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1. はじめに 

霧(地表付近に浮遊する雲粒)は、森林環境におけるエネルギー・水・物質交換過程において重要な役割を持

つ。霧の存在は、地表面に到達する日射を減衰させるだけではなく、葉面に付着した水の蒸発潜熱によって、地

表面エネルギー収支に影響を与える (例えば、Klemm et al. 2006)。また、植物への霧水沈着 (高所での雲粒の植

物体への直接沈着も含む)は、地表付近に発生 (到達)した雲 (霧)が多大な表面積を持つ植物体(特に、葉面)に付

着した後、やがて大粒の水滴となって樹冠下に滴下する (樹雨現象)。一方で、山岳地域における観測研究 (例え

ば、Igawa et al. 1998; Aikawa 2006)によって、霧水は雨水に比べて高い酸性度を持つことが明らかにされており、

山地における植物被害と霧水沈着との関連が懸念されている。このような地域では、植物への霧水沈着量とそれ

に伴う酸性降下物の負荷量を定量的に把握することは、酸性物質による植物影響を検討する上で重要な研究課題

である。 
世界各国の雲霧林(うんむりん)では、林内雨法 (Holwerda et al. 2006)や空気力学的方法 (Wrzesinsky et al. 

2000)などの方法によって霧水沈着の定量的な把握が試みられている。通常、このような観測には大掛かりな設

備が必要となるために、簡易な霧水沈着量の推定方法として理論に基づく植生の霧水の捕集効率を考慮した霧水

沈着モデルを用いた推定もなされている(Ritter et al. 2008)。しかしながら、霧水沈着は気象要素 (風、気温、湿

度、放射など)のみならず植物構造 (葉面形状、葉面積指数、樹高など)との関連が強いために、全ての環境因子

の影響を考慮した上で霧水沈着量を推定することは容易ではない。様々な気候・植生条件において霧水沈着量を

高精度に評価するためには、植物の構造や大気－陸面相互作用を詳細に考慮した数値モデルが必須である。 

原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、放射性物質等の環境負荷物質の動態解明を目的に、精緻な大

気－土壌－植生 1 次元多層モデル(SOLVEG)の開発を進めている。著者は、このモデルに植生への霧水沈着過程

を導入することによって、乾燥地域における地表面水収支の観点から森林への霧水沈着の定量的推定に取り組ん

できた。本研究では、霧水沈着の地表面水収支への影響に関するこれまでの研究成果と、数値的研究に基づく霧

水沈着の植物影響評価の可能性について述べる。 

 

2. 大気－植生－土壌 1 次元多層モデル(SOLVEG) 

原子力機構において開発を進めている大気－

土壌－植生 1次元多層モデルSOLVEG (Nagai 2002, 

2003, 2005)の概要を図 1 に示す。植物を鉛直方向

に区切る「多層植物構造」を採用し、大気－土壌

－植生連続系における物質の輸送媒体となる水

(水蒸気・降雨・霧水)の移行過程と、相変化に伴う

潜熱や植物内部の放射過程を含めた植物層におけ

る熱収支を厳密に扱っている。植物の生理的過程

としては、ガス状物質の乾性沈着過程においても

重要な光合成過程を厳密に計算している。近年、

著者はこのモデルに詳細な土壌中の水・熱移動過

程(Katata et al. 2007a)と、植生への霧水沈着過程を考  図 1：大気－土壌－植生モデル SOLVEG の概要 
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慮した(Katata et al. 2008)。ここでは、モデルに考慮されている霧水沈着過程について説明する。なお、SOLVEG

のモデルコードは一般に公開されているため、問い合わせの上利用することが可能である。モデルの基本式や構

造、利用方法については、Nagai (2004)および Katata (2009)に詳しく記述されている。 

SOLVEG の各植物層において、葉面への霧水の慣性沈着、重力沈降、および霧水の粒径分布を考慮している。

霧水粒子の慣性力によって各植物層の葉面に捕集される霧水のフラックス Fimp [kg m-2 s-1]は、次式で表される： 

 ffimp wFF ρε u= ,      (1) 

ここで、ε は霧水の慣性捕集効率、Ff は水平方向に対する葉面投影係数(葉面の傾きと重なりによって霧水の水

平フラックスに対する実効面積が葉面積よりも減少する効果)、|u|は水平風速 [m s-1] 、ρ は空気密度 [kg m-3]、
大気中の霧水の混合比 [kg kg-1]。εは、無次元数ストークス数 Stk の関数で、Peters and Eiden (1992)の経験式

を拡張した次式によって与える： 
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ここで、a1, a2, and a3は葉の形状に依存するパラメータで、各植生種(針葉・広葉樹、草本、小麦等)について与

えられている。大粒径の霧水粒子については、慣性力に対して重力による霧水捕集過程が無視できなくなる 
(Lovett 1984)。ストークスの法則に従い、重力による霧水フラックス Fsedを次式で与える： 

 sfsed vwF ρ= ,       (3) 

ここで、vs は霧水粒子のストークス終端沈降速度 [m s-1]。霧水の粒径分布は、一般に霧の地域的な特性や発生

機構に依存するため、既存の観測研究に基づくいくつかの粒径分布式を利用可能にしている。例えば、

Deirmendjian (1969) のガンマ分布によれば、 
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ここで、aD, pD, および qDは定数、bDは霧水粒子の最多粒径 dmod [µm]の関数である。dmod の値は、著者らによ

って導出された平均粒径 dmean (= 17.03 ρwf×103 + 9.72) [µm]に等しいと仮定する。式(1)および(2)に基づき、選

択された粒径分布で表されるある粒径に対する葉面への霧水沈着フラックス Ecapを次式に基づいて計算する： 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]psvpfpfpcap dvFdFdwdE += ερu ,   (5) 

ここで、Fv は鉛直方向に対する葉面投影係数で Ff と等しいと

仮定する。霧水粒子の存在範囲(0 から 5×dmean µm)を 100 個の

ビンに区切った全粒径について式(5)を積分することによって、

植生層への霧水沈着フラックスを計算する。 
モデル計算には、初期条件および下部境界条件(土壌最深

層：深さ 2 m)として土壌温度および体積含水率を与える。上部

境界条件(大気上端 30 m)には、下向きの短波・長波放射量、降

水量、気温、風速、比湿の 30 分または１時間間隔の入力デー

タを時間内挿して用いる。以下の計算では、時間刻みを 6 秒、

植物層の厚さを 1 m に設定した。その他の計算に必要なパラメ

ータは、Katata et al. (2008)に示されているものを用いた。    図 2：風速に対する霧水沈着速度の比較 
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3. 数値計算に基づく森林への霧水沈着速度の推定 

森林への霧水沈着速度について、著者らは、本モデルを用いた数値実験に基づいて、風速と植生構造(樹高・

葉面積指数)の依存性を考慮した簡易霧水沈着速度式を提案した。モデルを用いた霧水沈着速度の検証には、ド

イツのワルドシュタインの針葉樹林(樹高 20 m)上で空気力学的方法(渦相関法)によって 30 分ごとに測定された

霧水フラックスの年間データ(Burkard et al. 2001a, b; Klemm and Wrzesinsky 2007)を用いた。森林上の水平風速|u|

に対する霧水沈着速度 Vdepの SOLVEG を用いた計算値と渦相関法による観測値を図 2 に示す。同図には、霧水

沈着量の推定にしばしば用いられる Lovett (1984)モデルを用いた計算値も示し、それらを比較した。霧水沈着速

度は森林上の霧水フラックスを霧水量 LWC で割ることによって計算した。Lovett のモデルが観測結果を大きく

過大評価したのに対して、SOLVEG は、実際の霧水沈着速度をよく再現していることがわかる。 

図 2 によれば、ばらつきは見られるものの、霧水沈着速度が以下のようなキャノピ上の水平風速に対する線

形関数として表現できると考えられる： 

 uAVdep = .  (6) 

そこで、様々な LAI と樹高の組み合わせ

について数値実験を実施し、A の植生構造に

対する依存性を調べた。図 3 に示されるよう

に、A は森林全体の葉面積密度 LAD [m2 m-3] 

(= LAI/樹高)と関係があることがわかる。特

に、多くの雲霧林が該当する LAD>0.2 m2 m-3

の条件では、高い相関係数とともに以下の式

を得た：     図 3：森林全体の葉面積密度(LAD)に対する霧水沈着速度 

 5.0LAD0163.0 −=A . (7)  の傾き(A)の変化 
観測によって得られた LWC と水平風速のデータと、植生の LAD を式(6)と(7)に代入することによって、植

生への霧水沈着フラックスを計算することができる。より高精度に霧水の沈着速度を予測するためには、式(6)

に大気安定度や葉面形状(植生の葉幅)の違いを考慮する必要がある。この問題は、いくつかの異なる気象・植生

条件を持つ地域にモデルを適用し、比較することによって明らかにすることができると考えられる。以上のよう

に、植生構造を厳密に扱う数値モデルを用いることによって、観測から得ることが難しい植物構造に対する霧水

沈着速度の依存性を調べることが可能である。    表 1：MM5 の計算条件 

 

4. 森林における水資源としての霧水沈着 

霧水沈着量は、海岸・山岳地域の乾燥地域に生息す

る森林の水資源として注目を集めている (Hildebrandt 

and Elfatih 2007; Ritter et al. 2008)。以下では、a) サウジ

アラビア(図 4a)と b) カナリア諸島の半乾燥地域(図 4b)
に生息する二つの森林に SOLVEG を適用し、霧水沈着

量の推定を試みた。計算にあたっては、上部境界条件と

して入力する時間単位の気象データが必要になる。a)に
示す 3 つの領域について、メソ気象モデル MM5 を用い

たネスティング(入れ子)計算を実施し対象地域の気象を再現した。b)では、現地のタワーにおいて観測された年

間の気象データを用いた(Ritter et al. 2008)。MM5 の計算に使用した気象データや物理スキームなどを表 1 にまと

めた。 
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a) サウジアラビアの針葉樹林における霧水沈着量 

標高 2000 m を超える山岳地域に存在するライダ自然保護区域 (図 4a)では、年降水量の平年値が 250 mm 前

後の半乾燥地域であるにもかかわらず、樹高 7 m 以上の針葉樹林が生息する。この樹林の維持には、紅海からの

湿った空気が山岳斜面に沿って凝結高度まで持ち上げられる、または通過する雲が山岳斜面に直接衝突すること

によって生じる霧による水分供給が重要な役割を果たしていることが指摘されている。著者らは、MM5 によっ

て再現された大気最下層(高度 33 m)の気象場を境界条件として入力し、SOLVEG を用いた計算を実施した。 

これまでの研究 (Katata et al. 2007b)において、2002 年 1 月におけるアブハにおける風速・風向、気温、比湿、

降水量、およびライダ保護区域における霧水量の観測値と MM5 の計算値を比較し、再現性を確認した。再現さ

れたライダ保護区域における気象データを SOLVEG の上部境界条件とし、現地において観測された樹高 7 m、

LAI=1.0 m2 m-2、葉幅 1 mm の森林について、霧を考慮した場合としない場合の降水量、霧水沈着量、地表面流出

量、および正味の降水量 (降水量＋霧水沈着量－地表面流出量)を比較した(図 5)。月積算降水量 102 mm に対し

て霧水沈着量は 16 mm 程度であった。しかしながら、地表面流出を考慮する場合、計算開始から 240 時間後に

生じた多量の降水の大部分(約 80 mm)は土壌に浸透することなく流出していた。一方、霧は日中･夜間問わず長

時間にわたって断続的に発生し、沈着した霧水のほとんどが土壌へと浸透していた。結果として、土壌に供給さ

れる月積算の正味の降水量 35 mm のうち、46 %は霧水沈着量が占めていた。この結果から、乾燥地域にしばし

ば見られる短時間に生じる豪雨イベントに比べて、霧水沈着は植物にとって利用可能な水資源を供給しやすいこ

とが明らかにされた。同時に、このような気象条件における植生にとっての水資源を評価する上では、降水量の

みならず流出量と霧水沈着量を考慮する必要があることが示された。 

  

図 4：(a)サウジアラビアにおける MM5 の計算 図 5：ライダにおける積算値の降水量 (赤)、霧水沈着量(緑)、 

領域と(b)ラ･ゴメラ島における森林生息域  地表面流出量 (青)、正味の降水量 (ピンク)の時間変化 
 

b) ラ・ゴメラ島の亜熱帯常緑雲霧林における霧水沈着 

カナリア諸島の一部であるラ・ゴメラ島には、亜熱帯性の常緑樹林が生育している。この森林の維持には、

年間を通して山岳部に発生する雲による水分供給が関与していることが指摘されているが、その実態は明らかに

なっていない (Ritter et al. 2008)。森林上の高度 12 m において測定された気象データを上部境界条件に用いて数

値計算による霧水沈着量の推定を試みた。植生パラメータは、文献等に基づき樹高 6.5 m、LAI=2.1 m2 m-2、葉幅

0.25 mm とした。図 6 は、2003 年 2 月から 2004 年 1 月の降水量、霧水沈着量、正味の降水量、蒸発散量(土壌か
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らの蒸発＋蒸散＋植生キャノピによる遮断蒸発)の積算値の時間変化を示す。この計算における地表面流出量は 0

であった。1 年計算後の積算降水量 600 mm に対して、霧水沈着量はその 20 ％ (120 mm)に達した。図に示され

るように、この霧水沈着量を考慮した正味の降水量と蒸発散量はほぼ釣り合っていたことから、霧水による水分

供給は植物生長に必要な蒸発散量を補う上で重要であると考えられる。図 7 は、霧水沈着を考慮する場合としな

い場合における土壌水分量の時間変化を示す。霧水沈着によって、降水がほとんどなかった 5 月から 9 月 (計算

開始からおよそ 2232 時間から 5952 時間)における土壌水分量が、霧を考慮しない場合に比べて 0.05 m3m-3ほど

大きい値で維持されていたことがわかる。このように、大気－土壌－植生の相互作用を厳密に考慮したモデルを

用いることによって、地表面水収支へ与える霧水沈着量の影響を詳細に調べることが可能となる。 

   

図 6：ラ・ゴメラ島における降水量(赤)、霧水沈着量  図 7：霧水沈着を考慮した場合(赤)と考慮しない 

(緑)、正味の降水量(青)、蒸発散量(ピンク) の積算値  場合(緑)の表層 100 mm 厚さの土壌水分量の時間

の時間変化      変化 

 

5. 結びにかえて：国内における霧水沈着研究 

乾燥地域に限らず、海岸および山岳に生息する雲霧林における水資源として、霧水沈着は世界的に研究が進

められている(例えば、Bruijnzeel 2001)。一方で、わが国の森林においては霧水の化学組成を調べる研究は進めら

れている(例えば、Igawa et al. 2002; Aikawa et al. 2007) が、水資源としての森林への霧水沈着の役割に注目した研

究はほとんどみられない。小林ら(2002)は、六甲山の森林において降水量に匹敵する霧水沈着を観測し、霧水沈

着が水資源と物質沈着との両面において重要であることを指摘した。このような地域では、地球温暖化などの気

候変動の影響で霧や雲の発生高度(霧底高度)が変化し、森林生態系の水収支が変化する可能性も考えられる。 

また、霧水沈着量の推定精度を向上させることは(酸性)霧に伴う酸性物質の沈着量の正確な評価にも繋がる。

国土の大部分を山岳・森林地域が占めるわが国においては、ガス状および粒子状物質の乾性沈着と湿性沈着に加

えて、高所や海岸域における霧水沈着を含めた総合的な酸性物質沈着による植物影響を評価することが重要であ

る。直接的な観測が難しい乾性・霧水沈着を定量的に推定すると同時に、その植物影響を調べる目的においては、

大気－土壌－植生間の相互作用を考慮した精緻な数値モデルは強力なツールになると考える。 
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研究は、文部科学省 RR2002 の「人・自然・地球共生プロジェクト」の研究課題「広域水循環予測及び対策技術

の高度化」の一環として実施した。 

 

参考文献 

M. Aikawa, T. Hiraki, M. Shoga, M. Tamaki, S. Sumitomo: "Seven-year trend and the time and seasonal dependence of fog 

 water collected near an industrialized area in Japan", Atmospheric Research, 83, 1-9 (2007). 

M. Aikawa, T. Hiraki, M. Tamaki: "Comparative field study on precipitation, throughfall, stemflow, fog water, and 

 atmospheric aerosol and gases at urban and rural sites in Japan", Science of the Total Environment, 366, 275-285 

 (2006). 

L.A. Bruijnzeel: "Hydrology of tropical montane cloud forests: A reassessment", Land Use and Water Resources Research, 

 1, 1-18 (2001). 

R. Burkard, T. Wrzesinsky, W. Eugster, O. Klemm: "Vertical flux divergence during fog deposition", Proceedings of the 

 Second International Conference on Fog and Fog Collection, 161-164 (2001a). 

R. Burkard, T. Wrzesinsky, W. Eugster, O. Klemm: "Quantification of fog deposition with two similar set-ups", Proceedings 

 of the Second International Conference on Fog and Fog Collection, 185-188 (2001b). 

D. Deirmendjian: "Electromagnetic Scattering on Spherical Polydispersions", Elsevier, New York, 290, pp (1969). 

A. Hildebrandt, A.A. Mohammed, A. Mansoor, S. Mahaad, E.A.B. Elfatih: "Ecohydrology of a seasonal cloud forest in 

 Dhofar: 1. Field experiment", Water Resources Research, 43, W10411 (2007). 

F. Holwerda, R. Burkard, W. Eugster, F.N. Scatena, A.G.C.A. Meesters, L.A. Bruijnzeel: "Estimating fog deposition at a 

 Puerto Rican elfin cloud forest site: Comparison of the water budget and eddy covariance methods", Hydrological 

 Processes, 20, 2669-2692 (2006). 

M. Igawa, T. Kase, K. Satake, H. Okochi: "Severe leaching of calcium ions from fir needles caused by acid fog", 

 Environmental Pollution, 119, 375-382 (2002). 

M. Igawa, Y. Tsutsumi, T. Mori, H. Okochi: "Fogwater chemistry at a mountainside forest and the estimation of the air 

 pollutant deposition via fog droplets based on the atmospheric quality at the mountain base", Environmental 

 Science and Technology, 32, 1566-1572 (1998). 

G. Katata, H. Nagai, H. Ueda: "Numerical study of fog occurrence and fog water deposition on the vegetation at a semi-arid 

 coastal area in Saudi Arabia", Proceedings of the Fourth International Conference on Fog, Fog Collection and 

 Dew, 33-36 (2007a). 

G. Katata, H, Nagai, H. Ueda, N. Agam, P.R. Berliner: "Development of a Land Surface Model Including Evaporation and 

 Adsorption Processes in the Soil for the Land–Air Exchange in Arid Regions", Journal of Hydrometeorology, 8, 

 1307–1324 (2007b). 

G. Katata, H. Nagai, T. Wrzesinsky, O. Klemm, W. Eugster, R. Burkard: "Development of a Land Surface Model Including 

 Cloud Water Deposition on Vegetation", Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47, 2129–2146 

 (2008). 

G. Katata: "Improvement of a Land Surface Model for Accurate Prediction of Surface Energy and Water Balances", 

 JAEA-Data/Code 2008-033, Japan Atomic Energy Agency, 64 pp (2009). 

O. Klemm, S.-C. Chang, Y.-J. Hsia: "Energy fluxes at a subtropical mountain cloud forest", Forest Ecology and 

 Management, 224, 5-10 (2006). 

O. Klemm, T. Wrzesinsky: "Fog deposition fluxes of water and ions to a mountainous site in Central Europe", Tellus, 59B, 

 705–714 (2007). 



第 30 回酸性雨問題研究会シンポジウム 

G.M. Lovett: "Rates and mechanisms of cloud water deposition to a subalpine balsam fir forest", Atmospheric Environment, 

 18, 361-371 (1984). 

H. Nagai: "Validation and sensitivity analysis of a new atmosphere-soil-vegetation model", Journal of Applied Meteorology, 

 41, 160-176 (2002). 

H. Nagai: "Validation and sensitivity analysis of a new atmosphere-soil-vegetation model. Part II: Impacts on in-canopy 

 latent heat flux over a winter wheat field determined by detailed calculation of canopy radiation transmission and 

 stomatal resistance", Journal of Applied Meteorology, 42, 434-451 (2003). 

H. Nagai: "Atmosphere-soil-vegetation model including CO2 exchange processes: SOLVEG2", JAERI-Data/Code 

 2004-014, Japan Atomic Energy Agency, 92 pp (2004). 

H. Nagai: "Incorporation of CO2 exchange processes into a multilayer atmosphere-soil-vegetation model", Journal of 

 Applied Meteorology, 44, 1574-1592 (2005). 

K. Peters, R. Eiden: "Modelling the dry deposition velocity of aerosol particles to a spruce forest", Atmospheric 

 Environment, 26A, 2555-2564 (1992). 

A. Ritter, C.M. Regalado, G. Aschan: "Fog Water Collection in a Subtropical Elfin Laurel Forest of the Garajonay National 

 Park (Canary Islands): A Combined Approach Using Artificial Fog Catchers and a Physically Based Impaction 

 Model",  Journal of Hydrometeorology, 9, 920–935 (2008). 

T. Wrzesinsky, O. Klemm: "Summertime fog chemistry at a mountainous site in central Europe", Atmospheric Environment, 

 34, 1487-1496 (2000). 

小林禧樹、中川吉弘、玉置元則、平木隆年、藍川昌秀: "スギ樹冠にもたらされる霧水沈着の時間変動−六甲山で

 観測された樹雨現象の解析−", 環境科学会誌, 15, 151-161 (2002). 


