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Abstract: The brightness temperature difference of AVHRR-4 and 5 sensors of the NOAA satellites was 

utilized to detect the extension of the Kosa aerosol very effectively. Observed were the dense Kosa dust above 

the Chinese continent on 16 April 1998, and its transportation towards the east, extending and diffusing with 

time, over the Yellow Sea and the Japanese Islands to the Pacific Ocean until 20 April. 
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１． はじめに 

  中国の乾燥地域で発生した黄砂は、日本はもとより

ハワイやアメリカ西海岸でも検出の報告があるように、

非常に大規模な自然現象である[1,2]。そのため、大気

中のトレーサの役割を果たし、その検出は大陸からの

物質輸送を解明する上で重要である。また、地球規模

の放射収支におけるエアロゾルの役割の理解のために

も注目されている。黄砂現象の広大さから、輸送過程

を解析するためには地表などでのサンプリングや地上

に点在するライダーによる鉛直分布の観測とともに、

陸海にわたる分布を衛星データによって解析すること

が重要である。これまでにも可視域を用いた黄砂の検

出の研究は行われてきた。静止気象衛星 GMS の可視

域のバンドでは、海洋上のアルベドの違いから高濃度

の黄砂を検出できることが知られている[3,4]。しかし、

通常の可視画像では、拡散して低濃度域になるとバッ

クグラウンドと黄砂の判別が非常に難しくなる。また

最近では ADEOS/POLDER の偏光解消度を用いた黄砂

の検出や[5]、SeaWiFS による観測も行われている[2]。

これらはいずれも太陽光を用いるため、夜間のデータ

は得られない。 

  本報告では、熱赤外域に 2 つのチャンネルを持つ気

象衛星 NOAAの AVHRR-4, 5の輝度温度差を利用した

黄砂検出の方法によって、1998 年 4 月 16 日から 20日

にかけて、中国大陸上空の濃い黄砂域が寒冷前線の背

後を移動しながら日本列島を横切り、太平洋上に広範

囲に拡散していく状況が捉えられたことを報告する。

なお、GMS-5/VISSRは熱赤外域に 2 つのチャンネルを

持ち、黄砂の検出に有効であることが1996 年 5月の事

例について報告されている[6]。 

２． AVHRR データによる黄砂の検出方法 

 発生源近傍での高濃度の黄砂は、地表を背景として

もアルベドや温度の違いによって可視域や熱赤外域の

単バンドでもかなりの検出が可能である。海上では拡

散して濃度が低下しても背景がほぼ一様なため、ある

程度までは AVHRR-1, 4 単バンドで検出できる。単バ

ンドでの雲との違いは、ぼんやりした分布形態であり、

気圧配置など他の情報を併せて黄砂であることを推測

することになる。また、中国大陸沿岸部の広い海域に

は大陸の河川からの浮遊泥が可視域の画像に見られる

ことに注意しなければならない。しかし、AVHRR-4, 5

の輝度温度の差画像を用いた解析では浮遊泥の影響は

なく、雲と土壌性ダストの判別が可能なため、黄砂の

空間分布がかなり明瞭に検出できる。裸地と濃い土壌

性ダストの放射特性は同様であるが、大陸のかなり平

坦な地域でも起伏のパターンや点在する緑地があるた

め、水平分布が広く一様な上空のダストの存在はかな

り識別できる。 

黄砂検出に用いる差画像の性質を簡単に述べる。エ

アロゾルの影響のない場合、熱赤外域での水蒸気の透

過率は、AVHRR-4(10.3μm～11.3μm)の波長帯よりも

AVHRR-5(11.5μm～12.5μm)の波長帯の方が低い。こ

のため、観測される輝度温度値 ti, i=4, 5の差は正とな

り、その値は透過水蒸気量にほぼ比例することが知ら

れている[7]。これはSplit-Window 法による海面温度評

価の水蒸気補正の根拠となっている。しかし、土壌性

エアロゾルは、粒径分布や高度分布よって若干の違い

があるものの、一般に水蒸気と逆の効果を与える傾向

がある[6,8]。特に、層が厚い場合には、熱赤外の２つ

の帯域における放射率の違いから、 
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Fig. 1.The inverted VAI image at 1998.4.16/ 18h.           Fig. 2. The image at 4.17/ 6h.     

 

輝度温度差△t = t4 - t5が負になっている。この様に、△

t については水蒸気の効果とエアロゾルの影響が競合

するが、前者は非常に広い空間にわたって一様である

ことから、これを背景として黄砂の空間分布を検出す

ることは十分に可能である。 

差画像による手法は、火山噴煙の検出にも有効である

[8]。桜島や阿蘇・雲仙火山の様々なスケールの噴煙に

ついて検討した結果、煙源近傍の濃い部分では△t が

負となり、下流の拡散した噴煙も周囲より△t が低い

領域として認められる[9,10]。噴煙の場合、数百 km下

流では火山灰の微粒子だけでなく、硫酸エアロゾルも

あると思われるが、その放射特性は灰粒子と同様に△t

を低くする。拡散した黄砂も表面に化学物質を吸着し

て変質したり雲粒核となったりするが、様々な気象条

件における解析の蓄積が必要であろう。 

 黄砂や噴煙の検出限界は、背景の一様性と△t の分

解能による。ここでは NOAA/AVHRR-4, 5の 10bit デー

タの放射輝度値を分解能 0.1゜の温度を与える整数値 

       Bi=10＊(ti[℃]+50) 

に変換し、その差に100 を足したものを水蒸気量とエ

アロゾル濃度の指標の意味で VAI(Vapor Aerosol Index)， 

   VAI=B4－B5＋100， 

と定義する。この報告ではこの量の濃淡反転表示を差

画像として Figs. 1～5 に示す。 

 

 

        Fig.3. The image at 4.18/ 2h. 

 

３． 解析データと方法 

鹿児島県気象月報によると、1998.4.17 から1998.4.21

まで 5 日連続で黄砂の飛来が観測されている。黄砂の

記録は種子島・屋久島・名瀬・沖永良部まで広範囲わ

たっている。4.16 からを解析の対象とし、気象衛星

NOAA-12, 14が黄海・東シナ海や日本上空を観測した

データのうち、ある程度の晴天域のあるシーンを選ん

だ。受信データは鹿児島大学大学院連合農学研究科の

受信装置(エルム社製)により取得されたものであり、

これにより一日約 4 回の画像データを得る 



           Fig. 4. The image at 4.19/ 2h with a small scale.        Fig 5. The image at 4.20/ 2h with the same scale as Fig.4. 

 

ことができた。観測時刻は時分までわかるが、大域

的考察のために以下では分を切り捨てて記述する。 

温度較正の違う NOAA-12 と NOAA-14 のデータに

対して同一レベルの比較を行なうために、衛星からの

較正データを用いたキャリブレーション変換と温度変

換データを作成した。NOAA/AVHRRは東西約 3000km

の範囲を衛星直下から±55.4゜の走査をしているため、

1ライン2048pixelの原データは両端に近いほど横方向

が縮小されており、軌道も南北方向とはすこし異なっ

ている。しかし、大量のデータについて広い範囲を解

析するため、まず幾何補正はせずに画像データを 1/4

に間引きをすることによって、緯度、経度と日本の海

岸線を示してある東大生産研の熱赤外クィックルック

画像[11]のサイズ 512pixel に一致させた。原データの

ライン数は約 3500 あり、受信状態によって異なるが、

line 方向は南北両端を適当にカットした範囲について

の 1/4 間引き画像を用いて解析を行った。バンド間演

算によって差画像を作成し、異なるシーンの濃度の比

較を行うためにVAI=80～170の範囲を一定階調の濃淡

で表した。また、数値を段階的に見るためにレベルス

ライス画像を作成した。差画像のこれらの表示ととも

に、AVHRR-4 の熱画像，海面温度用MCSST画像，昼

間の AVHRR-1 可視画像を適宜参照して解析した[12]。

黄砂の影響が強いと MCSST 公式による海面温度が 4

バンドの輝度温度より低い場合があり、エアロゾル効

果を考慮すべきことが確かめられた。 

 さらに、受信装置のソフトによりシーンを選んで正

距円筒図法の緯度・経度約 25゜の範囲を 1024＊1024

のサイズで切り出し、簡単な幾何補正を行った。この

報告ではその結果の一部を切り出して Figs. 1～5 に示

す。 

 解析にあたっては、この期間の NHK-TVの天気概況

と、桜島噴煙観測のビデオ録画を参照した。また、黄

砂の移流拡散のシミュレ－ション結果との比較を行っ

た[13]。このモデルは 圧縮性非静力学方程式系からな

る気象モデル RAMS(Regional Atmospheric Modeling 

System) にダストのオンライン輸送をいれ、長時間積

分のために ECMWF の全球客観解析データを用いた

200km格子のナッジング計算である。計算対象の時期

は 98 年４月 10 日～25日であり、計算領域は、ゴビ砂

漠を含み北米までの範囲である。ダストの巻き上げは，

砂漠域で地上風速が 6.5m/s以上で起こることを仮定し

た。さらに雨，雲による湿性除去、重力沈降は無視し、

乾性沈着のみ導入した。 

 

４． 結果と考察 
まず、日本に黄砂をもたらした気象概況を述べる。

アムール河上流域にあった低気圧が上層の寒気を伴っ

て南東進して、98.4.16/ 15h には北京上空 5500m に 

-20℃以下の強い寒気をもたらした。この寒冷渦の強風

によって黄土高原で大砂塵が発生し、黄砂が巻き上げ

られた。黄砂は低気圧の黄海，対馬海峡，日本上空へ

のゆっくりした南東進に伴ってもたらされた。4.16～

4.17 にかけての黄海上空での寒冷低気圧の渦巻運動は、



TV放映の GMS 駒送り画像でも良く分かるが、地表気

圧は 1004～1008hPa 程度であり、4.18には 1010hPa 以

上に衰えている。他方、ジェット気流の蛇行に伴う前

線は日本列島の太平洋側を非常にゆっくり東進し、

4.18～19 にかけて西日本から晴天域が広がっている。 

1998.4.16 から 4.20 にかけての差画像の代表的なシ

ーンをFigs. 1～5 に示す。まず4.16 に黄土高原上空の

寒冷渦の晴天部に非常に濃い黄砂と思われる部分が見

られる。これは低気圧の動きとともに移動し、南北に

長い渦を描きながら拡散していく。その渦は段々大き

くなり、4.18 には幅広い渦の内側に相対的に濃度の低

い部分が出来る。これは 4.19まで見られ、4.20になる

と前線の手前の太平洋上で南西部の薄い部分の他はほ

ぼ一様に拡散するが、前線の外側に比べ明らかに低い

VAI 値であり、黄砂の影響によると考えられる。この

様な黄砂の移流拡散の特徴は、シミュレーションの結

果と概ね一致する。また、鹿児島における大気混濁度

が 6 時間ぐらいでかなり変動することも、比較的濃い

渦の腕が九州を覆い、通過していくことと結び付けて

理解できる。 

これらの図では、NOAA/AVHRR の走査範囲外の部

分が一部の東西の隅の黒または灰色の部分で現されて

いる。一部の画像を横切る細い灰色の帯は受信状態が

悪く欠測したラインであり、幾何補正のためにカーブ

している。海岸線は単バンドで判然としなくても、差

画像なら強調処理で夜間でも部分的に分かるので、

Figs. 1～3に記入した。なお、Figs. 1, 2の海岸線との対

応は、夕方と朝ではあるがAVHRR-1,2による規格化植

生指数を参照すると明瞭に確認できる部分があった。

Figs. 4, 5のように、差画像は晴天の所では海陸の区別

が明瞭であるが、これは陸上での 2 つのバンドの放射

率の違いの結果である。 

５． おわりに 

NOAA衛星の2つの熱赤外域バンドを用いた差画像

の方法で、1999 年 4 月の事例について黄砂の水平分布

とその移流拡散が極めて明瞭に検出された。1999 年 1

月末の事例についても良い結果を得ている。かなり過

去のデータも含めて様々な事例についてさらに解析を

進めることは重要であろう。 

ここで解析した事例についても、4.16～20 の前後の

解析や気象モデルに基づくシミュレーション結果との

詳細な比較は残された課題である。 

また、GMS-5 や後続の静止衛星のデータによる差画

像の活用が期待される。 
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