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積乱雲) とおおまかに十種類に分類される．図 1 に積雲，
巻雲，巻積雲の例を示す．また，雲粒子の相により，水
1.1 雲とは何か
滴のみからなる水雲，氷晶のみからなる氷雲，過冷却水
雲とは，小さな水滴や氷の結晶 (氷晶) が集合体となっ
滴と氷晶からなる混合相雲と分類することができる．
て大気中に浮いているものである．存在する高度や形状
雲をなす水滴の典型的な大きさは数 10 µm で，1 µm
により，上層雲 (巻雲，巻積雲，巻層雲)，中層雲 (高積雲， から 100 µm の範囲にある．いっぽう，氷晶は六方晶構造
高層雲，乱層雲)，下層雲 (層積雲，層雲)，対流雲 (積雲， (六角柱) を結晶の基本単位とし，針状，角柱状，角板状
や，雪結晶の典型としてなじみ深い樹枝状六花など，多
彩な形状を示す．図 2 に角板結晶の例を示す．また，大
きさは水滴と同程度のものから，数 mm におよぶものま
である．大気中に浮いている雲粒子と，雨・雪・霰 (あら
れ)・雹 (ひょう)，つまり降水粒子とを分けるのは，落下
速度の大きさである．水滴の場合は，サイズが大きいほど
落下速度も大きいという性質があり，10 µm で 1 cm s−1
程度，100 µm で 1 m s−1 程度であるが，1 mm の代表
的な雨粒の場合 6 m s−1 程度である．いっぽう，氷晶の
落下速度は概して同サイズの水滴よりも小さいが，さら
に形状により大きく異なる．
上昇気流などにより，空気の温度が低下して露点もし
くは霜点温度に達する (「飽和」する) と，雲粒子ができ
る．ただし，現実にはこの過程には，エアロゾル粒子と
総称される数 µm かそれよりはるかに小さい，さまざま
な組成をもつ微粒子の存在が不可欠である．エアロゾル

1.

イントロダクション

(a) 11:16 放球，高度 6.5 km 付近
(角板状の氷晶)

図1

雲の目視観測，および，ゴム気球放球の例

この写真には，積雲 (気球左方の綿の塊のような雲)，巻雲 (写真下半分に広がっ
ている薄い布のような雲)，巻積雲 (写真中央付近の小さな雲の群れ) などが写っ

(b) 15:12 放球，高度 4 km 付近
(雲水)

図 2 2016 年 6 月 3 日，沖縄県恩納村より飛揚した 2 台の
Hydrometer Videosonde (HYVIS；1.2 節参照) で測
定された雲粒子の画像

ている．ゴム気球の直下についている物体はパラシュートである．そのさらに

画像全体の四方は 0.9 mm × 1.2 mm．科学研究費補助金基盤研究 (S)「ス

下に複数のラジオゾンデや特殊ゾンデがひもでつるされている．2013 年 1 月，

トームジェネシスを捉えるための先端フィールド観測と豪雨災害軽減に向けた

インドネシア共和国ビアック島にて撮影．

総合研究」による名古屋大学，京都大学等による観測．画像は名古屋大学提供．
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粒子が「核」となって，水蒸気から液体や固体の雲粒子へ
の相変化を手助けしているのである．大きさ数 10 µm ま
で成長した水滴がさらに 1 mm 程度の雨粒にまで成長し，
雨として地上まで降ってくるには，落下速度の異なる水
滴同士が衝突・併合する過程が重要である．また，上空で
形成された氷晶や雪結晶も互いに併合したり過冷却水滴
を捕捉したりして成長しながら落下し，地上気温が 0◦ C
より低ければ雪として，0◦ C より高ければ融解して雨と
して地上に到達する．なお，過冷却水滴とは 0◦ C 未満の
環境でも凍らずに水滴として存在しているもので，実際
の大気中では −20◦ C くらいでも存在していることがし
ばしばある．エアロゾル粒子や氷晶などの固体がなけれ
ば水滴は簡単には凍らないのである．過冷却水滴は，氷
晶，霰，雹の成長に重要な役割を果たしている．
地球は水の惑星であり，雲は，気象 (天気) や気候，そ
して生態系やわれわれの社会に非常に大きな影響を与え
ている．まず，太陽光に熱せられるなどして海，湖，川
や土壌から水が蒸発する際には潜熱が奪われ，大気中で
水蒸気が凝結して雲ができる際には，潜熱が解放されて
周囲の空気を暖める．これが，風つまり大気循環の重要
なエネルギー源となっている．雲粒子はやがて雨となっ
て地表に降り，水の循環が閉じることになる．雨は生態
系やわれわれの社会に不可欠なものであるが，一度に大
量に豪雨として降れば災害ともなる．また，雲は，太陽
光を反射したり吸収したりし，地表からの赤外放射を吸
収・射出することで，地球表層の放射エネルギー収支に
重要な役割を果たしている．ここ 100 年程度，化石燃料
の燃焼による人為的な二酸化炭素の増加により，地球温
暖化が進行している．地表気温が変われば水循環が変わ
り雲の分布が変わり，そのことが放射収支を変え，地表
気温をさらに変化させる．このようなフィードバック過
程を定量的に押さえることが，温暖化に関わるさまざま
なプロセスの理解や将来の気候の予測に肝要である．先
に述べたように，雲粒子の生成にはエアロゾル粒子が重
要な役割を果たしていることはよく知られているが，し
かし，具体的にどのような粒子がどの程度存在し，それ
ぞれが雲の物理過程にどのような役割を果たしているか，
よくわかっていないことが多い．したがって，現在，雲
とエアロゾル粒子が関わるプロセスは気候予測の不確か
さの大きな要因となっている．なお，本章の内容を詳し
く知りたい場合は，参考文献 1) を参照されたい．
1.2 雲を測るさまざまな手法
雲はさまざまな物理量として表現することができる．
巨視的な量としては，雲量 (雲による空の被覆率)，十種
雲形やその他さまざまな雲形，雲が存在する高度や気温
の範囲などがある．いっぽう，微視的な量 (微物理量) と
しては，雲粒子の相 (水雲，氷雲，混合相雲)，雲粒子の
数密度 (個数 m−3 )，粒径分布 (一般に大小さまざまな粒
子が混合している)，雲水量 (単位体積あたりの雲水質量，
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図 3 気象衛星ひまわり 7 号 (MTSAT-2) による 2015 年
1 月 21 日 18:00 の日本付近の赤外画像
雲がない領域では地表面，雲がある領域では雲頂付近から射出される 10.3〜
11.3 µm の赤外線の測定であり，地表面温度もしくは雲頂付近の気温に換算で

きる．色がより薄く温度値がより小さいほど，雲頂高度が高い，つまり雲活動
が活発であることを示している．この時，地上の低気圧が関東南方沖，九州南
岸，東シナ海の 3 箇所に存在し，茨城県守谷市 (星印) では雨が降り出してい
た．データは，高知大学気象情報頁 (http://weather.is.kochi-u.ac.jp/) よ
り 2017 年 1 月に取得．

kg m−3 )，氷晶の場合はその形状 (晶癖) などがある．
雲の観測に用いる測定器には，大きく 2 種類ある．ひ
とつは，電磁波 (光や赤外放射や電波など) を用いたリ
モートセンシング (遠隔非接触測定) である．地上からの
雲量や雲形の目視観測 (図 1) も一種のリモートセンシン
グだと言えるが，気象衛星ひまわり (図 3) に代表される
さまざまな人工衛星観測機器や，雨雲や雪雲の現況監視
に使われている気象レーダー観測網がその代表例である．
雲粒子が電磁波を散乱したり射出したりする性質を利用
している．もうひとつは，航空機やゴム気球 (図 1) に搭
載する現場観測機器で，雲粒子の相，数密度，粒径分布
など，微物理量を主に測定する．また，同時に気温や水
蒸気濃度の測定器も搭載され，高い時空間分解能で，雲
に関わる大気の諸量のデータセットが得られる．一般に，
大気のリモートセンシング機器は広域の状況把握に強く，
いっぽう現場観測機器は局所的ながら精度の高い測定に
強い．
ここで，本解説記事に直接関係するゴム気球観測用の
測定器について簡単に説明しておく．代表的なものはラ
ジオゾンデである (図 4)．これは，気温・相対湿度・気
圧の測定器，近年では GPS モジュール (水平風と高度の
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る．気象庁気象研究所と明星電気により開発された Hydrometeor Videosonde (HYVIS；図 2 参照) と米国大気
研究センターにより運用されているホルムバールを用い
たレプリケータ (氷晶の型をとる) は，いずれも大気を飛
揚しながらフィルム上に雲粒子を捕捉する．HYVIS では
粒子をビデオ撮像し画像データ (図 2) を電波で地上に送
るのに対して，レプリケータでは落下後にフィルムを回
収して画像解析を行う．いっぽう，九州大学で開発され
山口大学で開発・運用されているビデオゾンデ，名古屋
大学と福岡大学で開発された Optical Particle Counter
(OPC)，ワイオミング大学の Backscattersonde，スイ
ス工科大学の Compact Optical Backscatter AerosoL
Detector (COBALD) は，測器内に取り込んだ粒子ある
いは測器近傍の粒子を，光を用いて非接触で測定する．
図 4 (左) 雲粒子ゾンデ CPS と (右) 明星電気 RS-11G ラ
ビデオゾンデは HYVIS 同様ビデオ画像を地上に送るの
ジオゾンデの写真
に対して，OPC，Backscattersonde，COBALD は，粒
両者とも，保温および衝撃緩和のため，発泡スチロール製の箱に収納されてい
る．CPS の箱の上面から 1 cm 程度黒く突き出ているのが，CPS の空気導入
子に光を当て散乱光を検知する．後 3 者の主たる測定対
口である．ラジオゾンデから右上方に突き出た棒状の腕に気温計と相対湿度計
象はエアロゾル粒子であるが，雲粒子も検出する．また，
が設置されている．それぞれの電池や電子回路基板もそれぞれの箱の中に収納
Backscattersonde
と COBALD は測器外部に光を照射
されている．
するタイプであるため，観測が夜間に限定される．ここ
で紹介した 6 つの測定器についてさらに詳しい情報が必
測定)，および無線送信器で構成されるもので，測定デー
要な場合には，参考文献 5) の Section 1 を参照されたい．
タをリアルタイムで電波 (ラジオ波) により地上の受信機
3)
に送る高層気象観測用の機器である ．(なお，近年では， また，雲に限らず大気に関するさまざまな気象観測技術
については，参考文献 2) によくまとまっているのでこれ
気圧計の代わりに GPS 高度等から気圧を算出する手法が
しばしば用いられる．
) 測定高度域は，地上から連続的に， を参照されたい．気象庁によるラジオゾンデ観測の歴史
については，参考文献 3) が大変詳しい．
ゴム気球が割れる (バースト) 高度，たとえば成層圏中部
の 30 km (実際には選択する気球の大きさにより大きく
2 . 雲粒子ゾンデ Cloud Particle Sen異なる) までで，5〜6 m s−1 程度で上昇していく (5 m
sor (CPS)
s−1 なら高度 30 km まで 1 時間 40 分程度かかる)．バー
2.1 開発の動機
スト後はパラシュートで落下する．第 2 次世界大戦直後
前章で紹介した 6 種のゴム気球搭載用の雲粒子測定器
から世界の高層気象観測の主力であり，現在でも重要な
は，
COBALD が 500 g であることをのぞくと，1 kg〜
役割を果たしている．古典的な技術であるが，人工衛星
6 kg の質量がある．これは近年のラジオゾンデが数 100 g
観測や航空機観測に比べてはるかにコストが低く，かつ
であることを考えるとはるかに大きい．その結果，これ
長年の検証作業の積み重ねもあって測定の信頼性は高い
らの運用には，より大きな気球，より大量の気球用ガス
と言える．ただし，激変する測定環境 (たとえば，1 時間
◦
◦
が必要となり，そのことが観測数・観測頻度を限定してし
の時間スケールで，気温 +30 C から −90 C に低下，相
まう一因となる．さらに，これらの測定器は研究者が開
対湿度 0%RH から 100%RH の間を変動，気圧 1000 hPa
発・運用してきているものであり，実際には開発者との共
から 10 hPa へ低下，水平距離 0 km から 300 km へ，な
同研究の形でないと使用できない場合がほとんどである．
どの大きな変化がありうる) において，測定器も無線機
航空機観測に比べればはるかに低いコストで精度の高い
も安定して動作させなければならないし，小型軽量 (最
雲粒子観測ができる可能性のあるゴム気球観測であって
近のものは数百 g 以下) で，かつ，電池で駆動するもの
も，実際には観測事例は十分とは言えない．もしも，ラ
でなければならない，という難しい技術的課題をクリア
ジオゾンデ並みの重量とコストでより手軽に微物理量の
する必要があり，現在でも改良・開発が続いている．な
測定を可能とするような市販の測定器があれば，気候予
お，タイプによっては，以下で紹介するさまざまな雲粒
測の不確かさの大きな要因ともなっている雲の物理プロ
子測定器やオゾン層を観測するオゾンゾンデなど，特殊
セスに関する基礎データを，現在よりもはるかに大量に
ゾンデと総称される測定器をつなぐことができるものも
取得することが可能となる．
ある．その場合，気温・相対湿度・気圧・風のデータと
神栄テクノロジー (株)，明星電気 (株)，北海道大学の
あわせてこれらのデータも地上へ送信される．
3 者は，2011 年より Cloud Particle Sensor (CPS；図 4)
以下では，ゴム気球に搭載する雲粒子測定器を紹介す
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の共同開発を開始し，2015 年春に商品化した．この間，
さまざまな室内実験や，日本やインドネシア等での全 25
回の飛揚試験を実施し，参考文献 4), 5) として発表して
きている．CPS は，神栄テクノロジー (株) の花粉セン
サ PS2 を改造し，明星電気のラジオゾンデ (RS-06G ま
たは RS-11G) と接続してゴム気球で飛揚し雲粒子の測
定ができるようにしたものである．質量は 200 g であり，
ゴム気球用の雲粒子測定器としては世界最軽量である．
2.2 CPS の測定機構の説明
図 4 に CPS の概観を，図 5 に CPS の内部構造を示
す．CPS は 11.5 cm × 14 cm × 12 cm の発泡スチロール
の箱に電池とともに収納されており，3 V のリチウム電
池 (CR123) 3 個で動作する．箱と電池を含めて質量は
200 g である．CPS の内部には，790 nm の直線偏光した
近赤外光を出すダイオードレーザーと，ふたつの受光器
(光源から出る光の方向に対して 55 度 (受光器 1) と 125
度 (受光器 2) の方向) が設置されている．受光器 2 の前
には偏光板が設置されており，光源の偏光の方向 (図 5
の紙面に平行) と直交する方向に偏光している光だけを
通すようになっている．ゴム気球による上昇 (もしくは
バースト後の落下) により CPS 内部に外気が導入される．

図5

雲粒子ゾンデ CPS の内部の模式図

直線偏光を出す近赤外ダイオードレーザーとふたつの受光器 (1 と 2) を示す．
受光器 2 の前には偏光板が設置されている．粒子を検出する検出領域の寸法に
関する情報も示す．気球の上昇 (もしくは機器の落下) に伴い，粒子を含む空気
が検出領域内に導入される．粒子が検出領域内に到達すると，レーザー光が散
乱され，受光器で検知される．
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雲粒子が CPS 内部を通過すると散乱光が生じ，ふたつ
の受光器に電圧出力が生じる．レンズやスリットにより
受光器が散乱光を受けうる領域 (粒子の検出域) が決まっ
ており，そのサイズはおおよそ水平 1 cm × 1 cm，鉛直
0.5 cm，つまりその体積は 0.5 cm3 である．
受光器の電圧出力 (受光器 1 を I55 ，受光器 2 を I125p
とする) は，0 V から 7.5 V である．製造時の校正の際
には，日本粉体工業技術協会が提供する表面の粗い粒子
(直径 30–40 µm) を用い，両受光器ともにこの粒子に対
する出力が 2.5 ± 0.5 V となるようにゲインを調整してい
る．粒子の検出は，I55 が 0.3 V を越えた時，としている．
さまざまな粒径の標準球形粒子を用いて，検出できる粒
径の下限値，および，I55 の値と粒径との関係を調べた結
果，検出下限は水滴に換算して 1 µm と 2 µm の間にある
こと，80 µm 程度で出力が飽和すること (7.5 V) などが
わかっている5) ．
CPS の強みのひとつは，偏光の情報を用いることに
よって，雲粒子が水滴 (球形) であるか氷晶 (非球形) であ
るか判定できることである．ここで，偏光度 (DOP) を
つぎのように定義することにする．

DOP = (I55 − I125p )/(I55 ＋ I125p )
球形粒子 (つまり水滴) の場合，I125p が理想的にはゼ
ロとなるので，DOP は 1 となる．いっぽう，非球形粒子
(氷晶) の場合は，DOP はゼロ (I55 = I125p ) を中心とし
て −1 から +1 の間のすべての値を取りうる．現実には，
校正の不確かさ，粒子の形状 (水滴は平面ではなく曲面で
あるし，また，必ずしも完全な球体ではない)，検出域に
おける粒子の具体的な位置などにより，水滴であっても
DOP は完全に 1 となるとは限らない．先に述べた標準
球形粒子実験の結果，および，現実の水雲の測定結果に
よると，つぎのことが言える．(1) DOP が負値の場合，
粒子は氷晶である．(2) DOP が正値で 0.3 程度未満の場
合，粒子はほぼ氷晶である．(3) DOP が 0.3 程度以上の
場合，粒子は水滴であることが多いが，氷晶である場合
もある．最終的な判定には，対象とする雲層の DOP 頻
度分布や気温値も参考にする必要がある．3 章にて観測
事例を示す．
CPS では，粒子信号幅 (単位ミリ秒) のデータも取得し
ている．これは，I55 が 0.3 V を越えてから再び 0.3 V 未
満となるまでの時間である．粒子信号幅は，検出域の鉛
直の長さが 0.5 cm であること，雲粒子の大きさは検出域
の大きさに比べて十分小さいこと，気球の典型的な上昇
速度を考えて検出域での流速を 5 m s−1 程度であるとす
ると，1 ms 程度となるはずである．しかし，雲粒子の数
密度が高く，検出域に粒子が 2 つ以上存在する場合，粒
子が重なってしまい多重散乱が生じ，粒子信号幅は 1 ms
よりはるかに大きい値 (3〜5 ms) を示すと同時に，粒子
の数え落としが生じる (2.4 節で詳しく論じる)．したがっ
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て，粒子信号幅の値から，粒子の数え落としが生じてい
ないか確認することができる．また逆に，質のよい (数
え落としが生じていない場合の) 粒子信号幅データを使
えば，検出域での流速値を求めることもできる．
2.3 ラジオゾンデとの接続
CPS のデータを処理しラジオゾンデに送るインター
フェスボードは，1 秒あたり 1000 粒子まで数えることが
でき，最大 1000 粒子の I55 ，I125p ，粒子信号幅のデータ
を取得することができる．しかし，明星電気のラジオゾ
ンデ (RS-06G または RS-11G) の地上受信機への通信速
度は 25 byte s−1 なので，情報を取捨選択する必要があ
る．現在の CPS ゾンデでは，毎秒検出した粒子の総数
(粒子カウント数，単位個 s−1 )，毎秒はじめの 6 粒子の
みの I55 ，I125p ，粒子信号幅のデータ，および，受光器 1
の直流成分，を 1 秒間隔で地上へ送るように設定されて
いる．
2.4 CPS による数密度測定
CPS による直接の測定量は，1 秒間の粒子カウント数
(個 s−1 ) である．もしも検出域における流速がわかれば，
検出域の水平断面積 1 cm2 を考慮して，カウント数を数
密度 (個 cm−3 ) に換算できる．検出域における流速は，
気球の上昇速度 5〜6 m s−1 ，気球に数 10 m のひもを介
してつるされた CPS の振り子運動による ±2 m s−1 ，お
よび CPS 内での摩擦による減速により決まる．専用の
熱線風速計を作成して，CPS の後段の筒の中に入れて飛
揚したり，さまざまな太さ形状の筒の中に入れて飛揚し
たりした結果によると，対流圏においては検出域の中の
流速は気球の上昇速度の数割減といったところである5) ．
いっぽう，2.2 節の最後で議論したように，雲が濃く
数密度が高い場合，個々の粒子を分離して数えることが
できなくなる．これは検出域の体積が 0.5 cm3 と有限で
あることによる．検出域に 2 個以上の粒子が存在する場
合，粒子の重なりや多重散乱が生じ，数え落としが生じ
る．つまり，検出域の体積の逆数 2 個 cm−3 が，直接数
密度測定ができる上限値であるということになる．検出
域での流速を 5 m s−1 と仮定すると，これはカウント数
で 1000 個 s−1 に対応する．2.2 節で述べたように，数え
落としの有無は粒子信号幅の値でおおよそ判定すること
ができ，1 ms を大きく超えている場合は数え落としが発
生している．実際の濃い雲層の観測では，カウント数が
100 個 s−1 かそれ以下で，粒子信号幅が 1〜5 ms となっ
ている場合が多い．粒子の重なりが発生して，カウント
数が 100 個 s−1 にまで落ちているのである．
粒子信号幅が 1 ms を超えている場合，上記のように
数え落としが発生していると考えられるが，粒子信号幅
の値を使ってカウント数を部分的に補正することが可能
であると考えられる．検出域における流速が 5 m s−1 の
場合，ファクター f を f = (粒子信号幅 ms 単位)/(1 ms)
として，粒子信号幅が 1 ms より大きい場合には，カウン
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ト数を 4f3 倍する．たとえば，粒子信号幅が 5 ms の場
合，鉛直方向に粒子が最低 5 つ重なっていると考えられ
る．これが f をこの表式で導入する理由である．さらに，
水平方向にも同様に重なりが生じていると考える．検出
域の水平長さは鉛直方向の 2 倍なので，(2f)2 をさらにか
けるわけである．より正確には，検出域における粒子の
統計的分布を考慮するべきかもしれないが，このシンプ
ルな補正法で第一近似としてはよいのではないかと考え
る．この補正法の検証には，今後ほかの雲粒子測定器と
の同時比較観測を積み重ねることが必要不可欠である．

3.

CPS による測定例

2012 年 11 月から 2015 年春の CPS 商品化を経て 2016
年 12 月までの期間に，CPS を用いた 40 回程度の観測を
日本国内や熱帯域 (インドネシア共和国ビアック島，キリ
バス共和国タラワ島など) で実施してきた．ここでは，例
として，2015 年 1 月 21 日 (放球時刻 17:30) に茨城県守
谷市でおこなった観測の結果を紹介する．図 3 にひまわ
り画像にて，観測時の広域の雲のようすを示す．この日
は，関東南岸と東シナ海で低気圧が発達しつつあり，関
東では雨や雪が降った．放球時，守谷では，低層まで厚
い雲に覆われており，雨がちょうど降り始めたところで
あった．
図 6 に，CPS と RS-11G ラジオゾンデによる観測結
果を示す．まず，ラジオゾンデによる相対湿度の鉛直分
布を見ると，地表から数百 m までの領域以外の対流圏
全域で，飽和 (あるいは過飽和) の状態となっており，ほ
ぼ全域が雲に覆われていたと考えられる．(なお，特に高
度 5〜7.5 km の領域においては，観測された相対湿度が
氷飽和曲線より相対湿度値にして 10%程度大きいが，本
当に過飽和状態だったのか，この相対湿度計に湿潤バイ
アスがあったのか，現時点では不明である．なお，RS11G ラジオゾンデの相対湿度計の不確かさは相対湿度値
で ±7%とされている．
) CPS は，高度 0.4 km 程度から
7.5 km まで雲粒子を検出している．また，7.5 km 以上で
は粒子をほとんど検出しておらず，相対湿度値が未飽和
に落ちていることと整合的である．つまり，7.5 km が対
流圏界面でありそれより上が成層圏である (通常，日本付
近の冬季の対流圏界面高度は 10 km 程度であるが，低気
圧活動に伴いこの程度の変動はある)．雲粒子カウント数
は補正値で 102 〜104 s−1 (数密度に換算して 2 × 10−1 〜
20 cm−3 ) である．粒径に関係する出力電圧値 I55 を見る
と，高度 1 km より上空でしばしば飽和値 7.5 V を示して
いる．これは，大きな雲粒子が存在したことを示してい
るか，あるいは，粒子の重なりによる見かけ上の強いシ
グナルであると考えられる．偏光度 DOP の分布は，非
常に面白い特徴を示している．地表から高度 1 km まで
の領域では，DOP はほぼ 0.8〜1.0 の間にあり，球形粒
子つまり水雲であったと言える．高度 1 km から 4.5 km
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図6

茨城県守谷市における 2015 年 1 月 21 日 17:30 放球の CPS 観測の結果

つぎの量に関する鉛直分布図を示す．(a) RS-11G ラジオゾンデによる気温 (灰色実線，下の軸)，相対湿度 (高度によらず液体の水に対する値；黒実線，上の軸)
と飽和相対湿度 (黒点線；気温 0◦ C 以下における氷飽和値は値 100%より小さい)，(b) CPS による 1 秒あたりの粒子カウント数 (および，上軸に流速を 5 m
s−1 と仮定したときの数密度)，黒点がオリジナルの値，灰色点が補正後の値 (2.4 節参照)，(c) 第 1 受光器による粒子信号強度 (単位 V)，(d) 偏光度 DOP，
(e) 粒子信号幅 (単位ミリ秒)．

緯度の降水雲中で CPS が正しく動作することが確認で
き，また水雲，氷雲だけでなく，混合相雲の検出ができ
ることが確認できた．なお，参考文献 5) ではほかに守谷
観測 1 例，インドネシア観測 2 例の結果を紹介している．

4.

まとめと今後の課題

本稿では，雲とは何か，雲の役割とは何かについて簡
単に説明し，雲を測るさまざまな観測手法について解説
したのち，われわれが最近開発した雲粒子ゾンデ CPS を
紹介した．CPS はラジオゾンデと接続して高層気象観測
用のゴム気球で飛揚する測定器であり，200 g と軽量で操
作しやすいことが特徴である．雲粒子の相 (水か氷か混
合相か) と数密度と粒径の鉛直分布に関する情報が得ら
れる．CPS の利点を活かした適用例としては，航空機に
図 7 図 6 の観測における (a) 高度 0.5〜1.8 km(水雲)，(b)
よる直接測定がきわめて難しい熱帯対流圏界面領域 (高
2.5〜4.5 km (混合相雲)，(c) 5〜7 km (氷雲) における偏
度 14〜18 km) の巻雲に関わるプロセスの研究や，ラジ
光度 DOP の頻度分布
オゾンデ用相対湿度計の検証 (飽和値の確認) や，航空機
◦
から落下させるタイプのゾンデであるドロップゾンデシ
程度 (気温 −20 C 程度で，気温構造に逆転層—気温低
ステムへの組み込みや，長時間・準水平飛翔をおこなう
下が一旦止まり小さく増加する層—が見られる) の領域
特殊な気球システムへの搭載などが考えられる．ただし，
においては，DOP 値がふたつのグループ (0.8〜1.0 のグ
数密度測定や補正方法の不確かさについては，航空機搭
ループと，−1.0 から +1.0 に広く分布するグループ) に
載用や気球搭載用のほかの雲粒子測定器との同時比較観
分かれていることが見て取れる．図 7 (b) に例として 2.5
測により，今後定量的に評価していく必要がある．また，
〜4.5 km における DOP 頻度分布図を示す．これは，球
雲粒子の数密度が大きい場合にも補正なしで測定できる
形粒子と非球形粒子の混在，つまり，水雲と氷雲が混在
した混合相雲であったことを示す．高度 5 km 以上では， よう，光学系等の改良にも取り組む予定である．
DOP は −1.0 から +1.0 に広く分布しており，これは典
謝辞 CPS の開発・検証には，文部科学省・科学研究費
型的な氷雲の分布である．最後に，粒子信号強度の図を
補助金 (21244072, 22740306, 26220101, 26630448) お
見ると，地表から高度 1 km までは 0〜2 ms であるが，そ
よび宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・宇宙理学委
れよりも上空では 0〜5 ms，つまりしばしば 1 ms を超え
員会・搭載機器基礎開発実験費による支援を受けた．図 3，
ており，CPS 内部の検出域において粒子の重なりや多重
6
，7 の作成には，地球流体電脳ライブラリを利用した．
散乱が生じ，数え落としが生じていたと考えられる．そ
のため，前章で論じたようなカウント数補正をおこなっ
ている．まとめると，この守谷における観測例では，中
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