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Abstract : The thesis deals with the research and development of two types of stratospheric whole
air samplers onboard scientific balloons for studying minor constituents in the stratosphere. One is
a grab sampler, which is simple and lightweight, to use under difficult experimental conditions like
Antarctica, and which can complete all the in-flight sequence automatically by using an onboard
computer and a GPS receiver. Another is a cryogenic sampler to collect more than 20 LSTP of
stratospheric air at 12 different altitudes. It has been realized to analyze many kinds of trace gases
and isotope ratios more precisely. The system utilizes liquid helium as a cryogen, which is easy to
obtain, and is a unique one in the world. Major research subjects, including thermal design of a
cryogenic system, preparation method of contamination-free sample cylinders, and a reliable
onboard computer system are described in detail. Since the first flight in 1980, stratospheric air
samples have successfully been recovered in most balloon experiments. Air samples are analyzed
in the precision of 0.01 ppm, 1 ppb and several ppt for CO2, CH4 and CFCs, respectively. It is also
shown that change of CH4 concentration has proved to be less than 5 ppb after 10-year storage.
Through the analysis of samples collected between 10 km through 35 km altitude, the CO2
concentration trend, the condensation of an oxygen isotope ratio in CO2, altitude profiles of various
CFCs, for example, are observed. Such results have proved the outstanding capability of the
sampling systems.
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旨

本論文は，成層圏大気に含まれる微量成分の分析を目的として，大型科学気球を利用した大
気採取装置の開発研究をまとめたものである．開発した装置は，グラブ・サンプリング装置と
クライオジェニック・サンプリング装置の２種類である．前者は超高真空に排気した試料容器
に大気を採取するもので，南極のような困難な条件下で利用するため，搭載コンピュータ及び
GPSを用いた制御により，小型・軽量・完全自律化を実現した．一方後者は，極低温技術を応
用して大気を大量（高度３５Kmで２０LSTP以上）に固化して採取するもので，諸外国でも行わ
れていないより微量な大気成分の分析及びより高精度な分析をも可能にした．本装置は入手容
易な液体Heを利用したもので，世界で唯一稼動しているシステムである．そのために，熱設計
手法，採取容器の汚染防止技術，搭載コンピュータによる高信頼制御システムなどを新たに開
発した．この装置を評価し，CO2，CH4，CFCなどの濃度がそれぞれ０.０１ppm，１ppb，数ppt
の精度で分析可能なこと，長期保存試料の再分析において濃度変動が非常に小さいこと（たと
えばCH4は５ppb以下）を示した．これら２種類の装置の改良を続けながら２０年近く運用し，
国内外において成層圏大気採取実験を行い，そのほとんどの実験において安定に高品質な大気
を採取することに成功した．その結果，高度１０kmから３５kmにおいて高度別に採取された大
気の分析から，成層圏内におけるCO2濃度の長期変動，CO2の酸素同位体の濃縮，多種のCFCの
高度分布が明らかになり，本装置の有効性が証明された．

重要語：成層圏大気微量成分，グラブ・サンプリング，クライオジェニック・サンプリング，気球

序

論

本研究の背景
地球を取り巻く大気が人類の生存にとって不可欠のものであることは古くから知られていたことであり，当然
学問的研究の対象でもあった．イタリアの科学者Torricelliは水銀をガラス管の中に入れて倒立させ，１６４３年に大
気の圧力が水銀柱にして７６０mmであることを発見した．１７８３年フランスのMontgolfier兄弟が最初の熱気球の
飛翔に成功し，それとほぼ同時に水素気球も発明された．気球の上昇能力の向上と共に，直ちに大気研究の手段
としての利用が試みられた．１８６２年には，イギリスの気象学者Glaisherらは気象観測機器を積み込んだ有人気球
で高度１１.２kmに達し，その間気圧，温度，湿度などを連続的に測定した．第２次世界大戦後すぐにポリエチレ
ン気球の開発によって大型の科学観測気球が実用化され，人工衛星時代に先立って宇宙線観測に活躍した．我が
国においても，１９５４年ころ神戸大学においてプラスチック気球が開発され，立教大学グループとともに宇宙線観
測が活発に行われた．
このような国内各地で独自に行われてきた気球を利用した科学観測を組織的に行うため，１９６６年に宇宙科学
研究所の前身である東京大学宇宙航空研究所が開設されたおりに気球工学部門が創設され，科学気球を使った研
究を援助/実施するための中心的役割を担うこととなった．早くもその初期から気球を用いた地球大気の現場観測
が計画され，１９７３年および７４年には東京大学の等松らによってKI溶液法や太陽紫外線散乱光による成層圏オゾ
ンの観測が行われた．１９７４年から７７年にかけて，宇宙航空研究所の伊藤らが質量分析器を搭載した気球観測に
より，成層圏内の中性大気微量成分の高度分布等を得た．同時期に名古屋大学の高木らはエアロゾルを，しばら
くして近藤らは独自に開発した化学蛍光法を用いた分析器により，成層圏内のNOxの高度分布を得た．また諸外
国においてもロケットや科学気球を用いた大気観測の有効性に着目し，１９６０年代後半から組織的な成層圏大気微
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量成分の研究が始まった．これらはいずれも大気物理学や大気化学分野の純学問的研究から出発したが，特に
１９７０年代初期から地球大気化学などの一部の専門家の間では，種々の大気微量成分の挙動による大気環境への影
響が問題視され始めた．
人間活動が成層圏大気に及ぼす影響について広く取り上げられるようになったのは，１９７０年代始めに，成層
圏内を飛行する超音速旅客機（SST）が排出するNOxがオゾン層へ悪影響を及ぼすのではないかと，一部の科学者
が強く警告したのが契機であった［１］［２］．米国政府はCIAP（Climate Impact Assessment Program）委員会を
設けて，調査研究を開始した．またほぼ同じ頃Lovelockは高性能の分析器を開発し，毎年１００万トン程度大気中
に放出されていたハロカーボン類（CFC, chlorofluorocarbon）の濃度を世界各地で観測し，それらが大気中と海洋
中に広く分布していることを見出した［３］［４］．その結果を見たMolinaらは，それらの物質がその安定性から
対流圏大気中に長時間残留し，やがて成層圏内に運ばれて太陽紫外線によって分解され，放出された塩素原子に
よる触媒作用によって成層圏オゾンが破壊される可能性を指摘した［５］．その影響はNOxによるものより更に大
きくかつ重大であるとされ，後にこの研究はノーベル賞に値するものと評価された．
そこでオゾン破壊機構の研究と，その人間活動に及ぼす影響について更に精力的な研究が進められた．第一の
課題は成層圏大気中の各微量成分間の化学反応の解析，第二の課題はNOやClのような触媒作用を行う大気微量成
分の観測，第三の研究課題は，地表付近の濃度変化と成層圏のそれとの時間遅れは数１０年と予測されるため，大
気の数学モデルを開発し長期予測を行うことであった．これらの研究には室内実験や地表の大気のみならず，成
層圏大気も対象となった．またこれら一連の観測は，モデル計算に必要な入力データを提供する役割も担うと同
時に，長期にわたるデータの蓄積による時間変化の観測は，使用したモデルの妥当性を検証する試験ともなった．
我が国では，早い段階から東京大学の富永や巻出らが超高感度CFC専用分析装置を開発し，１９７９年から現在に至
るまで北海道内の数地点での対流圏大気バックグラウンド濃度の観測と南極昭和基地での観測を継続的に行い，
大気中濃度の季節変化や経年変化を報告している．１９８０年代中頃には，長期間にわたる衛星観測から南極上空の
オゾンホールも発見された［６］．
このような研究の進展で楽観を許さない将来予測がでてくると共に，国連機関等による国際的な取り組みも始
まった．その結果，ハロンは１９９３年末で生産が全廃され，１９９５年末には先進国での特定フロン類の生産が全廃
されることになった．実際上はこれらの規制が前倒しで行われたため，大気中のハロカーボン類の地表での濃度
増加傾向は１９９０年を境にして歯止めがかかり，巻出らの観測によれば既に一部成分の減少も始まっている．しか
し，これらのハロカーボン類は既に大量に対流圏内に放出されており，対流圏大気中の寿命はそれぞれ数十年以
上もある．従って今後も数十年から百年以上にわたって引続き成層圏内に注入され続けるため，継続的な観測が
強く求められている．
CO2などの温室効果気体による気候変動問題も，同様の経緯をたどっている．温室効果による気候変動が懸念さ
れる大気中のCO2濃度は，対流圏のそれに関してはKeelingらによるハワイのマウナロアにおける１９５０年代から
の連続観測により，季節変化を伴いながら単調に増加していることが示された［７］．また１９６０年代後半には，
米国海洋大気局においてManabeらがコンピュータシミュレーション技法を開発し，大気中のCO2濃度が増加した
場合の全地球的な温度がどのように変化し分布するかの研究を開始した［８］．我が国では，１９７９年ころ東北大
学の中澤らが大気中CO2の高精度分析器を開発し，地表での直接採取や航空機を用いた対流圏上層までの大気採取
を現在に至るまで継続的に行い，大気中CO2濃度の経年変化，高度変化，緯度変化等のデータを提供してきた［９］．
また１９８３年には南極昭和基地での連続観測も始めた［１０］．
一方CO2以外の種々の微量気体（CH4，CFC，N2Oなど）による温室効果は，１９７６年ころにWangらにより指摘
されはじめた［１１］．続いて１９７０年代後半から，Rasmussenらが大気中CH4の精密分析を開始し，季節変化や年
変化を報告した［１２］．国内では，東北大学の中澤，青木，町田らは，人間や植物の活動域から遠く離れた南極
昭和基地でCH4の連続観測をCO2と共に開始して季節変化や年変化を［１３］，さらに南極の氷床コアの分析から過
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去数百年にわたる大気中N2O濃度の変遷を示した［１４］．これらの観測に平行して，東京大学海洋研究所の酒井
や蒲生らおよび名古屋大学年代資料測定センターの中村らによる成層圏大気中のCO2の炭素や酸素の同位体の観測
［１５］［１６］，東京工業大学の吉田や豊田によるN2Oの同位体分子種の観測により，地球大気の循環に関する情報
も得られるようになった．また世界気象機関（WMO）はBAPMoN（大気バックグラウンド汚染監視網）を組織
し，１９７０年より１１ヶ国１５地点での運用が開始された．１９８５年には８９ヶ国１６１地点に，１９８９年には約２００
地点に達している．１９８９年にはWMOのオゾン監視網と統合され，GAW（Global Atmosphere Watch）となった．
この監視網により，大気組成のバックグラウンド濃度ならびにその短期長期変動の観測が，地球規模で組織的に
開始された．
このような研究成果を基に，これらの温暖化物質の増加とその地球環境に与える影響は，国際的には気候変動
に関する政府間パネル（IPCC, Inter-governmental Panel on Climate Change）で取り上げられ，１９９０年以降各国
政府にこの問題を検討する場合の基礎となるデータと分析結果を提供してきた［１７］．しかし，主たる温暖化物
質であるCO2やCH4・CFC等は，人間活動に密接に関係している．周知のように１９９７年には京都で温暖化気体削
減のための国際会議が開催され，多国間でこれ等の将来にわたる放出量削減に関して一応の合意が行われた．こ
の会議は温暖化気体が地球大気（結果的に人間の生活環境）に与える影響が差し迫った問題であるという事に関
して，一般の人々の関心を高めることに大いに役立った．しかし，それらの気体の排出の抑制には国内外の利害
関係が複雑に絡み，簡単には行かない難しい問題であることも示した．
既に述べてきたように，大気環境の現状を理解し将来の大気微量成分による地球大気環境の変化を予測するに
は，現時点での対流圏内のみならず，密接な関係にある成層圏内におけるそれらの時間的空間的変動をグローバ
ルにかつ詳細に監視することが必要である．同時に，既に制作されている種々の大気化学／輸送モデルに初期値
あるいは検証データを提供し，それらを使用した将来予測をより確かなものにすることも重要である．しかしな
がら，これまでこれらの微量成分の観測を継続的に行ない質の高いデータを提供してきた観測点は，観測が比較
的容易に実現できるで地表ですら，世界中にも数えるほどしか存在しない．まして技術的に格段の困難を伴う成
層圏内の観測は，それに比べて桁違いに少ないと言わざるを得ない．
本研究の目的
本研究はこのような大気微量成分研究の現状に鑑み，以下の目的を掲げる．まず第一には，長期間にわたり安
定的に運用可能な，大型気球搭載用成層圏大気採取装置を開発することである．長期間にわたる観測では，装置
の信頼性や安定性，試料採取の確実性が保証できなければならない．第二には，成層圏大気中に含まれる多数の
極微量成分の同時観測を可能とすることである．このためには２０LSTP以上の大量の大気試料を採取しなければ
ならず，冷媒を効率的に使用するクライオジェニック・サンプリング・システムを開発する必要がある．第三の
目的は，試料採取容器の内面処理に関する技術を確立することである．１/１００気圧以下でpptレベルの大気微量
成分の高精度な観測には，大気試料を汚染無く採取回収できることが最も重要である．
採取した試料は関連する大気研究者により分析され，その結果の解析が行なわれる．限られた量の試料からよ
り多くの成分について，またより高精度な分析を行うためには，分析方法や分析装置のみならず，試料採取装置
に関しても不断の改善や開発努力が必要である．また大気化学および大気物理学研究者とも協力し，分析結果を
利用してグローバルな視点からも化学や輸送の問題を研究することも欠かせない．最後に，これらの研究を通し
て社会が要求する大気環境に関する質の高いデータを提供することにより，人類の福祉に役立つことである．
本論文の構成
本論文の構成は，以下のようになっている．
第２章では，まず成層圏大気微量成分の種々の観測法を概説し，本研究による方式の位置付けを図る．また以
降の章で説明する２種類の成層圏大気採取方式（グラブ／クライオジェニック・サンプリング法）の原理とそれ
らの特徴の比較を示す．次に，成層圏大気微量成分研究のために開発されてきた国内外での大気採取装置の研究
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動向を述べ，大型気球搭載用大気採取装置として要求される機能や能力，制約条件についてまとめる．
第３章では，グラブ・サンプリング・システム開発研究とその性能評価について述べる．この装置は，過去に
開発し使用してきたグラブ・サンプリング装置の経験を生かしつつ，GPS受信機や搭載コンピュータ等を導入し，
完全な自律化を図ったものである．特に，南極昭和基地の様な困難な条件下でも，小人数で容易にかつ確実に成
層圏大気採取を可能とした画期的な装置である．実際の実験結果をもとに，この装置の設計の妥当性と大気採取
性能等を評価する．
第４章では，液体ヘリウムを冷媒として利用した，クライオジェニック・サンプリング・システムの開発研究
と，その性能評価について述べる．まず，クライオジェニック・サンプリング・システム設計の基礎となる，本
研究で確立した静的・動的熱入力の解析法について説明する．その解析手法をもとに，大型気球搭載可能なサン
プリング・システムとして成立するための条件を明らかにする．こうした検討をもとにして実施した各部の詳細
設計と，室内実験による特性評価ついて述べる．最後に，実際の飛翔実験で得られた大気採取システムの動作デー
タおよび回収後に得られたデータの解析により，本システムの設計の妥当性を示す．
第５章では，試料採取装置として最も重要な要件の一つである，採取した大気試料の汚染防止策としての，試
料容器の内面処理等に関する研究結果を述べる．次に，その成果を適用した試料保存容器での，成層圏大気の長
期保存検証結果を示す．最後に，実際の飛揚実験により採取した成層圏大気を分析して得られた結果を考察し，
大気科学への有用性を含めた総合的な検討を行い，本装置が成層圏大気試料採取装置として世界最高レベルにあ
ることを示す．
第６章では，本研究のまとめを述べる．
本論文内で使われる用語と単位
ここで，本論文全体を通してで使用される用語や単位等をまとめて示す．
STP（Standard Temperature and Pressure）：０℃ １気圧を表す．
熱伝導積分値：材質と温度差で決まる単位断面積単位長さ当たりの熱の輸送量
等価熱伝導積分値：本研究で提案した実質的な熱輸送量で，プロトタイプの装置の実績から得られた材質と
温度差で決まる単位断面積単位長さ当たりの熱の輸送量に，顕熱との熱交換まで含めた熱輸送量である．
顕熱の利用係数：本研究で提案した係数であり，総顕熱量に対する外部から流入した熱と交換して冷却に寄
与した顕熱量の比である．
CFC（chlorofluorocarbon）：いわゆるフロンと言われる物質である．
HCFC（hydrochlorofluorocarbon）：大気中の寿命が数年程度に短くなるように，CFCの一部の塩素原子或い
はフッ素原子を水素原子で置き換えたものである．
体積混合比：大気は高度に応じて気圧が変わるので，通常大気試料中に含まれる微量成分濃度は，乾燥空気
に対する各成分の分子数比で表す．
-6
ppmv：体積混合比で10 を示す．
-9
ppbv：体積混合比で10 を示す．
-12
pptv：体積混合比で10 を示す．

‰：千分率を表す．
13
13
δ C：炭素１３の同位体比．δ C＝（R X/R STD−１）×１０００（‰）である．R XとR STDはそれぞれ未知の試料の
13

C/12C比とPDB（アメリカ産矢石化石（CaCO3）で，炭素同位体標準試料として広く用いられている）の

13
それである．δ CPDBとも表す．
18
18
δ O：酸素１８の同位体比．δ O＝（R X/R STD−１）×１０００（‰）である．R XとR STDはそれぞれ未知の試料の
18

O/16OとSMOW（標準平均海水（Standard Mean Oceanic Water））のそれである．

14
14
14
13
14
13
14
Δ C：炭素１４の同位体比．δ C（１３）＝（（ C/ C）sample /（ C/ C）PDB−１）×１０００（‰）で，試料のΔ C
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値は，炭素同位体分別を補正し，次の式で計算する．
14

14
（１３）−（２５＋δ13CPDB）×（１＋δ14C（１３）/１０００）（‰）
Δ C＝δ C

成層圏大気試料採取による微量成分研究の概要
はじめに
ここでは，まず種々の大気微量成分観測法とその特徴について述べ，本研究でサンプリング法を採用した理由
を明らかにする．次に装置開発およびそれを用いた採取実験，大気微量成分分析研究に関する内外の研究動向に
ついて，その歴史を含めて述べる．また，それらの装置に適用された機能や日本独自の問題点について説明し，
大型気球搭載用成層圏大気採取装置に必要とされる能力についてまとめる．
種々の大気微量成分観測法とその特徴
大気微量成分の観測手法には，大きく分けて観測対象から遠く離れた場所で行うリモートセンシング法と，観
測対象の存在する場所に観測器を持ち込んで観測する現場測定法，試料を採取して持ち帰り実験室で精密に分析
するサンプリング法がある．以下のそれぞれの特徴を説明し，表２.１にそれらをまとめる．
（１）リモートセンシング法
リモートセンシング法は，大気による吸収・散乱・放射を解析して大気の状態を間接的に決定する方法である．
これは遠く離れた成層圏の情報を得る場合に，常に主たる役割を演じてきた．このための計測装置は，ある場所
あるいは一つの経路に沿う大気を通して，その間に含まれるすべて気体の濃度や粒子の特性を調べるものである．
良く使われる手法は，太陽を光源として，地上や人工衛星から光が地球縁辺の大気層を通過するときに受ける吸
収量をスペクトル分解して測定する方法である（太陽掩蔽法）．物質は固有の吸収波長特性を有することから，吸
収スペクトルによりその大気層に存在する物質の同定・定量化が可能で，不安定な物質も含めその場所に存在す
る状態での測定が可能となる．衛星搭載装置の場合，太陽を追尾しながら連続的に測定を行うと，衛星の進行に
つれて太陽光の通過する大気層の高度が変化するので，吸収をもたらす物質の高度分布が得られる．
また，地上からレーザー光を照射してその散乱光を観測することにより，特定の物質の高度分布を求めるよう
な観測法（レーザーレーダー法）も使われている．同様にマイクロ波を使用することも可能である．これらの方
法を使うことによって，微量成分の高度分布や大気中の光化学機構の詳細を明かにすることが出来る．しかし，
通常これらの方法によって得られたデータの精度や高度分解能は余り良いとは言えず，さらに絶対値を別の手段
で知る（校正する）必要がある．
（２）現場測定法
これは直接測定法で，正に測定器を分析したい物質の存在する場所に持ち込んで分析を行う方法である．この
例としては，化学発光を応用した装置，質量分析器，エアロゾルの粒径分布と光学特性を計測する装置，共鳴蛍
光法を用いた装置，最近はガスクロマトグラフなども利用されている．これら方法によれば，化学的に安定な物
質のみならず，その場所にしか存在できないような反応性に富む物質や，変化の過程で生じる中間物質等の測定
が可能なものもあり，１９７０年代から観測器の開発や改良に努力が続けられてきている．一般的に言ってこの測定
法は，ほとんどの微量成分に対して適用できる．また，実時間でデータを取得でき，時間分解能も良い．
しかしながら飛翔体上で信頼性高く機能する装置を作ることは，それなりの費用と時間，労力を必要とする．
通常この方法は，リモートセンシング法に比べて分析精度と高度分解能の両者で勝っているが，装置は通常特定
の成分を精度良く分析するように作られているので，多くの成分の同時観測や新しい物質の探索のようなことに
は向いていない．
気象庁や各国の機関が定常的に上げているオゾンゾンデは，電気化学的方法を用いている小型軽量かつ安価な
観測器で，優れた現場測定用装置のひとつである．

２００１年３月

成層圏大気中の多種の微量成分観測を目的とした気球搭載用大気採取装置の研究

7

（３）サンプリング法
サンプリング法は，その場を代表する大気や成分を採取して実験室において分析する方法である．この方法の
利点は，実験室の分析装置は最も良く整備されかつ安定しているので，分析したい試料を持ち帰って来ることが
出来れば，リモートセンシングなどの他の方法に比べて，最も高精度で信頼性の高い分析結果を得ることが出来
る点である．
さて，サンプリング法には大きく分けて２種類あり，一つを選択的採取法（selective sampling），もう一つを非
選択的採取法（whole air sampling）という．選択的採取法は，ある特定の気体，分子，粒子等をそのままの形で
或いは化学的に安定な物質に変換して捕集するもので，それ等を補集するのに最適な方法を用いることができる．
また，通常大気の主成分を採取しないので，濃縮の割合を非常に大きくする事が出来る（たとえば１０００倍程度）
が，精度良く大気の総量を測定する事は易しくないので，濃度測定には多少問題がある．実際よく使われる方法
は，HNO3，HCl，HFなどを分析するための化学的固定法（impregnated filter法），エアロゾル粒子のフィルター
上での採取，HO2やNO2などのラディカルを分析するためのmatrix isolation法［１８］がある．液体窒素を使って
トラップすれば，大気中のCO2，H2O，N2O，NO2，HNO3，SO2，H2S，NH3などが採取でき，CO2，H2O，N2O，NO，
NO2，SO2などをモレキュラーシーブに吸着させる方法［１９］［２０］もある．同位体の観測ではその成分濃度は
必要無いので，補集効率は悪くても装置が簡単な方法が取られている［２１］．
一方非選択的採取法は，その場の物質（通常は大気）をそのままの組成で持帰り実験室での分析に供するもの
で，基本的にはそれに含まれる化学的に安定な物質に対してのみ適用できる．また，濃度を精度良く測定するに
は，この方法がより適している．
リモートセンシング法と比較して，サンプリング法は何らかの装置を現場に持ち込む必要があり，このことは，
装置の設置してある移動体や持ち込んだ装置からの放出ガスの影響，その結果自然には起こらない何らかの反応
を新たに引き起こす可能性が出てくる．また，観測器の移動は水平或いは垂直方向の狭い経路に限られるので，
全地球的なデータを得るのは不可能に近い．一般的に言って，現場測定法やサンプリング法はその時々の局所的
な微量成分の精密測定が可能であるので，化学反応モデルの検証に向く．一方リモートセンシング法は，広範囲
あるいは全地球的な空間的平均値を求めるのに都合がよい．従って，両者は相補的な関係にあるといえる．
グラブ・サンプリング法とクライオジェニック・サンプリング法
ここでは，本研究の主題の非選択的大気採取法であるグラブおよびクライオジェニック・サンプリング法につ
いて，それぞれの特徴を明らかにする．
（１）グラブ・サンプリング法
事前に高真空に排気しておいた試料容器を大気試料を採取したい場所に持ち込んでバルブを開閉すれば，その
場所の気圧近くまでの試料がそのままの形で採取できる．また地上や飛行機上では，場合によっては機械式ポン
表2.1

各種成層圏微量成分観測法の比較
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プ等で大気試料を圧縮して採取することも行われる．これらをグラブ・サンプリング（grab sampling）法といい，
気圧が比較的高い地表あるいは低高度（飛行機高度あるいは下部成層圏まで）での試料採取によく使われる．こ
の方法は原理が簡単で装置も単純化できるため，搭載機器として適している．しかし高高度の大気を一定量採取
しようとすれば，気圧に逆比例して試料容器容積を大きくしなければならないので，装置の大型化を招く．する
と容器内表面積に対する試料量（Surface to volume ratio）が少なくなるため，試料容器内面での微量成分の吸着
や分解の影響が顕著に現れるようになる．従ってこの方法は，分析したい大気微量成分が安定かつ存在量の多い
（たとえばCH4，CO，CO2，H2，N2O，CF2Cl2，CFCl3など）場合の分析用によく使われる．
これを成層圏での試料採取に適用し，地表付近に比べてけた違いに微量となる成分をそのままの形で持ち帰る
には，２.５節で述べる多くの技術的問題をクリアしなければならない．
（２）クライオジェニック・サンプリング法
クライオジェニック・サンプリング法は，クライオポンプの原理を利用した大気採取法である．クライオポンプ
とは極低温を利用したポンプで，その温度では大気成分のほとんど全てが凝縮するために，継続した排気が可能と
なる．冷媒としては液体ヘリウム（−２６８.９℃，４.２K）と液体ネオン（−２４６.１℃，２７.１K）がよく用いられ
る．これらの物性を表２.２に示す［２２］．また，冷媒を使えば可動部も無く電源も不要なので，飛翔体搭載用とし
て非常に都合がよい．この方法を使えば，高度に関わり無く大量に大気の採取が可能となる．たとえばグラブサン
プラと同一の試料容器容積であれば，高度３０km付近では２０００倍程度の採取試料の容積比が簡単に実現できる．
液体ネオンは液体ヘリウムより潜熱が大きく，少量で効率良く大気の採取（凝縮）ができ，これらは大気中にほ
とんど存在しないので，濃度測定には影響を与えないと考えられる．液体ネオン温度で気体として存在できるのは，
ネオンと水素とヘリウムのみであり，液体ヘリウム温度は液体ネオン温度よりさらに低いため，水素とヘリウムの
−4
みが気体として存在できるが，このときの水素の飽和蒸気圧は１０ Pa程度にしかならない．液体ヘリウムは液体ネ

オンと比較して潜熱が小さいため液量をより多く必要とすることになるが，顕熱が大きいので低温のヘリウムガス
で徐々に熱交換するようにすれば，効率よく利用することが出来る（逆にいえば徐々に熱交換するような構成にし
なければならない）
［２３］．衛星搭載用のクライオジェニック装置に比べ，本研究でのクライオジェニック・サン
プリング装置では搭載装置としての簡略化が優先されるが，その制約内で可能な限り有効に顕熱を利用する．
日本国内では，冷媒として使用する液体ヘリウムは液体ネオンに比較して入手性が格段に良くかつ安価である
ため，本研究で開発したクライオジェニック・サンプリング装置では液体ヘリウムを使用している．大気中のヘ
リウムは大気圧に比例して存在量は減少するといわれているので，それを凝縮できなくても微量成分の濃度測定
には問題とならない．しかし，大気中のヘリウムが一切採取できないかというとそうではなく，大気中の他分子
と一緒に容器内に引き込まれてくるので，それが逆流しないような構造をとっておけば容器内に保持可能である．
クライオジェニック・サンプリング法では冷媒が存在する限り大気試料の採取が可能となるので，グラブ・サ
ンプリング法に比較して格段に採取量を増やすことが出来る．また試料容器も小さくできるので，内表面での吸
着などの可能性も減らすことが出来る．しかし採取量を適切に制御しないと，冷媒が無くなって試料が気化した
場合には試料容器内が高圧となり，装置が破壊するなど安全上も問題が発生することが考えられる．また冷媒そ
のものも的確に取り扱うことが必須となり，グラブ・サンプリング装置の諸技術に加え新しい技術的課題が多々
ある．なお，冷媒の使用や試料が高圧になることを除いた部分に関しての一般的な留意点は，グラブ・サンプリ
ング法と同一である．
表２.３には，グラブ・サンプリング法とクライオジェニック・サンプリング法のそれぞれの特徴を示す．
成層圏大気試料採取による微量成分研究の動向
ここでは，成層圏大気採取装置の開発およびそれを用いた採取実験，大気微量成分分析に関する世界の研究動
向について，その歴史を含めて述べる．既に説明したように，大気化学／輸送モデルの検証という意味では，
種々の微量成分の混合比の地表から上部成層圏までの高度分布やその季節変化，緯度変化の高精度の観測が重要
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である．さらに時間（経年）変化が得られれば，各微量成分の濃度変化の予測精度の改善に役立つ．そこで，科
学気球に搭載した装置で大気試料を手に入れて実験室で分析するという方法の優位さを活用すべく，以下に述べ
るような対流圏および成層圏大気採取装置が各国研究機関で開発され，使用されてきた．なおここでは，本研究
の対象となる非選択的大気採取法（whole air sampling）に絞って記述する．
海外で開発され使用されてきた気球搭載用グラブ・サンプリング装置
（１）Schmeltekopfらが最初の気球搭載用グラブ・サンプリング装置を開発し［２４］，１９７５年米国内外の各地
［２６］．この装置の特徴は，
で放球と回収を行い，CFC-１１・CFC-１２・N2Oなどについての高度分布を得た［２５］
家庭で料理などで使うステンレス製ボウル２個を溶接した容積７.５ の容器５個を使用し，パイプを曲げて作っ
た直径約１mのフレーム内に他の搭載機器と共に取り付けたもので，小型軽量であり，地上回収できる強みを生
かしたものであった（図２.１）．それぞれの容器に取り付けてある取り入れ口の開口は缶切り方式，閉鎖は金管部
分を火薬を使用した装置で圧接を行っている．これにより短時間での開閉が可能となっているが，搭載装置から
のアウトガスによる汚染を避けるために，試料の採取をパラシュート降下中に行うからである．この搭載装置の
3

3

総重量は１６kgである．３kgのゴム気球２個で高度２５km，２,８００m と１０,２００m のプラスチック気球で，それ
ぞれ３０kmと３５kmの到達高度を得ている．ゴム気球の場合は破裂をロードセンサで，プラスチック気球の場合
は気球フィルムに穴があいて高度変化の割合いが変化したことを気圧センサで検知し，それぞれ気球を切り放し
てパラシュート降下を始める．後は，タイマか外気圧を用いて，順次各容器のバルブの開閉を制御するようになっ
ている．パラシュート降下を始めると小型機で追跡し，地上の回収車に場所を連絡する．通常は２４時間以内に実
験室での最初の分析を行っているとのことである．採取高度は，気圧，気温，バルブ開閉のテレメータデータか
ら計算して決定している．
成層圏大気試料を採取した場所（緯度，州／国名）は，Fairbanks（６５ﾟN, Alaska），Yorkton（５２ﾟN,
Saskatchewan），Laramie（４２ﾟN, Wyoming），Holloman（３５ﾟN, New Mexico）
，Panama City（１０ﾟN, Panama）
，
McMurdo Station（７７ﾟS, Antarctica）
，South Pole（Antarctica）ということである．

図2.1 Schmeltekopfらのグラブ・サンプリング装置［２４］
金属パイプで作ったフレーム内に試料容器が５個見
える．手前においてあるのが１mの定規
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Schmidtらのグラブ・サンプリング装置
（１９９７年のキルナでの実験で）多数の金
属製試料容器が見える．下側には個別の
採り入れ口がついている．上側のバルブ
は排気と分析器への接続用バルブである．
枠の大きさは1mWx1mDx1mHである．

（２）ドイツKFA（Kernforschungasanlage）のSchmidtらは，ステンレス製で容積２ １６本の容器をもった採取
装置を開発し，現在も使用している（図２.２）．分析に必要とされる試料量から，高度約２６km（１５hPa）程度
までの大気サンプリングが可能である．この装置の特徴はバルブである．各試料容器に取り付けてある取り入れ
口は，火薬を使用してガラスを折ることにより開口し，閉鎖は金製パイプ部分を潰すことにより行われる
（Schmeltekopfらの方法と似ている）．この開閉方式は，下で述べる彼らのクライオジェニック・サンプリング装
置でも採用している．この装置では，通常パラシュート降下中に試料採取を行っている．この装置は比較的小型
軽量であるので，他の装置と相乗りも可能である．
海外で開発され使用されてきた飛翔体搭載用クライオジェニック・サンプリング装置
（１）米国NCAR（National Center for Atmospheric Research）で，１９７０年代半ばにLuebらによって，図２.３に
示すような液体ネオンを冷媒として使用した，ステンレス製試料容器の容積３００cc，容器数９本のクライオジェ
ニック・サンプリング装置が開発された［２７］．その後４本（軽量化して高高度の大気採取用）と１７本のものも
使われた．Ehhaltらは１９７０年代にこの装置を使って成層圏大気微量成分の採取とその分析を精力的に行った［２８］
［２９］．この装置は試料取り入れ用配管系とマニフォールドを有し，モータ駆動（クラッチを使用）の小型バル
ブを使用している．デュワーは液体窒素シールド式のものではないようである．また，高高度での採取用にはオ
リフィスの大きなバルブを使用し，採取時間の短縮を図っている．この装置を使用した大気採取実験の論文を見
ると試料の採れていない容器が結構あり，バルブのスタックとかバルブからのリークと言うコメントが見られる
［２９］．なお配管系最後の９本目または１７本目の容器は，各試料採取の直前に配管系内の大気の置換用（パージ
ポンプ）に使用されるものである．
気球が水平浮遊高度に達した後２時間程度そのまま飛翔させ，気球やゴンドラからの脱ガスを行わせる．気球
と採取装置は吊り紐で１００から２００m離している．取り入れ口ホース先端の封じ部の開口は，そのホース中に高
圧窒素を流し込み，先端のラプチュアディスクを破裂させる事により行う．また，大気の採取は気球緩降下中
（５０〜１００m/min）に行なっているが，これは垂れ下げた試料導入口から新鮮な外気を採取するためである．
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（２）ドイツのマックスプランク研究所（MPI, Lindau）のFabianらは，Luebらの装置を引き継ぎさらに改良を
加えた［３０］．現在彼らは，ステンレス製の容器容積０.４００ で９本および１７本（内１本はポンプ）の装置を
使用している．ラプチュアディスクはポンプの容器のみに付いているようである．デュワー内圧力は０.１５MPa
の一定値になるよう制御している．通常１０ STPの大気を採取するが，そのために高度３５kmの気圧下では約２０
分，１５kmでは約１分必要である．
採取装置自身からの汚染を防ぐため，装置全体を機密のステンレス容器内に封入し，ネオンガスの排気口と試
料取り入れ口は，それぞれ左右に６m張り出した梁の先端に取り付け，排出したネオンガスの採取を防止してい
る．気球からは２００m離し，試料の採取は気球緩降下中（５０〜１００m/分）に行っている．すぐ近くにある排出
口から出たNeが採取されたかどうかは，試料中のNeを分析して問題ないことを確認しているので，水素を充填し
た気球からの影響は無いと断言している．ただ，水素を充填した気球の場合，上昇中に採取した試料からはH2の
汚染が確認された［３１］．
初期の大気試料の分析［３２］でCOの濃度に異状が見つかり原因を究明したところ，試料中に一定以上O３が存
在するとCO濃度に影響が現れることが分かった．そこで１９７８年には取り入れ口配管を銅製に代える事によりO３
を分解することを試みたが，事前の内面処理に問題があり十分効果が上がらなかった．１９７９年以降は取り入れ口
配管をステンレスに戻し，途中に銅woolのフィルターを挿入することにより，効果を上げることに成功した．こ
の部分は３５０℃で３時間純水素を流しながら還元処理を行っておく．これにより，試料採取実験前後のテストで
もCOに問題がない事を確認している．しかし，彼らの容器は３週間以上試料を保存すると，COとH2にドリフト
が発生する事が分かっている［３１］．

図2.3

Leubらのクライオジェニック・サンプリング装置［２７］
全容器はマニフォールドで接続され，試料取り入れ口ホ
ース長は６mである．容器のバルブはクラッチ付のモー
ターで開閉する．各容器には破裂弁がついている．試料
取り入れ口の開口は，高圧窒素ガスで破裂弁を開くこと
で行う．冷媒は液体ネオンである．
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Fabianはミュンヘン大学に移った後も継続的に成層圏大気採取実験を行ない，H2・CH4・CO2・N2O・CF2Cl2・
CFCl 3・H 2Oなどの高度分布が得られている［ ３０ ］［ ３２ ］．試料の分析は，下で述べるSchmidtのグループと，
Seiler（MPI Mainz）のグループと共同で行っている．彼らは主にCNESの放球場（フランス，Air sur l'Adour, ４４ﾟN;
Gap, ４４ﾟN），キルナ（スウェーデン, ６８ﾟN）での実験を行っているが，インドのハイデラバード（１７.５ﾟN）
での実験もある［３３］．
この装置は，マニホールドを使用していること，モータ駆動のバルブを使用していることなど，本研究の装置
と似た方式である．
（３）ドイツKFAのSchmidtらは，液体ネオンを冷媒とした，ステンレス製容器１５本，各容器の容積０.３５０
のクライオジェニック・サンプリング装置を開発し［３４］，現在も継続的に成層圏大気試料採取実験を行ってい
る．これにより，成層圏大気中のCH4・CO2・N2O・CF2Cl2・CFCl3などを分析している［３５］［３６］．
この装置の特徴は試料容器とデュワーが一体として作られているため，総重量は８０kg，大きさは０.６０mφ×
０.８０mHであり，他のクライオジェニック・サンプリング装置に比較して小型軽量である（図２.４）．そのため，
小型の気球や放球設備が貧弱な場所でも用いる事が出来るし，他の観測器との相乗りも可能となっている．それ
ぞれの容器には，１０ STPの大気を採取可能である．上記（２）の装置と違って，これにはマニフォールドはな
く各容器に独立した取り入れ口がある．従って，装置の取り入れ口ホースとマニフォールドの内容積の合計と比
較して，この装置の試料導入部の容積は１/４０程度になっているので，それらの部分からのアウトガスの影響や，
成層圏内でO3が多量に存在している領域での管壁との種々の反応なども押さえることが出来る．

図2.4

Schmidtらのクライオジェニック・サンプリング装置
試料容器は１５本で，各取り入れ口（上側）は独
立である．容量約１０ のデュワーは外部容器内に
保持され，全て一体で構成されている．実際の使
用時は，台車から外して上下さかさまにゴンドラ
に取付ける．
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デュワーの液体ネオン容量は１０ で，約４０時間の保持能力がある．飛翔中のデュワー内圧は差圧弁で約０.１
MPaに保持され，ネオン残量もモニタ出来るようになっている．バルブは上記２.４.１節（１）で述べたグラブ・
サンプリング装置と同一の方式を使用している．取り入れ口のパイプの内径は２種類有り，採取高度によって使
い分けている．内径５mmのものでは，外気圧が５hPa（高度約３６km相当）のとき，１０ STPの大気採取に約２０
分必要である．各容器には安全のためラプチュアディスク（５MPaで破裂）が付いており，予想外の多量の試料
を採取するようなことが発生した場合でも，他の主要な部分の破壊を防いでいる．
気球本体等からのアウトガスによる汚染を避けるため，採取装置は気球下部から１５０m程度離した位置に配置
し，更に試料採取は気球を緩降下させながら行っている．気球上昇中に採取した１２０hPa以下（高度１５km相当以
上）での試料には，気球に水素ガスを使用した場合にH2に汚染が見られたとの報告もある［３７］．
クライオジェニック・サンプリングの場合は冷媒が無くなった時点で大気試料は気化して試料容器内の圧力が
上昇する．このためピンチ式の取り入れ口の閉鎖方法では時として漏れが生じることがあり，必ず回収地点まで
担当者が出向いて閉鎖を再確認している，と著者がKFAを訪れたときに聞いた．また，著者が参加したスウェー
デンのキルナの実験時（１９９７年）にも，回収グループにはそのための担当者の一人が同行し，現場で装置の回収
作業にはいる前にその作業をしていた．
ドイツの両グループは，北極域での成層圏オゾン関連の大気微量成分観測キャンペーン（CHemistry of Ozone
in the Polar Stratosphere, CHOPS; European Arctic Stratospheric Ozone Experiment, EASOE; Second European
Stratospheric Arctic and Mid-latitude Experiment, SESAME）などにも参加し，スウェーデンのキルナでの試料採取
を行っている．
（４）上記２つとは全く独立に，１９７０年代後半から，米国のAFCRL（Air Force Cambridge Research
Laboratory，後にAFGL, Air Force Geophysical Laboratory）のGallagherらは，NO・NOx・N2O・CFCl3･CF2Cl2など
の分析を目的とした，試料容器１本（容積０.８ ）［３８］［３９］および３本（容積２ ）［４０］の，液体ヘリウ
ムを冷媒としたクライオジェニック・サンプリング装置を相次いで開発した（図２.５）．初期の装置開発の目標は，
約１時間かけて１molの大気を活性な微量成分を含めて採取し，実験室での分析に供する事であった．そのため彼
らの装置は採取した試料を実験室に持ち帰るまで装置内に液体ヘリウムが残るようになっており，これによって
活性なNOとNOxの同時測定をも可能とした．このように，極低温にすれば微量成分間の反応を押さえることが出
来るのも，クライオジェニック・サンプリング法の利点でもある．このような研究を米空軍が行ったのは，成層圏
内を飛行するB−１やF−１５などの航空機の排気ガスが，成層圏大気環境に及ぼす影響を調査するためであった．
彼らの装置のデュワーは液体窒素シールド形式である．試料容器１本の形式のものは，液体窒素容量１３ ，液
体ヘリウム容量１３ ，直径０.４２m高さ０.４６m空重量は４３kgである．試料容器３本の形式のものは，液体窒素
容量は２４ 液体ヘリウム容量は４２ で，装置高１.２７m，空重量は１４７kgである．バルブの詳細も不明であるが，
高真空用ニューマチックバルブを使用しているらしい．試料が接触するステンレス製の配管系や試料容器内壁に
も金が蒸着してあり，試料容器内表面での反応を押さえている．試料の導入はマニフォールド経由であるが，容
器に取り込む口の下流にファンを取り付けて強制換気をしている．マニフォールド内を外気が通過する間の，管
壁との反応についても検討している．これらの装置で１９７５年から８１年にかけて計２４回の飛揚を行ない，緯度
方向にも９ﾟN〜６４ﾟNの範囲での大気の採取を行った．
国内の動向
本研究でグラブ・サンプリング装置開発を始めたのとほぼ同時に，気象庁気象研究所でも簡単なグラブ・サン
プリング装置をゴム気球で飛揚して，成層圏大気を採取後に回収している．主にCFC-１１，CFC-１２，N2Oを実験
室で分析した．装置は先に述べたSchmeltekopfのものに似た形式であり，試料容器は容積５ で１本搭載し，トグ
ル式ベローズバルブ（NUPRO

（R）

SS-４BKT）を使用していた．ゴンドラは外径０.９０mの籐製の輪７個で構成し，

試料容器はその内部に紐で固定している．３kgのゴム気球で放球し，上昇中に気圧スイッチによってバルブ開閉

２００１年３月
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Gallagherらのクライオジェニック・サンプリング装置［４０］
液体窒素シールド型のデュワーを使用している．試料容
器は容積２ のものが３本，各容器に破裂弁がついている．

を起動した．なお，バルブは３０秒間開いている．１９８０年から８５年にかけて，年２〜９回程度，高度１５〜２８km
での試料採取を行った．しかし，CFC-１２とCFC-１１のデータで汚染を受けたものを除いた場合の成功率はそれぞ
れ６０％弱と３０％弱であり，全体的に何らかの試料汚染を受けている模様である［４１］．
成層圏大気採取装置に要求される能力
気球搭載用の観測器で成層圏大気をサンプリングして研究室に持ち帰り，それに含まれる微量成分を精密分析
するには，以下に示すようないくつかの重要な点／技術的課題をクリアしなければならない．前項で述べた国内
外の観測器においても，以下に述べる多くの技術的課題を克服している．ここでは，重要な点の一般論と，日本
独特の気球実験に関する技術的課題を述べる．各課題に対する対策の詳細は，各装置設計製作の項で述べる．
（１）その場の代表的な大気を採取すること（局所的な汚染がないこと）
これは地上のサンプリングではしばしば問題になるが，飛翔体を使用した場合は特に気を付けなくてもクリア
できる場合が多い．
（２）採取した大気を試料容器に保存している間に変質しない（吸着，放出，分解などがない）こと
これはサンプリング法が避けて通れない最も重要な問題の一つであり，これが装置の基本性能（分析結果）に
直結する．そのため３章と４章で述べるように，採取装置特に試料容器やバルブ，試料が通過する配管系の材質
の選択とその事前処理が重要である．試料容器内面の製作時の加工法（研磨法，溶接法や作業場の環境など）に
は，特に注意を払う必要がある．バルブ構成部品は微量成分（特にCFC）の吸着特性から高分子材料は使用でき
ず，全金属製が必須である．
当然のことながら，容器はリークの無いものが要求される．グラブ・サンプリングの場合は，試料採取後の容
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器内圧は地表の大気圧と比較すれば低い．地上付近には分析対象物質濃度が非常に高い場合が多く，その場の大
気が装置内に侵入してくるようなリークは致命的である．クライオジェニック・サンプリングの場合は，通常試
料採取後の容器内圧は地上の大気圧と比較すると十分高いが，固化あるいは液化していた大気成分が気化してい
く過程で分別が発生する．この時点で外部へのリークがあると成分濃度が正しくなくなる場合が考えられる．
（３）分析に必要とする量が確保できること
これは，一般に成層圏の試料採取で高度が高く（すなわち気圧が低く）なってくると問題となる．更に，一部
の微量成分（たとえばCFC）は高度が上がるにつれて急激に濃度が減少し，同位体分析にはそれを含む分子のみ
を捕集するため，分析精度を維持するには採取量を確保することも重要となる．気球の飛翔制御側の要求から時
間的な制約もあるので，バルブや配管を含めたコンダクタンスを適切な値にして試料採取時間の短縮を目指さな
ければならない．また，採取量が十分確保できれば，（２）に対する要求も緩和される場合がある．さらに，バル
ブのコンダクタンスを大きくしようとすると，弁座からのリークの可能性が増す事に関しても注意が必要である．
（４）装置そのものが汚染物質を放出しないこと
持ち込んだ装置が，分析の対象となる物質や本来その場に存在しない物質を放出してはならない．また，その
場に存在する物質を変質させるような物質を放出し，その結果の大気を採取することがないように気を付けなけ
ればならない．そのような大気を採取すると，分析結果に大きな影響が出る場合が生じる．地表付近では問題な
らないような放出量であっても，成層圏内では大気圧や成分濃度が下がるので，地上と同じ放出量があれば相対
的に非常に多く見える．気球飛翔のためには，観測器以外の種々の装置を使用あるいは搭載する必要もあり，そ
れらからの影響を受け難いような装置構成や飛翔制御などを行う必要がある．
（５）試料の採取を含め，観測器の制御には遠隔操作が必要
気球実験の場合には，試料の採取操作は指令電波（コマンド）で行い，テレメータを通した動作状況の監視が
出来なければならない．一旦手を離れた装置はコマンドとテレメータを介してのみ地上の実験実施者とリンクし
ており，不測の事態が発生しても何らかの回復あるいは最悪の状態に至らないようにする冗長システム構成をし
ておく必要がある．
（６）クライオジェニック・サンプリングの場合は，さらに冷媒の制御が必要
クライオジェニック・サンプリング法では，使用する冷媒を効率よく転送し，飛翔中に消費し，かつ安全に装
置を回収できなければならない．極低温であるので，安全にも十分配慮しなければならず，装置が複雑かつ大型
にならざるを得ない．液体ヘリウムが気化すれば容積は約７００倍程度になるので，蒸発ガスを素早く排出できな
ければならないが，効率良く冷媒を利用することも重要である．必要量の大気試料を採取出来る容積があり，耐
圧も十分な試料容器が冷媒内にジャブ漬けになっている訳で，容器設計時には熱入力の見積もりが不可欠であり，
それによって実験準備時の冷媒の充填量が決定される．従って，液体ヘリウムの静的蒸発速度と大気導入時の蒸
発速度との適切なバランスが，本システムの設計において最も重要である．
（７）海上回収の対策
これは日本独自の問題である．付録で説明するように大型の気球搭載装置は海上回収となるため，防水構造が
必須となる．装置全体をまとめて防水するか，機器を個別に行うか，一部についてのみ行うか等の選択をしなけ
ればならない．これらの対策が，装置重量や大きさ，あるいは装置の性能にまで反映されるので，防水部位や方
法は重要な選択である．
（８）気球搭載装置としての種々の制約
搭載装置ならではの制約があり，これらを克服するために種々の技術開発や工夫をしなければならない．気球
実験の場合の克服すべき制約の優先度は，高い方から重量，電力，大きさの順である．重量の増加は最高到達高
度を低下させ，消費電力の増大は観測時間を制限する．これに比べ外形や形状の制約は比較的小さく，実験室レ
ベルの分析装置を搭載用に改造して使用することも難しくは無い．
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（９）その他
これら以外に，装置は地表の１気圧から１００分の１気圧以下（高度３１km以上）の成層圏大気中で機能する必
要がある．また，対流圏界面付近を通過する時には外気温は−６０℃以下まで冷えることがあり，成層圏中を飛行
するときには直射日光が当たる側は加熱される．大気を介しての対流による熱の輸送には期待できない発熱部の
冷却対策や，太陽光のない夜間の低温対策は重要である．
本章のまとめ
ここでは，成層圏大気試料採取による微量成分研究の方法について述べ，本研究でサンプリング法を採用した
理由を明らかにした．次にサンプリング法の原理と特徴について説明し，グラブおよびクライオジェニック・サ
ンプリング法それぞれについて述べた．また，諸外国で開発され使用されてきた大気採取装置と，それらを使用
した成層圏大気微量成分の研究動向を紹介した．最後に，大型気球搭載大気微量成分分析のための成層圏大気採
取装置に要求される機能や能力，制約条件等，技術的諸課題の一般的事項を述べた．

グラブ・サンプリング・システム
はじめに
グラブ・サンプリング法は著者らが行ってきた成層圏大気サンプリングによる微量成分研究の第一段階として
使用してきたが，４章で述べるように，より高度なクライオジェニック･サンプリング装置の開発と運用に伴い，
長らく使用を中断していた．しかし極域での大気微量成分研究の重要性が高まるとともに，南極大陸上空の成層
圏微量成分の動向に関して，大気化学および大気物理学研究者間で試料採取による分析の機運が高まってきた．
そこで，昭和基地のように人的設備的に制約の厳しい条件下でも適用可能な，小型軽量で取り扱いが簡単な装置
ですむグラブ・サンプリング法が見直されることとなった．この間大気試料分析技術の進歩により，より少量の
大気試料からでも多くの成分を高精度で分析可能となってきたことも大きな要因である．本研究で開発したグラ
ブ・サンプリング・システムは最新の技術を適用し，極地における成層圏大気微量成分研究用としての性能を満
足すべく新たに開発したものである．本装置は１９９６年，１９９７年，１９９９年に昭和基地で計８機飛翔し，十分に
その機能を発揮することができた．
南極昭和基地実験用システムの開発目的と基本仕様［４２］［４３］
開発目的
この大気採取装置は，極限下での作業において，一人で取り扱える程度に小型軽量であり，特に専門的な知識
や経験が無くても間違い無く現地で準備でき，放球後には多少の条件変化にも自律で対応できる柔軟性が必要で
ある．放球後は複雑な遠隔操作は必要が無く，追尾と回収作業にのみ専念できることも，現場担当者の負担軽減
という意味から重要である．一方，当然ながら微量成分分析用の採取装置としての基本性能も十分満足できるも
のでなければならない．これらのことから以下の基本方針を立てた．
基本仕様
（１）分析対象成分と採取量
現段階の分析技術で比較的少量の試料で十分な精度で分析が可能な大気成分として，成層圏大気中のCO2・CH4・
13
13
CO2のδ C・CFC-１１・CFC-１２を対象とした．なお高度２５km（２５hPa）では，CO2・CH4・CO2のδ Cまたは

CFC-１１・CFC-１２の分析に必要とする試料量は，それぞれ０.２００ STP程度である．
（２）装置重量
放球作業が比較的容易なゴム気球の使用を前提とすると，装置重量は最大１０kg程度となる．なお，プラスチッ
ク気球の場合には更に重い装置も可能であるが，放球作業に困難さが増す．

18
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図3.1 昭和基地用グラブ・サンプリング装置の構成
試料容器は１本で，手動弁と電磁弁が付いて
いる．手動弁は放球直前に開き，装置回収直
後に閉じて，採取した試料の保全を図る．ゴ
ンドラはアルミアングルで作られ，搭載回路
と電池は保温材の中にある．GPS受信機によ
る測位データなどは，送信機とアンテナで地
上に送る．着地衝撃の緩衝装置は，アルミハ
ニカム４個所各２段で構成されている．本装
置の重量は１１kgである．

（３）試料容器容積と最高高度
必要とする大気試料量，総重量の見積りと以下で述べる基礎実験から，試料採取の最高高度を２５km，試料容器
容積を１５ 以上とする．
（４）十分な試料汚染対策
装置を単純にして小型軽量化を図ることと十分な試料汚染対策をすることは通常相容れない要求であるが，後
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に述べるように，ここではパラシュート降下中に大気を採取し，その後ゴンドラ全体を反転させて緩衝機構を下
にして着地するという，単純で確実な方式を考案した．装置がパラシュート降下を開始すると大気は相対的に上
方へ流れ，試料取り入れ口付近に存在しているかもしれない汚染物質を吹き飛ばす事ができる．
（５）完全自律動作
搭載コンピュータとGPS受信機を利用して地上設備の簡略化と装置調整の省略化を図り，現場の負担を大幅に
軽減した．高度情報は現地での調整が大変な精密気圧計を用いず，GPS受信機の高度出力データを用いた．その
高度情報は本実験において十分な精度を持っている．さらに基地からの指令も一切不要にするため，放球後は飛
翔中の各種条件の変化に対応可能な柔軟性を持つ，完全に自律動作可能な機能を搭載コンピュータのソフトウエ
アに持たせた．さらにGPS受信機からの測位データは，基地にテレメータで伝送しておけば回収位置の正確な決
定に役立てることができる．
装置の機械設計と基礎実験
開発目的
（１）サンプリング・システムの構成
本研究で開発したグラブ・サンプリング・システムは，電磁弁と手動弁付の試料容器，制御回路，電池，GPS
受信機，反転カッター，送信機，アルミ・ハニカム製緩衝機構（以降クラッシュパッド）で構成され，ほぼ全て
の部分はアルミニウム製フレーム内に組み込まれている（図３.１参照）．手動弁は試料容器の事前の真空排気や試
料の分析時に使用し，同時に昭和基地と日本を移動する間の試料の汚染を防止するために使われている．電磁弁
は，搭載制御回路からの指令により，成層圏内で試料容器に大気試料の導入を制御するために使用する．また制
御回路はGPS受信機からの測位情報を入力し，これにより後に述べるような一連の動作を起動する．GPSの測位情
報や搭載機器の動作状況は送信機で地上基地に送られるので，地上基地では装置の飛翔状況とともに，各機器の
動作状況も監視できる．
装置で最も重要な大気採取口は，単独で試料容器から下向きに突き出ている．この部分の強度は本装置内で最
も弱いため，この姿勢のままで着地すれば破壊されて採取した試料大気は失われてしまう．しかし周囲からこの
部分を保護する機構を付加すれば，これが試料汚染の原因となることが十分考えられ，こうした方法を採用する
ことはできない．そこで着地用の緩衝機構を取り入れ口の反対側に取付けておき，試料採取終了後に反転カッタ

表3.1

グラブ・サンプリング・システムの仕様
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ーを動作させて上下さかさまの向きにすれば，非常に単純な装置の付加でこれらのことが一気に解決できる．全
てみ込んだ状態で，観測器の総重量は約１１kgである．本システムの仕様の詳細を表３.１に示す．
（２）気球システムの構成
気球システムは図３.２に示すように，ゴム気球（あるいはプラスチック気球），気球破裂検知器，メインロープ
カッター，パラシュート（物傘）・レーウインゾンデ，グラブ・サンプリング・システムで構成され，すべては
ナイロンロープで連結されている．また（１）で述べたようにサンプリング・システムは上下反転機構を備え，
試料採取終了後にゴンドラ全体が上下反転し，クラッシュパッドを下にして着地する．着地時の衝撃を効率良く

図3.2

気球システム構成
放球時の構成で，試料取り入れ口が下，クラッシュパッ
ドが上側に付いている．反転カッターが作動して底面か
らの紐を切ると，緩衝材を下にした向きになる．気球破
裂検知器は上昇時に気球が割れたことを検知して，試料
採取動作のトリガを出す．レーウインゾンデは基本的な
大気パラメータ（気圧，気温，湿度など）を測定するこ
ためのものである．
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吸収するためには採取装置が出来るだけ垂直に着地する必要があり，揺れが少ない降下特性（±５度程度の揺れ）
をもつ十字物傘を採用した．
本サンプリング・システムの放球後の動作シーケンスを図３.３に示す．放球直前に手動弁を開き，放球後は試
料取り入れ口を下にした姿勢で上昇する．設定高度に到達した時点で気球を切り離すと，サンプリング・システ
ムはパラシュート降下を始める．直後の２秒間を先に述べた汚染物質除去に使用する．２秒後に電磁弁を開いて
試料採取が始まり，次項で詳細を述べるように試料採取時間は１０秒で終了する．採取終了２分後にゴンドラの上
下反転を行なって逆さまの姿勢になり，緩衝機構を下にして着地する．表３.２に採取設定高度に対する各操作の
行われる高度を示す．気球飛翔中はGPS測位情報とサンプリング・システムの動作ステータス情報をテレメータ
で基地に送る．なおテレメータ送信機は着地後も電波を出し続けるため，回収作業ではその電波の到来方向や送
られてくるGPS情報を使って探索する．設定高度に達する前に気球が破裂した場合，気球破裂検知器がこれを検
知する．気球破裂検知器はマイクロスイッチを利用したもので，一定以上の張力がロープにかかっている場合に
スイッチが入り，気球が破裂するとこの張力が無くなるためにスイッチがオフする機能を持っている．搭載コン
ピュータはこれを読み取り，設定高度到達以前でも上記採取シーケンスの実行を開始する．

図3.3

表3.2

放球後の動作シーケンス

動作タイムシーケンス
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大気サンプリング動作の解析と基礎実験
（１）パラシュート降下中の試料採取を行う場合，グラブ・サンプリングでは試料採取速度は時間とともに指数
関数的に減少するので，高度分解能を良くすることと試料採取量増大は相容れない要求となる．そこで搭載装置
の具体的な設計に先立ち，試料採取量と高度分解能決定のための基礎実験を行った．システムを設計するに当たっ
ては試料採取量の解析には配管系のコンダクタンスが分かっていなければならないが，室内実験でその値を求め
るに当たり，まず室内実験での値と成層圏でのそれとの関係を求めた．
配管系のコンダクタンスをC［ /sec］，試料容器容積をV［ ］，外気圧をP［Pa］とすれば，バルブを開けたt
秒後の気体の採取量Q［Pa ］は
-

（３.１）

で表される．なおここで扱う成層圏大気は粘性流領域であるので，配管系が円形導管であるとすればそのコンダ
クタンスCは

（３.２）

と表される．ここでａは配管半径［m］，ηは気体の粘性係数［Pa･sec］，Lは配管長［m］，P0は配管両端の平均圧
力［Pa］である．なお気体の粘性は，気体の密度，気体分子の熱運動の平均速度，平均自由行程に比例し，数１０
Paから数１０００hPaの広い領域にわたって圧力には無関係であるので，温度T1［K］の粘度η1が既知の場合，温度

T2［K］の粘度η2はほぼ次式で与えられる．
（３.３）

ここでCSはサザランドの定数で，空気の場合１１７である．また，温度T1［K］とT2［K］の気体のコンダクタンス
の比は式（３.２）から粘性比の逆数で表され，これと式（３.３）より，

（３.４）

が得られる．
さて，複雑な配管系に対してはまず個々の構成要素のコンダクタンスを求め，それを元に全体のコンダクタン
スを計算することになる．ところが式（３.２）に示すように，各構成要素のコンダクタンスはそれぞれの両端の
圧力差に比例する．従って全体のコンダクタンスを求めるには系内の圧力分布を知る必要があり，その圧力分布
はコンダクタンスが分からないと計算できないという矛盾がある．これに対し，試料容器とバルブを含む搭載装
置の配管系を用い，バルブを開いてからの試料容器の圧力変化を測定すれば，配管系全体のコンダクタンスを実
験的に求めることが可能となる．そこで図３.４に示すように実際の搭載装置の機器構成（太線で示す部分）で，
次のような実験を行った．なおこの実験では窒素ガスを用いたが，空気と窒素の粘性は１%程度の違いであるので，
この結果で空気を採取した場合とみなしても問題ない．
実験は次のように行った．２２０ のバッファー容器を窒素ガスで試料採取高度の外気圧に調整した．真空に排
気した試料容器の手動バルブVmを開いた後，電磁弁（Ve）を開けて内圧の時間変化を測定した．なおこのとき，
圧力センサP１の指示を見ながら微調用バルブ（MV）を通して窒素ガスを導入し，バッファー容器内の圧力が下
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試料採取速度測定のための機器構成

がらないようにした．バッファー容器内の圧力を試料採取高度の気圧１３０hPa（１５km），５３hPa（２０km），２８
hPa（２５km）と変えて得られた結果を図３.５に示す．このデータの各測定点におけるコンダクタンスと実際の
採取高度における大気温度を考慮したコンダクタンスの比は式（３.４）から計算でき，これを式（３.１）に代入
すれば結局はコンダクタンス比に応じて同一の試料圧に達するまでに必要な時間の増減に帰着する．表３.３には
昭和基地上空の夏季（１月）の平均的な高度とその高度の大気温度の関係，および式（３.４）を使った室温（３００
K）とのコンダクタンス比の計算結果を示す．図３.６は各採取高度に関してこの補正結果を図にしたもので，横
軸を採取時間，試料採取量を最大量（式（３.１）でｔが無限大）で規格化し，百分率で表した．
装置をパラシュート降下させた場合，高度２５km付近では自由落下に近い速度となる．従って５００m以内の高
度分解能にしようとした場合，バルブを開ける時間は最長１０秒となる．試料容器容積が１６.５ の本装置の場合，
図３.６から高度２５kmで外気圧の７０%まで採取できるので，回収可能な試料量は０.３５０ STP前後となる．この
量は，始めに述べた各微量成分の精密分析に必要かつ十分な量である．なおこれ以下の高度では，より短時間で
より大量の大気がより高い高度分解能で採取できる．

表3.3

高度（気温）によるコンダクランス比の変化
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図3.5

第１１５号

試料採取時間測定実験結果

図3.6

温度補正後の試料採取速度
コンダクタンスに各高度の
大気温度で補正を加える前
（EXP）と後（黒丸,+TEMP）
．
縦軸は最大量で規格化し，
百分率で表した．

システム構成要素の詳細
（１）試料容器
試料容器はステンレス製で，容積は１６.５ ，重量は約４kgである．試料容器には，全ステンレス製小型手動弁
（R）
（NUPRO , SS-６BW）と電磁弁を付加している．製作時およびその後の内面処理の詳細に関しては５章で述べる．

（２）クラッシュパッド
南極昭和基地では採取装置が硬い氷上に着地することを想定すると，緩衝機構によって装置を安全に降ろすこ
とが必要になり，アルミ・ハニカムをショック・アブソーバーとして使用した．これはアルミ・ハニカムが軽量

２００１年３月

25

成層圏大気中の多種の微量成分観測を目的とした気球搭載用大気採取装置の研究

で，かつ脱ガス特性，衝撃吸収特性が良いためである．設計条件としては，ゴンドラの着地速度は７m/sec，許容
できる加速度の上限を重力加速度の１５倍以下とした．アルミ・ハニカム・コアの受ける圧力σcr［kg/㎡］は，以
下の式で与えられる．

（３.５）

ただし，Wは着地時の質量［kg］，Gは最大許容g限度，Aは受圧面積［㎡］である．アルミ・ハニカムの場合つぶ
れ代は全長の７０%程度であるので，コア長H［m］は以下のように計算できる．

（３.６）
2

2

ここでVは着地速度「m/sec］，gは重力加速度［m/sec ］，σはハニカムの圧縮強度［kg/m ］である．ここでG＝
2

１５，W＝１０kg，A＝０.０４m とする（下で述べるように１０cm角のハニカムを４箇所に取付けた）と， σcr＝
2

2

３,７５０kg/m となる．実際に使用したアルミハニカムの圧縮強度＝３,２６３kg/m を代入すると，H＝０.２７４mと
2

なる．この計算から，高さ０.２０m底面積０.０１m を単位とするショック・アブソーバを製作し，これを２つを直
列に接続しゴンドラの４隅に取り付けた．なお，４つのアルミ・ハニカムは中央の連結部分が相互に結合され，
左右に開いたりせず衝撃吸収が適切に行われるように配慮した．なお，コア材は非常に薄いため，成層圏内の低
圧の領域で使用しても機能が損なわれないように，コア材に小さな穴を通して積極的に内部の空気を逃がすよう
になっている．さらに，接着剤中に空気や他のガス成分が封じ込められないように，製造時には減圧下で脱泡処
理を行った．
図３.７は試作したアルミハニカムを使ったテスト結果で，このときの荷重は１０kg，着地時に７m/secとなる高
さ２.５mから自由落下させたときの加速度を計測したものである．着地直後０.０５秒までに２回１５gを越える瞬
間があったが，それ以降は急速に衝撃がが吸収されていることが良く分かる．図３.８は実験直後のハニカムの写
真である．設計通り，元の長さの２/３程度で確実に衝撃の吸収が行われていることが確認された．

図3.7

アルミハニカム製緩衝機構の衝撃吸収試験結果
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図3.8

第１１５号

試作した緩衝装置の機能試験結果

搭載制御システムと地上監視システム
（１）搭載制御回路
ａ）ハードウエア
搭載制御回路は，図３.９に示すように制御回路はマイクロプロセッサ・電磁弁駆動用リレーとリレード
ライバIC・反転カッター・メインロープカッター・データ送信用変調部で構成されている．リレードライ
バは複数用意してあり，将来の試料容器数増大にもソフトウエアの改良だけで対応できる．電源は２４Vの
リチウム電池１個で，送信機と５Vに変換後搭載回路に電流を供給している．火薬を使用したメインロープ
カッターは，気球を切り離して装置をパラシュートで降下させるために使用する．カッターの誤動作防止
用である気圧スイッチは高度約１kmに相当する９００hPaに設定し，これ以下の高度ではカッターへの回路
を遮断し，地上で操作手順を間違えてもカッターが動作しないようにした．
また設定高度は観測の要求に応じて１５，２０，２５kmの３つが選択可能であり，スイッチを切り換えるだ
けで変更できる．
ｂ）ソフトウエア
大気の採取開始は制御回路内で判断され，図３.１０で示すような論理で決定される．すなわち，気圧ス
イッチがONし，かつGPS高度が大気採取設定高度を超えたか，あるいは気球破裂が検知されたか，ソフト
ウエアタイマがタイムアップするか，事前に設定された飛翔範囲を逸脱した場合に，表３.２に示す設定高
度に応じて試料採取手順が開始される．観測器の上下反転はパラシュートやゴンドラを含む全気球システ
ムに衝撃を与えるので，気球切り離しによる動揺が十分減衰し，パラシュートによる減速効果が出る１２０

２００１年３月
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図3.9
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搭載制御回路ブロック図

秒後に行う．
GPS受信機の動作不良等でその高度出力情報を用いた制御が不能になった場合には，設定高度までの標
準的上昇時間（通常３００m/分）×１.３に設定された搭載コンピュータ内のソフトウエアタイマによって
強制的に気球を切り離し，試料採取シーケンスに入る．これにより気球の飛翔を回収作業に支障の無い範
囲に収める．
飛翔中に伝送される情報には，GPSデータ・搭載機器ステータスデータ・ビーコンデータがある．GPSデー
タは，GPS受信機からのデータをそのまま送信する．搭載機器ステータスデータには，大気採取の開始高
度・開始時刻・終了高度・終了時刻・メインロープカッターの作動高度と時刻・大気採取の実行開始原
因・ソフトウエアタイマの残り時間などがある．GPS受信機からの測位データと採取装置のステータスデー
タは，１０秒毎に基地に送信する．回収の探索時には音を目安に探すことができるようにするため，それ以
外の時間は特徴ある音をビーコン信号として送り続ける．ここでは種々の長さのデータを送るために，パ
ケットデータ伝送方式を利用している［４４］．
（２）追尾受信およびデータ表示システム
基地では採取装置からのテレメータ信号を受信装置で受信後に復調し，小型コンピュータでGPS受信機による
測位データと採取装置の動作ステータスデータを解析表示し，同時にこのデータは全てハードディスクに格納し
た．追尾受信およびデータ表示システムの構成を図３.１１に示す．また同時に，GPS測位データからテレメータ受
信アンテナの手動追尾の助けになるように，飛翔している気球の基地から見た仰角と方位角，および回収用に地
表面に沿った距離を計算して表示した．
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図3.10

第１１５号

試料採取開始決定のための論理

設定された高度に達するかソフトウエアタイマがタイムアップするか気球破裂が検知されるか飛翔範囲を逸
脱したとき，気圧スイッチがON（一定以上の高度に達している）していれば試料採取手順を実行開始する．

図3.11

追尾受信・QLシステムのブロック図

大気採取実験経緯と装置の性能評価
表３.４は本装置を使った昭和基地における成層圏大気採取実験結果で，各装置の実験実施日時と採取高度等の
#

一覧を実験実施順に示したものである［４５］［４６］［４７］．１９９６年１月に３機（装置番号１- n），１９９７年１月
#

#

に３機（装置番号２- n），１９９９年１月に２機（装置番号３- n）の計８機行われた．なお１９９９年は試料容器２個
を搭載しているため，１回の飛翔で２高度の試料採取ができる装置を使用した．８機飛揚した内，４機は全ての
動作が完全に行われた．１機は気球が破裂しそれをトリガとして一連のシーケンスを実行したが，ロープが装置
に引っかかって上下反転機構の動作が不完全となり，大気採取口が下になったまま着地し，バルブ取付け部が破
壊して試料も逃がした．１機は上昇中にGPSの動作が不良となったが，ソフトウエアタイマにより採取動作を開
始した．３機はガス充填量の間違いで上昇速度が予想値以下であったり途中で気球のガスが抜けて降下を始めた
りしたが，ソフトウエアタイマにより予定より低い高度であったが採取動作を開始した．このように，装置の一
部が破壊された１機と，下に述べるように放球時に真空保持用バルブを外せなかった１機を除き，想定した種々
の事態の発生に対して搭載制御回路は設計通りの適切な判断と動作を行い，試料の採取に成功した．
次に採取高度と実際の採取試料量を検討する．１９９６年，１９９７年，１９９９年１月に行われた実験での大気採取

２００１年３月
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表3.4

図3.12

昭和基地におけるグラブ・サンプリング実験結果

予測した試料採取量（破線）と実際の採取量の計測結果の比較
１-:１９９６年，２-:１９９７年，３-:１９９９年の実験結果．#は装置番号を表す．

量 の 計 測 結 果 を ， 図 ３ . １２ 中 に そ れ ぞ れ １ - # １ ， １ - # ２ と ２ - # １ ， ２ - # ２ ， ３ - # １ と ３ - # ２ で 示 し た ． 破 線
（ESTIMATED）は昭和基地上空の１月の平均的な気圧-気温の関係と試料容器容積から計算した各気圧（高度）に
#

おける大気量の７０％で，これが３.３.２節で示した高度２５kmにおける設計採取量である．２- １を除いて，試料
はほぼ予想通りの量が採取できていることを確認した．高度が２０km付近では室内実験結果からの予想量は８５％
程度であるが，実際には７０％程度にとどまっている．この原因としては，実験室では実際の飛翔環境を模擬して
#

おらず，電磁弁周辺の温度環境が弁の開口に影響を与えたものと考えられる．なお２- １は，放球時に試料取り入
れ口先端に付加してあった真空保持用のバルブ（SS-4H）を取り外すことができなかったため，３個のバルブが直
列に接続されたことになり，このように極端に試料量が少なくなった．SS-6BW，電磁弁，SS-4Hの流量係数（Cv
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値）はそれぞれ１.０，０.６７，０.２８であり，通常であれば電磁弁の０.６７がシステム全体のコンダクタンスを支
配していたが，それがSS-4Hの付加によってさらに約１/２になったため採取量が半分になったと考えられる．設
#

計値より大幅に多い３- １-２は，地上付近の大気を吸入したことが分析結果からも示された．
この様な試料採取の確実性と回収実績，放球や追尾作業の容易さから，本装置は赤道域での成層圏大気採取に
適用する計画もある［４８］．
本章のまとめ
本研究で開発したグラブ・サンプリング装置は，小型・簡易なものでありながら，搭載コンピュータとGPS受
信機を組み合わせた完全な自律制御システムを備え，確実な成層圏大気採取と装置の回収を実現したものである．
本装置は１６.５ の容器を１本または２本を持ち，総重量はそれぞれ１１kgまたは１５kgである．本装置自律化の
ため，GPS受信機からの測位情報を利用して試料採取を含む一連の動作を自動的に行い，かつ正確な採取高度情
報と装置回収のための位置情報を地上基地に送る事が出来る，高信頼搭載制御装置を開発した．また装置全体を
上下反転するアイデアにより，採取試料の汚染を防止し，最も壊れ易い試料取り入れ口を保護し，クラッシュ機
構の単純化と装置の軽量化を一挙に達成した．
南極昭和基地において，延べ４年計８機の飛翔実験を行った．高度１０kmから２５kmの範囲での大気採取を行
い，ほぼ事前の室内実験による見積りの通り，各高度の大気圧の７０%前後の試料が採取され，かつ全機の回収に
成功した．採取した大気は，CH４などの試料分析に供することが出来た．このように，実験条件の困難な極地で
長期にわたって継続的に大気採取に成功したのは，世界で本研究のみの成果である．

クライオジェニック・サンプリング・システム
はじめに
ここでは，液体ヘリウムを冷媒として利用したクライオジェニック・サンプリング・システムの開発研究とそ
の性能評価について述べる．本研究の初期段階で開発したグラブ・サンプリング装置で成層圏大気の採取が可能
となったが，採取可能な試料量が少ないことなどの問題から，分析できる成分が制限を受けざるを得なかった．
また採取高度が高くなるにつれて採取量が減少するため，採取高度も制約を受けた．このためより高高度での試
料採取や，同位体を含む高度な分析をするため試料を多量に使用したいとする研究者の要望も満たし得なくなっ
てきた．このような状況下で，クライオジェニック･サンプリング法による成層圏大気を大量採取可能な装置の開
発を行った．そこでまず，クライオジェニック・サンプリング・システムの設計の基礎となる，静的・動的熱入
力の解析法を確立する．次にその解析手法をもとに大型気球搭載可能なサンプリング・システムとして成立する
ための条件を明らかにする．さらに，こうした検討をもとにして実施した各部の詳細設計について述べる．また，
解析的には求めることが困難な装置の特性は，室内実験を通して求める．最後に，実際の飛翔実験で得られた大
気採取システムの動作データおよび回収後に得られたデータの解析により，本システムの設計の妥当性を示すこ
とにする．
開発目的と基本仕様
本システムの開発目的は，以下に述べる項目に整理される．開発当初のプロトタイプより順次改良を進め，現
１４
行モデルは分析対象をより微量のCFC-１１４やΔ Cなどにも広げるために採取量を多くしたこと，容器数を増や

して高度プロファイルを密にとること，ソフトウエアによる障害復旧等，全般的に機能強化を図ったことである．
（１）分析対象および試料採取量
（ａ）分析対象物質
13
CFC-１１・CFC-１２・CFC-１１３などのハロカーボン類，CH4・N2O・CO2などの微量成分，CO2中のδ C・
18
14
13
δ O・Δ C，CH4のδ Cなどの同位体である．３章で述べたグラブ・サンプリングの分析対象物質と比べ，
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より大量の試料を必要とするCFC-１１４やδ13C・δ18O・Δ14Cなどが加わった．
（ｂ）試料採取量
各成分の精密分析には，概略以下の試料量が必要である．
CFC関連

３.５ STP
13

CO2，CH4，N2O（CH4のδ Cを含む）
13

18

CO2中のδ Cとδ O

３.０ STP
４.０ STP

14

５.０ STP

15

１.０ STP

CO2中のΔ C
N2O中のδ N

これらの量を合計すると１６.５ になる．将来に備えて保存する試料量を加えて，各容器（あるいは各高
度）に２０ STP以上採取することにした．グラブ・サンプリング時と比べると同一成分の複数回分析も可
能となり，結果の高精度化及び高信頼化が可能となる．
（２）試料容器数
高度プロファイルを密にして高度１８kmから３５kmの間を１.５kmおきに試料採取することとし，試料容器
は１２本とした．
（３）試料容器内面処理法の改善
残留有機物の強制排除処理を導入した．
（４）技術的諸課題
（ａ）液体ヘリウムの効率的な利用と制御，安全にも留意
設計時の目標として，試料容器を挿入した静的状態で，本章で定義する顕熱の利用係数を０.２５以上と
する．
（ｂ）CPU使用による柔軟性のある搭載制御回路
（ｃ）ソフトウエアによる障害復旧対策
（ｄ）高信頼性バルブ開閉機構
（ｅ）耐圧気密のゴンドラの開発
がある．
熱解析と熱設計
クライオジェニック・サンプリング装置の熱モデル
超伝導マグネットや高感度センサの冷却などの通常の極低温関連装置では，外部からの熱入力を最小化してで
きるだけ長時間冷媒を保持できるように，冷媒を保持する容器や内部機器類を設計する．そこでは，デュワー壁
の伝導や放射による熱入力，および冷媒内機器への導線による熱入力，通電による発熱などが最小になるように
設計し，主に静的な状態での冷媒の消費速度を計算すれば良い．ところが本研究のように，大量に大気試料を導
入することによって積極的に冷媒を気化させ，かつ実験の最終段階での冷媒残存量を極力少なくする事によって，
効率良く冷媒を消費しようとするような使用法は他には類がない．しかも低温低圧の成層圏大気中で動作させる
ことも本装置のみの特色である．従って，予め参考となるような既存の装置はなく，全く独自の熱設計が必要で
ある．この熱設計においても，静的な状態と動的な状態との適切なバランスを考慮する必要がある．
本研究におけるクライオジェニック・サンプリング装置では，試料容器の伝導による熱入力がデュワー上面か
らの放射や対流による熱入力に比べて遥かに大きい．このため，装置全体の静的な液体ヘリウム蒸発速度は，液
体ヘリウムデュワー単体での静的な蒸発速度と試料容器経由の熱伝導入力でシステムの静的な液体ヘリウム消費
速度がほぼ決まり，実際上デュワー上面からの放射や対流による消費速度の増加は無視しうるほど小さいと考え
てよい．従って装置を設計する場合には，必要な試料容器耐圧や容積を確保しつつ容器経由の伝導による熱入力
を押さえることが重要となる．次に，装置の小型軽量化を図るためにもまたシステム運用上および安全策からし
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ても，必要以上の液体ヘリウムを塔載する必要はないので，試料採取に必要とされる液体ヘリウム量を適確に見
積もる必要がある．そこで以下の節で説明するように，システムの熱流入量とそれによる液体ヘリウムの蒸発量
の見積もりを可能とするための熱解析を行い，設計の基礎を確立した．
熱解析
ここで解析に使用する熱モデルを図４.１に示す．良く知られているように，熱輸送の原因には放射･対流･伝導
がある．本システムにおける大気を導入しない静的な状態での熱入出力は，以下の関係式で与えられる．

Qdr＋Qc＋Qor＋Qsd＋Qdd＝Qe＋kQt

（４.１）

ここでQdr・Qc・Qor・Qsd・Qdd・Qe・Qtは，それぞれデュワーの壁面を通しての放射・ヘリウムガスの対
流・デュワー上方からの放射・試料容器壁の伝導・デュワー内壁を伝っての伝導・液体ヘリウムの潜熱・顕熱に
よる熱の入出力を表す．kは顕熱の利用効率（以降顕熱の利用係数と呼ぶ）を表すパラメータで，０≦ k ≦１であ
る．なお，排気ガス温度（T３）が外気温度に等しいときにはk ＝１である．

図4.1

クライオジェニック・サンプリング装置の熱モデル

表4.1

本節で使用する各種パラメータ

２００１年３月
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本解析においては，デュワーの壁面を通しての放射（Qdr）・デュワー内壁を伝っての伝導（Qdd）・デュワー上
方からの放射（Qor）の総計はデュワー単体の静的な蒸発速度の実測値で代表し，試料容器を挿入してもこれらの
値は変化しないとする．デュワー内では上の方が温度が高いので，対流（Qc）による熱の移動は発生しない．従
って，本システムにおける液体ヘリウムの蒸発速度を見積もるには，大気試料導入による熱入力（Qss）
・試料容器
壁の熱伝導による熱入力（Qsd）と液体ヘリウムの潜熱（Qe）
・顕熱（Qt）による冷却を考えればよい．
（１）大気試料採取による熱入力
ここでは，外気温（LHeとの温度差T［K］）で試料容器に入ってきた大気（質量Mair）を液体ヘリウム温度の固
体にするまでに奪わなければならない熱量と，そのために消費する液体ヘリウム量を考える（各定数は表２.２参
照）．なおここでは，数値例として１０ STPの窒素ガスを固化する場合を計算してみる．なお，本節で使用する各
パラメータを表４.１に示す．
窒素ガス温度は２７３.２K（０℃）であり，気相で７７.３Kまでの熱量Q１は

Q１＝CpnMnT
＝１.０４２×（１０ / ２２.４）×２８×（２７３.２−７７.３）
＝２５５２［J］

凝縮熱Q２は

Q２＝lv nMn
＝１９９.１×（１０ / ２２.４）×２８
＝２４８９［J］

液相で６３.３Kまでの熱量Q３は

Q３＝CpnlMnT
＝２.０３×（１０ / ２２.４）×２８×（７７.３−６３.３）
＝３５５［J］

凝固熱Q４は

Q４＝lf nMn
＝２５.７３×（１０ / ２２.４）×２８
＝３２１［J］

固相で６３.３Kから４.２Ｋまでは，各温度で比熱は大きく変化する．AIP Handbook［４９］によれば固体窒素の
比熱（Cps）は次の様に区分でき，各温度（Th）における温度差をT［K］とすると，固相でのそれぞれの温度区
分における熱量Q６〜Q１０は，

Th＝５０［K］ Cps＝４１.４［J/mol･K］
Q５＝CpsMnT
＝４１.４×（１０ / ２２.４）×（６３.３−３０）
＝６１１［J］

Th＝３０［K］ Cps＝３４.５［J/mol･K］
Q６＝３４.５×（１０ / ２２.４）×（３０−２５）
＝７７［J］
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Th＝２５［K］ Cps＝２７.２［J/mol･K］
Q７＝２７.２×（１０ / ２２.４）×（２５−２０）
＝６１［J］

Th＝２０ ［K］ Cps＝１８.８［J/mol･K］
Q８＝１８.８×（１０ / ２２.４）×（２０−１５）
＝４２［J］

Th＝１５［K］ Cps＝１２.０［J/mol･K］
Q９＝１２.０×（１０ / ２２.４）×（１５−１０）
＝２７［J］
Th＝１０［K］

Cps＝（４.４）［J/mol･K］

Q１０＝４.４×（１０ / ２２.４）×（１０−４.２）
＝１１［J］

となり，Q５からQ１０の合計は８２９Jになる．従って，Q１からQ１０までの熱量の総計Qtotalは，

（４.２）

となる．これを全て液体ヘリウムの蒸発潜熱でまかなうとすれば，必要となる液体ヘリウムの重量WLHe［kg］は

＝６.５４６［kJ］ / ２０.９１［kJ/kg］
＝０.３１３［kg］

（４.３）

となる．この結果から，１０ STPの窒素ガスを採取するために必要となる液体ヘリウム量VLHe［ ］は

＝０.３１３［kg］/１２４.８［kg/m３］
＝２.５［ ］

（４.４）

と計算できる．ここでは窒素ガスのみを固化することを考えたが，大気には酸素も含まれている．酸素の比熱や
凝縮熱などはいずれも窒素より小さく，かつ成層圏大気温度は０℃以下なので，空気１０ STPを採取する時には
最大液体ヘリウムが２.５ 必要であると考えて良いであろう．たとえば成層圏大気温度は高度３０km付近で２５３K
（-２０℃），１５km付近で２１３K（-６０℃）程度であるので，それぞれの場合のQtotalを計算するとQtotal (２５３K)＝６２８５[J]，

Qtotal (２１３K)＝５７６４[J]となり，２７３K（０℃）のそれと比較してそれぞれ４％，１２％減となる．
同様の計算は液体ネオンを冷媒として使用した場合についても行うことができ，液体ネオン温度（２７.１［K］）
にするまでに奪わなければならない熱量の総和は，上で計算した液体ヘリウム温度までから比べると多少減って
６４０５[J]となり（Q１からQ６の合計），潜熱（８７.２［kJ/kg］）のみでまかなうとしても０.０６１ で十分である．
これが液体ネオンを使用する最大の利点である．

２００１年３月

35

成層圏大気中の多種の微量成分観測を目的とした気球搭載用大気採取装置の研究

（２）伝導による熱入力
次に，試料採取容器壁を伝って液体ヘリウムに流入する静的な熱入力を考察する．
（ａ）断面が一様な固体の熱流入
断面が一様な固体の熱流入Q［W］は，

［W］

（４.５）

ここで

A

：固体の断面積［m2］

T１，T２

：長さL［m］の両端での温度

λ

：熱伝導率 ［W/m・K］

で与えられるので，数表を用意しておけば簡単に求めることができる．
たとえば，プロトタイプのクライオジェニック・サンプリング装置の試料容器では，式（４.５）のA＝６.０７×
−5
2
１０ m ，液体ヘリウムが１５ 残っていた場合にはL＝０.９０mである．７本の試料容器は，３００K（T２）と４.２K

（T１）の液体ヘリウム間にあるとする．式（４.５）の括弧内の

と

は熱伝導積分値であり，低温工学

ハンドブックの数表［２２］から，第１項は３０６０［W/m］，第２項は当然０であるので，液体ヘリウムに入力さ
れる熱量Q［W］は

＝６.０７×１０−5［m2］×７ / ０.９０［m］×３０６０［W/m］
＝１.４４［W］

（４.６）

と求めることができる．これを潜熱のみでまかない，時間をt［sec］とすると，１時間当たり蒸発する液体ヘリウ
ム量VLHe［ /hr］ は

＝１.４４４［W］×３６００［秒/hr］ / ２０.９１［kJ/kg］ / １２４.８×１０−3［kg/ ］
＝１.９９［ /hr］

（４.７）

となる．実測したデータでは，試料容器挿入後の静的な状態での液体ヘリウム蒸発量の増加分は０.１ /hrであり
［５０］，伝導のみで計算した値のほぼ１/２０になっている．これは後に述べる顕熱の効果を考慮に入れなければな
らないことを示している．似たような幾何学的形状をした物体に対しては，式（４.５）における熱伝導積分値が
等価的に減少したとみなして扱えば，今後の設計に便利である．プロトタイプの装置の幾何学的形状と液体ヘリ
ウムの蒸発速度，および式（４.６）と（４.７）より

３
＝０.９０［m］×０.１［ /hr］×２０.９１［kJ/kg］×１２４.８［kg/m ］
−5
2
/ ６.０７×１０ ［m ］ / ３６００［sec/hr］

＝１５３［W/m］

（４.８）
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が得られ，これを等価熱伝導積分値と呼ぶことにする．
（ｂ）断面積が異なる同種の金属を接合した場合
ここでは，図４.２に示すような断面積が異なる金属パイプを接合した場合を考えてみる．輸送される熱量Qは，
途中で熱の出入りがなければ，

［W］

（４.９）

で表わされる．ただし，

T０，T１，T２，T３：それぞれ液体ヘリウム温度，液面接合点，高温側の温度
A１，A２：各パイプの断面積
L１，L２：液面より上の断面積A１のパイプの長さと断面積A２のパイプの長さ
である．ここではT１＝T０で液体ヘリウム温度，

は数表から求まる値であり，式（４.９）は

とおくことにより

となるので，

（４.１０）

となる．

図4.2

断面積の異なる金属を通して流入する熱量の計算モデル

２００１年３月
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（３）顕熱による冷却効果
上記の解析においては液体ヘリウムの潜熱のみを利用すると仮定したが，ここでは顕熱による冷却の効果を検
討する．なお顕熱はh３００−hTであり，h３００とhTはそれぞれ３００Kと沸点におけるエンタルピーである．表４.２は室
温や液体窒素温度から金属を液体ヘリウム温度にするために必要な寒剤の量を示す［２２］．ヘリウムの顕熱は潜
熱に比べて７０倍以上あり，室温から冷却する場合これを十分利用すれば，液体ヘリウムの消費量を１/４０程度に
削減できる事が分かる．先の（２）の（a）で示したように，プロトタイプの装置での静的な液体ヘリウム消費量
の実測値が，伝導のみを考慮した場合の１/２０になった．従って装置設計においても顕熱による冷却を考慮に入
れなければならないし，試料大気を導入する場合にも，できるだけ顕熱の有効利用を図るような方策を適用する
必要がある．ここでは，顕熱の利用を数量的に表すことを考える．
デュワー内の上部では，蒸発したヘリウムガスは露出した大気採取容器と熱交換を行いながら外部に排出され
（すなわち液体ヘリウム温度），大気温度をT２［K］とすると（図４.１参照），
る．液面直上のガス温度をT１［K］
出口のガス温度がT３［K］となるような総顕熱Q０［J］は，蒸発したHe質量をMHe［kg］とすれば，

Q０＝（hT３−hT１）MHe［J］

（４.１１）

となる．なお，T１はデュワー内圧力の関数であるが，後に述べるように，本研究で開発した装置では一定圧力
（ほぼ１気圧）に保つように制御しているため，液体ヘリウム温度（４.２K）としてよい．デュワーや試料容器の
熱伝導による熱入力に関しては，０.６５ /hrという静的蒸発率で全てまかなわれているとし，試料導入によって
気化した液体ヘリウムはデュワー内部で各部と熱交換し，温度T３［K］で排出されるとする．今顕熱の試料容器
との熱交換係数をｋとすれば，kQ０の熱量が採取された外気の冷却に寄与し，それが蒸発潜熱の利用による液体
ヘリウムの消費を減ずる．すなわち上で求めたQtotal［J］（式（４.２））は，潜熱による冷却で消費される熱量をQs
［J］とすれば，

Qtotal＝kQ０＋Qs
＝k（hT３−hT１）MHe＋lvMHe

（４.１２）

と表すことができ，これを変形すれば

（４.１３）

が得られる．また顕熱の利用係数の定義から

k（hT２−hT１）MHe＝（hT３−hT１）MHe

（４.１４）

である．上式で液体ヘリウムのエンタルピーhTnと温度Tn［K］の関係は，文献［２２］のグラフから近似式をつく
ると

hTn＝５.１４２×Tn−０.５８２１［kJ/kg］

（４.１５）

と表すことができる．従って排気ヘリウムガス温度T３は，式（４.１３）（４.１４）（４.１５）より液体ヘリウム消
費量VLHeとの関係式として表すことができる．大気１０ STPを液体ヘリウム温度にするまでに必要とする熱量Qtotal
は，式（４.２）から６５４６［J］，hT１＝２０.９１［kJ/kg］，MHe＝ρLHeVLHeであるので，以下の式が得られる．
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（４.１６）

このT３とVLHeの関係をグラフで表わすと図４.３のようになる．この図から，採取した大気量と大気温度，液体ヘ
リウム消費量が分かれば，排出されたヘリウムガス温度T３と顕熱の利用係数kを知る事ができる．たとえば，大
気１０ STPを固化するときに潜熱しか利用しない場合には，式（４.４）で示したように液体ヘリウムが２.５ 必
要（k＝０）で排気ガス温度T３は４.２Kであり，液体ヘリウム０.２ を消費した場合は顕熱を１７％（k＝０.１７）
利用できた事が，またそのときの排気ガス温度T３は５０Kになることがこのグラフから分かる．試料容器とHeガ
スとの採取装置内での顕熱の利用係数kを装置の設計図から求めることは困難であるが，このグラフを使えば成層
圏内における大気試料採取実験データから熱交換係数（k）を推定し，装置の性能評価に使うことができる．なお
この場合，顕熱はk分だけ導入された試料を冷却するために使われ，それ以外（１−k）は低温のヘリウムガスと
して排出される，としている．式（４.１３）と（４.１５）を使って，液体ヘリウム消費量（VLHe）と熱交換係数
（k）との関係を求めると，MHe＝ρLHeVLHeであるので，以下の関係が得られる．

（４.１７）

実際の試料採取を行う成層圏大気温度範囲であるT２＝２１３K（−６０℃）とT２＝２５３K（−２０℃）の，STP
換算での大気１０ を採取するための両者の関係をグラフに表すと，図４.４のようになる．当然ながら，液体ヘリ
ウムの消費量が同じであれば，より低温の大気の方が多量に採取できることになり，結果として利用効率が良くなる．
またプロトタイプのサンプリング装置では，熱入力Qtotal＝１.４４［W］×３６００［sec/hr］で液体ヘリウムの消
費量が０.１ /hrとなるので，２７３Kのヘリウムガスが放出されるとすれば，試料容器を挿入した場合の静的な状
態での顕熱の利用係数が式（４.１３）より同様に計算できる．hT３−hT１＝１５４１.８［kJ/kg］，MHe＝０.１［ /hr］
−3
×１２４.８×１０ ［kg/ ］であるので

表4.2

金属を冷却するときに消費する寒剤の量［２２］

２００１年３月
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図4.3 大気１０ STPを採取するときに消費する

図4.4 温度２１３Kおよび２５３Kの大気１０ （STP

液体ヘリウム量に対する排出ヘリウムガ
ス温度（T３）と顕熱の利用係数（k）の
関係

換算）を採取するときに消費する液体ヘ
リウム量に対する顕熱の利用係数（k）の
関係

＝（１.４４［W］×３６００［sec/hr］−２０.９１［kJ/kg］×１２.４８×１０−3［kg/hr］）
−3
/ １５４１.８［kJ/kg］ / １２.４８×１０ ［kg/hr］

＝０.２５７

（４.１８）

が得られる．本システムの設計では，この数値を最低目標とした．
熱設計
本システムの設計では
（ａ）液体ヘリウムデュワーの設計
（ｂ）搭載可能液体ヘリウム量と試料容器外径の決定
（ｃ）熱入力と液体ヘリウム消費速度の見積り
を順次繰り返し行ない，以下に述べる適切な組み合わせを得たが，これらの部分の機械設計は熱設計と不可分で
あり，本項で機械設計に関しても記述する．
（１）静的な状態での液体ヘリウム消費速度の見積もり
以下に述べるように，液体ヘリウム・デュワーの充填可能容量は２５ である．また，プロトタイプ装置の飛翔
時の実績や，後に述べるように各試料容器に大気２０ STP採取するとした動的な液体ヘリウムの消費量の見積も
りから，液体ヘリウムは１０ 必要である．従って差し引き１５ が静的な蒸発のために消費することができる．通
常観測所では，放球前日の夕方から夜にかけて液体ヘリウムを転送し，翌日夕方に実験が終了する．この間約２０
時間とすれば，時間当たり０.７５ の蒸発速度まで許容できることになる．
（２）試料容器の設計
試料容器はステンレス鋼（SUS３１６）製の全長０.７９m外径０.０４９m，首の部分は長さ０.２９m外径０.０１４m，
容積は約０.７４ で，外径の太い部分内に延長管を０.１０m延ばしている（図４.５）．容器の太い部分のみが液体
ヘリウム内に浸かるようになっている．採取された大気はバルブと容器の冷壁間の長さ約０.４０m内径０.０１mの
管内を通過しなければならず，これによって一旦容器内に入った外気や固化しない成分が逆拡散するのを防止し
（R）
ている．ここで使用した全金属製ベローズバルブ（NUPRO SS-6BWまたはSS-8BW）の最大使用耐圧と整合性を
２
とるため，容器の常用最大耐圧は７.８MPa（８０kgf/cm ）に設計した．試料容器１２本は取付アダプタ部分デュ
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図4.5

第１１５号

試料容器

ワーのフランジと一体化した．
試料容器の設計に先立ち，ゴンドラの大きさを考慮しつつ既製品の中から使用可能なデュワーを選定した．試
料容器の長さと外径はこのデュワーで規制されるので，容器容積を稼ぐために首の部分は細くした．デュワーの
フランジ中央部は広く空けた方が液体ヘリウム転送の作業性は良いので，まず容器数１２本とこのフランジ上の配
置を決めた．次に，表４.３に一例を示すような首の長さ（図４.５のL２）やパイプの径，肉厚などを色々変えて
（α〜γ），断面積の異なる金属を通して熱輸送の式（４.９）を使って計算し，試料容器壁を介して流入する熱に
よる静的な液体ヘリウム消費量を見積もった．図４.６に示すのは，首や本体部分の３種の断面図の組み合わせを
パラメータとして，首の部分の長さに対する液体ヘリウム蒸発速度の見積もりを行った例である．このとき，表
４.２に示す数値と液体ヘリウムは１５ ，デュワーの深さは０.８０m，式（４.８）で示したプロトタイプの装置の
実績から得た等価熱伝導積分地C０３＝１５３［W/m］を用いた．α，β，γを以下の項目に付いて比較検討し，こ
こで採用したのはβの組み合わせで，L２＝０.２５mである．このとき，（a）首の長さを０.２５mとすれば容積は
約０.７４０ となり，（b）２０ STPの大気を採取して室内に戻っても２.６MPa程度とあまり高圧にはならず，（c）
首の内径も細過ぎず十分なコンダクタンスを確保でき，（d）静的な液体ヘリウム蒸発速度も０.７５ /hrとなり上
記（１）で見積もった範囲に入るので，次に述べる液体ヘリウムデュワーを使えば放球時に１５ 以上の液体ヘリ
ウム量を搭載できると見積もることができた．なお右下の丸印は，装置完成後デュワーに試料容器を挿入した状
態で実際に測定した液体ヘリウムの静的蒸発速度（０.６５ /hr）であり，等価熱伝導積分値の考え方の有効性が

２００１年３月
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示された．
（３）液体ヘリウムデュワー
（ａ）構造
ここで使用した液体ヘリウムデュワーは全FRP製の市販品を基にし，気球搭載用として若干改良したものであ
る．重量物である試料容器等をフランジ部分のみで支える必要があり，しかも着水時には必ず横転するため，デュ
ワーのフランジ取付け部分を特に強化した．このデュワーは高さ０.９０m外径０.４０m内径０.３０m深さ０.８０mの
バケツ型で，重量は約４５kgである．公称液体ヘリウム充填量は２８ で，実験的に求めた単体での静的蒸発率は
０.２００ /hrである．（カタログ値は<０.３００ /hr）．この値は通常の気球実験のサイクル（運搬や着水衝撃など）
を経過しても変化せず，内部の真空断熱部は気球実験に必要とされる強度を有している．デュワー内の上部には
両面に金メッキを施したアルミ製の放射シールド板が５枚あり，４本のFRP棒でデュワーのフランジ（試料容器
の取り付けフランジでもある）から５０mm間隔で取り付けてある．また，容器の太い部分を通すために放射シー
ルド板に大きく穴を開けたため，試料容器の首の部分にはその穴をふさぐように遮蔽板を取り付けた（図４.７，図
４.８参照）．これらの隙間を低温のヘリウムガスが通過するときに，首の部分の実効的な面積を増大させる遮蔽板
との間で熱交換を行わせて電動による熱流入を軽減し，顕熱の積極利用を図っている．また低温の蒸発ガスはこ
れらの放射シールド板によってデュワー壁面を沿って上昇し，この壁面を通しての熱伝導入力をより軽減させる
ことが出来る．これらの対策の結果，試料容器を組み込んだ状態での液体ヘリウムの静的蒸発率の実測値は
０.６５０ /hrとなり，デュワー単体でのそれの３倍程度に押さえることができている．
（ｂ）顕熱の利用係数
ここで上記数値から，先に定義した顕熱の利用係数を計算する．実際の装置では，プロトタイプの装置の実測
結果から予測した値（図４.６の曲線β）よりさらに０.１００ /hr削減できており，より顕熱が利用できているこ
−4
2
とが期待できる．前項と同様に式（４.９）にA１＝４.２９７７×１０ ［m ］，L１＝L２＝０.２５［m］，C03＝３０６０

［W/m］を代入すれば，

＝０.６０２［W］

（４.１９）

が得られる．試料容器は１２本で，上で述べたように挿入による液体ヘリウム蒸発の増加分は０.４５ /hr（デュワ
ー単体での静的蒸発速度は０.２ /hr，試料容器挿入後は０.６５ /hr）である．MHe＝０.４５［ /hr］×１２４.８×
−3
−3
１０ ［kg/ ］＝５６.１６×１０ ［kg/hr］となるので，式（４.１３）から

＝（０.６７２［W］×１２×３６００［sec/hr］−２０.１９［kJ/kg］×５６.１６×１０−3［kg/hr］）
−3
/ １５４２.８［kJ/kg］ / ５６.１６×１０ ［kg/hr］

＝０.３２２

（４.２０）

が得られる．この値は，式（４.１８）で示したプロトタイプの装置の熱交換係数の値k＝０.２５７より大きく改善
されており，特に首に取り付けた遮蔽板により，この部分から流入する熱量を押さえることができたためと考え
られる．
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表4.3

図4.6

試料容器の設計数値例

試料容器設計時の液体ヘリウム消費量の見積り
３種類の容器寸法の場合（表４.２参照）の液体
ヘリウム蒸発量を，首（ L ２）の長さを変え，
式（４.９）を用いて計算した．採用したのは

βの組み合わせで，矢印は設計値（０.７５ /hr），
右下の丸印は製作後に実測した蒸発速度
（０.６５ /hr）である．なお，液体ヘリウムは
１５ ，デュワーの深さは０.８０mとした．

第１１５号

２００１年３月
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試料容器，放射シールド板，デュワーの構成

43

図4.8．試料容器，放射シールド板とデュワー
試料容器をデュワーに挿入しようとし
ているところ．

装置の機械設計と基礎実験
装置構成と動作概要
本研究で開発したクライオジェニック・サンプリング装置は，液体ヘリウムデュワー，１２本の試料容器，マニ
ホールド，試料導入配管系，１４個のモータ駆動バルブ，ヘリウムガス排気系，制御回路，コマンドとテレメータ
システム，これら全てを収納する耐圧気密のゴンドラから構成されている［４７］［５１］．図４.９に本システムの
ブロック構成を，表４.４に仕様を示す．
液体ヘリウムデュワーの中に１２本の試料容器が挿入されている．各試料容器にはモータ駆動バルブが付き，そ
れら全てはマニホールドを経由してゴンドラ外の試料導入ホースに接続されている．もう一方のゴンドラ外への
配管は，試料導入ホースやマニホールドを排気するために使用する．気化したヘリウムガスは排気系を経由して
外部に放出される．
放球時には試料導入ホースは真空封じされている．最初の試料採取高度に到達した時点で先端の封じ部を開き，
さらに取り入れ口バルブを開けてマニホールド内に外気を導入する．気球高度を変えながら各容器のバルブを規
定時間開閉することにより，一定量その高度の大気を採取する．搭載制御回路は地上からの試料採取開始指令に
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図4.9

表4.4

第１１５号

クライオジェニック・サンプリング装置の構成

クライオジェニック・サンプリング・システムの仕様

より，自動的にこれら一連の採取操作を行う．なお，試料取入れ口バルブの反対側に位置している１本の容器
（パージポンプと呼ぶ）は，各試料を採取する直前にマニホールドと試料導入配管系内を外気で置換するため，必
要に応じて使用する．従って，実際に大気試料を採取できるのは１１本である．また予備の試料取り入れ口は，万
が一試料取り入れ口が開かなかった場合の試料取り入れ口として使用することもできる．
蒸発したヘリウムガスは，デュワー内圧を一定に保つように放出される．液体ヘリウム残量はレベルセンサで

２００１年３月
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モニタできるので，その量に応じてその後の採取量を加減することもある．全採取操作終了後まで残った液体ヘ
リウムは，パラシュートで地上に降りる前にヒーターにより強制的に気化し排出される．この図には示されてい
ないが，後に詳しく説明するように，気化したヘリウムガス制御のためのいくつかの安全装置も組み込まれてい
る．耐圧気密のゴンドラは搭載機器からのアウトガスを封じ込めて試料大気の汚染を防ぐとともに，着水衝撃を
吸収して装置を安全に海上回収するためのものである．
大気採取特性の地上評価実験
グラブ・サンプリング装置と同様に，複雑な配管系は解析的な計算には乗りにくく，配管系のコンダクタンス
などは実験的に求める必要がある．
クライオジェニック・サンプリングの試料採取容器は排気速度を無限大のポンプと考えて良い．そのような排
気系を接続した管の両端の圧力がそれぞれ p １と p ２［Pa］であるとき，この系を通って流れる気体の量を Q
［Pa /sec］であるとすると，コンダクタンスC［ /sec］は３章で述べたグラブサンプリングの場合とは異なり，
時間に関する項の無い以下の式で表される．

Q＝C（p１−p２）

（４.２１）

ここで扱う成層圏大気は粘性流領域であるので，円形導管であるとした場合のコンダクタンスは３章で示した
式（３.２）で表されるが，実際の配管系にはバルブなども含まれて複雑であるため系内の圧力分布は一様ではな

図4.10

システム・サンプリングレート測定のための機器構成
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図4.11

第１１５号

システム・サンプリングレート（外気圧に対する最大採取速度）

図4.12

バルブ開口量に対するサンプリングレート

く，式（３.２）をそのまま適用することができない．ただし，グラブ・サンプリング法の場合とは異なり，大気
試料は冷媒がある限り一定流量で流れつづけて時間的には変化しないため，コンダクタンスは時間的に変化せず，
外気圧と大気温度のみに依存する．
そこでグラブ・サンプリング装置の場合と同様に，実際に使用するバルブや配管系を模擬した系を用意し，そ
れを通しての窒素ガス流量を測定した．この測定のための機器構成を図４.１０に示す．図中の太線の部分が搭載
用の配管系部分（ONBOARD SYSTEM）である．１５００ バッファータンク（１５００L BUFFER）はクライオポン
プとして機能する試料容器を模擬し，常にロータリーポンプ（ROTARY PUMP）で排気する．３０ バッファータ
ンク（３０L BUFFER）は，試料採取予定高度の外気圧（PRESSURE SENSOR１で測定）に設定する．試料容器の
バルブ（VALVE６）を開け，外部から乾燥窒素ガスを注入して３０ バッファータンク内圧力が一定になるように，
手動でメタリングバルブ（VALVE２）を調整する．圧力が一定値を示しているときの質量流量計（MASSFLOW
METER）の読みが，この圧力での試料採取速度となる．なお，この時取り入れ口のバルブ（VALVE５）は全開で

２００１年３月
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ある．VALVE６の全開時がこのシステムの最大採取速度になり，それを気圧（すなわち高度）に対してプロットし
たのが図４.１１である．また試料容器のバルブ（VALVE６）ハンドル回転数と流量の関係を，バルブ全開時の最
大流量で正規化してプロットしたのが図４.１２である．この図からバルブ開口量で流量の制御ができることがわ
かる．なおこの実験では窒素ガスを用いたが，空気の場合の粘性を考慮するとその流量比は１.０３程度であり，
この差は無視できるので窒素ガスでの測定値をそのまま用いた．
３章でも触れたように成層圏内では圏界面に向かって高度が低くなるにつれて大気温度が低下し，圏界面を超
えて更に高度が下がって地表までは大気温度は上昇するような分布をしている．室内実験と成層圏の高度１６kmで
のコンダクタンスの比は，式（３.４）にそれぞれの温度を２７３K，２１０Kとして代入すれば，

（４.２２）

となり，２５％増加する．グラブ・サンプリング法とは異なり，クライオジェニック・サンプリング法では大量の
大気を採取し安全にも十分配慮する必要もあり，大気温度分布も考慮して採取量の見積もりを詳しく計算する必
要がある．成層圏では大気温度は高度と共に変化し，気象庁の高層気象データによる夏季の仙台上空の大気では，
大気温度T［K］は高度h［km］の関数としておおむね以下の式で表すことができる．

T（h）＝２９３−８３ / １５×h［K］

（h < １５［km］）

T（h）＝２１０［K］

（１５ <= h < １９［km］）

T（h）＝２１０＋２８ / １６×（h−１９）［K］

（１９ <= h < ４５［km］）

三陸上空の気圧−高度の関係は仙台上空のそれで代用し，上の温度と高度の関係も組み込み，高度と採取時間を
与えると採取試料量を計算するプログラムを作製した．これを用いて搭載ソフトウエアに組み込む採取時間を決
定した．
装置構成要素の詳細
ここでは，これまでに述べていない構成要素の詳細について説明する．
（１）試料導入配管系
試料取り入れ口は放球時にはアルミ製キャップで真空封じしてあり，所定高度に達した時点で火薬を利用して
キャップを折り取り，真空封じを破って開口する．この目的のため，図４.１３に示す全金属製開口機構を開発し
た．また，ゴンドラ外の試料導入配管は１９mm（3/4"）のフレキシブルホース２本（約５m）で構成され，各ホー
スの両端と取り入れ口キャップはミニコンフラットフランジで接続している．放球時にはこのホースはゴンドラ
の周囲に巻付けて，開口部の先端でゴンドラに固定しておく．上空に達した後，地上からの指令電波によって開
口すると同時に，取り入れ口をゴンドラ下約４m垂れ下げる．ゴンドラ内でフランジからの試料導入配管は１９mm
（3/4"）のフレキシブルチューブを使い，ミニコンフラットフランジで取入れ口バルブと接続した．
マニホールドには，全ステンレス製ベローズシールバルブ（SS-6BW）を介して各試料容器と接続した．マニホー
ルドと試料導入配管を結ぶ取り入れ口バルブと，最高高度付近で採取を行う容器にはこれより大きいオリフィス
を持つSS-8BWを使用し，コンダクタンスをより大きくして採取時間増加の抑制を図った．このバルブの外寸は
SS-6BWと同一であり，次に述べるバルブ開閉機構を共通に使った．またマニホールドには，ラプチュアディスク
（破裂弁）を取り付けた．ここにラプチュアディスクが取り付けてあるのは，この部分に過大な圧力がかかった場
合には破裂してゴンドラ内に試料を放出し，試料容器やバルブなど他の重要な部分の損傷を防止するためである．
２
この破裂圧は試料容器のバルブの最大使用圧と同じ７.８MPa（８０kgf/cm ）に設定した．

（２）バルブ開閉機構
後に述べるように，試料採取量を時間で制御して適切な量に収め，また液体ヘリウムを有効利用する観点から，
採取速度を適切な値に調整する必要がある．そのため図４.１２を使って，バルブの回転角で試料採取速度を調整
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図4.13

第１１５号

全金属製の開口機構

横向きのプッシャーが縦方向に固定された取り入れ
口開口部を左方に折るため，ホース先端は下向きに
ゴンドラ下方に垂れ下げられる．

図4.14

バルブ開閉機構の構成

する方式を採用した．このため試料採取に使用するバルブ開閉動作の信頼性を確保することは特に留意する必要
があった．バルブの動作異常は液体ヘリウムの浪費につながり，安全上にも問題が発生する可能性がある．しか
し個々のバルブの開閉トルクのばらつきは製品購入段階から既に大きく，かつ試料容器加熱処理後のバルブは潤
滑が不十分になりがちになる．気球飛揚中のゴンドラ内温度が大きく変化することも，トルク変化の原因となる．
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このような条件下で安定なバルブ開閉動作を確保するため，バルブの回転角を検出して開閉角を精密に制御す
ることができる機能を備えた，図４.１４に示すようなバルブ開閉機構を開発した．これはギアヘッド付き直流モー
タ，ウオームギヤとホイール，ホイールアダプタ，フォトインタラプタ，チョッパ，フレームで構成されている．
この機構は２本のビスでバルブ底部の取り付け穴に固定するようになっており，重量は約１.５kgである．ウオー
ムギヤ（４０:１）によって小型モータで大きなトルクを発生させることができ，最大使用トルク０.０４０kg-mを得
た．同時にこの値はバルブを破損しない許容範囲（０.０４６kg-m）内にした．チョッパはウオームと同じ軸に取り
付けられ，モータが回転するにつれてフォトインタラプタからパルス列が発生する．バルブ軸の１回転当たり４８０
パルスが発生し，１パルス当たり０.７５度に対応する制御が可能である．このパルスは搭載コンピュータの制御ソ
フトウエア内で計数され，規定数でモータの電流を止める．この開閉動作にはおよそ１３〜１５秒かかるが，この
時間は実際の試料採取の操作上十分に小さい．バルブを閉めるときはモータの回転方向を逆転し，開けるときに
計数したパルス数+α（α>０，バルブのオリフィス径によって変える）まで回転させ，増し締めする．このよう
な機構の細かな動作は，搭載回路に組み込まれた制御用ソフトウエアにより可能となっている．
液体ヘリウムを有効に使用するため，低高度での試料採取ではバルブを開ける量を全開ではなく任意の適切な
値にすることによって，積極的に試料採取速度を抑制した．これはプログラム内の各容器用のパルス数のデータ
テーブルを書き換えることで実現した．
（３）ゴンドラ
これまでに述べた全ての機器を気密耐圧容器（ゴンドラ）内に封入し，内部機器からのアウトガスの採取試料
への影響を防止した．同時にこれは水密容器として，海上回収の際に海上浮遊と海水の内部流入を防ぐ役割を担っ
ている．この容器はアルミニウム製であり，脚部最大直径１.２０m，胴回り０.９０m，高さ１.６５m，鏡板の厚さ
は５mm，胴回りは厚さ３mm，自重は約９０kgである．ゴンドラ内面には厚さ１０mmの断熱材を貼り，太陽放射
熱による内部機器の加熱を積極的に防止した．
図４.１５に示すように，本体の中央部には試料容器を挿入した液体ヘリウムデュワー（LHe DEWAR）を固定し

図4.15

ゴンドラ内機器配置
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た．また制御回路や電池などはデュワーを囲むように配置し，すべてスチロフォーム（STYLOFOAM）に穴を空
けて固定した．なお，放球時や着水時にデュワーが回転や移動をしないように，８本のベルトでゴンドラに固定
した．
ゴンドラ側面上部には，３方にそれぞれフランジが付けてある．一つには試料導入配管，予備の導入口（およ
び配管系の排気用），２本のヘリウムガス排気管がある．反対側には電気系の接続のための２つのコネクタが付い
たフランジがあり，ゴンドラ外機器との接続，外部からのゴンドラ内機器の制御と内部電池への充電のためのコ
ネクタがある．三つ目はこの図の裏面側にあり，次項で説明するようにゴンドラ内部圧力増大を防止するための，
大口径ラプチュアディスクが取り付けてある．気球とは上下を接続するフランジに取り付けた４本の支持棒
（STEM）を介して接続する．試料導入ホース（SAMPLE INLET LINE）は，放球時にはゴンドラ周囲に巻き付け
て先端を固定（HOSE HOLDER）する．
（４）ヘリウム制御系
ヘリウムを有効に利用するためには，できるだけ無駄な蒸発を防ぐようにデュワー内圧を適確に制御する必要
がある．また誤動作による圧力の異常な上昇に対しての危険を防ぐため，蒸発ガスの排出制御系は冗長構成にし
て装置の安全にも十分注意した．図４.１６に本装置のヘリウム制御系の構成を示す．
（ａ）通常の動作系
通常動作するヘリウムガスの排気系は３系統あり，内２系統は通常動作用，他の１系統は安全用である．下記
の（i）と（ii）では，それぞれの経路からヘリウムガスは電磁弁を通して排気されるが，これらの電磁弁は圧力セ
ンサ（PRESSURE SENSOR）で測定するデュワー内圧が一定値になるように，コンピュータ（CPU）制御で開閉
される．
（i）低コンダクタンス系統（EL系）
常時使用する排気経路である．これは試料取り入れ口からできるだけ離れたゴンドラ上部まで導いてある．

図4.16

ヘリウム制御系の構成
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（ii）高コンダクタンス系統（EH系）
太く短い配管で，ゴンドラの側面からすぐ排気する．これは放球時など急激に液体ヘリウムが気化した場合の
排気経路である．
（iii）安全用排気系
上記２系統とも故障した場合に作動する系である．（i）（ii）とは別系統の独立した回路によって内圧センサ出力
が監視され，REFで与えられる設定電圧値以上になると，高コンダクタンス側（EH系）の電磁弁を開ける．さら
に各電磁弁をバイパスするようにリリーフ弁（RELIEF VALVE，差圧弁）を取り付け，電磁弁自体の故障や制御
２
回路の不動作が発生してもデュワーに過大な圧力（>+０.１４７MPa （１.５kgf/cm ））がかからないように排気し，

システムの安全を保つ．
（ｂ）非常排気系
例えば放球時にゴンドラが横転したような場合には，短時間のうちに大量の液体ヘリウムが気化する恐れがあ
り，危険防止のためにこのヘリウムガスを短時間で排出できなければならない．そのためデュワーのフランジに
２
も差圧０.１９６MPa（２kgf/cm ）のリリーフ弁を付け，（a）で説明した経路での排出が間に合わない部分を一旦

ゴンドラ内に放出する．ゴンドラ側面のフランジには，ゴンドラ内部に放出されて温められ，急膨張したヘリウ
２
ムガスを１０秒程度で放出できるように，実効開口径０.１０m，破裂圧０.６８６MPa（７kgf/cm ）のラプチュアディ

スク（RUPTURE DISK）を取り付けた．この安全装置が着水衝撃や漂流中の運動で破損して装置が水没しないよ
う，外部からの圧力は薄いアルミ製のシールド板と金属メッシュでディスクを保護する構造をとった．
（ｃ）液体ヘリウム量計測
デュワー内の液体ヘリウム残量の監視は，超伝導を利用した液体ヘリウムレベルセンサ（LHe LEVEL SENSOR）
で行う．液体ヘリウム内に浸っている超伝導線は抵抗値がゼロになるので，センサに一定電流（７０mA）を流せ
ばその両端の電圧は液体ヘリウム残量に反比例する．この抵抗発熱で液体ヘリウムを消費しないように，比較的
長い時間間隔（通常は２分，試料採取中やヒーター作動時は３０秒）でかつA/D変換器がデータを取り込むために
必要かつ十分な時間（５秒程度）だけ電源が入るようにした．
（ｄ）残留液体ヘリウムの処理
安全に装置を回収するためにヒータ（HEATER）をデュワー内の底部に取り付け，最後の試料採取後まで残っ
ている液体ヘリウムを強制的に蒸発させる．液体ヘリウム温度センサがヒータの近くに取り付けてあり，放球前
日の液体ヘリウムの充填時や気球実験終了後の液体ヘリウム強制排出時に，その温度出力から液体の存在を監視
できる．
（ｅ）制御系の動作論理
気化したヘリウムガスを排気するための電磁弁の開閉動作を，図４.１７にフローチャートで示す．通常は内圧
２

センサの出力信号とプログラムされているしきい値（１気圧を基準として，+０.０１２３MPa（０.１２５kgf/cm ））
とを比較し，データ取得サイクルの連続した２回の間この値よりセンサの出力の方が大きければ，低コンダクタ
ンス側（EL系）の電磁弁（バルブL）を開ける．センサの出力がしきい値以下になり次第，電磁弁を閉める．万
一急激な蒸発が起こると先に述べた圧力以下に維持できない場合が発生する．この時には別のしきい値+０.０７３５
２
MPa（０.７５０kgf/cm ）と比較され，上と同様にもし２回連続してこの値を越えていれば高コンダクタンス側の
２
電磁弁（バルブH）も開ける．しかし圧力が０.５５２MPa（０.６２５kgf/cm ）以下になり次第，まず高コンダクタ

ンス側（EH系）の電磁弁（バルブH）を閉める．このような複雑な制御によって急激にデュワー内圧を下げず，
２
液体ヘリウムの蒸発を加速しないようにした．この状態は圧力が+０.０１２３MPa（０.１２５kgf/cm ）未満になり，

低コンダクタンス側（EL系）の電磁弁（バルブL）が閉まるまで続く．このようにしてデュワー内圧は+０.０１２３
２
MPa（０.１２５kgf/cm ）前後に保たれる．

また実験終了後のヒータ動作時には，できるだけ短時間のうちに液体ヘリウムを気化してガスを放出する必要
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図4.17

第１１５号

ヘリウムガス制御系の動作論理

数値の単位はkgf/cm２，バルブH,L,HLはそれぞれ図４.
１６に示す高コンダクタンス側（EH系）と低コンダク
タンス側（EL系）
，およびその両者の電磁弁を表す

があり，+０.００６１３MPa（０.０６２５kgf/cm２）以上になれば高コンダクタンス側（EH系）の電磁弁（バルブH）
を開けるように制御する．
搭載制御システムと地上監視システム
搭載制御システム
（１）ハードウエア
搭載制御システムの構成を図４.１８に示す．制御回路は４枚のプリント基板で構成されている．１枚はCPU基
板で，８ビットCPU・３２kBのROM・３２kBのRAM・パラレルIO・シリアルIO・コマンドインターフェース・テ
レメータの変調回路等が含まれる．２枚目はアナログ信号処理回路・A/D変換部・電源回路が含まれ，残り２枚
はバルブ開閉機構のモータ制御と主電源制御部や取り入れ口開口制御用リレーの基板である．昼間に飛翔中のゴ
ンドラ内温度変化は０℃〜+６０℃程度であり，動作温度範囲が十分確保できるような素子を選択使用した．
ゴンドラは液体ヘリウム転送後密封されるため，搭載電池は外部から充電可能であることが必要である．ここ
では取り扱いが容易で充電可能な密封型の鉛蓄電池を使用した．なお制御回路へのノイズ対策として，電池は回
路系用とバルブのモータ・電磁弁用との２系統に完全に分けた．
（２）ソフトウエア
制御用ソフトウエアは当初はアセンブリ言語を使用していたが，新たな機能の付加等に柔軟に対応できる様，
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高級言語であるC言語を用いて作製した．現在ソフトウエアで実現している主な機能を以下に説明する．
（ａ）バルブ開閉制御関連
試料容器，試料取り入れ口のバルブの開閉制御と動作異常の監視を行う．各試料容器のバルブを開いている時
間は，４.４.２節の実験結果を用いて計算する．すなわち採取高度を決めれば外気圧が求まり，大気２０ STP採取
するとして図４.１１から求めることができる．この様にして，予定した高度で試料採取動作が自律的に行われる
よう搭載コンピュータにパラメータが書き込まれているが，採取高度や採取時間を変更しなければならない状況
は実際の飛翔中にはしばしば起こる．その原因としては，（１）上層風の条件変化による気球飛翔時間や飛翔高度
制御の変更，（２）液体ヘリウムの消費状況がある．そこで，いくつかの採取戦略（使用する容器や採取高度，採
取時間の組み合わせ）を用意し，それらを複数のテーブルとして構成し，プログラム内に格納している．
（ｂ）コマンド関連
現在の気球搭載用標準コマンドシステムでは，１０チャンネルのON/OFF出力を観測器制御用に使うことができ
る．本システムでは，このうちの７チャンネルを使用している．コマンドシステムを用いて各高度での適切な量
の試料採取や搭載機器の各種操作を行うには，柔軟性を持ったコマンド処理システムが必要である．また火工品
（火薬の燃焼ガスを利用した装置）を使用していることから，誤動作や誤操作に対する対策も組み込む必要がある．
搭載装置制御用のコマンド項目は，以下に示す３種に分類できる．
１．試料採取モード
試料容器バルブ開閉に関連する以下のコマンド群である．
１.１）搭載コンピュータのROMに書かれているシーケンスをそのまま実行
１高度の採取操作を自律的に進め，地上からの指令はその起動時のみ必要．各試料採取戦略毎に，試料
容器数分用意されている．
１.２）採取時間の変更

図4.18

搭載制御システムと制御プログラム構成
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試料採取時間は地上からの指令によって短縮可能としてある．当初計画より低い高度で採取をする場合
は，１.１）を実行開始後採取時間短縮指令を送る．一方，より高い高度で試料採取をする場合は，１.１）
を実行後再度同一容器の採取を実行し，必要な時間経過後に採取時間短縮指令を送ることで実現する．
なお飛翔中に試料採取時間を変更する場合には，オペレーターが採取量計算支援コンピュータを使って，
その時の高度などのパラメータを入力して採取時間を計算し直し，その結果に基づいてコマンドを送信する．
１.３）パージポンプの操作
各試料容器への大気採取に先立ち，配管系のパージ操作の自動／手動を選択し実行する．
２．機器操作モード
主に試料容器バルブ開閉以外の操作に関するコマンドである．試料取り入れ口開口，試料取り入れ口お
よび予備取り入れ口バルブ開閉，液体ヘリウムレベル計のON/OFFなどがある．
３．安全対策モード
液体ヘリウム強制気化，個別バルブ強制閉鎖，火工品動作禁止/解除がある．
このように多くの項目があるため，その重要度と通常の項目実行順によって分類してページを構成し，より少
ないコマンド送信回数で目的とする項目に到達できる様に配置した．
（ｃ）データ伝送関連
伝送データはパケットと呼ぶ３２バイト単位で準備し，搭載システムのステータスやハウスキーピングデータを
地上に送り出す．この中には，コマンド応答・各種タイマ・バルブの状態（ステータスデータ）と，デュワー内
圧・液体ヘリウムの残量・外気温・ゴンドラ内の各部の温度・ゴンドラ内圧など（アナログデータ）が含まれる．
１フレームは４パケットで構成され，伝送速度は１２００bpsであるので１フレームのデータ伝送のために約１秒必
要である．このパケット伝送（SDLC［Synchronous Data Link Control］）方式は，著者らが気球工学のテレメータ
エンコーダ用に開発［４２］したソフトウエアをそのまま使用した．この方式によれば伝送されたデータのエラー
チェックが行われるので，電波状態が悪くなるパラシュート降下中の試料採取時等でも動作確認が確実にできる．
（ｄ）データ収集関連
ハードウエアと協調して各種データを取得し，データ伝送部に渡す．取得するデータには，外気温や液体ヘリ
ウム残量などのアナログ値と，各バルブのON/OFF状態や各種リレー接点の状態等のディジタル値がある．これ
らの情報を次で述べる地上監視システムが解析表示し，搭載装置の動作状況を詳細に把握し適切な対応をとるこ
とができるようにするため，大変重要な機能である．
地上監視システム
試料採取装置が飛翔中に試料採取操作等を行うためには，搭載装置からテレメータで送られてくる種々のデー
タを，基地のオペレータに分かりやすい形でリアルタイムに解析表示するシステム（QL，クイックルック・シス
テムという）が必要である．ここで構築したシステムを図４.１９に示す．複数組のコンピュータを使い，いずれ
かが動作不良になっても（最小限の）試料採取操作に必要なデータは表示できるように冗長構成にしている．現
在使用しているコンピュータは，UNIXワークステーション（WS）２台とパソコン（WindowsNTマシン）１台で
ある．
テレメータ受信機の出力信号は，２チャンネルフィルターであらかじめ気球工学データ信号と観測器データ信
号とに分離され，SDLC変換器（SDLC方式で伝送されるデータを復調後にエラーチェックを行ない，RS２３２Cレ
ベルに変換して出力するための装置，図中の復調器１と２）とプロトコル変換器を通してコンピュータに入力さ
れる．一方のコンピュータがメインとなってデータの収集を行い，解析処理と文字及びグラフィック表示を行う．
なお収集するデータは気球工学のものも含んでいるので，この画面を見るだけで航跡や飛翔高度などの情報も得
る事が出来る．もう１台はバックアップで，メインのコンピュータに保存された最新の１フレームの生データを
取得し，メイン側と同一の解析表示とデータの保存を行うようになっている．万が一メインコンピュータに障害
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テレメータデータ解析表示システム

が発生した場合には，簡単なコマンド操作でバックアップコンピュータがメインコンピュータの機能を代替でき
る．これ以外に，WindowsNTマシンで上記コンピュータとは全く独立に気球工学と観測器のデータの解析表示が
出来る．このコンピュータは，搭載制御プログラムの開発やデバッグ，気球飛翔中の試料採取計画が変更された
場合の試料採取時間の再計算にも使用する．
海外実験に対する対応
これまで述べてきたクライオジェニック・サンプリング装置は，海上回収を前提とした構成である．スウェー
デンのキルナや南極昭和基地の気球実験［５２］［５３］［５４］［５５］では基本的に陸上（或いは氷上）回収であ
るため，採取装置そのものは前節で述べたクライオジェニック・サンプリング装置と同一にして互換性を持たせ
つつ，新たに着地衝撃緩衝装置を開発し装備した．また三陸実験場ではない不慣れな場所での実験になり，参加
人員も制限されるため，搭載装置や地上機器がより簡単に準備できかつ確実に機能するよう，新規開発しまた改
良を加えた［５６］［５７］［５８］［５９］．以下にそれらの概要をまとめる．
（１）陸上回収用着地衝撃緩衝機構およびバルブ部保護機構
氷上あるいは陸上回収のための着地衝撃緩衝用に，３章で述べたグラブ・サンプリング・システムで実績の上
がったアルミ・ハニカム製緩衝機構を付加した．設計条件としては，観測器重量３００kg，着地速度は７m/secで
装置本体にかかる加速度を最大１０gとして３章の式（３.６）を適用し，ハニカムコア材と圧縮強度，長さを決定
した．全体構造は，国内で使用してきたゴンドラのフランジ部にアルミハニカム製の天板を取り付け，それを緩衝
用ハニカム（クラッシュパッド）と角柱の脚部の各４個が下から支えるようにした（図４.２０参照）．この改造によ
り，装置の大きさは１.２mW×１.２mD×２.０８mH，総重量は約３１０kgとなった．
各試料容器に取り付けられたバルブ開閉機構はバルブのポートのみで支える片持ち構造になっており，強い衝
撃がかかるとバルブのポートやフランジとの溶接部分に過大な曲げ力が作用することが懸念された．そこで着地
衝撃からポート溶接部分を確実に保護できるよう，バルブ開閉機構の保持機構を付加した．
（２）国内実験とは異なる飛翔制御に対応
昭和基地とキルナにおける気球実験のための，事前の航跡解析（実験を行う場所の高層気象観測で得られた上
層風データを用いて，ある観測を目的とする気球を飛翔させた場合の航跡シミュレーション）の結果，装置回収
範囲の制約から低高度の大気試料採取は気球上昇中に行わなければならない場合が多くなるという結論に達した
［６０］．そこで上昇中の試料採取手順を組み込んだが，併せて配管系の外気によるパージと試料採取を連続して行
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陸上回収用に改造したクライオジェニック・サンプリング装置

昭和基地実験用は，脚の角柱２本がバラスとタンクになっている．４本
の脚部の上のクラッシュパッドが載り，その上に装置本体が乗るという
構成になっている．放球作業の邪魔にならないように，試料導入ホース
の先端は脚部に固定してある．

う手順も用意した．当日の上層風に対応していくつかの試料採取戦略（各試料容器の採取高度割り当て）の中か
ら，飛翔後の選択変更も可能とした．
（３）各部の信頼性や操作性をより改善
（ａ）試料取り入れ口開口機構を全金属化
事前に国内実験でも実際に使用し，取り扱いや開口動作の信頼性，試料汚染に対する確認等を行った．
（ｂ）障害対策用コマンド群を用意
気球上昇中の採取では単位時間あたりの大気採取速度は非常に大きく，バルブ開閉の障害は装置の安全
やその後の採取計画に大きな影響を与えるため，障害を早急に解消する専用コマンド群を追加した．
（４）地上設備機器の整備と充実
（ａ）ネットワーク接続やバックアップを考慮した，地上データ解析処理および表示用コンピュータシステム
を準備した．
（ｂ）地上支援機器（観測器の事前準備に必要な専用機器類）を導入し，準備作業の簡略化と高信頼化を図った．
（５）国内サポートチームとの間でリアルタイム双方向データ通信
昭和基地実験の場合は，現地作業者の負担を軽減するため，昭和基地−日本間のコンピュータ・ネットワーク
を利用し，リアルタイムで国内から気球飛翔制御支援を行うためのコンピュータシステムを構築した．
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大気採取実験経緯と装置の性能評価
ここでは過去の多くの成層圏大気採取実験データを使用して，試料採取量と液体ヘリウム消費量を種々の観点
から検討する．また４.３節で導入した液体ヘリウムの顕熱との熱交換係数（k）がどの程度であったかを示すこ
とによって本システムの特性を明らかにし，あわせてクライオジェニック・システム設計の妥当性を検証する．
これまでのシステム開発および実験経緯
１９８５年９月３日に初飛行したプロトタイプのクライオジェニック・サンプリング・システムは，試料容器が
７本で容積は各０.２７０ ，総重量は１６０kgであった［５０］．このシステム全体の概念や基本構成はグラブ・サン
プリング・システムのそれらを踏襲し，オペレーションも液体ヘリウム関連の部分を除けば基本的には同一であ
った．この実験での試料採取と装置の回収作業も無事行われ，一連の試料の分析にも成功し，CO2やCH4，CFC，
CO2の炭素と酸素の同位体比などの高度プロファイルを得た．この装置は計３回飛翔したが，３度目の実験で回収
に失敗した．
現在の装置はこのプロトタイプの設計や使用時の経験，飛翔実験で得られた各種データの分析と検討，試料分
析側の更なる要求から，これまで述べてきたようにシステム全体を再検討して設計製作した．この装置は１９８８年
５月２１日に初飛行し，試料の採取，装置の回収，試料の分析にも成功した．その後は各種改良を加えながら，表
４.５に示すように毎年採取実験を行ってきた．この間宇宙科学研究所三陸大気球観測所では計１２回飛翔し，大
気試料は９度回収できた．この間に得られたデータから各微量成分の高度プロファイル，時間変化，大気輸送に
間する知見が得られた．
海外では，１９９７年２月２２日と３月１８日の２回スウェーデンのキルナ郊外にあるESRANGEにおいて［６１］，
また１９９８年１月３日には南極昭和基地において成層圏大気採取実験を行い［６２］［６３］［６４］［６５］［６６］
［６７］，いずれも成功を収めた．これら一連の実験で，世界で始めて南北両極域でほぼ同時期の成層圏大気採取を
行い，採取された大気からCO2・CH4・N2O・CFC等の微量成分の混合比・CO2に含まれる炭素や酸素の同位体比
等を分析できた．これにより日本上空（北半球中緯度）のそれらとの比較を行うことができ，５章に示すように
興味深い結果が得られた．なおキルナにおける気球オペレーションはフランス宇宙公社（CNES）とスウェーデン
宇宙公社（SSC）に環境庁が委託して実施したものであり，昭和基地での実験は本研究グループが国立極地研究所
と第３８次および第３９次南極域観測隊の全面的支援を受けて実施したものである．
実験経過
表４.５に示すように，これまでにプロトタイプの装置を含め，国内外で合わせて１９回の気球実験を行った．
その間気球工学上の問題で装置が回収できなかったり飛翔を中断した計４回（表４.４でXあるいは-で示す）を除
き，他の全ての実験で成層圏大気の回収に成功し，５章で示すような多くの研究成果を得た．なお，気球の飛翔
経過は，地域，気象条件等で大きく変わり，その結果の大気採取実験の経過も異なる．ここではその一例として，
１９９８年９月３日に三陸大気球観測所でB３０−６７気球を用いて実施した実験経過の概要について述べる．
（１）B３０-６７気球実験
（ａ）飛翔経過について
図４.２１と図４.２２に，気球実験時の高度曲線と航跡図をそれぞれ示す．この気球は午前６時４９分に放球され
た．上昇中高度１１.３kmで取り入れ口を開き，その後は高度１４.４km，１６.０km，１７.５km，１８.９km，２０.１km
での試料採取を行った．次に水平浮遊高度の２９.４kmとその後の緩降下中に３点（２７.６km，２６.５km，２５.０
km）の採取を行い，その後は回収を容易にすべく東風に乗せて陸に向かって引き戻すためバラストを捨てて降下
速度を極端に遅くし，そのまま４時間近く浮遊を続けた．陸地に近づいた時点で再度高度を徐々に下げながら，
高度２３.４kmと２２.０kmで順次採取を行った（なお図中のAx/Bxは，各容器に試料採取を行った位置を示してい
る）．成層圏内の風向風速は高度によって大きく変化するため，長時間にわたってゆっくり高度を変化させた後に
装置を回収しようとすると，気球の飛翔制御の困難さが更に増す．このときには高度１５kmまでで大きく太平洋
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これまでの実験経過

上に流されたが，その後は風が無かったためほとんど真上に上がった．そこでゆっくり高度を下げながら東風を
探し，その高度で降下を止めて陸に向け引き戻した．約８時間の飛翔の後，適当な位置まで引き戻した後ゴンド
ラを気球から切り離しパラシュートで海上に降下させた．既に付近で待機していた回収船により着水１時間後に
は引き上げられ，着水５時間後には観測所に運ばれてきた．すぐにゴンドラを開き内部機器のチェックと試料容
器バルブの状況を検査し，正常に動作したことを確認した．その後マニホールドを外し，Ｔ付きバルブを取付け
て採取試料の保存を確実にした．
（ｂ）試料採取量について
３週間後に各試料容器の内圧を測定したところ，表４.６に示すように２.４５〜４.２２MPa （２５〜４３kgf/cm

２

abs）の試料圧があり，１８〜３０ STPの成層圏大気が採取できていることを確認した．あわせて液体ヘリウムの
消費量も示した．この表は試料採取の順にならべてある．また容器番号のA６-A４は気球上昇中の採取である（図
４.２１参照）
．
高度の低い領域では短時間に多くの大気が採取できるが，高度の高い領域では高度分解能を優先するため，多
少採取量が少なくなっている．表には４.４.２節で述べたコンダクタンス測定実験結果を用い，実際に採取を行っ
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B３０-６７の時間高度線図

図中のAx/Bxは試料容器の番号で，試料を採取した位置を表す．

図4.22 B３０-６７の航跡図
図中のAx/Bxは，試料を採取した位置を表す．SBCは三陸大気
球観測所の位置である．

た高度，その気圧と大気温度から計算した予想採取量と，実際に採取できた量との比較結果も示した．高度の比
較的高い領域では９０%以上と非常に良い一致を示し，低い領域では計算値の１００%以上となっている．
（ｃ）気体／液体ヘリウムの制御について
図４.２３にはデュワー内圧と液体ヘリウム残量の時間変化のグラフを示す．前者は約４秒毎に，後者は２分
（試料採取中は３０秒）毎に取得したデータである．図の午前６時４０分まで液体ヘリウム残量がほぼ一定割合で減
少しているのは，放球前の地上に置かれた状態での本システムの静的蒸発率を示しており，約０.６５０ /hrであ
る．この値は４.２.４節の液体ヘリウムデュワーの項で述べた事前の試験結果と同一である．６時４９分に放球さ
れた直後には，液体ヘリウムが約１.０ 減少した．これは放球時の衝撃で，液体ヘリウムがスロッシングを起こ
して試料容器やデュワー壁の温度の高い部分に触れ，急激に気化したガスが排出されたためである．この量は放
球の微妙なタイミングで大きく異なり，これまでの実績では０.数 から３ 程度となっている．
試料を採取した時点は内圧の変化に現れているが，液体ヘリウムの減少割合は異なっている．上昇中の採取
（７時から８時の間）では５点の試料採取をしたのみであるが，約８ と非常に多くの液体ヘリウムが消費されて
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図4.23
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B３０-６７の試料採取結果

液体ヘリウム残量とデュワー内圧

いる．一方降下時の採取（９時以降）では，高度が低くなるにつれて液体ヘリウムの消費量が増大している．一
方最高高度での水平浮遊中（８時から９時の間）は液体ヘリウムの消費がほとんど無く，上昇中や下降中の採取
と比較して大気の採取速度（すなわち単位時間当たりの熱流入）が遅く，最も効率よく固体にまで冷却されたこ
とを示している．なお液体ヘリウムの消費量に関しては，後に検討する．
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ゴンドラ内各機器の温度変化

デュワー内圧は，試料導入速度が速い比較的低高度の採取の場合を除き，最初のしきい値+０.０１２３MPa（０.１２５
２
kgf/cm ）を上限として排気されている．この値を超えた時間帯は，２番目のしきい値である+０.０７３５MPa
２
２
（０.７５kgf/cm ）以下でありかつ徐々に+０.０１２３MPa（０.１２５kgf/cm ）に復帰している．これらの状況から，

４.４.３節の（４）で述べたデュワー内圧制御論理および搭載制御回路が正しく機能していることが確認できた．
（ｄ）各部の温度
飛揚中の各機器の温度変化のグラフを図４.２４に示す．デュワー（ゴンドラ底部）は最も保温状態が良く温度
が変化しにくい部分である．ゴンドラ内面に１０mmの断熱材を貼っているにもかかわらず，ゴンドラ内空気の温
度は外気温や太陽放射の影響を直接受け，大気温度に多少の時間遅れを伴いながら４０度以上変化している．この
ような密封型のゴンドラで昼間に最高高度付近に長時間浮遊すると，外気の対流による冷却効果がほとんど無い
ため内部温度は６０℃以上になることもある．大気採取実験の場合は徐々に気球高度を下げるため，外気温の低下
につれてゴンドラ内気温も下がってくる．回路と内圧センサは，それらが置かれた場所と発熱状態に応じてゴン
ドラ内空気に追随して変化している．ヘリウムガス排気弁Lは内圧センサと同様液体ヘリウムデュワーのフランジ
のごく近くに取り付けてあるためにほぼ同じ温度で変化しているが，放球時や試料採取時に低温のヘリウムガス
を排気した時点で急激に温度が下がっている．上昇中の５点の採取中は温度センサの測定レンジを超えているた
め個別に確認は出来ないが，それ以降は一つ一つの採取が行われている様子がはっきりと分かる．これにより飛
揚中に排気弁Lの正常動作を確認することができ，また水平浮遊高度付近での試料採取で液体ヘリウムの減少割合
が遅くレベル計で確認できにくい場合でも，正常に試料採取が行われていることが確認できる．
（ｅ）液体ヘリウムの消費と顕熱の利用について
表４.６には，飛翔中の試料採取によって実際に消費された液体ヘリウム量も示した．なお，これらは静的な蒸
発分（０.６５ /hr）を差し引いた結果の値である．高度が低くなるとA６やB６のようにばらついているのは，高
高度の場合採取時間が５分以上のため３０秒に１回の液体ヘリウム残量のデータ取得でもその消費量を精度良く計
測ができるが，高度が低くなると採取時間は数分以下になることと，パージポンプ動作と試料採取操作を次々連
続して実行するために各操作での消費分を明確に切り分けることが難しくなるためである．
この表から，まず各採取高度で１０ STPの大気試料採取をするために必要な液体ヘリウム消費量を示したのが
図４.２５である．図中のAx/Bxは表４.４に示す各採取点である．この図から，液体ヘリウムの消費量は潜熱のみ
で冷却した場合での計算値２.５ （４.３節参照）と比べて，高度２５kmを超えれば１/１０以下であり，効率は低
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各高度で大気試料１０ STPを採取するた

図4.26

めに消費した液体ヘリウム量

図4.27

１０ STPの大気試料採取を行うときに消
費した液体ヘリウム量と顕熱の利用効率と
の関係を示し，Ax/Bxは各採取点である
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各高度で大気試料１０ STPを採取するた
めに消費した液体ヘリウム量から計算し
た顕熱の利用係数

図4.28

過去５回三陸で行った成層圏大気採取実
験時の，高度に対する試料採取量の実測
値と予測値との比

高度では悪く，高々度になるに連れ良くなる傾向があることがわかる．図４.２６には，１０ STPの大気試料採取
を行うときに消費した液体ヘリウム量と，採取高度の大気温度から式（４.１７）を用いて計算した顕熱の利用係
数との関係を示した．高度によって利用効率はかなり変化し，高度が高くなるに連れて利用効率が改善されてい
ることが示されている．図４.２７は，１０ STPの大気試料採取を行うときに消費した液体ヘリウム量と顕熱の利
用係数を，図４.３に重ねて示したものである．これらの解析結果から，４.３.２節で予測した通り，大気圧が低い
領域では熱流入速度が遅いために液体ヘリウムの消費が少なく顕熱の利用効率が良くなり，気圧が高い領域では
逆に液体ヘリ ウムの消費量が増え顕熱の利用効率が悪くなる傾向が明らかとなった．搭載する液体ヘリウム量お
よび飛翔中に採取する大気量の決定は，このような実際の飛翔で得られたデータを解析することにより，また回
を重ねる毎に修正を加え，最適な動作を実現できるよう改善してきた．そのような経緯を含めた過去のデータの
整理と解析は以下で行う．
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過去の実験結果を含めた装置の性能評価
（１）試料採取量の検討
三陸で行った過去５回の成層圏大気採取実験時の，高度に対する試料採取量の予測値と実測値との比をプロッ
トしたのが図４.２８である．前項（b）で示したように，１７kmを超える高度では両者は良く一致しているので，
配管系のコンダクタンス測定実験や試料採取量の予測計算が適切に行われていることが確認された．詳細に見る
と，高度が下がるに連れて差が徐々に拡大しているように見えるものもあるが，高度の低い領域ではバルブを半
開きにして採取速度を制御していることもあり，多少の採取量のばらつきは避けられない．しかし安全上問題と
なるようなことはなく，試料採取動作は完全な管理の下にあることが確認された．
（２）液体ヘリウム消費量の検討
図４.２９は，過去８回の成層圏大気採取実験時の，高度に対して液体ヘリウム消費量がどのように変化してい
るかの実測値を示したもので，大気１０ STPを採取した場合で規格化して示した．なお，あらかじめ液体ヘリウ
ムの静的な蒸発分（０.６５ /hr）は差し引いた値を使用した．この図は，液体ヘリウム消費は過去の実験におい
ても図４.２５の傾向と同様であることを示している．試料採取高度が高くなるにつれて大気の流入速度が遅くな
るために液体ヘリウムの蒸発速度も遅くなり，外部に放出されるまでに試料容器や遮蔽板（４.３.２節の（３）参
照）での熱交換も十分行われ，より少量の液体ヘリウム消費で済んでいる．このことから，低高度での試料採取
で液体ヘリウムをより有効に利用するためには試料採取速度を押さえる操作が効果的となり，これは４.２.３節で
述べたようにバルブ開閉角を適切に調整してコンダクタンスを変えることで実現している．が，通常低高度の試
料採取では上昇中に行うので，試料採取の高度分解能は１km以内というガイドラインとの兼ね合いで，あまり採
取速度を下げることもできない場合もあるのが現状である．
（３）搭載液体ヘリウム量の決定
図４.２９中にある点線は，過去の実験データ集合の上限付近を近似曲線で表わしたもので，高度H［km］を与
えると大気１０ STP採取するときに必要とする液体ヘリウム消費量QLHe［ ］の最大値を求めることができる．以
下にその式を示す．

図4.29

試料採取高度と大気１０ STP採取するときに消費し
た液体ヘリウム量
過去８回の大気採取実験での実測値である．破線は高
度から液体ヘリウム使用量を計算するための近似式
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QLHe＝２.５５８５e−５H３−０.００１１９２５H２−０.００５３９５６H＋０.７５４８７［ ］

（４.２３）

式（４.２３）を用いれば，ある高度における試料採取のために必要とされる液体ヘリウム量の見積もりをする
ことができるので，大気採取計画，すなわち採取点数，採取高度，採取量が決定されれば，大気採取に必要とさ
れる液体ヘリウム総量を見積もることができる．この見積もり量は，せっかく気球実験を行いながら最後に液体
ヘリウムが不足して採取する試料量を減らしたりしないために十分な量であり，かつ不必要に安全を見て多量に
搭載しないで済む適正な量である．放球時の液体ヘリウム搭載量［ ］は，以下の計算を行う．

放球時の液体ヘリウム残存量＝

＋ポンプ動作による消費量［ ］

＋静的蒸発速度×飛翔時間＋放球時の突沸量［ ］

（４.２４）

なお実際に搭載装置のデュワー内に転送すべき液体ヘリウム量［ ］は，

総転送量＝放球時の液体ヘリウム残存量＋静的蒸発速度×転送から放球までの時間
＋フラッシュロス［ ］

と表すことができる．ここで静的蒸発速度とは，４.３.２節（３）で述べた０.６５［

（４.２５）

/hr］という値であり，フ

ラッシュロスとは転送時に加圧転送するために使用した圧を大気圧に戻す間に蒸発する量＋転送直後から静的状
態に至るまでに蒸発する量である．
表4.7

B３０-６７気球の場合の放射時における液体ヘリウム必要量の見積もり
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表４.７には，B３０−６７気球実験の場合の気球放球直前に必要な液体ヘリウム搭載量の計算例を示す．各高度
で２５ STP採取するとし，事前に計画した試料採取高度で必要となる液体ヘリウム量を式（４.２３）を用いて計
算した．次に飛翔時間を１０時間として，式（４.２４）を用いて放球時に必要となる液体ヘリウム量を計算すると，
最大の必要量として１９.３ が得られた．このような見積もりや従来の実績から，放球時の液体ヘリウム残存量が
１８ 程度必要であり，液体ヘリウムを転送して放球するまでの時間は１２時間程度，フラッシュロスを２ 程度と
見積もると，前日夜に行う液体ヘリウムの総転送量は２８ である．従来の実績から，液体ヘリウムを購入時に使
用する保存用デュワーから本装置のデュワーに転送するときの効率（本装置のデュワーに溜まった量/保存用デュ
ワーの減少量×１００［%］）は３５%程度であるので，１回の転送で液体ヘリウムを約８０ 使用する．図４.２３を見
ると，放球直前にはほぼ１９ の液体ヘリウムが残存しており，式（４.２５）による計算が妥当であったことが，
試料採取をすべて終了した時点での残存量が３ 程度であり，式（４.２３）（４.２４）による見積もり量も適切で
あったことが確認された．
（４）顕熱の利用の検討
４.３節では，成層圏の大気１０ STPを採取した時の大気温度と液体ヘリウム消費量が分かれば，顕熱との熱交
換係数（k）を推定できる事を示した．図４.３０は，図４.２８と同一の過去８回の実験における，大気１０ STPを
採取した場合の液体ヘリウム消費量を図４.４に重ねて×で示したものである．これから過去の実験の顕熱の熱交
換係数では，最良の場合は５３%であったことがわかる．また多くの採取点で１５−３０％の利用効率であり，装置
に搭載した液体ヘリウムは顕熱まで十分利用できており，動的な熱流入に対しても満足のゆく装置性能が得られ
ている．図４.３１は，図４.３０と同一の過去８回の成層圏大気採取実験での，大気１０ STPを採取するとした場
合の，試料採取高度に対する顕熱との熱交換係数を示したもので，図４.２８の場合と同様，１０ STPの大気試料
採取を行うときに消費した液体ヘリウム量，採取高度の大気温度から，式（４.１４）（４.１５）（４.１６）を用いて
顕熱の利用効率を計算した．この図から，過去の実験においても図４.２６と同様，高度が高くなるに連れkの値が
大きくなる傾向があることがわかる．しかもkの値には最低値があり，高度が高くなるとその値は大きくなって行
く傾向があることが確認された．
これまでに示してきたように，過去の多くの実験データの解析結果から本システムの特性を明らかにすること

図4.30

大気１０ STP採取するときの液体ヘリウ
ムの消費量と顕熱との熱交換係数の関係
過去８回成層圏大気の採取実験時の結果で
ある．T２は外気温である．

図4.31

各高度で大気試料１０ STPを採取するた
めに消費した液体ヘリウム量から計算し
た，高度と顕熱との熱交換係数の関係
過去８回の大気採取実験での液体ヘリウム
消費量と大気温度の実測値をもとに計算
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ができ，大気採取戦略（各採取容器の採取高度や採取量の計画）に応じて必要となる液体ヘリウム量を見積もる
ことが出来るようになり，無駄の無い液体ヘリウムの搭載と利用が可能となった．
本章のまとめ
本研究で開発したクライオジェニック・サンプリング装置は，これまで液体ネオンでしか実現できなかった成
層圏大気の多点の高度での大量採取を，入手しやすい液体ヘリウムを用いて実現した世界初の装置である．この
装置は，１高度当たり２０ STP，１２の異なる高度で大気を採取でき，その大気中の極微量成分（同位体比を含む）
研究用として十分実用に耐えうるものである．上記実現のため，特異な潜熱と顕熱特性を持つ液体ヘリウムを適
切に利用するため，新しい概念である等価熱伝導積分値と顕熱の利用係数を導入した熱設計手法を確立した．こ
れを適用し，液体ヘリウム量２５ 以下，総重量２５０kgと言う気球搭載可能な範囲で，上記試料採取量の目標を達
成する装置を開発した．本装置が自律的に機能し，冷媒を安全に管理し，地上からの指令に対しては柔軟に対応で
きる，高信頼搭載制御装置を開発した．こうした手法とこれまでの実験データをもとに，１５ 程度の限られた液
体ヘリウムを有効に利用し，かつ試料採取時には顕熱の利用係数が動的に変化することを考慮して，総計３００
STPの試料採取量を得るための，本装置の運用手法を開発した．
本装置は１９８８年以降延べ１６回飛揚し，その内１３回の実験で成層圏大気の回収に成功した（なお，残り３回
は気球工学上の問題による実験の中断である）．その内１０回は１２本すべての容器で成層圏大気の採取に成功した．
１回は８本の容器に試料採取後，気球工学上の要請で以降の実験を中断したもので，その時点まで観測器は正常
に機能し試料も回収された．観測器に起因する問題で一部の容器にしか試料採取が出来なかった実験は２回ある
（ただし，それぞれ８本及び１０本の容器には試料採取）のみである．これらの結果より，本装置が格段に高い安
定性と信頼性を有することが示された．

開発した装置の成層圏大気採取性能の総合的な検討
はじめに
ここでは，開発した大気採取装置が大気微量成分を精密に分析する手段として十分信頼できる大気試料を大気
研究者に提供し，大気研究分野で有意かつ独創的な成果を上げることができているかを概括し，本研究で開発し
たシステムの総合的な性能の検討を行う．総合的な検討は以下の３つの項目から成る．まず第一に，採取した大
気が変質して分析結果に影響することが無いようにするために，これまでに行ってきた試料容器と配管系の内面
処理法の経緯と最新の処理法を述べ，汚染の量的特定とその大気微量成分分析結果に対する影響の評価を行う．
第二に，この研究成果を適用した試料保存容器の長期保存性能の検証結果と，大気試料の長期保存の可能性を示
す．最後に，著者の属する成層圏大気微量成分研究グループ（以下研究グループと略記）による飛揚実験により，
採取した成層圏大気の微量成分を系統的に分析して得られた結果を考察し，その成果をもとにして本研究の大気
科学への有用性を含めた総合的な検討を行う．
試料容器内面処理法とその評価
試料容器の内面処理は年次や装置形式で多少異なっており，各処理後にその性能検査を行っている．なお，評
価に用いた各成分の分析法とそれぞれの分析精度は，表５.１に示す通りである．ここでいう精度は，現段階で最
も正確に作られて成分濃度のわかった標準ガスを用いて決定したものである［e.g.６８］．当然ではあるが，分析器
の検出感度は少なくともこれより数倍或いは１桁程度良い．
グラブ・サンプリング装置の容器内面処理
試料容器製作時，最終的な溶接を行う直前に，試料容器内表面に複合電解研磨（機械的研磨と電気的研磨を同
時に行う処理法）を施した．１９９６年の容器は，実験室で数日の室温での排気後１１０℃で２４時間の加熱排気を行
２
い，引き続いて１週間程度の室温での排気処理を行った．最後に標準空気を０.１５MPa（１.５kgf/cm ）程度充
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各微量成分の分析法とその制度

填しそのまま昭和基地に運び，現地では２４時間以上排気して採取実験に使用した．１９９７年の容器に対しては，
２
上記排気手順の後標準空気を０.１５MPa（１.５kgf/cm ）程度充填して１週間程度１３０℃で加熱し，積極的に容

器内部に残留する有機物の酸化を行った．その後室温で２週間排気し，そのままの状態で昭和基地に輸送した．
現地では試料容器の再排気を行った後，採取実験に使用した．１９９９年の試料容器に関しては，新しい処理法であ
るスチーム洗浄と呼ばれる方式を導入した．これは炉内に入れて加熱した試料容器内に水蒸気を１週間程度連続
して導入し，強制的に有機物の酸化と排出を行う方式である．その後１９９７年と同様の加熱排気処理を行った．容
器は排気した状態で昭和基地に輸送し，現地では再排気を行った後実験に使用した．
１９９７年の容器については，上で述べた容器内面処理後に標準空気（CO２混合比３４６.７１ppm）を約+０.１９６
２
MPa（２kgf/cm ）充填し，４０日後にそのCO2を分析した．その結果を図５.１に示す．一様に増加する傾向は見

えるものの，表５.１で示した分析精度から見て，この間の変動は+０.０５〜+０.０７ppmと非常に小さく，大気試
料分析に影響無いことを確認した．
また１９９９年の試料容器に関しては，上で述べたスチーム洗浄と呼ばれる方式を導入した．これは１９９７年の採
取試料の分析結果に高いCO混合比が計測され，容器内に未だに有機物が残留していることが懸念されたためであ
る．この処理後標準空気（CO2 混合比３６４.５１ppmv，COおよびCH4混合比は不純物レベル）を容器#１と#２は
２
２
+０.０１９６MPa（０.２kgf/cm ）充填して１１日後および３１日後に，容器#３と#４は+０.０８８３MPa（０.９kgf/cm ）

充填して１３日後に，それぞれCO2・CO・CH4を分析した．その結果を図５.２に示す．なおCOおよびCH4混合比
は充填直後の値を基準としている．表５.１で示した分析精度から見て，この間の変動は十分に小さく，大気試料
分析に影響無いことを確認した．
クライオジェニック・サンプリング装置の試料容器と配管系の内面処理
（１）試料容器の製作とその後の処理
（ａ）アウトガスの防止
試料容器壁からのアウトガスを減少させるため，試料が触れる部分は製作時にすべて電解研磨あるいは酸洗い
を施す．
（ｂ）酸化膜等の形成の防止
このためには，クリーンルーム内の不活性ガス中で十分注意を払いながら溶接する．
（ｃ）第１段階の内表面清浄化処理
完成した試料容器は，実験室でバルブとマニホールドを取り付け，まず室温で数日から１週間排気しつつ各接
続部分のリークテストを十分行なう．その後２４時間１１０℃で加熱排気し，さらに室温で一週間程度排気を継続す
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図5.1 １９９７年の試料保存試験結果
縦軸は充填した標準空気濃度
からの偏差

図5.2 １９９９年の試料保存試験結果
縦軸は，CO２は充填した標準
空気の濃度からの偏差，他は
充填直後の濃度からの偏差

る．なお排気装置にはターボ分子ポンプを用い，最終的には１×１０−7 Pa以下まで排気した．この加熱排気処理温
度を１５０℃以上にすると，CCl4のような微量成分は金属表面の活性な部分で吸着されることが，プロトタイプの
グラブ・サンプリング装置時の試料保存試験で確かめられている．このため加熱排気処理時の温度管理は重要で，
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試料容器全体を一様に処理するための専用オーブンを使用している．加熱処理温度を１１０℃程度に押えると，何
等かの物質（おそらくは水と考えられている）で覆われて金属表面が活性化されないため，このような吸着を押
えることができると考えられる［６９］．
（ｄ）第２段階の内表面清浄化処理
通常（c）までの処理で多くの試料容器は十分な清浄度を達成できるが，これらの処理後に行う標準試料の保存
テストで成層圏大気試料を保存するに十分な清浄度や安定度を確保できない場合には，更に以下の処理を行う．
このような状況が発生するのは，試料容器内部に有機物が残留しているためと考えられている．試料容器に標準
空気を１.５気圧程度充填し，そのまま１０日程度１３０℃で加熱のみを行い，内部の有機物を強制的に酸化させる
処理を行う．最後に室温で１ヶ月程度排気を継続する．この一連の処理を行うことにより，CO2・CH4・CFCなど
の濃度分析への影響を除くことができたが，CO2の酸素の同位体比分析には影響が出ることが分かった．
なお実験装置の運搬の都合から，試料容器とマニホールドを組立てた部分は，これまでに述べた手順による処
理後に真空封じし，観測所での最終準備段階までの清浄度を維持する．観測所では試料容器の輸送中の真空の完全
−5
性を確認し，アウトガス分（通常真空度は１０ Pa台になっている）を１昼夜以上ターボ分子ポンプで再排気する．

（２）配管系の処理
試料取り入れ口ホース，試料取り入れ口フランジ用フレキシブルホース，試料取り入れ口キャップは，まず実
験室の室温下で高真空までターボ分子ポンプで排気し，１１０℃２４時間の加熱排気処理後，さらに室温で一週間程
度排気を継続する．その後これらの部分には乾燥純窒素を１気圧以上封入し，実験を行う観測所に輸送する．観測
所では，試料容器をゴンドラ内に組み込んだ後，全配管系の相互接続を行なう．次に，高真空まで排気後に１００℃
で１昼夜加熱排気し，１両日程度室温で排気を継続後真空封じする．
（３）試料容器の試料保存性能についての実験と検討
（１）で述べたような試料容器の内面処理後に標準空気を加圧充填し，試料採取から分析までの時間に相当する
期間保存し，その間の各成分の変質を調べた．
（ａ）CO2
通常の加熱排気による試料容器内面処理後に標準空気を通常の採取試料圧まで充填し，採取から試料分析まで
とほぼ同一期間保存して分析し，その間の各成分の変質について調べた．そのときの分析結果の例を表５.２に示
す．なお各成分の値は，標準空気の本来の値からの差で表してある．これは新規に製作した容器に，３７日間標準
空気を保存した結果である．CO2とCOが大幅に変化しているのは容器内部に残留した有機物が酸化されたためと
考えられ，このままでは大気採取実験には使用できないことが判明した．このような場合には，先に述べた有機
物を強制的に酸化排出する処理を行ない，次に述べる容器の保存性能程度まで改善を図った．表５.３は保存性能
がよいものの例で，通常の加熱排気による試料容器内面処理後に標準空気を通常の採取試料圧まで充填し，２１日
間保存後に各成分を分析した結果である．この間の変動は，ほぼ表５.１で示した各成分の分析精度範囲内となっ
ており，成層圏大気採取実験に使用しても問題ないレベルである．
（ｂ）CH4とN2O
CH4とN2Oに関してもCO2と同時に上記条件でテストを行った（表５.３参照）．また１９９４年には，実際に採取し
た試料大気を通常手順で分析後，残りをそのまま１年以上の長期にわたり保存し，それらの混合比変化を調べた．
その結果CH４混合比は増加傾向を，またN2O混合比は減少傾向を示したが，それぞれの混合比変化は最大で１.５
ppbvと-０.２ppbvであり，いずれも表５.１で示した各成分の測定精度の範囲内であった．
13
18
（ｃ）CO2のδ Cとδ O

既に述べてきたように，実験使用前の試料容器の処理法は比較的低温での加熱排気を行うので，ステンレス表
面に水の層が残っている．このため試料保存期間中にCO2の酸素の同位体交換が発生する可能性が危惧された．し
かし，試料容器の保存効果を確認した結果，ほとんどの容器で表５.１で示した各成分の分析精度を上回る変化は
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なかった（表５.２参照）．
14
（ｄ）CO2のΔ C
14
13
14
13
試料保存による Cの変化は少なく， Cの受けた影響に関しては（ｃ）を参照．Δ Cとδ Cの関係は１.４節を

参照．
（ｅ）ハロカーボン類
初期のグラブ・サンプリング装置の試料容器では，文献［２４］で効果が示されていたシラン処理を容器内面に
行った．この装置では回収した大気試料中のCFC-１１（CCl3F）とCFC-１２（CCl2F2）しか分析できず，成層圏試
料に含まれているはずのCFC-１１３（CCl2FCClF2）やCCl4などが検出できなかった［７０］．これは分析技術上の問
題ではなく，表面に吸着されている事が予想された．そこでシラン処理の効果を見るため，シラン処理したもの
としていないものとに，北海道で採取した水蒸気圧４０Paの清浄な大気試料を４００hPa程度導入し，ハロカーボン
類の混合比の変化を調べた．図５.３にその結果を示す．シラン処理を行った容器と行わなかった容器とに大きな
違いはなく，CFC-１１やCFC-１２は安定であったが，他のCH3CCl3やCCl4などは試料導入後急激に混合比が減少し，
時間が経過すると共に更に吸着が見られた．このため，現在の装置ではこの処理は採用していない．

図5.3 試料容器の保存試験で，シラン処理したも
の（a）としないもの（b）との比較［７０］
乾燥大気試料（水蒸気圧４０Pa）４００hPa
を導入した後の，CFC-１２･CFC-１１･CCl４
の混合比の変化．２４時間経過後には液体
窒素内に容器を２時間浸し，低温の影響も
同時に確認した．
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また，クライオジェニック・サンプリング法によって生じる可能性がある分別（各成分の沸点による分離が後
まで影響すること）などの影響を見るために，試料を導入した容器を導入後２４時間経ってから液体窒素に数時間
浸し，その前後における混合比変化を調べた．実際には試料は高圧でありしかも液体ヘリウムにより極低温にさ
らされるので，低圧で液体窒素温度に下げるこの実験ではその分別の影響について必ずしも正しい情報を与える
とは限らないが，少なくともこの実験ではCFC-１１とCFC-１２の混合比に変化は見られなかった［７１］．
現在のクライオジェニック・サンプリング装置の試料容器については，高圧での標準試料充填が出来ないため
実際の条件に近い保存試験を行うことが出来ていないが，現在１気圧程度の試料充填での試験にとりかかっている．
表面積／試料採取量が格段に改善されたため，５.４節で述べるようにグラブ・サンプリング時代には分析できな
かったより微量のハロカーボン類も分析できるようになっており，これまでに述べてきたような方法で試料容器
の内表面の処理は適切に行われているものと考えられる．
試料保存容器の長期保存性能の評価
保存性能の確認
採取した大気試料は，将来新たな分析手法の開発により新規成分の分析等が可能になる場合に備えて，その一
部を長期保存用の容器に転送する．成層圏大気採取実験の後，数週間から１ヶ月寝かせておいた試料は室温に戻
り，各微量成分は一様に混合された状態に戻っていると考えられる．試料容器の内圧を測定して室温で２.９４
２
MPa（３０kgf/cm ）以上あれば，少なくとも２０ STP程度の試料量があることになり，試料を一部保存した後に

も各研究者に分配でき，４.２節の分析対象物質で述べたような，同位体比を含めた分析が十分可能である．試料
保存容器の容積は０.３００ ，試料容器は０.７４０ であるので，配管系のデッドスペースはその１/２００以下であ
るので無視すれば，採取した試料量の内０.３００/（０.３００＋０.７４０）≒０.２９が保存され，その圧力は元の２/３
になる．試料保存容器は，先に述べた試料容器と同様の手順で強制酸化処理までの一連の内面処理しておけば，
試料の長期間の保存上問題はない．現在までの１５年間にわたって，総計１００本以上の保存容器で試料が保存され
ている．
大気試料の長期保存の有効性を確認するため，１９９０年に保存した成層圏大気試料のCH４とN２Oについて１９９９
年に分析した．このうちCH４の結果を表５.４に示す．８００ppb以上の混合比に関してはほとんど変化なく，大変
安定していることがわかった．一方それ以下の混合比に関しては１２〜１５ppb下がっているように見えるが，こ
れは低混合比の標準ガスの混合比スケールを変更したためと考えられ，現在詳細を確認中である．
表5.4

１９９０年に保存した試料の１９９９年におけるCH４の分析結果の比較
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N２Oは１９９１年から分析が開始されたため直接比較する対象がないが，１９９１年における分析データと比較する
と，高々度では多少の差が見られたのみで，比較的混合比が高い低高度ではよく一致した．これらの結果から，
試料保存の有効性と容器内面処理法の妥当性，今後の新たな成分分析に向けた可能性を示す事ができた．
長期保存試料の活用
近年の分析技術の急速な進歩により，たとえばこれまでは大量に試料量が必要なために実施不可能であった，N２O
の同位体分子種の分析も可能となった［７２］．この分析により，大気中N２Oの収支，生成と消滅過程の研究が大
いに進むことが期待され，現在保存してある過去の試料の分析を精力的に進めている．こうした研究は世界的に
も例の無いものであり，本研究の優れた一面を示している．これは，本大気採取装置が１高度毎に（または１試
料容器ごとに）多量の試料を採取できるため，長期保存用にも試料を割くことができた成果である．
大気微量成分分析結果に基づく採取装置の総合性能の検証
ここでは，本大気採取装置によりどのような大気微量成分が分析可能となり，どのような成果が得られたかを
概説し，成層圏大気微量成分の分析を目的とした本大気試料採取システムが十分に機能していることを示す．ま
た，ここで例示する研究グループによる研究成果の大気科学への貢献から，本研究で開発した大気採取装置の総
合的な性能確認を行なう．
CFC
CFCはオゾン破壊物質であると同時に大気温暖化物質であり，それらの大気中の動向が注目されている．図５.４
は，本研究初期段階のグラブ・サンプリング装置で採取した成層圏大気を分析して初めて得られた結果である［７０］．
図より明らかなように，CFC-１１，CFC-１２，CH4の３成分しか分析できなかった．これは分析技術の問題ではな
く，試料容器内面処理の問題と考えられた．当時の処理は単に２５０℃での長時間加熱排気を行ったのみであり，
これにより容器内表面が活性化されたためと考えられた．その後長らくグラブ・サンプリング法を使用しなかっ
たが，３章で述べた南極での大気採取を行うための装置を開発するに当たり，この経験から５.２.１節で示した試
料容器内面処理を採用するに至った．クライオジェニック・サンプリング装置を使用するようになって，以下に
示すように分析可能となった成分は飛躍的に増大したが，これは研究グループメンバの努力による分析技術の進
歩と，５.２.２節で述べたような試料容器の内面処理の改善の結果である．
さて，CFCは地上付近の混合比が最も高くかつ絶対量も多く，塩化メチルを除く全ての物質は人工のものであ

図5.4 初期のグラブ・サンプリング装置で得られたCCl３F，CCl２F２，
CH４の高度分布［７０］
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るので，試料容器や試料採取装置の準備段階や運用上のミスなどによる試料汚染を監視する上で，最も感度の高
い指標となる．これまでの観測において，地上付近の大気混入による試料汚染が疑われるデータが出たことは無
く，これまで行ってきた各種の事前処理や運用手順に問題無いことが確認されている．また，高度０kmの点は北
海道で採取した地上の大気試料を分析した結果で，本研究とはまったく独立に行われたものである．以下に示す
ように，対流圏内で安定な成分に関しては圏界面直下と地表の分析値は一致しており，この点からも試料の汚染
が無いことが確認できる．
図５.５に示すのは，１９９７年５月３０日の三陸上空のCFCやHCFCなどの高度分布である［７３］．このように多
種の成分を同時観測できるのは，現在に至るまで諸外国にも無く，本研究の成果を示す例証となる．CFCは対流
圏内では混合比が一様に分布しているが，成層圏内に入ると，各物質の紫外光吸収断面積に比例して急速にその
混合比は減少していることが分かる．CFC-１１はCFC-１２より紫外光の吸収断面積が大きいので，高度と共に急速
に分解され，他と比較しより減少している．一方CFC-１１３は，CFC-１２と似た減少傾向を示している．分子内に
３個のCl原子を持つCFC-１１３は分子内に３個のCl原子を持つCFC-１１（CCl３F）に近い傾向を示すと予想されたが，
ここではむしろ１つの炭素原子に結合するClの最大数（CFC-１１３では２個）によって支配され，同じCl最大数の
CFC-１２（CCl２F２）に近い値を示したと考えられる．こうした成層圏内での高度分布が精密測定でき，また減少
傾向の違いも明確に出来たので，CFC-１１３の大気中での寿命はCFC-１２に近く，１００年程度であることが特定で
きた［７４］．CFC-１１４（CClF2CClF2）は，他のCFCに比べれば放出量は少なかったが，潜在的なオゾン破壊能力
（ODP）が大きくまた温暖化係数（GWP）の大きい物質であり，かつ大気圏内の寿命が２２０年程度と非常に長い物
質である．しかしながら，これは大気圏中の混合比が非常に低いこと（１pptvレベル）と異性体CFC-１１４a
（CCl2FCF3）による干渉によって，これまで信頼性の高い分析データが無かった．しかし１９９３年本研究グループ
による新しい分析法の開発により，その年に本研究により得られた成層圏大気試料について，世界で初めてCFC-１１４
の成層圏内を含む分析結果が得られた．CFC-１１４の高度分布をみると，これは非常に安定性の良い物質のように
見える．また対流圏内ではCFC-１１・CFC-１２・CFC-１１３と同様に安定で，成層圏内でもCFC-１１４の光分解速度
は他のCFCに比べて非常に低い事が示された［７５］．また，Halon-１２１１は対流圏内では１pptvレベルであり，成
層圏に入ると急激に混合比が減少しているが，この物質も問題無く分析できている．

図5.5

１９９７年５月３０日の三陸上空のCFC等の高度分布［７３］
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図5.6 １９９１年８月２９日の三陸上空のCFC-１２，
C F C - １１ ，C F C - １１３ ，C F C - １１４ ，
HCFC-２２の高度分布［７６］
図5.7

CCl４（四塩化炭素）とCH３CCl３（トリク
ロロエタン）の高度分布［７４］

図５.５をみると，成層圏内で全ての成分で一様に混合比の高度分布に滑らかではなく特徴のある構造が見られ
る．初期のグラブ・サンプリング装置での結果からもCFC-１１やCFC-１２は試料容器内面処理の影響を受けにくい
ことが分かっており，これらの成分の混合比にも同様の高度分布の変化が見られることから，試料容器が及ぼし
た影響ではなく，実際にそのような混合比を持った大気が存在あるいは輸送されてきており，本実験の場合にそ
のような大気を採取したとの結論に達した．この様な細かな高度分布における構造が明らかに出来たのは，本大
気採取装置の高度分解能と成分の分析精度の高さを示す一例である．
代表的な代替フロンであるHCFC-２２（CHClF2）は，大気中の他のHCFCの動向を知る上で重要な物質であった
が，分析が難しく信頼性の高いデータが無かった．１９９３年にこれの分析法が確立したので，保存してある過去の
試料を分析し，図５.６に示す結果が得られた．この図は，世界で初めて得られたHCFC-２２の高度分布である
［７６］．HCFC-２２は対流圏大気中の混合比増加が著しく，特にモントリオール議定書が定められた１９８７年以降
急激に増加している物質であり，本研究を通して生産・放出の統計推定値を２割も上回る大気中の混合比が観測
され，生産統計上の捕捉が不十分であるとの考裏付けを与える貴重なデータである．この様なデータが過去に溯
り得られたことにより，試料保存容器の長期保存機能の有効性が示された．
図５.７には，CCl4（四塩化炭素）とCH3CCl3（トリクロロエタン）の高度分布を示す．CCl4はCFC-１１・CFC-１２・
CFC-１１３と比較して成層圏内ではより急速に分解されるため，その混合比の高度分布は高度が上がるにつれ更に
急激な減少を示した．CH3CCl3は対流圏内でOHラジカルによって分解されるので寿命は数年程度といわれている
が，成層圏内でも四塩化炭素と同様に高度と共に急激な混合比減少を示していることが観測された［７４］．
CO２
CO2は，それ単体で温暖化効果の５０%程度を占めているといわれ，その動向が今後の地球環境に大きな影響を
及ぼすと予想されている重要な微量気体であり，本研究グループでも長期にわたり監視してきた．
［７８］．
図５.８には三陸上空のCO２の高度分布の時間変化と，キルナと昭和基地の高度分布を併せて示す［７７］
三陸上空では，年々混合比は着実に増加していることが，また成層圏に入るとCO2混合比は対流圏とほぼ同等の値
から急激に減少し，圏界面上６〜１３km以上ではほぼ一定値を取っていることが観測された．これは低緯度で成
層圏に注入された対流圏大気が極に向かって（高度に関して）異なる速度で移動し，かつ下部成層圏ほど速いた
めである．従って，対流圏CO2が成層圏内において異なる速度で輸送されるため，中緯度の下部成層圏で観測され
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図5.9 三陸・キルナ・昭和基地上空の成層圏内の
CO２混合比一定領域の平均値と，航空機に
よって観測した仙台上空の対流圏上層の年
平均値の時間変化

るCO2の高度分布に大きな影響を与えているためと考えられる［７９］［８０］．またCO２混合比一定領域には１〜
２ppm程度の混合比の変化構造も見られる．さらに，１９９７年の三陸とキルナ上空の高度分布には，図５.５と同
様に，圏界面上６kmと１０km付近に混合比の低下した領域が観測されたが，これらの実験に使用した試料容器は
いずれも異なっており，混合比低下の原因は試料容器の内面処理の問題ではない．このように異なる試料容器を
使用した実験においても，試料容器の内面処理や飛翔中の試料採取操作，その後の分析過程が適切に行われたこ
とを示している．
図５.９は，三陸上空の成層圏内の混合比一定領域の平均値と，仙台上空の対流圏上層の年平均値の時間変化の
グラフである．併せてキルナおよび昭和基地上空のそれを示した．成層圏内の混合比一定領域の平均値は，対流
圏の混合比増加に４年程度の遅れで追随し，対流圏で発生した混合比変化の異常が数年して成層圏内に伝播して
いる．国際的に見てもこのように長期間にわたる定点観測データはこれ以外には無く，南北両極域のほぼ同時観
測も無いため，非常に貴重な観測データとなっている．同時に，このように長期間にわたり採取装置の性能維持
が出来ていることも，本研究の特筆すべき重要な成果である．
CO2内の炭素と酸素の同位体比
著者もその一員である研究グループとして行ってきた成果の中に，諸外国で行なわれてこなかった同位体に関
する一連の研究がある．諸外国におけるこの分野の研究では，CO2を大量に採取する装置を開発し［１９］［２１］，
13
18
14
同位体（δ C・δ O・Δ C）のいずれかのみに着目した分析を行ってきていた．しかし，本研究グループでは

CO2混合比と炭素と酸素の同位体比を同時にかつ高精度で測定できているため，以下に述べるように，対流圏内に
おけるCO2混合比と炭素と酸素の同位体比の関係の議論が成層圏内でもできることになると同時に，成層圏と対流
圏間の大気循環についての議論も出来るようになった．
13
図５.１０は１９８５年から１９９１年までの成層圏大気のCO 2混合比［ ８０ ］とδ Cデータをまとめたものである

［８２］．５.４.２節で説明したように，CO2混合比の高度分布（図５.１０a）は，成層圏最下部（高度約１５km）
［８１］
から高度が上がるに連れて急激に減少するが，高度２０〜２５km以上になるとほぼ一定値をとっている．高度２０〜
２５km以上のCO2混合比の平均値は，１９８５年以降約１.４ppmv/yrで増加しており，これは人為的な効果によるも
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のと考えられる［８３］．δ13CとCO2データは互いにほぼ鏡像の関係となっており，δ13C値は高度が約１５kmから約
13
２５kmの間に急激に増加しほぼ一定値になっているが，高度２５km以上のδ Cの年平均値は年と共に徐々に減少
13
している．δ Cの減少がCO２混合比の増加と連動しているのは，成層圏のCO2増加が対流圏における化石燃料起
13
源のCO2放出（δ C＝-２８‰）によっていることを強く示唆している．
13
図５.１１は，年平均のδ C値（高度２５km以上）が -７.３５‰（１９８５年）から -７.５４‰（１９９１年）毎年 -０.０３‰
13
の割合で減少しており，１９８５年から１９９１年の間のΔδ C/ΔCO2の変化率が-０.０１７±０.００６‰/ppmvである

ことを示している．この割合と変化率は，それぞれ-０.０３から-０.０４‰，-０.０２から-０.０３‰/ppmvという対流
圏での値［８４］［８５］と非常によく一致している．この一致は，CO2とδ13Cの変動は対流圏でのみ発生し，対流
13
圏内のCO2 -δ Cの長期変動はそのまま保存されて成層圏に輸送されている，ということを初めて示した．
13
成層圏内におけるCH4のCO2への光化学的酸化は，成層圏CO2のδ Cの時間的減少に多少の影響があったかもし
13
れない．というのは大気中のCH4は約-５０‰という非常に低いδ C値を示すためである．現在の対流圏のCH4の混

合比（約１.８ppmv）は，約年０.０２ppmvの割合で増加している．もし成層圏におけるCH4の酸化が毎年０.０２
13
ppmvで増加するような極端な場合を考えると，CH4の酸化による成層圏CO2のδ Cの減少は年-０.００３‰と計算で
13
きる．この値は対流圏における人為的なCO2放出によるδ Cの減少率より一桁小さい．
18
日本上空で１９８５年から１９９１年までに得られたδ Oデータを，図５.１２にプロットした［８２］．成層圏内で

図5.10

CO２混合比と炭素の同位体比の高度分布［８２］

図5.11

年平均のCO２混合比とδ１３C値［８２］
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のこれらのデータの高度増加に応じた単調なδ18Oの増加傾向は，最初に18Oの濃縮が観測された１９８５年以来［１５］，
18
18
一様に保持されている．１９９０年６月には高度３４.７kmでδ O値が最大の４７.５‰に達している．δ Oの傾きは
18
高度約３０km以上ではそれ以下より急激になっているように見える．このようなδ Oの高度分布は，高度が約３５
50
kmまで増加するにつれ O3の増加傾向を暗示している．

比較のために図５.１２には１９８８年と１９８９年に米国上空（テキサス州Palestine（３２ﾟN，９６ﾟW）およびニュー
18
メキシコ州Fort Summer（３４ﾟN，１０４ﾟW）
）のδ Oデータ［８４］も示す．これらは，日本と米国上空で観測さ
18
18
18
れた成層圏CO2の Oの濃縮は Oの濃縮が全地球的規模の現象であるばかりでなく，成層圏のδ Oの緯度経度によ

る変化を示している可能性がある．
13
18
図５.１２の理論的なδ Oの高度分布AとBは文献［８７］を参照したもので，彼等はCO2とO3間の Oの交換は成

層圏内では適当な垂直方向の渦拡散があり光化学平衡にあるとみなしている．高度分布AとBは，それぞれ高度約
50
［８９］
３０kmの４０%の最大 O3濃縮値（文献［８４］による米国のPalestineで測定された値）と１３％（文献［８８］
18
の室内実験結果）を使い，計算したものである．米国上空のδ Oデータ［８３］は，これらの高度分布と良い一
18
致を示した．本研究グループによるδ O値の多くは両カーブ間に挟まれた領域外にあったが，高度分布の傾向が

８年間にわたって一貫していることに注意する必要がある．
18
18
図５.１２は日本上空でのδ Oの時間的変動も示している．１９８５年９月のδ Oデータと１９８６年５月のデータ
18
の一部は，主たるδ Oの傾向から少しずれている．これは１９８５年から１９８６年にかけて成層圏内で大気輸送シ
13
ステムに一時的に変化が起きたものと考えられる．成層圏CO2のδ Cは有用な大気塊のトレーサーと考えられる
18
17
50
ので，δ Oの時間的空間的データのみならずCO2・δ O・ O3のデータを全地球的に収集することによって，さら

に詳細な議論をすることが可能となる．
14
［９０］
［９１］．
図５.１３は，１９９０年の試料のΔ C値およびCO2混合比と，１９８９年のそれらと比較したものである
14
Δ Cに関しては，１９９０年の試料は１９８９年のものと同様な傾向を示している．１９９０年の成層圏の大気は３３.３〜
14
３４.７kmの間で２５０〜２７５‰という高いΔ C値を示し，１６.１〜３１.４kmの間では１３０〜１７０‰という低い
14
14
Δ C値を，２８.９〜２９.３kmでは２２０‰という中間の値を取っている．１９９０年の２５０〜２７５‰という高いΔ C

値は，１９８９年の２７０〜３１０‰という値から少し小さいが，１９９０年の１３０〜１７０‰という値は１９８９年の１３０‰

図5.12

三陸上空で１９８５年から１９９１年までに得られたδ18Oデータ［８２］
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１９８９年と１９９０年の三陸上空の成層圏のCO２混合比と
１４
CO２のΔ C［９０］

とほぼ等しい値を示し，現在の対流圏CO2の８０〜２００‰という値に近い．
14
14
しかし，この２年のΔ Cの高度分布が大きく異なる事に注意しなければならない．１９９０年のΔ C値は１６.１〜

３１.４kmの間は低い（１３０〜１７０‰）が，１９８９年は最下部の１９.０〜２０.１kmでのみ低い（１３０‰）．１９９０
14
14
年の高度分布データは，対流圏大気（低Δ C）と成層圏大気（高いΔ C）が，動的に混合していることを示唆し

ている．成層圏下部の大気の二酸化炭素の混合比は，絶え間なく増加している．下部成層圏大気のCO2混合比の季
節変化も観測されているが，成層圏には大きなCO2源はないのでこの現象は対流圏から成層圏への大気輸送が原因
14
14
となるものである［７９］．Δ Cの垂直分布は１９８９年と１９９０年で大きく異なっているが，低いΔ Cの上部対流
14
圏大気の湧昇の強さの年変化の結果であろう．また，ジェット気流による下部成層圏大気の垂直混合は，Δ Cの
14
垂直分布の季節変化の原因であろう．Δ C値は，ジェット気流の活動が活発な６月は高い高度まで低い値のまま

図5.14

成層圏と対流圏のCO２のΔ１４Cの時間変化［９０］
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であるが，ジェット気流の活動が弱い９月はこの値は低く，低い高度からほぼ一定である．１９９０年の６月には２
層の圏界面があり，これもジェット気流の影響をうけている．対流圏と成層圏の大気の混合に対するジェット気
重要と考えられる
［８３］．
流の影響は，先に検出された下部成層圏の大気のCO2混合比の季節変化を説明する場合に，
14
成層圏のΔ Cの垂直変化の原因を説明しかつ確認するには，更にデータを集める必要がある．このように，CO2

混合比とΔ14Cの高度分布に構造が見られることから行う議論は，本研究グループのみの特徴である．
14
また，自然界の炭素サイクルは， Cをトレーサーとして研究されてきた［９２］．ここでは，対流圏と成層圏の

CO2交換速度を求めるため，成層圏と対流圏という簡略化した２つのリザーバーを持つモデルを使い，図５.１４に
14
14
示す成層圏と対流圏のCO2のΔ Cの時間変化に適用した．使用したΔ Cデータは非常に限られているが，図５.１４

に示すデータに最小２乗近似を適用して得られた滞留時間（CO２が成層圏内に留まっている平均時間で，移動速
度の逆数）は９.１±０.２yrとなり，北半球中緯度の対流圏と成層圏の間の炭素の輸送の荒い結果を得ることが出
来た．１９６８年にNydalが求めた（２.０±０.５yr）［９３］と比べると，かなり大きいことが見出されたことも，本
研究の成果の一つである．
CH４とN２O
CH4は，成層圏オゾンの消長に関連した物質であると同時に，大気温暖化物質でもある．しかしこの物質の生成
源や消滅過程は未だに良くわかってはおらず，長期にわたる高精度の観測が必要とされてきた．またN2Oは対流圏
においては極めて安定である（滞留時間は１５０年程度）が，成層圏においては主に紫外光による光解離およびO
1

（ D）との反応によって消滅し，オゾン化学に関連の深い窒素酸化物（NOx）の生成源となっている．さらに赤外
領域に吸収帯を持つことから，大気温暖化物質でもある．N2Oは単分子当たりの熱吸収効率でCO2の２０６倍，CH4
の９.８倍もあるため，対流圏大気中の混合比（３１０ppb）および年間増加率（０.２５%）がCO2（３６０ppm，０.５%）
やCH4（１.７ppm，０.８%）と比較して低いにもかかわらず，その動向が注目されている．
図５.１５は，三陸・キルナ・昭和基地上空のCH4の混合比の高度分布とその時間変化を示したものである［７７］

図5.15

三陸・キルナ・昭和基地上空のCH４の混合比
の高度分布（直線で結んでいない点はグラ
ブ・サンプリングによる）
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［７８］［９４］［９５］［９６］．いずれの場所でも，CH4の混合比は高度が高くなるにつれ減少している．また，三陸
上空のCH4はCO2とは異なり，ほとんど年変化が見られない．キルナのデータと比較すると，圏界面直上ではほぼ
同じ混合比を示しているが，これは赤道域からこの領域に比較的短時間で大気の輸送が行われていることを示し
ている．また高度が高くなるにつれその差が開いていることが観測されたが，大気が極域に長く滞留しているた
めに太陽紫外光によって分解を受けた結果というよりは，赤道から極域に達するまでに要した時間が長かったた
めで，その間で受けた分解による混合比の低下が蓄積した大気が沈降してきたためであろう．なお，同様の傾向
が次項で述べるN2Oにも見られる．また，昭和基地上空の鉛直分布は三陸・キルナ両地とも異なっている．対流圏
界面付近のCH4 混合比はほぼ一致しており，高度とともに混合比が低下することも同様である．しかし，北極域
では高度２７kmでも３００ppbvとかなり混合比が低くなっており，１０km付近の混合比の約１/６に過ぎない．この
ような成層圏での混合比の鉛直勾配の違いは，北極域での観測が冬季の極渦内で行われ，南極域では夏季の極渦
崩壊後に行われたことを反映しているものと考えられる．すなわち，冬季の極渦内の気塊は孤立しており，ゆっ
くりとした沈降流のために混合比の垂直分布がより圧縮されたものと考えられる．因みに，日本上空で５月と８
月に実施された同様の観測結果は，南極域で得られたものと良く似ている．図を細かく見ると，CH4 混合比には不
規則な鉛直構造も見られる．高度１０〜１４kmと２３〜２７kmにかけて等濃度層が存在し，混合比に勾配が見られ
る層と互層構造をしている．N2Oの混合比にもCH4と非常に良く似た不規則な構造が見られることから，これらは
南極域成層圏内の力学場を反映した構造であると推定される．
図５.１６にN2Oの高度分布を示す［７７］［７８］［９５］［９６］．対流圏で採取された試料の混合比は約３１２ppm
であり，この値は東北大学が実施している日本上空の航空機観測や太平洋上での船舶観測，NOAA/CMDLの全球
観測などから得られた結果と一致している．対流圏でのN2Oの平均寿命は１００年以上ときわめて長く，また良く
混合されているため，対流圏のN2Oはほぼ全球で一様である事を示している．しかしCH4と同様に，N2O混合比も
圏界面付近から高度と共に急激に減少し，３５km付近では３０〜７０ppmv程度にまで下がっている．成層圏におけ
るN2O混合比の鉛直分布もいくつか報告されており，それらの傾向はほぼ一致している．
このような高度に伴う急激な混合比低下は，成層圏において活発なN2Oの消滅反応があるためである．成層圏内
1

では主にN2OはO（ D）との反応と紫外光による光解離によって消滅し，特に前者の反応ではオゾンの消長とも関
係の深いNOを生成する．N2O混合比は対流圏において，およそ０.２%/yrの割合で増加していることが知られてい
る．しかしここで示された成層圏のN２O混合比は，対流圏での年々の混合比増加に比べて極めて大きい空間変動
を示しており，CH4混合比と同様にN2O混合比についても明瞭な増加傾向を見出すことは出来ない．また，三陸上
空とキルナや昭和基地上空の高度分布の違いは，CH4の場合と同様の理由で説明される．
これまでにも述べてきた様に，成層圏内のCH4−N2O混合比には関係があるように認められるので，それをCH4
混合比に対するN2O混合比のかたちで図５.１７に表した．この図から両混合比がある一定の関係で表される関係を
持つことが判る．また，その関係は観測した年や季節によらずほぼ一定であることと，地域による差があること
が判る．このことは，観測された両混合比の変化が，直接的或いは間接的に同じ要因によって引き起こされたこ
１
とを示唆している．直接的な要因としては，どちらもO（ D）を消滅反応の相手とする点が挙げられるが，それ

ぞれ他の消滅過程も関係しているので，部分的な寄与として考えられるべきである．むしろ，それらを含む光化
学反応系全体の盛衰が両者の消滅速度を同時に変化させ，さらに大気輸送による移流や混合の結果として，相対
的に似た濃度変動が最終的に生じたと考えられる．ただし，平均寿命が短い成層圏では，大気輸送による移流や
混合の効果と光化学過程の効果とをこの相関関係を基に議論することは困難であり，今後は両方の過程を取り入
れた２次元または３次元の数値モデルによる検討が必要と考えられる．
このように地球上の各地で採取した大気の微量成分の分析結果を比較検討するとき，あるいはいくつかの微量
成分の相互比較を行う場合，それらを同一の条件下で議論できるのも，本研究グループが同一試料から多くの微
量成分に関する高精度分析を行っているためである．その前提となるものは，本研究で開発された装置による各
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三陸・キルナ・昭和基地上空のN２Oの混合比の高度分布

三陸とキルナ上空の成層圏内のCH４-N２Oの混合比の関係布

試料採取実験で一貫した質の大気採取が出来ていることである．これまでの研究とそれにもとずく国際舞台での
討議のなかで，こうした大気採取の信頼性は十分実証されている．
CH４の炭素の同位体比
13
13
１９９４年夏の日本上空の大気中CH4のδ Cの垂直分布を図５.１８に示す［９７］［９８］．δ Cの値は対流圏内で
13
はほぼ-４７.５‰で，大気中のδ Cは空間的時間的に変化していることが期待されるが，地表付近（e.g.［９９］）
13
と上部対流圏［１００］のバックグラウンド大気と同様に，ほぼ一定値である．成層圏では，δ C値は対流圏界面直

上の-４７.０‰から高度３４.７kmの約-３４.７‰まで増加し，CH4濃度の高度依存の減少に対応している．高度と共
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１９９４年８月３１日の三陸上空の成層圏（黒丸）
および対流圏内（白丸：１９９４年７月１６日，
13
白三角：１９９４年８月２９-３０日）のδ Cの高
度分布といくつかのシナリオによる計算値（本
文参照）
．矢印は圏界面高度を表す［９８］

にδ13Cが増加しているのは，圏界面の３.５〜８.０km上の範囲では特に大きい．観測されたδ13Cの高度分布から，
成層圏内でCH4分子が破壊されるときに強い炭素同位体弁別が発生していることが示唆される．また，高度１２.０
〜１８.３kmの範囲，緯度が１３〜４８Nの範囲での航空機による試料のδ１３Cの測定では，13CH4の著しい濃縮が発
13
見されている［１０１］．このδ Cの測定値は，日本上空の下部成層圏の値と良く一致している．
1

成層圏のCH4は主にCl・OH・O（ D）によって破壊されるが，CH4の化学的反応の見かけ上の炭素の同位体分別
13
係数は，これらとの反応の合成の結果と考えられる．もしそうであれば，CH4混合比とδ Cの両データを使えば，

成層圏のCH4消滅のClとの反応の寄与を定量的に見積もることが出来る．
13
成層圏内でのCH4混合比とδ Cの高度分布は，化学的破壊と空間的時間的に変動する水平方向の大気輸送の組
13

み合わせで形成されていると考えられる．ここでは炭素同位体分別の異なるシナリオで４種類の計算を試み，δ C
13
の垂直分布を図５.１８に示した．この図を見て判るように，計算したδ Cの値はいずれのシナリオでも高度と共
1

に増加した．OH（図５.１８の曲線a，以下同様）あるいはO（ D）（b）との反応を含んだものから得られた結果は，
Clの場合（c）の鉛直方向の傾きと比較して明らかに小さい．
13
これら３つの分別効果を含めることによって得られるδ Cの値（d）は，観測値よりも大きい．この差は，この

モデルでのClの垂直分布や分別係数が適切でないためと考えられるので，全ての高度についてClの数密度に０.５
13
をかけてδ Cの値を再計算した（e）．図５.１８を見ると判るように，これは観測値と非常に良く合っている．こ
13
の場合，中部および下部成層圏のClとの反応によるCH４の破壊が全体の約１４%になる．モデルの結果δ Cが圏界
13
面から急激に増加するが，δ Cの観測値は圏界面の３.５〜８.０kmの間で著しい増加を示している．この原因は，

Clの数密度の仮定と実際との差と，水平方向の大気輸送を無視したためである．Clとの反応時の分別係数に対す
13
るδ Cの計算値の感度を見るために，Tanakaらが得た分別係数［１０２］とこのモデルの最初のClの高度分布の仮
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定を使って計算してみると，図５.１８（f）に示すように，δ１３Cの値は観測値よりも十分小さい．
13
1
成層圏CH4のδ C値は大気大循環の影響を大きく受けていることが考えられる．さらに，成層圏内のOH，O（ D），
13
Clの滞留時間と分布が空間的時間的に変化するため，δ Cの垂直分布は場所や季節によって異なることが考えら

れる．しかし，緯度経度や時間による変動はこのモデルでは考慮されておらず，成層圏内のCH4の化学をより理解
するためには，その化学反応の同位体分別係数の定量的な知識と成層圏内のCH4の大気輸送に関する知識，更にそ
13
のδ Cの測定が必要である．このように，本研究を通して得られた大気試料の分析から，従来考えられていた

CH4の消滅反応では説明できない事実が見つかったが，本研究を継続することによりその理解がさらに進展する可
能性が期待されている．
採取装置の総合性能の検証
５.４.１節から５.４.５節で述べたように，本研究で開発した成層圏大気試料採取装置を用いた長年の大気採取
実験を通して，著者の属する研究グループが出してきた分析結果は，幅広い微量成分に関する同時観測であるこ
と，同位体分析も対象にしてきたこと，それぞれの分析が高精度であること，長期間にわたってその精度を維持
できていること，南極昭和基地やスウェーデンのキルナなど極域における観測においても国内と同様の質のデー
タを出せていること，これらにより世界に先駆けた多くの発見があったことなど，国際的にも高いレベルのもの
となっている．
本採取システムの大気科学分野への寄与をまとめると，
（１）高精度分析
研究グループの各研究者が専門とするきわめて高度な実験室レベルの分析技術を適用しているため，表５.１で
示したように他の観測法に比べ１−２桁優れた分析精度が実現できている．本採取システムを利用した成層圏大
気の分析結果は，衛星搭載センサ等によるリモートセンシング観測や諸外国のグループによる，気球・航空機を
利用した観測の比較基準値となっている［７０］［７３］．さらに，本研究グループのみで高精度分析が可能となっ
た地表から成層圏までの精密分析結果から，CFC-１１４の生産統計の不備が指摘されることとなった［７５］．
（２）多成分の同時観測
本採取システムを利用した結果，成層圏大気中のオゾン関連物質（CFC，HCFC，CH4，N2Oなど），温暖化物質
13
14
18
13
（CO2，CFC，HCFC，CH4，N2Oなど），同位体比（CO2のδ C，Δ C，δ O，CH4のδ C，N2Oの同位体分子種）

など，２０成分余りが同時に観測できている［１０３］．各成分間の相互関係の研究に寄与しているし［９８］，また
世界的に見て本研究グループしか分析できない成分（一部のCFC，HCFC，N2Oの同位体分子種など）も多い［７５］
［７６］ことは，本装置の試料採取性能が格段に優れていることを示している．
（３）同位体分析
13
14
18
13
本採取システムを利用した結果，CO2のδ C，Δ C，δ O，CH4のδ C，N2O同位体分子種など，混合比と同

位体比の同時高精度観測が可能となった．これは本研究グループだけの成果であり，この成果は大気輸送［８２］・
大気循環問題［９１］・化学反応解明［９８］に寄与した．
（４）CO2混合比の長期変動の精密観測
本採取システムを利用して１５年間の継続した観測のデータ蓄積による研究が行えるのは本研究グループだけで
あり，この間の成層圏内定濃度域における平均的な増加率は約１.５ppm/yrであることを示した［７９］．
（５）南北両極域（スウェーデンのキルナと昭和基地）での同時観測
本採取システムを利用した結果，中緯度・南北両極域の大気循環問題・大気化学研究に大きく寄与している．
こうした全地球規模の大気の同時観測は，本研究グループだけの成果である［７３］［７７］．
（６）大気試料の長期保存
本研究を通して成層圏大気試料の長期保存が可能となった．１０年間保存した成層圏大気試料中のCH4混合比は，
再分析によってもほぼ完璧に再現できた．新しい成分に関する分析手法が開発された場合，日本上空では１９８６年
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に遡って，また両極域はそれぞれ１９９７年と１９９８年の試料分析に道を開いている．この様な長期保存試料は，本
研究を通して得られた貴重な資産である．
これらの研究成果の多くは本研究グループのみが示したものである．こうした成果が得られたのは，本研究で
開発した成層圏大気試料採取装置を用いた国内外における２０年近くに及ぶ継続した運用期間中，採取した大気の
品質や分析精度の維持ができており，一貫性して信頼性の高いデータを提供してきたことに依っている．言い換
えれば，こうした研究成果を上げることができたのは，本大気採取システム開発研究の大気科学分野における意
義を証明している．
本章のまとめ
本章では，試料容器の内面処理法の研究成果とそれを適用した試料保存容器の特性，実際の採取大気を分析し
た結果から本研究で開発した装置の総合的な検証を行ない，成層圏大気微量成分観測装置として優れた特性を持
つことを示した．まず，これまでに行ってきた種々の試料容器と配管系の内面処理法の経緯を説明し，内表面に
若干の水を残す最新の処理法に関する研究結果を述べた．その結果によれば，大気試料保持中の各微量成分の混
合比の変動は，各研究グループメンバの高度な装置による０.１ppm（CO2），３ppb（CH4），１%（CFC）などの分
析精度（成分名）と比較して十分小さく，試料保持性能は成層圏大気微量成分研究上必要かつ十分であることを
示した．このことにより，大気採取法による成層圏大気微量成分分析で，本研究では他の観測手段より１-２桁高
い観測精度を実現していることを示した．
次に，この研究成果を試料保存容器に適用し，実際に１０年間保存した成層圏大気を分析してCH4の混合比の変
化を検証した結果，その変動は分析精度とあまり変わらない５ppb程度であることを確認した．この分析精度と大
差ない混合比変化から，新しい成分の分析手法が開発された場合には，既に保存してある大気を用いて，過去に
溯った分析の可能性を示した．
最後に，実際の飛揚実験により採取した成層圏大気を分析して得られた多くの研究成果を示し，本装置の成層
圏大気微量成分観測用としての十分な性能と，大気科学への有用性を証明した．主たる研究成果は以下の通りで
ある．１５年に及ぶ成層圏CO2の継続観測ではCO2混合比の高度プロファイルの年々の増加傾向が，また混合比一
定領域では対流圏濃度に追従した約１.５ppm/yrの増加率を得た．同時に多種類のCFCやHCFCの高度プロファイ
ルが観測され，世界で初めて観測されたCFC-２２の分析結果から生産統計より２０%多い大気中濃度が得られ，統
計の不備を指摘した．主たるCFCなどが網羅できていることから，成層圏オゾン破壊に寄与する塩素原子の放出
量の見積りを行うための資料がそろい，理論計算に供されている．CH4やN2Oの高度プロファイルの同時観測から，
それらの間の混合比変化に相互関係があることを指摘し，また中緯度地域から極域への大気輸送に関する知見を
得た．CO2に含まれる酸素の同位体比では，高度と共にそれが濃縮されていることを発見して成層圏オゾンとの同
位体交換の可能性を指摘し，この分野の研究を促進した．また炭素同位体比の時間変化から，成層圏内の大気輸送
状況や，成層圏内の大気の滞留時間が９.１年であることを得た．CH4の炭素の同位体比の分析より，CH4の消滅に
関する塩素原子の寄与の定量的な見積りが出来た，などである．

結

論

著者は成層圏大気微量成分の研究の重要性およびこの研究における大気サンプリング法の有効性に着目し，宇
宙科学研究所の大型科学観測用気球を利用した成層圏大気採取装置を開発し運用してきた．本研究では２種類の
装置を開発し，実際に成層圏大気の採取を行い，長期にわたり採取した大気試料を多くの研究者による実験室で
の精密分析に供してきた．その結果，大気環境分野で多くの研究成果をあげることができた．ここで開発したの
は，人的・設備的な条件や環境条件の厳しい場所でも放球作業や確実な成層圏大気試料採取可能とした完全自律
型のグラブ・サンプリング装置と，極低温技術を応用して大量の大気採取を目指したクライオジェニック・サン
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プリング装置である．
前者は，搭載コンピュータとGPS受信機利用による完全自律化と高信頼化を実現した搭載制御システムを開発
した．また装置全体を上下反転するアイデアにより，採取試料の汚染を防止し，最も壊れ易い試料取り入れ口を
保護し，かつクラッシュ機構の単純化と装置の軽量化を一挙に達成した．これらの開発により，本装置は延べ４
年間にわたり南極昭和基地で計８機飛揚することができた．また全機の回収に成功し，得られた大気試料を国内
に持ちかえり分析することが出来た．
一方後者は，熱的特性が特異で利用が困難ではあるが入手容易な液体ヘリウムを用いた大気採取装置で，世界
に先駆けて開発に成功したものである．本装置は液体ネオンを用いた同種の外国の装置に比べより大量の大気試
料量を確保できるため，より多種の微量成分および同位体比に関する分析までを可能とした．さらに，将来分析
可能になるかも知れない成分のために，一部保存することも可能とした．本装置開発のため，まず新しい概念で
ある等価熱伝導積分値と顕熱の利用係数を導入した熱設計手法を確立した．また本装置が自律的かつ高信頼に動
作を行うための，搭載コンピュータ制御システムを開発した．こうした手法とこれまでの実験データをもとに，
１５ 程度の限られた搭載液体ヘリウムを有効に利用し，かつ試料採取時には動的に顕熱の利用係数が変化するこ
とを考慮し，本装置を運用して総計３００ STPという試料採取量を得る手法を開発した．プロトタイプの装置を含
め１５年間で１９回の飛翔を行い，気球工学上の問題で実験を中断した４回を除き，残りの実験では成層圏大気試
料の回収に１００%成功し，本装置の安定性や信頼性を証明した．
また，採取した大気を汚染なく保持する内面処理法を研究し，その技術を確立した．これは，CO2の０.０１ppm，
CH4の１ppb，CFCの数pptなどの相対分析精度に十分耐えうるものである．さらに，この内面処理技術を試料保存
容器に適用し，採取した大気を長期間保存することも可能とした．これにより成層圏大気を１０年間保存し，その
中に含まれるCH4濃度の変動が５ppb以下を達成した．この実績により，過去に遡って新たな微量成分分析の可能
性を示した．こうした過去１５年にわたる保存試料は，世界で唯一本研究でのみ確保できた貴重な資産である．
これまで２０年近くにわたり，これらの装置を使用して三陸・スウェーデンのキルナ・南極昭和基地で大気採取
実験を実施してきた．本装置を使用して得られた大気試料はグループを構成する大気研究者に分配され，大気微
量成分の精密分析が行われてきた．三陸上空のデータのように長期にわたる定点観測結果は，本大気採取装置に
より採取された成層圏大気試料の質の一貫性を示しており，このことが世界に誇るべき研究成果を生み出すこと
を可能とした．本研究を通して継続的に回収した大気試料の分析成果は，たとえば成層圏CO2混合比一定領域の
１.５ppm/yrの長期変動，対流圏から成層圏への大気輸送が高度により１年未満から４年という時間が経過してい
ること，多種のCFC・HCFCなどの高度分布の同時観測から塩素原子放出量推定とオゾン破壊の理論計算へのデー
タ提供，CO2内の酸素同位体比の高度に比例した濃縮の発見とオゾンとの同位体交換の指摘，炭素同位体比から成
層圏の大気の滞留時間が９年程度であることなどである．こうした大気化学や大気物理学に有用な情報は，本大
気採取装置の運用を通して初めて可能となったものである．また，スウェーデンのキルナと南極昭和基地でのク
ライオジェニック・サンプリング装置による成層圏大気採取実験は，世界に先駆けた南北両極でのほぼ同時の成
層圏大気の大量採取の実現であり，本研究を通して製作された装置が実験条件の厳しい場所でも十分な信頼性と
安定性を示すと同時に，CFC・HCFC・CO2・CH4・N2O，各種同位体比などの高精度な高度分布を，三陸と同等
の精度で得ることができることを示した．この一連の実験により，極域におけるCH4・N2Oの消滅反応，中緯度か
ら高緯度域への大気輸送経過など，大気化学や大気物理学にとって貴重なデータを提供することが可能となると
共に，世界規模の観測に欠かせない衛星搭載観測器の校正という新たな役割を果たした．
近年，ドイツのグループのミュンヘン大学のFabian教授とマックスプランク研究所のグループや，米国カルフォ
ルニア大学のPrather教授グループとは既に共同研究を始めており，採取した大気試料の交換や両者の観測器を用
いた同時観測，モデル計算などを通して，国際的にも発展中である．これは，本研究で開発した装置の優れた性
能が国際的にも評価された結果である．
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