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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

詳細雲微物理ボックスモデルの開発 81



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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