle on that in the succeeding rectangle.
Reproduced from Nagao(2012)in Earozoru Kenkyu by permission of the Japan Association of Aerosol Science and

 
Technology.



粒子に見られる有機物は,これらの組成と類似しており

（Facchini et al.2008;Leck and Bigg 2005）,有機一次

粒子（POA）を構成するだけでなく,水溶性を示すも

のについてはCCN個数濃度に寄与している可能性があ

る（e.g.,Matsumoto et al.1997;Leck and Bigg 2008）.

現在のところ,海洋から放出されるこれらPOAなど有

機物の放出量の見積もりは不確定要素が大きいが,

Spracklen et al.（2008）によると一次粒子と二次粒子

を併せた有機炭素（OC）の放出量は約８TgC/yrであ

る.この値は人為起源OCの５～30Tg/yr,DMSとし

て放出される硫黄の17～34Tg/yr（Lana et al.2011）

に近い.

3.2 DMSの酸化生成物はCCN個数濃度に寄与す

るか？

海洋からのDMS放出量の増加がCCN個数濃度の増

加をもたらすためには,図３に示すようにOH等によ

るDMSの酸化反応によりSO を経て気相の酸化反応

により硫酸が生成され,この硫酸と水蒸気やアンモニア

が集まって均質核形成により新粒子が生成される必要が

ある（e.g.,Kreidenweiss and Seinfeld 1988）.

Faloona（2009）は,このDMS酸化反応により

DMSから生成されるSO やNSSの割合についてこれ

までの多くの観測やモデル計算結果に基づいて調べた.

その結果,DMSの約71％（標準偏差22％）がSO に

変わるが,SO から気相反応により硫酸（あるいは

NSS）が生成される割合はこのうちわずか24％程度で

ある.これはSO から硫酸（あるいはNSS）が生成さ

れる経路は気相反応だけでなく,既存粒子や雲粒内での

不均質反応があり,その多く（約76％）が後者による

ためである.また,これまでの観測結果によると,エア

ロゾル粒子中のDMSの酸化生成物濃度はエアロゾル表

面積と強い相関があり,MBLではDMSの酸化生成物

が自ら新粒子を形成する前に既存エアロゾル粒子（海塩

粒子など）に取り込まれ,新たなCCN形成が妨げられ

ている可能性がある（e.g.,Sievering et al.1992;Cainey
 

and Harvey 2002）.このような結果から,CCN個数濃

度を左右するエアロゾル粒子の質量濃度あるいは個数濃

度は,DMSよりも図３に示す一次粒子（海塩粒子や

POA）の影響を強く受けていると考えられるように

なってきた（Quinn and Bates 2011）.

では,DMSから新粒子の生成はどのような条件で起

こりやすいか？ モデル計算によると,降水により

MBLから既存粒子が除去されてその表面積が減少した

場合にのみ,DMSの酸化生成物による新粒子生成が起

こり得るとされる（e.g.,Pirjola et al.2000）.しかし,

DMSの酸化生成物の濃度では十分でないことが多く,

それだけで構成されるエアロゾル粒子はCCNとなるの

に必要な十分な大きさに達しにくいとも言われている

（Davison et al.1996;Ehn et al.2007）.そのほかには,

例えば日射が強く水蒸気も比較的多い積雲の雲頂付近で

DMSの酸化による新粒子生成が起こりやすい条件が

揃っており,その後,自由対流圏とMBL間の混合によ

りMBL内に供給されると考えられている（e.g.,Raes
 

1995;Merikanto et al.2009）.

このほかに,DMSの酸化反応に関する新しい知見と

して,DMSを酸化するものとしてOHやNO の他に

海塩粒子起源や臭素を含む有機ハロゲン化合物から生成

される一酸化臭素（BrO）の重要性が明らかになりつつ
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図2：エアロゾル粒子中のMSA濃度および過飽和度0.23％
と1.2％で活性化するCCN個数濃度の季節変化.MSA濃
度データは,1985年以前は月平均値であり,それ以降は週
平均値である.CCN個数濃度データはGras（1990）により
測定された月平均値である.この図はNature Publishing

 
Groupから許可を受けてAyers and Gras（1991）から転載
したもの.
Figure2：Climatological mean(1981-1989)concentrations

 
of aerosol MSA and CCN active at 0.23% and 1.2% super-
saturation(solid lines).The data from which the means

 
were calculated are shown as filled squares.In the case of

 
MSA these data came from monthly samples before 1985,
weekly samples thereafter.The CCN data used are the

 
monthly medians recorded by Gras(1990).Reproduced

 
from Ayers and Gras(1991)by permission of the Nature

 
Publishing Group.



ある（e.g.,Saiz-Lopez et al.2004;von Glasow 2007）.

DMSとBrOの反応は図３のSO を生成するよりも

DMSOを生成する経路となり,新粒子の生成を抑制す

る可能性がある.von Glasow and Crutzen（2004）に

よると,反応速度定数等の定量的な比較からBrOが

pptvレベルで存在すると新たなCCNの形成を妨害す

る.これまでのMBLにおけるBrOの測定によると,

熱帯大西洋などで～数pptvのBrOが測定されており

（Saiz-Lopez et al.2004）,Breider et al.（2010）の見積

もりによると,全球規模でDMS酸化へのBrOの寄与

が約16％程度に達し,OHラジカルにつぐ重要性を示

している.

3.3 CCN個数濃度と雲アルベード

図１に示すフィードバックループでは雲水量一定の仮

定の下でCCN個数濃度が増加すると,雲粒個数濃度が

増加（雲粒粒径の減少）し雲アルベードが増加する

（Charlson et al.1987）.このとき雲アルベードAcの変

化ΔA は雲粒個数濃度Ncと雲粒個数濃度の変化ΔN

に依存し,Twomey（1977）から次式（1）で示され

る：

ΔA
ΔN

＝A 1－A
3N

(1)

この式から,一般にN の小さい海洋,特に外洋の雲

ほど雲粒個数濃度の変化に対する雲アルベードの増加率

ΔA/ΔN が大きい.したがって遠隔地のMBLほど

CCN個数濃度の変化による雲アルベード変化への影響

が大きいことになる.また,雲粒粒径の減少によって雲

粒同士の衝突併合が抑制されることにより降水粒子の形

成にも影響する.その結果,雲の寿命が延び,雲量が増

加することで結果的にアルベードが増加すると考えられ

た（Albrecht 1989）.

しかし,最近の研究によると,海洋上の面積の約

15％を占め（Norris,1998）,アルベードへの寄与が無

視できない非降水性の積雲の場合,CCN個数濃度の増

加が必ずしもアルベードの増加につながらない.CCN

個数濃度の増加により雲粒の粒径が減少することにより

ケルビン効果で蒸発しやすくなるためであり,その結

果,周囲の乾燥空気との間で仮温位勾配が増加すること

でエントレインメントが増加し,さらに雲粒が蒸発しや

すくなる.こうして雲量が減少し,アルベードも減少す

る可能性があると指摘されている（Small et al.2009;

Zuidema et al.2008）.

4.海水中の植物プランクトンとDMS間のリ

ンク

図１に示すリンク全体が負のフィードバックループを

構成するためには,日射量の増加や海水温の上昇時に海

水中のDMS生成が増加する必要がある.CLAW 仮説

が提示された後,海水中のDMS生成・消失過程の研究

や,環境因子の変化に対するDMS生成の応答に関する

研究が数多く行われてきた.しかし,植物プランクトン

だけでなく,動物プランクトン,バクテリア,ウイルス

などが関与し複雑であるため,それらの全容の解明はい

まだ途上である.そのような状況のなかで全球のDMS

濃度分布データベースの作成および,海水中のDMS生

成過程のモデル化が試みられてきた.

4.1 海水中のDMS生成過程および気候変化に対する

応答

図４にこれまでに明らかになった海水中のDMS生
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図3：遠隔地のMBLにおける大気中のDMSの酸化反応経路およびCCNの形成過程の概略図.また,この図にはDMSの酸化
生成物と海塩粒子やPOAとの相互作用も加えた.
Figure3：Schematic illustration of gas phase DMS oxidation reaction pathway and formation of CCN in the remote marine

 
boundary layer.In addition,interaction of DMS oxidation products with sea-salt particles and primary organic aerosols
(POA)in the CCN formation processes.



成・消失過程の概略を示す.CLAW 仮説が提示された

当時は,植物プランクトンが浸透圧調節や抗酸化のため

に生成するDMSPがDMSの前駆物質であること,そ

して,その体内から排出されたDMSPdからDMSに

変換されることなどが知られていた（Vairavamurthy
 

et al.1985）.また,植物プランクトン内のDMSP濃度

は植物プランクトンの種により大きく異なること,その

ため,植物プランクトンのバイオマスを示すクロロフィ

ル a（Chl a）量とDMS濃度間に必ずしも有意な相関

関係を示さないことが知られていた（Charlson et al.

1987）.

その後,Keller et al.（1989）やLiss et al.（1994）

などの研究により,植物プランクトン内のDMSP：Chl
 

a 比（単位はmmol/g）などが種類ごとに定量的に調べ

られるようになった.植物プランクトンが生成する浸透

圧調節物質には,硝酸が豊富な環境に生息する種（珪藻

など）が主に生成するグリシンベタイン（GBT）と,

硝酸が制限された外洋等にも生息するハプト藻など生成

するDMSPがある.その生育環境を反映し,珪藻など

はChl a あたりのDMSP濃度が低く,例えばDMSP：

Chl a 比は４程度であるのに対し,外洋等にも多く存在

する円石藻等が属するハプト藻類などはDMSP：Chl a

比は50-150にもなる.

また,こうして生成されたDMSPは図４に示すよう

に動物プランクトンの捕食などによりDMSPdとして

植物プランクトンから排出されるが,このDMSPから

DMSが生成されるまでの重要なステップの一つは,

DMSPdがバクテリアに取り込まれた後,何割がDMS

に変換されるかである.この分岐は海水中のDMS生成

効率を左右するが,バクテリアの硫黄要求度や日射,水

温などの影響を受けるため複雑であるが（e.g.Stefels
 

et al.,2007）,５～30％程度にすぎないとの報告もある

（Kiene 1996;Kiene et al.2000）.

このほかに,日射量,海水温,成層状態,栄養塩,そ

してCO 濃度増加による海洋の酸性化に対する海水

DMS生成過程の応答などが調べられてきた：

･植物プランクトン種のシフト（DMSP保有の多い種

と少ない種間のシフト）によるDMSP量の変化

（Hallegraeff 2010）

･植物プランクトンの生育状況の変化によるDMSP量

の変化（Stefels et al.2007）

･植物プランクトンの捕食によりDMSPを放出させる

動物プランクトンや,DMSPdからDMSあるいはメ

タンチオールに変換するバクテリアの活動の変化

（Slezak et al.2007）

･海水中のDMSの光化学変化（e.g.,Toole and Siegel,

2004）

これらの応答の符号・大きさを定量的に明らかにする

ためには,さらなる実験やモデルによる海水中のDMS

の生成・消失過程の解明が必要である.現時点のこれら

の応答についてその一部をレビューしたものを永尾

（2012）にまとめたが,まだ全容は明らかではない.

4.2 表層海水DMS濃度分布

CLAW 仮説を検証する試みにおいて,モデルの入力

データに使うことができる正確な全球の表層DMS濃度

分布とDMSフラックスのデータベースの構築が必要で

ある.Kettle et al.（1999）は,図５に示す約15000点

の観測データをもとに表層海水DMS濃度の全球分布図

を作成した.このデータベースは,現在もDMS-Global
 

Ocean(GO)initiativeとSurface Ocean Lower Atmo-

sphere Studies(SOLAS)によりデータの蓄積が進んで

おり,現時点では47000点を越えるとされている.

Lana et al.（2011）は更新されたデータベースを用いて

各月の全球DMS濃度分布図を作成した（図６）.

図６のLana et al.（2011）の季節変化の特徴は,夏
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図4：海水中のDMS生成・消失過程の概略図.
Figure4：Schematic illustration of the production and loss processes of seawater DMS.



半球の高緯度に１年間の最大値が現れ,おおよそChl a

濃度の季節変化と対応していることである.一方,南緯

40度～北緯40度ではDMS濃度とChl a 濃度の季節変

化は一致せず,例えばChl a の少ない夏季にDMS濃度

が増加する〝Summer paradox"が見られる.この

〝Summer paradox"は主に中緯度海域において１年の
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図5：緯度経度1°間隔の海水DMS濃度分解析の図.各点の色表示は表面海水のDMS濃度（nM）を示す.John Wiley and
 

Sonsから許可を受けてKettle et al.（1999）から転載したもの.
Figure5：Location and magnitude of the 1°×1°ocean data squares from the annual analysis.The squares were constructed

 
from the average of point measurements of DMS sea surface concentrations that have been binned into 1°latitude-longitude

 
squares.The color of the square corresponds to the magnitude of the average DMS sea surface concentration(nM).
Reproduced from Kettle et al.(1999)by permission of John Wiley and Sons.

図6：月平均の海水DMS濃度分布（単位はnM）.ただし,表示するスケールは15nMを上限としてある.John Wiley and
 

Sonsから許可を受けてLana et al.（2011）から転載したもの.
Figure6：Monthly global DMS concentrations.Note that the scale is capped at 15 nM to ensure readability of the plots,
although only a few specific regions exceed 15 nM DMS concentration.Reproduced from Lana et al.(2011)by permission

 
of John Wiley and Sons.



うちでChl a 濃度が低くMLDが浅い夏季に表層海水中

のDMS濃度が最も高くなる現象である（Simo and
 

Pedros-Alio 1999;Vallina et al.2008）.

このような膨大な観測データに基づいて全球の濃度分

布を推定するほかに,測定データが無い場所のDMS濃

度分布を推定する手法が試みられてきた.例えば,海水

DMS濃度と海面水温（SST）,Chl a 濃度,植物プラン

クトン種組成情報,混合層深度（MLD）から関係式を

導出し,DMS濃度の測定が無い場所に適用するもので

ある（Anderson et al.2001;Aumont et al.2002;Simo
 

and Dachs 2002;Belviso et al.2004a）.こうして経験則

により求めた結果と,先に述べた観測データに基づく結

果（Kettle and Andreae,2000）の比較が行われている.

例えば,表１にBelviso et al.（2004b）による年間平均

濃度の比較した結果を示すが,全球平均で海水中の

DMS濃度は1.6-2.6nM程度であり,観測データを基

にしたKettle and Andreae（2000）の濃度は経験的な

他の４つの結果の中間的な値を示している.また,空間

分布の大きな差異は,Kettle and Andreae（2000）のほ

うが夏季の高緯度でDMS濃度が高くなり,その差が

10nMに達するくらいである.このような差を生じる

要因は明らかではないが,経験則では表現できないプロ

セスの影響などが考えられている.

4.3 大気へのDMS放出量の不確定性

図１のフィードバックループのなかで,海水DMS濃

度の変化が大気中のDMS濃度やその酸化生成物に及ぼ

す影響を定量的に調べるためには,DMSの放出量を正

しく求める必要がある.海洋から大気へのDMSフラッ

クスF は,海水と大気のDMSの濃度C,C,と

風速と海水温（溶解度）の関数である交換速度K から

次の式（2）により計算される：

F ＝K C－C/H (2)

ここで,H はDMSのヘンリー定数であり,C は

C/H に比べて２-３桁大きいため,DMSは海面から

大気へ放出される.この式を用いてDMSフラックスを

計算するときの最大の問題は,Kwの風速依存性に大き

な不確定性があることである.これまで報告されている

いくつかのKwの風速依存性の一例を図７に示す.こ

の図を見ると,Liss and Merlivat（1986）のKwと

Wanninkhof（1992）のKwは風速が大きくなるにつれ

て差が広がり,風速30m/sでは後者は前者の３倍程度

に達する.

このようなKwの風速依存性の不確定性により海洋

からのDMS放出量の計算値にどのような誤差を生じる

か調べた.まず,2001年４月,５月,12月の日本付近

の海水DMS濃度測定値（永尾,未発表データ）とChl
 

a 濃度の実測値から両者の関係式を導出した.次に広域

表1：表面海水のDMS全球年平均濃度の比較.
Table1：Summary of predicted values for global annual mean sea surface DMS concentrations.This table was modified

 
from Belviso et al.(2004b).

Kettle&
Andreae(2000)

Anderson et al.
(2001)♯1

 
Aumont et al.
(2002)♯2

 
Simo&Dachs
(2002)♯3

 
Belviso et al.
(2004a)♯4

 
Annual
 

mean DMS
(nM)

2.01  2.55  1.70  2.28  1.60

 

The DMS concentration in the surface seawater was calculated by using each method as mentioned below.
♯1:Anderson et al.(2001)used the relationship between the monthly average DMS concentration,Chl a,light intensity,and nutrient

 
concentration.♯2:Aumont et al.(2002)used the model output of Chl a concentration and the phytoplankton community structure

 
shown by the phytoplankton community index(Fp-ratio)from global ocean biogeochemistry model,and derived the relationship with

 
DMS concentration.♯3:Simo and Dachs(2002)used the relationship between the surface DMS concentration and the ratio of surface

 
Chl a concentration to the mixing layer depth(MLD).♯4:Belviso et al(2004a)used the non-linear relationship of the Fp ratio and

 
Chl a concentration which was developed by Aumont et al.(2002).
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図7：交換速度Kwと海面10m高度の風速の関係.この図
のLM86はLiss and Merlivat（1986）,SmethieはSmethie

 
et al.(1985）,WanninkhofはWanninkhof（1992）そして
EricksonはErickson（1993）.の方法でKwを計算したも
のであることを示す.
Figure7：Relationship between the exchange coefficient

 
Kw and the wind speed at 10m above sea surface.LM86

 
means Liss and Merlivat(1986),Smethie means Smethie et

 
al.(1985),Wanninkhof means Wanninkhof(1992)and

 
Erickson means Erickson(1993).



のDMS濃度を推定するため,この関係式に同時期の

Sea-Viewing Wide Field-of-View Sensor（SeaWiFS）

搭載の人工衛星から得られたChl a 濃度を代入して日本

付近（北緯20度から50度,東経120度から160度）の

海水DMS濃度分布を推定した.こうして得られた４月

と12月のDMS濃度分布図を図８(a)と(d)に示す.こ

れらのデータと気象庁領域客観解析データの地上風速

データ（図８(b),(e)）および静止気象衛星「ひまわ

り」のSSTデータから,Liss and Merlivat(1986)の

Kwを用いてこの領域のDMS放出量分布を求めた結果

を図８(c)と(f)に示す.４月は北海道周辺に発生した植

物プランクトンブルームによりDMS濃度が高くなり

（図8(a)）,その結果,DMS放出量のホットスポットが

見られる（図8(c)）.一方,12月は領域全体でChl a 濃

度が低いため（図8(d)）,海水DMS濃度も低いが,風

速が強いことにより北緯35度以北では全体的にDMS

放出量が高くなる（図8(f)）.この領域全体から放出さ

れるDMS放出量を図７の４つのKwを用いて月別に調

べた結果を図９に示す.植物プランクトンブルームの影

響で４月の放出量が最も高いが,Kwの選び方によって

この風速の範囲では２倍以上の差が生じることが分か

る.このようなKwの不確定性は全球海洋からのDMS

放出量の計算にも同様の影響を及ぼしており,例えば

Lana et al.（2011）は,Liss and Merlivat（1986）と
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図8：2001年の４月と12月の日本付近の北緯20度～北緯50度,東経120度～東経160度の領域の表面海水のDMS濃度,海上
風速,そしてこれらの下に計算したDMS放出量の各分布図.(a)と(d)がそれぞれ４月と12月のDMS濃度分布図,(b)と(e)
が海上風速分布図,(c)と(f)がDMS放出量分布図.
Figure8：(a)Spatial distributions of monthly seawater DMS concentrations for April 2001 calculated from empirical

 
relationship between Chl a and DMS concentration,(b)Monthly surface wind speed for April 2001 of Regional Reanalysis

 
data derived from Japan Meteorological Agency,(c)Spatial distribution of sea-air DMS emission for April 2001.(d)Spatial

 
distributions of monthly seawater DMS concentrations for December 2001 calculated from empirical relationship between

 
Chl a and DMS concentration,(e)Monthly surface wind speed for December 2001 of Regional Reanalysis data derived from

 
Japan Meteorological Agency,(f)Spatial distribution of sea-air DMS emission for December 2001.



Wanninkhof（1992）のKwを用いて計算した全球

DMS放出量はそれぞれ17.6TgS/yrと34.4TgS/yr

と報告している.

このようなKwの不確定性を解決するために,大気

中のDMS濃度を高感度・高時間分解能で測定可能な大

気圧イオン化質量分析計（APIMSなど）を用い,３次

元超音波風速温度計による鉛直風データと併せて渦相関

法によりDMSの鉛直上向きフラックスを直接求める試

みが行われている（e.g.,Huerbert et al.2010）.渦相関

法により求められたDMSの鉛直輸送量から,逆にKw

と風速や海面状態との最適な関係を求めるアプローチが

行われ,Kwの不確定性の解消に向けた努力が行われて

いる.その一例として,Huebert et al.（2010）Kwの

風速依存性は,図７に示すLiss and Merlivat（1986）

とWanninkhof（1992）の中間的な値を示している.

5.Earth system modelを 用 い た

CLAW仮説の検証の試み

CLAW 仮説で述べられているフィードバックループ

には,様々な時間空間スケールでの海洋と大気の生物,

化学,物理の相互作用が関係しており,この仮説全体を

観測により検証することは困難である.そこで海洋植物

プランクトンの生態系ダイナミクスを表現する海洋の生

物地球化学モデルと,大気中のDMS酸化反応,エアロ

ゾル粒子の微物理過程の各過程のモデルを取り入れた

Earth System Model（ESM）の構築が試みられ,これ

を用いたCLAW 仮説の検証が2000年代に入り本格的

に試みられるようになった.

5.1 海水中のDMS生成過程のモデル

この進展に大きく貢献したのは,この約10年間に海

水中のDMS生成過程の理解が進み,海水DMS濃度を

求める予報型モデルが進化してきたことによるところが

大きい.しかしながら,まだ課題が残っている.Le
 

Clainche et al.（2010）は,海水DMS濃度を計算する

モデル（４つの３次元モデルと５つの１次元モデル）の

相互比較を行った.詳細は割愛するが,この比較におい

てモデル間で大きな差異を生じた一つの要因は,海水

DMS濃度の〝Summer paradox"を再現できるか否か

であった.これをうまく再現するためには,夏季の強い

ストレス下（高い塩分と水温,強い日射など）におい

て,植物プランクトン内のDMSPの生成増加,および

バクテリアによるDMSPdからDMSへの変換の光依

存性などをうまく表現することが重要とされている（e.

g.,Vallina et al.2008）.

5.2 ESMによる地球温暖化に対するDMSの応答

の研究

海水中のDMS生成過程を計算するモデルと,大気中

のDMS酸化反応およびエアロゾル粒子の微物理過程を

計算するモデルを大気海洋大循環モデル（OAGCM）に

組み込み,大気CO 濃度増加による地球温暖化に対す

るDMSの応答および気候を調節するフィードバック機

構の発現などを調べる研究が行われている（Bopp et al.

2003;Gabric et al.2001,2004;Gunson et al.2006;

Kloster et al.2007;Vallina et al.2007;Cameron-Smith
 

et al.2011）.これらのモデルによるCO 濃度増加時の

DMSの応答の結果などを表２にまとめた.全球の

DMS放出量変化は－10％から＋14％の幅はあるが,こ

のうちCO 濃度が倍増した時の計算結果を見ると１～

３％程度の増加を示す（Bopp et al.2003,2004;Gunson
 

et al.2006）.

Charlson et al.（1987）は,CO 濃度増加に対抗して

全球の表面温度を約1.3度下げるためには,CCN個数

濃度が約30％増加する必要があると見積もった.しか

し,Woodhouse et al.（2010）のモデル計算によると,

海水DMS濃度（風速が変化しない場合はDMS放出量

も同様）が１％増加したときのCCN個数濃度の増加

は,北半球で0.02％,南半球で0.07％程度にすぎない.

DMS濃度（あるいは放出量）変化に対するCCN個数

濃度の感度がこの程度であるならば,CCN個数濃度を

30％増加させるためには海水DMS濃度が約３倍

（300％）増加する必要がある.しかし,表２に示すよう

に現時点のESMではこのレベルの増加は計算されてお

らず,CO 濃度が増加する将来気候下のDMS濃度の応

答は,地球温暖化を相殺するには十分でない.

全球平均はこのような結果であるが,領域によっては

大きな応答を示す可能性がある.例えば表２の特記事項
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図9：2001年４月,５月,12月の図８で解析した領域から
のDMSの放出量について４種類のKwの計算方法の結果を
比較したもの.この図のLM86はLiss and Merlivat
(1986）,SmethieはSmethie et al.(1985）,Wanninkhofは
Wanninkhof(1992）,EricksonはErickson(1993）.の方法
でKwを計算したものであることを示す.
Figure9：Comparison of regional DMS emissions for 3

 
months calculated using four different exchange coeffi-
cients(Kw).LM86 means Liss and Merlivat(1986),Smethie

 
means Smethie et al.(1985),Wanninkhof means Wannink-
hof(1992)and Erickson means Erickson(1993).



欄に記したように,Gabric et al.（2004）とCameron-

Smith et al.（2011）の結果は,南緯50度付近の南大洋

でDMS放出量が大きな増加を示している.これとは逆

にKloseter et al.（2007）の結果は夏季のこの海域で

40％の減少を示す.このようにDMS応答の符号が正と

負で異なるという問題は残るが,DMSによる気候

フィードバックが領域規模で発現する可能性も捨てきれ

ないとされている（e.g.,Carslaw et al.2010;Cameron-

Smith et al.2011）.
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表2：大気CO 濃度を増加させた将来気候における海洋からのDMS放出量変化のモデル計算結果.
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DMS concentration
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a:CO concentration change from the period of 1961-1970 to that of 2078-2086
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c:CO concentration change from 355 ppmv to 970 ppmv
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1.はじめに

大気エアロゾル粒子は,日射の散乱や雲の形成を通じ

て,地球の気候形成に関与している.近年,日射の散乱

による気候影響ついては理解が進みつつあるものの,雲

の形成を通じた気候影響については,知見不足のままで

ある.化学組成や粒径分布と共に,エアロゾルの混合状

態も雲の形成に影響すると言われている.水溶性の硫酸

塩や非水溶性のケイ酸塩鉱物が,それぞれ別個の粒子と

して存在するのか（外部混合）,あるいは１つの粒子中

に混じって存在しているのか（内部混合）という情報

は,エアロゾル粒子を核とした雲粒や氷晶の形成,ある

いは吸湿・膨潤に関わる表面反応の観点からも重要であ

る.例えばエアロゾル粒子が氷晶核として機能する際

に,カオリナイトやイライトのような非水溶性の鉱物粒

子では,水溶性物質と混合しているか否かにより,活性

化温度や氷晶化様式が異なると考えられている（Diehl

&Wurzler 2004;Coziczo et al.2009;Eastwood et al.

2009;Hoose and Mohler 2012）.ダスト粒子が水溶性物

質と内部混合する機会としては,乾燥地での塩類集積に

よる水溶性物質との混合（Abuduwailia et al.2008;Liu
 

et al.2011;Wang et al.2012）や,輸送中に大気汚染物

質や海塩成分と混合する例が報告されている（Levin et
 

al.,1996;Niimura et al.1998）.このような,水溶性物

質と内部混合したダスト粒子は,凝結核としても機能す

る（Twohy et al.2009）.加えて,巨大凝結核として存

在する場合には,降水の形成を促すことが示唆されてい

る（Levin et al.1996;Rudich et al.2002）.

北太平洋での大気現象を特徴付ける現象の一つとし

て,黄砂がある.黄砂粒子は中国～モンゴルの内陸部か

ら南下・東進して太平洋北部へと輸送されるが,中国沿

岸部や日本の大気汚染地帯を通過する際に,硫酸アンモ

ニウムの付着など水溶性物質による変質を受ける可能性

Internal mixing of water soluble salts with dust particles
 

Kazuo OSADA
 

The volume fraction(ε)of water soluble material in atmospheric aerosol particles is an important parameter
 

related to their hygroscopicity and activation processes to form cloud and ice particles.To estimateεof coarse
 

dust particles,confocal scanning laser microscope was applied to measure the volume difference of individual
 

particles before and after water dialysis directly.Individual particles(sphere equivalent diameter approx.1-8

μm)of Asian reference dusts(CJ1 and CJ2)and atmospheric coarse particles during four Asian dust events were
 

analyzed to ascertainε.Median values ofεfor CJ1 and CJ2 were,respectively,29%and 13%with no size trend.

Median values ofεfor coarse aerosol particles during two dust events were 18-42%.Dust particles with high

εare potentially important for acting as giant CCN.Therefore aging of dust particles during transport might
 

enhance the number of giant CCN over the North Pacific.
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ダスト粒子と水溶性物質との内部混合

長田 和雄

大気エアロゾル粒子の水溶性成分含有率（ε）は,粒子の吸湿性や雲粒への活性化に関わる重要な

パラメーターであるが,実測例は限られている.そこで,共焦点レーザー顕微鏡を用いた粒子体積の

計測と水透析法とを組みあわせた手法により,黄砂粒子標準物質（CJ1とCJ2）と名古屋で採取した

個別粗大ダスト粒子について,球相当径で約１～８μmの粒子を解析し,εを求めた.CJ1とCJ2の

平均εは,それぞれ29％と13％だった.名古屋における２回の黄砂時の粗大粒子について,平均ε

は18～42％であり,発生源域での値よりも高い場合があった.εの高いダスト粒子は,巨大CCNと

して働く可能性があるので,日本付近で高εダスト粒子が増えれば,巨大CCN数も増えるかもしれ

ない.
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がある（Ooki and Uematsu 2005;Sullivan et al.2007）.

あるいは,海洋大気境界層内の輸送中に海塩粒子との混

合もあり得る（Niimura et al.1998;Zhang and Iwasa-

ka 2004）.

以上のように,日本付近～西部北太平洋地域でのエア

ロゾル―雲過程を考える上で,粗大ダスト粒子が水溶性

物質を含むか否か,含んでいる場合にはどれだけ含んで

いるのかを調べることは,黄砂のようなダスト粒子の持

つ大気科学的な機能を考える上で重要である.乾燥粒子

の総体積のうち,水溶性物質が占める割合（ε;Junge
 

and McLaren 1971）については,Kandler and Schutz

（2007）のレビューで述べられているように,黄砂粒子

のような粗大粒子についての測定例は世界的に見ても少

ない.

水溶性物質含有率（ε）を測定するには,いくつかの

方法がある（Kandler and Schutz 2007）.ある粒径区分

に含まれる粒子中の平均的な様相を測るバルク的な手法

（Eichel et al.1996）や,電子顕微鏡を用いた個別粒子

解析による手法（Okada 1983）などが報告されている.

バルク的な手法では個別粒子の混合状態を区別できな

い.電子顕微鏡を用いた手法には,多大な労力と時間は

かかるものの,個別粒子の混合状態を区別できる利点が

ある.Okada（1983）は,水溶性物質を水透析法によ

り溶解させ,非水溶性物質を残し,水透析前後の粒子形

態の変化をシャドーイングにより観察する手法を述べて

いる.この方法では,シャドーイングにより粒子に影を

付け,その影の長さから粒子の高さを見積もり,粒子の

投影面積と高さから粒子の体積を見積もっている.その

際,水透析の前後でシャドーイングの方向を変えること

で,水透析前後の個別粒子体積の変化を見積もり,水溶

性物質の混合割合を推定した.

近年,種々の用途に利用されている共焦点レーザー顕

微鏡は,マイクロメートルサイズの物体の高さ分布を計

測できる.共焦点レーザー顕微鏡による高さ計測は,

Okada（1983）の手法と異なり,粒子の形を仮定する

必要がないので,現実に近い粒子体積が求められること

が期待できる.このような観点から長田ら（2011）は,

粗大粒子の非水溶性ダスト粒子と水溶性物質との内部混

合状態を知るために,水透析法と共焦点レーザー顕微鏡

を組み合わせた手法を開発した.ここでは,手法の概要

を示すと共に,黄砂標準物質や黄砂時に採取した粗大粒

子のεの測定例（Osada 2013）を紹介する.

2.水溶性物質体積率の測定

個別粒子体積の計測には,共焦点レーザー顕微鏡

（Keyence社製：VK8700）を用いた.この装置は波長

658nmの赤色レーザーを用いており,高さ方向の分解

能が0.01μmである.３次元計測は100倍の対物レン

ズを用いて,直径８ないし10μmより小さい粒子には

光学ズーム６倍で,10μmより大きな粒子の場合には

光学ズームを１倍でおこなった.本装置の体積計測の精

度を知るために,大きさが既知のポリスチレンラテック

ス粒子（PSL粒子,Duke Scientific Corp.製：直径

1.53,1.99,3.01,10.00μm）をスライドガラス上に

散布し,体積計測を行った.粒子の透明度を下げるため

に厚さ150Å程度のカーボンを粒子上にコートした後に

繰り返し体積計測を行ったところ,直径約２μm以上の

粒子であれば,繰り返し相対誤差が±2.5％であった.

個別粒子のεを水透析法で知るためには,粒子から

水溶性成分を溶解させた後に,再度,同一粒子について

の体積を計測する必要がある.Okada（1983）の手法

ではコロジオン膜を用いているが,粗大粒子をインパク

ターで捕集する際に,粗大粒子がコロジオン膜へめり込

み,水透析後には粒子が膜から浮き上がるという欠点が

あり,捕集面からの高さを測定する本研究には不向きで

あった.長田ら（2011）は,孔径0.05μmのニュクリ

ポアフィルター（空𨻶率4.7％）をインパクターの捕集

面として検討し,良好な結果を得た.ニュクリポアフィ

ルターは,フィルター表面の凹凸が少なく,しかも孔径

が顕微鏡の平面空間解像度（0.25μm）以下であるため

に,本研究での体積計測に適している.水透析方法は,

岡田（2004）を参考に,捕集面を上にして純水の水滴上

に試料を浮かべ,常温で３時間静置した.水透析の後,

フィルター試料を清浄な雰囲気下の紙フィルター上で一

晩乾燥させ,さらに相対湿度10％以下の条件で６時間

乾燥させた.

図１に示したのは,後述する黄砂時に名古屋で採取し

た粗大粒子の水透析例である（Osada 2013）.図１の左

のカラムは,レーザー光反射強度分布を示している.粒

子表面で傾斜の急な部分からの反射光量が弱くなるの

で,粒子を黒く縁取るように写る.右のカラムは高さ分

図1：水透析前後でのレーザー光反射強度分布（左カラム）
と高さ分布（右カラム）.図中の赤い横棒は10μmを示す
（Osada 2013）.
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布を示しており,暖色ほど捕集面からの高さが高い.上

の行が水透析前で,下の行は水透析後の様子である.図

１の大きい方の粒子の体積は,水透析前後でそれぞれ

22.8μm と7.1μm であり,εとしては69％であると

見積もられる.同様に,小さい方の粒子ではεが32％

であった.ここで,水溶性物質の含有率（ε）は,水透

析前の粒子体積に対する水透析前後の体積差をパーセン

トで示したものである.

ε＝ V －V
V

×100［％］, (1)

V とV は,水透析前後に測定した粒子体積であ

る.

図１の大きい粒子の例で見ると,水透析前後での球相

当径の差としては3.52μmから2.32μmへの変化であ

り,粒子の大きさの違いとしてはさほど大きくないよう

に感じるが,体積の変化量としては大きい（69％）.

形状が単純なPSL粒子での繰り返し相対誤差は±

2.5％であったが,形状が複雑で不規則なダスト粒子の

場合には繰り返し測定誤差が大きくなる.長田ら

（2011）は,模擬黄砂粒子としてグランドの砂塵を用い

て検討した結果,εが10％を越えれば,有意に水溶性

物質を含んでいたと推定している.

3.粗大粒子の測定例

大気中のダスト粒子を測定する前に,黄土標準物質

（CJ1粒子；Nisikawa et al.2000）と黄砂エアロゾル標

準物質（CJ2粒子；Nisikawa et al.2000）についてε

の測定を行った.図２にその結果を示す.図２は,CJ1

とCJ2についての粒径別εを示し,水透析前の粒子体

積についての球相当径で整理した結果である.それぞれ

の粒径区分での計測粒子数をカラムの上に示した.測定

した粒径範囲での平均値としては,CJ1が29％でCJ2

が13％と,CJ1の方が若干高かった.CJ1粒子とCJ2

粒子の両方で,εは粒径によらずほぼ一定の傾向を示し

た.

発生源地域での比較対象としては,バルクでの測定例

がある.内モンゴルや中国内陸部で採取された風送ダス

ト粒子の沈着物について見ると,１～25％程度という結

果が報告されている（Wang et al.2012;Liu et al.2011;

Abuduwailia et al.2008）.塩類の多いプラヤでは,高

めの数値が報告されていた.我々の結果と合わせると,

黄砂発生源地域での風送ダスト粒子のεは,１～30％

程度と推察され,発生源の場所によりかなりεが異な

るようである.

図３に示したのは,2009年10月18日と2010年５月

21日,2011年５月13日に,名古屋で採取した粗大粒子

の解析結果である.2009年10月18日の試料採取時に

は,名古屋で黄砂は観測されていない.2010年５月21

日と2011年５月13日には中部地方で黄砂が観測されて

いた.まず,2009年10月18日の試料については,名

古屋で黄砂が観測されていないことから,この試料の粗

大粒子に占めるローカルダストの割合が高い可能性があ

る.しかしこの試料の採取時には北北西の風であり,名

古屋大学の南側に多く位置する工業活動などの影響があ

るとは考えにくい.この試料のεは,粒径が増すにつ

れて大きくなる傾向が顕著であり,特に３μm以上の粒

径では80％を越えていた.2010年５月21日と2011年

５月13日の解析例でも,粒径が増すにつれてεは僅か

ながら大きくなる傾向を示していたが,中央値は50％

以下に留まった.これら黄砂期間中の試料のεは,発

生源（CJ1とCJ2）での値と比べて,ほぼ同程度か若干

高めの値（10～45％）であった.

発生源での値よりも名古屋での値が高い場合には,輸

送途中で水溶性物質が加わった可能性がある.Niimura
 

et al.（1988）やZhang and Iwasaka（2004）で報告さ

れているように,日本よりも風上の輸送途中で,海塩成

分のような水溶性物質を含む粒子と混合したのかもしれ

ない.また,イベントによってεの高低の傾向が異な

るのは,もともとεの異なる発生源からの輸送による

のか,あるいは,イベントにより輸送途中で変質の度合

いが異なるためかもしれない.前者については,北京で

水溶性物質との内部混合

図2：CJ1とCJ2についての粒径別εの箱ひげ図.箱の上下
が75％と25％を,箱内の黒横線が中央値をそれぞれ示す.
縦棒の上端と下端は90％と10％を示しており,横軸は球相
当の直径である（Osada 2013）.
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得られたエアロゾル化学成分の時系列変化について

Zhao et al.（2007）が示したように,汚染物質の混じる

ダスト発生源から,ダストのみの発生源へと10時間の

うちに移り変わった事例がある.後者については,大気

安定度の違いにより,汚染物質との混合度合いの異なる

可能性が示唆されている（Itahashi et al.2010）.

4.まとめにかえて

名古屋で黄砂時に採取した粗大粒子のεが,CJ1や

CJ2のεよりも高い場合のあることや,粒径が大きく

なるにつれてεが高くなる場合のあることがわかった.

粗大な粒子ほどεが大きくなる要因については,今後,

事例を増やしつつ検討を重ねる必要がある.

ここで紹介したような事例は,氷晶核あるいは雲核と

しての黄砂ダスト粒子の機能を考える上で重要であろ

う.Yamashita et al.（2011）は,直径２μm以下の

CJ1粒子について吸湿性パラメータ（κ）を測定し,

パーセルモデルを用いて雲形成過程のシミュレーション

を行った.その結果,CJ1の単独粒子では難しいが,海

塩成分とCJ1粒子が内部混合した粒子であれば,衝

突－併合過程のきっかけを作る巨大CCNとして作用す

ることを示唆した.我々の解析結果は,このような巨大

CCNとして作用する可能性のある高変質ダスト粒子

が,日本付近の大気中にある程度存在することを示唆し

ており,存在頻度等の実態解明が待たれる.
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1.はじめに

鉱山の立坑を用いた人工雲実験は,藤吉および山田に

よって1989年に構想され,その後1992年から1993年

まで北海道上砂川町の三井炭坑南部排気立坑で,その後

1995年から2006年まで岩手県遠野市の釜石鉱山日峰中

央立坑で繰り返し実験がおこなわれた（藤吉ほか

1998；山形2003）.水平方向は数メートルしかないもの

の,実大気と同規模の高低差を持つ準実スケール実験シ

ステムとして,実大気観測と室内実験の橋渡しをおこな

うことが期待される.このシステムの最大の特長は同一

条件で雲を繰り返し生成可能であること,同一の雲を定

常的に発生させられることであり,そこではさまざまな

実験結果が得られている（山田ほか1995；播磨屋ほか

1998；Izumi et al.2004；Utiyama et al.2001；

Yamagata et al.2004）.

エアロゾルが気候に与える影響には,太陽光や地球放

射に直接関わる直接効果とともに,エアロゾルが雲核と

して働くことを通じ気候に影響する間接効果がある.エ

アロゾル数が雲粒数と雲粒径に関与することを通して気

候に影響与えるTwomey効果（Twomey 1977）をはじ

めとするエアロゾルの間接気候影響は,温室効果ガスを

はじめとするさまざまな気候影響因子の中で現在最も不

確定性の大きなものであり（IPCC,2013）,現在もさま

ざまな検討が進められている（Tao et al.2012）.

釜石鉱山での人工雲実験は2006年を最後に中断して

Study on the influence of ammonium sulfate aerosol on cloud droplets utilizing
 

Artificial Cloud Experimental System(ACES)with semi-real scale
 

Sadamu YAMAGATA,Jiro MIURA,Sachio OHTA,Yasushi Fujiyoshi

Ammonium sulfate particles were generated at the bottom of semi-real scale Artificial Cloud Experimental
 

System(ACES)which has 430m total height.In order to study the influences of aerosol particles to the cloud
 

droplets simultaneous sampling at several altitudes was carried out up to 40m high from the bottom where CCN
 

activation dominated.Reduction of background particles allowed the use of an aerosol generator for laboratory
 

experiments which resulted in stable aerosol generation.Aerosol particles and cloud droplets were collected
 

simultaneously by 2-stage impactors at several altitudes to obtain number concentrations and size distributions
 

of particles and droplets.High concentration of ammonium sulfate solution for aerosol generation resulted in
 

the increase of number concentration of aerosol particles while the particle diameter changed little.Due to this
 

increase the number concentration of cloud droplets increased while the diameter of droplets decreased,which
 

confirms Twomey effect.
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準実スケール人工雲実験施設を用いた
硫酸アンモニウムエアロゾルが雲粒生成に与える

影響の検討

高度430mにおよぶ準実スケールの人工雲実験施設において硫酸アンモニウムエアロゾル粒子を

発生させ,雲核活性化が起きる高度40m程度までのエアロゾル,雲粒について測定をおこなった.

バックグラウンド粒子数濃度を低下させたことにより,実験室用粒子発生装置を用いた安定的なエア

ロゾル粒子供給が可能となった.エアロゾル粒子および雲粒を同時に捕集可能な２段式インパクター

を用い複数高度で両粒子の数濃度,粒径分布を求めた.粒子発生用の硫酸アンモニウム溶液濃度を高

くすると,発生粒子個数が増加したが粒径に大きな変化は見られなかった.エアロゾル粒子数増加に

より生成する雲粒粒子数は増加,雲粒径は減少し,Twomey効果が検証された.
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いるが,ここでは釜石鉱山立坑に流入する空気の清浄化

を実現することにより可能となった,硫酸アンモニウム

粒子個数が生成する雲粒数および雲粒径に与える影響に

ついて2002年のデータを中心に報告する.

2.方法

実験は2002年11月10～16日に岩手県遠野市の釜石

鉱山日峰中央立坑内のACES（図１）で行なった.ま

た翌2003年11月24～28日におこなった実験データを

補足的に用いる.ACESは高低差430mの廃鉱となっ

た立坑で,坑頂部分には上昇気流を発生させるための

ファンが設置してある.立坑内は全高度に渡り,はしご

によってアクセスでき,全高度域ではしご部の踊り場を

利用した機器の設置,雲の観測が可能となっている.坑

道内の空気は地下水が存在することにより相対湿度がほ

ぼ100％になっているが,この空気が立坑内を上昇し断

熱的に膨張すると気温が低下し水蒸気過飽和度状態とな

る.エアロゾル粒子の人為的発生などにかかわらず,水

蒸気過飽和度が最も高くなるのは坑底から高度30～50

m付近であり,それよりも高い高度では雲粒数の増加

は見られず,雲粒径が徐々に大きくなることがこれまで

の予備的観測によりわかっている.このため本実験では

坑底から高度40mまでの地点で集中的に観測を行なっ

た.

坑頂に２つあるファンの運転組み合わせにより立坑内

の上昇風速は,自然通気状態および0.8～1.4mで３段

階に制御可能である.坑底で大気中に存在し雲核として

作用すると考えられている硫酸アンモニウム（(NH)

SO）を,実験室用粒子発生装置（TSI,3076）で発生

させた.立坑内を上昇する気塊中の硫酸アンモニウム粒

子分布ができる限り一様にさせるために,粒子の発生は

立坑入口よりも30m程度風上でおこなった.従来は

バックグラウンド粒子数が多かったためミスト発生装置

で粒子を大量に発生させていたが,坑内空気流入路の変

更などによりバックグラウンド粒子数濃度を低下させた

結果,より粒子発生量のコントロールのしやすい実験室

用粒子発生装置の使用が可能となった.

立坑内の温度および湿度は,観測期間中坑頂から10

m毎 に つ り 下 げ た 温 湿 度 セ ン サー（HOBO,

H08-032-08（気温・湿度）,H08-030-08（気温））で

一定時間毎に記録した.立坑内の上昇流の風速は,各年

の観測終了後に,坑頂および坑底付近の２点で風速計

（Kanomax,Anemomaster 6011）を用い測定した.

坑底におけるエアロゾル粒子を,10nm～１μmの全

粒子数濃度を測定するCPC (Condensation Particle
 

Counter,TSI 3007)で測定すると同時に,孔径0.1μm

のニュークリポアフィルター（Advantec,K-010A）上

に捕集した.エアロゾルサンプルは実験室に持ち帰り電

子顕微鏡（Hitachi,S3200N）で観察し,合わせてX線

分析により成分元素について明らかにした.電子顕微鏡

は対象物を真空状態で観察するため,得られるエアロゾ

ル粒子径は乾燥粒径となっている.

同一空気サンプル中の雲粒とエアロゾル粒子を捕集す

るために使用した２段式インパクターの概要を図２に示

す.インパクターの下流側に接続したプラスチック製シ

リンジのプランジャーをモーター駆動させ3.6［L/min］

でサンプル空気を吸引すると,空気中に含まれた雲粒・

エアロゾル粒子がインパクター内に導入され,雲粒・エ
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図１：ACES内の実験装置設置状況.それぞれの高度に雲粒
とエアロゾル捕集をそれぞれのインパクション面に同時サン
プリングするインパクターが設置してある.坑底では硫酸ア
ンモニウムエアロゾルの発生,モニタリングがなされた.
Figure 1：Experimental setup in ACES.Impactors were

 
set at each sampling site to collect cloud droplets and

 
aerosol particles simultaneously on each impaction plate.
At the bottom of ACES(NH)SO aerosol particles were

 
generated and monitored.

図２：ACES実験で雲粒および雲粒間エアロゾル粒子を捕集
するために使用された２段インパクターの概要.
Figure2：Outline of the 2-stage impactor used for sam-
pling of cloud droplets and interstitial aerosol particles

 
during experiments in ACES.
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アロゾルがそれぞれの粒径に応じて上段,下段の衝突面

にそれぞれ分離捕集される構造となっている.

２段式インパクターの上段では空気力学径1.5μm以

上の雲粒がスス薄膜上に,後段ではそれ以下のエアロゾ

ル粒子がニュークリポアフィルター上に衝突捕集され

る.雲粒数濃度,雲粒径が大きく変化する環境下では,

捕集される雲粒が少なすぎたり,多すぎて痕跡が重なる

などの問題が生じる.立坑内の採気量はこれまでに得ら

れた雲粒数濃度の結果より50ccとした.サンプリング

は,インパクターを立坑内に１mほど突き出し,ノズ

ル穴を気塊の流線方向である下向きにしておこなった.

図３の（A）に雲粒の痕跡の一例を示す.雲粒の痕跡は

デジタルマイクロスコープ（Keyence VHX6300）に

よって痕跡数と痕跡径を計測した.観察時には光源を対

象物側面におき,水滴衝突痕の凹面の陰影が明瞭になる

よう調節した.デジタルマイクロスコープの分解能は

0.2μm程度であり,境界部分による測定誤差によって

検出限界が決まる.測定誤差の３倍である0.8μmを雲

粒粒径の検出限界,および雲粒径の最低分解能とした.

すす捕集面の痕跡径を実粒径に換算する検量線を作成

するため,ツェーデル油とススで２等分されたインパク

ター捕集面に,超音波噴霧器で発生させた霧（２～100

μm）を捕集した.ツェーデル油中に捕集され球形を維

持している水滴の径を実粒径として,スス上の痕跡径を

校正した.この水滴径の範囲内では,ツェーデル油内の

水滴径はスス上痕跡径と比例定数0.66の直線関係に

あったため,雲粒の実粒径＝スス痕跡径×0.66とし

た.

雲核の定性にはエアロゾル粒子と同様に走査電子顕微

鏡―X線マイクロアナライザーを用いた.炭素のみか

らなるススを雲粒痕跡のために用いることで炭素以外の

ブランクを低減したため,X線マイクロアナライザー

による雲核の定性が容易となった.雲核の走査型電子顕

微鏡観察では,雲核として作用したと考えられる残留物

の形態が観察時に必要な電子線照射によって変化する可

能性があるため,輪郭の判別が可能な最低限のレベルの

電子線照射で倍率は1000～6000倍で観察した.２段イ

ンパクターの下段衝突面に捕集されたエアロゾル粒子の

観察にも走査型電子顕微鏡を用いた.

3.結果および考察

3.1 ACES内の気温

観測期間中の坑底温度は非常に安定しており日中,夜

間を通して13.0～13.2℃以内の変動にとどまっていた.

温度プロファイルの例を図４に示す.これまでにおこ

なった観測で得られたものと同様に高度30m～50mで

気温減率の小さな領域が観測された.この領域は雲が発

生し始める高度であり,過飽和状態の水蒸気が凝縮によ

り大量の熱を発生しているものと考えられる.坑底でエ

アロゾル粒子を発生している期間についても温度プロ

ファイルに大きな変化は見られなかった.雲の生成には

相対湿度あるいは水蒸気過飽和度のデータが重要である

が,立坑内は全高度に渡って相対湿度がほぼ100％と

なっている.そのような状況において,相対湿度あるい

は水蒸気過飽和度を,高度プロファイルを作成できる精

度で測定することは困難であった.

3.2 坑底におけるバックグラウンドエアロゾル粒子お

よび発生エアロゾル粒子の評価

バックグラウンド時に坑底でCPCによって計測され

た10nm以上の全粒子数は1000［個/cc］のレベル,0.3

μm以上の粒子数は10［個/cc］レベルと清浄な海洋上大

気レベルであった.

人工雲を用いたエアロゾルの雲粒への影響評価 23

図３：ススを被覆した上段衝突面に捕集された雲粒のマイク
ロスコープ像(A)および後段衝突面に捕集された雲粒間エア
ロゾル粒子の走査型電子顕微鏡像(B）.
Figure3：Microscopic image of cloud droplets(A)sampled

 
on the soot coated upper impaction plate of the 2-stage

 
impactor and scanning electron microscopical image of

 
interstitial aerosol particles(B)on the lower impaction

 
plate of the impactor.



坑底で捕集されたエアロゾル粒子の電子顕微鏡観察お

よびX線分析の結果,硫酸アンモニウム以外のエアロ

ゾル粒子は粒径が0.4～8.0μmの領域にあり,釜石鉱

山で産出される炭酸カルシウムや鉄を含む鉱物系のもの

が主体であり,海塩粒子がその数分の一程度含まれてい

た.

発生された硫酸アンモニウム粒子は立坑入口までの湿

度100％に近い環境下を20秒程度運ばれた後に立坑に

入り上昇し始める.図５に気塊が上昇し始める直前に坑

底のCPCで測定されたエアロゾル粒子総数の時間変化

例（2003年11月25日）を示す.エアロゾル粒子発生

は10時に開始し,11時30分には発生条件を維持した

ままファンの稼働条件を変更させ風速を0.8［m/sec］か

ら1.0［m/sec］へ,さらに11時45分には同様に粒子発

生条件を維持したまま風速を1.0［m/sec］から1.5［m/

sec］に上昇させた.粒子発生直後に粒子数は,1400［個/

cc］から2400［個/cc］に1000［個/cc］程度急増した後,

徐々に増加した.発生粒子数を一定に保ったまま風速を

上昇させた11時30分および11時45分には全粒子数濃

度が段階的に低下した.これは風量を上げたことにより

粒子の希釈が起きたためである.13時に粒子の発生個

数を倍増させ,風速を最初の実験条件である0.8［m/

sec］に低下させると,粒子数濃度は最初の粒子発生時に

バックグラウンドから増加した個数濃度1000［個/cc］の

ほぼ２倍に相当する粒子数濃度3400［個/cc］となった.

以上の結果より,雲核として作用する硫酸アンモニウム

粒子の供給粒子数は実験期間中安定的におこなわれ,雲

生成へのエアロゾル粒子の影響を評価するために十分な

実験条件が得られていたと考えられる.

3.3 バックグラウンド雲粒の評価

バックグラウンド観測時に高度40m地点において２

段インパクターで捕集された雲粒痕跡94個を対象に雲

核成分の元素分析をおこなった結果,その73個は硫黄

（S）を含んでいた.19個からは何の元素も検出されな

かったが,これは観察時の電子線照射によって蒸発した

ものと考えられる.いずれの元素も検出されなかった雲

粒痕跡に雲核として含まれていたものは,電子線照射で

揮発する硫酸アンモニウム粒子と考えられるが,有機エ

アロゾルの可能性も否定できない.これは,衝突面がス

ス（C）であり,有機エアロゾルの検出ができないため

である.

硫黄を含んだ73個の痕跡の中で18％が鉄（Fe）やケ

イ素（S）を含んでおり,その雲粒個数濃度は2.2［個/

cc］であった.硫酸アンモニウム粒子を発生させた場合

には,水蒸気の凝縮が起こりやすくなり,水蒸気の最大

過飽和度はバックグラウンド時よりも低下すると考えら

れる.したがって,硫酸アンモニウム粒子を発生させた

場合に鉱物粒子を含んだ雲粒は最大でも2.2［個/cc］と

考えた.

２段インパクターの後段に捕集されるエアロゾル粒子

は,雲中の雲粒間に浮遊していた粒子であり活性化しな

かったものである.雲が発生する前の全エアロゾル粒子

の一部は活性化して雲粒に成長する.残りのエアロゾル

粒子は雲粒間に浮遊するため,雲発生前の全エアロゾル

数と雲粒間の残存エアロゾル数の差が生成した雲粒数と

一致する.雲生成前後の全エアロゾル粒子数の差から求

めた雲核数濃度と雲粒数濃度の関係を図６に示す.両者

はほぼ１：１の直線関係にあり,エアロゾル粒子数濃度

の減少が雲粒数濃度の増加で説明できること,すなわち

ACESの高度40m付近までではエアロゾル粒子や雲粒

の壁面や鉛直方向への沈着,外部から異なる気塊の流入

によるエアロゾル粒子数の増減などを考慮する必要がな

いことがわかる.
図５：ACES坑底でCPCによって計測された全粒子個数濃
度の時間変化（2003年11月25日）
Figure5：Time series of total aerosol number concentra-
tion measured at the bottom of ACES with CPC on 25 Nov.
2003.
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図４：ACES内気温の高度プロファイル（2003年11月24
日）
Figure4：Vertical profile of air temperature in ACES on

 
24 Nov.2003.



3.4 硫酸アンモニウム粒子発生時の雲粒の評価

表１に2002年11月実験のパラメータを示す.上昇風

速を一定のままエアロゾル粒子発生量を３段階

（Case1～3）に変化させた場合,およびエアロゾル粒子

発生量を一定のまま上昇風速を２段階（Case3,4）に

変化させた場合の雲の生成に与える影響を評価した.

雲粒を捕集した高度は坑底から27m（Site 1）,34m

（Site 2）,41m（Site 3）である.エアロゾル粒子数濃

度は10～200［個/cc］であり,清浄な洋上大気から人為

発生源の影響を受けた洋上大気レベルである.また,上

昇風速は積雲レベルである.

２段式インパクター下段に捕集されたエアロゾル粒子

の乾燥粒径分布を図７に示す.エアロゾル粒子のモード

径は噴霧した硫酸アンモニウム溶液の濃度に関わらず一

定で,乾燥粒径0.07μmを示した.粒径分布がほぼ一

定のまま数濃度が変化していることがわかる.

図８に雲粒粒径分布と雲水量の高度プロファイルを示

す.エアロゾル粒子数濃度が12.4［個/cc］と低いCase1

では,高度27mのSite 1で４μm付近にピークがあっ

た分布は,高度34mのSite 2に上昇するとピークが低

くなるとともに５μmよりも大きな粒径域の雲粒が増え

ている.さらにSite 3に達すると粒径分布のピークが

５μmにシフトしており,この高度域で新たな雲核の活

性化による雲粒数の増加は抑制されていることがわか

る.生成した雲粒の粒径は12μm以下と小さく併合は

ほとんど起きない領域であるため,雲粒の成長は水蒸気

の凝縮によるものであり,併合による雲粒数の減少も生

じていないと考えられる.以上の結果から,硫酸アンモ

ニウムエアロゾル粒子数濃度が10［個/cc］程度の場合に

は一旦エアロゾル粒子の一部が雲核として働き活性化す

ると,その直後から雲粒数の増加は抑制され,水蒸気の

凝縮は既存雲粒の成長に使われることがわかる.

一方,エアロゾル粒子数濃度が27.3［個/cc］のCase2

では,高度41mのSite 3まで気塊が上昇しても雲粒の

粒径分布のピークは４μm付近のままであり,引き続き

雲核の活性化が起きて雲粒数が増加し続けている.エア

ロゾル個数が12.4［個/cc］から27.3［個/cc］へ２倍弱増

加しただけで,水蒸気の凝縮先が既存の雲粒から,雲核

として作用するエアロゾルへと変わっていることは興味

深い.さらにエアロゾル粒子数濃度が増え200［個/cc］

程度になると雲粒数が増加すると共に,エアロゾル粒子

数濃度が27.3［個/cc］の時よりも各雲粒の成長が抑制さ

れ雲粒粒径分布のピークが３μm程度に小さくなった.

図９に雲水量（A）,モード粒径（B）,雲粒数（C）の高

度変化を示す.同一高度でCase毎の雲粒数（C）を比較

すると,硫酸アンモニウムエアロゾル粒子数が増加する

につれ,雲粒数は増加した.これは水蒸気量を維持した

まま硫酸アンモニウムエアロゾル粒子数濃度を増加させ

ると,雲粒数濃度は増加し,雲粒径が減少するという

表1：ACES実験パラメータ（2002年11月）
Table 1：Parameters in ACES experiments in Nov.2002

 
Aerosol particle Case  Wind speed

［m/sec］Conc.［♯/cc］ Dp［μm］

1 12.4 0.07 0.6

2 27.3 0.07 0.6

3 202.2 0.07 0.6

4 158.7 0.07 0.9
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図６：雲底下および雲中において２段インパクターで捕集さ
れたエアロゾル粒子および雲粒数から得られた雲核数濃度と
雲粒数濃度との関係
Figure6：Relationship between number concentrations of

 
CCN and cloud droplet obtained from the 2 stage impactor

 
below and in cloud

図７：ACESの雲底下において２段インパクターの後段衝突
面に捕集されたエアロゾル粒子の粒径分布.Naeは乾燥粒
径0.03μm以上の粒子数濃度.
Figure7：Size distribution of aerosol particles below cloud

 
base in ACES sampled by the 2-stage impactor on its

 
second stage.N :number concentration of aerosol parti-
cles with dry diameter＞ 0.03 um.



Twomey効果の実験的検証である.エアロゾル粒子数

増加に従い雲粒数が増加する一方,雲粒のモード径（B）

は小さくなる傾向を示した.雲水量も増加したものの変

化の割合は雲粒数や粒径ほど顕著ではなかった.これ

は,上昇風速が一定のため過飽和となって凝結する水蒸

気量が一定であるためであり,粒子数が多いほど雲水量

が多くなるのは,過飽和水蒸気が大量に存在するエアロ

ゾル粒子によって効率よく凝結した結果と考えられる.

上昇風速を上げた場合には雲粒捕集地点を通過する風

量が増える結果,気塊の水蒸気濃度は同じままでも凝結

可能な水蒸気量が増加するため,雲水量が増加すると考

えられる.Case4とCase3の差がこれに該当する.こ

こではエアロゾル粒子発生量が同じまま上昇風速を増加

しているため,エアロゾル粒子数濃度がCase4では

158.7［個/cc］とCase3の202.2［個/cc］よりも減少して

いる.Case1～3の実験結果では粒子数が減少すると雲

水量は小さくなるが,Case4では粒子数濃度が減少し

ているにもかかわらず雲水量が増加している.これは,

凝結水蒸気量の増加効果が粒子数減少量の効果を上回っ

たためと考えられる.

4.おわりに

ACESは3.3に述べたように外部から異なる気塊の
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図８：各サンプリング高さで観測された雲粒の粒径分布
Figure8：Size distributions of cloud droplets observed at

 
each sampling site.

図９：雲粒の雲水量（A）,メジアン径（B）,数濃度（C）の高
度プロファイル
Figure9：Vertical profiles of liquid water contents(A),
Median diameter(B),and number concentrations(C)of

 
cloud droplet.



流入がない実験系となっており,実大気中の雲生成では

必然的に起こる乾燥気塊の取り込み,エントレインメン

トがない.航空機観測などで大気中の雲観測でエントレ

インメントの効果などが評価されている（Lu et al.,

2008）が,このような実大気での雲生成現象を解釈する

ためにもACESのようなエントレインメントのない実

験系でエアロゾルと雲粒との関係を検討することは極め

て有用であろう.ACESでの実験にはさまざまな可能

性があるが,ここで報告したエアロゾルと雲との関係を

明らかにすることはその一つであり,さらに条件を変え

てくわしく検討することが求められる.例えば,立坑内

で生成した雲を含む気塊に,横坑から相対湿度の低い気

塊を人為的に導入・混合させる模擬エントレインメント

実験をおこなうことも可能である.このような実験結果

と実大気中の雲観測とを並行しておこなうことにより,

雲で起きているエントレインメントが雲粒に与える影響

を評価することができると期待される.
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1.はじめに

雲発生環境下,雲核（CCN）あるいは氷晶核（IN）

として高い活性化能力を有するエアロゾル粒子の多寡に

より,雲の微物理構造が変化し,光学的特性や降水機構

に差異が生じると考えられる.中緯度域の雲・降水シス

テムの大部分は,氷相過程を含んでいる.氷晶発生過程

は,混合雲・氷晶雲の微物理構造を決定するだけではな

く,雲の寿命や雲量,さらには,降水粒子の形成へと連

鎖する重要な要素であるため,その定量的理解は高解像

度非静力学モデルによる降水予測の精度向上に不可欠で

ある.

大気中エアロゾルの雲システムへの影響,特に雲・降

水粒子の成長過程への寄与（第２種間接効果）に関する

これまでの知見の多くは,水雲を研究対象としたもので

ある（Albrecht 1989;Stevens and Feingold 2009）.雲

の放射特性や降水能率は,雲粒粒径分布だけではなく,

氷点下における過冷却雲粒と氷晶との水物質の分配にも

依存する（Baker 1997;Baker and Peter 2008;Loh-

mann and Feichter 2005;Stephens et al.1990）.エアロ

ゾル粒子により氷晶を含む深い対流雲の内部構造が影響

を受けること（Rosenfeld et al.2008）や,エアロゾル

粒子が雲・放射過程および降水機構を通じて雲の分布・

ライフタイム・降水能率に影響を及ぼす一連の過程を数

値モデルにより再現する試み（Khain et al.,2008;Loh-

mann and Hoose,2009）などの報告はあるが,氷晶を

も含んだ雲・降水過程が,大気中の水・エネルギー循環

に作用し,雲量や降雨量の変化となって,気候へ影響を

与える効果を定量的に評価するには,多分に未知な部分

が残されている.全球数値気候モデルで上層雲・中層雲

の放射・降水特性を的確に表現するためにも,また,数
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広範なエアロゾル種の雲核・氷晶核能

田尻 拓也 ,山下 克也 ,村上 正隆

多様なエアロゾル種を対象に,雲の発生環境場において雲核あるいは氷晶核として有効に働くエア

ロゾル種の同定を進めている.大気中エアロゾル粒子の物理化学生物特性と雲核・氷晶核能との関連

性および雲生成過程への関与を的確かつ定量的に表現することは,メソ数値予報モデルや数値気候モ

デルの精度向上にとって重要な課題である.エアロゾル－雲－降水相互作用に関する知見の取得や気

候影響評価におけるエアロゾル間接効果の不確定性の低減を目指して,MRI雲生成チェンバー等の

実験的手法に基づくエアロゾル・雲・降水を統一的に取扱う新たなパラメタリゼーションの構築に取

組んでいる.本稿では,雲生成チェンバー実験の概要と特定エアロゾル粒子を用いた実験結果につい

て述べる.

Investigation of CCN and IN abilities of various aerosol types by using
 

MRI cloud simulation chamber
 

Takuya Tajiri,Katsuya Yamashita,Masataka Murakami

A variety of aerosol species has an inherent ability to act as CCN and/or IN,and some of them actually
 

activate under conditions relevant to the atmosphere.An accurate and quantitative description of the relation
 

between physicochemical and biological properties of aerosol particles and their activity and potential role in
 

cloud formation is a crucial subject for improvement of numerical cloud simulation and weather/climate
 

prediction models.To overcome the current lack of understanding of aerosol-cloud-precipitation interactions
 

and to reduce the uncertainty in estimates of the aerosol indirect effects,we are attempting to propose novel
 

incorporate parameterizations that link aerosol particles and cloud particles from the experimental approaches.

This article focuses on the MRI dynamic cloud chamber experiments in progress and shows results of various
 

types of specific particles.



値気候モデルの予測精度向上,あるいは気候変動のメカ

ニズム解明の視点からも氷晶発生過程の定量的理解は重

要な課題である.

氷晶発生過程の研究は,半世紀にわたって行われてき

たが,CCNとは異なり氷晶発生には幾通りものメカニ

ズムが存在し複雑なため（Vali 1985;Pruppacher and
 

Klett 1997）,一次氷晶の発生機構でさえ定性的にも定

量的にも未解明の部分がある.混合雲や氷晶雲を通じて

INとして働くエアロゾル粒子が雲の特性や降水機構の

変調に果たす役割を精度良く描出するには,氷晶発生に

関わる素過程の解明および定式化,数値モデルへの的確

な取込みを進展させることが必要である.

大気中エアロゾル粒子のCCN能は,粒径に強く依存

し,化学組成やその混合状態にも依存する.従来のケー

ラー理論に基づく水溶性物質を想定した溶液滴のCCN

特性を用いた研究アプローチから,最近ではエアロゾル

粒子の吸湿性に着目し,不溶性粒子も適用可能なκ-

ケーラー理論に基づくエアロゾル粒子のCCN能に関す

る研究へと転じている.水溶性物質と不溶性粒子が雲発

生環境下に共存する場合,外部混合や内部混合の状態に

よって競合的にCCN活性する粒子が決まり,雲粒生成

および初期雲粒粒径分布へと波及する.混合核として働

く粒子は,雲粒凍結へと導く前駆的現象として雲粒発生

へ寄与するため,CCN能の定量的把握が必須である.

このように,最新の数値気候モデルやメソ数値予報モ

デルの精度評価において,大きな不確定要素の１つであ

る雲過程（特に混合雲および氷晶雲）の効果を雲物理学

的視点から詳細に調査するため,実験的手法による大気

中エアロゾル粒子の雲・降水過程への関与について基礎

研究を進めている.気象研究所の低温実験施設における

エアロゾル・CCN・IN計測および雲生成チェンバー実

験による結果を詳細雲微物理ボックスモデル数値実験に

より定量的に評価し,非静力学モデルに組込むエアロゾ

ル・雲・降水を統一的に取扱う新たなパラメタリゼー

ションの構築を目指している.対象とするエアロゾル

は,ダスト（黄砂）・バイオエアロゾル・人為起源エア

ロゾルおよび,それらと吸湿性,有機エアロゾルとの外

部・内部混合粒子,大気中エアロゾルと多種多様であ

り,その物理化学生物特性とCCN・IN活性化特性と

の関連付けおよび各エアロゾル種のCCN能・IN能に

応じた発生初期の雲粒粒径分布・氷晶数濃度を分析し,

エアロゾル・雲過程の定式化またはモデル化を試みてい

る（図１）.

本稿では,研究の概要と雲生成チェンバー実験を中心

とした現在の取組みについて報告する.

2.雲核・氷晶核として働くエアロゾルの計測

大気中エアロゾル粒子のCCNとしての働きは,乾燥

粒径と臨界過飽和度に強く依存する.一般に,環境場の

過飽和度が高いほどCCN濃度は高く,試料空気中のエ

アロゾルが同種の場合,乾燥粒径の大きな粒子ほど有意

に活性化し雲粒を生成する.CCN濃度の過飽和度依存

性は,CCNスペクトルにより表され,関係式として,

N ＝C SS

がよく用いられる.ここで,N はCCN数濃度,SS

は水に対する過飽和度（％）,C と k は定数であるが,

C は過飽和度１％の場合のCCN数濃度と定義されるこ

とが多い（Pruppacher and Klett,1997）.大気中エアロ

ゾルの素性や環境中における物理化学特性の変調によっ

て,空気塊のCCN特性は変動するため,これらの定数

は,計測地域や大気環境条件によって異なる.多数の地

域でCCN観測が行われ,海洋性や大陸性といった観測
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図1：エアロゾル－雲－降水相互作用に関する研究概念図.
Fig.1：Schematic diagram of aerosol-cloud-precipitation interactions and the experimental study design.



点の大気質の特徴付けや季節変化などが C や k を用い

て示されている.CCNスペクトルは,技術確立された

各種CCN計を用いて測定される（Hudson and Yum
 

2002;Roberts et al.2006;Rose et al.2010;Snider and
 

Brenguier 2000）.

自然大気中には,多様なエアロゾル種が存在し,それ

ぞれ異なる乾燥粒径と多様な化学特性を持ち,外部混

合・内部混合の割合も様々である.CCN活性化特性を

過飽和度依存性だけでなく,大気中エアロゾルの粒径分

布や吸湿性,混合の度合いと関連させて議論するため,

最近ではPetters and Kreidenweis(2007)のκ-ケー

ラー理論に基づく研究が広く進められている.詳細は本

号 章の山下ほかに譲るが,この理論では純粋な化学組

成を持つ粒子は特定の吸湿特性を有するため,粒径に依

らず単一の〝吸湿度"を示すと考えられる.逆に,粒子

の物理化学量が未知であったとしても,吸湿度を計測す

ることにより,エアロゾル種の推定やCCN特性の解析

が可能であり,吸湿度という一つのパラメーターを用い

て粒子の凝結成長過程を計算できる大きな利点がある.

後述するように,吸湿度は実験的に求めることができ,

多様なエアロゾル種について調査がなされている.

氷晶発生メカニズムは,液滴からの均質核形成

（homogeneous nucleation）とINとして働くエアロゾ

ル粒子の表面における不均質核形成（heterogeneous
 

nucleation）に大きく分類される（図２）.自然大気中

で起こる均質核形成は,水滴直径に若干依存するが,

約－45℃までに全ての水滴が凍結する.一般的には,雲

の温度がこの程度まで低下するよりも先に,不溶性で核

となる粒子の働きにより氷晶が生成される.この氷晶の

生成を手助けする粒子を総称して〝氷晶核"（ice
 

nucleus,ice-forming nucleus）という.CCNと比較し

てINの数濃度は桁違いに少なく,一般に大気を浮遊す

る粒子の10個に１つ程度とされる（DeMott et al.,

2011）.

〝氷晶核"の働き方は,４通りが考えられる.水蒸気

が直接氷に変化して氷晶を生成する際に芯となる粒子

は,昇華（凝結）核と呼ばれる.残りの３つは,水滴

（雲粒）の凍結を手助けするものである.比較的暖かい

温度領域で水滴内に取り込まれ,その後の温度低下に

よって水滴を凍結させるのが（内部）凍結核である.凝

結核と凍結核の性質を合わせ持つ粒子（混合核）の上に

凝結によって水滴が生成された直後,不溶性の物質が凍

結核として働き,水滴を凍らせる粒子を凝結凍結核とい

う.水滴との衝突によって凍結を引き起こす粒子を接触

凍結核という.これらの氷晶生成モードは,対流圏内の

０℃以下の領域において,気温・湿度（氷飽和/水飽

和）・過冷却雲粒の存在域などの異なる環境場を経験し

て発現すると考えられる（Hoose and Mohler 2012）.

不均質核形成による氷晶生成は混合雲および巻雲の領域

において,均質核形成は巻雲の領域において働く.

長年,乾燥および半乾燥地域から大気中に飛散するダ

スト粒子が自然界で支配的なINであると考えられてき

た（Isono et al.1959;Sassen et al.2003）.現在では,

航空機による直接観測からエアロゾル粒子や雲粒子のサ

ンプリングが行われており,雲粒子を選別して雲残渣粒

子を同定する技術が適用されている（DeMott et al.

2003a;Pratt et al.2009;Matsuki et al.2010）.依然IN

としての鉱物粒子の重要性は変わらないものの,質量分

析計・電子顕微鏡・エネルギー分散型Ｘ線分光法などに

より,その他のINとして,バクテリア（細菌）・花

粉・ファンガス（真菌）などの生物由来の物質や人為起

源のすす粒子,バイオマス燃焼起源粒子,有機物質など

を示唆する多様な化学成分が同定されている.これらの

粒子と海塩粒子の混合物や硫酸塩・硝酸塩・アンモニウ

ム塩・有機物質を含有し不溶性粒子表面へのコーティン

グを示唆する形態の粒子など,多様なエアロゾル種が自

然大気中でINとして働くことが注目されている.

INの計数装置について技術開発と測定技術の向上,

比較実験が過去15年進展したことにより,近年オンラ

イン測定（DeMott et al.2003b;Richardson et al.2007;

Rogers et al.1998;Rogers et al.2001）および後解析

（Klein et al.2010;Knopf et al.2010;Ardon-Dreyer et
 

al.2011）によって大気中のIN数濃度が調査されてい

る.

精製技術が確立された人工物である各種特定粒子を大

気中エアロゾルの代替粒子として用いた室内実験も進め

られている.カールスルーエ工科大学のエアロゾルチェ

ンバー施設（AIDA; Aerosol Interactions and
 

Dynamics in the Atmosphere aerosol facility cham-

ber）では,各種粒子計測装置を有し,ダスト粒子の

IN特性と二次有機化合物・硫酸塩コーティングの影響

（Cziczo et al.2009;Field et al.2006;Mohler et al.2006;

Mohler et al.,2008a）や硫酸塩コーティングによるすす

粒子のIN特性（Mohler et al.2005）,細菌細胞のIN

広範なエアロゾル種の雲核・氷晶核能 31

図2：雲内における氷晶発生過程.
Fig.2：Multiple ice nucleation mechanisms.



特性（Mohler et al.2008b）など各種代替粒子を用いた

調査が行われている.

Hoose and Mohler(2012)や Murray et al.(2012)は,

様々なエアロゾル種のINに関するこれまで研究をレ

ビューした.各種IN実験計測技術（DeMott et al.

2011）による研究が進行中であり,エアロゾル種ごとの

氷晶発生のオンセット温度や過飽和度に関する知見,環

境条件とIN活性化率との定量的関係などが次第に得ら

れつつある.一方で,温度・氷過飽和領域の制御範囲や

粒子計測精度など装置固有の制約により,取得データ

セットは限定的である.同一試料粒子を用いた複数装置

による同期計測など,更なる相互比較実験が必要であ

る.

外部混合および内部混合粒子に関する知見に限らず,

多くのエアロゾル種のIN能（同様にCCN能）につい

て,その知見は未だ不足している.雲の発生環境や力学

場を十分カバーする範囲における雲粒・氷晶発生への

CCN・INの影響についての広範な研究が必要である.

3.MRI雲生成チェンバー実験の概要

雲生成の素過程を詳細に調べるため気象研究所では,

MRI雲生成チェンバー実験システムを運用している

（図３）.かつて運用されていたコロラド州立大の断熱膨

張型チェンバー（DeMott and Rogers 1990）の機構を

基に,MRI雲生成チェンバーは試験槽の壁面温度と

チェンバー内の気圧を独立制御し,気温・気圧・減圧速

度といった実験制御範囲の拡張や壁面制御精度の向上,

高性能なエアロゾル・雲粒子計測センサーの充実を図っ

ている.

稼働中のAIDAチェンバーは,内容量84m のアル

ミニウム製試験槽の内壁に,予め氷の層を作った上で減

圧を開始し雲粒子生成を実現している.真空ポンプの排

気速度に応じて試験槽は減圧されるが,実験を通じて壁

面温度がほぼ一定であるため,試料空気の温度が断熱冷

却的に変化するのは10～15分程度で,槽内気温の変化

幅は最大10℃程度である（Mohler et al.2003;Wagner
 

et al.2011）.

一方,MRI雲生成チェンバーは,内容量1.4m のス

テンレス製試験槽内壁面の温度を制御し,減圧に伴う気

温低下に合わせて壁面温度を変化させ,試料空気と壁面

との熱交換を最小限に抑える.このため,比較的広い温

度域で準断熱膨張過程を維持でき,対流圏における雲の

発生環境を再現性良く模擬し,雲生成過程を実時間で追

跡することができる（Tajiri et al.2013）.制御範囲は,

気圧が1013hPaから30hPa,気温が＋30℃から－

100℃,上昇流が０から30m/s,断熱膨張過程の実現精

度は気温１℃以内,気圧0.3hPa以内と世界最高水準

のエアロゾル・雲過程実験システムである.

MRI雲生成チェンバー内の大気状態（気温,露点温

度,気圧）の監視およびエアロゾル・雲粒子の数濃度・

形状の検出状況は,一秒ごとに実験制御兼データ収録装

置（M300,SEA社）に記録される.また,試料空気・

特定粒子の導入,初期値調整,断熱膨張実験の開始・終

了,凝結高度における乾燥断熱から湿潤断熱への気温減

率の切替え,後処理など,実験手順はM300により自動

制御化している.

周辺装置を含めた,MRI雲生成チェンバー実験施設

のシステム系統図を図４に示す.実験前処理における試

料粒子の状態をモニタリングするため,エアロゾルバッ

ファータンク内の粒径分布（または数濃度）は,走査式

モビリティーパーティクルサイザー（SMPS）,光散乱

粒子計数装置（OPC）および空気動力学式粒径分布測

定装置（APS）により,雲生成チェンバー内について

は,凝集型粒子計数器（CPC）およびエアロゾル・微

水滴計測センサー（CAS）により計測する.OPC (KC-

01E,RION)は,５段階の検出粒子区分（0.3,0.5,1,

2,5μm）を持ち,最大100個/ccまでの粒子数濃度を

計測する.APS(Model 3321,TSI)は,任意の計測時間

間隔でエアロゾル粒子の空気動力学径を0.5～20μmの

範囲で計測する.SMPS(MODEL3936,TSI)は２分周

期でおよそ0.01～0.3μmのエアロゾル粒子の粒径分布

を,CAS(DMT)は0.3～30μmまでエアロゾル粒子の

粒径分布を毎秒計測する.また,CCN計（DMT）に

より,試料空気中のCCN濃度（過飽和度0.07～２％）

計測をエアロゾルバッファータンクおよび雲生成チャン

バー内で行う.特定粒子の物理化学特性を同定（エアロ

ゾルキャラクタリゼーション）する際や,INとしての

ポテンシャルを気温・過飽和度に関して基礎的に調査す

る場合には,IN計（MRI-INC;Saito et al.2011）を使

用する.
図3：MRI雲生成チェンバー.
Fig.3：Photograph of the MRI cloud simulation chamber.
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雲粒発生の様子は,CASに加えて１μm以上の粒子

の粒径分布を計測する白色光源を用いたスペクトロメー

タであるWELAS（PALAS）および10μｍ以上の粒

子の画像を撮影できる雲粒子計測センサー（CPI,

SPEC）により計測する.氷晶検出には,白色光の側方

散乱光強度の違いにより氷晶と雲粒を選別できる

WELASと画像により粒子形状を確認できるCPIを用

いる.通常,非球形粒子の氷晶の場合,WELASによ

り計測されるサイズは,雲粒などの球形粒子と比較して

２倍程まで過大評価される（Wagner et al.2011）.これ

ら粒子検出データとチェンバー内の試料空気の状態を統

合的に解析し,特定粒子のチェンバー内への導入状態,

初期雲粒形成過程および粒径分布の変化,氷晶発生状況

を時系列で追跡する.

4.実験手順

4.1.試料エアロゾルと粒子発生方法

大気中エアロゾルの代替粒子として,現在利用可能な

粒子は,表１の通りである.粒子発生方法として,ダス

ト粒子やNaCl粒子など乾燥・固形の粒子には,回転ブ

ラシ式乾燥粒子発生装置（RBG-1000,PALAS）,す

す粒子には炭素粒子発生装置（DNP-2000,PALAS）,

硫酸アンモニウムや懸濁液にする必要のあるバイオエア

ロゾルなどにはエアロゾルアトマイザー（Model3079,

TSI）を用いる.この他,人工降雨等においてNaCl粒

子の固結防止剤に利用される二酸化ケイ素や炭酸カルシ

ウムは振動式乾燥粒子発生装置により,人工降雪の一手

法である人工氷晶核法に用いるヨウ化銀については発煙

装置により,試料粒子を発生させる.

4.2.エアロゾルキャラクタリゼーション

粒子発生装置によりエアロゾル化した試料粒子は,

バッファタンクに導入され,SMPSとOPCまたは

APSにより粒径分布を測定する.例として,図５に硫

酸アンモニウム・ATD・すす粒子の計測結果を示す.

ピーク粒径はそれぞれ,62nm,0.28μm,0.1μmと

表１：試料エアロゾル
Table1：sample aerosol types.

Aerosol type Sample  supplier  generator
 

Dust  Arizona test dust
(ATD)

Powder Technology
 

Inc.
RBG-1000

 

NX Illite  Arginotec  RBG-1000
 

K-feldspar  University of Leeds RBG-1000
 

Kosa(CJ-1) NIES  RBG-1000
 

Soot  Soot
(Spark discharge)

PALAS  DNP-2000

 

Sea salt  NaCl
(T-0)

Ako Kasei Co.,Ltd RBG-1000

 

Ammonium
 

sulfate

(NH)SO Kanto Chemical
 

CO.,INC.
Model3079

 

Bio  Snomax  York snow Inc. Model3079
 

Bacillus  Kanazawa Univ. Model3079
 

Pollen  Kanazawa Univ. Model3079
 

Artificial  AgI -------- Smoke
 

generator
 

SiO2  Ako Kasei Co.,Ltd Vibration
 

CaCO3  Ako Kasei Co.,Ltd Vibration
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図4：MRI雲生成チェンバー実験施設のシステム系統図.
Fig.4：MRI chamber facility system diagram.



発生装置やエアロゾル種別によって異なる.ダスト粒子

は,１μm超の粒子の割合が多く,検出サイズにおいて

氷晶との区別が曖昧になる場合がある.このため通常,

50％カットオフ粒径が2.5μmと1.0μmの２段の

cyclone(URG Corp.)を用いている.粒子発生およびサ

ンプリング手順を定型化し,エアロゾル粒径分布をサン

プル粒子種別ごとに規格化するなど,実験再現性の向上

を図っている.なお,発生方法が確立された特定粒子に

ついては,SMPSなどによる粒径分布計測を省力化し,

凝縮核（CN）計であるCPC(TSI Inc.,Model 3772)に

よりエアロゾル数濃度を得ることで,エアロゾル状態を

把握することができる.

図６は,CCN計により計測したCCN活性化スペク

トルである.不溶性粒子とはいえ,ATDとすす粒子で

はCCNとしての働きが全く異なり,ATDは硫酸アン

モニウムとの比較においてもCCNとしてより高い活性

化率を示す.粒径分布に大きな差があることも要因であ

るが,ダスト粒子の雲粒発生への寄与については十分考

慮する必要があることが判る.

吸湿度測定には,静電分級器（DMA,TSI Inc.,

Model 3080）,CCN計およびCPCを用いる（図７）.

DMAで分級された試料粒子をCCN計とCPCで同時

に計測することにより,エアロゾル総数（Ncn）に対し

て,段階的に変化させた過飽和度で活性化する粒子数

（Nccn）を計測できる.この計測手法において臨界過飽

和度は,Ncn の50％以上がCCNとして活性化する最

小の過飽和度と定義される.こうして,特定粒子につい

て乾燥粒径に関する臨界過飽和度が得られ,κ-ケー

ラー理論に基づき吸湿度が求まる.

特定エアロゾルは化学組成が既知の物質であるが,自

然大気中のエアロゾル粒子について吸湿度を計測するこ

とも可能である.併せて電子顕微鏡解析用にエアロゾル

捕集することで,大気中エアロゾルに関するより多くの

定量的知見を得ることが期待される.外部混合・内部混

合粒子について,混合状態が未知である場合に,吸湿度

を計測することにより,その状態をある程度掴むことが

できる.

4.3.MRI雲生成チェンバー実験手順

初めに雲生成チェンバー内に残余したエアロゾルを排

除するため,試験槽内を一旦30hPa以下に減圧した

後,清浄な乾燥空気により大気圧へ戻す試料空気の置換

作業を繰り返し行う.理想的な背景エアロゾルの数はゼ

ロであるが,雲粒発生実験では数個/cc程度,氷晶発生

実験時には１個/cc未満であることが望ましい.断熱膨

張過程における雲粒の発生温度（持ち上げ凝結高度,

LCLに対応）は,大気の初期状態で決まる.気圧・気

温を一定条件とする一連の実験では,初期露点温度の設

定値を変えることでLCLが変化する.初期露点は,

HEPAフィルターを通して加湿空気を漸次導入するこ

とにより調整可能である.また,気圧・気温の初期値に

ついては,M300により一定制御を持続する.試験槽内

の粒子数濃度を監視しながら特定エアロゾルを導入し,

所要の数濃度を得る.チェンバー内のエアロゾル粒径分

布やCCN活性化スペクトルの測定は適宜実施する.粒

子導入に伴う,槽内露点温度の変化は予め見込んでお

り,若干の加湿調整を追加して,試料空気の実験初期状

態とする.

この実験ステップから断熱膨張実験を開始する.雲生

成実験では,断熱膨張に対応する気塊の上昇速度は予め

設定しておき,通常一定（例えば,5m/s）である.槽

内の気温・気圧は初め乾燥断熱的に変化し,試料空気の

実験初期値より算出されるLCLに到達後,湿潤断熱過

程における雲過程を継続して追うため,壁面温度制御を

図7：吸湿度測定システム.
Fig.7：Aerosol hygroscopicity measurement system.
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図5：特定エアロゾルの粒径分布.
Fig.5：Aerosol size distributions.

図6：CCN活性化スペクトル.
Fig.6：CCN activity spectra.



自動的に湿潤温度減率に合うように切り替える.凝結点

（雲粒発生）は,相対湿度およびミクロンサイズの粒子

検出の急増,観察窓からの視認により判別可能であり,

その後の雲粒の成長・維持・落下の状態を実時間で監視

する.氷晶発生実験では,加えて実験を通じての相対湿

度の変化（特に水飽和か,氷飽和か）,氷晶発生時の雲

粒の存在状況などにも注視する必要がある.

5.実験結果

ここでは,暖かい雲を対象とした硫酸アンモニウムを

用いたCCN活性化実験,CCN・INとしてのATDに

関する実験およびすす粒子を用いた氷晶発生実験を例示

する（表２）.

硫酸アンモニウムは,自然大気中のCCNを代表させ

るために雲生成実験に用いることがある.図６より SS

１％において７割近くの（NH)SO 粒子が活性化す

る.図７は,硫酸アンモニウムによる雲粒発生実験の各

種データの時系列である.上段からそれぞれ気圧,気

温・露点・壁温,水に対する相対湿度,CASにより計

測されたサイズ別（＞0.3μm,＞2.0μm,＞10μm）

の粒子数濃度とCPCにより計測された N ,WELAS

による粒子計測結果,偏光レーザーによる前方散乱光強

度（雲形成のオンセットが確認できる）と後方散乱の偏

光解消度を示しており,雲粒を最初に検知したタイミン

グ（LCLに対応）を縦線で表示している.この図から,

LCLに到達すると瞬時に２μm以上の雲粒が生成し,

次第に10μm超の粒子が出現していることが判る.実

験初期値の N は3,000個/cc程度であるため,その過

半数が速やかにCCNとして働き雲粒生成に寄与したこ

とは,雲形成時の過飽和度がおよそ0.5％に達していた

ことを示唆する.

図８は,ATD粒子による雲生成実験の各種データの

時系列である.上段から水および氷に対する相対湿度,

CASにより計測されたサイズ別（＞1.0μm,＞5.0

μm,＞10μm）の粒子数濃度とCPCにより計測された

N ,WELASによる粒子計測,CPIによる粒子計測,

偏光レーザーによる前方散乱光強度と後方散乱偏光解消

度（雲粒子の非球形性を検知,つまり氷晶発生のシグナ

ル）を示しており,LCLと氷晶発生のタイミングを縦

線で表示している.

表２のとおり,硫酸アンモニウムによるCCN活性化

実験と較べて,初期露点を低く設定した.実験は＋15℃

から－30℃にかけて行い,初期露点に対応して,－13℃

でLCLに達し雲粒生成が確認された.実験開始後1000

秒で,雲粒数濃度は500個/ccを超え,図６における

ATDの活性化スペクトルを参照すると雲粒発生時の過

飽和度は少なくとも0.2％に達していたと考えられる.

表２：雲生成チェンバー実験設定値.

Table2：Setup parameters for the experiments.

Sample Aerosol  Ammonium
 

Sulfate
 
Arizona
 

Test Dust 
Soot

 
Initial Particle Number

 
Concentration(cm-3)

3,000 1,000 10,000

Programmed
 

Initial Pressure(hPa)

1000.0 1000.0 1000.0

Programmed
 

Initial Temperture(℃)

20.0 15.0 15.0

Programmed
 

Adiabatic Ascent Rate(m/s)

5.0 3.0 5.0

Actual
 

Initial Pressure(hPa)

1000.0 999.9 1000.0

Actual
 

Initial Air Temperture(℃)

19.9 14.6 14.5

Initial
 

Dewpoint Temperature(℃)

12.7 －7.5 －10.6

Temperture at LCL(℃) 10.3 －12.7 －19.0

図8：ATDによる雲粒生成実験.
Fig.8：Cloud chamber experiment with ATD.
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図7：硫酸アンモニウムによる雲粒生成実験.
Fig.7：Cloud droplet activation of Ammonium sulfate.



Koehler et al.(2009)やYamashita et al.(2011)におい

て指摘されるように,他に有効なCCNがない場合,

ATDはCCNとして十分働き,比較的サイズが大きい

ため,硫酸アンモニウムのように吸湿性を持つ粒子との

共存下においても活性化能力を発揮する可能性がある.

ATDがINとして働く様子,氷晶の検知は,－17℃

付近から見られ,－20～－25℃にかけてWELASや

CPIで頻繁に捕らえられた.また,偏光レーザー計測

から求めた後方散乱の偏光解消度（青線）は活発な氷晶

生成に伴って値が上昇し,雲粒のみであった図７との相

違が明瞭である.氷晶は既に雲粒が存在する場で発生し

たため内部凍結（immersion freezing）あるいは凝結凍

結（condensation freezing）が働いたと推測される.

図９は,すす粒子による雲生成実験の各種データの時

系列である.上段から水および氷に対する相対湿度,

CASにより計測されたサイズ別（＞0.3μm,＞5.0

μm,＞10μm）の粒子数濃度とCPIによる粒子計測で

あり,氷晶発生のタイミングを縦線（灰色）で表示して

いる.氷晶発生に先行して,実験開始後700秒から雲粒

生成が見られた.他に競合するエアロゾル種がない場合

には,すす粒子もCCNとして働くことが示唆される.

しかし,上昇速度5m/sにも関わらず,雲粒の数濃度

は1,000個/cc以下と活性化率は１割に満たない.一

方,氷晶の検出は－39℃以下で見られた.不均質凍結核

としての働きは不活発であるものの,－40℃以下の低温

域で昇華凝結核として作用している可能性がある.

以上,大気中エアロゾルの代替種として代表的な特定

エアロゾルを用いた雲生成チェンバー実験の事例を示し

た.一口にCCN能・IN能と云っても研究対象とする

特定粒子の物理化学特性は多様であり,ここで例示した

３種のエアロゾル粒子の比較からも明らかなように,雲

生成過程への関与は大きく異なることが判る.

広範なエアロゾル種について,それらのCCNとして

のポテンシャルを探るため,吸湿度を計測した結果を図

10にまとめた.Petters and Kreidenweis(2007)による

先行研究にある通り,NaClや硫酸アンモニウムなどの

水溶性の物質が高い吸湿度を示したのに比べ,ダスト粒

子はYamashita et al.(2011)同様0.01をやや超えるあ

たりに集中した.すす粒子の吸湿度は0.006と更に低

く,バイオエアロゾルであるBacillusはその中間の吸

湿度0.1付近であった.人工降雨に固結防止剤として用

いる二酸化ケイ素や炭酸カルシウムの吸湿度は低く,そ

の用途を考えると当然の帰結であるが,CCNとしての

働きは期待できない.Andreae and Rosenfeld(2008)に

よると,自然大気中エアロゾルの代表値として大陸性の

ものは0.3±0.1,海洋性のものは0.7±0.2とされる.

ダスト粒子やすす粒子の吸湿度は大気中エアロゾルに較

べると低いものである.しかしながら,図10から空気

塊に含まれるエアロゾル種が限定される場合には,その

場の過飽和度によって,あるいは,多種のエアロゾルが

共存する場合にはその混合状態と粒径の相違によって,

CCNとして活性化するエアロゾル種の割合が選択的に

決まり,CCN数濃度も変わり得ると推測される.

INとして働く粒子の定量的評価に繫げる試みも進行

中である.図11は,種々のエアロゾル粒子について

MRI雲生成チェンバーによる氷晶発生実験の結果をま

とめたものである.実験から得られた Ncn に対するIN

数濃度（Nin）の比,つまりINとしての活性化率

田尻 拓也,山下 克也,村上 正隆36

図9：すす粒子による雲粒生成実験.
Fig.9：Cloud chamber experiment with soot.

図10：種々のエアロゾル種の吸湿度.
Fig.10：Hygroscopic measurements of various aerosol

 
particles.

図11：種々のエアロゾル種による氷晶発生実験.
Fig.11：Activated Fraction of various aerosol particles as

 
ice nuclei.



（AF;Activated Fraction）の温度依存性をエアロゾル

種ごとに示している.図11から,人工降雪に人工氷晶

核として利用されているヨウ化銀粒子は,－５℃付近か

ら速やかに活性化し,オンセット温度の高さ,AFの高

さの両面から他の試料粒子と較べて判然とした違いを示

し,極めて有効なINであることが分かる.降雪剤とし

て商標化され,入手可能な氷核活性細菌であるsnomax

は,AFではヨウ化銀に及ばないものの,高いオンセッ

ト温度を有する.その他のバイオエアロゾル（スギ花粉

や納豆菌の芽胞）については,これまでのところIN能

の高いエアロゾル種を見出すまでには至っていない.

INとしてのバイオエアロゾルに関する研究は,コール

ドステージなどの実験手法により進められており,試料

粒子によっては比較的高い温度で活性化することが指摘

されている（Hoose and Mohler 2012）.ダスト粒子に

ついては,概ね－20℃以上の気温から活性化しており

AFは10 ～10 と比較的高い.これまで室内実験用の

ダストの参照粒子としては,ATDが多く用いられてき

たが,そのIN能は自然大気中のダスト粒子よりも高い

ことが知られている.最近では,実際のダスト粒子に近

いとされ,Illiteを多く含有するNX Illiteのようなも

のが新たな試料粒子として使用されつつある（Broad-

ley et al.2012）.また,自然大気中のダスト粒子中の含

有量は少ないももの,高いIN能を持つ参照用ダスト粒

子としてK-feldsparが新たな注目を浴びている（At-

kinson et al.2013）.雲生成チェンバー実験に使用した

これらの粒子の粒径分布には大きな相違がないため,研

究参照用ダスト粒子のIN能としてはK-feldspar,

ATD,Illiteの順で高いことが示唆される.すす粒子に

ついては,昇華凝結による氷晶発生過程を捉えていると

推測される.氷晶発生の前に雲粒を観察した例は報告さ

れているが（Dymarska et al.2006）,MRI雲生成チェ

ンバー実験においては,－35℃以上の温度域において明

瞭な氷晶発生域はまだ見出せていない.

参考として,外気を試料空気に用いた実験結果も図

11に示しているが,－25℃以上の気温でのAFは不明

瞭であり,バイオエアロゾルを除く特定粒子のAFとは

２桁近い差の開きがあった.

章山下ほかにある通り,雲生成チェンバーを用いた

氷晶発生実験のデータから,氷晶発生の古典理論により

IN能を表すパラメーターとして,活性化エネルギーお

よび接触角を抽出することができる.これらの解析値

は,詳細雲物理ボックスモデルに取込まれ,多様な雲発

生環境場における各エアロゾル種のINとしての定量的

評価に利用される.

6.今後の展開

MRI雲生成チェンバー施設における広範なエアロゾ

ル種を対象としたCCN能・IN能の定量的理解を目指

す実験的取組みについて,硫酸アンモニウム・ダスト・

すす粒子といった比較的良く試料に用いられるタイプの

粒子を中心に紹介した.物理化学特性の異なるこの３種

に関して,雲生成実験から見たCCN能・IN能の違い

は明瞭であった.ただし,対流圏における雲粒子の発生

環境としての気圧・気温・相対湿度・上昇速度の範囲は

広く,先行研究において限定的実験環境から得られた報

告との整合性や差異については実証的に見極める必要が

ある.今後,多様な条件下における雲生成実験を通じ

て,広範なエアロゾル種のCCNおよびIN活性に係わ

る支配的要素を掴み,鍵となるパラメーターを数値モデ

ルに組込む室内実験・数値モデル相互の検証実験を進め

る.これにより,大気中エアロゾル粒子の雲過程への影

響について精度のある知見が得られると考えている.

以下に今後の研究展開を記して,まとめとしたい.

高い吸湿度を有する粒子ほどより低い過飽和度,ある

いはより小粒径でCCN活性する.単一種の粒子による

雲粒生成実験に較べ,複数種のエアロゾルによる（すな

わち外部混合）実験を行う場合には,その初期雲粒の発

生はより複雑になることが予見される.発生手法の確立

されたエアロゾル種の外部混合による雲粒発生実験は,

現状でも実行可能である.IN活性については,氷晶発

現プロセスが異なるエアロゾル種やオンセット温度の異

なるエアロゾル種同士の外部混合実験により,それぞれ

の発生プロセスの優位性やAFの温度依存性の変調に関

する知見が期待される.ダスト粒子を複数種外部混合さ

せることにより,氷晶発現プロセスや活性化温度が重複

する領域において,外部混合の効果に関する実証的な議

論ができる.また,数値モデル実験の精度向上にも寄与

すると考える.

現在,内部混合粒子発生装置を整備中である.これに

より無垢なエアロゾル粒子への硫酸塩・硝酸塩・有機物

などのコーティングの状態により,CCN・IN活性化能

が如何に変化するのか,内部混合粒子に関する雲生成実

験も進めていきたい.

特定粒子に関するIN能を定式化する試みについては

章山下ほかで説明されているが,この他にも幾つもの

手法が提案され有用性について比較研究が進められてい

る（Ervens and Feingold 2012）.これらの適用範囲の

吟味や最適化については,雲生成実験データを適用する

ことにより比較評価できることが期待される.

最後に,非静力学モデルに組込むエアロゾル・雲・降

水を統一的に取扱う新たなパラメタリゼーションの構築

には,より現実的にエアロゾル・雲生成過程を表現する

ため,代替粒子と自然大気中のエアロゾル粒子とを繫ぐ

実験観測的研究が必要である.気象研究所の低温実験別

棟において,数年来,エアロゾル計測装置・CCN計・

IN計によるエアロゾルモニタリング観測を継続してい
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る.一地点での観測であるが,取得データの蓄積に伴

い,CCNやIN数濃度の季節変化やダストイベント等

の顕著な事例の解析に進捗が見られる.また,黄砂飛来

やローカルダスト発生時,前線通過により大気中エアロ

ゾルの状態に急変が見られる前後には,電子顕微鏡解析

用の粒子採集を実施すると共に,事前にMRI雲生成

チェンバーとの同期実験を計画し,雲生成実験から雲の

残渣粒子を捉えることにも挑戦していきたい.同期実験

事例の蓄積により,自然大気中エアロゾルにおいて

CCN・INとして有効に働くエアロゾル種の同定やその

活性化能力の変動幅,特定粒子との関連性や相違,エア

ロゾルモニタリングデータとの相関などについて,より

多くの有益な成果が期待できる.
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1.はじめに

大気エアロゾル粒子の雲凝結核（CCN）としての働

きを通した放射や雲・降水過程への影響は,地球の気候

変化を理解するための重要な研究課題である.このエア

ロゾル粒子のCCNとしての作用は,水雲ができる際に

空気塊に含まれる水蒸気の過飽和度と,水溶性成分の含

有量などのエアロゾル粒子の性状によって左右される.

このことは,エアロゾル粒子を構成する物質に注目し

て,そのCCNとしての活性度を把握することが重要で

あることを示している.もし大気エアロゾルに含まれる

粒子が球形で組成が一定であれば,そこに含まれる水溶

性成分の量は単純に直径の３乗に比例し,粒径は粒子の

雲凝結核としての活性を支配することになる.しかし,

実際の大気では様々な組成を持つ粒子が混在している

上,粒子も球形とは限らない.様々な大気環境下におけ

るエアロゾル粒子を核とする雲粒生成を理解するために

は,各種のエアロゾル粒子のCCN活性を規定している

因子の寄与を定量的に把握し,個々の粒子がどの程度の

CCN活性を持ちエアロゾル全体としてCCNをどの程

度含むか,さらにはその要因が何かを知ることが重要で

ある.

本稿では,これまでに本著者が取り組んだ研究を紹介

しつつ,大気エアロゾル粒子の吸湿性と雲凝結核活性に

関する既往研究の動向と現状の理解を整理し,今後の展

望を述べる.具体的には,まず始めに,大気エアロゾル

粒子の雲凝結核活性を表すKohler理論を取り上げ,近

年広く利用されている吸湿性パラメータκについて解

説する.続いて,粒子のCCN活性を規定する主要因子

である吸湿性を把握する上で重要な,有機エアロゾル成

分の吸湿性を対象とした研究を取り上げる.また,水蒸

気未飽和・過飽和の両条件における大気エアロゾル粒子

の吸湿成長の関係を調べた取り組みを紹介する.そして

最後に,大気エアロゾル粒子の吸湿性・雲凝結核活性に

関係する研究の将来的な展望を簡単に述べる.なお,エ

アロゾル粒子の「吸湿性」と「雲凝結核活性」はいずれ

も水蒸気の凝縮と結びついているが,本稿では異なる特

大気エアロゾル粒子の吸湿性・雲凝結核（CCN）活性は,その雲粒化と密接に関係した重要な因

子である.本稿では,エアロゾル粒子のCCN活性を解析する上で用いられるKohler式と,粒子の

吸湿性の程度を表すパラメータκについて簡単に説明する.また,エアロゾル粒子の吸湿性・CCN

活性を理解する上で重要な有機物の吸湿性や,未飽和・過飽和条件における吸湿成長の関係を対象と

した研究について,本稿の著者が関わったものを含めてレビューする.そして,エアロゾル粒子の吸

湿性・CCN活性に関連する課題について今後の研究の展望を述べる.
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性として扱う.大気エアロゾルの吸湿性・雲凝結核活性

の既往研究に関する詳細については,他のレビュー

（McFiggans et al.2006;Swietlicki et al.2008）も合わ

せて参照されたい.

2.エアロゾル粒子の吸湿性・雲凝結核活性と

κ-Kohler理論

エアロゾル粒子のCCN活性は,平衡状態における気

相の水蒸気の飽和比を,水を取り込んだ粒子（液滴）の

直径の関数として表すKohler理論（Kohler 1936）に

基づいて評価することができる.複数の溶質で構成され

る粒子の場合,平衡状態における水蒸気の飽和比 S と

液滴の直径 d は,

S＝a exp
2A
d

(1)

A＝
2σM
ρRT

(2)

a ＝exp－
Bd

d －d
(3)

B＝
M
ρ
∑ν
φεm
M

∑m
ρ

(4)

の関係で表すことができる（Mochida et al.（2006）の

論文に関連した説明がある）.ここで,a は粒子相にお

ける水の活量,σは液滴の表面張力,M は水の分子量,

ρ は水の密度,R は気体定数,T は温度,d は乾燥

状態における粒子の直径である.また,式４のν,φ,

ε,m ,M,ρは,それぞれ成分 i の解離度,浸透係

数,溶解する質量の割合,質量混合比,分子量,密度で

ある.式１右辺の a は粒子相の水溶性成分が水に溶解

することで水分子が粒子相に分配される効果（溶質効

果,Raoult効果）を反映している.また,右辺の指数

の部分は,粒子相と気相の界面の表面張力により,バル

クの状態と比較して水分子が気相側に分配しやすくなる

効果（表面張力効果,Kelvin効果）を表している.エ

アロゾル粒子が気相の水分子を取り込んで生成する液滴

の平衡状態における直径は,水蒸気の飽和比に応じてこ

の２つの効果により決まる.

大気中において上昇流が生じて水蒸気の飽和比が式１

の S の極大値を超えると,エアロゾル粒子から雲粒が

生成しうる.図１に,乾燥時の直径が100nmである球

形の硫酸アンモニウム粒子の,平衡状態における水蒸気

の飽和比と液滴の直径の関係を示す.水蒸気飽和比 S

が１を下回る条件から徐々に上昇すると,平衡状態にあ

る粒子は図の黒い実線に沿って直径が大きくなる.そし

て,飽和比 S が曲線の右端（式１の極大値）を超える

と,粒子は制限されることなく成長して雲粒大の液滴と

なる.なお,粒子による気相の水分子の取り込みの速度

は,気相の分子拡散や界面における適応係数に応じた有

限の値を持つため,飽和比 S が上昇した際に粒子が平

衡条件と見なせる大きさにまで速やかに成長し続けると

は限らない.実大気における雲粒生成においては,この

速度論的な効果が影響しうると考えられる（Nenes et
 

al.2001）.

これまで,エアロゾル粒子の溶質効果を規定する「吸
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図1：乾燥直径100nmの硫酸アンモニウム粒子が平衡状態にあるときの,水蒸気飽和比 S と湿潤粒径 d （もしくは吸湿成長
度 g）の関係.式１の中の溶質効果,表面張力効果に相当する部分の値も示す.矢印は,吸湿タンデム微分型電気移動度分析器
（HTDMA）,雲凝結核カウンタ（CCNC）により吸湿成長が調べられる領域をおおまかに表している.
Fig.1：Relationship between the water-vapor saturation ratio S and the wet diameter d (or the growth factor g)under

 
equilibrium conditions,for ammonium sulfate particles with a dry diameter of 100 nm.Further,values corresponding to the

 
solute and surface tension effects in equation 1 are presented.The arrows roughly represent regions where the hygroscopic

 
growth is investigated using a hygroscopicity tandem differential mobility analyzer(HTDMA)and a cloud condensation

 
nuclei counter(CCNC).



湿性」に関して,いくつかの指標が用いられてきた.例

えば,水蒸気未飽和の条件において,粒子の乾燥粒径

d に対する含水時の粒径 d の比である吸湿成長度

g（図１の右軸を参照）を計測し,それをパラメータγ

を用いて相対湿度の関数として表す方法が用いられてい

る（Swietlicki et al.2000;Gysel et al.2004）.厳密には

吸湿成長度には表面張力の効果も反映されるが,図１の

相対湿度の低い領域のような溶質効果の寄与が強く表れ

る条件では,吸湿性を反映した指標と解釈できるだろ

う.また,式３や同様の考えに基づく式に表れるパラ

メータ B を指標とする方法がある（Pruppacher and
 

Klett 1997;Abdul-Razzak and Ghan 2000;Ghan et al.

2001;Mochida et al.2006）.ほかにも,乾燥した粒子物

質に含まれる,溶液に移行し得るイオンの体積あたりの

数を表すρ を用いたパラメータ化もなされている

（Wex et al.2007;Ziese et al.2008）.

このように複数のパラメータ化の方法がある中で,現

在広く用いられているのが,Petters and Kreidenweis

（2007）によって提唱された,粒子の吸湿性をパラメー

タκによって表す方法である.この方法を取り入れた

κ-Kohler理論では,式３の水の活量 a は,

a ＝
d －d

d －d 1－κ
(5)

として与えられる.詳細は省略するが,これは,乾燥し

た粒子成分の体積 V ,水の体積 V を含む次式による

κの定義に基づく（Petters and Kreidenweis 2007）.

1
a
＝1＋κ

V
V

(6)

本稿の著者は,このκ-Kohler理論の利便性のひとつ

は,理想溶液を適切に表現することが出来る点にあると

考える.これに対して,式３に含まれるパラメータ B

の場合,定数として扱うと理想溶液を正確には表現でき

ない.なお,κ-Kohler理論は,実在溶液で水の活量係

数が溶質のモル濃度に応じて変わり得るのに対し,これ

を一定として近似的に扱う方法と解釈することができ,

これは理想溶液近似よりも条件が緩く広い汎用性を持っ

ている.

実在溶液では,ある溶質の濃度における吸湿成長度か

ら定まるκの値が,異なる濃度における値と同一とは

限らない.そのため,κ-Kohler理論の有用性は,実際

の粒子におけるκ値の濃度依存性により左右される.

これについてPetters and Kreidenweis（2007）は,水

蒸気未飽和（水の活量が0.9）と過飽和（CCN活性化

の際）の条件で算出されたκの値を比較し,ほとんど

の化合物の場合に値の変化が小さいことを指摘してい

る.さらにKreidenweis et al.（2008）は熱力学モデル

を用いた解析により,κを用いるパラメータ化におい

て,海洋タイプのエアロゾルを除き,調べた相対湿度の

範囲において概ね実験の不確かさ以内で含水量が表現で

きていると指摘している.

水の活量（あるいは相対湿度）によらずエアロゾル粒

子のκ値が変化しないものと仮定すると,水蒸気未飽

和の条件における吸湿成長度 g と,式１のKohler式の

極大値に相当する臨界過飽和度（粒子の雲粒化が起こり

得る過飽和度の下限値）の関係を導くことができる.図

２には,水蒸気未飽和（相対湿度85％）におけるエア

ロゾル粒子の吸湿成長度 g に応じて,吸湿性パラメー

タκと臨界過飽和度がどのような値を持つのかが等値

線で表されている（Mochida et al.2011）.また,この

図には,西部北太平洋で観測されたエアロゾル粒子の,

乾燥粒径―吸湿成長度を軸とした個数濃度の２次元分布

も表されている.図２の等値線は,乾燥粒径 d だけ

でなく,吸湿成長度 g（もしくは吸湿性パラメータκ）

の値に応じて,予測される臨界過飽和度が異なることを

示している.このように,CCN活性の把握において

は,粒子の乾燥粒径に加えて吸湿成長度もしくは吸湿性

パラメータを知ることが重要である.また,この図は,

粒子の個数濃度を乾燥粒径および吸湿成長度（もしくは
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図2：乾燥粒径と吸湿成長因子 g に対する臨界過飽和度（あ
るいは吸湿性パラメータκ）の関係を示す等値線と,西部北
太平洋で観測されたエアロゾル粒子の個数濃度を示す２次元
分布.Mochida et al.（2011）よりAmerican Geophysical

 
Union（AGU）の許諾のもとに転載（Copyright 2011

 
AGU）.
Fig.2：Contours showing the relationship of critical super-
saturation(or hygroscopicity parameterκ)to the hygros-
copic growth factor g and the dry diameter,and a two-
dimensional distribution of the number concentrations of

 
aerosol particles over the western North Pacific.Modified

 
from Mochida et al.(2011)with permission from the

 
American Geophysical Union(AGU).Copyright 2011 AGU.



吸湿性パラメータ）の関数として得ることで,任意の過

飽和度におけるCCN濃度を算出できることを示してい

る.現在ではこのようなデータの報告は少ないが,今後

観測例を増やすことで,粒径分布の取得だけでは難しい

CCNの動態把握に大きく寄与する可能性がある.な

お,この２次元の粒子濃度分布は,エアロゾル粒子を乾

燥粒径に応じて選別して吸湿成長度の確率分布を調べる

吸湿タンデム微分型電気移動度分析器（HTDMA）と,

エアロゾルの個数粒径分布を計測する走査式モビリティ

パーティクルサイザー（SMPS）で取得されるデータか

ら求めることができる.

3.有機エアロゾル成分の吸湿性

大気エアロゾル粒子の吸湿性は,それを構成する物質

の吸湿性の情報をもとにして見積もることができる.エ

アロゾル粒子を構成する硫酸アンモニウムなどの主要な

無機成分については,相平衡を扱う熱力学モデルを利用

して吸湿性を推定することができるが,有機物は複雑な

組成を持ち,かつその組成の全体像が未解明であるた

め,有機物全体の吸湿性を正確に見積もることは今なお

困難である.しかしこれまでに,水蒸気未飽和の条件に

おいて有機物の吸湿成長をHTDMAや電気力学天秤

（EDB）を用いて調べる研究や,CCNカウンタ

（CCNC）を用いて有機物を含む粒子の雲粒生成を検出

し,そこから吸湿性を解析する取り組みが数多く行わ

れ,有機物の吸湿性に関する知見は徐々に充実してきて

いる.以下にこれらの取り組みを簡単にまとめる.

有機物の吸湿性を調べる研究には,第一に,既知のモ

デル物質で構成される有機物粒子や無機物／有機物の混

合粒子を対象としたものが挙げられる（e.g.Peng et al.

2001;Moore and Raymond 2008）.本稿の著者は,バイ

オマス燃焼粒子を構成する成分のモデル物質としてレボ

グルコサン等を取り上げ（図３）,HTDMAを用いてそ

れらの吸湿成長を調べた（Mochida and Kawamura
 

2004）.そして,バイオマス燃焼粒子に豊富に存在する

レボグルコサンや,その加水分解で生じると考えられる

D-グルコースの顕著な吸湿性を示した.レボグルコサ

ンの顕著な吸湿性は,バイオマス燃焼エアロゾルが大気

酸化の過程を経る前から吸湿性の有機物を含むことを示

している.なお,レボグルコサン,D-グルコースを対

象とした測定では,潮解点よりもはるかに低い相対湿度

で吸湿成長が見られ,測定時に粒子が準安定な液滴の状

態であったことを示している.これは,大気の相対湿度

が低い場合に,エアロゾル粒子の含水量に対して有機物

の寄与がより重要となる可能性を支持するものである

（Dick et al.2000）.

また,組成が複雑だと考えられる有機物を対象にした

吸湿性の測定も行われている.例えば,大気エアロゾル

に存在するフミン様物質（HULISと呼ばれる）に似た

構造を持つものとして,フルボ酸を対象に吸湿成長を測

定した例がある（Chan and Chan 2003）.また,大気エ

アロゾルに含まれる化学成分を抽出して有機物の吸湿性

を調べた例もある（Gysel et al.2004）.これまでに著者

も,札幌においてフィルタに採取した大気エアロゾル成

分を水で抽出し,組成の情報をもとに抽出成分の吸湿性

を調べた研究に関わった（Aggarwal et al.2007）.この

研究では水溶性有機物の吸湿性のパラメータ化はなされ

ていないが,水溶性有機物の割合と粒子の含水量の関係

が解析されているほか,上述したような低相対湿度にお

持田 陸宏44

図3：Mochida and Kawamura（2004）の研究における,バイオマス燃焼エアロゾルのモデル物質としての有機物.これらの吸
湿成長がHTDMAにより調べられた.Mochida and Kawamura（2004）よりAmerican Geophysical Union（AGU）の許諾の
もとに改写（Copyright 2004 AGU）.
Fig.3：Organics as model compounds of biomass burning aerosols in the work by Mochida and Kawamura(2004).Their

 
hygroscopic growth was studied using an HTDMA.Modified from Mochida and Kawamura(2004)with permission from

 
American Geophysical Union(AGU).Copyright 2004 AGU.



ける有機物による水の保持を示唆する結果が得られてい

る.そのほか,二次有機エアロゾル（SOA）を生成さ

せるチェンバ実験に基づいてSOAの吸湿性パラメータ

κが得られており（Dupplissy et al.2011）,最近では

SOAを構成する化学成分が複数であることに起因する

吸湿性の頻度分布についても報告がある（Suda et al.

2012）.また,他のタイプのエアロゾルを対象としたも

のとして,バイオマス燃焼エアロゾルに含まれる有機物

の吸湿性を調べた例もある（Dusek et al.2011）.

実大気エアロゾルに含まれる有機物のように組成が複

雑な有機物の吸湿性をパラメータ化する方法として,近

年,酸素／炭素（Ｏ/Ｃ）の比に着目した解析が行われ

ている（Chang et al.2010;Duplissy et al.2011;Mihara
 

and Mochida 2011;Mei et al.2013）.著者のグループで

は,名古屋でフィルタ上に採取した大気エアロゾル成分

を溶媒抽出してアトマイザで粒子化する手法を用い,エ

アロゾル質量スペクトルの取得と吸湿成長度の測定を

行った（Mihara and Mochida 2011）.図４に,水,メ

タノール,ジクロロメタンのそれぞれに可溶な有機エア

ロゾル成分,さらには水と酢酸エチルの両方に可溶な有

機エアロゾル成分のＯ/Ｃ比と,それらのκ値の関係を

示す.ここで,有機物のκ値はアトマイザで生成した

抽出物粒子のκ値と,化学組成およびそこに含まれる

硫酸塩・硝酸塩の含水量の計算値をもとに見積もられた

ものである.酢酸エチルおよびメタノールで抽出された

有機成分は,先行研究と同様に吸湿性とＯ/Ｃ比の間に

関係があることが示された.しかし,水抽出物の場合に

は傾向が大きく異なるものも見られた.この点につい

て,測定誤差や他の誤差が原因である可能性に加え,粒

子成分の含水量に加法性が成り立たない可能性を指摘し

ている.なお,Rickards et al.（2013）が文献値をもと

に示した有機物のＯ/Ｃ比と吸湿性の関係は,Ｏ/Ｃ比が

吸湿性の優れた指標でないことを示唆している.有機物

の吸湿性の寄与を正確に見積もるためには,Ｏ/Ｃ比を

用いた評価に加え,より優れた指標の探索も重要であ

る.

4.雲凝結核活性に関するクロージャ研究

吸湿性はエアロゾル粒子のCCN活性を規定する重要

な因子であるが,それ以外にも活性度に影響を及ぼす因

子は存在する.液滴の表面張力はそのような因子のひと

つであり,その正確な値を得ることはエアロゾル粒子の

雲粒化の挙動を理解する上で重要である.また,Koh-

ler式はエアロゾル粒子が球径であることを仮定してい

るが,乾燥した状態や吸湿成長の初期段階では粒子が非

球形であることも考えられ,粒径分布の計測で用いられ

る相当径に基づいてCCN活性を適切に表現できるかど

うかの検証も重要である.さらに,吸湿性に関しても,

相対湿度（水の活量）によらず一定のκで表す方法の

妥当性についての実大気エアロゾルを対象とした評価は

重要な課題である.

これらの影響を調べる手段のひとつとして,

HTDMAを用いて水蒸気未飽和の条件における大気エ

アロゾル粒子の吸湿成長度 g を調べ,また同時にCCN

カウンタを用いて水蒸気過飽和の条件におけるそれらの

CCN活性化を調べることで,水蒸気未飽和・過飽和の

２つの条件（図１に２つの矢印で示した領域を参照）に

おける吸湿成長の挙動を比較するアプローチがある.本

著者ほかの研究グループは,2008年の春季に沖縄の辺

戸岬において,相対湿度85％における吸湿成長度と,

水蒸気過飽和の条件におけるCCN活性の関係を調べる

大気測定を行った（Mochida et al.2010）.図５に,エ

アロゾル粒子の吸湿成長度 g の分布から推定したCCN

活性化粒径と,CCNの実測に基づいて得られた活性化

粒径の関係を示す.なお,図５の結果を得る際には,エ

アロゾル粒子が水溶性の硫酸アンモニウムもしくは硫酸

水素アンモニウムと非水溶性の核からなると仮定してお

り,κ-Kohler理論とは異なり水溶液の水の活量係数の
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図4：名古屋で採取されたエアロゾル試料に含まれる,水,
メタノール,酢酸エチルに有機成分（それぞれWSOM,
MSOM,EASOM）,水および酢酸エチルの両方に可溶な有
機成分（WS-EASOM）のＯ/Ｃ比と,試料からの抽出物の
吸湿成長測定によって見積もられた吸湿性パラメータκの
関係.破線はChang et al.（2010）らが大気有機エアロゾル
に対して得た回帰線.Mihara and Mochida（2011）より転
載.
Fig.4：Relationship between the oxygen-to-carbon ratios

 
of organic components that are soluble in water(WSOM),
methanol(MSOM),ethyl acetate(EASOM)and both water

 
and ethyl acetate(WS-EASOM)in aerosol samples col-
lected in Nagoya,and their hygroscopicity parameterκ
estimated from the measurements of hygroscopic growth

 
of extracts from the samples.The dashed line represents a

 
regression line obtained for atmospheric organic aerosol

 
by Chang et al.(2010).Reproduced from Mihara and

 
Mochida(2011).



濃度依存性が考慮されている.また,粒子の表面張力は

これらの水溶液の値を推定して使用している.この図か

ら判るように,水蒸気未飽和の条件における吸湿成長度

から推定される活性化粒径（縦軸の値）は,その実測値

（横軸の値）とよく対応している.このことは,測定対

象のエアロゾルの場合に,界面活性物質の存在による表

面張力の低下や,水溶性の低い有機物が吸湿成長に伴っ

て徐々に溶け出す効果は,粒子のCCN活性にとってあ

まり重要ではないことを示唆している.また,図には示

さないが,西部北太平洋域における海洋大気エアロゾル

を対象とした観測研究においても,同様のクロージャで

良好な一致が見られている（Mochida et al.2011）.こ

れらの結果は,沖縄や西部北太平洋で観測されたエアロ

ゾルのCCN活性を評価する際に,吸湿性の表面張力の

低下や低水溶性の有機物の存在といった複雑な効果を考

慮する必要性が高くないことを示唆している.

ただし,図５に示したタイプのエアロゾル粒子の場合

に,CCN活性に対する表面張力の低下や低水溶性の有

機物の存在による寄与が本当に小さいのか,結論を下す

には更なる検討が必要である.例えば,仮定した溶液の

活量係数の値が実際とは異なり,溶質効果の湿度依存性

とこれらの表面張力の効果,および低水溶性の成分の効

果とが相殺し,見かけ上,活性化粒径の実測値と推定値

の間に１：１の線に沿った良好な対応関係が表れている

可能性も考えられる.また,エアロゾルのタイプによっ

ては水蒸気未飽和・過飽和の双方の吸湿成長の挙動の関

係が図５のものとは大きく異なる可能性も考えられる.

実際,純水の表面張力よりも低い値を仮定した場合に

HTDMA,CCNの結果がより整合する例もあり

（Irwin et al.2010）,異なる大気環境下における傾向の

違いとその要因を明らかにすることは今後の重要な課題

のひとつである.この課題の解決には,エアロゾル粒子

や雲・霧粒を採取して水溶性成分を抽出し,実際の溶液

の表面張力を計測（Facchini et al.1999）することが有

効かもしれない.

5.まとめと今後の展望

本稿では,エアロゾル粒子の雲凝結核活性を表すKo-

hler式と,同式への吸湿性パラメータκの適用につい

て解説し,乾燥粒径,吸湿成長度,吸湿性パラメータ,

臨界過飽和度の関係について述べた.また,有機エアロ

ゾル成分の吸湿性と,水蒸気未飽和・過飽和の両条件に

おける吸湿成長の関係について,これまでに著者が取り

組んだ研究を取り上げつつ論じた.チェンバで生成され

たSOAや実際の大気エアロゾルに含まれる有機物を含

め,有機エアロゾル成分の吸湿性に関する知見は徐々に

蓄積されつつある.今後の課題としては,Ｏ/Ｃ比を用

いて行われているような大気有機エアロゾル成分の化学

構造の特徴と吸湿性の関係をさらに良く表現するパラ

メータ化を推進することが重要である.ある特定のエア

ロゾルの場合には,水蒸気未飽和・過飽和の両条件にお

ける吸湿成長は,共通した吸湿成長モデルによって整合

的に表現できている.しかし,幅広い種類の大気エアロ

ゾルに対して吸湿成長を高い精度で見積もるには,大気

エアロゾルによる表面張力等の因子について,より深く

理解する必要があるだろう.

本稿で取り上げたのは個々のエアロゾル粒子の特性で

あるが,粒子が分散した空気塊としてのエアロゾルの動

態・性状まで視野に入れると,吸湿成長やCCN化に関

する重要な課題の範囲は大きく広がる.例えば,大気エ

アロゾルに含まれる粒子の吸湿性・雲凝結核活性の不均

一性を表現できるモデルの開発は,重要性が高い課題の

ひとつである.Zaveri et al.（2012）は大気エアロゾル

の混合状態とともに粒子のCCN活性化を扱うモデル研

究について報告しており,今後このような粒子のCCN

活性を考慮した大気モデルの開発がさらに進展すること

を期待したい.なお,このようなモデルシミュレーショ

図5：沖縄のエアロゾルを対象に吸湿成長度から推定した
CCN活性化粒径（溶質として（黒四角）硫酸アンモニウム,
（白ダイヤモンド）硫酸水素アンモニウムを仮定）と,実測
した活性化粒径の関係.点線は異なる表面張力の仮定のもと
で予測される関係を表す.(Mochida et al.（2010）より
American Geophysical Union（AGU）の許諾のもとに転載
（Copyright 2010 AGU）.
Fig.5：Relationship between the CCN activation diame-
ters predicted from the hygroscopic growth factors,with

 
assumptions of solutes as(solid squares)ammonium sul-
fate and(open diamonds)ammonium hydrogen sulfate,and

 
those measured for aerosols over Okinawa.The dotted

 
lines represent the relationship expected for different

 
assumptions of surface tension.Reproduced from Mochida

 
et al.(2010)with permission from the American Geophysi-
cal Union(AGU).Copyright 2010 AGU.)
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ン取り組みが進むにつれて,その計算結果の検証も重要

な課題となると考えられ,その際には,図２に示した粒

径・吸湿成長度の２次元分布のような大気エアロゾルの

観測データが有用となる可能性が考えられる.

以上のように,エアロゾルの吸湿性・CCN活性に関

する理解は近年大きく深まったとはいえ,まだ多くの課

題が残されている.エアロゾルの雲生成への影響を解明

するためには,エアロゾル粒子の有するCCN活性の理

解に加えて,大気中における雲粒生成の過程そのものの

理解を深めていくことが重要となる.Kohler式で表現

されない水分子の凝縮の速度論的な効果の評価（Raati-

kainen et al.2013）は,その課題のひとつに挙げられ

る.また,エアロゾルの雲への関与を理解するために

は,エアロゾル粒子の氷晶核としての能力の評価も重要

である.さらに,エアロゾル粒子の雲粒化が,雲粒中の

物理的過程・化学反応とそれに続く凝縮水の再蒸発に

よってエアロゾルの変質に結びつく側面も,関連した重

要な課題である.本著者は,エアロゾルの吸湿性・

CCN活性の解明に取り組む研究者として,CCNの研

究とこれらの幅広い対象との関連性に着目し,貢献でき

る部分を見出して行きたい.
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1.はじめに

エアロゾルは,太陽放射の散乱・吸収（直接効果）や

雲微物理・降水過程の変化（間接効果）を通じて,地球

の放射収支や気候変動に対して重要な役割を果たしてい

る.しかしながら,その推定の不確定性幅は依然として

大きく,気候変動予測における最大の不確定性要因の１

つになっている（Bond et al.2013;IPCC 2013）.この直

接・間接効果の大きな不確定性の主な要因として,従来

のモデルにおけるエアロゾルの表現方法の問題が挙げら

れる（Ghan and Schwarz 2007）.

直接・間接効果を精度良く推定するためには,エアロ

ゾルによる光吸収・散乱量および雲粒として活性化する

エアロゾル数（雲凝結核（CCN）数）を精度良く表現

することが不可欠である.そして,これらの物理量を記

述するためには,エアロゾルの数濃度・粒径分布を表現

することが重要となる（図１）.また,大気中には太陽

光を効率的に吸収する光吸収性のブラックカーボン

（BC）エアロゾルと光を吸収しない光散乱性のエアロゾ

ル（硫酸塩・硝酸塩・多くの有機エアロゾル成分など）

が存在するが,各エアロゾル粒子においてこれらのエア

ロゾルがどのような割合で存在しているか（混合状態）

を表現することが直接・間接効果の両面で重要となる

（図1,図2a）.このように,エアロゾルの「数・粒

径・混合状態」は直接・間接効果を推定する上で最も本

質的な物理量である（Jacobson 2000,2001;Ghan et al.

2011;Reddington et al.2011）.

しかしながら,従来の気候影響評価では,エアロゾル

エアロゾルの「数・粒径・混合状態」は,気候変動予測において最大の不確定性要因の１つである

直接・間接効果を推定する上で最も本質的なパラメータである.しかしながら,多くの３次元モデル

ではこれらのパラメータを十分に表現していない.これまでの私の研究では,エアロゾルの「数・粒

径・混合状態」を支配するブラックカーボンの混合状態,新粒子生成,有機エアロゾル生成のそれぞ

れの過程について,物理化学法則に基づいて詳細に表現する３次元エアロゾルモデルを開発し,実大

気観測による様々な比較・検証を行ってきた.そして,これらのモデルを組み合わせたエアロゾル統

合モデルを開発してきた.本論文では,これらのモデル開発・検証の概要を紹介する.
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の「数・粒径・混合状態」ではなく,エアロゾルの質量

濃度の表現に着目したモデルが用いられてきた.これ

は,数濃度に着目した場合,質量濃度に比べて理解が不

十分な微物理・化学過程が多く,精度良く推定すること

が格段に難しいこと,また,粒径や混合状態を十分に表

現しようとすると計算量が膨大になってしまうことなど

が主な要因と考えられる.そのため,「数・粒径・混合

状態」は直接・間接効果の最も本質的な物理量であるに

もかかわらず,これら全てを十分に表現できる３次元モ

デルは世界的にもほとんど存在しない.多くのモデルで

は,エアロゾルの粒径分布として対数正規分布を仮定

し,数濃度は質量濃度と仮定した粒径分布によって診断

的に推定される.また,エアロゾルの混合状態や新粒子

生成（前駆気体の酸化・凝縮による超微小粒子の生成）,

凝集（主にブラウン運動による粒子同士の衝突・併合過

程）,有機エアロゾルの生成過程などの重要な微物理・
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図1：エアロゾルの直接・間接効果と重要になる物理・化学パラメータの概略図

図2：(a)ブラックカーボン（BC）の混合状態とその重要性を示した概略図.黒色がBC,橙色が散乱性（無機・有機）成分を
示す.大気中での変質過程に伴い,BCのみを含む外部混合BCから散乱性成分を含む内部混合BCへと変化する.それによっ
て,BCを含む粒子が光吸収量を増大させるとともに雲粒として活性化しやすくなる.(b)２次元エアロゾルビンモデルの概略
図.個々の四角がモデルで表現されるビンを示す.12個の粒径ビン,10個のBC混合状態ビンの合計120ビンを用いている.



化学過程が考慮されていないもしくは簡易的に表現され

ている.このような簡易的なエアロゾルモデルではな

く,「数・粒径・混合状態」およびそれらを支配する微

物理・化学過程を十分に表現できるエアロゾルモデルを

用いた気候影響評価が必要となる.

近年のエアロゾルの観測的研究の進展および計算機の

発展によって,「数・粒径・混合状態」を軸とした詳細

なエアロゾルモデルの開発は非現実的なものではなくな

りつつある.これまでの私の研究では,領域３次元モデ

ルWRF-chem/MOSAICを基に,エアロゾルの「数・

粒径・混合状態」を支配するBCの混合状態・新粒子生

成・有機エアロゾル生成のそれぞれの過程について,物

理化学法則に基づいて表現するモデルを開発し,実大気

観測による詳細な比較・検証を行ってきた（Matsui et
 

al.2011,2013a,2013b,2014）.そしてこのような素過程

を表現したモデルによって初めて,実大気中のエアロゾ

ルの「数・粒径・混合状態」の重要な特徴が説明できる

ことを示してきた.

本論文では,私がこれまでに行ってきたエアロゾルモ

デルの開発・検証についてその概要を紹介する.２章で

はBC混合状態モデルの開発と検証の結果について述べ

る.３,４章では,新粒子生成モデルと有機エアロゾル

モデルの開発と検証の概要について述べる.５章では,

BC混合状態・新粒子生成・有機エアロゾル生成を同時

に計算できるエアロゾル統合モデルの開発について述

べ,６章で全体をまとめる.本論文ではBC混合状態モ

デル（２章）を中心に紹介し,他の部分については概要

のみを記述する.

2.BC混合状態モデルの開発と検証

2.1 BCの混合状態の重要性・研究の目的

エアロゾルの光学特性や吸湿性を精度良く推定するた

めには,各粒子内のBCとBC以外の成分の比率（BC

の混合状態）を陽に表現することが最も重要になる.こ

れは,BCが他のエアロゾル成分とは大きく異なる光

学・吸湿特性を持つためである.BCは光吸収性・疎水

性の性質を持つ成分であるのに対し,他の多くのエアロ

ゾル成分は光散乱（非吸収）性・親水性の性質を持つ.

一般的に,BCの放出直後はBCのみを含む疎水性の粒

子（外部混合BC）が支配的であるが,大気中での凝

縮・凝集などの変質過程を経ると他の散乱性成分（無

機・有機成分）がBCと１つの粒子（内部混合BC）を

構成し,全体として親水性を示す粒子となる（図2a）.

BC粒子が散乱性成分を十分に含む内部混合BCにな

ると,外部混合BCに比べてBCの光吸収効率が最大で

２倍程度増大し（レンズ効果）,エアロゾルの直接効果

に対して大きな影響を及ぼすと考えられている（Jacob-

son 2000,2001;Bond et al.2006;Shiraiwa et al.2008;

Oshima et al.2009b,Zaveri et al.2010）.また,内部混

合BCに含まれる散乱性成分が多くなると粒子の吸湿性

が増大し,CCN特性や雲粒数濃度が変化する（Stier et
 

al.2006;Oshima et al.2009b;Riemer et al.2010;Zaveri
 

et al.2010）.そのため,BCの混合状態は,エアロゾル

の間接効果やBC粒子の空間分布・寿命の変化という点

での重要性も併せ持ち,直接・間接効果の両面で重要と

なる（図2a）.

BCの混合状態を十分に表現するためには,外部混合

BC,様々なBCとBC以外の成分比を持った内部混合

BC,BCを含まない粒子を陽に表現する必要がある.

外部混合BC,内部混合BC,BCを含まない粒子を

別々に表現したエアロゾルモデル研究はこれまでにも多

く行われており,０次元モデル（ボックス・パーセルモ

デル）と３次元モデル（全球・領域モデル）に大別され

る.０次元モデルでは,多くの混合状態を同時に表現す

ることが可能であり,ある理想的な条件（都市大気な

ど）における１つの空気塊の変質過程の詳細な計算を行

うことに適している（Riemer et al.2009,2010;Oshima
 

et al.2009a,2009b;Zaveri et al.2010;Lu and Bowman
 

2010）.しかし,このモデルをそのまま３次元モデルに

組み込むことは計算コストの上で難しい.

外部混合BC,内部混合BC,BCを含まない粒子を

別々に表現できる３次元モデルもいくつか存在する

（Jacobson 2001;Riemer et al.2003;Bauer et al.2008;

Seland et al.2008;Kim et al.2008;Aquila et al.2011）.

しかし,多くのモデルでは,計算コストを減らすため,

粒径や微物理・化学過程の表現が簡易化されている（対

数正規分布の粒径分布を仮定,混合状態の数が少ないな

ど）.そのため,エアロゾルの粒径とBCの混合状態の

両方を,詳細な微物理・化学過程と十分な混合状態の数

を用いて計算できる３次元モデルはほとんどない.ま

た,３次元モデルで計算されたBCの混合状態を実大気

観測によって検証した例はこれまでにない.これは,い

くつかの先端的な装置によってのみ詳細なBCの混合状

態の情報を測定することができ,先端的な測定装置と詳

細なモデルの両方を用いる必要があるためである.

本研究では,凝縮・凝集過程に伴うエアロゾルの粒径

とBC混合状態の両方の変化を表現するため,エアロゾ

ルの２次元ビンモデルを開発した.このモデルを

WRF-chemモデルに導入し（2.2節）,2009年の３－４

月に黄海および東シナ海上空で行われたA-FORCE航

空機観測の期間に適用した（2.3節）.単一粒子測定装

置SP2(single-particle soot photometer)によって観測

されたBCの混合状態を用いてモデル計算の検証を行い

（2.4節）,BC混合状態のエアロゾルの放射・除去過程

に対する重要性を調べた（2.5節）.
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2.2 BC混合状態モデル

本研究では,WRF-chem/MOSAICモデル（Grell et
 

al.2005;Fast et al.2006;Zaveri et al.2008）を基にモ

デル開発を行った（バージョン3.1.1）.リリース版の

WRF-chem/MOSAICでは,40nmから10μmまでの

粒子を８つの粒径ビンを用いて表現し,各ビンについて

数濃度と９成分の質量濃度（硫酸塩,硝酸塩,アンモニ

ウム,BC,1次有機エアロゾル（POA）,ダスト,ナト

リウム,塩化物,水）の計算を行う.このバージョンの

WRF-chem/MOSAICで は ２ 次 有 機 エ ア ロ ゾ ル

（SOA）は考慮されていない（SOAに関しては４章を

参照）.WRF-chem/MOSAICでは,気体・エアロゾル

成分の放出,気相反応（Zaveri and Peters 1999）,液相

反応（Fahey and Pandis 2001）,新粒子生成（Wexler
 

et al.1994）,凝縮・蒸発過程（Zaveri et al.2008）,ブ

ラウン凝集（Jacobson et al.1994）,乾性・湿性沈着

（Binkowski and Shankar 1995;Easter et al.2004）が

計算される.エアロゾル相の水は,ZSR近似を用いて

いる.

エアロゾルの粒径とBCの混合状態の両方を表現する

ために,２次元ビンモデルを開発した（図2b）.１つの

次元はエアロゾルの粒径で,40nmから10μmまで

（乾燥直径）を12個のビンで表現する.もう１つの次元

はBC質量比（乾燥状態の全エアロゾル質量濃度に対す

るBC質量の割合）で,０から１までを10個のビンで

表現し,外部混合BC（BC質量比＞0.99）,BCを含ま

ない粒子（BC質量比＝0）,および８つの異なったBC

比を持つ内部混合BC（BC質量比が０-0.1,0.1-0.2,

0.2-0.35,0.35-0.5,0.5-0.65,0.65-0.8,0.8-0.9,

0.9-0.99）を解像する.全体として120個のビンを用い

てエアロゾルを表現する.本研究で用いた気象・化学ス

キームを表１にまとめた.

凝縮・蒸発過程は非平衡を考慮した気相－エアロゾル

相分割の計算を各ビンについて行う（Zaveri et al.

2008）.凝縮・蒸発および液相反応（雲内での化学反応

によるエアロゾルの生成）によってエアロゾルの粒径と

混合状態が変化するため,それに応じたビンの移動を計

算する.粒径ビンの移動は質量・数の２変数移流スキー

ム（Simmel and Wurzler 2006）,混合状態ビンの移動

はmoving center法（Jacobson 1997）を用い,粒径お

よび混合状態のビンの移動を同時に計算する.凝集過程

はJacobson et al.（1994）の準陰解法を基に開発した２

次元ビンの凝集計算スキーム（Matsui et al.2013a）を

用い,全ての粒径・混合状態ビン間の凝集過程を計算す

る（詳細はMatsui et al.（2013a）を参照）.

エアロゾルの光学特性は各ビンについてミー理論計算

を行い,全てのビンの結果を足し合わせることで全体の

光吸収・散乱係数,非対称因子を導出する.内部混合

BCについては,BCが粒子の中心にあり,それ以外の

成分がBCを被覆していると仮定したシェル・コアモデ

ルを用いた（Bohren and Huffman 1998）.また,エア

ロゾルの吸湿性についても各ビンについて独立に計算を

行う.各ビンにおけるエアロゾルの粒径と吸湿特性パラ

メータκ（各成分の体積平均値）を計算し,その情報を

基に各ビンのエアロゾルの臨界過飽和度を計算する.そ

して,臨界過飽和度と各空間グリッドの上昇流速度（サ

ブグリッドスケールの変動を表現するため,グリッド内

でガウス分布を仮定）を用いて雲粒として活性化するエ

アロゾルの数・質量を計算する（Abdul-Razzak and
 

Ghan 2000）.本研究で用いたエアロゾル各成分の複素

屈折率とκの値を表２にまとめた.本モデルでは雲外

と雲内のエアロゾルは別のビンを用いて表現する.雲内

のエアロゾルを表現するために,雲外のエアロゾルとは

別の120個のビンを用いている（各ビンについて数濃

度,９成分の質量濃度の変数を持つ）.エアロゾルの雲

内からの除去については,雲微物理モデルで計算される

雲水・雨水変換率に対応したエアロゾルが,雲内のエア

ロゾルを表現するビンから除去される.

２次元ビンモデルのより詳細な記述やボックスモデル

としての結果は,Matsui et al.（2013a）を参照してい

ただきたい.

表1：WRF-chem（BC混合状態モデル）のモデル計算で用
いた気象・化学スキーム

Atmospheric Process  Model Option
 

Longwave radiation  RRTM
 

Shortwave radiation  Goddard
 

Surface layer  Monin-Obukhov
 

Land surface  Noah
 

Boundary layer  YSU
 

Cumulus clouds  Kain-Fritsch
 

Cloud microphysics  Morrison
 

Gas-phase chemistry  CBM-Z
 

Aerosol nucleation  Binary nucleation
 

Aerosol condensation  MOSAIC
 

Aerosol coagulation  COAGSOLV
 

Aqueous-phase chemistry  Fahey and Pandis
 

Photolysis  Fast-J

表2：WRF-chem（BC混合状態モデル）のモデル計算で用
いた複素屈折率（波長300－1000nm）と吸湿特性パラメー
タ（κ）

Species  Refractive index Hygroscopicity(κ)

Sulfate  1.50＋ 0.0i  0.5
 

Ammonium  1.50＋ 0.0i  0.5
 

Nitrate  1.50＋ 0.0i  0.5
 

Black carbon  1.82＋ 0.74i  1e-6
 

Organic aerosol  1.45＋ 0.0i  0.14
 

Sodium  1.50＋ 0.0i  1.16
 

Chloride  1.50＋ 0.0i  1.16
 

Other inorganics(dust)1.55＋ 0.006i  0.14
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2.3 東アジア域への適用

2.3.1 検証に用いた観測

開発したエアロゾルモデルを東アジア域に適用し,

A-FORCE航空機観測が行われた領域・期間に適用し

た.図3aにはA-FORCE航空機観測の飛行経路を示

す.A-FORCE航空機観測では合計21回のフライトが

行われ,地上から高度約９kmまでのエアロゾルの鉛直

分布が数多く観測された.A-FORCE航空機観測では

SP2(Moteki and Kondo 2007;Kondo et al.2011)を用

いて,粒径75－850nmのBCを含むエアロゾルと粒径

180－850nmの散乱性エアロゾル（BCを含まない粒

子）が高精度・高時間分解濃度で測定された（75nm以

下のBCを含む粒子は散乱性エアロゾルとみなされる）.

また,BCを含む個々の粒子について,BCとそれ以外

の散乱性エアロゾル成分の質量が測定可能であり,粒子

全体とBCの直径比（シェルコア比）を導出可能である

（エアロゾルが球形であり,BCが粒子の中心にあると

仮定した場合の直径比）.BCの測定精度はおよそ10％

と見積もられている（Kondo et al.2011）.A-FORCE

航空機観測の詳細はOshima et al.（2012）を参照して

いただきたい.

観測とモデル計算のBC混合状態を定量的に比較する

ために,３つのパラメータを定義した.１つ目はBCを

含まない粒子と全粒子（BCを含む粒子＋BCを含まな

い粒子）の数濃度比（BC-free/total ratio）,２つ目は

散乱性成分の少ない内部混合BC（シェルコア比が1.1

以下の粒子と定義）とBCを含む粒子の数濃度比

（thinly-coated BC ratio）,３つ目は平均シェルコア比

（SC ratio）である.観測とモデルの比較（2.4章のみ）

では,観測とモデルで同じ定義を用いるために,モデル

計算において75nm以下のBCを含むエアロゾル粒子

はBCを含まない粒子として取り扱う.

2.3.2 計算設定

図3bに本研究の計算領域を示す.２つのドメインを

用いており,水平解像度はそれぞれ360kmと120km

である.鉛直層数は13である（地表から100hPaま

で）.モデルの計算量が多く非常に重いため,水平・鉛

直解像度は粗い.計算は2009年の3/21から4/26まで

の37日間について行い,最初の３日間はスピンアップ

として用いている.NCEPのFNLデータを初期・境界

条件とナッジングに用いている.

化学成分の排出量データは,Streets et al.（2003）の

人為・森林火災起源排出量データ,GEIAの自然起源排

出量データ（Guenther et al.1995）を用いた.BCに着

目するため,本研究では粗大粒子の排出は考慮していな

い.BCと他のエアロゾル成分の排出は全て外部混合粒

子を仮定した.すなわち,BCは外部混合BC,BC以

外の成分はBCを含まない粒子として放出される.この

仮定の不確定性についてはMatsui et al.（2013a）で議

論している.放出される粒子の粒径分布は,観測・モデ

ルの先行研究に基づいて中心直径50nm,標準偏差2.0

を仮定した（Kondo et al.2011,Dentener et al.2006;

Stier et al.2005;Reddington et al.2011）.

2.4 モデル計算結果の検証

モデル計算とA-FORCE航空機観測の比較結果の概

要を示す.図４は全21フライトの飛行経路に沿った観

測とモデル計算の平均鉛直プロファイルを示す.モデル

は観測されたBCの数濃度・質量濃度,散乱性エアロゾ

ルの数濃度・体積濃度を概ね良く再現している.モデル

計算のバイアスは,BCの質量濃度が＋17％,数濃度

が＋79％,散乱性エアロゾルの体積濃度が－７％,数濃

度が４％であった.

図5a,5bはBCコア直径200nmにおけるシェルコ

ア比の頻度分布の時系列図である.観測・モデルともに

全21フライトの１分平均値を観測した順に左から並べ

てある.観測結果から,大気中にはシェルコア比が

1.0（外部混合BC）から2.0以上（散乱性成分が多い

内部混合BC）まで多様なBC粒子が存在していること

がわかる.モデル計算はこのような実大気のシェルコア

比の多様性を再現することに成功している.また,モデ

ル計算は観測の平均シェルコア比（BCコア直径200

nm）を少し過小推定しているが,その時間変動を概ね

再現している（図5c）.このようなモデルで再現された

特徴は,凝縮・凝集過程の両方を考慮することではじめ
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図3：(a)A-FORCE航空機観測（2009年３－４月）の飛行経路.(b)モデルの計算領域.
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図4：A-FORCE航空機観測の全21フライトの飛行経路に沿った (a)BC数濃度,(b)BC質量濃度,(c)散乱性エアロゾル
（light scattering particles,LSP）の数濃度,(d)散乱性エアロゾルの体積濃度の平均値と標準偏差.観測・モデル計算ともに標
準温度・気圧（273.15K,1気圧）における濃度を示している.

図5：A-FORCE航空機観測の全21フライトの飛行経路に沿った (a)観測のシェルコア比の頻度分布,(b)モデル計算のシェ
ルコア比の頻度分布,(c)観測・モデル計算の平均シェルコア比の時系列図（１分値を観測順に左から並べた図）.(c)には凝
集過程を考慮しなかった場合の平均シェルコア比も示している.



て再現できる.凝集過程を考慮しない感度実験では,

シェルコア比の大きな粒子はほとんど生成されず,平均

シェルコア比も大幅に過小推定する結果が得られた（図

5c）.

図6aはBCを含まない粒子と全粒子の数濃度比

（BC-free/total ratio）を全ての乾燥直径について示し

た結果である.全21フライトの１分値の中央値と25－

75パーセンタイルを示している.粒径の増大とともに

観測のBC-free/total ratioは減少しており,モデル計

算もこの特徴を再現している.これは,粒径の大きな粒

子ほど大気中での凝縮・凝集過程を経て成長した粒子

（すなわち内部混合BC）の割合が多いためだと考えら

れる.

図6bと6cはシェルコア比が1.1以下のBC粒子と全

BC粒子の数濃度比（thinly-coated BC ratio）と平均

シェルコア比のBCコア直径依存性を示している.観測

のthinly-coated BC ratioはBCコア直径に対してほぼ

一定もしくはわずかに増大している（図6b）.平均シェ

ルコア比の観測値はBCコア直径に対して減少している

（図6c）.これは大きなBCコアを持つ粒子の成長

（シェルコア比の増大）には小さなBCコアを持つ粒子

に比べて多くの散乱性成分が必要になるためだと考えら

れる.モデル計算はthinly-coated BC ratioを概ね再現

している.また,シェルコア比の絶対値は過小評価して

いるものの,シェルコア比の粒径依存性を良く再現して

いる.このような観測の特徴も凝縮・凝集過程の両方を
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図6：(a)BCを含まない粒子数の全粒子数に対する割合（BC-free/total ratio）の乾燥直径依存性,(b)シェルコア比が1.1以
下のBC粒子の全BC粒子に対する数濃度比（thinly-coated BC ratio）のBCコア直径依存性,(c)平均シェルコア比のBCコ
ア直径依存性.各粒径について,全21フライトの１分値の中央値と25－75パーセンタイルを示している.



考慮することではじめて再現できることがわかった.

本研究のモデルは観測されたBC混合状態の主要な特

徴（BCを含む粒子と含まない粒子の割合,シェルコア

比の多様性,平均シェルコア比およびそれらの時間変動

と粒径依存性）を再現することに成功した.この結果

は,凝縮・凝集などの大気中での変質過程を十分に表現

できるエアロゾルモデルを用いれば,実大気における

BC混合状態の主要な特徴を計算することができるとい

うことを示している.

2.5 BC混合状態の放射過程・除去過程に対する重要

性

次に,BC混合状態の取り扱いがエアロゾルの放射過

程やBCの除去過程に対してどのような重要性を持つか

を調べた.BC混合状態の放射過程・除去過程に対する

感度を見積もるために,３つのモデル計算を行った（表

３）.１つ目（S1）は,エアロゾルの質量濃度・数濃

度・光学特性・除去過程の全てについて,BCの混合状

態を解像した120個のビンを用いて行った計算である.

２つ目（S2）は,質量・数濃度については混合状態を

解像したS1の結果を用いるが,光学特性を単一（平

均）の混合状態（粒径の12ビンのみ）を考慮してオフ

ラインで計算したモデル計算である.同じ粒径の10個

の混合状態ビンの質量と数濃度を全て足し合わせて,そ

こから各粒径ビンの平均的な粒径と混合状態を見積もっ

た（リリース版のWRF-chem/MOSAICモデルのエア

ロゾル表現に対応し,全ての粒子が内部混合BCとな

る）.S1とS2はエアロゾル全体の質量濃度・数濃度は

一致するが,光学計算の際に詳細な混合状態を考慮して

いるか（S1）もしくはしていないか（S2）という条件

のみが異なる.この２つの計算の比較からBC混合状態

のエアロゾルの光学・放射過程に対する重要性を見積も

ることができる.３つ目（S3）は,エアロゾルの質量

濃度・数濃度・光学特性・除去過程の全てについて,単

一の混合状態（粒径の12ビンのみ）を用いて行った計

算である.S1とS3の比較から,BC混合状態の表現の

差異に伴うBCの除去過程や大気中の濃度に対する重要

性を見積もることができる.本研究では,モデルで計算

された光学・放射パラメータの観測による検証は行わな

い.本節で示す光学・放射パラメータは全て晴天条件を

仮定して計算したもので,日本時間正午の期間平均値で

ある.

2.5.1 光学・放射過程に対する重要性

図7aと7bは高度約１km（σ＝0.91）における波長

600nmの単一散乱アルベド（SSA）の水平分布を示し

ている.領域・期間平均のSSAはS1（BC混合状態あ

り）が0.922,S2（BC混合状態なし）が0.892であ

り,S1の方がS2に比べて高い.このSSAの差は吸収

係数の差に起因している.S1は外部混合BCやBCを

含まない粒子を陽に表現しているのに対し,S2では全

ての粒子が平均的な混合状態を持った内部混合BCとし

て表現される.そのため,S2では内部混合BCの粒子

数およびそれによるレンズ効果を過大推定する.今回の

モデル計算では,S2はS1に比べて領域・期間平均で

吸収係数を約40％過大推定していると見積もられた.

表3：BC混合状態モデルの感度実験

Simulation Number and Mass Optical and radiative
 

parameters
 
Cloud activation and

 
deposition

 
S1  12×10 bins  12×10 bins  12×10 bins

 
S2  12×10 bins  12×1 bins

(offline)

12×10 bins

 

S3  12×1 bins  12×1 bins  12×1 bins
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図7：高度約１km（σ＝0.91）における波長600nmの単一散乱アルベド（SSA）の期間平均値の水平分布.(a)数・質量濃度,
光学・放射過程,除去過程の全てについてBC混合状態を考慮して計算した結果（S1）と (b)光学・放射過程を単一（平均）
の混合状態を用いてオフライン計算した結果（S2,数・質量濃度はS1の結果を使用）を示す.各計算については本文および表
３を参照.



高度約１kmにおけるエアロゾルによる大気加熱率は

S1が0.323K/day,S2が0.423K/dayであり（領域・

期間平均）,S2はS1に比べて大気加熱率を約30％過大

していると見積もられた.エアロゾルによる地表下向き

短波フラックスの変化は,S1が－24.8W/m,S2が

－27.7W/m であった.S2はS1に比べてフラックス

の絶対値を約３W/m 過大推定している.これは,吸

収係数の過大推定に伴う放射の散乱量の過小推定が主な

要因だと考えられる.

これらの結果は,BCの混合状態の取り扱いがエアロ

ゾルの光学・放射過程において重要な役割を果たしてい

るということを示している.

2.5.2 除去過程およびBC濃度に対する重要性

図８にはS1（BC混合状態あり）とS3（BC混合状

態なし）について,領域・期間平均のBC質量濃度の鉛

直分布を示した.２つの計算の濃度比も示している.

S3の方がS1に比べてBC質量濃度が低く,地表付近で

は15－20％程度,上部対流圏では35％程度過小推定し

ている.これは,S1では外部混合BCやシェルコア比

の小さな内部混合BCが表現されているのに対し,S3

では全てのBC粒子が内部混合BCとして扱われるため

である.S1で表現される外部混合BCやシェルコア比

の小さなBC粒子は吸湿性が低く,S3の内部混合BC

に比べて雲粒として活性化されにくい.そのため,S1

の方がBCの湿性除去率は低くなり,大気中でのBC濃

度が高くなる（寿命が長くなる）.これらの結果は,BC

の混合状態を十分に表現することがBC自身の空間分布

や大気中での寿命を精度良く見積もる上で不可欠となる

ことを示している.

S3のSSA（波長600nm）は0.907,エアロゾルの大

気加熱率は0.355K/dayと見積もられた（領域・期間

平均,高度約１km）.この値はS1に比べると高いが

S2に比べると低い値である.S3はS1に比べると吸収

係数を約20％,大気加熱率を約10％過大推定している

が,S2の30－40％の過大推定に比べるとその割合は小

さい.これは,S3の計算では,吸収効率の過大推定

（内部混合BCによるレンズ効果の過大推定）がBC濃

度の過小推定（内部混合BCによる湿性除去の過大推

定）によって部分的に相殺されるためである.このよう

な２つの相反する効果は,BCの混合状態を表現できる

モデルによってその定量的な評価がはじめて可能にな

る.そのようなモデルによって,BCとその放射効果お

よびその空間分布を評価していく必要がある.

2.6 まとめ

本研究では,エアロゾルの粒径とBCの混合状態の両

方を表現できるエアロゾルの２次元ビンモデルを開発

し,WRF-chem/MOSAICモデルに導入した.１つの

次元はエアロゾルの乾燥直径で（40nmから10μmを

12ビンで表現）,もう１つの次元がBCの質量比である

（外部混合BC,BCを含まない粒子,８つの内部混合

BCの合計10ビン）.凝縮・凝集などの大気中の変質過

程に伴う粒径と混合状態の変化が,120個のビンを用い

て計算される.

このモデルを東アジア域に適用し,A-FORCE航空機

観測（2009年３－４月）で行われたBC混合状態の観

測による比較・検証を行った.モデル計算はBCを含む

粒子と含まない粒子の割合,シェルコア比およびそれら

の粒径依存性など,実大気中でのBCの混合状態の主要

な特徴を再現することに成功した.このような特徴は,

凝縮・凝集過程の両方を考慮することによってはじめて

再現できる.この結果は,凝縮・凝集などの大気中での

変質過程を十分に表現できるエアロゾルモデルを用いれ

ば,実大気中におけるBC混合状態の主要な特徴を計算

できるということを示している.

BCの混合状態の放射・除去過程に対する重要性を調

べた.BCの混合状態を考慮しない（全粒子が内部混合

BCであると仮定する）と,BCの混合状態を考慮した

場合に比べて光吸収効率や大気加熱率を30－40％程度

過大推定すると見積もられた（内部混合BCによるレン

ズ効果の過大推定）.一方,BCの混合状態を考慮しな

い計算ではBCの除去率を過大推定し,大気中でのBC

質量濃度を15－35％過小推定すると見積もられた（内

部混合BCによる湿性除去の過大推定）.これらの結果

は,BCの混合状態を十分に表現することがエアロゾル

の光学特性・放射過程およびBC自身の空間分布・大気

中での寿命を精度良く見積もる上で非常に重要になるこ

とを示している.このような詳細なモデルによって,エ
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図8：領域・期間平均のBC質量濃度の鉛直分布.数・質量
濃度,光学・放射過程,除去過程の全てについてBC混合状
態を考慮した計算（S1,12×10ビン）と平均的な単一の混
合状態を用いた計算（S3,12×１ビン）の結果を示す.



アロゾルの直接・間接効果を評価していく必要がある.

3.新粒子生成モデルの開発と検証

新粒子生成は,硫酸ガスなどの低揮発性の気体成分か

ら粒径数nm程度の超微小粒子が生成する過程であり,

大気中のエアロゾル数濃度やCCN数を決定する上で最

も重要なプロセスの１つである（Spracklen et al.2006,

2008,2010;Yu et al.2010;Kuang et al.2009;Merikanto
 

et al.2009;Yu and Luo 2009）.また,雲粒数濃度や間

接効果を評価する上でも重要な過程であると考えられて

いる（Kerminen et al.2005;Wang and Penner 2009;

Merikanto et al.2010;Makkonen et al.2012）.新粒子

生成が起こるかどうかは,1）気体分子からの粒径1nm

程度の分子クラスタの生成,2）クラスタから粒径数

nm程度への粒子成長過程の２つの過程によって決まる

（Kulmala et al.2000,2004,2007;Zhang et al.2012）.１

つ目のクラスタの生成過程は硫酸ガスなどのクラスタの

前駆気体の濃度によって決まり,大気中の光化学反応に

大きく依存する.２つ目のクラスタの成長過程は,クラ

スタの凝縮成長過程と既存粒子への凝集消失過程のバラ

ンスによって決まる（図9a）.したがって,新粒子生成

の重要性を正しく評価するためには,これらの過程を十

分に表現できるモデルを用いる必要がある.しかしなが

ら多くのエアロゾルモデルではこれらの過程が十分に表

現されていない.

本研究では,粒径１nm程度のクラスタの生成を表現

するために,粒径１nmから10μmまでのエアロゾル

を20個のビンによって表現するモデルを作成し,

WRF-chem/MOSAICモデルに導入した.クラスタの

生成率は近年提唱された実大気観測に基づいた粒子生成

メカニズム（Activation-type核生成メカニズム,Kul-

mala et al.2006）を用い,凝縮・凝集過程を理論的に

計算することによってクラスタの成長・消失過程を微物

理過程に基づいて計算する.

このモデルを中国の北京周辺域に適用した結果を示す
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図9：(a)新粒子生成過程の概略図.(b,c)CARE-Beijing 2006観測（2006年８－９月,北京）,および同時期のモデル計算に
おける粒径分布の時系列図.９月４日から７日までの４日間の例を示す.



（Matsui et al.2011）.2006年の８－９月に北京におい

てCARE-Beijing 2006集中観測が行われ,粒径３nm以

上のエアロゾルの粒径分布が測定された（Wiedensoh-

ler et al.2009）.WRF-chem/MOSAICモデルを用いた

この期間の計算と気象場・気体成分・エアロゾルの質量

濃度などに関する検証は,Matsui et al.（2009a,2010）

で行っている.図9b,9cには観測・モデルについて粒

径分布の時間変化の例（9/4－9/7）を示す.観測では

9/4と9/5の正午付近に新粒子が生成し,どちらの日と

も半日程度かけて新粒子が粒径100nm程度まで成長し

ている様子が見られる.一方,9/7は顕著な新粒子生成

が起こっていない.モデル計算はこのような新粒子生成

の有無や新粒子の成長過程の特徴を良く再現している.

ここでは数日間の結果を示したが,モデル計算は約１ヶ

月間の集中観測において観測された新粒子生成の有無を

再現することに概ね成功した（エアロゾルの粒径分布観

測が使用可能な26日間のうち21日間の新粒子生成の有

無を再現）.これはモデル計算が新粒子の凝縮成長と凝

集消失のバランス（総観規模の高低気圧の移動によって

支配されている）を良く再現できたためである.このよ

うな結果は,クラスタとその凝縮成長・凝集消失過程を

陽に表現することによって,実大気中の新粒子生成の有

無や新粒子の成長過程をモデルが計算できることを示し

ている.

また,このモデルを用いて東アジア全域の新粒子生成

の頻度やエアロゾル数・CCN数に対する重要性を調べ

た（A-FORCE航空機観測の期間に適用し,地上・航空

機観測による比較・検証を行った）.その結果,東アジ

ア域では新粒子生成の頻度に明瞭な南北コントラストが

あり,北緯30－45度（中国北東部・韓国・日本の周辺

域）では北緯20－30度に比べて約３倍も新粒子生成の

頻度が大きいことが明らかになった（高度約１km）

（Matsui et al.2013b）.硫酸ガス濃度とその前駆気体の

二酸化硫黄の放出量の南北コントラストがこのような新

粒子生成の頻度の南北コントラストを作り出す主要な要

因であると考えられる.東アジア域の高度約１kmにお

いて,新粒子生成のエアロゾル数（粒径10nm以上）

とCCN数（過飽和度1.0％）に対する寄与はそれぞれ

44％と26％と見積もられた.

4.有機エアロゾルモデルの開発と検証

有機エアロゾル（OA）は大気中の微小粒子の主要な

寄与を占め,直接・間接効果の両方で重要な役割を果た

す（Kanakidou et al.2005;Zhang et al.2007;Hallquist
 

et al.2009）.OAは大気中に粒子として放出される１次

有機エアロゾル（POA）と揮発性有機化合物（VOC）

の酸化を通して大気中で生成される２次有機エアロゾル

（SOA）に分類される.SOAは全球的に見てもOAや

全エアロゾルの質量濃度に対して大きな割合を占めると

考えられている（Kanakidou et al.2005;Goldstein and
 

Galbally 2007;Zhang et al.2007;de Gouw et al.2009）.

しかしながら,SOAの生成過程は非常に複雑であるた

め,大気中でのSOA濃度とその気候・健康影響の見積

もりには依然として大きな不確定性がある（Hallquist
 

et al.2009）.これまでに全球・領域モデルを用いたOA

の計算が多く行われてきたが,実大気中のOA濃度や

その生成量を大きく過小推定してきた（e.g.,Heald et
 

al.2005,2011;Volkamer et al.2006;Matsui et al.

2009b;Spracklen et al.2011）.

近年新たなOAの生成過程として,これまで考えら

れてこなかったOAの前駆気体（VOCより揮発性が低

い半揮発性の有機化合物（SVOC,IVOC））とそれら

の酸化過程の重要性が発見された（Robinson et al.

2007）.そしてこれらの気体成分の発生源や化学過程を

考慮した新しいOAモデルの概念が提唱されてきた

（Volatility basis set,VBS）（Donahue et al.2006;

Jimenez et al.2009）.VBSモデルでは有機化合物の揮

発性に着目し,同程度の揮発性を持つ成分をグループ化

し,そのグループ化した成分について大気中での連続的

な（何回にもわたる）酸化過程と気相-エアロゾル相の

分割を計算する.VBSモデルは全球・領域モデルにも

取り入れ始めており（e.g.,Lane et al.2008a,2008b;

Farina et al.2010;Hodzic et al.2010;Tsimpidi et al.

2010,2011;Shrivastava et al.2011）,大気中の現実的な

OA濃度を説明でき得る手法として注目されつつある.

本研究では,この手法に基づいたOAモデルを開発

し,WRF-chem/MOSAICモデルに導入した（Matsui
 

et al.2014）.モデルの概要を図10に示す.概略のみ述

べると,９個の揮発性成分（飽和気体濃度が10,10,

10,10,10,10,1,0.1,0.01μg/m の９成分）を

用いて,OAと有機化合物（SVOC,IVOC,VOC）を

表現し,有機化合物のOHラジカルによる酸化過程と

気相-エアロゾル相分割（平衡を仮定）を計算する.

OHによる酸化速度,VOCの酸化によって生成する半

揮発性成分の生成率,SVOC,IVOCの排出量などは

Lane et al.（2008）,Tsimipidi et al.（2010）,Shrivas-

tava et al.（2011）を参考にしている.合計122個の変

数を用いて,有機化合物・OAの変動過程およびOAの

粒径分布（この研究では８ビン）を計算する.また,

SVOCやIVOCなど新たに導入した成分の乾性・湿性

除去過程を考慮できるようにWRF-chem/MOSAICモ

デルを改良した.

開発したOAモデルを東アジア域に適用し,観測さ

れたOA・SOA濃度との比較を行った.図11には2004

年の７－８月に埼玉の騎西でエアロゾル質量分析計

（AMS）を用いて行われたOA観測（Takegawa et al.

2005,2006a,2006b）との比較例を示す.VBSを用いた
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モデル計算（赤線）は観測されたSOA濃度（AMSの

m/z44から見積もられた酸化された有機エアロゾル濃

度,OOA）の絶対量や時間変動を概ね再現することに

成功した（平均で13％の過小推定）.一方,SVOCや

IVOCおよびそれらの酸化過程を考慮しなかった計算

（橙色,従来のOAモデルに対応）では観測されたSOA

濃度を86％も過小推定している.これらの結果は,こ

れまで考慮されてこなかったOAの前駆気体や酸化機

構が実大気中の現実的なOA・SOAの質量濃度や時間

変動を表現する上で重要となることを示唆しており,エ

アロゾルの直接・間接効果の推定においても大きな役割

を果たす可能性を示している.

5.エアロゾル統合モデルの開発

２,３,４章で開発・検証したBC混合状態モデル,

新粒子生成モデル,OAモデルを組み合わせたエアロゾ

ル微物理・化学過程の統合モデルを開発した（図12）.

BC混合状態,新粒子生成,OAの生成過程はお互いに

複雑に関連しあい,かつエアロゾルの排出量や気象場の

変化に対して非線形に応答する.例えば,OAの生成過

程は,BCの変質過程を促進するため（内部混合BCの

増大,シェルコア比の増大）,BCの吸収効率を増大さ

せる可能性がある一方,BCの寿命を短くし大気中の

BC濃度を減らす可能性がある.このようなエアロゾル

の各素過程の重要性や相互作用,気象場（気温・湿度,

大気循環など）やエアロゾル排出量に対する非線形な応

答などは,エアロゾルの微物理・化学過程を詳細に考慮

したモデルによってのみ評価が可能である.開発する統

合モデルでは詳細な微物理・化学過程を考慮しているた

め,これらの効果を計算することが可能である.上に示

したようなこれまで十分に考慮されてこなかった過程を

含めたエアロゾルの気候影響評価が今後必要になると考

える.
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図10：有機エアロゾルモデルの概要.○が気体成分,●がエアロゾル成分を示す.黒は１次有機エアロゾル,青は半揮発性有機
化合物（SVOC,IVOC）の酸化過程によって生成する有機エアロゾル（SISOA）,赤は人為起源VOCから生成する２次有機エ
アロゾル,緑は植生起源VOCから生成する２次有機エアロゾルを示す.

図11：2004年の７－８月に埼玉の騎西でエアロゾル質量分析計（AMS）を用いて行われた有機エアロゾル観測と同時期のモデ
ル計算結果.２次有機エアロゾル（SOA）の質量濃度の時系列図を示している.観測のSOAは,AMSのm/z44から見積もら
れた酸化された有機エアロゾル濃度（OOA）を用いている.モデル計算はSISOAと人為起源・生物起源VOC起源のSOAの
合計である.SVOC,IVOCおよびその酸化過程を考慮しない場合の計算結果（橙）も示している.



6.まとめ

これまでの私の研究では,領域３次元モデルWRF-

chemを基に,エアロゾルの「数・粒径・混合状態」を

支配するBC混合状態・新粒子生成・OA生成のそれぞ

れの過程について物理化学法則に基づいて表現できるモ

デルを開発し,実大気観測による詳細な比較・検証を

行ってきた（Matsui et al.2011,2013a,2013b,2014）.

そして,このような素過程を表現したモデルによって初

めて,大気中のエアロゾルの「数・粒径・混合状態」の

重要な特徴が説明できることを示してきた.また,これ

らの過程を組み合わせたエアロゾル統合モデルを開発し

た（Matsui et al.,submitted）.私の研究で開発したモ

デルは,従来のように限られた化学成分の質量濃度に着

目し,簡易的な表現（パラメタリゼーション等）を用い

て構成されてきたモデルとは異なるエアロゾルモデルで

ある.このようなエアロゾルの微物理・化学過程を詳細

に考慮したモデルによって,エアロゾルの各素過程の重

要性や相互作用,気象場（気温・湿度,大気循環など）

やエアロゾル排出量に対する各素過程の非線形応答など

を評価することがはじめて可能となり,エアロゾルの気

候影響評価を高精度化するための知見を得ることができ

ると考える.また,開発したモデルは全球モデル計算の

ベンチマークとしての役割が可能であり,全球エアロゾ

ルモデルの素過程表現の簡易化に伴う不確定性の評価へ

の貢献が期待できる.
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1.はじめに

気候変動予測において重要な因子となる雲の降水形成

効率や放射特性などは雲の微細構造（雲粒数密度・雲粒

粒径分布など）によって大きく変動する.雲粒数密度お

よび雲粒粒径分布は雲粒ができるための核となる雲凝結

核と雲底付近や雲内の上昇流に依存する.そのため,雲

凝結核となり得る大気中のエアロゾル粒子から雲粒数密

度および雲粒粒径分布を陽に計算できるモデルを開発

し,数値実験によりエアロゾル粒子が雲の微細構造に与

える影響,降水生成効率に与える影響などを調べる研究

を行った.

2.粒子法雲微物理モデル（パーセルモデル）の

開発

Mordy（1959）を初め多くの数値シミュレーション

では,雲凝結核から計算された雲粒粒径分布が観測され

るものに比べて幅が狭いという問題があった.これを解

決するための試みがWarner（1969,1973）,Lee and
 

Pruppacher（1977）,Baker et al.（1980）らによりな

されていたという状況の中で私は雲物理の研究を始め

た.

上昇気流に乗って移動する空気塊は断熱冷却で気温が

下がり,相対湿度が上昇する.空気塊中のエアロゾル粒
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ハイブリッド雲微物理モデルの開発

久芳奈遠美

気候変動予測において重要な雲の降水形成効率や放射特性は雲粒の数密度や粒径分布といった雲の

微細構造に大きく依存し,雲の微細構造は雲凝結核として機能する大気中のエアロゾル粒子に左右さ

れる.そこでエアロゾル粒子が雲の微細構造に及ぼす影響を精度よく見積もるため,移流に関しては

パーセルモデルと格子モデル,雲粒の成長に関しては粒子法とビン法の両者を組み合わせたハイブ

リッド雲微物理モデルを開発した.このモデルでは,雲凝結核の雲粒への活性化は粒子法搭載パーセ

ルモデルでラグランジュ的に計算し,格子点上では雲粒及び雨滴の凝結成長・衝突併合・分裂を２

モーメントビン法でセミラグランジュ的に計算し,重力落下および移流は格子間でオイラー的に計算

する.本稿では,雲粒の数密度や粒径分布を陽に計算できるモデルの解説と,このモデルを用いて

行った研究事例について紹介する.



子は相対湿度に応じて膨潤し,その半径と水溶液濃度で

決まる平衡蒸気圧（安定して存在できる蒸気圧）と空気

塊の水蒸気圧の差で凝結もしくは蒸発する.水溶液滴の

核となっている物質と水溶液滴の半径がわかると平衡水

蒸気圧は計算でき,これをグラフに描いたものはケー

ラー曲線と呼ばれる.大気中のエアロゾルは純粋な化学

物質でできていることは稀で無機・有機・不溶性物質も

含まれることから,凝結核としての能力を乾燥半径と

hygroscopicity（κ）というパラメターで表す近似

（Petters and Kreidenweis 2007）が観測においても数

値モデルにおいても便利である.ある凝結核を構成する

すべての物質の種類や構成割合がわからなくてもκは

測定することができるので,エアロゾル粒子の大きさと

κを用いることで数値シミュレーションが可能になる.

図１に代表的な雲凝結核物質である硫酸アンモニウム

（κ＝0.61,細線）と塩化ナトリウム（κ＝1.28,太線）

の平衡水蒸気圧曲線を相対湿度で示した.核の乾燥半径

は0.01（赤線）,0.02（緑線）,0.1（青線）,1.0（水色

線）,10.0（紫色線）μmである.純粋な水の場合を茶

色線で示した.純粋な水滴の平衡蒸気圧は表面張力の効

果だけで決まる.凝結核がある場合は,純粋な水に比べ

溶質の効果の分だけ平衡蒸気圧が下がり,その効果は溶

液濃度が高いほど大きい.従って凝結核の半径が大きい

ほど,また活性化能力が高い（κが大きい）ほど平衡蒸

気圧は低く,より低い相対湿度のもとでも凝結成長でき

る.空気塊の相対湿度が曲線の極大値（臨界相対湿度）

より高くなれば,水溶液滴は凝結成長を続けることがで

きる.いったん極大値に相当する半径（臨界半径）より

も大きくなってしまえば,成長して半径が大きくなるほ

ど平衡蒸気圧は下がるので成長し続ける.ただし,空気

塊の相対湿度は水蒸気の消費により低下するので,平衡

蒸気圧を相対湿度が下回れば蒸発に転じる.

凝結核と水蒸気を含む空気塊が断熱上昇するという

パーセルモデルを使って雲粒粒径分布を計算することが

できる（Takeda and Kuba 1982）.例として図２に示

した凝結核分布を含む空気塊が上昇する場合を示す.凝

結核は硫酸アンモニウム（κ＝0.61,図２の赤線）と塩

化ナトリウム（κ＝1.28,図２の青線）の２種類でそれ

ぞれの粒径分布は正規対数分布とした.一例として,こ

の空気塊が層状雲の上昇流速度に近い0.7m s で上昇

した場合の,それぞれの凝結核の半径の高度変化を図３

に示す.縦軸は凝結高度（雲底）からの距離である.右

図は空気塊の相対湿度の高度変化である.このケースで

は,乾燥半径0.0136μmの硫酸アンモニウム粒子（黒

線）は空気塊の相対湿度が平衡蒸気圧曲線の極大値を超

えないため成長できず膨潤したエアロゾル粒子のままで

あり,乾燥半径0.0230μmの硫酸アンモニウム粒子

（赤線）は一旦臨界半径を超えるまでに成長するものの,

その後凝結核が凝結成長するために水蒸気が消費され相

対湿度が減少するので平衡蒸気圧の方が高くなってしま

い,蒸発に転じている.乾燥半径0.0235μmの硫酸ア

ンモニウム粒子（緑線）は空気塊の相対湿度が最大値に

達した時点で臨界半径を超え,その後凝結成長を続け

る.この場合,乾燥半径0.0230μmと0.0235μmの間

に雲粒になれるかどうかの境目があり,これより大きい

半径を持つ凝結核の数で雲粒数密度が決まる.この境界

値は相対湿度の最大値で決まるが,この最大値は上昇速

度と凝結核の粒径分布や活性化能力で決まる.

雲粒数密度を正確に計算するためにはこの「雲粒にな

れる凝結核の半径の最小値」を検出しなければならず,

数値計算において凝結核を大きさでクラス分けする際に

は特に注意が必要である.すなわち,雲粒になれる凝結

核の半径の最小値の近傍においては,一クラスに含まれ
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図1：平衡蒸気圧曲線.硫酸アンモニウム（細線）と塩化ナ
トリウム（太線）.乾燥半径は0.01（赤線）,0.02（緑線）,
0.1（青線）,1.0（水色線）,10（紫線）μm.

図2：数値計算の初期値に用いた凝結核粒径分布.硫酸アン
モニウム（赤線）と塩化ナトリウム（青線）.

久芳奈遠美



る凝結核の数密度を結果としてできる雲粒数密度に比べ

て十分に小さくしなくてはならない.クラス分けの仕方

や代表値の取り方で,あるクラスの凝結核が雲粒になれ

るかどうか変わってしまうため,そのクラスの凝結核の

数密度が計算誤差ということになる.凝結成長だけで再

現した（併合成長や重力落下を考慮しない）雲底付近の

雲粒粒径分布が図４である.凝結核がふた山なのでふた

山型をしている.

最初にあげた「計算された雲粒粒径分布の幅が観測値

より狭い」という問題に戻ると,当時は凝結核が活性化

して雲粒になると溶質の効果は急激に小さくなり純粋な

水として扱えると近似した計算が行われ,そうすると水

の凝結成長速度は半径に反比例することから,大きい雲

粒ほど成長速度が小さくいずれすべての雲粒が同じ大き

さになるという計算結果になったのである.図４は雲底

付近の凝結成長が主となる層の雲粒粒径分布であるが,

分布の幅が上昇につれて急激に小さくなってはいない.

このような結果を当時の指導教官だった武田喬男教授に

提示した時に,数値シミュレーションでは雲粒粒径分布

の幅が急激に狭くなるという気象学の常識に合わないか

ら間違いを探すように言われた.数日悩んだ結果,今で

は常識となっている次のような考えに至った.図１から

分かるように,大きい凝結核の平衡蒸気圧曲線は極大値

を持たず相対湿度100％以下であるので,未飽和でも凝

結成長できる.この溶質効果のため半径の成長速度は急

減しない.また,大きい雲粒ほど元になる凝結核が大き

く溶質の効果が大きいため,半径の大きい雲粒ほど成長

速度が小さいということはなく,雲粒粒径分布の幅が旧

来問題になっていたほどには狭くならない（詳細は

Takeda and Kuba（1982）参照）.実際の雲内では高度

が上がるにつれて雲粒の衝突併合や外部からの乾燥空気

や新しい凝結核の流入,上の層からの大きい雲粒や雨粒

の重力落下によりさらに雲粒粒径分布の幅は広がる.

このような,パーセルモデルを使って移流をLagrange

的に計算し,粒子法を使って半径の時間変化もLagrange

的に計算するという方法は,空気塊が経験する相対湿度

の最大値を正確に計算でき数値拡散も抑制できるので,

雲底付近の雲粒数密度や雲粒粒径分布を精度良く得るこ

とができ,エアロゾル粒子の影響を評価するのに有効で

ある.

3.ビン法雲微物理モデルの開発

上記のように完全にLagrange的に計算にすると,相

対湿度の最大値が正確に計算でき雲粒数密度が精度良く

計算され数値拡散の心配もないが,併合成長や重力落下

を扱うことが困難になる.雲粒同士の衝突併合を扱うた

めには半径（質量）方向に格子を切りその間に所属する

粒子の数密度などの時間変化を計算するビン法が便利で

ある.ビン法もEuler的に計算すると数値拡散の問題が

あるので,１タイムステップの間はLagrange的に計算

し,その結果をもとの固定ビンに振り分けるSemi-

Lagrange的な計算が推奨される（Kuba and Takeda
 

1983,Chen and Lamb 1994,Kuba et al.2003）.数密度

などの予報変数は一つのビンの中では一定値であるとす

るのが簡単であるが,こうするとビンの境界を越えて隣

のビンに移ったとたんそのビンの全域に広がるというこ

とになり,１タイムステップごとに次のビンに移れてし

まい数値拡散により粒径分布の幅が広がる.そこで予報

変数のビンの中の分布も考慮し数値拡散を抑えることが

提案された.隣り合うビンの値からビン内の分布を決め

る方法（Kuba and Takeda 1983;Kuba et al.2003）,ビ

ン毎の予報変数を二つ以上とる方法などがある.ビンに

所属する粒子の数と総質量の二つを予報変数とするのが

２モーメントビン法である（Chen and Lamb 1994）.２

モーメントビン法はビン内の分布を直線と仮定しその傾

ハイブリッド雲微物理モデルの開発

図3：右図；相対湿度の鉛直変化.左図；雲粒の半径の鉛直
変化.
凝結核は塩化ナトリウムで乾燥半径は0.0136（黒線）,
0.0230（赤線）,0.0235（緑線）,1.007（青線）,4.198（水
色線）,9.686（紫線）μm.

図4：雲粒粒径分布の高度変化.雲底からの高度は16.8（赤
線）,25.2（緑線）,33.6（青線）,42.0（紫線）m.
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きをビン内の粒子の数と総質量により決めるもので,ビ

ン内の途中までしか広がらないということも許すという

ものである.ビン内の分布を決める際にそのビンの値し

か使わないので滑らかでない分布で空のビンが混在して

いても数値不安定を起こさないという利点がある.パー

セルモデルではそのようなことはあまり起きないが,格

子モデルで移流の計算をする場合などでは空のビンが混

在する可能性があるので２モーメントビン法は有効であ

る.

4.ハイブリッド雲微物理モデルの開発

上記のように,雲粒数密度を決定する重要な因子であ

る「空気塊が経験した相対湿度の最大値」を精度良く再

現するためには,移流はパーセルモデルでLagrange的

に計算することが望ましいが,重力落下を扱うためには

格子モデルでEuler的に計算する方が便利である.ま

た,凝結核の活性化や雲粒の凝結成長は粒子法で

Lagrange的に計算する方が溶質の効果を精度よく評価

できるが,雲粒同士の衝突併合を扱うためにはビン法で

Semi-Lagrange流に計算する方が便利である.そこで

移流に関してはパーセルモデルと格子モデル,雲粒の成

長に関しては粒子法とビン法の両者を組み合わせるハイ

ブリッド雲微物理モデルを開発した.Kuba and
 

Takeda（1983）は雲底付近では連続して上昇するパー

セルモデルで粒子法により凝結核の活性化と雲粒の凝結

成長を計算し,軸対称モデルの格子点上ではビン法で凝

結成長・衝突併合成長・重力落下を扱うという数値実験

を浅い対流雲を対象として行い,半径0.1μm以下の凝

結核数密度が低い場合は,雨滴は「半径1.0μm以下の

凝結核由来の雲粒同士の併合」で効率よく生成され,半

径0.1μm以下の凝結核数密度が高い場合は,雨滴は生

成されにくく「半径1.0μm以上の凝結核（巨大凝結

核）由来の雲粒がそれより小さい雲粒を捕捉する併合」

と「巨大凝結核由来の雲粒同士の併合」で主に生成され

ることを示した.

Kuba and Fujiyoshi（2006）はkinematicフレーム

として２次元格子モデルを採用し,格子点の相対湿度が

初めて100％に達した時点で凝結核と水蒸気を含むパー

セルモデルをその格子点の風上から起動させて凝結核の

活性化および雲粒の凝結成長を計算し,格子点上のビン

に初期雲粒粒径分布として与えるというハイブリッド雲

微物理モデルを開発した.初期雲粒粒径分布を与えられ

た格子点上では引き続きChen and Lamb（1994）の２

モーメントビン法でSemi-Lagrange流に凝結成長と併

合成長を計算し,格子点間ではビン毎に重力落下と移流

を計算する.このモデルで凝結核が雲粒粒径分布に与え

る影響を精査し,さらにパーセルモデルの数値実験から

開発した雲粒数密度を予測するパラメタリゼーションを

このハイブリッド雲微物理モデルのパーセルモデルと置

き換えたものとハイブリッド雲微物理モデルを比較する

ことで,パラメタリゼーションの有効性を検証した.

このハイブリッド雲微物理モデルでは,凝結核の総数

密度には反映されない巨大凝結核が雲粒数密度や雲粒粒

径分布に与える影響も精度よく評価できる.その一例と

してKuba and Murakami（2010）は,巨大凝結核を散

布した時の暖かい雨の増加効果について調べた.一般的

にビン法で衝突併合成長を計算する際に１タイムステッ

プ内に一つの雲粒が何度も衝突する多重衝突が起きると

精度が落ちる.これを避けるためにはタイムステップを

0.01秒程度に小さくする必要があるがそれでは計算時

間がかかるので,Kuba and Murakami（2010）では

Chen（1992）の提案に基づき,１タイムステップに１

回以上という頻度の高い「大きい雲粒と数の多い小さい

雲粒の併合」はcontinuous coalescence schemeで計算

し,１タイムステップに１回未満という頻度の低い「大

きい雲粒同士の併合」はstochastic coalescence
 

schemeで計算することにより,0.5秒のタイムステッ

プでも精度よく計算できるようにした.このようにして

行った数値実験により,以下の結果を得た.

⑴ 散布粒子の大きさや数密度が適切であれば降水開

始時期を早め降水量を増加させることができる.

⑵ 散布粒子の総質量が多いほど「降水量を増加させ

るのに最適な散布粒子の半径」は大きい.

⑶ 既製品の塩化ナトリウムのマイクロパウダーは十

分な量の散布で降水量を増加させることができ

る.

⑷ 既製品のフレアーによる散布では,上昇流が小さ

い層雲ではわずかに増雨効果が期待できるが,上

昇流が大きい対流雲では逆に降水量を減少させ

る.

⑸ 凝結核散布で降水量が増加する場合には,２種類

の効果が働く.すなわち,散布された大粒子凝結

核がバックグラウンドの小さい凝結核の活性化を

阻害し雲粒数密度を減少させることで降水効率を

高めるというcompetition effectと,散布された

巨大粒子凝結核がすぐに小さい雨滴となり雲粒を

併合して急速に成長していくというraindrop
 

embryo effectである.

さらにKuba et al.（2014）は,このハイブリッド雲

微物理モデルを用いてSuzuki and Stephens（2008）が

衛星観測データから雲微物理過程を検出する手段として

提案したSuzuki diagram（レーダ反射因子の層平均値

と雲粒有効半径のカラム平均値の関係を表した図）の検

証を行い,上昇流や凝結核の影響や雲微物理過程との関

係を明らかにした.また,Nakajima et al.（2010）で

提案されたcontoured frequency by optical depth dia-
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gram (CFODD)をこのハイブリッド雲微物理モデルを

用いて再現し,衛星観測データから作成したCFODD

と比較しその相違点を小さくするための検討を行ってい

る.このように衛星観測データを雲微物理学的に解析し

どのような雲微物理過程を表しているのかを解明するこ

とで,衛星データシミュレータを使った雲解像モデルの

バルク法雲物理過程の改良が可能になる.
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1.はじめに

自然界で起きる様々な大気現象は,そこに存在する多

種多様な粒子の物理化学特性の影響を受けている.大気

放射におけるエアロゾル粒子・雲粒子の効果,相変化を

伴いながら移流・落下する雲・降水粒子の熱・水循環に

対する効果等についてよく理解し,適切なモデル化を行

うことは,気象・気候モデルやリモートセンシング・リ

トリーバル技術の高精度化を通じて,豪雨・豪雪・突

風,気候変動,物質循環等の理解と予測に資する極めて

重要な取り組みである.

大気中の粒子はそれぞれの化学組成・粒径・形状等の

物理化学特性に応じて,たとえ同じ環境下でも異なる振

舞いをする.このことが,モデル化において困難な点で

ある.つまり,適切なモデル化にあたって考慮すべき物

理化学的属性が多岐にわたる上,それぞれの変化の振幅

が大きいのである.実際のモデル化に当たっては,解く

べき問題と利用可能な計算資源に応じ,現象を適度に粗

視化した上で支配方程式を構成する必要がある.

雲微物理過程のモデル化には,バルク法・ビン法・粒

子法に属す３つの手法がある（図１).

バルク法は,ある空間内に存在する粒子群の総体とし

ての状態を表す物理量（粒子の総数や総質量）を予報変

数として時間発展を解く.粒子の多様さは,雲粒・雨

滴・氷晶・雪片・霰・雹など,数種類のクラスを設けて

限定的に表現される.粒子の成長や粒子間の相互作用は

粒子サイズに強く依存するため,それらの定式化は,各

クラスの粒子のサイズが対数正規分布やガンマ分布等の

分布関数に常に従うと仮定した上でなされる.バルク法

雲微物理過程は比較的計算コストが低いため多くの気

象・気候モデルに組み込まれ大気科学研究に広く用いら

れるとともに（Lin et al.1983；Rutledge and Hobbs
 

1984；Murakami 1990；Ikawa and Saito 1991；Fer-

rier 1994；Meyers et al.1997；村上,1999；Morrison
 

and Grabowski 2008),世界各国の気象センターにおい
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高精度ビン法雲微物理モデルの開発

橋本 明弘

雲・降水機構からエアロゾル-雲相互作用にわたる種々の素過程の精緻なモデル化を目的として開

発された多次元ビン法雲微物理モデルについて解説する.このモデルは,エアロゾルや雲粒子の物理

化学的属性を表すいくつかの物理量を多次元の格子空間に保持することで,２種類のエアロゾルの内

部混合と外部混合をシームレスに取り扱うとともに,氷粒子の形状のみならず密度の連続的な変化を

任意の解像度で表現できる.これによって,従来のビン法に比べて飛躍的に詳細なエアロゾル・雲・

降水粒子の表現が可能となった.本稿では,モデルの概要を示した上で,雲核としてはたらく２種類

のエアロゾルの外部混合比率が雲生成に与える影響を評価するための実験,バルク法雲物理過程改良

のための基準参照モデルとしての活用を念頭においた実験の初歩的な結果について述べる.

Development of sophisticated bin-microphysics model
 

Akihiro Hashimoto
 

A new version of the multi-dimensional bin-microphysics model,which employs five dimensions to represent
 

the diversity of physicochemical properties of aerosol,cloud and precipitation particles,was developed.The
 

model is able to seamlessly represent internal and external mixings of two different aerosol components,and to
 

express various shape and density of an ice particle in a given resolution.The model was incorporated into an
 

adiabatic parcel model to perform two simulations.One simulation is to examine the sensitivity of cloud
 

formation to the externally-mixing ratio of two types of cloud condensation nuclei.Another is to provide
 

reference data for improvement of bulk microphysics model.This article shows brief description of the model
 

and the simulation results.



て業務用モデルに導入されている.

バルク法に対してビン法は,通常,粒子サイズを離散

化し分布関数の仮定によることなく支配方程式を解くこ

とが特徴である（Takahashi 1976；Kogan 1991；

Reisin et al.1996；川野 1999；Khain et al.2004；橋

本 2009）.近年,地上・衛星リモートセンシング技術

の進歩により,雲・降水粒子の形状等の物理特性に関す

る観測データが得られるようになってきたことから,粒

子形状を含む多様な粒子特性を表現しうる雲微物理モデ

ルの開発が進められている（Hashino and Tripoli
 

2007；Morrison and Grabowski 2010；Van Dieden-

hoven et al.2012）.さらに,雲の気候影響評価の観点か

らエアロゾル-雲相互作用に関する問題に対して精緻な

モデルを用いたアプローチが望まれるようになった.ビ

ン法は,より物理法則に忠実な解法である反面計算負荷

が著しく大きいため,実際的な問題に適用するには莫大

な計算資源を必要とするが,計算機性能が年々向上して

きたことにより,研究面での利用が増えている（Fein-

gold and Kreidenweis 2002；Hashino and Tripoli 2007,

2008,2011a,b；Suzuki et al.2010；Xue et al.2010；

Iguchi et al.2012；Sato et al.2012a,b）.

ビン法が,予め想定される粒径範囲に有限個のビン

（格子）を配置して粒子状態の時間発展を解く,つまり,

オイラー法にもとづくモデル化手法であるのに対し,粒

子法は,粒子状態（位置・速度・サイズ・化学組成等）

が同一な実粒子の集合を代表する仮想粒子を設け,ラグ

ランジュ法によってその時間発展を解く（Shima et al.

2009).この手法は,考慮すべき粒子属性の数が多い場

合にビン法よりも効率的な計算が実現可能である.

本稿で述べるモデルは,ビン法の範疇に属すが,従来

のものより多様な粒子状態を表現できるよう多次元の格

子空間を設けたChen and Lamb（1994,1999）のモデ

ルをもとにしている.彼らのモデルは,液滴に対して溶

質質量と水質量の２次元,氷粒子に対して溶質質量・水

質量・アスペクト比の３次元の格子空間を設けている.

アスペクト比の出現度数を十分な数の格子点で保持する

ことで,氷晶の縦軸・横軸の成長率の温度による変化を

連続的に表し,多様な氷晶の成長速度を精度よく表現で

きるのが特徴である.これを発展させ,表現できる粒子

状態の多様性を拡張した,多次元ビン法雲微物理モデル

（Misumi et al.2010；橋本ほか 2013）の概要と初歩的

な計算結果を紹介する.

2.多次元ビン法雲微物理モデル

多次元ビン法雲微物理モデルにおいて,液滴と氷粒子

の粒子属性を表す変数｛x ；j＝1,2,3｝,｛y ；j＝1,

2,3,4,5｝は,それぞれ,以下のものからなる.

x ＝

mass of water
 

mass of aerosol I
 

mass of aerosol II

(1)

y ＝

mass of water
 

volume
 

aspect ratio
 

mass of aerosol I
 

mass of aerosol II

(2)

これらの変数により,液滴は３次元,氷粒子は５次元

の格子空間が構成される（図2a）.それぞれの変数に対

して生成すべき格子点の数m ,n は,要求される精度

と利用可能な計算資源を考慮して決められる.各格子点

上で評価される液滴・氷粒子に関する予報変数 f x ,

x ,x ,g y ,y ,y ,y ,y は,以下の要素からな

る.
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図1：バルク法・ビン法・粒子法における粒子属性の表現方法に関する概念図.
Fig.1：Conceptual diagrams for the expression of attribute of particles in bulk,bin,particle methods.



f ＝

total number concentration
 

total potential energy
 

total heat
 

total mass of aerosol I
 

total mass of aerosol II
 

total mass of chemical element I
 

total mass of chemical element II
 

total mass of chemical element II
 

total mass of chemical element IV
 

total mass of chemical element V
 

total mass of chemical element VI

(3)

g ＝

total number concentration
 

total potential energy
 

total heat
 

total volume
 

total aspect ratio
 

total mass of aerosol I
 

total mass of aerosol II
 

total mass of chemical element I
 

total mass of chemical element II
 

total mass of chemical element II
 

total mass of chemical element IV
 

total mass of chemical element V
 

total mass of chemical element VI

(4)

液滴に含有される成分として,水の他に２種類のエア

ロゾル（水溶性のもの１種類と任意のもの１種類）が想

定されている.水の質量が無視できるほど小さい格子点

は,２種類のエアロゾルが内部混合した乾燥粒子に相当

する.さらに,片方のエアロゾル種の質量が無視できる

格子点は,単成分のエアロゾルに相当する.これによ

り,エアロゾルの内部混合と外部混合をシームレスに表

現できる.混合した複数種のエアロゾルによる雲生成を

再現できるよう,κ-Kohler理論に基づく定式化（Pet-

ters and Kreidenweis 2007）を導入した.図３は,過飽

和度0.01,0.1,１％における,硫酸アンモニウム

（κ＝0.61）と塩化ナトリウム（κ＝1.28）が混合した粒

子の臨界条件を表している.ある割合で２成分が混合し

た粒子が,与えられた過飽和度で核化できるかどうか

は,粒径とκに依存して決まる.これと同様に,凝結

成長率も粒径とκに依存して決まる.

液滴の形状は球体と仮定される.一方,氷粒子は回転

楕円体であると仮定され（図2b）,アスペクト比に与え

られる最大値・最小値と格子サイズ（解像度）に応じ

て,どの程度多様な粒子形状を表現できるかが決まる.

さらに,氷粒子の質量のみならず,体積も格子空間の構

成要素としていることから,氷粒子の密度の多様性を表

現できる.各格子点における液滴・氷粒子の時間変化率

は次のように表せる.

f
t

＝ ∑ dx
dt

f
x

i＝1,2,...,11 (5)

g
t

＝ ∑ dy
dt

g
y

i＝1,2,...,13 (6)

dx /dt , dy /dt は個々の粒子の成長率にあた

り,液滴については雲粒核化・凝結／蒸発・衝突併合／

衝突分裂・自然分裂,氷粒子については氷晶核化・昇

華／蒸発・凝集・自然分裂,液滴・氷粒子双方に影響す

るものは雲粒補足・融解の各過程が考慮される（表

１）.
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図2：(a)多次元ビン法の格子空間,(b)粒子状態を表す属性
についての概念図.
Fig.2：Conceptual diagrams of(a)the grid space for

 
multi-dimensional bin microphysics model and(b)the

 
attributes of a particle.



3.吸湿性エアロゾル２成分系における雲生成に

関する数値実験

多次元ビン法雲微物理モデルは,多様な物理化学特性

に応じて雲核活性条件の異なる粒子の混合状態を表現で

きる.この点を活かし,硫酸アンモニウム粒子と塩化ナ

トリウム粒子の外部混合状態を初期条件とした雲粒生成

実験を行い,吸湿度の異なる２種類のエアロゾルの存在

比率がどのように雲粒生成に影響を与えるかを調べた.

3.1 実験設定

雲粒生成の初期段階を調べるため,雲粒に関する核

化・凝結過程のみを考慮した断熱空気塊上昇実験を行っ

た.空気塊の初期条件は,気圧850hPa,湿度80％,

温度16℃とした.硫酸アンモニウム粒子は対数正規分

布に従うと仮定し,中央直径0.1μm,分散0.6,数濃

度については3000,9000cm の２通りを与えた.塩化

ナトリウム粒子についても対数正規分布を仮定し,中央

直径1μm,分散1.0,数濃度は1cm から3000cm

の間で値を変えて数通りの条件を与えた.それぞれにつ

いて,さらに,上昇速度を0.3m s と10m s の間で

値を変え４通りの数値計算を行なった.液滴の粒子状態

を表す格子数は,水,硫酸アンモニウム,塩化ナトリウ

ムの各質量に対して45,32,32とした.

3.2 結果

図４は,４通りの上昇速度について,雲粒の数濃度と

質量荷重平均直径を塩化ナトリウム粒子の初期数濃度の

関数として表している.塩化ナトリウム粒子が1-10

cm オーダーの場合,生成された雲粒の数濃度や粒径

は硫酸アンモニウム粒子の活性化特性によって決まる

が,塩化ナトリウム粒子の数濃度が10cm 以上になる

と,塩化ナトリウム粒子の活性化特性の影響が徐々に表

れ始め,100cm 以上で支配的となった.今後,室内

実験との整合性を確認する必要があるものの,雲核特性

の大きく異なる２種類のエアロゾル粒子が共存する場に

おいて,雲核活性を支配するエアロゾル種がどのような

条件で入れ替わるかについて定量的な議論を可能にする

アプローチとして期待できる.

4.基準参照モデルとしての活用

多次元ビン法雲微物理モデルは,氷粒子の形状および

密度の多様性を表現できることから,氷粒子成長に関し
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図3：過飽和度が(a)0.01％,(b)0.1％,(c)１％の場合における硫酸アンモニウム（κ＝0.61）と塩化ナトリウム（κ＝1.28）の
混合粒子の臨界条件.赤線はκ,緑線は混合粒子の直径.青と白の境界が混合粒子の臨界直径に当たる.
Fig.3：Critical condition of droplet nucleation for the mixed aerosol particles composed of ammonium sulfate(κ＝0.61)and

 
sodium chloride(κ＝1.28)in the cases of super-saturation of(a)0.01%,(b)0.1%,and(c)1%.Red and Green lines indicate
κand diameter of a mixed particle,respectively.The boarder between blue and white areas indicates the critical diameter

 
of mixed particle.

表1：モデルで考慮される微物理過程.
Table1：Microphysical processes involved in the model.

Related production terms  Microphysical processes

dx
dt

Droplet nucleation
 

Condensational growth/Evaporation
 

Collision coalescence/breakup
 

Spontaneous breakup

dy
dt

Ice nucleation
 

Depositional growth/Evaporation
 

Aggregation
 

Spontaneous breakup

dx
dt

, dy
dt

Riming
 

Melting



てより簡易なモデルに対する基準参照モデルとしての活

用が期待される.そのための取り組みとして様々な初期

温度のもとで行った断熱空気塊上昇実験について述べ

る.

4.1 実験設定

気圧と湿度の初期条件を1000hPa,95％とし,初期

温度については,－８℃から16℃の間を４℃毎に変化

させ,７通りの数値計算を行った.空気塊の上昇速度は

4.0m s とし,積分時間は1500秒（上昇距離6000m）

とした.粒子状態を表す格子数は,水,水溶性成分,不

溶性成分の各質量に対して,それぞれ,45,16,16と

し,アスペクト比,体積に対して,それぞれ,16,11

とした.

4.2 結果

氷粒子の質量と体積から粒子密度を求めた上で,アス

ペクト比・密度・質量の３つの属性を用いて,氷晶・雪

片・霰・雹の４つの粒子タイプに分類した（表２）.水

滴については,半径50μmを境界として雲粒と雨滴に

分類した.

図5aは,各初期温度（横軸）に対してそれぞれ断熱

上昇の結果得られた,粒子タイプ別の混合比プロファイ

ルである.縦軸は上昇中の空気塊の温度であり,各初期

温度を始点（黒破線）として断熱冷却しつつ水粒子が生

成されていく様子を表している.初期温度が比較的高い

条件では,雲粒（青実線）生成に続く雨滴（青破線）生

成の後に,霰（赤一点鎖線）・雹（赤二点鎖線）の生成

が進むのに対し,初期温度が低い場合には雨滴生成はみ

とめられず,雲粒生成から氷生成へと移行していた.図

5bは,同じ初期条件におけるバルク法モデル（橋本,

2008）の結果である.粒子タイプの定義は,概ね,表２

と同様である.バルク法による結果は,多次元ビン法に

よる結果に比べ,雲粒・雨滴・霰・雹の生成開始はよく

あっているものの,雪片の生成がやや遅く,雲粒の消費

が過小であった.この結果の相違は,粗視化の度合いが

低く物理法則により忠実な解法である多次元ビン法に対

して,バルク法の計算結果がどの程度劣っているかを示

している.気象・気候モデルで広く用いられているバル

ク法雲物理過程の検証・改良のために,実験・観測との

比較を通じたアプローチは重要であるが,その際,実

験・観測結果とモデル結果との差がどのような原因によ

るか（見落とされた物理過程があるのか,モデル化手法

に問題があるのか等）は明瞭でないことが多い.一方,

より精緻なモデルとの比較を通じたアプローチは,モデ

ル化手法（粗視化の度合い）の違いによってどれだけの

差が生じるかを明瞭に評価できる点が優れており,実

験・観測を通じたアプローチと相補的な位置づけで取り

組まれるべきである.

従来のビン法は,バルク法と同様,氷粒子タイプを予
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図4：雲粒数濃度（実線）と質量過重平均直径（破線）.そ
れぞれ,初期高度から900m,600m上昇後の値.濃線と
薄線は,それぞれ,硫酸アンモニウム粒子の初期数濃度
9000,3000cm に対応.赤,緑,青,灰色は,それぞれ,
上昇速度10,3,1,0.3m s .
Fig.4：Droplet number concentration(solid lines)and

 
mass-weighted mean diameter(broken lines).The former

 
and later are the values after 900-m and 600-m ascent

 
from the initial point,respectively.Thick and thin lines

 
correspond to 9000 and 3000 cm ,respectively,of initial

 
number concentration of(NH)SO particles.Red,green,
blue,and grey indicate the ascending speed of 10,3,1,0.
3 m s ,respectively.

表2：氷粒子タイプの分類.
Table2：Classification of ice particles.

Aspect ratio  Density(kg m ) Mass(kg) Type
 

m＜1.35x10 Ice crystal
ρ＜2.5

1.35x10 ＜m  Snowflake
0.8＜α＜1.2

2.5＜ρ＜0.8 Graupel

0.8＜ρ Hail
 

m＜1.35x10 Ice crystal

ρ＜2.5 Snowflake
α＜0.8,1.2＜α

2.5＜ρ＜0.8 1.35x10 ＜m  Graupel

0.8＜ρ Hail



め限定的に定義している.そのため,バルク法モデルの

性能を評価する際に,粒子タイプの定義が両者の間で整

合的であるかどうかが問題となる.一方,多次元ビン法

雲微物理モデルは,粒子タイプを多次元のスペクトルと

して定義しているとみなせる.このため,バルク法モデ

ルの粒子タイプの定義に合わせて,計算結果から必要な

成分を抜き出すことにより,粒子タイプ毎に厳密な比較

が可能となった.多次元ビン法は,雲・降水粒子の多様

性を表現するために,ビン空間を多次元化する方法であ

る.他方,ビン空間の各格子点において予報される粒子

特性を多変数化することで雲・降水粒子の多様性を表現

する方法も提案されている（Hashino and Tripoli
 

2007；Morrison and Grabowski 2010）.今後,このよ

うな精緻化された手法によるバルク法雲物理過程の検

証・改良が期待される.

5.まとめ

エアロゾルや雲粒子の物理化学的属性を表す物理量を

多次元の格子空間に保持し,エアロゾル-雲相互作用お

よび雲・降水過程による時間発展を精度良く計算するた

めの多次元ビン法雲微物理モデルについて概説した.こ

のモデルは,２種類のエアロゾルの内部混合と外部混合

をシームレスに取り扱えるとともに,氷粒子の形状のみ

ならず密度の連続的な変化を任意の解像度で表現でき

る.これによって,従来のビン法に比べて飛躍的に詳細

なエアロゾル・雲・降水粒子の表現が可能となった.

本稿で述べた実験結果の他に,Misumi et al.（2010）

はこのモデルを用い,対流性雪雲の雲・降水粒子の特徴

と微物理過程について議論した.本号 章（山下ほか）

では,このモデルをもとに,エアロゾルを水溶性粒子と

非水溶性粒子の内部混合粒子と定義し,ダスト粒子の雲

核活性から氷晶核活性にわたる広範な条件下での数値実

験 を 行った. さ ら に, HPCI(High Performance
 

Computing Infrastructure)戦略プログラム分野３防

災・減災に資する地球変動予測（http://www.jamstec.

go.jp/hpci-sp/index.html）において,多次元ビン法雲

微物理モデルを気象庁非静力学モデル（NHM）に導入

した多次元ビン法NHMの開発と,それを用いた詳細

雲物理実験への取り組みがなされている.今後,雲・降

水機構はもとより,エアロゾル-雲相互作用に関する問

題における活用と成果が期待できる.
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図5：氷粒子タイプ別混合比.横軸は初期温度,縦軸は上昇する空気塊の温度.緑の濃淡は,雪片の混合比.青実線・青破線は,
それぞれ,雲粒・雨滴の混合比,赤一点鎖線・赤二点鎖線は,それぞれ,霰・雹粒子,白実線は氷晶を表す.
Fig.5：Mixing ratio of each hydrometeor as a function of the temperature of ascending air parcel(ordinate)and its initial

 
value(abscissa).Green shade indicates the mixing ratio of snow.Blue solid and broken lines correspond to cloud water and

 
rain,respectively.Red dashed and double dashed lines indicate the mixing ratio of graupel and hail,respectively.White line

 
corresponds to cloud ice.
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1.はじめに

エアロゾルの雲過程への影響は,気候変動予測におけ

る不確定要因として広く認識されている.水滴からなる

低層雲はもちろんであるが,氷晶からなる深い対流雲も

エアロゾルにより強く影響を受けることが明らかとなっ

ており（Rosenfeld et al.2000）,氷晶を含む雲へのエア

ロゾルの影響も気候変動予測には重要である.エアロゾ

ルから雲・降水に至る過程が,雲の放射特性や降水雲を

介したエネルギー・水循環の変調を通して気候に大きな

インパクトを持つことを把握するためには,エアロゾル

粒子が雲核・氷晶核として働き,雲粒・氷晶の数濃度や

粒径を変調させ,雲の放射特性に影響を与えること（エ

アロゾルの第一種間接効果）や雲・降水粒子の成長過程

や力学・熱力学構造に変調をきたし,雲システムの降水

効率・空間的広がり（雲量)・寿命に作用すること（エ

アロゾルの第二種間接効果）を統一的に関連づけて理解

する必要がある.このような効果を適切に扱うには,エ

アロゾル粒子の物理化学特性と雲核・氷晶核としての活

性化特性の関係解明,雲核能・氷晶核能の変化に対応し

た発生初期の雲粒粒径分布および雲粒・氷晶数濃度の変

調解明及び定式化を行い,これらの効果と各種雲物理素

過程との相互作用の結果生じる雲の微物理構造の変化と

降水過程への影響解明のためのエアロゾル・雲・降水過

程を統一的に扱うモデルの開発が必要である.現在,気

象や気候予報に用いられているモデルのほとんどは,雲

粒や氷晶の発生プロセスに各種エアロゾルの情報を含ん

でいないというのが現状である.特に氷晶発生に関して

は,氷晶発生過程の複雑さや測定の困難さから雲粒発生

と比べると未解明な点が多い.エアロゾルが氷晶核とし

て作用する氷晶の不均質核生成には,昇華凝結,内部凍

結,凝結凍結,接触凍結の複数のプロセスがあるが,実

大気中でどのプロセスで発生した氷晶がどのくらいの割

合存在しているのかということも良くわかっていないと

いうのが現状である.

これまで,黄砂に代表されるダスト粒子が自然界で支

配的な氷晶核であると考えられてきた（Isono et al.
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1959）.現在でも,ダスト粒子は自然界での効率的な氷

晶核の一つとして考えられている.Pratt et al.（2009）

は,ワイオミング上空の氷晶雲の残差粒子の組成は,ダ

スト粒子の割合が一番高く,氷晶核としてダスト粒子が

重要であることを示唆している.また,Hoose et al.

（2010）では,エアロゾルの情報を含む氷晶発生過程を

組み込んだ全球気候モデルから,ダスト粒子の内部凍結

が最も支配的な氷晶発生プロセスであろうと主張してい

る.このように,ダスト粒子の氷晶発生研究が現在でも

盛んに行われているが,ボトムアップ的な研究よりトッ

プダウン的な研究が多い.

我々のグループでは,世界最高水準の雲生成チャン

バーを開発し（Tajiri et al.2013）,さまざまな気象条件

下で,いろいろな種類のエアロゾルの雲粒・氷晶生成に

関する実験を行っている.雲生成チャンバーは,断熱膨

張プロセスを模擬的に再現できるため,広い温度範囲で

の天然の雲プロセスによる雲粒・氷晶の発生過程を実験

的に行うことができる（詳細は, 章の「広範なエアロ

ゾル種の雲核・氷晶核能」を参照）.Tajiri et al.

（2013）は,雲生成チャンバーによる雲粒凍結による氷

晶発生実験から,アリゾナテストダスト（以後ATD）

粒子が実際に雲粒凍結時の氷晶核として作用することを

示している.雲生成チャンバーによる実験が,ボトム

アップ的な氷晶発生研究に有用であることを示してい

る.

また,我々のグループでは,詳細に雲微物理を扱う

ボックスモデルの開発も行ってきた（Misumi et al.

2010）.このモデルでは,エアロゾルから雲粒・氷晶の

発生を含む降水粒子までの成長を計算することができる

（詳細は,本章の「高精度ビン法雲微物理モデルの開発」

を参照）.Yamashita et al.（2011）では,開発した

ボックスモデルに広範なエアロゾル粒子の雲粒発生を扱

うカッパーケーラー理論を組み込み,ダスト粒子等を含

む非水溶性の雲粒発生過程を取り扱えるようになってい

る.しかしながらこのモデルでは,エアロゾルの情報を

含む氷晶発生過程の生成プロセスは含んでおらず,エア

ロゾルの情報を含まない過冷却温度あるいは氷過飽和度

の関数としての氷晶発生プロセスのみしか扱っていな

い.

エアロゾルの多寡による氷晶の反応を調べるためには

エアロゾルの情報を含んだ氷晶発生プロセスが必要であ

る.そのプロセスを詳細に調べるためには室内実験によ

るエアロゾルから氷晶が発生するプロセスを定式化し,

その情報をモデルに反映させることが重要である.我々

は,ダスト粒子を用いた雲生成チャンバー実験の結果を

用いて,ダスト粒子の雲粒凍結過程を定式化し,その情

報を組み込んだボックスモデルの開発を行った.本稿で

は,そのモデル概要とモデルシミュレーション結果を雲

生成チャンバー実験の結果と比較した結果を報告する.

2.雲粒の発生を扱うカッパーケーラー理論

雲粒凍結を取り扱う場合,凍結の前に雲粒の生成もき

ちんと扱わなければならない.ここでは,作成したモデ

ルに組み込まれているカッパーケーラー理論について記

述する.

カッパーケーラー理論は,吸湿度という一つのパラ

メーターを用いて,過飽和度に対する臨界直径の関係を

定量的に表わし,雲粒の発生からその後の凝結成長を扱

う理論である（Petters and Kreidenweis 2007）.水滴

表面の飽和比は,(1)式であらわされる.

S＝aexp
4M σ
RTρD

(1)

ここで,a は溶液中の水の活量,σ は溶液的表面の

表面張力,ρ は水の密度,M は水の分子量,D は雲

粒の直径である.ケーラー理論では,溶質効果を表す活

量をファントホッフファクター,溶質と溶媒の質量,溶

質と溶媒のモル数を用いて表すが,カッパーケーラー理

論では,活量を(2)式のように表す.

1
a
＝1＋κV

V
(2)

ここで,κは吸湿度,V は溶質の体積とV は水の

体積である.溶質と溶液（V＝V＋V ）の体積を乾燥

直径D と溶液的直径Dを用いて表すと,それぞれD

＝6V/π,D＝6V/πであり,この関係と(2)式を用い

ると(1)式は次のように表せる.

SD ＝ D －D
D －D 1－κexp

4M σ
RTρD

(3)

(3)式より,ケーラー理論と同様ケーラー曲線が描け

るので,任意の乾燥半径に対する臨界過飽和度を求める

ことができる.図１は,σ＝0.072J/m,T＝298.15K

を仮定して計算した吸湿度０から１までの乾燥直径に対

図1：乾燥直径―臨界過飽和度図上の等吸湿度線.
Fig.1：Iso-hygroscopicity lines on the dry diameter vs

 
critical supersaturation plane.
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する臨界過飽和度を示したものである.

Petters and Kreidenweis（2007）によると,雲核測

定から求められた硫酸アンモニウム,硫酸液滴,塩化ナ

トリウムの吸湿度はそれぞれ0.61,0.90,1.28である.

また,Andreae and Rosenfeld（2008）では,いろいろ

なデータをもとに大陸性のものは0.3±0.1,海洋性の

ものは0.7±0.2という値を提示している.このように

カッパーケーラー理論では,粒子の物理化学量を知るこ

となく,吸湿度という一つのパラメーターで粒子の凝結

成長過程を計算することができる.また,実験や観測か

ら乾燥直径に対する臨界過飽和度を求めると,カッパー

ケーラー理論から吸湿度が求められるので,より現実に

近い状況での粒子の凝結成長を把握できる.

3.雲粒凍結を扱う氷晶発生の古典理論

この理論はキャップ理論とも呼ばれるものであり,氷

晶核の表面に水分子が半球状の体積Vの氷の芽を作る

ときのギブスの自由エネルギーの変化を基に導出され

る.導出の詳細はPruppacher and Klett（1997）等を

参照されたい.

雲粒凍結の式は,次のように表される.

J＝Ar f exp
－ －f

kT
(4)

＝
4π
3σ r (5)

r＝
2v σ

kTln a e /e
(6)

A＝v n
hr

3
πkT

＝n k T ln a e
/e

4hv σ
4σ
kT

(7)

ここで,Jは氷晶発生率,Aは周囲環境に依存する因

子,rは氷晶核半径,fは氷晶核能力を表すフォーム

ファクター, g は氷晶核の種類に依存する活性化エ

ネルギー, gは均質核生成時の氷の芽を形成するため

のエネルギー,kはボルツマン定数,Tはケルビン温度

である.

氷晶核の表面の曲率を考慮したフォームファクターf

は,接触角θを用いたパラメーターmと,氷晶核半径

rと臨界氷の芽の半径rの比qを用いて下のように書

ける.

fm,q ＝
1
21＋

－1－mq
φ

＋q 2－3 q
－m
φ

＋ q－m
φ

＋3mq q－m
φ
－1 (8)

m＝cosθ (9)

q＝r
r

(10)

φ＝ 1－2mq＋q (11)

接触角θは,氷晶核表面と氷晶の芽表面のなす角で

あり,氷晶核によって固有の値を持つ.接触角が小さい

ほど氷晶の芽ができやすく氷晶核能が高いということに

なる.

4.ダスト粒子の吸湿度

ダスト粒子が氷晶核として効率的に働くことは良く知

られている（Isono et al.1959;Mohler et al.2006;Field
 

et al.2006;DeMott et al.2003;Sassen et al.2003）が,

雲核として作用することはあまり知られていない.

Twohy et al.（2009）は,アフリカの西海岸近くの

Cape Verde Islandsやモーリタニアのサハラ砂漠上空

で行った航空機観測から,CVI（Counter flow Virtual
 

Impactor）インレットで採取した水雲の残差粒子の７

割以上がダスト粒子であり,ダスト粒子が実大気中で雲

核として作用することを示唆する結果を報告している.

Tajiri et al.（2013）では,雲生成チャンバーによる雲

生成実験から,ATD粒子は雲粒として活性化した後に

雲粒凍結により氷晶が生成するという実験結果を示して

いる.このような雲生成チャンバーによるダスト粒子の

雲粒発生及びその後の雲粒凍結の過程は,ドイツの

AIDAチャンバーでも得られており（Field et al.

2006）,Niemand et al.（2012）はAIDAチャンバーの

実験結果を基に,ダスト粒子の雲粒凍結による氷晶発生

のパラメタリゼーションを行っている.このように,ダ

スト粒子の雲への関与に関しては氷晶核としてだけでは

なく雲核としても重要である.

室内実験による吸湿度の測定は,静電式粒子分級装置

で準単分散に分級した粒子を,雲核濃度を測定する雲核

計と凝結核濃度を測定する凝結核計で同時に測定するこ

とによって行う.分級する粒子の粒径を変えながら測定

を行い,雲核と凝結核の濃度比が0.5になる粒径を設定

過飽和度における臨界直径とする.これらの関係と測定

環境の温度を用いると(3)式より,吸湿度κが求まる.

吸湿度の測定の詳細については,Koehler et al.（2007）

やRose et al.（2008）を参照されたい.実際の大気中

に浮遊しているダスト粒子の吸湿度はまだ得られていな

いが,テストダスト粒子の吸湿度はいくつか得られてい

る.Koehler et al.（2009）では,ダストの標準粒子と

して作成されたATDとサハラダストのものが測定され

ており,その値はそれぞれ0.025,0.054と報告されて

いる.Yamashita et al.（2011）では,ATDと黄砂標

準粒子の吸湿度をそれぞれ0.017,0.014と報告してい

る.これらの値は,乾燥した状態で発生させたものの測

定値である.純水に懸濁させたダスト粒子をネブライ

ザーやアトマイザーで粒子化した場合は,乾燥状態で発
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生させたものより吸湿度の値が高くなるという報告もあ

るが,ここでは触れない.興味のある方は,Sullivan et
 

al.（2010）を参照されたい.

5.ダスト粒子の活性化エネルギーと接触角

Chen et al.（2008）は,氷晶発生の古典理論と室内実

験から得られた氷晶発生率等を用いてエアロゾルの活性

化エネルギーと接触角を求める方法を提案している.こ

の方法で必要な実験値は,氷晶核粒径分布,氷晶発生

率,飽和比及び気温である.これらの値を線形化した古

典理論に適用することにより活性化エネルギーと接触角

を導出できる.彼らが文献値を用いて計算した雲粒凍結

時のヘマタイトの活性化エネルギーは14.3×10 J,接

触角は63.4°である.Hoose et al.（2010）は,同様の

方法でモンモリロナイトの値として,活性化エネルギー

15.7×10 J,接触角30.98°という値を文献値を用いて

導出している.これらの値を導出するためのデータは,

気象研の雲生成チャンバーを用いた氷晶発生実験からも

得ることができる.図2,3は,ATDを用いて行った

チャンバー実験時の初期ATD粒径分布と,温度,気

圧,相対湿度,凝結核濃度,雲粒濃度,氷晶濃度を示し

たものである.これらのデータを用いてATDの活性化

エネルギーと接触角をChen et al.（2008）の方法を用

いて導出したところ,それぞれ14.0×10 J,37.0°で

あった.図４は,ヘマタイト,モンモリロナイト,及び

ATDの活性化エネルギー,接触角,及び代表粒径を用

いて式(4)から得られた温度に対する雲粒凍結による氷

晶発生率曲線を示したものである.モンモリロナイトは

氷晶発生温度が高く,ATDは最大氷晶発生率が高いと

いうことが図よりわかる.このように活性化エネルギー

や接触角が氷晶核種毎に求まれば,任意の周囲環境と粒

径に対する氷晶発生率が計算でき,モデル計算を行う上

でも非常に便利である.

6.開発したモデルとモデルシミュレーション結

果

開発したモデルは,Chen and Lamb（1994）の２

モーメント多次元ビン法のモデルをベースとしている.

オリジナルのモデルは,水溶性粒子,水滴,氷晶,アス

ペクト比のビンスペースを変数としており,水溶性粒子

図2：走査式モビリティパーティクルサイザー（SMPS）と
雲・エアロゾルスペクトロメーター（CAS）で測定した
ATDの粒径分布.曲線は測定値を対数正規分布で近似した
ものである.
Fig.2：ATD size distributions measured with SMPS and

 
CAS.The line represents a lognormal distribution fit to the

 
measured values.
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図3：ATDを用いて行った雲生成チャンバー実験により得
られた気温,気圧,相対湿度,及び凝結核・雲粒・氷晶濃度
の時間変化.
Fig.3：Time evolution of temperature,pressure,relative

 
humidity,CN/CCN/IN concentrations obtained from the

 
cloud chamber experiment using ATD particles.

図4：ヘマタイト,モンモリロナイト,及びATDの温度に
対する内部凍結核形成による氷晶発生率.○点は,ATDを
用いた雲生成チャンバー実験より得られた実測値.
Fig.4：Immersion freezing nucleation rate of Hematite,
Monmolionite,and ATD as a function of temperature.The

 
circles represent the measured values obtained from the

 
cloud chamber experiment using ATD particle.



のビンに雲核の粒径分布を与えて雲粒生成過程をケー

ラー理論で扱っている.氷晶発生過程に関しては,氷晶

核の情報は含んでおらず,室内実験結果等を用いたパラ

メタリゼーションを使用している.Yamashita et al.

（2011）では,エアロゾル粒子の雲粒発生を扱う過程を

ケーラー理論の代わりにカッパーケーラー理論を組込

み,吸湿度を利用することにより広範なエアロゾル粒子

の雲粒発生を扱えるように改良を行った.さらに,雲核

計から得られる水滴粒径分布を用いて黄砂標準粒子の雲

粒生成過程がきちんと表現できることも示している.

Hashimoto et al.（2006）では,氷晶核の粒径と氷晶核

表面の水分被覆量の情報を取り扱えるよう非水溶性粒子

のビンスペースを追加し,これらの情報を反映できるよ

うに氷晶発生の式に改良を加えた.この改良により,氷

晶核の粒径が,氷晶発生のタイミング,氷晶濃度,水蒸

気量に影響を与えることを示している.しかしながら,

この改良では,氷晶核能に関する情報は含まれておら

ず,氷晶核種による氷晶を含む雲への影響を扱うことが

できない.そこで,氷晶核能も取り扱えるように３章で

記述した雲粒凍結を扱う氷晶発生の古典理論を扱えるよ

うに改良を行った.改良では,不均質核生成による雲粒

凍結過程のみ改良を行った.水溶性粒子と非水溶性の粒

子は内部混合した粒子として扱い,氷晶濃度の時間変化

は次の式で与えた.

dN
dt
＝JN (12)

ここで,N は氷晶濃度,Jは氷晶発生率,N は氷晶

核濃度である.

図５は,カッパーケーラー理論と雲粒凍結による氷晶

発生の古典理論を組込んだモデルシミュレーションから

得られた気温,相対湿度,凝結核濃度,雲粒濃度,及び

氷晶濃度の鉛直分布である.ATDを雲核と氷晶核とし

て仮定しており,粒径分布は図２の対数正規分布近似し

たものを与え,雲核と氷晶核のパラメーターとして4,

5章で述べた室内実験から得られた吸湿度0.017,活性

化エネルギー14.0×10 J,接触角37.0°を与えた.温

度,気圧,相対湿度の初期値は,それぞれ－20℃,520

hPa,95％とし,上昇速度１m/sで断熱的に空気塊を持

ち上げるシミュレーションの結果である.氷晶発生に関

しては雲粒凍結によるもののみ計算している.図より,

水に対する相対湿度が100％を超えたところで雲粒と氷

晶が発生していることが分かる.その後,雲粒や氷晶に

より水蒸気が奪われるので相対湿度が減少し,水に対す

る相対湿度が100％より低くなると雲粒のみが蒸発して

いることが分かる.一方,氷に対する相対湿度は100％

より高いので,氷晶は蒸発することなくほぼ一定の値を

保っている.この結果は雲微物理プロセスを適切に表現

していることを示しており,モデルの改良が適切に行わ

れたことを示唆するものである.

7.モデルと雲生成チャンバーにより得られた断

熱膨張シミュレーション結果の比較

６章では,改良したモデルが雲物理プロセスを定性的

に適切に表現出来ていることを示した.ここでは,ボッ

クスモデルと同様,断熱膨張過程による雲粒・氷晶生成

過程を人工的に作り出せる雲生成チャンバー実験の結果

と比較することで定量的な評価を行う.比較には,試料

エアロゾルとしてATDを用い,気温,気圧,相対湿度

の初期値は,15℃,1000hPa,21％に設定し,上昇速

度３m/sで行った雲生成チャンバー実験の結果を用い

た.５章で示した図２と３がその実験により得られた

ATDの粒径分布と気温,気圧,相対湿度,凝結核・雲

粒・氷晶濃度の時間変化である.モデルによる断熱膨張

シミュレーションでは,気温,気圧,相対湿度,上昇速

度,ATD粒径分布を全て実験と同じであるとして初期

値に与え,雲核・氷晶核パラメーターは,６章の計算で

使用したものを用いた.モデルと実験の両方から得られ

た相対湿度,雲粒濃度,および氷晶濃度の時間変化を図

６に示している.モデル計算では,雲生成チャンバー実

験に特有の現象である雲生成チャンバー内壁による水蒸

気損失,及び大きく成長した雲粒や氷晶の重力沈降によ

る雲生成チャンバー底面への落下による粒子損失を考慮

している.相対湿度を見てみると水に対する相対湿度が

100％を超えたところからチャンバー実験の結果が大き

くなっているが,これは実験での露点測定の問題による

ものである.技術上の問題で,露点計に試料空気を吸引

する際に,水蒸気と凝結物の一部を吸引しているため,
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図5：氷晶発生の古典理論を組込んだモデルのシミュレー
ションから得られた温度,相対湿度,凝結核濃度,雲粒濃
度,氷晶濃度の鉛直分布.
Fig.5：Vertical distributions of temperature,relative

 
humidity,CN/CCN/IN concentrations obtained from the

 
simulation using the box model implemented with the

 
classical ice nucleation theory.



凝結物の蒸発により放出された水蒸気も含んだ試料空気

を測定してしまっているために,相対湿度100％を超え

たところでは,実験の値の方が大きく出てしまってい

る.雲粒濃度を見てみると,モデルでは,雲粒の活性化

後に最大濃度となりその後重力沈降による粒子損失の寄

与が大きくなり濃度が緩やかに減少しているのに対し,

実験では,山を描くような濃度の増減であり,濃度の変

化傾向が異なっている.濃度はモデルの方が高く,一番

濃度差が小さくなる1120秒付近ではおよそ10％の違い

であった.この違いの原因の一つにモデルの吸湿度に幅

を持たせていないことが考えられる.一つの吸湿度しか

与えていない場合,ある過飽和度に達すると臨界半径以

上の粒子が全て雲粒として活性してしまう.活性化して

しまうと水蒸気が消費され,その後の活性化はほとんど

なくなってしまう.吸湿度に幅を持たせると,雲粒とし

て活性化するものが緩やかに増えていくので,実験結果

が示すような濃度変化を示すかもしれない.また,緩や

かに濃度が増加するということは活性化に使える水蒸気

量が少なくなるということになり,活性化する粒子の数

が減り,雲粒数濃度も低くなると考えられる.氷晶濃度

を見てみると,実験の方が氷晶の現れるタイミングが早

く,最大濃度は低い.最大濃度で比較してみると,モデ

ルの氷晶濃度は,実験のものより４倍ほど高い.これも

雲粒濃度の時と同様,活性化エネルギーや接触角に幅を

持たせていないことが原因の一つだと考えられる.詳細

な原因究明については今後の課題である.

図７は,図６のシミュレーション計算で得られた雲粒

粒径分布を示している.実験の方が,分布幅が大きいこ

とが分かる.この違いの原因の一つは,濃度のところで

述べたように,吸湿度に幅を持たせていないことが考え

られる.

図８は,氷晶粒径分布の時間変化を示したものであ

る.実験の結果は,光散乱式の粒径分布測定装置の結果

であるが,氷粒子は非球形粒子であるため粒径の評価に

不確定性が含まれている.この辺の評価については今後

の課題であるが,氷晶の粒径分布をチャンバー実験とモ

デルで比較できるということは,氷晶の粒径分布をより

現実に近い状態で表せるようにモデルを改良できる可能

性があるということであり,特筆すべき点である.この

ような粒径分布までを取り扱う氷晶発生に関する研究

は,氷晶を含む雲の間接効果を解明するためには不可欠

である.
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図6：雲生成チャンバーとモデルを用いた断熱膨張実験から
得られた相対湿度,雲粒数濃度,氷晶数濃度の時間変化.
Fig.6：Time evolution of the relative humidity,droplet

 
concentration,and ice crystal concentration obtained from

 
the adiabatic expansion experiments using the cloud simu-
lation chamber and the box model.

図7：雲生成チャンバーとモデルを用いた断熱膨張実験から
得られた雲粒粒径分布の時間変化.
Fig.7：Time evolution of droplet size distribution

 
obtained from the adiabatic expansion experiments using

 
the cloud simulation chamber and the box model.

図8：図 と同じ.但し,氷晶粒径分布の時間変化.
Fig.8：Same as Fig.7,but for time evolution of ice crystal

 
size distribution.



8.まとめ

自然大気中で効率的に氷晶核として働くと考えられて

いるダスト粒子からの雲粒・氷晶発生を取り扱うため

に,カッパーケーラー理論と氷晶発生の古典理論を組込

んだボックスモデルを開発した.カッパーケーラー理論

では,雲核パラメーターとして吸湿度を用いているが,

この吸湿度は,室内実験や野外観測から比較的簡単に求

められるものである.氷晶発生の古典理論では,氷晶核

パラメーターとして活性化エネルギーと接触角を用いて

いる.氷晶核パラメーターの導出には,氷晶核粒径分

布,氷晶発生率,飽和比及び気温が必要であるが,気象

研で開発した雲生成チャンバーでは,全ての要素が広い

温度範囲で取得可能であり,取得データを基に氷晶核種

毎に特有の値である活性化エネルギーと接触角を導出可

能である.このように,カッパーケーラー理論や氷晶発

生の古典理論は,実験や観測から得られた雲核・氷晶核

パラメーターの値を反映させることができ,このパラ

メーターを入れることで,エアロゾルの氷晶を含む雲の

発生過程を取り扱えるので,モデル計算を行う際に非常

に便利である.

開発したモデルの検証のため,ATDを試料エアロゾ

ルとした雲生成チャンバーを用いた断熱膨張による雲生

成実験結果との比較を行った.比較用のモデルシミュ

レーションでは,室内実験から得られたATDの粒径分

布,雲核能・氷晶核能パラメーターを与え,雲生成チャ

ンバー実験と同じ設定の断熱膨張の計算を行った.雲粒

や氷晶の濃度のみでなく間接効果の評価に重要である粒

径分布の比較も行った.濃度と粒径分布のおおよその変

化傾向は両者で一致していたが,いくつかの問題点が明

らかになった.これらの改良は今後の課題であるが,本

稿で述べたような改良・検証を行いながらより精緻なリ

ファレンスモデルを構築し,氷晶発生研究の推進を図り

たいと考えている.
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1.マジックモンキープロジェクトの概要と目的

雲の形は複雑であり,複雑な物理・化学過程の結果雲

が発生する.地球温暖化に伴う全球の水・エネルギー循

環の変動を予測する作業の中で明らかになってきたこと

は,現実の雲の水平・鉛直分布や雲物理・乱流・放射特

性の正確な実態が未だにほとんど分かっていないことで

あった.自然界に存在する雲の研究方法としては,飛行

機や気球などを用いた直接観測と,能動型（レーダな

ど）や受動型（カメラなど）センサーを用いたリモート

センシングによる間接観測がある.しかし,自然界の雲

を対象としている限り全く同じ雲を二度と見ることがで

きないため,再現性が無いという実験科学として致命的

な欠陥がある.野外で,雲底下の気塊とその空気塊で発

生した雲を観測した例として本号 章の航空機観測（小

池）や,山にかかる地形性雲を利用した研究があるが

（例えば,Bower et al.1997;Borys et al.2000;Mertes
 

et al.2005）,雲の縁境界からの外部空気の混入（エン

トレインメント）の影響を除くこと,再現性,定常性を

確保することは野外観測では困難である.List et al.

(1986)には,当時の雲物理や雲化学実験装置のレビュー

と将来への期待が述べられている.2000年代初めには

カールスルーエ工科大学のエアロゾルチェンバー施設

(AIDA;Aerosol Interactions and Dynamics in the
 

Atmosphere aerosol facility chamber)(Mo″hler et al.

連絡先

藤吉 康志

北海道大学低温科学研究所

e-mail：fujiyo＠lowtem.hokudai.ac.jp
１)北海道大学低温科学研究所

Inst.Low Temp.Sci.,Hokkaido Univ.

低温科学72 (2014) 87-97

藤吉 康志 ,マジックモンキープロジェクトメンバー

長さ500m前後の準実スケールの雲科学実験施設で測定した気温の高度変化から,雲が発生しな

いときには乾燥断熱減率で,雲が発生した時には湿潤断熱減率で気温が下がること,さらに,雲底直

下に厚さ数10mの気温減率遷移層を検出し,詳細雲微物理モデルを用いた計算と比較することによ

り,これが最大達成過飽和度高度に対応することを,世界で初めて実スケール大気中で実証した.さ

らに,雲底下と雲内の水の安定同位体比の測定を行った結果,雲水の安定同位体比が高度と共に減少

すること,雲水のδ OとδD分布もほぼ傾き８の直線で近似できることを実証した.一方,雲内の

安定同位体比の鉛直分布を正確に再現するためには,レーリー蒸留モデルではなくエアロゾルの効果

を考慮した詳細な雲微物理モデル,および実験室で求められた平衡分別係数とは異なる「雲内分別係

数」が必要であることが分かった.

A quantitative consideration of vertical profiles of air temperature,

relative humidity,and stable isotope ratios of water
 

within the quasi-real scale Artificial Cloud Experimental System(ACES)

by using a cloud microphysical model
 

Yasushi Fujiyoshiand members of Magic Monkey Project
 

We formed a quasi-real scale cloud(more than a few hundred meters in depth)inside a long vertical shaft,

Artificial Cloud Experimental System(ACES),under the ground.This paper will introduce ACES and show
 

results which experimentally confirmed the aerosol effect on vertical profiles of air temperature,relative
 

humidity and stable isotope ratios of water in a cloud.We succeeded in detection of the supersaturation layer
 

near the cloud base.We were firstly able to study the validity of the Rayleigh condensation(distillation)model.

By using detailed microphysical model and“Cloud Fractionation Coefficients”,we were able to simulate vertical
 

profiles ofδD andδ O.

雲微物理モデルで定量的に考察した
準実スケール人工雲実験施設内の気温,相対湿度,

水の安定同位体比の鉛直分布



2001)が作られ,また宇宙線が雲に与える影響を実験的

に検証しようとした欧州原子核研究機構（CERN）の

Cosmics Leaving OUtdoor Droplets(CLOUD)(Duplis-

sy et al.2010)などの大掛かりな実験装置もある.我が

国では気象研の雲生成チャンバー（本号 章田尻他）の

ような優れた室内雲物理実験装置が作られ,現在も改良

中である.しかし,これらの装置内でも気温・気圧・湿

度を相互にコンピューター制御することにより,模擬的

に〝上昇空気塊"を作っており実際に上昇流中で雲を発

生させているわけではない.

そこで我々は三次元的な構造を有する複合系である自

然界の雲と室内実験とを結ぶ橋渡しとして,長さ数100

mの長大鉛直立坑を鉛直１次元の準実スケールの雲科

学実験施設として利用した実験をこれまで長期にわたっ

て行ってきた.この施設はほぼ同じ条件で何度も繰り返

し可能という実験科学として重要な要件を満たし,かつ

上昇しながらの断熱冷却という実際の雲が発生するため

に必要不可欠な要素を確保できた.従って,雲底下から

雲頂までつながった上昇気流中でのエアロゾルを含んだ

湿潤大気の物理・化学的性質を測定することで,雲を介

在とした物理化学複合過程を理論や鉛直１次元モデルと

比較することが可能であった.岩手県遠野市の釜石鉱山

日峰中央立坑で行ったTwomey効果（Twomey 1977）

の検証実験については本号 章山形他の論文で紹介され

ているので,ここでは立坑内で発生した準実スケールの

人工雲内で実測した気温・湿度・酸素・水素安定同位体

比の鉛直分布を詳細雲物理モデルで再現した結果につい

て報告する.

この地下に雲を作る実験は,1989年８月に北大工学

部の山田正助教授（当時）から,深さ約700m（直径

5.5mの細い円筒形）の三井石炭鉱業（株）上砂川南部

排気立坑を有効に利用した研究ができないかと相談を受

けたことがきっかけで始まった.その後実験計画の推進

母体である雲物理現象研究会（会長：若濱五郎北大低温

研所長（当時））を1990年５月に設立し,1991年には

三井建設（株）の稲毛正昭技術部長（当時）が獲得され

た技術開発プロジェクト予算で観測設備の設計と製作と

現地調査を行い,1992年には３回,1993年と1994年に

各１回の計５回実験を行った.その後,諸事情により上

砂川の鉛直立坑が閉鎖されたため新たな候補地を調査し

た結果,岩手県遠野市上郷町に位置する釜石鉱山日峰坑

中央立坑（深さ430m,幅５mで奥行2.5mの長方形）

を利用して実験を再開し,1996年～2006年の約10年間

毎年１回ずつ実験を行った.釜石立坑の岩盤は花崗岩質

で,石炭鉱である上砂川に比べて地質学的に極めて強固

である.

なお,本プロジェクトは孫悟空（マジックモンキー）

が自在に雲を操って活躍したことにあやかって,マジッ

クモンキープロジェクトと命名した（図１）.

2.立坑内の気温と湿度の鉛直分布

2.1 上砂川南部排気立坑での測定例（乾燥断熱減率と

湿潤断熱減率の実測）

図２は鉛直立坑内の観測設備の配置図と作業風景であ

る.坑頂にある換気用大型ファンで空気を吸い込むこと

で,上砂川南部排気立坑内に毎秒約２m s の上昇流を

発生させた.この上昇流内に観測用測器を搭載した観測

ゴンドラを50m間隔で３～５分間停止させて測定を

行った.装置の取り付けから巻き上げ後のデータ回収ま

でを含めて１サイクルの測定に約３時間かかるため,１

日で午前と午後各１回しか実験できない.ゴンドラの観

測深度は,巻上機ヘッドシープに取り付けたシンクロ発

信機の信号をデジタルコンバーターを介してパソコンに

取り込むことで記録した.ゴンドラは上中下３段のデッ

キに仕切られ,上段には立坑内をモニターするためのビ

デオカメラと各種測定装置,中段には雨滴観測用CCD

カメラと重心をとるためのバランスウェイトを,下段に

はバッテリーなどの電源設備を入れた.気温・湿度・気

圧の高度分布は,それぞれサーミスタ式温度計・高分子

静電容量式湿度計（バイサラ社製HMP35A）・シリコ

ン静電容量絶対圧センサー（バイサラ社PTA427）を

用いて測定した.

立坑内の気象条件の定常性は高く,坑底の１日の気温

の変動幅は0.02℃以下,湿度も0.2％以下であった.図

３は雲の発生がビデオカメラ画像で確認できた1992年

７月と９月と,雲が発生しなかった1993年３月の気温

の鉛直分布を比較したものである.雲が発生しなかった

３月の実験では立坑の下端から700m上空までほぼ一

定の減率で気温が低下している（太白丸）.一方,９月
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図1：マジックモンキープロジェクトのロゴ
Fig.1：Logo of Magic Monkey Project



の実験では雲が目視できた350mより上空とそれ以下

とでは明らかに気温減率が異なっている（白丸）.７月

の実験でも雲が目視できた530m高度を境に気温の傾

きがわずかに変化している（黒丸）.相対湿度が100％

未満の空気が断熱的に上昇した時は乾燥断熱減率で,飽

和した後は湿潤断熱減率で気温が低下することは,どの

気象学の教科書にも理論的に解説されている.しかし,

現実には,周囲の空気と混合せずに地上から上空まで同

じ空気塊が断熱的に上昇することは稀である.従ってこ

こで示した結果は,数100m以上の高度範囲を上昇す

る閉じた空気塊中の気温の高度変化を実証した恐らく世

界で初めての実験であろう.

上砂川南部排気立坑では上記のように,雲が実際に立

坑内で発生していること,雲の発生の有無によって気温

の鉛直分布に変化が生ずることが確認できた.ただ,こ

準実スケールの雲物理実験 89

図3：立坑内の気温の鉛直分布.雲は矢印で示した高度で発
生.
Fig.3：Vertical profiles of air temperature within ACES.
Arrows indicate the levels where a cloud began to appear.

図2：上砂川雲物理実験施設内の観測設備の配置図（左）と坑底作
業風景（右）
Fig.2：Experimental setup within ACES at Kami-Sunagawa(left

 
panel).Snapshots of working staffs at the bottom of ACES
(right panel)



の立坑は石炭鉱内にあることから,粉塵爆発などの防災

対策を施した観測装置しか使えないという制限があり,

坑道の変形も大きいため観測時以外の坑道保全作業に経

費もかかった.さらに石炭廃鉱に対する行政方針の変更

といった諸事情によってこの立坑が閉鎖されたため,エ

アロゾルの成分や量,上昇速度を変化させるなどのより

複雑で定量的な実験は次の釜石鉱山日峰坑中央立坑を

使って行うこととなった.

2.2 釜石鉱山日峰坑中央立坑での測定例

2.2.1 雲底部の気温減率遷移層の検出

雲底付近の最大達成過飽和度は,理論的には雲凝結核

の化学組成と粒径分布,及び上昇速度で決まる.また,

この過飽和度によって初期の雲粒粒径分布が決り,その

結果,雲の光学的厚さや降水効率に影響を与える.しか

しながら,雲底で実際にどの程度の過飽和度が存在して

いるかを航空機で測定したという報告例（Hoffer 1960）

はあるが,後述するようにそれらの値の信頼性は低いと

思われる. 章の久芳の図３からも分かるように,上昇

中の空気塊中の湿度は100％になっても増加し続け,あ

る高度で過飽和度が最大になる（最大達成過飽和度）.

気温は雲底下から最大達成過飽和度高度まではほぼ乾燥

断熱減率で下がるが,最大達成過飽和度より上空では一

気に凝結が起こり短時間に潜熱が放出されるため気温の

高度低下が小さくなる.さらにその上空では断熱冷却と

非断熱加熱（凝結熱）で決まる湿潤断熱減率で気温が下

がる.久芳のパーセルモデルを用いた計算によれば,乾

燥断熱減率から湿潤断熱減率へと変化する気温減率遷移

層（この層内で急激に雲粒が発生する）はたかだか数

10mの厚さであることが予想された.そこで気温,湿

度の鉛直分布を10m間隔で連続的に測定することで,

雲底付近に存在するはずの気温減率遷移層を検出するこ

とを試みた.

釜石立坑の概略図は本号 章の山形他の図１に示され

ている.立坑の底部（以下坑底）へは鉱山設備の坑内電

車（トロッコ）で,立坑の頂部（以下坑頂）へは山腹か

ら徒歩でアクセスした.坑頂には送風機を２台設置して

立坑内の空気を吸い込むことで立坑内の上昇流速を３段

階に変化させた.送風機を稼働させて立坑内に上昇気流

を発生させると,数分後には坑頂部の観測スペースが雲

で満たされた（図４）.釜石立坑では上砂川立坑とは異

なりゴンドラは使わず,ロガー付きの温湿度計を複数連

結させた釣り糸を坑頂（高度425m）から坑底（高度０

m）に降ろした後固定して,気温と湿度の鉛直プロファ

イルを得た.上記のモデル計算とこれまでの実験データ

から,雲底は坑底から50m付近にあることが予想され

たので,坑底から高度100mまでは10m毎に,それ以

上は約50m毎に通風装置で覆った温湿度計を取り付け

（100,150,200,270,340,410m）,合計15箇所で測

定を行った.

使用した温湿度計は,ONSET社 HOBO H8 Pro

（H08-030-08およびH08-032-08)である.H08-032-08

は湿度センサーも搭載し,いずれのタイプとも精度は

0.2℃,分解能は0.03℃である（これらは気象庁の気象

測器検定試験センターに持ち込んで校正を行った）.測

定間隔は30秒とし,観測期間中連続計測した.取得し

た温度データは,坑底で実験条件を変更した際に前回の

実験条件の影響が出ないように,各イベントの終了10

分間の時間平均値を用いた.またバックグラウンドの温

度として,立坑内から全員が撤収した３時間後から,翌

朝坑内で作業を開始する１時間前の13時間平均値を使

用した.その理由は,人熱によってもたらされる気温へ

の影響を除きたかったからである.言い換えれば,その

くらい立坑内の気象条件は安定である.事実,いずれの

期間も平均した時間帯の標準偏差は0.015℃以下であっ

た.

以下では,2003年11月23日～29日（MMP03）と

2004年11月21日～27日（MMP04）に行なわれた実

図4：釜石雲物理実験施設の坑頂部での雲発生前（左）と発生後（右）の風景
Fig.4：Snapshots of the working space at the top of ACES before(left panel)and after formation of a cloud(right panel).
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験結果について報告する.MMP03では,１回の実験に

対してエアロゾル成分は１種類のみを噴霧した（詳細は

本号 章山形他の論文を参照）.MMP04では,２種類

のエアロゾル成分を同時に噴霧した実験,エアロゾル粒

径を意図的に変化させた実験も行った.NaClを付加し

て雲を発生させると,各高度の気温は上昇し始め,各高

度共約15分後にほぼ一定値を示した.標準偏差は,

0.03℃以下であった.これ以降を定常時間帯と定義し,

この時間帯で平均（40分）した値を用いて気温の鉛直

プロファイル（図５）を作成した.全層を直線近似した

場合,気温減率は0.54℃/100mとほぼ湿潤断熱減率で

ある（図５左）.しかし近似直線は上層では良い対応を

示しているが100m以下は対応が悪く下層では気温減

率が異なっている.坑底から120mまでを拡大したの

が図５右である.下層０mから30mのみの気温減率

は,0.97℃/100mとほぼ乾燥断熱減率で近似できた.

一方30m～70mの黒破線で囲った高度範囲に,湿潤断

熱減率よりもさらに小さい気温減率を持つ層が定常的に

存在していた.我々が使用したタイプの湿度計では原理

的に過飽和層は検出できないため,直接的に過飽和度を

測定することは困難である.理論的には最大達成過飽和

度高度より上空では一気に凝結が起こり,その急激な潜

熱放出によって気温減率が減少し,さらにその上空では

湿潤断熱減率で気温が低下するはずである.すなわち,

図５で示した気温の鉛直分布は,高度30m付近が最大

達成過飽和度の存在する高度であり,坑底から上空70

mまでの範囲で雲凝結核が一気に活性化（雲が発生）

したことを示している.

このように,立坑で測定した気温の高度変化から,予

想通り気温減率遷移層が検出され,この層内の気温減率

も,上昇速度や散布物質の濃度によって変化した（図は

省略）.10m毎の気温測定といえば,0.1～0.05℃の変

化しかなく,センサーの感度はもちろんのこと,実験設

備の気温の安定性がこのような過飽和層の検出には不可

欠である.従って,屋外の観測では,測定精度と気温の

時間空間変動の大きさ,そして気温遷移層の厚さが高々

数10m程度であることを考えると,航空機観測ではこ

の層の検出はほとんど不可能であろう.一方,最近開発

が行われている短時間応答型の鏡面冷却式のゾンデであ

れば検出と定量的な測定が期待できる.

2.2.2 詳細雲微物理モデルを用いた立坑内の気温と湿

度（過飽和度）の鉛直分布の再現

上記で示した準実スケール人工雲実験施設内の測定結

果を再現するために,Kuba et al.(2003)の非断熱パー

セルビンモデルを使用した（本号 章久芳の論文を参

照）.計算にあたってCCNの粒径分布を184クラスに

離散化し,各クラスに入るCCN数を活性化した雲粒数

密度の１％未満とした.実験装置内の条件はほぼ鉛直一

次元の閉鎖系と考えることができ,エントレインメント

の影響を無視できる.発生する雲の厚さも400m程度

であるので,併合成長によって上昇気塊から抜ける雨滴

の影響も無視できる.実験では,エアロゾルの噴霧量と

溶質,上昇流速を変化させているが,本モデルはそのい

ずれも変数として扱っているため実験毎の違いを比較す

ることが可能である.ただし,坑内の上昇速度は実測さ

れていないので,坑底と坑頂で測定した上昇流速から高

度の関数として近似した.

どの高度で雲が発生するかによって気温の鉛直分布が

大きく変化するため,数値計算で最大達成過飽和度が出

現する高度が実測高度と一致するよう,計算に必要な変

数に関しては感度実験を行なって初期値を決定した.感

度実験のために値を変える変数は坑底湿度（rh0）,坑頂

気圧（ptop）,坑底気温（t0）である.測定値から決め

た初期値はそれぞれ（rh0＝97.0％,ptop＝990hPa,

t0＝13.25℃）であり,湿度は２％,気温は１℃,気圧
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図5：坑底から坑頂までの立坑内の気温の鉛直分布とその近似直線（赤線）（左）,雲底高度付近（黒破線）の気温の鉛直分布と
雲底下の気温の近似直線（緑線）（右）.
Fig.5：Left panel shows a vertical profile of observed air temperatures from the bottom to the top of ACES and a regression

 
line(red line).Right panel shows a vertical profile of air temperature around the cloud base and a regression line(green

 
line).



は５hPaずつ変化させた感度実験を行った.計算には

坑頂-坑底間の気圧差が重要である.そのため観測され

た坑頂-坑底間の平均気圧差を参考に,坑底気圧を固定

して坑頂気圧を変化させることで,気圧差の変化に対す

る感度実験を行なった.その結果,坑底湿度（rh0）＝

98.7％,坑底気温（t0）＝13.25℃,坑頂気圧（p0）＝993

hPaと設定することにより,実測した気温（赤実線）

をほぼ忠実に再現することができた（図６の青実線）.

なお計算から求めた相対湿度（図６の緑実線）の鉛直分

布を見て分かるように,相対湿度の最大値は100.3％程

度であり,坑底から約35mの高度に形成されていた.

2.3 水の安定同位体比の鉛直分布

定常的に存在する準実スケールの雲は,エアロゾル-

雲相互作用以外にもさまざまな応用が可能である.その

ひとつとして,以下では雲生成時の水の安定同位体の分

別過程の実証実験を紹介する.

2.3.1 水の安定同位体を利用する意義

これまで,大気中や地中での水・水蒸気の起源や輸送

過程を調べる手法として,水の安定同位体をトレーサー

として用いる試みが多くの研究者によって行われてきた

（例えば,気象研究ノート第220号2009）.通常の分子

に比べて同位体分子の存在比率は非常に小さいため,水

の安定同位体比R(HDO/HOまたはH O/H O）

は,以下のように表記される.

δ≡ R －R
R

×1000

ここでRは同位体比を,SMOW は標準平均海水

（Standard Mean Ocean Water）を表し,単位は‰であ

る.海面から蒸発した水蒸気中には一般に海水中よりも

同位体が少ないためにδ値は負となる.世界の多くの

降水はδD‰ ＝8δ O ‰ ＋10という直線（天水線）

上にほぼ分布している（Craig 1961）.しかし,全ての

水がこの線上に乗るわけではなく,δ O軸の切片の値

はその空気塊に地表面から水蒸気が取り込まれる蒸発過

程（動的分別過程）,すなわち平衡蒸発からのずれに大

きく影響される.さらに雲形成時（水の相変化時）や雨

滴落下中の蒸発時には同位体分別が起こるため値が変化

する（Gedzelman and Arnold 1994）.ただし,空気塊

から平衡分別過程で順次重い（δ値が高い）水分子が降

水となって落下するという仮定の下では（レーリー蒸留

過程）,d＝δD－8δ O として定義されるd値（d-

excess）は保存するため,水蒸気の変質と動きを調べ

るためのトレーサーとして水循環の研究に利用されてい

る（Dansgaard 1964）.

これまで,世界各地で採取された雨や雪の水の安定同

位体比は,上で述べた極めて単純なレーリー蒸留モデル

で説明されてきた.また,平衡同位体分別係数も水面と

水蒸気間平衡にある閉鎖系を用いた室内実験から求めら

れてきた（Kakiuchi and Matsuo 1979;Ehhalt and
 

Knott 1965;Stewart and Friedman 1975;Baertschi and
 

Thurkauf 1960;Craig et al.1963;Merlivat et al.1963;

Majoube 1971）.しかしながら,雲は大きさ数μmから

数十μmの様々な大きさの微小水滴（雲粒）から構成

されており,そのためわずかではあるが雲内の相対湿度

は100％以上である.従って,雲内での同位体分別係数

は,従来の同位体分別係数とは異なる可能性がある.ま

た,雲発生前の空気塊中の水蒸気と,雲発生後の同じ空

気塊中の雲水の同位体比測定を自然界で行なった例はこ

れまでにない.その理由は,雲の周囲からのエントレイ

ンメントの効果や雲自体の時空間変動が大きすぎるた

め,自然界では同じ空気塊の水蒸気から雲水をラグラン

ジュ的にサンプリングすることはほとんど不可能である
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図6：図５と同じ.ただし,実測した気温（赤実線）と,雲微物理モデルで再現した気温（青実線）と相対湿度（緑実線）の鉛
直分布.
Fig.6：Same as Fig.5,but for air temperature(blue line)and relative humidity(green line)simulated by using the

 
microphysical model.



からである.一方鉛直立坑内では,坑底から流入した空

気がそのまま立坑内を上昇して雲が発生するので,⑴ほ

ぼ完全な閉鎖系であり,⑵空気塊の上昇によって安定的

に雲を発生させることができ,⑶雲形成に必要な水蒸気

源が限定でき,⑷必要な高度の気象データや雲物理量や

雲水の採取が可能である.そこで,閉じた系内に発生し

た雲粒を直接サンプリングし,雲底下の水蒸気と雲水中

の安定同位体比の鉛直分布から「レーリー蒸留過程によ

る同位体分別過程」を検証し,さらに従来用いられてき

た「同位体分別係数」の妥当性を検討した.

2.3.2 測定方法と結果

自作した複数の雲水サンプラーを一定間隔で取り付け

た釣り糸を,坑頂から坑底に降ろして固定した.雲水採

取は人為起源の影響（温度上昇や人の呼吸による水蒸気

放出）がない夜間のみ実施した.また,気流内で凝結成

長しながら上昇してきた雲粒を自然な形で捕集できるよ

うに,強制吸引せず上昇流中にサンプラーをかざすだけ

にした.また,念のため,我々のサンプルと中央大学山

田研究室が坑頂で細線式雲水サンプラーを用いて採取し

た雲水の同位体比を比較したが,測定誤差の範囲内で一

致した.起源水蒸気となる坑底での水蒸気の捕集はドラ

イアイスとアルコールを用いたコールドトラップ法を用

いて,深夜１時間のみタイマーを使って実施した.採取

した雲水および水蒸気の Oは北大・低温研所有の

CO/H/HO自動平衡装置（中野電子社製）と,自動

質量分析装置（Thermo Electoron/Finnigan MAT社

のDelta Plus）を使用して測定した.Dは質量分析計

（GV Instruments社のIsoprime Pyr-OH）を用いて熱

分解法で分析した.

採取した雲水と水蒸気中に含まれる酸素と水素同位体

比（δ OとδD）の鉛直プロファイルを図７に示した.

高度０mのデータは水蒸気,それ以外は雲水の同位体

比である.０mで採取した水蒸気のδ O（δD）に対し

て雲水のδ O（δD）は,予想通り８～９‰（75‰）大

きい.2003年の雲水中のδ Oの鉛直プロファイルを見

ると,高度が上がるにつれてこれも予想通り高度50m

から430mまでで約0.5‰減少している（図７左の青

○）.100m未満の高度を重点的に観測した2004年の結

果も上昇するほど雲水中の安定同位体比が減少した（図

７左の赤○）.雲水中のδDの値も高度が上がるにつれ

て減少した（図７右）.図８に2003年と2004年に採取

した雲水と坑底を流れる地下水のδ O-δD分布を示し

た.これらは採取した年度が異なるにも関わらずほぼ傾

き８の以下の直線（緑の直線）で近似できる.

δD‰ ＝8.19δ O ‰ ＋19.9

一方,注目すべきはMMP04で重点的に採取した坑

底から100mの下層の値が,他のサンプルの近似から

外れているということである（赤△）.

2.3.3 詳細雲物理モデルを用いた水の安定同位体比の

再現

水蒸気と雲粒の間に生じる複雑な同位体分別を正確に
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図7：2013年（青）,2014年（赤）に採取した雲水と水蒸気中に含まれる酸素と水素同位体比（δ OとδD）の鉛直プロファイ
ル.
Fig.7：Vertical profiles ofδ O(left)andδD(right)of cloud water and water vapor observed in 2003(blue)and 2004(red).

図8：2003年と2004年に採取した雲水と坑底を流れる地下
水のδ O-δD関係.
Fig.8：Relationship betweenδ O andδD of cloud water

 
and ground water sampled in 2003 and 2004.



見積もるためには,個々の雲粒やその相互作用を計算で

きる詳細な雲微物理モデルが必要であり,ここでも

Kuba et al.(2003)の非断熱パーセルモデルを使用し,

雲水や水蒸気中の同位体比を計算する方程式をこのモデ

ルに組み込んだ.このモデルでは雲底下であってもわず

かに存在する粒径の大きなエアロゾルの凝結成長も計算

できるため,雲底下の雲水の安定同位体比も計算が可能

である.

安定同位体分別係数αは以下に示すように気温T

(K）に依存するため,立坑内の気温を正確に再現する

必要があるが,2.2.2の図５で示したように,感度実験

から決定したパラメータを使うと観測した気温の鉛直分

布をほぼ再現できる.気相から液相間の, Oの分別係

数α(O）とDの分別係数α(D）は,それぞれ室内実

験によって求められた以下の値を用いて計算した.

１）Baertschi and Thu″rkauf(1960)

α O ＝1－0.0105＋
5.8
T

２）Merlivat et al.(1963)

αD ＝1－0.1941＋
80.8
T

３）Majoube(1971)

lnα O ＝
1137
T
－0.4156

T
－0.0020667

lnαD ＝
24884
T

－76.248
T

＋0.052612

４）Horita and Wesolowski(1994)

lnα O ＝－7.685×10 ＋
6.7123
T

－1.6664×10
T

＋0.35041×10
T

lnαD ＝
1158.8×T
10 －1620.1×T10 ＋794.84×T10

－161.04＋2.9992×10
T

酸素同位体比（δ O）と水素同位体比（δD）の鉛直

分布の実測値（xと赤破線）と計算値（実線）,そして

計算で求めた相対湿度（赤実線）を図９に示す.図から

分かるように,δ OとδD共にどの分別係数を用いた

計算値よりも観測値の方が低く,また同位体比の高度減

率は計算値よりも観測値の方がやや小さい.また,特筆

すべきことは,いずれの同位体分別係数を用いても,最

大達成過飽和度高度で同位体比も最大となっていること

である.

図10は同じ初期値で上昇した空気塊中の相対湿度と

δ Oの高度変化を,詳細雲微物理モデルとレーリー蒸

留モデルで計算した結果を比較したものである.図から

明らかなように,値の差はわずか（数％以下）とはい

え,雲水の安定同位体比は雲粒が一気に発生する時点

（横矢印）で既にレーリー蒸留モデルとは異なっている.

言い換えれば,気温と湿度が同じ空気塊であっても,雲

凝結核特性が異なることで発生した雲水の安定同位体比

も異なる.このような結果は,エアロゾルの効果を考慮

しない,すなわち雲内の過飽和を計算しないレーリー蒸

留モデルでは再現できない特徴である.

図９に示したように,各種パラメータ（坑底湿度,坑

頂気圧,坑底気温,エアロゾル成分）を変えて観測した

気温の鉛直分布が忠実に再現できたにも関わらず,計算

した同位体比の鉛直分布の傾きは実測値と一致しなかっ

た.このことは,雲内での実際の同位体分別係数（以

下,雲内分別係数と呼ぶ）が,実験室で求められた同位

体分別係数とは異なる可能性を示している.そこで,観

測された安定同位体比の鉛直分布を再現できる雲内分別
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図9：酸素同位体比（δ O）（左図）と水素同位体比（δD）（右図）の鉛直分布の実測値（xと赤破線）と平衡分別係数を用いて
計算した値（実線）,及ぶ計算で求めた相対湿度（赤実線）.
Fig.9：Vertical profiles of observed(dotted red line)and simulated stable isotope ratios of water(δ O(left)andδD(right))
and relative humidity(green line).



係数の温度依存性を以下のようにして試算した.まず,

立坑内の温度範囲はおよそ13.3℃から11.4℃の間で狭

いため,温度変化に対する上記の４つの平衡分別係数を

気温T(K）の１次式で近似した（図11）.そこでこの

直線の傾きと切片を変化させた感度実験を行った結果,

以下の式を用いると観測値をほぼ再現できた.図12は

この雲内同位体分別係数を用いて計算した安定同位体比

の鉛直分布と実測値を示したものであり,最大達成過飽

和度が出現する高度,すなわち一気に雲粒が発生する高

度で同位体比が最大値を示すこと,また,安定同位体比

の高度減率も良く再現できている.

α O ＝－3.5×10 T＋1.11

αD ＝－3.6×10 T＋2.12

平衡分別係数と比較するために,図11には上式で近

似した雲内分別係数の温度変化も示してあるが,この温

度範囲では雲内分別係数の温度依存性（傾き）は平衡分

別係数よりも大きい. Oの雲内分別係数の方がどの平

衡分別係数よりも値が低いが,気温が低い（すなわち上

空）ほど両者の差が小さくなっている.また,Dの雲内

分別係数の値も,比較的新しい実験データである３）と

４）と比較すると,気温が高い雲底部では雲内分別係数

と平衡分別係数の差が大きいが,気温が低い雲頂部の方

では両者がより近い値となっている.通常,雲粒は上昇

するにつれて半径が大きくなり平衡蒸気圧も水平面の値

に近くなることから,上記の結果は定性的には妥当であ

る.

3.結語

本実験装置を用いたその他の研究としては,降雨モデ

ルの改良（山田他 1995）,雲凝結核と雲粒の粒径分布

の直接比較（播磨屋他 1998；Yamagata et al.1998,

2004）,雲化学的研究（Utiyama et al.2001）,葉面の霧

粒捕捉率（Izumi et al.2004）なども行った.また,国

内外の研究者の施設見学も多かった.

そもそも準実スケールの雲物理実験を開始した時に

は,立坑内に乱流を発生させて雲粒の併合速度を変える

実験や中間地点から乾燥空気を混合するというエントレ

インメント実験はもちろん,北海道という寒冷環境を活

かして過冷却雲や氷雲まで作りたいと考えていた.そう

なれば,雲の帯電機構や混合雲の氷晶化,人工降雨など

の気象工学の実験にも発展できた可能性があった.その

ために,立坑内部の改造など実際に設計図を作り,予算

の見積もりも行って国の関係省庁と折衝したこともあっ
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図11： O（左）とD（右）の平衡分別係数と計算から決めた雲分別係数（赤線）の温度依存性
Fig.11：Temperature dependency of equilibrium and estimated in-cloud(red line)fractionation factors of O(left)and D
(right).

図10：詳細雲微物理モデル（赤線）とレーリー蒸留モデル
（青線）で計算した立坑内の相対湿度と雲水のδ Oの高度変
化.
Fig.10：Vertical profiles of relative humidity andδ O of

 
cloud water within ACES simulated by Rayleigh-
distillation model(blue line)and the microphysical model
(red line).



た.しかし,東京スカイツリーと同程度の実験施設を地

上に立てることに比べれば格段に費用が少なくて済むと

はいえ,10年前の経済状況では受け入れ難い提案で

あった.ただ,宇宙線による増雲効果を確認するためだ

けにCERNがCLOUD施設を作ったことを考えれば,

現在の地球温暖化予測で最も不確実性の大きな雲-エア

ロゾル相互作用を解明するためのより大がかりな実験施

設を建設することは,必ずしも「雲を掴む」話ではない

のかも知れない.
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塚助教授（当時）の,雲微物理モデルを用いた計算は久

芳博士のご協力をいただきました.マジックモンキープ

ロジェクトの立ち上げに当たっては,三井建設（株）の

稲毛正昭氏と三井石炭鉱業（株）の皆様,特に高橋善和

氏の献身的なご支援にはいくらお礼を申し上げても足り

ません.図１のマジックモンキープロジェクトのロゴは

高橋氏作成によるものです.さらに釜石市総務企画部,

日鉄鉱業（株）釜石鉱山の皆様には長年観測を支援して

いただき,本当にありがとうございました.また,観測

立ち上げ時に会長をお引き受けいただいた北大・低温研

の若濱所長（当時）,北大理学部の播磨屋教授と院生の

佐々木聰君（当時）,北大工学部の太田幸雄教授と山形

定助手（当時）と院生の皆さん,国立環境研究所の内山

政弘,福山力両博士,東洋大の泉克幸助教授（当時）,

そして中央大学の山田正教授と数多くの学部生と院生の

皆さん,富山大学の青木一真准教授,北大低温研雲科学

分野の院生の皆さんには毎年慣れない地下の暗黒での観

測作業に参加していただきました.皆さんの協力無しで

はプロジェクトをこれだけ継続することはできませんで

した.本当にありがとうございました.
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1.はじめに

気候変動に関する政府間パネルの第５次報告書

（IPCC AR5 2013）では,エアロゾルと雲の相互作用に

よる有効放射強制力の不確定性の幅（－0.06～－1.33

W m ）が,各種の有効放射強制力の中で最も大きい

こと,またその不確定性の幅が６年前の第４次報告書

（IPCC,AR4 2007）の放射強制力と同程度（－0.3～

－1.8W m ）であることが示された.このことはエア

ロゾルと雲の相互作用の定量化が,依然として困難であ

ることを示している.また第４次報告書までは,瞬時に

働く放射強制力が評価されていたのに対し,第５次報告

書ではグローバルな気温の上昇と比較して時定数が十分

に短い雲の応答（調節効果,adjustment）を含めた

「有効」放射強制力が評価されている.これは妥当な評

価方法であると考えられるが,エアロゾルにより変化す

る鉛直積算雲水量や雲量の変化を含めた雲の調節効果

は,瞬時に働く放射強制力よりもメカニズムレベルでの

理解がはるかに遅れており,その評価にはさらに大きな

不確定性がある.

エアロゾルの変化が雲に瞬時に与える効果（放射強制

力）と,雲の調節効果（有効放射強制力に含まれる）

は,次のような過程である（小池2012）.まず瞬時に働

く効果は,エアロゾル数濃度の増加がエアロゾルを雲凝

結核として生成する雲粒数濃度の増加を引き起こすこと

により直接的に生じる放射効果である.雲の厚さや単位

体積中の水の量（雲水量）に変化がないとすれば,雲粒

数の増加は雲粒全体の断面積の総和を増加させるため,

太陽放射をより強く散乱（反射）する.これが雲のアル

ベド効果あるいはTwomey効果と呼ばれているもので

小池 真

2009年の春季東シナ海・黄海の下層雲を対象とした航空機観測A-FORCE-2009において,雲底下

のエアロゾル数濃度とその直上の雲微物理量の観測を７フライト（９ケース）で実施した.この観測

からエアロゾル数濃度と雲粒数濃度に正相関があることを示した.さらに雲粒数濃度は大気最下層の

鉛直安定度の指標（海表面温度SSTと950hPa気温の差）とも正相関があった.これは大気不安程

度の増加により対流中の上昇流速度が増加し,より多くの雲粒が生成する可能性を示している.冬

季・春季の大陸からの北西季節風が高濃度エアロゾルを輸送するとともに,寒気移流によりSSTが

高い黒潮上において効果的に雲粒数濃度を増大させていることを初めて明らかとした.

Regional scale aerosol impacts on cloud microphysics over the East Asia
 

Makoto Koike
 

Cloud microphysical properties and aerosol concentrations were measured aboard an aircraft over the East
 

China Sea and Yellow Sea in April 2009 during the A-FORCE-2009 experiment.We sampled stratocumulus and
 

shallow cumulus clouds over the ocean in 9 cases during 7 flights 500-900 km off the east coast of Mainland China.

We show that the cloud droplet number concentration(highest 5%,N )correlates well with the accumulation-

mode aerosol number concentration(N)below the clouds.We then show that N correlates partly with
 

near-surface stratification evaluated as the difference between the sea surface temperature(SST)and 950-hPa
 

temperature(SST－T ).Cold air advection from China to the East China Sea was found to bring not only
 

a large number of aerosols but also a dry and cold air mass that destabilized the atmospheric boundary layer,

especially over the warm Kuroshio ocean current.Over this high-SST region,greater updraft velocities and
 

hence greater N likely resulted.We hypothesize that the low-level static stability determined by SST and
 

regional-scale airflow modulates both the cloud microphysics(aerosol impact on clouds)and macro-structure of
 

clouds(cloud base and top altitudes,hence cloud liquid water path).
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ある（Twomey 1977）.雲水量と雲粒数濃度が同じでも

粒径分布の形が変化すると断面積の総和（従って雲のア

ルベド）が変化するため（Feingold et al.1997;Liu and
 

Daum 2002）,その効果を含めてアルベド効果と呼ぶ場

合もある.しかし現実大気中の雲はエアロゾルに対して

雲層厚などのマクロな変化・応答をすると考えられ,

Twomey効果というのは言わば理想化された条件での

雲微物理応答と考えられる.このようなエアロゾルに対

する直接的な雲の微物理応答は,雲底下から混合なしに

持ち上げられた雲底付近の空気（断熱的な空気）にのみ

実現する.このため一般的には,そのような空気塊中で

の雲粒数と雲底下でのエアロゾル数の対応をもって

Twomey効果の証拠とされる.

一方,雲の調節効果とは雲底での雲粒数増加に伴う雲

粒粒径の減少がその後の雲の発達や雲のマクロな要素に

およぼす影響である.代表的な仮説としては雲の寿命効

果がある.雲粒粒径の減少が雲粒の重力落下を起こりに

くくするため,降水の抑制を通じて雲の寿命を延ばし,

さらに雲量の増加を引き起こす（地球全体の反射率,惑

星アルベドが増加する）という仮説である（Albrecht
 

1989）.しかしその後の研究から,従来考えられていた

雲の寿命効果仮説のような単純な因果関係は必ずしも成

立せず,エアロゾルに対する鉛直積算雲水量,雲量,降

水量などの変化は,雲システムのおかれた気象条件（大

気の安定度や下層・雲層上の水蒸気量など）とエアロゾ

ル量の絶対値に応じて異なること（Stevens and Fein-

gold 2009によりbuffered-systemと呼ばれた）,従って

それぞれの条件（レジーム）ごとの検討が必要であるこ

とが分かってきた.雲水量が高度とともにほぼ線形に増

加する断熱的な雲を考えた場合,鉛直積算された雲水量

は雲の層厚の２乗に比例する.この結果,雲の光学的厚

みは雲粒数の1/3乗に比例すると共に,雲の層厚の5/3

乗に比例する（Boers and Mitchell 1994）.すなわちエ

アロゾルにより雲の層厚が変化した場合の効果は,雲粒

数のみの変化（Twomey効果）よりも光学的厚みへの

感度が５倍も高い.このような重要性から,現在のエア

ロゾルの雲への影響に関する研究は,雲の調節効果にそ

の焦点があてられている.このような複雑なエアロゾル

と雲の相互作用を理解していくためには,さまざまな気

象場・レジームにおいて観測により各種物理量の関係を

調べ,数値モデルによりメカニズムを解明・定量化して

いく必要がある.

東アジアは世界的に見ても特にエアロゾル濃度が高い

領域であり,その雲への影響も強く出ている可能性があ

る.また西太平洋は東太平洋と比較して,多様な気象場

において雲・降水システムが形成されるため,エアロゾ

ルと雲の相互作用もそれらの気象場に応じて研究してい

く必要がある.しかしながらエアロゾルと雲の相互作用

の鍵となる,エアロゾル数濃度と雲粒数濃度の対応関係

を調べる航空機からの直接観測は,東太平洋などに比べ

て限られている（Adhikari et al.2005）.我々は西太平

洋の下層雲を対象とした航空機からの直接観測により,

エアロゾル―雲相互作用を調べている.本論文では,

2009年の春季東シナ海・黄海の下層雲を対象として

行った航空機観測A-FORCE-2009の結果（Koike et al.

2012;Oshima et al.2012）について紹介する.本論文で

は特に,西太平洋に特徴的な黒潮に伴う温暖な海表面温

度（sea surface temperature,SST）のエアロゾル―雲

相互作用への影響に焦点を当てる.

2.航空機観測

A-FORCE-2009航空機観測では雲の下でエアロゾル

を観測し,その直上の雲の雲底付近で雲微物理量の観測

を実施する,エアロゾル―雲観測を７フライトで計９

ケース実施した（表1,2）.雲底下および雲中の観測

は,それぞれ５分間程度（水平距離にして27km程度）

高度を一定に保って実施した.エアロゾルの観測は,配

管中でエアロゾルを消失させないように工夫して外気を

機体内に引き込み,各種観測装置で実施された（Ta-

kegawa et al.2013;Moteki et al.2012）.また雲微物理

量の観測は,観測機の翼にとりつけられた測定器を使っ

て行われた（Koike et al.2012）.本研究では１Hzデー

タで雲水量が0.01g m 以上あった場合を雲内のデー

タと判定して解析に用いた.

観測は雲頂高度が２km以下の海洋上の層積雲や積雲

に対して行われた.２つの弱い降水のあったケースを除

いて,非降水性の雲であった.後方流跡線解析の結果,

これらの雲はすべてアジア大陸から24から72時間かけ

て輸送されてきた大気中で形成されたものであった.

3.エアロゾル数濃度と雲粒数濃度との関係

3.1 エアロゾルとSSTの影響

図１には,雲底下で観測された乾燥直径130nm以上

のエアロゾルの数濃度（Na）と,その直上で観測され

た雲粒数濃度の関係を示した.ただし,雲粒数濃度とし

ては,濃度が高い上位５％の濃度の平均値（Nc max）

を示した.これは乾燥空気との混合であるエントレイン

メント過程がおこると雲粒数濃度が低下し,エアロゾル

数濃度との対応関係が変化する可能性があるためであ

る.１章で説明したとおり,エアロゾル数濃度の直接の

影響（Twomey効果）はこのような混合の影響を受け

ていない断熱的な条件下での雲粒数濃度で評価すること

が必要である.そこで本研究では,断熱条件に近いデー

タとしてNc maxを用いた.一方エアロゾルについて

は一般に直径が大きいほど雲粒へと活性化されやすいた

め,ここでは雲凝結核数濃度の指標として乾燥直径130

100 小池 真
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,

12
9.
6
E

1.
11

93
0±
66
5

22
69
±
10
1

0.
12
±
0.
11

3.
26
±
0.
35

0.
28
±
0.
02
7

0.
00
±
0.
00

F
10
M
2

A
p
ri
l 
1

14
：
05

28
.2
N
,

12
8.
5
E

1.
22

91
6±
62
4

20
20
±
81

0.
16
±
0.
12

3.
66
±
0.
34

0.
30
±
0.
02
5

0.
00
±
0.
00

T
yp
e 
II

 
F
11

A
p
ri
l 
4

15
：
18

35
.0
N
,

12
4.
4
E

0.
38

56
0±
36
9

12
12
±
32

0.
13
±
0.
09

4.
20
±
0.
28

0.
34
±
0.
03
1

0.
00
±
0.
00

T
yp
e 
II
I

 
F
13
M
1

A
p
ri
l 
6

15
：
21

29
.0
N
,

12
9.
0
E

1.
25

97
6±
57
0

17
84
±
５

0.
21
±
0.
14

3.
96
±
0.
31

0.
30
±
0.
02
2

0.
00
±
0.
00

F
13
M
2

A
p
ri
l 
6

15
：
53

28
.3
N
,

12
8.
7
E

1.
19

74
9±
49
7

16
29
±
23

0.
11
±
0.
08

3.
55
±
0.
20

0.
29
±
0.
01
6

0.
00
±
0.
00

F
14

A
p
ri
l 
8

15
：
46

28
.1
N
,

12
8.
6
E

0.
81

27
6±
23
0

78
8±
77

0.
15
±
0.
17

7.
02
±
2.
61

0.
49
±
0.
14
0

0.
17
±
0.
17

F
17

A
p
ri
l 
17

15
：
09

29
.3
N
,

13
1.
1
E

0.
54

41
8±
30
9

10
31
±
36

0.
05
±
0.
04

4.
26
±
2.
49

0.
35
±
0.
15
5

0.
02
±
0.
06

F
18

A
p
ri
l 
20

10
：
47

31
.1
N
,

13
1.
2
E

0.
95

38
7±
29
5

98
3±
０

0.
06
±
0.
05

3.
48
±
0.
40

0.
29
±
0.
03
1

0.
00
±
0.
00

F
20

A
p
ri
l 
24

10
：
34

30
.6
N
,

12
8.
8
E

0.
78

66
4±
41
7

14
19
±
43

0.
12
±
0.
11

4.
11
±
1.
75

0.
34
±
0.
09
1

0.
02
±
0.
06

av
er
a
ge

65
3±
24
4

14
59
±
47
5

0.
12
±
0.
05

4.
17
±
1.
06

0.
33
±
0.
06

0.
03
7±
0.
06
3

雲
内
デ
ー
タ
の
み
を
用
い
た
統
計
結
果
を
示
す
.
半
径
1.
5－
25
μ
m
の
粒
子
を
雲
粒
と
し
,
雲
水
量
0.
01
g 
m
以
上
の
デ
ー
タ
（
１
H
z）
を
雲
内
デ
ー
タ
と
し
た
.
雲
の
タ
イ
プ
分
け
に
つ
い
て
は
本
文
を
参
照
の
こ

と
（
T
yp
e 
I
は
暖
か
い
S
S
T
上
の
寒
気
,
T
yp
e 
II
は
冷
た
い
S
S
T
上
の
寒
気
,
T
yp
e 
II
I
は
暖
か
い
S
S
T
上
の
や
や
温
ま
っ
た
大
気
）.

日
本
時
間

平
均
雲
粒
数
濃
度

最
大
雲
粒
数
濃
度
（
上
位
５
％
の
平
均
）

雲
水
量

有
効
半
径

粒
径
の
相
対
分
散
（
標
準
偏
差
と
平
均
値
の
比
率
）

ド
リ
ズ
ル
水
量
（
半
径
25
μ
m
以
上
の
粒
子
の
液
水
量
）

A
ll
 v
a
lu
es
 a
re
 d
er
iv
ed
 f
ro
m
 
cl
o
u
d
-l
eg
 d
a
ta
(i
n
-c
lo
u
d 
d
a
ta
)
o
b
ta
in
ed
 a
t 
th
e 
cl
o
se
st
 l
ev
el
 t
o 
th
e 
cl
o
u
d 
b
a
se
.
A
 
cl
o
u
d 
p
a
rt
ic
le
 i
s 
d
ef
in
ed
 a
s 
r
＝
1.
5
－
25
μ
m
.
In
-c
lo
u
d 
d
a
ta
 a
re
 d
ef
in
ed

 
a
s 
L
W
C
＞
0.
01
 g
 m

.
C
lo
u
d 
ty
p
es
 a
re
 d
ef
in
ed
 i
n 
se
ct
io
n 
3
(T
yp
e 
I
 
is
 c
o
ld
 a
ir
 o
v
er
 w
a
rm
 
S
S
T
,
T
yp
e 
II
 
is
 c
o
ld
 a
ir
 o
v
er
 c
o
o
l 
S
S
T
,
a
n
d 
T
yp
e 
II
I
 
is
 w
a
rm
 
a
ir
 o
v
er
 w
a
rm
 
S
S
T
).

Ja
p
a
n
es
e 
st
a
n
d
a
rd
 t
im
e
(J
S
T
＝
U
T
＋
9 
h
).

L
eg
-a
v
er
a
g
e 
cl
o
u
d 
d
ro
p
le
t 
n
u
m
b
er
 c
o
n
ce
n
tr
a
ti
o
n
.

A
v
er
a
g
e 
o
f 
h
ig
h
es
t 
5%
o
f  
cl
o
u
d 
d
ro
p
le
t 
n
u
m
b
er
 c
o
n
ce
n
tr
a
ti
o
n
s.

C
lo
u
d 
li
q
u
id
 w
a
te
r 
co
n
te
n
t 
d
er
iv
ed
 b
y 
in
te
g
ra
ti
n
g 
th
e 
cl
o
u
d 
d
ro
p
le
t 
si
ze
 d
is
tr
ib
u
ti
o
n
.

E
ff
ec
ti
v
e 
ra
d
iu
s 
o
f 
cl
o
u
d 
d
ro
p
le
ts
.

R
el
a
ti
v
e 
d
is
p
er
si
o
n
(d
ef
in
ed
 a
s 
th
e 
ra
ti
o 
o
f 
th
e 
st
a
n
d
a
rd
 d
ev
ia
ti
o
n 
to
 t
h
e 
a
v
er
a
g
e 
cl
o
u
d 
d
ro
p
le
t 
ra
d
iu
s,
d
＝
σ
/ r

).
D
ri
zz
le
 w
a
te
r 
co
n
te
n
t 
d
er
iv
ed
 b
y 
in
te
g
ra
ti
n
g 
d
ri
zz
le
 p
a
rt
ic
le
s 
d
ef
in
ed
 a
s 
r
＝
25
－
78
0
μ
m
.



表
2：
A
-F
O
R
C
E
-2
00
9
で
観
測
さ
れ
た
雲
の
雲
低
下
の
エ
ア
ロ
ゾ
ル
数
濃
度
や
そ
の
他
の
パ
ラ
メ
ー
タ

T
a
b
le
2：
S
u
m
m
a
ry
 o
f 
A
er
o
so
l 
P
ro
p
er
ti
es
 B
el
ow
 
C
lo
ud
s 
a
nd
 O
th
er
 P
ar
am
et
er
s 
fo
r 
C
lo
u
d 
M
a
ne
u
ve
rs
 i
n 
A
-F
O
R
C
E

F
li
gh
t

 
M
a
ne
u
ve
r
 
N 13
0-
10
00
n
m

( c
m
)

N 10
-1
00
0
n
m

( c
m
)

D a
er
o
so
l

( n
m
)

σ ae
ro
so
l

C
O
( p
pb
v)

T (℃
)

S
S
T

(℃
)

S
S
T
－
T

(℃
)

w ( c
m
 s
)

s (％
)

D ( n
m
)

T
yp
e 
I

 
F
10
M
1

15
48
±
41

27
42
±
11
5

13
0

1.
85

26
9±
9.
7

5.
8

21
.7

15
.9

12
0

0.
37

88

F
10
M
2

17
24
±
40

33
45
±
16
7

10
0

1.
89

26
6±
5.
9

9.
2

20
.6

11
.4

80
0.
25

11
6

T
yp
e 
II

 
F
11

14
68
±
58

35
99
±
12
9

10
8

1.
91

22
0±
1.
8

5.
3

9.
4

4.
1

40
0.
16

14
6

T
yp
e 
II
I

 
F
13
M
1

15
28
±
22

23
50
±
26

12
2

1.
86

25
7±
3.
5

12
.6

22
.9

10
.3

80
0.
24

11
8

F
13
M
2

14
92
±
48

22
20
±
69

13
0

1.
91

27
8±
8.
2

11
.6

21
.5

9.
9

80
0.
22

11
9

F
14

78
3±
58

12
24
±
11
9

15
2

1.
65

21
4±
2.
4

12
.7

21
.0

8.
3

35
0.
18

12
7

F
17

57
7±
75

11
28
±
18
4

10
5

2.
01

16
3±
2.
8

14
.7

23
. 6

8.
9

90
0.
31

75

F
18

83
5±
42

15
21
±
22
2

13
0

1.
92

17
3±
1.
1

16
.0

21
.3

5.
3

60
0.
21

11
0

F
20

13
73
±
61

30
06
±
27
0

13
0

1.
68

18
9±
5.
2

16
.4

20
.0

3.
6

60
0.
19

12
7

a
ve
ra
g
e

12
59
±
38
8

23
48
±
8 5
6

12
3±
15

1.
85
±
0.
11

22
6±
42

11
.6
±
3.
8

20
.2
±
4.
0

8.
6±
3.
7

72
±
25

0.
24
±
0.
06

11
4±
20

雲
の
タ
イ
プ
分
け
に
つ
い
て
は
本
文
を
参
照
の
こ
と

雲
低
下
の
総
エ
ア
ロ
ゾ
ル
数
濃
度
（
乾
燥
直
径
10
n
m
以
上
の
粒
子
総
数
）

雲
低
下
の
エ
ア
ロ
ゾ
ル
観
測
か
ら
推
定
し
た
エ
ア
ロ
ゾ
ル
の
乾
燥
モ
ー
ド
直
径
と
標
準
偏
差

雲
低
下
で
の
一
酸
化
炭
素
濃
度

航
空
機
で
観
測
さ
れ
た
95
0
h
P
a
の
気
温

航
空
機
観
測
が
実
施
さ
れ
た
場
所
・
日
付
の
S
S
T
（
人
工
衛
星
観
測
に
基
づ
く
O
IS
S
T
）

パ
ー
セ
ル
モ
デ
ル
計
算
で
推
定
さ
れ
た
値
.
w

は
上
昇
流
速
度
,
s

は
最
大
過
飽
和
度
,
D

は
雲
粒
に
活
性
化
さ
れ
た
エ
ア
ロ
ゾ
ル
の
最
小
直
径
.

C
lo
u
d 
ty
p
es
 a
re
 d
ef
in
ed
 i
n 
se
ct
io
n 
3
(T
yp
e 
I
 
is
 c
o
ld
 a
ir
 o
v
er
 w
a
rm
 
S
S
T
,
T
yp
e 
II
 
is
 c
o
ld
 a
ir
 o
v
er
 c
o
o
l 
S
S
T
,
a
n
d 
T
yp
e 
II
I
 
is
 w
a
rm
 
a
ir
 o
v
er
 w
a
rm
 
S
S
T
).

T
h
es
e 
q
u
a
n
ti
ti
es
 w
er
e 
m
ea
su
re
d 
d
u
ri
n
g 
th
e 
b
el
o
w
-c
lo
u
d 
le
g
s.
V
a
lu
es
 a
re
 t
h
o
se
 u
n
d
er
 a
m
b
ie
n
t 
te
m
p
er
a
tu
re
 a
n
d 
p
re
ss
u
re
 c
o
n
d
it
io
n
s.

T
h
es
e 
q
u
a
n
ti
ti
es
 a
re
 f
o
r 
lo
g
-n
o
rm
a
l 
si
ze
 d
is
tr
ib
u
ti
o
n
s 
es
ti
m
a
te
d 
u
si
n
g 
th
e 
a
er
o
so
l 
m
ea
su
re
m
en
ts
 m
a
d
e 
d
u
ri
n
g 
th
e 
b
el
o
w
-c
lo
u
d 
le
g
s.

A
v
er
a
g
e 
o
f 
ca
rb
o
n 
m
o
n
o
x
id
e 
co
n
ce
n
tr
a
ti
o
n 
d
u
ri
n
g 
b
el
o
w
-c
lo
u
d 
le
g
s
(p
p
b
v 
st
a
n
d
s 
fo
r 
p
a
rt
s 
p
er
 b
il
li
o
n 
b
y 
v
o
lu
m
e)
.

A
tm
o
sp
h
er
ic
 t
em
p
er
a
tu
re
 a
t 
95
0 
h
P
a 
m
ea
su
re
d 
o
n
b
o
a
rd
 t
h
e 
a
ir
cr
a
ft
.

D
a
il
y 
S
S
T
 
v
a
lu
e
(s
a
te
ll
it
e 
se
n
so
r 
O
IS
S
T
,
v
er
.2
 d
a
ta
,［
R
ey
n
o
ld
s 
et
 a
l.
20
07
］ )
a
t 
th
e 
lo
ca
ti
o
n 
w
h
er
e 
th
e 
cl
o
u
d 
m
a
n
eu
v
er
 w
a
s 
co
n
d
u
ct
ed
.

Q
u
a
n
ti
ti
es
 d
er
iv
ed
 u
si
n
g 
cl
o
u
d 
p
a
rc
el
 m
o
d
el
 c
a
lc
u
la
ti
o
n
s.
w

is
 e
ff
ec
ti
v
e 
u
p
d
ra
ft
 v
el
o
ci
ty
 w
it
h 
w
h
ic
h 
cl
o
u
d 
p
a
rc
el
 m
o
d
el
 c
a
lc
u
la
ti
o
n
s 
a
g
re
e 
w
it
h 
o
b
se
rv
ed
 N

a
t 
a
lt
it
u
d
es
 w
h
er
e 
L
W
C 
in
 t
h
e

 
p
a
rc
el
 m
o
d
el
 a
g
re
es
 w
it
h 
o
b
se
rv
a
ti
o
n
s.
s

is
 t
h
e 
co
rr
es
p
o
n
d
in
g 
m
a
x
im
u
m
 
su
p
er
sa
tu
ra
ti
o
n
.D

is
 t
h
e 
th
re
sh
o
ld
 d
ia
m
et
er
 o
f 
a
er
o
so
ls
 s
u
ch
 t
h
a
t 
th
e 
in
te
g
ra
te
d 
a
er
o
so
l 
n
u
m
b
er
 c
o
n
ce
n
tr
a
ti
o
n 
g
re
a
te
r

 
th
a
n 
th
is
 d
ia
m
et
er
 b
ec
o
m
es
 e
q
u
a
l 
to
 N

.
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表
3：
本
研
究
の
観
測
や
比
較
に
用
い
た
観
測

T
a
b
le
3：
A
er
o
so
l-
C
lo
ud
 E
x
p
er
im
en
ts
 a
nd
 I
ns
tr
um
en
ta
ti
on

 
E
x
pe
ri
m
en
t

 
C
lo
ud
 d
ro
pl
et

 
n
um
b
er

 
T
ot
a
l 
a
er
o
so
l

 
n
u
m
b
er

 
A
cc
um
u
la
ti
o
n-
m
o
de

 
a
er
o
so
l 
n
um
b
er

 
D
ef
in
it
io
n 
o
f 
cl
o
ud
 d
a
ta
 
R
ef
er
en
ce

 

T
hi
s 
st
ud
y

( E
as
t 
C
h
in
a 
S
ea
)

C
A
S

( r
＝
1.
5－
25
μ
m
)

T
S
I 
37
72

( D
＝
10
－
10
00
n
m
)

T
S
I 
37
72
 w
it
h 
a
n 
im
p
ac
to
r

( D
＝
13
0－
10
00
n
m
)

L
W
C
＞
0.
01
g 
m

A
C
E
-2

( C
an
ar
y 
Is
la
nd
s)

F
as
t-
F
S
S
P

( r
＝
1.
3－
25
μ
m
)

D
M
A
＋
C
N
C

( D
＞
10
n
m
)

( g
ro
un
d-
ba
se
d
)

P
a
w
lo
w
sk
a
 
a
n
d

 
B
re
n
g
u
ie
r［
20
00
］

D
M
A
＋
C
N
C

( D
＞
10
n
m
)

( g
ro
un
d-
ba
se
d
)

D
M
A
＋
C
N
C

( D
＞
10
0
n
m
)

( g
ro
un
d-
ba
se
d)

V
a
n
 
D
in
g
en
en
 
et
 a
l.

［
20
00
］

C
A
R
M
A

( C
al
if
o
rn
ia
 c
oa
st
)

F
S
S
P
-1
00

( r
＝
1.
0－
20
μ
m
)

T
S
I 
30
10

( D
＞
10
n
m
)

P
C
A
S
P

( D
＝
10
0
n
m
－
3
μ
m
)

H
eg
g
 
et
 a
l.［
20
12
］

D
Y
C
O
M
S
-I
I

( C
al
if
o
rn
ia
 c
oa
st
)

F
S
S
P
-1
00

 
o
r 
fa
st
-F
S
S
P

( r
＝
1.
5－
30
μ
m
)

T
S
I 
37
60

( D
＞
13
n
m
)

P
C
A
S
P

( D
＝
10
0
n
m
－
3
μ
m
)

T
w
o
h
y
 
et
 a
l
.［
20
05
］

G
o
M
A
C
C
S

( H
o
us
to
n 
re
g
io
n)

F
S
S
P

( r
＝
1.
3－
21
μ
m
)

T
S
I 
30
10

( D
＞
10
n
m
)

P
C
A
S
P

( D
＝
10
0
n
m
－
2.
6
μ
m
)

L
W
C
＞
0.
05
g 
m
＆

N
＞
10
cm

L
u
 
et
 a
l.［
20
08
］

IC
A
R
T
T

( C
le
v
el
a
nd
 r
eg
io
n
)

F
S
S
P
＆
C
A
S

( r
＝
1－
25
μ
m
)

D
A
C
A
D

( D
＞
10
n
m
)

D
A
C
A
D

( D
＞
10
0
n m
)

F
o
u
n
to
u
k
is
 e
t 
a
l.

［
20
07
］

IN
D
O
E
X

( I
n
di
an
 O
ce
an
)

F
S
S
P

( r
＝
1.
5－
25
μ
m
)

T
S
I 
37
60

( D
＞
20
n
m
)

L
W
C
＞
0.
01
g 
m

M
cF
a
rq
u
h
a
r
 
a
n
d

 
H
ey
m
sf
ie
ld
［
20
01
］

T
S
I 
37
60

( D
＞
13
n
m
)

L
A
S
-A
ir
 o
pt
ic
al
 c
o
un
te
r

( D
＝
10
0
n
m
－
2
μ
m
)

T
w
o
h
y
 
et
 a
l.［
20
01
］

M
A
S
E

( C
al
if
o
rn
ia
 c
oa
st
)

F
S
S
P

( r
＝
1.
6－
23
μ
m
)

T
S
I 
30
10

( D
＞
10
n
m
)

L
W
C
＞
0.
00
1
g 
m
＆

N
＞
5
cm

L
u
 
et
 a
l.［
20
07
］

F
A
T
E
/ A
S
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nm以上のエアロゾル数濃度を示した.各データ点が１

ケースのエアロゾル―雲観測に対応している.この図に

見られるとおり,東シナ海・黄海の雲粒数濃度はエアロ

ゾル数濃度と正の相関があり,エアロゾルの影響を受け

ていることを明瞭に示している.東アジアにおいてこの

ような直接観測から系統的にエアロゾルの影響を示した

のは,この研究が初めてである.エアロゾル数濃度より

も雲粒数濃度が大きくなっているケースでは,直径130

nm以下のエアロゾルまで雲粒へと活性化されたことを

示唆している.

このようにエアロゾル数濃度と雲粒数濃度に正の相関

が見られる一方,図１に示されているとおり,エアロゾ

ル数濃度が1500cm くらいのデータ群において雲粒数

濃度に２倍程度の差が見られる.この要因をより詳しく

調べるために,雲粒数濃度とエアロゾル数濃度の比率

と,大気最下層の鉛直安定度との関係を調べた（図２）.

後者の指標としてSSTと950hPaの気温（T ）との

差（SST－T ）を横軸にとった.この結果,両者に正

の相関があることが分かった.この正の相関は次のよう

に解釈できる.SST－T が大きく鉛直安定度が低い

場合,加熱された大気は対流をおこし,温度差が大きい

ほど上昇流速度が大きいと考えられる.上昇流速度の大

きい対流中では大気の過飽和度（相対湿度が100％を超

える程度）が大きくなり,より小さいエアロゾルまでが

雲粒へと活性化される.すなわちエアロゾルの粒径分布

が同じであっても,そこからより多くの雲粒が活性化さ

れると期待される.このようにして図２に見られる正の

相関ができていると考えられる.上昇流速度の増加が気

温とSSTとの差のみに起因したと仮定すると,４から

16℃までの12℃の温度差の増加により雲粒数濃度は２

倍程度増加したこととなる.

図３にはこれらのデータが得られた場所を各種のシン

ボルで示した.この図の背景はSST（Reynolds et al.

2007）で,航空機観測地点を示すシンボルの色は同じカ

ラースケールでT を示してある.本論文ではデータ

を３つのタイプに分類した.タイプ の雲はアジア大陸

からの寒気の吹き出しに伴い,温暖なSSTである黒潮

上に形成されたもの（図中でＦ10と示されたもの）で,

図１と２で赤のシンボルで示されたデータに対応する.

観測された大気は大陸を離れてから北西風により24時

間程度でまっすぐに黒潮まで輸送されてきたため気温が

低い（T ＜10℃）一方で,SSTは20℃以上あるため,

大きな温度差が生まれていた.この結果,比較的強い上

昇流が生まれ,雲粒数濃度が増加した（図２の

Nc max/Naの値が大きい）と考えられる.またこの中

国東北部からの北西風は同時に高濃度のエアロゾルを輸

送してきており,その両方の効果により効率的に雲粒数

濃度が増加していたことが示された.

タイプ の雲は同じく大陸からの寒気の吹き出しに伴

い,冷たい黄海上で形成されたもの（Ｆ11）で,図１と

２では青色のシンボルマークで示されている.気温は低

いものの黄海のSSTも低いため,SST－T が小さな

値をとっている.これと整合的にエアロゾル数濃度はタ

イプ のＦ10と変わらないものの,雲粒数濃度は半分

程度にとどまっている.Ｆ10とＦ11のデータはともに
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図1：A-FORCE-2009航空機観測で黄海・東シナ海で観測さ
れた最大雲粒数濃度（Nc max,雲粒数濃度の上位５％の平
均値）と,その雲の雲底下で観測された乾燥直径130nm以
上のエアロゾル数濃度（Na）の散布図.Ｆ10やＦ11はそれ
ぞれフライト10や11の観測結果を示す.エアロゾル数濃度
の増加により雲粒数濃度が増加していることを示している.
(Ⓒ2012.American Geophysical Union.All Rights

 
Reserved.Reprinted with permission.）

図2：最大雲粒数濃度（Nc max）と乾燥直径130nm以上
のエアロゾル数濃度（Na）の比率と,海表面温度（SST）
と950hPaの気温T の 差（SST－T ）の 散 布 図.
SST－T は大気最下層での鉛直安定度の指標とした.Ｆ
10やＦ11はそれぞれフライト10や11の観測結果を示す.
大気の不安程度が増加すると対流中の上昇流速度が増加し,
エアロゾル数濃度が同じでもより多くの雲粒が生成している
可能性を示している.(Ⓒ2012.American Geophysical

 
Union.All Rights Reserved.Reprinted with permission.）



寒気の吹き出しに伴うもので,エアロゾル数濃度や気温

は同程度であるが,SSTの差が雲粒数の差を引き起こ

していることが明確に示されている.またこのSSTの

差は,雲が形成される高度や雲層厚にも影響していた.

すなわち,冷たい黄海上で形成された雲（タイプ ,

Ｆ11）は高度0.4－0.7kmと下層に形成されていた一

方で,黒潮上で形成された雲（タイプ ,Ｆ10）は高度

1.2－1.9kmに形成されていた.後者では下層の大気

がより強く加熱されてより高い高度まで雲が発達したと

考えられる.これらの結果は,SSTが雲のミクロな物

理量（雲粒数濃度）とマクロな物理量（雲の形成高度・

雲層厚）の両方に影響していることを示している.

タイプ の雲はそれ以外のフライトで観測された雲

で,東シナ海上の弱い風の場で停滞した空気の中で形成

されたものである.このため大気が暖かいSSTにより

温められ,気温がタイプ と よりも高く,SST－T

がタイプ と の中間くらいの値となっている.これと

整合的にNc max/Naの値もタイプ と の中間くらい

の値となっていた.

本論文では雲粒数濃度としてエントレインメントの影

響を受けていない最大雲粒数濃度（Nc max）を用いた

解析結果を示した.しかしA-FORCE-2009観測では最

大雲粒数濃度と平均雲粒数濃度の比率で定義したエント

レインメントの割合はどのケースでもだいたい同じで

あったため,図１と２の相関の傾向は,平均雲粒数濃度

を使っても同様に見られた.

3.2 パーセルモデルを使った解析

図１と２の解析では,エアロゾル数濃度については雲

凝結核数濃度の指標として乾燥直径130nm以上のエア

ロゾル数濃度というひとつのパラメータを使用した.し

かしより定量的な評価のために,雲底下でのエアロゾル

観測に基づき,エアロゾルの粒径分布全体を使った解析

を実施した.この解析では,上昇流中でエアロゾルから

雲粒が生成される過程を計算するボックスモデルである

パーセルモデル（Feingold and Heymsfield 1992）を使

用した.観測にもとづくエアロゾルの粒径分布を与え,

鉛直流速度を変えた複数の計算を実施することにより,

実際に雲中で観測された雲粒数濃度と最も整合的な計算

結果となる鉛直流速度（有効鉛直速度,effective up-

draft velocity）を観測ケースごとに求めた.ただしエ

アロゾルの化学組成としては,硫酸アンモニウムを仮定

した.計算結果を図４に示す.この図から大気最下層の

鉛直安定度の指標であるSST－T が大きいほど,上

昇流速度が増加していたことが示唆された.また,観測

された雲の上昇流速度は35－120cm s ,またその時の

最大過飽和度は0.16－0.37％,雲粒へと活性化された

エアロゾルの最小直径は75－150nm程度であったと推

定された（表２）.

さらに,エアロゾルからの雲粒生成に与えるSSTの

影響をパーセルモデルを用いた感度実験により調べた.

105エアロゾルの雲微物理影響

図3：エアロゾル―雲観測が実施された場所（シンボルマー
ク）.背景は人工衛星から観測されたSST（OISST,
Reynolds et al.2007）を,2009年４月１日を例として示す.
シンボルの色はSSTと同じカラースケールで950hPaの気
温（T ）を示す.タイプ （Ｆ10）は大陸からの寒気の吹
き出しに伴いSSTの高い黒潮上で形成された雲（SST－
T が大きい）.タイプ （Ｆ11）は同じく大陸からの寒気
の吹き出しに伴い黄海上で形成された雲（SST－T が小
さい）.その他の雲は弱い風の場で停滞した大気でSSTとあ
る程度なじんだ気温をもつ大気の中で形成された雲.(Ⓒ
2012.American Geophysical Union.All Rights Reserved.
Reprinted with permission.）

図4：パーセルモデル計算から推定された雲中の上昇流速度
とSST－T との散布図.この有効上昇流速度は雲底下の
観測にもとづいたエアロゾル粒径分布を使ったパーセルモデ
ル計算と,雲中で実際に観測された最大雲粒数濃度が最も整
合的となる上昇流速度として求めた.大気最下層の鉛直安定
度が低いほど,有効上昇流速度が速いことを示している.
(Ⓒ2012.American Geophysical Union.All Rights

 
Reserved.Reprinted with permission.）



エアロゾルの粒径分布として,人為的な発生源の影響を

受けてエアロゾル数濃度が増大したもの（図5aのＦ10

Ｍ２）と,比較的バックグラウンド状態に近いもの

（Ｆ14）を用い,鉛直流速度を変化させた時の雲粒数濃

度を計算した（図5b）.図5aには,この計算において

雲粒へと活性化されたエアロゾルの最小直径も縦実線で

示した（上昇流速度40－120cm s に対する最小直径

の範囲）.この図から,汚染大気中のエアロゾル（Ｆ10

Ｍ２）では上昇流速度の増加に対して活性化される雲粒

数濃度が大きく増加し（この上昇流速度範囲で2.2倍）,

120cm s でもまだ粒径分布の半分程度までしか活性化

されていないことが分かる.一方,バックグラウンドに

近いエアロゾル（Ｆ14）では半分以上のエアロゾルが雲

粒へと活性化され,上昇流速度の増加に対して雲粒数濃

度の増加が少ない（1.4倍）とともに,120cm s では

頭打ちに近い状態となっている.実際に両ケースにおけ

る雲粒数濃度の比率を見ると（図5b）,40cm s で1.4

倍であるのに対し,120cm s では2.3倍となってい

る.すなわちエアロゾルの増加に対する雲粒数濃度の増

加は,SSTが高く鉛直流速度が大きいほど感度が高い

（ΔNc/ΔNaが大きい）ことを示唆している.

図６にこれらの結果をまとめた概念図を示す.航空機

観測が実施された春季の黄海・東シナ海には,大陸から

の寒気移流がたびたびおこる.この結果,SSTの高い

黒潮上においては特に気温とSSTとの差が大きくな

り,大気最下層の鉛直安定度を弱める.この寒気移流を

ともなう北西季節風は同時に大陸から高濃度の人為起源

エアロゾルを輸送する.この結果,エアロゾル濃度増大

と大気の不安定化の両方の効果により,雲粒数濃度が増

大する可能性が示唆された.SSTと気温の差が大きな

黒潮上では雲頂高度も高い一方,差が小さい黄海では雲

頂高度が低く雲層厚も薄いものとなっていた.この結果

は,西太平洋に特徴的な高いSSTが雲のマクロな様相

（雲頂高度,雲層厚,鉛直積算雲水量）とミクロな雲物

理量（雲粒数濃度）の両方に影響している可能性を世界

で初めて示したものである.高いSSTにより雲層が厚

くなり鉛直積算雲水量が増加すると,一般に雲から雨が

降りやすくなる.一方において高いSSTによる雲粒数

濃度の増加は逆に降水を抑制するなど,さまざまな応答

（adjustment）をすると考えられる.今後はこのような

複合的な効果をさらなる観測や数値モデルの感度計算な

どにより調べていく必要がある.

4.世界の他地域との比較

4.1 雲微物理量

図７にはA-FORCE-2009で観測された雲粒数濃度,

有効半径,粒径分布の相対分散（標準偏差と平均との比

率）を,世界各地の観測と比較したものを示した.な

お,雲粒数濃度は前章で示した最大雲粒数濃度

（Nc max）ではなく,他の観測とあわせてエントレイ

ンメントの効果も含めた平均雲粒数濃度（Nc）を示し

てある.世界各地の観測はMiles et al.（2000）にまと

められた23の観測キャンペーンの107のデータセット

と,より最近のアメリカ周辺の観測（Lu et al.2007,

2008）を大陸性と海洋性とに分けて示した.A-FORCE-

2009観測では雲粒数濃度の平均は650±240cm であ

るのに対し,上記の世界各地の大陸性大気中（大陸上あ

るいは大陸からの影響を受けた海洋上）では250±170

cm であり,西太平洋の雲粒数濃度が世界的に見ても
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図5：(a)パーセルモデルの感度実験に用いられたエアロゾ
ルの粒径分布.人為的な影響を受けたＦ10Ｍ２と,比較的
バックグラウンド状態に近いＦ14を示した.これらはそれ
ぞれA-FORCE-2009観測で最大および最少のエアロゾル数
濃度のデータに対応する.縦線は,上昇流速度40－120cm

 
s を仮定した時に雲粒へ活性化された最少のエアロゾル粒
径の範囲を示す.(b)(a)のエアロゾル粒径分布からパーセ
ルモデルにより各上昇流速度に対して計算された雲粒数濃
度.両者の比率も破線で示す.エアロゾル数濃度の雲粒数濃
度への影響（ΔNc/ΔNa）は,SSTが高く上昇流速度が大
きいほど大きいことを示している.(Ⓒ2012.American Geo-
physical Union.All Rights Reserved.Reprinted with per-
mission.）



高いことが分かる（図7a）.これと整合的に黄海・東シ

ナ海の雲粒有効半径は,同じ雲水量で比較した時に世界

各地の値よりも小さく,雲粒数濃度の増大により雲粒粒

径が小さくなっていることを示している（図7b）.図

7cの粒径の相対分散は,雲粒粒径分布の形を反映した

もので,大気中で観測される粒径分布の多くではその値

が小さいほど（粒径分布の広がりが狭いほど）雲のアル

ベドが高くなる傾向にある.従って雲粒数濃度の増大と

ともに粒径の相対分散が減少（増加）すれば,結果的に

雲のアルベド効果を増幅（減少）させることになる.図

7cから東シナ海の観測においては雲粒数濃度が400

cm 以上では濃度の増加に対して相対分散は顕著な増

加や減少傾向が見られないことがわかる.この結果は雲

粒粒径分布の形の変化によるアルベド効果はあまり大き

くないことを示唆している.

4.2 エアロゾル数濃度と雲粒数濃度の対応

次に,A-FORCE-2009航空機観測で観測された全エ

アロゾル数濃度（乾燥直径10nm以上のエアロゾル総

数,N ）と雲粒数濃度（Nc）との関係を,世界各地

で観測された結果と比較した（図８）.世界のさまざま

な地域のデータを含めた全体の傾向として,エアロゾル

数濃度と雲粒数濃度に正の相関があることがわかる.図

には,２つの上昇流速度について計算したパーセルモデ

ル結果も実線で示した.これらの計算が観測データの傾

向をよくとらえていることがわかる.A-FORCE-2009

の結果を見ると世界各地の観測と比較して,エアロゾル

数濃度と雲粒数濃度ともに高いレベルにあることが改め

て確認できる.A-FORCE-2009の観測は大陸から

500-900km程度離れた海洋上でのデータであるが,図

７においてこの雲粒数濃度よりも高いのはアメリカ大陸

上（ICARTT,クリーブランド周辺）で観測されたも

のだけである.西太平洋の雲が人為起源エアロゾルの影

響を強く受けていることを改めて示した結果となってい

る.

図８はまた同程度のエアロゾル総数濃度（N ）の

データを比較した時に,黄海・東シナ海の雲粒数濃度が

他の観測よりも多い（Nc/N が高い）傾向にあること

を示している.この要因を調べるために,エアロゾルの

粒径分布を調べた.図9aは図８と同様のエアロゾル総

数と雲粒数の散布図であり,それぞれの観測の平均値と

標準偏差も示した.黄海・東シナ海で観測された雲粒数

濃度が,同程度のエアロゾル総数濃度を示す他地域と比

べて大きい傾向にあることが確認できる.一方図9b

は,エアロゾルのうち直径100から130nm以上の数濃

度（Na）を横軸にプロットしたものであり,雲粒数濃
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図6：冬季から春季での大陸からの北西季節風による雲物理量への影響を示す模式図.高い濃度の人為的エアロゾルの輸送と,
寒気の吹き出しによる黒潮上での大気最下層の鉛直安定度の低下が,黒潮上の雲粒数濃度を効果的に増大させている.エアロゾ
ル数濃度の増加に対する雲粒数濃度の増加割合（ΔNc/ΔNa）は,SSTが高い黒潮上で高い.西太平洋に特徴的な高いSSTが
雲のマクロな様相（雲頂高度,層厚,鉛直積算雲水量）とミクロな雲物理量（雲粒数濃度）の両方に影響している可能性を示し
ている.



度との相関（図9b,r＝0.62）がエアロゾル総数のも

の（図9a,r＝0.45）よりも良いことがわかる.これ

は直径100から130nm以上のエアロゾルは一般に雲凝

結核数濃度と対応する一方,エアロゾル総数には雲粒へ

と活性化されない小さな粒径のエアロゾルが含まれてい

るためである.

図9cは横軸に直径100から130nm以上の粒径のエ

アロゾル数と総エアロゾル数の比率（Na/N ）をとっ

たものである.この比率が大きいほど,エアロゾルの粒

径分布は大粒径側の比率が高い（エアロゾル全体の中で

雲凝結核として働くものの割合が高い）ことを意味して

いる.図9cで左上にあるデータ（ICと表示）はアメリ

カ大陸上の観測（ICARTT）のものであり,大粒径側

のエアロゾル数濃度（Na）がそこそこ高く雲粒数濃度

（Nc）が高い一方で,Na/N が低くエアロゾル全体の

うちで雲凝結核として働くものの割合が低かったことを

示している.これは人為的な発生源に近いためにエアロ

ゾル総数が多い一方,大気中に排出あるいは生成した小

さなエアロゾルは排出・生成からの経過時間が短く凝

縮・凝集過程による粒径成長があまりおきていないこと

を反映していると考えられる.一方,図9cの右下にあ

るデータ（Ｄ2やＡ2）は人為的な影響を受けてからあ

る程度時間が経過した海洋上の観測のもので,大粒径側

のエアロゾルの割合（Na/N ）が高い一方で,もとも

とのエアロゾル数濃度があまり多くないことを反映して

雲粒数濃度（Nc）はあまり多くなっていない.これは

時間経過とともにエアロゾルが粒径成長するとともに除

去過程により数濃度が低下した結果と考えられる.これ

に対し,黄海・東シナ海のデータ（図9cで赤で示した）
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図8：A-FORCE-2009において黄海・東シナ海で観測された
雲粒数濃度（平均雲粒数濃度）と全エアロゾル数濃度（直径
10nm以上）を,世界各地の観測と比較した結果.他の観測
結果の参考文献は表３に示した.２本の赤線は上昇流速度
100cm s (上側）と10cm s (下側）の時のパーセルモデ
ル計算結果.(Ⓒ2012.American Geophysical Union.All

 
Rights Reserved.Reprinted with permission.)

図7：A-FORCE-2009において黄海・東シナ海で観測された
雲粒数濃度,有効半径,粒径分布の相対分散（標準偏差と平
均との比率）を,世界各地の観測と比較した結果.最大雲粒
数濃度（Nc max）ではなく,他の観測とあわせてエントレ
インメントの効果も含めた平均雲粒数濃度を示した.世界各
地の観測はMiles et al.（2000）にまとめられた23の観測
キャンペーンの107のデータセットと,より最近のアメリカ
周辺の観測（Lu et al.2007,2008）を大陸性（緑色のシンボ
ル）と海洋性（青色のシンボル）とに分けて示した.(Ⓒ
2012.American Geophysical Union.All Rights Reserved.
Reprinted with permission.）



は,（Na/N ）が高い一方で雲粒数濃度（Nc）も高

いことがわかる.このことはこの領域のエアロゾル数濃

度が高い割に,平均的に粒径が大きいことを意味してい

る.これは東アジアのエアロゾルの特性と考えられ,雲

への影響を評価する上でも留意が必要である.このよう

なエアロゾルの粒径分布の特性は,大気中にエアロゾル

として排出される１次エアロゾルと大気中で生成する２

次エアロゾルの比率とともに,大気中でのエアロゾル生

成と除去過程などより決まっていると考えられる.

5.雲アルベド変化と放射強制力

A-FORCE-2009航空機観測の結果を用いて,エアロ

ゾルによる雲粒数濃度増加に起因する雲アルベド変化と

放射強制力（Twomey効果）を推定した.雲粒数濃度

が雲層の全高度で一様にa倍変化し,それ以外の雲の

ミクロ・マクロな変化がないと仮定すると,雲アルベド

Ａの変化ΔＡは次の式で書くことができる（Platnick
 

and Twomey 1994）.

ΔA＝
A 1－A a －1
A a －1＋1

(1)

雲粒数濃度の増加率aの推定には,黄海・東シナ海

で観測された雲粒数濃度の平均値650cm に対し,人

為的なエアロゾルの影響がなかった時の雲粒数濃度とし

て東シナ海での最低値280cm や世界各地の大陸性雲

の平均値250cm を用いる.また基準とする水雲（雲

頂温度273.15K以上）のアルベドＡとしてA-FORCE-

2009航空機観測で雲観測が実施された25°N－35°Nか

つ125°E－135°Eの2009年４月のMODIS人工衛星観測

平均値（Nakajima et al.2010）であるA＝0.61を用い

る.これらの値を代入した結果,雲のアルベドは

11.3±0.5％増加したと推定した.

さらに観測領域での太陽からの平均放射フラックス

F＝425W m ,大 気 の 透 過 率 T ＝0.76,

MODIS観測にもとづく水雲の雲量C ＝0.28を用い

ると,雲アルベドの変化に対する放射強制力ΔFは次の

式で求めることができる.

ΔF＝－F C T ΔA (2)

この結果,放射強制力は－4.7±0.2W m と求めら

れた.

6.まとめ

本研究では,エアロゾルと雲の相互作用の鍵となるエ

アロゾル数濃度と雲粒数濃度の対応関係を東アジアで初

めて系統的な航空機観測にもとづき明らかにした.この

A-FORCE-2009航空機観測は2009年４月に実施され,

７フライト（９ケース）において黄海・東シナ海の雲頂

高度が２km以下の非降水性の層積雲や積雲を観測し

た.この結果,断熱条件に近い最大雲粒数濃度

（Nc max）と雲凝結核数濃度の指標として用いた乾燥

直径130nm以上のエアロゾル数濃度（Na）とに正相

関があることが分かった.本研究ではさらにNc max/

Na比率が大気最下層の鉛直安定度の指標としてとった
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図9：図８のデータを用いた雲粒数濃度,全エアロゾル数濃
度,直径100から130nm以上の粒径のエアロゾル数濃度の
比較.各観測キャンペーンでの平均値と標準偏差を示す.黄
海・東シナ海のデータ（赤色のシンボル）は,大粒径側のエ
アロゾルの比率が大きい（Na/N が高い）一方で,エアロ
ゾル数濃度が高く雲粒数濃度（Nc）も高いことを示してい
る.(Ⓒ2012.American Geophysical Union.All Rights

 
Reserved.Reprinted with permission.）



SST－T と正の相関があることを明らかにした.こ

れは大気不安程度の増加により対流中の上昇流速度が増

加した結果,エアロゾル濃度が同じでもそこからより多

くの雲粒が生成していたことを示唆している.さらに

パーセルモデル計算の結果から,エアロゾル数濃度の増

加率が同じでもSSTが高く上昇流速度が大きいほど雲

粒数濃度の増加率が大きい（ΔNc/ΔNaが大きい）こ

とが分かった.これらのことから冬季・春季の大陸から

の北西季節風が大陸から高濃度の人為起源エアロゾルを

輸送するとともに,寒気移流によりSSTが高い黒潮上

において効果的に雲粒数濃度を増大させていることを初

めて明らかとした.西太平洋に特徴的な高いSSTが雲

のマクロな様相（雲頂高度,層厚,鉛直積算雲水量）と

ミクロな雲物理量（雲粒数濃度）の両方に影響している

可能性が示された.

本研究ではまた世界の他地域での観測との比較を実施

し,A-FORCE-2009において黄海・東シナ海で観測さ

れた雲粒数濃度平均値650±240cm が世界各地の大陸

性大気中の平均値250±170cm と比較して高いレベル

にあることを示した.黄海・東シナ海のエアロゾルは比

較に用いた他の地域と比べて,エアロゾル総数濃度が高

いにも関わらず,エアロゾル全体に対する雲凝結核とし

て働きうる粒径のエアロゾルの割合も比較的大きいとい

う特徴があった.これはエアロゾルの粒径分布の形がよ

り大粒径側の割合が大きくなっていたことを反映するも

のである.

本研究ではさらにA-FORCE-2009航空機観測の結果

を用いて,エアロゾルによる雲粒数濃度増加に起因する

雲アルベド変化と放射強制力（Twomey効果）を推定

した.人為的なエアロゾルの増加により25°N－35°Nか

つ125°E－135°Eの範囲の水雲の雲粒数濃度が雲層の全

高度で一様に増加したと仮定すると,雲のアルベドは

11.3±0.5％増加し,－4.7±0.2W m の放射強制力

（４月）が働いていると見積もられた.
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1.はじめに

エアロゾルは,太陽放射を直接散乱・吸収すること

（直接効果）,雲核となって雲粒の数濃度や粒径を変える

こと（間接効果）により,大気の放射収支へ大きな影響

を及ぼす.この他にも,光吸収の強いエアロゾルによる

直接加熱は,雲粒を蒸発させる方向に働くこと（準直接

効果）,雪氷への沈着により地表面アルベドを変化させ

ること等,様々な物理過程を通した影響が考えられてい

る.しかし,エアロゾルの大気中での寿命は,１週間程

度であり,また,地域や季節によって大気中で観測され

るエアロゾルの種類・量が異なるため,時空間変動を把

握することは容易ではない.このため,地球温暖化を含

めた気候問題の中で,エアロゾルは,大きな不確定要素

となっている.

工藤 玲

エアロゾルは,日射を直接的に散乱・吸収することで,地球の放射収支に大きな影響を与える（直

接効果）.しかし,エアロゾルの光学特性の時空間変動は,まだ十分に把握されていない.このため,

地球温暖化等の気候問題の中で大きな不確定要素となっている.本稿では,まず,エアロゾルの光学

特性（光学的厚さ,一次散乱アルベド,位相関数）と直接効果の関係を理解するための基礎を記述し

た.次に,光学特性を観測する方法について,直接観測,受動・能動測器によるリモートセンシング

に分類し,現在幅広く行われている方法と新しい方法についてまとめた.そして,光学特性と直接効

果について,国内の日射観測から解析された約30年の長期変動の結果を示した.さらに,その長期

変動が,放射過程を通して引き起こす大気境界層への影響について感度実験を行った.この結果,エ

アロゾル光学特性の数十年規模変動は,直接効果による太陽放射場の変化,地表面の蒸発量と大気中

の水蒸気量の変化を引き起こし,それが地球放射場の変化をもたらすというフィードバックプロセス

によって,大気境界層に数十年規模の変動をもたらしている可能性が見出された.この結果は,気候

変動を理解していくためには,エアロゾル光学特性の長期モニタリングが重要であることを示唆して

いる.

Aerosol optical properties and direct effect
 

Rei Kudo
 

Aerosols have a substantial impact on the Earth’s radiation budget by directly scattering and absorbing the
 

incoming solar radiation.However,our knowledge of the role of aerosols in the climate changes is not complete
 

due to strong spatial and temporal variability of aerosols.In this paper,we first described the basis to
 

understand the relationships between optical properties and direct effect of aerosols,and introduced the methods
 

to observe the optical properties by in-situ measurements and by passive and active remote sensing.Next,we
 

indicated the results of the decadal variations of optical properties and direct effect in Japan by the ground-based
 

solar radiation measurements.Furthermore,using our developed one dimensional atmospheric boundary layer
 

model with the radiative transfer model,we investigated the impacts of the decadal variations on the atmo-

spheric boundary layer.The results showed the possibility that the following feedback process has a large
 

impact on the atmospheric boundary layer:(1)change in solar radiation at the surface,(2)changes in evaporation
 

at the surface and water vapor amount in the atmosphere,and(3)change in atmospheric cooling by the infrared
 

radiation.These results indicate an importance of the long-term observation of aerosols to better understand
 

the climate change.
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エアロゾルの光学的特性と直接効果



本稿では,エアロゾルの直接効果に的を絞り,まず,

直接効果とそれを特徴づけるエアロゾルの光学特性につ

いて基礎的な説明をする（２章）.次に,光学特性の地

上観測について,現状と著者らの研究について紹介する

（３章）.４章では,日本のエアロゾル光学特性と直接効

果の長期変動について,観測に基づいた解析結果を示

す.５章では,エアロゾルの長期変動がもたらし得る大

気境界層への影響について,一次元大気モデルを使った

感度実験の結果を示す.最後に,６章でまとめとする.

2.光学特性と直接効果

図１は,地球大気を一つの地表面－大気系としてみな

した場合の熱収支を模式的に表したものである.ここで

用いた数値は,Trenberth et al.（2009）の表2bを引用

した.大気上端から入射する太陽放射は,大気分子,エ

アロゾル,雲による散乱と地表面での反射によって,宇

宙空間へ返される分を除くと,正味239.4Wm とな

る.その内,78.2Wm は,水蒸気などの気体,エア

ロゾル,雲によって吸収され,大気を加熱する.そし

て,地表面では,正味161.2Wm となる.一方,大

気上端から放出される地球放射は,大気からの放射に,

地表面から放出し,大気を透過した分を加えた,238.5

Wm となる.地表面から大気へ向かう放射は,その

大部分を大気からの放射によって相殺され,正味63

Wm となるため,大気中では175.5Wm の冷却と

なる.この太陽放射と地球放射の結果,大気上端では正

味下向き0.9Wm （＝239.4－238.5）,地表面では正

味下向き98.2Wm （＝161.2－63.0）,大気中では

－97.3Wm （＝78.2－175.5）となる.地表面での過

剰な吸収の内,17Wm が顕熱フラックスとして,80

Wm が潜熱フラックスとして大気へ運ばれる.そし

て,これらが,大気中での冷却97.3Wm を補償す

る.このようなエネルギー収支の結果,現在の地球の気

候が決まってくる.このため,大気の放射収支は,地球

の気候に対して支配的な役割を担っていると言える.な

お,図１で示した熱収支の値は,大気上端でバランスが

とれていないが,元々の各値の見積もりに小数点第一位

までの精度がないことが原因である（Trenberth et al.

2009）.

ある状態の大気の放射収支に対して,ある時点で大気

中のある要素（例えば,二酸化炭素やエアロゾル）が変

化すると,放射収支が変化し,地球の気候が変化する.

この放射収支の変化量が,放射強制力と定義される.

Indian Ocean Experiment（INDOEX）の 結 果

（Ramanathan et al.2001）では,温室効果ガスによる

放射強制力は,大気上端で2.6Wm ,地表面で１

Wm ,そして,大気加熱が1.6Wm である.これに

対して,エアロゾルの直接効果は,大気上端で０±２

Wm ,地表面で－14±３Wm ,そして,大気の加熱

が14±３Wm と見積もられている.ここで示される

エアロゾルの直接効果の大きな特徴は,地表面での影響

が大きいことである.

エアロゾルの直接効果を決定するパラメータは,３つ

ある.平行平板を仮定した大気において,ある波長の太

陽放射に対する放射伝達方程式は,大気層に垂直な天頂

方向を基準にした極座標によって,

μ
dI τ;μ,φ
dτ

＝I τ;μ,φ－J τ;μ,φ (1)

μ＝cosθ (2)

と記述される.ここで,θとφは,天頂角と方位角.I

は, θ,φ方向からの放射輝度 Wm sr である.光

学的厚さ τは,消散係数の鉛直積分で,慣例的には,

大気上端から地表に向かって増加するように定義され
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図1：地球の熱収支の模式図.数値の単位は,Wm .矢印の方向は,地表面－大気系への収入と支出を表す.
Schematic diagram of the heat budget of the surface-atmosphere system.Unit is Wm .Arrows signifies incoming to the

 
system and outgoing from the system.



る.J τ;μ,φは,放射源関数と呼ばれ,太陽放射の波

長域では,

J τ;μ,φ＝ω4π I τ;μ′,φ′P μ,φ;μ′,φ′dμ′dφ′＋

ω
4πF P μ

,φ;μ,φ e (3)

で記述される.右辺第２項の F e は, μ,φ 方向

から入射する直達日射が,光学的厚さに応じて減衰して

いることを表す.P は,散乱強度の角度依存（エネル

ギーの分配）を表す位相関数である.これによって,右

辺第２項は,直達日射の μ,φ方向への散乱（一次散

乱）を表している.右辺第１項は,様々な方向から入射

する放射輝度 I τ;μ′,φ′の μ,φ方向への散乱（多重散

乱）を表す.放射源関数のすべての項にかかるωは,

一次散乱アルベドといい,散乱係数の消散係数に対する

比として定義され,０から１の値をとる.消散係数は,

散乱係数と吸収係数の和であるため,1－ωは,吸収の

強さを表すことになる.結局,大気の放射伝達は,光学

的厚さ,一次散乱アルベド,位相関数の３つの光学特性

によって決まることになる.また,非等方因子という位

相関数をより簡潔に表すパラメータもある.これは,前

方（地表方向）と後方（宇宙方向）のどちらへ散乱する

エネルギーが多いかを表すパラメータである.－１～１

の値を持ち,１に近いほど前方散乱が卓越すること表

す.等方散乱やレイリー散乱の場合は,ゼロとなる.

これらの光学特性は,エアロゾルの複素屈折率,粒径

分布から,電磁波の散乱理論によって求められる.しか

し,エアロゾルの種類毎（有機炭素,黒色炭素,ダスト

等）に異なる複素屈折率,粒径分布,粒子形状,さらに

は混合状態によって,光学特性の値は大きく異なる.例

えば,黒色炭素は,複素屈折率の虚部が大きく（0.1の

オーダー）,一次散乱アルベドが小さい（約0.2）.ダス

トは,粒子半径が大きい（体積粒径分布で１μmのオー

ダー）ため,非等方因子の値は大きくなる（約0.8）.

東アジアで観測された波長500nmの光学特性につい

て,様々な論文の結果をまとめると（Kudo et al.

2010a）,

・日本：光学的厚さ0.15～0.45

一次散乱アルベド0.65～0.93

・中国：光学的厚さ0.1～1.3

一次散乱アルベド0.87～0.95

・タイ：光学的厚さ0.1～1.2

一次散乱アルベド0.87～0.94

といった値が観測されている.また,季節的には,春か

ら夏にかけて,光学的厚さが大きくなる.一次散乱アル

ベドは,冬季に小さくなるといった変動が,共通して見

られている.非等方因子に関しては,観測結果を出して

いる論文は,少ない.

ここで,光学特性と放射強制力との関係について観測

例（Kudo et al.2010a）を示す.図２は,光学的厚さ,

一次散乱アルベド,非等方因子に対する地表面での放射

強制力の関係を表したものである.ここでの放射強制力

は,地上日射量のエアロゾルが無い時からの変位として

定義している.また,大気上端に入射する日射量に対す

る割合として表されている.この図から,光学的厚さが

増すほど,地表に到達する日射が減衰することが分か

る.直線は,放射強制力の能率（光学的厚さに対する放

射強制力の変位の傾き）を表している.放射強制力の能

率は,濃淡で示された一次散乱アルベドの値に依存して

おり,同じ光学的厚さでも一次散乱アルベドの値によっ

て,放射強制力が大きく変わることが分かる.また,非

等方因子への依存度が小さいことが示されている.
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図2：茨城県つくば市の気象研究所で行われている日射観測から得られた地表面での放射強制力に対する波長500nmの光学的
厚さ（τ）,一次散乱アルベド,非等方因子の関係.放射強制力は,大気上端で入射する日射に対する比で表されている.m は,
エアマスで,太陽光線が,大気層を斜めに進んだ場合に,垂直に進んだ場合と比べて,何倍の光路になるかを示す指標である.
mτは,太陽光線の光路に沿った光学的厚さとなる.
Dependencies of the surface radiative forcing on optical thickness,single scattering albedo,and asymmetry factor at 500 nm.
The values of the surface radiative forcing is percent ratio to the incoming solar radiation at the top of the atmosphere.



一般に,エアロゾルの直接効果は,大気を冷やす方向

に働く（日傘効果）が,複素屈折率虚部の値が大きく

（一次散乱アルベドが小さく）なると,大気を暖める方

向 に 働 く（Y a m a m o t o a n d T a n a k a,1 9 7 2）.

Ramanathan et al.（2001）は,雲量ゼロの条件の下で

は,一次散乱アルベドが約0.85を下回ると,大気を暖

める方向へ転じると評価している.このように,エアロ

ゾルの直接効果がもたらす影響を正しく評価するために

は,エアロゾルの「量」ともいえる光学的厚さととも

に,光学的な「質」となる一次散乱アルベドや位相関数

（非等方因子）を調べていく必要がある.特に,光吸収

性を表す一次散乱アルベドは,大気を暖めるか冷やすか

という方向性に関わってくるため,重要な要素である.

3.光学特性の観測

エアロゾルの光学特性は,外気を屋内の測器へ引き込

むことによって測定する直接観測,放射計による日射の

受動観測,そして,レーザー光を使ったライダーによる

能動観測によって,測定または推定されている.ここで

は,対象を地上観測に絞り,現在幅広く行われている観

測と著者らの開発した手法について述べていく.なお,

光学特性の直接観測については,本巻 章「SKYNET

の現状と展望」で,放射計による観測の内,スカイラジ

オメーターについては, 章の「SKYNETの現状と展

望」と「エアロゾルの光学的特性の推定と雲の影響」

で,そして,ライダーを使った観測については, 章

「ライダー等を用いたエアロゾル・雲推定アルゴリズム」

で,さらに詳しい内容と解析例が記述されているので,

参照していただきたい.

3.1 直接観測

屋内の測器へ引き込まれたサンプル空気に対して,可

視波長の光をあて,散乱される光や透過する光を測定す

ることで,散乱係数,吸収係数,消散係数といった光学

特性がほぼ直接的に測定される.現在広く用いられてい

る測器には,散乱光を測定して散乱係数を求める積分型

ネフェロ メータ（Radiant Research社,TSI社,

ecotech社）,フィルター上に集められたエアロゾルに

対する透過光の変動から,吸収係数を求めるPSAP

（Radiance Research社）がある.ネフェロメータは,

測器の構造上,極前方・後方の散乱を測定できないこと

がバイアス誤差の原因となる.このため,散乱係数の波

長依存を用いた補正法等が考案されている（Anderson
 

and Ogren,1998;Heintzenberg et al.2006;Muller et al.

2009）.PSAPには,フィルターサンプリングしたエア

ロゾルの変質や多重散乱などの影響が指摘されており,

Bond et al.（1999）によって補正法が考案されている.

また一方で,新しい測定法の開発も行われている.

AURORA 4000 polar nephelometer（ecotech社）は,

複数のLED光源を用いることで,散乱光の角度依存を

測定することが出来る測器である.著者の所属する研究

室でも,ポーラーネフェロメータを開発中である（図

３）.この装置は,サンプル空気にレーザー光をあて,

散乱角４～176度の散乱光を光ファイバーで引き込み,

角度を分解して検出する.図４は,サンプルエアロゾル

にPSL標準粒子を用いて,２回測定した結果である.

測定結果は,全散乱角度の散乱強度を積分した値で規格

化し,位相関数として表されている.理論値に近い値が

計測されていることが分かる.散乱光の角度依存を計測

することで,位相関数を得ることが出来る.

図3：開発中のポーラーネフェロメータの内部.円形セルの
中心にサンプル空気の導入部があり,周辺には散乱光を散乱
角度別に検出器へ引き込むための光ファイバーが設置されて
いる.
Interior of the developing polar nephelometer.There are

 
an inlet of the sample air at the center of the circular cell

 
and optical fibers around the circular cell.The optical

 
fibers lead the scattered light to the detector.
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図4：PSL標準粒子の位相関数の測定値（青と赤）と理論値
（緑）の比較.PSLの直径は,511nm.
Measured(blue and red)and theoretical(green)values of

 
phase function for PSL spheres.The diameter of PSL

 
sphere is 511 nm.



吸収係数の測定に関しては,音響光学法用いた

PASS（Droplet Measurement Technologies社）が,

開発されている.レーザー光をサンプル空気に入射し,

エアロゾルの光吸収による空気の加熱・膨張を音波とし

て検出することで,吸収係数を測定する装置である.こ

の方法は,浮遊した状態でのエアロゾルを測定できるた

め,PSAPの問題点を解決できると考えられている.

消散係数は,上述の測器による散乱係数と吸収係数の

和として得られるが,直接測定する測器が開発されてい

る.CRDS法（Cabity Ring-Down Spectroscopy）は,

２枚の高反射率のミラーで構成される光学キャビティ内

にレーザー光を閉じ込め,キャビティ間を数万回往復さ

せることで光路長を稼ぎ,消散係数を精度よく測定する

方法である（Nakayama et al.2010）.

直接観測は,光学特性の高精度な観測を連続して行う

ことが出来る.しかし,エアロゾルの直接効果を考える

上では,空間代表性に乏しいことに問題がある.また,

外気中のエアロゾルを屋内に取り込むと,サンプル空気

の湿度等が変わり,それに伴って光学特性が変質するこ

とが問題になる.

3.2 リモートセンシング

放射計やライダーによるリモートセンシングは,エア

ロゾルの光学特性を推定するために,様々な仮定（組

成,粒径分布,粒子の形状,混合状態等）が必要とされ

るものの,空間代表性において有意性をもつ.しかし,

天気に左右されることが弱点である.

直達日射を分光測定するサンフォトメーターは,光学

的厚さを仮定無しで得られるため,最も信頼性の高い測

器である.また,サンフォトメーターと,散乱日射の広

波長帯域測定,または,分光測定を組み合わせて,複素

屈折率,粒径分布,一次散乱アルベド,非等方因子を推

定する手法が考案されている（Nishizawa et al.2004;

Kassianov et al.2005;Kudo et al.2008;Kudo et al.

2010b）.

最も少ない仮定で,全ての光学特性が得られる測器

は,現時点では,日本で考案・開発されたスカイラジオ

メータ（プリード社）である.この測器によって分光測

定される直達日射と散乱日射の輝度分布から,光学的厚

さ,粒径分布,複素屈折率,一次散乱アルベド,非等方

因子を推定する手法が確立されている（Nakajima et
 

al.1996;Dubovik and King,2000）.そして,この測器

を用いた観測網が,アジアやヨーロッパにおいて,

SKYNET（http://atmos.cr.chiba-u.ac.jp/）として展

開されている（Takamura and Nakajima,2004;Naka-

jima et al.2007）.また,NASAによって,同種の測器

による世界的な観測網（AERONET,http://aeronet.

gsfc.nasa.gov/）が,敷かれている（Holben et al.

1998）.これらの観測網によって得られた各地域のエア

ロゾルの光学特性は,衛星リモートセンシングの精度検

証,モデルシミュレーションの検証に用いられている.

放射計による日射の受動観測から得られる光学特性

は,大気気柱の平均または積分値であるのに対して,ラ

イダーによる能動観測は,エアロゾルの鉛直分布を測定

することが出来る.これは,例えば,ダストや汚染物質

の輸送などの観測に有効であり,東アジアのAD-Net

（http://www-lidar.nies.go.jp/AD-Net/）,ヨーロッパ

のEARLINET（http://www.earlinet.org/）等のよう

に,様々な地域で観測網が構築されている.これらの観

測網で用いられているミー散乱ライダーは,エアロゾル

の消散係数の定量化のために,ライダー比（消散係数に

対する後方散乱係数の比）が仮定されている.しかし,

最近では,ラマンライダー（Ansman et al.1992）や高

スペクトル分解能ライダー（Shipley et al.1983;Liu et
 

al.1999,2002）によって,ライダー比を仮定することな

く,消散係数,後方散乱係数の鉛直分布が得られるよう

になってきている.さらに,多波長のラマンライダー観

測から,粒径分布,複素屈折率を推定する手法が開発し

ている（Muller et al.1999a,1999b,2000;Bockman,

2001;Veselovskii et al.2002）.しかし,これらの測器

は,高価さと観測の難しさから,多点展開には至ってい

ない.

3.3 受動・能動型測器の複合リモートセンシング

スカイラジオメータ観測からは,直接効果を説明する

全ての光学特性が得られるが,大気気柱量である.一

方,ライダー観測は,鉛直分布を導出することができる

が,全ての光学特性を得ることは難しい.そこで,スカ

イラジオメータのような放射計とミー散乱ライダーを組

み合わせた光学特性の鉛直分布推定法が考案されてい

る.LiRIC(Lidar-Radiometer Inversion Code,Chai-

kovsky et al.2012),GARRiC(Generalized Aerosol
 

Retrieval from Radiometer and Lidar Combined data,

Lopatin et al.2013),LidAlm (Lidar and Almucantar,

Cuesta et al.2008)は,AERONETの観測から得られ

る複素屈折率,粒径分布の情報を元にして,ミー散乱ラ

イダーからエアロゾルの鉛直分布を推定するアルゴリズ

ムである.

我々も,SKYNETとAD-Netでの利用を想定し,

同様な開発を行っている.我々の手法は,まず,次のよ

うな二山の対数正規分布で,体積粒径分布を仮定する.

dV r
d lnr

＝∑ C
2πs

exp－
1
2
lnr－lnr

s
(4)

ここで,rはエアロゾルの半径を表し,C ,r ,s

は,それぞれ,各山の体積,中心半径,幅を表す.そし

て,スカイラジオメータ観測から,複素屈折率（実部と

虚部）と粒径分布の C ,r ,s i＝1,2の大気気柱量

を推定する.続いて,粒径分布のr と s を大気気柱
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量として得られた値で固定し,複素屈折率（実部と虚

部）と粒径分布の C の鉛直分布を,ミー散乱ライダー

観測の減衰付後方散乱係数とスカイラジオメータから得

られた光学的厚さと一次散乱アルベドに対して最適化す

る.そして,最適化された複素屈折率と粒径分布から,

消散係数,一次散乱アルベド,非対称因子を求める.

図５は,2012年４月２日のつくばにおけるスカイラ

ジオメータとミー散乱ライダーの観測から得られたダス

ト飛来の事例である.消散係数の時系列では,地表～

500m,1000～2000m,2000～3000m,3000～5500m

の複雑な４層構造が見える.この日の前日から当日朝に

かけて,低気圧が北日本を通過しており,解析期間中

は,西高東低の冬型の気圧配置にあった.朝９時のつく

ばのゾンデ観測では,高度2000～6000mで北西風が見

られていた.このため,図に見られる高度2000～5000

mの消散係数の大きいエアロゾルは,低気圧と共に大

陸から輸送されてきたと考えられる.粒径分布の図で

は,2000～5500mでダストと考えられる大粒子ととも

に,小粒子も多くなっており,輸送されてきたのはダス

トだけではないことが分かる.この結果,非等方因子

は,上層ほど小さい値となっている.一次散乱アルベド

は,各層に応じた鉛直分布は,顕著ではなかったが,下

層ほど小さくなる傾向が見られた.

このように,異なる測器を複合解析することで,局地

的なエアロゾルと輸送されてくるエアロゾルの特性を分

離し,新たな知見が得られることが期待される.また,

このような鉛直分布に関する情報は,輸送モデルの検証

にも有効であろう.直接効果においても,エアロゾルの

鉛直分布は,重要な意味を持つ.同じ光学特性を持つエ

アロゾルでも,鉛直方向に薄く広がるか,下層や上層に

集中するかで,大気場への影響が,大きく異なってくる

ことが数値実験（Yu et al.2002）や観測で示されてい

る（Tsunematsu et al.2006）.

4.光学特性と直接効果の長期変動

スカイラジオメータのような観測は,1990年代から

行われるようになってきた.しかし,気候研究という観

点からは,より過去にさかのぼった観測事実をつかむ必

要がある.そういった研究には,広波長帯域を測定する

日射計の長期観測が用いられている.

気象庁では,直達日射計によって,大気混濁係数の長

期変動を観測している（気象庁,2013）.大気混濁係数

は,光学的厚さに相当するものである.図６からは,３

度の大規模な噴火に伴うエアロゾルの増加が見られてい

る.

しかし,２章で述べたように,エアロゾルの直接効果

を理解するためには,光学的厚さだけでなく,一次散乱

アルベドと位相関数も必要である.著者らは,気象庁が

30年以上行ってきた直達日射と全天日射の観測データ

から,エアロゾルの光学特性を推定する手法を開発し,

光学的厚さと一次散乱アルベドの約30年間の国内の長
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図5：上段は,波長532nmの消散係数の鉛直分布（カラースケール）と減衰付後方散乱係数（グレースケール）.下段は,左か
ら順番に,波長532nmの消散係数,一次散乱アルベド,非対称因子,粒径分布の鉛直分布の平均値.
The vertical profiles of the extinction coefficient(color)and the attenuated backscatter coefficients(shaded)at 532 nm
(upper).The daily means of the vertical profiles of the extinction coefficient,single scattering albedo,asymmetry factor at

 
532 nm,and size distribution.



期変化を解析している（Kudo et al.2011,2012）.この

推定法では,次式のユンゲ分布を仮定したエアロゾルの

数濃度粒径分布を用いている.

n r＝C . (5)

ここで,rはエアロゾルの半径,C はエアロゾルの

総量を決めるパラメータである.粒径分布の傾きを決め

るパラメーラのνには,3.3を与えた.この値は,気象

庁で行われている国内のサンフォトメーター観測から得

られるオングストローム指数の結果を元に決めた.複素

屈折率は,波長依存を無視し,実部に1.52を与えた.

これは,大気中のエアロゾルが持つと考えられている幅

（1.4～1.6）の概ね中央値にあたる.推定するパラメー

タは,粒径分布の C と複素屈折率虚部の２つのパラ

メーラである.これらのパラメータを観測の直達日射と

散乱日射（＝全天日射－直達日射）に最適化すること

で,光学的厚さと一次散乱アルベドを求めた.

図７は,国内14地点の波長750nmの光学的厚さと

一次散乱アルベドの解析結果である.光学的厚さは,

1980年代から2000年代にかけて,減少傾向（－0.02/

decade）にある.一次散乱アルベドは,1980年代後半

に最小となり,その後増加,2000年代は概ね0.9で安

定していた.期間全体では,0.09/decadeの増加傾向に

あった.

これらの光学特性から得られる地表面の放射強制力

は,図８のようになる.なお,ここでの放射強制力は,

地上日射量のエアロゾルが無い時からの変位である.ま

た,大気上端で入射する日射量に対する割合としてい

る.1980年代は,光学的厚さが大きく,一次散乱アル

ベドが小さいため,放射強制力が大きく,その後小さく

なっていき,2000年代は,概ね安定している.変動傾

向は,0.03/decadeであった.この内,一次散乱アルベ

ドの変動による影響は,0.02/decadeと見積もられた.

結果,1980年代以降のエアロゾルの直接効果による放

射強制力の変動は,一次散乱アルベドの影響が大きいこ

とが分かった.

一次散乱アルベドが下がる最も大きな要因は,全エア

ロゾル中に占める黒色炭素の割合が増すことである.エ

アロゾルの量に関連した長期観測には,環境省による
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図6：国内５地点（札幌,つくば,福岡,石垣島,南鳥島）で観測された大気混濁係数の月最小値を平均した値（http://www.
data.kishou.go.jp/obs-env/aerosolhp/aerosol shindan.html）.
Annual means of the monthly minimum of the turbidity coefficients observed at 5 sites in Japan.

図7：国内14地点のエアロゾルの光学的厚さ（下）と一次散乱アルベド（上）の年平均値.黒線は,14地点の平均値.
Annual means of optical thickness(lower lines)and single scattering albedo(upper lines)at 0.75μm and at 14 sites in Japan.
The bold lines are the averages among the sites.



SPM（Suspended Particulate Matter,直径10μm以

下の粒子の重量濃度）の長期観測がある.しかし,黒色

炭素の長期観測はない.そこで,黒色炭素と関連の深い

ベンゾ［a］ピレンの長期変化を調べた.ベンゾ［a］ピレ

ンは,発癌性物質であり,健康影響への懸念のため,早

い時期から観測が開始されている.そして,主に有機物

質の不完全燃焼の過程で生成されるため,黒色炭素と比

例関係があることが知られている.図９は,環境省のま

とめた1970年代以降のSPMとベンゾ［a］ピレンの国内

の長期変動である（環境省,1997,2009）.SPMは,

減少傾向にあり,光学的厚さの変動と整合的である（相

関係数0.52）.また,ベンゾ［a］ピレンも減少傾向にあ

り,解析期間全体の傾向としては,一次散乱アルベドの

変動と整合的なことが分かった（相関係数－0.79）.し

かし,一次散乱アルベドが,1980年代後半に最小と

なったことに対する答えは,得られなかった.黒色炭素

は,主として,人為起源物質であることを考慮すると,

図９のエアロゾルの長期変動は,人為起源物質の排出

量・構成の変動によって,もたらされていた可能性が示

唆される.

5.長期変動の大気境界層への影響

エアロゾルの直接効果による大気の加熱や地上日射の
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図8：国内14地点の地表面でのエアロゾルの放射強制力の年平均値.各地点での大気上端で入射する日射に対する比で表されて
いる.黒線は,14地点の平均値.
Annual means of the surface radiative forcing at 14 sites in Japan.The values are ratio of the surface radiative forcing to

 
the incoming solar radiation at the top of the atmosphere.The bold lines are the averages among the sites.

図9：SPM（実線）,ベンゾ［a］ピレン（BaP,破線）,光学的厚さ（AOD,１点破線）,一次散乱アルベド（SSA,点線）の年
平均値.
Annual means of suspended particulate matter(solid line),benzo［a］pyrene(broken line),optical thickness(dash-dotted line),
and single scattering albedo(dotted line).



減少は,地表面の熱収支,大気の安定度等に大きな影響

を及ぼす.Yu et al.（2002）は,一次元大気境界層モデ

ルに大気放射モデルを組み込み,一次散乱アルベドの違

いが大気境界層へ与える影響に関する感度実験を行って

いる.その結果,同じ光学的厚さの条件下でも,一次散

乱アルベドが小さくなる（光吸収が強くなる）と,境界

層内の気温増加,湿度減少,境界層高度の増加などの影

響があることを示している.また,エアロゾルが下層に

集中するほど,そのインパクトは,大きくなってくる.

著者らも,気象庁非静力学モデルで使われている境界層

モデル（気象庁,2008）に,放射伝達モデル（Asano
 

and Shiobara,1989）を組み込んだ一次元大気モデルを

作成し,４章で示したエアロゾル光学特性の長期変動

が,大気境界層へ与える影響について感度実験を行っ

た.

5.1 一次元大気モデル

モデル大気は,高度５mから40kmまでの鉛直70層

である.乱流過程は,改良Mello-Yamadaのレベル３

スキームによって計算した.地表面フラックスには,

Beljaars and Holtslag（1991）の普遍関数によるバル

ク法を用いた.地表面温度及び地中温度は,地下２m

までを10層に離散化し,熱伝導方程式によって求めた.

この際,最下層の温度は,固定した.地中の熱容量,熱

伝導係数は,近藤（1994）の表6.9中の湿り砂地・粘土

の値を参考にした.地表面の蒸発は,蒸発効率0.66で

固定している.この実験では,凝結過程が含まれていな

いため,地表面での蒸発によって水蒸気は大気へ供給さ

れるが,大気は潜熱による加熱を受けない.

放射伝達モデルは,太陽放射の波長帯（0.3～3.0

μm）を等間隔の54バンドに,地球放射の波長帯（４

～50μm）をガスの吸収帯に応じた19バンドに分けた.

ガスによる吸収は,水蒸気,二酸化炭素,オゾン,酸素

を考慮し,相関ｋ分布法を用いて計算した.放射伝達

は,Discrete-Ordinate法によって各層の反射率と透過

率を求め,Adding法によって計算した.地表面反射に

は,ランバート反射を仮定し,MODISの衛星観測から

得られている地表面アルベドの気候値を与えた.

大気場の初期値には,NCEP/NCAR再解析のつくば

付近の格子データから作成した1976から2008年の平均

値を与えた（図10）.また,Yu et al.（2002）の実験設

定を参考にし,高気圧下の沈降場の鉛直移流を導入し

た.与えた下降流は,NCEP/NCARの再解析データを

元に,地上気圧が平均値よりも高い時の鉛直流を使って

作成した（図10）.ただし,高度約11km以上は,ゼ

ロとした.

感度実験に用いたエアロゾルの光学特性は,Kudo et
 

al.（2012）で得られているつくばの1976から2008年

の値である（図７のTatenoの結果）.エアロゾルの鉛

直分布は,光学的厚さが変わらないようにしながら,比

湿の分布に比例するようにして与えた.このため,エア

ロゾルは,概ね大気境界層内に閉じ込められる.エアロ

ゾルの地球放射の波長帯への影響は,感度実験では無視

した.これは,Kudo et al.（2012）では,エアロゾルの

地球放射の波長帯での光学特性の長期変動が,得られて

いないこと,そして,理論計算上,エアロゾルの地球放

射の波長帯における光学的厚さは非常に小さいためであ

る.しかし,地球放射の波長帯での複素屈折率や一次散

乱アルベドを観測から得ることは,非常に難しいため,

エアロゾルの直接的な地球放射への影響に関して,我々

の理解は,不十分なままである.

感度実験で考慮したエアロゾル以外の年々変動は,二

酸化炭素とオゾンである.これらの値には,大気環境観

測所（綾里）の二酸化炭素の地上観測結果と,高層気象

台（つくば）のオゾン全量の観測結果を用いた.

5.2 実験結果

上記の実験設定で,1976から2008年のエアロゾル光

学特性に対して,それぞれ50日ずつの時間積分を行っ

た.積分中は,つくばの緯度経度（北緯36.056度,東

経140.125度）で３月20日（春分の日）の太陽の日変

化を繰り返した.Yu et al.（2000）と同様,温位や比湿

の日変動は,積分30日目辺りからほぼ定常的な振る舞

いをするようになった.図10には,2000年に対する実

験の積分40日目14時の温位,比湿の鉛直分布を示して

いる.境界層高度は,高度2500m付近にある.それ以

上の高度では,沈降場の鉛直移流による断熱加熱によっ

て,概ね一定の温位となっている.水蒸気は,境界層内

に閉じ込められている.以降,定常状態にある積分40

日目のデータを使った結果を示していく.

図11は,1976から2008年の地表面－大気系の熱収

支の結果を平均したものである.図１の熱収支と比べ

て,太陽放射の収支,顕熱,蒸発は,大きくは変わって
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図10：温位と比湿の初期値（破線）と積分40日目の14時
（実線）の鉛直分布.鉛直流の鉛直分布.
Profiles of potential temperature and specific humidity at

 
initial(broken line)and at 1400 LST of day 40(solid line).



いなかった.しかし,モデル中では,雲過程を含めてい

ないため,潜熱加熱が無い.この役割を鉛直移流による

断熱加熱が担っているが,加熱量が大きい.このため,

地球放射による冷却量が大きくなることで補償してい

る.結果的には,地表面－大気系の熱収支は,鉛直移流

による断熱加熱から蒸発による系からの消失分を差し引

いた正味99.1Wm の加熱,放射による大気上端から

の60.0Wm の放出,地中への11.8Wm の吸収に

より,27.3Wm の加熱を受ける状態にあった.この

ため,大気は,ほぼ定常な日変動を見せてはいたが,少

しずつ加熱されていた.一方,地表面－大気系の水収支

は,地表面からの蒸発による供給（4.2kg m d ）と

鉛直移流に伴う系外への除去（4.3kg m d ）が概ね

釣り合った状態にあった.

次に,1976から2008年の年々変動の結果を図11の

平均値からの偏差で示す（図12）.また,図13には,

地上２mの気温,可降水量,境界層高度の変動を示し

ている.太陽放射においては,エアロゾルの光学的厚さ

が減少するものの,一次散乱アルベドが増加しているた

め,日射を系外の宇宙方向へ反射する効果が高まり,大

気上端での正味入射量が減る傾向になっていた.そし

て,一次散乱アルベドの増加により,系内で吸収される

日射量は減少し,地表面での正味下向き日射量は,増加

傾向になっている.この地表面での日射の増加は,その

まま地表面からの顕熱フラックスと蒸発量の増加につな

がる.蒸発量の増加は,系内の水蒸気量を増加させる

（図13の可降水量）.顕熱フラックスの増加は,境界層

高度の増加をもたらす（図13の境界層高度）.また,強

い温室効果をもつ水蒸気の増加は,地球放射において,

大気上端での正味上向きの放射量を減少させ,系内の冷

却量の減少を招いている.この結果,日最低気温と日平

均気温の上昇が引き起こされている（図13地上２mの

気温）.しかし,日最高気温は,低下している（図13地

上２mの気温）.日最高気温は,顕熱加熱と太陽放射の

直接加熱によって決まる.顕熱フラックスは増加傾向に

あるため,エアロゾルの一次散乱アルベドの増加による

太陽放射の直接加熱の減少が,日最高気温の低下要因と

なっている.そして,日最低気温の上昇とも相まって,

気温日較差の減少が明瞭となっている.

このように,エアロゾル光学特性の長期変動は,太陽

放射を通した直接的な大気場への影響にとどまらず,地

表面での蒸発と水蒸気量の変動を引き起こし,地球放射

へ影響を与えるというフィードバックプロセスによっ

て,大気境界層へ非常に大きな影響をもたらし得る可能

性が示された.

今回の感度実験では,雲過程を含めなかった.しか

し,エアロゾルの間接効果や準直接効果も含めた雲過程

は,気候問題において,不確定性の高い重要なプロセス

である.このため,今後,雲過程を含めた感度実験を

行っていく必要があると考えている.

6.まとめ

エアロゾルの光学特性と直接効果について,光学的厚

さ,一次散乱アルベド,位相関数（または非等方因子）

の３つのパラメータが重要であること,そして,その直

接効果は,温室効果ガスと異なって,地表面で最も大き

いことを述べた.次に,これらのパラメータを観測する

方法について,直接観測,受動・能動測器によるリモー

トセンシング手法に分類し,現在幅広く行われている方
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図11：1976から2008年の結果を平均した熱収支の模式図.数値の単位はWm .矢印の方向は,地表面－大気系への収入と支
出を表す.白抜きの矢印で示した地表面での蒸発に伴う潜熱は,モデル内で水蒸気の凝結過程を考慮していないため,大気を加
熱しない.
Schematic diagram of the heat budget of the surface-atmosphere system.The values are averaged by the results from 1976

 
to 2008.Unit is Wm .Arrows signifies incoming to the system and outgoing from the system.
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図12：地表面－大気系の熱収支の1976から2008年の平均値からの偏差.
Deviation of the heat budget of the earth-atmosphere system from the 1976-2008 mean.

図13：地上２mの気温,可降水量,境界層高度の1976から2008年の平均値からの偏差.
Deviations of temperature at 2m altitude,precipitatable water vapor,and boundary layer height from the 1976-2008 means.



法と新しい方法についてまとめた.そして,光学特性と

直接効果について,地上日射観測による数十年規模変動

の解析結果を示した.さらに,その長期変動が,放射場

の変化を通して引き起こす大気境界層への影響につい

て,感度実験を行った.その結果,光学特性の数十年規

模の変動は,太陽放射の変化を通して,地表面の蒸発量

と大気中の水蒸気量の変化をもたらし,それが地球放射

へ影響をもつというフィードバックプロセスによって,

大気境界層の数十年規模の変動をもたらしている可能性

が示された.このような結果は,気候変動を理解してい

く上で,エアロゾル光学特性を長期的にモニタリングし

ていくことの重要性を示唆している.
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1.はじめに

地球の気候が温暖化していることは疑う余地がないと

報告され（IPCC 2013）,その中でも大気中に浮遊する

微粒子（エアロゾル）や雲の気候影響が最も不確定性を

もつことが指摘された.大気中に浮遊するエアロゾル粒

子は,様々な場所から排出され,多種多様な物質で構成

されているため,時間的にも空間的にも変動が大きいと

いう特徴を持っている.このようにエアロゾル粒子その

ものが気候に与える影響を直接効果（direct effect）と

いう.また,エアロゾル粒子が雲核となり雲を形成する

が,それらが気候に与える影響を間接効果（indirect
 

effect）といい,間接効果はさらに細分化されている.

エアロゾル粒子の起源は,大きく２つに分けられる.ひ

とつは,黄砂粒子や海塩粒子などに代表される自然起源

のエアロゾル,もうひとつは,工場や自動車からの煙な

どの私たちの生活から排出される人為起源のエアロゾル

である.これらは,個々の粒子として影響を及ぼすこと

もあるが,付着したり,混合したり,化学反応をおこし

たりしながら,様々な場所へと輸送されることにより,

地球の気候に影響を与えている.Fig.1は,1750年を

基準とした排出及び駆動物質の放射強制力（IPCC
 

2013）の結果である.1750年を基準とした全人為起源

の放射強制力は1950年では0.57［0.29～0.85］Wm で

あったのに対し,2011年では2.29［1.13～3.33］Wm

と増加しており,前回の報告（IPCC 2007）の値よりも

大きかった.原因として,温室効果ガスの濃度が継続的

に増加したことと,今までの見積もりよりもエアロゾル

の放射強制力の正味の冷却効果が弱いことによるものと

された.ただし,未だに不確定要素が大きい雲やエアロ

ゾルの放射効果を正しく評価することが必要不可欠であ

ることがポイントである.ここでは,実際の太陽放射観

測から大気エアロゾルの光学的特性を推定する際の,雲

と雲周辺の影響について,札幌における観測結果を中心

に示していく.

2.雲とエアロゾルの特性

2.1 日射量と雲量の変化

地球の気候に欠かせないものとして太陽光と雲があ

る.Fig.2（Wild（2012）を改編）は,世界各地の地上

日射量の変化を示したものである.それによると,多く

の地域で1980年代半ば頃までは減少傾向（Global dim-

ming）であったのに対し,それ以降は増加傾向

（Global brightening）が見られ,日本でも同様な傾向

が示されている（Wild 2009,2012）.ここでは,日本の

４地点（札幌,東京,富山,那覇）の日射量と雲量につ

いて示していく.Fig.3は,気象庁で観測された札幌,
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東京,富山,那覇の1961年から2013年までの全天日射

量の月平均値と年平均値の変化を示した.Wild（2012）

の報告の通りであるが,札幌のような高緯度地域では,

他に比べると明瞭な変化を見ることが出来ない.また,

同様にFig.4では,気象庁で観測された札幌,東京,

富山,那覇の1961年から2013年までの雲量の月平均値

と年平均値の変化を示した.東京は,それ以外の４地点

と比べて,季節変動幅が大きい特徴を持っているが,ど

の地点でも年平均値は,だいたい雲量６から８の間を示

している.ここで問題となってくるのは,雲量が多く

なったからといって,日射量が減る場合もあるし,そう

でない場合もある点である.これは,雲の特徴もある

が,それ以外のエアロゾルの変動に起因することもあ

り,これらの変動を複雑化させている.

2.2 太陽光を利用したエアロゾルの光学的特性の観測

2.1節で日射量と雲量の関係について少し述べたが,

本節と次節では雲やエアロゾルの変動が気候に与える影

響について,観測的研究の立場から現状や問題点などを

示していく.太陽光の各波長の輝度を測定し,大気中に

浮遊するエアロゾル粒子の光学的厚さを求める方法は,

サンフォトメーター（Sun Photometer:Shaw 1983）に

代表されるような大気外の太陽光の放射強度と観測点の

太陽の放射強度の減衰を測定することによって得られる

ことはよく知られている.それらの応用例として,太陽

直達光と周辺光の各波長の輝度を測定し,エアロゾルの

光学的特性や体積粒径分布などを求めるには,スカイラ

ジオメーター（Sky Radiometer:Aoki and Fujiyoshi
 

2003）などを利用する方法がある.雲のみならず,エア

ロゾルの変動によって,日射量は変化するため,このよ

うな観測が適している.これらの方法を利用した世界的

な観測網は,1990年代から整備され,AERONET

（Holben et al.,1998;http://aeronet.gsfc.nasa.gov）や

SKYNET（Aoki et al.2008,2013;http://atmos.cr.

chiba-u.ac.jp）などがあり,現在では,世界数100カ所

において連続観測が行われている.Fig.5は,2012年

に日本や東アジア域において行われたDRAGON2012/

AERONETプロジェクトのつくばにおける観測風景で

ある.左がAERONETで右がSKYNETの測器で,

エアロゾルの観測並びに相互比較観測も行った.このよ

うな集中観測も含め,長期変動を観測するために,様々
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Fig.1：Radiative forcing by emissions and drivers（IPCC 2013,AR5を改編）

Fig.2：Changes in surface solar radiation observed in
 

regions with good station coverage during three periods.
（Wild 2012を改編）
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な場所で観測を行っている.ここでは,SKYNETの代

表的な測器,スカイラジオメーター及びその観測結果に

ついて簡単に説明する.前述の通り,エアロゾル粒子の

直接・間接効果による気候影響は,時間・空間変動が大

きいという特徴から評価することが難しい.地球観測衛

星（e.g. MODIS, GLI等）や 数 値 モ デ ル（e.g.

SPRINTARS等）など,全球規模での気候影響の評価

は進んで来ているが,大気下層に多いエアロゾルを評価

する場合,大気化学的な現場観測や太陽放射観測等の地

上リモートセンシングによる地上検証は必要不可欠であ

る.私たちは,アジア域を中心に,地球観測衛星や数値

モデルによるエアロゾルプロダクトの検証も含め,雲や

エアロゾルの光学的特性の時間・空間変動を調べるため

に,1990年代から太陽直達光と周辺光の角度別,波長

別（７or11波長）の放射輝度を自動測定できる地上観

測型と船舶観測型のスカイラジオメーター（POM-01,

02:PREDE Co.Ltd.,Japan）によって,様々な地域・

場所において観測的研究を行ってきた（Aoki and Fu-

jiyoshi 2003;Aoki et al.2008,2013;http://skyrad.sci.

u-toyama.ac.jp/）.観測は,日中晴天時に直達光を１分

おきに,周辺光を10分おきに観測を行い,SKYRAD.

PACK ver.4.2（Nakajima et al.1996）により,気体吸

エアロゾルの光学的特性の推定と雲の影響

Fig.3：Monthly and yearly mean of global solar radiation(MJ/m)at Sapporo,Tokyo,Toyama,Naha,Japan during Jan
 

1961 to Jan 2013.
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収のほとんどないエアロゾルの観測波長帯である５波長

（0.4,0.5,0.675,0.87,1.02μm）を使ってエアロゾ

ルの光学的特性などを導出している.それ以外の物理量

の導出に,0.315μmを使ったオゾン全量,0.94μmを

使った可降水量,1.6μm等をつかった雲の光学特性

（Kikuchi et al.2006）などがある.Fig.6は,2012年１

月から12月までの札幌（43.08Ｎ,141.34Ｅ：北海道

大学低温科学研究所屋上）でスカイラジオメーターに

よって観測された0.5μmのエアロゾルの光学的厚さ

（AOT500）とオングストローム指数（Alpha）の月平

均値を示したものである.それぞれ赤色で示したもの

は,SKYRAD.PACK version4.2解 析 レ ベ ル ０

（V42L0）と青色で示したのがレベル２Ａ（V42L2A）

である.V42L0は,準リアルタイム解析で,周辺光30

度までを使用して解析を行ったものである.V42L2A

は,測定最大散乱角まで使用して,雲除去などのクオリ

ティーコントロール済みの結果である.雲除去方法に関

しては,いろいろな方法（e.g.Smirnov et al.2000）が

あるが,ここでは,スカイラジオメーターのみのデータ

で算出したいため,大粒子側である閾値を超えたものを

除去して使っている.オングストローム指数は,上記の

５波長を使って計算を行っている.エアロゾルの光学的

Fig.4：Monthly and yearly mean of cloud amount at Sapporo,Tokyo,Toyama,Japan during Jan 1961 to Jan 2013.
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厚さの季節変化は,過去の日本の結果（e.g.Aoki and
 

Fujiyoshi 2003;Aoki et al.2008,2013）と同様に,春に

最大となり,秋にかけて最小となる傾向が示されてい

る.また,オングストローム指数の季節変化は,夏と冬

に最大で,春と秋に最小となる傾向を示した.冬の最大

と秋の最小となる傾向は,普段の傾向とは異なる結果と

なっているので,今後の課題としたい.光学的厚さが最

大でオングストローム指数が最小となる春の主要因は,

主に大陸から来る黄砂粒子の飛来によるものが大きいと

されており,その特徴を捉えている.

2.3 エアロゾルの光学的特性推定時の雲の影響

太陽光を利用したエアロゾルの光学的特性の観測は,

しばしば,雲の影響を受ける（Aoki and Fujiyoshi
 

2003）.2.1節で示した日射量と雲量の相関関係が崩れ

る場合の要因は,エアロゾルなのか,雲なのか,雲周辺

域の散乱などの影響なのかはっきりしない.これらを明

確にするには,太陽光とその周辺光を観測するスカイラ

ジオメーター観測,ライダー観測（Shimizu et al.

2004）,全天カメラ観測などは有効であると考える.

Fig.6でクオリティーコントロール前（V42L0）と後

（V42L2A）での結果を示したが,エアロゾルの光学的

厚さは,ほとんどの月でコントロール後の方が,０

～0.2程度低く,オングストローム指数は,０～0.3程

度高い傾向が見られた.両者とも同じような季節変化を

示しながら,光学的に厚く,大粒子の影響によるもので

あった.オングストローム指数は,冬から春にかけて差

が大きく見られたが,札幌という地域性もあるが,降雪

粒子や黄砂粒子の影響を受けたのではないかと考える.

また,V42L0の結果もある程度の雲は除去されている

が,V42L2Aはさらに各月で約１～６割程度の結果を

除去している.ここでは月平均値を示したが,これらの

瞬時値の同期間の札幌における0.5μmのエアロゾルの

光学的厚さとオングストローム指数の関係図を,Fig.7

に示した.光学的厚さが0.4以上で,オングストローム

指数が1.0以下の領域内で多くのデータが除去されてい

ることがわかり,Fig.６の結果と整合性がとれる結果で

ある.しかしながら,それ以外の領域でも除去されてい

る部分もあったり,光学的に薄くても除去されていたり

する場合もある.また,その領域内であっても,雲ばか

りの影響ではなく,例えば,大規模黄砂現象のように光

学的に厚いエアロゾルの影響などもあるため,他の観測

機器と相互比較などをしながら,様々な角度から検討し

Fig.5：DRAGON2012:AERONET and SKYNET instru-
ments at Tsukuba/NIES,Japan.

Fig.7：Relationship between the aerosol optical thickness
 

at 0.5μm(AOT500)and A
○
ngstrom exponent(Alpha)dur-

ing Jan to Dec,2012 at Sapporo,Japan.
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Fig.6：Monthly mean of the aerosol optical thickness at
 

0.5μm(AOT500)and A
○
ngstrom exponent(Alpha)during
 

Jan to Dec,2012 at Sapporo,Japan.



ていく必要性があると考える.

3.まとめ

雲やエアロゾルの気候への影響の解明が急がれている

中,長期的な観測データの蓄積やデータのクオリティー

を保つことが重要である.札幌の太陽光を利用したエア

ロゾルの光学的特性の観測結果を示しながら,雲と雲周

辺がエアゾルの光学的特性に及ぼす影響について示して

きた.エアロゾルの光学的厚さやオングストローム指数

の季節変化は,過去の結果と同様な結果が得られている

ことが確認された.しかしながら,クオリティーコント

ロール前後の光学的厚さは,各月で０～0.2程度低く,

オングストローム指数は,各月で０～0.3程度高い値が

示されており,気候影響を検証する場合に大きく影響す

るので,雲の影響も含め,さらに研究を進めていく必要

性がある.今後,ライダーを含めた他の測器との相互観

測や時間・空間変動の代表性も含め,精度のよい結果を

示して行ければと思う.
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1.SKYNETの目的

大気中に浮遊する微粒子（エアロゾル）の研究は古く

からあり,JUNGE分布（Junge 1955）に代表されるよ

うに,典型的な粒径分布にその名前をとどめている.一

方,電子計算機の発展とともに気候影響に関する研究も

進み,60年代から70年代にかけて既に影響評価の研究

がある（例えば,Yamamoto and Tanaka 1972）.しか

し,気体と異なり大気中での寿命が短いことや,汚染が

エアロゾルや雲の放射影響評価を地上観測によって明らかにする目的で,SKYNETが構築され

た.SKYNETは,観測ネットワークをベースとした,観測データ及び解析結果の共有,観測・解析

手法の開発などを行うオープン研究コミュニティである.基幹機材であるスカイラジオメータ

（POM-01,POM-02）の観測・解析を中心に,SKYNETではデータ品質の統一と向上を図るための

努力が,観測・解析の両面で行われている.

SKYNETで観測されるエアロゾルは,それぞれの地域の特徴としてまとめられると同時に,衛星

によるエアロゾルプロダクトの検証にも利用され,その一例を示した.こうした研究では,衛星デー

タ解析による幾つかの仮定の妥当性が検証され,アルゴリズムの改善に役立てられる.SKYNETの

重要拠点では,ライダーを利用した鉛直分布計測や散乱計,吸収計を利用した直接サンプリングも並

行して行われている.こうした多様なデータは,複合的な解析を通してより精確な描像を得るのに有

用である.

SKYNETによる地上からの雲計測は,スカイラジオメータ（POM-02）を主として,その他に雲

カメラ,マイクロ波放射計などが重要拠点で実施されている.雲計測のポイントは雲の非均質性にあ

り,新しい観測・解析手法を含めて,放射影響評価のための努力がなされている.

Some topics and issues of aerosol and cloud observations in SKYNET
 

Tamio Takamura
 

The SKYNET is an open research network for observation to estimate the radiative effects of aerosol and
 

cloud in the atmosphere.The research community can share the observed data and the analyzed results in the
 

SKYNET as well as these methods,and has been making efforts to improve the data quality in terms of
 

observation and analysis.

Aerosol parameters derived in the SKYNET activities are compiled as optical features in each region,and
 

also utilized for the validation of satellite products.An example is shown in the satellite validation to improve
 

the retrieval algorithm.In-situ sampling instruments such as a nephelometer,absorption meter,etc are operated
 

as well as a lidar to get an aerosol vertical profile in several super sites of the SKYNET.Through the
 

comprehensive analysis of these data,the understanding of the optical characteristics of aerosols makes
 

progress.

Cloud observation in the SKYNET is also performed using a sky radiometer(POM-02)mainly,and in
 

addition,a sky-viewing camera,a microwave radiometer and related instruments working in some super sites.

The most sensitive issues on cloud observation are inhomogeneity in time and space.The SKYNET community
 

has been making efforts to make it clear in viewpoint of radiative effects of clouds including developments of
 

observation and analysis methods.
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局地的なものと考えられる傾向にあり,一部の研究者を

除いて,全球的な影響評価研究についてそれほど深刻に

考えられてこなかった.

ところが1983年に,米ソ両大国による全面核戦争は,

放射能汚染だけでなく,深刻な気候影響を及ぼすことを

数値的に評価する研究が発表され,全世界に大きな反響

を巻き起こした（例えばターコ他 1984；Levi and
 

Rothman 1985）.これは微粒子が引き起こす人為的な

気候影響としては極めて極端な例であるが,必ずしも非

現実的なものではないことを示しており,政策担当者の

判断にも相当の影響を与えたものと思われる.Budyko

（1969）は,わずかな日射の減少が急速な全球の不可逆

的な寒冷化につながることを単純化したモデルで示し,

気候に対する太陽エネルギー変化の敏感さを主張してい

る.そうした研究と相まって大規模な核の使用は「パン

ドーラの箱」のようなものとなった.

人為起源の二酸化炭素の増加が温室効果をもたらし,

温暖化傾向が促進される可能性が次第に高まり,気候モ

デルの進化もあって,そのメカニズムの詳細を組み込む

ことが必要となってきた.そのなかで冷却に関与すると

予想される雲やエアロゾルの挙動は,IPCC（2013）の

最新の報告書でも指摘されているように,不明の点が

多々ある.将来予測の精度をあげようとすれば,このエ

アロゾルと雲が,温暖化に伴ってどのように振る舞うか

が重要な課題であり,いわゆるエアロゾルの間接効果の

仕組みと影響を知ることが必要となってきた.

SKYNETは,雲とエアロゾルの放射影響評価に関す

る地上観測地点である.雲は地球全体の放射収支に大き

な影響を与えているにも関わらず気象官署での計測は不

十分で,目視による雲量・雲種などが,限られた観測所

でなされているにすぎない.またエアロゾルの直接観測

は,WMO（GAW）の要請による綾里,南鳥島,与那

国島でのサンフォトメータによるもののみである.これ

らの観測サイトは,バックグラウンド汚染を測ることに

主眼があり,国際協力の一環として,特定波長の光学的

厚さを現在も継続的に観測している（http://www.

data.kishou.go.jp/obs-env/infohp/monitoring.html）.

様々な人間活動が多様な分野で拡大し,その影響も広

範囲に及んでいる.大気環境への影響も自然起源による

変動を越えて広く地球全体に及び,自然の持つ復元力を

も越えていることが懸念されている.こうした地球環境

の状況を計算機内部で再現し,高精度の影響評価と将来

予測に関する研究が進んでいる.そこでは,大気・海

洋・陸域での気候に影響を与える因子の全球の実態把握

が必要不可欠である.陸域に偏る地上観測はこうした要

請に対して不十分であり,雲やエアロゾルのようにもと

もと十分な観測がなされていないものも多い.衛星計測

は,広範囲に均質データが得られる点でおおきな優位性

を持っている.しかし,衛星計測で全てが分かるわけで

はなく,計測できないものもあり,また推定される物理

量の質や精度には検証も必要である.

SKYNETは,こうしたことを背景に,これまでの観

測では得られない雲・エアロゾルの放射影響に関する情

報を地上観測から得ようとするものであり,関連する研

究者の自主的な観測をネットワークとして組織化したも

のである.

2.SKYNETのフレームと体制

SKYNETは雲・エアロゾル観測を中心とした観測

ネットワークである.このネットワークは,個々の研究

者が自主的に参加するもので,観測されたデータは

SKYNETデータポリシーのもとで参加者に共有されて

いる（http://atmos.cr.chiba-u.ac.jp/）.これによって,

少ない資金で多くのデータを得ることができ,効率的な

データ利用が行われる.また,特定予算に基づく研究観

測はその目的が終了するとともに観測自体も終了する

が,雲・エアロゾルに関する研究課題は幅広く,使用機

材が機能する限り継続して観測することによって,長期

データの収集と解析を可能にすることが出来る.雲やエ

アロゾルの定量的で継続的な地上観測データは少なく,

貴重なデータとなる.

SKYNETでは,その中核機材であるスカイラジオ

メータの観測データ解析に,共通の解析ソフトを提供し

ている.またSKYNETコミュニティの研究者が開発

したソフトウェアは,SKYNET全体で共有することで

データ品質を一定に保つ努力を行っている.これは,

ネットワークによるデータの共有化・共通化のためには

必須の要件である.それぞれの研究者が計測したデータ

は,それぞれの研究者が利用・解析すると同時に,生

データをSKYNETデータセンターに集約し,一括し

て解析・公開する体制となっている.データセンター

は,現在千葉大学環境リモートセンシング研究センター

内に置かれており,データマネージメントは千葉大学が

中心となって管理・運営する体制である.

ネットワークによって,各サイトから定期的に送られ

てくる生データは,一時処理として,暫定検定値を用い

た物理量変換等が行われホームページ上で公開される.

また,検定値などの変更や処理手法の改善があった場合

には,その都度新しい解析値に更新される.

図１に,SKYNETコミュニティとしてスカイラジオ

メータを設置している地点を示している.個人の立場だ

けでなく,組織として加わっているサイトもある.ヨー

ロッパ地域では独自にネットワークを構成して活動

（http://www.euroskyrad.net/index.html）を行ってお

り,相互にソフトウェアのチェックやデータ交換を行っ

ている.インドも同様である.ネットワークの拡大につ

れて,こうした各地域を単位としたサブネットワーク化
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が進みつつある.

3.SKYNET機材と維持管理

SKYNET観測機材は,エアロゾル,雲及び放射を観

測する機材からなっている.各サイトは,設置した研究

者の目的によって様々な機材がある.共通しているの

は,最低限エアロゾル観測機材であるスカイラジオメー

タが設置してあることである.表１に代表的な設置機材

の一覧を示す.

エアロゾル計測には,衛星計測同様リモートセンシン

グ手法によって推定するものと,in-situでエアロゾル

を直接計測するものとに分かれる.リモートセンシング

手法を用いるものには,エアロゾルのカラム積算値やカ

ラム平均の物理量を求めるスカイラジオメータや,鉛直

分布を直接計測するライダー（レーザレーダ）などがあ

る.一方,後者の代表的なものには,エアロゾル吸収

計,散乱計,粒径計測器などがあり,直接計測する強み

はあるが鉛直分布やカラム積算値を知ることは出来な

い.それぞれに特徴をもっており,その目的に応じて利

用することとなる.

一方雲計測では,直接計測をすることはできず全てリ

モートセンシング手法に依る.スカイラジオメータに

よって,鉛直直上の透過輝度観測により雲の光学的厚さ

を推定する.マイクロ波放射計では,雲水及び水蒸気か

ら射出されるマイクロ波領域の電磁波を計測し,得られ

た輝度温度から雲水量と水蒸気量を推定する.また,雲

カメラでは全天の雲の状況を定期的にモニターしてい

る.最新の機材として,94GHzを利用した雲レーダを

独自に開発しており,雲の内部構造の解明やマクロ的特

徴との関連研究に威力を発揮する.

また正確な放射影響評価のために,各サイトに全天日

射計が設置されているところが多い.さらに赤外放射

計,散乱日射計,直達日射計等を設置しているサイトも

ある.

こうした機材によるデータを利用する際に重要なこと

SKYNET観測

図1：スカイラジオメータ設置地点.

表1：SKYNETに展開されている機材のまとめ.全てが設置されているわけではなく,サイトによって,それぞれ異なる.
〝Tr"は,Traceabilityのある機材を示している.(＊PWC：可降水量）

Model  Tr. Manufacturer  Aerosol Cloud Radiation  Others
 

POM-01  PREDE ○
sky radiometer  POM-02  PREDE ○ ○ ○(＊PWC)

sun photometer  PGS-100  PREDE ○

pyrheliometer  CH-1/CHP-1 ○ Kipp&Zonen ○

pyranometer  CM21/CMP21 ○ Kipp&Zonen ○

CG4 ○ Kipp&Zonen ○
pyrgeometer  PIR ○ Eppley Lab. ○

UV radiometer  UV-S-AB-T  Kipp&Zonen ○

Spectral radiometer  MS-700  EKO ○ ○

WVR-1100  Radiometrics ○ ○(＊PWC)

microwave radiometer  MP-1500  Radiometrics ○ ○(＊PWC)

HATPRO  RPG ○

cloud camera  PSV-100  PREDE ○

cloud radar  FALCON-I  Chiba University ○

lidar ― NIES ○ ○

KC-01D  RION ○
optical particle counter  Model 237  MetOne ○

Nephelometer M903  Radiance Research ○
aerosol scattering meter Nephelometer 3563  TSI ○

Aethalometer  Magee Scientific ○
aerosol absorption meter  SP-Y02  Hokkaido University ○
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は,データの信頼性である.日射計・放射計のように世

界標準のある機材と,そうでない機材が混在しており,

表に見られるように,可能なものについては,気象庁気

象研究所と協力して機材校正の体制を確立している.ス

カイラジオメータの検定については次節で紹介する.

4.SKYNETによるエアロゾル観測

4.1 Sky radiometerの検定,CIMEL CE318

との違い

スカイラジオメータは,天空輝度分布を計測し,その

輝度分布の形状からエアロゾルの光学特性（光学的厚

さ,単一散乱アルベド,等価粒径分布,平均複素屈折率

等）を知ろうとする機材である.従って,センサーは単

に太陽追尾するだけでなく,任意の方向の輝度を分光計

測することができる.エアロゾルの光学的厚さは直達光

の分光計測で得ることができるが,エアロゾル自体の平

均的な複素屈折率を知るには,散乱光のパターンを知る

必要があるためである.米国NASAが展開するAER-

ONET (Aerosol Robotic Network)では,フランス

CIMEL社製のサンフォトメータ（CE318）を使用し

て,類似の観測を行っている.

解析の原理は,散乱光の角度特性がエアロゾルの粒径

分布と複素屈折率に依存することを利用する.また複数

波長の利用は,粒子の光学特性の波長依存性を知ると同

時に,散乱に対する相対効果を変えることから,より幅

広い粒径分布の推定に効果的である.

エアロゾルの放射影響評価では,その光学的厚さ

（AOT）を知ることが最も重要であり,古くから計測が

行われている.地上で計測される波長λの直達光の強

度は,次式で表すことができる.ここでτは大気全体

の光学的厚さを示しており,気体の吸収のない波長域で

は空気分子の散乱とエアロゾルの消散（AOT）の和と

なる.また E は地球太陽間距離（天文単位）であり,

θは時刻 t での太陽天頂角を示している；

I t ＝
1
E
I e

AOTは,検定値 I が分かれば I を計測することで

推定することが出来る.この I の精度がAOTの精度

になるため,その精度維持が重要である.SKYNETの

国内主要サイトでは,気象庁気象研究所の国内基準器と

比較することによって値付けする.この基準器は,毎年

米国NOAAのマウナロア観測所（ハワイ州,標高3400

m）において,Langley法によって値付けしたものであ

る.AERONETも同様の手法で検定をしており,両者

のAOTの観測値はよく一致していることが分かってい

る.

一方,散乱光（散乱角：Θ）の評価は,直達光との比

（R）で推定する；

R Θ＝ωτP Θ＋q Θ

ここで,ωは単一散乱アルベド,τは光学的厚さで

ある.右辺第一項は一回散乱,第二項は多重散乱項であ

り,光学的に薄い場合には散乱光は光学的厚さに比例す

ることを示している.このとき,直達光の検定は,上記

の通り大気が安定な高山などで直接太陽光を観測するこ

とによりなされるが,これはあくまで大気の上端での太

陽エネルギーを基準としたときの相対検定であり絶対検

定（光量の絶対値計測）ではない.一方散乱光は,セン

サー開口（受光立体角）の違いによって受光量が異なる

ことから,センサーの立体角を厳密に計測しておく必要

がある.あるいは,その立体角に入射する光量の絶対検

定が出来れば,既知の光源を用いることによってこの問

題を解決することも出来る.

AOTの推定にはセンサーの相対検定で十分である

が,エアロゾルの吸収性（単一散乱アルベド,SSA）

を評価しようとすると精度のよい散乱光計測が欠かせな

い.即ち立体角を精度よく知るか,あるいは計測する散

乱光量の絶対値を計測するか,いずれにしてもそれぞれ

機材の検定が必要である.スカイラジオメータを使用す

るSKYNETでは前者の手法を,サンフォトメータ

CE318を用いるAERONETでは積分球を用いた後者

の手法を確立している.

スカイラジオメータなどのこの種の分光型フォトメー

タは,分光に10nm程度の狭帯域干渉フィルターを採

用している.このフィルターは比較的劣化が早く,特に

使用開始直後から１－２年の間の透過率の減少の著しい

ものが散見される.もし検定値がずれると,AOTの推

定値の誤差が拡大することは勿論,上式から分かるよう

に,推定しようとするSSAにも影響を与えることにな

る.こうした計測器では,通常１年に一回程度の検定

（校正）を実施するが,必ずしもこうした状況に対応出

来ない場合がある.SKYNETでは,従来のLangley

法と並んでこうした劣化による検定値の変化を推定する

ために,Improved Langley法が開発されている

（Tanaka et al.1986;Nakajima et al.1996）.もしエア

ロゾルの質が一定の場合,直達光の減衰しか計測出来な

い従来のサンフォトメータでは不可能であった検定値の

推定を可能にしようとするものである.この原理は,一

定の仮定の下に直達・散乱光比から暫定の大気の光学的

厚さを推定し,これを利用して検定値を推定しようとす

るものであり,AERONETでは採用されていないもの

である.図２に,SKYNET辺戸岬,福江島,宮古島サ

イトで使用しているスカイラジオメータの検定値の経年

変化の例を月平均の値として示している.Improved
 

Langley法で推定されたものであるが,併せて2008年

１月及び2009年１月にはLangley法で求めたものが示

してあり,よく一致していることが分かる.頻繁に検定

できないサイトにおいても,一定の品質で検定できるこ
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とを示しており,アクセスの容易でないところや,厳し

い環境下での使用にも対応出来ることを示している.こ

の図を見ると,検定値が必ずしも経年的に安定ではない

様子がよく分かる.

4.2 エアロゾルの解析例と衛星検証

地上で計測するエアロゾルは地理的に限られるが,そ

れでもこれまで多くの観測がなされており,その成果が

報告されている.またそれらをもとにエアロゾルのモデ

ルもいくつか構築されてきた（Shettle and Fenn 1979;

Deepak and Gerber 1991;Hess et al.1998）.人為起源

エアロゾルは殆ど陸域が発生源であり研究対象になりや

すく,観測も比較的容易なことによる.一方,海洋上や

海洋性のエアロゾルの観測は離島や船舶などを用いて観

測されている（例えば,Yabuki et al.2003）.

全球の状況を知るには,地域的なウェートのかからな

い情報が必須である.地球観測衛星を用いたエアロゾル

観測は,日射の十分でない極域を除き,こうした要請に

対して好都合であり,粒径分布の形や屈折率を仮定すれ

ば,１波長でも推定することが可能である.とりわけ地

表条件の比較的分かりやすい海域（水域）のエアロゾル

は,アルゴリズム上は容易になる.一方,陸域では地表

面の影響を適切に評価するのが難しく,その影響が相対

的に小さくなるような条件の場合について推定が可能と

なる（例えば,Kaufmann and Sendra 1988）.

日本が打ち上げた本格的な地球観測衛星である

ADEOS IIは,可視・近赤外・赤外線センサー（GLI）

を搭載して,大気・海洋・陸域の多様な情報を収集し

た.大気チャンネルを用いたエアロゾル推定も重要な生

成プロダクトの一つである.このGLI衛星データの,

SKYNETデータを用いた地上検証についての例を紹介

する.図３は,Takamura et al.（2009）によって示さ

れた例で,図3(a)及び(c)（原図でも図３）は,初期ア

ルゴリズム（ver.1）を用いたものである.明らかに地

上の観測値と比較して,光学的厚さ（AOT）が過大評

価傾向を示している.一方,オングストローム指数

（AE）の対応は比較的よい.AOTの不一致を是正する

ためにSKYNET奄美大島のデータを解析したところ,

図3(e)に示されるように,GLIの解析で仮定されてい

る粒径分布とはわずかに異なるものが得られている.こ

うした地上観測に基づいて粒径分布の仮定を変えて再解

析（ver.2）を行ったものが図3(b),(d)である.AOT

の一致度はかなり改善されているが,AOTが大きくな

ると明らかにGLI AOTが過小評価になっていることが

わかる.また,合うはずのAEは,むしろver.2の方が

悪化しているようにみえる.これは,解析上の仮定がま

だ不十分なことを示している.0.6～１以上の大きな

AOTがIriomote（沖縄）で観測されているが,こうし

た大きなAOTは極めて薄い絹雲の影響を受けている可

能性もある.検証では,こうした影響を避ける必要があ

り,信頼性の高いデータスクリーニングが欠かせない.

こうした点を考慮すると,必ずしもGLIのアルゴリズ

図2：Langley法とImproved Langley法によるスカイラジ
オメータの検定例.In-situで実施可能なImproved Langley
法によって,細かな検定値の変動が確認できる.

図3：スカイラジオメータによるエアロゾルの観測と衛星計
測データの比較.(a)及び(b)は光学的厚さ,(c)及び(d)は
オングストローム指数を示している.(a)及び(c)は,衛星推
定アルゴリズムの初期版（ver.1）を利用したものであり,
図中の緑字はSKYNETの観測サイトを示している.(b)及
び(d)は,地上検証によって,衛星データのエアロゾル推定
アルゴリズムを改訂した結果（ver.2）をそれぞれ示してい
る.(e)に,推定アルゴリズムに使用した粒径分布の初期版
と改訂版の違いが見える.
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ムのみに課題があるわけではなく,地上観測の精度及び

信頼度の検証も並行して確認することを必要としてい

る.

4.3 エアロゾル直接観測

エアロゾルの日射・放射への影響を知るには,エアロ

ゾルの化学組成自体を知ることはそれほど重要ではな

い.その分布状態から推定される光学的厚さ,日射・放

射に対する散乱・吸収の光学的な性質が分かればよい.

エアロゾルをテーマとした研究者は多く,健康影響や汚

染質の拡散,超微粒子生成などの多岐にわたる.とりわ

け戦後高度成長期に深刻化した大気汚染では,喘息など

の原因物質として広く調査・研究が進んだ経緯がある.

各地の自治体に公害研究所や類似機能を持つ施設が設置

され,こうした物質の観測体制が生まれた.健康影響の

調査・研究では,重量濃度や化学分析を中心とする観

測・解析が主であり,放射影響まで省みられることは殆

どない.また,その手法から地上付近のサンプルに限ら

れる.同時に,こうした汚染質がどのように拡散する

か,発源地から拡がっていくのかも重要なテーマであ

り,混合層や境界層の研究も盛んとなったが,やはり放

射影響の観点はなかった.

しかし,大循環モデルによる地球気候の再現が進み,

人為起源エアロゾルの大規模な流れに伴う気候影響が重

要な課題として俎上に上っている.そこではエアロゾル

は重要なトレーサーとしての役割も果たしており,化学

組成分析の重要性があらためて認識されている.

SKYNETでの地上観測によるエアロゾルの直接サン

プリングでは,こうした化学組成分析は行われておら

ず,主として光学手法によるエアロゾルの散乱・吸収特

性を直接計測することが行われている.これは,エアロ

ゾル量を光学的効果の観点から手軽に計測出来る測定器

として急速に普及している.(SKYNET福江島,辺戸

岬の両サイトでは,他グループによるエアロゾルの直接

サンプリングによる化学組成分析が実施されている.）

こうした機材でエアロゾルのサンプリングをするに

は,注意が必要である.大気中に浮遊する状態と同じ状

態で計測することはいずれの機材でも困難で,一旦パイ

プ等を利用してセンサー部分のある観測室に導入する.

気体と異なり,この過程でエアロゾルの性質が変わる可

能性がある.その第一は,吸引パイプの設計によっては

粒子の大きさによってサンプリングされる粒子が選択的

となり,本来のエアロゾル分布とは異なる分布サンプル

を計測している可能性があることである.このため,導

入路は慎重な設計が必要である.更に,導入路の中で

も,室内に入れた時点で室内外の温度差による粒径変化

の可能性もある（Hanel 1976）.

こうした点がきちんと評価されていないと,得られた

結果に思わぬ誤差を生むことになる.

SKYNETサイトでエアロゾルの直接サンプリングを

行っている地点では,こうした影響を最小にするために

PM10相当のインパクターによる粒子カットと各計測

器の吸引量に対応した等速吸引ノズルを採用している

（兼保他 2009）.また,エアロゾルの湿度依存による変

化を避けるために,室内引き込み時直後のパイプにヒー

ターを巻き,空気温度を50℃に調整している.これに

よりエアロゾルを乾燥させたのちに,各計測器に導いて

いる.従って,計測されたものは浮遊状態のものではな

く,乾燥化させたものであることに注意する必要があ

る.

エアロゾルの散乱特性を計測するには,ネフェロメー

タを利用する.この機材は,外部から導いた微粒子を含

む空気を光散乱室に導き,これにフラッシュランプ（ハ

ロゲンランプやLEDなど）によって光を照射する.エ

アロゾルによって散乱された光は,分光フィルター付き

の光検出器で連続的に検出する.巧みな光学系の配置に

よって,広範囲の散乱角方向から来る光をそのまま積分

値として得ることが出来る構造となっており,原理的に

は全散乱断面積（散乱係数）が推定可能なものである.

一方,エアロゾルの吸収の計測には幾つかの方法があ

るが,散乱量と比較すると吸収量は極めて小さいため,

浮遊状態で計測するのはとても難しい.吸収量を増やす

必要があり,簡便なのはフィルター上に捕集したのち

に,サンプルに光を照射しその透過光量から推定するも

のである.ベースとなる清浄フィルターの透過率が既知

であれば,Beerの法則でエアロゾル層での透過率が分

かり,さらに照射光の断面積と通過する試料に対応する

積算体積（サンプル空気量）で吸収断面積を対応させる

ことになる.

これらの散乱及び吸収係数がわかれば,エアロゾルの

単一散乱アルベド（SSA）を推定することが可能とな

る.こうした計測器から推定されるSSAは,それぞれ

の計測器から得られる散乱係数,吸収係数にどのような

誤差が含まれるかに注意する必要がある.例えば,散乱

計によって求められる散乱係数は,前方や後方の散乱部

分を十分に捉えておらず,例えばRadiance Research

社（M903）のものでは10°～170°の散乱光を集光して

いるに過ぎない（TSIでは７°～171°）.この機材は,清

浄な空気と二酸化炭素を用いて検定を行っているが,こ

れらの散乱パターン（Rayleigh散乱）と粒子の散乱パ

ターン（Mie散乱）は異なっており,特に前方散乱が

大きく異なる.このため,計測データを正しく評価する

ためには補正が必要であるが,それには粒子の粒径分布

の知識が必要となる.通常この補正を行わないと,散乱

係数を過小評価することとなり,その結果,仮に吸収係

数が正しいとしてもSSAを小さく見積もる結果とな

る.例えば,前記のM903の計測では,最大40％程度

の補正が必要となる場合もあることが示されている
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（Yabuki et al.2003）.一方,光吸収計は,高濃度のエ

アロゾル集積の透過率を計測するため,試料内部やベー

スとなるフィルターとの多重散乱効果を評価する必要が

ある（Bond et al.1999）.しかし,多重散乱は粒子の成

層状態によって異なるので定量的に評価するのは容易で

ない.また,散乱の様相も粒径によって異なる.これは

精度のよい検定を行ったとしても,その計測上の特性に

由来するものであり,避けることができないものであ

る.どのような機材にも,計測結果にはそれぞれ計測手

法に基づく固有の誤差を持つが,こうした場合にはその

影響の程度を十分に把握することが必須である.

エアロゾルは,発生してそのまま大きく拡がることな

く降下・沈着していくものと,黄砂やサハラダスト,大

規模火山爆発の噴煙のように,長距離を移動し広範に影

響を与えるものがある.自然現象だけでなく人為的な汚

染も同様である.こうした長距離輸送の実態を知るに

は,衛星観測は勿論,輸送モデルによる研究が有効な手

段として推進されている.こうしたものを検証するため

にも,地上定点における種々の継続的な関連観測が必要

である.エアロゾルのカラム情報は,前述のスカイラジ

オメータやサンフォトメータが,またエアロゾルの起源

の推定には化学分析が極めて有効な手法である.３次元

構造の解明には,ライダーによる鉛直分布の観測が極め

て効果的であり,SKYNETでも福江島,辺戸岬,千葉

大などのサイトは,国立環境研究所が中心となって実施

しているAD-Net（http://www-lidar.nies.go.jp/AD-

Net/）の一部と重複したサイトとして運営されている.

AD-Netで使用しているライダーは,後方散乱係数の鉛

直分布の他に,偏光解消度の計測を行い,非球形粒子の

検出も同時に行うことから,土壌粒子のような非球形性

の強いエアロゾルを分離することが可能で,カラム情報

しか得られないスカイラジオメータの解析にも,大きな

力となる（例えば,Takamura et al.2007）.

4.4 課題

直接サンプリングは,計測手法そのものは高い精度や

信頼度が得られる反面,エアロゾル計測の場合には,こ

うした浮遊状態と必ずしも同一でない点で,放射影響評

価を行う場合の課題となる.一方,放射環境の計測から

推定されるエアロゾルパラメータは,カラム全体の平均

的な量ではあるが,放射環境を再現できる点で有利であ

る.

こうしたエアロゾルの直接・間接の複合的な観測が実

施されているサイトでは,それぞれから得られるエアロ

ゾルプロダクトが相互に整合性のとれたものとなってい

る必要がある.残念ながら現段階では,そのような検討

は十分でなく,必ずしも合理的なプロダクトと言えない

可能性もある.例えば,スカイラジオメータから得られ

る光学的厚さがライダーから推定されるものと一致して

いることや,そのプロダクトを用いて推定する日射量が

観測値と整合することなどである.前述の吸収・散乱計

を用いた地上観測値から推定される単一散乱アルベドや

ライダー解析時に使用される後方散乱係数比が,スカイ

ラジオメータから推定されるものと大きくかけ離れず,

かつ化学組成の観点からも合理的なものとなっている必

要がある.

こうしたことを行う上で,大きな課題は浮遊状態のエ

アロゾルと計測時のものが,必ずしも同じでないことで

ある.複合的な観測が行われているサイトでは,個々の

観測値から得られる物理量の整合性を吟味することで,

エアロゾルの混合状態や浮遊状態のパラメータに関する

新しい知見を得る可能性も考えられる.

5.SKYNETによる雲観測

雲の挙動は地球の放射収支に決定的な影響を与える

が,分からないことが多い.関心が高いことは,温暖化

に雲がどのように反応するかと言う点である.気象庁で

は,地上気象観測指針（1993）に基づいてルーチンの雲

観測を実施しており,このなかでは雲量,雲形,雲高な

どを目視によって観測・記録している.観測の主目的

は,大気の運動に伴う雲の状態把握にあり,総観規模現

象の解析を含めた気象擾乱の解明に役立つ雲観測として

の立場である.従って,こうした気候目的のための雲観

測の視点が小さく,また目視観測という点でも他の観測

項目と異なる.観測に高度の練度が要求され,長期的な

傾向把握や統計処理になじみにくい要素である.

出来るだけ観測結果に普遍性を持たせるには,曖昧さ

を出来るだけ排除する明確な定義や閾値の設定,手法依

存性の少ない観測方法が必要であるが,こうした観点で

の定量的な地上からの雲観測は,現在気象官署では行わ

れていない.

一方,衛星観測はマクロな雲の動態を知るには最適の

ものである.とりわけ静止衛星による観測は,高頻度で

計測出来ることから比較的変化の激しい雲にも対応で

き,長期・短期のいずれの時間スケールにも対応可能で

ある.ISCCP (International Cloud Climatology Pro
 

ject:http://isccp.giss.nasa.gov/index.html)は,こうし

た雲の状態の長期変動を知るために,運用中の気象衛星

や地球観測衛星のデータから,雲量,光学的厚さ,雲頂

温度などを解析・蓄積している.気象庁も,このプロ

ジェクトに対して「ひまわり」のデータ提供を継続して

いる.

SKYNETによる雲観測は,こうしたことを背景にし

て日本が主導する地球観測衛星ADEOS IIの実施に伴

い,その主要センサーの一つであるGLIから推定され

る雲パラメータの検証を目的に開始された.検証には幾

つかの項目があるが,ここでは雲量,光学的厚さ,有効
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図4：雲カメラSKYVIEW で撮影したイメージ（左）と,雲の検出結果の例.中央の黒い棒は,太陽直達光を遮蔽するための
もの.

粒径に関するものについて述べる.

5.1 雲カメラによる観測と雲量

雲カメラは,魚眼レンズを持つイメージセンサーで,

指定の時間間隔で空の状況を撮影する.直達光によるセ

ンサーの劣化を防ぐためにシャドーバンドが取り付けて

ある.空のモニターには極めて有効で,単に雲のあるな

しだけでなく,アニメーションを作成することによって

雲の移動方向や降水なども確認できる.

魚眼レンズのイメージから雲量を推定するには,レン

ズの投影法が重要である.幾つかの方法があるが,

SKYNETで使用している魚眼レンズは,画像中心から

の距離rが天頂角θに比例するタイプ（等距離射影）

と,像面積が立体角に比例するタイプ（等立体角射影）

の２種類あり,現在は後者のものになっている.これに

よって画面上の面積で雲量を推定しようとすると,観測

者の中心から立体視野角に比例した雲量と同等となる.

これは,必ずしも衛星からみた平面の雲量とは異なる

が,地上で観測する場合の視覚的なものとはよく対応す

るはずである.

撮影イメージを用いて,雲量に変換するには雲の白さ

を利用する.撮影されたフォーマットはJPEGであり,

これをRGBに変換したのち色度図に対応させることに

なる.これを用いて空の青さと雲の白さを判別するが,

必ずしも撮影された色は絶対的なものではないので,経

験的に閾値を事前に決めることが必要である.図４に例

を示す.左の元のイメージに対して,ピクセル毎の雲判

別とパターン認識による雲判別を組み合わせた結果が右

図である.概ね認識しているが,所々目視と異なるとこ

ろも散見され,改善の余地のあることを示している.

この雲判別では,エアロゾルによる太陽周辺光と雲の

分別が問題となる.エアロゾルが増えるにつれて白く輝

く太陽周辺光が増加し,一見雲と区別することが出来な

いこととなる.やっかいなことは,この影響がエアロゾ

ル濃度に依存することである.これを避ける方法はまだ

開発されておらず,濃いエアロゾル状態での太陽周辺の

雲判別は課題となっている.

衛星雲量は,一定の地理的面積に占める雲の割合であ

る.これを地上観測値と対応させるには,雲の高度も考

慮する必要がある.即ち,雨雲のような低層雲の場合と

絹雲のような高層雲では,衛星から見た雲量は大きく異

ならないが,地上からのものは,相対的に雲を見込む立

体角が異なることから大きく異なる可能性がある.衛星

計測に対応する,地上からの雲量計測の自動化にはこう

した点を考慮する必要がある.

5.2 Sky radiometerによる雲パラメータの計測

雲の光学的な厚さ（COD）と有効粒径（r ）は,雲

の発達・成長を考える上でも重要なパラメータである.

SKYNETでは,スカイラジオメータに1.627,及び

2.2ミクロンの雲チャンネルを追加（POM-02）して計

測している.雲による吸収の少ない従来のチャンネル

（1.02ミクロン）と吸収のあるチャンネルを組み合わせ

ることによって推定する原理である（Kikuchi et al.

2006）.図５に,地表面反射率がゼロで太陽天頂角が

30°の場合に,1.02ミクロンと2.2ミクロンの鉛直方向

図5：太陽天頂角30°で,地表面反射率＝０のときの,1.02
μmと2.2μmの層状雲の透過率.雲の光学的厚さ（τ）が
４～64に対して,有効半径（r）が２～32μmをパラメー
タとして描いてある.
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を見た時の雲の透過率を示している.太陽高度に依存す

るが,光学的に厚くなると,吸収のない1.02ミクロン

での透過率は計測できるものの,吸収のある2.2ミクロ

ンでは透過光がほとんど地上に到達せず,光学的厚さは

分かるが粒径推定が難しくなることを示している.2.2

ミクロンより弱い吸収を示す1.627ミクロンを用いる

と,その点は改善されるが粒径推定精度は低くなる.

図６に,同一の雲を異なる手法で解析したときの有効

粒径の違いの例を示す（Pandithurai et al.2009）.2008

年３－５月,SKYNET沖縄辺戸岬での集中観測時の

データから推定されたもので,94GHz雲レーダのみ,

雲レーダ＋マイクロ波放射計,スカイラジオメータ

（1.02＋1.627μm,1.02＋2.2μm）によるものの４種

類の結果の経時変化と,同時に上空を通過したMODIS

のデータが,３日に分けて描かれている.スカイラジオ

メータの２チャンネルから推定される結果が必ずしも同

じ値となっておらず,概して2.2μmを用いた推定が有

効粒径を大きめに評価する傾向が見える.しかし,その

差は雲レーダによる推定値の違いに比べると遙かに小さ

く,雲レーダを用いた推定仮定にも課題のあることがわ

かる.雲レーダの時間断面図から,ターゲットの雲は全

て水雲であり,比較的層状性の雲と考えられるが,こう

した違いを生む理由は,観測上,解析上の双方に検討す

べき課題が未だあることは明白である.観測上の問題で

は,観測された雲に大きな非均質性はなくとも,それぞ

れの機材の視野（角）が異なることによって結果に影響

を与えることや検定値のずれなどが予想される.また,

太陽光を用いるスカイラジオメータや衛星センサーで

は,大気状態や地表面の仮定が結果に影響を及ぼす可能

性がある.MODISの結果とも一致度がよくないのは,

こうした幾つかの原因が積み重なってものであり,予想

される原因を出来るだけ排除する努力が必要である.

スカイラジオメータによる雲パラメータ推定では,上

記のようにそれぞれのチャンネルの透過率から求めるこ

とができるが,このためには各チャンネルで受ける散乱

光の輝度を精度よく計測する必要がある.これはエアロ

ゾルの散乱光計測と同様であることから,その検定には

MLOでのLangley法による検定と大気上端での該当波

長での太陽エネルギー分布を仮定することによって達成

することができる.しかし,この波長域では太陽エネル

ギー自体がかなり小さく,センサーを安定した状態で保

つ工夫も同時に必要となる.

SKYNETサイトでは,雲の計測が出来るPOM-02

と雲チャンネルのないPOM-01のいずれかのスカイラ

ジオメータが設置されているが,現在ルーチン的な雲パ

ラメータの解析は行っていない.集中観測などで必要な

場合に応じて個別解析を行っているが,今後ルーチン的

に解析を行い,結果を公開する予定である.

5.3 マイクロ波放射計と日射計による雲パラメータ推

定

雲水量は雲氷量と並んで,雲がもつ水の総量

（LWP）を示す指標として重要なパラメータである.ほ

ぼ球の水粒子から構成される水雲では,雲の光学的厚さ

（COD）とその有効粒径（r ）の間に次の関係があ

る；

LWP＝
2
3COD r

この雲水量は,マイクロ波放射計で直接計測すること

が可能である.これは水（液体）自身が出すマイクロ波

領域の僅かな放射を検出して推定するもので,通常市販

の放射計では可降水量（PWC）も同時に推定する.マ

イクロ波領域の水蒸気吸収線の近傍である23GHz前後

と,水蒸気吸収の小さい30GHz前後の２周波を用いた

ものが一般的に用いられており,得られる輝度温度（ま

たは対応する光学的厚さ）から推定されるものである.

一方,水平均質な雲がある場合,そのCODとr が

分かれば,放射伝達方程式を用いて地表面での日射量は

推定可能である.これは,もしLWPが計測出来れば,

同時に計測される日射量を用いることによってCODと

r が推定出来ることを示している.SKYNETでは日

射計を併設しているところが多く,こうしたことが可能
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図6：幾つかの観測・解析手法から得られた雲の有効粒径の
例.94GHz雲レーダのみ（黒）,雲レーダとマイクロ波放
射計の組み合わせ（赤）,スカイラジオメータ（1.6μm
（緑）と2.2μm（青））及びMODIS（空色）のそれぞれに
ついて,時間変化で示されている.



となる.これは,衛星による雲パラメータ推定データの

検証手法の一つとして利用することも出来る.

雲パラメータの定量的評価で最大の問題は,その非均

質性にある.例えば,極めて小さな雲でも,その雲が太

陽を遮蔽していれば地上で受ける全天日射量は小さく,

同じ雲が太陽方向と大きく異なるところにあれば,その

雲の影響はほとんどない.雲の観測においては,水平非

均質の影響を最小限にとどめる必要がある.

図７に,マイクロ波放射計によるLWPと観測日射量

を併用して推定したCODとr のサンプル例を示す.

観測値は,SKYNET福江島サイトである.下段に,マ

イクロ波放射計によるLWP（X印）の変化を示してお

り,図中の短い垂直の破線は雲の存在範囲（雲底と雲

頂）を示している.これは,マイクロ波放射計から得ら

れるLWPの推定精度を向上させるためのアルゴリズム

を利用する際に同時に求まるものである.この時,雲底

は同時計測のライダーデータを利用している.この日

は,おおむね1500m前後に雲底をもつ雲であるが,

時々500m程度のものもあること観測されている.同

時計測の日射量を利用して推定したCODを中段に,

r を上段に示す.両図に黄緑と赤で示した点は,それ

ぞれ全天日射計と視野角11°の狭視野日射計を用いた場

合の結果である.

完全な平行平板の雲であれば,いずれの日射計でも同

じ結果を得られるはずであるが,非均質な雲や明らかな

離散雲では,両者の結果は異なることになる.両者が大

きく異なるところは,非均質度の高いところと考えられ

る.因みに利用したマイクロ波放射計はおよそ５°程度

の視野角をもっており,狭視野日射計との対応は,全天

日射計よりよい.因みに,同時刻にMODISデータか

ら推定されたLWP,COD,r も記入されている.

非均質効果を含んだ雲のパラメータ推定は,非均質状

態を精確に知ることが前提であり,それ自体容易でない

ケースも多い.また,それに対応した三次元の放射伝達

を考慮することが必須であり,こうしたものに対応する

汎用性のある解析システムの構築はまだこれからの段階

と言える.

ただ,別の視点で考えると,得られる雲パラメータが

どのような目的で使われるのかによって,必要とする推

定精度も異なるのは当然である.SKYNETは,基本的

に放射を中心とする収支に関する研究に資することを目

的としている.その時間的なスケールも,短時間に急変

する現象に必ずしも対応していない.例えば,発達する

積雲は極めて短時間に,三次元的に変化しており,こう

した雲を詳細に捉えることはケーススタディとしては行

えるが,ルーチンとしては難しい.むしろこうした詳細

な状態と,マクロスケールの状態の関係を明確にするこ

とが重要である.収支で必要とされる空間分解能に対し

て,それぞれのパラメータで対応する時間分解能と精度

が保たれることが重要であり,相互に整合性が取られて

いることが必要である.

図7：マイクロ波放射計によるLWP（下段）と,これと観測日射量を組み合わせて推定されたCOD（中段）とr （上段）.全
天日射量（黄緑）と狭視野日射計（赤）の違いによってそれぞれのパラメータの推定精度が異なるのは,雲の非均質性を表して
いる.
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6.おわりに

雲・エアロゾルが地球の放射収支に与える影響を評価

するために,様々な衛星データを用いた解析や,大気海

洋モデルを用いた研究が推進されている.地域によって

異なる自然環境があり,それによって異なる人間活動が

ある.多様な大気環境の一部として雲・エアロゾルがど

のような状況となっており,気候にどのような影響をも

たらしているか,今後もたらす可能性があるか等を知る

ことはとても重要なことである.

SKYNETは,こうした研究に対して地上観測データ

をもとに寄与しようとするものである.衛星解析や気候

モデルではハッキリしないパラメータやメカニズムの詳

細を,地上計測によって明らかにすることも重要であ

り,またこれらによる生成物の精度検証も必要である.

こうした活動のために,SKYNETは各国の興味ある研

究者がスカイラジオメータによる地上観測とその解析を

キーとして連携し,SKYNETコミュニティを形成して

研究の促進を図っているものである.

雲・エアロゾルの気候影響に関する研究では,従来の

気象官署の観測の枠組みでは出来ない要素を含んでい

る.また,国を越えて広がりを持つ必要がある場合もあ

る.気象官署によるルーチン観測では,精度の維持され

た安定な観測が期待される反面,意思決定に時間がかか

り拡大・縮小などの戦略に対する即応性に乏しい.ま

た,それぞれの国内にとどまるために,広範な領域への

対応も困難である.研究者の自発的な連携による研究フ

レームは,観測上の課題はあるものの多くの利点もあ

る.

こうした活動の中で,インド,中国,韓国,日本など

では,気象官署の観測に既に組み込まれたり,組み込も

うとする動きもある.変化の著しいアジア域でこうした

動きのあることは歓迎すべきことであり,関連研究がさ

らに発展することが期待される.
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1.はじめに

地球の表層は,ほぼ全てのエネルギーを太陽放射とし

て受け取り,地球放射として宇宙空間へ射出する.大気

上端に入射する太陽放射エネルギーは全球かつ年平均で

約340W/m で,そのうち約30％は雲,エアロゾル,

大気分子や地表面によって宇宙空間に反射される.大気

によって20％余りが吸収され,残りの50％弱が地表面

の陸地や海洋に吸収される.地球の地表面・大気系に

よって吸収された約240W/m と同じ量の長波放射エ

ネルギーが宇宙へ放射されることにより,地球の放射平

衡温度は約255Ｋに保たれている.そして,水蒸気や二

酸化炭素などの温室効果ガス,および雲による温室効果

と対流圏の放射対流平衡のメカニズムにより,全球平均

の地表面気温は約288Ｋとなっている.地球の軌道要素

や海陸,雲の分布などにより,放射収支は時空間で大き

く変動する.そして,放射収支の空間分布と時間変動

は,その不均衡を解消すべく風や海流を生み出す.

雲は水および氷の微小粒子によって構成されている.

その量は大気中の水蒸気量のわずか１％以下であるが,

放射収支に及ぼす効果は小さくない.以前は,全球平均

の雲量は約50％と考えられていたが,人工衛星による

観測が進み,現在では雲量は約70％と見積もられてい

る.このような雲の存在により,地球に入射する短波放

射は減少し,地球から宇宙空間に射出される長波放射も

減少する.短波放射・長波放射両方を含めた正味の放射

収支に及ぼす雲の効果は,大気上端における全球平均か

つ年平均の値で－24W/m と推定されている（Rasch-

ke et al.2005）.すなわち,短波放射を反射させる効果

の方が長波放射を減少させる効果よりも卓越している.

本稿では,雲の短波放射・長波放射特性と雲微物理特

性の関係の基本的な考え方,および地球の放射収支に及

ぼす雲の影響について解説する.現実の雲は複雑な形態

をとり,また,雲を構成する粒子も氷の場合には複雑な

形状になるが,これらの効果については他の章にゆずる

こととして,ここでは雲は鉛直一次元構造の平行平板状

を仮定し,雲粒子は球形であるとして以下の話を進め

早坂 忠裕

雲の放射特性の基本的な要素について概要を解説する.雲微物理特性と放射特性を結びつけるもの

は,水や氷の複素屈折率と雲粒の粒径分布である.水も氷も可視域においては光をほとんど吸収しな

い.その結果,短波放射は,雲が厚くなっても透過する.一方,赤外域においては吸収が強く,雲水

（氷）量が増加すると雲は黒体に近い振る舞いをする.これらの違いが温室効果あるいは日傘効果を

卓越させる.地球上の雲は,温室効果と日傘効果を合わせた結果として地表面を冷却するが,大気に

よる短波放射の吸収には,それほど寄与しない.また,雲の形成・維持・消滅過程においては,特に

雲頂における長波放射の射出による冷却が重要である.
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る.また,放射伝達の一般的な説明については,浅野

（2010）や早坂・岩渕（2011）を参照されたい.

2.雲の放射特性と雲微物理特性

2.1 放射伝達方程式

平行平板状の大気を仮定すると,ある波長λの光

（電磁波）の放射伝達方程式は次のように表される.な

お,雲の層も雲を含まない大気層も基本となる式は同じ

である.

μdI τ,μ,φ
dτ

＝I τ,μ,φ－J τ,μ,φ, (1)

ここで,I は放射強度,μ,φはそれぞれ放射の進む

方向の天頂角の余弦と方位角を表わす.τは光学的厚

さを表わし,J は放射源関数を表わす.

光学的厚さは次のように表わされる.

τ＝ k dz, (2)

ここで,k は体積消散係数で体積散乱係数 k と体積

吸収係数 k の和である.なお,現実の大気では,体積

消散係数は空気分子や雲粒,エアロゾルによる散乱と吸

収を含む.Δzは大気層の厚さを表わし,大気全層で考

える場合には大気全体の幾何学的厚さ,雲の場合は雲の

幾何学的厚さとなる.

また,放射源関数は太陽放射（短波放射）と地球放射

（長波放射）で異なるが,短波放射については次のよう

に表わされる.

J τ,μ,φ＝ω4π P μ,φ;μ′,φ′I τ,μ′,φ′dμ′dφ′

＋ω4πP μ,φ;μ,φ F exp
－τ
μ
,

(3)

ここで,ωは一次散乱アルビードで散乱係数と消散

係数の比で定義される.P は散乱位相関数である.F

は大気上端に入射する太陽放射フラックスで,μ,φ

は太陽放射の入射方向を表わす.(3)式の右辺第一項は,

大気の鉛直方向のスケールを光学的厚さで表現した場合

に光学的厚さτの場所で全ての方向から来る散乱光が

（μ,φ）の方向に散乱されることを意味する.また,第

二項は（μ,φ）の方向から来る太陽直達光が大気中を

透過,減衰した後に光学的厚さτの場所で（μ,φ）の

方向に散乱されることを意味する.

一方,長波放射の放射源関数は次のように表わされ

る.

J τ,μ,φ＝ω4π P μ,φ;μ′,φ′I τ,μ′,φ′dμ′dφ′

＋ 1－ω B T ,

(4)

ここで,B は黒体放射を表わすプランク関数である.

(4)式において,右辺第一項は全ての方向から来る散乱

光が（μ,φ）の方向に散乱されることを意味し,第二

項は気体分子や雲,エアロゾルによる射出を意味する.

(1),(3),(4)式から,放射伝達方程式は基本的に微

積分方程式になることが分かる.その計算方法は他の教

科書等にゆずるが,一般的には方位角方向はフーリエ級

数で展開し,天頂角方向については離散値で表現して連

立微分方程式とするか,球面調和関数で展開して係数を

求める方法が一般的である.

さて,ここで雲層を考え,大気分子によるレーリー散

乱や水蒸気などの気体分子による吸収を考えないとす

る.そうすると,上に示した式の中で,体積散乱・吸収

係数と散乱位相関数は,それぞれ次の式で雲粒の粒径分

布と結びつけられる.

k λ＝ Q
2πr
λ ,m πrn rdr, (5)

P λ,Θ＝ β
2πr
λ ,Θ,m πrn rdr, (6)

ここで,rは雲粒の半径,n rは粒径分布を表わす.

また,m は水または氷の複素屈折率,Θは散乱角を表

わす.散乱角は散乱されずに直進する放射の方向と散乱

された放射の方向の成す角度である.Q ,Q は散乱効

率因子および吸収効率因子と呼ばれる係数で粒子の大き

さと複素屈折率に依存する量である.両者を合わせたも

のが消散効率因子 Q である.(5)式から分かるように,

効率因子とは,粒子の幾何学的断面積の何倍の面積の放

射を散乱,吸収するのかということを表わす.また,β

はある散乱角Θの散乱効率因子である.これらの値は,

雲粒子が球形であればミー散乱として理論的に求められ

る（例えば,浅野2010：Liou 2000）.(5),(6)式から

分かるように,雲の散乱・吸収特性は,基本的には,

水,氷の複素屈折率および雲粒の粒径分布によって決定

される.より厳密には氷粒子の形状も重要な要素とな

る.

2.2 複素屈折率

複素屈折率は物質の光学特性を決める基本的なパラ

メーターで,実数部と虚数部があり,一般にm＝

m －im と表わされる.実数部は,いわゆる一般的な

光の屈折現象をもたらすものであり,虚数部は媒質中

（水または氷）を放射（光）が透過する際の電場の振幅

の減衰すなわち吸収に関係する量である.図１に氷（上

段）と水（下段）の複素屈折率の実数部と虚数部の波長

依存性を示す.虚数部の値は右側の軸で示してあり,対

数で表示されていることに注意する必要がある.このよ

うに,虚数部の値は波長によって桁違いに変化すること

が分かる.特に可視域（0.4～0.7μm）で極めて小さな

値となっている.これは,水,氷ともに共通の特徴であ

るが,実は水蒸気による吸収帯も可視域には強いものは

早坂 忠裕146



なく,その結果,雲は可視域の放射をほとんど吸収しな

い.つまり,散乱の光学的厚さが大きくなっても吸収の

光学的厚さが小さい場合には可視域の放射は雲を透過す

る.他方,近赤外域（0.7～4μm）においては波長とと

もに虚数部の値が大きくなり,放射を吸収する.赤外域

（4μm～）になると虚数部の値はより大きくなり,吸収

がさらに強くなる.

2.3 粒径分布

個々の雲粒子による散乱,吸収の特性はミー散乱の理

論によって良く説明されるが,実際の雲には様々な大き

さの雲粒子が存在し,(5),(6)式から分かるように,体

積散乱係数や体積吸収係数を考える場合には粒径分布を

考慮する必要がある.雲粒子は,たとえば水滴の場合

は,まず凝結核として働くエアロゾルに水蒸気が凝結し

て成長する.その過程で個々の粒子の大きさにばらつき

が生じる.その後,衝突併合過程により小粒子が大粒子

に取り込まれる過程などを経て,粒径に幅がある粒径分

布が形成される.水雲の雲粒の粒径分布は,以前は数濃

度をガンマ分布などで表わすことが多かったが,最近で

は次の式のような対数正規分布で表現することが多い.

n r＝ dN
dr
＝ N
2πlnσ

exp－
1
2
lnr－lnr
lnσ

,(7)

ここで,N は単位体積当たりの雲粒子の総数,rは

モード半径,σは分布の幅を表わす.このような対数正

規分布を用いると,面積や体積の粒径分布で表わすとき

にモード半径は変るがσの値は変らないという利便性

がある.図２に正規化された水雲の体積粒径分布の一例

を示す.点線は航空機による観測値を,また実践は対数

正規分布でモード半径が５μmと10μmの場合を示す

（Hayasaka et al.1994）.一般に海域の水雲の粒径は陸

域に比べて大きいことが知られている.これは,雲凝結

核となるエアロゾルの数濃度が海域では陸域よりも小さ

いことを反映したものである（Han et al.1994）.なお,

氷粒子の場合は水粒子とは異なり,多様な粒径分布にな

るが,一般的には気温が低いほど小粒子が卓越する.

3.雲の短波放射特性

3.1 基本的な短波特性と雲物理特性

以上のように,雲の放射特性は基本的に水や氷の物性

に依存する複素屈折率と雲粒の成長,消滅過程によって

形作られる粒径分布によって支配される.その結果,可

視域では光はほとんど吸収されず,散乱光が透過,また

は反射する.この場合には,雲の放射特性は雲粒の大き

さにはあまり依存せず,光学的厚さによって概ね決定づ

けられる.一方,近赤外域では吸収の効果が強く現れ,

その場合には,雲粒の大きさが関係することになる.こ

れらの性質を利用して,可視域と近赤外域の波長を用い

て太陽放射の反射光を衛星から観測することにより,雲

の光学的厚さと雲粒有効半径（(9)式を参照）を推定す

ることができる（本特集号のリモートセンシングの章を

参照のこと）.

ところで,粒子の大きさが大きくなると散乱および吸

収効率因子の値はそれぞれ１に近づく.その結果,一般

的な雲の場合には消散効率因子をおよそ２で近似でき

る.この近似を用いると,(5)式から雲の光学的厚さと

鉛直積算雲水量（Liquid water path,LWP）の関係式

が次のように得られる（Stephens 1978）.

τ＝
3LWP
2ρr

, (8)

ここで,ρは水（氷）の密度,また,rは雲粒有効半

径を表わす.なお,雲層中の雲水量の鉛直分布は一様で

あると仮定している.雲粒有効半径は,粒子の幾何学的

断面積で重み付けをした平均半径で,次の式によって定

義される.
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図1：水（下段）および氷（上段）の複素屈折率.実線は実
数部（左の縦軸）を,破線は虚数部（右の縦軸）を表わす.
Fig.1：Complex refractive indices of ice(top)and water
(bottom).Solid and broken lines show the real part and the

 
imaginary part,respectively.

図2：雲粒の体積粒径分布の例.点線は航空機観測による観
測値の例を,実線は対数正規分布による分布を表わす（Ha-
yasaka et al.1994を修正）.
Fig.2：Broken lines indicate volume size distributions of

 
cloud droplets observed by research aircraft.Solid lines

 
show the log-normal distribution with two mode radii
(Hayasaka et al.1994,with modification).



r＝
rπrn rdr

πrn rdr
. (9)

(8)式から分かるように,鉛直積算雲水量は雲粒有効

半径を介して光学的厚さと関係付けられている.した

がって,雲微物理特性は雲の放射特性を考える上で極め

て重要な要素であると言えるが,様々な雲微物理特性を

考慮して計算された雲の短波放射の反射率,透過率,吸

収率と鉛直積算雲水量の関係を見ると,図３のように放

射特性は概ね鉛直積算雲水量によって特徴付けられる

（Stephens 1978）.この図は,現実的な様々な種類の雲

を仮定し,太陽の天頂角が37°の場合について計算され

た結果に基づいている.雲の透過率は雲が厚くなっても可

視域の光が透過するためにゼロにはならない.また,雲に

よる短波放射の吸収率は最大約20％であるが,水蒸気に

よる吸収も多い.地球の大気は太陽放射をどの程度吸収す

るのか,20年ほど前まで議論があったが,現在ではブ

ラックカーボンのような吸収の強いエアロゾルが混合し

ている場合などを除き,最大でも約20％と,ほぼ理論

計算と同じと評価されている（Hayasaka et al.1995）.

3.2 雲と短波放射収支

大気上端あるいは地表における短波放射収支に対する

雲の影響は,主に雲の光学的厚さによって決定づけられ

る特徴と雲量すなわち雲が覆っている面積を掛け合わせ

たものとなる.その結果,全球平均で雲が短波放射収支

（正味放射フラックス）に及ぼす影響は,大気上端で

－50W/m,地表面で－52W/m,すなわち,雲があ

ることにより,地球のアルビード（太陽放射の波長全域

の反射率）が増加して,地球の大気と地表面で吸収する

短波放射は約50W/m 減少することになる.また,大

気上端と地表面における正味放射フラックスの差から,

大気に吸収される短波放射に及ぼす雲の影響を算出でき

るが,その値は約３W/m（上記の二つの値からは

２W/m となるが,小数点以下を四捨五入した結果,

便宜上このような関係になる）であり,それほど大きく

ない.これは意外に小さな数字に見えるかもしれない

が,それは,たとえば下層雲の上に水蒸気が多量に存在

する場合,その水蒸気によって近赤外域の放射が吸収さ

れ,下層の雲で吸収される放射が少なくなるためである.

ところで,気候変動,特に地球温暖化によって雲がど

のように変化するのかということは,将来の気候予測に

おいて極めて重要な問題である.温暖化によって変化す

る雲量および鉛直積算雲水量と関連して放射収支が変化

する.図３に示したように,鉛直積算雲水量は,雲の反

射率,透過率と比例しない.すなわち,鉛直積算雲水量

がある程度大きくなると,多少雲水量が変化しても放射

収支に対する影響は小さくなる.雲水量が同じだけ変化

しても,もともと鉛直積算雲水量が大きい場合には,放

射特性に及ぼす影響は小さいということである.具体的

に考えてみよう.地表面における短波放射フラックス

F の雲量および光学的厚さに対する変化率（Potential
 

Radiative Forcing,PRF）は次のように表わすことがで

きる（Kawamoto and Hayasaka 2008）.

F
A
＝F T －T , (10)

F
τ
＝F A T

τ
, (11)

ここで,F は大気上端に入射する太陽放射フラック

ス,τは雲の光学的厚さ,A は雲量,T ,T は,それ

ぞれ雲を含む大気と含まない大気の透過率を表わす.

(10)式から分かるように,雲量の変化に対する地表面短

波放射フラックスの変化率は雲を含む大気の透過率と雲

を含まない大気の透過率の差に比例する.一方,雲の光

学的厚さに対する変化率は(11)式に示されるように,雲

を含む大気の雲の光学的厚さに対する変化率に雲量を掛

けた形になる.これらのPRFの一例を図４,図５に示

す.これらの図は中国の７月を対象に,雲量,雲の光学

的厚さ,エアロゾルの光学的厚さ,水蒸気量の光学的厚

さの平均値を基準に,(10),(11)式で表わされるPRF

を計算したものである（Kawamoto and Hayasaka
 

2008）.図４を見ると,北緯45°,東経95°付近にPRF

の絶対値が大きな地域があることが分かるが,これは雲

の光学的厚さの小さな地域に対応している.すなわち,

図３で透過率の傾きが大きい部分に対応する.また,雲

の光学的厚さが厚い南部においては,雲量の変化に対す

るPRFの絶対値が大きくなっている.これは,当然の

ことながら,光学的厚さの大きな雲を含む大気と雲を含

まない大気では透過率に大きな差があるためである.逆

に,光学的厚さに敏感な地域では雲量の変化に対する

PRFは大きくないことが分かる.以上のように,ある
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図3：鉛直積算雲水量と短波放射に対する雲の反射率,透過
率,吸収率の関係（Stephens 1978を修正）.
Fig.3：Relationships between liquid water path and short-
wave radiative properties such as reflectivity,transmis-
sivity,and absorptivity(Stephens 1978,with modification).



領域の雲を含む大気の短波放射特性は,光学的厚さと雲

量によって支配されるが,より正確には,雲を含まない

大気の放射特性や雲の下の層の放射特性も重要になる.

たとえば,雲量が１,すなわち曇天の条件下において

も,雲の下の層にブラックカーボンなどの吸収性の強い

エアロゾルが多く存在すると,雲を透過してきた可視域

の散乱光が吸収されるので,最大数十W/m 程度の短

波放射の減少をもたらす（Hayasaka et al.2006）.

4.雲の長波放射特性

2.2で述べたように,水および氷の複素屈折率の虚数

部は赤外域で大きな値をとる.すなわち,吸収が強いこ

とが分かる.その結果,ある程度雲水量が増えると,雲

は黒体に近い性質を持つようになる.雲の長波放射特性

は,雲から射出される長波放射が黒体からどの程度ずれ

るかということを表わす射出率で表現される.なお,

Kirchhoffの法則により,吸収率は射出率と同じにな

る.一般には,射出率は物体から実際に射出される熱放射

エネルギーと物体の温度の黒体から射出される熱放射エ

ネルギーの比で表わされる.現実の雲は,雲層内で気温の

鉛直構造を持つことによって一定の温度の黒体と比べて

表現することができない.そこで,雲の射出率は雲頂にお

ける上向き放射に対して定義されるもの（ε↑）と雲底で

下向き放射に対して定義されるもの（ε↓）を分けて考え

る.それぞれ次の定義が用いられ,有効射出率と呼ばれる.

ε↑＝F
↑ z －F↑ z
σT －F↑ z

, (12)

ε↓＝F
↓ z －F↓ z
σT －F↓ z

, (13)

ここで,F↑,F↓はそれぞれ上向き,下向きの長波放

射フラックスを表わす.また,z ,z は雲頂高度と雲底

高度を表わし,T ,T は雲頂温度,雲底温度をそれぞ

れ表わす.σはStefan-Boltzmann定数である.(12),

(13)式で定義される有効射出率の例を図６に示す.この

図は,様々な雲を仮定して計算した結果に基づいて得ら

れた結果である（Stephens 1978）.この図を見ると,鉛

直積算雲水量が数十g/m 程度で有効射出率が１,すな

わち黒体に近づくことが分かる.また,下向き射出率と

上向き射出率で若干振る舞いが異なることが分かる.図

３で示した短波放射特性の図からは,反射率や透過率が

一定の値になるのは1000g/m 程度であり,長波放射

特性とは大きく異なることが分かる.巻雲においては,

その長波放射に対する射出率が大きく変化し,黒体に近

くなる場合も少なくない.一方で,短波放射の透過率は

比較的大きいために,結果として温室効果が日傘効果よ

りも卓越し,地表面や下層の大気を加熱する.全ての雲

による全球平均の長波放射収支に対する影響は,大気上

端において宇宙空間に射出される長波放射を25W/m

減少させ,地表面の下向き長波放射を30W/m 増加さ

図6：雲の上向きおよび下向き有効射出率（Stephens 1978
を修正）.
Fig.6：The upward and downward effective emissivities

 
of cloud(Stephens 1978,with modification).
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図4：雲の光学的厚さに対するPRF.中国の2002～2005年
７月の平均値（Kawamoto and Hayasaka 2008を修正）.
Fig.4：Potential radiative forcing(PRF)of cloud optical

 
thickness in July averaged for 2002-2005(Kawamoto and

 
Hayasaka 2008,with modification).

図5：雲量に対するPRF.中国の2002～2005年７月の平均
値（Kawamoto and Hayasaka 2008を修正）.
Fig.5：The potential radiative forcing(PRF)of cloud

 
amount in July averaged for 2002-2005(Kawamoto and

 
Hayasaka 2008,with modification).



せると見積もられている（Raschke et al.2005）.

5.雲の形成・維持・消滅と放射特性

以上のように,雲の長波放射特性は短波放射特性と異

なる性質を持つが,このことは,雲の形成,維持のメカ

ニズムに密接に関係する.ここでは,一例として下層雲

の場合を考える.一般に下層雲の形成過程は大きく二つ

に分けられる.一つは放射霧や移流霧のように,地表面

が大気よりも冷たく,霧が形成されて雲になる場合であ

る.もう一つは地表面の方が大気よりも暖かく,大気が

不安定になり対流が生じて雲が形成される場合である.

いずれの場合も,雲粒が凝結して雲が形成されると,雲

頂から長波放射が射出され,雲頂は冷却される.また,

雲底は地表面からの長波放射を吸収することにより加熱

される.その結果,雲層が不安定になり,雲がさらに発

達,または維持されることになる.雲頂付近ではエント

レイメントによる雲粒の消滅や潜熱の吸収による冷却に

よる影響もあるが,長波放射による冷却は雲の力学的不

安定の形成に重要な役割を果たす.

一方,短波放射は長波放射よりも雲による吸収が弱い

ために,雲頂よりも少し下層において吸収される.吸収

された短波放射は雲を加熱するので,長波放射による雲

頂の冷却効果を減少させ,不安定化を減少させる.ま

た,加熱効果は雲粒を蒸発させる効果もあり,その結

果,夜間に形成された下層雲は,日中に消滅する方向に

向かうことになる.実際の下層雲においては,地表面か

らの顕熱,潜熱の効果と放射による効果のバランスで,

安定,不安定が決まる.夏季北太平洋のアリューシャン

列島付近の下層雲は,その維持において雲頂からの放射

冷却が重要な役割を果たすのに対し,冬の日本付近の寒

気の吹き出しに伴う雲は海面からの顕熱,潜熱フラック

スが極めて大きく,雲頂の放射冷却による効果は小さい.

下層雲の形成・維持・消滅過程における放射の役割と

しては,雲層内部における放射の吸収,射出による加

熱,冷却が引き起こす力学的不安定のほかに,雲粒粒径

分布に及ぼす長波放射の間接的影響もある.雲粒自身が

射出する長波放射による冷却で雲粒が冷えると,雲粒の

飽和水蒸気圧が減少し,周りの大気からの水蒸気の凝結

が促進される.その結果,粒径分布に変化が生じて,粒

径分布の幅が大きくなると考えられている.このように

して形成されたDrizzleのような落下速度の大きな粒子

は雲層内の力学にも影響を及ぼし,間接的に雲の維持,

消滅過程に影響を及ぼすことが知られている（Harrin-

gton et al.2000）.

6.まとめ

雲の放射特性の基本的な要素について述べてきた.雲

微物理特性と放射特性を結びつけるものは,水や氷の物

性に基づく複素屈折率と雲粒の粒径分布である.水も氷

も,そして実は水蒸気も可視域においては光をほとんど

吸収せず透明である.その結果,短波放射に対する透過

率は,雲が厚くなってもゼロにはならない.一方,赤外

域においては吸収が強く,鉛直積算雲水量が数十g/m

程度になると,雲は黒体に近い振る舞いをする.これら

の違いが,巻雲の正味の放射効果として温室効果を卓越

させたり,下層雲の形成,維持,消滅過程に影響したり

する.地球上の雲は,全体としては地表面を冷却する効

果を持つが,大気による短波放射の吸収には,それほど

寄与しない.地球温暖化によって,雲がどのように変化

するかということが注目されている.その鍵を握るの

は,巻雲のような温室効果が卓越する雲と下層雲のよう

な日傘効果が卓越する雲がどのように振る舞うのかとい

う点にある.今後の研究の進展に期待したい.
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1.はじめに

雲は放射過程を通じて地球の気候に対して支配的な役

割を担っている.現在の気候・気象モデルでは,格子点

毎に平行平板状の大気を仮定した鉛直１次元の放射伝達

モデルが使われているが,現実の雲は形状が複雑で雲内

部も水平・鉛直方向に不均質である.不均質な雲場にお

ける放射の空間分布は平行平板大気のそれとは大きく異

なることが観測や理論計算によって示されている.この

違いの原因は,雲が水平不均質であることによる効果

と,不均質媒体中での３次元放射伝達の効果に分けられ

る.２つの効果は,放射量の領域平均を議論するのか局

所的な放射量を議論するのか,またどれくらいの空間ス

ケールの領域平均を考えるか,放射の波長帯,太陽高度

などに依存する.特に雲を解像する程度の空間スケール

では,３次元的な雲の配置によって太陽放射と地球放射

の分布が大きく左右され,結果的に雲の放射効果も影響

を受けることが近年の研究から分かってきた.本稿で

は,不均質雲場における放射フラックス,特に短波の反

射率,透過率,吸収率の特徴について,これまでの研究

からわかったことを概説する.

2.水平不均質性の効果

水平不均質な雲は,平行平板雲とは異なる反射・透

過・吸収率を持つ.大気を平行平板の気層に分け,鉛直

一次元方向の放射伝達を考える近似を平行平板近似

（Plane-Parallel Approximation;PPA）という.これ

に対し,大気を３次元的に分割し,それぞれの気柱に対

して鉛直一次元の放射伝達を考える近似を独立気柱近似

（independent column approximation;ICA）または独

立画素近似（independent pixel approximation;IPA）

という（Cahalan et al.1994a）.現実の大気では空間的

に３次元の放射伝達があり,水平方向の放射の収束・発

散が生じるが,ICAではこれを無視して各気柱が独立

であると仮定している.１つ１つの気柱が水平方向に無

限の広がりを持っている場合に正しい近似である.

PPAが領域内の特性の水平不均質性を無視しているの

に比べて,ICAでは水平不均質性は考慮し,３次元的

な放射の伝達効果を無視していることになる.したがっ

てICAとPPAの差は水平不均質性の効果と呼ばれ,
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不均質な雲場における放射フラックスの空間分布は,平行平板大気の放射フラックスの分布とは大

きく異なる.不均質雲場の放射の分布は,雲が水平不均質であることによる影響と,不均質媒体中で

の３次元放射伝達の影響を受ける.本稿では,これらの効果について,これまでの研究からわかった

ことを概説する.50～200kmの水平スケールの領域平均放射フラックスについては,水平不均質性

の効果を考えることで精度よく計算が可能となる.より小さい水平スケールでは放射の水平収束・発

散が顕著になり,局所的な放射フラックスは,近傍の雲水の配置に強く影響されることが示される.
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Radiative effects by inhomogeneous cloud
 

Hironobu Iwabuchi
 

Radiative flux distribution in inhomogeneous cloud field is largely different from that in the plane-parallel
 

atmosphere.Horizontal inhomogeneity and three-dimensional radiative transfer in the inhomogeneous media
 

affect radiation in inhomogeneous cloud field.In this review,current understandings about these effects are
 

presented.Domain-average radiative fluxes over an area of 50-200 km horizontal scale can be accurately
 

calculated by incorporating the effect of horizontal inhomogeneity in radiation scheme.On smaller horizontal
 

scale,horizontal radiative convergence/divergence is apparent,and nearby spatial arrangement of cloud water
 

should influence local radiative fluxes.



ICAと３次元大気放射伝達の差は簡便のため３次元放

射効果と呼ばれる.このように効果を２つに分離して考

えることは,不均質雲による放射影響を理解する上で重

要な土台となっている.

水平不均質性の効果,すなわちICAとPPAの違い

は,放射フラックスが雲の特性に対して非線形であるこ

とに起因している.例えば,鉛直一次元大気についての

雲の可視光反射率 R が光学的厚さτだけの関数とす

ると,気柱 i＝1,2,…,N についてPPAとICAで

計算した反射率（それぞれ R ,R ）はそれぞれ次

式で書ける.

R ＝R τ,τ＝ 1
N
∑τ （1)

R ＝ 1
N
∑R τ （2)

これら２つの近似計算による反射率は異なり,R の

方が R よりも小さい.

R ＜R （3)

これは,可視光の雲の反射率 R が光学的厚さに対し

て非線形であり,光学的厚さが大きいほど反射率は変化

しにくくなることに起因する（反射率は光学的厚さに対

して単調増加するが,光学的厚さに対する２階微分が負

である）.逆に可視光の雲の透過率については,ICAの

方がPPAよりも大きい.

T ＞T (4)

つまり,雲の特性を水平方向に平均してから計算した放

射フラックスは,各気柱に対して計算した放射フラック

スを水平方向に平均したものとは異なると言える.すな

わち,

1
N
∑F τ≠F τ,F ≠F (5)

雲粒による吸収がある波長帯では,PPAよりもICAの

方が短波放射加熱率が小さい（吸収率が小さい）.

雲が水平不均質であることにより,反射率は減少し,

透過率は増加する.逆の見方をすると,雲の水平不均質

性を無視したPPAでは,反射率は正のバイアスを持つ

ことになり,平行平板バイアスと呼ばれる.よって,水

平不均質性を無視したことによる反射率のバイアスは正

であり,透過率のバイアスは負である.当然ながら平行

平板バイアスは,どれくらいの水平規模の領域内におい

て現実の雲がどの程度不均質であるかによる.Cahalan
 

et al.（1994）は,200km程度の規模で考えて層積雲の

反射率のバイアスを相対値として10％程度と見積もっ

た.Oreopoulos et al.（2007）はTerra/Aqua衛星搭載

のMODISの全球観測データを解析し,水雲,氷雲そ

れぞれの反射率の平行平板バイアスを100km規模の領

域毎に見積もった.その結果によると,全球平均の水雲

のPPA反射率は0.37－0.38であるのに対して,その

平行平板バイアスは0.026－0.03であった.これは相対

値では7.5％の正のバイアスである.Oreopoulos et al.

（2009）は同様にして短波放射強制力の平行平板バイア

スを見積もっており,全球平均でも無視できない大きな

バイアスがあることを示している.雲量が大きく不均質

な雲が多く発生する領域と季節においてバイアスが大き

く,水雲については,冬期の日本南岸周辺でバイアスが

30Wm に達すること,他にも１月の南大洋,夏期カ

リフォルニア沖,10～１月のベルー沖で10－25Wm

のバイアスがあることを示している.氷雲については,

熱帯域でバイアスが大きく,最大50Wm に達してい

る.

このように水平不均質性の効果は大きいため,50－

200km程度の水平格子を持つ全球気候モデル（GCM）

においてもこの効果を考慮するための計算スキームがい

くつか提案されている.これはGCM格子内での雲水・

雲氷量の確率論的な分布を診断的に求め,格子内不均質

性を放射計算コードの内部で考慮するものである.格子

内の雲の特性τの確率分布 p τが与えられれば,ICA

による放射フラックスは次式で求まる.

R ＝ R τp τdτ (6)

この式そのままでは計算量が依然として膨大となるが,

ガンマ分布のように p が簡単な関数で表現できるとき

には計算が簡単になる（Oreopoulos et al.1999）.また,

計算をより簡便にしたMcICA(Monte Carlo ICA)など

の計算スキームが多くのGCMで取り入れられている

（Pincus et al.2003;Barker et al.2008）.McICAでは,

まずGCMの格子内で確率論的に水平不均質な雲の配置

を考え,サブ格子スケールの気柱に分ける.ICAに忠

実に従うなら,この各気柱と放射の波長（帯）について

の二重積分を計算しなければならない.McICAではこ

の二重積分を変形して,各波長（帯）についての計算を

ランダムに選んだ１つまたは少数の気柱について行うこ

とで,従来通りの放射計算スキームと同程度の計算量に

抑えている.気柱についての積分がモンテカルロ積分な

ので,計算の度に結果が少し異なる.

ICAでは３次元放射伝達の効果を無視している点が

近似となっている.ICAは大気の不均質性を考慮した

近似的放射計算法の一つとして,50km以上の水平ス

ケールの領域平均の放射フラックスや放射加熱率を計算

するには非常によい近似である事がこれまでの研究に

よって確認されている（e.g.,Cahalan et al.1994b;

O’Hirok&Gautier 1998;Barker et al.1999）.

3.３Ｄ放射効果

雲を解像する水平スケールでは,３次元的な放射伝達

の効果が顕著に現れる.これは,ICAでは無視してい

た放射の水平収束・発散が無視できなくなるためであ
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る.局所的な放射フラックスは,局所的な雲の光学的・

物理的特性のみでは決まらず,近傍の雲水の配置に影響

されることとなる.これが３Ｄ放射効果である.

3.1 放射フラックスの空間分布

まず,３次元放射伝達（３Ｄ）による放射フラックス

の空間分布がICAとどのように違うのかを示す.図１

は,(a)のような消散係数の分布を仮定し,太陽天頂角

約50度のときの可視光の下向き放射フラックスを,モ

ンテカルロ法（Iwabuchi 2006）を用いて(b)３Ｄ放射伝

達計算と(c)ICAで計算したものである.水雲を仮定

し,気柱の雲の光学的厚さの確率分布は対数正規分布に

従うとした.また,光学的厚さのパワースペクトルは波

数の－5/3乗に比例すると仮定した.これに近い特性は

層積雲の場合に観測されている（Cahalan et al.

1994a）.鉛直方向には雲粒有効半径が雲底からの高度

に比例して増加し,雲粒数は気柱毎に一定とした.雲粒

による吸収はないとし,空気分子によるレイリー散乱は

考慮した.放射フラックスは入射するフラックスで規格

化してある.一見してわかるように,３ＤとICAでは

放射フラックスの空間分布が大きく異なる.ICAでは

気柱毎に独立であるため,下向き放射フラックスは直上

の雲の光学的厚さを反映したものになる.３Ｄでは,直

達光が斜めから射すので雲の影が斜めに伸びている.雲

の𨻶間では規格化した放射フラックスが１を超える部分

が多くあり,これは直達光に加えて,近傍の雲からの拡

散フラックスがその場所に集まっているためである.積

雲下におけるこのような大きな下向き短波放射は鉛直１

次元大気の放射伝達では説明できず,３次元放射伝達の

特徴である.結果的に雲底下の下向き放射フラックスは

３ＤとICAで大きく異なり,例えば図１の x＝1.6km

の付近ではICAでは放射フラックスが約0.35であるの

に比べて,３Ｄでは約1.2となっている.

短波・長波放射フラックスに対する３次元放射効果を

調べるため,解像度が水平100m,鉛直40mの雲解像

モデルで再現した積雲の場を仮定し,短波・長波の波長

帯について積分した放射フラックスをモンテカルロ法で

計算した.図２は,この積雲の場を直上から見下ろした

場合の全天カメラの画像を可視光の放射伝達計算により

再現したものである.この事例では,雲量は17％,雲

頂の高度は最大1.5km,平均の雲の光学的厚さは６と

なっている.太陽天頂角を０°または60°とし,ある鉛

直断面に沿った短波放射加熱率の分布と地上での直達・

拡散下向き短波放射フラックスの分布を図３に示す.雲

水量が多い部分で３Ｄ計算による加熱率が高く,雲の下

では加熱率が低くなっている.３ＤとICAの差を見る

と,雲の表層上部で負となっており,雲の近傍では正負

のバイアスが複雑に現れている.雲より上の気柱では負

となっており,ここではICAによる計算では加熱率が

過大評価となることを示している.下向き拡散放射フ

ラックスは,３Ｄの方がICAよりも滑らかな空間分布

となっている.３Ｄでは様々な方向から集まった拡散放

射の積分として拡散放射フラックスが決まるためであ

る.

太陽天頂角60°で直達光が斜め右から射している場

合,３Ｄでは斜め左下に影が伸びるため,放射加熱率の

分布にもこの影の効果が現れている.３ＤとICAの差

をとると,斜めに伸びた影の部分で負,太陽直達光を浴
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図1：(上）消散係数の鉛直断面図,(中）３Ｄ放射伝達および（下）ICAにより計算した可視光の下向き放射フラックスの鉛直
断面図.
Figure1：(Upper)Vertical and horizontal distribution of the extinction coefficient,and the downward radiative fluxes at a

 
visible wavelength,computed by(middle)3D radiative transfer and(lower)the Independent Column Approximation(ICA).



びている雲の側面およびその下部で正の値となってい

る.直達放射フラックスは,３ＤとICAで空間的な配

置が大きく異なっており,３Ｄでは上にある雲とは左に

ずれた位置に影が現れている.

3.2 領域統計量の違い

図４は同じ積雲の事例について３ＤとICAの計算結

果の差をとり,その平均と標準偏差を調べたものであ

る.ここでは太陽の角度を様々に変えて計算した.この

結果から分かるように,領域全体で平均すると３Ｄと

ICAの差は非常に小さく,０に近い値となる.しかし,

下向き短波放射の差の標準偏差は50－200Wm ,大気

柱全体で吸収される短波放射の差の標準偏差は6－11

Wm と非常に大きい.３次元放射効果は大規模な領

域の平均放射フラックスにはあまり影響しないが,局所

的には非常に顕著であると言える.同じ事例について長

波についても計算したところ,地上での下向き放射フ

ラックスおよび気柱の吸収放射フラックスの３ＤとICA

の差の標準偏差はそれぞれ11,10Wm であった.領

域平均はそれぞれ0.5,－0.4Wm であった.このよ

うに,３Ｄ放射効果は主には短波放射の領域で顕著であ

る.

２次元の雲解像モデルを用いて再現した熱帯の雲シス

テムについて調べたFu et al.（2000）によると,500

kmという広い領域について平均すれば,領域平均短波

放射加熱率の３Ｄ放射効果は0.15K/day以下であった.

１km程度の小さい水平スケールで見ると,反射・透

過・吸収短波放射ラックスに対する３Ｄ放射効果は数

100Wm であり,やはり局所的には非常に大きく,領

域平均に対しては小さいといえる.

領域平均放射フラックスに対する３Ｄ放射効果は小さ

いものの,完全に無視できるとは言えない.太陽天頂角

によって放射フラックスの３ＤとICAの差の正負が異

なる.傾向としては,太陽が高い場合,３Ｄ効果（3D-

ICA）は日射を下に透過させやすい方向に働く.太陽が

低い場合はその逆で反射しやすくなる.３次元の雲解像

モデルを用いて再現した境界層にできる積雲や積乱雲を

伴う雲系について３次元放射効果を調べたBarker et
 

al.（1999）によると,太陽が低いときには（太陽天頂

角θ＜60°）,雲の主に上部で雲間の多重散乱が増えて

３Ｄの方が加熱率が大きくなる.この加熱率に対する

３Ｄ効果に対しては,雲粒による短波放射の吸収量の増

加が主で,雲内の水蒸気による短波放射吸収は２次的に

寄与していた.大気全体の反射率,吸収率,透過率いず

れに対しても,cosθ＞0.3ではICAは３Ｄの良い近似

であり,より太陽が低いと３Ｄ効果により反射が急激に

増し,透過率は低くなる.

3.3 放射の水平収束・発散

３Ｄ放射効果を生む放射の水平収束・発散は,直達光

が斜めに伝達する効果と,直達光が当たっている雲の側

面からの散乱光の照射,多重散乱光が雲内部や雲間で水

平方向に拡散する効果で説明される.これらの効果は,

空間スケール,雲の不均質性,太陽天頂角や光の波長に

よって異なる（O’Hirok and Gautier 1998;Marshak et
 

al.1999）.

放射の水平収束・発散の効果が雲の光学的厚さ,雲粒

による吸収の強さ,太陽天頂角に対してどのように依存

するのか調べるために,図1(a)と同様の境界層雲を模

擬したフラクタル雲を仮定して,単波長の計算した結果

を示す.光学的厚さの頻度分布が対数正規分布に従い,

パワースペクトルが波数の－5/3乗に比例する不均質雲

モデルを作成した.雲の幾何学的厚さは光学的厚さの平

方根に比例し,平均は300mとした.また,光学的厚

さが大きいほど雲頂高度も高いと仮定した.モンテカル

ロ法を用いて放射フラックスを計算し,雲層の直上の反

射率,雲層直下の透過率,雲層の吸収率を計算した.領

域は一辺が約16kmである.太陽が高いときには,反

射率の空間分布は放射の平滑化によって細かい構造が目

立たなくなる.

水平方向の放射フラックスの正味収束量を H とす

る.これを３成分に分解して,反射率 R,透過率 T,

吸収率 Aに対する放射収束量 H ,H ,H を考える.

例えば,H は３Ｄ放射効果によって水平方向に収束し

て上向きに反射された放射フラックスという意味であ

図2：雲解像モデルで再現された積雲の場を上から見下ろし
た図：円周魚眼レンズをつけたカメラで撮影した場合の画像
を放射伝達計算で再現した.
Figure2：A cumulus cloud field simulated by a cloud-
resolving model,looking down from a point in the middle

 
troposphere.The image was generated for a camera with

 
fish-eye lens,by simulating 3D radiative transfer in the

 
cloud field.
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る.各気柱について次式が成立する.

R ＋T ＋A ＋H＝1 (7)

R ＋T ＋A ＝1 (8)

H＝H ＋H ＋H (9)

H ＝R －R (10)

H ＝T －T (11)

H ＝A －A (12)

全収束量 H は,反射・透過・吸収それぞれの収束量を

足したものとなる.境界条件を周期的にしたため,領域

全体で平均すると収束・発散が相殺されて０になるた

め,領域平均を .で表すと,次式が成り立つ.

0＝ H ＝ H ＋ H ＋ H (13)

様々な条件で調べた水平収束の統計値を表１にまとめ

た.水平収束の標準偏差は条件により0.1－0.2となっ

ており,局所的には大きな放射の収束発散があることを

示している.図５には,光学的厚さと太陽天頂角を変え

て計算した,放射の水平収束の分布の例を示す.太陽が

高い場合には,水平放射収束の変動の空間スケールが小

さい.これは放射の輸送が主に鉛直方向で起っており,

水平方向にはあまり遠方まで輸送が生じないことを意味

している.多重散乱による水平拡散はほぼ等方的に働く

と考えられ,水平放射収束の分布にも特に非等方的な特

徴は見られない.一方,太陽が低い場合には,水平放射

収束の変動の空間スケールが大きく,１－２km程度の

スケールで変動している.この場合,水平放射収束の分

布に縦縞模様が見られ,非等方的な分布となっている.
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図3：(上）３Ｄ放射伝達による短波放射加熱率（K/hr）の鉛直断面図,(中）３ＤとICAの差の鉛直断面図,(下）地上におけ
る下向き短波拡散・直達放射フラックスの水平分布.(左）太陽天頂角０度,(右）60度.
Figure3：(Upper)Shortwave radiative heating rates(K/hr)computed by 3D radiative transfer,(middle)differences between

 
the 3D and ICA computation,and(lower)downward,shortwave diffuse and direct radiative fluxes at the grould level,for

 
solar zenith angle of(feft)0°and(right)60°.



これは雲による直達光の遮蔽や積雲側面からの散乱光の

照射が主に太陽の方位に沿って働くためである.

4.まとめ

不均質雲の放射効果を不均質性の効果と３Ｄ放射効果

に分離して,それらの規模や条件依存性について述べ

た.従来のGCMの格子スケールの領域平均フラックス

については,水平不均質性の効果を考えているICAは

よい近似である.雲を解像するスケールでは,ICAで

は無視していた放射の水平収束・発散が顕著になり,局

所的な放射フラックスは,近傍の雲水の配置に強く影響

されることとなる.この３Ｄ放射効果が放射フラックス

の空間分布に与える影響は非常に大きく,これが力学場

や雲・降水系の発達に与える影響の理解が今後の課題と

して残っている.
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図4：図３と同じ積雲の事例について３次元と１次元の放射
伝達計算から得られた短波放射フラックスの差：(上）下向
き短波放射フラックス,(下）気柱で吸収された放射フラッ
クス.平均を四角マークで示し,標準偏差をバーで示す.
Figure4：Differences between shortwave radiative fluxes

 
computed by the 3D scheme and ICA,for the same case of

 
cumulus clouds as in Fig.3.(Upper)Downward flux,
(lower)flux absorbed by atmospheric column.Mean and

 
standard deviation are denoted by the square mark and the

 
error bar,respectively.



表1：雲の光学的厚さ（τ）と単散乱アルベド（ω）を変えたときの放射の水平収束
の領域平均値（ .>で表す）と標準偏差（σで表す）
Table1：Domain averages(denoted by .>)and standard deviations(σ)of the

 
radiative horizontal convergence for cases with varying cloud mean optical

 
thickness(τ)and single scattering albedo(ω).

θ＝0°

ω logτ> σ(H) H > σ(H ) H > σ(H ) H > σ(H )
1.0 0 0.086 0.0009 0.021 －0.0009 0.069 0 0

0.5 0.109 0.0016 0.053 －0.0016 0.069 0 0
1.0 0.085 －0.0004 0.079 0.0004 0.052 0 0
1.5 0.058 －0.0008 0.076 0.0008 0.046 0 0

0.99 0 0.084 0.0007 0.019 －0.0012 0.066 0.0005 0.004
0.5 0.097 －0.0003 0.040 －0.0021 0.063 0.0023 0.015
1.0 0.058 －0.0029 0.046 0.0009 0.061 0.0021 0.030
1.5 0.050 0.0011 0.028 0.0049 0.057 －0.0060 0.040

0.98 0 0.081 0.0004 0.017 －0.0013 0.062 0.0009 0.008
0.5 0.089 －0.0005 0.033 －0.0029 0.058 0.0033 0.024
1.0 0.053 －0.0020 0.032 0.0015 0.063 0.0005 0.041
1.5 0.060 0.0031 0.019 0.0051 0.052 －0.0081 0.047

θ＝60°

ω logτ> σ(H) H > σ(H ) H > σ(H ) H > σ(H )
1.0 0 0.100 －0.0027 0.043 0.0027 0.113 0 0

0.5 0.127 －0.0063 0.056 0.0063 0.131 0 0
1.0 0.122 －0.0043 0.075 0.0043 0.091 0 0
1.5 0.118 0.0 0.102 0.0 0.047 0 0

0.99 0 0.104 －0.0026 0.039 0.0027 0.116 －0.0001 0.006
0.5 0.136 －0.0057 0.047 0.0076 0.134 －0.0019 0.017
1.0 0.150 0.0 0.059 0.0077 0.093 －0.0077 0.050
1.5 0.188 0.0163 0.074 0.0053 0.046 －0.0216 0.109

0.98 0 0.108 －0.0030 0.035 0.0034 0.119 －0.0004 0.011
0.5 0.147 －0.0050 0.041 0.0091 0.136 －0.0041 0.033
1.0 0.177 0.0034 0.050 0.0099 0.090 －0.0134 0.089
1.5 0.228 0.0227 0.060 0.0057 0.040 －0.0285 0.167
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図5：様々な領域平均の光学的厚さの雲場における放射の水平収束・発散の分布.正値（負値）が収束（発散）を表す.領域の
一辺は約16kmである.
Figure5：Horizontal distributions of radiative horizontal convergence for cloud fields with different domain average optical

 
thicknesses.Positive and negative values denote convergence and divergence,respectively.The domain size is(16km).



1.はじめに

雲は,地球の放射収支や降水システムに作用し地球の

気候システムに影響を及ぼす.エアロゾルもまた放射収

支に作用し地球の気候システムに影響を及ぼすと共に,

大気環境へも影響を及ぼす（視程,植生,健康等への影

響）.雲やエアロゾルの気候や大気環境への影響プロセ

スを理解し,過去・現在・未来を定量的に評価するため

には,数値モデルによるシミュレーションが重要である

と共に,その土台となるエアロゾルの化学特性（種類や

混合状態など）,光学特性（消散係数や屈折率など）,や

微物理特性（数密度や粒径分布など）の時空間分布を継

続的に観測・監視していく観測研究が不可欠となる.

エアロゾルや雲のリモートセンシングでは,太陽光を

光源とする受動型センサー（サンフォトメーター,スカ

イラジオメーター等）が用いられると共に,レーザーを

用いた能動型センサーであるライダーも用いられる.ラ

イダーの最大の特徴は,エアロゾルや雲の鉛直分布を精

度良く測定できる点にある.エアロゾルや雲の鉛直構造

の情報は,それらの放射特性や輸送過程等の評価に重要

となる.例えば,光吸収性のエアロゾル（ブラックカー

ボン等）が雲の上に存在する時,エアロゾル層と下層の

雲層の間で多重散乱が生じることにより,エアロゾルの

光吸収は雲のない場合に比べてより大きくなり大気を加

熱することが,モデル研究［Haywood et al.1997;Ta-

kemura et al.2005］や観測研究［Chand et al.2009;De
 

Graaf et al.2012;Oikawa et al.2013］で示されてい

る.

エアロゾルや雲を測定対象とするライダーでは,主に

ミー散乱ライダー［Sugimoto et al.2005］,ラマン散乱

ライダー［Ansmann et al.1992］,そして高スペクトル

分解ライダー（以下,HSRL）［Grund and Eloranta
 

1991］が用いられる.また同時に,偏光測定も行われ

る.ライダーに関わる工学技術（光学,電算処理,通信

等）の発展に伴い,ライダーを用いた地上での多地点同

時観測（ネットワーク観測）,が行われるようになった

［Sugimoto et al.2005;Bosenberg et al.2003;Welton et
 

al.2001］.さらに,地上だけではなく,船舶［Sugimoto
 

et al.2001］,航空機［Hair et al.2008;Esselborn et al.

2008］,衛星［Spinhirn et al.2005;Winker et al.2009］

と,観測プラットフォームも多様化した.様々な地域で
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のローカルな現象から,領域そして全球規模でのエアロ

ゾル・雲の分布や動態について言及できる観測体制が整

備されつつある.

ライダーの測定信号は,主にエアロゾル,雲,大気分

子の後方散乱係数,消散係数,そして偏光解消度を反映

する.エアロゾルや雲の光学特性は,粒径分布,屈折

率,形状に依存する.そして,これらの特性はエアロゾ

ルの種類（例えば,鉱物ダスト,硫酸塩粒子,黒色炭素

など）や雲の種類（氷晶雲,水雲など）,そして,それ

らの混合状態（外部混合,内部混合）に依存してくる.

よって,ライダーの測定信号から,エアロゾルや雲の後

方散乱係数,消散係数,偏光解消度を抽出するアルゴリ

ズム［Fernald 1984］だけではなく,粒径分布や屈折率

を推定するアルゴリズム［Muller et al.1999;Bockman
 

2001,Veselovsky et al.2002］,種類毎の消散係数を推

定するアルゴリズム［Sugimoto et al.2003;Nishizawa
 

et al.2007］等も開発されてきた.より巨視的な観点か

ら,ライダー信号の強度の相違を利用してエアロゾル層

や雲層を検出するアルゴリズム［Vaughan et al.2009;

Okamoto et al.2007;Hagihara et al.2010］や,信号強

度と共に波長比や偏光解消度等も含めた総合解析によっ

て,エアロゾルや雲のタイプを識別するアルゴリズムも

開発されている［Omar et al.2009;Liu et al.2009;Hu
 

et al.2009;Yoshida et al.2010］.

エアロゾルや雲を規定する物理パラメーターは多種多

様であり,ライダーの情報だけで評価するのでは不十分

となる.そこで,ライダーと受動型センサーを組み合わ

せて,より詳細な光学特性や微物理特性を推定するアル

ゴリズムの開発も進められている［Platt 2002;Hayasa-

ka et al.1999;Kaufman et al.2003;Chaikovsky et al.

2012;Lopatin et al.2013］.また,能動型センサーであ

る雲レーダーと組み合わせて,雲の微物理特性を推定す

るアルゴリズムも開発されている［Okamoto et al.

2003］.

本稿では,ライダーを主に利用したエアロゾルや雲の

光学的・微物理的・化学的特性を抽出するアルゴリズム

の現状と著者らの開発したアルゴリズムについて述べ

る.まず,エアロゾルや雲を測定するライダーの特徴や

支配方程式について述べる（第２章）.次に,これまで

に開発されてきたアルゴリズムと対比させながら,現在

著者らが開発を進めている,日欧共同地球観測プロジェ

クトEarthCARE［http://www.jaxa.jp/projects/sat/

earthcare/index e.html（2014.1.25）］の衛星搭載ライ

ダーATLIDの測定値を用いたアルゴリズムについて述

べる（第３章).4章でまとめと今後の課題について述

べる.著者はこれまで主にライダーを利用したエアロゾ

ル研究を実施してきた.よって,以下エアロゾルに関す

る記述が多くなることをご容赦頂きたい.

2.エアロゾルや雲を測定するライダー

エアロゾルや雲を測定対象とするライダーでは,通常

パルスレーザー光を大気へ照射し,大気中の分子や粒子

（エアロゾルや雲）により後方散乱されたレーザー光を

測定する.ミー散乱ライダーは,大気中の分子や粒子に

よって弾性散乱されたレーザー光の強度を測定する.校

正された信号強度β と大気中の分子と粒子の光学特

性との関係は以下の式となる.

β Z ＝ β Z ＋β Z exp－2 α Z ＋α Z dz (1)

Zはライダーから対象地点までの距離,βは後方散乱係

数,αは消散係数,添字のmは大気分子,pは粒子を

示す.β は一般に減衰付き後方散乱係数（attenuated
 

backscatter coefficient）と呼ばれる.また,出射レー

ザーの偏光面に対して,後方散乱された光の平行成分

β と垂直成分β を分離して測定する偏光測定技

術も確立されている.この成分の比は全偏光解消度δ

と呼ばれ,多くは以下の式で定義される.

δZ ＝
β
β

＝ β Z ＋β Z

β Z ＋β Z
(2)

全偏光解消度は対象とする層（大気分子や粒子が混在し

ている層）の偏光解消度を意味する.これに対して,粒

子ないし大気分子自体の偏光解消度は,それらの後方散

乱係数の垂直成分と平行成分の比で定義されるδ＝

β /β ないしδ＝β /β .粒子（大気分子）の後

方散乱係数β β は平行成分β β と垂直成分β

β の足し合わせとなることに注意されたいβ＝

β ＋β β＝β ＋β .

(1)式に示されるように,ミー散乱ライダーの信号か

らは粒子のαとβを独立に推定することはできず,何

らかの仮定が必要となる.Fernald（1984）の手法で

は,粒子の消散係数と後方散乱係数の比S（S＝α/β.

以下,ライダー比と呼ぶ）を仮定することで(1)式を理

論的に解き,αとβを推定するアルゴリズムを提唱し

た.この手法は,現在も広く利用されている.

ミー散乱ライダーとは異なり,HSRLやラマンライ

ダーではαとβを独立に抽出できる.HSRLでは通

常,ミー散乱ライダーよりも狭帯域のレーザーを用い

る.大気分子と粒子により弾性散乱された後方散乱光

を,狭帯域フィルターへ通した光の強度と,通さない光

の強度（(1)式のミー散乱ライダーの信号に相当）の２

つの信号を測定する.大気分子により後方散乱された

レーザー光のスペクトル幅は,Doppler-broadeningに

よって粒子によるそれよりも広くなる.そこで,狭帯域

フィルターによって,粒子による後方散乱光を遮断する

（ないしは,透過させる）ことで,大気分子による後方

散乱光（ないしは,粒子による後方散乱光）を測定でき

る.測定された２つの信号を,フィルター関数等を考慮

西澤 智明160



して校正することで,HSRLの２つの測定信号は,大

気分子（式3a）および粒子（式3b）の減衰付き後方散

乱係数へと帰結する.

β Z ＝β Z exp－2 α Z ＋α Z dz (3a)

β Z ＝β Z exp－2 α Z ＋α Z dz (3b)

ラマンライダーは,レーザー光により励起された大気

分子によるラマン散乱光の強度を測定する.ラマンライ

ダーでも,ラマン散乱光を測定すると共に,大気分子と

粒子による弾性散乱光を測定する.信号校正の後,ラマ

ン散乱光の信号も減衰付き後方散乱係数へと帰結する.

β Z ＝β Z exp－ α Z ＋α Z ＋

α Z ＋α Z dz (4)

βは,大気分子のラマン後方散乱係数.ラマン散乱に

より散乱された光の波長（λR）は,照射したレーザー

の波長（λL）からシフトするため異なる.よって,ラ

マンライダーの信号解析では,大気分子により散乱され

るまで（波長λL）と散乱された後（波長λR）で,大

気分子や粒子による減衰の波長が異なる事を考慮しなく

てはならない.

HSRLでは式(3a)と(3b)を,ラマンライダーでは式

(1)と(4)を同時に解く事で,αとβを独立に推定す

る.HSRLは,弾性散乱を利用するため高感度なライ

ダーではあるが,高度な分光測定技術が必要となる.ラ

マンライダーは,HSRLに比べ技術的難易度は高くな

いが,ラマン散乱の散乱効率が著しく低いため,背景光

が強い昼間の観測データから精度良くαを抽出するこ

とは容易ではない.ミー散乱ライダーを主に利用した観

測例としては,地上ライダー観測ネットワークAD-Net

(Sugimoto et al.2005)やMPLNET (Welton et al.

2001),CALIPSO衛星搭載ライダーCALIOP (Winker
 

et al.2009) 等がある.地上ライダー観測ネットワーク

EARLINET(Bosenberg et al.2003)では,ラマンライ

ダーを主に用いている.HSRLを主体とした地上観測

ネットワークはまだ無いが,航空機搭載ライダー

（Hair et al.2008;Esselborn et al.2008）がある.

本稿で報告するEarthCARE衛星搭載ライダー

ATLIDは,波長355nmでの偏光測定機能付きHSRL

であり,世界初の波長355nmでのHSRL衛星観測と

なる.ATLIDから得られる３つの測定値は信号校正の

後,以下の減衰付き後方散乱係数へ帰着し,標準プロダ

クトとして公表される.

β Z ＝β Z exp－2 α z ＋α z dz (5a)

β Z ＝β Z exp－2 α z ＋α z dz (5b)

β Z ＝ β Z ＋β Z exp

－2 α z ＋α z dz (5c)

式(5a)は粒子による減衰付き後方散乱係数の平行成分,

式(5b)は大気分子による減衰付き後方散乱係数の平行

成分,式(5c)は粒子と大気分子による減衰付き後方散乱

係数の垂直成分を示す.Zは衛星の高度,Zは測定高

度.

3.ライダー等を用いたエアロゾル・雲推定アル

ゴリズム

日欧共同による衛星観測ミッションEarthCARE

(Earth Clouds,Aerosols and Radiation Explorer)は,

雲,エアロゾル,大気放射の包括的な全球観測を目的と

して,JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency)

およびESA(European Space Agency)の主導のもと進

められている.2016年打ち上げ予定のEarthCARE衛

星には,ATLIDの他に３つのセンサーが搭載される：

95GHzの雲プロファイリングレーダー（CPR）,可視

から赤外波長域に７バンドのチャンネルを持つ多波長イ

メージャー（MSI）,短波および長波放射を測定する広

帯域放射計（BBR）.CPRとATLIDによる鉛直分布

測定に,MSIによる水平分布測定を複合することで,

立体的なエアロゾル・雲の全球観測を行う.更にBBR

による大気放射観測も加えることで,雲・エアロゾル・

放射の同時観測を実現している.EarthCAREミッショ

ンにおけるATLIDの主な目的は,エアロゾルや雲の放

射特性に関わるパラメーターの全球分布観測にある.

よって,ATLIDの測定データからそれらのパラメー

ターを推定するアルゴリズムの開発が求められる.

そこで著者らは,ATLIDの全３チャンネルのデータ

を用いて,以下のエアロゾルと雲の特性を抽出するアル

ゴリズムの開発を進めている：(1)大気分子層,エアロ

ゾル層,雲層の識別,(2)波長355nmでの粒子の消散

係数,後方散乱係数,偏光解消度,(3)エアロゾルおよ

び雲のタイプの識別,(4)大気中の主要なエアロゾル種

毎の波長355nmでの消散係数.(1)では各層（測定高

度）で,大気分子,エアロゾル,ないし雲のどの成分が

主に存在しているかを識別する.実際の解析では,(1)

から(4)を順に推定していく.以下,先行研究と対比し

ながら,各アルゴリズムについて述べていく.

3.1.雲,エアロゾル,大気分子の識別

ライダーの信号の強弱は,主に粒子や大気分子の後方

散乱係数の大小に依存する.多くの場合,後方散乱係数

は大気分子,エアロゾル,雲の順に大きくなる.これを

利用して,識別を行う.開発中のATLIDアルゴリズム

では,識別パラメーター（D）として,粒子の後方散乱
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係数を用いる（3.2章および式(6b)を参照）.大気中に

粒子が存在しない場合βはゼロとなる.また,多くの

場合エアロゾルの後方散乱係数は雲の後方散乱係数より

も小さくなる.よって,しきい値（D）を設定すること

で高度毎に,雲,エアロゾル,ないし大気分子を識別す

ることが可能となる.実際の解析では,測定ノイズを考

慮しなくてはならない.そこで,しきい値の設定にこの

測定ノイズを考慮する.以上から,ATLIDアルゴリズ

ムでは以下の診断式を用いて識別を行う.

大気分子層：D ＞D

エアロゾル層：D ＋D ＞D＞D

雲層：D＞D ＋D

D は測定ノイズに対するしきい値,D は雲とエアロ

ゾルを識別するしきい値となる.D は,測定ノイズに

起因するβの推定誤差（δβ）を見積もり,それに対し

て重み（κ）をかけて設定する（D ＝κδβ）.D そし

てκの値は経験的に決定する.

ミー散乱ライダーを用いたエアロゾルや雲を識別する

アルゴリズムの開発が進んでいる.Okamoto et al.

（2007）は,ミー散乱ライダーで測定される波長1064

nmでの減衰付き後方散乱係数を診断パラメータとして

用い,しきい値法によってエアロゾルと雲の識別するア

ルゴリズムを開発した.このアルゴリズムを船舶搭載

ミー散乱ライダーの測定値に適用しその妥当性と有用性

を実証した（Okamoto et al.2007,2008）.Hagihara

（2010）ではこのOkamotoの手法を発展させ,衛星搭

載ライダーCALIOPの波長532nmでの減衰付き後方散

乱係数を診断パラメータとして用いて,エアロゾル・雲

の 識 別 を 行った.Okamoto et al.（2010）で は,

CALIOPの 波 長 1064nmの 信 号 の 校 正 と し て,

CALIOPの標準プロダクトの校正で用いられている氷

晶雲の散乱信号を用いた手法ではなく,水雲を利用した

より不確実性の低い手法を提案した.そして,その手法

によって求められた1064nmでの減衰付き後方散乱係

数を用いたエアロゾル・雲識別結果を報告している（図

１）.Vaughan et al.（2009）では,CALIOPの532nm

の減衰付き後方散乱係数を用いたしきい値法による識別

アルゴリズムを開発している.この手法では,大気分子

層か否かを識別する.彼らのアルゴリズムの利点の１つ

は,雲やエアロゾルによる減衰を識別の際に考慮してい

る点である（実測値から雲やエアロゾルの透過率を見積

もり,それをしきい値に反映させている）.Liu et al.

（2009）は,Vaughanの手法によって大気分子ではない

と診断された層（粒子層）に対して,エアロゾルか雲か

を識別するアルゴリズムを開発した.この手法では２波

長（532nm,1064nm）での減衰付き後方散乱係数が同

時に用いられる.上記してきた,しきい値法とは異な

り,エアロゾルないし雲が存在する際の測定値に対する

確立密度関数を観測データに基づいて作成し,その確立

密度関数を用いてエアロゾルないし雲の存在確立を推定

する.そして,導出された存在確立に従ってエアロゾル

層か雲層かを診断している.上記のVaughanおよび

LiuのアルゴリズムはCALIOPの標準プロダクトを生

成するアルゴリズムとして用いられている.

著者らは上記のOkamotoやHagiharaのしきい値法

をベースにして,ATLIDを用いた識別アルゴリズムの

開発を進めている.ミー散乱ライダーの測定値からは,

エアロゾルと雲による減衰（式(1)の指数関数項）を厳

密に見積もることは不可能であり,大気分子・エアロゾ

ル・雲の識別では不確定要素となる.ATLIDによる解

析ではこの減衰による不確定さが払拭されることから,

より確実な識別が可能となると期待される.

3.2.消散係数,後方散乱係数,偏光解消度

HSRLやラマンライダーからは,ライダー比を仮定

することなく直接的に粒子の消散係数α,後方散乱係

数β,偏光解消度δを導出できる.ATLIDでは以下

の式から算出される.

α＝
1
2 z 

ln
β

β 1＋δ
－α (6a)

β Z ＝
β Z ＋β Z －δ

β Z 1＋δ
β Z (6b)

δ＝
β －β δ

β
(6c)

α やβ は,気温と気圧の再解析データを用いて理論計

算によって算出する.δも理論計算によって算出する.

α,β,δの算出では,信号の校正の際に生じる誤差

（校正定数やフィルター関数等の誤差）も影響するが,

測定値ノイズによる誤差が重要な不確定要素となる.特

にαは高度微分を必要とすることから,測定ノイズに

鋭敏である.よって,推定精度の向上には測定ノイズの

低減（Signal-to-Noise比（SN比）の向上）が重要な

要素となる.そこで,ATLIDアルゴリズムでは,SN

比向上のために,空間・時間に対する平均や移動平均を

用いるとともに,離散ウェーブレット変換を利用したノ

イズ低減手法も用いる［Fang and Huang 2004］.

HSRLからの消散係数の推定では,大気分子による

弾性散乱信号β を利用する（図２）.一方,ラマン

ライダーからの消散係数の推定では,大気分子によるラ

マン散乱信号を用いる（式4）.式(4)を変形すること

で,式(6a)に類似したβ の高度微分式へと帰着す

る.式(4)には２波長（レーザー波長とラマン散乱波長）

での粒子の消散係数が含まれるため,２波長での消散係

数の関係を仮定する必要がある.但し,粒子の消散係数

の測定で良く用いられる窒素のラマン散乱では,波長

532nmのレーザーに対してラマン散乱波長が607nm

（波長355nmのレーザーに対しては387nm）と波長シ

フト量は小さい.よって,この仮定によって生じる推定

西澤 智明162



誤差は大きくない.粒子の後方散乱係数は,導出した消

散係数と式(1)を用いることで導出される.また導出し

た粒子の後方散乱係数と測定された全偏光解消度（式

2）から粒子の偏光解消度が導出される.

ミー散乱ライダーの解析では,ライダー比を仮定する

ことで粒子の消散係数や後方散乱係数を推定できる.導

出した粒子の後方散乱係数と式(2)から粒子の偏光解消

度が導出される.一方,Chen et al.［2002］では,ミー
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図1：CALIOPデータを用いたエアロゾル・雲識別結果の例（Okamoto et al.［2010］の図４
を引用）.データは2006年８月１日に大西洋上にて測定された.上からCALIPSO衛星の軌
道(a),β (b),β (c),δ (d),CloudSatのレーダー反射因子(e),Okamoto et al.
2010によるエアロゾル・雲識別結果(f),CALIOP標準プロダクトでのエアロゾル・雲識別
結果(g).オレンジはエアロゾル層,青は雲層.
Figure1：Examples of aerosol and cloud classification results using CALIOP data(reprint-
ed from Fig.4 in Okamoto et al.［2010］).The data were measured over the Atlantic on 1

 
August,2006.(a)Orbit of CALIPSO,(b)β ,(c)β ,(d)δ ,(e)radar reflectivity

 
factor from CloudSat,(f)aerosol and cloud discrimination in Okamoto et al.［2010］,and
(g)aerosol and cloud discrimination from the CALIPSO standard products,where orange

 
and blue colors indicate aerosol and cloud layers,respectively.



散乱ライダーの信号から高高度（高度10km以上）に

出現する巻雲の光学的厚さとライダー比の高度平均値を

推定している.ここでは,対象とする巻雲を上下で挟む

大気分子層（エアロゾルによる寄与が殆ど無い層）によ

る信号を用いて巻雲の透過率を算出し,光学的厚さを推

定している.単波長でのミー散乱ライダーの信号を用い

たChenの手法以外に,多波長でのミー散乱ライダー信

号の同時解析（Sasano and Browell 1989）や受動型セ

ンサーの複合利用（Takamura and Sasano 1990）に

よってライダー比の高度平均値を同時推定する解析手法

も開発されている.

3.3 エアロゾル・雲タイプの識別

大気分子,エアロゾル,雲層を識別した後に,エアロ

ゾル層に対してはエアロゾルタイプの識別を,雲層に対

しては雲タイプの識別を行う.ATLIDアルゴリズムで

は粒子の消散係数,ライダー比,そして偏光解消度をタ

イプ識別に用いる.

CALIOPデータを用いたエアロゾルタイプ識別のた

め に,Omar et al.（2009）は AERONETデータ

（Hoben et al.2001）に対してクラスター解析を行い,

６つのエアロゾルタイプ（Dust,Smoke,Clean Conti-

nental,Polluted Continental,Polluted Dust,Clean
 

Marine）にデータを分類した.６つのエアロゾルタイ

プの光学特性をモデル化し,エアロゾルタイプの識別に

用いた（図３）.また,CALIOPを用いた雲タイプ識別

も行われている（Hu et al.2009;Yoshida et al.,2010）.

例えば,Yoshida et al.（2010）では,ライダー信号の

減衰（粒子の消散係数に相当）と偏光解消度を用いて,

水雲と氷晶雲を識別している.

ATLIDアルゴリズムでは,Omarの手法を応用し,

AERONET及びSKYNET (Takamura et al.2007)

データにクラスター解析を行うことでエアロゾルタイプ

を決定し,その光学特性をモデル化し,エアロゾルタイ

プ識別を実施する.雲タイプの識別では,Yoshidaの

手法を発展させ,粒子の消散係数,ライダー比,偏光解

消度を用いる.ラマンライダー（Muller et al.2007）や

HSRL(Burton et al.2011)を用いたエアロゾルタイプ

の光学特性のモデル化も行われている.これらのデータ

を比較・検証として用いることで,エアロゾルタイプ毎

の光学特性をより確かなものにする.

3.4 エアロゾル種毎の消散係数の推定

ATLIDアルゴリズムでは,海域に対して４種エアロ

ゾル（海塩,鉱物ダスト,ブラックカーボン,水溶性粒

子）,陸域に対しては海塩を除いた３種エアロゾルの外

部混合を仮定する.水溶性粒子は硫酸塩,硝酸塩,有機

エアロゾルの混合物で,光吸収の弱い小粒子と定義す

る.3.3節で述べたエアロゾルタイプは,これらのエア

ロゾル種が混合しているものとして表現される.本アル

ゴリズムの詳細はNishizawa et al.（2013）にあるた

め,ここでは要点について述べる.

まず,陸域アルゴリズムについて述べる.Nishizawa
 

et al.（2008）は,地上で観測されたHSRLデータを用
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図2：HSRLによる測定値（左）と導出された光学特性（右）の例.2011年11月１日にインド洋上（8S,80
Ｅ）にて測定された.波長532nmでのHSRLに1064nmおよび532nmの偏光測定チャンネルが付加されてい
る.高度10kmから15kmに出現した巻雲を捉えている.高度90m毎,時間20分毎に測定値を積算しデータ
解析を行った.
Figure2：Examples of observed data(left)and derived optical properties(right)from HSRL measurements

 
over the Indian Ocean(8S,80E)on 1 November,2011.A 1064nm receiver channel and a 532nm depolarization

 
measurement channel are added to the 532nm HSRL.Cirrus clouds were observed in the altitudes from 10km

 
to 15km.The data were integrated over 20min in time and 90m in range,and the integrated data were

 
analyzed.



いて,水溶性粒子,ブラックカーボン,鉱物ダストの３

種エアロゾルを推定し,ライダー比が光吸収性の弱い粒

子（例えば,水溶性粒子）と強い粒子（例えば,ブラッ

クカーボン）を分別するのに有効であることを示した.

粒子の偏光解消度は粒子の形状に鋭敏なパラメーターで

あり,球形（例えば,水溶性粒子）と非球形（例えば,

鉱物ダスト）の粒子を分別するのに利用されている

（Sugimoto et al.2003;Nishizawa et al.2007）.ATLID

アルゴリズムでは,これらの先行研究の成果を利用す

る.推定では,3.2節で推定されたα,β ,β を用

いる.これらのパラメーターと推定するエアロゾル種毎

の消散係数（σ ）との関係は以下の式で示される

α＝∑σ (7a)

β ＝∑σ
S

1
1＋δ (7b)

β ＝∑σ
S

δ
1＋δ (7c)

iは３種エアロゾル,S とδ はエアロゾル種毎のラ

イダー比と偏光解消度である.エアロゾル種毎のライ

ダー比と偏光解消度をモデル化するため,先行研究を参

照して,粒径分布と屈折率を仮定する.鉱物ダストは,

回転楕円体を仮定し理論計算によって光学特性を決定す

る（Nishizawa et al.2011）.鉱物ダスト以外は球形と

し,Mie理論によって光学特性を計算する.地上での

HSLR観測にアルゴリズムを適用した結果を図４に示

す.一方,海域アルゴリズムではATLIDの３チャンネ

ルデータと海面風速データを用いることで４種エアロゾ

ルの消散係数を推定する.エアロゾル輸送モデル等で用

いられる手法（Takemura et al.2005）を利用し,海面

風速データから海塩粒子の重量濃度を算出し,それを光

学特性へ変換する.海塩粒子の特性（粒径分布,屈折

率）も先行研究を参照して仮定し,Mie理論によって

光学特性をモデル化する.海面風速データは全球再解析

データを用いる.

上記したATLIDアルゴリズムでは,エアロゾル種毎

に粒径分布や屈折率等を仮定する.よって,これらの仮

定は潜在的な不確定要素となる.EarthCARE衛星に

は,MSIも搭載される.先行研究において,衛星搭載

の受動型センサーを用いて,エアロゾルの粒径やタイプ

を推定するアルゴリズムが開発されている（Higurashi
 

and Nakajima 2002;Kaufman et al.2003）.そこで著者

らは,ATLIDとMSIを複合利用することで,エアロ

ゾル種毎の消散係数に加えて,鉱物ダストと水溶性粒子

の粒径も推定するアルゴリズム開発を進めている.

ATLID-MSI複合アルゴリズムでは,α,β ,β ,

海面風速,そしてMSIの波長670nmと865nmでの放

射輝度を用いる.推定では,最尤法とGauss-Newton

法を用いた最適化法を使用する（Kudo et al.2008）.

上記したような,多チャンネル（波長＋要素（消散係

数,後方散乱係数,偏光解消度））のライダーデータを

用いたエアロゾル種推定アルゴリズムは非常にユニーク

な手法であり,世界でも類をみない.多チャンネルのラ

イダーデータを用いたエアロゾル推定では,他に,粒径

分布や屈折率を推定する正則化法等を用いたアルゴリズ

ムが開発されている（Muller et al.1999;Bockmann
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図3：CALIOPを用いたエアロゾルタイプ識別結果の例（Omar et al.［2009］の図５を引用）.データは2006
年８月８日にヨーロッパおよびアフリカ上空で測定された.β (a）,エアロゾル・雲識別結果(b）,エアロゾ
ルタイプ識別結果(c）.
Figure3：Examples of the aerosol type classification from CALIOP measurements(reprinted from Fig.5 in

 
Omar et al.［2009］).The data were observed over Europe and Africa on 8 August,2006.(a)β ,(b)aerosol

 
and cloud discrimination,and(c)aerosol type classification.



2001;Veselovskii 2004）.推定結果はエアロゾルのキャ

ラクタリゼーションに活用されている.多チャンネルラ

イダーデータと多チャンネル受動型センサーデータを同

時処理し,粒径分布,屈折率,また粒子形状まで言及す

る統合的なアルゴリズムの開発も進められている

（Chaikovsky et al.2012;Lopatin et al.2013）.

4.おわりに

本稿では,著者らが開発を進めているEarthCARE

衛星搭載ライダーATLIDおよびATLIDとMSIを複

合利用したアルゴリズムと先行研究で開発されたアルゴ

リズムを対比して述べることで,ライダーを用いたエア

ロゾルや雲の光学的・微物理的・化学的特性を抽出する

アルゴリズムの概要や特徴についてレビューした.ま

た,エアロゾル・雲を対象としたライダーの測定原理に

ついても述べた.

エアロゾルや雲の光学的・微物理的・化学的特性を表

現するパラメーターは多種多様にわたる.包括的にこれ

らのパラメーターを把握するためには,多チャンネル測

定が必須となる.多チャンネル測定化には,単測器の多

チャンネル化とともに,複数測器を同時利用することで

多チャンネル化を果たすこともできる.多チャンネル

データを有効活用できるアルゴリズムの開発も欠かせな

い.多チャンネルデータを一括処理する包括的なアルゴ

リズムが開発されてきている.多チャンネルデータの利

用により,エアロゾルや雲の多種多様なパラメーターが

同時に推定できる.これは逆に,これまで必要であった

様々な仮定が不要となり,推定値の確からしさが向上し

たことも意味する.一方で,多チャンネルデータを取り

扱う際には,各データの品質や個々推定値の感度評価が

より重要となる（測定値に対して感度の低い推定値に,

誤差が伝播してしまう可能性がある）.多チャンネル

データを同時解析し,かつ測定誤差による影響を低減で

きる解析手法の開発や導入が今後より一層重要となるだ

ろう.そのためには,測定データに対する物理的な理解

（測定データから推定できるパラメーターは何か,測定

値に対して推定値の感度がどれだけあるのか,測定誤差

がどれだけ推定値にのるのか）とともに,数値解法に対

する知識と理解（どんな解法が有効なのか）も必要であ

る.他分野で利用される数値解析手法の応用や数値解析

の専門家との共同研究がアルゴリズム開発における大き

な可能性を秘めている.
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図4：波長532nmでのHSRLデータを用いたエアロゾル種推定の例（Nishizawa et al.［2013］の図１と図２
を引用）.データは2005年４月８日につくば市（茨城県）で測定され,α (左図a）,β (左図b）,δ (左
図c）が推定された.これに,波長532nmHSRL用に改良されたATLIDアルゴリズムが適用され,水溶性粒
子（右図a）,鉱物ダスト（右図b）,ブラックカーボン（右図c）の波長532nmでの消散係数が推定され
た.
Figure4：Examples of aerosol component retrieval using 532nm HSRL data(reprinted from Figs 1 and 2 in

 
Nishizawa et al.［2013］).The data were observed over Tsukuba,Ibaraki-ken,Japan on 8 April,2005;α
(left(a)),β (left(b)),andδ (left(c))are retrieved.Extinction coefficients at 532nm of water-soluble

 
particles(right(a)),mineral dust(right(b)),and black carbon(right(c))were estimated by applying the

 
improved ATLID algorithm to 532nm HSRL data.
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1.雲エアロゾル観測に利用されるイメージャー

まずはじめに,可視赤外イメージャーの発展について

述べてみる.表１に雲エアロゾル観測でよく使われる代

表的な可視赤外イメージャーのバンド数を示す.バンド

の数と観測項目の数は比例する.従ってバンド数の推移

はイメージャーを用いた観測技術の高まりやサイエンス

の発展状況の指標となる.この表をみてみると,80年

代のイメージャーのバンド数はAVHRR (Advanced
 

Very High Resolution Radiometer)の例が示すように

５程度であった.その後しばらくは世代が更新される毎

にバンド数が倍々のペースで増え,2000年前後には

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectror-

全地球規模の大気観測の主力センサーとして,衛星搭載型可視赤外イメージャーが活発に利用され

ている.極軌道衛星に搭載されたMODISセンサーやGLIセンサーのように広い観測幅を有するイ

メージャーは,ほぼ毎日の全球規模観測が可能であることから,気象現象から気候問題までの様々な

時空間スケールの観測に用いられている.静止気象衛星搭載イメージャーを用いれば更に高頻度な観

測が可能となる.搭載する多波長バンドを利用して多くの大気物理パラメータを定量的に観測ができ

るのもイメージャーの特徴である.本論文では,極軌道衛星および静止軌道衛星搭載イメージャーの

データ解析から見えてくる諸現象のうち,気候の形成にかかわる雲,放射,エアロゾル間接効果に注

目しながら,可視赤外イメージャーの有用性について論じる.
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Polar orbital multi-spectral visible-infrared imager,such as the MODIS and the GLI are used for observing
 

the Earth surface from space for several temporal-spatial scales regarding weather and climate,since it covers
 

the earth surface almost everyday.Moreover,unitization of imager aboard the geostationary satellites(e.g.

Himawari,GOES,Meteosat)allows observing the Earth more frequently than polar orbital satellite sensors.

One of advantages of such imagers is that they can estimate many atmospheric parameters using multi-spectral
 

information.This paper discusses worthiness and usability of the visible-infrared imagers,focusing estimation
 

of cloud,radiation,and indirect effect of aerosols.
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adiometer)やGLI(Global Imager)のように36バンド

にまで増加したことが見て取れる.その後,波長の組み

合わせの再検討や最適化によってバンド数は20前後に

落ち着いてきた.また,例えば雲とエアロゾルの観測に

特化したEarthCARE(Earth Cloud,Aerosol and Radi-

ation Explorer)衛星搭載MSI(Multi-spectral Imager)

やGOSAT(Greenhouse Gases Observing Satellite)衛

星搭載CAI(Cloud and Aerosol Imager)のように,4～

7という小規模なバンド数のイメージャーも出てきた.

なお,表１においてAVHRRからMSIまでにかけて

のイメージャーは極軌道衛星に搭載されている.AHI

(Advanced Himawari Imager)は2014年に静止軌道に

打ち上げられる予定の第３世代の静止気象衛星「ひまわ

り８号」に搭載されるイメージャーである.現行ひまわ

り（ひまわり６号,７号）のイメージャーが５バンドで

あるから,第３世代での16バンド化は,すなわち静止

気象衛星搭載イメージャーが旧来の極軌道衛星搭載イ

メージャー並の観測多様性を有することを意味する.

2.衛星データから雲特性を推定する

2.1 衛星画像から雲を発見する

「衛星から雲を観測」することは簡単なことのように

思われるかもしれないが,意外に奥が深い.ここでは衛

星搭載可視赤外イメージャーを用いた雲の観測に話を限

定する.雲観測では最初にイメージャーの画像から雲を

見つけ出す作業が必要となる.宇宙から地球を見たと

き,海洋上の雲であれば比較的容易に雲を見つけ出すこ

とが出来る.雲は太陽光をよく反射するため,可視バン

ドの画像上で明るいピクセルとして見えるからである.

また多くの雲は地表面よりもかなり高い高度にあるた

め,熱赤外バンドでみると冷たく見えることも利用でき

る.次に雲が検知しにくい状況を考えてみる.砂漠や雪

氷面などの明るい地表面上に存在する雲の検知は難し

い.周囲と雲域の画像コントラストが小さくなってしま

うからだ.逆に砂漠や雪氷面を雲として誤認識してしま

うこともある.また,雲が光学的に薄い場合も検知が難

しい.

イメージャーからの雲検知は気象や気候学にとって非

常に重要である.雲は地球表面でのエネルギーの収支に

関わる非常に大きな要素であるため,地球上のどの領域

に,どれくらい雲が発生しているかを知る必要があるか

らである.全球規模における雲量の長期変動は古くて新

しい研究項目である.

2.2 雲の特性を推定する

衛星を用いた雲観測における次の段階は,観測画像か

ら見つけ出された雲の特性の把握である.ここでいう

「特性」には物理特性と光学特性がある.物理特性とは,

雲の温度,高度,幾何学的な厚さ,雲粒の大きさ,個数

などをいい,光学特性は光を散乱させたり吸収する能力

（波長依存する）,度合いである.なお,光学特性は「光

学的厚さ」「単一散乱アルベド」等の指標で表される.

光学的厚さが大きな雲というのは,宇宙から可視光で観

測したときに明るく見える雲である.単一散乱アルベド

というのは,１次散乱における散乱成分の割合を示す.

これらの物理特性や光学特性に反応する波長による衛

星観測から,その特性を推定することができる.例え

ば,11μmの熱赤外バンドを用いれば雲の頂上付近の温

度が分かる.加えて客観解析データなど何らかの別の方

法で気温の鉛直分布が既知であれば,雲の温度から高度

を推定することも可能である.雲の光学的厚さは,可視

光バンドから推定することができる.可視光領域は雲粒

子による吸収が小さいため,宇宙から来た太陽光は雲粒

子による散乱を繰り返しながら雲の内部まで十分に入り

込み,そのうちの幾らかは地上に向かって大地を照らし

（ゆえに雲があっても地表面は明るい）,また,そのうち

の幾らかは宇宙に向かって戻っていく（ゆえに宇宙から

見て雲が明るい）.雲粒が密集すればするほど光が散乱

する機会が増え,その結果,宇宙空間に戻っていく太陽

光の割合は多くなり,すなわち衛星センサーはそれを明

るい雲として認識する.雲粒が密集していない雲の場合

は散乱の機会が限られ,雲を突き抜けて地上に向かって

進む太陽光が増えるから,地上はより明るく照らされ,

反対に宇宙からみた雲は暗く見える（光学的に薄い）.

すなわち衛星イメージャーの可視光バンドの明るさを詳

しく調べることで雲の光学的厚さを求めることが出来

る.雲粒サイズの推定は複雑である.ここでは主に雲粒

（水や氷）による吸収がやや強い波長である1.6～3.7μ

mのあたりの短波長赤外と呼ばれるバンドを用いる.

これらの波長も太陽を光源とし,雲粒による散乱を繰り

返しながら雲内部に入り込むまでの過程は先に述べた可

視光の場合と同じであるが,雲粒による吸収が可視光よ

りも強いため,雲粒にぶつかる毎に光は弱くなってい

く.また雲粒が大きいほど強い吸収を受けることにな

る.したがって,これらの短波長赤外の波長を使って宇

宙から雲をみたとき,雲粒サイズが大きい雲ほど暗く見

表1：可視赤外イメージャーの例

センサー バンド数 打上･運用 備 考

AVHRR ５ 1981-

OCTS 12 1996-1997

MODIS 36 1999- Aqua衛星とTerra衛星

GLI 36 2002-2003 OCTSの後継

CAI ４ 2009- GOSAT衛星搭載

SGLI 19 2015前後 GLIの後継

MSI ７ 2015前後 EarthCARE搭載

AHI 16 2014年 ひまわり８号
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えることになる.これを逆に解くことで雲粒サイズを知

ることが出来る.図１に雲の光学的厚さ（Tau）と雲粒

サイズ（Efr）に対する可視バンドの観測輝度（横軸）,

短波長赤外バンドの観測輝度（縦軸）のシミュレーショ

ン計算例を示した.この図で示されるとおり,光学的厚

さが増大するに従って主に可視バンドの反射シグナルが

増大し,雲粒サイズが増大すると短波長赤外波長バンド

の反射シグナルが減少する様子が分かる.なお,可視バ

ンド,短波長赤外バンドは,それぞれ雲粒サイズ,光学

的厚さにも少し反応している様子も図から見て取れる.

3.航跡雲

宇宙から地球を眺めたとき,人間活動の痕跡が見て取

れる場合がある.もっとも有名なのが夜間の光である.

昼間に観測される痕跡として航跡雲という現象がある.

航跡雲というのは,海洋上を航行する船の煙突などから

排出されたエアロゾルが雲の変質をもたらし,航路に

沿った軌跡になる現象である.図２はカリフォルニア沖

に発生した航跡雲をMODISセンサーが捉えたもので

ある.画の左上部において,何本もの筋状の雲が縦横に

発生している.航跡雲の現象は決して珍しいものではな

く,カリフォルニア沖や欧州の大陸西岸ではかなり頻繁

に観察される.また気象衛星ひまわりにも航跡雲が観測

されることがしばしばある（図３）.

4.火山噴火による雲の変質の解析例

図４にハワイ島キラウェア火山の噴火の影響による水

雲の雲粒サイズの大規模な変質イベントを示す（使用し

たデータはMODIS）.火山噴火が沈静している期間

（2007年８月）と活発な噴火を起こしている時期（2008

年８月）における水雲粒子半径の月平均値を比較してみ

ると,キラウエア火山（図中の▲印）を起点として西方

の広い範囲にかけて雲粒径が大きく減少している様子が

判る.これは,「エアロゾル間接効果」の現れであると

考えられる.すなわち火山噴火によって大気中に大量に

放出された噴煙（エアロゾル）が雲凝結核としてふる

まったことが推測できる.雲粒の材料である大気中の水

分量は有限であるから,これら水分を大量の凝結核が分

けあいながら雲粒を形成した結果,雲粒ひとつひとつの

サイズが小さくなったのである.

なお同図には,陸と海における雲粒径の差異も現れて

いる.一般的な傾向として陸域や沿岸域で雲粒は小さ

く,海洋域で雲粒は大きい.エアロゾルは陸域や沿岸で

濃いことは様々な研究で示されているから,ここで見ら

可視赤外イメージャーから観る雲,放射,エアロゾル間接効果

図2：MODISセンサーが捉えたカリフォルニア沖の航跡雲
（2012年12月10日）

図3：ひまわり画像に現れた航跡雲（点線内部）（2013年７
月28日日本時間7：00）

171

図1：光学的厚さ（Tau）と雲粒サイズ（Efr）に対する可
視バンドの観測輝度（横軸）,短波長赤外バンドの観測輝度
（縦軸）.衛星天頂角40度,太陽天頂角60度,相対方位角
50度の場合.想定したセンサーはGOSAT衛星搭載CAIの
Band2（0.67μm）およびBand4（1.6μm）である.



れた現象も火山噴火で見られた現象と同じようにエアロ

ゾル間接効果の発現である可能性が強い.しかし,地域

によってエアロゾルの種類や発生状況,大気の状態など

の条件が大きく異なるため,事象が複雑となり今のとこ

ろ定量的な議論は難しい.一方でキラウエア火山の例で

は,大気の状態がおおよそ同等と見なせる2007年と

2008年の同月（８月）において噴火の沈静期と活動期

が明瞭に分かれている.また,本議論におけるノイズ源

となりうる人為起源のエアロゾルはハワイ諸島では比較

的小さいと考えられる.以上を考えると,大洋上の孤島

における一定規模の火山噴火イベントは,エアロゾル間

接効果の定量化に資するものと考えられる.

実際にこれらのデータを利用した詳細な解析を行った

結果,大気中に注入された1.8メガトンの火山性噴出物

が雲粒半径を約23％減少させ,水雲の雲量は平時の約

９％に対して13.5％に増加,雲の反射率は平均して

１％増加し,それに対応する短波放射の減少はマイナス

５［W/m］と見積もられた（Eguchi et al.2011）.キ

ラウェア火山の事例はエアロゾル間接効果が定量化され

た珍しい例である.今後,ハワイ諸島の火山噴火現象は

気象学者にとって主要ターゲットであり続けるであろ

う.

5.衛星による地上下向き短波放射フラックスの

推定

放射フラックスの観測や推定は,地球上のエネルギー

の入力と出力を把握するという極めて重要な研究項目で

ある.押さえるべき放射フラックスには,地上下向き

（短波L ↓,長波L ↓）,地上上向き（短波L ↑,

長波L ↑),大気上端上向き（短波L ↑,長波

L ↑),大気上端下向き（短波L ↓）等がある（こ

こでLNDはLand,TOAはTop of Atmosphere, S

は短波, Lは長波を意味する）.このうち,地上下向き

L ↓と地上上向きL ↑など地上付近に関する放射量

については,主として地上の観測基地に設置された放射

計で計測される量である.他方の大気上端における放射

量L ↓↑については,宇宙空間からの観測,すなわち

衛星搭載センサーによる観測が有効であると考えられ

る.

地上観測と衛星観測には一長一短ある.例えば地上観

測は機器のメンテナンスが可能であり,それゆえに高精

度な観測が行われる長所がある一方で多くの場合,観測

範囲は「点」である.従って地上観測測器だけで全地球

規模の観測を行うことは困難といえる.一方の衛星観測

は観測される輝度や輝度温度の精度保証（校正作業）に

大変な努力を要するが,ひとつの放射計で全球規模を走

中島 孝,竹中 栄晶,石田 春磨,永尾 隆,胡斯 勒図,渡邊 武志172

図4：火山噴火前後における雲粒有効半径（MODISデータの解析による推定）



査することで均質な観測を行うことが出来るという特長

がある.

衛星からは地上における放射量,とくに地上下向き放

射量L ↓を「直接」観測することは困難である.なぜ

ならば,衛星搭載イメージャーはあくまで地表付近（こ

こでは雲,エアロゾルや大気成分も含む）で散乱され,

宇宙空間に向けて戻ってきた放射を計測しているからで

ある.しかし,最新の大気科学と放射伝達計算を用いる

と,イメージャーから得られた雲の物理パラメータを仲

介して,例えば地上下向き短波放射フラックスL ↓

を計算することが可能となる.イメージャーはL ↓

こそ直接観測しないが,これを理論的に計算するために

必要になる各種の地球物理量を推定することができるか

らだ（2.2節参照）.L ↓に最も強く関わる地球物理

量は影響度の強い順に,雲,エアロゾル,そして水蒸気

などの大気成分である（この強度の順番は波長によって

入れ替わることはある）.なかでも可視光の範囲では雲

による影響が大きいため,ここでは雲に注目してみよ

う.

最初のステップ１はイメージャーの観測輝度や輝度温

度から雲の特性（放射散乱に関わる量,すなわち光学的

厚さ,雲粒の大きさなど）を推定する（図５左）.次の

ステップ２では,推定された雲特性を入力した放射伝達

計算を行なうことでL ↓を求める（図５右）.つまり

「この特性の雲があれば,その雲の下の地表ではこれだ

けの短波放射フラックスL ↓になるはずだ」が理論

的に計算できる.理論計算であるから,直達成分と散乱

成分を分離したり,必要な波長帯だけを取り出して計算

することも可能である.

既にこのような短波放射フラックス推定システムは実

装されている.図６は「ひまわり」衛星のデータに上記

のプロセスを施して得られた地上短波放射フラックスの

解析例である（Takenaka et al.2011）.ステップ１,

すなわち「ひまわり」衛星搭載イメージャーの輝度デー

タから雲特性を推定するプログラムとしてCAPCOM

(Comprehensive Analysis Program for Cloud Optical
 

Measurement) (Nakajima and Nakajima 1995.

Kawamoto et al.2001)が,ステップ２の放射伝達計算

ではEXAM SYSTEM (Takenaka et al.2011)が用い

られている.CAPCOMは日本の地球観測衛星プロジェ

クト,ADEOS-II,GOSAT,GCOM-Cシリーズ,Ear-

thCAREで標準的に用いられる解析システムであり,

高速かつ安定的に,精度良い雲特性を算出するプログラ

ムである.EXAM SYSTEMは,本来非常に時間がか

かる放射伝達計算をニューラル・ネットワークで実装し

たプログラムで,標準的な放射伝達プログラム,

RSTAR(system for transfer of atmospheric radia-

tion)(Nakajima and Tanaka 1986,1988,Stamnes et al.

1998)の計算速度の約10万倍の速度で計算をすること

ができる.例えば図６のディメンジョンは約2000x2000

である.仮に１ピクセルの放射計算に３秒間を要すると

図６全体の計算で140日を要してしまう.毎時の観測を

行う静止衛星では,観測に解析が追いつかないことにな

る.これが10万倍の速度で計算できると約２分で計算

が終了する.2015年に定常運用が開始される次世代ひ

まわり衛星８号は,従来の数倍の観測頻度に相当する

10分間隔で正対ディスク（静止衛星に向いている地球

の面）を観測することができ,さらに日本列島付近に関

しては2.5分間隔という超高頻度観測が実施される.

EXAM SYSTEMのような超高速度放射伝達計算は,

次世代衛星解析にも対応できる優れたシステムであるこ

とが分かる.なお,EXAM SYSTEMの教師データの

作成にRSATRを用いているから,このような高精度

な従来型放射伝達ソルバーは依然として必要であること

も強調したい.

173可視赤外イメージャーから観る雲,放射,エアロゾル間接効果

図5：地表に到達する短波放射フラックスを,衛星観測を基に推定する方法



6.再生可能エネルギー問題への取り組み

最近,気象学の知見を必要としている工学分野があ

る.それは再生可能エネルギーである.これから将来に

かけて,多様なエネルギー源をミックスして利用する時

代に入り,太陽エネルギーや風力などの再生可能エネル

ギーの利用が期待され,実際ものすごい勢いで増設され

ていることはご承知のとおりである.日々の生活で欠か

せない電力は,供給量と消費量が総量として平衡してい

れば良いのではなく,秒～週までの時間スケール,市町

村～国や地域レベルまでの多様な空間スケールで常時バ

ランスしている必要がある.再生可能エネルギーの代表

格である太陽や風力は短時間で大きく変化する天気や大

気の状態に依存するから,地球科学の知見が重要になる

のだ.加えて,これから新たに構築していくエネルギー

管理システムは,地球の環境変化に対しても安定かつ持

続可能である必要があるから,気候変動という長期的な

視点での検討も重要になる.本論文で示したエアロゾル

間接効果も詳細な日射量把握において考慮されるべき事

項であろう.５章で述べた放射フラックス計算は,太陽

エネルギー発電量を把握するために必須となる基礎デー

タである.これまで気象や気候学的観点から算出してき

たこのようなデータが,エネルギー・マネジメントの分

野で強く求められていることは興味深い.

従来の気象学あるいは衛星地球観測分野は,気象業

務,防災,気候変動問題,環境問題などの社会の安全安

心に対して大きく貢献するものとして評価されてきた.

これからの時代は,再生可能エネルギーの利用へなど新

しい分野にも大きく貢献するものとして今後の発展が期

待される.なお,再生可能エネルギーに関する学術分野

は,太陽エネルギー学会のような自然エネルギーコミュ

ニティ,電気学会をはじめとする電力コミュニティー,

分散協調型のエネルギー管理システムの構築を目指す計

測自動制御学会,建築学会などの建築構造設備など多種

多様であり,既に様々な連携が始まっている.これらの

学会やコミュニティーと学際交流を積極的に図ることに

より,私たちの気象学をこれまで以上に意義深く,価値

のあるものにしてゆく必要があるのではないだろうか.

実際,現在の気象学には,他分野と協調連携しながら学

際領域を盛り上げる実力を備えている.
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1.はじめに

雲が保持する水の量は,雲が形成される大気の力学や

熱力学,すなわち気温や湿度,鉛直速度などに支配され

ているが,雲粒の大きさは大気中に存在する凝結核の数

に依存する.その他のパラメータが同一であれば,清浄

な空気中では凝結核が少ないため比較的大きな雲粒が形

成され,陸域や汚染された空気中では凝結核の数が１

～２桁多いため雲粒が小さくなる（Petty 2004）.人間

活動によって放出された大量のエアロゾルは凝結核とし

てはたらき,雲の反射率を下げるため,地球を冷却する

効果を持つことが知られている（アルベド効果）

（Twomey 1974）.このような小さい雲粒は雨粒にまで

成長するのに時間がかかるため,降水が抑制され雲の滞

留時間が長くなると考えられている（寿命効果）（Al-

brecht 1989）.これらの効果はエアロゾルの間接効果と

呼ばれ,人間活動による気候変動の要因の一つとして活

発に研究されている.これらの効果はともに地球を冷却

する効果があり,気候変動の要因の一つとなっている.

さらに,エアロゾルと雲の相互作用として,準直接効果

があげられる（Ackerman et al.2000,2004）.黒色炭素

エアロゾルの直接効果により周囲の大気が暖められると

相対湿度の減少とともに雲粒が蒸発し,巨視的に見ると

雲量が減少することが観測によって示された.また,雲

の端の雲粒が蒸発すると,雲の端の気温が下がるため

downdraft windが生じ雲のエントレインメントが促進

され,その結果乾燥した空気が取り込まれ,さらに雲粒

が蒸発すると考えられている.

衛星によるリモートセンシングはエアロゾルや雲の全

球分布を得られる唯一の観測手法であり,全球的な雲エ

アロゾル相互作用の研究に適している.衛星観測で得ら

れたエアロゾルと雲の微物理パラメータの統計的な関係
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を調べ,エアロゾルと雲の相互作用を推定する研究が多

くなされている.エアロゾル数密度と雲の有効粒径との

間には負の相関（Nakajima et al.2001;Breon et al.

2002;Sekiguchi et al.2003;Quass et al.2004;Kaufman
 

et al.2005）が,雲粒数密度との間には正の相関（Na-

kajima et al.2001;Sekiguchi et al.2003;Kaufman et
 

al.2005;Quass et al.2006）があり,アルベド効果が現

れていると推測される.また,鉛直積算雲水量との間に

正の相関がみられ,寿命効果が現れているのではないか

と推測される.さらに,雲量との間にも正の相関（Se-

kiguchi et al.2003;Loeb and Manalo-Smith 2005;

Kaufman et al.2005;Kaufman and Koren 2006）があ

ることが示されている.しかし,この手法にはいくつか

の問題点が挙げられる.同じ場所にある雲とエアロゾル

は同時に衛星から観測することはできず,雲がない場所

で観測されたエアロゾルを雲物理量と組み合わせなくて

はならない.そのため,雲の中に存在するエアロゾルと

は性質が異なるエアロゾルを用いて解析していると考え

られる.具体的には,吸湿成長に寄る粒径や複素屈折率

の変化等があげられる.そのため,これらの相関につい

ては有意性を慎重に議論する必要があることが指摘され

ている.また,これらの相関の強度を用いて雲エアロゾ

ル相互作用の放射強制力が推定されているが,ばらつき

があり量的な推定は難しいと指摘されている（Rosen-

feld and Feingold 2003）.

本稿では衛星解析データを用いた統計的な解析の手法

と使用データを紹介し,前述の問題点への対策を述べ

る.また,本研究の解析で得られた結果を示し,その有

効性について議論する.

2.解析手法と使用データ

本研究では,長期間安定した観測が続けられているア

メリカ航空宇宙局（National Aeronautics and Space
 

Administration,NASA）の地球観測衛星Terraに搭載

されているセンサMODIS(Moderate-resolution Imag-

ing Spectroradiometer)によって観測されたデータを用

いる.Terraは極軌道衛星であり,約１日で全球観測を

行う.解析期間は2001年１月から2010年12月までと

した.

雲物理量は,MODISにより観測された放射輝度デー

タを元にNakajima and Nakajima（1995）およびNa-

kajima et al.（2010）が開発した雲解析アルゴリズム

CAPCOM (Comprehensive Analysis Program for
 

Cloud Optical Measurement)によって導出されたもの

を使用した.本研究では,雲頂温度が257K以上と判

別された雲を対象とし,その雲の有効粒径,光学的厚

さ,鉛直積算雲水量を解析に用いた.有効粒径は利用す

る近赤外波長の違いで推定に差異が生ずることがわかっ

ている（Nakajima et al.2010a,b;Suzuki et al.2010）

が,本研究ではSekiguchi et al.（2003）でも推定に使

用されていた3.7μmの近赤外波長を用いた.

鉛直積算エアロゾル数密度（以下エアロゾル数密度）

は,MODISエアロゾルプロダクトMOD04 level 2

(Levy et al.2009,2010)のエアロゾル光学的厚さ,大粒

子と小粒子の比率,エアロゾル種類などを用いて以下の

手順で導出した.

単位面積当たりの鉛直積算エアロゾル粒子数 N は,

個数粒径分布 n rの積分値として表される.

N ＝ n rdr
 

n rが二山の対数正規分布に従うとすると,

n r≡∑
1

2πlnσ
exp－

1
2
lnr－lnr
lnσ

(1)

ここで,rは粒子半径,rは平均粒子半径,σは粒径

分布の標準偏差である.このときの N を体積 V に換

算すると,

V ＝
4
3rn rdr＝ v rdr (2)

ただし v rは体積粒径分布である.V はエアロゾル

光学的厚さτ,質量濃度 ,大粒子と小粒子の比率γ

を用いて以下のように式で求められる.

V ＝∑
τγ
ρ

(3)

τ, ,γはMODISプロダクトとして提供されてい

る.海上のみ提供されているr,σを用いれば,以下

の式から海上の鉛直積算エアロゾル数密度 N が導出さ

れる.

N ＝∑V
3
4πr

exp－
9
2σ (4)

陸上のデータにはrではなく体積平均半径rが提供

されているため,これをrに変換する必要がある.(2)

式の第２辺の積分項rn rを整理すると

rn r＝explnr n r

＝explnr
1
2πlnσ

exp－
1
2
lnr－lnr
lnσ

＝ 1
2πlnσ

exp－
1

2lnσ
lnr －2lnrlnr

＋ lnr －2lnσ 3lnr

ここで,x＝lnr,x ＝lnr,s＝lnσとすると,

rn r＝
1
2πs 

exp－
1
2s

x－ x ＋3s

－ x ＋3s ＋x

＝ 1
2πs 

exp－
1
2
x－ x ＋3s

s

従って体積粒径分布 v rは,
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v r＝
4
3πrn r

＝43π
1
2πs 

exp－
1
2
x－ x ＋3s

s

＝43π
1
2πlnσ

exp－
1
2
lnr－ lnr＋3lnσ

lnσ
(5)

(5)式において

lnr＋3lnσ ＝lnr

であるからこれを変形して,

r＝rexp－3s (6)

となる.(6)式によってrとrが対応付けられた.陸

上の鉛直積算エアロゾル数密度は(4)式と(6)式を用いて

導出される.

雲の微物理特性は主に湿度や風などの気象力学的な要

因によって左右されるため,エアロゾルの影響だけを抽

出して解析するのは難しい.そこで,雲の微物理量（本

研究では有効粒径,光学的厚さ）をエアロゾル数密度で

分け,各集合で平均や標準偏差を計算した後,改めてエ

アロゾル数密度と雲微物理量の平均との相関を調べた.

これにより,気象力学的な要因の影響が均され,エアロ

ゾルとの関係が抽出できると推測される.また,雲があ

る状態ではエアロゾルは解析できないため,同じ場所の

雲とエアロゾルそれぞれの物理量は得られない.そこ

で,解析された雲・エアロゾル物理量を空間・時間平均

して用いることで,その時間,その場所が持つ代表的な

雲,エアロゾル特性を得られるとみなし,この平均化し

たデータをさらに時間・空間方向に集め,統計的に解析

を行った.

本研究では,まず,北緯60度から南緯60度の領域の

衛星解析データを,0.25度グリッド平均の日平均デー

タとして作成した.次に,単位面積あたりの鉛直エアロ

ゾル数密度10～10（particles/cm）の範囲を10 刻

みで対数線形分割し,分割した範囲（以降,この範囲を

ビンと呼ぶ）ごとに,エアロゾルと同じ場所の雲微物理

量を集め,その平均と標準偏差を計算した.その際,ビ

ン内の平均を取る雲微物理量の数が設定したしきい値

（以下 N と呼ぶ）よりも低い場合や,標準偏差がしき

い値（以下有効粒径のしきい値はr ,光学的厚さは

τ と呼ぶ）よりも大きい場合は図や次に述べる相関の

計算に用いないこととした.最後に各ビンのエアロゾル

数密度の中心値の対数と雲微物理量の平均値の対数につ

いて回帰分析を行い,回帰直線の傾きと相関係数を求め

た.この際,ビンの数が10以上であるときのみ相関を

計算することとした.回帰直線の傾きが大きいほどエア

ロゾルの変動に対する雲物理量の応答が大きくなると考

えられるので,雲エアロゾル相互作用が大きいと推定で

きる.

3.エアロゾルと雲微物理量との相関

まず,日平均した海上でのエアロゾルと雲微物理量の

データを月ごとに集めて統計的な解析を行った.2010

年１月の結果（N ＝20,r ＝0.35,τ ＝0.35）を図

１に示す.ここで,大循環規模の気象変化が鉛直積算雲

水量の変動として現れ,アルベド効果の影響を過小評価
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図1：日平均,0.25度グリッド平均した2010年１月の海上
のMODISデータを用いたエアロゾル数密度と(a)雲の有効
粒径,(b)光学的厚さの相関.色の違いは鉛直積算雲水量の
制約条件による（黒：25-125,青：125-225g/m）.丸とダ
イヤの点は各ビンの平均値,誤差棒は±１標準偏差を表す.
Figure1：Correlation plots between column aerosol num-
ber and(a)cloud effective radius,(b)cloud optical thick-
ness using 0.25°grids daily averaged MODIS data in Janu-
ary 2010.Black and blue colors show the ranges of liquid

 
water path,25-125,125-225 g/m,respectively.Circles and

 
diamonds show the averaged values,respectively,and

 
error bars indicate one standard deviation in each bins.



する可能性が指摘されている（McComisky and Fein-

gold 2012）ことを踏まえ,鉛直積算雲水量を解析の制

約条件として付け加え,25-125g/m と125-225g/m

の２つの場合に分けて解析を行った.エアロゾル数密度

と雲の有効粒径との間には負の相関が現れているが,鉛

直積算雲水量が少ない場合ではエアロゾル数密度が大き

いところで正の相関に転じている.また,エアロゾル数

密度と雲の光学的厚さとの間には正の相関が見られる

が,エアロゾル数密度が多いところでは負の相関が現れ

る.しかし,誤差棒で示されているように,エアロゾル

数密度が多い場合は各ビンでの標準偏差が大きく,プ

ロットされるビンも少ないため,１ヶ月分のデータで得

られた逆転傾向について考察するのは難しい.逆転後の

傾向を把握するには,エアロゾル数密度が多い場所の

データをより多く用いる必要があると考えられる.

図１で示した解析を10年間,各月で行い,エアロゾ

ル数密度の少ない範囲で相関を調べた.エアロゾル数密

度10 N 10 （particles/cm）の範囲でのエアロ

ゾル数密度と雲の有効粒径の相関は,鉛直積算雲水量が

少ないときはほとんどの場合に相関係数が－0.9以下と

なり,強い負の相関が見られた.鉛直積算雲水量が多い

ときも相関係数が－0.8以下のことがほとんどであっ

た.傾きの年変動と季節変動を比べると,年変動よりも

季節変動の方が大きく現れており,夏期と冬期で回帰直

線の傾きが急になる傾向がある.これらの傾向は雲の光

学的厚さとの相関においても同様である.

このことから,10年分の各月のデータを集めて解析

に用い,エアロゾル数密度と雲微物理量の関係を調べ

た.図２は10年分の１月のデータを集めて統計的に解

析したものであり,データ集合以外は図１と同様の設定

で解析を行った.図１でみられた傾向がより明確に現れ

ており,データ数が増加したことからエアロゾル数密度

が多い場合の傾向も明らかになっている.また,10年

間の各月のデータで分析した回帰直線の傾きの10年分

の平均と,10年分の各月のデータを１度に用いて回帰

分析した場合の回帰直線の傾きはほぼ同じになった.こ

れらより,10年分の各月のデータを用いて解析する手

法は,特徴を保ったままデータ数を増加させることがで

きるため,本稿で紹介している統計的な解析において有

効であると考えられる.

この手法は陸上での解析にも用いることができる.陸

は海より表面積が小さく,また地表面の特性に寄って輝

度が変化するため解析が難しくなり,質の高いデータが

少ないが,10年分のデータを集めれば統計的な解析が

可能であると考えられる.図３に10年分の１月の陸上

のデータを集めた解析結果を示す.有効粒径との関係を

見ると,鉛直積算雲水量が小さい場合はエアロゾル数密

度の増加に伴い有効粒径が減少してから増加するとい

う,海上の結果と同じ傾向が現れている.ただし,傾向

が逆転するエアロゾル数密度（以下 N と呼ぶ）の値

がより少なくなっている.また,鉛直積算雲水量が多い

場合,単調減少を示しており,海上の結果と同じであっ

たが,傾きがより急であることがわかる.雲の光学的厚

さとの関係を見ると,鉛直積算雲水量が小さい場合はエ

アロゾル数密度の増加に伴い光学的厚さがやや増加して

から緩やかに減少しており,海上の場合と比べて大まか

な傾向は同じであるが変化が緩やかになっている.鉛直

積算雲水量が多い場合は,海上の場合と同じように増加

した後減少する傾向にあるが,N が少ない時に逆転

している.図３に示したように,陸上の結果はこのよう

な工夫をしても誤差が大きく,定性的な議論は可能だが

定量的な議論は難しい.本研究では海上のデータを用い

た相関解析について議論を進める.

10年分の各月のデータを用いた解析結果において,
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図2：図１と同様,ただし10年分の１月のデータを使用し
た.
Figure2：Same as Figure 1,but for 10-year January data.



傾向が逆転するエアロゾル数密度 N を図４に示す.

有効粒径の相関も光学的厚さにおいても,鉛直積算雲水

量が大きい方が N が大きい.また,鉛直積算雲水量

が少ない場合,有効粒径の N の方が光学的厚さの

N よりやや小さい.次に,エアロゾルの少ない範囲

でのエアロゾル数密度と雲微物理量の相関について議論

する.10年分の各月のデータを集めた相関のエアロゾ

ル数密度10 N 10 （particles/cm）の範囲での

傾きを図５に示す.鉛直積算雲水量が少ない場合は多い

場合よりも傾きが急になっている.これは,薄い雲の方

がエアロゾルの影響を受けやすいことを示していると考

えられる.また,夏期・冬期は傾きが大きく,春期・秋

期は小さい.相関係数も夏期・冬期で0.9以上の強い相

関が見られるが,春期・秋期は0.7～0.9とやや弱く

なっている.また,鉛直積算雲水量が少ない場合は多い

場合よりも相関が強くなっている.さらに,エアロゾル

の多い範囲での相関について議論する.エアロゾル数密

度10 N 10 （particles/cm）の範囲での有効粒

径との相関は,鉛直積算雲水量が小さい場合は夏期・冬

期に正の相関が現れ,春期・秋期には現れない.一方,

鉛直積算雲水量が多い場合には常に負の相関が現れてい

る.光学的厚さとの相関については,鉛直積算雲水量が

少ない場合は常に負の相関が現れ,多い場合には弱い正

の相関が現れることもある.

これらから,季節変動や地域特性の傾向を調べるた

め,緯度ごとに領域を分けて統計的解析を行った.本研

究では,データ数が十分に存在する鉛直積算雲水量が少

ない場合（25-125g/m）に焦点を当てて調べた.図６

に北半球中緯度（北緯35-45度）,北半球亜熱帯（北緯

15-25度）,熱帯（北緯５度-南緯５度）,南半球亜熱帯

（南緯15-25度）,南半球中緯度（南緯35-45度）に分割

図5：図４と同様,ただしエアロゾル数密度が10 N
10 の範囲での回帰直線の傾きを示す.
Figure5：Same as figure 4,but for correlation slopes.
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図4：エアロゾル数密度と雲の有効粒径,光学的厚さにおけ
る相関が逆転するエアロゾル数密度.丸は有効粒径,四角は
光学的厚さを示し,直線は鉛直積算雲水量25-125g/m,破
線は125-225g/mを示す.
Figure4：Seasonal threshold values at which correlation

 
tendencies are changed.Circles and squares show cloud

 
effective radius and optical thickness,respectively.Solid

 
and broken lines show the ranges of liquid water path,25-
125,125-225 g/m,respectively.

図3：図２と同様,ただし陸上のデータを使用した.
Figure3：Same as Figure 2,but for over land.
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図6：日平均,0.25度グリッド平均した10年分の海上のMODISデータを用いたエアロゾル数密度と雲の有効粒径(a-e),光学
的厚さ(f-j)の相関.相関を取る領域を分割し,(a),(f)が北半球中緯度（北緯35-45度）,(b）,(g)が北半球亜熱帯（北緯
15-25度）,(c）,(h)が熱帯（北緯５度-南緯５度）,(d）,(i)が南半球亜熱帯（南緯15-25度）,(e）,(j)が南半球中緯度（南緯
35-45度）のデータを用いた.黒,赤,青,緑はそれぞれ1,4,7,10月を示し,マーカーは各ビンの平均値,誤差棒は±標準
偏差を表す.
Figure6：Correlation plots between column aerosol number and(a-e)cloud effective radius,(f-j)cloud optical thickness

 
using 0.25°grids daily averaged MODIS data for 10 years.The data ranges are divided into(a),(f)mid-latitude in northern

 
hemisphere(35-45 N°),(b),(g)sub-tropical in NH(15-25 N°),(c),(h)tropical(5 N°-5 S°),(d),(i)sub-tropical in NH(15-25 S°)
and(e),(j)mid-latitude in SH(35-45 S°).Black,red,blue and green show January,April,July and October,respectively.
Circles,squares,diamonds and triangles show the averaged values,respectively,and error bars indicate one standard

 
deviation in each bins.



した領域内で10年分の1,4,7,10月のデータを用い

た解析結果（N ＝30,r ＝0.30,τ ＝0.30）を示す.

煩雑になるため誤差棒は１月分のみ示している.まず,

エアロゾル数密度と有効粒径の関係（図6a-e）をみる

と,北半球から熱帯にかけてエアロゾルの多い範囲で明

らかに相関が逆転する傾向が見られるのに対し,南半球

ではほとんどこの傾向が見られない.また,熱帯や南半

球亜熱帯での傾きや相関の傾向は年間を通じてほぼ一定

であるのに対し,中緯度や北半球亜熱帯では冬期に傾き

が大きく N が少ないところで逆転現象が現れる傾向

があり,夏期には傾きが小さくなっている.エアロゾル

数が少ない,負の相関が見られる範囲では,北半球や熱

帯域ではほぼ直線的に減少しているのに対し,南半球で

はエアロゾル数密度の増加に伴い傾きが急になってい

る.ここには示していないが,南半球亜熱帯から中緯度

にかけては同じ傾向が見られ,高緯度に近づくとまた直

線的な負の相関が見られる.

次に,光学的厚さとの関係（図6f-g）を見ると,ど

の領域でもエアロゾル数の少ない範囲では正の相関,エ

アロゾル数の多い範囲では負の相関が現れている.ま

た,有効粒径の場合と同様,亜熱帯と中緯度において冬

期に正の相関の傾きが大きく N が少ないところで逆

転現象が現れ,熱帯領域では年間を通じて傾きや相関の

傾向の変化が見られない.中緯度の夏期では,有効粒径

の場合と異なり,エアロゾル数密度が10 （particles/

cm）付近で増加傾向が一度止まり,それよりやや大き

くなると再び増加傾向となっている.エアロゾル数が多

い負の相関が現れる範囲でも,傾きは冬期の方が急であ

ることがわかる.

エアロゾル数密度10 N 10 （particles/cm の

範囲での回帰直線の傾きの季節変化を図７に示す.エア

ロゾル数密度と有効粒径との回帰直線の傾きは,中緯度

で季節変化が大きく冬期で急になっており,夏期と比べ

て２～３倍にもなる.また,南半球より北半球で急に

なっている.この範囲での相関係数を確認すると,北緯

45度から赤道領域までは12ヶ月を通じて－0.9以下で

あったが,南緯５度から25度の領域では冬期に,南緯

35度から45度の領域では春期に相関がやや弱くなる

（相関係数－0.9～－0.75）傾向がある.これは図6d,e

で示したように,ほとんど傾きがない,あるいは傾きが

小さい範囲が10 N 10 （particles/cm）付近に

存在することに寄る.光学的厚さとの正の相関でも,中

緯度で季節変化が大きく冬期で傾きが急になっており,

冬期の傾きは夏期と比べて２倍程度になる.同様の季節

変化は亜熱帯にも現れているが,傾きは中緯度より緩や

かである.北緯45度から南緯45度までの10度ごとに

分割した領域での光学的厚さとの相関の相関係数は

12ヶ月を通じて0.9以上であった.

エアロゾル数密度10 N 10 （particles/cm）

の範囲でのエアロゾル数密度との相関の強弱について,

相関係数を用いて議論する.まず,有効粒径との相関係

数は,北半球中緯度では強い正の相関が見られるが,亜

熱帯ではやや弱くなり,熱帯では負に転じる月も見られ

た.南半球亜熱帯ではやや強い負の相関を示す月が多

く,南半球中緯度になると再び正の相関を示す月が現れ

る.回帰直線の傾きは月によってまちまちだが,正の相

関も負の相関も0.1以上になることが多く,エアロゾル

数密度が少ない範囲で見られた負の相関よりも回帰直線

の傾きが急であることが多い.雲の光学的厚さとの相関

については,南半球亜熱帯以外の領域で強い負の相関が
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図7：エアロゾル数密度と(a)雲の有効粒径,(b)光学的厚さ
の領域ごとの相関の回帰直線の傾き.青,赤,黒,橙,水色
はそれぞれ相関に使用したデータの領域（北緯35-45度,北
緯15-25度,北緯５度-南緯５度,南緯15-25度,南緯
35-45度）を示す.
Figure7：Seasonal variability of correlation slopes

 
between aerosol and(a)cloud effective radius and(b)
optical thickness.Blue,red,black,orange and cyan show

 
the data region(35-45 N°,15-25 N°,5 N°-5 S°,15-25 S°,35-
45 S°).



見られた.南半球亜熱帯では負の相関がみられない月が

増えるが,これはエアロゾル数が多い領域が少ないこと

から信頼性のある回帰分析が出来ないためであり,有効

粒径の場合のように傾向が変化しているわけではないと

考えられる.回帰直線の傾きは－0.3～－0.1であり,

有効粒径の場合と同様,エアロゾル数密度が少ない領域

で見られた正の相関よりも急であることが多い.北半球

において季節性をみると,夏期よりも冬期に回帰直線の

傾きが急になっている.

4.議論

本研究では,エアロゾルと雲微物理量の関係を統計的

な手法を用いて解析することで雲エアロゾル相互作用の

特性を調べることを試みた.同一の場所の雲とエアロゾ

ルが同時に観測できない問題については,時間・空間平

均したデータを解析に用いることで,その場所の代表的

な雲及びエアロゾルの特性を抽出したこととみなした.

年変動より季節変動の方が大きいことから,10年分の

データを集めて統計的に解析を行い,より精度の高い推

定が可能になった.

エアロゾル数密度が10（particles/cm）より少ない

範囲では,エアロゾルと雲の有効粒径は負の強い相関

が,光学的厚さとは正の強い相関が見られ,どちらも間

接効果が現れていると考えられる.鉛直積算雲水量で分

類すると,雲水量が少ない場合の方が相関が強く,傾き

も急であることから,薄い雲の方がエアロゾルの影響が

強く現れていると考えられる.さらに,季節変動や地域

特性を詳しく検討するため,データの領域を緯度ごとに

分割して統計的に解析を行った.中緯度では季節変動が

強く現れ,エアロゾルの影響は夏期より冬期に強く現れ

ていることがわかった.また,熱帯域では季節変動が現

れず,エアロゾルの影響は中緯度夏期と同程度であるこ

とがわかった.中緯度夏期や熱帯域には強い日射によっ

て地表面が暖められることに寄って起こる鉛直循環が存

在し,雲はこのような力学的な影響を強く受けると考え

られるため,エアロゾルの影響が中緯度冬期より弱く現

れていると推測される.また,南半球よりも北半球の方

がエアロゾルの影響が強く現れている.これはエアロゾ

ルが北半球の方が多いこともあげられるが,雲核として

機能するエアロゾルが北半球に多いのではないかと推測

される.

エアロゾル数密度が10（particles/cm）より多い範

囲では少ない範囲と逆の相関が現れるケースがみられ

た.この逆転の傾向は,Sekiguchi et al.（2003）のエ

アロゾル数密度と雲の光学的厚さの図で表れてはいる

が,エアロゾル数密度の範囲が狭いためと解像度が粗い

ため,詳細な議論には至っていなかった.本研究におい

て,10年分のデータを一度に解析することに寄り詳細

な傾向を議論することが可能となった.逆転傾向の出現

条件として,鉛直積算雲水量が多い場合,有効粒径との

相関では現れず,光学的厚さとの相関において出現し

た.また,鉛直積算雲水量が少ない場合,南半球亜熱帯

領域では有効粒径との相関は逆転しなかった.逆転の傾

向が現れ始めるエアロゾル数密度（N ）は光学的厚

さより有効粒径の方が少なかった.これらより,エアロ

ゾル数密度が多い領域で有効粒径が大きくなる過程と,

光学的厚さが小さくなる過程が存在するのではないかと

推測される.光学的厚さが小さくなる過程は,黒色炭素

が周囲の空気を暖めることで雲を減少させるとする準直

接効果と傾向が同じであるが,広域的に起こっているた

め現段階では特定することができない.どちらの過程も

複合的に起こっているので個々に切り分けることは難し

いが,領域を細かく分割し,相関の特徴を地域的に分類

することで,逆転の傾向の元となる過程を推定すること

ができるのではないかと考えられる.

5.おわりに

本稿では,衛星観測データを統計的に解析し,雲エア

ロゾル相互作用のいくつかの効果について特徴を推定す

る手法を示した.雲の中に含まれないエアロゾルを用い

ているため,エアロゾルの特性が異なる問題点について

は,エアロゾルの微物理モデルが必要であると考えられ

るが,雲の中に入り込んで変質する前のエアロゾルと雲

との相互作用の特徴を理解しておくことは重要であると

考えられる.また,現状でもまだ新たな知見が得られる

手法であり,アクティブセンサなど,タイプの異なるセ

ンサを複合的に組み合わせれば雲エアロゾル相互作用へ

の理解をさらに深めることができると考えられる.衛星

解析には様々な仮定が元になっているため,放射強制力

の推定には適さないという指摘もあるが,他のアルゴリ

ズムを用いた他の衛星データを本手法で解析することに

よって,誤差の提言を測ることができるのではないかと

考えられる.また,近年ではモデルを用いた研究も活発

に進められており,最終的に放射強制力を推定するため

にはモデルが必要不可欠である.今後の研究として,観

測とモデル両面からのアプローチが必要である.
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1.はじめに

大気中の浮遊微粒子であるエアロゾルをはじめ,雲や

降雨は,地球のエネルギー収支や気候の維持および変

動,また水循環に大きく影響することが知られている.

特にエアロゾルがもたらす雲と降雨への影響は,気候変

動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on
 

Climate Change,IPCC）においても,気候への自然お

よび人為影響を定量化する上で最も不確かな過程の一つ

して認識されてきた（IPCC,2007）.またStevens and
 

Feingold（2009）はbuffered-systemという概念を提唱

し,エアロゾルと雲が形成する場は微視的にも巨視的に

も緩衝されているので,評価するのが非常に難しいと指

摘している.本稿ではエアロゾルがもたらす雲と降雨へ

の影響について,観測的研究,とりわけ人工衛星観測の

事例を中心に最近の研究の進展について紹介する.

人工衛星は,広域あるいは全球規模の領域を定常的に

観測できる唯一の手段であり,センサーの形態をはじ

め,感度向上や観測波長帯の増加などの技術的進歩に

伴って衛星観測のあり方は発展している.一般に受動型

センサーは雲層の上下にある,あるいは雲の中にあるエ

アロゾルを見分けられないが,能動型センサーの登場に

より,この問題に取り組む準備ができ始めた.また下記

で具体例を紹介するように,北米西岸のカリフォルニア

沖,南米のペルー沖,南部アフリカ西岸のナミビア沖は

低層の層状雲域として知られており,エアロゾルと雲の

相互作用を研究する場所として頻繁に選ばれている.ま

た対流雲の事例としては低緯度大西洋もよく解析されて

いる.

2.これまでの背景

Twomeyらは1950年代から航空機観測を通して雲の

観測を行い（e.g.,Twomey and Squires,1959）,海上よ

りも陸上の方が雲の粒径が小さいことを報告していた

が,Twomey（1977）において以下の考えをまとめた.

エアロゾルの増加は雲凝結核（Cloud Condensation
 

Nuclei,CCN）の増加につながり,雲粒子数が増えるこ

とになる.その時に雲水の量が一定であれば,雲粒径が
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現在の気候システムにおいて最も不確かな過程の一つとして認識されているエアロゾルによる雲と

降雨への影響について,観測的研究,特に人工衛星からの観測事例を中心に紹介する.雲の光学的厚

さと雲粒サイズへの影響は概ねTwomey効果を支持する結果となっており,また雲量への影響は,

エアロゾルの吸収性の有無とその雲層との相対的な位置で変わることが示された.降雨への影響につ

いては,エアロゾルの増加につれて増加する例と減少する例が報告されており,現時点では明確な結

論は得られていない.これらの現象は主に相関関係によって調べられているが,エアロゾル以外の他

の原因についても検討されている.

エアロゾルによる雲と降雨への影響の検出

Detection of the effect of aerosols on clouds and precipitation
 

Kazuaki Kawamoto
 

On the effect of aerosols on clouds and precipitation,which is recognized as one of the most uncertain
 

processes in the current climate system,observational examples,in particular,from satellites,are introduced.

The effect on the cloud optical depth and cloud droplet size is generally consistent with the Twomey effect.The
 

effect on the cloud fraction is shown to be variable depending on the aerosol absorptivity and the relative height
 

to the cloud layer.As for the effect on the precipitation,both increase and decrease cases are reported and no
 

clear conclusion has been given at this moment.Although these phenomena are investigated mainly through the
 

correlation,other reasons than aerosols are also examined.



縮小し,雲粒全体の断面積は増加するので雲の反射率は

増えることになる.エアロゾルが光吸収性であれば,逆

に雲の反射率は下がることになる.これは永らくエアロ

ゾルの第１種間接効果として知られてきた.Twomey

効果という呼び名でもよく知られている.

またAlbrecht（1989）は数値モデルを用いて,エア

ロゾルが増加すると雲粒径が小さくなることによって雨

滴のサイズまでの成長が遅れることから降雨効率が下が

り,より長く雲の状態で存在するという雲の長寿命化の

提案を行った.これはAlbrecht効果またはエアロゾル

の第２種間接効果と呼ばれており,エアロゾルによる雲

量と降雨への影響に注目を集めた論文として良く知られ

ている.1990年代以降,これら２つの「効果」をベー

スに,地上・航空機・人工衛星観測の技術的・アルゴリ

ズム的進展とともに,エアロゾルによる雲と降雨への影

響の研究が進展してきている.

3.エアロゾルによる雲の光学的厚さと雲粒径へ

の影響

Nakajima et al.（2001）は,NOAA衛星に搭載され

ているAdvanced Very High Resolution Radiometer

(AVHRR)の可視・近赤外チャンネルを用いたHigura-

shi and Nakajima（1999）によるエアロゾル特性（光

学的厚さとオングストローム指数）と可視・中間赤外・

赤外チャンネルを用いたKawamoto et al.（2001）によ

る雲特性（光学的厚さと雲粒有効半径）を比較すること

で,雲とエアロゾルの相互作用について海洋上での全球

規模動態を明らかにした.光学的厚さとオングストロー

ム指数からエアロゾルの鉛直積算の数密度を求め,エア

ロゾル数が増えるに従って雲粒有効半径が小さくなるこ

と,また雲の光学的厚さが増加していく様子を示した.

この種の研究では草分けと言えるだろう.その直後に

Breon et al.（2002）は,POLarization and Dir-

ectionality of the Earth’s Reflectances(POLDER)から

偏光情報を用いて海陸両方での雲およびエアロゾル特性

を求めて両者を比較し,海陸差についてTwomeyの説

を支持する結果を得ている.

またKawamoto et al.（2006）は,人為起源のエアロ

ゾルが卓越する東アジアを対象にして季節別に,数値モ

デルによって計算されたエアロゾル濃度を,衛星観測か

ら得られた雲の光学的厚さおよび雲粒有効半径と比較し

て,雲特性に対するエアロゾルによる効果と対流など力

学的な効果の重要性について指摘した.

Costantino and Breon（2011）は,ナミビア沖を対象

にバイオマスバーニングから発生する小粒子エアロゾル

と雲の相互作用について調べた.Polarization &

Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences
 

coupled with Observations from a Lidar(PARASOL)

データから偏光の情報を用いて雲頂付近の雲粒径を求め

る一方,Cloud Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder
 

Satellite Observations(CALIPSO)データを使って雲と

エアロゾルの鉛直分布から雲層とエアロゾル層の距離を

求め,両者が混合している場合としていない場合でのエ

アロゾルインデックスと雲粒径の相関を取ったところ,

混合していない時の相関は有意ではないが,混合してい

る時はより有意な負の相関を示し,Twomey効果を支

持する結果を得た.

2006年にCloudSatやCALIPSOが打ち上がる前は,

Tropical Rainfall Measuring Mission(TRMM)に搭載

されているPrecipitation Radar(PR)は稼働していたも

のの,エアロゾルと雲と降雨の関係性を調べるためには

受動型センサーの利用が大半であった.受動型センサー

は能動型センサーとは違い,雲層内の鉛直情報を得るこ

とは困難であるため,このCostantino and Breon

（2011）の研究は衛星搭載の能動型センサーの利点を

使った解析の好例と言えるであろう.

4.エアロゾルによる雲量への影響

Albrecht（1989）はエアロゾルによる雲粒径の縮小

から雲量が増えることを提唱したが,エアロゾルが光を

吸収する性質を持つ場合は,光吸収による加熱のために

雲粒子の蒸発に寄与し,雲量を減らす効果が指摘され,

Hansen et al.（1997）によって準直接効果と名付けら

れた.吸収性エアロゾルによる雲量への影響は,両者の

相対的な位置関係に依存して異なって応答することが知

られており,図１にまとめられている（Koch and Del
 

Genio,2010）.

Koren et al.（2005）は,北部大西洋を対象にModer-

ate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS)

データを解析することで,エアロゾルの光学的厚さ

（Aerosol Optical Depth,以降はAODと記する）と対

流雲の特性について相関解析を行った.どの気圧面で

も,エアロゾル量が増えるに従って,雲粒径は小さくな

り,雲量は増え,水雲の光学的厚さは増加し,氷雲の光

学的厚さは減少することがわかった.それ故,水と氷を

合わせた雲のトータルの光学的厚さはほぼ一定となる.

論文中では以下のメカニズムを提案している.エアロゾ

ルが多いと雲粒径が小さくなり,衝突併合が有効にはた

らきにくくなるため,大粒子の形成が遅くなることから

暖かい雨の形成が遅れ,雲粒子の落下速度は低下する.

結果として凝結の潜熱の解放もあって上昇気流が強くな

り,その上昇気流によって,雲はより背が高くなる.強

い上昇気流によってさらに持ち上げられた小さな粒子は

より高い高度で凍り,より低温な領域で潜熱を発する.

そのため対流がより強められることに繫がるのである.

例えば汚染された雲は小さな粒径を持つので,より高い
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高度で凍結するこの効果のために,清澄な大気の雲と同

じ気圧面で比較すると,氷粒子の割合が少ないことがわ

かった.

また氷を含んだ対流雲には,対流セルの中心にある光

学的に厚い背の高い部分（タワーと呼ぶ）とタワーの近

くに作られるアンビル（鉄床雲）の２つの部分がある

が,アンビルはタワーから離れると光学的にかなり薄く

なることがわかった.対流の活性化により,タワーが主

に鉛直方向に伸び,アンビルが水平方向に広がる.その

ため氷雲の雲量は増えるが,空間的に広がるために光学

的厚さは減少することとなる.

さらにKoren et al.（2008）は,アマゾン域を対象に

MODISデータを解析したところ,AODが小さい時

（～約0.2から0.4まで）は微物理の影響でエアロゾル

の増加とともに雲頂高度は高くなり,また雲量は増える

が,それよりもエアロゾルが多い時には,吸収の効果に

よって雲頂高度は下がり,また雲量は減るという変動を

見いだした.この状況をエアロゾルの光学的厚さを横軸

に,雲頂気圧と雲量を縦軸にプロットすると,上に凸の

ブーメランのような形になる.このことは,エアロゾル

は雲の鉛直方向の発達に対して異なるはたらきをするこ

とを意味する.

またBrioude et al.（2009）はカリフォルニア沖を対

象に,バイオマスバーニング起源の吸収性エアロゾルに

よる海洋性層積雲への影響を調べた.その結果,海岸近

くの雲では雲量が約14％増え,アルベドが約４％増加

したことがわかった.この場合では多くのエアロゾルは

逆転層の上に存在し,その影響で安定度が増していた.

それにより乾燥した空気やエアロゾルが雲内に流入する

鉛直方向のエントレインメントを減少させ,雲を維持す

ることにつながった.一方,海岸から離れたところで

は,エアロゾル量は境界層の中で最大となり,雲量は約

２％,アルベドは0.6％減少していた.この領域では逆

に雲量を減らすこととなり,吸収性エアロゾル量の高度

分布の違いによって反対の効果をもたらすことを支持す

る結果となっている.

Koren et al.（2010）では,図２に示すように衛星

データから観測された熱帯大西洋での深い対流雲の活性

化,つまりAODの増加とともに雲頂高度が上がり,雲

量が増加する相関関係をもたらす原因について詳細に検

討をしている.すなわち相関があることは因果関係の存

在を必ずしも意味しないので,エアロゾルの影響なの

か,気象場の影響（エアロゾルをトレーサーとして気象

場の影響を見ているのか）なのか,あるいは推定時に生

じるアーティファクトなのかというリモートセンシング

解析にまつわる根本的な問題を論じている.

まず ⑴雲量が20％以下のデータのみを選んだ場合

と⑵雲量に制限をつけない全てのデータの場合に対し

て,雲頂気圧の関数としてAODの値別に頻度分布を描

くと,図３のａとｃのように⑴と⑵のグラフの分布はほ

ぼ同じ形であった.また同様に雲量の関数として頻度分

布を描いても,図３のｂとｄのように⑴と⑵のグラフの

分布はほぼ同じであった.これらの結果は,雲の混入に

よってエアロゾル量と雲特性（雲頂高度や雲量）の相関

が影響されたものでないことを強く示唆している.

次に気象場の影響についての問題について考える.数

値モデルから出力される多くの気象変数の中で,雲頂高

度と雲量と相関の高い変数としてそれぞれ550hPaで

の上昇流と350hPaでの相対湿度がある.一方でAOD

は,これら２つの変数ではなく,別の変数と高く相関し

ていた.このような事実は,エアロゾルと雲特性の間の

因果関係を否定するものではないとした.
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図1：Koch and Del Genio（2010）が提示した吸収性エアロゾル（absorbing aerosols,AAと表記）による雲量への影響の模式
図.赤と青のボックスはそれぞれ正と負の準直接効果を意味する.



またLoeb and Schuster（2008）も,AODと雲量の

正相関についての気象場の影響を調べている.可降水

量,風向・風速,風の収束,750hPaと1000hPaの温

位の差,海面水温は,低いAODと高いAODの間で有

意な差異を示さなかったが,雲量や雲水総量,大気上端

での放射フラックスは顕著に異なっていた.このことか

ら,AODと雲量の正相関が気象場の影響を受けている

とは考えにくいと主張している.

しかしPainemal and Zuidema（2010）は,ペルー沖

において船舶観測,MODISデータ,CloudSatデータ

の解析を通して,総観規模の気象場の変動が原因で雲粒

子数を変わることを示し,気象場の重要性を訴えてい

る.

さてエアロゾル特性のリトリーバルにおいては太陽反

射光の正確な見積もりが重要であるが,雲の近くの晴天

領域では反射率が高まることが知られている.その理由

としては１）雲の近くは湿っているためエアロゾルが膨

張する.２）近くの雲のためにエアロゾル生成プロセス

がはたらき,エアロゾルの数が増える.３）デトレイン

メントによって検出されにくい雲粒子や薄い小さな雲が

発生している.４）測器の技術的制約,５）雲と周囲の

晴天領域の３次元の放射相互作用,などが挙げられてい

る.例えばVarnai and Marshak（2009）は,雲の３次

元の効果を詳しく調べ,３次元効果は15km程度離れ

たところまでの観測された反射の増加の大部分を説明す

ること,またより光学的に厚い雲の照射された側面で,

より短い波長においてこの効果が大きいことを示した.

この結果は,晴天領域でも雲の近くでは,反射光の観測

の際は３次元効果を考慮する必要があることを示唆して

いる.この例のように放射伝達の観点からも精力的な研

河本 和明190

図2：熱帯大西洋域における３日平均の雲の光学的厚さ（上）とエアロゾルの光学的厚さ（下）.黄色い枠はKoren et al.（2010）
の解析領域を示す.左（2007年７月１日から３日）はダストが北から解析領域に入ってきている状況,中（2007年７月31日か
ら８月２日）はエアロゾルの少ない状況,右（2007年８月12日から14日）はバイオマスバーニング起源のエアロゾルが解析領
域に南や東から近づいて来ている状況を示す.

図3：AODの３つのレンジ別の雲特性の頻度を表す.青は0＜AOD＜0.15,赤は0.15＜AOD＜0.35,黒は0.35＜AOD＜1を意
味する.a,bは全てのデータ,c,dは雲量が20％以下のデータに対して,aとcは雲頂気圧,bとdは雲量を横軸に取ってい
る.



究が続けられている.

5.エアロゾルによる降雨への影響

エアロゾルによる降雨への影響については,下記にい

くつかの研究結果を示す通り,現時点では明確な結論は

出ていないように思われる.過去に遡ると,サトウキビ

の燃焼による煙がCCNを増やし,そのため雲粒径が小

さくなり降雨量を減少させる可能性がWarnerによっ

て既に1960年代に報告されていた（Warner 1968）.先

述したAlbrecht（1989）は,数値モデルの結果から縮

小した粒径による降雨効率の低下を指摘したが,

Rosenfeld（2000）は衛星データを用いてこの現象を調

査した.VIRS(Visible Infrared Scanner)データから

雲粒有効半径と雲温度を推定し,雲粒有効半径が14ミ

クロンを超えるとドリズルが存在するとして,降雨が発

生したと判断する.雲粒有効半径と雲の温度の関係をプ

ロットしたところ,清澄な大気では雲粒有効半径が雲の

温度の低下（つまり高度の上昇）とともに徐々に大きく

なって降雨が開始するが,エアロゾルが多い汚染された

中ではエアロゾルとの相互作用によって雲粒有効半径は

小さいまま成長せず,降雨が抑制されていると示した.

またBerg et al.（2006）は,TRMMに搭載されてい

るマイクロ波放射計TRMM Microwave Imager(TMI)

によって冬期の東シナ海で検出される降雨頻度が,PR

データのそれよりも多いことを発見した.この現象の解

釈として,この領域で卓越する硫酸エアロゾルのために

雲粒子サイズが小さくなり,降雨粒子まで成長する前に

雲水としてより長く存在すること,そのような高い雲水

総量を持つ雲は,雲水や弱いドリズルに感度が弱いPR

では検出されにくいことから,エアロゾルによって降雨

が抑制されている例であると仮説を立てた.

さらにBennartz et al.（2011）は同じく冬期の東シ

ナ海を対象に,中国の経済発展が始まった1980年代初

頭から約30年弱の期間について,衛星データから求め

た雲粒数密度と船舶観測を基にした降雨頻度について長

期解析を行った.その結果,雲粒数密度は1980年代初

頭の約200cm から2000年代後半には約300cm を

超えるまで増加した.また降雨頻度は1982年から1986

年までの約30％から2004年から2009年までの約20％

に減っていた.特に弱い雨と中程度の強さの雨の頻度の

減少の仕方は両方とも統計的に有意であった.

Givati and Rosenfeld（2004）は,カリフォルニアの

大都市域やイスラエルでの100年単位の長期間の降雨量

を対象に,風下での山岳雲の降雨量は都市汚染の影響を

受けて長期的に減少しているという解析結果を発表し

た.そのメカニズムとして,人為起源のエアロゾルが山

岳雲の中に取り込まれることで,雲粒子の併合や氷粒子

へのライミングが遅れ,結果として雲水の降雨への変換

に時間がかかると解釈されたが,Levin and Cotton

（2009）ではそのような傾向は報告されず,データをど

のように解析するかによって結果は変わりうることを指

摘している.実際,Halfon et al.（2009）もイスラエル

での1950年代から50年程度の降雨量を解析した結果,

有意なトレンドは見つけていない.

一方Lin et al.（2006）はアマゾン域を対象に,

TMI,PR,MODISデータを使ってエアロゾルと雲特

性および降雨量について解析を行い,AODの増加に対

して降雨量の増加,強い降雨イベントの増加,雲量の増

加,雲頂高度の上昇,雲内の水総量の増加,より多くの

氷の形成を観測している.

さてKoren et al.（2012）によると,PRデータや

MODISデータを使用し,全球規模でAOD（0.3以下

に限っている）と降雨量の相関を取ったところ,熱帯か

ら亜熱帯,中緯度に亘る広い範囲において両者は正の相

関を示したことがわかった.以下でこの相関をもたらす

原因について考察する.降雨によるエアロゾルの湿性除

去は逆に両者に負の相関をもたらすので,可能性として

は除外できる.そのため候補としてはエアロゾルによる

影響の他に,エアロゾル推定時のアーティファクトと気

象場による影響が考えられた.エアロゾル推定時のアー

ティファクト（雲ピクセルの混入の問題も含む）につい

ては先述したKoren et al.（2008）での議論やAODを

0.3以下に制限したことから可能性は低い.気象場によ

る影響については以下のように論を進めている.数値モ

デルが出力した286種の気象変数の中で,TRMMが推

定した降雨量と最も相関が高い気象変数である上層

（500から350hPa）の鉛直流ωについて,ωと降雨量

の関係をAODのレンジ別にプロットしたところ,ωの

ほぼ全域でAODが高い方が降雨量も多いことがわかっ

た.この結果を基に,気象場の影響ではなくエアロゾル

による雲の活性化の効果によって,雲頂高度が高くなる

こと,また降雨量が増えるとの見解を示した.

しかしBoucher and Quaas（2013）は,気候モデル

によるシミュレーションから得られたエアロゾル特性を

用いてKoren et al.（2012）と同様な解析を行った結

果,中緯度ではKoren et al.（2012）と同じくエアロゾ

ルが多くなるほど降雨量は増えていたが,熱帯の対流域

では逆に汚れている大気の方が降雨量は少なかった.他

方,エアロゾルの吸湿効果を考慮しない場合について同

様な解析を行ったところ,熱帯域のみならず,中緯度の

多くの領域でも汚れている大気の方が降雨量は少ない結

果となった.この結果を受け,Boucher and Quaas

（2013）は,水蒸気はAODと降雨量の両方に影響を与

えるとして,エアロゾルの吸湿効果の重要性を指摘して

いる.

以上から,現時点では地上での降雨がエアロゾルに

よって抑制されていると示した確固たる研究例は不足し
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ており（Levin and Cotton,2009）,エアロゾルと雲の相

互作用によって個々の降雨雲に影響を与えるかどうかは

はっきりしていない.Tao et al.（2007）は,雲解像モ

デルのシミュレーション結果から,降雨過程に関して対

流圏下部の雲粒の蒸発による冷却がCCNによる降雨量

の影響を左右すると論じている.

ここでエアロゾルと雲と雨の関係性を考える上で１つ

の指標を挙げておきたい.Twomey（1991）はcloud
 

susceptibility（雲の変化しやすさ）という指標を導入

した.これは雲粒子が１個増えた場合に雲のアルベドが

どれほど変化するかを定量的に扱った指標である.その

アナロジーから雲粒子が１個増えた場合に降雨量がどれ

ほど変化するかを定義するPrecipitation susceptibility

(Sorooshian et al.2009)という量が提案されている.そ

の特徴として,⑴低いLWPの雲は一般に降雨があまり

起こらず,エアロゾルの変化に対してあまり敏感ではな

い.⑵中程度のLWPを持つ雲は最も効率的に降雨を抑

制する.⑶高いLWPを持つ雲は,豊富な雲水のため効

率的に降雨が発生し,susceptibilityは下がり始めると

いった結果が得られている.このような値を全球規模で

明らかにすることによって,降雨がsusceptibleな場所

や時期を明らかにでき,数値モデル出力の検証にも有用

であろう.

6.最後に

これまで見てきたように,エアロゾルによる影響は,

特に雲量や降雨についてはまだ明らかになっていないこ

とが多い.全球気候モデルや全球雲解像モデルなどの

様々な数値モデルを使って,人工衛星や航空機,地上か

らの受動型および能動型測器から得られた結果を再現あ

るいは解釈しようとする研究も活発に行われており（e.

g.,Quaas et al.2010）,このような観測とモデルの相互

作用を通して,大気中の粒子の振る舞いについてのさら

なる理解の深化が望まれる.
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1.はじめに

電波や光を用いた大気のリモートセンシング計測の手

段は多々あるが,自ら電波や光を送信して観測対象を計

測する地上からのアクティブリモートセンシングは,観

測対象を高い時間及び距離分解能で計測する有用な観測

手段である.雲の高度分布や微物理量を計測する手段と

しては,ミリ波帯の周波数を用いた雲レーダ（Cloud
 

Profiling Radar;CPR）やレーザーレーダ（ライダー）

が有用である（Okamoto et al.2007など）.

雲に関する力学過程を理解するためには,風速の高分

解能計測が必要である.大気中の乱流は,気温・水蒸気

を変動させることで,電波屈折率擾乱に起因する電波散

乱を引き起こす.ウィンドプロファイラーレーダ

（WPR）は,送信電波波長の半分のスケールを持つ電波

散乱（ブラッグ散乱）に起因する乱流エコーを受信し,

乱流エコーのドップラーシフトから風速３成分（鉛直流

（以下,W と表記）・東西風・南北風）を計測する.

WPRの観測原理は,深尾・浜津（2009）にその詳細が

述べられている.WPRは大気レーダであるが,通常,

対流圏内の風速観測を主な目的とするレーダをWPR,

中間圏・電離圏に至る広い観測高度範囲を持つレーダを

大気レーダと呼び分けている.本報告では対流圏内の風

速観測を主に記述するため,WPRの記述を使用する.

大気レーダによる観測成果のレビューは,Fukao

（2007）及びHocking（2011）を参照されたい.

WPRは,上部対流圏に至る広い対流圏の高度範囲を

観測できる大型（アンテナ直径100m以上）の50

MHz帯WPRと,地表付近から数kmまでの高度を観

測する小型（アンテナ径数m程度）のUHF帯WPR

に大別される.送信周波数の低い（送信波長が長い）50

MHz帯WPRは,送受信の切替え速度の制約により高

度２km以下の計測が十分にできない.しかし,50

MHz帯WPRは屈折率擾乱による散乱エコーの強度が

雲粒・降水粒子からの散乱エコーの強度と比較して大き

いため,晴天域・雲域・降水域の制約がない W の計測

が可能である（Mega et al.2012;Nishi et al.2007）.さ

らに,高度数100kmの電離圏までを観測高度の対象と

する50MHz帯WPRは,対流圏に存在する雲内及び

その周辺の風速計測が行える点でも優れている.

著者らは,晴天域・雲域双方において W の計測を行
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える50MHz帯WPRの利点に注目し,50MHz帯

WPRとCPR・ライダーの同時観測を実施してきた.

本報告では,これまでの観測成果を紹介することで,

WPRを使用した雲のマルチリモートセンサー観測が,

雲に関連する小スケールの力学的過程の解明と雲微物理

量リトリーバルの精度向上に貢献できることを述べる.

2.50MHz帯WPRと95GHz帯CPRに

よる雲粒落下速度の観測

2.1 観測の概要

2005年11月にインドネシア・スマトラ島の赤道大気

観測所（南緯0.2°,東経100.32°,海抜高度865m）に

おいて,50MHz帯WPRである赤道大気レーダ

（Equatorial Atmosphere Radar;EAR）と情報通信研

究機構が運用する95GHz帯CPRの同時観測を実施し

た.EARは560本の八木アンテナ素子で構成される直

径約110mのアクティブフェーズドアレイアンテナを

備える.ピーク送信出力は100kW である（Fukao et
 

al.2003）.図１に,EARのアンテナの外観を示す.

EARで得られた W の計測データを解析に使用した.

観測に使用した鉛直分解能は150mである.観測高度

の上限を向上させるため,鉛直ビーム測定で得られた

ドップラースペクトルを12分間足し合わせて W を得

た.ただし,ドップラースペクトルをオーバーラップさ

せて重ね合わせることにより,観測結果は３分ごとに示

している.

情報通信研究機構が運用する95GHz帯CPRは通称

SPIDER：Special Polarimetric Ice Detection and
 

Explication Radarと呼ばれており,送信周波数は

95.04GHz・アンテナ径は40cm（ビーム幅0.6°)・

ピーク出力は1.6kW（最大平均出力16W）である.

詳細は本号 章堀江で解説されている.また,等価レー

ダ反射因子（Z ）に加え,雲粒のドップラ速度の観測

も可能である（Horie et al.2000）.図２に,SPIDER

のアンテナ部及びRF送受信部の外観を示す.

図３に,WPRとCPRを併用することで達成できる

雲粒落下速度の計測精度向上の原理を示す.CPRで計

測されるのは,レーダ反射率で重み付けされた地面に対

する雲粒の落下速度（V ）である.WPRでは W

を計測する.V はレーダ反射率で重み付けされた空

気に対する雲粒の落下速度（V ）と鉛直流（W）の和

（V ＝V ＋W）であるため,W と V の計測値

から V を得ることができる.

図1：赤道大気レーダー（EAR）のアンテナの外観.

図2：95GHz帯CPR(SPIDER)のアンテナ及び送受信部の
外観. 図3：WPRとCPRを用いた雲粒の落下速度計測の説明図.
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2.2 観測結果

図４に,巻雲の Z ・V ・V ・W の観測例を示

す.Z は雲氷の粒径を示す指標となるため,Z が大き

い時間及び高度において V の増大が見られる（図

4a及び4b）.しかし,V に見られる高度方向に立っ

た時間変動が Z にはない.この V に見られる時間

変動は W の変動と一致しており,正（上昇方向）の

W が見られる時間及び高度で,V が減少する傾向

が明瞭である（図4b及び4d）.SPIDERで計測された

V とEARで計測された W を用いて得た V （図

4c）では,V に見られる高度方向に立った変動成分

が除かれている.この高度方向に立った鉛直流成分は大

気レーダー（WPR）の鉛直流計測においてしばしば観

測され,ブラントバイサラ周期に近い周期を持つ

（Fukao et al.1981）.

図5aに図４に示す高度及び時間帯で作成した V

と Z の散布図を,図5bに V と Z の散布図をそれぞ

れ示す.V と Z の相関係数は－0.45,V と Z の

相関係数は－0.59であり,雲氷の落下速度の計測精度

向上に W 計測が貢献できることを明瞭に示している.

図６に,巻雲の下層（高度7.2－10.5km）及び中層

（高度10.5－12.2km）で分けた場合の V と Z の散布

図を示す.巻雲の下層と中層における V と Z の相関

係数はそれぞれ－0.47と－0.81である.また,V と

Z の関係を示す回帰直線は,巻雲の下層においては Z

＝－90.2V －71.8であり,巻雲の中層においては Z ＝

－31.9V －32.2であった.巻雲の下層における回帰曲

線の傾きは中層と比較して大きく,相関係数の結果と同

様に V に対する Z の依存性が小さいことを示してい

る.さらに,巻雲の下層における回帰直線は,V に見

られる雲氷の落下速度が0.5m s より大きいことを示

している.巻雲の下層において大きな粒径を持つ雲氷が

卓越することは,過去のin-situ観測の結果より示され

ている（Heymsfield and Iaquinta 2000;Miloshevich
 

and Heymsfield 1997）.さらに,Okamoto et al.

（2003）は,CPRとライダーを用いた雲氷有効半径のリ

トリーバルにより,巻雲の下層において有効半径と雲氷

の落下速度が大きいことを示している.図６に示す中層

と下層の比較結果は,過去の研究で示された結果と一致

している.

雲氷の粒径分布と形状を仮定し V より見積もった粒

径分布の中央値（D ）は,巻雲の下層でおよそ70μm

で あ り,中 層 で は 40～106μm以 上 で あった

（Yamamoto et al.2008）.この結果は,W の計測が巻

雲内の雲氷の成長・蒸発過程を知る上での重要な手段と

なり得ることを示している.本節で示した観測結果は,

CPR及びライダーを併用した巻雲内の雲物理量及び W

のリトリーバルアルゴリズムの精度検証にも活用された
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図4：2005年11月14日20：00から15日08：00の期間にSPIDERとEARで計測された,(a)等価レーダー反射因子（Z ）,
(b)レーダー反射率で重み付けされた地面に対する雲粒の落下速度（V ）,(c)レーダー反射率で重み付けされた空気に対する
雲粒の落下速度（V ）,(d)鉛直流（W）の観測例（Yamamoto et al.2008）.時間は地方時である.



（Sato et al.2009）.

氷粒は様々な形状を持つため,雲氷の形状と落下速度

の関係は複雑である（Heymsfield and Iaquinta 2000）.

雲氷の形状・落下速度・散乱強度のモデリング,WPR

とCPRを併用した雲氷の粒径分布推定,航空機やラジ

オゾンデによ直接サンプリングを組み合わせることによ

る,雲力学過程及び雲物理量の定量的計測に関する研究

発展が期待される.

3.50MHz帯WPRとライダーによる非降水

雲内の鉛直流擾乱の観測

3.1 観測装置の概要

本節では,EARとミーライダーによる対流圏中層の

非降水雲観測結果を述べる.EARに併設されたミーラ

イダーは首都大学東京により設置・運用されており,

レーザー波長は532nm・パルス出力は20mJ・パルス

繰り返し周期は10Hzである.散乱光の受信には直径

20cmのSchmidt-Cassegrain型の望遠鏡と光電子増倍

管を用いており,鉛直分解能と時間分解能はそれぞれ

150mと10分である.図７に,EARに併設されたミー

ライダーの外観を示す.EARの鉛直分解能は150mで
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図7：EARに併設されたミーライダーの外観.

図5：図４に示す観測データを用いて作成した,(a)V と Z ,(b)V と Z の散布図（Yamamoto et al.2008）.

図6：図5bに示す測定データを用いて,(a)高度7.2－10.5km,(b)高度10.5－12.2kmで求めた V と Z の散布図
（Yamamoto et al.2008）.



あり,166秒ごとに得られた W と鉛直ビームで観測さ

れたスペクトル幅（σ）の計測データを用いた.スペ

クトル幅は,WPRの時間・空間分解能で解像できない

小スケールの風速擾乱を表しており,WPRで受信され

たドップラースペクトルの半値全幅から水平風成分の影

響を除いた値である（Nastrom 1997）.

3.2 観測結果

図８に,2004年５月８日16：00から５月９日18：00

の期間におけるミーライダーの後方散乱強度,EARで

観測されたW,及びσ を示す.雲の上層（雲頂から約

500mまで下の高度）において,0.4m s を超えるσ

の増大が見られる（図8c）.また,雲の最上層では下降

流が卓越するが,下降流域の直下では W の時間変動が

大きい（図8b）.図９に,５月８日の16：00から23：

00の期間に観測された,高度8.07km・高度7.62

km・高度7.02kmにおける W 及びσ の時間変化を

示す.高度8.44km付近に雲頂が存在する19：30から

21：50の期間では,W は－0.83m s から0.26m s

の範囲にあるが下降流が卓越し,σ も大きく変動した.

この期間で平均した W 及びσ の値はそれぞれ－0.21

m s と0.51m s である.この観測結果は,雲頂付近

では平均的には下降流である一方で,大きな W の変動

も発生したことを示している.

また,19：30から21：50の期間において,雲の中層

である高度7.62kmにおいて,W は－2.22m s から

0.97m s の範囲にあり,19：30から21：50の期間で

計算した高度7.62kmにおける W の標準偏差値

（0.68m s）は,同期間における高度8.07kmにおけ

る W の標準偏差値（0.28m s ）よりかなり大きい.

また,19：30から21：50の期間で計算した高度7.62

km付近におけるσ の平均値は0.5－0.7m s であ

り,雲底付近（7.02km）付近における値（0.24m s）

よりかなり大きい.

Heymsfield et al.（1991）は,数値実験から雲頂付近

の放射冷却が対流不安定と下降流を生み出す可能性を指

摘している.ラジオゾンデによる気温観測結果も,

WPRによる W の観測結果と同様に,Heymsfield et
 

al.（1991）で指摘された雲頂付近の下降流及び鉛直流

擾乱の生成メカニズムと矛盾しない結果であった

（Yamamoto et al.2009）.過去の数値実験（Heyms-

field et al.（1991）；Starr and Cox 1985）は,放射加熱

が雲の中層における対流不安定を発生させることを示し

ている.EARで観測された雲の中層における大きな

W の擾乱は,これらの数値実験の結果と矛盾しない.

観測された W の生成メカニズムを理解するためには,

雲物理量と雲の放射を精度良く計測することが必要であ

る.WPRとライダーのみならず,CPR・航空機やラジ

オゾンデによる雲粒の直接サンプリング・放射計測を組

み合わせた総合的な観測実施が望まれる.

50MHz帯WPRは,強い降水時には受信されたドッ

プラースペクトルから大気乱流エコーと降水粒子エコー

を分離することで,W と降水粒子を同時に計測するこ

とが可能である.Mega et al.（2012）は,EARによる
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図8：2004年５月８日16：00～５月９日06：00の期間における,(a)ミーライダーで得られた後方散乱強度,(b)EARで観測さ
れた W,(c)EARの鉛直ビームで観測されたスペクトル幅（σ）の時間高度断面図.各パネルにおける黒実線は,ライダーの
後方散乱強度から見積もられた雲の境界である.時間は地方時である（Yamamoto et al.2009）.



W 及び降水粒子落下速度の観測結果とライダーによる

偏光解消度の観測結果を用いて,層状性降水域における

融解層の厚さを変動させる要因を考察している.W を

計測する50MHz帯WPRと降水を観測する他の観測

機器とのマルチセンサ観測も,降水過程の定量的観測に

有用である.

4.レーダイメージングによるWPRの高分解

能観測

4.1 レーダイメージングの概要

レーダイメージングは,レーダのレンジ（距離）分解

能を向上させるレンジイメージング（Range Imaging;

RIM）と,角度（天頂角及び方位角）方向の分解能を

向上させるコヒーレントレーダイメージング（Coher-

ent Radar Imaging;CRI）に大別される.RIMは,送

信毎に周波数を切替えることで得たそれぞれの受信信号

に対して適応信号処理を行うことで,レンジ分解能を向

上させる手法である（Luce et al.2001;Palmer et al.

1999）.適応信号処理とは,信号の状態に応じた動的な

信号処理を行うことで,最良の解を得る手法である.

RIMにおける適応信号処理では,測定したいレンジに

おける受信信号の情報を保持しつつ,それ以外のレンジ

における受信信号の影響を可能な限り抑圧することで,

レンジ分解能の向上を達成する.具体的な処理として

は,周波数毎に得られる受信信号の振幅及び位相情報を

利用することで,上記の目的を達成できるように受信信

号の重み付け合成を行う.CRIは,複数のアンテナ

（サブアレイ）を用いて得た受信信号に対して適応信号

処理を行うことで,角度（天頂角及び方位角）方向の分

解能を向上させる手法である（Cheong et al.2006;

Palmer et al.1998）.CRIにおける適応信号処理では,

測定したい角度における受信信号の情報を保持しつつ,

それ以外の角度における受信信号の影響を抑圧すること

で,角度方向の分解能を向上させる.具体的な処理とし

ては,複数のサブアレイ毎に得られる受信信号の振幅及

び位相情報を利用することで,上記の目的を達成できる

ような受信信号の重み付け合成を行う.RIMとCRIを

組み合わせた高分解能測定も可能である（Yu et al.

2010）.適応信号処理には,計算量が少なく（反復演算

がなく）,かつ高精度であるCapon法（Capon 1969）

が広く用いられる.WPRのレーダイメージングに関す

る信号処理と大気乱流の観測成果のレビューは,

Yamamoto et al.（2012）に記述されている.

滋賀県甲賀市信楽町の信楽MU観測所（北緯34.85°,

東経136.10度）に設置された50MHz帯大気レーダで

あるMUレーダはRIM測定機能（多周波切替え送信機

能）とCRI測定機能（多チャンネル受信機能）の双方

を備えており,レーダイメージング手法の開発に大きく

貢献している（Hassenpflug et al.2008）.また,EAR

もRIM測定機能を備えている（Mega et al.2010）.本

節では,MUレーダのレンジイメージング測定に基づ

く雲のマルチセンサ観測の結果を紹介するとともに,近

年開発された1.3GHz帯RIM-WPRの観測結果につい

ても触れる.
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図9：2004年５月８日16：00～23：00の期間における,(a)高度8.07km (b)高度7.62km (c)高度7.02kmにおける W
（黒丸）及びσ（エラーバー）の時間変化（Yamamoto et al.2009）.



4.2 レンジイメージングWPRを用いた雲のマルチセ

ンサ観測

図10に,2008年10月８日にMUレーダで観測され

た雲底付近のエコー輝度と W の観測結果を示す.雲粒

の Z 測定には,35GHz帯CPR (Yamamoto et al.

2011)を用いている.Z が－6dBZとなる高度から見

積もった雲底高度の変動は,上図の１から６に示す乳房

雲構造を示している.MUレーダは,250kHz間隔・

５周波（１MHzスパン）の多周波切替え送信を用いた

RIMにより,数10mの鉛直分解能で W の変動を捉え

ている（下図）.高鉛直分解能の W の計測結果は,W

の変動と雲底の高度変動が良く対応していることを示し

ている.水平風やエコー輝度の解析結果は,観測された

W の擾乱がケルビン-ヘルムホルツ（KH）不安定に伴

い発生したことを示していた（Luce et al.2010a）.KH

不安定に伴う乱流生成の指標となるエコー輝度は,雲の

境界付近で強い（上図）.この観測結果は,雲粒の蒸発

に伴う雲底付近の大気の静的安定度の低下がKH不安

定の発生に寄与することを示唆している.Luce et al.

（2012）は,MUレーダと35GHz帯CPRの観測結果

をさらに長い期間にわたり解析することで,前線に伴う

巻雲の雲底付近においてKH不安定が継続的に発生す

ることを示している.Luce et al.（2010b）は,RIMを

用いたMUレーダとMU観測所に併設されたレイリー

ラマンライダー（Behrendt et al.2004）との同時観測

から,雲底付近の対流不安定が W の擾乱を発生させる

ことで,雲底高度を変動させることを示している.

Wada et al.（2005）は,３次元走査型の35GHz帯

CPR(Hamazu et al.2003)を用いることで,巻雲の３次

元セル構造を示すことに成功した.さらに,MUレー

ダにより得られた W 及び水平風の観測結果を用いて,

観測された巻雲の３次元セル構造がKH不安定により

生成されたことと,背景に上昇流が存在する条件下で,

巻雲のセル構造が大きく発達することを示した.Wada
 

et al.（2005）の示した観測事例では,MUレーダのレ

ンジ分解能は150m（RIMなし）に留まっていた.今

後,レーダイメージングが可能なWPRと雲の空間構造

を捉える走査型CPR・ライダーの観測を実施すること

で,雲の生成・消失と乱流との相互関連を解明すること

が期待される.
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図10：MUレーダーのRIM観測により得られた,(上図)エコー輝度,(下図)W の時間高度断面図（Luce et al.2010a）.図中
の黒実線は,雲底付近において35GHz帯CPRで観測された Z が－6dBZとなる高度を示す.



4.3 1.3GHz帯レンジイメージングウィンドプロ

ファイラー

周波数の低い（波長が長い）50MHz帯WPRは,送

受信の切替え速度の制約により高度２km以下の計測が

十分にできない.そのため,大気境界層を含む高度数

km以下の観測には,UHF帯の周波数を用いたWPR

が用いられる.日本では,1.3GHz帯が対流圏下層観

測用のWPRの周波数として利用されており,気象庁の

局地的気象監視システム（Wind profiler Network and
 

Data Acquisition System;WINDAS）で使用される

WPRも1.3GHz帯を利用している（Ishihara et al.

2006）.

最近（2012年）,対流圏下層の高鉛直分解能の乱流・

風速計測を目的とする,RIMを実施可能な1.3GHz帯

WPR (RIM-LQ7)が開発された（Yamamoto et al.

2014）.RIM-LQ7では,住友電気工業製の1.3GHz帯

WPR（通称LQ-7；Imai et al.2007）に,送信周波数の

切替え機能が付加された.さらに,オーバーサンプリン

グ（Oversampling;OS）付きRIM (RIM-OS)を行える

デジタル受信機システムが付加された.RIM-OSは,

OSした受信信号に対して適応信号処理を実施すること

で,従来のRIMにおける計測精度劣化の要因である受

信信号のレンジ方向重み付け効果（Chen and Zecha
 

2009）の問題を解決している.デジタル受信機は10メ

ガサンプル/秒の高速受信信号サンプルが行えるだけで

なく,安価なハードウェア（汎用ソフトウェア無線機で

あるEttus Research社製USRPとパソコン）で構成さ

れているため,ハードウェアの購入コストが低いのみな

らず柔軟なリアルタイム信号処理の実装が可能であると

いう特長を備えている.図11に,RIM-LQ7の外観を

示す.

図12に,RIM-LQ7による大気境界層の上層におけ

る観測結果を示す.この観測では,15mの鉛直間隔・

約３秒の時間分解能でデータを取得した.図12bから

分かるように,W は高度1.3－1.5kmにおいて約２分

周期で変動しており,大気境界層の上端を示すエコー輝

度122dB以上のエコー層は,上昇流及び下降流に対応

した高度変動を示している.鉛直流擾乱の鉛直スケール

は100m程度と小さい.この観測結果は,RIM-OS測

定機能を備えるRIM-LQ7が,大気境界層内の風速変動

の詳細を解像できることを示している.

下層雲は地球の放射収支に大きな影響を与える要素で

あり,下層雲の形成過程と雲物理量の定量的測定が必要

である.RIMにより高分解能の W 計測を行える1.3

GHz帯WPRと雲を観測する多種のセンサを組み合わ

せることで,下層雲の様態解明が進むことが期待され

る.

5.まとめ

著者らは,晴天域・雲域双方での鉛直流計測を行える

50MHz帯WPRの利点に注目し,50MHz帯WPRと

CPR・ライダーの同時観測を実施してきた.本報告で

は,これまでの観測成果を紹介することで,WPRを使

用した雲のマルチリモートセンサー観測が雲内の小ス

ケール力学的過程の解明と雲微物理量リトリーバルの精

度向上に貢献できることを述べた.また,RIMを用い

て大気境界層内の高鉛直分解能風速計測が可能である

1.3GHz帯WPRの観測結果を紹介した.近年のレー

ダイメージング技術の進展により,WPRにおける高分

解能の風速・乱流観測が実現されている.CPR・ライ

ダー等のアクティブリモートセンシング機器による雲の

観測のほか,航空機やラジオゾンデによる雲粒の直接サ

ンプリングを組み合わせることによる,雲力学過程の解

明及び雲物理量の定量的計測の発展が期待される.

図11：上図は,RIMが可能な1.3GHz帯WPR (RIM-
WPR)の(a)アンテナ,(b)送受信部,(c)電源部の外観を示
す.RIM-LQ7は,ルネベルグレンズ７基で構成される
フェーズドアレイアンテナを備える.下図はRIM-LQ7に用
いたデジタル受信機の外観であり,(a)はアンテナ７基から
の受信中間周波数（Intermediate Frequency;IF）信号の合
成器,(b)は受信IF信号の増幅器及びフィルタ,(c)はソフ
トウェア無線機（USRP）,(d)はパソコン,(e)は送信機と
デジタル受信機を同期させるための10MHz参照信号を出
力するGPS受信機である.
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1.SPIDER開発の背景

情報通信研究機構（NICT ）は前身の電波研究所

（RRL ）,通信総合研究所（CRL ）の時代から,電

波を用いた地球環境計測の研究を行っており,衛星搭載

用を含む次世代降雨レーダ／雲レーダや次世代ウィンド

プロファイラーなどの研究・開発を行ってきた.

RRLの時代にはX-band（10GHz）及びKa-band

（35GHz）の２周波を用いた航空機搭載用マイクロ波雨

域散乱計／放射計システムを開発した（岡本ほか

（1982））.搭載した航空機,搭載状態を図１に示す.こ

のシステムは３次元的に降雨を観測するために機械的な

アンテナ走査機能を有していた.この開発は将来の衛星

搭載降雨観測用能動型マイクロ波リモートセンサ開発の

第一歩と位置づけており,その後米国航空宇宙局

（NASA）ゴダード宇宙センター（GSFC）との共同研

究 を 経 て,熱 帯 降 雨 観 測 衛 星 搭 載 降 雨 レーダ

（TRMM/PR ）の開発（Kozu et al.2001）により実

現した.TRMM衛星のイメージとTRMM/PRの外観

を図２に示す.TRMM/PRは,Ku帯（14GHz）の電

波を使用し,128素子の導波管スロットアレイアンテナ

を採用した電子走査型レーダである.電子走査により約

200kmの観測幅を持ち,検出感度は降雨強度0.7mm/

hである.TRMM/PRは1997年11月に日本のH-II

型ロケットにより打ち上げられたが,15年以上経過し

た現時点でも運用を続けている.このTRMM/PRの機

器校正や,受信電力から降雨量に変換するアルゴリズム

を検証するために,同じくKu帯の電波を使用した航空

機搭載降雨レーダ（CAMPR ）を新たに開発した

情報通信研究機構（NICT）は,航空機搭載あるいは衛星搭載の降雨レーダ開発の経験を生かし

て,日本初の雲レーダ（SPIDER）を開発した.その後,衛星搭載雲レーダ（EarthCARE/CPR）

の開発につなげている.また,衛星搭載レーダの開発と同時に,その性能を検証するための検証用

レーダも開発してきた.これまで検証用レーダとして航空機搭載型のレーダを開発してきたが,開発

戦略は地上設置型の検証レーダに移行してきている.EarthCARE/CPRの検証用レーダの開発戦

略,及び次世代の雲レーダ開発について紹介する.

Development Strategy of NICT’s Cloud Profiling Radar after SPIDER
 

Hiroaki Horie,Hiroshi Hanado,Kenji Sato,Yuichi Ohno,Seiji Kawamura,Nobuhiro Takahashi
 

National Institute of Information and Communications Technology(NICT)developed the first cloud
 

profiling radar(SPIDER)in Japan taking advantage of experience of various airborne and spaceborne precipita-

tion radar developments.Then NICT is developing the Cloud Profiling Radar on the EarthCARE satellite

(EarthCARE/CPR).

Moreover,simultaneously with development of a spaceborne radar,the calibration and evaluation radar for
 

verifying the performance has been also developed.Although,the airborne radar has been developed for the
 

verification,a development strategy is shifting to a ground-based calibration/validation radar.The develop-

ment strategy of the calibration/evaluation radar for EarthCARE/CPR and next generation cloud profiling
 

radar development concept are introduced.
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（Kumagai et al.1996）.CAMPRを搭載した航空機と

アンテナの外観を図３に示す.このレーダは,前方ビー

ム／鉛直ビームの２つのビーム機能を持ち,さらに雨域

散乱計／放射計システムと同様に機械的なアンテナ走査

機能も有しており,降雨の３次元的な観測が可能であ

る.

CAMPRによる降雨観測と同時期に,今まで感度が

足りずに観測対象外であった雲観測について,波長の短

いＷ帯のミリ波（94-95GHz）という新たな周波数の利

用を開拓することにより,新たな雲観測レーダ開発に着

手した.ミリ波の特徴として大気減衰・降雨減衰の影響

が大きいが,上空から観測すれば減衰の影響を軽減でき

るので,これまで大きかった装置を小型化して航空機搭

載雲レーダ（SPIDER ）を開発した（Horie et al.

2000）.航空機搭載と名前が付いているが,地上設置型

レーダとしても観測が可能であるため,SPIDERは搭

載状態を問わず雲レーダとして認知されている.SPI-

DERの主要諸元を表１に,SPIDERを搭載した航空機

と,アンテナを横向きにした状態のレーダポッドを図４

に示す.ミリ波では減衰の影響が大きいためアンテナレ

ドームを採用せず,アンテナは外部に露出している.

SPIDERも機械的なアンテナ走査機能を有しているが,

離着陸時のアンテナ保護のために格納することも機械走

査の目的の一つである.アンテナの照射面積（フットプ

リント）が航空機の速度にくらべて小さいので,最早３

次元的な雲観測とは言い難い.また,アンテナ走査は,

有効な積分数が少なくなり,感度が低下する欠点がある.

SPIDER開発当時は既にTRMM/PRという衛星搭

CAMPR:CRL Airborne Multiparameter Precipitation
 

Radar

図1：雨域散乱計／放射計システム.左上：システムを搭載した航空機セスナ404,左下：航空機の胴体にとりつけられた機械
的走査が可能なアンテナ,右：航空機に搭載された雨域散乱計／放射計システム.
Figure1：Airborne microwave rain-scatterometer/radiometer system.Top left:Cessna 404 airplane carrying the radar

 
system,Bottom left:Mechanical scanning antenna system installed to the bottom of fuselage,Right:Airborne microwave

 
rain-scatterometer/radiometer system installed in the airplane.

図2：TRMM衛星のイメージと降雨レーダ（PR）.左：TRMM衛星の観測イメージ,右：降雨レーダ（PR）の外観,PRは
２m×２mの開口を持ち128本の導波管スロットアンテナで構成されている.
Figure2：Image of TRMM satellite and Precipitation Radar(PR).Left:Observation image of TRMM satellite,Right:
Precipitation Radar with 2m by 2m antenna aperture composed of 128 of waveguide slotted antennas.

SPIDER:Super Polarimetric Ice-crystal Detection and Ex-
plication Radar
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左図：ⒸNASA
右図：ⒸJAXA
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載降雨レーダが具体化しており,SPIDERも将来の衛

星搭載雲観測レーダ開発につなげたいと考えていた.日

本のミッション実証衛星３号機に応募し,最終３候補に

採択されたが,計画自体が途中で中止になったため,米

国航空宇宙局ジェット推進研究所（NASA/JPL）が衛

星搭載雲観測レーダ（CloudSat/CPR）を先に開発し

た.CloudSatは2006年に打ち上げられ,現在も運用さ

れている.そして,欧州宇宙機関（ESA）のEarth
 

Exploreミッションの一つであるアースケア計画に日欧

の科学者が参加する機会があり,宇宙航空研究開発機構

（JAXA ）と共同でアースケア衛星搭載雲観測レーダ

(SPIDER以降の）雲レーダ開発戦略

JAXA:Japan Aerospace Exploration Agency
EarthCARE:Earth, Clouds, Aerosols and Radiation

 
Explorer,
CPR:Cloud Profiling Radar

図3：航空機搭載降雨レーダ（CAMPR）.上：航空機ビーチクラフト200に搭載されたCAMPR,下：アンテナシステム（前方
ビームと直下ビームがあり,機械的走査も可能）.
Figure3：Airborne Multiparameter Precipitation Radar(CAMPR).Top:Beachcraft 200 airplane carrying the CAMPR,
Bottom:Mechanical scanning antenna system(forward beam and nadir beam).

表1：SPIDERの主要諸元
Table1：Major Specification of SPIDER

項 目 仕 様 値

周波数 95.04GHz

アンテナ利得 49.4dBi

ビーム幅(アンテナ開口) 0.6度(40cmφ)

送信尖頭電力 1500W

パルス幅 0.5/1.0/2.0us

パルス繰り返し周期 最大Duty比以下で任意

送信偏波 直線偏波(水平または垂直)

受信偏波 直線偏波(水平および垂直)

ドップラ速度計測 パルスペアまたはFFT

感度 －30dBZ＠大気上端,1秒積分

アンテナ走査 機械走査(－40度から＋90度)

図4：航空機搭載雲レーダ（SPIDER）.左：航空機Gulfstream IIに搭載されたSPIDER,右：アンテナを横向きにしたレーダ
ポッド,離着陸時にはアンテナを収納する.レーダポッド内に送受信部が収容されている.
Figure4：Airborne Cloud Profiling Radar.Left:Gulfstream II airplane carrying the SPIDER,Right:Radar pod with antenna

 
pointed horizontally.Antenna is covered by rotating backside during take-off and landing of the airplane.The transmitting

 
and receiving unit is installed inside the radar pod.
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（EarthCARE/CPR ）の開発を開始した.この雲観測

レーダは世界で初めてドップラ速度観測機能を有する衛

星搭載気象レーダである.CPRの外観を図５に,表２

に主要諸元を示す.図６はCPRによる観測イメージで

あり,鉛直方向のみ観測する.同じ雨や雲を観測する衛

星搭載レーダであるが,TRMM/PRは約200kmの範

囲を走査できるのに対し,CloudSatやEarthCAREに

搭載されるCPRは,目的とする感度を達成するために

アンテナ走査機能を有しない大口径アンテナが必須であ

り,固定ビーム型のレーダとなる.EarthCARE衛星は

2016年にESAが打ち上げる予定である.

蛇足ながら,衛星搭載降雨レーダの成功により,

TRMM/PRと同じ枠組みによる全球降水観測

（GPM）主衛星搭載２周波降水レーダ（GPM/DPR ）

の開発に引き継がれている.CPM主衛星のイメージを

表2：EarthCARE/CPRの主要諸元
Table2：Major specification of EarthCARE/CPR

項 目 仕 様 値

周波数 94.05GHz

アンテナ利得(アンテナ開
口)

65.5dBi(2.5mφ)

ビーム幅(フットプリン
ト)

0.095度(750m)

送信尖頭電力 1500W＠EIK,EOL

パルス幅(距離分解能) 3.3us(500m)

パルス繰り返し周期 6100Hzから7500Hz(衛星高
度により可変)

送信偏波 円偏波(左旋)

受信偏波 円偏波(右旋)

ドップラ速度計測 パルスペア処理

感度 －35dBZ＠大気上端,10km
積分

アンテナ走査 無し(直下観測)

積分長 500m

衛星高度 約400km(太陽同期)

GPM:Global Precipitation Measurement(Mission)
DPR:Dual-frequency Precipitation Radar
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図5：EarthCARE/CPRの外観図（アンテナ展開時）.トッ
プカバーを外した状態.
Figure5：Outline of EarthCARE/CPR(antenna is opened.).
Top cover is removed to make it easier to look inside.

図6：EarthCARE/CPRの観測概念図.緯度により観測高度を切り替えることができる.
Figure6：Observation concept of EarthCARE/CPR.Observation height is switchable according to latitude of the satellite.

ⒸJAXA



ⒸNASA

図７に,観測概念図を図８に示す.表３に主要諸元を示

すが,高感度化のためKa帯のレーダが追加されてお

り,TRMM/PRより弱い降雨強度（0.2mm/h）まで

観測することができる.GPM主衛星は2014年２月28

日に打ち上げられた.

2.SPIDERの運用による検証手法の検討

SPIDERの開発当初は不具合が多発し関係者に迷惑

をかけたが,保守・運用のノウハウを蓄積し,NICT

自ら修理・メンテナンスを実施した結果,安定した運用

が可能となった.これまで実施した主な航空機観測は,

梅雨期の九州・東シナ海観測（X-BAIU）,冬季日本海

観測（WMO）,奄美大島付近のAPEX-E3実験,パラ

オ周辺海域の西部熱帯太平洋域観測,東シナ海観測,

CloudSat衛星同期観測,ドップラーライダー同時観測

表3：GPM/DPRの主要諸元
Table3：Major specification of GPM/DPR

項 目 Ku-PR  Ka-PR

周波数 13.6GHz 35.55GHz

アンテナフットプリント 5.2km＠nadir 5.2km＠nadir

送信尖頭電力＠出力ポート ＞1012W ＞146.5W

距離分解能 500m 500m/250m

パルス繰り返し周期 衛星高度・走査角度により
可変

衛星高度・走査角度により可変

送受信偏波 直線 直線

ドップラ速度計測 無し 無し

感度(降雨量) 0.5mm/h 0.2mm/h(500m),
0.5mm/h(250m)

アンテナ走査 245km(＋/－17度) 125km(＋/－8.5度)

衛星高度 407km(太陽非同期,軌道傾斜角65度)
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図8：GPM主衛星の観測概念図.
Figure8：Observation concept of GPM core satellite.

図7：GPM主衛星のイメージ図.
Figure7：Observation image of GPM core satellite.



などがある.表４にこれまで行った航空機観測実験リス

トを示す.航空機観測の中でNICTの予算による航空

機観測頻度はあまり高くなく,外部資金が多い.一つの

理由は航空機観測に多額の運航経費が必要なためであ

る.

一方で雨域散乱計／放射計システムやCAMPRの開

発当時から,航空機に搭載しない場合には地上観測が可

能な装置構成としてきた.SPIDERも航空機から取り

外した際に地上観測用として使用できる示す台車を用意

した.その後,長期間の地上観測を安定して実施するた

めに,航空機搭載用レーダポッドを分解して圧力容器内

部の送受信部を取り外せるようにした.SPIDERの台

車と地上設置の様子を図９に示す.送受信部とアンテナ

をレーダポッドから取り出したことにより,地球観測船

「みらい」等での観測も可能となった.これまで実施し

た主な地上観測・船上観測実験リストを表５に示す.

SPIDERの常置場所であるNICT小金井での観測は省

略している.当然ながら航空機観測に比べると地上観測

の頻度は高い.

衛星搭載レーダの検証を考えると,航空機観測による

衛星との同期観測や別の航空機との同期観測が必要であ

り,数は少ないが実験を実施している.衛星と同期させ

た航空機観測のメリットは,同じ観測対象を同時に同じ

向きに観測できることである.観測例を図10に示す

（Ohno et al.2012）.2007年４月26日に実施した実験

で,左図は衛星の軌道と航空機の航跡図を重ねたもので

ある.右図はCloudSat及びSPIDERにより観測され

たレーダ反射因子である.分解能の違いはあるが,ほぼ

同じ値になっている.また,CloudSatの雲エコーの高

度９km付近にあるエコーは,通過時刻と位置からSPI-

表4：航空機観測実験リスト
Table4：SPIDER airborne experiments summary

 
No 名 称 実施年月 フライト数 備 考

１ 1999/06 1梅雨期の九州・東シナ海観測（X-BAIU）

２ 2002/06 7

３ 2000/02 1

CREST による「メソ対流系の構造と発生・
発達のメカニズムの解明（研究代表者 気象研
究所 吉崎）」,X-BAIU 1999,WMO2000は故
障につき中止

４ 2001/01 6

冬季日本海観測（WMO）

５ 2002/02 8

６ 2003/01 5

７ APEX-E3実験（奄美大島付近） 2003/03-04 14 CREST による「アジア域の広域大気汚染に
よる大気粒子環境の変調（研究代表者 東京大
学 中島映）」,検査フライトを含む

８ 2002/12 7西部熱帯太平洋域観測（パラオ周辺海域） 海洋研究開発機構（JAMSTEC）予算

９ 2004/03 8

10 東シナ海観測 2004/06 4 名古屋大学予算

11 2001/02 2 NICT予算ドップラーライダー同時観測

12 2004/06 2 NICT予算

13 海面観測 2002/12 2 NICT予算

14 2006/02 3 NICT予算CloudSat衛星同期観測

15 2007/04 3 NICT予算

フライト数にはフェリーフライトを含む
CREST：科学技術振興機構・戦略的想像研究推進事業

図9：SPIDERによる地上観測.左：レーダポッドの台車を使用した観測,右：送受信部とアンテナを取り出し,専用の台を
使った観測.
Figure9：Ground observation configuration of SPIDER.Left:Radar pod is mounted on the rotatable dolly.Right:Transmit-
ting and receiving unit and antenna are removed from the radar pod and are installed on the pedestal.
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DERを搭載している航空機のエコーと考えられる.厳

密な意味での同時観測は,このエコーが記録された瞬間

だけであり,他は近い時間の観測に過ぎない.また,

CloudSatやEarthCARE/CPRはアンテナ走査機能が

無いので軌道直下のみ観測するため,航空機の飛行経路

が衛星軌道から少しでも外れると同期観測が成立しない

可能性がある.そこで,同時に観測することを主眼にお

かず,しかしながら軌道直下に近い場所で連続的に観測

し,統計的な比較をすることで検証を実施する考え方が

主流になりつつある.実際にTRMM/PRの後継ミッ

ションであるGPM/DPRでは,検証用の航空機搭載降

雨レーダを開発せず,地上観測・検証用の降雨レーダ開

発を選択した.なお,GPM/DPRの検証用として２台

のKa帯レーダがJAXAにより開発された.２台の

レーダを対向させて運用することにより,融解層の振る

舞い,降雨減衰の効果を確かめることもできる（Na-

kagawa et al.2012）.なお,検証用レーダはJAXAの

予算で開発されたがNICTのノウハウを生かして開発

に貢献している.また,EarthCARE/CPRについても

航空機観測による検証は採用しなかった.そこで,

表5：地上観測（船上を含む）実験リスト
Table5：Ground-and ship-borne SPIDER experiments summary

 
No 名 称（場所) 実施年月 日数 備 考

１ 北太平洋（みらい） 2001/05 14 JAMSTEC MR01-K02 北太平洋亜熱帯・亜寒帯循環系
の変動に関する観測研究

２ 西太平洋（みらい） 2001/09-11 45 JAMSTEC MR01-K05 leg1,2 西部熱帯太平洋・インド
洋の観測研究

３ 西太平洋（みらい） 2001/11-12 32 JAMSTEC MR01-K05 leg3,4 大気―海洋相互作用に関
わる観測研究

４ 北極域（みらい） 2002/08-10 45 JAMSTEC MR02-K05 leg1 北極海域の観測研究

５ インドネシア（京都大学EARサイト） 2005/11 10 京都大学予算

６ 2008/06-07 50

７

人工降雨観測（高知県鏡ダム付近）

2009/06-08 64

科学技術振興調整費「渇水対策のための人工降雨・降雪に
関する総合的研究（研究代表者 気象研究所 村上）」に
よる夏期観測

８ 2010/05-07 65

＊NICT小金井観測分は除く
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図10：CloudSat/CPRとSPIDERの同期観測結果.観測2007年４月26日に実施した.左図はCloudSat衛星の軌道とSPI-
DERのフライトパスで良く一致している.右上図はCloudSatにより観測されたレーダ反射因子であり,右下図はSPIDERに
より観測されたレーダ反射因子である.分解能の違いはあるが,エコーの形は良く一致している.右上図の中央,高度９kmあ
たりにSPIDERを乗せた航空機と思われるエコーがある.（Ohno et al.（2009）から引用）
Figure10：Synchronous observation of SPIDER and CloudSat/CPR.The experiment was performed on Apr.26,2007.Left:
The CloudSat satellite track and SPIDER flight path.Their paths are agreed with each other.Top right:Radar reflectivity

 
of cloud observed by CloudSat.Bottom right:Radar reflectivity of cloud observed by SPIDER.They agreed with each other

 
except the difference in resolution.The echo of the airplane carrying SPIDER is shown in the top right figure at the middle

 
of latitude and 9km height.(Referred from Ohno et al.(2009))



NICTはEarthCARE/CPRの地上用検証レーダを開発

することにした.

3.衛星搭載雲レーダと検証用レーダ

EarthCARE/CPRの主要諸元は表２に示したとおり,

アンテナビームの地上への照射面積（アンテナフットプ

リント）は約750m,鉛直分解能は500mで,水平500

m積分ごとにデータを出力する.10km積分時の最小

受信感度は－35dBZであり,CloudSatの感度より6

dB良い要求仕様となっている.感度が－35dBZあれ

ば,氷雲の98％,層雲全体の40％が探知できる（Ste-

phens et al.2002）.また,パルスペア法によるドップラ

速度計測精度は,10km積分時に－19dBZの一様な雲

に対して1.0m/sであるが,現実の衛星とレーダを合

わせたアンテナ指向方向の決定精度はこの値よりも悪く

なるため,地上校正による補正後でも1.3m/sとなる.

通常のドップラ気象レーダと比べると精度が劣っている

ように見えるが,レーダのハードウェアによる計測精度

は気象レーダよりも良く,アンテナビーム内でも衛星速

度の寄与分が大きいためにスペクトラム幅が広がるこ

と,パルスと次のパルスを出す間にレーダ自身がアンテ

ナ口径の半分近く移動するためコヒーレンスが悪化する

ことなどから大きな誤差が生じる.この誤差は理論的限

界と呼んでおり,0.8m/s程度ある（Kobayashi et al.

2002）.さらに,現実の雲は一様では無く,衛星の進行

方向に存在する雲のレーダ反射因子の変動に衛星速度の

寄与分が混入することで,ドップラ速度測定に誤差が生

じる（Schutgens 2008）.図11は模式的な図であるが,

衛星速度の混入によって,対象となる雲の鉛直方向の速

度が０m/sでも,ビームの先端付近はこのレーダの折

り返し速度とほぼ同じ6.5m/sの上昇流として計測さ

れるのに対し,ビームの後端付近は6.5m/sの下降流

として計測される.仮にビーム前方にのみ雲がありビー

ム後方に雲が無い場合には,雲が動いてなくても１積分

単位としては上昇しているような速度を計測することに

なる.従ってビーム内のレーダ反射因子の非一様性が問

題となる.この効果を現実の雲に適用して衛星搭載雲

レーダでどのように観測できるかシミュレーション計算

した結果が図12である（Horie et al.2012）.SPIDER

により観測されたデータを距離方向50mの分解能,鉛

直方向500mの分解能で再構成したレーダ反射因子
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図11：アンテナビーム内の衛星速度の混入イメージ.前方
では6.5m/sの上昇流が観測されるのに対し,後方では6.5
m/sの下降流が観測される.
Figure11：Schematic concept for contamination due to

 
satellite velocity within antenna beam.The upward daft of

 
6.5m/s is observed at the front edge of antenna and the

 
downward draft of 6.5m/s is observed at the end edge of

 
antenna.

図12：EarthCARE/CPRによるドップラ速度計測シミュレーション.(1),(4)SPIDERにより観測されたＺ因子及びドップラ
速度,これを真値とする.(2),(5)EarthCARE/CPRの取得データのシミュレーション（500m積分値を表示）.(3),(6)10
km積分した結果（実際は移動平均を行うが,本図はしていない.）.（Horie et al.（2012）より引用）
Figure12：Simulation result of Doppler velocity measurement by EarthCARE/CPR.(1),(4)Z factor and Doppler velocity

 
measured by SPIDER airborne experiment.They are used as truth data for this simulation.(2),(5)They are calculated by

 
simulation for EarthCARE/CPR,which is equivalent to 500m integration performed on board.(3),(6)They are integrated

 
results over the 10km(moving average will be performed for the actual processing,but they are not performed).(Referred

 
from Horie et al.(2012))



（図12(1)）及びドップラ速度（図12(4)）を真値とし,

アンテナ照射範囲をレーダ反射因子で重み付けし,ドッ

プラ速度と上で述べた衛星速度の混入の効果を送信パル

ス１個毎に衛星が移動する効果を含めて積分し,衛星の

移動500m毎に計算したレーダ反射因子とドップラ速

度が図12(2)と(5)である.実際に衛星搭載雲レーダで

観測されるデータになる.計算方法はSchutgens

（2008）やHorie et al.（2012）で説明されている方法で

ある.図12(2)のレーダ反射因子については問題ない

が,図12(5)のドップラ速度については情報が失われて

いるように見える.図12(3)及び(6)は,500m積分

データを用いて10km積分したレーダ反射因子及び

ドップラ速度である.10km積分後のドップラ速度は,

誤差は存在するものの積分前のドップラ速度を反映して

いるように見える.なお,この計算では移動平均を実施

していないので空間的な分解能があまりないように見え

るが,EarthCARE/CPRの処理アルゴリズムでは移動

平均することになっている.また,積分時に500m毎

の観測値を非一様性の効果により補正することを検討し

ている.従って,このアルゴリズム検証のためには,ア

ンテナビーム内のレーダ反射因子の分布を観測すること

が必要である.

EarthCARE/CPRに検証が必要なのは,レーダ反射

因子（感度）とドップラー速度計測精度である.前者に

関して検証するためには,大気上端で定義されたEar-

thCARE/CPRの感度－35dBZに加えて,地上から大

気上端までの大気減衰分２dBを考慮する必要があり,

細かく観測するため衛星搭載レーダの感度の２倍（3

dB）を地上検証用レーダに要求することにした.従っ

て要求感度は－40dBZとなる.後者のためにはアンテ

ナフットプリント内のレーダ反射因子を観測する必要が

あるが,フットプリント750mを全高度で満たすこと

は難しいので,高度５km以上で一致させることにし

た.従って,＋/－4.5度のアンテナ（ビーム）走査が

必要となる.また,ドップラー速度の計測精度は－19

dBZの雲に対して定義していることから,その２倍の

感度の－22dBZを走査角度０度の時の要求感度とした.

高感度の要求条件からは,SPIDERの感度－30dBZよ

り10倍改善した装置を開発する必要がある.また,走

査の要求条件からは,距離５kmで50m程度である

SPIDERのフットプリントでは15ビーム程度必要とな

る.SPIDERは機械走査方式であったが,感度と時間

分解能を考慮すると電子走査方式が望ましい.

4.次世代レーダの開発

前章で説明したEarthCARE/CPRの検証用レーダの

目標仕様全てを１式のレーダで実現する設計は不可能

だったので,図13に示す２式のレーダを開発する計画

を立てた.一式は地上設置型高感度雲観測レーダ（以

降,高感度レーダまたはHG-SPIDER:High sensitiv-

ity Ground-based SPIDERと呼ぶ）で,－40dBZの高

感度を達成するレーダである.もう一式は,電子走査型

雲観測レーダ（以降,電子走査レーダまたはES-

SPIDER:Electronic-Scanning SPIDERと呼ぶ）

で,＋/－4.5度の角度範囲の電子走査を実現するレー

ダである.以降に詳細を説明する.
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図13：検証用レーダの開発コンセプト.左：高感度レーダ,右：電子走査レーダ.
Figure13：Development concept for the W-band cloud Profiling Radar for the calibration/evaluation.Left:High-sensitivity

 
ground based Cloud Profiling Radar(HG-SPIDER),Right:Electronic scanning Cloud Profiling Radar(ES-SPIDER).



4.1 高感度レーダの開発

高感度レーダはSPIDERと比べて10倍感度の良い

レーダであるが,技術的リスクは低いので,既開発品を

用いるなど安価に製作する.具体的には,アンテナ及び

高価な大電力送信管（EIK）は衛星開発の試作品を流用

する.データ処理部は,ウィンドプロファイラーやその

他のレーダで使用しているソフトウェア無線機

（USRP）によるデータ処理・記録装置であり,NICT

内で開発する.データ処理ルーチンを自作するので,必

要に応じて内部の処理を自由に変更することができ,新

たな処理手法を開発すれば簡単に検証できるメリットが

ある.高感度レーダの目標仕様を表６に示す.なお,安

価とするため２偏波機能は削除した.製作中の高感度

レーダの外観を図14に示す.ハードウェアとしては形

ができているが,現時点では運用が開始されていない.

4.2 電子走査レーダの開発

＋/－4.5度の狭い範囲とはいえＷ帯の電子走査型雲

観測レーダは世界初の試みである.周波数が高く波長が

短いことから,通常の導波管スロットアレイアンテナに

よる電子走査レーダは物理的な制約で製作できない.

パッチアンテナを並べる方式も考えられるが,十分なア

ンテナ利得を稼ぐために大きなアンテナ開口にすると多

数の素子が必要となり,この周波数帯では送受信器を構

成する十分小さな素子が無いこと,もし有ったとしても

高額であることから難しい.そこで,EarthCARE/

CPRのドップラ速度計測精度の前提値－19dBZを考慮

し,電子走査レーダに対する要求感度が走査角度０度

で－22dBZであること,２次元走査ではなく１次元走

査に制限することで,実現可能な構成の設計が可能と

なった.具体的な仕様を表７に示す.送信は半導体デバ

イスでは十分な送信電力を確保できないので大電力送信

管を用いたファンビームアンテナの構成とし,受信は

ホーンアンテナアレイとした.必要な素子数が多いこ

と,本方式の実現性を確かめる必要があることから,ま

ず受信アンテナの部分モデルを試作した.試作した部分

モデルを図15に示す.部分モデルを評価した結果,実

現可能と判断し平成25年度から開発を開始した.

表6：高感度レーダの目標仕様
Table6：Requirements for HG-SPIDER

項 目 仕 様 値

周波数 94.09GHz

アンテナ利得 55dBi

ビーム幅(アンテナ開口) 0.3度(80cmφ)

送信尖頭電力(EIK) 1500W

パルス幅 0.5/1.0/2.0us

パルス繰り返し周期 3300-10,000Hz

送信偏波 直線偏波

受信偏波 直線偏波

ドップラ速度計測 パルスペアまたはFFT

感度 －40dBZ＠大気上端,１秒積分

アンテナ走査 なし(真上観測)

図14：高感度レーダの外観図
Figure14：Photograph of HG-SPIDER

表7：電子走査レーダの目標仕様
Table7：Requirements for ES-SPIDER

項 目 仕 様 値

周波数 94.09GHz

送信アンテナ利得 35dBi

送信アンテナビーム幅 9度×0.6度(ファンビーム)

受信アンテナ利得 47dBi

受信アンテナビーム幅(アン
テナ開口)

0.6度(32cm×32cm)

送信尖頭電力(EIK) 1500W

パルス幅 0.5/1.0/2.0us

パルス繰り返し周期 3300-10,000Hz

送信偏波 直線偏波

受信偏波 直線偏波

ドップラ速度計測 パルスペアまたはFFT

感度(＠走査角度０度) －22dBZ＠５km,1秒積分

アンテナ走査 電子走査(＋/－4.5度,0.3
度ステップ)
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5.まとめ

本稿ではSPIDER開発の背景から運用状況を紹介し,

SPIDER以降の雲レーダ開発として,衛星搭載雲レー

ダの検証用レーダの開発について説明した.２種類の検

証用レーダは開発中であるが,近い将来開発結果を報告

する予定である.このうち,高感度レーダは,これまで

観測できなかった薄い雲が観測できる可能性がある.ま

た,データ処理技術の改善が期待できる.一方,電子走

査レーダは１次元走査であるが雲の水平方向の分布を明

らかにすることができ,EarthCARE/CPRのドップラ

速度計測の検証に有効となる.電子走査レーダの構成

は,その時点におけるＷ帯のデバイス開発状況に依存す

ることになるが,現在の技術でも十分実用可能な範囲で

構成できる設計ができた.現在開発している電子走査

レーダは位相器を用いて信号を合成しているので逐次走

査機能しか有していないが,信号を計算機上で合成する

デジタルビームフォーミング技術を用いれば,同時に複

数の走査角度を観測できるので,将来はこの同時観測機

能を追加する予定である.また,電子走査レーダの開発

は,将来の電子走査型衛星搭載雲観測レーダにつながる

技術になると考えている.これまで開発した衛星搭載雲

レーダ及び検証用レーダなど次世代雲レーダによる観測

が,雲・降水研究者の新たな知見へとつながることを期

待している.
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1.はじめに

竜巻や集中豪雨など日本において近年大きな被害を出

している局所的な気象変化を,高い感度と空間分解能で

捉えることは,気象災害の予防と軽減のために重要な課

題である.また,地球温暖化に影響を与える,高層の薄

い雲の基本的性質などを詳しく調べることは,極めて重

要な課題である.このような課題に寄与する大気現象や

雲などの詳細観測には,周波数の高い電波を用いるレー

ダによる観測が最も適している.光や赤外線による受動

観測では,雲の内部構造と運動を捉えることができず,

また,可視光付近のライダーなどの能動観測では,雲の

光学的厚みが厚くなると,やはり内部のデータを得るこ

とが難しい.しかし,従来多く用いられている,Cバン

ド（周波数５GHz帯）やXバンド（周波数10GHz

帯）レーダでは,雨雲は捕捉できるが比較的薄い雲に対
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versity
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図1：ミリ波雲レーダFALCON-I.周波数は95GHzで,送
受信は直径１mのアンテナ２台をそれぞれに用いている.
Fig.1：Cloud profiling radar FALCON-I.It has two 1-m

 
diameter antennas which transmit and receive radio waves

 
at 95 GHz.

鷹野 敏明 ,高村 民雄

地球温暖化に影響を与える高層の薄い雲を調べるには,周波数の高い電波を用いるレーダによる観

測が適している.気象観測でこれまでに使用されている最も高い周波数95GHzを用いた千葉大学ミ

リ波雲レーダFALCON-Iは,高い感度と空間・時間分解能を備えている.FALCON-Iの概要と観

測例,雲底からの降雨が約200m落下して終端速度の到達する様子,積乱雲の発達過程で上昇する

雲の内部運動速度幅が10m/sに達している様子,衛星搭載雲レーダとの同時観測で良い一致を示す

例,などの結果を示し,今後の展望を概観する.

Development of Millimeter Wave Cloud Profiling Radar FALCON-I
― Present Stage and Future Plan―

Toshiaki TAKANO and Tamio TAKAMURA

Observation of clouds using high frequency radars is one of powerful methods for investigating thin and
 

high-altitude clouds,which affect greenhouse effect.FALCON-I is a millimeter wave cloud profiling radar of
 

Chiba University at 95 GHz,which is the highest frequency for normal meteorological use and has high
 

sensitivity and spatial-,temporal-resolution.The system of FALCON-I and examples of observations are
 

presented;accelerating rain drops to the terminal velocity in about 200m from the cloud bottom,Doppler velocity
 

width reaches 10 m/s in cloudlets in ascending phase of a cumulonimbus,good correspondence of cloud profiles
 

obtained FALCON-I and satellite observations,and so on.Future developments of FALCON are also
 

mentioned.

ミリ波雲レーダFALCON-Iの開発
― 現状と展望―



しては感度が十分でなく,捉えられない.

このような背景から,我々は,気象観測でこれまでに

使用されている最も高い周波数といえる95GHzを用い

た,高感度,高空間・時間分解能を備えたミリ波雲レー

ダFALCON-I（図１）を開発し,これを用いて様々の

場所で種々の雲の観測を行ってきた.

2.FALCON-Iの開発

千葉大ミリ波雲レーダFALCON-I (FMCW (Fre-

quency Modulated Continuous Wave)Radar for Cloud
 

Observations)はW バンド95GHzのレーダで,高い

空間分解能と感度が特徴である.FALCON-Iは,(独)

情報通信研究機構（NICT）の95GHz雲レーダSPI-

DER のシステムを参考にして,同グループの協力

の下に設計・製作された.SPIDERはパルス方式の

レーダであるが,FALCON-Iは周波数変調連続波

（Frequency Modulated Continuous Wave:FMCW）方

式を採用している.その原理を図２に示す.送信波（実

線）は,中心周波数 f から±F の幅で直線的に変調さ

れる.目標物の雲に散乱されて受信アンテナに達する受

信波（破線）は,送信波から t の時間遅れで戻ってく

る.この受信信号を送信信号と混合してビート周波数 f

を得て,これをFFTすることにより,雲のレンジング

方向のプロファイルを得ることができる.FALCON-I

のブロックダイアグラムを図３に,性能のSPIDERと

の対比を表１にまとめる .

3.可搬型装置であるFALCON-Iの有用性

FALCON-Iは可搬型装置であり,トラックに搭載し

て目的地に行き,100V 20A電源のみで立上げ30分で

観測体制に入ることができる.これまで,奄美大島,沖

縄などでの観測を実施してきた.また,コンテナに入れ

て,(独)海洋研究開発機構（JAMSTEC）の海洋地球

研究船「みらい」に搭載し,太平洋,インド洋,北極海

での観測を2004～2011年に実施してきた（図４～７）.

さらに最近では,発電機を用いることで,100V商用電

源のない場所でも,観測を実施することができるように

なっている.FALCON-Iのこの可搬性は,局所的現象
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図4：トラックに搭載したFALCON-I.後方の白いコンテ
ナは,船舶搭載用のコンテナ.
Fig.4：FALCON-I installed on a truck.The container

 
behind the truck is housing of FALCON-I for MIRAI

 
observations.

図2：FMCW 方式の原理.
Fig.2：Principle of FMCW Type Radar.

図3：FALCON-Iのブロックダイアグラム.
Fig.3：Block Diagram of FALCON-I.

表1：FALCON-IとSPIDERの比較.
Table1：Comparison of Two Millimeter-wave Radars.

FALCON-I  SPIDER
 

Purpose  Ground based Obs. Airborne Obs.

Obs.Direction  Zenith  Downward to
 

Horizon
 

Type of radar  FM-CW  Pulse
 

Antenna  1 m×2 antennas  0.4 m×1
 

antenna
 

Frequency f 94.79 GHz  95.04 GHz
 

Output Power P 0.5 W (27 dBm) 1600 W (62 dBm)

Duty Rate  Continuous  1/100～
1/1000

 
Spatial Resolution

r×θ
9.1 m×0.2° 150 m×0.5°

Temporal
 

Resolution  1 msec  1 msec
 

Sensitivity(at 5km) －34 dBZ －35 dBZ



の観測や衛星通過との同期観測など,様々のニーズに対

応できる点で,極めて有用と言える.

4.FALCON-Iの性能と観測例

前節までに述べたFALCON-Iの特長である,可搬性

と高感度および高空間分解能を発揮している観測例を,

以下に紹介する.

4.1 積乱雲の観測―2010年７月25日

図８に,2010年７月25日のFALCON-Iによる積乱

雲の観測例を示す.a,bの時刻はアンビルが捉えられ

ていて,ドップラスペクトルを見ると速度幅１～２m/s

を持つことがわかる.cの時刻は雨の降り始めで,高度

4.5kmの雲底から高度幅200m程度の薄い層で,でき

たばかりの雨滴が落下して加速していることがわかる.

4.2 積乱雲の観測―2012年８月30日

図９に,2012年８月30日千葉県君津市ロマンの森で

の集中観測でのデータを示す（この観測は防衛大小林文

明氏らとの共同研究) .この日は積乱雲が観測場所の

上空で発達したのをFALCON-Iで捉えることができ

た.12：00～12：40（JST）頃まで高度1-2kmに積雲

が見えていて,12：40直前に高度４kmに達する積乱

雲がFALCON-Iの直上に掛かった様子がわかる.12：

40のドップラ－スペクトル（図９.左下図）を見ると,

高度2.5～４kmにかけて厚みが200m程度で高度間隔

が500m程度の層がA,B,Cの３層に見えている.こ

れらのドップラ速度は幅が12m/s程度と広く,中心速

度は４m/sで最大速度は９m/sで上昇していることが

わかる.これは,速度幅とその大きさから,発達する積

乱雲のモクモクと上昇する,いわゆるTuft（図10.小

ミリ波雲レーダFALCON

図5：JAMSTECの研究船「みらい」（上）に搭載した
FALCON-I（下の写真,矢印）.
Fig.5：Research vessel“MIRAI”belong to JAMSTEC
(upper panel)and FALCON-I container on board of MIRAI
(lower panel).

図6：FALCON-I搭載のJAMSTECの研究船「みらい」の
航路.
Fig.6：Cruise track of“MIRAI”of JAMSTEC on which

 
FALCON-I installed.

図7：沖縄本島北端の国立環境研究所（NIES）辺戸観測所
でのFALCON-I（2008年春の集中観測）.
Fig.7：FALCON-I set in the Cape Hedo Station in Okin-
awa,Japan,of National Institute for Environmental

 
Studies(NIES)during the campaign in spring,2008.
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図8：FALCON-Iでの2010年７月25日の積乱雲の時間－高度強度図（上の図）と,a～dの時刻のドップラスペクトルマップ
（下の図）.スペクトルマップの横軸はドップラ速度で,ゼロが中央で±3.2m/sの速度範囲である.
Fig.8：Examples of cloud radar FALCON-I.Upper panel shows the time-height cross section of radar reflectivity(dB)for

 
the cumulonimbus over Chiba University at July 25,2010,and the lower panel shows the Doppler spectra of the same day.
The alphabets“a”to“d”in the upper panel correspond to the same ones of the lower panels.

図9：FALCON-Iでの2012年８月30日の積乱雲の時間－高度強度図（上段）,その拡大図（下段右）と12：40（JST）での
ドップラ図（下段左）.高度2.5-４kmにあるA～Cの構造は,Tuft３個を貫いて見ていると考えられる.
Fig.9：Time-Height Intensity map obtained with FALCON-I in Aug.30.2012(upper panel)and its enlarged map(lower right

 
panel).Doppler velocity map(lower left panel)shows A-C structures in 2.5-4 km in altitude,which are thought to be three

 
tufts observed with the FALCON-I needle beam.



林氏提供）と呼ばれる構造３個を,FALCON-Iのビー

ムが貫いて見ていると解釈することができる.

4.3 衛星CloudSATとの同時観測

FALCON-Iは既に述べたように可搬型の装置である.

95GHz雲レーダを搭載した衛星CloudSATとの同時

観測を行うには,その軌道直下での観測が必要である.

図11に,2008年４月11日に沖縄県辺戸で行った

CloudSATとFALCON-Iの同時観測結果を示す（図

７,山口潤氏提供）.このキャンペーン中には,Cloud-

SATは６回上空付近を通過したが,そのうち４月11日

は特に近く,CloudSATの軌道直下から約100mの地

点でFALCON-Iの観測を行うことができた.Cloud-

SATの フット プ リ ン ト は 1.3km×1.7kmで,

FALCON-Iのビームは0.2度なので,高度５kmで観

測空間は約15mと小さい.観測している空間体積は大

きく異なるが,図11では両者のデータは非常によく一

致していることがわかる.

5.雲レーダFALCONの今後の発展方向

雲レーダFALCON-Iの高い感度や分解能は,これま

でに十分示されてきた.今後は,そのデータを十分生か

して,他の観測機器のデータと統合することで,雲物理

量の導出と解析に貢献することが必要である.

FALCON-Iの装置としての発展は,①レーダ観測の

みならず受動観測を行うことで,水蒸気や雲の定量化が

できるようにする,②レーダ（能動）観測と受動観測組

み合わせることで,大気中の水の様相を精度よく捉える

ようにする,③現在の２アンテナを１アンテナ方式にす

ることで,より早く機動的に走査を行えるようにする,

などが考えられる.このような改良により,例えば,高

速の走査により竜巻などの速い現象を詳細に捉えること

が可能になる.

FALCON-Iの開発と製作・運用では,東京大学の中

島映至,情報通信研究機構の熊谷博,大野裕一,堀江宏

昭,各氏に多大な援助を頂きました.深く感謝します.
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1.はじめに

雲エアロゾル放射観測衛星「EarthCARE（Earth
 

Clouds,Aerosols,and Radiation Explorer）」は欧州宇

宙機関（ESA）と日本（JAXAおよびNICT）の共同

の衛星観測ミッションであり,2016年の打ち上げを目

指して,開発を進めている.ミッションの目的は,現在

数値モデルにおいて最も不確定性の高い要素の一つであ

る雲・エアロゾルの放射的評価を行うものである.その

ため,衛星から全球範囲で,雲・エアロゾルの３次元構

造,雲層内上昇下降流,大気上端の放射収支を計測する

ことで,エアロゾルとの相互作用を含んだ雲の生成消滅

過程の一端を明らかとし,雲を含む全天状況での大気上

端での放射フラックスを10W/m の精度で観測するこ

とを目標としている.

そのため,EarthCAREでは４つの観測センサを搭載

する.すなわちエアロゾルおよび巻雲測定のための高波

長分解能紫外ライダ（ATLID）,雲構造・弱い降水およ

び雲層内上昇下降流の観測のための94GHzドップラ雲

プロファイリングレーダ（CPR）,雲エアロゾルの水平

分布観測のための多波長イメージャ（MSI）,雲頂面で

の３次元効果を考慮した大気上端での放射収支測定のた

めの３方向放射収支計（BBR）である.これらのセン

サを太陽同期極軌道をとる衛星に搭載し,全球域での観

測を３年間行う予定である.これらのセンサで精度の高

い同時観測をすることによって,現在観測が行われてい

るNASA CALIPSO/CloudSatの精度を大幅に上回る

観測が期待されている.なお,日本はCPRの開発を受

け持っており,その他のセンサ・衛星の開発および打ち

上げ運用はESAによって実施される.

EarthCARE衛星のオリジナルのコンセプトは,1990

年代に新しい雲プロファイリングレーダ（Cloud Profi-

ling Radara,CPR）技術が実現可能になってから作ら

れた.CPRは雲粒子を,高周波のマイクロ波レーダパ

ルスで感知して,雲の層構造を観測することができる.

ESAのEarth Radiation Mission(ERM)は,初めて衛

星搭載のCPRを提案したもので1990年代のはじめで

あった.衛星搭載CPRを目指した日本のATMOS-B1

ミッションは1990年代半ばに提案された.これらの第

一世代のミッション提案の後,EarthCAREミッション

がプロジェクトとして開発研究を遂に承認されたのは欧
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州で2006年,日本では2007年であった.EarthCARE

の特徴は,CPRに加えて,ATLID（大気ライダ）とい

う２つの能動型センサが１つの衛星に同時搭載されるこ

とにある.ミッション目的のため,MSIとBBRも同

時に搭載される.

NASAのA-Trainに含まれる,MODIS (Moderate
 

resolution Imaging Spectroradiometer),CloudSAT,

CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Path-

finder Satellite Observations)による観測で,大気中の

雲とエアロゾルの鉛直構造についての知見が報告されて

きている.EarthCAREはポストA-Trainとなりうる

ミッションである.しかも,CPR,ATLID,MSI,

BBRが１つの衛星に同時搭載されることは,雲とエア

ロゾルについての関係がより正確に得られるという

EarthCAREの利点である.また更に,EarthCAREの

CPRは,ドップラ速度を計測できる設計となっており,

宇宙からのドップラ速度計測は,初の試みである.

2.ミッションの目的

雲とエアロゾルは気候システムにおいて重要な役割を

演じることが知られている.しかしながらそれらは我々

の知識における不確定性の主要な部分であり,大気中に

おけるそれらの相互作用を評価するために,特に多大な

努力が必要となっている［IPCC 2007］.EarthCARE

ミッションの主要な目的は,地球放射収支と気候の観点

において,雲とエアロゾルおよびそれらの相互作用につ

いての我々の理解を深めることにある.更にその発展と

して,雲とエアロゾルの振舞いが,今以上に,数値天気

予報モデルと同様,領域モデルから全球気候モデルまで

においてうまく表現されることが期待されている.Ear-

thCAREミッションの主要な目的については,MRD

(Mission Requirement Document 2006)に次のように記

述されている.

―自然および人為起源のエアロゾルの全球スケールでの

鉛直プロファイルを観測し,それらの放射特性と雲と

の相互作用を推定する

―大気中の水の液相,固相を含めた鉛直分布を全球ス

ケールで観測する.またその雲による輸送とその放射

におけるインパクトを推定する.

―雲の分布（つまり,雲のフェーズ,鉛直オーバーラッ

プのパターン,水平方向の変動）,雲―降水相互作用,

雲内の鉛直運動の特徴,そして

―リトリーブされたエアロゾルと雲特性を,大気の放射

加熱・冷却の鉛直プロファイルを推定するために用い

る

上記の主要目的を達成するために,JAXAとNICTは

CPRレベル１（L1）アルゴリズムの開発を行ってい

る.他の観測機器,即ちATLID,MSI,BBRのL1

アルゴリズムの開発は,ESAとその協力者が行ってい

る.

EarthCAREはこれらの目標を,すべての気候帯で,雲

とエアロゾル場の鉛直・水平分布および大気上端

（TOA）における放射フラックスを同時に推定すること

で,達成する.

エアロゾル層の特性：

―エアロゾル層構造の発生,それらの消散係数の鉛直プ

ロファイル,境界層高度

―様々な種類のエアロゾルの存在.人為起源,自然起源

を含む.

雲の場の特性：

―複数層構造を含む,雲境界（トップとベースの高度）

―高分解能の雲量と雲の重複率

―氷相,液相,過冷却雲の発生

―雲氷量の鉛直プロファイルと有効粒径サイズおよび形

状

―雲水量鉛直プロファイルと有効粒径サイズ

―小さいスケール（１kmかそれ以下）でのこれらの雲

特性の変動

他の特性

―雲スケールの対流運動を特徴づける鉛直速度と氷晶の

沈降

―霧雨とより強い降雨の降水強度

―大気上端におけるナローバンドとブロードバンドにお

ける太陽反射と熱放射フラックス

3.EarthCARE衛星と雲プロファイリング

レーダ（CPR）

EarthCARE衛星と観測機器を図１に示す.これらは

ESAとJAXAで開発中であり,CPRについては

JAXAとNICTで開発を行っている.
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EarthCAREの宇宙機器は,衛星本体および次の観測

機器から成っている.

―雲プロファイリングレーダ（CPR）：雲の微視的およ

び巨視的パラメータ,および雲粒子の鉛直速度を求め

る.

―高波長分解能紫外大気ライダ（ATLID）：エアロゾル

についての物理的パラメータの鉛直プロファイルを推

定する.CPRとのシナジー観測で,雲に関する物理

的パラメータを推定する.

―多波長イメージャ（MSI）：能動型センサによる鉛直

プロファイル情報をサポートするような,雲の場の水

平方向の構造についての情報を得る

―３方向放射収支計（BBR）：能動型センサで計測され

た雲－エアロゾルの鉛直プロファイルから求められた

放射収支のクロスチェックとして,大気上端における

短波および長波フラックスを測定する.

CPRは,NICTとJAXAの共同開発により,日本が

世界に先駆け開発する衛星搭載ドップラ雲レーダであ

る.図２にCPRの主要諸元を,図３に観測概要を示

す.ミリ波帯のレーダ信号使用により,雲や弱い降水の

鉛直分布および物理的特性を計測する.ドップラ計測機

能により,観測対象粒子の鉛直流速度を計測する.

4.EarthCARE JAXAプロダクト

EarthCAREプロダクトは工学値を提供するLevel 1

プロダクトと物理量を提供するLevel 2プロダクトに区

別できる.Level 2プロダクトは日本独自に開発を行う

一方,Joint Algorithm Development Endeavor(JADE)

という枠組みにより,ESA側開発者とアルゴリズム開

発の情報交換を進めている.

JAXA Level 2プロダクトは「センサ単体プロダク

ト」と,複数のセンサデータによりプロダクト精度向上

を目指す「センサ複合プロダクト」により構成される.

Level 2プロダクトの種類には,標準プロダクトと研究

プロダクトがある.標準プロダクトは精度が設定され,

確実に開発が見込まれるプロダクトである.打ち上げ

９ヶ月後にセンサ単体プロダクトとCPR-ATLID複合

雲プロダクトがリリースされ,打ち上げ18ヶ月後に

CPR-ATLID-MSI複合雲プロダクトと４センサ複合放

射収支プロダクトがリリースされる予定である.またセ

ンサ単体プロダクトは観測から24時間以内に,センサ

複合プロダクトは観測から48時間以内に,G-Portal

（地球観測衛星データ提供システム）から提供される.

なお,ESAアルゴリズムにより作成されたプロダクト

もG-Portalから提供される予定である.

一方,研究プロダクトは研究要素が高いチャレンジン

グなプロダクトであるため精度設定が困難であるが,研

究ユーザからのニーズが見込まれるデータセットで,

EORCからベストエフォートベースでプロダクトを提

供する予定である.

表１にJAXA&ESAプロダクト（L1b/c）,表２に

JAXA標準プロダクト（L2a）,表３にJAXA標準プ

ロダクト（L2b：シナジー）,表４にJAXA補助プロ

ダクト（Aux：単体）,表５にJAXA研究プロダクトを

載せる.

雲エアロゾル放射観測衛星「EarthCARE」

図2：CPRの主要諸元

図1：EarthCARE衛星（courtesy of ESA）
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雲 消散係数 後方散乱係数
ライダー比 偏光解消度

大気境界層高度

ターゲット・マスク

フィーチャー・マスク

雲マスク 雲粒子タイプ

赤字

積分レーダ反射因子 積分ドップラー速度
大気減衰補正量

表1：JAXA&ESAプロダクト（L1b/c）

センサ レベル
プロダクト名

(ESAはProduct Identifier)
主要パラメータ

ピクセル解像度 ファイル
単位・形式

CPR

 

ATLID

 

MSI

 

BBR

センサ

MSI

※CPR以外はESAプロダクト.主要パラメータはTBD.

L1b

 

L1b

 

L1b

 

L1b

レベル

L1c

 

CPR単体
受信電力・ドップラー

プロダクト

A-NOM

 

M-NOM

 

B-NOM

プロダクト名
(ESAはProduct Identifier)

M-NOM

受信電力／レーダ反射因子／ドップラー
速度／パルスペア共分散／スペクトル幅

地表面レーダ断面図

減衰後方散乱（Rayleigh成分,Mie成分)
※Mie成分は水平偏波と鉛直偏光に分光

放射輝度
※可視（0.67μm）,近赤外（0.865μm）,
短波長赤外（1.65μm,2.21μm）,

熱赤外（8.80μm,10.80μm,12.00μm)

短波放射輝度・長波放射輝度
(前方,直下,後方)

主要パラメータ

L1b放射輝度
（但し,チャンネル間位置補正済）

水平

0.5km

0.5km

0.285

km

0.5km

10km

ピクセル解像度

水平

0.5km

鉛直

0.1km

－

0.103

km

－

－

鉛直

－

1/8周回

HDF

1/8周回

netCDF

1/8周回

netCDF

1/8周回

netCDF

ファイル
単位・形式

1/8周回

netCDF

1/8周回

HDF
－0.5km

雲フラグ・雲フェイズ／水雲光学的厚さ／
水雲雲粒有効粒径（1.6μm）／
水雲雲粒有効粒径（2.2μm）／
雲頂温度／雲頂気圧／雲頂高度

MSI単体
雲プロダクトL2a MSI

0.1km１km
／ ／
／

１km 0.1km

0.1km１km

エアロゾル 消散係数／後方散乱係数／
ライダー比／偏光解消度

10km 0.1km

－１km光学的厚さ

ATLID L2a  ATLID単体
雲エアロゾルプロダクト

0.2km 0.1km

1/8周回

HDF

1/8周回

HDF

0.1km１km
／ ／雲水量／

雲氷量／水雲有効粒径／氷雲有効粒径CPR単体
雲プロダクト

L2a CPR

表2：JAXA標準プロダクト（L2a）

センサ レベル プロダクト名
主要パラメータ

( ：空間平均値も算出)

ピクセル解像度 ファイル
単位・形式

CPR  L2a  CPR単体
エコープロダクト

／ ／

水平

１km

鉛直

0.1km
1/8周回

HDF
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光学的厚さ
気柱雲水量 気柱雲氷量

雲マスク 雲粒子タイプ
減衰補正済レーダ反射因子

雲水量 雲氷量
水雲有効粒径 氷雲有効粒径

雲マスク 雲粒子タイプ
減衰補正済レーダ反射因子

雲水量 雲氷量
水雲有効粒径 氷雲有効粒径

赤字

赤字

0.5km10km短波加熱率／長波加熱率

1/8周回

HDF

－10km短波放射フラックス／長波放射フラックス４センサ複合
放射収支プロダクト

L2b４センサ

－１km
／

／

1/8周回

HDF

0.1km１km

／ ／
／

／ ／
／

CPR-ATLID-MSI複合
雲プロダクトL2b

３センサ

CPR
＋

ATLID
＋

MSI

－１km光学的厚さ

２センサ

CPR
＋

ATLID
 
L2b  CPR-ATLID複合

雲プロダクト

／ ／
／

／ ／
／

１km 0.1km 1/8周回

HDF

表3：JAXA標準プロダクト（L2b：シナジー）

センサ レベル プロダクト名
主要パラメータ

( ：空間平均値も算出)

ピクセル解像度 ファイル
単位・形式水平 鉛直

表4：JAXA補助プロダクト（Aux：単体）

10m東西風／10m南北風／積算オゾン量
(ATLIDグリッド)

１km －

1/8周回

HDF

25層＊10km
気圧／気温／比湿
(MSIグリッド)

ECMWF
 

MSIグリッドプロダクト
L2a MSI 積算オゾン量／10m東西風／10m南北風／

地表面気圧／表面気温
(MSIグリッド)

10km －

1/8周回

HDF

0.1km１km
気圧／気温／比湿／オゾン質量混合比

(ATLIDグリッド)ECMWF
 

ATLIDグリッドプロダクト
Aux ATLID

２m気温／地表面気圧
(CPRグリッド)

１km －

1/8周回

HDF

0.1km

鉛直

１km

水平

気圧／気温／比湿
(CPRグリッド)ECMWF

 
CPRグリッドプロダクト

Aux CPR

ファイル
単位・形式

ピクセル解像度主要パラメータ
( ：空間平均値も算出)

プロダクト名レベルセンサ
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雲マスク／雲粒子タイプ／雲水量／雲氷量／
水雲有効粒径／氷雲有効粒径
(すべてドップラー有)

光学的厚さ／気柱雲水量／気柱雲氷量
(すべてドップラー有)

大気鉛直速度／沈降速度

雨水量／雪水量／降雨強度／降雪強度

大気鉛直速度／沈降速度

雨水量／雪水量／降雨強度／降雪強度

赤字

Red R 質量比（2D氷／IWC)

水溶性粒子消散係数／ダスト消散係数／
海塩消散係数／ブラックカーボン消散係数

大気鉛直速度／沈降速度

雨水量／雪水量／降雨強度／降雪強度

ドップラー速度補正値（不均質性考慮）／
エコー強度補正値（多重散乱効果考慮）

Red R

赤字

Red R：JAXAにてプロダクト作成（精度確認後に標準プロダクトとなる予定) ER：JAXAにてプロダクト作成 LR：国内研究機関でプ
ロダクト作成

LR  CPR-ATLID-MSI複合
氷雲プロダクト（赤外射出法)

氷雲有効粒径／氷雲光学的厚さ 0.5km －
1/8周回

HDF

1/8周回

HDF
0.1km１km CPR-ATLID-MSI複合

雲プロダクト
LR

 

L2a

 

CPR
＋

ATLID
＋

MSI
＋

BBR

１km －
1/8周回

HDF

1/8周回

HDF
0.1km１km CPR-ATLID-MSI複合

鉛直速度プロダクト
LR

 

LR  CPR-ATLID-MSI複合
雨・雪プロダクト

１km 0.1km
1/8周回

HDF

1/8周回

HDF
0.1km１km CPR-ATLID複合

鉛直速度プロダクト
ER

 
ATLID
＋

MSI
 
L2a  ER  ATLID-MSI複合

エアロゾル成分プロダクト

水溶性粒子消散係数／ダスト消散係数／
海塩消散係数／ブラックカーボン消散係数／

モード半径
10km 0.1km

1/8周回

HDF

1/8周回

HDF
0.1km１km CPR-ATLID複合

雨・雪プロダクト
ER

センサ レベル
ステー
タス

プロダクト名
主要パラメータ

( ：空間平均値も算出)

ピクセル解像度 ファイル
単位・形式水平 鉛直

CPR
＋

ATLID
 
L2a

 

CPR-ATLID複合
雲粒質量比プロダクト

１km －
1/8周回

HDF

 

Red R：JAXAにてプロダクト作成（精度確認後に標準プロダクトとなる予定) ER：JAXAにてプロダクト作成 LR：国内研究機関でプ
ロダクト作成

1/8周回

HDF
－10km

放射フラックス（大気上端）／
放射フラックス（大気下端)

BBR単体
放射フラックスプロダクト

ER L2a BBR

1/8周回

HDF
－0.5km

エアロゾル光学的厚さ（海）／エアロゾル光
学的厚さ（陸）／オングストローム指数（海)

MSI単体
エアロゾルプロダクト

ER

1/8周回

HDF
－0.5km

氷雲光学的厚さ（反射法）／氷雲有効粒径
（1.6μm）／氷雲有効粒径（2.2μm）／氷雲雲

頂温度／氷雲雲頂気圧／氷雲雲頂高度

MSI単体
氷雲プロダクト

ER
 

L2a MSI

1/8周回

HDF
0.1km１km ATLID単体

エアロゾル消散係数プロダクト
ER L2a ATLID

1/8周回

HDF
0.1km１km CPR単体

鉛直速度プロダクト
ER

1/8周回

HDF
0.1km１km CPR単体

雨・雪プロダクト
ER

1/8周回

HDF
0.1km１km CPR単体

ドップラープロダクト

L2a CPR

鉛直水平

ファイル
単位・形式

ピクセル解像度主要パラメータ
( ：空間平均値も算出)

プロダクト名
ステー
タス

レベルセンサ

表5：JAXA研究プロダクト
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1.はじめに

太陽光等の自然の電磁波を入射波とし,観測対象との

相互作用の結果生じる電磁波を受信するものを,受動型

センサと呼ぶ.パッシブセンサを搭載した衛星観測の歴

史は長い.例えばISCCPの雲プロダクトはすでに30

年以上のデータセットであり,気候変動研究や気候モデ

ルの検証等にも利用されてきた.パッシブでは,受信さ

れる信号は視線方向で積算した量になるので,原理的に

物理量の鉛直方向の抽出はあまり得意ではない.これに

対してアクティブセンサと呼ばれる雲レーダやライダ

は,いずれも観測機器自ら送信する電磁波を利用し,観

測対象からの後方散乱を受信するというシステムであ

り,視線方向の観測対象の分布を測定することが可能で

ある.つまりパッシブセンサでは困難だった雲頂や雲底

の雲の物理特性の違いを直接観測できることになるのが

大きな特徴である.特に雲の放射特性を把握するために

は,雲の鉛直方向の情報が不可欠であり,その観測を可

能にする能動型センサには大きな期待が寄せられたので

ある.

94GHzの雲レーダは,1980年代にLhermitte(1987)

によって開発され,アメリカでARMサイトに設置さ

れ観測が開始された.雲レーダは最低検出感度が高く,

降水粒子だけでなく粒子半径の小さい雲の検出が可能と

なった.94GHz帯の雲レーダの特徴としては,他の周

波数帯を利用するレーダと比較して,アンテナサイズを

はじめとするシステム全体を小さくしても,雲粒子の検

出に必要な感度が達成できる点にある.このためLher-

mitteによって雲レーダによる雲観測が成功すると,す

ぐに衛星搭載が計画されていたようである（Kollias,

private communication）.その後コロラド州立大の

StephensがPIとなり,94GHz雲レーダを搭載した初

めての衛星となるCloudSatが2006年に打ち上げられ

ることになった（Stephens et al.2008）.宇宙からのラ

イダ観測はもう少し早く,1994年９月にさかのぼり,

スペースシャトルにライダを搭載したLITEが最初で

ある（Winker et al.1996）.衛星にライダを搭載された
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衛星に搭載された94GHz雲レーダとライダを用いて,雲の巨視的構造や微物理特性を解析する複

数の手法を開発してきた.その最新の知見とそこで得られた結果について議論する.94GHzの雲

レーダを搭載するCloudSat衛星と可視・近赤外の２波長偏光ライダを搭載したCALIPSO衛星の

データを利用して,これまで雲の検出を目的とした雲マスク,雲の相や氷粒子の配向状態,そして雲

の微物理特性に関するプロダクトを作成・提供してきた.氷粒子モデルに起因するライダ後方散乱特

性と抽出される雲微物理量の不確定性について述べ,最後に日欧共同ミッションであるEarthCARE

衛星で達成できる新しいサイエンスを紹介する.

Study of clouds by spaceborne active sensors:

Current status and future direction
 

Hajime Okamoto
 

We describe recent progresses in the development of series of algorithms to analyze 94GHz cloud radar of
 

CloudSat and lidar of CALIPSO satellites.We introduce our findings from the analysis of these sensors and also
 

discuss how to overcome the current problems and future direction.We develop cloud mask-,cloud particle
 

type and cloud microphysics-algorithms that use the CloudSat and CALIPSO data and the products from those
 

algorithms have been have been generated and distributed.We examine the relation between details of ice
 

particle models and lidar backscattering properties and discuss about the uncertainties in the retrieved micro-

physics.Finally new observables and possible impact by the Japan-Europe EarthCARE mission are discussed.
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のは2003年で,Geoscience laser altimeter system

(GLAS)ライダを搭載したICESAT衛星が2004年に運

用を開始している（Spinherne et al.2005）.さらに

CALIPSO衛星のCloudSat衛星との同時の打ち上げに

よって,初めて衛星搭載ライダとして偏光機能が実現さ

れた（Winker et al.2007）.CALIPSO衛星はCloud-

Sat衛星は,現在（2014年）も稼働しており,雲とエ

アロゾルの観測データは,すでに相当量が蓄積されてき

たことになる.我々のグループでは地上アクティブセン

サの雲レーダとライダの複合システムの構築とその利用

による雲解析から始まり,観測船「みらい」を利用した

船舶搭載アクティブセンサ観測システムの開発とその解

析を行ってきた.さらにそれらを応用して,CloudSat

とCALIPSOの複合利用による解析アルゴリズムの開

発と解析を行っている.また2016年末に打ち上げ予定

の日欧共同衛星ミッションである,ドップラー雲レーダ

と高分解能ライダを中心とする４センサを搭載する

EarthCARE衛星の解析アルゴリズムの開発も行ってい

る.ここではこれら衛星に搭載された雲レーダとライダ

を中心とした解析の状況についてレビューし,アクティ

ブセンサ搭載衛星による雲研究の現状と将来の展望につ

いて考えを記したい.２章では雲微物理特性を抽出する

ために必要な処理である,CloudSatとCALIPSO衛星

に対する雲検出と,雲粒子タイプ識別の解析手法につい

て説明する.３章では雲の微物理特性解析について紹介

し,氷水量の季節変動特性について得られた知見につい

て述べる.４章ではアクティブセンサ解析で重要な問題

である非球形散乱問題を雲レーダとライダそれぞれの場

合について解説する.第５章では氷粒子の配向を含めた

詳細な情報の取り扱いの散乱特性への影響,そして現状

の解析結果における不確定性を評価する.最後に現状残

された課題を解説し,EarthCARE衛星で達成される

事,EarthCAREとCloudSat/CALIPSO衛星の解析を

どのように連続的なものとして利用していくかについて

等,今後の展開についてまとめる.

2.アクティブセンサによる雲解析手法：雲マス

クと雲粒子タイプ識別

雲の物理特性の解析には,大きく分けて３段階の処理

が必要となる.まず,雲であるかないかを雲レーダやラ

イダの信号から抽出する雲検出のアルゴリズムで,雲

レーダとライダの双方にアルゴリズムが必要となる.次

に来るのが,雲粒子の相や氷粒子の空間における配向状

態等を表す雲粒子タイプ識別の処理である.雲の相識別

ができた後に,雲粒子の微物理特性の抽出を行うことに

なる.雲レーダとライダの解析にあたっては,地上シス

テムから衛星まで,主たる目的は雲の微物理特性解析に

あった.そのためCloudSatとCALIPSOで同じ時間と

空間の解像度を持つデータを作成した.この２つのセン

サで平均化されているデータセットを統合データセット

と呼ぶ.

最初のCloudSat用の雲マスクについてだが雲レーダ

の場合は,信号におけるノイズと雲または降水粒子との

識別を行うことになる.ノイズの信号強度と,その標準

偏差の値を利用することで,雲の検出された領域の信頼

性についても言及することが可能となる.対象とするピ

クセルと周囲のものとの連続性も信頼性を高めるために

利用している（Okamoto et al.2003）.

CALIPSO搭載のライダにおける雲マスクの場合は,

ノイズの識別だけでなくエアロゾルと雲の識別も重要と

なる.これに関しては地上や理論計算等に基づいたある

程度経験的なしきい値を利用する.2001年から観測船

みらいにレーダとライダを同時搭載し日本近海の航海時

に取得されたデータや（Okamoto et al.2007）,同年の

西部熱帯太平洋上における航海時に得られたデータを利

用し,それらの解析で得られた雲とエアロゾルの識別手

法を採用している（Okamoto et al.2008）.

これらの観測船「みらい」で開発された雲レーダとラ

イダの雲マスクに基づいて,CloudSatとCALIPSO解

析用に改良したものを開発した（Hagihara et al.

2010）.ここではしきい値の他にcoherent filterと呼ば

れる手法を採用している.この手法では,しきい値で

いったん雲候補の判定をした後,対象とするピクセルの

周囲のピクセルも同時に雲判定し,それらの均質性を考

慮して最終的に対象とするピクセルの雲判定を行う.雲

レーダで決定される雲をC1 Cloud,CALIPSOで決定

される雲域をC1 Cloud,両方のセンサで観測される雲

域をC3 Cloud,少なくともどちらか一方のセンサで観

測される雲域をC4 Cloudとして区別している.これら

雲マスクのデータセットをKyushu University Cloud
 

Mask product(KU-mask)と呼ぶ.地上のシステムで

は,さらにライダで雲底判定を行ない,それ以下で雲

レーダでのみ検出される雲域を降水域として除いた,純

粋な雲域のみからなるC5 Cloud maskというものも作

成している（Okamoto et al.2008）.EarthCARE衛星

ではドップラー速度が利用できるため,衛星からも降水

域と雲域をより明確に区別することができると考えてい

る.

雲タイプ識別は,CALIPSOライダの532nmにおけ

る減衰の影響を受けた後方散乱係数と偏光解消度を利用

する.ここで衛星観測と地上における根本的な違いにつ

いて言及しておく.この違いは,光学的厚さの大きいラ

イダにおいて顕著である.地上におけるライダ観測の場

合そのフットプリントのサイズから多重散乱の影響は限

定的であり,水雲を観測した場合の偏光解消度は数％以

下となるのが通常である.これに対して氷雲の場合偏光

解消度は40％程度と大きくなるため,氷粒子と水粒子
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の区別はしやすい.一方衛星に搭載されたライダ観測の

場合,ライダから対象物までの距離が大きいためフット

プリントが地上のライダと比較すると大きくなる.その

ためライダ光における多重散乱の影響が強くなり,下層

雲からの偏光解消度は30％を超える場合も頻繁に起き

る.つまり偏光解消度だけを用いても,相識別は行えな

いことになる.

図1は極域の雲の偏光解消度の時間高度断面の例を示

したものである.極域の雲の場合,上層には過冷却水滴

の層がその下に氷の層が存在する場合が散見される.図
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図1：CALIPSO衛星に搭載されたライダによる北極域における雲の観測例.
(a)波長532nmにおける偏光解消度の時間高度断面.
(b)(a)と同じ雲だが,波長532nmにおける減衰の影響を受けた後方散乱係数.
(c)(a)と同じだが,CloudSat衛星に搭載された94GHz雲レーダによって観測されたレーダ反射因子.
Fig.1：Clouds detected by CALIPSO lidar in the Arctic region.
(a)Time-height cross section of depolarization ratio at 532nm.
(b)Same as(a)but for attenuated backscattering coefficient at 532nm.
(c)Same as(a)but for radar reflectivity factor by CloudSat 94GHz cloud radar.



1(a)は同じ雲の偏光解消度を示している.最上層の偏

光解消度は20％程度で,下層になるほど偏光解消度の

値は大きくなり最下層では80％以上にまでになってい

ることを示している.これは多重散乱によって,偏光解

消度が大きくなっていったためと理解できる.同じシー

ンで波長532nmにおける減衰後方散乱係数の値を見る

と,逆に最上層で大きく,下層になるに従って急激に減

衰していく様子がわかる（図1(b)）.レコード番号で

29650から29700で高度７kmから８kmに存在してい

る氷雲については減衰が弱いため大きい偏光解消度でか

つ弱い減衰になっている.このようにライダで観測され

る２つの量を組み合わせれば雲粒子の相の識別ができる

ことになる（Yoshida et al.2010）.雲レーダの観測量

を見ると,ライダの信号が減衰してしまった後の下の高

度にも信号が取得されており,雲や降水の領域が存在す

ることがわかる.これらの雲レーダのみで観測できる領

域の雲粒子タイプ識別には,雲レーダとライダで同時に

雲検出が行われるC3 cloudを用いてライダによる識別

結果を用いて雲レーダのレーダ反射因子,温度等からタ

イプ識別を行う.

3.雲の微物理特性解析

雲の微物理特性抽出には,CloudSatから得られる

レーダ反射因子と,CALIPSOライダから得られる減衰

後方散乱係数と偏光解消度を利用する.地上における雲

レーダとライダの同時解析において,最初に作成したの

はレーダ反射因子と減衰後方散乱係数の２つの観測量か

ら,有効半径と氷水量を出すアルゴリズムであった

（Okamoto et al.2000,2003）.その後CALIPSOの観測

によって,水平面に配向している水平面に偏って配向し

ている平板状氷粒子（2D-plate）の存在が高緯度で多

いことがわかってきた.2D-plateの検出には,ライダ

が鉛直方向に入射される場合,その対称性から偏光解消

度は０％になることが本質的には利用されている.また

解析によって,このような氷粒子は温度が－20度か

ら－10度に多く存在し,また雲が発生した時に平板状

氷粒子の出現する割合は,緯度帯には関係なくほぼ一定

で約10％程度であることがわかってきた（Yoshida et
 

al.2010）.

平板状の氷粒子が水平面に配向すると,通常の氷粒子

と比較してどのような後方散乱特性を示すのだろうか.

可視光における氷粒子の散乱特性は,従来からレイト

レーシング法をいう幾何光学近似に基づく散乱理論を

使って調べるのが一般的であった.後方散乱係数は,あ

るサイズの粒子に対する後方散乱断面積を粒子のサイズ

分布で積分したものとして与えられ,ライダ後方散乱断

面積は,散乱角が180度の場合の微分散乱断面積で定義

される.つまり微分散乱断面積は,微小立体角を小さく

しても一定の値に収束することが必要となる.しかしレ

イトレーシング法では後方散乱断面積は収束しないとい

う問題があった.これはレイトレーシング法では,回折

の効果をきちんと取り扱ってはいなかったため,ライダ

の後方散乱をきちんと計算できていないからであった.

最終的に簡単な形状であればキルヒホッフ理論を回折の

計算に適用すれば,後方散乱断面積の計算が可能である

ことに気付いた（Iwasaki and Okamoto 2001）.水平面

に完全に配向した2D-plateを考え,粒子の最大の面に

垂直方向にライダ波が入射した場合を調べた.2D-

plateの後方散乱断面積と同質量の球形粒子の値の比を

比較すると,比の値は一定ではなく,サイズによって変

化し小さい氷粒子では比が１に近いが,大きい粒子にな

るほど比が大きくなり,値は１桁から３桁程度大きくな

ることが判明した.これがいわゆる鏡面散乱の理論的再

現である.

このことはライダを用いて氷粒子の微物理特性を求め

る場合に,正しい散乱特性を考慮しないと大きく抽出結

果を間違ってしまうことになってしまうことを意味して

いる.全球で2D-plateが存在していることが観測から

わかってきたため,このような氷粒子の特性をCloud-

Sat/CALIPSOの解析アルゴリズムに取り入れることに

した.前述したように,水平面に完全に配向した平板状

の氷粒子の偏光解消度は０％になること,一方で通常の

３次元空間にランダムに配向した氷粒子は40％程度の

偏光解消度を示す.このことを考慮し,偏光解消度を新

たな入力パラメータとして導入した.氷粒子モデルとし

ては,水平面に配向した六角柱形状の氷粒子と３次元的

にランダムに配向した砲弾集合形状の氷粒子が半々で存

在する粒子（Column-Bullet rosette model;CB50
 

model）と,水平面に配向した氷粒子が可変の質量混合

比で共存しているモデルを考えた.航空機観測のデータ

等に基づいて,それぞれの氷粒子タイプの縦横比等の形

状を決定するパラメータは粒子半径の依存性を持つもの

となっている（Sato and Okamoto 2006）.この改良の

効果は大きく,従来のアルゴリズムでは平板状氷粒子が

現れる雲域では解が得られないか,氷水量を大きく過大

評価していたのに対し,新しく水平面に完全に配向した

平板状の氷粒子を考慮した場合は,ライダで雲を検出で

きる範囲においては氷水量を導出することが可能となっ

ていた（Okamoto et al.2010）.雲レーダとライダの信

号の片方しか得ることができない領域についても,アル

ゴリズムを拡張し適用できるようにしたものを開発し,

全球解析も行っている（Sato and Okamoto 2011）.

4.アクティブセンサ解析における非球形散乱に

ついて

ここで現在の解析における課題を明らかに目的のた
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め,氷粒子の非球形散乱について,雲レーダ用とライダ

用における散乱理論の状況について述べておく.

雲レーダの周波数である94GHzにおけるこれらの氷

粒子タイプの散乱特性は,discrete dipole approxima-

tion（DDA法）を用いて数値的に計算して求めている

（Purcell and Pennypacker 1973,Draine 1988）.この手

法では,まず粒子を波長より小さいサイズの微小体積と

しての立方体の集まりとみなし,それぞれの立方体に１

つの点状電気的双極子を置く.これら電気的双極子の集

合から生成される電磁波が,その粒子の散乱体のものを

表すとするのである.近似としては,双極子モーメント

の求め方,粒子の境界を離散的な微小体積要素によって

表現していること,磁気的双極子,電気的４重極子等高

次の項を無視している点にある.これらは立方体の大き

さを無限小にすれば,理論的には正しい解を得る事がで

きると考えられる.実際にこの周波数に対する氷粒子の

レーダの後方散乱についてDDA法の解の収束について

調べた所,10万個程度の双極子数を用いた計算で配向

を空間に固定した場合は,サイズや形状によっては収束

が困難になる点が存在することがわかった（Okamoto
 

et al.1995）.しかし,氷粒子の配向として自然界で期

待されるように,水平面や３次元空間にランダムに配向

している状況を考慮すると,収束の困難は解消されるこ

とがわかった（Okamoto 2002）.これには計算条件と

精度の関係の確立も重要であった.こうして雲レーダに

対する氷粒子の散乱計算が可能であると保証されたと考

えている.

DDA法の利点は任意の形状を取り扱うことができる

ことだけでなく,不均質の物質にも適用できる点にもあ

る.それ以前の氷粒子や降雪粒子のミリ波のレーダ反射

因子の計算やマイクロ波放射計用の計算では,平均誘電

率理論をミー理論と組み合わせて散乱特性を求められて

きた.粒子の境界を包含する仮想的な球形粒子を考え,

その内部は氷の部分と空気の部分からなる２成分系と

し,その平均的な誘電率を平均誘電率理論によって計算

する.そして均質な仮想的な球形に対してミー理論を適

用して散乱特性を求めるのである.この手法は簡単であ

るため広く利用されてきた.そして氷粒子が成長するに

つれて有効密度が低下すると散乱特性が大きく低下して

いた.これが盛んに密度低下効果として言われて,解析

にも用いられてきた.この手法では,不均質の問題と形

状の問題を区別できない問題もあった.この密度低下と

散乱特性の問題は,真の性質ではないと考えていたた

め,調べることにした.この問題に対してはDDA法を

用いることで,形状と内部の空𨻶の問題を分けて取り扱

うことができるため,はっきり解決がつくのである.

DDA法で調べたところ,氷粒子のサイズを大きくする

と,レーダ反射因子の低下は起こらずに大きくなった.

前述の平均誘電率に基づく手法の計算結果とは,３桁程

度（＞30dB）も差が出ることがわかった（Sato and
 

Okamoto 2006）.これはこのような理論を用いると仮

想的な球形の境界が大きくなりすぎ,そのミー散乱の共

鳴の効果で散乱断面積の急激な低下がおきてしまうのだ

が,それは理論の限界を超えて適用してしまったせいで

間違った結果が得られたせいあるという結論が得られ

た.平均誘電率理論はその導出過程から,厳密には粒子

の大きさが波長より十分に小さくなくてはならないので

ある.100ミクロンを超える大きさの氷粒子に対して

は,確かに散乱特性は形状に依存するのだが,それでも

サイズによる変化が散乱特性に対しては最も支配的であ

ることがわかった.降雪粒子はどうだろうか.の降雪粒

子の例としてフラクタル形状の粒子を考え,それに対し

Finite Element Time Domain method(FDTD)法とい

う手法を用いてIshimoto(2008)が計算した結果を,

我々の氷粒子の計算と比較した所,水平面に配向した六

角柱の氷粒子のレーダ反射因子より小さく,３次元ラン

ダムに配向した砲弾集合形状の氷粒子よりは少し大きく

なっていた.結局ここでもサイズが大きくなることによ

る,みかけの密度の低下（＝有効密度の低下）による

レーダ反射因子の大きな低下は起きなかったことがわ

かった.有効半径が200ミクロン以上では,94GHzに

おけるレーダ反射因子の形状による違いは８dB程度で

あった（Sato and Okamoto 2006）.

ライダに対する氷粒子の計算には,DDA法を適用す

るのは計算コストの面から現実的ではない.これは氷粒

子の大きさが波長よりずっと大きいためである.このこ

ともあり,前述したように幾何光学近似に基づく理論を

適用する必要があった.Iwasaki and Okamoto(2001)

では表面における鏡面散乱のみを取り扱い内部での散乱

過程は無視されたため,薄い氷粒子の場合にのみに適用

可能であった.有限の厚みを取り扱うため,氷粒子の上

面と下面の間の散乱を考慮した計算は比較的容易である

と認識し,この改訂を取り入れたCloudSatとCALIP-

SOの解析アルゴリズムを現在は適用している.

5.雲微物理量の解析の課題

CloudSatは観測期間を通してほぼ真下向きの観測で

ある.CALIPSOに搭載されたライダは,2006年の６

月から2007年の11月までは鉛直方向から見て傾斜角

0.3度と,ほぼ真下向きにレーザー光を照射した観測を

行ってきた.そして予想外に鏡面散乱が多く観測された

ため,それを避けるためそれ以降は現在に至るまで基本

的にレーザーの傾斜角３度の観測に変更して観測を行っ

ている.このようなライダの観測モードの変更の前後

で,観測量も大きく変化している.

レーザーの傾斜角0.3度の同じライダの観測モードで

ある2006年10月と2007年10月の減衰後方散乱係数の
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緯度高度を比較してみると似ており,傾斜角３度の観測

モードである2008年10月と2009年10月のものは,似

ていた.しかし2006年10月と2008年10月を比較する

と,下層でライダの減衰後方散乱係数は傾斜角変更前に

比べて１桁程度小さくなり,偏光解消度は下層では

10％程度以上大きくなっていた.これは2D-plateの後

方散乱特性が,レーザーの傾斜角の変化によって大きく

変化したからである.つまり年々変動よりは観測モード

の違いによる差が大きかったのだと言えるだろう.さら

にCloudSatのレーダ反射因子で同様な解析をしてみる

と,雲の微物理特性に,ライダの観測モードに対応した

観測量の変化に現れているほど年による大きな差はな

かったこともこの考えの妥当性を補強すると考えられる

だろう.

このような観測量の変化は,氷雲の微物理特性に影響

を与えないだろうか.この影響を調べるには,ライダの

レーザーの傾斜角に応じたライダ用の散乱計算を行う必

要がある.それには氷粒子の配向状態の詳細を散乱計算

に取り入れる必要がある.氷粒子の配向状態については

いくつかの研究があり,Sassen(1980)はガウス分布を

導入したが,それは粒子のサイズによらず氷粒子の水平

方向からのずれを角度の分散の形で表現している.

Klett(1995)はエネルギー散逸率を変数にこれら氷粒子

の水平面からの軸の傾きを統計的に表現した.Klettの

モデルでは,エネルギー散逸率が大きいとより粒子は水

平面からずれランダムに配向する傾向になり,同じエネ

ルギー散逸率に対しては大きい粒子では,より水平面に

偏って配向する傾向持つ.これらのモデルに応じて後方

散乱係数の計算結果も異なる.これはライダの傾斜角が

0.3度の場合でも同様であるがその効果は小さかった.

これらをどのようにしてアルゴリズムに取り入れるかに

ついては,少なくとも氷粒子の配向モデルの選択の幅だ

け任意性がある.Sassen(1980)のモデルでガウス分布

の標準偏差を変えた計算や,Klett(1995)のモデルでエ

ネルギー散逸率を変数として変化させた計算をライダの

参照テーブルとして作成し,CloudSatとCALIPSOの

データに適用し微物理特性を抽出した.レーザーの傾斜

角の変更の前後で最小の差を与えるようなモデルを選択

した結果,2006年から2009年のそれぞれの10月の月

平均のIWCで30％程度の違いで求めることが可能と

なった.

このようなモデルを用いて氷雲の氷水量の全球分布を

図2に示す.これはCloudSatとCALIPSOの両方で検

出された雲域（C3 cloud）でのみ氷雲の微物理特性を抽

出した結果である.2007年の１月,４月,７月そして

10月の,それぞれの１ヵ月の氷水量の平均値を示して

いる.１月の氷水量の緯度高度分布は熱帯収束帯に対応

した雲の出現頻度の南北非対称性を反映している（図

2(a)）.高度15kmより上層に0.1g/m に達するよう

な氷水量が南緯20度付近を中心に見られる等,全体に

中心が南半球に偏った分布を示している.上層の大きな

氷水量を除くと,下層により大きい氷水量が存在するの

は季節を問わない.４月と10月は基本的に似た緯度高

度分布を示しているが,図2(b)に示されるように４月

は氷水量が高度５km以下の0.1g/m を超えるような

領域が北緯20度付近ではやや少なく分布しているのに

対し,10月にはそのような氷水量の大きい領域は北緯

30度付近でかなり多く存在している等の大きな違いが

見られる（図2(d)）.７月には熱帯収束帯が南から北に

移動するため,全体に雲の出現頻度や氷水量は北半球に

多く存在している.北極域では氷水量が0.02g/m を

領域が高度３km程度にまで及んでいる（図2(c)）.

6.今後の展開：EarthCARE衛星

CloudSatとCALIPSOを組み合わせて解析すること

で,氷雲の微物理特性抽出に関して着実な進展があっ

た.年々変動特性の詳細を知るには,水平面からの傾き

の偏差を表すモデルを含む氷粒子モデルのさらなる精緻

化や,散乱計算の緻化が必要になると考えられる.最近

理論面では進展があり,Borovoiら（2012）によって従

来の我々の手法を拡張することが提案されている.この

手法では氷粒子のすべての面での内部の反射を考慮する

ことが可能で,鏡面散乱specular reflectionと氷粒子

で複数回散乱されて戻ってくるcorner reflectionの影

響を正確に求めることができると考えられる.この理論

を用いて波長532nmと1064nmにおける2D-plateの

後方散乱係数の波長比を調べた結果が１から大きくずれ

ていた.このことはライダの可視と近赤外の２波長の情

報が氷粒子の性質に新たな制約となる情報をもたらすと

期待される.現在,氷雲の微物理特性解析にはCALIP-

SOライダの波長1064nmの後方散乱の情報は利用され

ていない.これをアルゴリズムで陽に取り扱うことにし

て,散乱モデルをより精緻化できるのではと考えてい

る.

またCloudSatやCALIPSOの後継ともみなされる

EarthCARE衛星に搭載されるライダATLIDは,波長

355nmを利用する.ライダの傾斜角は現在のCALIP-

SOライダと同じ３度の予定である.ATLIDは高分解

能ライダであり,消散係数を直接求めることができ,減

衰の影響のない後方散乱係数の導出もできるため微物理

特性解析にはより有効である可能性が大きい.しかし,

波長355nmにおける氷粒子の散乱特性は532nmや

1064nmのものとは異なるだろう.このような衛星によ

る用いる波長の違い等が関係した抽出される雲微物理量

の差をなくす努力も,長期間の気候変動研究のためには

必要であろう.

あまり触れなかったが,水雲の微物理特性解析にはラ
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イダの多重散乱過程の詳細な理解が不可欠である.地上

でのライダ観測はライダと下層雲との距離が近いため,

見ている範囲の狭さからそもそも光学的に薄い雲しか観

測可能でなく,衛星ライダ観測とは大きな乖離があっ

た.これには,衛星ライダ観測におけるより卓越する多

重散乱過程を,地上ライダ観測においても再現するよう

な実験観測的な試みも,有効であると考えている.この

ため2013年度から始まった科研費によって,現在国立

環境研究所と協同で多視野角・多重散乱ライダシステム

の構築を行っている.

図2：CloudSat衛星に搭載された94GHz雲レーダとCALIPSO衛星搭載のライダの同時解析によって得られた氷雲の微物理特
性解析結果の季節変動特性.
(a)2007年１月の氷水量の緯度高度断面.
(b)(a)と同じだが2007年４月.
(c)(a)と同じだが2007年７月.
(d)(a)と同じだが2007年10月.
Fig.2：Seasonal characteristics of ice microphysics retrieved by the CloudSat cloud radar and CALIPSO lidar.
(a)Latitude-height cross section of ice water content in January 2007.
(b)Same as(a)but in April 2007.
(c)Same as(a)but in July 2007.
(d)Same as(a)but in October 2007.
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EarthCARE衛星搭載に雲レーダによって,Cloud-

Satにはなかったドップラー速度の観測が可能となる.

ドップラー速度にはレーダ反射因子で重みづけされた雲

粒子の落下速度と鉛直流の情報が含まれる.この切り分

けについては,アルゴリズムで雲の微物理特性と鉛直流

を同時推定する事で,実施する予定である（Sato et al.

2009）.この切り分けの手法の有効性や精度の問題も,

地上においても観測・モデル化から検証していくことで

解決しなければならない.雲や降水粒子の落下速度は粒

子のタイプやサイズに大きく依存しているため,雲レー

ダの情報しかない領域においても雲から降水に至る粒子

の微物理特性を精度良く抽出できるだろう.全球の雲内

部の鉛直流の情報は全く新しいデータセットとなる.力

学的情報と,雲のより高精度の微物理特性のデータセッ

ト構築は,気候変動研究においても大きな進展をもたら

すと期待される.
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1.はじめに

よく知られているように,雲は太陽からの日射を反射

する日傘効果をもつ一方,地表から射出される赤外放射

を吸収し宇宙空間へは雲自体からの赤外放射を射出する

ことで大きな温室効果を持つ.特に,カリフォルニア沖

やペルー沖でよく発生する下層雲は,その覆う範囲が広

く,寿命も長いため,平均的な放射熱収支にも大きく表

されるような影響を与える.図１は国際衛星雲気候計画

（International Satellite Clouds Climatology Projects）

と呼ばれるプロジェクトで得られた年平均の正味の下向

き放射フラックスと,雲量の全球分布を示している.地

球は平均的には放射過程によって低緯度で加熱（正味下

向きフラックスが正）,高緯度で冷却（負）され,それ

らの正負は基本的に緯度で決まり,正味下向きフラック

スの等値線はほぼ緯度線に平行である.緯度30度付近

に正味フラックス＝０の線がある.ところが,カリフォ

ルニア沖やペルー沖の海上やサハラ砂漠やアラビア半島

などでは,等値線が低緯度側に張り出し,緯度的には正

味下向きフラックス＞０になる緯度であるにもかかわら

ず,正味下向きフラックスが負になっていることがわか

る.これは,図１下の図でわかるように海上では雲量

（下層雲量の効果が大きい）が大きな領域で,砂漠は雲

量が小さな領域だが,どちらも大きな反射率の影響で緯

度平均に比べて強い冷却（負）になっている,つまり,

雲の存在が,平均的な放射収支にも影響を与えるほど大

きなものである（雲量が大きく,領域が広く,持続時間

が長い）ことを示している.

現在,人為起源の温室効果ガスの影響により地球温暖

化が進んでいるといわれており,将来の気候を予測する
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大気境界層内にできる層状雲は,長期間,広い領域を覆うため,地球の放射過程に大きな影響を及

ぼす.そのような層状雲の生成,維持,消滅過程について,いくつかの興味深い研究について簡単に

紹介する.

特に,エアロゾルは,雲の生成過程において雲粒数密度など,そのミクロな特性に影響を与える

が,雨への変換などその成長過程を通じ,雲全体の光学的厚さ,雲量,アルベドなど,そのマクロな

特性にも大きな影響を与える.このとき,条件によってエアロゾルの影響が異なった形で表れるとい

うのが興味深い結果である.さらに,消滅過程においても,エアロゾルの影響が関係していると考え

られている.これらの研究について,簡単に紹介した.

下層雲の維持とエアロゾル

Maintenance process of lower cloud and aerosol
 

Kozo Nakamura
 

The boundary layer clouds have large effects on the Earth radiation budget through their high reflection of
 

solar radiation with significant and long coverage.This paper introduces some interesting studies about the
 

formation,maintenance,and dissipation process of the boundary layer clouds.

Especially,the impacts of aerosol on the formation process of the boundary layer clouds through the
 

microphysical process are important.Its effects on the macroscopic characteristics of clouds,such as optical
 

thickness,cloud amount and albedo,through the conversion process from cloud droplets to rain drops are large.

One of the interesting results of the studies is that the increasing effect of aerosol number density on the
 

macroscopic feature changes its sign by the condition of the rainfall.The aerosol has impacts not only on the
 

formation process of the boundary layer clouds but also the dissipating process of the clouds.



上で最も不確かな要因の一つに挙げられているのが雲の

でき方の変化であるが,特に下層の層状雲の重要性が注

目されている.図２（左）は,CO が年に１％ずつ増

加して,現在の２倍になったときに平均気温がどの程度

上昇するかをいくつかの気候予測モデルで評価したもの

である.かなりのばらつきがあるが,図２（右）は,そ

のうち,２つのモデルでの下層雲量が現在気候に比べて

どのように変化するかを示したものである.上のモデル

は,顕著な温暖化を示したモデルであるが,このモデル

では下層雲量は将来減少しており,その減少に伴って下

層雲の反射による冷却効果が弱まったことが影響してい

ると考えられる.一方,温暖化を少なく予測した下のモ

デルでは雲量が増加しており,その冷却効果が温暖化を

抑制したと考えられる.このように,下層雲の影響はた

いへんに大きなものであり,そのでき方が将来どのよう

に変化するかは,たいへん重要な問題として,注目を集

めている.ここでは,このような下層雲に関連した物理

過程とその中でのエアロゾルの影響に関するいくつかの

研究を簡単に紹介する.

2.下層雲の生成,維持,消滅過程

2.1 生成過程

最初に,下層雲ができる過程を考えてみよう.大気下

層には地表面の影響を受けた境界層が存在する.図３

は,層状雲ができたときの境界層での物理過程を示した

図だが,雲の存在とそれに関係する雲底下での雨の蒸

発,雲頂での放射過程などを除けば,晴天下での境界層

にも当てはまる.大気下層には混合によって特徴づけら

れた境界層が形成される.境界層上部に雲ができるため

には,境界層の冷却,加湿,もしくは,その両方が起こ

り,境界層内の空気の飽和点高度が境界層のトップの高

度よりも低くなる必要がある.ここで,飽和点高度は飽

和点の高度だが,飽和点（saturation point）は,Betts

（1982）による用語で,未飽和気塊に関しては持ち上げ

凝結高度と同じだが,飽和気塊に関しても使える（断熱

的に下降したときに凝結水が全て蒸発する高度）便利な

図2：左：いくつかのモデルによる年に１％ずつ増加してCO 濃度が２倍になったときの温暖化の評価,右：左の結果で大きく
異なった結果を与えた２つのモデルでの下層雲量の現在との比較.Stephens（2005）より.
Figure2：Left:The response of a number of climate models forced by a 1% yr increase of CO.Right:The changes to the

 
low clouds for the two models that fall on either end of the projected warming range.(from Stephens,2005).

図1：国際衛星雲気候計画で得られた年平均の大気トップで
の正味下向き放射フラックス（上）と雲量（下）の分布.
（http://isccp.giss.nasa.gov/products/onlineData.html）
Figure1：Net downward radiation flux at the top of atmo-
sphere(up)and cloud coverage(down)average over 20

 
years obtained by the International Satellite Cloud Clima-
tology Project.(http://isccp.giss.nasa.gov/products/
onlineData.html)
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概念である.冷却は,下部境界面との熱交換,もしく

は,放射過程によって起こり,一方,加湿は下部境界面

との水蒸気交換によって起こることになる.ここで,上

部との混合は境界層トップの上昇を意味し,その点では

層状雲の生成に寄与するが,通常,上部自由大気は境界

層内の空気よりも暖かく,乾燥しているので,その取り

込みは冷却もしく加湿には効かず,むしろ,逆に層状雲

の生成の抑制,もしくは,消滅に寄与することになる.

これらの過程で十分に冷やされ,もしくは湿らされる

と,境界層内の空気塊の飽和点高度が境界層高度よりも

低くなり,飽和点高度より上に層状雲ができる.（条件

によっては層状雲ではなく晴天積雲のような雲ができる

が,ここでは,層状雲ができると仮定する.）一度,雲

ができてしまえば,雲頂での放射冷却は,境界層の冷却

に働き,さらなる雲生成に寄与する.但し,上部の冷却

のため対流が活発になって上層の乾燥空気のエントレイ

ンメンを活発にして雲を減らすこともあるというのが面

倒な,かつ面白いところである.エネルギー的に重要な

点は,放射冷却が上部を冷やすことで運動エネルギーを

生成することと,エントレインメントでとりこまれた上

層の空気はそもそもは暖かかったのだが,雲粒の蒸発に

よって冷やされ,その結果,運動エネルギーの生成に効

くようになることである.

2.2 維持過程,および,エアロゾルが雲の特性に与え

る影響

このようにして生成する層状雲だが,図１でわかるよ

うに,非常に長期間,広い範囲にわたって維持されるこ

とがある.加熱もしくは乾燥化で,飽和点高度がどの程

度変化するかを簡単に評価しておこう.よく混合された

雲底下の境界層内では乾燥温度減率の温度分布になるの

で,飽和点高度が100m上がるには,境界層内の空気

を約１℃加熱しなければならない.一方,飽和水蒸気混

合比の高度依存性は, q
z
＝ q
T
T
z
＋ q
p
p
z
に,ク

ラウジウス・クラペイロンの式 q
T
＝ Lq
R T

,断熱減率

の式 T
z
＝－ g

C
,水蒸気混合比の定義式から導かれる

式 q
p

－ q
p
,静力学平衡の式 p

z
＝－ρg＝－

pg
R T

を入れて, q
z
＝－ Lq

R T
g
C
＋ q
p
 
pg
R T

＝－ gq
R T

LR
C R T

－1と書くことができる.ここで,変数は一

般によく使われる文字を使ったので,説明は略す.この

値は,T＝273,p＝900［hPa］で約－0.15［g/kg/100m］

で,境界層内をこの程度乾燥させると,飽和点高度が

100m上昇することになる（Wood,2007などを参照）.

つまり,層状雲の厚さが数100mであることを考える

と,境界層内の加熱もしくは水蒸気の減少に伴う飽和点

高度（雲底高度）の上昇で層状雲がなくなるためには,

結構な加熱もしくは乾燥化が起きる必要があることがわ

かる.

さらに,層状雲がなかなか消滅しない仕組みとして,

雲―エントレインメントのフィードバック過程が指摘さ

れている（図４）.層状雲があったとして,何らかの理

由でエントレインメント（w）が増加したとする.そ

のとき,上層の乾燥空気の取り込みが増えるため,全体

として境界層内の全水混合比が減り,境界層内の飽和点

高度（雲底高度）が上昇する.上層の空気が十分に乾燥

している場合,この上昇はエントレインメントによる雲

頂高度の上昇より大きくなり,したがって,雲層の厚さ

が減少する.すると,雲頂付近の雲水量が減少し,エン

トレインメントに伴う雲粒の蒸発冷却が減少する.エン

トレインメントに伴う雲粒の蒸発冷却はエントレインメ

ントを活発に起こすための重要な要素だったので,それ

下層雲の維持とエアロゾル

図3：大気境界層の層状雲ができるときの物理過程.Breth-
erton et al.（2004）の図を基に作成.
Figure3：Physical processes associated with stratocumu-
lus cloud layers.(based on Bretherton et al.,2004).

図4：雲とエントレインメントのフィードバック過程の模式
図,Wood（2012）を基に作成.エントレインメント速度
（w）の増加は,雲層の厚さとliquid water path（LWP）
の減少をもたらす（－の符号）.上部雲水量が多いとエント
レインメントに伴う蒸発が増えて,エントレインメントが活
発化（w の増加,＋の符号）するので,上部雲水量の減少
はw の減少に通ずる.
Figure4：A schematic diagram of the feedback process

 
between cloud-entrainment processes(based on Wood,
2012).Increasing of w leads to the decrease in cloud depth

 
and liquid water path indicated by minus sign.Decreasing

 
cloud water content at the top of the cloud layer leads to

 
the suppression of the entrainment.
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が減少することでエントレインメントが不活発になる.

このような雲―エントレインメントの結合過程は負の

フィードバック過程なので,層状雲がなかなか消えない

ことを説明できるということである.

エアロゾルが雲の特性にどう効くかという問題はたい

へんに微妙な問題で,降水が多い時と少ない時でその影

響が異なるという話がある.図５に雲のアルベドに影響

する５つの過程を示した.最も単純なのは,エアロゾル

数密度（Nd）が大きいと,小さな雲粒が多く生成し

（Ncの増加）,その結果大きなアルベドになるという過

程である（Twomey effect）.さらに,衝突併合の減少

（→落下の減少）による雲水量（Qc）の増加がアルベド

の増加（Albrecht effect）をもたらすことも指摘されて

いる.逆に,アルベドを減少させる過程として,以下の

３つのエントレインメント（乾燥空気の取り込み）を増

加させる過程が指摘されている.１つめは,降水の減少

→雲底下層での蒸発冷却（成層安定化）の減少が乱流運

動エネルギー（TKE）の増加をもたらし,その結果と

してエントレインメントが増加する（drizzle-

entrainment effect）過程,２つめは,雲粒落下の減少

→エントレインメント領域での雲水とその蒸発の増加に

よるエントレインメントの増加（sedimentation-

entrainment effect）,そして３つめは,小さな多くの

雲粒の存在がエントレインメントの領域での効率のよい

蒸発過程をもたらし,その結果TKEの増加→エントレ

インメントの増加（evaporation-entrainment effect）

という過程である.これらのエントレインメントの増加

の結果,アルベドが減少すると指摘されている.

Chen et al.（2011）は,ビンモデルをLES（Large
 

Eddy Simulationモデル,境界層内の熱輸送をもたらす

ような主要な対流をあらわに扱い,格子間隔を慣性小領

域になるようにとるモデル）に組み込み,海表面温度,

自由大気の湿度,大規模発散,下層風速に対する層状雲

の依存性を調べた.一般に,降雨のあるときは,エアロ

ゾルの増加は雲の層厚を厚くし（アルベドの増加）,降

雨がない（もしくは少ない）ときは,エアロゾルの増加

はエントレインメントの影響で雲の層厚を薄くする（ア

ルベドの減少）とまとめている.また,外的条件に対す

る依存性としては,海表面温度が高いとき,自由大気の

湿度が少ないとき,大規模発散が大きいとき,下層風速

が小さいときに,それぞれ雲層が薄く,雨が少ないこと

を示している.

2.3 消滅（もしくは他の型への変換）過程

最後に,消滅過程についてみておこう.消滅過程は３

種類に分けて考えることができる.第１の過程は,例え

ば,境界層がだんだん暖かくなるなどして,全体として

雲の層が薄くなって消滅する過程である.太陽が昇って

暖かくなるにつれて朝霧が消滅していく過程に似てい

る.

第２の過程は,境界層内が暖まり深さの深まりととも

に,水平方向に空間的な変動が激しくなっていく過程

で,その結果,ある所で厚く,他で薄くなり,積雲境界

層に変化する過程である.この過程に関連して,cloud
 

top entrainment instabilityと呼ばれる不安定過程が提

案されている.層状雲の上には暖かく乾燥した自由大気

が存在するが,この空気塊は境界層内に取り込まれると

雲粒の蒸発によって冷却される.上層の空気が十分に乾

燥していた場合は,とりこまれた空気塊が周囲よりも重

くなり不安定化されるという過程で,この不安定が起こ

るような状態になると層状雲は安定的には存在できず,

雲量が減少して積雲境界層になるという仮説である.こ

の不安定の起こる条件は,雲層上部の安定層の上下の相

当温位と全水混合比のそれぞれの差を θ, q とし

て, θ＜κL
C

q （κは温度と気圧で決まる定数）で

表される.実際の観測で調べてみると,この条件を満た

していても層状雲が安定的に存在しているようで,さま

ざまな修正案が提案されている.例えば,この不一致の

原因は,雲を作る過程が効いているためで,そのため,

不安定が起きても雲を作る過程の方が優勢ならば雲量の

減少は顕在化しないという説などである.Noda et al.

（2013）は,k≡ θ/L/C q によって消滅の過程が

どのように変わるかを示している.

このような層状雲が観測されるカリフォルニア沖やペ

ルー沖の領域は,ハドレー循環の亜熱帯の下降流域に対

応すると考えられている.そして,ハドレー循環の低緯

度側への流れに乗りながら,海面温度の上昇,下降流の

弱まり（この効果については疑問視する話もある）,な

どに伴って,いわゆる貿易風帯積雲を含む境界層に変化

図5：エアロゾルの数密度が雲の特性にどのように効くかを
示す模式図.Nd：エアロゾルの数密度,Nc：凝結水粒数密
度,Qc：凝結水混合比,We：エントレインメント速度,
TKE：乱流運動エネルギ.
Figure5：A schematic diagram of the effect of the number

 
density of aerosol on the cloud characteristics.Nd:number

 
density of aerosol,Nc:number density of water droplets,
Qc:mixing ratio of liquid water,We:entrainment velocity,
TKE:turbulent kinetic energy.
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していくと考えられている.この過程は,まさに,層状

雲から積雲への変化過程であり,この過程をきちんと理

解しモデル化することは,全球の放射収支を正確に表現

するために重要な課題であり,盛んに議論が続いている

問題である.

最後に,第３の過程は,降水による消滅である.これ

に関連して,最近,注目を集めている現象にpockets
 

of open cell(POC,Stevens et al.2005)がある.open
 

cellは開細胞対流と訳されるがその定義については後述

する.その説明のために,流体力学を思い出そう.境界

層の層状雲の生成条件は,下からの加熱,もしくは,上

からの冷却によるわけだが,それは,流体力学の分野で

よく知られたレーリーベナール対流と共通である.レー

リーベナール対流は,実験室で静的に不安定な成層が臨

界値を越えた時に生成する細胞状（セル状）の対流であ

る.臨界値以下では,粘性のため運動は起こらず,熱の

拡散で熱輸送が起こるが,臨界値を超えると,運動が不

安定化する.この臨界値は擾乱に関する線形論で求める

ことができて,もっとも単純な上下の境界で摩擦が効か

ない条件の場合は,臨界レーリー数 R ＝
27
4π 657.5

とされている.そのパターンは線形論では決められず,

臨界波数のみが決まる.実験で得られる六角形に対応す

る解として,Chandrasekhar（1961）の解,

w＝
w z
3 2cos k

3x cos
k
3y ＋cos

2k
3y

を使うことができる（Emanuel,1994のp60）.図６は

このときの水平パターンを示したもので,今,w z ＞

0,つまり,中央で上昇流を仮定すると,最大値が１,

等値線の間隔は1/6なので,六角形の中心から６番目の

円のような線が上昇流と下降流の境界である.ここで,

上昇流の部分と下降流の部分のどちらの面積が広いかを

調べるために,中央の部分の面積を考える.正確には

2cos
k
3x cos

k
3y ＋cos

2k
3y ＝0から得られるx＝

3
k  
Arccos

1
2－cos

k
3y cos k

3y を積分して

求めるのだが,ほぼ円形と考えて,k＝1,y＝0の時の

値から円の半径を x＝ 3Arccos－
1
2 ＝

2π
3
として

その半径の円の面積から S
4π
3 を得る.一方,六角

形の細胞は一辺が2πの長さなので,高さ 3πの三角

形が６つあるとして,S 6× 3πを得る.したがっ

て,上昇流の面積の全体に対する比は, S
S

4π
3×6 3π

2π
9 3

0.40,つまり,上昇流の面積の方

が小さい＝上昇流の方が強いことになる.この値は,上

昇流の面積に正確な値を使っても小数点以下第３位を四

捨五入すれば変わらない.

中央の方が強い値となるので,上昇流が強い場合は中

央で上昇,周囲で下降という解,下降流が強い場合は中

央で下降,周囲で上昇という解がそれぞれ選ばれること

になる.ここで,上昇流域に雲ができ,雲ができる部分

が閉じている（となりとつながらない）場合を閉細胞型

（closed cell型）,逆に雲のできている部分が隣とつな

がっている場合を開細胞型（open cell型）と呼んでい

る.それぞれがどのような条件で起きるかという議論

は,衛星で多くの雲画像が得られるようになった古くか

ら盛んに行われてきて（例えばAgee,1984）,さまざま

な仮説が提案されている.浅井（1983）によると吉崎

（1979）は,中心部で鉛直流が強くなるという条件から,

下層がより不安定な場合（粘性係数や拡散係数の温度変

化が効く場合,基本場の温度成層に曲率を持つ場合,下

層から暖める場合）は中心で上昇流の閉細胞型,上層が

より不安定な場合は中心で下降流の開細胞型と整理し

た.しかし,実験と合わない部分もあると指摘されてい

る.実際の衛星画像の雲パターンでは,細い雲がセルと

セルの境界をつなぐようにできているように見られるこ
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図6：Chandrasekhar（1961）が線形論で得たレーリーベ
ナール対流の六角形型セルの鉛直速度wの水平パターン.
黄色で囲まれた範囲が六角形のセル.wの値は,六角形の中
央で１,外へ行くに従って,等値線の間隔は1/6で小さくな
り,赤線に近い等値線がw＝0の等値線,黄色の六角形の境
界上では辺の中央で－1/3,頂点で－1/2になる.赤線は,

半径 2π
3
の円（但し右半分のみを描いた）で,w＝0の等値

線とほぼ同じ形をしているので,上昇流域の面積を概算する
のに使うことができる.
Figure6：Contours of constant w in a hexagonal cell

 
obtained by Chandrasekhar(1961)for Rayleigh-Benard

 
convection.The hexagonal cell is indicated by yellow

 
lines.The value of w is 1 at the center of the hexagon.It

 
decreases outward.The interval of the contour is1/6.The

 
value at the contour line near red circle is w＝0.It is－1/3
at the center of side of the hexagon,and－1/2at the apex.

The red semi-circle whose radius is
2π
3 is similar to the 

contour line of w＝0,and its area is used to estimate the
 

area of upward motion.



とが多く,もし,雲と見えるところを上昇流と考えると

すると,前述の線形論のパターンとは逆に,境界で強い

流れができているような印象を与える.

最近,エアロゾルと関係して開細胞型対流が注目され

ている.図７はカリフォルニア沖で観測された層状雲の

衛星画像の一例であるが,層状雲の一部で,雲量が少な

い部分ができていて,そこでは,中央に雲がなく,隣り

合ったセルの境界部分をつなぐような細い雲ができてい

るので,この部分をpocket of open cellと呼んでいる.

この領域の航空機観測の結果では,周囲の層状雲

（solid cloud deck）の領域に比べて,雲粒数が半分程度

と雲凝結核の数密度も1/3程度であったとされている

（Sharon et al.,2006）.また,周囲の層状雲の領域とこ

のような領域の境目でメソスケールの循環があるとさ

れ,それがopen cellの生成・維持に効いていると推測

されている（Van Zanten and Stevens,2005）.

このような観測結果に基づき,３次元のLESで,エ

アロゾルの数密度だけを変化させて感度実験が行われて

いる（例えば,Savic-Jovcic and Stevens,2008や,

Wang and Feingold.,2009）.カリフォルニアで行われ

た層状雲の観測に合わせた状況で,エアロゾル数密度が

多い場合は,生成した雲が境界層上部にとどまり,大き

な雲量で雲の周囲の雲のないところが筋状につながる閉

細胞型対流になり,一方,エアロゾル数密度が少ない場

合は,drizzle（一般にいう雨ほどは大きくないが,落

下する水滴）への変換が活発で,雲量が小さく,降水が

多くなるという結果が得られている.後者では,降水の

結果,下降流が発散流を作り,隣り合ったセルの間での

収束の結果,次の世代の上昇流ができるというセルの交

代がみられるということである.エアロゾルの影響が大

きなことを示す典型的な例である.

図８は,このような過程の模式図で,エアロゾルの数

密度が大きな場合にできる雲量が大きな閉細胞型対流,

数密度が小さく雲から雨への変換が盛んでその結果世代

交代が起こる開細胞型対流の様子を示している.この図

はエアロゾルの影響とみることもできるが,要するに,

上層に雲水がたまって,放射冷却が顕著に効くとき,つ

まり,上からの冷却が主要な対流のエネルギー源のとき

は,下降流が強くなり,下部境界からの加熱が主要な対

流のエネルギー源のときは,上昇流が強くなる.そし

て,強い流れは（線形論のパターンとは逆になるが,）

セルとセルの境界の部分にできるため,上から冷やすと

きはセルの境界に強い下降流,中央に大きな雲ができ

て,つまり,閉細胞型に,逆に,下から暖めるときは境

図7：2001年７月11日14：30UTCのカリフォルニア沖の層状雲の衛星画像.GOES-10 Channel 1(Visible).右上の陸地がカ
リフォルニア.緯度線は28N～36N,経度線は126～116W.（126W,32N）付近は広く開細胞対流がみられる.（122W,
30.5N）付近などにみられる開細胞対流が顕著になりつつあるところをpockets of open cell(POC)と呼んでいる（Stevens et

 
al.,2005）.
Figure7：GOES-10 Channel 1(Visible)satellite image over North Eastern Pacific off the coast of California on July 11st,
2001,14:30UTC.Lines of latitude indicate 28N～36N,and lines of longitude 126～116W.Open cellular convection patterns

 
are shown around(126W,32N),and the region of cellular-patterned low-reflectivity embedded in stratiform cloud fields

 
around(122W,30.5N)is called pockets of open cell(POC).
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界に強い上昇流ができて,開細胞型になると理解するこ

とができる.流れの方向を決めるのは上昇流と下降流の

どちらが強いかということで,線形論のパターンとは逆

に,強い流れの方が境界になるということらしい.

Wood and Hartmann（2006）は,大規模な気象条件に

は開細胞か閉細胞かを決める要素が見つからないとし,

内部的に原因を探るべきとし,ここで書かれたようなエ

アロゾルの効果などが議論されてきたわけだが,エアロ

ゾルの効果も,結局は,上から冷やすか,下から暖める

かという区別をもたらす「きっかけ」と考えることがで

きる.

Agee（1984）が,おおざっぱな傾向として,閉細胞

型は寒流上で,開細胞型は暖流上で出来やすいと言った

ように,寒流上では雲頂部での放射冷却が,暖流上では

海面からの熱供給がエネルギー源になることを考えれ

ば,一応,よい対応であるといえる.もちろん,両方の

型が共存することも多く,正確な議論にはここで示され

たようなエアロゾルの効果なども効くと思うが,全球的

な分布を考える場合には,それだけで十分な説明になる

かどうかわからないし,他の要素があるのかもしれな

い.

なお,細胞状対流の問題には,型の決定以外に,もう

一つ,縦横比の問題がある.レーリーベナール対流は,

縦横比のオーダーが１であるにもかかわらず,気象で観

測される細胞状対流は,高さに比べて横に広い扁平な対

流である.湿潤対流に関係するなんらかの意味での組織

化の過程がこの扁平度に関係すると思われるが,未解決

の問題である.

3.おわりに

下層の層状雲は,気候学的にたいへん重要な要素であ

り,盛んに研究がおこなわれている対象である.が,い

まだによくわからない問題も数多く存在している.いく

つかの興味深い話について紹介した.
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1.はじめに

エアロゾルと雲の相互作用の解明は気象・気候学的に

重要な課題であるにも関わらず,我々の理解は依然とし

て乏しい（e.g.Stevens and Feingold 2009）.エアロゾ

ルは雲が形成される際にその一部が雲核となることで雲

のふるまいに影響を及ぼす.エアロゾルが多いと雨が減

り雲の寿命が伸びるが,逆に少ないと雨が増え雲の寿命

が減るという仮説が,有名なAlbrecht（1989）の雲寿

命効果である.一方,雲もエアロゾルに影響を及ぼす.

雲が蒸発すれば雲粒に含まれていた化学成分はエアロゾ

ルとして再び大気に放出される.この時単純に雲ができ

る前の状況に元通りに戻る訳ではない.雨粒に含まれて

洋上の浅い層積雲にエアロゾルと雲の相互作用が及ぼす影響を,持続的にエアロゾルが形成される

理想化された気象システムの数値計算により調べる.雲微物理過程の数値計算には超水滴法を使い,

エアロゾル・雲粒・降水粒子のふるまいを統一的に計算する.大気流体場は準圧縮近似の下で音波

モードとそれ以外を分割して数値計算する.初期のエアロゾル数密度によらず系は数日後にある定常

状態に落ち着くこと,その定常状態はエアロゾル生成率が大きくなるに伴い積雲から層雲に転移する

ことを見る.今回のモデルでは,気相や液相での化学反応までは考慮していないためエアロゾルと雲

の相互作用が完全に表現できてはおらず,また数値計算も鉛直２次元で行うため,この結果はあくま

で予備的なものである.

Preliminary numerical study on the cumulus-stratus transition induced
 

by the increase of formation rate of aerosols
 

Shin-ichiro Shima ,Koichi Hasegawa,Kanya Kusano

The influence of aerosol-cloud interactions on the behavior of marine stratocumulus is investigated through
 

numerical simulations of an idealized meteorological system in which aerosols are formed continuously.The
 

super-droplet method is used for the simulation of cloud microphysical processes,with which the time evolution
 

of aerosol/cloud/precipitation particles is calculated in a unified manner.For the simulation of atmospheric
 

fluid dynamical processes,the quasi-compressible approximation and the sound mode splitting method are
 

applied.The system gradually evolves to reach its final steady state in a few days,which is irrelevant to the
 

initial number density of aerosols.A transition of the final steady state from cumuli to strati occurs when the
 

aerosol formation rate is increased.Because the chemical reaction in the gas phase and the liquid phase is not
 

incorporated,the model is not detailed enough to describe aerosol-cloud interactions.Further,the numerical
 

simulations are performed in two dimensions.For these reasons,the results obtained are still all preliminary.
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いるエアロゾルは雨粒と共に落下して大気中から除去さ

れる（rainout）.雨粒が落下する途中で捕獲されるエア

ロゾルもある（washout）.雲粒上で起こる液相化学反

応によりエアロゾルの化学組成は変化もする.この双方

向の影響をきちんと考慮して初めてエアロゾルと雲の相

互作用を調べたと言える.それには,信頼できる原理的

な物理法則に立ち返った精密な数値実験が有用であると

考えられるが,まだその様な研究は現状では十分には進

んでおらず,エアロゾルと雲の相互作用の理解が進んで

いない原因の１つになっていると考えられる.

本研究では,洋上の浅い層積雲のふるまいにエアロゾ

ルと雲の相互作用が及ぼす影響を,エアロゾルが持続的

に形成される理想化された気象システムの数値計算によ

り調べる.その結果,系は数日の後に初期のエアロゾル

の数密度によらないある定常状態に落ち着くこと,その

定常状態はエアロゾル生成率が大きくなるに伴い積雲か

ら層雲に転移することを見る.ただし,今回の我々のモ

デルでは,気相や液相での化学反応までは考慮していな

いためエアロゾルと雲の相互作用が十分には表現できて

はおらず,また数値計算も鉛直２次元で行うため,この

結果はあくまで予備的なものである.

本論文の構成は以下の通りである.まず２章で,今回

数値実験を行う理想化された気象システムを導入する.

Rain in Cumulus Over the Ocean(RICO)観測キャン

ペーンでは,北西大西洋の貿易風帯で冬に降水性の浅い

積雲が維持される気象場の集中観測が行われた

（Rauber et al.2007）.その結果をコンポジット解析し

て作られたのがRICO観測再現実験の気象システムで

ある（vanZanten et al.2011）.このRICO観測再現実

験の気象システムに対して,エアロゾルのダイナミクス

の追加,鉛直方向への初期プロファイルの外挿,海面水

温の変更などの改変を加え,我々のモデルを構成する.

得られる基礎方程式は,エアロゾル・雲粒・雨粒のふる

まいを表す詳細な雲微物理過程と,湿潤大気のふるまい

を表す非静力な流体力学過程とが結合する形となる.系

には外的強制力として,エアロゾルの生成や海面からの

水蒸気やエネルギーの供給などが与えられており,雲が

持続的に形成される環境となっている.３章では我々の

気象システムを数値計算する手法を説明する.雲微物理

過程の数値計算については超水滴法（Super-Droplet
 

Method,SDM）（Shima et al.2009;Shima 2008）を使

う.超水滴法はエアロゾル・雲粒・降水粒子の運動と状

態変化を,確率的な粒子法を使って統一的に計算する数

値計算手法である.従来の手法と違い,時間発展を原理

的な物理法則に基づいて高速に計算することができると

期待される.今回の数値実験の元となるRICO観測再

現実験を超水滴法で行った所,実際に観測された雲の微

視的構造がある程度再現されるなど,少しずつその有効

性の検証が進んでいる（Arabas and Shima 2013）.大

気流体力学過程については準圧縮近似の下で音波のモー

ドと他のモードを分割し,音波のモードのみを細かい時

間ステップで数値計算する.使用したプログラムは,名

古屋大学で坪木が中心となって開発を続けている雲解像

モデルCReSS(Tsuboki 2008)に超水滴法のモジュール

を追加実装したCReSS-SDMである.４章では数値実

験の結果を示し分析する.エアロゾル生成率と初期エア

ロゾル数密度の２つをコントロールパラメタとし,計６

つのケースについて調べる.雲水混合比,雨水混合比,

雲量の鉛直分布,Liquid Water Path(LWP),Rain
 

Water Path(RWP)の時間発展の様子を示す.系は数

日間である定常な状態で落ち着く.この定常状態は,初

期のエアロゾル数密度にはよらず,エアロゾルの生成率

によって決まる.そして,エアロゾルの生成率が低いと

積雲の生成消滅が維持される状態に落ち着くが,エアロ

ゾル生成率が高いと層雲が維持される状態で落ち着くと

いうことを見る.

2.我々の気象システムと基礎方程式

この章ではこれから我々が数値計算により調べる系の

詳細を明らかにする.今回我々が調べる気象システム

は,降水性の浅い積雲の生成消滅が維持されるRICO

観測再現実験用の気象システムを拡張することにより構

成したものであり,はじめにその概要を述べる.そし

て,大気を漂う粒子群と大気流体場のふるまいを記述し

た我々のモデルの基礎方程式を書き下すとともに,系に

課す外的強制力や境界条件と初期条件についても明らか

にする.

2.1 気象システムの概要

2004年12月から2005年１月にかけて行われた

RICOプロジェクトでは,北西大西洋の貿易風帯で冬に

降水性の浅い積雲が維持される気象場の集中観測が行わ

れた（Rauber et al.2007）.その結果をコンポジット解

析し作られたのがRICO観測再現実験の設定であり,

GCSS(GEWEX Cloud System Studies)の境界層ワー

キンググループが,数値モデル間の比較実験を通して数

値モデルの改良に資する知見を得るための目的で作られ

た,理想化された気象システムである（vanZanten et
 

al.2011）.

この気象システムでは外的強制力として与えられた気

圧傾度力により地衡風が維持される.海面水温は時間変

化せずに一定とする.海面からは水蒸気が系に供給さ

れ,降雨等により系から除去される.海面からは熱とし

てエネルギーも系に供給されるが,放射冷却等により散

逸する.放射過程も時間変化せずに一定と理想化されて

いる.

RICO観測再現実験の気象システムでは,最終的に水
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蒸気とエネルギーの収支がバランスし降水性の積雲の生

成消滅が維持される.しかし,エアロゾルに関しては常

に同じ量の粒子が同じ分布で大気中に存在することが暗

に仮定されている.エアロゾルと雲の相互作用を調べる

ために,エアロゾルのダイナミクスを陽に扱う形で

RICO再現実験の気象システムを拡張しよう.

本研究では試験的に,洋上の微小粒子の主成分である

硫酸アンモニウムエアロゾルが一定の生成率で大気中に

供給され,さらにそれらが凝集により成長する過程と,

降雨を通じた湿性沈着により大気からの除去される過程

をRICO観測再現実験の気象システムに追加した.簡

単のため鉛直２次元の系を考え,水平方向に x 軸を,

鉛直方向に z 軸をとる.以下,基礎方程式は３次元の

xyz 空間に対して書き下すが,y 方向に関しては系の構

造が一様であると解釈する.領域の水平方向の長さは

6.4kmで周期境界条件を課す.鉛直に関しては,元々

の設定では4.0kmとされていたが,我々のモデルでは

条件によってより高い所に雲ができることがあるため,

十分な高さをとって鉛直10.5kmとする.海面が下面

境界になっているとする.元々の設定では海面水温は

299.8Kで一定とされていたが,我々のモデルではこれ

を5K高く304.8Kとすることでより多くの水蒸気と

エネルギーが系に供給されるようにし,雲が作られやす

い環境にした.また,暖かい雲のみを扱うので氷相過程

は考えない.この様に拡張された気象システムの数値計

算を４章で行い,エアロゾルの生成率や初期分布が変

わった時に系が最終的落ち着く状態がどの様に変化する

かを調べる.

なお,今回の我々のモデルでは硫黄化合物の気相・液

相での化学反応や,硫酸ガス等の凝結によるエアロゾル

の成長が考慮されておらず,エアロゾルと雲の相互作用

を正確に調べるには不十分である.今回の研究はあくま

で試験的なものと位置づけられ,より精密な調査は今後

の課題としたい.

2.2 雲微物理過程

エアロゾル/雲粒/降水粒子をまとめて〝粒子"と呼

ぶ.時刻 t における i 番目の粒子の状態は t , t ,

R t ,M t で表される.ここで, t は粒子の位置

座標； t は粒子の速度；R t は粒子が含む水の等価

半径で,粒子は半径 R t の球と同じ体積の水を含むと

解釈する；M t は粒子に含まれる硫酸アンモニウムの

質量.どの粒子も硫酸アンモニウム水溶液になっている

とする.粒子をエアロゾル/雲粒/降水粒子に分類する必

要がある場合は R t の大きさで判別すれば良い.ただ

し,R t はあくまで水の量を表す変数であるため,雲

粒や雨粒に関してはほぼその半径に等しいが,エアロゾ

ルに関しては実際の大きさとはずれがある.

簡便のため,位置 x 以外の状態変数 ,R ,M を

粒子の属性変数と呼び, と略記する.時刻 t におけ

る粒子の総数を N t とすると,全粒子の状態 t ,

t i＝1,2,…,N t により雲微物理系の時刻 t

における状態が定まる.以下その時間発展方程式を書き

下す.

2.2.1 粒子の移流と重力落下

粒子は重力と大気流体場からの粘性抵抗により大気中

を移流する.緩和が十分に早く,粒子はいつでも終端速

度で動いていると仮定すると,粒子 i の運動方程式が以

下のとおり導かれる.

t ＝ － R,T ,P ,d
dt
＝ . (1)

ここで, ,T ,P はそれぞれ粒子の位置 t に

おける大気流体場の風速,気温,気圧である.また,

R,T ,P は鉛直方向の終端速度である.今回 v は

Beard（1976）による半経験的な公式を使う.R が40

μm程度より大きくなると終端速度が急激に大きくなる

ため降水が起こる.この際,雨粒に含まれている硫酸ア

ンモニウムも一緒に海面に落ちて大気中から除去され

る.これはrainoutと呼ばれるエアロゾルの湿性沈着過

程の一種である.

なお,今回の我々のモデルでは v は等価水滴半径 R

にしか依存しておらずエアロゾルの沈降速度が正確に表

現されてはいないが,いずれにしてもその速さは非常に

小さいため,今回の数値実験の結果に影響は及ぼさない.

また,今回粒子は常に終端速度で動いていると仮定し

たが,これは粒子の慣性の効果を無視すると言う近似で

ある.流体乱流中で,慣性のある粒子は非一様な空間分

布（クラスタ）を形成する事が知られている（e.g.,

Chen et al.2006）.こういった理由により,終端速度で

近似せずに粒子の運動方程式を陽に扱う場合は,例えば

Clift et al.（1978）の抵抗則を使えば良い.

2.2.2 水蒸気の凝結/蒸発による粒径の変化

粒子 i の等価水滴半径 R は水蒸気の凝結や蒸発によ

り時間変化する.単純には,周囲の水蒸気が過飽和だと

粒子に水蒸気が凝結し R は大きくなり,未飽和だと粒

子から水蒸気が蒸発し R は小さくなるのだが,水滴の

表面張力の効果や硫酸アンモニウムの溶解効果で実効的

な飽和水蒸気圧が変化するので話は少し複雑になる.

Kohler理論に基づきこれらの効果を考慮に入れると,

R の時間発展方程式は以下の様になる（Kohler 1936;

Rogers and Yau 1989）.

R
dR
dt
＝ 1
F T ＋F T

S －
e′R,M,T
e T

.(2)

ただし,
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e′R ,M,T
e T

＝1＋ a T
R

－ b M
R

,

F T ＝ L
R T

－1 Lρ
KT

,F T ＝ρ R T
De T

.(3)

S は粒子の位置 における水蒸気の飽和度；T は

粒子の位置における気温；F は熱伝導に関する項；F

は水蒸気の拡散に関する項；e′/e は実効的な飽和蒸気

圧と,平らな表面を持つ純水の対する飽和水蒸気圧の

比；a/R は水滴の曲率に応じ実効的な飽和水蒸気圧が

増加する効果を表した項；b/R は硫酸アンモニウムが

溶ける事によって実効的な飽和水蒸気圧が減少する効果

を表した項.近似的に,a 3.3×10 cm K/T ,b

4.3cm iM/m が成立する.ここで,添字でない i はイ

オン解離度で,硫酸アンモニウムや塩化ナトリウムでは

２とするのが良い近似である（Low,1969）.m は硫酸

アンモニウムの分子量で132.14.R ＝R/m は水蒸気の

比気体定数で461.5Jkg K ,K は空気の熱伝導率で,

100kPa,20℃の時2.55×10 Jm sK .D は水蒸

気の分子拡散係数で,100kPa,20℃の時2.52×10

ms.L は水の蒸発潜熱で,20℃の時,2.453×10

Jkg .ρ は液体の水の密度で,20℃の時998.203

kgm .簡単のため L,K,D は定数とする.e T に

は,e T ＝ 0.6112kPaexp17.67T－273.15K/

T－29.65K で表されるBolton（1980）の経験式を

用いた.これは－30℃＜T＜30℃の間では誤差が0.1％

に収まり良い近似となる.

この方程式により次のことが表現される：未飽和な大

気中でエアロゾルがどれくらいの量の水を含むか；過飽

和となったときどのエアロゾルが雲凝結核として活性化

されるか；雲の中でどのように雲粒が凝結成長していく

か；蒸発して雲が消滅するときにどのようなエアロゾル

が大気中に残されるか.

2.2.3 粒子の衝突併合

衝突した結果２つの粒子がくっつき１つの粒子になる

事を衝突併合という.大気流体場の乱流や粒子の

Brown運動により粒子群は十分乱雑に混ざっているた

め（well-mixedの仮定）,衝突併合過程は確率的に扱う

ことができる.

十分小さい体積ΔV の領域を考えよう.この領域内

に存在する粒子群の任意の対 j,k は,十分短い時間間

隔 t,t＋Δt の間に,次の形で定まる確率で衝突併合す

る.

P ＝K , , Δt
ΔV
. (4)

ここで, と は粒子の属性, はΔV の領域に

おける大気流体場の状態である.関数 K は衝突併合

カーネルと呼ばれ,その具体的な形は衝突併合のメカニ

ズムにより決まる.今回は重力落下による衝突併合と

Brown運動によるものの２種類を考える.

大きい水滴は落下速度が速いため落ちていく際に小さ

い水滴を捕捉する.このプロセスが重力落下による衝突

併合であり,その衝突併合カーネル K は,

K ＝E R ,R πR ＋R － . (5)

粒子対が直進するならば確率は幾何学的に掃過される

体積に比例するが,実際には小さい粒子が流体場の流れ

に引きずられて相手粒子を避けるように回りこむこと

や,衝突したとしても併合せずに跳ね返ることがあるた

め,衝突効率 E R,R をかけて補正されている.色々

な E R ,R が提案されているが,minR,R 30μm

にはDavis（1972）とJonas（1972）の理論が,min

R,R ＞30μmにはHall（1980）の理論が正確な値と

してしばしば使われる.これにより,水蒸気の凝結によ

りある程度大きくなった雲粒が互いに衝突併合を繰り返

すことで大きくなり雨粒ができる過程が表現される.

一方,サブミクロン以下の小さい粒子の衝突併合に関

してはこの重力落下のメカニズムはほとんど寄与しな

い.その代わり,小さい粒子ほど激しくブラウン運動す

るため,そのことに起因する衝突併合が支配的になる.

その衝突併合カーネルK はFuchsの公式（Fuchs,

1964）により与えられる.

ブラウン運動による衝突併合を考慮することによっ

て,エアロゾルが関わる衝突併合（エアロゾル同士の凝

集による成長,雲粒や雨粒にエアロゾルが取り込まれる

プロセス）が表現される.雨粒に取り込まれたエアロゾ

ルは降雨とともに大気中から除去されることになるが,

これはwashoutと呼ばれるプロセスである.

以上の２種類のメカニズムにもとづく衝突併合を本モ

デルでは考慮し,衝突併合カーネルは K＝K ＋K と

する.

2.2.4 境界条件

粒子の境界条件として,領域側面には周期境界条件を

課す.領域下面の海面に落ちた粒子や上面を超えた粒子

は系から除去する.現実には海面から海塩エアロゾル粒

子が放出されるが,今回はそのようなプロセスは考えな

い.上面からの粒子の流入もないものとする.

2.2.5 初期条件

今回の数値実験ではエアロゾルの初期分布として大気

がきれいな場合と汚れている場合を考える.(表４では

〝Cln yyy",〝Dty yyy"）なお,どちらの初期状態から

スタートしたとしても,エアロゾルと雲の相互作用によ

り時間とともに系の状態が少しずつ調整され,今回の

ケースでは数日後に同一の定常状態に落ち着くことが４

章で確認される.

大気がきれいな場合の粒子の初期分布としては,

RICO観測再現実験の設定を使う.これはRICOの観測
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結果に基づくもので,硫酸アンモニウムエアロゾルの乾

燥半径の分布が２モードの対数正規分布で表される.

dN
d logr

＝∑ 1
2π

n
logσ exp

－ logr－logr
2logσ

,(6)

rはエアロゾルの乾燥半径,N rは空間単位空間あ

たりの分布関数であり,単位体積あたりに含まれる乾燥

半径がr以下の粒子の総数を表す.各パラメタは表１

で与える.この分布が領域内で一様になりたつとし,初

期に存在する粒子数 N ,位置 ,粒子に含まれる硫

酸アンモニウムの質量 M を,この分布に従うように

決める.ただし,質量 M はエアロゾルの乾燥半径rか

ら球を仮定して計算する：M＝ρ 4/3πr,ただ

しρ ＝1.769g cm は硫酸アンモニウムの密度.

2.3.3節で定める様に,初期に水蒸気は未飽和である.

この時凝結成長方程式(2)は１つだけ安定な不動点を持

つので,これを初期の R とする. は(1)により終端

速度を与える.

一方,大気が汚い場合の初期分布は,きれいな場合に

比べ粒子数が100倍多い状況を考える.つまり,(7)の

n を100倍とする以外はきれいな場合と同様とする.

（表２）

2.2.6 エアロゾルの生成

硫酸アンモニウムエアロゾルが大気中で生成されるメ

カニズムについて詳しいことはまだ分かっていない.海

面からは,海藻や植物プランクトンが生成した硫化ジメ

チル（CHSCH,DMS）などの硫黄化合物のガスが大

気に放出されている.これらが酸化することで二酸化硫

黄（SO）ガスとなり,これがさらに酸化することで硫

酸（HSO）ガスが生成される.硫酸ガスが核生成する

ことによりnm程度の大きさの硫酸水溶液から成る硫酸

エアロゾルが生成される.境界層で実際に核生成されて

いる硫酸エアロゾルの数を説明するには,硫酸ガスと水

蒸気だけでなく,アンモニア（NH）,有機ガスや,銀

河宇宙線により作られたイオンの寄与についても考慮し

なければいけないことが示唆されているが,はっきりし

たことはまだ良くわかっていない（Kirkby et al.

2011）.核生成によりできたnmサイズの硫酸エアロゾ

ルは,ガスの凝縮と液相化学反応やエアロゾル同士の凝

集により,数時間程度で10-100nmサイズの硫酸アン

モニウムエアロゾルとなる.核生成後に硫酸アンモニウ

ムエアロゾルが成長するこのメカニズムについてもはっ

きりしたことはまだ良く分かっておらず,有機ガスの寄

与や（Boy et al.2005;Wang et al.2010）,銀河宇宙線

により作られるイオンの寄与（Svensmark et al.2013）

についても考慮しなければいけないことが示唆されてい

る.

今回我々のモデルでは簡便のため,30nm程度の乾燥

半径の硫酸アンモニウムエアロゾルが,時間的・空間的

に一定のレートで生成され続けるとする.この生成率を

コントロールパラメタとし,生成率が変わった時に系の

定常状態がどのように変化するか調べる.

エアロゾル生成の具体的な表式は次の通りである.

N
t logr

＝ 1
2π
n
logσexp

－ logr－logr
2logσ

,(7)

ただし … は分布関数 N の時間発展に対するエア

ロゾル生成の寄与分を表す.半径と分散に関しては初期

条件(6)の第１モードと同じ値を使い,r＝30nm＝0.03

μm,σ＝1.28とする.生成率 n としては10

cm s,10 cm s,10 cm s の３パターンを考

える.（表4ではそれぞれ〝xxx Low",〝xxx Mid",

〝xxx Hi")生成される粒子の等価水滴半径 R には,生

成された位置の水蒸気が未飽和ならば2.2.5節で初期条

件を決めた時と同様に凝結成長方程式⑵の安定不動点

を,過飽和ならば1μmを与える. は(1)により終端

速度を与える.

2.2.7 補足

雲粒や雨粒の上での液相化学反応は雲がエアロゾルに

与える影響を考える上で重要であるが今回考慮しなかっ

た.大きい雨粒が割れるといった粒子の分裂過程につい

表1：初期状態がきれいな大気のエアロゾル初期分布のパラ
メタ.表４における〝Cln yyy"のケースに対応する.乾燥
半径を２モードの対数正規分布で与えるため,そのパラメタ
を定めている.a＝1,2がそれぞれのモードに対応し,n
が数密度,logrが平均,logσが標準偏差である.この値
はRICOの実際の観測に基づくものである（vanZanten et

 
al.2011）.
Table1：Parameters of the initial aerosol distribution used

 
for the initially clean atmosphere cases,which are re-
presented by“Cln yyy”in Table 4.The distribution is

 
expressed by a two-mode log-normal distribution of the

 
dry radius,and these 6 parameters determine the distribu-
tion.a＝1,2denotes the index of the mode.n ,logr,and

 
logσ represent the number density,the average,and the

 
standard deviation,respectively.These values are deter-
mined based on the RICO observation(vanZanten et al.
2011).

a  n［cm ］ r［μm］ σ

1 90 0.03 1.28

2 15 0.14 1.75

表2：初期状態が汚い大気のエアロゾル初期分布のパラメ
タ.表１に比べ数密度が100倍になっている.表４における
〝Dty yyy"のケースに対応する.
Table2：Parameters of the initial aerosol distribution used

 
for the initially dirty atmosphere cases,which are re-
presented by“Dty yyy”in Table 4.Both n ’s are 100 times

 
larger than those in Table 1.

a  n［cm ］ r［μm］ σ

1 9000 0.03 1.28

2 1500 0.14 1.75

253エアロゾル生成と積雲-層雲転移



ても今回考慮していない.洋上のエアロゾルとしては海

面から放出される海塩エアロゾルも重要であるが,

RICO観測再現実験の設定では記述がなかったというこ

ともあり,今回は考慮しなかった.

2.3 湿潤大気の流体力学過程

2.3.1 湿潤大気の圧縮性オイラー方程式

本モデルでは大気流体場は乾燥大気と水蒸気から成る

とし,二酸化硫黄等の微量気体の移流や化学反応は考え

ないことにする.乾燥大気と水蒸気をあわせて湿潤大気

と呼ぶ.

乾燥大気の密度をρ,水蒸気の密度をρとすると,

湿潤大気の密度はρ＝ρ＋ρとなる.水蒸気の密度と

乾燥大気の密度の比 q ＝ρ/ρを混合比と呼ぶ.q は

典型的に0.01程度以下の小さい値になる.以下,湿潤

大気の圧縮性オイラー方程式を q が小さいという近似

のもとで書き下す.

湿潤大気は理想気体であるとするとその状態方程式

は,

P＝ρR T . (8)

ここで,P は湿潤大気の気圧,R ＝287J/kg/Kは乾

燥大気の比気体定数,T T 1＋0.6q は仮温度.

運動量の保存則により以下が成立する.

ρD
Dt
＝－∇P－ ρ＋ρ －2ρ × － , (9)

ρ ,t：＝∑m t δ － t . (10)

ここで, ＝ U,V,W は風速,D/Dt：＝ / t＋

∇は物質微分, は重力定数,ρ は粒子の密度（大

気単位体積あたりの質量）,m は i 番目の粒子の質量.

ρ の項は粒子群が大気流体場から受け取った運動量の

反作用を簡易に表現したものであるが,不正確である.

(9)の最後の項はコリオリ力であり, ＝Ω0,cosψ,

sinψ,Ω＝7.292×10 rad s は地球の自転速度,ψ

は計算領域の緯度でRICO観測再現実験の設定に合わ

せて北緯18.0度とする.U の項は改めて2.3.4で説明

するが,外的強制力としての気圧傾度力を表す.

エネルギーの保存則により以下が成立する.

Dθ
Dt
＝－ L

c ΠS
－W θ

z
＋ θ

t
, (11)

S ,t：＝
－1
ρ ,t

∑ dm t
dt

δ － t . (12)

ここで,θ：＝T P /P は温位.ただし,P ＝1000

hPa,k＝ c －c /c ,c は乾燥大気の定圧比熱,c は

乾燥大気の定積比熱.また,右辺の第一項は水蒸気が粒

子に凝結/蒸発する時に放出する潜熱を表す.L は水の

蒸発潜熱,ρS は単位時間あたりに粒子群から蒸発した

水の量.(11)の右辺第２項と第３項は外的強制力であり

改めて2.3.4で説明する.

質量の保存則により以下が成立する.

Dρ
Dt
＝－ρ∇ , (13)

Dq
Dt
＝S －W

q
z
＋ q

t
. (14)

(12)で定義されたS の項により粒子群との水蒸気の

やりとりが表現されている.(14)の右辺第２項と第３項

は外的強制力であり改めて2.3.4で説明する.

2.3.2 境界条件

側面には周期境界条件を課す.上面においては,風速

の z 成分 W は０,他の変数は z 方向の微分が０とす

る.また,上面境界の影響が系に及ばないように9000

m以上の高さにはスポンジ層を置いた.

下面境界は海面になっており,W＝0, ρ/z＝0と

する.他の変数に関してはRICO観測再現実験の設定

に従い以下のバルク式により海面からの熱や水蒸気のフ

ラックスと摩擦抵抗を与える：

′θ′＝－C U θ －θ , (15)

′q′＝－C U q －q , (16)

U′ ′＝－C U U , (17)

V′ ′＝－C U V , (18)

′θ′, ′q′,U′ ′,V′ ′はそれぞれ,温位,混

合比,水平方向の風速 U と V に関する鉛直フラック

ス；θ ,q ,U ,V は z＝5mにおける値； U

＝ U ＋V ；θ は海面における温位；q は海

面における飽和混合比；C ＝0.001405,C ＝

0.001455,C ＝0.001578.なお,高度 z＝5mの大気

の状態でフラックスを評価しているのは,3.2で示すよ

うに z 方向のグリッド間隔を10mとして数値計算する

からである.また,RICO観測再現実験の元々の設定で

は海面水温は299.8Kで一定と指定されているが,

我々のモデルでは304.8Kとこれより5K高温で固定

する.これにより系により沢山の水蒸気と熱が供給され

る様になり,結果として定常状態に達するまでの遷移時

間が短かくなった.

2.3.3 初期条件

水平方向に一様な初期鉛直プロファイルを与えた上

で,温位θと混合比 q に微小な初期擾乱を加えること

で大気流体場の初期状態とする.

RICO観測再現実験ではラジオゾンデによる観測結果

に基づき高度4000mまでの鉛直プロファイルが区分線

形な形で与えられている.我々はこれを外挿する形で高

度10400mまでの鉛直プロファイル作成した.詳細は

次の通りである：

U z ＝
－9.9ms＋ 2.0×10s z,if4000m z＞0m;
－1.9ms, ifz＞4000m.

(19)

V z ＝－3.8ms,W z ＝0.0ms. (20)
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q z ＝

16.0g kg － 2.2g kg /740m z,

if740m z＞0m;
13.8g kg － 11.4g kg /2520m z－740m ,

if3260m z＞740m;
max0gkg ,2.4gkg － 0.6gkg /740m z－3260m ,

ifz＞3260m.

(21)

θ z ＝
297.9K, if740m z＞0m;
297.9K＋ 19.1K/3260m z,ifz＞740m.

(22)

海面での気圧は1015.4hPa,初期は静水圧平衡が成立

つとする.

また,一様ランダムな初期擾乱をθに対しては －0.1

K,0.1Kの範囲で,q に対しては －2.5×10 g kg ,

2.5×10 g kg の範囲で与える.ただし,q が負に

なった場合は0とする.

2.3.4 外的強制力

より広い領域をRICO観測の全期間にわたりハイン

ドキャストした結果に基づき,RICO観測再現実験では

系に外的強制力が課されている.RICO再現実験では高

度4000mまでを対象としているのに対し,我々の実験

では高度10400mまでを対象しているので,4000m以

上についてもこれを外挿する形で外的強制力を与える.

詳細は次の通りである.

θとq には大規模場の下降流に伴う外的強制力が働

いている.これを(11)と(14)の右辺第２項で表し,W

を次で与える.

W＝
－ 0.005ms/2260m z,if2260m z＞0m;
－0.005ms, ifz＞2260m.

(23)

放射冷却と領域外との混合によりθを減少させる強

制力が働いている.これを,(11)の右辺第３項で表し,

以下で与える.

θ
t
＝－2.5K/86400s. (24)

領域外との混合により混合比 q を下層で減少,上層

では増加させる強制力が働いている.これを,(14)の右

辺第３項で表し,以下で与える.ただし,高度4000m

以上では外挿せずに０とした.

q
t
＝

－1.0g kg ＋ 1.3456g kg /2980m z
86400s

,

if2980m z＞0m;
4.0×10 g kg s,

if4000m z＞2980m;
0, ifz＞4000m.

(25)

(19)と(20)で表される初期の風速場は地衡風として維

持される.そのため外的強制力として気圧傾度力を系に

加え,これを(9)の の項で表現する.

3.数値計算の方法

(1)－(25)が我々の気象システムの基礎方程式である.

粒子群と大気流体場の間には相互作用があるため,その

ふるまいを正確に再現するには両方の過程を同時に数値

計算する必要がある.雲微物理過程については超水滴法

（Shima et al.2009;Shima 2008）により数値計算を行

う.大気流体力学過程については準圧縮近似の下で音波

のモードと他のモードを分割して数値計算を行う.使用

したプログラムは,名古屋大学で坪木が中心となって開

発を続けている雲解像モデルCReSS(Tsuboki 2008)に

超水滴法のモジュールを追加実装したCReSS-SDMで

ある.表３に数値計算方法の概要をまとめたが,以下で

はこれを少し詳しく説明する.

表3：数値計算の方法の概略
Table3：Summary of the numerical simulation scheme

計算領域（２次元） 6400m（水平）×10500m（鉛直)

計算期間 ３日間

側面境界条件 周期境界条件

使用プログラム CReSS-SDM Ver.3.3.0 1.7.1

雲微物理過程の数値解法 超水滴法

超水滴法の時間ステップ
移流・重力落下過程：Δt ＝0.2s

水蒸気の凝結・蒸発過程：Δt ＝0.02s
衝突併合過程：Δt ＝1.0s

超水滴の下面境界/上面境界 10m/7000m

初期の超水滴の数濃度 24個/25×25×10m

超水滴の発生速度 Δt ＝300.0s毎に 1/18個/25×25×10m

大気流体力学過程の
数値解法

準圧縮近似,スタッガード格子,並進座標系,
音波以外の項：セミラグランジュ法,音波項：HE-VI

乱流モデル Smagorinsky-Lilly

空間分解能
水平：25m

鉛直：10m＜4000m,10～30m＜9000m,30m＜10500m

流体計算の時間ステップ 音波以外の項Δt＝0.2s,音波の項Δτ＝0.025s
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3.1 雲微物理過程の数値計算方法

3.1.1 超水滴法の概要

超水滴法はエアロゾル・雲粒・降水粒子の運動と状態

変化を,確率的な粒子法を使って統一的に計算する雲微

物理過程の数値計算手法である.従来の手法と違い,時

間発展を原理的な物理法則に基づいて高速に計算するこ

とができると期待される（Shima et al.2009;Shima
 

2008）.超水滴法を使ってRICO観測再現実験を行った

ところ,実際に観測された雲の微視的構造がある程度再

現されることなどが確認されており少しずつその有効性

が検証されつつある（Arabas and Shima 2013）.

3.1.2 超水滴の定義

原理的には全粒子の状態 t , t i＝1,2,...,N

t の時間発展を調べることで,エアロゾル・雲・雨の

ふるまいを正確に知る事ができる.しかし系に存在する

粒子の数 N t は膨大なのでそれを実行することは事実

上不可能である.そこで,実際の粒子群を粗視化した仮

想粒子として超水滴を導入する.

i 番目の超水滴は実粒子と同様に位置と属性 t ,

t を持つ.この超水滴は１つで複数の同一の実粒子

t , t を表現しているとみなし,その個数を多重度

ξ t で表す.系に存在する超水滴の総数を N t とする

と, ξ t , t , t i＝1,2,...,N t により超水滴

群の状態が定まる.この超水滴群により全粒子の状態

t , t i＝1,2,...,N t を近似できるように超水

滴の初期値と時間発展を与える.

この考え方は次のように言い換えられる.時刻 t,位

置 ,属性 における粒子の数密度関数を n ,,t と

すると,その定義から

n ,,t ＝╱
╲∑δ － t δ － t

╲
╱,(27)

が成立する.ただし, …>は期待値,δ は d 次元

のデルタ関数である.この時,多重度の重みをつけた超

水滴の位置と属性の分布が,期待値として実粒子の分布

を再現するように,超水滴の初期値と時間発展を与える

ということである.p ξ,,,t を任意のある超水滴が

時刻 t に位置 ,属性 ,多重度ξの状態である確率

密度関数とすると,この要請により p ξ,,,t と n

,,t の間に次式が成立する.

n ,,t ＝╱
╲∑ξ t δ － t δ － t

╲
╱

＝∑∑ p ξ,,,t ξδ － δ － d a d x (26)

＝N ∑ξp ξ,,,t .

3.1.3 超水滴の境界条件

領域の側面では粒子と同様に周期境界条件を課す.超

水滴の上面境界は系の上面境界より低く7000mにと

る.今回のケースでは層積雲ができるのは5000m以下

の高度であり,7000m以上の高さでの雲微物理過程は

層積雲のふるまいに影響を与えないため,計算コスト削

減のため上面境界を低くした.上面境界を超えた超水滴

は系から除去し,上面境界からの超水滴の流入も無いと

する.また,超水滴の下面境界は海面より少し高く,流

体計算格子の第１層目の高さにあわせて10mとする.

これは,流体の最下層の雲微物理過程のふるまいは系に

重要でないことと,プログラムの実装が容易になること

が理由である.下面境界を超えた超水滴は降雨とみなし

系から除去し,下面境界からの超水滴の流入も無いとす

る.

3.1.4 超水滴の初期化

(27)が成立つように超水滴群の初期状態を与えるのだ

が,位置と属性 , に加え多重度ξを指定するた

め,その決め方には任意性がある.初期多重度が全ての

超水滴で一定になる様な初期化も考えられるが,この場

合サンプリングエラーにより超水滴の数を増やした時の

数値計算の収束性が悪くなるケースがShima et al.

（2009）で報告されている.その後,超水滴の属性を対

数一様分布に従って抽出するとサンプリングエラーの問

題が大幅に改善されることが確認されたため,今回はこ

の方式を採用する.以下その詳細である.

超水滴が存在しうる領域の体積を V とする.前節で

示した通り今回これは系全体の体積より小さく設定され

ている.初期に N 個の超水滴をこの領域中に一様ラン

ダムに配置しよう.これにより が定まる.次に各超

水滴に含まれる硫酸アンモニウムの質量 M を定めよ

う.これは各超水滴の乾燥半径rをまず与えた後,

M＝ρ 4/3πrの関係式により与えよう.実粒子

の乾燥半径は初期には(6)で与えられる数密度関数に従

う.これを n logr＝dN/d logrと書こう.超水滴の

乾燥半径は初期に p logrの確率密度に従って独立にラ

ンダム抽出することにしよう.この時,多重度ξを

ξ＝
n logr

N /V p logr
(28)

と与えることで(27)が満たされる.実際

1
V

╱
╲∑ξδlogr－logr

╲
╱

＝ 1
V
∑ p logr

n logr
N /V p logr

δlogr－logrd logr (29)

＝n logr.

つまり,p logrの取り方に応じて(28)に従い多重度

を決めれば,(27)が満たされるということである.

Shima et al.（2009）では,p logr∝n logrと数密

度関数に比例する様に取ることで,多重度が全ての超水

滴で一定となる多重度一定方式を採用していた.
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ξ＝N
/V

N /V
, (30)

ただし,N は初期に存在する実粒子の数,V は領

域の大きさ.しかし,この方法だと n logrが小さく

なるrが抽出されにくいためサンプリングエラーが起

こりやすい.

今回はこの問題を抑制できる,対数一様分布方式を採

用する.これは,p logrを区間 logr ,logr の一

様分布で与え,これに従って多重度は

ξ＝
n logrlogr /r

N /V
, (31)

で与える方式である.これにより区間 logr ,logr

の超水滴がより確実に抽出されるようになる.これによ

りどの程度サンプリングエラーの問題が解消されるかと

いうことは改めてどこかで報告したい.

このようにして超水滴の乾燥半径rを求めた後,硫

酸アンモニウムの質量 M に変換する.その後,等価水

滴半径 R と速度 を実粒子と同様にして定める.

今回の計算では超水滴を初期に24個/25×25×10

m 与えた.また,乾燥半径はr ＝0.01μm,r ＝5.0

μmの間で対数一様ランダムに与えた.

3.1.5 超水滴の個別運動

超水滴も実粒子と同様に,(1)と(2)に従って移流・凝

結成長する.今回(1)はΔt ＝0.2sの時間ステップで陽

的オイラー法により解く.(2)はΔt ＝0.02sの時間ス

テップでニュートン法を使った陰的オイラー法により解

く.この時,各時間ステップ毎に超水滴群が大気流体場

から奪った水蒸気の収支(12)を計算し,(11)と(14)の

S の項を介して大気流体場に熱と水蒸気のフィード

バックを行う.今回凝結成長方程式自体は陰的に解いて

いるが,粒子の凝結成長に伴う大気流体場の時間変化は

陽的に解いているため,Δt の大きさは粒子の凝結成長

に伴う大気流体場の変化の時間スケールより小さく取る

必要がある.今回の実験ではケースによってエアロゾル

数密度が大きくなる状況があるが,その際には過飽和状

態がすぐに解消されるためこの時間スケールが短くな

る.そこで今回はΔt を実験ケースによらず小さい値で

固定した.

また,計算の際に各超水滴の位置における大気流体場

の状態を参照する必要がある.今回スタッガード格子を

使って大気流体場の計算を行うため,スカラー量に関し

てはその格子における値を,風速に関しては各点で線形

補間を行った値を使用する.

なお,(1)と(2)は各粒子に関する常微分方程式になっ

ている.適当な関数のベクトル を導入することで,

一般にこれらはまとめて

d /dt＝ (32)

と表記できる.化学反応や硫酸ガスの凝結は考慮しな

かったため,粒子に含まれる硫酸アンモニウムの質量

M は衝突併合の際を除き変化しない.これを明記する

と dM/dt＝0であるが,これも(32)に含められる.(32)

は他の粒子の影響は直接的には入っていない各粒子単独

のダイナミクスであることから,粒子の個別運動と呼ば

れる.

3.1.6 超水滴の衝突併合

実粒子群は(4)で定められる確率に従って衝突併合を

繰り返す.超水滴群も適切に設計された確率過程に従っ

て衝突併合するとし,期待値として実粒子群の衝突併合

過程を再現するようにする.そしてその確率過程の実現

値を独自のモンテカルロ法によって数値的に計算する.

数値計算の際は,流体計算で使う各格子内で超水滴の衝

突併合候補対を作り,実際に衝突併合するかしないかを

擬似乱数の値により判定する.この判定作業を時間ス

テップΔt 毎に行う.

詳しくは原論文Shima et al,（2009）に任せるとし

て,その特徴は主に次の３つである：1)衝突併合の前

後で超水滴数がほぼ保存するように設計されており,実

粒子群の重み付き標本とみなせる超水滴を十分な数確保

しやすい；2)候補対を減らす代わりに確率を大きくす

ることで,計算コストが O N と超水滴の数 N に比例

する；3)１つの衝突併合候補対が一度に複数回ぶつか

ることを許すことでΔt を大きく取っても計算結果に影

響が及びにくい.

なお,3)に関しては改良方法が提案されており

（Arabas et al.2013）,大きいΔt に対する数値計算の

ロバスト性が向上する可能性がある.

今回のシミュレーションではΔt ＝1.0sとした.

3.1.7 エアロゾルの生成

大気中で30nm程度の乾燥半径の硫酸アンモニウム

エロゾルが生成されるプロセスを表現するため,Δt ＝

300.0s毎に 1/18個/25×25×10m の割合で一様ラン

ダムに超水滴を系に生成する.新しい超水滴の属性と多

重度は初期化の際と同様に行う.この時使う数密度関数

は(7)にΔt を乗じた

N
t logr Δt ＝

1
2π
n Δt
logσ exp

－ logr－logr
2logσ

,(33)

である.また,r ＝0.01μm,r ＝0.1μmとした.

なお,今回超水滴の生成レートをこの値にしたのは,こ

の系では経験的にこれぐらいで超水滴数の収支がバラン

スするからである.

3.1.8 他の計算手法との違い

超水滴法と他の雲微物理過程の計算手法との違いにつ

いて整理しておく.時刻 t,位置 ,属性 における粒

子の数密度関数を n ,,t とすると,その時間発展方
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程式は一般に次の形の微積分方程式になる：

n ,,t
t

＋∇ n ＋∇ n

＝12 d a′n ′n ″K ′,″

－n d a′n ′K ,′＋ n
t

,

(34)

ただし, は粒子の速度で,左辺第２項は実空間におけ

る粒子の移流を表す；左辺第３項は属性空間方向の移流

を表す. は(32)で導入した粒子の属性 の個別運

動による時間発展を定める関数である；右辺の第１項と

第２項は衝突併合過程を表す.d は属性 の独立な成

分の数である.今回 は５成分のベクトルであるが,

を常に終端速度で評価することにしたため, は R の

関数となる.よって独立な属性の数は d＝2となる.ま

た, ″は ′と衝突併合の結果 になるような粒子を

表すとする.なお,この部分を導出するにはある種の無

相関を仮定する必要があるがこれは正しいとされている

（e.g.,Gillespie 1972）；右辺の第３項はエアロゾルの生

成による粒子のソース項である.

(34)はStochastic Calescence Equation(SCE)と呼ば

れる.これを高精度に解くことができれば粒子群の状

態,つまりエアロゾルや雲の状態が正確に予言できる.

しかし,より詳細な雲微物理過程を扱う場合には属性の

数 d が増えるため,SCE(34)の数値計算は難しくなる.

特に右辺の衝突併合に起因する d－重積分の項の計算コ

ストが高い.

バルク法では,SCE(34)を数密度 n ,,t の属性

に関する低次のモーメントについて閉じた形に簡約化し

て数値計算を行う.計算コストは低いが,現状ではこの

簡約化は半経験的で理論的な裏付けに乏しいため,予測

能力には限界がある.

ビン法は,属性 と空間 を格子に差分化してSCE

(34)を直接解く方法である.十分な格子数をとれば正確

な予測ができるが,属性の数 d が増えると急激に計算

コストが高くなってしまう.また,格子を切ることで移

流の際に数値拡散が起こりやすいという難点もある.

粒子法は,なんらかの意味で数密度 n ,,t の標本

集団になるような計算粒子を導入し,計算粒子の時間発

展を通してSCE(34)を解く手法であり,ラグランジュ

法とも呼ばれる.超水滴法もその一種である.近年様々

な粒子法に基づく雲微物理モデルが提案されている

（Andrejczuk et al.2008,2010;Riechelmann et al.

2012).その主要な違いは衝突併合過程の計算方法であ

る.Andrejczuk et al.（2010）では決定論的に粒子の衝

突併合を計算する.Riechelmann et al.（2012）ではあ

る種の平均場近似を使って決定論的に解く.超水滴法の

計算コストが計算粒子数に比例するのに対して,どちら

の手法も計算粒子数の２乗の計算コストがかかる.噴霧

燃焼への適用を意識して開発されたSchmidt and Rut-

land（2000）の手法は,確率的に衝突散乱する多体粒子

系の数値解法であるno-time-counter(NTC)法（Bird,

1994）を衝突併合過程に拡張して作られた.NTC法の

特徴である計算粒子数に比例する計算コストが実現され

ている.エアロゾルの凝集過程を意識して開発された

Weighted Flow Algorithm (DeVille et al.2011)も,

NTC法と同様の技法が適用されている様に見受けら

れ,おそらく計算粒子数に比例する計算コストが実現さ

れている.この通り色々な手法が提案されているが,ど

の手法がどの様な条件で効率が良いのか,詳細な性能比

較はまだなされていない.

3.2 大気流体力学過程の数値計算方法

(8)-(25)を準圧縮近似の下で音波項とそれ以外を分割

し数値計算する.音波項に関しては鉛直方向のみ陰解法

で解くHE-VI法を使い短い時間ステップΔτ＝0.025s

で解く.それ以外の項に関してはセミラグランジュ法を

使って長い時間ステップΔt＝0.2sで解く.格子系は水

平にはArakawaCタイプ,鉛直にはLorenzタイプの

スタッガード格子を用いる.水平方向の格子幅は25m

とした.鉛直方向の格子幅は,高度4000mまでは10

m,高度9000mより上は30m,高度4000mから9000

mの間は10mから30mの間で線形に格子幅を引き伸

ばした.数値拡散を減らすため,水平方向に －6.0

ms,－4.0ms で並進する座標系で計算を行った.

また,解像できない渦に関しては代表的なLESモデル

であるSmagorinsky-Lillyモデル（Smagorinsky 1963;

Lilly 1962）により乱流拡散を評価する.これらの計算

は雲解像モデルCReSSに実装されている機能を使って

行われた.詳しくはTsuboki（2008）を参照.

4.数値計算結果と積雲-層雲転移

4.1 数値実験の計画

本研究の目的は,エアロゾルの生成率や初期濃度の変

化が,エアロゾルと雲の相互作用を通してどのように洋

上の浅い層積雲のふるまいに影響を及ぼすのか調べるこ

とである.そのために２章で導入した理想的な気象シス

テムの数値実験を３章の方法に従って行う.今回はエア

ロゾル生成率と初期エアロゾル数密度をコントロールパ

ラメタとした比較実験を行う.エアロゾル生成率は

10 個cm s(Low）,10 個cm s(Mid）,10 個

cm s(Hi）の３パターンを調べた.初期エアロゾル

数密度は,RICOの観測に基づいた105個cm (Cln）

のきれいな場合と,10500個cm (Dty）の汚い場合の

２パターンを調べた.これらの組み合わせで計６ケース

の比較実験を行う.表４に各実験の計算条件の違いをま

とめた.
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4.2 数値実験の結果と考察

まずは,初期のエアロゾル数が少なく生成率も小さい

場合である〝Cln Low"実験における系の振る舞いを見

てみよう.RICO観測再現実験の設定に習って水滴の半

径 R＝40μmを雲粒と雨粒の境目とみなし,雲水混合

比 q と雨水混合比 q の時間発展を図１に示した.積雲

が形成され降水とともにすぐに消滅する状況が計算開始

後すぐに始まる.そしてそのまま３日間積雲の生成消滅

のサイクルが維持される.海面温度は違うもののこれは

実際にRICOで観測された状況とよく似た結果である

といえる.

それでは,初期のエアロゾル分布は変えずに,エアロ

ゾル生成率だけを大幅に増やした〝Cln Hi"実験の場

合にはどうなるであろうか,その結果を図２に示す.６

表4：各数値実験の設定.初期状態はエアロゾルが少ない場
合と多い場合の２パターンを,エアロゾル生成率は小中大の
３パターンを考え,計６パターンの数値実験を行う.
Table4：Case specification of our numerical experiments.
There are 2 choices for the initial aerosol distribution:
clean and dirty.There are 3 choices for the aerosol forma-
tion rate:low,middle,and high.In total we have 6 cases

 
for our numerical experiments.

実験名
初期エアロゾル分布の
数密度(合計)

エアロゾルの生成率

n cm s

Cln Low 105個cm (表１) 10

Cln Mid 105個cm (表１) 10

Cln Hi 105個cm (表１) 10

Dty Low 10500個cm (表２) 10

Dty Mid 10500個cm (表２) 10

Dty Hi 10500個cm (表２) 10
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図1：〝Cln Low"実験における計算開始６時間後から72時間後まで６時間おきの雲水混合比
q と雨水混合比 q の様子.最後まで低い降水性の積雲の生成消滅が維持されているのが見て
取れる.なお,赤い線は超水滴の上面境界を表す
Figure1：Snapshots of Cln Low experiment.Cloud water mixing ratio q and rain water

 
mixing ratio q are displayed in every 6 hours from 6 to 72 hours.We can see that the birth

 
and death process of low,precipitating cumuli is sustained throughout the period.The red

 
line represents the upper boundary of super-droplets.



時間後にはまだ積雲が支配的であるが,系の状態は次第

に遷移し,18時間後に層雲が形成されると,そのまま

層雲が維持され続けていることが見て取れる.つまり,

エアロゾル生成率が大きくなることで多量のエアロゾル

が系に供給されるようになると,系の定常状態が積雲か

ら層雲に転移した様に見える.

このことをもっと詳しく調べるため,雲量（Cloud
 

Cover,CC）の時間発展の様子を,全６ケースの数値実

験で比べよう.雲水混合比 q が QC ＝0.01gkg を

超えている点は雲の中であると定義し,高度 z におけ

る雲量 CC z を次式で定義する：

CC z ＝
高度 z において q ＞QC を満たす格子数

高度 z における格子の総数
×100％.(35)

雲量の時間発展を図３に示した.初期のエアロゾルが

少なく大気がきれいな場合はいずれの生成率においても

系は積雲が生成消滅を繰り返す状態からスタートする
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図2：〝Cln Hi"実験における計算開始６時間後から72時間後まで６時間おきの雲水混合比と雨水混合比の様子.初
めは〝Cln Low"の時と同様に積雲ができているが,18時間後に層雲が形成されると最後までそれが維持されてい
るのが見て取れる.
Figure2：Snapshots of Cln Hi experiment.Cloud water mixing ratio q and rain water mixing ratio q are

 
displayed in every 6 hours from 6 to 72 h.Initially cumuli cycle is sustained for a while,just like the Cln Low case.
However,once a stratus deck is created at 18 h,it never disappears until the end of the experiment.



（左列）.逆に,初期にエアロゾルが多く大気が汚れてい

る場合は,いずれの生成率においても系は層雲が維持さ

れる状態からスタートする（右列）.その後,どのケー

スもしばらくの間は系の状態が少しずつ変化していき,

数日程度の後に定常な状態に落ち着く.そしてこの定常

状態は,初期のエアロゾルの数密度にはよらず,エアロ

ゾルの生成率によって決まる様である.エアロゾル生成

率が10 個cm s(Low）や10 個cm s(Mid）と

小さい場合は積雲が維持される状態で落ち着く（下段と

中段）.しかし,生成率が10 個cm s(Hi）と大きく

なると,層雲が維持される状態に定常状態が移行する

（上段）.

全６ケースの数値実験におけるLWPとRWPの時間

発展を図４に示した.LWPは系に存在する液体の水の

総量を領域の底面積で割ったものであり,RWPは雨水

の総量を底面積で割ったものである.ここでもやはり,

エアロゾル生成率が大きくなることで,系の定常状態が

積雲から層雲に遷移することが確認できる.また,層雲

が維持される状況では,系により沢山の水が蓄えられる

ことも見て取れる.

今回図は割愛するが,エアロゾルの粒径分布も定常状

態に落ち着くことを確認している.エアロゾル生成率が
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図3：高度毎の雲量 CC の時間発展を各実験で比較.横軸は時間,縦軸は高度.系が最終的に
落ち着く定常状態は,初期のエアロゾルの数密度にはよらず,エアロゾルの生成率が大きくな
るに伴い積雲から層雲に転移することが見て取れる.
Figure3：Comparison of the time evolution of the cloud cover CC z defined on each height

 
between all the 6 experiments.The graph shows the height on the vertical axis and the time

 
on the horizontal axis.The system gradually evolves to reach its final steady state,which

 
is not affected by the initial number density of aerosols.A transition of the final steady state

 
from cumulus to stratus occurs when the aerosol formation rate is increased.



10 個cm s(Low）の時の定常状態におけるエアロ

ゾル数密度は約10個cm ,10 個cm s(Mid）の時

は約1000個cm ,10 個 cm s(Low）の時は約

10000個cm であった.RICOで実際に観測されたエ

アロゾル数密度は105個cm (表１）であったことか

ら,我々の系ではエアロゾル生成率が10 個cm s

(Low）と10 個cm s(Mid）の間の時に定常状態の

エアロゾル数密度がRICO観測と同程度になると推定

される.

この積雲-層雲転移のメカニズムは次のように解釈で

きる.エアロゾルは生成を通して常に大気中に供給され

ている.その一部は核となって雲を形成するが,その雲

からの降雨を通じたrainoutやwashoutによりエアロ

ゾルは大気中から除去される.一方,水蒸気に関しても

海面からの供給と降雨等による流出がある.さらに,エ

ネルギーに関しても海面から供給と放射冷却等による散

逸がある.このエアロゾル・水蒸気・エネルギーの流入

と流出は,雲を介して調整がなされる.そして,数日程

度の時間の後に収支がバランスする状態にたどり着く

と,これが系の最終的な定常状態となる.エアロゾル生

成率が小さいと,結果として系に蓄えられるエアロゾル

も少なくなり,雨になりやすく寿命の短い積雲が生成消

滅する状態が定常となる.エアロゾル生成率が大きい

と,結果として系に蓄えられるエアロゾルも多くなり,

雨になりにくく寿命の長い層雲が維持される状態が定常

となる.このシステムの場合,積雲になるか層雲になる

かが変わるエアロゾル生成率の境目は10 個cm s

(Mid）と10 個cm s(Hi）の間である.
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図4：各実験におけるLWP（赤線）とRWP（青線）の時系列図の比較.縦軸はwater path,
横軸は時間を表す.層雲の時のほうが系は多くの水を蓄えていることが分かる.
Figure4：Comparison of the time evolution of LWP(red)and RWP(blue)between all the 6

 
experiments.The graph shows the water path on the vertical axis and the time on the

 
horizontal axis.Stratus states store more liquid water in the system.



5.終わりに

洋上の浅い層積雲のふるまいにエアロゾルと雲の相互

作用が及ぼす影響を,エアロゾルが持続的に形成される

理想化されたた気象システムの詳細な数値実験により調

べた.今回のケースでは,系が数日かけて最終的に落ち

着く定常状態は,初期のエアロゾルの数密度にはよら

ず,エアロゾルの生成率が大きくなるに伴い積雲から層

雲に転移することが分かった.今回調べた気象システム

は,RICO観測再現実験用に提案されたものに対して,

エアロゾルのダイナミクスの追加,鉛直方向への初期プ

ロファイルの外挿,海面水温の変更などの改変を加えて

構成したものである.数値計算は,雲微物理過程につい

ては超水滴法を使って,大気流体力学過程については準

圧縮近系を音波項とそれ以外に分割して行った.使用し

たプログラムはCReSS-SDMである.数値実験では,

エアロゾル生成率と初期エアロゾル数密度の２つをコン

トロールパラメタとし,計６つのケースについて調べ

た.エアロゾル生成率は10 個cm s(Low）,10 個

cm s(Mid）,10 個cm s(Hi）の３パターンを調

べた.初期エアロゾル数密度は,RICOの観測に基づい

た105個cm (Cln）のきれいな場合と,10500個cm

(Dty）の汚い場合の２パターンを調べた.エアロゾル

の 生 成 率 が 10 個 cm s (Low）,10 個 cm s

(Mid）と小さい場合,系は最終的に積雲の生成消滅が

維持される状態に落ち着くが,エアロゾル生成率が

10 個cm s(Hi）と高い場合は層雲が維持される状

態で落ち着くことを見た.どのような定常状態に落ち着

くかは,今回のケースではエアロゾルの生成率によって

のみ決まり,初期のエアロゾル数密度にはよらないとい

うことも確認された.

数値計算の収束状況について今回は触れなかったが,

使用する超水滴の数や水平方向の領域の広さを倍にした

数値計算を行っても結果が大きくは変わらないことは確

認している.今回海面水温を元々の設定より5K高い

304.8Kに設定したが,これは系が終状態に落ち着くの

が早くなり計算コストが節約できるからである.現在

元々指定されている299.8Kでも実験を行っているが,

定常状態に落ち着く時間は６日間と倍程かかってしまい

そうではあるものの,今回とほぼ同様に層雲から積雲へ

の転移が見られそうである.やはり簡便のため今回は鉛

直２次元で数値計算を行ったが,現実性を追求する立場

からは３次元の実験も行いたい.３次元の方が層雲は形

成されにくいため,もしかすると今回見られた転移は３

次元では現れないかもしれない.それでも気象条件を変

えれば同様のことが起こることは期待できるだろう.

今回の我々のモデルでは,ある程度はエアロゾルと雲

の相互作用が表現されているが,まだ十分ではない.特

に,気相や液相での化学反応過程に関しては何らかの形

で確実に組み込む必要がある.また,格子スケール以下

の解像できない乱流が系に及ぼす影響は,大気流体場の

拡散に対してはSmagorinsky-Lillyモデルを通して表

現されている.しかし,解像できない乱流の影響はこれ

だけでは済まない.粒子の運動に対する乱流拡散の影響

や,乱流により粒子の衝突併合が促進される効果

（Ayala et al.2008）,乱流による格子内での水蒸気濃度

のゆらぎ（Lanotte et al.2009）についても考慮が必要

である.

今回調べた気象システムでは,エアロゾル生成率の増

加に伴い積雲から層雲への遷移が見られたものの,調べ

た限りにおいては終状態は初期エアロゾル数密度によら

ず１つであった.しかし,収支がバランスする終状態が

２つあって,どちらが選ばれるかは初期数密度によって

決まるということも気象条件によってはあり得るだろ

う.例えばOpen-cellとClosed-cellが同一の領域に共

存する現象が知られているが（e.g.,Wang and Fein-

gold 2009）,これはその様な双安定性の現れである可能

性がある.もし今回の気象システムでその様な双安定性

が起こるとするならば,エアロゾル生成率が10 個

cm s(Mid）と10 個cm s(Hi）の間の狭い区間

である.

今回,エアロゾルの初期分布によらず系が同一の定常

状態に落ち着いたのは,エアロゾル・エネルギー・水蒸

気の流入と流出がバランスする様に,雲を介して系の状

態が調整されたからである.これは,系の取りうる状態

に一定の制約があるということを意味し,気象現象のこ

の様な性質をうまく利用すれば,信頼性の高い簡略化雲

微物理モデルを構築することができるかもしれない.そ

の様な可能性を探るためにも,しばらくは原理的な物理

法則に立ち返った詳細なシミュレーションを行うことが

有用であろう.
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1.序論

雲とエアロゾル,およびそれらの相互作用を理解する

手段として,数値モデルを用いた研究は,現場観測や衛

星・地上リモートセンシングを用いた研究と共に活発に

行われている.数値実験は個々の物理過程を個別に切り

分けて扱えるため,観測や理論的な研究を補足する手段

として用いられてきた.エアロゾルの直接効果（エアロ

ゾル自身が太陽光を反射・吸収し地球の放射収支に与え

る影響）や間接効果（エアロゾルが雲凝結核として働く

ことで雲の特性を変化させる結果,生じる放射収支への

影響）の気候に与える影響はIPCCの第４次報告書でも

取り上げられている.エアロゾル,雲エアロゾル相互作

用を理解するにあたり,数値モデルが果たしてきた役割

は大きい.今や数値実験は雲とエアロゾルも含んだ大気

本稿では層積雲を対象とした数値実験の結果を用いて,衛星観測から提唱された二つのダイアグラ

ム（1：雲粒有効半径と光学的厚さの相関パターン；RE-COTパターン,2：Contoured Frequency
 

Optical Depth Diagram；CFODD）の時系列を作成し,先行研究で議論されている雲の成長過程を

検証した.結果からCFODDは雲の鉛直情報を含んでいるためRE-COTパターンより雲の成長過程

を効率的に抽出できることが示唆され,雲の鉛直情報を衛星観測から導出することの重要性を示唆し

た.これらは数値モデルの結果を基に衛星観測に提言を行うという,計算科学から雲・エアロゾル科

学への貢献の１例である.
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完全圧縮LESモデルの開発と層積雲の成長過程に関する
計算～雲・エアロゾル科学への計算科学からの貢献

Development of a fully compressible Large Eddy
 

Simulation Model,and simulations of stratocumulus life cycle～

Contribution from the computational science to science of
 

aerosol and cloud microphysics
 

Yousuke Sato ,Seiya Nishizawa,Hisashi Yashiro,
Yoshiaki Miyamoto,Tsuyoshi Yamaura,Hirofumi Tomita

This study conducted simulations of stratocumulus using a fully compressible Large Eddy Simulation(LES)

model.Using the three-dimensional LES,we investigated the temporal evolution of two types of diagram:(1)

the Contoured Frequency Optical Depth Diagram(CFODD),and(2)the correlation pattern between the cloud
 

droplet effective radius and the cloud optical thickness(RE-COT pattern).Our results suggest that part of the
 

cloud lifecycle(i.e.,the transition from the non-drizzle to drizzle stage)can be expressed well by the CFODD of
 

individual clouds.However,the cloud lifecycle on the RE-COT pattern was obscure.This advantage of
 

CFODD over the RE-COT pattern arises because the CFODD uses vertical information in the inner cloud,

whereas the effective radius of the RE-COT diagram represents properties near the cloud top.Our results
 

emphasize that future satellite observations should retrieve vertical information.This is an example of the
 

contribution of computational science to cloud and aerosol science,and indicates that numerical simulations can
 

be used to augment satellite observations.
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科学において観測,解析に並ぶ大きな柱の一つである.

近年の計算機能力の急速な発展によって,高解像度化と

個別プロセスの精緻化が可能になり,数値モデルを用い

た研究は一層進歩してきている.

数値モデルの高解像度化に関しては,多くの高解像度

実験が行われており,雲や極端現象を研究対象とした実

験も行われている.例えば,全球を１km以下の格子で

計算した研究（Miyamoto et al.2013）や関東領域を50

mメッシュで計算した研究（瀬古ほか2013）,解像度数

mのような超高解像実験により暖かい雲のエントレイ

ンメントに伴う冷却について調査した研究（Yamagu-

chi and Randall 2011）,層積雲の雲頂でのエントレイン

メント強度を直接数値計算（DNS）で調査した研究

（Mellado 2010,など）がある.特に層積雲の再現実験

では,数十m以下の格子間隔が用いられる.そこでは,

ラージエディーシミュレーション（Large Eddy Simu-

lation：LES）と呼ばれる手法を用いることが一般的で

あり,LESモデルを開発・改良する取り組みが世界中

で行われている（例えば,Yamaguchi et al(2011),

Matheou et al.(2011),Yokoi(2011）など）.今後は,

雲のみならずエアロゾルに関する研究にもLESの利用

が広がっていくと考えられる.素過程の精緻化に関して

も,従来は計算コストの制約から簡略化して表現されて

きたエアロゾルや雲の微物理過程をより直接的に取り扱

うように数値モデルの改良が進んできている.雲粒のサ

イズを陽に予報するビン法雲モデル（たとえばKhain
 

et al.1999;Kuba and Fujiyoshi 2006,など）や雲粒の

サイズのみならず,雲粒子に解けている溶質,雲粒子の

形状などの複数次元で雲粒の特性を予報する多次元ビン

モデル（Chen and Lamb 1994,など）,エアロゾルの粒

径を詳細に記述する３モーメントバルク法とビン法を組

み合わせたエアロゾルモデル（Kajino et al.2013,な

ど）が提唱されており,例を挙げれば枚挙にいとまがな

い.従来は計算機能力の制約からこのような精緻な微物

理モデルは主に理想化された場を対象とした実験設定で

のみ行われてきた.しかし,計算機能力の向上ととも

に,このような微物理モデルがより現実的な場の実験で

も用いられ始めている.例えばLynn et al.(2005）は

フロリダ半島を,Iguchi et al.(2008）は日本付近を対

象としてビン法を用いた数値実験を行っている.

従来,数値実験はそれ自身の妥当性を確かめるために

現場観測のデータやリモートセンシングの結果を用いて

きたが,近年では数値モデルの高解像度化や精緻化が進

んだことにより,数値モデルを用いてリモートセンシン

グのリトリーバルアルゴリズムを検証する取り組みや,

リモートセンシングで観測された結果を物理的に解釈す

る取り組みが始まっている.すなわち,数値実験と観測

は双方向にその妥当性を確かめ合うことが可能になって

きた.例えばNagao et al.(2013）は数値モデルの結果

を対象として,擬似的なリモートセンシングを行い雲の

鉛直不均一性によって生じる衛星観測の不確定性につい

て調査した.このように,近年では観測結果の妥当性評

価に数値モデルの結果を積極的に用いる動きが進みつつ

ある.しかしながら,数値モデル自体は,精緻化・高解

像度化に伴い,解法や精度の面で問題点が生じてきてい

る.これらは従来から指摘されてきた問題ではあるが,

近年ではそれらに加えて大規模データの取り扱い（可視

化,データ転送,解析）に要する時間の増加などの問題

も顕著になってきている.

本稿ではそのような問題を提起し,それらの解決を目

指して理化学研究所・計算科学研究機構（RIKEN,

Advanced Institute for Computational Science,以下

AICSと表記）で開発されているScalable Computing
 

for Advanced Library and Environment(SCALE)-LES

を紹介する.次に数値モデルを用いて衛星観測の解釈を

行った一例として,SCALE-LESの結果から衛星観測

で得られた事象を解釈した事例を紹介する.さらに雲と

エアロゾル・大気化学を含んだ研究に対して数値モデル

がどのように貢献できるかについて将来的な展望につい

て述べる.

2.高 解 像 度 化・精 緻 化 に 伴 う 問 題 と

SCALE-LESの開発

2.1 高解像モデルと既存の気象LESにおける問題点

現在用いられているLESモデルの多くは,水平方向

には数kmの領域で,また鉛直方向は境界層内の乱流

に焦点を当ててきた歴史から,非弾性方程式あるいは更

なる簡単化したブシネスク近似方程式が採用されている

ことが多い.これらの近似が大気境界層付近の現象に対

してよい近似であることは,過去多くの研究から示され

ている.しかしながら,ブジネスク近似方程式は背の高

い積乱雲などには適用できない.また,非弾性方程式

は,領域での平均的な鉛直プロファイルを仮定するた

め,広い領域には適していない.以上の理由により,今

後の拡張性の観点からは圧縮性方程式で設計された

LESが求められる.

圧縮性方程式系では音波が発生するため,陽に解こう

とすれば,CFL条件によって数値モデルのタイムス

テップ（ t）の大きさは音波に合わせて非常に小さく

取らなければならない.従来,大気モデルにおいては水

平方向グリッド幅よりも鉛直方向のグリッド幅が遥かに

小さかったため,鉛直方向には陰解法で解き,水平方向

には陽解法で解く手法（Horizontally Explicit-

Vertically Implicit；HE-VIスキーム）を使うことが多

かった.しかしながら,高解像化に伴って水平方向のグ

リッド幅と鉛直方向のグリッド幅が同程度になった場

合,陰解法を用いる利点は小さくなる.また陰解法を用
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いる場合,陰的な数値拡散が加えられるため,物理的に

意味のある波まで取り除いてしまう可能性がある.同様

の問題は差分化の手法によっても生じ得る.偶数次の差

分スキームを用いた場合,リップルと呼ばれるノイズが

生じ得る.このノイズを除去するために数値粘性を加え

る,または奇数次の差分スキームを用いられることがあ

る.しかし奇数次の差分スキームを用いた場合陰的な数

値粘性が加えられるため,物理的に意味のある小さな波

を取り除いてしまう可能性がある.これらの問題はたび

たび指摘されてきたが,スキーム・解法の違いによる結

果の影響評価は十分になされてはいない.また本稿の主

たる対象である雲微物理やエアロゾル微物理などについ

てもスキーム・解法の違いによる結果の影響は十分評価

されておらず,同じ降水現象を対象とした計算を行って

いるにもかかわらず,雲微物理モデル,またはエアロゾ

ルモデルが異なるだけで数値計算の結果は大きく変わっ

てしまうことが往々にしてある.これは数値実験の追試

性や再現性,さらには気象科学の信頼性という観点から

も大きな問題である.この問題を解決するためには,で

きる限り陰的な数値粘性など人工的な影響が少ない解法

を正しい計算結果と見なし,様々な解法の結果を相互に

比較することを通して,それぞれの解法の特徴を把握す

る必要がある.また素過程モデルに関しても同じ力学フ

レームに複数の雲微物理モデルやエアロゾルモデルを実

装し,素過程モデル間比較を通して各々の特徴を把握す

る必要がある.その上で,今後の計算機の開発動向など

をふまえて適切な数値解法や素過程モデルを選択してい

くことが重要である.また,高解像化に伴い様々な問題

が生じる.例えば,並列数の増加により演算ノード間の

通信コストが大きくなることがその一つである.この点

で超並列下で効率の悪いスペクトル法に対して,格子点

法に利点があると考えられる.

以上から,格子点法を採用し,かつできる限り陰的な

数値粘性などを排除して,水平方向にも鉛直方向にも陽

解 法 で 解 き（Horizontally Explicit-Vertically
 

Explicit；HE-VEスキーム）,さらに様々な素過程モデ

ルを実装可能な数値モデルを開発し様々な数値解法を比

較できるモデルが求められている.

通信コスト以外にも,グリッド数の増加や精緻な数値

モデル（多次元ビン法モデルなど）の使用による変数の

増加に伴い,モデルの入出力（I/O）の量が増加し,

I/Oに膨大な時間がかかることや,可視化に膨大な時間

を要することなども大きな問題である.これらは計算機

のハードウェアおよびソフトウェアの構造に依存する部

分が多く,計算機が専門ではない気象・気候科学の研究

者のみでは解決することが困難になり始めている（例え

ば佐藤ほか（2013）など）.

以上のような背景からAICSではそれらの問題解決

を目指し,大気科学,計算機科学双方の研究者が共同し

てSCALE-LESの開発を進めている.

2.2 SCAEL-LESモデルの開発

SCALE-LESはAICSで開発が行われている気象

LESモデルである（西澤ほか（2013）；http://scale.

aics.riken.jp/）.完全圧縮方程式系を完全陽解法（HE-

VE）で解くことがその最大の特徴である.将来的には

陰解法（HE-VIやHI-VI）も実装する予定である.予

報変数は密度（ρ）,運動量３成分（ρu,ρv,ρw）,密

度で重み付けした温位（ρθ）,トレーサー（ρq ）であ

る（q は比湿など）.格子は直交座標系で,運動量とス

カ ラー量 の 定 義 位 置 を ず ら し た staggard格 子

（Arakawa-C grid）を用いている.空間微分は音波に関

わる項には二次中央差分,それ以外には四次中央差分

を,時間積分は三段のRunge-Kutta法をそれぞれ用い

ている.またフラックス形式での記述により運動量や密

度等の保存を,フラックス修正法Zalesak(1979)によ

り微量成分の非負を保証している.

物理過程として,Smagorinsky-Lillyタイプのサブグ

リッド乱流モデル（Brown et al.,1994;Scotti et al.,

1993）,下面フラックスバルクモデル（Uno et al.,1995）

等を実装している.また雲微物理モデルには二種類の

1-momentバルクモデル（Kessler(1969）および,

Tomita(2008））,2-momentバルクモデル（Seiki and
 

Nakajima 2013）,1-momentビン法モデル（Suzuki et
 

al.2010a）が実装されている.SCALE-LESの詳細は

西澤ほか（2013）,Sato et al.(2014）,および,本稿の

Appendixを参照されたい.

3.SCALE-LESを用いた実験とその結果

本章では数値モデルを用いて衛星観測の解釈を行った

事例としてSato et al.(2014)の事例を紹介する.

3.1 Contoured Frequency Optical Depth
 

Diagram(CFODD)と光学的厚さ(COT,

τ)-有効半径(RE, )の相関パターン(RE-

COTパターン)

数値モデルで検証する対象としてRE-COTパターン

とCFODDを選定した.RE-COTパターンはNaka-

jima et al.(1991),Nakajima and Nakajima(1995)に

よって提案されたダイアグラムである.Nakajima et
 

al.(1991),Nakajima and Nakajima(1995)はそれぞれ

航空機リモートセンシング,極軌道衛星を用いた衛星リ

モートセンシングから式（1）と（2）で与えられる雲の

光学的厚さ（COT,τ）と雲粒有効半径（RE,r ）を

観測し,両者の相関を取った（RE-COTパターン,図

1a）.
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τ＝ Q πrf rdrdz (1)

r ＝
rf rdr

rf rdr
(2)

ここでrは雲粒の半径,Q は消散係数,f rは雲

粒数密度,z,z ,z は高度,雲底高度,雲頂高度

である.このRE-COTパターンが雲の微物理特性その

ものや,エアロゾルによって受ける影響を議論し,エア

ロゾルが少ない時はRE-COTパターンは負の相関（図

1a1）,エアロゾルが多い時は正の相関になることを示

した（図1a2）.Suzuki et al.(2010a)は,２次元のビン

法雲モデルを用いた複数の実験によりRE-COTパター

ンを再現し,雲の成長過程（ライフサイクル）が,RE-

COTパターンの軌跡として表現されている可能性を示

唆した.図1bはその概念図である.このダイアグラム

は広範囲を観測できる人工衛星から雲のライフサイクル

を雲物理に基づく知見から決定できるため,GCMのパ

ラメタリゼーションを改良する足がかりになると期待さ

れたが,平面的な観測を行うイメージャーからでは雲の

鉛直方向の情報を観測することができないという欠点が

あった.

そこでNakajima et al.(2010)はAqua-MODISから

得られる雲粒有効半径と,CloudSAT衛星に搭載され

たアクティブセンサー（Cloud Profiling Radar：CPR）

から得られるレーダー反射強度（Ze）,雲の光学的深さ

（Cloud Optical Depth；COD）の信号を３ヶ月分積算す

ることでCFODDと呼ばれるダイアグラムを提唱した

（図1c）.このCFODDは雲の鉛直方向の情報を含んだ

ダイアグラムである.Nakajima et al.(2010),Suzuki
 

et al.(2010b)によってこのCFODDに現れる結果の物

理的な解釈がなされ,彼らはCFODDのZe-COD平面

上の傾きが雲の凝結成長過程,衝突併合成長過程に対応

している可能性があることを示した（図1d）.

これら二つの図は共に雲の成長過程（ライフサイク

ル）をリモートセンシングから導出する試みである.広

範囲に観測ができる衛星観測によって雲の成長過程が導

出できる点からこれら二つのダイアグラムを解釈するこ

とで,GCMのパラメタリゼーションの改良などに役立

つ知見を得ること（例えばSuzuki et al.(2013））が期

待されている.しかしながら,CFODDは観測頻度の制

約から数ヶ月またはそれ以上の観測データを積算しなけ

れば得ることが出来ず,時系列を得ることは出来ない.

また,RE-COTパターンについては,これまで極軌道

衛星が用いられてきたため連続的にある地点を観測する

ことができず,CFODDと同様時系列を得ることが出来

ない.

本来,雲の成長過程を議論・検証するのであれば,そ

の時系列を直接調べることは必須である.また

佐藤 陽祐,西澤 誠也,八代 尚,宮本 佳明,山浦 剛,富田 浩文268

図1：(a）RE-COTパターン (Nakajima and Nakajima 1995)の例（（a1）エアロゾルが少ない事例,(a2）エアロゾルが多い事
例）と（b）Suzuki et al.(2010a)によって提唱されたRE-COTパターン上での雲のライフサイクルの概念図,および,(c）
CFODDの一例（Nakajima et al.,2010）と（d）Nakajima et al.(2010)によって提唱されたCFODD上で表現される雲のライ
フサイクルの模式図（すべて原著論文から一部抜粋して改変）.(ⒸAmerican Meteorological Society.許可を得て転載）
Figure1：(a)An example of the correlation pattern between effective radius(RE)and cloud optical thickness(COT)
(Nakajima and Nakajima 1995)((a1)RE-COT pattern with small amount of aerosol,(a2)that with large amount of aerosol),
(c)an example of the contoured frequency optical depth diagram(CFODD)(Nakajima et al.2010),and schematic illustrations

 
of cloud lifecycle on(b)RE-COT pattern(Suzuki et al.,2010a),and(d)CFODD(Nakajima et al.2010).Reproduced from each

 
reference.Ⓒ American Meteorological Society.Reprinted with permission.



CFODD,RE-COTパターン上で得られるとされる雲の

成長過程が本当に正しいか検証するためには,雲一つ一

つのCFODD,RE-COTパターンを考える必要がある.

地上観測を用いることでCFODDのようなダイアグラ

ムを作成することは可能であるが（例えばComstock
 

et al.,2007,など）,観測点が限定されることから

CFODDやRE-COTパターンを地上観測から導出した

事例はわずかである.次世代衛星ひまわり８号,９号に

よって高頻度・高解像度なイメージャー観測が可能にな

ることが見込まれるが,そのような観測は現状では不可

能である.そこで本稿では,数値モデルの結果を衛星観

測の結果に見立て,CFODDやRE-COTパターンの時

系列をモデルの結果から導出し,衛星から得られた

CFODDやRE-COTパターンの解釈を検証する.そし

てひまわり８号などの次世代衛星の観測アルゴリズムに

対してどのような物理量を導出すれば雲のライフサイク

ルを効率的に導出することができるかについて提言を行

うことを目的とした.

3.2 実験設定

本稿では2nd DYnamics and Chemistry Of Marine
 

Stratocumulus(DYCOMS-II RF02;Ackerman et al.,

2009)の事例計算を行った.この事例は世界の複数のモ

デルが参加したLESモデル間比較プロジェクトによっ

て行われた実験で,数値モデルのベンチマークテストと

してこれまでにも数多く採用されている（例えば

Bretherton et al.(2007),Yamaguchi and Feingold

(2012),Wang et al(2011)など）.

実験設定は水平一様な初期条件（式（3）,(4））を用

いた.境界条件は,側面は周期境界条件,上部境界では

高度1.2kmより上層で,計算初期値に緩和するような

レイリーダンピングを運動量３成分と水蒸気混合比に適

用し,緩和の時定数はモデルの上端で30秒とした.

q ＝
9.45g/kg z＜z
5－31－exp z－z /500 g/kg z z

(3)

θ＝
288.3K z＜z
295＋ z－z K z z

(4)

ここで z は雲頂高度で,初期時刻では z ＝795mで

ある.θ,q は液水温位,水蒸気混合比と液水混合比の

和である.初期の密度プロファイルはAckerman et al.

(2009)に従い,地表の密度（ρ＝1.21kgm ）から静力

学近似で積み上げた.またAckerman et al.(2009)では

背景風を与えているが,本研究ではセルの構造を明確に

するため,背景風は与えず無風の状態とし,雲水混合比

が値を持つ495m～795mの雲層全層で雲粒数密度は

55cm とした.また乱流を駆動するため,0.1Kのラ

ンダムな擾乱を初期の雲頂より下層の温位に与えた.計

算領域は28km×28km×1.75kmであり,解像度は

x＝ y＝35m, z＝5mとした.また1.2kmより上

層はストレッチグリッドを採用した.積分時間は６時間

でタイムステップ（ t）は力学で0.01秒,物理過程で

0.05秒とした.また雲物理過程はSeiki and Nakajima

(2013) の2-モーメントスキームを採用した.Acker-

man et al.(2009)に従い,放射による冷却（dT ＝dF

z /dz）は式（5）のように与えた.また大規模沈降流

（w ）による密度の減少率（D ）は式（6）のように与

え,ρw （＝－D z）を全予報変数にForcingとして

加えた.

F z ＝F exp－Q z,∞ ＋F exp－Q 0,z

＋a ρ c D H z－z 0.25z－z

＋z z－z (5)

Q z ,z ＝ κρq dz

 

D ＝－
ρw
z

D ＝3.75×10 s (6)

ここで F ＝70Wm ,F ＝22Wm ,ρ ＝1.12

kgm ,c は定積比熱,a ＝1Km である.地表

面からのフラックスは,運動量に関しては摩擦速度 u

（＝0.25ms ）を一定として－ρu u /U （ U は風速

の絶対値）で,潜熱,顕熱は一定値で16Wm ,93

Wm を与えた.またエアロゾルは直接予報すること

なく,Rogers and Yau(1989)に従い雲凝結核の数密度

（N ）を一定として式（7）で与えた.

N ＝N S . (7)

ここで S は水に対する過飽和度,N は一定値

で,最初の４時間は55cm （エアロゾルが多い事例）,

最後の２時間は25cm （エアロゾルが少ない事例）と

した.また k＝0.462とした.またCFODD作成のため

にはCPRに対応したレーダー反射強度（Ze）,CODを

算出する必要がある.レーダー反射強度の算出には

Joint-Simulator(Hashino et al.,2013)のコンポーネン

ト の う ち EArthcare SEnsor(EASE)simulator

(Okamoto et al.,2008)を用いた.また衛星から得られ

る可視光の放射輝度はRstar-6b(Nakajima and Tana-

ka,1988)を用いて計算した.また光学的深さ（COD,

τ z ）はSato et al.(2012b)のように,光学的厚さ

（COT,τ）と有効半径は清木（2010）で計算されてい

るように計算した.

3.3 結果

3.3.1 SCALE-LESの再現性

図２はSCALE-LESで計算された雲の分布である.

図2a,cは計算開始から3.75時間後（t＝3.75h）,2b,d

は計算開始から5.75時間後（t＝5.75h）の結果であ

り,それぞれエアロゾルが多い事例と,少ない事例での

計算結果に対応する.エアロゾルが多い事例では雲の被

覆率（Cloud cover）がほぼ1.0になり,クローズドセ

ルと呼ばれるセル構造が卓越している様子が見て取れ
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る.一方エアロゾルが少ない事例では,雲の被覆率が小

さくなり（平均で0.2程度）,オープンセルと呼ばれる

構造が卓越している.オープンセルが卓越している時の

セルの中心では降水が起こり,地表面まで雨が達してい

る（例えば,図2bの丸で囲まれた部分）.このような

オープンセル/クローズドセルの特徴とエアロゾルの数

密度の関係はこれまで多くの先行研究で示されてきた

雲・エアロゾル相互作用の特徴（例えばWang and
 

Feingold(2009)）を支持するものであり,SCALE-LES

が過去の先行研究で示された現象を再現できていること

を示している.SCALE-LESを用いて行われた他の事

例の計算（例えばDYCOMS-II RF01,Stevens et al.

(2005);RICO,van Zanten et al.(2011)）においても

SCALE-LESの計算結果は他のLESの結果と同様の傾

向を示しており（図は非表示）,どの実験結果も

SCALE-LESの妥当性を示している.

図３はt＝3.75hとt＝5.75hの結果を用いて作成さ

れたRE-COTパターンとCFODDである.REは,

Nakajima et al.(1991)に従い雲頂から光学的深さ

（τ z ）が光学的厚さ（τ）の30％程度の高さでのRE

を用いた.RE-COTパターンに着目すると,エアロゾ

ルが多い事例では光学的に厚い領域（τ～30）まで信号

が分布しているが,エアロゾルが少ない事例では光学的

に薄い領域（τ＜15）に信号が多くが分布している.こ

れらの傾向は,RE-COTパターンにエアロゾルが及ぼ

す影響を評価した先行研究（Suzuki et al.,2010a;Sato
 

et al.,2012a）と同様の傾向である.一方CFODDに関

しては,エアロゾルが多い事例では光学的に薄い領域か

ら厚い領域までレーダー反射強度は一定であるのに対し

て,エアロゾルの少ない事例では光学的に薄い領域から

厚い領域に向かってレーダー反射強度が増加している.

これらの傾向は,CFODDにエアロゾルが及ぼす影響を

評価した先行研究（Sato et al.,2012b）と同様の傾向で

ある.以上の結果から,SCALE-LESから得られた

RE-COTパターンとCFODDは先行研究の結果をよく

再現していることが示された.以下ではこの結果を詳細

に分析していく.

3.3.2 個々の雲のRE-COTパターンとCFODD

前説で示した結果から個々の雲の信号を抽出するため

に,以下の１～３の一連の手法を採用する.1：まず鉛

直積算雲水量（LWP）が250gm を超える領域を雲

と判定する.本来雲の縁などは,光学的厚さや雲水混合

比などを用いて総合的に判定するのが妥当であるが,本

研究ではLWPのみを用いた.将来的には雲の抽出方法

の高精度化を行っていく必要がある.2：計算領域全体

から雲と判定された領域（以下,雲領域と記述する）そ

れぞれを番号付けする.3：各雲領域の位置を２分前の

各雲領域と比較する.

３での比較によってある時刻の雲領域と２分前の雲領

域の座標が重複していた場合にその雲領域を２分前の時

刻と同じ雲と判定する.一方重複がない場合は,２分間

の間に発生した新たな雲と判定する.また重複した雲が

複数ある場合には重複する面積が最も大きい雲を同一の
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図2：計算開始から（a）3.75時間後,(b）5.75時間後の雲水混合比と雨水混合比の和のスナップショット,および（c）3.75
時間後,(d）5.75時間後のデータを用いて計算した660nmの放射輝度 Wm str μm .(ⒸRIKEN,AICS許可を得て掲載）
Figure2：(a,b)Snapshot of total water mixing ratio(q),and(c,d)radiance at 660 nm wavelength Wm str μm at(a,c)
t＝3.75 h and(b,d)t＝5.75 h after the starting time of simulation.(Ⓒ RIKEN,AICS)



雲と判別した.この手法をエアロゾルの多い事例（t＝3

h～4h）とエアロゾルの少ない事例（t＝5h～6h）に対

して行い,個々の雲を抽出した.また抽出した個々の雲

の信号からCFODDとRE-COTパターンを作成し,雲

が抽出されてから,減衰するまでの個々の雲のCFODD

とRE-COTパターンの時系列を作成した.

Suzuki et al.(2010a)によれば,RE-COTパターン上

の信号の軌跡が雲の成長過程に対応する（図1b）.一

方,Nakajima et al.(2010)によればCFODD上の信号

のピークの傾きが雲の成長過程に対応（図1d）し,負

の傾きが凝結成長過程,正の傾きが衝突成長過程に対応

する.本研究では,RE-COTパターン上で見られる雲

のライフサイクルの指標として,各雲から生成される

RE-COTパターンの重心（本研究では,RE-COTパ

ターンの1μm の等値線の重心の位置とした）の時間

変化を追跡した.またCFODD上で見られる雲のライ

フサイクルの指標として,有効半径によって図3b,dの

ように５カテゴリに分類されているCFODDのうち,

最も信号が多いカテゴリの雲頂（COD＝0）と雲底

（CODが最大値）の層で最頻値を取る点のZe-COD平

面上での傾きの時系列を追跡した.

図４は個々の雲から生成されたCFODD上の傾きの

時系列と個々の雲が抽出されてから２,10,30分後の

CFODDの平均,およびRE-COTパターン上の重心の

軌跡の平均である.CFODDの傾きの時系列を見ると負

の傾きから時間とともに徐々に正の傾きに移行していく

様子が再現されている.また図4b,c,dの平均的な

CFODDでも時間とともに負の傾きから正の傾きへ変化

していく様子が見て取れる.これはNakajima et al.

(2010)が提案する凝結成長過程（図1dの矢印①）から

衝突成長過程（図1dの矢印②）への遷移に対応してい

ると考えられる.

一方,RE-COTパターンでは,エアロゾルが少ない

（図4f）の場合は,はじめは左下から右上に向かって重

心の位置が移動し,その後左上に向かって移動してい

る.これはSuzuki et al.(2010a)が提案する成長過程の

うち,衝突成長過程（図1bの矢印②）と減衰過程（図

1bの矢印③）に対応する移動が見られていると考えら

れる.エアロゾルが多い場合（図4g）ではどの過程も

明瞭ではない.加えて,どちらの事例においても,左上

から右下に向かって移動する凝結成長過程（図1bの矢

印①）は見て取ることはできない.このように同じ雲の

信号から構成されているにもかかわらず,一方は凝結成

長過程→衝突成長過程への変遷が確認できるが,もう一

方は確認できないのは,それぞれのダイアグラムを構成

するのに利用される物理量に関連があると考えられる.

CFODDはイメージャーから観測される有効半径,光

学的厚さに加えて,アクティブセンサーから観測される

各層の光学的深さとレーダー反射強度という雲の鉛直情

報を利用しており,３次元的な情報を有したダイアグラ

図3：計算開始から3.75時間後の計算結果を用いて算出された（a）RE-COTパターンと（b）CFODD,および計算開始から
5.75時間後のデータを用いて計算した（c）RE-COTパターンと（d）CFODD.(a）,(c）のコンターは5,10,30,and 50μm
を表す.(b）,(d）のシェードの単位は％dBZ である（Sato et al.(2014)から一部抜粋して改変）
Figure3：(a,c)RE-COT pattern,and(b,d)CFODD obtained by accumulating the signals over the whole calculation domain

 
at(a,b)t＝3.75 h and(b,d)t＝5.75 h after the start of simulations.The contour lines of(a,c)are for 5,10,30,and 50μm .
The unit of shading in(b,d)is%dBZ
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ムである.一方RE-COTパターンは光学的厚さと有効

半径のみから構成されている.光学的厚さは鉛直積算物

理量である.また有効半径は雲頂から光学的深さが光学

的厚さの30％になる高さの有効半径を用いており,雲

のある高さの情報のみを見ている.裏を返せば,RE-

COTパターンは雲のある高さの情報のみを基に作成さ

れた図であり,２次元的な情報だけで作られているダイ

アグラムである.そのため,仮にSuzuki et al.(2010a)

が提案する雲のライフサイクルが正しいとして,ある高

さでドリズルモードに該当する成長過程が支配的になっ

ていなかったとしても,それより下層でドリズルモード

に該当する成長過程が支配的になっていることがありう

ることを示している.そのため,RE-COTパターンで

雲の成長過程を観測することが難しい場合でも,鉛直方

向の情報を有しているCFODDでは雲の成長過程を精

度よく抽出できるということが言える.今後この結果を

さらに詳細に解析することによって各々のダイアグラム

上で見られる成長過程と実際に起こっている成長過程と

の対応関係などを詳細に明らかにしていく必要がある

が,現時点では鉛直方向の情報を有しているCFODD

に優位性があると考えられる.

3.3.3 次世代衛星への提言

前説ではCFODDが鉛直方向の情報を有しているた

めに,RE-COTパターンに比べて優位性があることと

示した.これはCFODDやRE-COTパターンに限定さ

れる知見ではなく,鉛直方向の情報を得ることが雲の成

長過程を精度よく導出するのに必要であることを示して

いる.本稿では,CFODDやRE-COTパターンを対象

としたが,これらのダイアグラムを導出した目的は,雲

の成長過程を衛星リモートセンシングから導出し,その

知見を用いて数値モデルの雲微物理過程の不確定性を衛

星リモートセンシングから制約付けることである.本稿

の結果は,雲の鉛直方向の情報をより効率的に,かつ高
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図4：(a）個々の雲で形成されたCFODDの５カテゴリのうち最も信号が多いカテゴリでの雲頂と雲底で頻度が最頻値となる点
でのレーター反射強度とCODを使って求めたZe-COD平面の傾きと,個々の雲が抽出アルゴリズムによってとらえられてから
（b）２分後,(c）10分後,および（d）30分後において個々の雲のシグナルから形成されたCFODDの平均,および（e）RE-
COTパターン上における重心の軌跡を全ての雲で平均した時系列.(a）の（―■―）,(―●―）はそれぞれエアロゾルが少な
い場合とエアロゾルが多い場合を表す.(e）の矢印は時間とともに各軌跡が移動する方向を示し,図1aの矢印の一部分に相当
する.また（f）,(g）は（e）をエアロゾルが多い場合の軌跡（―□―）,エアロゾルが少ない場合の軌跡（―○―）にそれぞれ
に拡大したものであり,（白抜き四角）は雲が抽出されてから２～10分,(五角形）は雲が抽出されてから11～20分,(白抜き
丸）は雲が抽出されてから21～30min,(白三角）は雲が抽出されてから31～40分,(黒三角）は雲が抽出されてから41～48分
後の重心の位置の平均である（すべてSato et al.(2014)から一部抜粋して改変）.
Figure4：(a)Time evolution of the slope of the peak position of Ze on the CFODD created by the signals of individual clouds

 
in the closed-cell(red line)and open-cell(blue line)cases and the CFODD of individual clouds averaged for all individual

 
clouds in the closed-cell case at(b)t＝2 min,(c)t＝10 min,and(d)t＝30 min after each individual cloud was detected.(e)
Trajectory of the center point of each cloud on the RE-COT pattern,averaged for all individual clouds of the open-cell(solid

 
line with open square)and closed-cell(dotted line with open circle)cases,and the same figure but expanded to(f)the

 
open-cell case and(g)closed-cell case at t＝2-10 min(open square),t＝11-20 min(pentagon),t＝21-30 min(circle),t＝31-40

 
min(closed triangle),and t＝41-48 min(closed triangle).Error bars in(a),(e),(f),and(g)indicate the upper and lower

 
quartiles.The arrow in(b)and(c),(d)indicate the arrow corresponding to non-drizzling and drizzling stages in Figure 1d,
respectively.Arrows in(e)show the direction of movement of the trajectory on the RE-COT pattern that is shown in arrows

 
A,B,and C in Figure 1b.The unit of shading in(b),(c),and(d)is%dBZ .



精度・高頻度で衛星リモートセンシングから導出してい

くことの重要性を示しており,アクティブセンサーの優

位性を示している.アクティブセンサーは雲の鉛直情報

を得るには非常に強力な手段ではあるが,現状では観測

頻度が十分ではない.雲レーダーを搭載した衛星は既に

運用を開始しているCloudSATと,2016年打ち上げ予

定のEarthCARE衛星のみである.共に極軌道衛星で

あり,定点観測を行わないため時系列を導出することは

難しい.そのため,上記のような高頻度で観測を行うの

は近い将来でも実現することは困難である.そこで,本

研究で行った数値モデルの解析結果から提言できること

は,ひまわり８号などの「高頻度観測を行うイメー

ジャーから雲の鉛直方向の情報を抽出することが重要で

あり,そのようなアルゴリズムの開発をするべきであ

る」ということである.

このような鉛直方向の情報をイメージャーから導出す

る取り組みは既に行われている.例えばNakajima et
 

al.(2010)は,Aqua-MODISセンサーの異なる波長帯か

ら導出される有効半径の差が,雲の鉛直方向の情報を有

している可能性を示唆している.次世代衛星では利用で

きる波長帯が増加するため,衛星の異なる波長帯から得

られる情報全てを総合して,イメージャーから雲の鉛直

方向の情報を導出していくアルゴリズムの開発が今後は

重要である.そのようなアルゴリズム開発を行う際に,

アルゴリズムを検証する手段として数値モデルの結果を

用いることで,計算科学からも多いに貢献ができると考

えられる.また数値モデルで得られた知見と衛星観測の

知見を組み合わせることで,イメージャーのみから得ら

れる情報のみで,鉛直情報を含んだより精緻な雲成長ダ

イヤグラムを提案することも可能になるであろう.

なお,上記でエアロゾルが多い事例ではRE-COTパ

ターンから雲のライフサイクルを導出できなかった.こ

の原因の一つは,雲を抽出するアルゴリズムが精度よく

雲を抽出できないことに起因する.本研究ではLWPが

250gm を超えるという条件のみで雲を判定したが,

エアロゾルが多い事例でライフサイクルを導出できな

かったことは,LWPのみによる判別手法では不十分で

あることを示している.そのため,イメージャーのみか

ら雲のライフサイクルを導出するにあたっては個々の雲

を高精度に抽出する手法を開発することが鉛直方向の情

報を導出することと共に重要である.

上記のような提案は数値モデルから,衛星観測への提

言という新しい取り組みである.計算機能力の向上とと

もに,このような取り組みは今後増えていくと思われ

る.

4.今後の発展と解決すべき課題

4.1 衛星解析と数値モデルの連携

３章で示した雲のライフサイクルに関する検証は将来

的に次世代衛星（ひまわり８号,９号）をはじめとした

衛星リモートセンシングから雲のライフサイクルを導出

し,衛星リモートセンシングから数値モデルなどの雲微

物理モデルを制約付け,改良していくことを念頭に置い

た取り組みである.雲のライフサイクルを衛星から抽出

できれば,例えば雲水から雨水への変換（Auto-

conversion）の時定数を全球規模で観測することも可能

になるであろう.このような手法を通して既存の数値気

象モデルや数値気候モデルに用いられているパラメタリ

ゼーションの改良,ひいては気候予測における不確定性

の軽減につながっていく.さらに,このような手法は従

来現場観測に検証を頼ってきた衛星解析アルゴリズムを

開発する研究者に新たな検証ツールを提供することがで

きる.すなわち,高解像度で精緻な数値モデルを用いる

ことで,既存の数値気象モデル,数値気候モデルのみな

らず衛星解析アルゴリズムの改良につなげる可能性が秘

められている.このように高解像モデルを用いて気候予

測,気象予測,観測など様々な不確定を軽減する取り組

みは,本稿のタイトルにある「計算科学からの貢献」の

一端である.

しかしながら,高解像度で精緻な数値モデルにも改良

する余地は多分にある.例えば,３章で行った実験では

エアロゾルは直接予報しておらず,一定値で与えられて

いる.このような実験設定は,大気中に十分な雲凝結核

が存在するという仮定の基に成り立っている.近年の数

値的研究ではエアロゾルの水平不均一性によって雲の構

造（オープンセルやクローズドセルなど）が変化すると

言う報告もある（例えばWang et al,2010,など）.こ

れらの水平不均一性を数値モデル表現するには,エアロ

ゾルの発生や消滅,エアロゾルから雲への活性化,エア

ロゾル自身の移流拡散などまで考慮して,エアロゾルの

空間分布を直接に予報していくなど更なる精緻化が必要

である.

エアロゾルから雲への活性化を正確に表現するために

は,精緻な雲モデルだけでは不十分で,精緻なエアロゾ

ルモデルも必要になる.従来は計算資源の制約や,数値

モデルを開発する研究者の興味の比重から,エアロゾル

モデルのみ,または雲モデルのみ精緻化されることが多

かった.計算機能力が向上すれば,これらを全て精緻に

取り扱っていくことが可能になる.

今後は雲・エアロゾルそれぞれに興味を持つ研究者双

方が互いに連携を取り合い,雲とエアロゾルを統一的に

扱う数値モデルが開発されること,またそれらの数値モ

デルを用いて雲とエアロゾル相互作用などの更なる理解

が進んでいくことが大いに期待される.
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雲・エアロゾルを統一的に扱うことを考える際,エア

ロゾル,雲の全てをこれまでの枠組み通り予報した場

合,予報変数が莫大になる.計算機能力の向上とともに

莫大な予報変数を伴う計算も徐々に可能になっていくと

考えられるが,少ない予報変数で同じ精度の計算ができ

れば,更なる精緻化が可能になるため,これまでの枠組

みを単に拡張するのみでなく,新たな枠組みの創出も必

要である.新たな枠組みとして超水滴法Shima et al.

(2009)と呼ばれる数値モデルが注目を集めつつある.こ

の超水滴法は,雲・エアロゾルを統一的に扱うのみでな

く,統計的な手法で計算を行うことにより,従来のビン

法雲モデルなどに比べて高速,かつ精密に雲粒の成長過

程をシミュレーションできる全く新しい手法である.従

来の手法の拡張のみにとどまらず,このような革新的な

手法を用いた取り組みも今後重要になるであろう.詳細

は本誌の「エアロゾル生成率の増加が引き起こす積雲

―層雲転移に関する予備的数値実験」を参照されたい.

また,10年前では理想化実験でのみ用いられたビン

法雲モデルが近年では,現実的な場を仮定した領域モデ

ルで利用されて始めていることを考えると,今後10年

でビン法や超水滴法を用いた全球規模計算も可能になる

と見込まれる.このように既存の数値モデルはさらに広

領域計算に適応され,これまでよりも不確定性を軽減し

た気候予測が可能になる.これらの取り組みを通して,

計算科学が今後雲・エアロゾルの本質的理解のために貢

献する機会は今後ますます増えていくであろう.

4.2 気象・気候数値モデルの今後の課題

上記のように,精緻な数値モデルを用いた高解像度な

実験が今後さらに一般的になると,問題となる点が後処

理と前処理に必要な手間と時間の増大である.例えば本

稿の３章で行った数値実験をさらに高解像（ x＝ y＝

z＝5m）で行った場合の計算と,その後処理,前処理

に要した時間の一例を表１に記す.実際の計算時間は１

日程度であるのに対して,計算結果のスーパーコン

ピュータからの移動,可視化,解析に計算の５倍以上の

時間を要している.また解析は300GBという巨大なメ

モリを使用しなければならない.並列計算機で計算する

数値モデルが開発されても,大規模・超並列を想定して

並列化された解析・描画ツールを用いていないために,

計算に要する時間・メモリに比べて前処理・後処理に要

する時間とメモリが長く,また大きくなってしまうこと

が原因である.このような問題は大規模計算を行う以上

無視できない問題である.精緻な数値モデルを使うこと

で,モデルの出力データが増加すればこの問題はさらに

顕著になるであろう.同様の問題は数値モデルのみなら

ず,高解像度化が進む衛星データでも生じ始めている.

このような可視化や,データの解析など,データの取り

扱い方法について業界全体で取り組んでいく必要性があ

るのではないかと考える.

5.まとめ

本稿では,AICSで現在開発中のSCALE-LESを紹

介し,それを用いた数値実験と,その結果を用いて衛星

観測から得られたダイアグラム（CFODDやRE-COT

パターン）の検証を行った.このような取り組みは,衛

星観測を用いて数値モデル自身の検証を行ってきた従来

の取り組みとは逆の方向で,数値モデルを用いて衛星観

測の検証・解釈を行ったという取り組みである点が新し

いと言える.このような数値モデルを用いて衛星観測を

検証し,将来的な利用法を提案する取り組みを可能にし

た要因は,数値モデルの高解像度化と精緻化であり,計

算機能力の向上とともに,今後このような取り組みはさ

らに活発になっていくと考えられる.

精緻化に伴ってこれまで以上に雲とエアロゾルを統一

的に扱う数値モデルが求められる.その点から,雲,エ

アロゾル双方の研究者が密に連携して数値モデルの精緻

化に取り組んでいく必要がある.また高解像度化に伴っ

て,実際の計算時間と比べて,解析・可視化に要する時

間が増えていくことが考えられる.このような問題は大

規模計算がより一般的になる今後さらに顕著になると考

えられることから,可視化やIOを専門とする計算機科

学分野との連携を図りながら数値モデルの開発を進めて

いかなければならない.
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本論文の結果（の一部）は,理化学研究所のスーパー

コンピュータ「京」を利用して得られたものです.

SCALE-LESは理化学研究所計算科学研究機構の

Team-SCALEにて開発されています.本稿に掲載した

図の描画は,Vapor（http://www.vapor.ucar.edu/）

（図２）を利用して行いました.本研究で用いたEASE

表1：SCALE-LESを用いた計算と結果の解析に要した時間（単位は秒）
Table1：The time(sec)required for each process

初期値の作成 実際の計算 解析サーバーへの移動 解析 可視化（描画)

15.0 8.64×10 2.59×10 1.73×10 2.16×10

実際の計算は「京」を用いて，解析および可視化は汎用クラスタにて行った
10GB回線を用いて「京」から解析サーバーへ「scp」コマンドにて行った
約300GBのメモリを使用した解析である
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シミュレータ,およびRstar-6bが包含されたJoint-

simulatorはJapan Aerospace Exploration Agench

(JAXA) EarthCAREミッションとJoint-simulator

チームによって開発されています.

AppendixA SCALE-LESの詳細

SCALE-LESは完全圧縮方程式系を完全陽解法（HE-

VE）で解く.予報変数は密度（ρ）,運動量３成分

（ρu,ρv,ρw）,密度で重み付けした温位（ρθ）,ト

レーサー（ρq ）である（q は比湿など）.格子は直交

座標系で,運動量とスカラー量の定義位置をずらした

staggard格子（Arakawa-C grid,図５）を用いてい

る.空間微分は音波に関わる項には二次中央差分,それ

以外には四次中央差分を,時間積分は三段のRunge-

Kutta法をそれぞれ用いている.以下に方程式系,各物

理過程の詳細を記述する.

A.1 方程式系

SCALE-LESの支配方程式系は質量保存式・運動量

保存式・熱力学方程式・水物質の保存式で構成される.

それぞれの方程式の力学過程のみを書き下すと以下のよ

うになる.

ρ
t
＝－∇ ρu, (8)

ρu
t
＝－∇ ρu u－∇p－ρg ez, (9)

ρθ
t
＝－∇ ρθu, (10)

ρq
t
＝－∇ ρq u, (11)

ρq
t
＝－∇ ρq u, (12)

ρq
t
＝－∇ ρq u. (13)

ここで太字はベクトルを表し,ezは鉛直方向の単位

ベクトルを表す.q ,q ,q は水蒸気混合比,液水混合

比,氷水混合比である.力学過程では,運動方程式（9）

のみ気圧傾度力項（右辺第二項）・重力項（右辺第三項）

が存在する以外,全て移流項のみを取扱う.ここで気圧

p は

p＝p
ρθR
p

c
c －R , (14)

で与えられ,各定数は

c ≡q c ＋q c ＋q c ＋q c , (15)

R ≡q R ＋q R . (16)

である.ここで c ,c ,c ,c ,R ,R はそれぞれ乾燥

大気の定圧比熱,水蒸気の定圧比熱,水の比熱,氷の比

熱,乾燥大気の気体定数,水蒸気の気体定数である.

次に物理過程は,

ρ
t
＝－

ρq w
z
－
ρq w
z
, (17)

ρu
t
＝－

ρq uw
z
－
ρq uw
z

＋DIFFu, (18)

ρθ
t
＝
1
c
p
p

R
c
Q －

ρq c Tw
z

－
ρq c Tw
z

＋DIFFθ. (19)

ρq
t
＝S ＋DIFFq , (20)

ρq
t
＝－

ρq w
z
＋S ＋DIFFq , (21)

ρq
t
＝－

ρq w
z
＋S ＋DIFFq , (22)

と表される.水蒸気保存式（20）以外に現れる
ρq w
z
,

ρq w
z
はそれぞれ水物質の落下による質量や運動量な

どの輸送を表す.また,質量保存式（17）以外に現れる

DIFF－ は拡散項である.Q は物理過程による非断

熱加熱の項,S ,S ,S は物理過程による水蒸気,液

水,氷水のソース項である.

A.2 SGSモデル

SCALE-LESでは,サブグリッド乱流の影響を解く

ために,Smagorinsky-LillyタイプのモデルにBrown
 

et al.(1994)の安定度の影響を加えたSGSモデルを用い

ている.

運動量保存式,及び,熱力学方程式・トレーサー方程

式それぞれにおいて,SGS乱流の影響は
ρτ
x
, ρτ

x
と

して与えられる.ここで,添字 i,j（＝1,2,3）はEin-

steinの規約に従う.τとτ は次のようにパラメタライ

ズされる.

τ＝－2ν S －
1
3S δ ＋

2
3TKE δ, (23)
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図5：SCALE-LESで採用されている格子系と各予報変数が
定義されている位置の概念図
Figure5：Schematic illustration of grid system used in

 
SCALE-LES.



τ＝－ν
φ
x
, (24)

ここで,δ はKroneckerのデルタ,φはθや q など

任意のスカラー量を表す.S はひずみ速度テンソルで以

下で与えられる.

S ＝
1
2
u
x
＋ u
x
. (25)

また,TKE はSGS乱流の運動エネルギーで

TKE ＝
1
2τ＝

ν
C λ

, (26)

として与えられる.ここで,λ は混合長さを示し,

C はSGS定数でありMoeng and Wyngaard(1988)

に従って0.1とした.ν とν はそれぞれ,SGS渦粘

性係数と熱力学変数・トレーサーの拡散係数であり,

ν ＝ 1
P
ν という関係を持つ.ここで P は乱流Pran-

dtl数である.

Smagorinsky-Lillyモデルは,Smagorinsky(1963)

のモデルにLilly(1962)によって安定度の影響が加えら

れたものである.さらにBrown et al.(1994)は,渦粘

性係数・拡散係数さらにPrandtl数が安定度に依存する

形を導入した.本研究で用いるサブグリッドモデルは基

本的にBrown et al.(1994)を基づき定式化している.

係数は安定度に依存しており,局所勾配Richardson数

（Ri）

Ri＝
N
S
, (27)

の関数として表される.不安定条件下では（Ri＜0）,

ν ＝ C λ S 1－c Ri , (28)

Pr＝Pr
1－c Ri
1－b Ri

, (29)

と与えられる.ここで C （＝0.13）はSmagorinsky

定数,Pr（＝0.7）は中立状態のPrandtl数である.

Brown et al.(1994)に従って,定数 c ,b はそれぞれ

16,40とした.Ri が臨界Richardson数（Ri ＝0.25,

i.e.0 Ri＜Ri ）より低くなる弱い安定条件下では,

ν ＝ C λ S 1－ Ri
Ri

, (30)

Pr＝Pr 1－ 1－Pr Ri
Ri

, (31)

で与えられる.さらに安定条件下では（Ri Ri ）,

ν ＝0, (32)

Pr＝1. (33)

である.

混合長さλ はλ＝f ar と定義され,f arは以

下のように格子アスペクト比 arの関数とする（Scotti
 

et al.,1993）

f ar＝1.736ar

4P b ar ＋0.222P b ar

＋0.077P b ar

－3b ＋4P b ＋0.222P b

＋0.077P b －3b

. (34)

ここで b ＝arctan1/ar,b ＝arctanar＝

π/2－b で,

P l ＝2.5P l －1.5cosl sinl , (35)

P l ＝0.98l＋0.073l －0.418l ＋0.120l ,(36)

P l ＝0.976l＋0.188l ＋1.169l ＋0.755l

－0.151l , (37)

である.例えば,f 2＝1.036,f 5＝1.231,f 10

＝1.469,f 20＝1.790となる. はフィルター幅であ

り,ここでは（ x y z) に比例する形にする.

SCALE-LESでは２グリッドノイズを弱めるために数

値フィルターを導入しているが,これは物理的な２グ

リッド変動も弱めてしまう.つまりフィルター幅 は,

単純に１グリッドの格子幅ではなく,２グリッドスケー

ルと定義した方が良いことが示唆される.そのため本研

究では を

＝2 x y z . (38)

とする.

A.3 雲微物理スキーム

SCALE-LESには４種類の雲微物理スキームが実装

されている.Kessler型の1-モーメントバルク法（Kes-

sler,1969）,Lynn型 の 1-モーメ ン ト バ ル ク 法

（Tomita,2008）,2-モーメントバルク法（Seiki and
 

Nakajima,2013）,および1-モーメントビン法（Suzu-

ki et al.,2010a）である.Tomita(2008)の1-モーメン

トバルク法と2-モーメントバルク法は粒径分布を仮定

して計算を行う.一方1-モーメントビン法は粒径分布

を陽に計算する.以下にそれぞれの概略を述べる.

A.3.1 1-モーメントバルク法（Kessler,1969）

Kessler型のスキームでは水蒸気混合比（q ）,雲水

混合比（q ）,および雨水混合比（q ）を予報変数とし

て予報する（氷雲は予報しない）.考慮している微物理

過程は,飽和調節,蒸発,雲水から雨水への変換,雨水

の衝突,重力落下である.それぞれの予報変数の時間変

化を表す式は下記で与えられる.

q
t
＝dQ －dQ －dQ (39)

q
t
＝dQ ＋dQ －dQ －F (40)

q
t
＝dQ －dQ (41)

ここで dQ ,dQ ,dQ ,and dQ は飽和

調節,雲水から雨水への変換,雨水の衝突,蒸発による

変化をそれぞれ表し,下記のように与えられる.

dQ ＝
q ×10 q ＞10
0 else

(42)

dQ ＝2.2×q ×q (43)
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dQ ＝
f
q －q
ρq

ρ×q

5.4×10＋
2.55×10
pq

q ＞q

0 else

(44)

q は飽和混合比,f はベンチレーションファクタ

（f ＝1.6＋124.9ρq ）である.また dQ の単

位は kgkg s である.dQ は

dQ ＝q －q . (45)

また F は重力落下による変化項である.雲水の

終端落下速度（V ）と雨水の終端落下速度は（V ）

で与えられる.

V ＝0 (46)

V ＝36.34ρq m/s (47)

A.3.2 1-モーメントバルク法（Tomita,2008）

Tomita(2008)の1-モーメントバルク法は,水蒸気混

合比（q ）,雲水混合比（q ）,雨水混合比（q ）,氷混

合比（q ）,雪混合比（q ）,霰混合比（q ）を予報す

る.考慮している雲微物理過程は,雲粒活性化（飽和調

節）,凝結,蒸発,衝突併合,凍結,融解,分裂,落下

である.雲水に関しては落下と粒径分布は仮定せず,そ

れ以外の凝結物の粒径分布（f ）はマーシャルパルマー

分布を仮定して以下のように与えられる.

f D ＝N exp －λ D ξ∈r,s,g . (48)

ここでDは凝結物の直径,N は定数である.また

粒子の質量と終端落下速度は診断的に以下の式から与え

られる.

m ＝α D ξ∈c,r,s,g (49)

V ＝c D (50)

ここで,α ,b ,c ,d などは定数であ

る.これらの定数と,それぞれの微物理過程の計算方

法,数値解法などに関してはTomita(2008)に詳細に記

述されているため,そちらを参照されたい.

A.3.3 2-モーメントバルク法（Seiki and Naka-

jima,2013）

2-モーメントバルク法は,水蒸気混合比（q ）,雲水

混合比（q ）,雨水混合比（q ）,氷混合比（q ）,雪混

合比（q ）,霰混合比（q ）に加えて,各凝結物の数密

度（N ,N ,N ,N ,N ）を予報する.考慮している

物理過程は,エアロゾルからの雲粒活性化,凝結,蒸

発,衝突併合,凍結,融解,分裂,落下である.それぞ

れの凝結物はガンマ分布

f m ＝α m exp－λ m (51)

α ＝
μN

Γ
ν＋1
μ

λ
ν＋1
μ

(52)

λ＝
Γ
ν＋1
μ

Γ
ν＋2
μ

m ξ∈c,r,s,g (53)

を仮定して計算される.ここでm は雲粒の質量,m ≡

ρq /N である.また氷粒子の形状は,雲粒の最大次元

（D ）,および雲粒の表面積（A ）と質量の間に下

記の式を満たすように診断的に与えられる.

D ＝a m (54)

A ＝A m (55)

ここで,A ,B ,a ,b は定数である.こ

れらの詳細な値,各雲微物理仮定の計算式,数値解法な

どについてはSeiki and Nakajima(2013)および,清木

（2010）に詳細に記述されているため,そちらを参照さ

れたい.

A.3.4 1-モーメントビン法（Suzuki et al.

2010）

1-モーメントビン法では７種類（雲水,氷晶３種（板

状,柱状,樹枝状）,雪片,霰,雹）の粒径分布を陽に

予報する.予報する粒径分布は2μm～3mm を網羅し,

幅広い粒径の範囲を網羅するために,質量の対数座標

（log m ）を用いて粒径を表現している.考慮している

雲物理過程はエアロゾルからの活性化,凝結,蒸発,衝

突併合,凍結,融解,落下である.以下にその詳細を記

述する.

雲粒の活性化は２種類の方法で計算可能である.一つ

は活性化する雲粒数（N ）を診断的に与える手法で,

以下のように与えられる.

N ＝N S (56)

ここで,S は水に対する過飽和度,N ,k は経験

的な定数である.この手法で計算された雲粒数を新たに

発生する雲粒として最小ビンに加える.もう一方の手法

はKohler理論（Kohler,1936）に従うもので,ある過

飽和度に対して活性化する臨界半径（r ）を計算し,

臨界半径以上のエアロゾルが雲として発生する手法であ

る.この際エアロゾルのサイズに応じて発生する雲粒の

サイズも変化する.臨界半径は,

r ＝
4
27
A
B

1
S

,A ＝
2σ
R ρT

,

B ＝i
M
M

ρ
ρ
.

（57）

で与えられる.ここでσ,R ,ρ,T,i ,M ,M ,

ρ は水の表面張力,水蒸気の気体定数,水の密度,

温度,van’t Hoff定数（＝2）,水の分子量,エアロゾ

ルの分子量,エアロゾルの密度をそれぞれ表す.

凝結,蒸発,昇華過程は雲粒の質量の時間変化式（例

えばRogers and Yau,1989）を解くことで計算され

る.
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dm
dt
＝C m G T S

G T ＝
G T ξ：liquid
G T ξ：ice

G T ＝
4π

R T
e T D

＋ L
KT

L
R T

－1

G T ＝
4π

R T
e T D

＋ L
KT

L
R T

－1

S ＝
S ξ：liquid
S ξ：ice

(58)

ここで C m はキャパシタンスと呼ばれ,雲粒の

形状に依存する.S は氷に対する過飽和度,L は蒸発

と凝結に伴う潜熱,L は昇華に伴う潜熱,D は水蒸気

の拡散係数,K は空気の熱伝導率,e ,e は水と氷の飽

和水蒸気圧である.S が負の場合は蒸発,正の場合は

凝結を表す.

衝突併合はStochastic-Collision-equation（たとえば

Rogers and Yau,1989）：

f m
t
＝ f m′f m－m′K m′,m－m′dm′

－f m f m″K m,m″dm″ (59)

K m,m′＝πrm －rm′ V m

－V m′E m,m′E m,m′ (60)

を解くことで計算される.ここでm は雲粒の質量,f

m は雲粒数密度（粒径分布）,V m は雲粒の終端落

下速度,E ,E は衝突係数と捕捉係数である.K

m,m′は衝突カーネルと呼ばれる.上記の式は異な

る粒子種間の衝突併合（Rimingなど）にも適用されて

いる.異なる粒子種間で衝突が起こった際に生成される

粒子種は表２で与えられる.

凍結過程は,Bigg(1953)に従い,凍結による液水数

密度の減少を以下の式で与える.

t 
f m ＝－

f m
τ

(61)

τ＝expb T －T
a m

ここで,a ＝10 s ,b ＝0.66°C は経験的な定数

である.また T は273.15K である.式（61）で与え

られる数密度が凍結量として雹または板状の氷晶に変換

される.凍結する際,凍結する前の雲粒のサイズが

200μm より大きい（小さい）場合は雹（板状の氷晶）

が生成する.凍結した粒子のサイズは凍結前の水滴のサ

イズと等価として計算する.

融解過程は,273.15K 以上になった場合,全ての氷

物質が融解するという仮定で計算される.この仮定は改

良する余地がある.

詳しい数値解法に関しては,Suzuki et al.(2010a)ま

たは,鈴木（2006）を参照されたい.

A.4 地表面過程と地表面フラックス

SCALE-LESでは,下部境界条件について以下３つ

のいずれかを選択することが可能である

（1）フラックスは固定,(2）表面温度は固定,(3）

表面温度は変動.

A.4.1 モニン-オブコフの相似則

モニン-オブコフの相似則により,地表面の運動量・

熱・混合比フラックスの関係式は次のように表される.

k z
u

u
z
＝φ z

L
, (62)

k z
θ

θ
z
＝φ z

L
, (63)

k z
q

q
z
＝φ z

L
, (64)

ここで,k はカルマン定数である.L はオブコフ長

であり,

L＝
θu
k θ

, (65)

は重力加速度を表す.摩擦速度 u ,摩擦温位θ,

摩擦混合比 q は運動量・顕熱・混合比の鉛直渦フラッ

クスにより,

u ＝－u′w′, (66)

u θ＝－w′θ′, (67)

u q ＝－w′q′, (68)

と定義される.運動量粗度長 z と高度 z の間の積分に

より,式（62）（63）は,

表2：衝突によって生成される粒子種の一覧（Largeは大粒
子の粒子種,Smallは小粒子の粒子種を表す）.W,I,S,G,
Hは雲水,氷晶,雪片,霰,雹を表す.G/Hは気温が
270.15Kより低い時は霰が,270.15Kより高い時は雹が生
成されることを示す.
Table2：Category generated by the collision between

 
large hydrometeors and small hydrometeors.The W,I,S,
G,H means water drop(droplet),ice(plate,columnar,
dendrite),snow,graupel,and hail,respectively.The G/H

 
means that graupel(hail)is generated when the tempera-
ture is smaller(larger)than 270.15K

 
Small

 
Large  W  I  S  G  H

 
W  W  G/H  G/H  G/H  G/H

 
I  I  S  S  I  I

 
S  S  S  S  S  S

 
G  G  G  G  G  G/H

 
H  H  G/H  G/H  G/H  H
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u z ＝
u
k
lnz/z －Φ z/L ＋Φ z /L , (69)

θ＝R
θ
k
lnz/z －Φ z/L ＋Φ z /L ,(70)

ここで R は運動量と熱輸送の渦拡散係数の比（乱流

プラントル数）である.また, θ＝θ－θであり,

Φ z ＝
1－φ z′
z′

dz′, (71)

Φ z ＝
R －φ z′
R z′

dz′, (72)

となる.

A.4.2 Louis(1979)モデル

Louis(1979)は鉛直渦フラックスの簡略化モデルを構

築した.彼のモデルにおいて,オブコフ長 L は,

L＝
θu
θ
lnz/z －Φ z/L ＋Φ z /L
lnz/z －Φ z/L ＋Φ z/L

, (73)

となる.バルクリチャードソン数 Ri は,

Ri ＝
z θ
θu

, (74)

である.運動量・温位フラックスは次のように記述され

る.

u ＝a u F
z
z
,Ri , (75)

u θ＝
a
R
u θF

z
z
,Ri , (76)

ここで,R ＝0.74とする（Businger et al.1971）.

a は次のように表され,

a ＝
k

lnz/z
, (77)

中立状態における抵抗係数を示す.不安定な大気状態

（Ri ＜0）において,F （i＝m,h）は自由対流の限界

（u →0）で1/u（即ち Ri ）として振る舞い,中立状

態（Ri →0）で1になることを考慮し,

F ＝1－
b Ri

1＋c Ri
, (78)

とする.一方,安定状態（Ri ＞0）では,

F ＝
1

1＋b′Ri
, (79)

とする.ここで,b ＝2b′＝9.4である.さらに,

c ＝d a b
z
z
, (80)

ここで,d ＝7.4,d ＝5.3とする.

A.4.3 Uno et al.(1995)モデル

Uno et al.(1995)は,Louis(1979)モデルにおいて運

動量粗度長 z と熱粗度長 z が異なることを考慮する拡

張を施した.z と z における温位の違い θは次のよ

うに表される.

θ＝R
θ
k
lnz /z －Φ z /L ＋Φ z /L ＋ θ,

＝R
θ
k  
lnz /z ＋ θ,

＝ θ R lnz /z
Ψ

＋1,
(81)

ここで, θ＝θ－θ ＝ θであり,

Ψ＝
φ
z′
dz′, (82)

さらにφ は z ＜z＜z における R で推定される.

従って,

θ＝ θ R lnz /z
Ψ

＋1 , (83)

となり,これは

Ri ＝Ri
R lnz /z
Ψ

＋1 . (84)

と等しい.式（75）（76）より,

θ＝R
θ
k

ln z
z

F
F
, (85)

となるが,一方で式（63）（82）より,

θ＝
θ
k
Ψ, (86)

となる.ゆえに,

Ψ＝R ln z
z

F
F
, (87)

となる.Ψ は Ri の従属変数なので,式（84）を用い

て Ri から直接 Ri を計算することはできず,反復法

によって Ri を解く必要がある.Ri を Ri の第一推

定値とし,ニュートン・ラプソン法により次の値を求め

る.

R̂i ＝Ri －
Ri R lnz /z
lnz /z ＋Ψ̂

, (88)

ここで,Ψ̂ は Ri の代わりに Ri を用いて推定さ

れたΨ である.F ,F ,およびΨ を R̂i を用いて再

計算し,そして式（83）（75）（76）を用いて θ,u ,

u θ をそれぞれ計算する.

A.4.4 粗度長

Miller et al.(1992)は,チャーノックの関係による滑

らかな表面の運動量粗度長とSmith(1988,1989)の定常

な熱・混合比粗度長を合わせた数値計算に基づき,熱帯

海洋上の運動量・熱・混合比粗度長を次のように求め

た.

z ＝0.11u/ν＋0.018u /, (89)

z ＝0.40u/ν＋1.4×10 , (90)

z ＝0.62u/ν＋1.3×10 , (91)

ここで,ν は大気の動粘性係数（～1.5×10 ）であ

り,z ,z ,z はそれぞれ運動量・熱・混合比の粗度長

である.この式において,摩擦速度 u は次のように推

定される.
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u ＝ C u, (92)

ここで,C は定常バルク輸送係数であり,SCALE-

LESでは1.0×10 を採用している.

陸面における運動量・熱・混合比粗度長はユーザが指

定し,与えている.運動量粗度長は必ず指定する必要が

ある.一方,陸面において一般に ln z /z ＝2という関

係があり（Garratt and Francey 1978）,ユーザが z の

みを指定した場合はこの関係から z および z を決定す

る.

A.4.5 バルク輸送モデルにおける運動量・温位・混合

比フラックス

式（74）より,Ri ,即ち Ri の第一推定値は次の

ように与えられる.

Ri ＝
z θ －θ
Θ̄u

, (93)

ここで,添え字 a 0,sfc はそれぞれ,大気最下層,

地表面における値であり,θ＝θ ,Θ̄＝ θ ＋θ /2

という仮定を置いている.Ψ̂ は Ri を用いて式（87）

（78）（79）から計算される.最終的な Ri は式（88）

から得られ,Ri から最終的なΨ が得られる.従っ

て,運動量・熱・水蒸気に関するバルク輸送係数 C ,

C ,C が次のように決定される.

C ＝
k

lnz /z
F Ri , (94)

C ＝
k

R lnz /z
F Ri

R lnz /z
Ψ

＋1 ,(95)

C ＝
k

R lnz /z
F Ri

R lnz /z
Ψ

＋1 .(96)

ゆえに,地表面における運動量・温位・混合比フラッ

クスは,以下の通りに与えられる.

ρ u′w′＝－C uρ u, (97)

ρ v′w′＝－C uρ v, (98)

ρ w′w′＝－C uρ w, (99)

ρ θ′w′＝－C uρ θ －θ , (100)

ρ q′w′＝－C uρ q －q , (101)

ここで,q は地表面における飽和混合比である.

A.4.6 熱エネルギー収支

次に地表面における熱エネルギー収支を考える.地表

面が薄い層であることを仮定すると,地表面における熱

エネルギー収支は次のように記述される.

C
T
t
＝F ＋F －F －F ＋F , (102)

ここで,C は表面熱容量である.F ,F ,F ,

F ,F はそれぞれ,正味短波放射フラックス,正味長

波放射フラックス,潜熱フラックス,顕熱フラックス,

地中熱フラックスを表す.各フラックスは次式で表され

る.

F ＝ 1－α SW, (103)

F ＝F －εσT , (104)

F ＝L ρ C uβ q T －q , (105)

F ＝c ρ C u T － p
p

R
c
T , (106)

F ＝－
2λ
z
T －T , (107)

ここで,α ,ε ,σ,β ,λ はそれぞれ,短波アル

ベド,長波射出率,ステファン・ボルツマン定数,蒸発

効率,地層熱伝導率を,T ,T ,T はそれぞれ地表

気温,大気第１層の気温,地中気温を表す.SW,F

はそれぞれ,入力短波放射フラックス,下向き長波放射

フラックスを示す.

c ,L ,R はそれぞれ,定圧比熱,潜熱,乾燥大気の

気体定数を表す.添え字 G は地中第一層における値を

示す.

表面層厚を無限小と仮定すると,式（102）の左辺は

無視でき,

0＝F ＋F －F －F ＋F , (108)

とおける.ニュートン・ラプソン法を用いると,時刻 n

＋1における T を,時刻 n における T の関数とし

て表すことができ,

T ＝T － Re T
dRe T /dT

, (109)

とおける.ここで,Re は T に関する残差関数であ

り,式（108）より,

Re T ＝ 1－α SW＋F －εσT

－L ρ C uβq T －q

－c ρ C u T － p
p

R
c
T

－
2λ
z
T －T , (110)

となる.また dRe T /dT は,

dRe T
dT

＝－4εσT －
2λ
z

－L ρ
dC T
dT

uβ q T －q

－L ρ uβ
dq T
dT

－c ρ
dC T
dT

u T － p
p

T

－c ρ C u, (111)

となる.バルク輸送係数の微分値は数値的に計算する.

Tomita(2009)は,幾つかの現実的な条件下で残差関

数 Re がニュートン・ラプソン法の収束条件を満たさな

いことを示した.これに由来する計算不安定を回避する

ため,式（109）に減衰ファクターγを導入する.

T ＝T －γ Re T
dRe T /dT

, (112)

γ の値の範囲は－1 γ 1であり,γ が１の時,式
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（109）と同値である.γ は次のように決定される：

(A)dRe T /dT ＞0のとき,γ＝－1,ただしγ

＝1,

(B)条件（A）でない場合, Re T ＞ Re T の

とき,γ＝A γ ,

(C)条件（B）でない場合,γ ＝B γ,ただしγ

1.

Tomita(2009)は計算が安定かつ十分に速く行われる

ようにするため, A ,B ＝ 0.5,1.1としている.

A.4.7 水収支

陸面における水収支を考慮する際,SCALE-LESは

バケツモデル（Manabe,1969）を採用している.即

ち,

W
t
＝P－E, (113)

である.ここで,W ,P,E,はそれぞれ,土壌水分

量,降水率,実蒸発率である.実蒸発率は,地表面から

上向きの混合比フラックスと蒸発効率β との積に等し

い.β は W が十分に存在する場合は１となるが,

W が臨界値 W 未満の場合は W の関数であると仮

定し,次のように表される.

β ＝ W
W
, (114)

W＝0.75W (115)

ここで,W は土壌が含みうる水分の最大値であ

る.W が W を越えた場合,その量は流出量 R

となり,W ＝W となる.
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1.はじめに

砂漠やステップといった乾燥・半乾燥地域は,鉱物性

ダストの発生源である.地表面から飛散した鉱物性ダス

トが大気上空に巻き上げられると,広域にダストが輸送

されることになる.東アジアでは,中国およびモンゴル

に広がるゴビ砂漠を中心とした地域がダストの主な発生

源となり,黄砂現象として環境障害が発生する.世界の

乾燥・半乾燥地域では同様のダスト輸送現象が見られ,

例えば北アフリカのサハラ砂漠起源のダストは,大西洋

上やヨーロッパに輸送され,大気環境に影響を及ぼす.

図１は,2010年３月21日に生じた黄砂イベント時に

京都市内で見られた大気の状態と翌日の晴天時の状況を

示す.晴天時に比べると黄砂時の視界がかなり低下して

いることが分かる.東アジアではダスト発生イベントは

春季に頻発し（Littmann 1991;Parungo et al.1994;

Kurosaki and Mikami 2003）,日本においても,西日本

を中心に春季にはこのような黄砂現象がしばしば発生

し,視界の低下やダストの降下といった悪影響を及ぼ

す.

東アジア内陸部の乾燥地から日本にまでダストが長距

離輸送されるのは,主として低気圧活動による.図１に

対応した2010年３月21日９時の天気状況を図２に示

す.北海道北部に中心を持つ低気圧が発達していること

が分かる.発達した低気圧に伴い,日本全国で強風が発

生して黄砂が観測されたのである.

黄砂現象を引き起こす低気圧活動は,東アジアでは春

季に特に活発である（Chen et al.1991;Qian et al.

2002）.ゴビ砂漠やその周辺地域は,ダストの発生源で

あると同時に低気圧が発生する場所でもある.春季に東

アジア内陸部で発生した低気圧は,大陸から海上に移動

して日本を通過するときにしばしば急発達し,爆弾低気

圧として日本の広域に暴風をもたらすことがある.
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乾燥地域における静穏な気象状況のもとで発達する大気境界層と積雲および積雲に伴うダスト輸送

について,非静力学モデルを用いたモデル化と数値シミュレーションによる解析結果について述べ

る.砂漠やステップといった乾燥・半乾燥地域での境界層は,顕著な日変化を示し,かつその厚さは

時には地上高４kmにまで達する.このような特異な条件の下で,乾燥地であっても積雲は発生し,

鉛直運動が活発となり,突発的に生じる強風により地上のダストが巻き上げられ,境界層内で混合さ

れ,強い上昇流によって自由対流圏へと輸送される.また,積雲とダスト輸送を数値モデルで表現す

るためには,100mの桁の空間解像度が必要であると言える.

積雲とダスト

Cumulus clouds and dust aerosols
 

Tetsuya Takemi
 

This paper describes the modeling and numerical simulations of cumulus clouds and dust transport with a
 

nonhydrostatic cloud model.The numerical simulations are performed for the diurnal variation of boundary
 

layer and cumulus convection under fair-weather conditions over arid regions.The boundary layer over arid
 

and semiarid regions indicates a significant diurnal variability and the significant vertical development above the
 

4-km height.Under such unique conditions,cumulus clouds develop even over arid regions,producing strong
 

vertical motion and thus gusty winds at the surface,which leads to the emission of surface dust,mixing of dust
 

in the boundary layer,and the transport into the free troposphere.The numerical experiments that examine the
 

sensitivity to grid resolution are also performed.From these sensitivity experiments,it is shown that the
 

horizontal grid resolution on the order of 100 m is required to adequately represent cumulus convection and dust
 

transport in meteorological models.



春季に頻発するダスト現象と低気圧活動との関係を調

べた研究（Takemi and Seino 2005a）によると,ゴビ

砂漠や中国東北部で発生するダスト現象は低気圧の南西

象限で発生する頻度が高く,これらダスト現象は低気圧

に伴う前線により励起されることが分かっている.前線

活動に伴って,砂漠のような乾燥地であっても積乱雲が

発達し,スコールラインのような組織化した積乱雲群

（メソ対流系）が形成されることもある.Takemi and
 

Seino(2005b)は,気象衛星「ひまわり」および地上気

象観測のデータを用いて,低気圧による積乱雲の発達と

ダストストームとの関係について調べ,激しいダストイ

ベントになるほど深い対流が存在していることを示し

た.

スコールラインをはじめメソ対流系では,湿潤な気候

であれば強い降水が生じるが,乾燥地の場合には生じた

降水は地上に到達する前に雲底下で蒸発してしまう

（Takemi 1999a）.結果として気化熱の吸収によって空

気は強く冷やされ,地上に冷気のプールが形成される.

この冷気プールは,その先端部にガストフロントと呼ば

れる局地前線を形成して突風をもたらし,地表面のダス

トを巻き上げることになる.激しいダストストームはこ

のようなメカニズムで発生するのである.Mitsuta et
 

al.(1995)およびTakemi(1999b)は,1993年５月５日

にゴビ砂漠で発生した激甚なダストストームの発生原因

を現地の気象観測データから調べ,低気圧の暖域内に発

生したスコールラインによって生じたことを示した.さ

らにTakemi and Satomura(2000)は,水蒸気量の少な

い乾燥地でなぜスコールラインが発生したのかという点

を数値モデルによって調べ,砂漠にしばしば見られる深

い境界層と大気の不安定性という条件が必要であること

を示し,砂漠であっても積乱雲は発達しうることを明ら

かにした.Wakimoto(1985),Gamo(1996),Takemi
 

and Satomura(2000)で示された通り,乾燥地・半乾燥

地においては境界層の厚みが地上から４kmの高度にま

で及ぶことがあり,このような特異な条件が砂漠での積

乱雲の発達を促進している.

砂漠で発達した積乱雲によって,冷気プールの形成に

より地上で強風が生じ,地表面のダストが舞い上がり,

積乱雲内の強い上昇気流によってダストは境界層から自

由対流圏へと鉛直上方に輸送されることになる.このよ

うなメカニズムによって積乱雲活動は,ダストを地表面

から自由対流圏上部にまで効率よく輸送する役割を果た

していると考えられる.しかしながら,ダスト輸送とい

う観点からは,全球規模でダストが乾燥地からどのよう

に輸送されるのか,そしてその気候へのインパクトはど

の程度なのか,といった点が主眼となり,積雲によるダ

ストの鉛直輸送は陽に取り扱われてこなかった.数値モ

デルによるダスト輸送のシミュレーションでは,モデル

図1：2010年３月21日に発生した黄砂イベント時における京都市内で見られた大気の状況.(a）2010年３月21日８時頃,(b）
2010年３月22日10時頃の状況.
Figure1：Atmospheric condition in Kyoto City during the Kosa event on 21 March 2010.The picture at around(a)8 JST
(Japan Standard Time)21 March 2010 and(b)at 10 JST 22 March.

図2：2010年３月21日９時の天気図（気象庁ホームページ
より引用）.
Figure2：Weather map at 9 JST 21 March 2010(obtained

 
from the web site of Japan Meteorological Agency).
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が全球モデルの場合でも領域モデルの場合でも,ダスト

の積雲による鉛直輸送はパラメタライズされて表現され

るのみであった.

もちろん,物質輸送に及ぼす積雲の役割が認識されて

いなかったわけではない.Stull(1985)は,物質輸送の

診断に資するという視点から,晴天時の境界層と積雲と

の関係性について論じた.Ching and Alkezweeny

(1986)は,境界層中に浮遊する大気汚染物質を積雲が取

り込んで上向きに輸送していることを示した.

さらに,ときには４kmにもおよぶ高さに達する砂漠

の大気境界層は,日射による強い地表面加熱により混合

層として発達するため,日変化は顕著である.その日変

化に応じて,安定度や水蒸気量の条件によっては雲の形

成を伴う対流活動も見られることになる.中国乾燥・半

乾燥地のダストと気候影響に関する研究プロジェクト

ADEC（Asian Dust Experiment on Climate Impact,

2000年～2004年）（Mikami et al.2006）において実施

されたゴビ砂漠南部での気象・ダストの観測によると

（Yasui et al.2005,2006）,大気境界層とダスト濃度の日

変化の様子が明瞭に捉えられた.このように,日変化す

る境界層や積雲活動によってダスト濃度も日変化するの

である.

このような日変化する大気変動によるダスト放出の重

要性は,全球モデルによるダスト輸送過程の研究でも指

摘されている（Cakmur et al.2004;Miller et al.2004;

Luo et al.2004）.個々の積雲よりも小さい微細規模で

は,ダストデビルのような渦状擾乱によるダスト輸送も

無視できないくらいの量に達すると指摘されている

（Renno et al.2004;Koch and Renno 2005）.

一方で,積雲のような対流性の雲・降水過程に関する

数値的な研究では,非静力学モデルの開発と利用が不可

欠である.非静力学モデルを用いることによって,観測

された積雲やメソ対流系の構造を理解し,その力学過程

を明らかにすることが可能となった.近年では,ダイナ

ミックに変化する積雲におけるエアロゾルの影響や役割

についての研究もなされるようになってきた.これは非

静力学モデルの開発だけではなく,雲微物理過程のモデ

ルや雲微物理とエアロゾルとの相互作用モデルといった

素過程モデルの開発や高度化も進んできたことも原因で

ある.さらに,計算機能力の発展とともに,積雲を十分

に表現できるような高分解能で数値シミュレーションが

可能となってきたことも大事な展開である.

非静力学モデルを用いることで,積雲とダスト輸送に

関する研究も可能となった.全球モデルでは解像できな

い積雲を非静力学モデルによって陽に表現することで,

ダストが地表面から自由対流圏へと鉛直輸送される過程

も陽に表現されることになる.Takemi(2005)は,非静

力学モデルとダスト輸送モデルとを組み合わせ,強く発

達したスコールラインによって生じたダストストームの

数値シミュレーションを行い,スコールライン内部の局

所的な強い上昇気流によってダストが地表面から上空に

効率よく輸送される様子を示した.ここでは,Takemi

(2005)による数値モデルを用いた積雲対流によるダスト

の輸送過程について述べる.２章で数値モデルの概要を

説明し,３章で数値シミュレーションにより示される積

雲とダスト輸送との関係について述べる.最後に４章

で,ここで述べた結果についてまとめ,関連研究を振り

返り,今後の展望について述べる.

2.非静力学モデルに基づくダスト輸送のモデリ

ング

ここでは,非静力学モデルにダスト輸送のモジュール

を組み込んだ数値モデルについて述べる.ここで述べる

研究では,積雲とダスト輸送との間の基本的な物理過程

に着目するため,現実の大気状況をある程度簡略化し,

理想化した条件設定をした上で数値実験を行っている.

また,非静力学モデルによる積雲対流を陽に表現する格

子間隔でシミュレーションを行うため,積雲パラメタリ

ゼーションは用いずに,雲微物理過程パラメタリゼー

ションを用いてダスト輸送モデルを組み込んだ.また,

乱流混合過程については,複雑な境界層スキームは用い

ずに,単純な形式のサブグリッドスケールモデルを用い

ている.

用いた非静力学モデルは,オクラホマ大学により開発

されたAdvanced Regional Prediction System(ARPS)

(Xue et al.2000,2001)である.ARPSは,現在オープ

ンソースとして公開されているWeather Research and
 

Forecasting(WRF)モデル（Skamarock et al.2008）

など様々な非静力学モデルの中でも先駆的なもので,

1990年代前半から公開されている.理想化した条件設

定での数値実験や実事例の再現シミュレーションの双方

を実施することが可能であり,雲・降水,境界層乱流,

大気放射,地表面熱収支といった物理過程のパラメタリ

ゼーションには実事例の再現シミュレーションにも適切

なものが組み込まれている.

ここで述べる研究では,非静力学モデルに,ダストの

地表面からの鉛直フラックスとダストの移流・拡散のモ

ジュールを組み込んだ（Takemi 2005）.ダスト量は混

合比として定義している.ここでは,乾燥地でのダスト

イベントを対象としているため,雲底下で降水は活発に

蒸発し（Takemi 1999a）,降水に取り込まれたダスト

も空気中に再放出されるという過程も生じる.本ダスト

モジュールでは,降水の蒸発によるダストの再放出の過

程を考慮している.そのため,空気中のダストのうち降

水が吸着していないダストと降水に取り込まれたダスト

とを区別して取り扱っている.雲・降水過程を記述する

雲微物理パラメタリゼーションには,Lin et al.(1983)
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の６種類水物質のシングルモーメント・バルクスキーム

を用いた.

ダストの輸送方程式中の拡散項は,ARPSの力学方

程式中の他のスカラー量の乱流拡散と同様に取り扱って

いる.すなわち,乱流粘性はDeardorff(1980)のサブグ

リッドスケールモデルによって決定し,乱流粘性係数を

乱流プラントル数で除して乱流拡散係数を決めている

（Klemp and Wilhelmson 1978）.ただし,乱流プラント

ル数は大気の安定度の関数としており,1/3から１の範

囲で変化する（Deardorff 1980）.

ダストの地表面からの放出は摩擦速度の４乗に比例し

た定式を用いている（Liu and Westphal 2001）.ダスト

放出はある風速以上になってから生じるといったよう

に,臨界風速が存在する.そのため,ダスト放出のため

の摩擦速度の臨界値を決める必要があり,ここではLiu
 

and Westphal(2001)にしたがって60cm s とした.

この臨界摩擦風速の値は,Liu and Westphal(2001)に

よってゴビ砂漠や中国の砂漠に適した値として採用され

た.もちろん,臨界風速値は土壌や植生など地表面状態

に応じて変化するものと考えられるが,本研究では積雲

とダスト輸送との関係の基礎的な過程に着目するため一

定の臨界風速値とした.ダストの地表面からの放出過程

や物理機構については,Shao(2008)の教科書に詳細が

記述されている.

Takemi(2005)は,「黒河流域における地空相互作用

に関する日中共同研究」（HEIFE；光田 1988,1998）

の観測プロジェクト期間中に捉えられた1993年５月５

日に発生した甚大なダストストームの数値シミュレー

ションを行い,ガストフロントでの激しいダストの巻き

上げと積乱雲セル内の強い上昇流による対流圏上方への

ダスト輸送の過程を解析した.次章では,Takemi

(2005)の数値モデルを用いて,ダストストームとは違っ

て静穏な条件での積雲とダスト輸送との関係についての

数値シミュレーションについて述べる.

3.積雲によるダストの鉛直輸送の数値シミュ

レーション

3.1 積雲活動とダスト輸送

3.1.1 境界層とダスト輸送の日変化と日ごとの変化

１章で述べた通り,砂漠地域では地表面状態や大気境

界層の日変化は顕著である.その日変化に応じて,安定

度や水蒸気量の条件によっては雲の形成を伴う対流活動

も見られる.ここでは,Yasui et al.(2005)によりゴビ

砂漠南部のShapotou（北緯37.46度,東経104.95度,

海抜高度1250m）において2002年４月に観測された境

界層とダストの日変化を対象とした数値シミュレーショ

ンの結果について述べる（Takemi et al.2005,2006）.

Shapotouで実施されたライダー観測によると

（Yasui et al.2005）,2002年４月では11日～14日にか

けて境界層とダスト濃度の明瞭な日変化の様子が捉えら

れた.図３に４月11日の地方時で６時LT（Local
 

Time;Beijing Standard Time-1）から14日６時LTま

でのShapotouにおける地上気象の時系列を示してい

る.気温・風速・相対湿度の各要素で明瞭な日変化が見

て取れる.さらに気温の時系列を見ると,日ごとに日最

高気温が上昇し,変動の幅も大きくなっている.このよ

うに日変化のパターンが履歴を持って変わっていくのは

乾燥地での境界層の変化の特徴である.そこで数値シ

ミュレーションでは,この期間の日変化の様子を再現す

ることを試みる.

本章の結果は,２章で述べた数値モデルを用いて得ら

れたものである.数値シミュレーションのための初期条

件には,Shapotouの北東に位置する最寄りの高層気象

観測点Yinchuan（北緯38.46度,東経106.21度,海

抜高度1112m）での観測値を用いる.この一地点での

観測により得られた鉛直１次元のデータを水平一様に与

えることで,実際の状況を理想化した条件設定とした.
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図3：2002年４月11日６時LT (Local Time)から14日６
時LTのShapotouにおける地上での（a）気温・（b）風
速・（c）相対湿度の時系列.30分毎のデータをプロットし,
風速については30分毎の平均風速（実線）と最大風速（点
線）を示している.
Figure3：Time series of(a)temperature,(b)wind speed,
and(c)relative humidity at the surface in Shapotou from

 
06 LT 11 April to 06 LT 14 April 2002.In(b),mean(solid)
and maximum (dashed)wind speed for 30 minutes are

 
indicated.



水平一様の基本場を与えた理由は,数値シミュレーショ

ンの計算領域を100km未満の空間スケールとして,水

平一様性の高いとみなせる状況で日変化する境界層と積

雲との発達過程をシミュレートすることが本研究の主な

目的であるためである.このように現実の大気の状態を

簡略化してシミュレーション条件を理想化することは,

関与する物理過程に着目したい場合に好都合な手法であ

る.用いた物理過程のパラメタリゼーションは,雲微物

理過程にはLin et al.(1983）のスキーム,乱流混合過

程にはDeardorff(1980）のスキーム,地表面過程には

Businger et al.(1971）の定式,植生・土壌モデルには

Pleim and Xiu(1995）のスキームを用いた.

計算領域を東西80km・南北20km・高度18kmと

し,モデルの下端は地上高度に設定し,側面境界は周期

条件とした.周期条件を課した考え方は,ゴビ砂漠のよ

うな広大な地域にあっては,大局的には地表面は平坦か

つ一様で大気状態は水平方向に一様であると見なしてよ

いであろう,という仮定に基づく.この計算領域の設定

で,解像度を水平格子間隔500m・鉛直格子間隔

20-810m（下層ほど細かい格子間隔,46層）とし,数

値シミュレーションを行った結果を本節で示す.計算の

初期条件には,図３に示した期間中の４月13日00

UTC（13日7LT）のYinchuanでの観測値を与えた.

この観測値を時刻6LTのものと仮定し,シミュレー

ションは6LTから始めた.なお,ゴビ砂漠の標高は

1000-1500m程度であり,一方対流圏界面の高度は

2002年４月の条件では10km程度であるため,モデル

高度で９km程度で対流圏界面になる.

図４に,高度別に領域平均した温位の基本場からの偏

差の時間・高度の断面図を示す.横軸の時間軸は,シ

ミュレーションの開始時刻6LTからの経過時間を示し

ている.接地層には夜間から早朝の時間帯（図４中では

0-3時,24時前後,48時前後）に負の偏差が見られ,

強い接地安定層に対応している.午後日中（図４では

6-12時,30-36時,54-60時）には正の温位偏差が高度

４km付近に達しており,深い混合層が発達しているこ

とが分かる.このように,大気境界層の日変化の様子が

シミュレートされていることが分かる.

では,このような大気境界層の日変化に対応して,ダ

スト濃度はどのように変化するのかについて見てみる.

図５は,図４に対応した期間のダスト濃度の鉛直分布が

時間をおってどのように拡がっていくのかを示してい

る.日中午後に濃度が急上昇し,境界層高度（約４

km）よりも上空にまでダストが拡がり,日没後の夜間

に濃度は弱い低減傾向を示す.本数値シミュレーション

では,側面境界として周期条件を課していることから,

ダスト濃度は日ごとに増大するのみとなるが,周期条件

を課した仮定を考慮すれば,砂漠地域ではダスト濃度が

日ごとに徐々に増加するといったことは十分起こりうる

ことである.

このような履歴をもった境界層の発達とダストの鉛直

上方輸送との関係は図６から読み取ることができる.こ

の図は,ダストの量を大気層ごとに積算量を求めてそれ

が地表面から放出された量に対してどの程度の割合なの

かを示したものである.１日目の午後日中には境界層内

下層と上層でのダスト濃度が大気中ダストのほとんどを

占め,夜間では変動はほぼなく,２日目の午後日中に再
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図4：数値シミュレーションにより得られた温位の基本場か
らの偏差（単位：K,コンター）と積雲（紫色）の高度別に
領域平均したものの時間・高度断面図.開始時刻は06LT
である.
Figure4：Time-height section of area-mean potential tem-
perature perturbation(in K,contour lines)and cloud fields
(purple).The initial time of this simulation is 06 LT.

図5：領域平均したダスト濃度（単位：mg m ,カラー）
と温位偏差（単位：K,コンター）の時間・高度断面図.
Figure5：Time-height section of dust concentration(in mg

 
m ,color)and potential temperature perturbation(in K,
contour)averaged over the horizontal area.



度鉛直混合によるダストの上方輸送が見られ,３日目に

は層別のダスト濃度の割合が定常的になる.最終的に

は,３日間の変動によって,境界層より上空の4-6km

および6-12kmの大気層にそれぞれ15％程度のダスト

が含まれることになる.

Takemi et al.(2006)は,上述のシミュレーションに

より72時間後に得られた場を初期条件として,同じ物

理過程・計算領域・解像度のモデル設定により,降水の

蒸発冷却の効果や上空風の影響によるダスト輸送の違い

について感度実験を行った.降水の蒸発冷却の効果を意

図的に除去した実験をコントロール実験と比べた結果,

組織化しない個々の積雲の場合でも降水が蒸発して冷気

が発生し,局所的に風が強くなることでダスト輸送に効

いていることが分かった.また,上空風を弱めた実験に

より,上空風の運動量が対流活動により下層に輸送さ

れ,地上で強い風をもたらし,この強弱がダスト輸送に

効いていることも分かった.

3.1.2 高解像度シミュレーションによるダスト輸送

次に,3.1.1節と同じ観測事例をより高分解能で数値

シミュレーションを行った結果について本節で述べる.

水平格子幅を100m,鉛直格子幅を20-240m（85層）

とし,ラージ・エディ・シミュレーション（large-eddy
 

simulation;LES）を意識した計算とした.通常,境界

層を対象としたLESでは水平格子幅は10mの桁であ

るため,本シミュレーションが小さい渦を陽に解像した

LESであるかどうかは検討の余地がある.よって,こ

こでは単に高解像度シミュレーションと称する.

分解能を上げたため,本節のシミュレーションでは計

算領域を東西40km・南北10km・高度11kmとし,

前節の場合より小さい面積とした.計算領域の違いによ

るシミュレーション結果への影響を見るため,水平格子

幅500mで計算領域を東西40km・南北10kmとした

場合と東西80km・南北20kmとした場合（前節）と

を比較したところ,定量的に大きな違いが見られなかっ

たため,本節の計算領域の設定には特に大きな問題はな

い.なお,モデル上端高度を11kmとしたのは,前節

で述べた通り,対流圏界面高度がモデル高度で９km程

度であるため,本節の上端高度は特に低いということは

ない.

シミュレーションの初期条件は,前節と同様に2002

年４月13日00UTCのYinchuanにおける高層気象観

測値を地方時６時のものとして水平一様に与えた

（EXP1）.シミュレーションは,13日6LTから18LT

までの日中を対象とした.さらに,初期条件として,前

節の72時間シミュレーションにより得られた最終的な

大気場を用いた場合のシミュレーションも行った

（EXP2）.図７に,これら二通りの初期安定度の設定を

示す.接地層での安定度が大きく異なることが分かる.

それら二つのシミュレーションの意図は,初期の接地層

の安定度の違いによる大気境界層やダスト輸送の日変化

への影響を探ることにある.図８にEXP2の初期条件

を作成するための72時間分のシミュレーションの時間

変化を示す.この図を見ると,混合層が日ごとに徐々に

高度を上げて変化する様子が確認できる.本節で述べる

結果は,Takemi(2008,2012)に基づく.

安定度の違いによる大気の日変化への影響について見

てみる.図９に,境界層および上空大気の日変化の様子

を示す.EXP1では接地層の安定度が強いため,混合

層の発達はゆるやかで,日没直前の18LTに高度３km

に達する.一方,EXP2では接地安定層は下層のみに

限られるため,接地安定層が地面からの顕熱輸送で消失
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図6：地表面から放出されたダスト量に対する各大気層
（0-2km,2-4km,4-6km,6-12km）のダスト量の割合
（％）の時間変化.
Figure6：The percentage ratio of the total dust content in

 
each layer(0-2,2-4,4-6,6-12 km)to the total amount of

 
emitted dust at the surface.

図7：100m解像度の数値シミュレーションEXP1,EXP2
で用いた初期の基本場での温位の鉛直プロファイル.
Figure7：The initial vertical profile of potential tempera-
ture for the EXP1 and the EXP2 simulation at 100-m grid

 
spacing.



すると,混合層が急激に発達し,午後には深い対流が発

達するようになる.

このような境界層の発達の違いにより,ダスト輸送も

大きく影響を受ける.シミュレーション終了時刻である

18LTにおけるダストの鉛直積算量（計算領域での平均

値）を調べると,EXP1では1.2mg m ,EXP2では

0.63g m となり,初期の安定度の違いによって上空に

輸送されるダスト量が大きく変化することが分かる.

EXP2のダスト量が衛星観測からの推定値（Kuji et al.,

2005）とよく一致していることから,シミュレーション

は妥当であると判断できる.

また,激しいダストストーム時の場合（Takemi
 

2005）のダスト量12.5g m と比べると,本節のシ

ミュレーションで対象とした静穏時のダスト放出量は

10分の１以下であると言える.したがって,低気圧,

前線,スコールラインといった顕著な気象擾乱によるダ

スト輸送量はイベント毎には大気中のダスト量を決める

支配的な要因であると言えるが,静穏な日々の変化によ

るダスト輸送は積み重ねれば気象擾乱イベント時の輸送

量に匹敵する可能性が高い.このことから,静穏時のダ

スト輸送は,領域規模や全球規模でダスト輸送を考える

際に無視できない因子であると考えられる.

3.2 解像度依存性

3.1.2節で述べた数値シミュレーションの結果は,

100mという高い空間解像度で行ったため,境界層中の

図8：EXP2の初期条件を作成するための予備実験による（a）温位,(b）水蒸気混合比,(c）風速の東西成分の時間・高度断
面図.
Figure8：Time-height section of(a)potential temperature,(b)water vapor mixing ratio,and(c)horizontal wind speed
(east-west component)for the 72-hour simulation to create the initial profile of EXP2.

図9：領域平均した仮温位（コンター）および全水混合比（ハッチ；0.025-0.05g kg が薄いハッチ,0.05g kg 以上が濃い
ハッチ）の時間・高度断面図.(a）EXP1,(b）EXP2の結果.
Figure9：Time-height section of area-mean virtual potential temperature(contoured)and total water mixing ratio(shaded;
lightly shaded for 0.025-0.05 g kg ,and darky shaded for 0.05 g kg )averaged over the computational area.(a)The EXP1

 
case,and(b)the EXP2 case.

291積雲とダスト



乱流をある程度は陽に表現しているという意味で数値解

の物理的な妥当性は高いと言える.一方,現実大気を対

象として100mという高解像度で東アジアの領域規模

あるいは全球規模で数値シミュレーションを行い,ダス

トの放出から輸送過程を再現することは困難である.現

時点では,領域規模であれば数kmの桁での空間解像

度でシミュレーションを実施することは可能となってき

ており,事実,気象庁のメソスケールの数値予報モデル

では２kmないし５kmの空間解像度で予報計算がなさ

れている.

では,数kmという空間解像度のシミュレーション

結果は,100m解像度の結果と比べてどの程度のパ

フォーマンスがあり,ダスト輸送という点でどの程度の

定量的な表現性を有しているのか,ということが疑問と

なる.そこで本節では,空間解像度を100mの桁から

１kmの桁まで変化させた数値シミュレーションを行

い,解像度依存性について述べる.

シミュレーションの初期条件の設定は,3.1.2節の

EXP2と同じとした.水平格子幅を250m,500m,1

km,2km,4kmと変化させ,これらの水平格子幅の

ケースのすべてで鉛直格子幅は20-650m（36層）と設

定した.計算領域は,東西80km・南北20km・高度

11kmとした.計算領域は3.1.2節のEXP2より大き

くしているため,計算領域の違いへの感度を調べた.格

子幅250mで東西80km・南北20kmの領域の場合と

東西40km・南北10kmの場合とで比較した結果,対

流やダスト輸送に大きな影響は生じないことを確認し

た.

境界層および対流活動の日変化の解像度依存性を見る

ため,ここではDeardorff(1980)スキームにより算出さ

れる乱流運動エネルギーにより示す.図10には,高度

別に面平均した乱流運動エネルギーの時間・高度断面を

格子幅別に示す.格子幅250m,500m,1kmの各場

合は境界層発達の開始時刻と上方への発達の様子は似て

いる.格子幅2kmの場合は定量的には1km以下の場

合に比べて違いが生じているが,発達の開始時刻や上方

への発達の程度という点では大きく違わない.しかし,

格子幅4kmの場合には,発達の様子が他の場合に比べ

てスムーズに変化していない.この違いは,ダスト輸送

で見ると顕著となる.

図11に,図10と同様の表示で,ダスト濃度と鉛直ダ

ストフラックスの解像度依存性を示す.格子幅250m

の結果を見ると,ダストの鉛直輸送が午前中の後半に開

始し,11LTから12LTの間に急発達し,午後の積雲

活動に伴い境界層から自由対流圏への鉛直輸送が継続

し,これら鉛直輸送に応じてダスト濃度が11時前後か
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図10：領域平均した乱流運動エネルギーの時間・高度断面図.(a）250m,(b）500m,(c）１km,(d）２km,and(e）４km
の場合で,コンター間隔は0.5ms である.
Figure10：Time-height section of area-mean turbulent kinetic energy averaged over the computational area for the cases

 
with the horizontal grid spacing of(a)250 m,(b)500 m,(c)1 km,(d)2 km,and(e)4 km.The contour interval is 0.5 m s.



ら境界層内で増加し,午後にかけて徐々に自由対流圏へ

と拡がっている様子が分かる.このような変化のパター

ンは,500m,1km,2kmの場合にも同様に見られる.

しかし,格子幅4kmの場合には,鉛直輸送が顕著にな

るのは午後２時頃であり,１時間程度の短い間隔で大き

な鉛直輸送が見られ,ダスト濃度は午後２時以降に短時

間の間に急増する様子が見てとれる.このような変化の

パターンは,明らかに格子幅2km以下の場合に比べて

大きく異なる.

このようなダスト濃度の変化の違いに応じて,ダスト

の鉛直積算量も解像度によって異なる（Takemi 2012）.

図11で示されるダスト濃度の時間変化のパターンに対

応して,ダスト鉛直積算量は,格子幅４kmの場合には

14LT頃に急増するパターンを示し,それ以外の場合に

は10LTから徐々に増加する変化傾向を示す.日没時

である18LTにおけるダストの鉛直積算量で比較する

と,格子幅100mの場合には0.63g m であった

（3.1.2節）のに対し,格子幅500mの場合には0.80g
 

m ,1kmの場合には0.92g m ,2kmの場合には

0.94g m ,4kmの場合には1.1g m と解像度が粗

くなるほど積算量が増加する結果となっている.した

がって,本研究で調べた範囲の解像度では,4kmの場

合とそれより細かい格子幅の場合との間に大きなギャッ

プが存在することが言える.このことは,4kmという

格子幅は積雲およびそれによるダスト輸送を表現するに

は十分な解像度ではないということを示唆している.

積雲対流の表現性と解像度との関係については,Ta-

kemi(2008)で論じた通り,積雲を適切に表現するには

１kmの桁の格子幅は十分でなく500m以下の解像度が

必要である.Skamarock(2004)で指摘された通り,気

象モデルで数値的に十分に解像できる空間スケールは典

型的には格子幅の６倍程度であることからも,積雲を適

切に表現するには500m以下の解像度が必要であると

言える.このことは,Takemi and Rotunno(2003)や

Skamarock(2004)でなされたように空間スペクトルを

見てみると分かりやすい.100m格子（3.1.2節の

EXP2）,500m格子,4km格子のそれぞれの場合につ

いて,鉛直速度の東西方向の空間変動のパワースペクト

ルを求めた結果を図12に示す.この東西方向空間スペ

クトルを求める際には,南北位置別に求めて南北方向に

平均している.100m格子の場合には,慣性小領域での

-5/3のべき乗則に沿ったスペクトル分布を示す空間ス

ケールが存在していることが分かる.このことから,

100m格子でのシミュレーションがLESと見なせると

いうことが示唆される.また500m格子の場合にも

-5/3則に沿ったスペクトル分布がわずかながらも見てと

れる.しかし,4km格子の場合には-5/3則に対応する

空間スケールは存在しない.このようなスペクトル分布
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図11：図10と同じ,ただしダスト濃度（コンター）と鉛直ダストフラックス（カラー）.また,黒の点線は雲の境界を示す.
Figure11：The same as Figure 10,except for the dust concentration(contoured)and vertical dust flux(color).The black

 
dotted lines indicate the boundary of clouds.



の性状によっても,積雲を解像するためには500m以

下の格子間隔が必要であることが分かる.

Bryan et al.(2003)は,スコールラインを対象とした

理想化した数値実験を行い,深い対流系を十分に解像し

て数値シミュレーションするためには100m程度の格

子間隔が必要であることを主張した.また,数値モデル

に内在する様々なフィルタリング操作の結果として,格

子間隔の６倍程度よりも小さなスケールの運動は十分に

表現できていないことも指摘しており,Skamarock

(2004)も実現象を対象とした数値シミュレーションの結

果から同様の結果を得ている.このようなことからも,

積雲とダスト輸送を数値的に十分に解像するためには,

1kmの桁の格子幅では不十分であって,100mの桁の

格子幅が必要であることが言える.

4.まとめ

本論文では,積雲とダスト輸送に関するモデリングと

数値シミュレーションによる解析結果について述べた.

砂漠地域における静穏な気象状況のもとで発達する大気

境界層と積雲および積雲に伴うダスト輸送について調べ

た.砂漠やステップといった乾燥・半乾燥地域での境界

層は,顕著な日変化を示し,かつその厚さは時には地上

高４kmにまで達する.このような特異な条件の下で,

水蒸気量が極めて少ない環境にもかかわらず,積雲は発

生して時には組織化したメソ対流系となって激しいダス

トストームが生じる.

積雲の発生により鉛直運動が活発となり,突発的に生

じる強風により地上のダストが巻き上げられ,境界層内

で混合され,強い上昇流によって自由対流圏へと輸送さ

れる.このような積雲活動によるダスト輸送の量は,激

しいダストストームの場合に比べてせいぜい10分の１

程度と見積もられる.そのため,一度のイベントによる

ダスト輸送量としては気象擾乱が介在する場合が顕著で

ある.しかし,静穏条件での積雲によるダスト輸送が継

続して生じることになれば,積算としてはダストストー

ム時に匹敵する量に達する.したがって,静穏時のダス

ト輸送は年間を通して評価すれば決して無視できない量

に達するものと考えられる.

また,積雲とダスト輸送を数値シミュレーションに

よって表現するためには,100mの桁の空間解像度が必

要であることを指摘した.このことは,積雲の空間ス

ケールが数km程度であること,境界層の厚さが数km

程度であること,数値モデルの実質的な分解能は格子間

隔の６倍程度であることといった点を考慮して理解する

ことができる.

本論文では,積雲とダストというテーマのもとで,物

質輸送という観点から積雲とダスト輸送との関係につい

て論じた.輸送の問題が解決すれば,次にターゲットと

なるのが微物理過程の視点での雲・降水過程とダストと

の相互作用のモデル化である.

積雲といった深い対流を数値モデルで表現するために

は,高い空間分解能とともに広域の計算領域を確保する

必要がある.そのため,雲微物理過程とエアロゾル過程

との相互作用の精緻なモデルを組み込んだ上で深い対流

の３次元数値シミュレーションを行うことは,計算機能

力の問題から極めて困難である.最近では,Lerach
 

and Cotton(2012)がスーパーセルによるトルネード発

生に及ぼすエアロゾルの影響について,領域気象モデル

においてネスティング領域を設定することで水平格子幅

111mでの数値シミュレーションを行うことで調べた.

エアロゾルが多い設定のシミュレーションと少ない設定

のシミュレーションを比較した結果,エアロゾルが多い

ことによって,雨水や雹の数濃度は減少して大きさは増

大し,蒸発冷却の効果が弱まり,冷気プールも弱まるこ

とを示した.冷気プールの強度が変化することで,結果

としてトルネードの発生にも影響を及ぼすことが分かっ

た.このように,雲物理とエアロゾルとの微物理過程の

相互作用が対流性の雲の構造や力学にも影響を及ぼすこ

とが示唆される.今後は,このような微物理過程のス

ケールと積雲スケールの力学との異なるスケール間での

相互作用過程についての研究が進展するものと期待され

る.
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図12：格子幅100m,500m,4kmの場合における時刻15
LTの鉛直速度の空間変動（東西方向）のパワースペクトル
密度の分布.(a）高度２km,(b）高度６kmの場合.赤い
直線は-5/3乗のべき乗則を示す.
Figure12：Power spectral density distribution for the spa-
tial variation of vertical velocity in the east-west direction

 
at(a)the 2-km height and(b)the 6-km height at 15 LT for

 
the 100-m,500-m,and 4-km grid cases.The red solid line

 
indicates the-5/3 power law.
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1.はじめに

エアロゾルの一部は雲（凝結）核（Cloud Condensa-

tion Nuclei:CCN）あるいは氷晶核（Ice-forming Nu-

clei:IN）として作用し,雲粒子（微小な水滴（雲粒）

と氷粒（氷晶））を生成する.対流活動等により空気塊

が上方に輸送される過程で水蒸気が過飽和状態に達する

と,エアロゾルを核として水蒸気が凝結し雲粒子が生成

する.CCN数の増加と共に雲粒数は増加し,雲粒径は

小さくなる.このメカニズムにより,エアロゾルは雲の

反射率（エアロゾルの第一種間接効果；Twomey 1974）

や雲の寿命・雲量・降水過程（エアロゾルの第二種間接

効果；Albrecht 1989）の変調を通して気候システムに

影響を与える可能性が指摘され,気候変動予測研究では

重要なテーマの一つと位置づけられている.近年,

CCNとして働くエアロゾルだけでなく,INとして働

くエアロゾルが,氷晶雲内の氷晶の数濃度変化や混合雲

内の水粒子／氷粒子の割合の劇的変化を通して,気候に

大きなインパクトを持つ可能性が指摘され,盛んに研究

が行われるようになってきた（Rosenfeld et al.2008;

Rosenfeld 2000).このように,CCN・INとして働く

エアロゾルが雲の微物理構造を決定し,雲の放射特性・

雲の寿命・雲量・降水効率を変調し,水・エネルギー循

環にも大きな影響を及ぼし日々の天気（雲・降水）予報

から100年後の気候変動予測にまで重要な役割を果たし

ていることが良く知られるようになった.人為起源のエ

アロゾルが意図しないで雲・降水,延いては日々の天気

から気候変動に影響を及ぼすことを,エアロゾルを介し

た非意図的気象改変と呼ぶことが多い.

一方,CCNやINとして働くエアロゾルを用いて意

図的に雲・降水に変調を与える意図的気象改変は人工降

雨とも呼ばれる.人工降雨研究は戦後間もなくから始ま

り,エアロゾルの間接効果研究（エアロゾルによる非意

図的気象改変研究）より遥かに歴史は長い.最近は,

CO による地球温暖化を抑制しようとするジオエンジ

ニアリング（意図的気候改変）技術が脚光を浴びてい

る.意図的気象改変と非意図的気象改変はその名の通り

雲・降水に変化を与えようと意図的にエアロゾルを雲に

導入するか,あるいは人為起源エアロゾルが知らず知ら

ずのうちに雲・降水に変調を与えるかの違いで,本質的

には同じ現象を取り扱っており,意図的気象改変研究と

非意図的気象改変研究は表裏一体の関係にある.米国気

象学会では意図的・非意図的気象改変委員会が,世界気
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象機関（WMO）では世界気象研究プログラムの中の気

象改変研究で,意図的・非意図的気象改変研究を一緒に

扱っている.

自然の雲にヨウ化銀（AgI）やドライアイスなどの物

質をまいて雲の内部構造を変化させることをシーディン

グ（種まき）と呼び,シーディングにより自然の雲から

雨や雪を降らせることを「人工降雨」・「人工降雪」・「降

水調節」などと呼ぶ.「人工降雨」も「人工降雪」も本

質的には同じもので,地上気温が高く,雪や霰が融けて

雨となって降ってくる場合を「人工降雨」と呼び,融け

ずにそのまま雪や霰の形で降ってくる場合を「人工降

雪」と呼んでいる.もっと広義に霧・雲・降水を人為的

に変えることを「気象改変」または「気象調節」と呼ん

でいる.

「人工降雨」という言葉に,占いや錬金術のような科

学的根拠のないもの,いかさまという印象を持っている

方もいるかもしれない.大昔には,日照りが続くと雨乞

いをしたように,人工降雨は,その願望の強さの余り,

時として非科学的で疑わしい方法も出現した.近世に

なっても,雲に向かって大砲を撃ち込んだり,花火を打

ち上げるなどして雲を刺激して雨を降らせる試みもなさ

れた.しかし,第２次世界大戦直後,米国のジェネラル

エレトリック社のラングミュアー博士（ノーベル賞受賞

者）とその一派によって科学的根拠に基づく人工降雨研

究が始められ（Vonnegut 1947;Langmuir 1961）,現在

に至ってる.

本稿では,まず降水調節の必要性を説明し世界の国々

における取り組みを簡単に紹介する.次に人工降雨の科

学的基礎と問題点を簡潔に述べた後,人工降雨研究の現

状を紹介する.最後に,雲・降水の人工調節の将来を展

望する.

2.気象改変の必要性

降水の日々の変化,年々変動は大変激しく,多すぎて

も少なすぎても問題となる.日本海側に降る雪を例に

とって意図的気象改変の必要性を考えてみる.大量の雪

が降ると交通網を麻痺させ,社会生活・経済活動に大き

な被害を及ぼす（図１）.一方,山岳部に降り積もる雪

は,貴重な水資源となり,雪が少ないとすぐに水不足が

懸念される.特に,関東地方のような人口集中域では潜

在的な水不足の状態にあり,暖冬少雪と空梅雨が引き続

いて起こると,すぐに渇水騒ぎとなる.日本では,これ

までおおよそ10年に１度の割合で大規模な渇水が発生

してきた.1994年夏の全国的な渇水を記憶している人

も多いことと思われる（図２）.規模の小さなものも含

めると,日本のどこかで毎年のように渇水が発生してい

る.過去20年間の渇水の発生回数を地域別に見ると,

人口の集中している首都圏や四国地方で頻発しているこ

とが分かる.水不足は世界的な傾向で,国連は,気候変

動による降水分布の変化や人口増加・局所集中化による

水需要の偏在化によって2025年までに世界中の人口の

2/3が水不足の問題に直面すると警鐘を鳴らしている.

近年,数値予報の技術が向上して,広い範囲を対象と

した２～３日先の天気は良く当たるようになってきた.

集中豪雨等の狭い地域に集中して起きる現象にはまだ十

分ではないが,改善されつつある.しかし,予報が当た

るようになっても,降水による災害が全て回避できるわ

けではない.予測の次には,降水の人工調節によって豪

雨や豪雪を緩和する技術への期待が高まってくると考え

図1：五六豪雪時の十日町市の風景（日本気象協会北海道本
部谷口恭氏提供）
Fig.1：Photo taken in Toukamachi city in the heavy

 
snowfall winter of 1981.

図2：1994年夏の渇水時の矢木沢ダムの風景（利根川ダム統
合管理事務所提供）
Fig.2：Photo of Yagisawa Dam during the drought period

 
in the summer of 1994.
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られる.

水資源管理という面では,長期予報の精度が向上すれ

ば水資源の効率的運用も可能となると思われる.しか

し,それにも限界がある.絶対的な水不足になれば,

人々は不便な生活を強いられねばならない.年々変動の

激しい降水現象を人工的に調節して,水資源の安定供給

を図ることは,世界の多くの国々で重要なテーマとなっ

ている.

3.人工降雨を実施している国々

戦後まもなく米国で始まった科学的根拠に基づく人工

降雨は,現在までに世界気象機関（WMO）に報告され

ているだけでも約40か国において,毎年100件以上の

プロジェクトに広がりを見せている（図３）.更に30か

国余りが人工降雨に高い関心を示している.米国に限っ

ても,西部・中西部の州を中心に数10件の人工降雨・

降雪プロジェクトが報告されている.中国やタイ等では

国家プロジェクトとして人工降雨実験に取組んできた.

しかし,上記プロジェクトの大半は社会事業的要請によ

るもので,最適シーディング技術の開発や効果の検証に

ついての科学的根拠が不十分なまま実施されている.

WMOでは人工降雨・降雪技術の基盤を築くための基

礎的総合的研究の実施を求めている（村上2003）.

日本国内でも,1947年に九州電力,九州大学,在日

米軍の協力により航空機からドライアイスを撒布する人

工降雨実験がはじめて行われた.その後,1951年から

1965年頃まで,電力会社などがスポンサーとなり全国

の大学や気象研究所が参加し,AgIやドライアイスを用

いた人工降雨実験が各地で行われた.しかし,水力発電

から火力発電への移行という電力事情の変化に伴い急速

に下火になった.1965年以降は,東京都,福岡県,香

川県,沖縄県などでは大きな渇水が起きた際に,地上設

置型のAgI発煙装置,航空機からドライアイス散布装

置や散水装置を用いて人工降雨実験を実施しているが,

人工降雨に関する本格的研究は最近までほとんど行われ

ていなかった.

4.人工降雨の原理

4.1 CCN・INとして働くエアロゾルの雲・降水影響

色々な雲システムからの降水（雨・雪）のでき方は大

きく二つに分けることができる.一つは暖かい雨のメカ

ニズムと呼ばれるもので,雲の大部分が０℃よりも暖か

い高度にあり,液相の水だけからなる雲から雨を降らせ

る.もう一つは,冷たい雨のメカニズムと呼ばれ,雲の

ある程度の部分が０℃高度よりも上空に存在し,固相の

水（氷）を含む雲から雪・霰が成長し,地上付近の気温

が高ければ融けて雨となる.

大気中にエアロゾルなどの不純物を含まない空気と水

蒸気だけからなる系から微水滴が生成する（均質凝結核

形成）には,温度にも依存するが相対湿度でおおよそ

400％を超える必要がある.しかし,実際には,暖かい

雨を形成する雲では,空気塊が上昇し断熱膨張により気

温が下がるとともに相対湿度が上昇し,相対湿度100％

を超えるとCCNとして働くエアロゾルの上に水蒸気が

凝結して直径数μm程度の微水滴（雲粒）を生成する.

雲粒の直径が40μmより小さい場合には雲粒間の捕捉

率（衝突併合率）が極めて小さく,雲粒は水蒸気凝結に

よってゆっくりと成長する.そして,それが約40μm

程度の雨滴の芽の大きさになると,落下しながら小さな

雲粒を衝突・捕捉して急速に大きな雨滴に成長する.と

ころが,１cm 当たり1000個を越えるような高濃度の

雲粒から成る大陸性の雲（大気汚染質の影響を受けた

雲）では,一個一個の雲粒が小さすぎて40μm程度の

雨滴の芽まで成長するのに非常に時間がかかり,寿命が

１時間程度の雲からは雨が降りにくい.一方,１cm 当

たり100個以下の低濃度の雲粒から成る海洋性の雲で

は,短時間に降水が始まることが知られている.

雲中の最大水過飽和度は雲底直上に発現し,上昇気流

中のエアロゾルの粒径分布・化学組成・上昇流の大きさ

等にも依存するが,一般的には１％以下で,２％を超え

ることは稀である.水過飽和度１％以下でCCNとして

活性化するのは直径60～70nm以上のエアロゾルであ

る.エアロゾルは粒子半径によってエイトケン核（0.01

～0.1μm）,大核（0.1～1.0μm）,巨大核（1.0～10.0

μm）,超巨大核（10.0μm以上）に分類することがで

きるが,雲粒の大部分は大核・エイトケン核から生成さ

れ,巨大核からは20～30μmの大雲粒が,超巨大核か

らは40μmを超える雨滴の芽が短時間に生成される.

エアロゾル種としては硫酸塩粒子,硝酸塩粒子,有機エ

アロゾル,海塩粒子,あるいはそれらの内部混合粒子な

どがCCNとして働くと考えられている.

冷たい雨を形成する雲の０℃高度より上空では,過冷
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図3：気象改変を実施している国々.人工増雨雪（青）,降
雹抑制（赤）,人工増雨雪と降雹抑制（緑）.
Fig.3：Nations where weather modification programs are

 
conducted.Precipitation augmentation(blue),hail suppres-
sion(red)and both of precipitation augmentation and hail

 
suppression(green).



却,すなわち０℃以下でも凍らない微水滴（雲粒）と,

そこに少しずつ発生した氷の微粒子（氷晶）が混在して

いる.自然界の雲を調べると,図４に示すように,雲頂

温度が－５℃くらいまでは,雲の中に氷粒子（氷晶とそ

れが成長した雪粒子）は発生しない.更に温度が低くな

るにつれて雲中に氷粒子を含む割合が増加し,雲頂温度

が－20℃位になると,どの雲も氷粒子を含むようにな

る.しかし,これは雲の中が全て氷粒子で占められるこ

とを意味するわけではない.－35℃付近までは,過冷却

の雲粒が存在することも少なくない.全てが氷晶に変化

するのは－40℃前後である.水に対する平衡水蒸気圧は

氷に対するそれより高いため,小さな水滴が急速に蒸発

すると同時に,その水蒸気が氷晶に昇華凝結して急速に

成長し,雪となり霰となる.地上気温が０℃より高いと

融けて雨の形で降ってくる.

雲中における主な氷晶発生メカニズムは,均質核形成

と不均質核形成に大きく分類できる.均質核形成には,

水蒸気から直接氷粒子を生成する均質昇華核形成と,不

純物を含まない水滴から氷晶を生成する均質凍結核形成

が考えられる.前者は,水蒸気から不純物を含まない水

滴を生成する均質凝結核形成と同様に高い過飽和度と,

それに加えて低温が必要となる.理論的には,相対湿度

1000％,気温－65℃程度が必要と推定される.後者は,

水滴直径に若干依存するが,100μmで－35℃,10μm

で－37.5℃,１μmで－40.7℃と,約－45℃までにどん

な水滴も凍結する.自然の大気中では均質昇華核形成が

起こる前に,均質凝結核形成が起こり,直ちに－40℃以

下で凍結する.従って,均質昇華核形成は決して起こら

ない.一方,均質凍結核形成は,自然の大気中でも積乱

雲の上部や巻積雲のような－40℃以下で比較的大きな上

昇流を持つ雲の内部で起こり得る（村上1996；村上

2005）.しかし,一般的には雲の温度がこれほど下がる

前に,雲粒の生成と同様に,異物質でできた核となる粒

子の働きで氷晶が生成される.これが不均質核形成であ

る.大気中に雲粒ができるときは水蒸気から水滴になる

１つの道筋しかないが,氷晶の生成にはいくつかの道筋

があり複雑である.氷晶を生成する手助けをする粒子を

総称してINという.

INの働き方は,図５に示すように４通りが考えら

れ,それぞれ昇華（凝結）核,凝結凍結核,接触凍結

核,内部凍結核と呼ばれる.

⑴ 昇華核：昇華凝結によって水蒸気から直接氷へ変化

するとき芯となり,氷晶を生成する手助けをする粒

子.

⑵ 凝結凍結核：凝結核と凍結核の性質を合わせ持つ粒

子で,まず水溶性の物質が水蒸気から水滴が生成され

るとき凝結核として働き,次に不溶性の物質が凍結核

として働き水滴を凍結させる.

⑶ 接触凍結核：水滴に衝突して凍結させる非吸湿性粒

子.

⑷ 内部凍結核：比較的暖かい温度領域で凝結核とし

て,あるいは凝結核として活性化しない粒子が衝突に

よって水滴内に取り込まれ,その後の温度低下によっ

て水滴を凍結させる働きをする粒子.

INとして働く代表的な物質を表１に示す.大気中の

INは主に大気中に舞い上がった土壌粒子中の粘土鉱物

である.バクテリアの一種もINとして有効であるが,

これは植物の葉について霜を発生させる働きをする.と

ころが,雲頂温度が比較的高い雲では氷晶の数濃度が低

く,降水ができにくいことが分かっている.

CCNとINの議論で注意を要するのは,両者の数濃

度の違いである.季節や地理的な条件にもよるが,

CCN数濃度が10個cm であるのに対して,IN数濃

度は10 個cm と約６ケタの違いがある.換言する

と,世界中どこに行ってもCCNは十分な数存在するが

INは希少である.そのため,一般的に0.2％を超える

ような水過飽和領域は時空間的に狭い領域に限定され,

雲底から数10mの層に見られる程度である.そのほか

の雲領域では水過飽和度は小さな値となっている.一

方,IN数濃度はCCNと比べて極端に低いため,氷過

飽和領域は時空間的に広く存在し,氷過飽和度も水飽和

に近い値（－10Ｃで～10％,－20Ｃで～20％,－30Ｃ
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図4：氷晶を含む雲の割合と雲頂温度の関係
Fig.4：Percentage of clouds that contain ice particles as a

 
function of cloud top temperature.

図5：氷晶核（小さい四角で示す）の活性化メカニズム
Fig.5：Activation mechanisms of ice-forming nuclei



で30％の氷過飽和度）も稀ではない.したがって,人

工雲核・人工氷晶核によるシーディングに対する雲・降

水システムの応答は後者の方が大きいのが一般的であ

る.

4.2 意図的気象改変の方法

人工降雨の基本的な考え方は,最小限の人工的刺激に

よって自然の雲が持つ潜在的降水能力を最大限に引き出

すことにある.直接空気を加熱して雲を上空まで発達さ

せ,凝結する雲水量を増加させるには莫大なエネルギー

を必要とするため現実的な方法ではない.現在広く行わ

れている人工降雨は,シーディングによる雲の内部構造

の変化を利用するものである.霧・雲・降水の意図的改

変の方法も,暖かい雨と冷たい雨のメカニズムを対象に

したものが考えられている.

暖かい雨に適用する吸湿性粒子シーディングには三つ

の仮説があり,散布する吸湿性粒子の粒径もそれぞれ異

なる.１）10μmより大きな吸湿性粒子（超巨大核）

を散布して,速やかに40μm以上の大雲粒（雨滴の芽）

を生成しバックグラウンドエアロゾルから生成する粒径

の小さな雲粒を捕捉し雨滴の生成を早める,２）１～10

μmの吸湿性粒子（巨大核）を散布し,生成する雲粒粒

径分布を大粒径側に広げることによって,以降の雲粒同

士の衝突併合過程を促進し,雨滴の生成を早める,３）

0.1～1.0μmの吸湿性粒子（大核）を散布し,バック

グラウンドエアロゾルからの雲粒生成を抑制し,低濃度

で大粒径の雲粒を生成し,雲粒同士の衝突併合過程を促

進し,雨滴の生成を早めることにより,最終的には地上

に到達する総降雨量を増加させようとするものである.

航空機を用いた雲頂上方からの海水・淡水の散布は１）

のより直接的な方法ととらえることができる.広域への

散布（拡散）効率や航空機積載量・環境負荷軽減の観点

から巨大核あるいは大核は,超巨大核散布より有望であ

るが,近年まで有用な散布手法がなかった.しかし,最

近,吸湿性の塩を微粒化する技術が開発され,上述のよ

うな問題が克服できるようになり,この分野の研究も活

発に行われるようになってきた（Mather et al.1994;

Rosenfeld et al.2010）.一つは,NaClを予めミクロン

サイズに磨り潰したものを航空機から散布するマイクロ

パウダー法,もう一つは発煙筒のように酸化剤の中に吸

湿性物質（NaClまたはCaCl）を混入させ,燃焼によ

り気化・析出させてミクロンあるいはサブミクロンサイ

ズに微粒化する火工法（フレア法）が考案されている.

この他に暖かい霧に対しては,直接的に運動や熱のエネ

ルギーを注入する方法もある.例えば,ガスバーナーで

気塊を暖めて霧を消したり,ヘリコプターの作り出す下

降気流で霧を消す方法である（図６）.

冷たい雨に対しては,過冷却の雲に人工的に氷晶を発

生させる方法が適用され,この方法が現在一番用いられ

ている.これには,空気を－40℃以下に冷やして,均質

凝結凍結過程により水蒸気から直接氷晶を発生させる強

冷法と,人工氷晶核を散布して氷晶発生を促進させる方

法がある（図７）.

強冷法に用いる代表的な物質はドライアイスで,昇華

蒸発中には,その表面温度は－100℃近くまで下がるこ

とが知られている.１gのドライアイスから10 個とい

表1：種々の物質の氷晶核としての活性化温度
Table1：Activation temperatures of various types of materials as ice nuclei.

結晶核子間隔
物 質 名

核として

はたらく温度（℃)ａ軸（Å) ｃ軸（Å)

純粋な物質
氷 4.52 7.36 0
ヨウ化銀（AgI） 4.58 7.49 －4 不溶性
ヨウ化鉛（PbI2） 4.54 6.86 －6 若干水溶性

鉱物
ファテライト（vaterite） 4.12 8.56 －7
カオリナイト（kaolinite） 5.16 7.38 －9
火山灰（volcanic ash） －13

有機物
テストステロン（testosterone） 14.73 11.01 －2
コレステロール（choresterol） 14.0 37.8 －2
メタアルデヒド（metaaldehyde） －5
バクテリア（bacterium） －2.6 植物の葉につくバクテリア
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図6：暖かい雲に対するシーディング法.(村上2009）
Fig.6：Cloud seeding method for warm clouds



う天文学的な数の氷晶を発生することができ,無駄なく

理想的に撒ければ,５km×５km×２kmの雲に100

個/Lの氷晶を発生させるのに総量でわずか0.5kgのド

ライアイスペレットを撒けば十分である.液体炭酸や液

体プロパンでも同様の効果が得られる.液体炭酸や液体

プロパンはボンベに封入することで蒸発などの影響を受

けず保存が容易であることと,氷晶を生成する際の昇華

の潜熱で作り出される弱い対流で静穏な過冷却の放射霧

の中でも効果が広がるという理由で,地上から散布し空

港やスキー場にかかる過冷却霧の消散に使用されたこと

があるが,増雨増雪を目的とした人工降雨実験では試験

的な使用以外では用いられていない.最近この方法を航

空機から雲に対するシーディングに応用する事例も見ら

れるが,対象とする雲の内部にできるだけ短時間で広範

囲にシーディング効果をいきわたらせるという点で,

シーディング直後の影響空間が１次元的になる液体炭酸

シーディングより落下しながら氷晶を発生させ影響空間

が２次元的になるドライアイスシーディングの方が効果

的であることが数値シミュレーションでも示されてい

る.散布した液体炭酸は沸騰状態にあり瞬時に気化する

ため,ごく狭い空間の氷過飽和水蒸気から氷晶を生成す

ることになり,一度に大量のシーディング物質を撒いて

も１g当たり10 個の氷晶を生成できない場合が多いこ

とにも注意を要する.

人工氷晶核として古くから使用され,現在でも最も広

く用いられているのはAgIである.AgIをアセトンに

溶かして燃焼気化して,直径30～100nmの微粒子を発

生させると,１gのAgIから10～10 個の人工氷晶核

を発生することができる.その他に火工法といって花火

のように酸化剤と還元剤の組み合わせの中にAgIを入

れて燃焼・気化させる方法もある.火工法には航空機に

つけたり,航空機から投下したり,高射砲・ロケット砲

を使って打上げるものもある.AgIのような無機化合物

からなるINの結晶構造（格子定数）は,氷の構造とよ

く類似していることが知られている.近年はAgIアセ

トン溶液の化学成分に工夫を凝らし,AgIのアセトン中

における溶解性を向上させるだけでなく,エアロゾル粒

子の格子間隔をより氷の格子間隔に近づけIN能を向上

させたり,CCNとして働きやすくするためエアロゾル

粒子に吸湿性を持たせるように改良が加えられている.

現在では,燃焼により生成されるAgI粒子の化学組成

はAgICl ・yNaClとなっているのが一般的である.

ここで,x＝0.7～0.8,y＝0.5～４程度の値となってい

る.人工氷晶核としてAgIのほかにヨウ化鉛（PbI）

やメタアルデヒドという有機化合物も用いられたことも

あるが現在は使用されていない.

ドライアイスの場合は,－２℃以下では温度に無関係

に１g当たり10 個の氷晶を発生するのに対して,AgI

粒子がINとして効き始めるのは～－４℃からで,温度

依存性が強いのが欠点である.逆にAgIは地上からア

セトン溶液を燃焼させて,人工氷晶核を雲内に導入でき

るという手軽さがある.この手軽さとランニングコスト

が安価にすむという点で業務実験では現在でもシーディ

ング物質として一番広く用いられている（福田1988；

村上2002）.地上からのAgI発煙の方法で注意を要する

ことは,AgIをINとして有効に働く－10℃以下の雲領

域に確実に送り込むことである.気象条件や地形形状に

も依存するが,地上からのAgI発煙が効果的となるの

は寒候期の山岳性混合相雲に限定される.この条件を満

たさない場合には,航空機を用いたAgIアセトン溶液

の発煙法や火工法によるAgIシーディングも用いられ

るようになってきた.

5.問題点

人工降雨の研究でいつも問題となるのが,効果判定の

難しさである.自然の雲に対するシーディング実験は,

同じサンプルを用いて何回もくり返し行う物理や化学の

実験とは勝手が異なる.雲の内部構造は,雲の種類,大

きさ,発生場所によって異なり,同一の雲でも発達の段

階により大きく変わる.一旦ある雲に対してシーディン

グをしてしまえば,しなければどうなったか知ることが

できない.そのため統計的手法が広く用いられてきた.

降水量の気候値のほぼ等しい２地区を選び,一方を標的

地,他方を標準地とし,標的地にかかる雲だけにシー

ディングを行い両地区の降水量を比較する方法が最も良

く用いられる.この統計的手法では,シーディング効果

が自然の降水量の大きな変動の中に埋もれ,たかだか年

間数10回程度の実験結果から統計的に有意な増雨率を

示すのは困難であった（表２）.

もう一つの問題は,意図的気象改変の及ぼす自然環境

への影響と社会的影響について地域住民に十分な理解を

得ることである.特に,社会的影響は複雑な問題であ

る.都市部に降る雪を山岳部に移動して水資源確保を図
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図7：冷たい雲に対するシーディング法.(村上2009）
Fig.7：Cloud seeding method for cold clouds



ることを例にとっても,都市部の雪が少なくなることを

喜ぶ人もいれば,快く思わない人もいるであろう.十分

な水資源を確保することも,全員が賛成するとは限らな

い.ある地域の水資源確保を図ると隣接する地域で逆の

効果があるとすれば,この問題はやっかいである.社会

的影響は,国や地方自治体等との連携をとり,社会全体

の利益を基準にして判断する必要がある.別の視点から

は,人工降雨が社会・自然環境へ及ぼす影響について地

域住民の総意を得ることが課題である.

6.色々な意図的気象改変

現在世界中で最も多く行われているのは,増雨・増雪

を目的とした意図的気象改変である.いわゆる人工降雨

のことで,シーディングによる水の相変化に伴って放出

される潜熱を利用して,凝結量を増加する方法（動的

シーディング法）も考えられているがチャンスが少ない

ため,シーディングにより雲の微物理構造を変化させ,

雲内で凝結した雲水から降水への変換効率（降水効率）

を改善する方法（静的シーディング法）が採用されてい

る.その他に,降水粒子の落下速度を変化させ,水平風

により降水域を移動させる方法もある.増雨・増雪で

は,冬季山岳性混合相雲を対象としたドライアイスや

AgIを用いた方法が最も効果的と考えられている.

次に多く行われているのは,降雹抑制である.雹は,

粒径が数cm,落下速度が30ms 以上にもなることが

あり,その大きな運動エネルギーにより農作物や都市部

の建築物・自動車等に大きな被害を与える.雹の運動エ

ネルギーは粒径のおおよそ４乗に比例するので,雹の粒

径を小さくすることによって大幅に被害を軽減すること

を狙ったものである.現在行われている降雹抑制プロ

ジェクトでは大粒の雹の生成を抑制する方法として,

シーディングにより雹の芽となる霰粒子を多数生成し

て,自然の雹の芽と過冷却雲粒捕捉による着氷成長を競

合させ,個々の雹を小粒なものとするという考え方であ

る.降雹抑制の効果については,研究者によって意見の

分かれるところである.原理的にはともかく,激しい気

象擾乱（積乱雲）に対して採られている実際の方法の有

効性を疑問視する研究者も少なくない.

過冷却霧の消散は,前節で述べた水と氷に対する飽和

水蒸圧の差を利用して,氷晶の成長・落下と微水滴の蒸

発により視程改善をはかるもので,その効果が最も顕著

な意図的気象改変技術として挙げられている.氷晶発生

には強冷法が用いられ,液体炭酸や液体プロパンを使用

する方法も提案されているが,実際には航空機からのド

ライアイス散布が最も用いられている.一方,暖かい霧

の消散方法としては,数10μmの吸湿性粒子（NaCl,

NHNO,尿素など）を霧層の上から大量に撒いて霧

粒を蒸発させる方法があるが,環境汚染や費用がかかる

ことが問題である.一般に,雲・降水を対象とする場合

は,直接エネルギーを注入する方法は経済効果が悪いの

で用いられないが,空港の滑走路などの狭い空間を対象

とした場合,ガスバーナーで霧粒を含む空気魂を加熱

し,相対湿度を低下させ霧粒を蒸発させる方法や,ヘリ

コプターが作り出す下降流で上層の乾燥した空気と霧層

の空気を混合して霧粒を蒸発させる方法が用いられたこ

ともある.

集中豪雨・豪雪の緩和技術は,災害が起こるたびに話

題に上るが,これを目的とした業務実験や研究プロジェ

クトは現在実施されていない.日本を含む中緯度帯で狭

い範囲に短時間に強い雨をもたらす,換言すると雲水か

ら降水へ効率良く変換する降水機構として,上空におけ

る霰・雹の成長抜きでは考えられない.霰・雹を生成す

る雲に対してオーバーシーディングを行うことにより,

個々の降水粒子の成長を抑え,落下速度を減少させるこ

とによって,降水域を風下側に広げ,降水強度を弱める

ことは原理的には可能性があるが,自然の状態でも効果

的に働いている降水過程を変調するためには,膨大な

シーディング物質が必要とされ,実効性には問題が残

る.

台風抑制の基本的な考え方は,スパイラルバンドに動

的シーディングを実施し,バンド内の対流雲を発達さ

せ,既存の目の壁雲の外側に新たに壁雲を形成するとい

うものである.新しい壁雲の循環が内側に流れ込む気流

を阻止し,角運動量の保存則から水平風速を減少させ,

中心付近の気圧傾度を弱めることにつながる.台風抑制

に関する研究として,1960年代に米国で実施された

Project Stormfurryは有名であるが,当時は台風のメ

表2：単一領域無作為シーディング実験で40％の増雨（増雪）効果を検出するために必
要な実験回数またはシーズンの数.(Dennis 1980）
Table2：Number of experiments units and seasons required to detect a 40% rainfall

 
increase under a randomized single-area design

 
Experiment  No.of units 

No.of units
 

per season 
Seasons

 
SCUD（Eastern U.S.) 178 19 9

Grossversuch IIIA（Swiss hail experiment) 390 15 26

Arizona I 460 22 21

East central Illinois（summer showers) 770 38 20

Based on data from Neyman and Scott(1967a).
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カニズムそのものの理解が不十分で,有意な結果は得ら

れなかった.しかし,近年の急速な技術革新（特に計算

機技術）によって,雲微物理スケールのシーディング効

果と台風の発達という数千キロスケールの擾乱発達を同

時に扱う数値シミュレーションも可能となりつつある.

2005年８月にハリケーンカトリーナが米国南部を襲っ

て大きな被害をもたらしたことを受けて,米国国土安全

保障省がハリケーン制御の技術開発に意欲を見せている

が,日本の気象庁にあたる米国海洋大気庁は現在のとこ

ろ慎重な姿勢を取っている.

最近にわかに注目を集めている（注意深く見守る必要

がある）のは,炭酸ガスの増加に伴う地球温暖化を抑制

するためのジオエンジニアリング（意図的気候改変）の

議論である.例えば,上層雲の変調を通して地球の反射

率を高めて温暖化を抑制することが提案されている.

IN濃度はCCN濃度のおおよそ百万分の一と少ないた

め,０℃以下で氷過飽和状態の空間を見出すのは比較的

容易である.例えば,飛行機雲が発達するような大気層

に,シーディングを行うことにより,自然に放置した場

合より,早くかつ広範囲に氷晶雲を生成することが可能

である.シーディングにより氷晶の大きさ,数濃度を変

えることも十分可能である.このような雲の微物理特性

の変化や氷晶雲の生成を通して,地球の放射収支に影響

を与えることも可能となるかもしれない.この他に,海

水を大量に大気中にスプレーしてCCN数濃度を増加さ

せることにより大気下層の雲の反射率を高める方法や,

成層圏下部に散乱性の硫酸塩エアロゾルやその前駆物質

ガス（SO）などを注入して,太陽光放射を弱める方法

なども提案されている.しかし,これらの提案されてい

るジオエンジニアリングの方法のほとんどが,エアロゾ

ルの間接効果という（雲物理学的）観点から,これまで

人工降雨研究のなかで行われてきた雲物理学的研究と比

べて不十分と言わざるを得ない.全球気候モデルにパラ

メタリゼーションとして取り込むことにばかり気を取ら

れて,基礎的物理過程の理解・モデルによるその適切な

取り扱いが今後の課題である.また,ジオエンジニアリ

ングを選択することで,地球温暖化の主因である人為的

二酸化炭素の排出抑制に対する意欲が失われることを危

惧する声も聞かれる.

7.人工降雨降雪研究の最前線

近年,航空機などを用いた雲・降水の測定技術や雲の

数値モデルの目覚しい進歩により,降水機構に関する理

解が格段に深まっており,シーディングによる雲の内部

構造の変化から降水量の増減までの一連の変化を自然の

雲の状態と区別し評価することが可能となってきた.こ

のようなシーディング効果の物理的評価手法と組み合わ

せることで,従来の統計的評価手法の信頼性も高まっ

た.一方,シーディング効果に関する統計的解析手法

も,標的地の降水量の物理的予測因子を導入することに

よって,シーディング効果の評価に要する期間を大幅に

短縮する見込みが示されつつある.シーディング効果に

関する実験結果や観測結果に基づくパラメタリゼーショ

ンを導入した信頼性の高い数値モデルを用いて,最大限

の効果を引出す最適シーディング法（場所・タイミン

グ・量）も開発され,季節を通したシーディング効果も

評価できるようになってきた.

まず,意図的気象改変研究におけるエアロゾルの雲・

降水影響の取り扱いについて,AgIシーディングを例に

とり紹介する.地上からのAgIアセトン溶液の燃焼や

航空機からのAgIアセトン溶液の燃焼,あるいは航空

機からの吸湿性フレアの燃焼から生成されるAgI粒子

を,未だ活性化せず空気中に存在する粒子,それぞれ雲

水・雨・雲氷・雪・霰に取り込まれた粒子に区分し,

別々の予報変数として計算することによって,AgI粒子

が昇華核・凝結凍結核・内部凍結核・接触凍結核として

雲内で氷晶を生成し,以降の降水過程を変調する様子を

詳細に計算している（図８）.使用している数値モデル

はバルク法雲物理パラメタリゼーションを組み込んだ非

静力学モデルであるが,非意図的気象改変（エアロゾル

の間接効果）研究でも,これほどエアロゾルの雲核・氷

晶核形成過程を詳細に取り扱った例はほとんど見られな

い.

冬季山岳性混合層雲を対象とした意図的気象改変研究

の最新動向を,気象庁気象研究所と国土交通省利根川ダ

ム統合管理事務所との共同研究「山岳性降雪雲の人工調

節の可能性に関する基礎的研究」（平成６～14年度）

（Murakami et al.2003）や文部科学省科学技術振興調

整費「渇水対策のための人工降雨・降雪に関する総合的

研究」（平成18～22年度）（村上2009）の成果を通して

紹介する.冬季の山岳性降雪雲に対して,雲頂からドラ

イアイスを撒き,氷晶を発生させ,雪の成長を促進する

方法を検討した.野外実験観測では,単に航空機からド

ライアイスを撒くだけではなく,最新鋭の観測機器を搭

載した航空機で雲の内部構造の変化を調べるとともに,

各種レーダ,マイクロ波放射計などを地上に配置して

シーディング前後の雲の様子をモニタリングし,人工降

雨に適した雲を識別する手法やシーディング効果の評価

法などを開発・活用しながら,総合的な研究を実施し

た.

山岳性降雪雲を対象とした準実スケールのドライアイ

スシーディング実験を実施し,航空機を用いてシーディ

ング前後の雲の微物理構造の変化を解明し,増雪のメカ

ニズム・増雪効果を定量化した.過冷却雲水を豊富に含

む雲ではドライアイスシーディングにより生成された氷

晶は10分後までに昇華凝結成長により数100μmにま

で成長し,それ以後は付着併合成長により数mmの雪
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片（降雪粒子）にまで成長することが分かった（図９）.

シーディングカーテンの幅はシーディング直後の200～

300mから拡散により20～30分後には２～３km程度

まで広がり,その中の氷晶濃度は1,000個/L程度から

100個/L程度に減少することも確認された（図10）.２

Ｄイメージから算出したシーディングカーテン内のレー

ダ反射強度は周囲と比べ３～５dB程度増加することが

示された（図11）.レーダ観測から得られる時空間的に

大量のデータを用いて,シーディングカーテンの推定位

置でレーダ反射強度が周囲と比べて若干強くなることも

確認した.

現実的なドライアイスシーディング実験を再現するた

め,高精度な雲の数値モデルを開発し,そのモデルを用

いて最適シーディング法の検討などを行った.集中観測

期間中には,このモデルを用いて,観測支援資料として

人工降雪に適した雲の出現予報実験やシーディング効果

予測実験を実施した.山岳性降雪雲に対して理想的な

（最も効率の良い）シーディング法を採用した場合,ダ

ム集水域に降る一冬の降雪量を最大30％程度増加させ

る可能性があることが数値シミュレーションで示された

（図12）.また,積雪融雪流出モデル・水管理モデルと

組合わせることで,一冬を通してドライアイスシーディ

ングをすることにより夏期のダム制限容量に移行する６

月30日の貯水量を大幅に改善できることも示された

（図13）.

次に吸湿性粒子（NaClやCaCl）シーディングを例

にとって,意図的気象改変研究におけるエアロゾルの

雲・降水影響の取り扱いを紹介する.南アフリカの研究

グループが吸湿性粒子フレアシーディングを混合相対流

雲に適用し,航空機直接観測から雲底付近の雲粒粒径分
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図8：バルク法NHMによるAgIシーディングの取り扱い.昇華核形成（左上）,凝結凍結核形成（左中）,接触凍結核形成（左
下）,内部凍結核形成（右上）の積算値,大気中のAgI粒子数濃度（右中）と雲水中のAgI粒子数濃度.(気象研究所 橋本明
弘氏提供）
Fig.8：Treatment of AgI particles in NHM implemented with a double moment cloud microphysics parameterization.AgI

 
particles activated through deposition nucleation(upper left),condensation freezing nucleation(middle left),contact freezing
(lower left),immersion freezing(upper right),non-activated AgI particles in the air(middle right),and AgI particles in cloud

 
water(lower right).



布が広がり（図14）,レーダ観測から推定した雲内雨水

量の増加,降雨持続時間の増大（図15）を示して以来,

脚光を浴びてきている.吸湿性粒子を用いたシーディン

グに関しては,未だ研究段階でその効果についても大き

く意見の分かれるところである.雲生成チェンバーや詳

細雲物理モデルを用いて,吸湿性粒子シーディングの効

果に関する基礎的実験を実施し,標準的な大気状態にお

ける平均粒径0.8から10μmのNaCl粒子（マイクロ

パウダー）や発煙（フレア）法で生成される粒径0.3か

ら数μmのCaCl粒子について,最も有効なシーディ

ング粒子の同定を進めてきた.雲生成チェンバー実験で

はマイクロパウダー（平均粒径0.8から10μmの

NaCl粒子）をシーディングすることによって,大粒径

の雲粒の生成と雲粒総数濃度の増加を伴う初期雲粒粒径

分布の顕著な変化が現れることが確認された.一方,発

煙（フレア）法で生成される吸湿性粒子（粒径0.3から

数μmのCaCl粒子）をシーディングして雲粒総数濃

度の顕著な増加は見られるが大粒径の雲粒の増加を伴う

初期雲粒粒径分布の顕著な変化は見られなかった（図

16）.吸湿性リフレアからは0.3μm付近にピークを持

つ粒子と２μm付近にピークを持つ粒子が生成される

図12：一冬を通したドライアイスシーディングによる積算
降水量の増分.(村上2009）
Fig.12：Increases in cumulative surface precipitation due

 
to dry-ice seeding through a whole winter season.
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図9：シーディング６分後,11分後,26分後におけるシー
ディングカーテン内で観測された雲粒子・降水粒子の画像
（2D-Cイメージ）.(Murakami et al.2003）
Fig.9：2DC images of ice particles in seeding curtain,6,11

 
and 26 min.after dry-ice pellet seeding.

図10：氷晶・雪粒子の２Ｄイメージから求めた氷晶数濃度.
シーディングカーテン内（赤色）とその周辺（青色）.(村上
2009）
Fig.10：Ice particle concentrations in seeding curtains
(red)and their surroundings(blue)obtained from 2DC

 
images as a function of distance from the divide.

図11：氷晶・雪粒子の２Ｄイメージから計算したレーダ反
射因子.シーディングカーテン内（赤色）とその周辺（青
色）.(村上2009）
Fig.11：Radar reflectivities in seeding curtains(red)and

 
their surroundings(blue)calculated from 2DC images as a

 
function of distance from the divide.



が,後者の数濃度は前者の10 から10 と低濃度であ

るため,巨大粒子から生成される大雲粒の数濃度が粒子

計測装置の検出限界以下だったためと考えられる.

観測用航空機とシーディング用ヘリコプターを用いた

野外吸湿性粒子シーディング実験では,マイクロパウ

ダー法と吸湿性フレア法ともに雲底付近に自然の状態よ

りも大粒の雲粒が生成することは確認することができた

が（図17）,その後の増雨につながる雲の内部構造の変

化まで確認することはできていない.バックグラウンド

図16：雲生成チェンバー実験から得られたNaClマイクロパウダーシーディング（左）と吸湿性フレアシーディング（右）によ
る雲粒粒径分布の変化.バックグラウンドエアロゾルからの雲粒粒径分布（グレー）,バックグラウンドエアロゾルに低濃度
（赤）,中濃度（青）,高濃度（緑）のシーディング物質を付加した場合の雲粒粒径分布.(村上2009）
Fig.16：Changes in initial cloud droplet size distributions due to NaCl micro-powder seeding(left)and hygroscopic flare

 
seeding(right).Droplets size distributions formed on background aerosol(gray),background aerosols＋low(red),moderate
(blue),high(green)concentrations of seeding aerosols.

307意図的気象改変

図13：一冬を通したドライアイスシーディングの矢木沢ダ
ム貯水量に対する効果.(村上2009）
Fig.13：Effects of dry-ice seeding through a whole winter

 
season on the water storage of Yagisawa Dam.

図14：吸湿性フレアでシーディングした場合としない場合
の雲底付近の雲粒粒径分布.(Mather et al.1997に加筆）
Fig.14：Changes in cloud droplet size distribution near

 
cloud base due to hygroscopic flare seeding.

図15：シーディングした場合（青）としない場合（赤）のレーダーエコーから求めた雲中の雨滴質量のシーディング決定時刻か
らの時間変化.下から25,50,75パーセンタイル.(Mather et al.1997に加筆）
Fig.15：Comparisons of the first,second,and third quartiles of the seeded(blue)vs the control(red)group of storms.Note

 
that the seeded storms peak later and at higher rain masses than their unseeded counterparts.



エアロゾルや自然の雲の内部構造観測から,夏季の南よ

りの風が卓越する気象条件下でも,高知県上空の大気や

雲の特性は純粋な海洋性ではなく汚染質の影響を強く受

けており,吸湿性粒子シーディングの適用範囲にあるこ

とが確かめられた.

吸湿性粒子シーディングによる増雨効果を調べるた

め,詳細雲物理モデルを組み込んだ２次元モデルを用い

た数値実験を行った.マイクロパウダー法では十分な量

を撒けば最大10～20％の増雨効果を期待できることが

示された.現行のフレア法では５μm以上の粒子を含め

ば降水のタイミングを早めることができるが（降水域を

移動させる可能性を示唆）,必ずしも総降水量の増加に

はつながらないという結果を得ている（図18）.マイク

ロパウダー法・フレア法共に,シーディング効果はシー

ディング物質の量や上昇流の強さ,バックグラウンドエ

アロゾル等に依存することが示されている.シーディン

グ効果（地上降水の増加）のシーディング物質の量や粒

径分布に対する感度実験を行い,シーディング効果と

シーディングによる雲粒数濃度の減少に良い相関がある

ことを見出した（図19）.雲粒数濃度の減少量はバック

グラウンドエアロゾルの数濃度や粒径分布・シーディン

グ物質の粒径分布や量にも依存するが,吸湿性粒子シー

ディングによって雲粒数濃度が減少する場合に地上降水

量が増加する結果となった.これは,超巨大核や巨大核

によって少数の大雲粒（雨滴の芽）が生成されても,降

水開始のタイミングは早まっても総地上降水量にはあま

り影響せず,雲粒数濃度を減少して全体的に雲粒粒径を

大きくした方が総地上降水量の増加につながることを意

味しているようである.
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図17：吸湿性フレアシーディングの影響を受けたと考えられる部分と受けなかったと考えられる部分の雲底直上における雲粒粒
径分布.(村上2009）
Fig.17：Cloud droplet size distributions with(left)and without(right)hygroscopic flare seeding effects observed by an

 
instrumented aircraft just above cloud base.

図18：地上総降水量の時間変化.マイクロパウダーシーディング（左）とフレアシーディング（右）.(Kuba and Murakami 2010)
Fig.18：Effects of NaCl micro-powder(left)and hygroscopic flare(right)seeding on cumulative surface precipitation.

図19：吸湿性粒子シーディングによる雲粒数濃度変化と積
算地上降水量変化の関係.(Kuba and Murakami 2012）
Fig.19：Relation between changes in cumulative surface

 
precipitation and cloud droplet number concentration due

 
to hygroscopic seeding.



8.まとめ

今後,地球温暖化に伴い豪雨豪雪・少雨少雪などの異

常気象が頻発することが懸念されているなか,降水の人

工調節は,日本の山岳性降雪雲のように条件を満たした

雲では最大30％程度の増雪が見込める魅力的な技術で

ある.水循環サイクルを少しだけ調節して人類がその恩

恵を受ける,人工降雨に代表される意図的気象改変に関

する研究は,ますます重要性が増すものと思われる.世

界的には水不足問題が深刻化することは間違いなく,そ

のような国々への技術支援の必要性が高まることは間違

いない.

人工降雨・降雪が行われている国や地域の多くは慢性

的な水不足問題を抱えていて,「一滴でも多くの雨が降

ればいい」という考え方が大勢を占めており,基礎的研

究に基づく技術開発が不十分なまま事業として実施され

ているのが実情である（村上2003）.一方,日本を含む

東アジアの海洋に面した国々や地域では,渇水や水不足

は一過性のもので,１年以上にわたって継続することは

希である.しかし,たとえ３～６ヶ月の渇水でも被害は

甚大で,渇水被害を軽減できないかとの思いは切実であ

る.このような状況下では,タイムリーでピンポイント

な人工降雨・降雪技術が要求されるため,より高度な技

術が必要となってくる.渇水対策や水資源管理技術の確

立のためには,人工降雨・降雪と同時に短期・長期の降

水予報精度の向上とその利用が必須であることはいうま

でもない.

本稿の冒頭でも述べたように,意図的・非意図的気象

改変に関する研究は,その研究手法や対象とする物理過

程の共通性から,表裏一体の密接な関係にある.意図的

気象改変は非意図的気象改変を理解する上で,準実ス

ケールの実験と見なすことが出来る.一方,非意図的気

象改変は大気環境の変調を通して,意図的気象改変

（シーディング効果）にも大きな影響を与える可能性が

ある.非意図的気象改変は人為起源のエアロゾルが知ら

ず知らずのうちに雲・降水を変調するもので,一般的に

自然状態とのコントラストも弱くその実態がとらえにく

いことが多い.人為的エアロゾルもバックグラウンドエ

アロゾルとの差別が不明瞭なで,エアロゾルの間接効果

の物理過程の解明やその影響評価が難しい.一方,意図

的気象改変ではバックグラウンドエアロゾルとは明瞭な

差別のある特徴的粒子（CCN能の高い・IN能の高い）

を使用し,意図的に雲・降水を変調しているので,エア

ロゾルの間接効果に関する物理過程の解明に有効であ

る.人工降雨研究（意図的気象改変研究）に関連して,

本巻（低温科学第72巻）で紹介した山下ほか（2014),

久芳（2014),橋本（2014),田尻ほか（2014）の研究成

果が得られていることを見ても分かるように,意図的気

象改変研究と非意図的気象改変研究は密接な関係にあ

り,今後,効果的かつ効率的に研究推進を図るために

も,両者を総合的に進めることが求められる.
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The cause for the global temperature change of the last one hundred years is investigated in light of the
 

earth’s energy balance.The material used for the present paper is mostly observed at the earth’s surface or
 

from the space.While the enhanced greenhouse effect steadily increased,the aerosol effect fluctuated as a
 

result of the decadal variation in aerosol emission.A cooling period witnessed for 30 years in the middle of the
 

20 Century is considered to have been caused by aerosol effect that surpassed the enhanced greenhouse effect.

This cooling episode coincided with the period of declining surface global solar radiation,which was subsequent-

ly coined as the Global Dimming.The Mie-scattering theory can however explain only half of the decrease.

The remaining half is considered due to the increase in cloud,which has been confirmed by the observations at
 

the surface and from the space.Thus the ongoing climate warming is caused by a delicate imbalance between
 

the increasing rates of greenhouse gases and of aerosol.The turning point of the total radiation from the
 

negative to the positive phases is estimated to have happened sometime in the 1970s,which corresponds to the
 

end of the cooling period and the beginning of the unprecedented warming.In the near future it is possible that
 

the temperature trend may turn negative,if the aerosol effect overtakes the greenhouse effect.The currently
 

observed slowing down of the warming after 2005 may well be the result of the increasing aerosol.

大村 纂

二十世紀初頭以来の百余年間は人為的温室効果による温暖化の時代と言われる.たしかに1900年

以来全球平均でほぼ１℃昇温した.しかし,温度変化を注意して見ると単調増加ではない.1910年

から30年間昇温した後,1940年から1970年までの30年間昇温が停まっただけでなく,0.1℃強寒

冷化した.その後再び昇温に転じ1970年からの40年間だけで0.9℃温暖化した.これは全球平均の

話で,この通りの変化を示した地域はないが,二十世紀初期の温暖化と,それに続く寒冷化そして最

近の顕著な温暖化という三相変化は位相をわずかに異にしてほぼ全球で見られる.従って,二十世紀

中葉に現れた寒冷化は全球的現象であった.この30年にわたる全球規模での温暖化トレンドからの

逸出はENSOやその他多く知られている振動現象では説明できない.この寒冷化の原因が分からな

ければ二十世紀全般にわたる温度変化の原因も正確には理解できないことになり,又将来の予測もお

ぼつかないことになる.したがって,本論文では,二相の温暖化に挟まれた寒冷化の原因を極める.

そのために,本論文では甚だ基礎的になるが気候システムにおける温度生成過程を熱力学第一法則

に基づいて考える.地球表面の温度生成における放射の占める役割を認識し,二十世紀初頭以来観測

された全天太陽放射,直達放射と大気の透過度を分析する.全天太陽放射の経年変化から二十世紀初

頭から1950年にかけての第一次グローバル・ブライトニング（全天太陽放射の増加期）,1950年代

から80年代にかけてのグローバル・デイミング（全天太陽放射の減少期）,更に80年代から2005年

にかけての第二次グローバル・ブライトニングの３時代が認識される.その間に観測されたデイミン

グとブライトニング間の大気の透過度の変化は0.05であった.この透過度の変化に相当するエアロ

ゾルの直接効果（ミー散乱）だけでは全天放射の変動量の約50％しか再現できないことが判り,残

りの50％はエアロゾルの間接効果,即ち雲の経年変化に帰着される.エアロゾルによる光学行程と

雲量の相関はきわめて高く,この時期のエアロゾル間接効果と思われる雲の変動は全雲量で４％,日

照時間では日に0.4時間に相当する.この雲量の変動は地上と衛星から観測された結果である.

The effect of aerosol on on-going climate change

現温暖化におけるエアロゾルの効果



1.Introduction
 

Radiation is the primary heat source and the
 

ultimate heat sink of the climate system.Further,

radiation mainly determines the thermal condition of
 

the atmosphere and the ocean.Consequently,

changes in radiation are the causes of most climate
 

changes.Traditionally,radiation was believed to be
 

very stable(Budyko 1971)and effective only for cli-

mate changes of very long time scales,such as the
 

climate change of an ice age and interglacial type.

Later,climatic variations of a century time scale were
 

investigated through the changes of the greenhouse
 

gas content(Manabe et al.1991).The processes of
 

climate variations of the decadal time scale remained
 

unexplained.The investigation of climate change of
 

this type in the recent century is the objective of the
 

present paper.This period has abundant observa-

tional material,making process studies possible.In
 

the present article air temperature and radiation will
 

be given a priority as they have relatively long and
 

homogenous time series.

2.Synopsis of the temperature change dur-

ing the twentieth century
 

The general characteristics of the global tempera-

ture of the last century are presented in Figure 1.

The original data are monthly means of CRUTEM3v
 

produced at the Climate Research Unit of the Univer-

sity of East Anglia.For the sake of comparison the
 

time series is presented for the period of the entire
 

observation.The global temperature variation of the
 

last one hundred years is often mentioned as the
 

century of warming with a trend of 0.010°C/a.It is
 

however not a simple,monotonic warming but is
 

characterized by the first three thirty-year periods
 

and the last ten-year period.The first thirty-year
 

period from 1910 to 1940 was a time of warming with
 

an annual trend of＋0.012°C/a.This period was
 

followed by thirty years of cooling(from 1941 to 1970
 

with annual trend of－0.003°C/a),which was then
 

followed by the steepest warming of the last three
 

decades of the twentieth century(1971 to 2000 with
 

0.014°C/a).These were trends in global mean tem-

perature,and there is no single site in the world that
 

shows exactly the same trends as depicted above.

For example the mean temperature in Europe follows
 

a similar pattern as the global mean,but its phase
 

began approximately ten years later.For example,

the earlier temperature peak appeared in early 1950s,

instead of the beginning of the 1940s.The warming
 

trend continues to present in Europe,unlike the global
 

mean that shows a slight cooling after year 2000.

The last ten-year period is however too short to show
 

a meaningful trend.The main focus of the present
 

study is the thirty-year period of cooling in the middle
 

of the twentieth century.The greenhouse effect
 

alone can not explain the cooling of this period,and
 

some other mechanism must have been at work at the
 

same time.

3.Temperature determining processes
 

Temperature is determined as a result of the
 

energy balance.This statement can be formulated
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グローバル・デイミングの続いていた期間は全天太陽放射の減少率が長波放射の増加率を上回り全

放射率が減少していたことが判明し,これが気温低下を引き起こしたと考えられる.続く1980年代

からの第二次グローバル・ブライトニング期では増加に転じた全天太陽放射と既に増加傾向にあった

長波放射が相まって全放射の増加率は6.6Wm /decadeとなり,年間0.035℃となる観測時代最大

の気温上昇率をもたらす結果となる.このように現在進行中の温暖化は温室効果ガスの増加率とエア

ロゾルの増加率のバランスの微妙な崩れの結果であり,近い将来においてもエアロゾルの増加率があ

る程度大きくなり温室効果の上昇率を越すことが生じれば,寒冷化が起こりえる.現に2000年代に

入ってから温暖化が鈍っているのは,決して温室効果が減少したためではなく,エアロゾルの効果が

増加している結果である可能性が高い.
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with the first law of thermodynamics in the following
 

manner for the atmosphere(Eq.1)and the earth’s
 

surface(Eq.2),respectively:

c ρT
t

＋∇ c ρT ＋∇ －L K＝0, (1)

where the first two terms represent enthalpy,the third
 

term is radiative divergence,and the last term,the
 

rate of release of condensation heat;

and then,

S 1－a ＋L↓＋H＋L E＋C＝σT ＋m, (2)

where the first term on the left hand side is the
 

absorbed solar radiation,being a albedo;the second
 

term is terrestrial counter radiation from the atmo-

sphere;the third and fourth terms are turbulent sen-

sible and latent heat fluxes,respectively;the fifth
 

term is the sub-surface heat flux.The first term on
 

right hand side is the outgoing terrestrial radiation
 

from the surface,and the second term is the rate of
 

heat consumption due to melt.Although these two
 

equations are individually written in this manner,they
 

essentially have the same content of energy conserva-

tion.The information on the temperature determina-

tion is contained in the first two terms in Eq.(1),but
 

also in the third term.For the steady state the third
 

term alone carries the role of temperature determina-

tion.The temperature is also in the first term on
 

right hand side in Eq.(2).In the present article,the
 

author is concerned with Eq.(2),as we investigate the
 

temperature change near the earth’s surface.

Eq.(2)shows how the temperature is formed as a

 

result of the energy budget.This equation,written in
 

a rather unconventional manner,requires some expla-

nation.The terms that are determined entirely by
 

other fluxes are placed on right hand side,while those
 

on left hand side are independent of each other,

although related.The first term on the right hand
 

side is the blackbody emission,and the result of the
 

surface temperature determined as a consequence of
 

all other terms on left hand side.The second term,

latent heat of fusion,is in fact the rate of the heat
 

storage,and is equivalent to the local change,that is
 

dependent on divergence of fluxes.These two terms
 

are uniquely determinable,although two variables in
 

one equation give the impression that the solution is
 

difficult.These two terms are never simultaneously
 

variable.When the first term is variable,that is not
 

attaining the melting point,the second term is a
 

constant and zero.If the second term is not a con-

stant,the surface is melting at variable melting rates,

and the first term must be a constant at 315.6 Wm ,

corresponding to the black emission of 0°C or 273.15
 

K.Thus Eq.(2)is solvable for the temperature and
 

the melting rate simultaneously with one equation.

The mean state of the present global energy balance
 

for the earth’s surface is presented in Figure 2.

Terrestrial upwelling irradiance,389 Wm is the
 

consequence of the energy balance,which brings
 

about the mean surface temperature of 14.7°C(287.8
 

K).

Further,the degree of variability of the tempera-

ture as a consequence of a change in the terms on left
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Figure1：Global annual mean air temperature as interpreted in CRUTEM3v of the Climate Research Unit of the University
 

of East Anglia.The ordinate is the deviation from the 1961-1990 mean in Centigrade.The blue diamonds are annual
 

values and the thick red line is the 11-year running mean.



hand side is the definition of the temperature sensitiv-

ity,which is often synonymously treated as the cli-

mate sensitivity.For example T
L↓ indicates the

 
warming as a result of the enhanced greenhouse

 
effect.This is the base for understanding the warm-

ing trend observed in the last one hundred years.

However,it is difficult to understand the thirty-year
 

cooling period observed from 1941 to 1970.In Eur-

ope,the cooling period appeared ten years later from
 

1951 to 1980.There must have been another term or
 

terms that worked simultaneously to cause the coo-

ling trend.This problem is the main theme of the
 

following sections.

4.Decadal variation of radiation
 

The first work that clearly related climate
 

changes to decadal variation of solar radiation was
 

Budyko(1971).It was however not clear if he meant
 

the variation in solar radiation outside the atmo-

sphere or at the bottom of the atmosphere.If he
 

meant the former,this meant the change in Total
 

Solar Irradiance(TSI,or the solar constant).If he
 

meant the latter,the work represents the discovery of
 

a phenomenon,which we presently call the solar
 

dimming,and brightening.The reason of this uncer-

tainty is the absence of the data on which he con-

structed his argument on climate changes of the 20

century.In another work(Budyko 1980),he states
 

that the global irradiance on the earth’s surface is so
 

stable that only several years’data suffice to charac-

terize the radiation climate of the site.It is unclear

 

what kind of mechanisms he envisaged to be the cause
 

for the variation of solar radiation.One of the ear-

liest articles,pointing to the possibility of measurable
 

decadal fluctuations of global solar radiation is Oh-

mura and Lang(1989).They attributed the cause of
 

the change in global solar radiation to the change in
 

cloud amount.Several works in the following years
 

offered different explanations(Russak 1990;Stanhill
 

and Moreshet 1992;Liepert et al.1994).All these
 

works reported a generally decreasing trend of global
 

solar radiation.Wild et al.(2005)reported a gener-

ally increasing trend for the period after 1990.These
 

decreasing and increasing trends are subsequently
 

coined as global dimming and brightening,respective-

ly.These works are based on the observational data,

which are traceable to World Radiometric Reference

(WRR).The operational observations carried out by
 

the Baseline Surface Radiation Network(BSRN)use
 

instruments with the WRR traceability,and are accu-

rate to within 3 Wm .Since the ranges of variation
 

found are 8 to 10 Wm ,it was clear that the detected
 

variations were not artifact but a change in the envi-

ronment.It took nevertheless more than ten years
 

until the scientific community realized the importance
 

of the decadal variation in solar radiation in the
 

atmosphere.The long-term homogenized time series
 

of the global solar radiation are presented in Figure 3.

This is an updated version of the time-series of obser-

ved global solar radiation that became the basic
 

material for the discovery of global dimming and
 

brightening.The absolute values of the annual mean
 

global solar radiation among the five stations differ
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Figure2：Mean state of the global energy balance［Wm ］



greatly mainly due to the latitude and cloud cover
 

differences(Locarno-Monti,46°N,annual total cloud
 

amount:53%,sunshine duration hours:6.1 h/d;Stock-

holm,59°N,annual total cloud amount:60%,sunshine
 

duration hours:5.2 h/d).The temporal courses of the
 

irradiance at these sites however are similar.The
 

mean global solar radiation of the five sites is added
 

in a thick grey line.The figure shows that the
 

decadal global temperature closely follows the course
 

of the mean global solar radiation.The influence of
 

solar radiation on global mean air temperature was
 

discussed in detail by Wild et al.(2004).The effect of
 

total(solar plus terrestrial)incoming radiation on air
 

temperature was discussed by Ohmura(2009).

The cause of the decadal fluctuation of surface
 

global solar radiation was further investigated.The
 

observation period suited for this type of study was
 

the fifty years from 1957 to 2007.There are only five
 

sites worldwide where all necessary observations for
 

this type of analysis were made:global solar radia-

tion,direct solar radiation,total cloud amount,and
 

sunshine duration hours.The five sites are Feodosia
 

on the Black Sea,Moscow in Russia,Tartu in Estonia,

Davos in Switzerland and Tateno in Japan.The
 

fifty-year period contains the first 30 years of dim-

ming and the following 20 years of brightening.The
 

changes in global radiation during the dimming and
 

brightening phases are－7.1 and＋6.3 Wm ,respec-

tively.The total zenith transmittance decreased by
 

0.036 from 0.758 to 0.722 from 1960 to 1980.Similar-

ly,from 1990 to 2005,the transmittance changed by
 

0.057 from 0.725 to 0.782.The changes in total zenith
 

transmittance of the atmosphere allow a calculation

 

of the changes in global solar irradiance that are due
 

to aerosol direct effect by Mie-scattering.The
 

details of the calculation are presented in Ohmura

(2009).They are－2.9 and＋3.8 Wm ,for the dim-

ming and brightening periods,respectively.This
 

result indicates that the weights for the aerosol direct
 

and indirect effects are about fifty and fifty percent.

Since a homogenous set of observation of cloud is only
 

available after 1969,the effect of cloud was evaluated
 

only for the brightening period from 1990 to 2005.As
 

3.8 Wm is found to be due to the aerosol direct
 

effect,the complementary 2.5 Wm is interpreted to
 

be due to the aerosol indirect effect,which corre-

sponds to 4% in total cloud amount,and 0.4 h/day of
 

sunshine duration hours,based on the station observa-

tions.The course of the 25 years of International
 

Satellite Cloud Climatology Project(ISCCP)observa-

tion of the total cloud amount is presented in Figure
 

4a.The change in the global mean total cloud
 

amount from 1990 to 2005 in the ISSCP satellite
 

observation also gives 4% decrease.This decreasing
 

trend is also depicted in the decline of the global mean
 

planetary albedo in Fig.4b observed by Clouds and
 

Earth’s Radiant System (CERES),which measured
 

TOA irradiances from 2000 to the present with the
 

highest accuracy to date.The decrease in planetary
 

albedo during the first decade of the 2000s corre-

sponds to 0.005.The decrease in total cloud,aerosol
 

and surface albedo for the period from 1979 to 2011 is
 

reported in a satellite-based work by Herman et al.

(2013).A close examination of the figures of this
 

paper reveals that the decreasing trends in fact
 

happened during the 25 years from 1983 to 2008,and
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Figure3：Annual mean global solar radiation observed at long-term stations.Unit is Wm .The thick black line in the
 

middle indicates the 5 years running mean of the means of all stations.



the reflectivity reported is in fact TOA reflectivity,

even though they used the term,surface reflectivity in
 

the title of the article.The reported decreasing rates
 

match very well with the present findings.

The decadal variations of the observed solar and
 

terrestrial radiation are summarised in Table 1.In
 

the middle of the twentieth century,there was indeed
 

a period when the magnitude of the solar radiation
 

reduction exceeded the rate of the growing green-

house effect,resulting in the decrease in total radia-

tion and cooling.The turning point of total radiation
 

from negative to positive trends is estimated to have
 

happened sometime during the 1970s.The table pres-

ents the climate sensitivity evaluated using the
 

irradiance and temperature variations during the
 

dimming and brightening phases.Despite the cli-

matic difference between the dimming and brighten-

ing phases,the temperature sensitivities against total
 

irradiance change are remarkably similar.They are
 

0.060 K/Wm during the dimming,and 0.053 K/Wm

during the brightening.These values are smaller
 

than those extracted from the GCM experiments.

The difference is due to the fact that the present
 

sensitivity is evaluated through changes in nature,and
 

contains all feedback processes,especially the temper-

ature/water vapour feedback.

5.Conclusion
 

The cooling in the middle of the otherwise warm-

ing twentieth century is most likely caused by aerosol.

The Mie-scattering process explains about half of the
 

total variation found in global solar radiation.The
 

remaining half is attributed to the change in cloud,

which shows a corresponding variation in observed

 

Table1：Decadal Variations in Solar and Terrestrial
 

Radiation,Total Radiation,Air Temperature,and the
 

Temperature Sensitivity by Radiation Change
 

Solar
 

radiation 
Terrestrial Total 

Temperature
 

change
 
Sensitivity
(T/R)

Wm /decade  K/decade K/(Wm )

1955-1985 －2.5 ＋1.0 －1.5 －0.09  0.060
 

1986-2005 ＋4.1 ＋2.5 ＋6.6 －0.35  0.053
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Figure4：Satellite observations of the global mean total cloud amount(a),and planetary albedo of the earth(b).The cloud
 

observation is from ISCCP-D2,and the planetary albedo is obtained from CERES.



cloud amount both at the surface and from satellites.

These coordinated changes can be identified as the
 

aerosol indirect effect.Although a further division
 

of the indirect effect into the first kind(cloud amount)

and the second kind(cloud albedo)is not attempted in
 

the present study,the importance of the aerosol in-

direct effect of the first kind is unmistakable,as the
 

change in cloud amount shows the coordinating course
 

with the change in transmittance and radiation.

It is most likely that the 20 century temperature
 

change consists of a delicate imbalance between the
 

greenhouse and aerosol effects.The total radiation
 

is estimated to have turned positive sometime in 1970s
 

as a result of the acceleration of the greenhouse effect
 

and the decline of the aerosol effect.This time-point
 

corresponds to the end of the mid-twentieth century
 

cooling and the beginning of the unprecedented warm-

ing.It is possible that the temperature trend may
 

turn into cooling in the future,if the aerosol effect
 

exceeds the greenhouse effect.A slowing down of
 

the warming observed during the last decade may well
 

be the result of the growing aerosol concentration on
 

the global scale.
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最後に,今後の重要な研究分野になるであろうと著者

（藤吉）が信じている「気層学」について述べておきた

い.

これまで無数に出されたどの教科書や解説書も,「な

ぜさまざまな高度に雲が形成されるのか」について明確

な答えを与えていない.Danielson(1959)は,通常のゾ

ンデ観測では無視される大気の薄層構造の存在と重要性

を早くから指摘している.また,航空機を用いた観測か

ら,自由対流圏中には相異なる化学組成をもつ層,すな

わち履歴や起源の異なる層が何重にも重なって存在しそ

の構造は普遍的（ubiquity）であることが明らかとなっ

ている（Wu et al.1997;Newell et al.1999）.薄層の厚

さは測定に用いた装置の精度に依存して数cmから数

kmの範囲に亘るが,一番頻度が高いのは数100m程度

である（Dalaudier et al.1994;Iselin and Gutowski
 

1997;Muschinski and Wode 1998;Thouret et al.2000;

Chuda et al.2007）.Luce et al.(2010)が信楽にある京

大MUレーダで検知した対流圏から成層圏までの大気

の鉛直微細構造を見ると,まさに対流圏が実は成層大気

圏であることが明瞭に示されている.図１は北大・低温

研の３次元走査型のドップラーライダーで観測した,札

幌上空のエアロゾルの多層構造の一例である.ライダー

の反射強度（S/N比）が異なる空気層が何重にも重

なっていること,さらに重要なことに,各層毎に風向も

異なっていることが分かる.これらの層は潜在的な雲層

でもある.

対流圏大気の多層構造は,汚染物質も含むエアロゾル

の長距離輸送と変質に関連する.また,どのような組成

のエアロゾルがどの高度にどれだけ存在するかによっ

て,大気中および地表面での放射収支が異なるため,エ

アロゾルの直接効果の見積もりにも重要である.例え

ば,Gomez-Amo et al.(2010)の感度実験によれば,太

陽光を吸収しやすいエアロゾル層（加熱層）が下層にあ

るとより効率よく散乱光を吸収し,結果,地上日射はよ

り大きく減衰させられる.さらに,多層内のエアロゾル

の放射特性が多層構造を維持するのに重要な気温の逆転

層を強めたり弱めたりするという観測事例や数値実験結

果もある（Tsunematsu et al.2006;Yu et al.2002）.さ

らに,エアロゾル層と雲との相対的な位置関係によっ

て,放射強制力の正負が変わってくる（Koch and
 

Genio 2010）.さらに,エアロゾルの多層構造は,雲の

発生に関わる波や乱流の発生,および雲の多層構造に伴

う第１種・第２種の間接効果に関連している.

自然界には沈殿や堆積物中,積雪中に見られる層構

造,試験管の中に形成されるリーゼガングリング,瑪瑙

の縞構造,土星の環など層構造を示す現象は多いが,そ

の多くの形成メカニズムは未解明である.Thorpe

(1982)は,室内で安定成層した流体を攪拌する実験を行

い水平方向に層が生じることを示した.そもそも空気は

非断熱過程で温位（密度）が変化しない限り等温位面上

を移動し,対流圏でも成層圏ほどではないにしろ空気は

上下に混ざりにくいはずである.対流圏で安定成層を攪

拌できるのは,積雲や積乱雲などの対流であり,異なっ

た温位を持つ空気塊は雲内で形成され吹き出され,それ

あとがき

図1：ドップラーライダーを用いて札幌で観測したS/N比（左）とドップラー速度（右）の鉛直断面図.さまざまな厚さのエア
ロゾル層が何層にも重なって存在していること,また,各層毎に風向が異なっていることが分かる.
Fig.1：Vertical cross sections of S/N(left panel)and Doppler velocity(right panel)observed by a 3D-scanning Doppler lidar

 
at Sapporo.Laminar structure with different wind direction is apparent.



らが積層してできたものが大気中の成層構造であろう.

何れにしろ,対流圏の成層構造の形成と破壊には対流と

非断熱過程が重要な役割を果たしているはずであり,複

数の対流雲を取り囲むようなメソαスケールで展開し

たドップラーライダー,レーダー,航空機,ゾンデ観測

など詳細な大気の水平・鉛直構造の観測と同時に,アイ

ソトポマー,水蒸気の安定同位体比,バイオエアロゾル

などを使って大気の履歴を明らかにし,これらのデータ

を基に本号で紹介されたエアロゾルから雲までのシーム

レスな計算が可能な詳細雲モデルを用いた計算が今後望

まれる.
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