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も小さいクラスタにデータが分類される。こうして性質の似通

と表現できる。

数分布関数と体積分布関数は次の関係にある 12)。
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◆ 3.3 比較および考察
前節の式（8）で提案したモデルは，小粒子比率 (f ) のみを
用いて大気エアロゾルのサイズ分布を表現するものである。本
近似モデルの基となったのは，AERONET データを分類処理
して導出した 6 種類のエアロゾルタイプのサイズ特性である。
従って近似サイズ分布（8）式は，基となった 6 種類のエアロ
ゾルサイズ分布それぞれの代表として充分よく代替表現できな
くてはいけない。両者のサイズ分布を比較するにあたり，パ
ラメタとして小粒子比率 f を 0.00 から 1.00 まで 0.02 の間隔
で変化させた。各エアロゾルカテゴリと最適一致した f の値
は，desert dust = 0.20, biomass burning = 0.32, background
/ rural = 0.38, polluted continental = 0.50, polluted marine =
0.24, dirty pollution = 0.48 であった。Fig.1 に各カテゴリのサ
イズ分布（実線）とそれぞれにフィットする f 値を用いた近似
サイズモデル分布（点線）を示す。グラフ表記に当たり，小粒
子モードをそろえて表現している。

4. まとめ

◆

ここでは，大気エアロゾルのサイズ分布としてバイモーダル
対数正規分布を採用し，エアロゾル ･ リトリーバルの効率向上
を想定して，できうる限り簡潔な表現を試みた。地球規模の大
気エアロゾルを，AERONET データの統計処理に基づいて 6 種
類に分類した Omar et al. 7) の大気エアロゾルタイプに準拠し
て，２つ山それぞれのモード半径と標準偏差を決定し，小粒子
比率 (f ) をパラメタとするサイズ分布関数 (8) を提案した。ま
た，逆に式（8）を採用する事で，大気エアロゾルのサイズ分
布を小粒子比率（f）のみで近似的に表現できる事を示した。
本サイズ分布関数を採用する事によって , 地球大気モデルに
おいて膨大な多重散乱光計算を要する黄砂イベント時における
衛星からのエアロゾル・リトリーバルを効率的に実施できた
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