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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.
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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

235アクティブセンサによる雲研究



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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