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Abstract：The advection and diffusion of Kosa dust from northern China towards Japan in the end of this 
January  were studied by means of the difference in brightness temperature of AVHRR band-4 and 
band-5 sensors of the NOAA satellites, and compared with the computer simulation, with encouraging 
results. 
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１． はじめに 
 中国の乾燥地域で発生した黄砂は、通常３月から４

月にかけて、低気圧や寒冷前線に煽られ広範囲に拡散

しながら、日本海を横切り、日本列島上空に及ぶこと

が多い。 しかし、１月に飛来する黄砂の例は少なく

３年に一度程度の割合で観測されている。 
 このような大陸からの黄砂検出は、物質輸送を解明

する上で重要である。 
 今回、1999 年１月に中国大陸北部で発生した黄砂が、

強い低気圧に煽られ、上空 1500ｍ～3000ｍの西風に乗

って日本に飛来し、西日本一帯すなわち九州全域、近

畿地方、および沖縄の一部に到達した状況を、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て黄砂の検出を行

った。 
 
２．1 9 9 9 年１月の黄砂に関する N O A A データ 
 今回使用したデータは、鹿児島大学大学院連合農学

研究科の NOAA 衛星画像受信装置（ELM 社製）で受

信・取得されたものである。 
 以下に解析に使用したデータの日付と受信時刻を示

す。 
 
    1999 年 1 月 24 日  4:35  (E1240435) 
           1 月 24 日 15:58  (E1241558) 
           1 月 24 日 17:49  (E1241749) 
           1 月 25 日  4:24  (E1250424) 
           1 月 25 日 17:27  (E1251727) 
           1 月 26 日 15:34  (E1261534) 
           1 月 26 日 17:05  (E1261705) 
           1 月 26 日 19:40  (E1261940) 
           1 月 28 日 15:11  (E1281511) 
      ( )内は処理した画像のファイル名である。 
 

３．N O A A / A V H R R データによる黄砂の検出方法 
  本研究においては、ELM 社製の NOAA 画像解析ソ

フトを用いて、キャリブレーション変換された画像か

ら緯度・経度３０度幅の範囲を512＊512のサイズで画

像の切り出しを行った。  
  この後、AVHRR-4，5 を用いて、バンド間演算を行

い、差画像を作成した。 
  黄砂現象に用いる差画像は、熱赤外域での水蒸気の

透過率が、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

ことを利用している。 
 また、黄砂現象は中緯度に位置する内陸部の地表面

の乾燥状態が大きく起因し、砂塵嵐等に見られるよう

に低気圧や寒冷前線等の強風に煽られ、日本列島上空

を通り、長距離輸送されてゆく。その黄砂の粒径も４

～５μm のものから 10μm 以上のものまで広く観測

されており輸送メカニズムも複雑である。 
  また、輝度温度差 Δｔ＝ｔ4～ｔ5 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と考えられる

が、水蒸気効果は非常に広い空間にわたって一様であ

ることから、黄砂の空間分布を検出することは可能で

ある。 
  水蒸気量とエアロゾル濃度の指標を示す意味でＡＶ

Ｉ(Aerosol Vapor Index)を次式のように定義した。 
 
      ＡＶＩ＝Band 5－Band ４＋200 
 
  本報告では、この値の濃淡表示を差画像として求め、

その画像を Fig.１～Fig. 4 に示す。 
 画像中、白い部分ほどＡＶＩが高いことになる。 
 
４．結 果 
 解析データをもとに、解析した画像とその結果につ

いて次に示す。

 



 
                   Fig. 1.  A mosaic grey scale image of Aerosol Vapor Index(AVI) at 15:58  

                          and 17:49 JST on 24 Jan. 1999. 

 

       
         Fig. 2.  A grey scale AVI image at 4:24                Fig. 3.  A grey scale AVI image at 17:27  

                 on 25 Jan. 1999.                                   on 25 Jan. 1999.  

 

 

  Fig.1は、1999年 1 月 24 日 15:58 の画像と 1 月 24

日 17:27 の２つの画像を繋ぎ合わせたものである。 

 画像中、左上の西北部の白い部分が、黄砂発生源の

中心部と思われ明確に判別できる。 

 この時点で、黄砂は日本に未だ飛来してはいないが、

全体的な様相を見るには適している画像である。 

 画像中、北方および西方の一部は受信限界を示して

いるもので NOAA/AVHRR の走査範囲以外の部分が

隅の灰色の部分で現されている。 

 また、画像を横切る細い帯は、受信状態が悪く欠測

したラインであり、幾何補正のためカーブしている。 

  画像には、判別に必要な地図と緯経線を重ねてある。 

  Fig 2 は、1 月 25 日 4:24の画像で濃い黄砂の部分が

強い低気圧に煽られながら黄海ならびに遼東半島まで

到達している様相が識別できる。  また、Fig. 1 の黄

砂の発生源部分からの拡散の様相も見ることができる。 

 Fig. 3 は、1 月 25 日 17:27の画像である。 Fig.2に



 

                Fig. 4.  A mosaic grey scale image of AVI at 15:34 and 17:05 JST on 26 Jan.. 1999. 

 

 

                             Fig. 5.  A level slice image of the data set as in Fig. 4.  

 

比して、黄砂部分はさらに西風に煽られて南下し、黄

砂の部分が、山東半島から済州島を経て朝鮮半島南部

にかけて帯状に分布し、興味深い形状になっている。 

  さらに、拡散した黄砂は日本海の上空にも飛来して 

いる様相が伺える。 

 Fig.4 は、1 月 26 日 15:34 の差画像と同日 17:05 の

差画像を繋ぎ合わせた画像である。 

 この日は、沖縄を含めた西日本一帯に黄砂が観測さ

れ、鳥取県においては車上にも黄砂が薄く積もってい

たとの報告がなされている。 

 同画像においても、西日本一帯に黄砂の飛来してい

る様相が識別でき、さらに東シナ海を経て広範囲に太

平洋上空にまで拡散していることが判別できる。 

 このように、２枚の差画像の接続図は、広範囲な黄



砂の拡散と移流の状況を把握するには有用である。 

  Fig. 5 は、Fig. 4 をマルチレベルスライスした画像

である。この画像からも、黄砂の移流・拡散の状況を

把握することが可能である。  

 濃淡白黒画像では不鮮明であるが、カラー画像表示

では明瞭に識別できる。 

 
５．まとめと考察 

 1999 年 1 月西日本一帯に飛来し観測された黄砂は、

南西諸島でも観測され、例年に比べて１ヶ月も早い飛

来であった。 

 NOAA 衛星の２つの熱赤外域バンドを用いてバン

ド間演算を行い、AVI を求めた差画像の手法で１月の

黄砂の水平分布とその移流拡散について極めて明瞭な

検出ができた。 このことは、1999年 4 月の黄砂の事

例でも良好な結果が得られている[5]。 

 ただ、黄砂発生源における気象条件のデータが不足

していることは否めない。 

 さらに、黄砂の移流拡散の特徴は、数値シミュレー

ションの結果と概ね一致している。 

 また、本方法による差画像は晴天の場合、２つのバ

ンドの放射率の相違より陸海の区別が判別しやすい特

徴がある。なお、夜間でも強調処理すれば部分的に判

別可能である。 

  また、現在までにはバンド間演算を 

 

    ＶＡＩ＝Band 4－Band 5＋100 

         (VAI ：Vapor Aerosol Index) 

 

として差画像を作ったが、その時には黄砂が沈んで見

え,その黄砂を浮き上がらせるために、濃淡を反転させ

て画像表示をしてきた[1]。 今回はその反転をさせる

必要がなく、明瞭な判別が可能であった。 

 今後は、気象モデルに基づくシミュレーションとの

詳細な比較等残された課題への解決を図りながら、

GMS-5 や後続の静止気象衛星 MTSAT 等との差画像

への活用に期待したいところである。 
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