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研 究 報 告

1.は じめに

前号の「酸性雨と酸性霧」で,雲仙の霧氷に

ついて総括的な報告をしたが,今回はそこでは

遮ゝれなかったことやそれ以後の知見を報告する。

2.山頂に霧氷は着いたか

一つでもサンプルを増やし,越境汚染物質の

影響をより正確に把握するため,2004年からは

着氷 した霧氷をすべて採取する意気込みで普賢

岳に登 りつづけた。 しか し,池の原 (標高830

m)か ら普賢岳山頂 (1359m)ま で標高差530

mを約 1時間30分かけて登るのは結構つらく,

無駄足を運ぶことがないよう出発前に山頂の気

象条件を厳 しく見極めなければならない。①冬

型の気圧配置 ②平地の気温が 8℃以下 ③ア

メダスで雲仙 (標高678m)の 気温が 4℃以下

④アメダスで阿蘇山 (標高1142m)の 気温が

1℃以下 ⑤庭から見える国見岳 (1333m)に

雲,な どの条件が揃えば山頂に霧氷が期待でき

る。成長 したであろう霧氷をすべて採取するこ

とと, ぎりぎりの条件下の霧氷を求めることと

は同義であり,微結晶は着 くものの採取不能と

いうこともあるし,途中まったくその様子がな

く,突然山頂岩場の定点としているコマユ ミと

サヮフタギの枝にピンポイントに霧氷が現れ採

取 したケースもある。暖冬といわれた今季は39

回登 り31回 ,昨年は42回登 り37回 のサ ンプル

を得た。 なお,雲仙の霧氷 日数について江崎

(2006年 )は 1961年～1976年間の平均は55.4日
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としているが, これは霧氷が観察された日数だ

という。寒波がつづき霧氷が次の日まで残って

おれば,新たに霧氷が付加されなくても次の日

も霧氷日とカウントする。一方筆者は,寒波が

数日間つづ くと予報された場合必要量の霧氷を

採取後,枝の余分な氷は全部除去 して翌日に備

えたので,今季31回 という数字は,霧氷 (観察)

日数と必ず しも一致 しない。

3。 いろいろな霧氷

1)花ぼうろ～樹氷 (07.03.08)～ pH3.6,EC

450 μ s/cm ～ 写真①

南海のサンゴを思わせるぶつぶつの結晶を着

けた霧氷。やはり花ぼうろは青空を背景に日光

に輝 くときが一番である。写真右上は普賢岳山

頂と平成新山である。

2)季節外れ (07.04.19)～ pH4.3,EC45 μ s

/cm ～ 写真②

平年でも4月 中旬まで着 くことはあるが, 4

月19日 までなって最大 12cmに 成長するのは非

常に珍 しい。あわせてこのときは季節外れの大

雪で,あ ざみ谷で13cm,紅葉茶屋で23cmの 積

雪だった。なお,阿蘇山では前日の18日 に 4月

としては観測史上最深の28cmを記録 している。

3)片斜面のみ (07.02.15)～ pH6.3,EC410

μs/cm ～ 写真③

妙見岳北西斜面を滑昇 しながら湿潤断熱膨張

して雲をつ くり,そ して氷点下数℃のところで

霧氷の形で水分を失い,尾根を越えて乾燥断熱
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光辺渡

圧縮されながらあざみ谷に下 った様子がよく分

かる。フェーン現象説明図そのままである。こ

の日普賢岳山頂では霧氷の成長は微結晶に止まっ

た。このような気象現象は年に数回起こる。

4)両方向に発達 (06.02。 10)～pH3.8,EC510

μs/cm  ～ 写真④

普賢岳山頂直下の巨岩近 くで見かけた,北西

～南東の両方向に発達 した霧氷である。 もちろ

ん霧氷は風上に向かってしか成長 しないので,

ちょっとした気流の変化と地形の影響で向きが

180° 変わったに違いない。過去223回 のうち只

一度だけの極めて珍 しい霧氷で,偶然に偶然が

重なったのであろう。

5)厳寒時の霧氷～樹霜 (06。 12.29)～ pH4.2,

EC270 μ s/cm  ～ 写真⑤

-10℃前後で昇華による結晶を含むので,や

わらかくちょっと触るだけで簡単に落ちる。 し

たがって,採取はきわめて容易である。なお,

かつてある研究者がラジオ番組で,南国長崎の

雲仙普賢岳でダイアモンドダス トを見たと語 っ

ていたが,最低気温の記録は雲仙 (標高678m)

で-12.8℃ (77.02.16),阿 蘇山 (標高1142m)

で -15。 9℃ (81。 02.26)で あるから,今後 も極

めて稀な現象として可能性はあると思う。期待

したい。

6)黄砂を含む (06.01。 05)～ pH8.8,EC143

μs/cm  ～ 写真⑥

黄砂をたっぷり含み,結晶の中央部に黄褐色

のバンドが見える。融氷水は黄褐色の泥水となっ

た。

7)超汚染 (07.01.18)～ pH3.1,EC1310 μ s

/cm  ～ 写真⑦

ここまで汚染されると肉眼でもその汚れが分かる。

融氷水は真っ黒な泥水となった。 (図版 正一シ)

8)超清浄 (06.03.01)～ pH5.6,EC2 μs/c

m  ～ 写真③

ほとんど純水に近い霧粒が霧氷になったもの

で,非常に珍 しいサンプルである。

9)硬い霧氷～粗氷 (06.01.15)～ pH4.1,EC

210 μ s/cm ～ 写真⑨

氷点に近い条件で成長すると,非常に硬い霧

氷(粗氷)に なることが多い。写真では枝に近い

部分は透明な粗氷で,そ の先は樹氷に変化 して

いる。硬 くて採取するのに一苦労する。

10)巨 大霧氷 (07.03.07)～ pH5.8,EC430 μ s

/cm  ～ 写真⑩

3月 に入ってからの寒の戻 りが真冬並みの大

寒波となり, 3日 連続氷点下の気象条件下で連

続的に成長 したもので,場所によっては最大20

cmま でになっていた。なお,巨大霧氷は普賢岳

より妙見岳尾根によく発達する。また,霧氷は

条件が揃えば一時間に 2～ 3cm成長すること

を確認 している。

4.霧氷のpHと EC
酸性霧 pH頻度分布   サンプル数 223

99、 00,Ol,02,03,04,05、 06  冬

図 1 酸性霧pH頻度分布

図 1に霧氷 (223回 )の融氷水のpH頻度分布

を示す。 pH4。 0以下が全体の約50%を 占め
,

pHの最小値は3.0,最 高値は8.8(図 では8.0～

7,9に プロット),平均は4.1で あった。なお ,

関東地方などで記録されているpH 2台 のサン

プルは一回もなかった。pH5.0以上は黄砂の影

響である。

融氷水のECの最小値は 2 μs/cm,最高値は

1520 μ s/cm,平 均値は409 μ s/cmで あった。

5。 融氷水の汚れ  一覧写真 (ア ～マ)

今季31回 の霧氷の融氷水の写真を示す。スス
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を含むものは黒 く (例 1月 18日 ),黄砂を含む

ものは黄褐色を呈する(例 2月 15日 )。 もちろん
,

ススと黄砂の両者を含むものもある (例 4月 3

日)。 融氷水の多 くは汚れているのが分かる。

6。 墨汁で汚 した水を氷にすると

写真 (A～ E)

目にはきれいに見える霧氷 も融かすと多 くの

ものは汚れた水になる。そこで,逆 に墨汁で汚

した水を氷にし,色の変化を確かめてみた。 4

2の水に墨汁の原液をスポイ トで 1～ 4滴落と

し (1滴 が約50ppmに なる)攪拌 したものを

冷凍室で凍 らせた。写真のように確かに結晶化

すると汚れが目立たなくなるし,ス スがビンの

中央部に移動することが分かった。なおビンの

中に爪楊枝を入れたのは氷の膨張でビンが割れ

るのを防 ぐためである。

7.東 アジア域の黄砂・大気汚染物質分布予測

と霧氷汚染の相関

霧氷を採取 しているうちに,九州大学と国立

環境研究所の化学天気予報システム「東アジア

域の大気汚染物質分布予測」 (図 2)は よく当

たると思 うようになった。

2007/01/18.00100100      JST
U一V&Sulfate 肛ヴ日とug/m3

曜
° 001° O H°

Ltt H0 140 H0

図 2 東アジア域の大気汚染物質分布予測

そこで,霧氷が着いた日の午前 0時の分布予

測図から雲仙付近の汚染予測濃度 (μ g/ポ )

を読み取 り,霧氷融氷水のEC(μ s/cm)と の相

関係数を求めてみた。有効なサンプルが51で ,

雲仙の霧氷と越境汚染物質

結果は相関係数0.42(かなりの正の相関)であっ

た。実感からしてもっと大きい値が出ると予想

していたが,意外に小さいというのが正直な感

想である。 しかし,予測濃度は午前 0時で,一

方霧氷が成長する時間は数時間から四半日の幅

があることを考慮すると, この分布予測は精度

が高いといえる。

図 3 汚染予測濃度と融氷水のECと の相関

(05。 12.11～ 07.04.19 サンプル数51)

8.ま とめ

1)霧氷の2/3は越境汚染物質で汚れている。

2)霧氷 の融氷水 のpH平均 は4.2,EC平均 は

409 μ s/cmだ った。 ただ し,植物 に対 し急

性被害が懸念 されるpH3.0未満のサ ンプルは

一つ も観測 されなか った。なお,吾妻町にお

ける過去 7年間の雨 のpH平均 は4.7,EC平

均 は35 μs/cmだ った。

3)九州大学 0国立環境研究所の「東アジア域

の黄砂 0大気汚染物質分布予測」の精度 はか

なり高い。
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力 061229融 氷水

渡 辺 博 光

ク 070109融 氷水

-4-

イ 061217融 氷水ア 061204融氷水 ウ 061218融 氷水

工 061222融 氷水 オ 061228融氷水

キ 070107融 氷水 ケ 070110融氷水



渡辺 博光 :雲仙の霧氷と越境汚染物質

コ 070113融 氷水

ス 070127融氷水

夕 070201融 氷水

サ 070114融氷水

セ 070128融 氷水

シ 070118融氷水

ソ 070131融 氷水

図版  I

チ 070202融氷水 ツ 070203融 氷水

070210融氷水 卜 070212融 氷水 070215融氷水
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渡辺 博光 :雲仙の霧氷と越境汚染物質

ノ 070308融 氷水

ヌ 070306融 氷水

ハ 070311融氷水

ネ 070307融氷水

ヒ 070312融 氷水

ホ 070418融氷水フ 070313融 氷水 へ 070403融氷水

マ 070419融氷水 A  00ppm B 50ppm
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渡辺 博光 :雲仙の霧氷と越境汚染物質

C 100ppm

① 07.3.8 花ぼうろ～樹氷
(普賢岳山頂と平成新山)

③ 07。 2.15 片斜面のみ
(妙見岳尾根)

D 150ppm E  200ppm

② 07。 4。 19 季節外れ
(普賢岳山頂)
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④ 06.2.10 両方向に発達



渡辺 博光 :雲仙の霧氷と越境汚染物質

図版 Ⅳ

⑤ 06。 12。 29 厳寒時の霧氷～樹霜
(正面は妙見岳)

⑥ 06。 1。 5 黄砂を含む

③ 06。 3。 1 超清浄⑦ 07。 1。 18 超汚染

⑨ 06.1.15 硬い霧氷～粗氷
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⑩ 07。 3。 7 巨大霧氷




