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AVHRR Channel 3 データを用いた鉱物質エアロゾルと雲との識別の試み 

 
Lithic aerosol and meteorological cloud discrimination by AVHRR channel 3 data 
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Abstract: We have been detecting Asian dust and volcanic clouds by NOAA/AVHRR and GMS-5/VISSR. Aerosol Vapor Index (AVI) images, taking 

the brightness temperature difference between 11 µm and 12 µm, are very effective in monitoring them, because of their capacity for night-time 

detection. However, thick clouds with high altitude tops have similar values to them because these clouds can be regarded as blackbody, and the column 

density of water vapor above them is negligible. In this study to supplement the AVI imagery, we utilize AVHRR Channel 3 data. It is found that the 

differences of the short-wave infrared and visible bands and of the mid-infrared and 11µm bands are useful to distinguish between thick clouds and lithic 

aerosols. 
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１．はじめに 

  これまで NOAA/AVHRR や GMS-5/VISSR の 11μmと 12μm

の熱赤外スプリットウィンドウバンド（AVHRR-4, 5および IR-1, 

2）を用いて、1997年以後の黄砂 1)や、桜島や阿蘇、雲仙、三宅

島爆発噴煙などの火山灰煙2)の検出を行ってきた。この検出方法

は、水の消散係数は11μm帯よりも12μm帯の方が大きく、そ

の輝度温度差は通過する水蒸気量に比例するというスプリット

ウィンドウ法を基本として、この波長域で石英は水と逆の性質を

持つことを利用したものである。 

  熱赤外差画像により鉱物質エアロゾル検出を行う最大の利点

は、夜間の検出も可能な点である。このことは航空機の安全航行

のために重要な火山灰煙のモニタリングや、黄砂輸送経路を詳細

に検討する場合などに非常に有効である。ただし、地球表面から

の熱赤外が透過できないほどの層の厚い雲がある場合、雲はほぼ

黒体とみなすことができ、射出率が1で、さらには高々度には水

蒸気量が少ないために輝度温度差がゼロとなり、モノクロの熱赤

外差画像上では、それらと火山灰煙や黄砂とは同様の輝度差値を

持つため、区別がつきにくい。 

  そこで、本研究では黄砂が検出された2001年 3月20日 13:07 

JST のNOAA-16データと、桜島噴煙が検出された1999年12月

31日 4:10 JST の NOAA-14のデータについて、雲の種類に敏感

なChannel-3を利用して、熱赤外差画像を補い、鉱物質エアロゾ

ルと雲とを識別する方法について検討する。 

２．バンド間演算画像の作成 

  本研究で使用した NOAA/AVHRR データは、鹿児島大学大学

院連合農学研究科のNOAA画像受信装置（ELM社製）で受信さ

れたものである。データはELM社製のソフトを用いてキャリブ

レーション変換、画像切出し、バンド間演算を行った後、10bit

から16bitデータに変換した。カラー合成画像の作成や詳細な解

析は、リモートセンシング用解析・可視化ソフトウェア「ENVI」

を用いて行った。 

2.1 熱赤外差画像 

  キャリブレーション済みのデータでは、チャンネル i ( i = 4, 5 )

について温度分解能が 0.1℃の温度を与える10bitの整数値 Bi = 

10 × ( ti + 50 )が得られる。なお、ti は輝度温度 [℃]である。 

ここで我々は熱赤外差画像を以下の式で計算し、AVI（Aerosol 

Vapor Index）と定義する。 

AVI = B5 - B4 + 200 

2.2 Channel 3 を用いたバンド間演算 

  NOAA-16 に搭載されている AVHRR/3 の 1.6μm 帯の

Channel-3Aと3.7μm帯のChannel-3Bはタイムシェアして観測を

行っている。一般に、Channel-3A は氷、雪、雲の識別に有効で

あると言われているが、今回、陸域や濃い黄砂域については

Channe-3Aの DN 値が Channe-1の DN値よりも高いという特徴

も確認できたので、Channel 3A と 1（以後、b3A-1と示す）の差

をとる。 

  一方、中間赤外バンドのChannel-3は、森林火災や火山活動が

原因の熱異常、製鉄所などの高温の領域（ホットスポット）の検

出に利用されるほか、気象学的にはChannel-4 との差画像が夜間

の下層雲や上層雲の識別に利用されている。3.7μm帯は、11, 12

μm 帯よりも水蒸気の影響を受け難いことや、石英ダスト粒子

の実験から 3.5μmでの屈折率の虚数部は 10-5と示されている 3)

ことより、3.7μm 帯の火山灰煙による吸収の影響も少ないと考

えられる。したがって、火山灰煙領域の輝度温度はChannel-3の

方が Channel-4 よりも高いことが期待される。そこで、今回は

Channel 3と 4の差画像（以後、b3-4と示す）を作成する。 

３．結果と考察 

3.1 NOAA-16 短波長赤外画像を利用した黄砂と雲の識別 

  Fig.1 の (a) と (b) は、2001 年 3 月 20 日 13:07 JST の

NOAA-16/AVIと b3A-1画像である。朝鮮半島や日本海を覆う帯
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状の黄砂（A）と、AVI 画像に陸上の濃い黄砂域（B）も検出さ

れている。一方、AVI画像（Fig. 1a）では灰色で示されていたC

～Eの層の厚い雲や氷雲の領域は、b3A-1画像（Fig. 1b）では黒

く表示され、黄砂との識別がついている。黄砂の飛来のパターン

を考えると、著しい黄砂現象が観測されるのは寒冷前線の後ろや

寒冷渦・発達した低気圧に取込まれて移流してくる場合が多いた

め、日中のシーンについては AVIと b3A-1を併用した雲との識

別は非常に有効であると思われる。R, G, B= AVI, b3A-1, 

Channel-4 と割り当ててカラー合成画像を作成すると、海上・陸

上の黄砂は黄色に、層の厚い雲は赤、水雲はピンクで表示され、

さらに明瞭に区別ができる。 

3.2 NOAA-14 中間赤外画像を利用した桜島噴煙の検出 

  1999年12月 31日4:10 JST のNOAA-14/AVI, b3-4画像をそれ

ぞれFig. 2 (a), (b)に示す。桜島火口から南－東に向かって、あま

り濃くないと思われる火山噴煙が検出されている。AVI画像（Fig. 

2a）では層の厚い雲のみが画面右下（A）に噴煙と同様の輝度値

で示されているが、b3-4画像（Fig. 2b）ではその周辺の下層雲と

思われる雲も検出されている。人吉盆地（B）の霧もしくは下層

雲も黒く表示され判別が容易である。また、AVI画像では陸域部

分は12μm帯の放射率が 11μm帯に比べて大きいため火山灰煙

と同様に白っぽく表示されるが、b3-4 では噴煙とは逆に黒っぽ

く表示されている。これも放射率の波長依存性によると考えられ

るが、今後さらなる検討が必要である。 

４．おわりに 

  黄砂や火山灰煙の検出に非常に有効である AVI 画像でも識別

しにくい層の厚い雲について、Channel-3 を利用して鉱物質エア

ロゾルとの識別を補う方法を検討した。その結果、日中の

Channel-3AとChannel-1の差画像や、夜間のChannel-3とChannel- 

4の差画像は、AVIをよく補うことがわかった。今後、これらの

詳細について検討していく予定である。 
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Fig. 1  NOAA-16 images of Korea and Japan by (a) AVI and (b) b3A-1 on 20 March 2001 at 13:07 JST. 

      

Fig. 2  NOAA-14 images of southern Kyushu by (a) AVI and (b) b3-4 on 31 December 1999 at 4:10 JST. 

A 

B C 

D 

E 

A 

B B 

A 

C 

D 

E 

(a) (b)

(a) (b) 


