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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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本稿では,これまでに開発されてきたライダー等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について概観する.著者らが開発を進めているEarthCARE衛星搭

載ライダーATLIDを用いたエアロゾル・雲推定アルゴリズムと,先行研究で開発されたアルゴリズ

ムを対比することで,個々アルゴリズムの特徴,利点,欠点について論じる.また,エアロゾル・雲

を対象として広く利用されてきたライダーの測定原理やその特徴についても概観する.

Aerosol and cloud retrieval algorithms for lidar
 

and synergetic measurements with other remote sensors
 

Tomoaki Nishizawa
 

This paper reviews algorithms to retrieve optical,microphysical and chemical properties of aerosols and
 

clouds from lidar measurements.The algorithms that have been being developed by the author and his
 

colleagues for ATLID,a spaceborne lidar aboard the EarthCARE satellite,are described.The characteristics,

advantages and disadvantages of these ATLID algorithms are discussed and compared with the algorithms
 

developed previously.Further,measurement principals and characteristics of widely used lidars to measure
 

aerosols and clouds are reviewed.
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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
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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

ライダー等を用いたエアロゾル・雲推定アルゴリズム 161



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
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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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