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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

マルチリモートセンサー観測 197

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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