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出版にあたって

地球温暖化とその影響を把握するためには、様々な気象（気候）要素の変化を精
度よく観測することが不可欠です。中でも、気候システムを理解する上で重要な大
気放射については、その観測精度の向上と観測データの標準化が、喫緊の課題とな
っています。
平成 16 年に総合科学技術会議（当時：現在、総合科学技術・イノベーション会
議）で策定された「地球観測の推進戦略」において、関係府省・機関の連携による
地球観測の推進が提言されたことを受けて、平成 18 年に地球温暖化分野の拠点と
して「地球観測連携拠点（温暖化分野）」が設置され、その事務局が国立環境研究
所に置かれました。
連携拠点の活動の一環として、放射観測の関係者・研究者から構成される「放射
観測機器の較正に関するワーキンググループ」が平成 23 年度に設置され、放射観
測機器の校正や精度の維持管理に関する技術的な検討が行われてきました。
この度、ワーキンググループが中心となり、精度良く放射観測を実施する上で、
放射観測機器の利用者にとって参考となる情報を集約した「放射観測機器の校正に
関する技術報告書」が取りまとめられました。技術報告書においては、放射観測機
器の測定原理や構造、校正方法、特に、国際的な校正方法が確立されていない分光
放射計の校正方法等が詳しく述べられています。
本報告書が、今後進めるべき放射観測の指針となり、わが国の地球温暖化研究を
一層推進し、よりよい地球環境の実現に寄与することを期待します。
2016 年 1 月
国立研究開発法人国立環境研究所
地球環境研究センター
センター長 向井 人史
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1．はじめに
平成 16 年に総合科学技術会議（当時：現在、総合科学技術・イノベーション会議）で策定され
た「地球観測の推進戦略」において、関係府省・機関の連携による地球観測の推進が提言された
ことを受けて、平成 18 年に地球温暖化分野の拠点として「地球観測連携拠点（温暖化分野）」（以
下、連携拠点）が設置され、この事務局として「地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁」
（以下、事務局）が環境省と気象庁によって設置された。
連携拠点においては、包括的かつ持続的な地球温暖化観測の推進を目指し、分野間並びに機関
間連携による各種連携施策を立案･実施している。中でも、気候システムを理解する上で重要な放
射については、その観測精度の向上、及び観測データの標準化・流通の促進を目的として、平成
22 年度に専門家会合を開催した。専門家会合の提言を受けて、放射観測の関係者・研究者から構
成される「放射観測機器の較正に関するワーキンググループ」（以下、WG）を平成 23 年度に設
置し、放射観測機器の校正や精度の維持管理に関する連携の枠組みの構築について検討を開始し
た。平成 24 年度には、具体的な施策の立案に向けて、国内における放射観測の現状把握を目的と
して、放射観測の実施機関に対しアンケート調査を行った（調査結果は参考資料参照）。アンケ
ート調査からは、放射観測機器の利用状況や校正方法、精度の維持管理方法等に関する情報に加
え、放射観測機器の校正における問題点や課題、放射観測機器メーカーに対する要望等に関する
利用者の意見も収集することができた。これらのアンケート調査結果も踏まえ、WG では、精度
良く放射観測を実施する上で、放射観測機器の利用者にとって参考となる情報を集約した「放射
観測機器の校正に関する技術報告書」（以下、技術報告書）を作成することとした。
技術報告書においては、主に放射観測の非専門家を対象に、放射観測機器の測定原理や構造、
校正方法について述べるとともに、特に、国際的な校正方法が確立されていない分光放射計につ
いては、種類別に、各機関や観測プログラム等で独自に行われている校正方法等について詳述す
る。さらに、アンケート調査において、放射観測機器メーカーに校正を依頼しているとの回答が
多数あったことから、放射観測機器メーカーにおける校正方法や精度維持に関する活動等につい
ても、あわせて紹介する。
（事務局）
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2．放射観測の概要
2.1

放射観測の目的

地球の表層は、太陽から短波放射エネルギーを受け取り、地表面および大気から長波放射を宇
宙空間へ射出することにより均衡を保っている。大気上端に入射する太陽放射エネルギーは全球
かつ年平均で約 340 W m-2 で、そのうち約 30%は雲、エアロゾル、大気分子および地表面によっ
て宇宙空間に反射される。大気によって 20%余りが吸収され、残りの 50%弱が地表面の陸地や海
洋に吸収される。地球の地表面・大気系によって吸収された約 240 W m-2 と同じ量の長波放射エ
ネルギーが宇宙へ射出されることにより、地球の放射平衡温度は約 255 K に保たれている。そし
て、水蒸気や二酸化炭素などの温室効果気体、および雲による温室効果と対流圏の放射対流平衡
のメカニズムにより、全球平均の地上気温は約 288 K となっている。地球の軌道要素や海陸およ
び雲の分布は地球の放射収支に大きな時空間変動をもたらし、その不均衡を解消すべく風や海流
を生み出す。また、地球温暖化問題に関連して、地表面における放射収支は温室効果気体の増加
とどのように関係しているのか、温暖化によって雲や水蒸気の変化は地表面の放射収支にどのよ
うな影響を及ぼすのか、ということが重要な課題となっている。
以上のような背景の下、地表面における放射観測の目的は、大きく二つに分けることができる。
一つは、上で述べた地球表層の放射エネルギー収支を観測することである。もう一つは、放射観
測を利用して、気温・水蒸気・雲およびエアロゾル等の大気に関する情報を得ることである。
放射エネルギー収支の観測については、短波放射・長波放射それぞれを、どのような精度で観
測すべきかということが問題になる。たとえば、雲の放射強制力の時空間変動を瞬時に測定する
のであれば、高精度の観測が要求されるが、月平均値のようにある程度長期間の値を議論する場
合にはランダム誤差はある程度大きくなってもかまわない。一方、温暖化に伴う放射収支の長期
変動をモニターする場合には、測器の感度に長期間のトレンドがあってはならない。また、温暖
化問題における炭素循環と関連する植物の光合成を解明するためには、光合成有効放射量（4.5(1)
参照）を精度良く観測することが求められる。このように、放射エネルギーの観測も、どのよう
な目的で行うのかということによって、求められる観測精度は異なることになる。
一方、紫外域から、可視域・赤外域までの多様な波長の放射を分光観測することにより、大気
に関する情報を得ることができる。地上からの紫外線の散乱光測定によりオゾンを観測したり、
太陽直達光の波長別観測によりエアロゾルの光学的厚さや粒径分布を推定することができる。水
蒸気の吸収がない波長や可視域全体の波長で太陽直達光と散乱光を同時に観測することによって、
観測波長域の平均的なエアロゾルの吸収係数あるいは複素屈折率虚数部の値が得られる。また、
水蒸気吸収帯の太陽放射直達光の観測から、水蒸気の気柱量を推定することも可能である。太陽
放射を光源とする場合には、いずれも大気上端における放射計の出力値をあらかじめ校正してお
く必要がある。直達光と散乱光を用いる場合には放射強度が桁違いに異なるので、それを考慮し
た校正も必要である。長波放射スペクトルの観測からは、大気中の水蒸気や微量気体成分を推定
することができる。また、窓領域に感度を持つ赤外放射温度計を用いれば、雲底温度および雲底
高度が得られる。さらに広いスペクトルを考えるならば、大気の熱放射のマイクロ波領域を観測
することにより、水蒸気量・雲水量・気温を推定することができる。以上のように、様々な波長
域の放射を観測することにより、大気に関する情報が得られるが、いずれの場合も、放射計の校
正が必要となる。ただし、これらの場合に放射スペクトルの絶対値は必ずしも必要としない点が、
放射エネルギー収支の観測とは異なる。
（早坂）
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2.2

放射観測機器の概要

測定対象としては、太陽に由来する放射エネルギー、または地球大気や地球表面を構成する要
素から発せられる放射エネルギーの測定を考える。波長域で紫外から遠赤外と呼ばれる 200～
100000 nm（0.2～100 μm）くらいの範囲の放射エネルギーの測定を考えることになる（本報告書
では X 線及びマイクロ波は対象としない）。これらの波長域は、気象学でエネルギー収支を議論
するときに考える波長範囲であり、太陽光発電・建築・都市工学・健康影響・植生等多くの分野
においても重要となる波長域であるほか、リモートセンシングの分野でも利用される波長域であ
る。
測定原理、検出器の違いは問わないとして、放射計は、単位時間・単位面積当たりに受けるエ
ネルギー（W m-2）を測定するか、特定の方向に対して単位時間・単位面積・単位立体角当たりか
ら到達するエネルギー（W m-2 sr-1）を測定する測器である。分光観測であるならば、更にそれぞ
れ単位波長（または波数）の量を測定する測器である。全天日射計などは前者に属し、分光放射
輝度計による天空輝度測定は後者に属する。
さらに、全波長のエネルギーを測定する機器か、波長（波数）に分解して測定する機器かに分
けられる。前者には、全天日射計・直達日射計がある。後者には、分光放射照度計や分光放射輝
度計（サンフォトメータ等）がある。分光測定には、細かな波長間隔（波数間隔）で連続に測定
するものと、特定の波長だけ選んで測定するものがある。
放射計は、校正値の付け方によっても区別できる。透過率や反射率を測定する場合、放射計間
の出力の相対関係か大気圏外太陽放射に対する出力値があればよい。一方、エネルギーの絶対値
が必要な場合は、放射量の絶対値の測定値か、出力の分かっている基準光源が必要となる。例え
ば、分光放射輝度計による太陽直達光の測定には大気圏外太陽放射に対する出力値があればよく、
直達日射計では絶対放射計による測定値が基準となっている。
一般に、放射観測機器は、校正を行って検出器の出力を物理量に結びつけることによってはじ
めて使うことができる。校正は、標準または基準と言われるものと被校正対象を比較して、被校
正対象の校正値（検定値）を決めることになる。放射計観測機器の場合、まず、基準とするもの(基
準器)の校正を行う。すべての機器を基準器と同じように校正することは労力も設備も必要となる
ので、多くの場合、基準器と被校正機器で同じ対象を測定し、比較することで校正値を転写する。
経年変化のある機器については、基準器の維持と定期的な比較校正が必要となる。いずれにせよ、
基準器の校正、比較校正においても測定誤差があり、それを考慮して測定値を解釈しなければな
らない。厳密な意味での校正とはどのようなことなのか、理想的な状況での校正は限られており、
現実はどう考えるべきかについては、「6.2 校正の基礎」を参照願う。
（内山）
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2.3

気象庁による放射観測

地球に降り注ぐ日射は、地球大気や海洋のほぼ全ての現象を駆動するエネルギー源であり、日
本においては、気象庁が古くから継続的な日射の観測を実施している。気象庁における日射観測
は、第 2 回国際極年（IPY：International Polar Year，1932 年）の国際共同観測を契機に開始され、
1931 年に全天日射、1932 年に直達日射の観測が開始された。近年、地球温暖化に代表される気
候変動監視の必要性が社会的に高まっている。これを受けて気象庁では、2010 年 3 月から全球的
な地球環境変化の監視のための精密な日射放射観測を開始した。この観測では、要素別（直達・
散乱）の日射観測が行われている。さらに、地球温暖化の要因となる二酸化炭素をはじめとする
大気中の温室効果ガス濃度変化に高い感度を持つ、大気からの下向き赤外放射の観測も実施して
いる。観測地点は時代により変遷があり、現在は国内 48 地点において全天日射観測を、5 地点に
おいて日射放射観測をそれぞれ実施している（図 2-1）。また、観測に使用される測器および観測
の基準（スケール）も時代による変遷がある。しかし、観測の基準については、その時代におけ
る国際的な基準を採用しており、全ての観測データは現行の観測基準【日射：世界放射基準（WRR:
World Radiometric Reference），赤外放射：世界赤外放射基準（WIIS：World Infrared Irradiance
Standard）】に基づく観測値に変換され、アーカイブされている。
また気象庁では、国内 3 地点においてサンフォトメータによる太陽直達光の波長別観測を行っ
ており（図 2-2）、大気中のエアロゾルの光学的厚さ等を監視している。
（大河原）

図 2-1 気象庁の日射および下向き赤外放射の観測地点
（平成 26 年 1 月 1 日現在）
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図 2-2 気象庁のサンフォトメータによる波長別太陽直達光の観測地点
（平成 26 年 1 月 1 日現在）
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2.4

放射観測プログラム

(1) 基準地上放射観測網（BSRN）
気候変動の監視のためには、日射と赤外放射による放射収支を正確かつ継続的に観測する必要
がある。日射および赤外放射の各要素は、気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC：United
Nations Framework Convention on Climate Change）等の国際的な要請を満たすために設立されてい
る全球気候観測システム（GCOS：Global Climate Observing System）において、気候の監視や研究、
適応策の策定等に必要な観測要素である必須気候要素（ECVs：Essential Climate Variables）に指定
されている。地表面における全球的な放射収支を継続的に観測するため、1992 年に世界気候研究
計画／全球エネルギー・水循環観測計画（WCRP/GEWEX：World Climate Research Programme／
Global Energy and Water Cycle Experiment）のプログラムとして基準地上放射観測網（BSRN：
Baseline Surface Radiation Network，Ohmura et al., 1998）の運用が開始された。BSRN においては、
放射の各要素が実現可能な最高精度で観測されており、GCOS の地上放射観測網としての役割も
担っている。気象庁の精密な日射放射観測を実施している国内 5 地点は、南極昭和基地とともに
BSRN 観測地点として登録されており、東アジア・北西太平洋域および南極における観測網の充
実に貢献している（図 2-3）。BSRN における観測データは、BSRN のデータセンターである世界
放射モニタリングセンター（WRMC：World Radiation Monitoring Center）を務めるドイツのアルフ
レッド・ヴェゲナー極地海洋研究所（AWI：Alfred Wegener Institute，URL：http://www.bsrn.awi.de/）
において保存されており、同研究所のデータサーバーから研究者に無償で提供されている。これ
らのデータは、全球の放射収支の監視や、地球温暖化の予測のための全球気候モデル（GCM：Global
Climate Model）の中の放射収支計算の精度検証等に活用されている。
（大河原）

図 2-3 BSRN 観測地点
（2013 年 3 月現在（計画地点を含む）：円内が日本の観測地点。AWI(2013)より）
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(2) SKYNET
SKYNET は、雲とエアロゾルの放射影響評価を研究するための地上観測網である。雲・エアロ
ゾルの光学特性と気候影響に興味ある研究者がスカイラジオメータ1と関連の観測機材を設置し
（表 2-1 参照）、ネットワークを形成して研究の促進を図っているものである。SKYNET は、研
究指向の強いかつボランタリー性の高いもので、現在千葉大学環境リモートセンシング研究セン
ター内の専用 SKYNET サーバーを窓口として、コミュニティのデータ保存（収集・公開に協力を
得ているサイト）・解析・公開等のサービスをしている2 （http://atmos.cr.chiba-u.ac.jp/）。また、
設置・解析等の機材管理及びデータ処理に関する協力も行っている。機材自体や解析ソフトの改
良に、SKYNET コミュニティとして対応しており、試行終了後は全て一般に公開を原則として、
研究の進展や普及啓発を進めている。SKYNET に加わることで、スカイラジオメータを利用した
雲・エアロゾルの地上観測に関わる最新情報を得て、個々の研究を効率的に進めることができる
システムである。
スカイラジオメータの観測拠点を図 2-4 に示す。近年、インドや韓国などの政府機関が設置す
る例も増えてきており、この図の拠点が全て SKYNET に入っているわけではないが、解析や校正
では SKYNET が提供するソフトウェアを使用しており、データ品質の共通性は保持されている。
SKYNET では、データ品質を一定に保つために解析及び校正等のソフトウェアを全て公開して
おり、また解析結果についても、データポリシーに基づき原則公開としている。
SKYNET は、アメリカ航空宇宙局（NASA：National Aeronautics and Space Administration）が運
営する AERONET（2.4(3)参照）と、エアロゾル計測に関してはほぼ同様のシステムをもち、エア
ロゾルの光学的厚さの比較では、よく一致していることが分かっている。表 2-2 に、双方の使用
機材の波長の違いをまとめた。SKYNET では雲計測の機能を持っている特徴がある。
（高村）

図 2-4 スカイラジオメータを使用している拠点
（青色記号：千葉大学でデータを受領）

1
2

製品名であるが、慣用に従って本報告書においても使用する。
現在 SKYNET コミュニティでは、SKYNET をさらに国際的に発展させるために、全体の枠組みを
見直し中である。
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表 2-1 SKYNET サイトに設置されている放射観測機材
（サイト毎に設置機材は異なり、いずれのサイトでも共通しているのはスカイラジオメータのみであ
る。製造者の略記は P13 参照。）

Model

Manufacturer

Aerosol

POM-01

PREDE

○

POM-02

PREDE

○

sun photometer

PGS-100

PREDE

○

pyrheliometer

CH-1/CHP-1

Kipp&Zonen

○

pyranometer

CM21/CMP21

Kipp&Zonen

○

CG4

Kipp&Zonen

○

PIR

EPPLEY

○

UV radiometer

UV-S-AB-T

Kipp&Zonen

○

spectral
radiometer

MS-700

EKO

microwave
radiometer

WVR-1100

RADIOMETRICS

○

○(PWC/LWP*)

MP-1500

RADIOMETRICS

○

○(PWC/LWP*)

cloud camera

PSV-100

PREDE

○

lidar

---

NIES(国立環境研)

sky radiometer

pyrgeometer

Cloud

○

○

○

Others

Radiation

○

○

＊PWC：Precipitable Water Content（可降水量）／LWP：Liquid Water Path（雲水総量）

表 2-2 AERONET と SKYNET の使用波長（いずれも標準仕様のもの）

AERONET
sun photometer
CE-318
（CIMEL）
--340(nm)
380
440
500
675
870
936
1020
-----

SKYNET
sky radiometer
POM-02/01
(PREDE)
315/315(nm)
340/--380/--400/400
500/500
675/675
870/870
940/940
1020/1020
1627/--2200/---
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Remarks

Ozone
Aerosol
Aerosol
Aerosol
Aerosol
Aerosol
Aerosol
Water vapor
Aerosol/Cloud
Cloud
Cloud
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(3) AERONET(AErosol RObotic NETwork)
大 気 エ ア ロ ゾ ル 観 測 ネ ッ ト ワ ー ク （ AERONET ： Aerosol Robotic Network ，
http://aeronet.gsfc.nasa.gov/）は、NASA が運営するエアロゾル観測のための地上観測ネットワーク
（図 2-5）である。NASA が直接運営するサイトと、PHOTONS（フランス）や AEROCAN（カナ
ダ）などの国に準ずる機関や大学・研究機関が運営する複数のネットワークが協力しており、全
球 に 拡 が る 大 規 模 ネ ッ ト ワ ー ク と な っ て い る 。 MODIS （ Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer）をはじめとする衛星によるエアロゾル計測の検証を中心に設立運営された経緯
があり、カバーする点数と地域的拡がりの大きさから、生成プロダクトは衛星検証のみならず多
様に使われている。
AERONET の中心機材は、CIMEL（フランス）製サンフォトメータ CE-318 である。SKYNET
で使用する PREDE（日本）製スカイラジオメータ POM-01/02 と似た波長構成（表 2-2 参照）であ
り、いずれも天空輝度分布を一定時間間隔で計測し、その分布状況からエアロゾルの光学特性を
推定するものである。従って両者の天空輝度観測方法に大きな違いはなく、また解析手法もほぼ
等しいものである。
AERONET の特徴は、太陽電池による自立型システムと計測データの衛星経由による NASA へ
の自動転送による一括処理・公開にある。これにより、電源や通信機能の制約が軽減され、設置
場所の任意性が高まっている。また、一括処理のため品質維持も確保されている。
（高村）

図 2-5 AERONET の観測点（AERONET(2014)より）
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(4) 極域における観測プログラム
極域の BSRN 観測サイトは北極に 4 地点、南極に 4 地点ある。国立極地研究所の北極基地があ
るニーオルスンでは、AWI が BSRN 観測とデータ管理を担っている。南極・昭和基地も BSRN サ
イトになっており、観測とデータ管理は気象庁が行っている。
2007-2008 年の国際極年（IPY）を契機に、極域ではエアロゾルの光学的厚さの精密測定を目的
とする Polar-AOD（Polar-Aerosol Optical Depth）観測計画が立ち上がった。BSRN サイトを含む既
存の観測基地で行われているサンフォトメータ観測を中心に極域のネットワークが構築された。
北極ニーオルスン基地および南極昭和基地では、SKYNET に準拠する形で行われているスカイラ
ジオメータ観測がこの計画に参加した（図 2-6，図 2-7 参照）。
（塩原）

図 2-6 北極圏における主要な放射観測サイト

図 2-7 南極大陸における主要な放射観測サイト
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3．放射エネルギー観測用機器
3.1

観測機器の概要

放射エネルギー観測用機器は、地表面における放射観測の二つの目的のうち、地球表層の放射
エネルギー収支を観測するために使用される。機器は、観測対象の放射エネルギーの波長により、
大きく二つに分けられる。一つは、高温の太陽から放出され可視の波長域にエネルギーのピーク
を持つ短波放射（日射）を観測するための日射計である。さらに日射計は、観測する日射の種類
により、地表面が受け取るすべての日射を観測するための全天日射計と、太陽から直接地表面に
届く直達光を観測するための直達日射計に分けられる。もう一つは、地表面や地球大気・雲など
から放出され、赤外の波長域にエネルギーのピークを持つ長波放射を観測するための赤外放射計
である。また、これら 2 種類の観測機器を組み合わせて単体で放射収支を測定することが可能な、
放射収支計と呼ばれる機器がある。
以下に、これら放射エネルギー観測用機器の詳細について説明する。3
（大河原）

3

本報告書においては、多数の機器名が記載されるが、各機器の製造メーカー等については、以下
の様に略記する。
英弘精器㈱：EKO
㈱オプトリサーチ：ORC
クリマテック㈱：CLIMATEC
コイト電工㈱：KOITO
日本環境計測㈱：E.M.J.
㈱プリード：PREDE
Apogee Instruments, Inc.：APOGEE
ASD Inc：ASD
Cimel Electronique S.A.S：CIMEL
Eppley Laboratory, Inc.：EPPLEY
Kipp & Zonen B.V.：Kipp&Zonen
LI-COR Co.：LI-COR
Radiometrics Co.:RADIOMETRICS
Skye Instruments Ltd.：SKYE
Solar Light Company, Inc.：SOLAR LIGHT
Spectra Vista Corporation：SVC
TriOS Mess- und Datentechnik GmbH：TRIOS
Volume Precision Glass, Inc.：VPG
Yankee Environmental Systems, Inc.：YES
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3.2

観測機器の詳細

(1) 全天／散乱日射計
地表面に到達する全ての太陽放射エネルギー（日射）を表す全天日射を観測するための測器が
全天日射計である。現在一般的に用いられている全天日射計は、熱電堆式全天日射計と呼ばれる
ものである（図 3-1）。全天日射計の受光面は、雨や風および周囲温度との温度差の影響を受けに
くくするため、ガラスドームで覆われている。また、霜や埃等の影響を受けにくくするため、ガ
ラスドーム面を通風することもある。この日射計では、まず測器受光面に入射した日射が熱に変
換され、次いでこれに伴う温度の上昇が熱電堆（サーモパイル）を用いて電圧値として出力され、
事前に校正により機器毎に定められた電圧値を日射へ変換するための定数を乗じることにより、
最終的に全天日射が求められる。最近の測器では、出力電圧と同時に測器の筐体温度が測定でき
るものがあり、出力電圧の温度特性を補正することにより、より正確な全天日射が観測可能であ
る。なお、全天日射計は、太陽方向からの直達光を遮蔽して散乱日射計として使用することによ
り、散乱日射の観測にも使用される。
（大河原）

(2) 直達日射計
太陽光球面から直接地上に到達する太陽放射エネルギーである直達日射を観測するための測器
が直達日射計である。現在一般的に用いられている直達日射計は電気式直達日射計と呼ばれるも
のである（図 3-2）。実際の直達日射の観測では、直達日射計は、常に受光面が太陽面を向くよう
に太陽追尾装置と呼ばれる装置に取り付けられて観測が行われる。この測器では、前述の全天日
射計／散乱日射計と同様に、先ず受感部に照射した日射を熱に変換し、次いで受感部温度の上昇
は熱電堆（サーモパイル）により電圧値として出力され、事前に校正により機器毎に定められた
定数を乗じることにより、最終的に直達日射が求められる。なお、直達光が入射する受光窓の受
感部からみた角度（開口角）は、世界気象機関（WMO：World Meteorological Organization）では、
半角で 2.5 °（全角で 5 °）と定められている。また、全天日射計／散乱日射計と同様に、最近
の測器では、出力電圧と同時に測器の筐体温度が測定できるものがあり、出力電圧の温度特性を
補正することにより、より正確な直達日射を観測可能である。
（大河原）

図 3-1 熱電堆式全天日射計の模式図

図 3-2 電気式直達日射計の模式図
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(3) 赤外放射計
赤外放射計は、地表面や地球大気・雲などから放出される長波放射量を測定する測器である。
太陽放射はその 99％以上が 200～4000 nm（0.2～4 μm）の波長領域に含まれるのに対して、地球
放射として観測される赤外放射の大半は波長 4000 nm（4 μm）以上の長波領域にある。下向き・
上向きの赤外放射量を測定する測器として広く用いられる熱電堆式赤外放射計は、赤外放射を透
過するシリコン製のドームを用い、その内面に金属蒸着を施すことにより短波放射（日射）成分
を完全遮光し、波長 4000 nm（4 μm）以上の長波成分のみを測定するようになっている（PIR
(EPPLEY), CGR4 (Kipp&Zonen), MS-202 (EKO) など）。受感部の熱電堆が測定するのは、ドーム
を通過して受感部に入射する放射量と受感部から外向きに射出する放射量との差に相当する熱エ
ネルギーであり、外向き放射量が受感部の温度の関数として与えられれば、測定すべき入射放射
量を算出することができる。しかし、シリコンドームは赤外波長領域で完全には透明でないため
に、ドーム自身から射出される長波放射や、受感部からの外向き放射のドームによる反射の影響
が無視できない（図 3-9 参照）。さらに、シリコンドームはわずかながら日射を吸収し加熱され
るために、晴天時のドームと受感部の温度差は大きく、ドームからの長波放射は一層大きく影響
する。そのため、赤外放射の正確な入射量を算出するためには、ドームの温度を測定し、ドーム
の赤外放射特性を考慮した補正式によりドーム効果を除去する方法を用いることが多い。日射に
よるドームの加熱効果を極力小さくするためには、太陽遮蔽板を用いることも有効である。熱電
堆式全天日射計と同様に、測定中に筐体温度が大きく変化するなど測器内に温度勾配が生じるよ
うな測定環境下では、測定誤差を生じるために注意が必要である。
（塩原）

(4) 放射収支計
放射収支量を測定する測器を放射収支計という。放射収支計は、下向き・上向きの短波放射・
長波放射 4 成分を独立に測定し、各測定値から放射収支量を求めるタイプ（MR-60 (EKO), CNR-4
(Kipp&Zonen) など）と、放射収支量に相当する電気的出力を直接測定するタイプ（MF11 (EKO),
NR-Lite2 (Kipp&Zonen) など）とに大別される。いずれも受感素子として熱電堆を用いたものが一
般的である。4 成分独立測定型の放射収支計は基本的に全天日射計と赤外放射計の組み合わせな
ので、測定誤差の評価や機器の校正等の問題は各々の測器に共通する。直接測定型の放射収支計
では、ポリエチレン等の樹脂製ドームが用いられることが多く、ドーム効果の定量化やドームの
メンテナンスの困難さから測定精度は 4 成分測定型より低いとされる。近年開発された
Kipp&Zonen の製品は樹脂製ドームを用いず、ハードコート受感部の採用によりメンテナンスや測
器校正が容易になったことから、測定精度の向上が期待される。
（塩原）
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3.3

観測機器の校正

(1) 観測機器の精度維持
① 精度維持の必要性と目的
日射計・放射計は、放射エネルギー評価のためのデータ収集に最も基礎となる機材である。な
かでも太陽エネルギーに関する観測は太陽常数の決定の必要性から、19 世紀後半から 20 世紀に
かけて、そのための器材の開発が進んだ。20 世紀初頭には日本でも長く使用された銀盤日射計が
製作されている。日本における日射の観測は、大気の汚れを調べるために 1932 年に直達日射量を
継続的に観測することを目的に開始されたのが始まりである。一方全天日射量も、バイメタルを
用いた自記日射計により第二次大戦前から開始されている。しかしこれには精度に問題があるこ
とが指摘されており、本格的に開始されたのは、戦後 1957 年の国際地球観測年（IGY：International
Geophysical Year）とされる（気象庁高層気象台，1996）。その後国際的な枠組みの中でこうした
機材の開発･改良が進み、徐々に整備されてきた歴史をもっている。気候研究に関するモデル開発
や衛星観測の進展で、飛躍的に地球の仕組みに関する知識が豊かになってきており、全球にわた
る高精度の日射･放射データは、こうしたものに対応する基礎データでもある。
日射･放射の地上観測量は時空間的な変動が大きく、1 地点での長期観測が地球全体を表すもの
でないことは明らかであり、長期傾向で見た変動自体もごくわずかである。例えば、信頼できる
データとして、日本で最も古い日射･放射観測を実施してきた気象庁高層気象台の長期観測の変動
傾向を見ると、日射観測については、1990 年初頭までは漸減傾向を示し、その後増加を示してい
る。漸減傾向時の変化を数値的に見ると、5 年移動平均で極めて大雑把に言えば 1960 年頃の 13.3
MJ m-2 day-1 から 1990 年の最も低下したときの 12.8 MJ m-2 day-1 程度である。この変動は 3～4％程
度に相当する。同様に下向き長波放射観測では、多少の凸凹はあるが、1980 年から 2005 年まで
の 25 年間は一貫して増加の傾向を示すことが明らかとなっている。この変動も 5～6％である。
日々あるいは月ごとの大きなばらつきの中で、わずかな変動の長期トレンドを知ろうとする際に
は、計測器自体の絶対精度や安定性は、データ信頼度の観点から欠かせないものである。
一方、最近の再生可能エネルギーとしての太陽エネルギー利用の機運の高まりから、日射観測
が必須となり、低廉な機材も数多く市販されている。こうした多様な機材の流通は、太陽エネル
ギーの利用促進に大きな役割を果たしている反面、低廉さゆえに、利用に関するトラブルも増え
ると予想される。
信頼できるデータを供給する上で、放射観測機材の正しい知識に基づく機能維持をはかること
は非常に大切なことであり、また、計測誤差や信頼度の低下がどこから生じるかを知ることは、
データ処理を行う上でも重要である。
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②

機材の原理に依存する計測誤差要因
(i) 日射計の課題
○ ドーム効果
日射計のドームは、太陽光に対して透明であり、大気から下向きに射出される地球放射に
対して完全反射体になっているのが望ましいものである。しかし実際には地球放射に対して
黒体に近いものになっている。そのとき、ドーム内壁からセンサーに向かって射出される赤
外放射が発生する。一方センサーもそれ自体上向きに赤外放射を射出している（図 3-3）。

図 3-3 ヒートシンク型日射計の概念図
2 重ドームを通過した日射は、センサーを加熱する。地球放射も同時に入射するが、ドームで吸収され、
ドーム自体から再放出される。一方、センサーからも赤外放射が射出する。

現在最もよく用いられているヒートシンクタイプの日射計について、そうした状態での機
材センサーが受けとるエネルギーは；


 SW FSW
  LW FLW
.d

(3-1)

第 1 項は日射によるもの、第 2 項は下向き長波放射であるが、ここではドームを長波放射
に対して黒体に近いとしているのでドームから射出されるものである。
一方、センサーから出て行くエネルギーは；



 LW FLW
.s  Toutput  (1  SW )FSW  (1  LW )FLW .d  C

(3-2)

ここで、αSW,εLW はそれぞれセンサーの短波放射と長波放射に対する吸収率、射出率を示し
ている。放射量 F の添え字 d･s はそれぞれドーム並びにセンサーを示す。また、ΔToutput はセ
ンサーとヒートシンクの温度差を示しており、κはそのときの熱伝導に関する係数を示す。C
は、ドーム内の対流やドーム自体の熱伝導などで変動する要因を示している。第 1 項はセン
サーから出る長波放射、第 2 項はヒートシンクへ流出する量（放射量計測対応量）、第 3 項
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及び第 4 項は下向き短波及び長波のセンサーでの反射量である。したがって、ヒートシンク
に流れる量は、次のように表すことができる；





Toutput   SW FSW
  LW FLW
.d    LW FLW .s  (1  SW )FSW  (1  LW )FLW .d  C 

(3-3)

もし、αSW =εLW = 1 （ドームが短波放射に対して完全透明、長波放射に対して完全黒体）で
C = 0 なら；



Toutput   FSW
 FLW
.d    FLW .s  C 



 FSW
 FLW
.d  FLW .s

(3-4)

ここでセンサーでの上向きと下向きの長波放射が釣り合えば（ドーム温度 Td とセンサー温
度 Ts が等しい場合）、放射計の出力は正しく出力されることになる。しかし、これらに温度
差がある場合に、その放射量の差ΔF は次式が成り立つと仮定できる；

F Td4  Ts4
 4Ts3 T

(3-5)

where, T  Td  Ts
例えば、Ts=300 K のとき、およそ ΔF = 6.12 (Td－Ts)(W m-2)となるので、もしドーム温度
がセンサーより 1 ℃温度が低くなると 6.12 W m-2 上向きに熱が逃げ、真値より低くなること
になる。夜間の日射計出力をみると、例えば CM21（Kipp&Zonen）ではおよそ－1～－1.5 W m-2
程度観測される場合がある。もし他の要因がなければ、ドームの温度がセンサーよりわずか
に低くなっていることを示している。これは式から見ても分かるように、両者の温度差に依
存するので、日中でも同じ量だけ起きているとは必ずしも言えない。
○ 入射角特性
センサーが完全黒体であれば、その入射角特性は入射角θの場合に cosθに比例するが、実
際にはθが大きくなると一般にずれてくる場合が多い。これには二つの要素があり、一つは
センサー自身によるもの、他はドームによって引き起こされるものである。通常の校正では、
両者をまとめて入射角特性（コサイン特性）としている。
この「ずれ」を次のように定義する。即ち、入射角(θ,φ)の方向から I(θ,φ) の強さで入
射した光に対して、実際に観測される量 Iobs(θ,φ) との比として；

k( ,  ) 

I obs ( ,  )
I( ,  )

(3-6)

このとき、観測される全天日射量 FGlobal.obs(θ0,φ0)は、真の直達光（太陽位置を(θ0,φ0)と
する）Fdir(θ0) の鉛直成分と散乱光 Idif(θ,φ)の和で表される；

FGlobal.obs ( 0 ,  0 )  k ( 0 ,  0 ) Fdir cos 0   k ( ,  ) I dif ( ,  ) cos d
2
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WMO ではこの入射角特性について、天頂角及び方位角のいずれの方向にあっても、快晴
日に太陽高度が 10 °のとき、Secondary Standard の日射計としては真値からのずれが±3％未
満に入ることを条件としている。こうした条件に対して市販の日射計では、例えば、代表的
な日射計である CM21 (Kipp&Zonen)や MS-802(EKO)（いずれもヒートシンク型で、受光部分
は黒体に近いもの）では、1000 W m-2 のビーム光源を用いた場合にいずれの方向でも、その
誤差は±10 W m-2 以内としている。
現在はほとんど国内で使用されていないが、センサー部分が白黒型（Black & White type）
のものでは、ヒートシンク型に比較すると白い反射部分に角度特性が出る可能性が高く、総
合的な入射角特性を悪くする可能性が予想される。
○ 時定数
入射光に対する出力の時間的な遅れ（時定数）は、センサー自体の温度上昇に必要となる
時間が主要なものであり、センサーの材質と構造によって決まるものである。 上記の CM21
や MS-802 では、所定入力に対する 95％到達時間が 5 秒未満となっており、通常の大気状態
における日射計の使用ではほとんど問題にならない。しかし、直達光が頻繁に遮られる場合
や、センサー自体を高速で移動させる場合などに、顕著にその影響が出てくる可能性がある
ので、データ処理時には注意が必要である。
○ 温度依存性
ヒートシンク型日射計では、センサーとヒートシンク間の温度差が入射日射量に比例する
ことを利用しているが、センサーからヒートシンクへの熱伝導に温度依存性があり、これに
よって感度に温度依存性が生まれる。これは温度変化によって校正値自身が変化することで
あり、注意を要する。CM21 では、20 ℃の校正値に対して－20℃〜50℃の範囲で±1％以下、
MS-802 では、雰囲気温度が 50 ℃変化した場合に 1％以下としている。
1％の「ずれ」は、1000 W m-2 の入力に対して 10 W m-2 である。厳密な計測・評価を必要と
する場合には、無視できる量ではない可能性もある。長期通年のデータ比較を行う場合には、
機材温度の同時記録が参考となるかもしれない。
（高村）
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○ その他（国際的な校正方法と国内的な校正方法の相違等）
全天日射計の校正の手法として、WMO（2010）や BSRN（McArthur, 2005）等、国際的に
は遮蔽法や Forgan 法（Forgan, 1996）が推奨されている。日本においては、後述するように気
象庁が全天日射計の校正（検定）を行っている。検定に使用する全天日射計の基準器の校正
には、コリメーションチューブ法を用いている。この手法では、コリメーションチューブと
呼ばれる円柱状の筒を全天日射計感部に装着して、基準となる直達日射計との比較観測を行
うことにより校正が行われる（写真 3-1）。気象庁では、1 台の全天日射計に対して、コリメ
ーションチューブ法と遮蔽法による校正を行い、その校正結果に差が無いことを確認した上、
この手法を採用している。
また、WMO では気象観測要素の国際単位系（SI: International System of Units）への測定の
トレーサビリティ確保を進めている。日射並びに赤外放射観測についても、この動きがあり、
SI に直接的にトレーサブルな新たな基準器による観測基準への移行に向けた活動を始めたと
ころである。これまでの調査の結果、現在の日射と赤外放射の観測基準が、若干変更される
可能性がある。
（大河原）

写真 3-1 コリメーションチューブ法による全天日射計の校正

(ⅱ) 直達日射計の課題
○ 散乱量補正
WMO では、直達日射計の光学系を、開口角 5 °(全角)、傾斜角 1 °と定義している。太
陽の見込む角度はおよそ 0.5 °であるから、太陽周辺光を一緒に取り込んでいることになる。
真の直達日射成分は、この 5 °以内にある散乱光成分（0 °方向も含めて）を除去する必要
があるが、この補正は行われていない。
エアロゾルによる前方散乱は、その粒径分布に強く依存する。エアロゾルの光学的厚さが
厚くなるにつれて、また粗大粒子が相対的に増えるにつれて、前方散乱が強くなるので、直
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Ratio to Direct radiation (%)

達光の減衰部分を前方散乱光が補う形となり、見かけ上直達日射量を過大評価する傾向とな
る。これは大気の汚れを過小評価することにつながる。
図 3-4 に、対象として市販直達日射計を仮定したときの、前方散乱の影響を示す。想定さ
れる直達光に対する、開口角 5 °に入る前方散乱光の割合である。モデル計算では、太陽天
頂角 60 °、水蒸気量 20 mm、オゾン量 300 DU を仮定してある。500 nm におけるエアロゾ
ルの光学的厚さ（AOT：Aerosol Optical Thickness）と、粒径分布の変化に対応するオングス
トローム指数4（AE：Ångström Exponent）の関数として示してある。通常のエアロゾルの AOT
は、ほとんどの場合 0.5 以下であるから、1％程度以下の誤差と予想されるが、場合によって
は 1％を越える誤差も発生することが分かる。
太陽と常に正対させて計測するために、精度のよい太陽追尾装置が必要である。通常の市
販の追尾装置（Kipp&Zonen, EKO, PREDE 等）は、正しい緯度経度や南北、水平などの設定
でほとんど 0.1 °以内で追尾するとされている。しかしこれらが多少ずれていても、一定以
上の太陽光強度のある場合には内蔵の電気的なサンセンサーがアクティブ状態となり、高精
度の追尾を行うことができる。したがって通常使用では、この点での問題はない。ただし、
追尾装置に問題がなくても、何らかの理由で追尾装置への直達日射計の設置時に、太陽方向
からずれた場合には問題が発生する。直達光がセンサー中央からずれた場合、太陽周辺光（散
乱光）の相対的な違いが起こることによって、誤差が拡大する可能性がある。これは光学的
に厚い大気を観測する太陽高度の低い状態で起こりやすいと予想される。
直達日射計には太陽追尾状態確認用の照準が付いている。太陽のイメージはおよそ 0.5 °
であるから、本来あるべき位置からのずれは、この太陽イメージの大きさと本来位置からの
相対距離でおよそ判定できる。
通常の直達日射計は、全天日射計と同様のヒートシンク型を採用しており、時定数・温度
係数とも同様の傾向をもつ。しかし、直達日射計の窓は全天日射計のドームに比べて小さく、
熱的に安定しているので、その影響は小さい。
（高村）
100

AE = 0.5
AE = 0.1

AE = 1.5
AE = 2.0

10

1

0.1
0

0.5

1
AOT (500 nm)

1.5

2

図 3-4 直達日射計の開口角 5 °を想定したときの直達光に対する前方散乱の百分率比
（太陽天頂角 60 °を仮定し、エアロゾルの光学的厚さ（AOT）と
オングストローム指数（AE）を変えて計算した結果を示している。）

4

大粒子の相対的増加で小さくなり、反対に小粒子の相対的増加で大きくなる指数。
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(ⅲ) 赤外放射計の課題
○ ドーム効果
赤外放射計は、全天日射計のドームの光学特性を、短波放射を反射し長波放射を透過する
ようにしたものである。短波放射は完全にカットするが、長波放射の一部を吸収する場合に
は、次式が成立する（実際には、短波放射の一部が、ドーム材に吸収される）；


Toutput   LW .s {(1  LW .d )FLW
.air   LW .d FLW .d }

(3-8)




 { LW .s FLW
.s  (1  LW .s )[(1  LW .d )FLW .air   LW .d FLW .d ] C}

ここで、εLW.s，εLW.d は、それぞれセンサーとドームの長波放射に対する射出率である。右
辺第一項が、大気及びドームからの長波放射をセンサーが吸収する量で、FLW.air は、大気が出
す長波放射の総量を、FLW.d はドームからの放射を示している。第二項は、センサー自身の射
出（εLW.sFLW.s）とセンサー面で反射して戻るもの、それにドーム内の熱対流等によるもので
ある。ドーム効果を明確にするために、ここで センサーの射出率 εLW.s =1 とし、日射計同様
C = 0 とする。また εLW.d は、できるだけ 0 に近づくことが望ましいが、ゼロではない；



Toutput  (1  LW .d )FLW
.air   LW .d FLW .d    FLW .s 

(3-9)

εLW.d = 0 なら理想的な放射計となる。この場合、日射･放射によるドームの加熱によって変動
する部分を大雑把に評価してみる。下向きの大気の放射を FLW.air = 250 W m-2、ドーム温度を
Td = 15 ℃(288 K)、 30 ℃(303 K)としたとき、ドームの射出率（εLW.d）を 0.001〜0.05 で変え
た時、第一項の本来の値（250 W m-2）からのずれは、それぞれ表 3-1 のようになる。
ドーム温度は、通常下向き大気放射量から想定される相当（放射）温度よりかなり高いの
で、ドームでの赤外放射の吸収が 1％であっても 1〜2 W m-2 の誤差が容易に出ることがわか
る。
このドーム温度の影響を避けるために、高精度の計測を必要とする場合には太陽直達光を
遮る遮蔽装置を付加する場合がある。こうした場合には、遮蔽装置自体から出る長波放射の
影響もあるので、放射計が見込む立体角を極力小さくするなど、その取り扱いには注意する
必要がある。
表 3-1 赤外放射計のドーム射出率の違いによる計測誤差の例
（大気の下向き放射を 250 W m-2 と仮定）
ドーム射出率 εLW.d

0.001

0.01

0.02

0.05

ドーム温度 Td = 288K
計測誤差(W m-2)

0.1

1.4

2.8

7.0

ドーム温度 Td = 303K
計測誤差(W m-2)

0.2

2.3

4.6

11.4

○ 入射角特性
ヒートシンク型のセンサー構造をもつ赤外放射計は、短波放射をカットするドームの違い
を除けば日射計と類似のものである。従って、赤外放射に対する入射角特性も似たものと予
想されるが、通常市販品には明示されていない。これは、日射計の場合と異なり、通常の計
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測条件では強い特定方向からの赤外放射が少なく、入射角特性による誤差の影響の小さいこ
とが期待されていることが大きい。また、赤外放射計の入射角特性を厳密に計測する機材自
体も開発されておらず、これによる、計測誤差の精確な評価は現時点ではできない。
○ 温度依存性
ヒートシンク型のセンサー構造では、その温度依存性も日射計と同様の原理に基づいてお
り、通常使用のものでは、－20℃〜50℃の範囲で±1％以下程度とされている（CGR4）。
○ 時定数
ヒートシンク型の構造では、基本的に日射計と同様である。

(ⅳ) 放射収支計の課題
○ 機材設置上の注意
放射収支を推定する上で注意すべきことは、上向き日射・放射量の質的な代表性にある。
上向き日射・放射を計測する場合の機材設置では、その後の維持管理の都合上地表面からあ
まり離れていないことが多い。この場合、機材の見る実質的な視野は地表面の極めて限定さ
れた領域となる。計測の目的と地表面の一様性に依存するので一般的には言えないが、衛星
データとの比較などでは問題となる可能性がある。例えば日射に対する反射率計測を想定す
る場合、下向き日射に影響を与える反射（多重反射）領域の平均程度をとることも一つの指
標となろう。これに必要な面積は、大気組成や地表面自体の反射率に依存するが、直径数ｍ
程度の視野では十分でない場合も多いと思われる。また機材を低く設置するにつれて直下の
地表状態に敏感に反応し、植生などの土地被覆状態の変化や、機材自身が作る影の影響を日
射・放射とも受ける確率が高くなる。短波・長波を分離し、上下それぞれ対応する機材を設
置して計測し、データ処理で収支を推定する場合には、こうした影響についてそれぞれの時
系列的な解析からある程度推定が可能となるが、正味の放射収支を直接計測するタイプでは、
ほとんど不可能となるので、注意する必要がある。
○ 校正に伴う誤差
正味放射収支量をそのまま出力する 1 センサータイプの放射収支計の校正は、常温付近の
温度での黒体炉を用いて行われる。これは長波成分のみを使用しており、短波を用いて行わ
れていない。センサーが短波に対しても黒体であるとの前提に依っている。しかし、全天候
型にするためにドームをつけた場合、このドーム材によっては誤差を生む可能性がある。例
えば、ドーム材の一つであるポリエチレンの透過率を図 3-5 に示すが、これによると、近赤
外域から赤外域にかけて吸収があり、また可視域の透過率も必ずしも良くない。このことは、
反射率のような比をとる場合には相殺されて問題とならないが、上下方向の放射収支では、
透過率の悪化に伴う吸収・反射分だけ低く見積もることになる。強い日射がある場合には、
日射部分だけでその誤差は 10％を越える可能性があることが分かる。その分ドームでの吸収
も増加し、上下ドームの温度差が拡大することから、ドーム放射に差が生じて同様に収支量
の誤差を拡大させることになる。
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図 3-5 １センサー型放射収支計ドームに使用されているポリエチレンの短波・長波域の透過特性
（EKO 製放射収支計 MF-11 カタログより転載，一部修正）

○ 機材維持
上下成分、短波・長波を分離計測する４センサータイプの機材は、それぞれの機材の取り
扱いに従って、維持管理を行えばよい。一方、１センサータイプでは、ドームに短波から長
波まで透過するポリエチレンを用いており、この材質は汚れや破損に弱い。メーカーでは、
清掃の難しいこのドームは数か月ごとに交換することを推奨している。また、鳥による破損
が懸念され、製品によっては小さな棒状の鳥避けを設置しているものもある。
単体日射・放射計同様、センサーはドームからの放射の影響を受けるが、この影響を最小
にするために上下のドーム内に同一乾燥空気を強制通風しているタイプもある。
（高村）

(v) 共通する課題
○ センサーの経年劣化
センサーの校正定数の経年変動の主因は、センサー面に塗布されている黒体形成用塗料の
劣化が主因である。こうしたものは紫外線による変化があるため、日射計のように紫外線を
直接受けるものでは可能性が高くなる。一方、赤外放射計は、紫外線はカットするが、ドー
ム内壁に干渉フィルターが塗布されており、これは温度と湿度による変化の可能性がある。
センサー内が高湿度になることによるこうした物質の変化も予想される。最近の市販のもの
では、特殊な環境下での使用でないかぎり、こうした原因による変動は極めて小さく、乾燥
剤の定期的な交換等の通常の保守がなされた環境下では、問題ないと考えられる。
気象庁が使用する放射観測機材と同等品の校正では、5 年を基準としており、その程度の
期間での変動は極めて小さいものと言える。しかし、これはその後の 5 年間を保証するもの
ではなく、校正時に機材劣化が考慮されているわけではないことに注意する必要がある。
センサーの経年劣化を数値的に評価する方法は、現在定型化されていない。校正定数の急
速な悪化や内外部部材等の外観上の劣化によって判断しているのが実情である。ただ、気象
庁では日射計･放射計の使用期間を原則 15 年としており、通常の管理された状態で使用した
場合の目安になるものである。
○ 出力インピーダンス
熱電堆を使用する日射･放射計は、基本的に電圧源であり比較的高い出力インピーダンス
（数 10〜数 100Ω）を持っている。そのため、出力変換を行うロガー側での入力インピーダ
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ンスは高いものが必要であるが、通常使用するロガー類は 1MΩ以上あり、ほとんど問題にな
らないものである。
○ 波長依存性
どのようなドームの窓材を用いるかによって、各放射計の計測波長範囲が決まる。いずれ
の計測器でも同じわけではないので、それぞれのデータを比較する際には注意を必要とする。
例えば、比較的よく用いられる CMP21(Kipp&Zonen), MS802(EKO)の波長領域は、50％透過率
域で、両機材とも 285〜2800 nm としてカタログに示されている。
（高村）
③

観測使用上発生する誤差要因
(i) センサードームの汚れ・結露・雨
日射計の計測上の誤差要因はドームの汚れであり、データからその影響を知ることがほと
んど不可能なので、定期的に清掃することが重要である。結露や降水のあったあとでは、水
分に含まれていた汚れが乾燥後にそのままドームに付着したり、濡れていることによって他
の汚れが付着しやすくなることなども想定されるので、注意する必要がある。
また、乾燥剤等による除湿が十分になされていないと、二重ドームの全天日射計では、外
側のドームの内壁に夜間や降水時に結露することがある。結露は、こうした見える部分だけ
でなく、内部の電気処理系にも影響を及ぼす可能性もあり、精度維持の観点から乾燥剤の劣
化が認められる場合には、迅速に対応することが必要である。
因みに気象観測の手引き（気象庁，1998）では、日射・放射計の維持管理について、「風
防ガラスやドームにちりやほこり・露・霜・氷・雪などが付着すると出力に著しい影響を与
えるので、羽毛ブラシや柔らかい布を用いて取り除く」、「乾燥剤は定期的に交換する」な
どとしており参考となる。
(ⅱ) 通風と非通風
赤外放射計は、その性質上ドームに雨滴や霜などが大量に付いている場合には、基本的に
その温度を計測していると言える。降水を避けることはできないが、ドーム表面への結露や
霜は防ぐ必要がある。このためには強制通風が有効であるが、通風の構造によっては必ずし
も 100％防ぐことができる保証はない。場合によっては汚れの付着を促進する可能性もある。
日射計においても同様の効果を持っている。また、通風システムを付加することによって、
日射計･放射計の筐体温度を周囲温度と早くなじませる効果を持つ。

(ⅲ) 設置場所
全天日射計･放射計の設置場所は、その性質上、立体角 2 π（単位は sr:ステラジアン）の
視野が原則である。視野内に天空以外のものがある場合、その影響を評価する必要があるが、
これは容易でない。しかし、全天日射計では、天頂角（θ）の大きい領域（低高度領域）か
ら来る光は cosθに比例するので、金属や反射率の高いものが低高度領域にある場合を除いて、
相対的に影響は小さい。等方性の放射の場合には、天頂角 70 °以内で 88％、75 °以内で
93％の放射を集めることができる。
赤外放射計も集光の点では同様であるが、天頂角が大きくなるにつれて高い輝度（温度）
となることから、一般にその影響は日射計より深刻であり、設置には注意を必要とする。上
向き日射・放射を計測する場合には、特に注意を必要とする。放射収支計に関する課題（3.3
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(1)②(iv)参照）で述べたように、計測する放射量の代表性がどの程度あるかに、設置及びデー
タ処理を行う際には十分検討する必要がある。
（高村）

(2) 検定制度
誤った気象要素の観測値が公表されると、災害の予防などに遅れや過ちが生じて、社会的な混
乱や人命や財産に関わる重大な問題を引き起こすことにつながる。正確な気象要素の観測のため
には、一定の精度が確保された気象測器を使用して行う必要がある。このため、気象業務に関す
る基本的な制度を定めた国の法律（気象業務法5）の中では、観測成果を公に利用するためには、
気象測器が観測に適したものであるかを調べる検査（検定）に合格したものを利用するよう定め
ている。放射観測機器の内、電気式日射計（全天日射計）については、検定に合格したものを使
用する必要がある。
検定では、気象庁長官の登録を受けた登録検定機関6が、気象測器検定規則7に定められた全天日
射計を含む 21 種類の気象測器について、①その構造が規定の条件を満たしていることを確認する
ための構造検査、および、②器差（真値との差）が検定公差（許容できる器差の最大値）内であ
るかについての器差検査の 2 つの検査を行う。なお、気象測器が定められた構造を有しているこ
とがあらかじめ気象庁により確認（型式証明）されているものについては、器差検査のみを行う。
型式証明を受けたものは、気象庁長官の認定を受けた認定測定者8が器差の測定を行った結果を記
した測定結果報告書により、書類による検定の申請が可能であり、登録検定機関は書類審査を行
う。これらの検査に合格した測器には、登録検定機関から検定証書が交付される。検定の有効期
間は、気象測器の測定原理、感部部分の素材、可動部の有無、屋外での使用など、耐久性を考慮
して測器の種類毎に定められており、全天日射計は 5 年となっている（図 3-6 参照）。
このほかに、気象業務法で検定を義務付けていない気象測器を対象とした委託検定制度がある。
これは、気象庁が測器の使用者から委託を受けて検定を行うもので、使用者が自らの判断で測器
の精度を確認したい場合に利用する制度である。放射観測機器としては、気象測器等委託検定規
則9に定められた日照計と直達日射計の 2 種類について委託検定が実施される。なお、通常の検定
と異なり、委託検定では有効期間を定めておらず、測器の利用状況等に基づいて使用者が判断し、
必要に応じて適宜、委託検定を受けることとなる。
（大河原）

5
6

7
8

9

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html
気象庁ホームページ「気象観測施設の届出・気象測器の検定」(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/shin
sei/kentei/)中の「登録検定機関」の項目参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F16001000025.html
気象庁ホームページ「気象観測施設の届出・気象測器の検定」(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/shin
sei/kentei/)中の「認定測定者」の項目参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03901000077.html
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図 3-6 気象測器検定の流れ

(3) 国際校正体系
WMO では、全球的に高精度で均質な日射観測データを得るため、世界放射センター（WRC：
World Radiation Center）を頂点に、世界 6 地区に地区放射センターを定め、各国に国家放射センタ
ーの設置を勧告し日射計の校正体系を確立している（図 3-7，写真 3-2）。各放射センターは、日
射計の世界、地区および国家の基準器を維持・管理している。
日本（気象庁）は 1965 年にインドと共に WMO 第Ⅱ地区（アジア）放射センターに指名され、
5 年ごとにアジア地区内の希望国を対象に日射計相互比較を実施し、所有する地区基準器を通じ
て、国際的な日射の観測基準である WRR の伝達を行うことにより、アジア地区内及び国内の日
射観測測器の精度維持に貢献している。
赤外放射観測の校正については、その測定の困難さから近年まで国際的な観測基準が存在せず、
その確立が喫緊の課題であった。2006 年に、ようやく WMO における国際的な赤外放射の観測基
準が制定された。赤外放射の国際的な観測基準は、世界放射センターで維持・管理されている赤
外放射計基準器群の値に基づいて決められており、日射計と同様な校正体系が準備されつつある。
（大河原）
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図 3-7 WMO における日射計校正体系の概念図

写真 3-2 WMO 世界放射センター（スイス連邦ダボス物理気象観測所（PMOD：
Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos））で管理されている日射計の世界基準器群
（安定した複数台の基準器による観測値の平均が、国際的な日射観測の基準である WRR となる。）
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(4) 国際校正活動
気候変動監視のために高い観測精度が要求される BSRN では、高精度な観測データ取得のため
に、放射観測機器の校正についても様々な取り組みがなされている。2 年毎に開催される BSRN
科学およびレビューワークショップでは、放射観測の専門家により、校正における問題点が討議
され、解決に向けた取組を行っている。2006 年の国際的な赤外放射観測基準の制定も、この取組
の結果である。
日射並びに赤外放射観測機器の校正については、WMO における校正の枠組みと同様の国際的
な観測基準に基づいた校正手法が確立しており、また、エアロゾルの光学的厚さを観測する放射
観測機器の校正については、ラングレー法（Langley Method）による校正が推奨されている
（McArthur, 2005）。
一方、分光放射については、未だ確立された校正手法がなく、参加機関がそれぞれ独自の手法
により校正を実施しているのが現状である。例えば、アメリカエネルギー省の大気放射観測
（ARM：Atmospheric Radiation Measurement）計画における校正の手法は、基本的には標準光源（ア
メリカ国立標準技術研究所(NIST：National Institute of Standards and Technology)ランプ）を利用し
ており、エアロゾルを観測する波長の校正についてはラングレー法、もしくは NIST ランプとラ
ングレー法の併用を行っている。一部の大型の分光放射観測機器の校正には、積分球も使用され
ている。
なお、放射観測データの精度に大きな影響を及ぼす放射観測機器の角度特性についても、必要
に応じて個々の機器毎に測定を行い、観測時に考慮している。
（大河原）

(5) 放射観測機器メーカーによる校正
事務局が実施したアンケート調査（参考資料参照）の結果でも明らかなように、多くの観測機
関において、放射計の校正を放射観測機器メーカーに依頼している。このような状況を考慮する
と、放射観測機器メーカーにおける校正作業は、精度維持活動において重要な位置を占めている
と考えられる。
以下では、放射観測機器メーカーにおける校正について、その概略を述べる。
① 概要
直達日射計および全天日射計の社内基準器の校正は、WMO（2010）及び ISO 9059（1990）、ISO
9846（1993）に則り、屋外において第 1 基準器（Primary Standard）である絶対放射計 PMO6-CC
（PMOD）と比較校正を行っている。
直達日射計の社内基準器の校正は、WMO（2010）の第 7 章 2.1.4 に記載されている「Calibration
of pyrheliometers」及び ISO 9059 に基づき世界放射基準器群（WSG：World Standard Group）にト
レーサブルである絶対放射計と屋外で比較して校正を実施している。
全天日射計の社内基準器の校正は、WMO（2010）の 第 7 章 3.1.3 に記載されている 「Alternate
calibration using a pyrheliometer」 及び ISO 9846 に記載の方法に則り、2 台の全天日射計の社内基
準器を、屋外において第 1 基準器である絶対放射計 PMO6-CC（PMOD）と同時に比較し、校正を
行っている。本校正手順書に用いる機器および特性は、WMO（2010）や下記の規格にて定義され
ている。
直達日射光・直達日射計・・・ISO 9060（1990）
全天日射光・全天日射計・・・ISO 9060（1990）
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② メーカーにおける社内基準器のトレーサビリティ
放射観測機器メーカーにおける日射計のトレーサビリティについては図 3-8 のようになってい
る。全天日射計や直達日射計の校正基準となっているのは WRC が維持している世界基準器群に
よる WRR である。世界基準器群から世界各地区への WRR の伝達は、5 年に 1 回、スイスのダボ
スで開催される国際日射計比較（IPC：International Pyrheliometer Comparison）で実施され、この
活動に気象庁が参加し、アジア地区の絶対放射計地区基準器が校正され、これを用いて直達日射
計および全天日射計の国内基準器が校正される（3.3(3)参照，写真 3-3）。

図 3-8 日射計のトレーサビリティ

全天日射計、直達日射計の社内基準器は、気象庁の気象測器検定業務を通じて、上記の国内基
準器を用いた屋外比較により校正され（写真 3-4，3-5）、さらに、製品はこの社内基準器を用い
て、社内において、③に述べるような方法で校正される10。
全天日射計の校正にはシャドウディスク法とコリメーションチューブ法がある。国際規格 ISO
9846 並びに ISO 9847 に準拠したシャドウディスク法では直達日射計から直接、全天日射計に値づ
けを行う。
全天日射（法線方向） ＝ 直達日射（絶対放射計）＋ 散乱日射（法線方向）
より算出する。
このとき全天日射と散乱日射は太陽追尾装置に取り付けた 1 台の日射計を用い法線方向に向け
て計測する。シャドウディスクを一定の間隔で全天日射計に影を作るように動作させ、全天日射
と散乱日射を交互に計測する（写真 3-6）。
コリメーションチューブ法では絶対放射計から直接、全天日射計に値づけを行う。シャドウデ
ィスク法とは異なり、全天日射計にコリメーションチューブを取り付け直達日射のみを計測して
校正する方法である（写真 3-7）。

10

EKO では全天日射計の社内基準器は、国際規格 ISO9847/9846 に準拠したシャドウディスク法に
よって、また直達日射計の社内基準器は、国際規格 ISO9847/9846 に準拠した絶対放射計（PMOD
にて校正）との屋外比較により校正を行っている。
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写真 3-3 絶対放射計の例

写真 3-4 全天日射計（法線方向）

写真 3-5 直達日射計と絶対放射計

写真 3-6 散乱日射（法線方向）

写真 3-7 太陽追尾装置にコリメーションチューブを取り付け全天日射計を校正
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③ メーカーにおける日射計製品の校正
メーカーにおける校正時の条件と校正用基準器の維持は、製品の品質確保のためには極めて重
要である。
直達日射計の製品校正は絶対放射計を基準器として行う。直達日射計と絶対放射計を太陽追尾
装置に載せ、太陽を追尾させて比較校正を行う。下記の(ⅰ)～(ⅳ)の校正条件に示される状態で、
直達日射が安定しており太陽高度が比較的高い時間に測定を行う。
(ⅰ) 直達日射強度
絶対放射計が社内最上位の基準器となるため、校正に適用する直達日射強度(絶対放射計で
測定した日射強度）が 700 W m-2 を超えているデータを適用する（詳細は既述）。
(ⅱ)太陽追尾装置
高度および方位に別々の駆動部分を持ち、搭載した直達日射計を赤道面に沿って太陽に正
対に回す装置。太陽追尾装置の追尾精度は 0.1 °以内としている。
(ⅲ) 絶対放射計の校正値の維持
絶対放射計は 5 年毎にスイス・ダボスで開催される IPC において世界放射基準器群と比較
測定を実施するか、または、世界放射基準器群とトレーサブルな基準器（国家基準器や地区
基準器）と、定期的に校正を実施する。
(ⅳ) 社内基準器の校正値の維持
本比較校正において校正された直達日射計および全天日射計の社内基準器は 1 年毎に絶対
放射計と相互比較を実施し、校正値の妥当性の確認または新校正値を設定する。
全天日射計の製品校正では、上記の絶対放射計により校正された全天日射計の基準器を利用し
て校正する場合、次の二つの方法がある；
(a)太陽光源を用いた水平面での屋外比較校正
(b)校正されたソーラシミュレータの下での屋内校正
(a)の方法は晴天で全天日射が安定しており太陽高度が高い時間に測定を行うが、天候に左右
される確率が高い。製品校正用基準器（全天日射計）の校正は直達日射強度が 700 W m-2 以上
の晴天時に絶対放射計を基準器として屋外にて校正を行っている。
(b)の方法は、光源の時間変動率が少なく分光特性が太陽光に高近似のソーラシミュレータを
使用する方法で、高精度にしかも天候に左右されず安定に校正を実施することができる。
温度、湿度が管理された暗室にて放射照度 1000 W m-2 のソーラシミュレータを使用して校
正を行っている。このソーラシミュレータは、事前に製品校正用基準器にて校正が行われて
いる11。

11

EKO ではキセノン光源を用いて(b)の方法で全天日射計の社内校正を行っている。
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④ メーカーにおける赤外放射計の校正
赤外放射計の概念図を図 3-9 に示す。Fin は入射赤外放射フラックス（測定対象）である。ここ
で塩原・浅野（1992）に沿って、校正の方法を説明する。
ドーム及び受熱板（熱電堆）がそれぞれ一様な温度 Td 及び Ts になっていると仮定すると、受熱
板上での下向き放射 F↓、上向き放射を F↑は各々次式で表わされる；
4


F   d Fin   d Td   d F 

（3-10）

4


F   S TS   S F 

（3-11）

ここで、σ は Stefan-Boltzman 定数、τd、εd、ρd はそれぞれドームの透過率、射出率、反射率であ
る。又、εs、ρs は受感面の射出率、反射率である。式（3-10）の右辺の各項は図 3-8 の①、②、③
の放射に対応し式（3-11）の各項は④と⑤に対応する。
εd＋τd＋ρd=1 及び εs＋ρs=1 を考慮すると受感面の放射収支 Fnet は；



4

4

4

s
Fnet F   F 
( d Fin   d Td   d Ts   d Ts )
1  s d

（3-12）

となる。ここでｋ=εd/τd と定義すると；

Fnet 

 d s
4
4
4
( Fin  k  (Td  T s )   T s )
1  sd

（3-13）

となる。Fnet は熱電堆で計測する測定量である。よって求める Fin は；
4

4

4


Fin aV  Ts  k (Ts  Td )

（3-14）

である。測定量は V、Ts と Td で、決定すべき常数は a とｋである。この構造で一番大切な事はド
ームの反射や吸収により日射をカットすることである。そのためにドーム内面に蒸着膜をコーテ
ィングし日射（短波放射）をカットする。

Fin
Coating

Si

①
⑤
③

Td

④ ②

V

Ts

図 3-9 赤外放射計の概要（塩原・浅野(1992)を改変）
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図 3-10 校正装置（塩原・浅野(1992)を改変）

図 3-10 に校正装置の概要を示す。Thermostat より一定の温度に保たれたエチルアルコール等を
流し、三角錐の黒体炉の表面温度を所定の温度に保つ。表面に埋め込まれた複数個の温度センサ
ーの平均温度を以って Tb とする。又、ドーム常数ｋを決定するためにはドーム温度 Td と放射計の
受熱板温度 Ts の差をできるだけ幅広く変える必要があるので、ドーム表面に窒素ガスを流して温
度 Td を独立して変えられるようにしてある。
校正に使用する式は Tb を黒体炉の温度とすると式（3-14）と組み合わせて；

Tb 4  Ts 4  k (Ts 4  Td 4 ) aV

（3-15）

となる。さらにこれを変形して；

 (Tb 4  Ts 4 ) / V  a  k (Ts 4  Td 4 ) / V

（3-16）

とする。ここで Tb と Td を自由に変えながら、図 3-11 に示す様に縦軸に式（3-16）の左辺を横軸
に右辺の第 2 項をプロットすると直線回帰により a とｋの二つの常数を決める事ができる。ｋは
勾配で a は横軸の切片である。
以上は一例でそのほかにも各種の方法が提案されている。

図 3-11 赤外放射計の校正方法（塩原・浅野(1992)より転載）
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⑤ メーカーにおける放射収支計の校正
放射収支計は、既述のように日射と地球放射をそれぞれ別々に計測する 4 成分タイプと、文字
通り上向き・下向きの放射量（熱量）の差を直接計測するタイプがある。前者の機材はそれぞれ
通常の日射計・放射計の組み合わせであることから、それらと同様の校正を行うことで値付けさ
れる。しかし、後者のものは大気中で計測される全放射（短波、長波）を同一センサーで計測す
ること、上向き・下向き放射の差を検出することから上下にセンサーが対をなしており、従来の
校正機材を用いることができない。また、こうした放射収支計についての統一的な校正手法もな
いことから、ここでは EKO MF-11 の校正方法について述べる。校正は EKO が日本気象協会と共
同で製作した校正装置で、次のような手法に基づいて行なっている（新井, 1990）。
センサーは短波・長波域で黒体となっている熱センサーであることから、使用する熱源はこれ
に近いものが必要であり、通常は 100 W m-2 から 1000 W m-2 程度の範囲が対象となる。従って、
これに相当する黒体炉を使用するが、両面にセンサーが対をなしていることから、原理的には両
センサーに対向して二つの黒体炉を用いて相互の温度を制御することによって値付けは可能とな
る。図 3-12 はその概念図を示している。左側に低温黒体炉、右側に高温黒体炉を配して、被セン
サーは低温黒体炉の中に入れてある。被センサーの左側のドーム（センサー左片面）は低温黒体
壁面を観ており、右側ドーム（反対側センサー面）は低温黒体炉壁面を観ている。同時に、視野
の中央部に当たるところに小窓があり、そこから対向して設置してある高温黒体炉の炉心中央を
観ている。熱が放射によってのみ移動するとすると、両黒体の温度が完全に同じである理想的な
場合には、収支計の出力はゼロとなる。一方、高温側の温度を上昇させると、右側のセンサーへ
の入力は小窓から観ている高温側入力分だけ増加し、両面のセンサーの温度差に相当する出力が
得られる。小窓の立体視野角が分かれば増加分は温度差に対応していることから原理的に求めら
れることになる。これを式で表すと次のようになる；
4

4

 (TH  TL ) /   kV

(3-17)

ここで、σは Stefan-Boltzman 定数、TH、TL それぞれ高温および低温黒体の壁面平均温度、ΔΩ
は放射計が高温黒体を見込む立体角、V は放射収支計出力を示し、ｋが求めようとする校正定数
である。
実際には、熱伝導による内壁温度の不均質や、それぞれの窓を通しての熱の大気中への散逸や
対流などが起こり、その精度確保は容易でない。そのため、傾斜法と呼ぶ校正法が行なわれてい
る。これは、上記の左右黒体の入力エネルギー差（温度差ではない）に対する出力変動をとり、
その傾きが校正定数になることを利用するものである。このためには、二つの黒体を室温より少
し低い温度に制御し安定した後、右側の高温黒体温度を一定の時間でゆっくり昇温させ、その変
化を測ればよい。実際の校正時には、室温 20〜24 ℃程度で空調された校正室において、高温側
温度を 13 ℃から 75 ℃程度まで、10 分当たり 7～9 ℃程度の上昇率で昇温させながら計測してい
る。この時、低温側黒体炉の温度は、15±0.2 ℃程度で制御しており、一回の計測におよそ 90 分
程度かかる。両面の受光部をそれぞれ見るために、受光部を 180 °回転させて同様の計測をおこ
ない、校正定数の確認を行っている。
この方法による校正は、精度 1％程度で再現でき、従来方式（晴天野外比較）に比べて精度が
かなり向上している。
（加藤・青島）
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図 3-12 放射収支計校正装置の概念図
（Tx は炉壁に取り付けられた温度計位置とその温度を示す (新井(1990)より転載)）
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4．分光放射観測機器
4.1

分光放射観測の概要

太陽放射(日射)エネルギーや、地球表面や大気要素から放出されるエネルギー（地球放射）の全
量（全波長で積分）を測定することは、すべての大気中の現象の駆動源となるので、大変重要で
ある。一方、太陽放射や地球放射は、何によって、どう変わるかを知る必要がある。大気中にあ
るエアロゾル・雲・大気微量成分のガスは、それぞれ、放射に対する特性が波長によって変わる。
気象現象以外の分野においても、たとえば、植生分野においてはどの波長の日射が光合成に有効
か、太陽光発電においては太陽光のスペクトルが発電効率にどのように影響を与えるか、健康影
響の分野では紫外域の太陽エネルギーがどう変化しているかなどを知る必要がある。それぞれの
分野に応じて、諸現象を詳しく理解しようとすると波長別の測定値が必要となる。
本章では、波長別の日射照度や輝度を測定する機器、あるいは、波長別の日射の照度や輝度か
ら大気要素の推定に使われる機器について記述する。また、やや広い波長域で測定する光量子計・
放射温度計についても記述する。
（高村・内山）

4.2

分光放射照度観測機器

(1) 連続スペクトルの測定
① 観測機器の測定原理・構造等
紫外域から近赤外域の連続スペクトルを波長分解能１～20 nm で測定する分光放射計は、分光
方式としては、ほとんどのものが回折格子を用いている。検出器を固定し回折格子を機械的に回
転させる方式もあるが、1 次元のアレーセンサーを用いて短時間で広い波長域を同時に測定する
ものがほとんどである。
図 4-1 に分光放射計 MS700（EKO）のブロック図（加藤, 2013）を示した。分光日射計の多くは
光の導入部、分光計部、計測・データ転送制御部、電源などから構成されている。分光照度を測
定するものは入射部に全天日射計と同様にドームがありドームを透過した光は拡散板を透過させ、
直接または光ファイバー（単芯ファイバーまたはバンドルファイバー）を用いて分光計部に導入
する。通常、分光計部は、スリット、レンズ、回折格子、検出器（フォトダイオード）から作ら
れたものを組み込んで分光放射計を作っている。

図 4-1 分光放射計のブロック図（加藤(2013)より転載）
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図 4-2 分光放射計の断面図の例（加藤(2013)より転載）

図 4-2 に MS701（EKO）の断面図を示した（加藤, 2013）。この例のように、分光計を断熱材で
覆い、温度制御してなるべく一定の温度で計測することで安定な出力を得るようにしている。
地表面反射率を得るための野外観測等では、狭視野の分光機材を用いる場合があり、この場合
には入射光を一旦等方性反射板に入射させ、その反射光を狭視野の分光器に取り込み測定する場
合もある。この等方性反射板に、センサー一体型の拡散板の役割を担わせ、全方向からの放射照
度に対応させることになる。また逆に、ドームと拡散板の代わりに視野を絞り、特定の方向から
来る日射を測定することもできる。写真 4-1 は、気象研究所が、野外観測用の分光器（GER2600：
SVC）に、視野を絞ったフードを付けて直達分光日射量を測定しているところである。機材の温
度変化の影響を避けるために分光器は、恒温槽に入れて測定を行っている。この例のように、分
光器に光導入部を取り付けることによっても分光日射の測定が可能である。
（内山）

写真 4-1 分光器を利用した直達分光日射計
（分光器は、恒温槽(写真左側の黒い大型の箱)の中にある。）
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② 校正方法・校正活動・校正の課題
校正としては、大気圏外太陽直達光に対する相対値として校正する場合と検出器の出力を入射
エネルギーの絶対値に結びつける場合がある。前者は、ラングレー法と呼ばれる方法で機器の校
正値が決められる。後者は、値付けされた光源を測定することで校正値が決められる。前者の場
合、大気圏外の直達光のエネルギーを与えて検出器の出力を絶対値に変換することはできる。
○ラングレー法による校正
太陽直達光を測定した場合、検出器の出力は、次のように書くことができる。

V C

1 1
 ( )Tgas ( )Taer ( )Tmol ( ) F0 ( )d
R 2  

（4-1）

ここで、V は検出器の出力、C は比例定数、  ( ) は機器の分解能に応じた透過特性（サ
ンフォトメータやスカイラジオメータであればフィルターの応答関数）、 F0 ( ) は波長 λ で
の大気圏外での太陽直達光、 Tgas ( ) は気体吸収の透過率、 Taer ( ) は大気中のエアロゾルの
透過率、 Tmol ( ) は分子散乱による透過率、R は太陽地球間距離（天文単位）である。ここ
では、放射照度を計測する分光日射計については、散乱光を除外し、視野を絞るためのコリ
メーションチューブを取り付けて太陽に正対させ、太陽直達光を測定することを想定してい
る（サンフォトメータ、スカイラジオメータのような測定）。また、フードやコリメーショ
ンチューブを付けて太陽方向の狭い範囲を測定している場合には、こうしたアタッチメント
視野内の散乱光の影響は無視している。
式(4-1)で、 F0 ( ) をΔλ の範囲の平均値（ F0 ）、 Taer ( ) , Tmol ( ) を中心波長 λ0 の値で近
似すると、次のように書ける。

V  V0

1
Taer (0 )Tmol (0 )T gas
R2

（4-2）

ここで、


V0 C  F0
T gas 

（4-3）

1
 ( )Tgas ( )d
 

（4-4）

である。 V0 が校正定数（検定定数、機械定数）、 T gas は、Δλ の範囲の透過率である。サン
フォトメータやスカイラジオメータのエアロゾルチャンネル（表 2-2 参照）では、気体吸収
が無視できる波長を選んでいるので、 Tgas ( )  1.0 として扱う。
式（4-2）を、 Taer ( 0 )T
exp(  m( aer   R )) を使って書き直すと、
mol ( 0 )

V

V0
T gas exp(m( aer   R ))
R2

（4-5）

ここで、m は光路上の空気量（air mass）、τaer は波長 λ0 でのエアロゾルの光学的厚さ、τR
は波長 λ0 での分子散乱（Rayleigh 散乱）の光学的厚さである。
式（4-5）の対数をとって書き直すと
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2
ln(VR
T gas ) ln V0  m( aer   R )

（4-6）
となる。
T gas を見積もることができれば、通常のラングレー法と同じように V0 を推定することがで
きる。気体吸収の見積には、適当な透過率の計算法（line-by-line 法、相関ｋ－分布法等）を
用いて評価する。ラングレー法では、τaer、τR が一定であることを仮定するので、大気が終日
安定な場所での測定が必要である。また、気体吸収を評価するためには、水蒸気などの吸収
性気体の鉛直分布のデータが必要となる。
この方法は、サンフォトメータやスカイラジオメータで気柱の水蒸気量を推定するために
取り付けられている 940 nm チャンネルに適用することができる（Uchiyama et al., 2014）。
この場合、水蒸気による吸収が支配的であるので、 T gas は水蒸気による吸収のみ評価すれば
よい。

図 4-3 スカイラジオメータの 940 nm チャンネルのラングレープロット
（この例では、校正定数の決定には air mass が 2~6 のデータを使用（Uchiyama et al.(2014)より転載））

図 4-3 に、水蒸気吸収のある場合のラングレープロットの例を示した。air mass が 2 より大
きなところで式（4-6）で表されるような直線になっており、V0 を決定することができる。ラ
ングレープロットのためのデータはマウナ・ロア観測所（標高約 3,400 m）で取得した。ラン
グレープロットを行うためには、大気が安定で清澄な場所でデータを取る必要がある。マウ
ナ・ロア観測所は、広く海で囲まれたハワイ島にあり、大きな汚染源はなく、亜熱帯高気圧
帯にあり大気が安定で、更に、観測所は大気境界層の上にあるため、これらの条件を満たし
ており、ラングレープロット用のデータを取得するのに最適な場所の一つである。気象研究
所が市販の分光器を利用して行っている、太陽直達光を測定する機器（写真 4-1）に対する校
正定数の値を図 4-4 に示した。気体吸収があるところでは、やや精度が落ちるが、おおむね
全波長域で校正定数を決定できる。
ラングレー法は、相対校正であり、サンフォトメータやスカイラジオメータの場合、条件
が良い場所で行えば、1%より良い精度で決定できる。図 4-5 に、スカイラジオメータの例で
あるがラングレープロットの例を示した。この例のように、条件の良いデータがとれれば、
精度の高いラングレープロットができる。
（内山）
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図 4-4 直達分光日射計の校正定数の例
（H2O，CO2 などの振動回転帯の吸収を考慮して各波長全てでラングレー法により校正定数を決定）

図 4-5 POM-02 のラングレープロットの例
（データは 2007 年 11 月にマウナ・ロア観測所で得られた。
左は、340 nm, 380 nm, 400 nm, 500 nm, 右は 1225 nm, 1600 nm, 2200 nm。）
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③ メーカーにおける分光放射計等の校正
分光放射計の校正については、国際規格は確立されていないが、多くの分光放射計ではタング
ステンハロゲン光源を用いた校正方法が一般的である。図 4-6 に、放射観測機器メーカーにおけ
る NIST 標準ランプを基準とした分光放射計のトレーサビリティ体系を示す。
NIST 国家標準
National Standard

放射観測機器
メーカー

参照標準
Reference Standard

不確かさ: 0.57% ～1.27% (350nm ～1050nm)

＊Gooch & Housego 社製
1000W OL-FEL タングステン－ハロゲンランプ
不確かさ:1.57% ～2.27% (350nm ～1050nm)

製品校正
図 4-6 トレーサビリティ体系図（屋内校正）

校正装置の外観は写真 4-2 のようになっており、左側に NIST トレーサブルなタングステンハロ
ゲン標準ランプ（OL-FEL）、右側に被校正分光放射計が配置されている。ランプと分光放射計の
距離は 50 cm で、その間にはバッフル板が配置されている。標準ランプのスペクトルは既知であ
り、いくつかの波長で絶対放射照度が校正されている（表 4-1）。
分光放射計の感度は波長方向に配置されたフォトダイオードアレイピクセルごとの放射照度カ
ウント値として測定される。波長に対する放射照度カウント値は NIST 標準ランプの波長に対す
る放射照度に合うよう、絶対単位(W m-2 μm-1)に変換し、校正値として分光放射計のファームウェ
アに書き込まれる。校正値は 10 回の測定を平均して求められる。
サンフォトメータの校正方法については、以下のようになっている。WMO の標準となってい
る PFR 型サンフォトメータの基準器は、絶対放射計と同様に WRC が維持している。この基準器
は PMOD が製造している PFR 型であって、3 台の基準器群（Triad）としている。Triad はユング
フラウヨッホ、イーザニヤ、マウナ・ロアの 3 地点で定期的にラングレー法により絶対値の校正
が実施されている。PFR 型サンフォトメータの納入時には、PMOD において基準器群との比較に
より校正が実施される。その後の校正については、ユーザーからの依頼により、測器を PMOD に
返送して再校正を実施している。

写真 4-2 校正装置の外観図
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表 4-1 NIST と AIST の標準ランプの波長による放射照度の不確かさ（k＝2）

NIST
波長 nm
250
350
450
555
654.6
900

AIST
波長 nm
250～350
350～450
450～600
600～850
850～2300

不確かさ％
1.74
1.27
0.91
0.77
0.69
0.57

不確かさ％
3.8
3.2
2.8
3
3.4
(高村・加藤)

④ 測定精度確保のために考慮すべき特性
分光放射観測機器では、正確な校正定数の他に、波長精度・温度特性・入射角特性・検出器出
力の線形性等も、精度確保をする上で重要な因子である。ここでは、MS710 を例に、前 3 者につ
いて示す（居島, 2012）。一般に測器の細部の特性は、わずかではあるが無視し得ない差があり、
測器毎に測定する必要がある。
○波長精度の確認
可視域の場合、すべての波長で確認できるわけではないが、水銀ランプの測定を行うこと
によって、輝線スペクトルが測定される。輝線の位置を確認することで、波長精度が確保さ
れているか確認できる。図 4-7 に測定例を示した（居島, 2012）。キセノンランプも水銀ラン
プほどはっきりしたピークではないが、幾つかピークがあり、確認に使える。また、分光日
射計の場合、温度が変わると波長ずれが生じる可能性がある。

図 4-7 分光日射計による水銀ランプの測定例（居島(2012)より転載）
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○感度の温度特性
測器を恒温槽に入れ、温度設定を行い、照度を一定に保った光源を照射して測定する。す
なわち、測器を恒温槽設定温度と平衡状態にして測定する。実際の測定時、周囲温度が急激
に変わらないことを想定している。
図 4-8 に恒温槽温度を－20℃～40℃まで変えた時の 400 nm から 950 nm の 50 nm 毎の出力
の 10 ℃の出力に対する比を示した(居島, 2012)。MS710 は、検出器としてシリコンフォトダ
イオードを使っているので、出力の温度依存性は小さいが、可視域と近赤外域では異なる傾
向を示している。ここに示した MS710 の分光器は温度制御されているが、温度制御が十分に
機能しない場合（極端な高低温環境下での使用時など）は、分光日射計全体で温度特性を持
つことがある。
○入射角特性
照度を測定する場合、全天日射計と同様に入射角に対する検出器出力の特性を知っておく
必要がある。
入射角特性は、設置台に日射計を固定し、光源の照度を一定に保ったまま日射計の受光面
への入射角を変化させ、出力の変化を調べる。最低、直交する 4 方向について調べる。図 4-9
に、測定した 4 方向の平均値を示した（居島, 2012）。縦軸は、出力を真上から照射したとき
の出力に傾斜角のコサインを掛けたもので割った値である。入射角特性は、理想的には傾斜
角のコサインで変化すべきだが、通常は角度が大きくなるとずれが大きくなる傾向にある。
また、方位角によって違いが出ることがある。この特性は波長によっても異なる。理想的な
特性（Lambertian 面）を持つ拡散板の開発自体が大きな課題である。このデータは、直達光
の補正、データ解析の際の散乱光分布の入射エネルギーを評価するときに必要なものである。
（内山）
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図 4-8 分光日射計（MS710）の検出器出力の温度依存の測定例（居島(2012)を改変）

図 4-9 入射角特性の測定例（居島(2012)より転載）

⑤ 利用可能な製品
現在、利用可能な分光日射(放射)計を表 4-2 に示す。
（内山・村上）
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広帯域
分光放射計

EKO

<7 nm

±0.2 nm

InGaAs

512

RS422/RS232C

100～240VAC,
50/60Hz

7.5 kg

広帯域
分光放射計

EKO

350～1000 nm

<5 nm

±0.2 nm

Si

1024

16 ビット

RS422/RS232C

100～240VAC,
50/60Hz

4.5 kg

MS700(350-1050
nm), MS701(300
-400 nm), MS70
0DNI(直達分光
放射用, 350-105
0 nm)

商品名

会社名

波長範囲

波長分解
能
(FWHM)

波長精度

検出器

素子数

A/D 変換
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インター
フェイス

電源

重さ

備考

16 ビット

900～1700 nm

MS712

MS710

型式
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PGP-200UV
(紫外)
PGS-100（直
達分光放射）

RS232C

16 ビット

1024

Si

±1nm

5 nm

照度測定には
拡散板が必要

15 kg

100VAC,
50/60Hz

USB 2.0

350～2500 nm

視野角: 4°(標準),14°,
25°

3.3 kg

RS232C

照度測定には拡散板
が必要。
視野角: 1°, 3°, 5°,
8°, 10°
HandHeld タイプ有り

5.4 kg

Ethernet/Wireless
対応

512 (Si)

InGaAs: 512
Extended InGaAs: 256

16 ビット

Si(350-1000 nm)
InGaAs
(1000-1800 nm)
(1800-2500 nm)

±1nm

3 nm (700 nm)
10 nm(1400 nm)
10 nm(2100 nm)

350～2500 nm

ASD (代理店：
イメージワン)

フィールド携帯型
分光放射計

FieldSpec
Standard-Res

Si, InGaAs,
Extended InGaAs
Si :1024

3.5 nm(350-1000 nm)
8.5 nm(1000-1850 nm)
6.5 nm(1850-2500 nm)

- 46 -

視野角: 4°
(標準), 8°

1.8 kg

RS232C

16 ビット

512

(機械走査,
1nm/約 0.1 秒）
16 ビット

Si

±0.1nm

3.2 nm

フォトマル, Si,
PbS

±1nm

5 nm

350～1050 n
m

280～2500 nm
200～2500 nm

350～1050 n
m

SVC
(代理店:ORC)

SVC
(代理店:ORC)

高性能ポータブル
分光放射計

SVC Hr1024i

ポータブル
分光放射計

ORC

多目的
分光放射計

グレーティ
ング全天分
光日射計

GER1500

○入射角特性
照度を測定する場合、全天日射計と同様に入射角に対する検出器出力の特性を知っておく
必要がある。
入射角特性は、設置台に日射計を固定し、光源の照度を一定に保ったまま日射計の受光面
への入射角を変化させ、出力の変化を調べる。最低、直交する 4 方向について調べる。図 4-9
に、測定した 4 方向の平均値を示した（居島, 2012）。縦軸は、出力を真上から照射したとき
の出力に傾斜角のコサインを掛けたもので割った値である。入射角特性は、理想的には傾斜
角のコサインで変化すべきだが、通常は角度が大きくなるとずれが大きくなる傾向にある。
また、方位角によって違いが出ることがある。この特性は波長によっても異なる。理想的な
特性（Lambertian 面）を持つ拡散板の開発自体が大きな課題である。このデータは、直達光
の補正、データ解析の際の散乱光分布の入射エネルギーを評価するときに必要なものである。
（内山）

PREDE

MSR-7000N

PGP-200

表 4-2 現在日本で利用可能な分光日射(放射)計

720 g

単三電池 4 本

RS232C

256

±0.3 nm

10 nm

350～1050 nm

EKO

ARC：輝度用

1.0 kg

1.5-11VDC

RS232C

256

Si

±0.3 nm

320～950 nm

TRIOS

連続スペクト
ル分光放射計

RAMSES-ARC

ACC：照度用
VIS(320-950 n
m)
UV(280-500 nm)

＜1.0 kg

1.5-11VDC

RS232C

256

Si

±0.3 nm

320～950 nm

TRIOS

連続スペクトル
分光放射計

RAMSES-ACC

○感度の温度特性
測器を恒温槽に入れ、温度設定を行い、照度を一定に保った光源を照射して測定する。す
なわち、測器を恒温槽設定温度と平衡状態にして測定する。実際の測定時、周囲温度が急激
に変わらないことを想定している。
図 4-8 に恒温槽温度を－20℃～40℃まで変えた時の 400 nm から 950 nm の 50 nm 毎の出力
の 10 ℃の出力に対する比を示した(居島, 2012)。MS710 は、検出器としてシリコンフォトダ
イオードを使っているので、出力の温度依存性は小さいが、可視域と近赤外域では異なる傾
向を示している。ここに示した MS710 の分光器は温度制御されているが、温度制御が十分に
機能しない場合（極端な高低温環境下での使用時など）は、分光日射計全体で温度特性を持
つことがある。
携帯型
分光放射計

MS720
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(2) 広帯域分光の測定
特定の目的のために日射エネルギーを波長別よりは広い範囲で波長を選んで測定が行われる場
合がある。たとえば、光合成に有効な波長域（400～700 nm）の測定、紫外線の生物体への影響を
監視するための B 領域紫外線（UV-B：280～315 nm）、A 領域紫外線（UV-A：315～400 nm）の
測定がある。全天日射計を用いた測定においても、可視域と近赤外域を分けて日射量の情報を得
るために、通常の全天日射量の測定の他に約 700 nm より長い波長域の日射量の測定が行われる。
赤外域においても、気体吸収の少ない 10000 nm（10 μm）や 3700 nm（3.7 μm）の窓と言われる波
長域を選んで測定する放射温度計もこれに分類される。光合成有効波長域の日射量測定は「4.5 光
量子計」に、赤外放射温度計は「4.6 放射温度計」に詳しく述べられる。
近赤外域の日射エネルギーを測定する場合、通常用いられる全波長域の全天日射計・直達日射
計を使用して、近赤外域だけを通し、その透過特性は全天日射計・直達日射計と同じドームある
いは窓を使用し測定する（たとえば、Schott RG715:VPG）。すなわち、通常の全天日射計・直達
日射計を、ドームや窓を交換して測定するだけである。したがって、計測の精度維持・管理には、
「3.3 観測機器の校正」で述べられている特性について考慮して測定を行い、必要な補正を行う必
要がある。
紫外域の日射量の測定は、UV-B 及び UV-A として有害紫外線モニタリングネットワークとし
て測定されている。このネットワークは、国立環境研究所の研究者が代表となり、地球環境研究
センターが事務局となり運営されている。概要は、以下のホームページに、記載されている。
http://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/uv/uv_outline/index.html
また、保守管理から精度、UV-B 測定における問題点などについて、「有害紫外線モニタリン
グネットワーク活動報告」（有害紫外線モニタリングネットワーク事務局, 2005）、「有害紫外線
モニタリングネットワーク活動報告Ⅱ」（有害紫外線モニタリングネットワーク事務局, 2010）に
詳細に記述されているので、それらを参考にしてほしい。このネットワークでは、波長別に測定
するブリュワー分光光度計を基準に、その値を波長積分した値を広帯域の機器で測定した値と比
較することで感度を決定している。このネットワークの基準器のブリュワー分光光度計（陸別に
設置）は、注意深く精度の維持を行っている気象庁のブリュワー分光光度計と比較して感度を決
定している。気象庁では、オゾン全量と紫外線量の監視のためにブリュワー分光光度計を用いて
分光スペクトルの測定を高層気象台など 4 地点で行っている。気象庁は NIST の照度付き 1000 W
ランプでの感度を設定した基準器との比較、国際的な機器の比較を通して精度の維持をはかって
いる。
紫外線計は、測定対象波長域でフラットな感度特定を持っていないことが、測定を難しくして
いる。紫外線のスペクトル分布を変える要素が変わると、それに応じて補正しなければならない
ことになる。オゾン量・太陽高度・エアロゾル特性によりスペクトル分布は変化する。また、紫
外域の場合、気体分子による散乱が大きいので、測定点の高度によってもスペクトル分布は変わ
ることになる。また、UV-B 紫外線計の経年劣化は大きく、データの精度維持にとって重要な問
題となっている。
気象庁でのブリュワー分光光度計の精度維持は、伊藤（2002）、伊藤・宮川（2003）を、陸別
設置のブリュワー分光光度計と高層気象台のものとの比較については、伊藤・小野・能登（2007）
を参照願う。
（内山・高村）
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4.3

分光放射輝度観測機器（サンフォトメータとスカイラジオメータ）

4.2 の分光放射照度観測機器に対して、ここでは分光放射輝度を計測する機器について述べる。
分光放射輝度は、単位立体角に入射する単位波長あたりのエネルギーであり、通常天頂角（もし
くは天底角）と方位角の関数で表される。従って原理的には、ここで示す分光放射輝度に天頂角
のコサインを掛けて半球（2 π）で積分すれば、分光放射照度になるものである。
分光放射輝度観測機器は、視野を限定し集光するための光学系、分光のためのフィルターまた
は回折格子、これらに対応した検出器及び出力処理系から構成される。また、特定方向の輝度を
計測するための支持装置（太陽追尾装置や天空走査装置など）が必要となる。
この節では、太陽直達光の相対強度を計測するサンフォトメータと、太陽直達光及び天空輝度
を計測するスカイラジオメータについて述べる。

(1) サンフォトメータ・スカイラジオメータの測定原理・構造
サンフォトメータは太陽直達光の減衰量の測定から大気の光学的厚さを求めるために開発され
た一種の分光放射計である。厳密には分光放射輝度ではなく、波長別の太陽全エネルギーを計測
するものである。初期には、特定波長で透過する干渉フィルターにより分光し、受光素子として
フォトダイオードを用いて、受光量に比例する電気的出力を得るものがサンフォトメータと呼ば
れ、その後広く普及した（Volz, 1974）。光学系・電気系ともに比較的単純であることから、携帯
型のものも多く市販されている（EKO, SOLAR LIGHT, YES）。エアロゾルの光学的厚さを観測対
象とする場合には、大気中に存在する気体の吸収がない複数の波長が選ばれ、それに対応する干
渉フィルターを使用することになる。エアロゾルを対象とする場合には、およそ 10 nm 程度の半
値幅を持つフィルターを利用する場合が多い。その際、複数のフィルターを円盤上に並べて、順
次切り替えることにより、一つの光学検出系で測定を行う単光軸型（EKO）と、干渉フィルター
と検出器のセットを波長の数だけ平行に並べて測定する多光軸型（MICROTOPS：SOLAR LIGHT）
がある。
最近では、小型分光器を本体に内蔵したり、簡単な視野絞りを持つ光学ファイバーを太陽追尾
装置に装着して太陽直達光の連続測定を行う、地上設置型の装置が広く用いられている（EKO,
PREDE, YES）。この場合のセンサーは、4.2(1)でも述べられているように、回折格子と組み合わ
せた 1 次元アレーセンサーを用いるものが多い。こうしたものでは、その波長分解能によっては、
エアロゾルだけでなく大気中の吸収性微量気体の定量推定にも使用することができる。
干渉フィルターはその製法に由来して、経時劣化により透過関数が変化し、透過率の変化だけ
でなく中心透過波長の変化等深刻な問題を引き起こす場合があることから、そうした変化の少な
い回折格子を分光素子として用いるサンフォトメータが有利な場合もある（EKO, PREDE）。実
際に、回折格子式サンフォトメータは干渉フィルター式サンフォトメータに比べて校正定数の経
年変化が小さいとの報告もある（居島, 2004）。
スカイラジオメータ（POM-01, POM-02：PREDE）は、太陽直達光だけでなく太陽周辺光を含む
天空光の輝度分布を分光測定するために開発されたものである。そのため、電気的設計と光学的
設計がサンフォトメータとは多少異なっている。天空光強度は太陽直達光強度の１万分の１程度
であることから、太陽天頂角の変動も含めると更に広いダイナミックレンジを必要とする。従っ
て、これに対応する受光素子、およびその間で直線性が維持される電気的増幅回路が必要となる。
このため、スカイラジオメータの光学系は以下の点でサンフォトメータのそれと大きく異なる；
 光学系にレンズを使用して集光する。
 視野角はレンズの焦点距離と焦点上に置かれるピンホールの径で定まる。
 天空光観測における直達光の迷光を避けるために遮光フードが必要。
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NASA が展開する AERONET で採用されているサンフォトメータ12（CIMEL）もスカイラジオ
メータと同様の機能を有する。
（塩原・高村）

(2) 分光放射輝度計に関する校正方法
○ 校正定数
サンフォトメータもスカイラジオメータも、太陽直達光計測を対象とする場合にはその校
正方法は全く同一であり、既に 4.2(1)②で詳述されている。ここではスカイラジオメータのサ
ンフォトメータと異なる機能を持つ部分についてのみ述べる。
スカイラジオメータでは、従来のラングレー法と並んで校正値を現場（in-situ）観測のデー
タから推定する改良ラングレー法（Improved Langley Method）が開発されている（Nakajima et
al., 1996）。この手法の優位性は、太陽の直達光とその天空散乱光の通常の観測を行いながら、
同時に校正定数を推定できる点にある。光学フィルターの急速な劣化や頻繁に校正ができな
いところでも、データ品質を一定程度保つことができる大きな特徴があり、これは太陽周辺
光を計測することに由来するものである。
後述のように、改良ラングレー法の特徴は、通常のラングレー法が観測期間中の大気の静
的状態が必要とされるのに対して、エアロゾルの性質（吸収・散乱特性）が変化しなければ、
その濃度（光学的厚さ）が変化しても対応可能な点にある。
スカイラジオメータで計測される天空散乱光輝度(散乱角：θ)の評価は、直達光との比(R)
で推定する。この時、散乱関数(位相関数)との関係は次式のようになる；

R (θ) ＝ ω τ P (θ) ＋ q (θ)

(4-7)

ここで、ω は単一散乱アルベドであり、τ は光学的厚さを示す。右辺第 1 項は 1 回散乱、第
2 項は多重散乱項であり、光学的に薄い場合には散乱光は光学的厚さに比例することを示し
ている。換言すれば、多重散乱を無視すれば（光学的に薄い大気）R(θ)は、ω・τ 及び P(θ)の
簡単な関数で表せるものである。
通常は、観測した太陽周辺光の強度分布を利用することによって、エアロゾルの粒径分布
を推定（逆問題）することができる。この時、ω を左右するエアロゾルの複素屈折率は、適
切な値を仮定する。粒径分布が推定されると、同時に対応した暫定的な τ も推定される。即
ち、観測値 R(θ)から、最適な組み合わせの τ、P(θ)を決定していることに他ならない。こうし
て得られる τ は、下層大気では時間（光路上の空気量 m）とともに変動する。この τ と m を
用いることにより、τm vs ln(Vλ)のプロットを行うことによって、V0λ を求めるものである。こ
れは、4.2 節の式(4-6)の m vs ln(Vλ) から V0λ を求めたのに対応するものであり、τ の変動が
あってもラングレー法同様に一本の直線上にのることから V0λ が推定可能となる。
通常の直達光の校正では、太陽光全てを受光するだけの開口があり、かつ前方散乱光の影
響をできるだけ避けることができれば、開口角の大きさ自体は重要なファクターではない。
しかし、この比 R(θ)は、散乱光計測時のセンサー開口角（受光立体角）に依存することから、
センサー立体角を厳密に計測しておく必要がある。あるいは、その立体角に入射する光量の
12

「サンフォトメータ」の呼称は、本来太陽直達光を分光計測する機材に用いるが、AERONET で
使用している太陽直達光及び天空輝度計測装置も、同じ名称を用いている。混乱しやすいので、
スカイラジオメータと同様の機能を持つこの機材を、ここではサンフォトメータ(CIMEL)と書くこ
とにする。
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絶対校正ができれば、既知の光源（例えば積分球など）を用いることによってこの問題を解
決することもできる。
○ 改良ラングレー法と通常のラングレー法の比較
ラングレー法で決めたスカイラジオメータと校正したいスカイラジオメータの検出器の比
をとることによって、波長が同じであれば、校正定数を転写できる。温度特性を考慮しない
で単純に比をとった場合、温度特性を考慮した場合、改良ラングレー法で校正定数を決めた
場合の校正定数の比較を図 4-10 及び表 4-3 に示した。単純比較した場合と温度特性を考慮し
て決めたものは 400 nm 以上では比の平均値で 0.001 以下の差しかない、380 nm 以下でも 0.01
程度である。温度依存が小さいか、両者の温度特性が似ていれば、このような結果になる。
温度特性を考慮したものと改良ラングレー法で決定したものは、400 nm 以上では比の平均値
で－0.001～0.013 であった(図 4-10、表 4-3)。

図 4-10 校正定数の比較の例（山崎明宏氏提供）
左図は、VS0/VS0TC、中図は、VI0/VS0、右図は、VI0/VS0TC である。ここで VS0 は、温度特性を考
慮しないで比をとり基準器から転写した値、VS0TC は、温度特性を考慮して転写した値、VI0 は、
改良ラングレー法で決定した値（出力の温度特性は考慮していない）である。

表 4-3 校正定数の比較の例（山崎明宏氏提供）

Ratio (VS0 / VS0TC)
RMS (VS0 - VS0TC)
Ratio (VI0 / VS0)
RMS(VI0 - VS0)
Ratio (VI0 / VS0TC)
RMS(VI0 - VS0TC)

340nm
1.010
0.012
0.977
0.022
0.987
0.021

380nm
1.006
0.012
0.995
0.011
1.003
0.016

400nm
1.001
0.002
1.007
0.011
1.008
0.012
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500nm
1.000
0.003
1.009
0.009
1.009
0.010

675nm
1.000
0.005
1.004
0.009
1.005
0.011

870nm
0.999
0.003
1.001
0.011
0.999
0.010

1020nm
1.001
0.003
1.006
0.010
1.007
0.011
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○ サンフォトメータ（CIMEL）の校正―AERONET 機材の校正手法―
AERONET で使用しているサンフォトメータ（CIMEL）の校正は、スカイラジオメータの
校正同様、直達光と散乱光に対するものの 2 段階ある。直達光の校正には、ハワイ島にある
NOAA マウナ・ロア観測所（MLO：Mauna Loa Observatory）での観測に基づくラングレー法で
値付けを行っている。これは、全ての機材を対象にしているわけではなく、残りは AERONET
本部のある NASA Goddard Space Flight Center 内での基準器（MLO で校正）との比較校正に依
っているようだ。スカイラジオメータは、校正の項（4.3(2)）にあるように、ラングレー法と
改良ラングレー法を併用しているが、サンフォトメータ（CIMEL）は立体視野角を計測する
機能がないため改良ラングレー法は使用していない。
散乱光量の値付けには、NASA が保有する輝度値の値付けされた積分球を用いて行ってい
る。値付けされた積分球を用いる場合には、視野内の輝度が均質であれば、使用機材の立体
視野角を計測する必要がない点は有利である。ただ、必要とする波長領域をカバーする高精
度の積分球を維持することは、それ自体容易でない（積分球の項 6.3(2)を参照）。また、観測
している全ての機材を定期的に校正するには多大な労力を必要とする。
○ 積分球を利用した校正定数の決定とラングレー法で決定した校正定数の比較
値付けした積分球をスカイラジオメータで測定し、その測定輝度、立体視野角の値、大気
圏外の直達放射量から決定した校正定数とラングレー法による校正定数を比較した例を表
4-4 に示した。波長によっては、1%以内で一致しているものもあるが、数パーセント以上違
うものもある（940 nm について、水蒸気の吸収を考慮して比較するとこの例では 5%程度の
差で一致している）。1225 nm チャンネルは、大きな違いがあり、詳細な調査が必要である。
積分球を測定して得られる検出器の出力は、太陽直達光を測定して得られる検出器の出力の
1×10-4～1×10-5 である。わずかな測定誤差が、校正定数の誤差を引き起こしている可能性が
ある。
（内山・高村）

表 4-4 積分球を用いた校正定数とラングレー法による校正定数の比較
λ：波長, E0nfr：大気圏外太陽放射照度, Infr：積分球による放射輝度, V0：ラングレー法による校
正定数, Ωd：ディスクスキャンで決定した立体視野角, S：スカイラジオメータの測定値, V：積
分球による校正定数
n



E 0nfr
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I nfr

V0

d

S

V

(V 0 -V )/V 0

1.958E-05
3.909E-05
1.644E-04
2.776E-04
3.292E-04
2.479E-04
1.956E-04
1.572E-04
2.899E-04
1.447E-04
7.227E-05

(sr)
2.4310E-04
2.4340E-04
2.4250E-04
2.4230E-04
2.4520E-04
2.4480E-04
2.4690E-04
2.4550E-04
2.0050E-04
2.0200E-04
2.0800E-04

2.0177E-10
1.3709E-09
8.8875E-09
4.1360E-08
7.7802E-08
8.8665E-08
6.8965E-08
3.2180E-08
4.6387E-08
2.3905E-08

4.0893E-05
1.7366E-04
2.9888E-04
3.3036E-04
2.6002E-04
2.4220E-04
1.5856E-04
1.3962E-04
1.4368E-04
7.3524E-05

(%)
-4.61
-5.65
-7.66
-0.34
-4.87
-23.84
-0.89
51.83
0.72
-1.74

2

(nm) (mW/m /nm) (mW/m /sr/nm)
340
1036.2
380
1210.6
24.5
400
1523.3
49.6
500
1939.8
238.1
675
1496.5
764.1
870
958.1
1171.1
940
822.0
1218.8
1020
698.1
1236.8
1225
467.6
537.5
1627
236.0
377.2
2200
82.0
128.2
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(3) 精度確保・維持のための課題
○ 波長校正
サンフォトメータ・スカイラジオメータの分光には通常、狭帯域の干渉フィルターが用い
られている。干渉フィルターには水蒸気などによる経年変化があると考えられており、透過
率の減少や副透過帯の変化などが考えられる。干渉フィルターの透過率は温度に依存するた
め、スカイラジオメータでは恒温にするためにヒーターによる温度調節が施されている。
フィルターの光学特性の変動は校正定数の変動そのものであるが、フィルターそのものの
チェックがなされているわけではない。こうした点では、フィルターの一定期間使用後の点
検も必要であるが、これは容易でない。また、フィルターの取り外しによって光学系全体を
再校正する必要もある。こうしたことから、通常は校正定数の経年的な変動を見ながら、検
査・交換の時期を考慮することになる。
○ 校正定数の経年変化
条件さえよければ、ラングレー法による校正定数の決定は、1％より良い精度で決定するこ
とができる。しかし、測器は全体として経年劣化し、校正定数も変化する。特に、短い波長
で劣化が大きい傾向があり、1 年に 1 度程度は校正定数の変化を監視する必要がある。
図 4-11 に校正定数の経年変化の例を示した。
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図 4-11 スカイラジオメータの校正定数の経年変化
左図の波長は、赤色が 340 nm、青色が 380 nm、緑色が 400 nm、黒色が 500 nm である。
真ん中の図の波長は、赤色が 675 nm、青色が 870 nm、緑色が 1020 nm を示し、
右図の波長は、赤色が 1225 nm、青色が 1627 nm、緑色が 2200 nm を示す。

○ 温度特性
放射計を安定に動作させるために通常、測器全体、検出器を温度制御して、周辺温度が変
化しても一定の条件で測定できるようにして、精度を確保している。図 4-12 は、周囲温度を
－20 ℃から 40 ℃の範囲で変化させたときのスカイラジオメータ（POM-02）の近赤外域の
検出器の温度変化である。この検出器は、－20 ℃で動作させることになっているが、ペルチ
ェ素子を使った冷却であるため、周囲温度が高くなると－20 ℃まで下げられなくなる。この
例のように、放射計は温度制御されているといっても、必ずしも十分に制御されているわけ
でないので、周囲温度の温度変化に対する感度の変化を測定して考慮する必要がある。図 4-13
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に POM-02 の可視域（シリコンセンサー）及び近赤外域（インジウムガリウムヒ素(InGaAs)
センサー）の検出器出力の変化を 20 ℃の出力を基準に図示した。温度特性には波長依存も
ある。
また、放射計は、個々に熱構造が違ったり、温度計の取り付け位置が違ったりするので、
各測器ごとに特性を測定する必要がある。

図 4-12 周囲温度に対する近赤外センサー温度と鏡筒内温度の変化
赤線は近赤外域センサーの温度（左軸）
、青線は可視域センサー付近の温度（右軸）
（ここで示した PO
M-02 は、0 ℃以下の鏡筒内温度は測定できない。）

(a)

(b)

図 4-13 (a)可視域(Si)、(b)近赤外域(InGaAs)のそれぞれのセンサーの周囲温度 20 ℃の出力に
対する相対値

○ 光軸のずれ
スカイラジオメータには、太陽を自動追尾するためにサンセンサーがついている。これは
4 つのセンサーから成っており、センサー間の出力差が小さくなるように向きを調整するこ
とでスカイラジオメータを太陽方向に向ける。このサンセンサーで向く方向と放射計として
のスカイラジオメータの光軸の方向が一致することで、正確な測定ができる。この両軸がず
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れていると、図 4-14 のように太陽直達光の測定を行うと南中時を挟んで出力が不連続な変化
を示すことがある。図 4-15 は、このときの太陽走査観測（Disk Scan）の結果を表示したもの
であるが、サンセンサーと放射計の光軸がずれているため太陽が中心から外れた位置に観測
されている。このような場合、サンセンサーを調整して、両者が一致するようにしなければ
ならない。光軸のずれは、スカイラジオメータ間の比較観測時にも、センサー出力比の不連
続として見られる。

図 4-14 放射計本体の光軸とサンセンサーの光軸がずれていたときの太陽直達光の観測例
（測定は、2004 年 8 月 2 日に乗鞍コロナ観測所で検定観測を行った際に取得した。）

図 4-15 図 4-14 の観測を行った時の太陽を走査した時の出力例
（放射計本体の光軸とサンセンサーの光軸が明らかにずれている。）
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○ 立体視野角（FOV：Field of View）の形
スカイラジオメータの視野の形は、正確に測定することは難しいが、太陽走査観測（Disk
Scan）の測定からおおよその形が得られる。図 4-16 のように、視野の中心から外れるにつれ
平坦でなくなる。波長による屈折率の違いや（焦点距離がかわる）、焦点が有限の大きさを
持っている等のため、うまく調整されていないと、形がゆがんだり、平坦部が少なくなる。
製品購入時に十分にチェックし、形がゆがみ、平坦部が少ないときは調整が必要である。
（内山・高村）

図 4-16 太陽走査観測（Disk Scan）の測定例

4.4

観測機関における分光放射観測機器に関する校正活動とネットワーク活動

(1) 気象研究所における校正活動
○ ラングレー法による校正
気象研究所で使用している直達分光日射計（300～2500 nm）の校正は、ラングレー法を用
いて行っている。従って、大気圏外太陽放射に対する相対値として校正を行う。エネルギー
に変換する場合には大気圏外太陽スペクトルの値を使用して行うことになる。
ラングレー法に必要なデータは、マウナ・ロア観測所で取得している。マウナ・ロア観測
所では、1 年に 1 回データの取得を行っている。このラングレー法では、H2O・CO2・O3・O2・
CO の吸収線による吸収を考慮して、相関 k-分布法で透過率を評価している。
校正した直達分光日射計から全天日射計タイプの放射計への校正定数の転写は、全天日射
計タイプの放射計に筒を取り付け、直達日射計と同様の構造をしたものを太陽追尾装置に取
り付けて受光面が太陽に正対するようにし、直達分光日射計と比較を行い転写する。
スカイラジオメータも同様に行っており、基準器から他のスカイラジオメータへの校正定
数の転写は、気象研究所で太陽直達光の測定を行い、比較することによって行っている。気
象研究所にスカイラジオメータを送付できないものについては、現地に基準器を送って比較
測定を行い、校正定数を転写している。
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放射計は、環境温度によって出力が変動したり（温度特性）、出力が入射角に依存したり、
入射エネルギーに対する出力が非線形で変わったりする特性がある。これらの特性を考慮し
ないと、大きな誤差になることがある。気象研究所では、気象庁気象測器検定試験センター
の装置を用いて、温度特性、全天日射計タイプの入射角特性、出力の非直線性の測定を行っ
ている。
○ 基準光源（黒体炉）を用いる校正
現在は使用していないが、近赤外域から赤外域の放射計の校正は、黒体炉を用いて行って
いた。波長が短い領域は、1000 K または 1400 K の黒体炉が用いられた。黒体炉の温度測定
は、放射温度計を用いて行い、放射温度計は、定点黒体炉（Al:660.323 ℃、Cu:1084.62 ℃）
を用いて校正した。赤外域は、周囲温度、60 ℃および 0 ℃の三つの黒体炉を用いて行った。
（内山）

(2) JAXA における校正活動
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA：Japan Aerospace Exploration Agency)では、衛
星搭載用光学センサーのための校正施設を有している。分光放射輝度の一次標準として用いる定
点黒体炉については、国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST：National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology)にトレーサビリティを持つ基準器を用いて、定期的に校正を実施
している。この定点黒体炉を基準に、比較標準分光輝度計を介してより校正視野の広い積分球の
分光放射輝度を校正し、その積分球を作業標準とすることで校正対象のセンサー感度を校正して
いる。
地上検証観測においては、大部分の測器は JAXA 内の精度管理委員会によって年に 1 度程度の
測器メーカーによる校正を行うように管理されている。高精度化する衛星センサーやプロダクト
に対応するため、昨今、衛星センサー校正と同等の校正基準への高精度なトレーサビリティが必
要となっている。そのため、一部の測器については上記の衛星校正設備での校正も行っている（積
分球による感度校正や輝線ランプによる波長校正）。照度計についても視野を絞った状態での積
分球校正も試行されている。ただし通常のランプ温度では青波長域の照度が十分に得られないの
で照度計の青波長での校正精度はあまり高くできない。
（村上）

(3) サンフォトメータ・スカイラジオメータの校正活動のネットワーク
サンフォトメータやスカイラジオメータの校正には、世界的に標準とされる規格や定められた
手続きはない。使用者が独自の立場で行っている。しかし、世界各地のデータを比較検討するた
めにはその品質を揃えることが重要であり、そのための校正手法も重要となる。
スカイラジオメータは国内外に多数設置され、対応する研究者のネットワーク（SKYNET）が
形成され活動を行っている。スカイラジオメータの解析･校正は、これまで述べたように光学的厚
さのみ計測するサンフォトメータに比べると、やや煩雑である。このため、こうした研究者に
SKYNET として標準的なデータ解析・校正ソフトを提供すると同時に、ネットワーク自体への参
加を促し、よりよい結果を得るためのソフトウェアの改善への協力を求めている。
SKYNET で提供する統一した校正手法は、改良ラングレー法の処理手続きと、FOV を求める処
理手法をまとめたソフトウェア群である（SKYRAD.pack ： http://157.82.240.167/~clastr/dl/skyrad.
html）。また、同時に従来のラングレー法も行っている。これは SKYNET グループが基準器を維
持し、この基準器との比較による値付けである（写真 4-3）。この基準器は気象庁気象研究所が所
有し、マウナ・ロア観測所において、年一回定期的に校正しているものである。
（高村）
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写真 4-3 気象研究所でのスカイラジオメータの比較観測の様子

4.5

光量子計

(1) 光合成有効波長域の植物生理学的背景
植物の葉の光合成速度、個体の成長特性、植生（生態系）の光合成生産力の環境応答の解明に
は、それらの光環境に対する応答性を把握することが求められる。この際の「光環境」とは一般
的な日射あるいは短波放射よりも、植物の光合成反応に有効とされる 400～700 nm の波長帯の放
射「光合成有効放射」を対象とするものと考えるのが良い（図 4-17）。
陸上植物の葉および光合成色素（クロロフィル）の抽出液による吸光度の波長依存性を図 4-18
に示す。光合成色素抽出液の最大吸光度は 450 nm 帯と 680 nm 帯に見られ、400 nm 以下および 700
nm 以上では吸光度が極端に減少することが認められる。葉では光合成色素抽出液に比して 550 nm
帯での吸光度が高くなるが、700 nm 以上の波長での吸光度は抽出液同様に低くなる。
植物生理学の分野では、陸上植物の光合成速度の波長依存性に関する研究が 1970～1980 年代に
発展し、これと同時に植物の光環境の観測に適したセンサーの開発が進められた（例えば Pearcy,
1989）。図 4-19 に野外と温室で栽培した高等植物 22 種の光合成量子収率（吸収光あたりの光合
成速度）の波長依存性（McCree, 1981）の平均を示す。野外と温室で栽培した植物ともに、光合
成反応は 400～700 nm の間で高い。

図 4-17 太陽光における光合成有効放射の波長 (Kaiser(2014)より転載)
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図 4-18 葉（leaf）と光合成色素（抽出液:solution）の吸光度の波長プロファイル
（Atwell et al.(1999)より転載）

図 4-19 葉の光合成量子収率（光合成速度／吸光量）の波長依存性(高等植物 22 種の平均)
野外で栽培した植物（上図）と温室で栽培した植物（下図）。（McCree(1981)より転載）
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(2) 光合成有効放射 (W m-2)と光合成有効波長域の光量子束密度(mol m-2 s-1)
葉の光合成生化学反応はクロロフィルが吸収する光合成有効波長域の光子に依存して起こり
（Farquhar et al., 1980）、波長により異なる太陽放射のエネルギー量は光環境の指標には適さない。
そのため植物葉や植生（森林・草地・農耕地）の光合成速度や生産力の評価を行う際には、放射
エネルギーフラックスよりも光合成有効光量子束密度（PPFD：Photosynthetic Photon Flux Density）
で表す。McCree（1981）はさまざまな波長の放射量に対する葉の光合成速度の応答特性に基づい
て、PPFD が光合成有効放射（PAR：Photosynthetically Active Radiation）の指標となることを丁寧
に検討している。
１モル（アボガドロ数 6.022 ×1023）の光量子は１E（アインシュタイン）とも表される。

λを波長（nm）として、１E の単波長放射のエネルギー量（J）は 1.20 ×108/λと表される。
１W の放射エネルギーの光合成有効域の光量子束密度は、

 1.20 10 8   8.35  10 9 E s -1

（4-8）

Iλ を分光放射（W m-2 nm-1）として、
光合成有効放射量（W m-2） PAR 



700

400

I  d

光合成有効波長光量子束密度（ m-2 s-1） 
PPFD 8 . 35  10  9 

（4-9）



700

400

I  d

（4-10）

なお PPFD の単位［E m-2 s-1］は一般的には［mol photons m-2 s-1］と表される。

(3) 植物生態学および生態系機能研究に要する光合成有効放射観測の精度
葉の光合成速度の光反応特性、ならびに植生群落内での PPFD の時間的・空間的変動性を背景
に、植物の葉や個体、または植生スケールでの光合成生産力の解明において、PPFD の観測精度は
高い水準を要求される。PPFD の観測精度の重要性は、葉の光合成速度の PPFD 依存性（光—光合
成曲線と呼ばれる）から理解できる。図 4-20 は森林に生育する維管束植物の典型的な光－光合成
曲線である。一般的に、光合成速度（単位時間あたり・単位葉面積あたりの CO2 吸収量）は葉へ
の入射 PPFD に対して非直角双曲線状の反応を示す。このとき、光合成速度が見かけ上 0 になる
（光合成速度と暗呼吸速度が等しくなる）PPFD を光合成の光補償点と呼び、この値は植物の生存
が可能な光環境の下限を評価する指標となる。多くの植物で光補償点は 10～30 μmol m-2 s-1 にある。
このことからも、PPFD の観測精度が数 μmol m-2 s-1 程度の水準で求められることがわかる。
図 4-21 に落葉広葉樹林における夏季の晴天日の PPFD の日変化を示す。植生内の光環境は、非
常に低い PPFD（主に散乱光）が続くことと、ときおり直達光が差し込んで（sunfleck）瞬間的に
PPFD が上がることによって特徴づけられる。植生内での PPFD 観測のためには、低い PPFD でも
安定的に計測できることと、瞬間的に増加する PPFD も検出可能なセンサーが求められる。
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図 4-20 森林に生育する植物の光－光合成曲線（村岡, 原図）

図 4-21 落葉広葉樹林における光合成有効波長光量子束密度（PPFD）の観測例
林冠観測タワー上で観測される PPFD（太い実線）に対して、
森林内（細い実線と破線）は PPFD が非常に低い。（村岡, 原図）

(4) 測定原理・構造
PPFD を測定するための光量子計は 400 から 700 nm の波長範囲にある光に対して選択的に応答
する必要がある。光量子計には波長選択の手法の違いにより大きく分けて以下の 2 種類のタイプ
が存在する。
1) 受光素子に入射する光の波長帯を光学的フィルターを用いて選択するもの
受光素子としてはシリコンフォトダイオードが一般的に用いられる。波長選択に用いられ
る光学的フィルターとしては、光の干渉作用を利用して任意の波長を精度良く分離すること
のできる干渉フィルターや、光吸収物質により入射波長を制限するカラーフィルターがある。
前者はガラス板の表面に金属薄膜を蒸着したものであり、波長選択の精度と効率が高いため
理想的標準曲線に近い波長感度特性を実現するために有利であるが、水分や温度の影響によ
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る特性変化を受けやすくまた価格も高い。後者は安価で特性の経時変化は少ないものの、波
長選択の精度と効率が低くスペクトルエラーを生じやすい。
2) 光合成有効放射の波長域に近い波長感度特性を持つ受光素子（GaAsP:リンガリウムヒ素フォ
トダイオード）を用いるもの
波長選択のための光学フィルターを省略することで、比較的安価に製造可能で、長期的な
感度劣化が起きにくいなどの利点はあるが、波長感度特性が特に長波長側で理想的標準曲線
からずれることや波長選択の効率が干渉フィルターなどを用いたものに比べて低いことが指
摘されている。植物工場や実験室などで狭い波長帯の人工光源を用いる環境での使用には注
意を要する。
太陽高度の変化により光の入射角が変わることで生じる影響であるコサイン特性の補正機構に
ついても、センサーの機種によっては素材や形状の異なる拡散板が用いられ、またガラスドーム
を備えたものもあり、それぞれ入射角特性が異なる。
センサーで測定された光合成有効放射の出力については、電流値として出力するタイプのもの
と電圧として出力するタイプのものがある。また電圧として出力するタイプの光量子計について
は、素子から出力される電流信号を電圧に変換する抵抗として、固定抵抗を用いたものと、可変
抵抗を用いたものが存在する。
現在一般的に入手可能な光量子計の製造・販売メーカーは以下のとおりである。

IKS-27：KOITO

LI-190 シリーズ：LI-COR

MIJ-14：E.M.J.

ML-020P：EKO

PAR-01D：PREDE

PQS1：Kipp&Zonen

SKP215：SKYE

SQ シリーズ：APOGEE
(アルファベット順)
各社のセンサーのうち、
公開されている情報に基づいて仕様を図 4-22 並びに表 4-5 に整理した。
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LI-COR（LI-190 カタログより）

EKO（EKO 光量子計 ML-020P カタログより）

E.M.J.（光量子センサー MIJ-14PAR 弐型／K2 カ
タログより）

SKYE（PAR quantum sensor SKP215 カタログよ
り）

Kipp&Zonen（Kipp&Zonen
カタログより）

PREDE（PREDE

PQS1 quantum sensor

APOGEE（APOGEE SQ シリーズカタログより）
図 4-22 各光量子計の波長感度特性
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PAR-01D カタログより）
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詳細情報

長期安定性

校正誤差

入射角特性

温度特性

応答速度

単位

出力電圧

測定範囲

mol m-2 s-1

mol m-2 s-1
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各社のセンサーのうち、
公開されている情報に基づいて仕様を図 4-22 並びに表 4-5 に整理した。
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0～3,000

0～10,000
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ML-020P

（EKO）

LI-190

（LI-COR）

現在一般的に入手可能な光量子計の製造・販売メーカーは以下のとおりである。

IKS-27：KOITO

LI-190 シリーズ：LI-COR

MIJ-14：E.M.J.

ML-020P：EKO

PAR-01D：PREDE

PQS1：Kipp&Zonen

SKP215：SKYE

SQ シリーズ：APOGEE
(アルファベット順)

s

-1

Manual.pdf

J-14RADK2Catalog

ment.co.jp/study/MI

http://www.environ

(0～79 )

o

±1.5%以下

以下

±0.01%／oC

0.2 s

mol m-2 s-1

9mV

に対して

2,300 mol m

-2

mol m-2 s-1

0～5,000

（E.M.J.）
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（KOITO）

IKS-27

太陽高度の変化により光の入射角が変わることで生じる影響であるコサイン特性の補正機構に
ついても、センサーの機種によっては素材や形状の異なる拡散板が用いられ、またガラスドーム
を備えたものもあり、それぞれ入射角特性が異なる。
センサーで測定された光合成有効放射の出力については、電流値として出力するタイプのもの
と電圧として出力するタイプのものがある。また電圧として出力するタイプの光量子計について
は、素子から出力される電流信号を電圧に変換する抵抗として、固定抵抗を用いたものと、可変
抵抗を用いたものが存在する。
表 4-5 各光量子計の公開されている仕様
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る特性変化を受けやすくまた価格も高い。後者は安価で特性の経時変化は少ないものの、波
長選択の精度と効率が低くスペクトルエラーを生じやすい。
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5 mol m-2 s-1
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0～4,000

（Apogee）

SQ-1xx, 3xx

2) 光合成有効放射の波長域に近い波長感度特性を持つ受光素子（GaAsP:リンガリウムヒ素フォ
トダイオード）を用いるもの
波長選択のための光学フィルターを省略することで、比較的安価に製造可能で、長期的な
感度劣化が起きにくいなどの利点はあるが、波長感度特性が特に長波長側で理想的標準曲線
からずれることや波長選択の効率が干渉フィルターなどを用いたものに比べて低いことが指
摘されている。植物工場や実験室などで狭い波長帯の人工光源を用いる環境での使用には注
意を要する。
（PREDE）

PAR-01D
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(5) 観測機器の校正と精度管理
光量子計は光合成有効放射を評価するための直接的なデータ収集に用いる機材であるが、現時
点では国際的な校正体制が確立されておらず、長期的な観測データの一貫性や観測グループ間の
互換性・流通性の確保のための校正基準の確立と維持が重要な課題となっている。現在の光量子
計の大きな問題点として 1)経年劣化と 2)入射角特性の機種間差異がある。光量子計の経年的な特
性の変化が見かけ上の感度だけでなく波長感度特性にも生じている可能性を考えると、厳密な補
正の手段とはなっておらず、光合成有効放射を有効な独立変数として各種データの解析に利用す
るためにはいまだ多くの制約があると考えている。これを解決するためには、光量子計の特性を
充分に理解した上で構造的な改良をすすめるとともに、波長感度特性の特徴も踏まえた校正スキ
ームを確立することを目指す必要がある。これらについての取り組みについて述べる
1) 経年劣化の校正について
経年劣化については、野外観測における光量子計の長期使用においては、顕著な出力の
減衰による見かけ上の感度低下があることが分かっている。経験的には高湿度環境で使用
された機器に大きな感度低下がみられることが知られている。内部への水蒸気の侵入があ
ることで干渉フィルターやフォトダイオードの特性に変化が生じることが感度低下の原因
の一つと考えられる。この経年劣化は波長感度特性の変化を伴っている可能性があるが、
波長感度特性の変化については現状では客観的な評価が技術的に困難であるため、ここで
は主に出力の減衰に対して現在行われているメーカーあるいはユーザーによる校正手法に
ついて述べる。
メーカーによる校正については国際的にトレーサビリティのある人工光源を用いる場合
や、各メーカーが保有している基準器との相互比較などによる校正を行うなどさまざまな
ケースがある。ユーザーによる校正方法としては、主に①作業用光量子計基準器との相互
比較較正、②全天日射計の観測値との比較によるドリフト補正といったアプローチが用い
られている。これについての具体的な作業例を以下に示す。
① 校正用基準器との相互比較較正
野外での長期観測に用いる機器と別に、複数台の光量子計を初期状態を出来るだけ保
つように研究室内に保管し、これを校正用の基準として定期的に野外観測に用いられて
いる光量子計を自然光のもとで相互比較することで、出力のドリフトを評価する。この
手法の問題点として基準として用いる光量子計は室内保管していても若干の感度の低下
が生じるということがある。光量子計が構造的に厳密な気密ではないために、内部への
水蒸気の侵入があることが感度低下の原因の一つと考えられる。この問題を解消するた
めに、ガラスドーム内に密閉した基準器を用いるなどの対策が試行されている（次節「(6)
機関間連携活動の例」を参照）(写真 4-4)。
②

全天日射計の観測値との比較によるドリフト補正
同じタワーの頂部に取り付けられた全天日射計の出力を基準として、相対的な出力比
が一定となるように光量子計の観測値を補正するアプローチも行われている。全天日射
計については国際的に認証された校正体制があり、国際的な基準に対するトレーサビリ
ティを維持することが可能である。同じ位置で観測された全天日射計と光量子計の出力
を定期的に比較することで、光量子計の見かけの感度低下によるドリフトの影響をある
程度補償することが可能である。ただし、入射光の波長分布は季節的な変動性や日変化
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などの短期的な変動があり、この影響を受けることを考えると、このアプローチは短期
的なセンサーの特性変動の補正には適していないことに注意する必要がある。
経年劣化の校正についての留意点として、劣化が見かけ上の出力の減衰だけでなく波長
感度特性の変化を伴う可能性があるため、初期状態からの劣化の推移を客観的に把握する
ことが重要である。このためには、光量子計の見かけ上の出力の減衰を可変抵抗で調節す
るのではなく、固定抵抗を内蔵した機種を用い、出力の減衰の推移を把握した上でこれを
計算により補正するアプローチをとることが好ましい。

写真 4-4 光量子計の校正風景
（左）透明度の高い光学ガラスドームに密閉収容した光量子計 LI-190（中）野外観測用に採用した光
量子計 SQ-110（右）展開に先立ち校正される SQ-110（国立環境研究所地球温暖化研究棟屋上）

2) 入射角特性の差異について
測定基準の維持とともに重要なのは、実際に観測に使用する光量子計の性能と特性の客
観的な把握である。その中でも主な誤差要因の一つと考えられるのが、放射の入射方向に
よりセンサー感度が変化するいわゆる入射角特性である。地表においては太陽高度の変化
によって入射角が変化するため、入射角特性の違いは特に太陽高度の低い時間帯の測定値
の差として反映される。これにより異なるセンサーを用いて観測されたデータの互換性・
流通性に与える影響は無視できない。市場に出回っている各種光量子計の入射角特性を正
確に把握することは、サイト間の観測データの比較解析を適切に行う上で極めて重要であ
る。機関間での連携活動の結果として、現時点で機種毎の入射角特性の違いがあることと、
光量子計の構造的精度の問題により同じ機種であっても個体差があることが明らかとなっ
てきている。これらの影響の評価は今後の課題である。実際の比較評価の事例については
次節（(6)機関間連携活動の例）に示す。

(6) 機関間連携活動の例
光量子は分光放射照度とエネルギー量子の関係から導かれるため、測定の基準はあくまで精緻
な分光放射測定にある。このため、国立環境研究所・JAXA・筑波大学などの機関が連携して、
全天分光放射計を用い、正確な PPFD を継続的に測定する直散合成システムを構築した。これを
基準にして光量子計の性能比較等を実施した。具体的な内容については以下に示す。
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1) 高層気象台における正確な直散合成全天日射量と PPFD の比較から、PPFD 比曲線（PPFD
と全天日射量の比の季節変化）を求めた（図 4-23）。
2) 国内外のメーカーが製造する光量子計について入射角特性検査を実施した（図 4-24）。
3) 光量子計を全天日射量と通年比較し、PPFD 比曲線との相似性を見ることにより屋外使用
時の性能を評価した。
4) 初期性能の高さから、事実上の標準機種となっている光量子計 LI-190 を光学ガラスドー
ム内に密閉収容（この状態で再校正）し内部の乾燥を保つことにより、実質的な感度劣
化を生じず初期状態に極めて近い状態が維持されることを確認した。この改造型は実用
的な光量子計校正基準器としてきわめて有望であるため、ガラスドームの影響をより詳
細に検証すべく、屋外比較実験を継続中である。
光合成有効放射量に関する共同研究の成果は、今後も積極的に生態系の長期観測に活用していく
とともに、他の研究機関との技術的知見の共有をすすめていく予定である。

図 4-23 光量子束密度と全天日射量の比の長期的な比較
光量子計のうち校正用基準器 3 台と野外観測用 2 台を用いた連続比較観測の結果を示す。滑らかな 2
本の曲線は直散合成システムにより求めた光量子束密度と全天日射量の比（快晴時および曇天日）の
季節変化を表す。それぞれのプロットは雨天時など正常な観測値が得られない条件のデータを除いた
約 2 週間の平均値を示す。校正用基準器についての比は 3 年間を通して晴天日と曇天日の計算値に見
られる滑らかな曲線とほぼ相似な季節変化が見られ、感度の経年劣化が認められないことに比べて、
野外観測用 2 台についての比は 3 年の間に低下し、経年劣化が認められる。
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図 4-24 各種光量子計の入射角特性の結果（秋津・原図）

(7) 光量子計の校正についてのアンケートの結果
事務局が平成 24 年度に放射観測機器を利用して気象観測、森林観測、生態系観測を行っている
機関を対象に実施した、国内における放射観測の実施状況の把握を目的としたアンケートの結果
（参考資料参照）により、光量子計の校正については、ユーザーの 22％が販売・製造会社に依頼、
51％が独自に実施しているが、27％は校正を行っていないという現状が見出された。校正の実施
の有無や校正方法の違いには、校正の実施に要する資金や担当者の確保の問題が大きい。校正の
ための資金を確保できているのはアンケート回答者の 74％であり、また、校正を実施するのは 6
3％が観測担当者、11％が専門の担当者となっている。その他、光量子計の劣化の実情が十分に明
らかにされていないために校正が実施されていないケースもあると想像される。下記にアンケー
トで得られた問題点や要望を示す。

校正のための資金や担当者を獲得することが困難（競争的資金では不可能）。

光量子計は信頼できる基準器がない。基準器があると良い。

公的機関を含む複数の校正機関／業者があると良い。

光量子計は経年変化が大きく、年 1～2 回の校正ではデータの信頼性が得られない。

受光部の汚れの影響が少ない、あるいは汚れにくいセンサーの開発が急務。
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以上のことから、高精度な観測が求められる光量子計については、
① メーカーならびにユーザーによる校正方法の現状把握
② 各機関や観測プログラムにおける校正や精度維持管理の最新状況の整理
③ 高精度な観測を保障する校正活動の提案
が必要であると考えられる。

(8) 校正活動に関する要望等
光量子計メーカーに対する要望等は、5.4 に記載されている。特に光量子計特有の長期的な性能
の変化に関する情報の把握が必須である。センサーの構造や部品構成といったハードウェアに関
する技術情報の提供を要望する。また、光量子計を用いた観測データの長期的な一貫性と流通性・
互換性の保証と客観性の確保のためには、製造元やユーザー（ここでは観測研究に携わる研究者）
とは独立した第三者的な機関が校正施設と校正情報を長期維持・管理するような取り組みが必要
と考えられる。
（村岡・高橋・三枝）13

4.6

放射温度計

(1) 計測原理
物体が出す（赤外）放射を計測し、その放射量から物体の温度を非接触で計測(推定)するもので
ある。通常の物体（常温付近）では、放射エネルギーのピーク波長が赤外線領域になることから、
赤外線温度計と呼ばれることもある。
放射温度計が受けるエネルギーは、次式で表すことができる；

F

2



1

 B (T )d 

(4-11)

ここで、λ1・λ2 は、センサーに入射する波長の下限と上限を示している。また、Bλ(T)は温
度 T の黒体が出す放射（プランク関数）を表しており、εは物体の射出率（放射率）である。放
射温度計は、εの値をあらかじめ与えて、F を計測することによって温度 T を推定するものであ
る。

(2) 検出器
特殊な高温を計測する場合を除き、通常の放射温度計の使用波長は大きく分けて 2 つあり、
「大
気の窓」である 10000 nm(10μm)帯と 3700 nm(3.7μm)帯を利用するものである．後者の波長域では、
通常温度での入力（放射量）は低いが高感度・高速応答のセンサーと組み合わせて使用される。
しかし、日中使用時に太陽光の一部がノイズとして混入するために、最近では前者の 10000
nm(10μm)帯を利用する場合が多い。10000 nm(10μm)帯を利用する検出素子には、代表的なものと
13
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境研究センター）から光量子計の校正ならびに安定的使用に関する計測情報の提供を受けた。ま
た日本環境計測株式会社、英弘精機株式会社、株式会社セネコムからは各社の光量子計の校正に
関する技術情報の提供を受けた。
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して焦電素子・熱電堆（サーモパイル）・ボロメータ等がある。いずれも赤外線（電磁波）を熱
として検知するために波長依存性は低いが、本来熱センサーのため応答速度はそれほどよくない。
しかし、最近ではマイクロボロメータのように、高速 2 次元化が図られイメージセンサーとして
利用されるものもある。
波長依存性の少ない熱センサーを利用する場合には、光学系で波長域を「窓領域」に限定する
必要がある。λ1・λ2 を狭くするほど、ε の波長依存性がなくなることや、より透明度の高い「窓
領域」に限定することができるが、その分入射光量が下がり S/N が悪くなる。また 10000 nm(10μm)
帯には 9600 nm(9.6μm)のオゾンの吸収があるために、途中のパスにオゾンの多い状況が予想され
る使用では注意が必要である。

(3) 校正
焦電素子・熱電堆（サーモパイル）を検出素子とする放射温度計は、内部に基準温度源を持ち、
これとの比較によって温度を決定する。入力に対する出力（T）が線形でないことから、内部に入
力･温度変換テーブルを持っており、このテーブルに合わせることになる。厳密に測定しようとす
ると、いずれの素子を用いる場合でも既知の熱源（例えば、水の 3 重点や黒体炉など）を用いて
校正する必要がある。ただし、黒体炉を用いる場合を除いて、ターゲットの射出率(ε)には十分注
意しなければならない。

(4) 誤差要因
基準温度源をもつ放射温度計では、基準温度源自体の計測温度誤差がそのまま出力誤差になる。
また、検出素子で得た熱出力の放熱過程での環境温度への依存性があり、極端な温度環境での計
測では誤差を生みやすくなる。
通常の放射温度計は、0 ℃付近から数 100 ℃までを計測することを前提にしている。この領域
では入力した赤外線の熱エネルギーと出力値（温度 T）は線形になっておらず、特に低温側では
計測源の温度変動に対する入力値の変動が小さく、誤差が拡大される傾向となる。また、機材自
体も熱源であり、入力熱源より機材温度が高いような場合には、機材温度の変動や内部雑音の影
響の可能性もあるので、注意を要する。

(5) 注意事項
赤外線カメラと称するもので、太陽光の近赤外線（7000 nm 以上）を利用したものと 10000 nm
帯を利用したものがある。前者は基本的に温度を計測するのではなく、不可視領域の光を用いて
物体認識を行うのが目的である（例えば、暗視装置など）。後者は温度計測機材であり、本節で
述べる放射温度計の 2 次元版である。
(高村)
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5．精度維持に関する種々の活動
5.1

放射観測機器メーカーにおける日射計・分光放射計等の精度維持活動

日射計・分光放射計の精度維持については、定期的なメンテナンスと再校正が大切であると考
える。このため、表 5-1 に示す点検とメンテナンスを定期的に行うことが望ましい。スカイラジ
オメータについては校正定数（機械定数）には、わずかながら経年変化がある。このため定期的
に校正を行う必要がある（詳細は、4.3(2)参照）。視野角の変動とサンセンサーとスカイラジオメ
ータの光軸のずれが生じていないかをモニターするために、１週間に１度、太陽を走査する測定
を行う（利用できるデータは晴天時のみ）。また、窓のレンズの清掃をほぼ毎日行う。設置の際
には、サンセンサーとの光軸のずれがないように毎回調整する。日常的に行うことではないが、
温度特性の測定は行う必要がある。FOV の形が真ん中で平坦になっているか、には注意をする。
（加藤）
表 5-1 点検項目
項目

頻度

メンテナンス内容

ドーム/石英ガラ
スの清掃

一週間に
数回

ブロワまたはアルコールやキムワ
イプ TM 等により汚れを除去する。

ドーム/石英ガラ
スの点検

毎週

ドーム/石英ガラスに割れや傷が
無いかを点検する。

センサーの水平
調整

毎週

ケーブルの取り
回し

毎週

センサーの固定

毎週

乾燥材の交換

再校正

毎週

2 年毎

センサーの水準器を確認して、セ
ンサーを水平に保つように調整す
る。
センサーケーブル、通信ケーブル
および電源ケーブルの取り回しを
確認して、各ケーブルに無理な力
がかからないようにする。
（日射計はセンサーケーブルの
み）
取り付け台にしっかりと固定され
ている事を確認する。
シリカゲルの状態をチェックし、
シリカゲルが青色からピンク色に
変色していたら交換する。シリカ
ゲル容器は、反時計回りに回すと
容易に取り外すことができる。シ
リカゲルの交換は、湿度が低い晴
天時に実施するようにする。
精度の良い測定を維持するため
に、2 年毎の再校正を推奨する。
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怠った場合の問題点
ドーム/石英ガラスが汚れ
ると、透過率が変化し感度
が低下する。
本体内部へ水分が侵入し、
センサーの故障の原因と
なる。
水平がずれていると角度
及び方位特性に影響し、正
確な測定ができない。
ケーブルが断線している
と、不正確な値の出力や、
操作ミスの原因となる場
合がある。ケーブルが傷ん
でいる場合には、ノイズや
感電の恐れもある。
センサーが落下し、故障の
原因となる場合がある。
長期間使用している間に
湿気が入り結露により、出
力値の低下や故障の原因
となる場合がある。
センサーの経年劣化等に
よる感度変化が起こり、正
確な測定ができなくなる
おそれがある。

5.精度維持に関する種々の活動

5.2

放射観測機器のユーザーによる精度維持活動の例

各観測機関では観測機器の精度維持に関して多くの活動を実施しているが、特に、外部機関等
との観測機器の精度維持における協力・連携の枠組み等の連携活動について、事務局において実
施したアンケート調査において、質問を行ったところ、各機関より以下のような機関間の協力を
実施している旨の、回答が寄せられた。
○外部機関との観測機器の精度維持における協力・連携の枠組みの例
① 気象庁－関係機関
 全天日射計・赤外放射計等の相互比較（大学・研究機関からの依頼に基づく業務協力）
② 気象庁高層気象台－国立環境研究所
 分光紫外域日射計の校正作業への支援
 全天日射計・赤外放射計の比較校正
③ 気象庁高層気象台－宇宙航空研究開発機構－国立環境研究所
 分光放射計・光量子計の共同研究
④ 気象研究所－研究機関
 NOAA マウナ・ロア観測所データで校正したスカイラジオメータと、SKYNET 参加機関
との比較観測
⑤ 海洋研究開発機構－岐阜大学－筑波大学
 分光放射・光合成有効放射観測に関する共同研究
⑥ 海洋研究開発機構－東海大学－東北大学
 日射計・赤外放射計の相互比較
⑦ 森林総合研究所－国立環境研究所
 全天日射計・赤外放射計・光量子計の相互比較
⑧ 東海大学－放射観測機器メーカー
 UV-B 計・分光計測器の共同研究、技術指導
⑨ 宇宙航空研究開発機構
 海外衛星ミッションのセンサーとの、校正用放射計を介したラウンドロビンの実施
⑩ 宇宙航空研究開発機構
 校正標準の管理（定点黒体炉の国際標準へのトレース）
⑪ 気象庁－気象研究所
 直達日射計・全天日射計・赤外放射計の部内検定
 直達日射計・全天日射計・赤外放射計の気象庁準器等との比較校正
このように多くの活動が行われているが、恒常的な枠組みを構築して、精度維持活動を行う必
要がある。
（事務局）
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5.3

国際観測プログラムが推奨する放射観測機器の校正方法の例

放射に関する国際観測プログラムでは、全球の観測点において高精度で均質な放射観測データ
を得る必要がある。このため、国際観測プログラムでは、放射観測機器の校正について、技術報
告書等に推奨する方法を記載して、観測データの精度および均質性を保っている。気候変動監視
のための国際観測プログラムである BSRN では、観測点で使用する直達日射計や全天日射計およ
び赤外放射計等の校正手法が、BSRN 運用マニュアル（McArthur, 2005）14に規定されている。ま
た、気象のための国際的な観測網を展開している WMO では、測器観測法委員会（CIMO）ガイド
（WMO, 2010）15において、一般的な気象分野における放射観測に使用される直達日射計や全天日
射計等の標準的な校正方法について記述している。さらに、日射計は太陽光発電に代表される太
陽エネルギー分野に利用されるため、工業的な国際規格を策定する国際標準化機構（ISO）におい
ても、その標準的な校正方法が定められている。ISO9059 では直達日射計についての校正方法が、
ISO9846 や ISO9847 では全天日射計についての校正方法が規定されている。
（大河原）

5.4

放射観測機器メーカーに対する要望事項等

WG における検討において、ユーザーが期待する精度と、放射観測機器メーカーより供給され
る機器の精度が必ずしも整合していないことから、信頼度の高い放射観測機器の供給には、機器
メーカーにおける器材の精度を保証する枠組みが必要であり、そのために放射観測機器メーカー
との連携を強化する必要があるとの認識で一致した。このため、メーカーに対する要望事項を、
以下のようにまとめた。
○ 国際標準からトレースする間における校正誤差の見積もりを行うことを要望する。
○ 次回校正までの期間における感度変動誤差の見積もりと時間変動特性、及びそれらの保管状況
や観測環境による違いを示すデータを要望する。
○ 光量子計による長期野外観測データの管理においては、センサーの初期性能のみでなく、構成
部品の特性に依存した長期的な性能の変化に関する情報の把握が必須である。センサーの構造
や構成部品の情報（含ロット情報）についても提供を行うよう要望する。
○ 光量子計を用いた観測データの長期的な一貫性と流通性・互換性の保証には、適切な校正体制
の構築が必要である。特に光量子計の場合には長期的な特性の変化が見かけ上の出力の減衰だ
けでなく、波長感度特性の変化を伴っている可能性が高く、理想的には波長感度特性の検証を
可能とする技術的知見の集積が必要となると予想される。客観性を確保する上で、製造元やユ
ーザー（ここでは観測研究に携わる研究者）とは独立した第三者的な機関が、製造者・ユーザ
ーから提供された技術的知見を元に、校正施設と校正情報を長期維持・管理するような取り組
みが必要と考えられる。
（WG 委員）

14
15

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_8_en-2012.pdf
https://www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/gruanmanuals/WCRP/WCRP21_TD1274_BSRN.pdf
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参考文献
McArthur, L. J. B. (2005) World Climate Research Programme: Baseline Surface Radiation Network (BSRN)
Operations Manual Version 2.1. WCRP-121, WMO/TD No.1274, 176p.

○ 標準
ISO 9846 (1993) Solar energy — Calibration of a pyranometer using a pyrheliometer．
ISO 9847 (1992) Solar energy — Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer．
ISO 9059 (1990) Solar energy — Calibration of field pyrheliometers by comparison to a reference pyrheliometer．
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6．校正とその基準
6.1

はじめに

一般に、放射計の校正は大きく二つに分けて考えることができる。一つは、放射観測時に測器
で得られる電流・電圧等の電気信号を放射量（放射強度・放射フラックス等）に変換する際の感
度係数（放射量／電気信号）を決定すること、もう一つは、測器の安定性を評価することである。
前者は、波長依存性が問題になる。放射計に波長依存性がなく、どの波長でも放射量に対する
感度係数が一様な場合には問題ないが、一様でない場合は、測定する放射の波長範囲、各波長で
の放射に対する測器の感度係数の波長特性、分光観測の場合には分光器、フィルターの波長特性
と検出器の波長特性を組み合わせた総合的な感度係数の波長特性を把握することが求められる。
また、そのような放射計の波長特性が既知だとしても、地上で観測される短波放射・長波放射の
スペクトルが分からなければ、正確な放射量を求めることはできない。全天日射計のように、一
見波長依存性がないように見える場合でも、厳密には受光面の塗料の波長依存性やガラスドーム
の透過特性が関係する。また、放射フラックスを測定する全天日射計、全天分光日射計等の場合
には、入射角特性（コサイン特性）も重要になる。
後者の安定性の評価には、長期間における測器の感度の変化や、測器の温度依存性を把握する
ことが必要になる。たとえば、放射量に変換しなくても、大気上端に測器を持って行き、太陽放
射を観測したときの出力値が分かれば、地上観測結果との比較から大気の透過率が分かる。
これらを行う場合、原理的には、波長特性も含めた放射強度の絶対値が良く分かっている光源
を使って、放射計の出力値をチェックすれば良い。現実には、高精度でそのような光源を準備す
ることは難しい。黒体炉を用いる方法では、赤外域については放射強度の絶対値が保証される小
型黒体炉が比較的容易に手に入るものの、太陽放射に相当する波長範囲では黒体炉を高温にする
必要から炉自体が大型になり、導入・運転が困難な上、放射強度の絶対値を保証した上での炉動
作は容易ではない。標準ランプを用いる場合には、ランプそのものの波長特性や安定性に加えて、
積分球等を用いて一様な光を作る必要がある。太陽放射を用いる場合には、理想的には大気圏外
に放射計を持ち出す必要があるが、実際には高い山の山頂で、ラングレー法等を用いて校正を行
うので、大気変動等の誤差要因が生じる。また、厳密には太陽放射のスペクトルも一定ではなく、
特に紫外域においては太陽活動に伴ってスペクトルが変化することが知られている。以上のよう
な背景の下、以下に校正の問題点を記す。
（早坂）

6.2

校正の基礎

まず整理のため、校正とはどのような行為であるかを考えてみよう。校正に必要なハードウェ
アは 1)標準（以下、添え字として S をあてる場合がある）、2)比較測定ツール、3)被校正対象（添
え字として T をあてる場合がある）に大別されるが、校正とは、2)を介して 1)と 3)を比較し、そ
の際の比較結果と 1)の標準値に 4)所定の演算を行う事で 3)の校正値を算出するという行為に他な
らない（図 6-1 参照）。ここで、4)の所定の演算は、ハードウェアとの対比で考えると、校正に必
要なソフトウェアと捉える事ができる。
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３）被校正対象 T

１）標準 S

２）比較測定ツール
標準値

ΦS

測定信号 1)

測定信号 3)

RS

RT

４）所定演算

被校正対象校正値

ΦT

図 6-1 校正の概略

さて、一般には、1)の標準、2)の比較測定ツール、4)の所定演算の動作を暗黙に理想的と仮定し
て使用する例がほとんどだろう。4)の所定演算はソフトウェアであるが故に理想的に使用できる
または理想的な使用となるよう改変可能であろうが、残念ながら、1)・2)については、現実のハー
ドウェアで我々が理想とする動作を完全に実行できる場合はごくまれで、可能な場合があるとす
れば、1)の標準と 3)の被校正対象が完全に同じである場合に限られる（例えば、比較校正の際に、
2)の比較測定ツールとして、測定しようとする量に相関した信号が出力される（と期待される）
装置を導入する場合があるが、比較測定ツールからの信号は、測定しようとする量以外に測定対
象の特性にも弱く依存する事がほとんどである。よって、1)の標準と 3)の被校正対象の特性が全
く同じでない限り、測定信号の比較＝測定しようとする量の比較にはならない。分銅測定を例に
取って考えよう。分銅が異なる形を持つ場合、空気の浮力による影響が分銅毎に異なるため、腕
の長さが完全に等しくなるよう如何に理想的に天秤を作成したとしても、分銅の形が異なる限り
は天秤のバランスのみから分銅質量の同等性を保証する事はできない）。
しかしながら、上記は 1)と 3)の限定が厳しすぎ、完全に同じであればそもそも校正自体不必要
という自己矛盾を抱え、現実的な意味はない事は言うまでもない。結局、1)と 3)の特性の違いを
考慮して、2)による比較校正適用範囲を相当限定するか、2)に改良等による最適化をする事により、
何とか理想に近い動作を確保しないと信頼性の高い校正を実現する事はできない、というのが
我々の偽らざる現実である。
校正後、3)の被校正対象校正値を利用する段になって、その他の周辺データとの不整合が出て
くるという不幸な例はままあるが、校正が間違っていると断じたり、安易に補正係数を導入する
前に、それが校正という行為のどこに起因して生じた不整合なのか（標準・比較測定ツール・被
校正対象のいずれかの不整合なのか、それらの組み合わせが悪い事に起因する不整合なのか、等）、
校正の信頼性（不確かさ）から見て妥当な不整合なのか、等を校正主体・使用者を交え究明する

- -7676- -

CGER-I124-2015, CGER/NIES

のが建設的である事は言うまでもないが、このためには、上記のような校正の現実を謙虚に捉え
る事が必要であろうし、健全ではなかろうか。
不幸にして、このように建設的な状況が醸成されているとは必ずしも言い難い現時点では、上
記のような整理分類や考え方を基本に、校正を捉えなおす事は無駄にはならないだろう。以下で
はこのような観点に立って、標準を用いて太陽光等の放射量に関わる校正を実施する場合の問題
点等について述べる。
太陽光等の放射量に関わる校正については、様々な方法があり、全てを網羅的に述べる事は困
難だが、あえて一般化するとすれば、表 6-1 のような分類が可能であろう。
表 6-1 様々な校正方法
校正対象

1)標準 S

2)比較測定ツール

3)被校正対象 T

放射源

標準光源

分光放射計

被校正放射源
（太陽放射等）

検出器

放射計基準器

太陽放射
ソーラシミュレータ

被校正放射計

4)所定の演算・校正量
分光放射量・放射量
（W nm-1, W nm-1 m-2, W,
W m-2 等）
光合成有効放射量
放射計感度
（A W-1, A W-1 m2, V W-1,
V W-1 m2, W-1, W-1 m2 等）

最初に、表 6-1 の校正対象が放射源の場合を考えてみよう。この場合、1)標準＝標準光源、2)
比較測定ツール＝分光放射計、3)被校正対象＝太陽等の放射となる。1)の標準光源は一般的にハロ
ゲン電球等の人工光源で、3)の太陽等の放射を比べると、放射の空間広がり and/or 分光分布は異
なるため、信頼性の高い校正のためには、1)と 3)からの放射の空間広がりと分光分布の違いを考
慮した上で、2)による比較校正適用範囲を相当限定するか、2)に改良等による最適化をしなければ
ならない。
空間的に広がった放射を分光放射計に導入するのは専ら分光放射計の前置光学系の役割であり、
放射の分光分布には分光放射計の分光的特性が関係する。前者の前置光学系については、後者の
分光的特性と比べればブラックボックス度は低く、また、コリメートされた放射を様々な入射角
で入射させる事により、放射広がりが測定信号に与える影響（放射の強さを比較校正する場合を
例にとれば、同じ放射の強さを持つが広がり角が異なる光源からの光を比較校正装置に入射した
際の測定信号は等しいか、異なるのであれば、その度合いはどの程度か）を、事後的に評価する
事も比較的に容易で、問題点は顕在化しやすく、問題意識は広く共有化されているため、これに
対する議論は成書に譲る事とし、以下では後者の分光放射計の分光的特性に絞って検討する。
検討に先立って、表 6-1 の校正量をもう少し詳細に検討し、2)の太陽等の放射の何を校正するの
か、4)の所定の演算とは何かを整理しておこう。日射計・放射計等では太陽からの単位面積当た
りの放射の総量（W m-2）が測定対象で、光合成有効放射量の場合は光合成有効波長域（400～700
nm）での光量子束や、全波長域での放射束に対する光合成有効波長域での放射束の比等が校正対
象となる。前述の通り、放射の空間的広がりに関する議論（上記の場合は m-2 の単位次元につい
ての議論）は別に譲る事にすれば、上記の量はいずれも一般式で書き表す事ができて、ΦT を校正
量、ΦT,λ(λ) [W nm-1]を被測定対象の放射の分光放射束とすれば、

ΦT   ΦT,   P d

(6-1)

となる。ここで、P (λ)（λ：波長）は校正対象量に応じて適宜選ばれる作用スペクトルで、日射計・
放射計等の場合は 1、光合成有効放射量の場合は 400～700 nm で 1 となりその他は 0 の矩形関数、
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あるいはこの矩形関数をアボガドロ数個分の光子エネルギーNAhcλ-1 で除した関数となる（NA：ア
ボガドロ数、h：プランク定数、c：光速度）。
校正対象量の定式化が終了した所で、2)の分光放射計の分光的特性に関して考えよう。最初に、
校正は分光放射計の感度（測光放射分野では応答度と言う用語が使われる。以下、国際用語集に
定義のあるものについては＊＊応答度という用語をあてるので注意されたい）が未知であるが故、
実施される事を強調しておきたい。
測定信号として電流を出力する分光放射計を仮定し、この分光放射計に標準光源からの分光放
射束 ΦS,λ(λ) [W nm-1]、太陽等被校正放射源からの分光放射束 ΦT,λ(λ) [W nm-1]を入射させた際の測
定信号をそれぞれ RS,λ(λ) [A], RＴ,λ(λ) [A]とすると、これらには以下の式が成立する。


     Φ  Λ D Λ S Λ,  dΛ

RT,     ΦT ,  ΛD ΛS  Λ,  dΛ
RS,

(6-2)

S,

ここで D(Λ) [A W-1] は、波長Λの放射に対する分光放射計の分光効率、S(Λ, λ)は波長 Λ での分
光放射計の波長濾波特性を示す。分光放射計等の波長分散機器では、このような定式化が一般的
に行われるが、以下では、物理的イメージの掴みやすいプリズムを例に、定式化の根拠を簡単に
説明する。
プリズムを通過した光が７色の虹状に光の帯を作る様子は良く知られているが、分光放射計内
部では（プリズムよりも回折格子の方が多用されるものの）、その光の帯の内、同一色を持つ部
分のみを、スリット等で物理的に切り出し、受光器で出力信号に変換するのと等価な事が行われ
ている。
７色の虹状の光の帯の色はグラデーションを伴いながら少しずつ変化するが、これは、光の帯
の色が変化する方向に沿って、到達する光の波長が連続的に変化している事を表している。分光
放射計では、この一部の波長成分のみが切り出されるが、検出器からの信号を得るためには、ス
リット幅は有限の大きさに開かねばならず、よって受光器に到達する光は完全な単色にはなりえ
ない。
入射光が元々含んでいた波長成分の光の内、どの程度が、光の帯の所定の位置に到着するかの
割合に検出器の分光応答度を乗じた物は、上式の分光効率 D(Λ) に相当する。中心波長周辺のど
の程度の波長成分まで濾波するかの特性は、スリット幅で決まり、それを表すのが波長濾波特性
S(Λ, λ)である（図 6-2 参照）。なお、同図では検出器の分光応答度を u(λ) [A W-1]としている(Self–
Study Manual on Optical Radiation Measurement, Nicodemus (1979) )。
分光放射計を使用した校正で一般に良く行われるのは、以下の式(6-3)を元に被校正放射源の分
光放射束 ΦT,λ(λ)を求めるやり方である。RS,λ(λ) 、RＴ,λ(λ)は ΦS,λ(λ)、ΦT,λ(λ)にそれぞれ比例し、同一
装置を用いているから比例係数は同じとしているため、未知である分光放射計感度を陽に扱う事
無く処理が可能だが、実は様々な問題をはらむ。

ΦT,   

RT,   
RS,   

ΦS,  

(6-3)

式(6-2)は ΦS,λ(λ)、ΦT,λ(λ)をそれぞれ積分式中に含んでいるため、実の所、式(6-3)が成り立つのは、
標準光源と被校正放射源の分光分布が等しい時のみで、それ以外では式(6-3)は本来成り立たない。
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よって、分光分布が等しくない場合は、その違いを考慮した上で、分光放射計による比較校正適
用範囲を相当限定するか、分光放射計の設定を最適化するなどしなければならないはずである。

Φout,λ(λ)
λ：長波長

λ：短波長

Φin,λ(λ)

スリット

λ

S(Λλ)

Φout ,    Φin ,  

D 
S  Λ,  
u  

h

 
Λ
    Λ   
h1 
 
S ( Λ,  )   

   Λ   
0
Λ
λ

λ

λ

図 6-2 分光放射計等の分光メカニズム
（分光放射計が理想的な場合、波長濾波特性 S(Λ, λ)は
図の通り中心波長に対して対象な二等辺三角形となる。）

定性的に言えば、濾波波長幅が測定対象の分光分布に対して非常に狭くなるよう波長濾波特性
S(Λ, λ)を最適化すれば、式(6-3)は良い近似となる可能性はある。しかしながら、波長濾波特性 S(Λ,
λ)を狭くする事は、検出される信号を弱める事にもつながり、S/N の悪化により校正の信頼性を毀
損するおそれもある。どの程度まで狭くしたら、どの程度まで良い近似となるのか、S/N の悪化
による信頼性毀損はどの程度か、等まで配慮した校正は行われているであろうか？濾波波長幅は
校正対象が如何なるものであっても変えない。または装置のハードウェア上変えられない。とい
った例は多いのではないだろうか？
式(6-3)に基づく校正がどの程度の校正結果の違いを生むか、以下では理想的な波長濾波特性を
持つ分光放射計を例にとり、１つの評価例を紹介する。波長濾波特性 S(Λ, λ)が理想的な場合、図
6-2 の通り中心波長に対して対称な二等辺三角形になるが、この場合は、分光放射計に入射する分
光放射束 Φ (Λ)を以下の様に波長 λ 周辺で Taylor 展開する事で校正結果のずれが評価可能である
（但し、波長 Λ の放射に対する分光放射計の分光効率 D(Λ)を十分平坦であると仮定(van der Ham et
al., 2003; Gardner, 2006）。
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ΦX , ( Λ) ΦX , ( ) 

dΦX , ( Λ)
dΛ

X  S or T 

Λ     1

d 2ΦX , ( Λ)

2!

Λ 

dΛ2

 Λ   2  
Λ

(6-4)

計算の詳細は割愛するが、上式と図 6-2 に記載した理想的な波長濾波特性 S(Λ, λ)を式(6-2)に代
入し、式(6-3)の右辺分数式の部分を計算すると

RT,  
RS,  



Φ T ,  ( ) 

ΦS, ( ) 

2
1 d ΦT , ( Λ)
12
dΛ 2

 2  
Λ

2

1 d ΦS, ( Λ)
12
dΛ 2

ΦT , ( )   1
d 2 ΦT , ( Λ)
1
ΦS,  (  )   Φ T ,  (  )
dΛ 2
 

(6-5)

 2  
Λ 


Λ

 

d 2 ΦS, ( Λ)
1
ΦS, ( )
dΛ 2

 


  2

 

 12
Λ 


が導かれる。(6-3)式の成立には RT,  RS,   ΦT , ( ) ΦS, ( ) の成立が不可欠だが、比較
対象の各々の分光分布が異なると、その分、分光放射計の測定信号の比 RT,    RS,   の値が
ΦT , ( ) ΦS, ( ) からずれていくことを上式は示している。
波長濾波特性 S(Λ, λ)を中心波長に対して対称と仮定したため、ずれは分光分布の二階微分に依
存するような表式になっているが、対称でない場合は、一階微分による効果も表れ、ずれはさら
に大きくなると考えられる。
黒体を基に校正された標準電球（ハロゲン電球）を使って、白色 LED の分光放射束を校正した
場合の校正結果のずれを上式を基にして計算した結果を、図 6-3 (a), (b)に示す。なお、分光放射計
の濾波帯域幅はΔλ=5 nm とした。
480 nm 以下、及び 730 nm 以上での波長では測定結果の違いが 1%を超えるところが多くみられ
るが、これは LED 及び標準電球の分光分布の二階微分が大きい事に依存している。これからわか
る通り、分光放射量に、%オーダのずれも許容できない場合などは、この校正方法は不十分で、
分光放射計の濾波帯域幅を今以上に狭くするなり、被校正光源になるべく似た標準光源で小さい
不確かさでの校正が実施されているものを使用するなりの工夫が必要となる。
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図 6-3 校正結果のずれの一例（標準光源と被校正光源のスペクトルが異なる場合）
(a)標準電球として用いたハロゲン電球の分光放射束と被校正光源として用いた白色 LED の分光放射束
(b)両者を比較した際の校正結果のずれ

上記は LED の例だが、太陽光の場合、その分光分布は LED・ハロゲン電球等と比較してスパイ
ク部分が多く、スパイク波長周辺では分光分布の二階微分も相当大きくなる事が予想され、また、
鋭い吸収等がある場合などは、ずれが 100%近くなる場合もあり得る（波長測定ステップと分光放
射計の濾波帯域幅との兼ね合いによっては、鋭い吸収がある波長が測定帯域幅の裾にしか入らな
い場合もあり得る）ため、最適化等の検討がされていない場合は、校正結果のずれが相当大きい
可能性がある。このような場合、データの過信は禁物で、それなりのずれを含んでいると覚悟し
てデータを使う必要があろう。
もちろん、最終結果は式(6-1)によって計算される波長積分値であるので、校正された分光放射
量そのもののずれが波長積分量に反映されるわけではないが、相当大きくなる場合は当然あり得
るため、注意しなければならない。また、分光データはどのように細かい波長ステップで取得し
ようと、高々離散波長でしか得られないため、データの存在しない波長では内外挿に頼るしかな
いが、分光分布にスパイクがある場合、鋭い吸収がある場合などは、不用意な内外挿は禁物で、
波長ステップを細かくしてデータを充実させる等が必要になる。
次に、表 6-1 の校正対象が検出器の場合を考えてみる。この場合、1)標準＝放射計基準器、2)
比較測定ツール＝太陽放射またはソーラシミュレータ、3)被校正対象＝被校正放射計と考える事
ができるだろう。
さて、上記の放射計としては分光しないタイプのものをまずは考え、放射計基準器の分光応答
度を DS(λ) [A W-1]、基準太陽放射からの分光放射束を Φ０,λ(λ) [W nm-1]とし、放射計基準器出力
R0,S[A]が式（6-1）の校正量を基準として校正されているとすれば、校正定数を αS として、以下の
関係が導ける（NIST Measurement Services,1997）。

Φ0   Φ0,   P  d   s R0,S

Φ0  Φ0,   P  d 
 R  Φ  D  d ,  

s
s
 0,S  0, 

R0,S
R0,S
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議論を一般化するため、上式では作用スペクトル P (λ)を含めているが、日射計・放射計等の場
合は P (λ)=１で、Φ０は世界放射基準 WRR に基づいて決められた量となるだろう。
さて、基準太陽放射 Φ０,λ(λ) [W nm-1]に対する校正量 Φ０に対して校正定数 αS が求められていれ
ば、基準太陽放射以外の放射 Φ1,λ(λ) [W nm-1]を持つ光源に対しても、式(6-1)相当の校正量を求め
る事ができる。但し、上記の作用スペクトル P (λ)と放射計基準器の分光応答度 DS(λ)が完全に相似
でない場合は、補正係数を加味する必要があり、以下の通りとなる（NIST Measurement Services，
1997）。
Φ1 



Φ

1, 

 P  d   k 0,1 s R1, S


 R1, S  Φ1,   D s  d 


Φ1,  P  d 


 k 0 ,1 







Φ

D

d

s
1, 
s













Φ1,  P  d  Φ0,  D s  d  




Φ1,  D s  d  Φ0,  P  d  







(6-7)

上式の補正係数 k0,1 は測光放射分野では色補正係数と呼ばれる量で、検出器は規定された作用
スペクトル P (λ)で規定された分光分布を積分した値（上記の場合は基準太陽放射以外の放射
Φ1,λ(λ) [W nm-1]）で校正されているものの、その分光応答度 DS(λ)が、規定された作用スペクトル
P (λ)に相似していない場合、かつ、校正の際に用いられた放射の分光分布とは異なる分光分布を
持つ光源を校正する場合に必要となる補正係数である。
k0,1 を表す式の分子分母に、同じ関数が１対１で入っていることから分かる通り、当該関数はい
かなる係数で割っても、いかなる係数をかけても k0,1 の値は変わらない。つまり、これら関数（基
準太陽放射 Φ０,λ(λ)、基準太陽放射以外の放射 Φ1,λ(λ)、作用スペクトル P (λ)、検出器の分光応答度
DS(λ)）としては相対値を代入すればよく、絶対値は必要としない。絶対値測定は相対値測定と比
較して困難なため、絶対値を必要としないという特徴は、この補正係数を計算するに当たっての
大きな利点である。
但し、既に述べたように、分光データは高々離散波長でしか得られないため、データの存在し
ない波長では内外挿に頼るしかない。太陽放射の分光分布にはスパイク部分が多く、分光分布に
スパイクがある場合、特に鋭い吸収部などでは、上記補正係数は正しかるべき値からずれる。し
かしながら、太陽放射の分光分布スパイクを説明する何らかの理論曲線があって、上記の内外挿
と理論曲線との間の違いが十分に評価できる等の場合を除き、ずれがどの程度になるかは評価の
仕様がない。せめて一次の直線で内外挿できると確信できる程度に分光分布のスパイク部分が細
かい波長ステップで評価されないと定量的な評価は難しいだろう。
次に、1)放射計基準器と 3)被校正放射計に、2)太陽光またはソーラシミュレータの放射を入射
させて 3)の被校正放射計を校正する場合を考える。ここで使われる 2)太陽光またはソーラシミュ
レータからの放射の分光分布が、基準太陽放射 Φ1,λ(λ) [W nm-1] の分光分布と完全に相似であるか
否かは保証の限りではないため（人工光をベースとするソーラシミュレータの場合は勿論完全に
は相似しない）、以下では両者は異なるとする。被校正放射計の分光応答度を DT(λ) [A W-1]、比
較に用いる放射の分光放射束を Φ1,λ(λ) [W nm-1]とし、被校正放射計出力 R1,T[A]と放射計基準器出
力 R1,S[A]から被校正放射計の校正定数 αＴを求めると
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Φ1   Φ1,   P  d  k0 ,1 s R1,S   T R1, T

 T  k0,1 s

R1,S

(6-8)

R1, T

となる。但し、これは、比較に用いた放射の分光放射束 Φ1,λ(λ) [W nm-1]に相似な放射に対しての
み有効なため、それ以外の放射に対しては、式(6-7)と同様の色補正係数の導入が必要になるので
注意が必要である。
上記の一連の比較の信頼度を向上させるには、上記の色補正係数をなるべく 1 に近づけるのが
最も単純かつ本質的な手法だが、この場合、放射計基準器と被校正放射計の分光応答度を作用ス
ペクトルに相似させると共に、比較の際に用いる放射の分光分布を基準太陽放射に相似させる事
が必要となる。しかしながら、この手法は、前者後者共に利用の際の柔軟性に欠け、特に後者に
おいては太陽放射の分光分布が必要充分な波長ステップで決定されているか、内外挿の際に結果
のずれを生じせしめないかを充分に評価検討する必要があるだろう。
上記では、比較の際に用いる放射としてソーラシミュレータも例示した。人工光源であるソー
ラシミュレータは、雲・大気等の影響を受けず、その意味では理想的な光源と言えるが、多数の
光源やフィルター、放物面鏡等をどのように組み合わせたとしても、太陽光のスペクトルや放射
の平行性を確保する事は難しい。利用に際しては、太陽放射との違いによる影響を補正係数の形
で導入するのが現実的といえる。
なお、ソーラシミュレータは、太陽電池効率の評価に使われているが、AM 1.5（ISO 9845-1, 1992）
と呼ばれる基準スペクトルを太陽電池評価に用いると言うルールが規格等で定められているが故
に、意味を持つ事に特に注意が必要である。純粋に科学的な観点からは、現実の太陽放射を AM 1.5
が充分近似できているかと言うと、上記の内外挿の問題からわかる通り、保証の限りでは無いだ
ろう。このような場合、特に産業分野では、現実的な解決法が取られる事が多く、具体的には、
知識・測定が及ばない限界については、それ以上は深掘りせず、実際の値とは違えども、皆同じ
ようにずれるのであれば、同じ土俵での比較が可能と考え、対象をでき得る限り【近似】した協
定値や基準値を導入する事で現実的な解決を図る。AM 1.5 や人間の目の分光感度等、測定の限界
や個々人のばらつきで正しい値が定義できない場合に取られているアプローチで、実用的に非常
に有効な方法であるが、コミュニティ内での価値観の共有が先にあってはじめて有効な方法で、
やみくもな導入は測定結果の不整合と不審につながり、発展的な展開は望めない。放射観測の観
点から見てこのようなアプローチが有効であるかどうかは、コミュニティ内で充分検討される必
要があるだろう。
以上、限られた例示ではあったが、標準を用いて太陽光等の放射量に関わる校正を実施する場
合の問題点等について述べた。これまで述べた通り、標準と被校正対象の特性が全く同じでない
限り、測定信号の比較＝測定しようとする量の比較にはならず、場合によっては校正結果は予想
以上のずれをはらむ。信頼性の高い校正のためには、これら特性の違いを考慮した上で、比較校
正を最適化しなければならない。これら考慮の重要性をコミュニティ内で共有するに当たって、
本稿が何らかの助けになり、建設的な発展につながる一助となるようであれば幸いである。
（座間）
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6.3

校正用光源

(1) 黒体炉
放射観測の内、赤外放射の観測は、赤外放射計により、地球大気等の比較的低温の物質から放
出される長波長域（およそ 3000～100000 nm（3～100 μm））の放射エネルギーを測定するもので
ある。赤外放射計により赤外放射を正確に観測するためには、測器自体から放出される赤外放射
の影響等を考慮する必要があり、測器の感度定数を含めたいくつかの係数を、事前に校正により
決定しておく必要がある。校正に必要な、基準となる赤外放射エネルギーを得るための装置が黒
体炉である。基準となる赤外放射エネルギーは、一定温度に保たれた黒体炉から射出される黒体
輻射であり、プランクの法則に基づき理論的に計算される。図 6-4 に気象庁で赤外放射計の校正
に使用している黒体炉の構成図を示す。内面が黒色塗装された円錐型の空洞黒体は一定温度に保
たれた熱交換用の液体に浸され、この液体の温度を変更することにより、任意の値の赤外放射エ
ネルギーを空洞黒体上部の蓋上に下向きに設置された赤外放射計受感部に入射させることができ
る。空洞黒体内部の塗装には、長波長域において放射をほぼ完全に吸収し（吸収率がほぼ 1）、
各波長における吸収率が既知である塗料が使用されている。受感部に入射する基準となる赤外放
射エネルギーは、黒体内部塗装面の長波長域における放射の吸収率および空洞黒体内部における
多重散乱を考慮して、厳密に計算される。また、空洞黒体を一定温度に保つための熱交換用液体
の対流等の影響により、空洞黒体温度は場所により若干変動するため、基準となる放射エネルギ
ーの計算時には空洞黒体の温度として複数点の温度の平均値を用いて、変動の影響を除いている。

図 6-4 気象庁で運用している黒体炉の構成図

赤外放射の国際的な観測基準を維持・管理している WMO 世界放射センターでは、黒体炉を用
いた赤外放射計の校正サービスを行っている（Gröbner, 2008）。校正は、実際に観測される赤外
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放射エネルギーの範囲（黒体炉の温度で－30～+30℃）で、何点かの基準となる赤外放射エネルギ
ー値に対して、測器本体の温度を何点か変化させて校正を行い、赤外放射計の係数を決定してい
る。なお、測器の感度定数については、世界放射センターで維持・管理している世界赤外基準器
群との屋外比較観測により決定され、国際的な赤外放射の観測基準とのトレーサビリティが確保
される。気象庁においても、黒体炉を用いた同様な手法により、観測に使用する赤外放射計の校
正を行っている。
（大河原）

(2) 積分球
JAXA では、衛星搭載用光学センサー（及び衛星検証用の地上観測光学センサー）のための輝
度校正標準として 1mφ硫酸バリウム積分球を用いている。可視近赤外域では後述のように 1%程
度の精度を達成しているが、短波長赤外域では水蒸気の吸収（温度・湿度）の影響を強く受け、
精度が大きく損なわれる（精度数%）ため、現在、硫酸バリウムに代わる積分球（スペクトラロ
ン・金サンドブラスト等）の開発・運用も進めている。
実際の衛星や地上測器の校正には積分球を用いるが、その分光放射輝度の一次標準には JAXA
で保有する定点黒体炉（純金属の凝固点の相平衡温度を利用したもの）を用いている。この定点
黒体炉は、AIST にトレーサビリティを持つ基準器によって定期的に校正されている（JCSS（Japan
Calibration Service System）校正）。この定点黒体炉を基準に比較標準分光輝度計を介して積分球
の分光放射輝度を校正し、その積分球を working standard として対象のセンサーを校正する、とい
った手順で校正を実施している（図 6-5）。
必要な精度維持のため、通常、対象とするセンサーの校正を行う数週間程度前に、上記の手法
で積分球を値付けする。さらに、その際に積分球の値付け精度を単色輝度計でクロスチェックす
る。この単色輝度計も定点黒体炉で校正しており、その不確かさは波長や温度により 0.3%～0.5%
程度である。また、時間変動の確認のため、積分球の分光放射輝度の校正値に対して、積分球の
輝度モニター（使用毎）及び単色輝度計（年 1～2 回程度）で定期的にモニターしている。JAXA
での運用においては、積分球の校正値は単色輝度計に対して 1％以内の誤差で一致していること
を確認している。
（村上）

図 6-5 JAXA における積分球校正の流れ
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(3) 標準ランプ
分光分布・分光放射束・分光放射輝度・分光放射照度等は、放射の波長特性を定量化するため
の量だが、これらを観測する際には、分光機能を持つ放射観測機器の利用はもちろん、当該観測
機器を、波長に対する放射特性が既知の放射を用いてあらかじめ校正する必要がある事は言うま
でもない。このような目的で使用されるのが標準ランプで、可視域を含む波長域では、多くの場
合、高温動作する黒体によって校正された標準ランプが利用される（黒体放射はプランクの放射
則に従うため、放射観測機器の校正には理想的だが、可視域・紫外域等、赤外域より短い波長域
での校正の場合は、放射体の高温動作の必要から、大型の黒体炉を準備しなければならず、導入・
運転が困難な上、放射の絶対値が保証されるように既知の一定温度で炉を動作させる事は容易で
はない。このような理由から、一般には黒体放射で校正された標準ランプが用いられる。）。
特に可視域を含む波長域での校正で用いられる標準ランプは、消費電力 500～1000 W 程度のハ
ロゲンランプで、ランプの所定位置から 500 mm 離れた場所での分光放射照度（W m-2 nm-1）が
校正されているものが多い。標準ランプとして使われるランプは、再現性・安定性などが良好に
なるよう慎重に設計製作されてはいるが、点灯による消耗等からは逃れられず、もちろん未来永
劫同じ値を再現する事はあり得ない。よって、適切な管理と再校正を行ってはじめて、放射観測
機器の正しい校正が可能となる。標準ランプに求められる特性は、大きく分けて、a)点灯の際の
印加電圧または電流を同じにした場合は同一の放射を発生する（再現性）。b) 時間経過に対して
堅牢で、長期的に同一の放射を維持できる（長期安定性）。c) 信頼に足る校正結果が付与されて
いる。の 3 つに分けられるが、以下では、このような特性の実現に不可欠な標準ランプの取り扱
いや注意点等について概説する。
a)の点灯再現性を良好なものにするには、定格に近い電圧または電流印加によるランプの枯化
点灯が有効である。点灯初期はランプのフィラメントが枯れ切っておらず、定常状態になるまで
は、フィラメントの変形やこれに伴う放射率変化等により、電気抵抗の変動・飛び、明るさ・分
光分布変化等が生じ、これらは、どんなに慎重に設計製作されたランプを導入しても避け得ない
というのがその理由である。図 6-6 は、枯化点灯をしていないランプの点灯再現性（印加電圧一
定で繰り返し点灯させた際の分光放射照度の違い）を示したグラフだが、このように全く枯化点
灯をしないランプの場合、各々の点灯でのランプの分光放射照度の違いは短波長側で最大 13 %、
長波長側で 20 %程度にもなり、短波長（300 nm 以下）および長波長（2000 nm 以上）になるほ
どその違いが大きくなることが分かる。どの程度の時間点灯させれば枯化するかは一概には言え
ず、数 10 時間の点灯で十分な再現性が得られるランプもあれば、数 100 時間の点灯でも再現性が
向上しないランプもあるなどまちまちで、ランプの種類によって枯化時間が異なるのはもちろん、
同じ種類・同じロットのランプでも枯化時間が大幅に異なった例もあって、枯化時間の目安とい
えるものはなく、一筋縄ではいかないが、十分な枯化が完了しさえすれば、点灯による分光放射
照度の違いを 0.1％程度まで抑える事も可能である。
なお、波長毎の点灯再現性を評価するに当たっては、分光器やバンドパスフィルターと受光器
を組み合わせた測定装置が必要だが、当該測定装置の測定信号の再現性には注意を払う必要があ
る。再現性が良好でない場合（分光測定の場合、分光により一部の光のみを切り出すため、S/N
比等の問題から、測定信号の再現性は往々にして良好でない場合が多い）、測定信号の違いはラ
ンプの点灯再現性を必ずしも反映しないので、このような場合は、できるだけ長い枯化点灯を施
したランプを別建てで準備し、長い枯化点灯を施したランプは十分安定なものと仮定して、この
ランプを参照用に使い、評価対象ランプの点灯再現性をこのランプとの比較により評価する（長
い枯化点灯を施したランプと評価対象ランプからの放射を各波長で測定し、点灯毎の２つの測定
信号の比の変化から、点灯再現性を評価する）等、参照光源の利用に基づく評価が望ましい。
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図 6-6 枯化点灯をしないランプの繰り返し点灯再現性
枯化 0 時間後のデータは全く枯化点灯をしないで 1 回目の点灯を行った際の分光放射照度値を
2 回目の点灯の際の分光放射照度値で割ったもの。
枯化点灯時間を長くするとランプの点灯再現性は向上する。

b)の長期安定性を確保するに当たっては、a)の点灯再現性の確保はもちろんの事、複数ランプ導
入による階層化と群管理が有効である。ランプは点灯を繰り返すに従い消耗し、分光放射がドリ
フトして初期の校正結果からずれてゆくが、他方、十分に枯化されたランプであれば、点灯しな
い限り値は保持される事が経験的に分かっているので、例えば十分枯化したランプ 3 本以上を別
建てで用意し、これらランプは常時使用するランプの長期安定性をモニターする時にのみ点灯す
る上位参照用ランプとして位置付け、点灯時間を極力抑えると共に、これら上位参照用ランプと
の比較により常時使用するランプの分光放射変化を定期的に確認して、初期値からのずれが顕著
になってきた際には再校正するような管理をすれば、常時使用するランプの長期安定性を確保す
る事が可能となる。また、上記と同様に、上位参照用ランプ 3 本の間の比較を定期的に実施する
群管理を行えば、上位参照用ランプ 3 本の点灯によるドリフトも確認できるので、初期値からの
ずれが顕著になってきた際に再校正するようにすれば、上位参照用ランプの長期安定性も確保で
きる。
なお、a)でも述べた通り、一般に分光器やバンドパスフィルターと受光器を組み合わせた測定
装置の、測定信号の再現性は往々にして良好ではなく、さらに長期安定性となると余程慎重に造
られた装置でない限り殆どの場合期待できない。よって長期安定性の確保は、ランプ間の比較に
よる評価に基づき行うのが適当である。また、ランプ間の比較のみでドリフトしているランプを
決定するには最低 3 本のランプが必要で、群管理ランプの本数は 3 本以上とする事が望ましい（A,
B の 2 本のランプの測定信号比に違いが出たとしても、測定装置の感度ドリフトの可能性を勘案
すると、A, B のいずれがドリフトしたかまでを絞り込む事はできないが、A, B, C の 3 本のラン
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プがあった場合は、ドリフトしたランプのみ他の 2 本との比に差が生じ、ドリフトしていないラ
ンプ同士の比は変わらず保たれるので、ドリフトしたランプがどれであるかが決定できる）。
c)の信頼に足る校正結果付与の確認が必要な理由は、上記の a)、b)、及び、6.2 と深くかかわっ
ている。標準ランプの校正サービスを実施する事業者と言えども、上記の a)、b) で述べた標準ラ
ンプの再現性や安定性、6.2 で述べた分光放射計による比較校正の問題からは逃れ得ないため、事
業者の管理・校正体系がこれらへの配慮を欠いた場合は、事業者の上位標準ランプを校正した機
関がどんなにネームバリューの高い国家計量標準機関であったとしても、当該事業者が提供する
標準ランプの校正値や不確かさの信頼性は残念ながら期待できない（校正サービスを実施する事
業者は、上位標準機関が校正した標準ランプとの比較により、被校正対象の標準ランプを校正し、
顧客に提供するが、上記 a)、b)の再現性や安定性が不十分なランプを校正体系内に含めている場
合は、正しい校正結果は期待できない。また、6.2 で例示した通り、上位標準機関が校正した標準
ランプと、被校正対象の標準ランプの分光分布が異なる場合は、測定信号の比のみに基づく校正
結果が大きなずれを含んでいる可能性が高く、やはり正しい校正結果は期待できない）。校正サ
ービスを実施する事業者には、上記の a)、b)、及び、6.2 によって発生するずれ分を補正するか、
不確かさを積み増し、顧客に報告する事が望まれるが、事業者が校正事業に投下できる資金・人
的資源にはもちろん限りがあり、経営上十分な配慮が難しい場合なども予想され、不確かさの積
み増しに至っては、顧客からの信頼を失う懸念から過小評価のバイアスの方が大きくなりがちで、
残念ながら保証の限りではない。
最後に、上記のような問題を解決する第 3 者審査・認定の枠組みを紹介する。校正サービスを
実施する事業者が、上記 a)、b)、及び、6.2 等、校正に関わる問題点を正しく評価し、校正結果、
及び、不確かさに正しく反映させる事ができているかの審査・認定の枠組みは、校正事業者認定
（または登録）制度と呼称され、そこでは認定機関と呼ばれる機関が中心となって、該当する分
野の技術専門家と共に、国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）が策
定した、校正能力要求事項に関わる国際規格、試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
（General requirements for the competence of testing and calibration laboratories：ISO/IEC 17025，2005）
に基づいた校正能力の審査が実施される。このような認定を受けた事業者による校正結果は、上
記 a)、b)、及び、6.2 等に関連するずれ等の補正や、不確かさ積み増しが適正に実施されているた
め、校正結果の信頼性は高い。なお、放射にかかわる分野で認定されている事業者については以
下の web ページの光の登録区分を参照されたい。
http://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/index.html
（座間）
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6.4

大気上端の太陽光スペクトル

大気上端の太陽光スペクトルとして使われているものには、地上観測をベースにした Neckel and
Labs (1984)、Wehrli (1985)、衛星観測をベースにしたもの Thuillier et al. (2003)、モデルによるもの
Kurucz (1995)などがある。2003 年からはアメリカの Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE)
ミッションが、645 km 軌道上の衛星センサーによって 1 nm から 2000 nm の太陽分光照度を観測
している。
2003 年に地球観測衛星委員会（CEOS：Committee on Earth Observation Satellites）の校正検証作
業グループ（WGCV）が、基準太陽照度スペクトルとして Thuillier et al. (2003)を推奨した（17th
CEOS Plenary, 18-20 November 2003, Colorado Springs）。現在 GLI（Global Imager）、MERIS（MEdium
Resolution Imaging Spectrometer）、GOSAT（温 室 効 果 ガ ス 観 測 技 術 衛 星「 い ぶ き 」: Greenhouse
gases Observing SATellite ） 、 GCOM-C( 気 候 変 動 観 測 衛 星 ： Global Change Observation
Mission-Climate)などの衛星ミッションにおいて、それが基準太陽照度として採用されている。
GOSAT の FTS（Fourier Transform Spectrometer）などハイパースペクトルセンサーに対しては波長
分解能が不足しておりそのままでは使えないが、現在進められている太陽照度研究者と地球観測
衛星研究者の間の調整によって改善される可能性がある。全ての衛星光学センサーが一つの標準
スペクトルを持つことが理想ではあるが、波長分解能や観測波長範囲など衛星センサーの特徴に
よって独自の基準を持つ場合もあるので、CEOS の校正検証作業グループでは「各ミッションの
標準太陽分光照度が相互比較可能であること」がとりあえずの必要条件とされている。
MODIS では軌道上で拡散板の反射率を基準に校正しており、レベル１と呼ばれる輝度プロダク
ト（あるいは大気上端反射率プロダクト）において陽には太陽照度スペクトルを用いていない。
しかし他のセンサーとの比較や、日射量のような物理量プロダクト作成などで、しばしば太陽照
度スペクトルが必要となる。特に衛星間や衛星－地上センサー間の相互校正を行う場合には、各
輝度プロダクト作成で用いられている標準太陽照度スペクトルの違いを陽に意識・明示すること
が必要である。
図 6-7 は前述の太陽照度スペクトルを 200～2500 nm の範囲で図示したものである。モデルによ
って作成されている Kurucz(1995)のスペクトルは観測データによる他のものに比べて波長分解能
が高い。同じ波長分解能にすると 380 nm～1000 nm の範囲において 2～3%程度のばらつきになっ
ている（図 6-7 下図）。昨今の衛星輝度データの軌道上校正精度は 2～3%と言われており、セン
サー間比較や輝度校正と物理量推定アルゴリズム等の一貫性の観点において考慮が必要であるこ
とがわかる。
（村上）
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図 6-7 代表的な分光太陽照度データの比較
Kurucz(1995)、Neckel and Labs(1984)、Wehrli(1985)、Thuillier et al. (2003)、SORCE による分光太陽照
度（上図）と、3 nm 間隔で3 nm 移動平均したそれぞれのスペクトルの Thuillier に対して比率をとっ
たもの（下図）。
（見易さのため横軸は対数スケールにしている。SORCE の線の幅は SORCE 日平均データの 2003 年 4
月～2011 年 5 月までの期間内の標準偏差幅を示す。下図中の数値は 380nm～1000nm における Thuillier
に対する比率の平均と比率の標準偏差を示す。）
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7．まとめ（今後の展望）
放射観測データの標準化および流通を促進し、観測データの品質向上を図るためには、放射観
測機器の校正等に関する課題を、関係機関が連携・協力して解決する必要がある。このため、WG
においては、平成 24 年度に、国内の放射観測機器を利用して気象観測、農業気象観測、生態学分
野の観測を行っている機関を対象に、放射観測機器に関するアンケート調査を実施した。さらに、
ワークショップ「太陽放射エネルギーの観測と利用」を開催し、総合討論において、「太陽放射
エネルギー観測における技術的課題と連携を含む解決策」について議論を行った。
これらの活動によって、各観測実施機関で使用されている放射観測機器の校正体系が統一され
ていないことにより、観測データの相互比較が困難であること、特に、分光放射計並びに光量子
計等については、国内・国際基準器がなく校正方法も一般化されていないため、各観測実施機関
がそれぞれ独自の手法により校正を実施している現状が明確となった。
このため、WG においては、放射観測機器、特に分光放射計・光量子計等の校正体系の確立に
向けた技術的検討を行い、放射観測を専門としない観測者にも役立つような情報等を取りまとめ
た技術報告書を取りまとめることとし、今回、本報告書を取りまとめることができた。
技術的な課題については、本報告書である程度明確に示すことができ、ユーザー等に役立つ情
報等の提供が可能となったが、校正を実施するに際しては技術的な課題のみならず、予算・人員
等の制度的な課題もある。
今後は、調査等で明らかとなった技術的並びに制度的な課題について、引き続き検討を進める
こととしている。
検討すべき課題としては、以下の様なものが想定される。
○分光放射計並びに光量子計の系統的な校正体系、太陽光並びに人工光源を利用した校正方法
に関する技術的な検討。
○大気上端での太陽放射スペクトルに関する情報の収集と共有。
○放射観測機器の比較・校正活動、並びに校正技術に関する、観測実施機関・標準機関間の技
術情報の共有。
○放射観測機器の校正及び精度維持の推進、並びに校正に関する技術開発を図るための、観測
実施機関・標準機関・放射観測機器メーカーの協力体制の構築。
○各種放射観測機器の国内基準器の維持、国際基準器群とのトレーサビリティの確保等を図る
ための、WMO・BSRN 等の国際機関・プログラムとの連携の推進。
WG において、このような活動を行うことによって、以下のような成果が想定される。
○放射観測機器に関する国内・国際基準に準拠した統一的な校正体系を確立することによって
観測データの品質が保証されることにより、各機関で得られている放射観測データの統合が
可能となり、データの流通性の向上、既存データの活用が促進され、長期データのアーカイ
ブを進めることが可能となる。
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7.まとめ（今後の展望）

○放射観測データの精度が向上することにより、地表面での放射収支の変動の定量的評価の精
度向上、リモートセンシングの精度向上等により、温暖化問題、特に放射収支の解明、陸域
の炭素循環の解明、さらには気候変動研究が進展することが期待される。
○放射観測データの精度が向上することから、太陽光（発電等）・都市の熱環境（都市計画）・
健康（紫外線等）・農業（ハウス管理・光合成等）・適応政策等々の課題へ一層の貢献が可
能となる。
さらに、WG のみならず広範な分野の機関・関係者の参加を得て、放射観測機器の校正に関す
る具体的な活動等を推進し、放射観測機器の精度の維持・改善並びに観測データの標準化・流通
を促進することが重要である。
（放射観測機器の較正に関するワーキンググループ）
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参考資料 1. 放射（日射）観測機器に関するアンケート調査結果
1. 調査目的
全国における放射観測の現状並びに放射観測機器の精度維持に関わる取組や問題点等を把握するた
めに、アンケート調査を実施した。

2. 調査対象と方法
アンケートは、放射観測機器を利用して気象観測、森林観測、生態系観測を行っている機関を対象
に、平成 24 年 11 月から実施した。具体的には、気象観測を実施している研究機関、「全国大学演習
林協議会」、「全国大学附属農場協議会」、「全国農学系学部長会議」に所属する大学、平成 17 年度
に文部科学省研究開発局が行った「全球観測システム構築の為の調査研究」において、気象観測を実
施していると回答した大学、JapanFlux 参加機関、JaLTER 参加機関、SKYNET 参加機関、一部の放射
観測機器メーカーの公開取引先、また、放射観測機器の較正に関するワーキンググループ委員の関係
機関を対象とした。
なお、アンケート調査の回答方法としては電子的な方法を用い、プルダウンメニュー等も活用した。
アンケートの送付件数・回答件数等は以下のようになっている。
 関連していると想定される多数の観測サイト（140）にアンケートを郵送。64 サイト（40 機関）
から、回答あり。このうち、「調査に該当」は 39 サイト（該当/一部該当の機関数は 25 機関）。
 関連プログラム・WG 等の関係者への調査依頼に対する回答は 59 サイト（18 機関）。
 郵送・関係者あわせて、調査に該当する観測サイトは合計 98 サイト（38 機関：重複回答を除く）。
結果として、約 100 の観測サイト(注)に関して情報を収集できたことから、観測の現状の把握は、十
分に達成できているものと考えている。
(注) 回答先については、「6.回答先一覧」にリストを掲載。

3. 調査結果
3.1 回答先の概要
上記 2 で述べたように、調査の対象に該当したのは 37 機関で、その内訳は大学 26、研究機関 10、
行政機関 1、計 37 機関である。各機関では複数の観測場所等で観測を実施していることから、アンケ
ートの集計、分析に際しては、各観測サイトを１件として集計し、計 98 件（サイト）における観測に
関する回答を集計した。
なお、今回のアンケート調査に際して、気象庁からも回答を得ているが、気象庁は業務として各気
象官署等で太陽放射関係の観測を実施し、その校正体系等も気象庁の基準に基づいて管理されている
ことから、今回のアンケート調査の集計には含めていない。

3.2 各質問に対する回答
【質問 1】現在実施中の放射観測に関する下記の項目について、例を参考に分かる範囲でご記入下さい。
① 観測機関または観測実施場所（記述）
② 観測の目的（選択：業務、研究、教育、その他）
③ 観測の主な目的（記述）
④ 観測機器（選択）
 全天日射計
 直達日射計
 分光日射計（分光放射計）
 直達分光日射計（放射計）
 サンフォトメータ
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⑤

⑥
⑦

⑧

⑨
⑩

散乱分光輝度計
赤外放射計
分光赤外放射計
紫外域日射計
分光紫外域日射計
光量子計
放射収支計
アルベドメータ
日照計
(注)選択肢の観測機器以外を用いている場合は、別表にご記入下さい。
製造会社（選択）
 Apogee Instruments Inc.
 Epply Laboratory Inc.
 Kipp & Zonen
 LI-COR
 英弘精機株式会社
 株式会社クリマテック
 株式会社プリード
 コイト電工株式会社
 日本環境計測株式会社
 その他
型式番号（記述）
台数（選択）
 1台
 2～5 台
 6～10 台
 11 台以上
 不明
観測項目（例示から選択）
例示：全天日射量、直達日射量、散乱日射量、反射日射量、赤外放射量、放射収支量、全天
分光日射（放射）量、直達分光日射（放射）量、赤外分光放射量、アルベド、紫外域
日射量、効放射量、光合成光量子束密度、日照時間等
（注）上向き・下向きの情報も分かる範囲でお知らせ下さい。
観測開始時期（記述）
観測機器の校正方法（選択）
 検定
 委託検定
 販売・製造会社に校正を依頼
 外部機関と比較校正
 独自に校正
 校正を行っていない
 その他
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【回答 1-1】観測サイト周囲の観測環境（総数 98 件）
○ 観測実施サイト周囲の観測環境は、大学キャンパス等を含む都市域、森林がほぼ同数で、合わせ
て全観測サイトの半数以上(55％)を占めている。他の観測環境としては、農場・圃場・水田と草
地・原野・荒蕪地がほぼ同数（いずれも 15％程度）となっている。以上を合わせると観測サイト
の 86％となる。この他に、特殊なものとして、海面（観測船・ブイ等に設置）、山岳等の複雑地
形、極域等においても観測が行われている。

2%

2%

都市域（大学キャンパス等を含む）

2%

8%

森林（演習林・研究林・試験地等）

27%

農場・圃場・水田

平坦地（草地・原野・荒蕪地・沙漠等）

16%

海面（水面）

複雑地形（山岳等）

極域（北極・南極）

15%
28%

その他

図 1-1

観測サイトの周囲の観測環境

【回答 1-2A】観測の目的（選択式質問）
○ 観測の目的は研究 81％、業務 11％、教育 7％となっている。研究観測の目的は、図 1-2B に示す
ように、多くの分野に及んでいる。

7%

1%

11%

研究

業務

教育

81%

その他

図 1-2A 観測の目的（選択肢より回答）
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【回答 1-2B】観測の目的（詳細記述）（総数 179 件）
○ 各観測サイトにおける観測機器別の研究観測の目的の集計結果（総数 179 件）（注）では、エア
ロゾルを含めた放射関係の気象研究が最も多く約 25％を占めており、次いで、光合成や物質循環
研究を含めた森林関係の研究が約 20％、農業関係の研究が約 18％と続いている。その他、種々の
研究観測の基盤的観測として実施しているところも多い。
（注）観測機器別に分類し、業務及び教育目的の気象観測は除く。
 観測目的分類
 気象研究 1：放射・エネルギー収支・エアロゾル研究
 気象研究 2：物質（炭素）収支研究
 気象研究 3：その他（水収支・大気海洋相互作用）
 衛星関連の研究（衛星データ解析、解析用アルゴリズムの検証他）
 森林関係研究（物質循環・光合成・フェノロジー）
 農業関係研究（作物・飼料等、水産）
 建築・都市環境・再生エネルギー関係研究
 基盤的観測（研究に関する基盤観測）
 有害紫外線観測
0

10

20

30

40

50

気象研究１（放射・エネルギー収支・エアロゾル研究）
気象研究2（物質（炭素）収支研究）
気象研究3（その他（大気相互作用等））
森林関係研究（物質循環・光合成・フェノロジー）
農業関係研究（作物・飼料等、水産含む）
衛星関連の研究
建築・都市環境・再生エネルギー関係研究
基盤的観測
有害紫外線観測
回答数

図 1-2B

観測の目的（詳細記述）
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【回答 1-2C】主要観測機器別の主な観測の目的
○ 主要観測機器別の観測目的は、以下のようになっている。
 分光日射計：衛星関連の研究への利用が最も多く（29％）、放射関係の気象研究、森林関係の
研究とあわせると全体の約 3/4 となり、利用目的が比較的限定されている。
 光量子計：半数以上が森林関係の研究目的に利用されており、農業関係の研究にも 11％が利用
されている。
 赤外放射計：放射関係の気象研究に幅広く利用されており、この他、農業関係の研究への利用
が比較的多い。

分光日射計（分光放射計）
14%
22%

21%

5%

光量子計

気象研究１

5%

7%
7%

気象研究2

5%

気象研究3

衛星関連の研究

衛星関連の研究

21%

5%

29%

5%

森林関係研究

森林関係研究

農業関係研究

農業関係研究
11%

基盤的観測

赤外放射計
27%

26%

気象研究１
気象研究2
気象研究3
森林関係研究
農業関係研究

5%
16%

16%

気象研究3

建築・都市環境・再生
エネルギー関係研究
基盤的観測

図 1-2C 主要観測機器別の主な観測の目的
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【回答 1-3A】観測機器の種類（観測サイト別：総数 192 件）
○ 集計対象観測サイト（98 箇所）中、67 箇所（全体の約 70％）で全天日射計を利用した観測を行
っており、続いて光量子計、赤外放射計、放射収支計による観測（それぞれ 20 箇所弱）、紫外域
日射計（約 15 箇所）、分光日射計（分光放射計）（約 15 箇所）の順になっている。
（注）集計に際しては、同一観測サイトで複数の同種の観測機器を使用している場合は、その観
測機器については 1 件として集計。観測機器の総数は 192 件となっている。
70
60
50
40
30
20
10
0

観測サイト数

図 1-3A 全観測サイト(総数 98 件)で使用されている全観測機器（総数 192 件）の種類別台数

【回答 1-3B】全観測サイト(総数 98 件)で使用されている観測機器（総数 192 件）の種類別割合
○ 全観測サイトにおける、全ての観測機器の種類の内訳は、全天日射計が約 35％、光量子計、赤外
放射計、放射収支計がそれぞれ約 10％、紫外域日射計が 8％、分光日射計（分光放射計）が 7％
となっている。
○ 全天日射計に直達日射計（4％）を加えると、40％近くが日射計（広域）である。一方、分光日射
計（分光放射計）に光量子計、サンフォトメータ、散乱分光輝度計（スカイラジオメータ）を加
えると 22％となり、日射計（広域）の 1/2 程度となる。赤外放射計は、放射収支計を合わせると
20％となる。特殊な用途に用いられている紫外域日射計も約 10％と比較的多く使用されている。

3%

1%
2%

1%

全天日射計

5%
35%

4%

光量子計
赤外放射計
放射収支計

4%

紫外域日射計
分光日射計（分光放射計）

7%

日照計
直達日射計
8%

散乱分光輝度計
サンフォトメータ
10%

10%
10%

図 1-3B

分光紫外域日射計
アルベドメータ
その他

全観測サイト(総数 98 件)で使用されている観測機器（総数 192 件）の種類別割合
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【回答 1-4A】観測機器の校正方法（総数 244 件）
○ 全観測機器（注）における校正方法としては、販売・製造会社への校正依頼が 41％、独自に校正
が 23％となっており、メーカー等への依存度が高い。外部機関と比較校正を実施しているとした
回答は 2％と少ない。さらに、校正を実施していないとの回答は 23％と、非常に多くなっている。
また、検定、委託検定の占める割合は計 4％と少ない。
（注）同じ種類の観測機器であっても、メーカーや型番によって校正方法が異なる場合があるた
め、個々の観測機器として集計（総数 244 件）。

6%

1%

販売・製造会社に校正を依頼

独自に校正
41%
23%

検定

外部機関と比較校正

委託検定
1%

校正を行っていない

2%
その他

3%

回答なし

23%

図 1-4A 全観測機器の校正方法
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【回答 1-4B】主要観測機器別の校正方法
○ 検定の対象となっていない主要な観測機器別の校正方法を見ると、分光日射計（分光放射計）（15
件）については、約 3/4 が販売・製造会社への校正に依存しており、その他の方法としては、「独
自に校正」のみとなっている。また、光量子計（37 件）については、半数が独自に校正を行って
おり、22％が販売・製造会社に校正を依頼している。さらに、27％が校正を行っていないとして
いる。赤外放射計（22 件）については、40％程度が販売・製造会社への校正に依存しており、23％
が独自に校正を行っている。さらに、外部機関との比較校正が 9％、委託検定が 4％行われている。
校正を行っていないも 9％となっている。

分光日射計（分光放射計）

光量子計
27%

27%

22%
販売・製造会社
に校正を依頼

販売・製造会社
に校正を依頼

独自に校正
独自に校正
校正を行ってい
ない
73%

14%

赤外放射計
41%

9%
4%

51%

販売・製造会社
に校正を依頼
独自に校正
外部機関と比較
校正
委託検定
校正を行ってい
ない
その他

9%

23%

図 1-4B

主要観測機器別の校正方法
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【回答 1-5】観測機器別の製造会社
○ 参考までに使用機器のメーカーに関する統計を図 1-5 に示す。掲載されている会社の一部は代理
店あるいはアッセンブルメーカーであり、機器メーカーは限られていることがわかる。
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全天日射計

英弘精機株式会社
Kipp & Zonen
株式会社プリード
株式会社クリマテック
LI-COR
その他
LI-COR

光量子計

日本環境計測株式会社
英弘精機株式会社
コイト電工株式会社
株式会社プリード
Apogee Instruments Inc.

紫外域日射
計

英弘精機株式会社

赤外放射計

その他

Epply Laboratory Inc.

Kipp & Zonen
その他
Kipp & Zonen

英弘精機株式会社
株式会社クリマテック
その他

放射収支計

英弘精機株式会社
Kipp & Zonen
株式会社クリマテック
株式会社プリード

散
乱
サン 分
フォ 光
分光紫 ト 輝
外域日 メー 度
射計 タ 計 直達日射計

日照計

分光日射計
（分光放射
計）

その他
英弘精機株式会社
株式会社プリード
その他
英弘精機株式会社
株式会社クリマテック
その他
英弘精機株式会社
Kipp & Zonen
その他
株式会社プリード
その他
英弘精機株式会社
その他

回答数

図 1-5

観測機器別の製造会社（代理店、販売会社等を含む）
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【質問 2】観測機器の精度維持の取組みについてご記入下さい（検定・委託検定を除く）。
2.1 観測機器の精度維持の取組みの内容と、その予算的・人的措置について
① 取組み（記述）
② 予算的措置（選択：運営費交付金、業務費、競争的資金、特に予算を充てていない、その他）
③ 予算的措置の具体例(記述)
④ 人的措置（選択：専門の組織を設置、専門の担当者を配置、担当はいないため関係者が実施、
その他）
⑤ 人的措置の具体例（記述）
2.2 外部機関との観測機器の精度維持における協力・連携の枠組みがある場合の具体的な取組みに
ついて
① 枠組みの内容（記述）
② 具体例（記述）
2.3 観測機器の精度の維持・管理における技術的な課題について (記述)
2.4 放射観測機器の精度の維持・管理における体制・予算等の課題について（記述）
【回答 2-1A】観測機器の精度維持に向けた予算的措置（観測機器別：総数 192 件）
○ 観測機器の精度維持に関する予算的な措置については、36％が競争的資金、32％が運営費交付金
に依存している。また、「特に予算を充てていない」も 12％ある。
8%

競争的資金

8%
36%
4%

運営費交付金
特に予算を充てていない
業務費

12%

その他

32%

回答なし

図 2-1A 観測機器の精度維持に向けた予算的措置
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【回答 2-1B】主要観測機器別の予算的措置
○ 検定対象となっていない主要観測機器（分光日射計（分光放射計）、光量子計、赤外放射計）別
に取りまとめた精度維持に要する予算的な措置については、分光日射計（分光放射計）では 43％、
光量子計では 58％、赤外放射計では 47％が競争的資金に依存している。

10%

分光日射計（分光放射計）
14%

43%

光量子計

16%

競争的資金

競争的資金

14%
運営費交付金

運営費交付金

特に予算を充て
ていない

特に予算を充て
ていない

その他

回答なし

16%

58%

29%

11%

赤外放射計
競争的資金

11%

47%
運営費交付金

5%
特に予算を充て
ていない
その他
26%

回答なし

図 2-1B

主要観測機器別の予算的措置

【回答 2-1C】観測機器の精度維持に向けた人的措置（観測機器別：総数 192 件）
○観測機器別の観測機器の精度維持に対する人的な措置については、半数以上の 54％の観測機器に
ついては担当者がいないため、関係者が実施しているとなっている。観測機器の精度維持に関す
る専門の組織あるいは担当者が設けられているが 23％となっているが、大部分は研究機関である。

11%

担当はいないため関係者が実施

12%

専門の担当者を配置

4%

専門の組織を設置
その他
19%
54%

回答なし

図 2-1C 観測機器の精度維持に向けた人的措置
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【回答 2-1D】主要観測機器別の人的措置
○ 分光日射計（分光放射計）（14 件）の精度維持については、64％は関係者（研究者）、36％は専
門の組織あるいは担当者による取組みが行われている。専門の組織の例としては、JAXA に設置さ
れた校正委員会が挙げられる。
○ 光量子計（19 件）の精度の維持管理については、63％が関係者による実施、11％が専門の担当者
となっている。
○ 赤外放射計（19 件）の精度の維持管理については関係者による実施が 58％、専門の組織及び担当
者の配置はあわせて 21％となっている。

分光日射計（分光放射計）

光量子計
21%

22%
担当はいないた
め関係者が実施

担当はいないた
め関係者が実施

5%

専門の担当者を
配置

専門の担当者を
配置

14%

専門の組織を設
置

64%

11%

その他

11%

63%

回答なし

赤外放射計
担当はいないた
め関係者が実施

10%

専門の担当者を
配置

5%

専門の組織を設
置
その他
16%

58%

回答なし

図 2-1D

主要観測機器別の人的措置

【回答 2-2】外部機関と観測機器の精度維持における協力・連携に枠組み
○ 外部機関との観測機器の精度維持における協力・連携の枠組みの例
① 気象庁－関係機関
 全天日射計・赤外放射計等の相互比較（大学・研究機関からの依頼に基づく業務協力）
② 気象庁高層気象台－国立環境研究所
 分光紫外域日射計の校正作業への支援
 全天日射計・赤外放射計の比較校正
③ 気象庁高層気象台－宇宙航空研究開発機構－国立環境研究所
 分光放射計・光量子計の共同研究
④ 気象研究所－研究機関
NOAA マウナ・ロア観測所データで校正したスカイラジオメータと、SKYNET 参加機関と
の比較観測
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⑤ 海洋研究開発機構－岐阜大学－筑波大学
 分光放射、光合成有効放射観測に関する共同研究
⑥ 海洋研究開発機構－東海大学－東北大学
 日射計・赤外放射計の相互比較
⑦ 森林総合研究所－国立環境研究所
 全天日射計・赤外放射計・光量子計の相互比較
⑧ 東海大学－放射観測機器メーカー
 UV-B 計、分光計測器の共同研究、技術指導
⑨ 宇宙航空研究開発機構
 海外衛星ミッションのセンサーとの、校正用放射計を介したラウンドロビンの実施
⑩ 宇宙航空研究開発機構
 校正標準の管理（定点黒体炉の国際標準へのトレース）
⑪ 気象庁－気象研究所
 直達日射計・全天日射計・赤外放射計の部内検定
 直達日射計・全天日射計・赤外放射計の気象庁準器等との比較校正
【回答 2-3】観測機器の精度の維持・管理における技術的な課題、及び精度の維持・管理における体制・
予算等の課題
回答例
○ 精度の維持・管理における問題
① 予算の問題
 精度の維持・管理を課題として競争的資金を獲得することは困難
 競争的資金の継続性の問題
 予備機材や校正用の基準器の購入資金や測器を買い換える資金の不足
 衛星による観測が整備され、外部予算がとりにくい
 校正に関わる旅費・測器の輸送費の確保
② 人的資源の問題
 経験を積んだ作業者の安定した長期雇用の問題
 精度の維持管理を研究者が行っており、精度の維持管理は研究者のスタンスに依存
 高所における作業の制限及び人員の確保の問題
 専門知識を有する人的資源の不足
 校正に関わる旅費・測器輸送等の事務手続きの人的資源の不足
○ 校正の問題
 機器を取り外して検定・校正するのは手間がかかり、代替機が必要となるので、信頼性のあ
る準器を追加設置して比較測定を行う方が望ましい
 高精度の放射観測データを必要とする地上で放射観測を行っているグループは少数
高精度の放射観測データを必要とするグループが制度、予算面で関与・支援する必要
 検定・校正期間中のデータの欠測が問題。検定依頼先から代機を借用できると良い
 民間の製造業者との協力体制の不備
○ 光量子計・分光放射計に関する問題
 光量子計は信頼できる準器がない。標準器があると良い
 公的機関を含む複数の校正機関／業者があると良い
 光量子計は校正が複雑で不安定。実施には非常に労力がかかる
 光量子計は経年変化が大きく、年 1～2 回の校正ではデータの信頼性が得られない
 汚れの影響が少ない、または汚れを自動的に洗浄するセンサーの開発が急務
 分光日射計の校正方法が確立されていないため、精度の維持、感度変化の把握が課題
 分光放射の校正体系が確立されれば、分光放射計を光量子計の較正基準にできる
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【質問 3】観測データの収集・保存・公開・利用について、例を参考にご記入下さい。観測項目毎に
異なる場合は、観測項目毎にご記入下さい。
① 観測項目（記述）
② 収集方法（選択：リアルタイムで収集、オフラインで定期的に収集、その他）
③ 保存方法（選択）
 観測機関のデータベースに保存
 観測者が保存
 外部のデータセンターで保存
 CD-ROM に保存
 その他
④ 公開の有無（選択）
 一般に公開
 観測関係者のみに公開
 観測実施機関のみに公開
 公開に向けて準備中
 公開していない
 その他
⑤ 公開方法（選択）
 観測機関のホームページ
 外部のデータセンター
 CD-ROM
 刊行物
 その他
⑥ 公開先（URL）（記述）
⑦ 利用条件（選択）
 制限無し
 利用申請書を提出
 ユーザー登録
 その他
⑧ 補足（記述）
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【回答 3-1】観測データの収集方法
（全観測サイトで使用されている全観測機器：総数 192 件）
○ 全観測機器（総数 192 件）別の観測データの収集方法は、リアルタイムによる収集が 44％となり、
オフラインで定期的に収集しているのは 31％。

10%
15%

44%

リアルタイムで収集

オフラインで定期的に収集

その他

回答なし

31%

図 3-1

観測データの収集方法

【回答 3-2】観測データの保存方法
（全観測サイトで使用されている全観測機器：総数 192 件）
○ 観測データの保存については、「観測機関のデータベース」が 53％、観測者による保存が 32％と
なっており、合わせて 80％以上となっている。外部のデータセンターでの保存は 1％と少ない。

10%
4%
観測機関のデータベースに保存
1%
観測者が保存

外部のデータセンターで保存

その他

32%

回答なし
53%

図 3-2

観測データの保存方法
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【回答 3-3A】観測データの公開状況
○ データの公開については、33％が一般に公開されており、観測実施機関や観測関係者のみへの公
開もあわせると、50％以上が公開されている。

9%

一般に公開

6%

33%

観測関係者のみに公開
観測実施機関のみに公開

19%
公開に向けて準備中
公開していない
10%
14%
9%

その他
回答なし

図 3-3A 観測データの公開状況
（全観測サイトで使用されている全観測機器（総数 192 件）別）
【回答 3-3B】観測データの公開方法
○ 公開されている観測データの公開方法は、「観測機関のホームページ」が最も多く 60％を占めて
いる。

6%

観測機関のホームページ

14%
外部のデータセンター
CD-ROM

5%

刊行物
6%
その他
9%
回答なし
60%

図 3-3B 観測データの公開方法
（全観測機器のうち、公開している観測データを対象（総数 112 件））
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【回答 3-4】観測データの利用条件
○ 公開されている観測データの利用条件は、制限無しが 45％となっており、利用申請書やユーザー
登録による分も合わせると、74％が利用可能となっている。
○ データは公開していないが、一部または条件付で提供しているとの回答は 14 件あった。

8%
45%

制限無し

18%
利用申請書を提出

ユーザー登録

その他
11%
回答なし
18%

図 3-4 観測データの利用条件
（全観測機器のうち、公開している観測データを対象（総数 112 件））
○ データの保存・公開利用に関する補足の回答
 データのクオリティが保証できないので一般公開はしていない。
 データセット毎にデータ提供者が公開レベル（所内関係者のみ、共同研究者内、登録ユーザー、
一般公開）を規定し、それに沿って公開。
 本データを利用した成果物（論文など）を作成する際にはデータの出典を明記すること、成果物
が完成した際には写しを 1 部提出すること、が必要である。
 観測結果のグラフは研究報告に掲載し、関係機関に配布。問い合わせがあればその都度対応。
 値は外部データセンターにリアルタイムで転送されており非公開であるが、解析結果は世界中に
公開。
 取得後 2 年間を経たデータについては刊行物とホームページにて公開。取得後 2 年以内のデータ
については内部関係者のみに対して公開。
 担当研究者が作成した処理プログラムにより、データは 10 分平均値として公開されている。た
だし、精度の保証が確立していないものは、実験データ扱いで一般には公開していない。
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【質問 4】全天日射計による観測を行っている場合は、下記にご記入下さい。
①全天日射計の検定について、お答え下さい。
a. 検定制度をご存じですか。
b. 検定を受けたことがありますか。
②上記質問①a.で「はい」、①b.で「ない」とお答えした方は、ご記入下さい。
今後、検定を受ける計画はありますか。
「はい」の方：具体的な計画についてご記入下さい。
「いいえ」の方：理由をご記入下さい。
③上記質問①b.で、「ある」とお答えした方は、ご記入下さい。
全天日射計の検定の有効期間（5 年）以内に再検定を受けていますか。
「いいえ」の方：理由をご記入下さい。
【回答 4-1】全天日射計の検定について（全天日射計を利用して観測を行っている観測サイトを対象）
○ 全天日射計を用いて全天日射観測を実施している観測実施場所 67 件のうち、約 70％が検定制度
を知っていた。
○ 有効回答 63 件（質問①a.及び b.の双方に回答した機関）のうち、検定制度を知っていて実施し
ているのは 30％、検定制度は知っているが実施したことがないのは 41％である。
○ 今後検定を受ける計画があると答えたのは 9 件。
○ 検定を受けない理由としては、人・予算の不足、検定中の代替機器の不足、高度な精度は不要、
等が挙げられた。

0

5

10

15

20

25

30

検定を知っていて、受けた事がある

検定を知っているが受けた事はない

検定を知らないし、利用したこともない

回答数

図 4-1 全天日射計の検定について
（全天日射計を利用して観測を行っている観測サイトを対象）
○ 検定に関する意見
 検定・校正の必要性は承知しているが、（一財）気象業務支援センターによる検定については
知らなかった。今後、検討してゆきたい。
 気象庁検定の必要性が理解できない。観測機器メーカーが検定に使っている標準器校正確度と
トレーサビリティの方が重要。
 気候変動などの年々変動ではなく季節変動や日変動を観測対象としており、検定はしなくても
検定器との比較で十分な精度が担保できると考えている。
 データの利用が研究用の為、多額の費用を投じて検定を受ける必要がないと考える。
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【質問 5】直達日射計・日照計による観測を行っている場合は、下記にご記入下さい。
①直達日射と日照計の委託検定について、お答え下さい。
a. この制度をご存じですか。
b. 委託検定を受けたことがありますか。
②上記質問①a.で、「はい」とお答えした方は、ご記入下さい。
今後、委託検定を受ける計画はありますか。
「はい」の方：具体的な計画についてご記入下さい。
【回答 5-1】直達日射計・日照計の委託検定について（直達日射計・日照計を利用して観測を行って
いる観測サイトを対象）
○ 直達日射計・日照計の委託検定制度について調査を行ったところ、直達日射計・日照計による観
測を実施している観測実施場所別の回答 15 件のうち、半数以上が委託検定を知らないと回答。
○ 有効回答 14 件（質問①a.及び b.の双方に回答した機関）のうち、検定を受けた事がある機関は 2
件。

○ 検定制度について知らなかったが今後情報を調査して利用したい、との回答もあった。
0

2

4

6

8

10

検定を知っていて、受けた事がある

検定を知っているが受けた事はない

検定を知らないし、利用したこともない

回答数

図 5-1 直達日射計・日照計の委託検定について
（直達日射計・日照計を利用して観測を行っている観測サイトを対象）
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【質問 6】その他、下記にご記入下さい。
①過去に実施された放射観測について、観測項目と、観測を終了した理由を分かる範囲でご記入下
さい。
観測項目、終了理由
②「放射観測機器の較正に関するワーキンググループ」では、放射観測機器の校正における連携の
促進や、観測データの標準化に向けて、検討を行っています。ワーキンググループに対する要望
等がありましたら、ご記入下さい。
【回答概要】
①過去に実施していた観測の中止理由としては、特定の研究・プロジェクトの終了、担当研究者の
退職、測器の維持費不足等が挙げられた。
②WG への主な要望は以下の通り。
 WG での検討内容の情報提供。
 校正方法のマニュアル作成。
 校正時の代替機の貸し出し。
 相互に比較校正ができる全国的な放射観測のネットワーク化。
 国内メーカーを巻き込んだ取組みや、国内メーカーの意識改革や製品開発意欲の増進につな
がる提言を期待。
 報告書作成のみにとどまらず、検討内容が実行される体制の整備や関係機関の連携の推進。
 相互比較結果の報告書の取りまとめや英語での論文化。「天気」での広報活動。
 気象庁が所有する赤外放射の世界基準を一般に伝達する仕組みを要望。
 分光放射の校正について、実際の設備を持っている公的機関が協力できるよう、積極的に
調整／働き掛けをしてほしい。何らかの枠組みでラウンドロビンを実施すると進展がある
のではないか。
 ポータブルの標準観測器セットを開発し、観測現場で比較校正ができる仕組みが必要。
 典型的な測器の経年変化に関する情報の取りまとめ。
 出力信号の計測・記録頻度の奨励ケースの広報。
 エアロゾル観測手法との相互比較に関する検討。
 屋内校正への切り換えの検討も必要。校正用の標準電球の確保方法の検討も必要。
 誰でも使える帯域型紫外線計の校正方法の確立。
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4.

調査結果のまとめ

放射観測を実施している約 100 件の観測サイトに関して情報を収集できたことから、国内における
観測の現状の把握は、ほぼ達成でき、回答の分析によって、放射観測の実態、特に校正関係の状況並
びに問題点等を明らかにすることができた。
以下に、アンケート調査結果の概要を示す。
(1)観測の概要（観測環境、観測目的等）
○ 調査対象は、大学 26、研究機関 10、行政機関 1、計 37 機関。各観測サイトを１件として集計し、
計 98 件（サイト）における観測に関する回答を集計。
○ 大学キャンパス等を含む都市域、森林がほぼ同数で、合わせて全観測サイトの半数以上(55％)。
この他、農場・圃場・水田と草地・原野・荒蕪地。特殊なものとして、海面（観測船・ブイ等に
設置）、山岳等の複雑地形、極域等。
○ 観測目的は研究 81％、業務 11％、教育 7％。研究観測の目的は、エアロゾルを含めた放射関係の
気象研究が約 25％、光合成や物質循環研究を含めた森林関係の研究が約 20％、農業関係の研究が
約 18％。種々の研究観測の基盤的観測としても実施。
○ 主要観測機器別の観測目的
 分光日射計：衛星関連の研究への利用が最多。放射関係の気象研究、森林関係の研究とあわせる
と全体の約 3/4。利用目的が比較的限定。
 光量子計：半数以上が森林関係の研究。
 赤外放射計：放射関係の気象研究に幅広く利用。
(2)観測機器
○ 全体の約 70％の観測サイトで全天日射計を使用した観測を実施。約 20％程度の観測サイトで、光
量子計、分光日射計を利用した観測を実施。
○ 観測機器の種類の内訳は、全天日射計が約 35％、光量子計、赤外放射計、放射収支計がそれぞれ
約 10％、紫外域日射計が 8％、分光日射計（分光放射計）が 7％。
(3)校正
○ 販売・製造会社への校正依頼が 41％、独自に校正が 23％。外部機関と比較校正を実施していると
した回答は 2％。校正を実施していないは 23％。
○ 分光日射計（分光放射計）（15 件）については、約 3/4 が販売・製造会社への校正。光量子計（37
件）については、半数が独自に校正、22％が販売・製造会社に校正を依頼。さらに、27％が校正
を未実施。赤外放射計（22 件）については、40％程度が販売・製造会社への校正に依存、23％が
独自に校正。
(4)予算・人員等
○ 精度維持に関する予算的な措置は、36％が競争的資金、32％が運営費交付金に依存。「特に予算
を充てていない」は 12％。
○ 精度維持に対する人的な措置は、半数以上の 54％の観測機器については担当者がいないため、関
係者が実施。
○ いくつかの機関で、外部機関と観測機器の精度維持における協力・連携に枠組みを構築。
(5)精度の維持・管理における課題
○ 機関等からの具体的な回答：
 校正に関する準器の不備（欠如）
 校正体系の未確立
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 競争的資金によって実施していることの問題点
 経験豊富な作業者の安定的確保
 検定・校正期間中のデータの欠測
 民間の製造業者との協力体制の不備
○ 特に、光量子計・分光放射計に関する課題：
 光量子計は信頼できる準器がない。
 光量子計は校正方法が複雑で不安定。実施に多大な労力。
 光量子計は経年変化が大きい。
 分光日射計の校正方法が確立されていない。
(6)検定・委託検定
○ 全天日射計使用観測実施場所のうち、約 70％が検定制度を認識。受検は 30％、未受検 41％。
○ 未受検理由は、人・予算の不足、代替機器の不足、高精度不要等。
○ 直達日射計・日照計の委託検定制度はほとんど知られていない。
(7)観測データ
○ 収集方法は、リアルタイムによる収集が 44％、オフラインで定期的に収集は 31％。
○ 保存については、「観測機関のデータベース」が 53％、観測者による保存が 32％。
○ 公開については、33％が一般に公開、観測実施機関や観測関係者のみへの公開もあわせると、50％
以上が公開。
○ 公開方法は、「観測機関のホームページ」が最も多く 60％。
○ データの利用条件は、制限無しが 45％、利用申請書やユーザー登録による分も合わせると、74％
が利用可能。
(8)WG へ寄せられた主な要望
 WG での検討内容の情報提供
 校正方法のマニュアル作成
 相互に比較校正ができる全国的な放射観測のネットワーク化
 国内メーカーを巻き込んだ取組み
 校正及び精度維持に関する機関間の協力体制の整備や関係機関の連携の推進
 分光放射の校正について機関間の調整の推進
 典型的な測器の経年変化に関する情報の取りまとめ
 屋内校正への切り換えの検討
5.

今後の展望

放射観測機器の較正に関するワーキンググループの平成 25 年度の活動については、平成 24 年度報
告書において、以下の項目の活動を計画している。
① アンケート調査結果、特に放射観測機器の校正及び精度維持管理に関する情報や課題の取りまと
めと公表
② 分光放射計、光量子計等の校正体系の確立に向けた技術的検討
③ 観測実施機関による比較・校正活動に関する情報の共有の推進
④ 放射観測機器の校正及び精度維持に関する観測実施機関・標準機関間の協力体制の構築に向けた
検討
⑤ 放射観測機器の校正及び精度維持の推進、並びに校正に関する技術開発を図るための、観測実施
機関・標準機関と放射観測機器メーカーの協力体制の構築に向けた検討
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6.

回答先一覧（調査対象のみ：50 音順）

機関名
茨城大学

観測実施場所（アンケート回答より）
茨城大学農学部附属

フィールドサイエンス教育研究センター

不定（八ヶ岳、北海道雪原、沿岸など JAXA と共同研究契約を締結している研究機関が実施す
る観測キャンペーンサイト）
宇宙航空研究開発機構

日本の沿岸とニューカレドニア
不定（米国ネバダ州校正サイト、筑波宇宙センター、佐賀大学検証サイト）
（不定）

大阪府

大気汚染常時監視測定局

茨木市役所局

大気汚染常時監視測定局

寝屋川市役所局

大気汚染常時監視測定局

池田市立南畑会館局

大気汚染常時監視測定局

富田林市役所局

大気汚染常時監視測定局

緑ヶ丘小学校局

大気汚染常時監視測定局

末広公園局

国設大気汚染常時監視測定局

国設大阪局

堺市役所高層館屋上
大阪府立大学

大阪府立大学 B4 棟屋上
桐生水文試験地

帯広畜産大学

帯広畜産大学
海洋研究開発機構

地球環境変動領域

海洋地球観測船「みらい」
海洋研究開発機構

むつ研究所

海洋研究開発機構
三陸沖
黒潮続流域
韓国・済州島大気質研究センター
気象研究所構内・露場
気象研究所（東京都内）
北海道大学低温科学研究所

露場

気象庁気象研究所
北海道農業研究センター
防災科学技術研究所

芽室研究拠点圃場

雪氷防災研究センター

露場

中国チベットナム湖畔
気象大学校

気象大学校
岐阜大学キャンパス内
岐阜大学

応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター

岐阜大学
高山常緑針葉樹林サイト（AsiaFlux TKC）
高山落葉広葉樹林サイト（AsiaFlux TKY）
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機関名

九州大学

観測実施場所（アンケート回答より）
九州大学農学部附属演習林

宮崎演習林

矢立試験地

九州大学農学部附属演習林

宮崎演習林

広野試験地

九州大学

農学部附属農場

京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大学

京都女子大学

京都女子大学

生物資源フィールド科学教育研究センター

S 校舎屋上

京都大学

フィールド科学教育研究センター森林ステーション

北海道研究林（標茶区）

京都大学

フィールド科学教育研究センター森林ステーション

北海道研究林（白糠区）

京都大学

国立環境研究所
国立環境研究所

富士北麓フラックス観測サイト

国立環境研究所

陸別総合観測室

国立環境研究所

辺戸岬大気・エアロゾル観測ステーション

国立環境研究所

地球環境モニタリングステーション

波照間

国立環境研究所

地球環境モニタリングステーション

落石

国立環境研究所

国立極地研究所（南極・昭和基地）
国立極地研究所

国立極地研究所（北極・ニーオルスン）
国立極地研究所（南極観測船しらせ）

産業技術総合研究所

飛騨高山冷温帯落葉広葉樹林(TKY)サイト・産業技術総合研究所観測タワー

島根大学

島根大学生物資源科学部

首都大学東京

首都大学東京

生物資源教育研究センター

都市環境科学研究科

三瓶演習林

地理環境科学域

森林総合研究所

札幌森林気象試験地

森林総合研究所

富士吉田森林気象試験地

森林総合研究所

水産大学校

水産大学校

生物生産学科

水産大学校

天鷹丸

水産大学校

耕洋丸

玉川大学

農学部附属農場内里山林

玉川大学
筑波大学菅平高原実験センター内の草原
千葉大学

千葉大学園芸学部内の生物環境気象学グループの管理圃場

筑波大学

筑波大学

農林技術センター

東海大学

湘南校舎

東海大学

宇宙情報センター

東海大学

沖縄地域研究センター

井川演習林

東海大学
通信総合研究機構

稚内超高層大気研究センター
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機関名

東京大学

観測実施場所（アンケート回答より）
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林

北海道演習林

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林

千葉演習林

札郷観測点

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林

秩父演習林

小赤沢観測点

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林

樹芸研究所

青野観測点

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林

生態水文学研究所

東京大学

前山観測点

白坂観測点

生産技術研究所屋上

タイ国二次林
東京農業大学

東京農業大学生物産業学部 網走寒冷地農場
東京理科大学

2 号館屋上

東京理科大学

理工学部 3 号館 3 階

東京理科大学
東北大学

東北大学

青葉山キャンパス理学研究科合同棟屋上

富山大学（理学部）
富山大学

富山、立山、札幌、珠洲、信楽、その他移動観測
富山大学（立山施設）

奈良女子大学

奈良女子大学

G 棟屋上

農業環境技術研究所（つくば観音台観測所）
農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

真瀬水田フラックスサイト

バングラディシュ農業大学マイメンシンフラックスサイト
農業・食品産業技術
総合研究機構

近畿中国四国農業研究センター
東北農業研究センター内気象観測露場
弘前大学

白神山地フラックスタワー

弘前大学

白神自然観察園

弘前大学

広島大学

広島大学大学院生物圏科学研究科附属
テーション（農場）

瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター

西条ス

福島大学（福島県果樹研究所に設置）
福島大学
福島大学

北海道大学

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション

札幌研究林

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション

和歌山研究林

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション

天塩研究林

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション

中川研究林

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション

雨龍研究林

北海道大学大学院

農学研究院

北海道大学低温科学研究所
北海道立総合研究機構

母子里融雪観測室

北海道立総合研究機構環境科学研究センター屋上

気象官署
（管区気象台、海洋気象台(当時)、地方気象台、測候所、特別地域気象観測所、高層気象台等）
（注）気象庁からは回答を得ているが、アンケート調査の集計には含めていない。
気象庁
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頭字語・略語一覧
AE (Ångström Exponent: オングストローム指数)
AERONET (AErosol RObotic NETwork: 大気エアロゾル観測ネットワーク)
AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology: 国立研究開発法人産業技術総合研
究所)
AOT (Aerosol Optical Thickness: エアロゾルの光学的厚さ)
ARM (Atmospheric Radiation Measurement: アメリカエネルギー省大気放射観測計画)
AWI (Alfred Wegener Institute: アルフレッド・ヴェゲナー極地海洋研究所)
BSRN (Baseline Surface Radiation Network: 基準地上放射観測網)
CEOS (Committee on Earth Observation Satellites: 地球観測衛星委員会)
CEOS/WGCV (Committee on Earth Observation Satellites/Working Group on Calibration and Validation: 地
球観測衛星委員会/校正検証作業グループ)
CIMO (Commission for Instruments and Methods of Observation: 測器観測法委員会)
ECVs(Essential Climate Variables: 必須気候要素)
FOV (Field Of View: 立体視野角)
FTS (Fourier Transform Spectrometer: フーリエ変換分光器)
GCM (Global Climate Model: 全球気候モデル)
GCOM-C (Global Change Observation Mission-Climate: 気候変動観測衛星)
GCOS (Global Climate Observing System: 全球気候観測システム)
GOSAT (Greenhouse gases Observing SATellite: 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」)
GLI (Global Imager:グローバル・イメージャ)
IGY (International Geophysical Year: 国際地球観測年)
IPC (International Pyrheliometer Comparison: 国際日射計比較)
IPY (International Polar Year: 国際極年)
ISO (International Organization for Standarzation: 国際標準化機構)
JapanFlux (Japan Flux: 日本における陸域の熱・水・二酸化炭素フラックス観測ネットワーク)
JaLTER (Japan Long-Term Ecological Research Network: 日本長期生態学研究ネットワーク)
JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency: 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)
JCSS (Japan Calibration Service System: 計量法較正事業者認定制度)
LED (Light Emitting Diode: 発光ダイオード)
MERIS (MEdium Resolution Imaging Spectrometer)
MLO (Mauna Loa Observatory: マウナ・ロア観測所)
MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer)
NASA (National Aeronautics and Space Administration: アメリカ航空宇宙局)
NIST (National Institute of Standards and Technology: アメリカ国立標準技術研究所)
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration: アメリカ海洋大気庁)
NOAA/CMDL (National Oceanic and Atmospheric Administration/Climate Monitoring and Diagnostics
Laboratory: アメリカ海洋大気庁/気候監視診断研究所)
PAR (Photosynthetic Active Radiation: 光合成有効放射(量))
PFR (Precision Filter Radiometer)
PMOD (Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos: スイス連邦ダボス物理気象観測所)
Polar-AOD (Polar-Aerosol Optical Depth)
PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density: 光合成有効光量子束密度)
SI (International System of Units: 国際単位系)
S/N (Signal-to-Noise (ratio): S/N 比)
SORCE (Solar Radiation and Climate Experiment)
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change: 気候変動に関する国際連合枠組条
約)
WCRP/GEWEX (World Climate Research Programme/Global Energy and Water cycle Experiment: 世界気候
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頭字語・略語一覧

研究計画/全球エネルギー・水循環観測計画)
WIIS (World Infrared Irradiance Standard: 世界赤外放射基準)
WMO (World Meteorological Organization: 世界気象機関)
WRC (World Radiation Center: 世界放射センター)
WRMC (World Radiation Monitoring Center: 世界放射モニタリングセンター)
WRR (World Radiometric Reference: 世界放射基準)
WSG (World Standard Group: 世界放射基準器群)
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