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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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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

Cloud,Radiation,and Aerosol indirect effect observed
 

from visible-infrared imagers
 

Takashi Y.NAKAJIMA,Hideaki TAKENAKA,Haruma Ishida,Takashi M.NAGAO,
Husi LETU,Takeshi WATANABE

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）
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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
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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.
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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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