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１．問　　題

1.1　紫外線曝露の影響

　人間の活動が惑星（地球）レベルで影響を与えている気象環境問題には，「地球温暖化」

のほかに，フロンガス等によるオゾン層の破壊によって，地上に到達する紫外線量が増大

する問題がある。紫外線の必要以上の増大は，ビタミン D の合成促進や殺菌効果という

好影響よりも，健康被害の悪影響の方が問題となる。

　地上に到達する紫外線（UV-A，UV-B）の中で，とりわけ波長の短い UV-B（280–

315nm）は皮膚ガンや白内障を誘発するおそれがあるとして「有害紫外線」と呼ばれてい

る。

　紫外線が皮膚に与える影響には，急性（短時間）のものでは，免疫力の一時的低下のほ

かには，日焼け，より厳密にはサンタン（Suntan：炎症後色素沈着）とサンバーン

（Sunburn：日光皮膚炎）がある。サンタンは UV-A（315–400nm）によるもので，メラニ

ン色素に吸収され数日後に皮膚が褐色になる状態で，紫外線に対する生体防御反応であ

る。ただしその防御力は SPF4，すなわち１時間半程度しかもたないという（環境省，

2004a）。また UV-A でも長期間浴び続けると「光老化」というシミやシワが発生する。一

方，サンバーンは UV-B によるもので，皮膚が紅斑し（数日で消失するが），真皮に達し

て，その遺伝子構造に悪影響をおよぼすという（関口，2003）。このサンバーンは，皮膚

のメラニン色素が少ない，すなわち紫外線に対して敏感なほど起こしやすい。その程度は

メラニン色素を含有している「スキンタイプ」によって異なる。おおまかに言ってネグロ

イドはサンタンタイプで，コーカソイドはサンバーンタイプ，モンゴロイドである日本人

はその中間である。

　UV-B の長期曝露による身体への悪影響には，皮膚ガンや白内障，あるいは妊娠期間中

の曝露による葉酸の光分解による胎児への悪影響などがみられる。紫外線曝露と皮膚ガン
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との関係では，有棘細胞ガンは生涯曝露量が，基底細胞ガンは間歇的な大量曝露が，死亡

率の高い悪性黒色腫は幼少期の曝露が関係するといわれている（環境省，2004b）。

1.2　到達紫外線の変動因

　紫外線は太陽放射による電磁波の一部であるから，「日射」（観測的には，太陽放射エネ

ルギーの97％を占める波長290–3000nm 域の太陽放射と定義される）量の変動に含まれる。

ならば日射量の変動因は何か。

　まず放射元の要因として「太陽活動の変動」がある。ただし太陽黒点活動は11年周期

であり，また地球が受ける変動幅は1.5W/m2程度（WMO, 2004）なので，１年間に限定し

た本研究では変動因として考慮する必要はない。

　つぎに放射空間上の要因として，地球の公転（年周期）の楕円軌道による「太陽との距

離の変動」がある。これは１月３日が最短，７月３日が最長であり，この間の距離の差は

5×106km であり，地球と太陽との平均距離（「天文単位」）の3.3％である。放射強度は距

離の２乗に逆比例するが，この程度の差では地上の日射量に対する単独の影響力としては

小さい（特に後述する太陽高度角の変動が距離の変動と逆位相になる北半球で）。ちなみ

に平均距離上での太陽に垂直な大気上端（春分・秋分頃の赤道上に相当）での単位面積の

日射量を「太陽常（定）数」といい，その値は約1370W/m2である。

　地上における日射量変動の最大の要因となるのは，大気を通過する経路の長さ（大気路

程1）であり，これは公転軌道の楕円性と23.5°の地軸傾斜，地球の自転の３要因による，観

測点上での「太陽高度角（入射角度）」によって規定される。太陽高度角は地球の公転周

期と自転周期にともに規定されている。すなわち，日射量変動の年周期・日周期はほとん

ど太陽高度角の変動周期に等しい。

　その年周期に関してみると，観測地（東京都荒川区）上空大気上端の日最大日射量の最

小値は724.8W/m2（12月22日），最大値は1292.63W/m2（６月15日）である（中川清隆氏

のサイトでのモデル計算による。以下モデル計算はこのサイトを利用した）。１年を10日

間隔で算出した値による太陽高度角と大気上端日射量の相関係数は0.98であった。値が

1.0とならないのは，複数の変動因の位相の間にずれがあるためと思われる。

　太陽高度角以外の要因には，観測地上空の「大気状態」がある。これは大気上端の日射

量（理論値）と地上の日射量（実測値）との差としての減衰効果をもたらすものであり，

大気中の雲粒の水平・鉛直量（すなわち天気）とエーロゾル（大気浮遊物質）の密度が影

響する。大気中の水蒸気は日射を透過するが，水蒸気が凝結した雲粒（微水滴）では厚さ

（雲水総量）が増すほど日射を吸収するので，太陽光が地表に達するのをさえぎり（ある

いは反射し），地表の照度や温度が大きく減少する。ただし，紫外線に関しては，波長が

可視光より小さいため，吸収されずに散乱されるので，日射量ほどには減衰しないという

（近藤，2000）。

　エーロゾルは大気中に浮遊している塵埃や大気汚染物質などで，その一種である黄砂の

時期（3–5月）は日射量が明らかに減少する（ただし年較差が大きい）。また海洋性気団

が支配的になる夏季（7–8月）はエーロゾル量が減少するため，紫外線量の減衰率が低下

するといわれ，このように春から夏にかけての，エーロゾルの光学的厚さの変動によって

UV index（これについては2.3で説明）は２程度変化するという（気象庁，2005）。
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図１　太陽が天頂にあるときの太陽光スペクトルの例

（近藤，2000より）
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1.3　オゾン層の効果

　太陽放射の中で紫外線に特異的に作用する変動因として，大気中のオゾンによる吸収効

果がある。紫外線の中で最も有害な UV-C（100–280nm）はこのオゾン層で吸収され，地

上には達しない。図１は大気上端と地表での太陽光スペクトルの差を示している。この図

では UV-B，C の帯域は大気中でほとんど「散乱減衰」して地上には達しないことが示さ

れている（図ではオゾンによる吸収減衰分が散乱減衰として表現されている）。

　大気中のオゾンは成層圏（約10～50km 上空）に最も多く，その中でオゾン密度（分圧）

が最も高い25km 付近を「オゾン層」と呼んでいる。オゾン密度は緯度が高いほど高く

（ただし極域では逆に低くなる），特に日本の北のオホーツク海付近が地球上で最もオゾン

密度が高いため，日本は他地域よりもオゾンの効果を強く受けることになる。

　成層圏には赤道域の循環に準二年振動（Quasi-Bienniel Oscillation）があり，オゾン層の

オゾン分圧の変動もこれに同期している（気象庁，2003）。2004–2005年は増大期に当た

り，実測的にも2004年後半以降は正の偏差を示している（気象庁，2004）。

　緯度が低くなるほど日射量は多く，またオゾン層は薄くなる。そのため，緯度が低くな

るにつれて有害紫外線は量だけでなく比率も増えることになる。たとえば，オゾン層の厚

さが１％減ると地上紫外線量は1.5％増えるという（環境省，2004a）。

　オゾン層の厚さは日レベルで変動をしており，数日間で UV index の２以上の変化をも

たらすことがあるという（気象庁，2005a）。またオゾン層の厚さには季節変動もあり，そ

の変動幅は高緯度ほど顕著である。茨城県南部の「つくば」では３月に極大，10月に極

小の周期を示している（変動幅は20–30％）。このオゾン層の変動の効果によって，たと

えば「つくば」では全天日射量が最大となるのは５月であるが，UV index が最大となる

のは８月となるという（気象庁サイト１）。

　これらの周期変動とは別に，長期トレンドとして，オゾン全量の減少が観測されてお

り，高緯度ほどそれが顕著であるという（特に南半球）。ただしオゾン層破壊物質の濃度
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は，世界的な削減対策が奏効した結果，現在がピークに近く，今後は濃度は減少していく

という（環境省，2004b）。

　また，地上までに通過する大気の距離（大気路程）が長いとオゾンに吸収される量が増

える（気象庁，2005a）。すなわちオゾン層と太陽高度角との相乗作用（ともに紫外線量を

減少させる）がある。

1.4　有害紫外線情報の提供

　地上で観測される有害紫外線量はわれわれの健康生活にとって大切な情報であるが，日

本では公的な観測地が札幌・つくば・鹿児島・那覇の４か所に限られるため，他の地域の

住民にとっては自分たちが実際に浴びている紫外線量を知ることができない。また上記の

観測地でも測定間隔が１時間であるため（公表はさらに遅れる），他の気象現象とのリア

ルタイムな変動関係がつかみにくい。

　そこで，筆者は，居住地域において，一般的な気象観測項目（気温，相対湿度，大気

圧，露点温度，風速，風向）と同時に，有害紫外線指標である UV index および日射量を

常時・高密度な時間間隔で観測し，更にそのデータをほぼリアルタイムにネット配信でき

る自動気象観測装置を設置した。

　この装置を使って，人体に与える紫外線強度と日射量および他の気象現象との細かいレ

ベルの対応関係を確認するのが本稿の目的である。たとえば，われわれは可視光を中心と

する日射の強さを受光強度（眼）と肌の加熱で感じることができるが，その知覚した日射

量で知覚できない紫外線量を単純に推定できるのかを確認したい。またマスコミなどで言

われているような，「紫外線は５月で真夏並みになる」，あるいは「曇りでも紫外線は意外

に強い」という警告がどれほど正しいのかを定量的に確認したい。さらに，実用的な観点

から，盛夏の晴天において，外出を避けるべき時間帯，外出に安全な時間帯などを明確に

したい。

２．方　　法

2.1　観測器と観測値

　観測器には Davis 社の Vantage Pro Plus を用い，それを東京都荒川区西日暮里（北緯35

度44分，東経139度46分：国土地理院25000分の１地図による2004年測量法改正後の世界

測地系の値）にある３階建ビルの屋上の南東角（屋上面から150cm 高）に設置した。周

囲約100m 四方内にはこれより高い構造物はなく，全天の視界はほとんど阻害されない

（以前に設置した本学文化情報学部棟屋上の測器は周囲の地形と構造物の影響で風向・風

速が正しく捕捉されないため，今回は管理のしやすさと観測環境の適切性の観点から筆者

の自宅近くに設置した）。測器の海抜標高は20m である（近くの「第一日暮里小学校」の

水準点を基準に Nielsen-Kellerman 社の携帯気象計 Kestrel 400による計測）。紫外線量は

100m 上昇するごとに1.2％増加するといわれているが，20m では地表（海抜８m）との差

は誤差の範囲内といえるため，観測値を補正せずに使用する。

　①　UV センサー

　フォトダイオードタイプの変換器による測定帯域は280–360nm であり， UV-B 領域すべ
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表１　UV index に応じた紫外線対策（環境省，2004）

index 程度 対　　　策

０– ２ 弱　　　い 安心して戸外で過ごせる

３– ５ 中　程　度 日中はできるだけ日陰を利用

６– ７ 強　　　い

日中の外出はできるだけ控える８–10 非常に強い

11＋ 極端に強い
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てと UV-A 領域の短波長側を含んでいる。捕捉される紫外線は，全天直達紫外線のほかに

雲などによる大気散乱によるものも含むが，地表や壁面からの反射は含まれない。した

がって観測値は地上で実際に浴びる紫外線量の最小値といえる。測定範囲は0–16 index，

単位は0.1 index。測定精度は±5％。角度特性は±4％（0±65°），±9％（65±85°）。測定

の更新間隔は50–60秒である。

　②　日射計

　センサーはシリコン・フォトダイオードタイプで，測定帯域は400–1100nm であり，最

もエネルギーの強い可視光線領域を中心として，赤外線領域まで含んでいる（日射全域

290–3000nm を含んではいない）。単位は１Wm2，測定精度は±5％。角度特性は±3％（0

±70°），±9％（70±85°）。測定の更新間隔は12秒である。

　ただし以上の測器はいずれも気象庁の検定を受けておらず，観測値の信頼性は検証され

ていない。したがって本研究における観測値はあくまで参考値であり，公式な観測値とは

みなせない。

2.2　観測期間

　期間は2004年９月１日から2005年８月31日までの１年間，毎時０分からの10分おきの

データを蓄積した。2004年９月１日から14日まではデータの欠損があるが本研究にはほ

とんど支障がない。

　観測器からのデータは，コンソールによって無線で受信し，それを Davis 社のソフト

「Weather Link ver 5.4」によって RS232C ケーブルを経由してパソコンに自動的にダウン

ロードした。そのデータを Microsoft Excel で集計した。

2.3　有害紫外線指標

　有害紫外線の照射量の測度には，生体への影響の観点から，時点における瞬間的な強度

と時間経過による累積値の２種類が必要である。本器では，前者の指標に UV index，後

者の指標に UV Does を用いている。

　①　UV index

　人体に影響を及ぼす紫外線強度については，CIE（国際照明委員会）紫外線量（W/m2）

が使われている。これは波長別の紫外線強度に，波長が短いほど人体に与える影響が強い

ことを考慮するための CIE 作用スペクトルを乗じて波長積分したもので，紫外線の物理

量そのものではなく有害紫外線によるダメージ量と解釈できるものである。そしてその値

を25 W/ m2で単位化したものが UV index である（指標における１は 25mW/ m2に等しい）。
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　UV index の範囲は，本器では０から16，単位は0.1，データとなる紫外線量は10分間平

均値である（最大値は１分単位）。

　2002年の WHO の基準によると，UV index の値は，メラニン色素の少ないもっとも敏

感な人を基準にして表１のように適用される（環境省，2004a）。日本人，特にメラニン色

素の比較的多い成人男性にとっては，この表での対策はやや敏感すぎるともいえるが，逆

にメラニン色素の少ない乳幼児にとっては実用的なものといえる。

　②　UV Does

　紫外線曝露量の時間積算値で，単位には MEDs が使われる。MED（minimal erythema 

dose：最小紅斑量）とは，24時間以内に紅斑（皮膚が赤くなる反応）を起こすのに必要な

紫外線の最小照射量である。UV-B を皮膚に照射すると照射後24時間をピークにして紅斑

が出現するが，MED は肉眼的にもっとも軽い紅斑が出現するのに必要なエネルギー量を

いう。

　単位となる1MED すなわち肌の最少赤化は，肌の感受性（スキンタイプ）によって異

なり，標準的日本人の肌なら盛夏の日中では15–25分でこの値となるという（環境省，

2004a）。この値は UV-B の防御効果を表す SPF（Sun Protection Factor）と同じになる。言

い換えれば SPF とは， 1MED の状態になる時間を何倍引き伸ばせるかという意味となる。

人が活動する地域での細かい観測によって活動予定時間の MED 積算値がわかれば，その

時期はその値の SPF 値の日焼け止めを使用すればよいと判断できる。

　すなわち，MED 積算値は単位時間当りの有害紫外線積算量として使える。そして１時

間当りの MEDs を Does rate という。Environment Canada で基準とされたスキンタイプⅡ

では，Does Rate における4.3MEDs が UV index の10に等しいという（1MED＝3/7 index）。

すなわち，今 UV index が10（夏季の日中の値）の時，１時間無防備で野外にいるならば，

最少紅斑の4.3倍の有害紫外線を浴びることになり，これはかゆみや軽い痛みを伴う日焼

けになる。ただしこの関係は当然スキンタイプによって異なる。基準となるスキンタイプ

Ⅱの1MED（基本 MED）がエネルギー量21mJ/cm2であるのに対し，標準的日本人が該当

するスキンタイプⅢ（Color ＝ Light Brown. Burns moderately,tans gradually）の1MED はお

よそ30mJ/cm2とみなせる（Davis 社のマニュアル）。

　Does は積算値であるから，紫外線強度が小さくても長時間屋外にいれば，それなりの

値となる。UV-B の連続曝露による身体への影響では，免疫抑制は1/2MED で生じ，また

1/10MED でもシワに関係した遺伝子群の働きがみられるという（エーザイ社サイト）。紫

外線の影響について，生涯曝露を含めた長時間曝露が問題とするなら，UV Does 指標も重

要である。ちなみに本研究では UV Does 算出のために前提されるスキンタイプをⅢとし

ている。

３．結　　果

　UV index の変動を日射量の変動と比較して，その連関性，具体的には，一年間の月間

変動傾向と季節差との関係，日内変動の傾向と天気による変動パターンを探った。日射量

と UV index（紫外線量そのものでも同じ）の変動を説明する，太陽活動や公転軌道の効

果を無視した最も単純なモデルは以下のようになる。
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　　日射量　＝太陽高度角＋大気状態１

　　紫外線量＝太陽高度角＋大気状態２

　　　（大気状態１＝雲＋エーロゾル。大気状態２＝雲＋エーロゾル＋オゾン濃度）

　日射と紫外線とでは，波長帯の違いによって，大気状態の各項の効果が異なっている

（日射量においてはオゾン濃度の効果は無視され，雲やエーロゾルの効果も散乱より吸収

になる）。また実際には，太陽高度角と大気状態との交互作用が存在する。すなわち太陽

高度角が低いほど，日射・紫外線の大気路程が長くなるため，その分だけ大気状態の影響

をより多く受けることになる。

3.1　年内変動

　まず観測期間（2004年９月から2005年８月）における UV index と日射量の１年周期の

変動をみるために，毎月の最大値の変化を図２に示す。

　月の代表値に平均値ではなく最大値を用いた理由は，UV index も日射量も最小値は毎

月等しく０であり，また日最大値やその平均値はその間の天気・雲量の変動によって大き

く左右され，時間変化が大きい天気効果が前面に出てしまうことによる誤差を最小限にす

るためである。すなわちこの月最大値は雲の影響が最小で，季節的なエーロゾル・オゾン

濃度のみが反映されている。このため，この月間変動の年較差は少ないとみなせ，一般化

した議論がしやすくなる。といっても実際には，猛暑だった2004年夏と特に東日本で雲

が多かった2005年夏という年較差の影響は受けており，あくまでも観測期間内の状況を

示すにすぎない。

　最大値を示した時が等しく晴天下であったと仮定すれば，月間最大値の差は月間の太陽

高度の最大値にほぼ対応している。すなわち10日間以上もの曇天・雨天が続かない限り，

１月から６月までは下旬に最大値を示し，７月から12月までは上旬に最大値を示してい

るはずである。したがって図２における各月の間隔は等しく30日前後ではなく，６月と

７月の最大値の差は10日間程度，12月と１月の最大値の差は50–60日間となろう。

　図２によると，まず日射量は冬季は夏季に対してほぼ半減しており，太陽高度角の影響

の強さを示している。また2–3月の日射量の増大量は，9–11月間の減少幅を上回る勢いと

示している。しかし日射量の増加率は４月になると一旦停滞した。４月の関東の日照時間

は平年より120％あった（気象庁，2005b）ため，これは曇天などの影響ではなく，この

時期に顕著になる黄砂の影響が考えられる。たとえば，2005年４月に実際に関東で黄砂

が観察されたのは，４月21日伊豆大島（視程10km 未満）であり，この日は関東本土を除

く（地形の影響であろう）全国的に黄砂が観察された（気象庁天気相談所閲覧資料）。黄

砂は水平視程を阻害しない（目視観測されない）上空の自由対流圏でも存在しており，こ

の時期，東京の地上では黄砂が観測されなくてもその上空を覆っていた可能性は高い。

　観測期間内の月最大 UV index の値は2–13の変動幅にあり，値だけをみると冬季は

WHO 基準では対策を必要としない強度といえる。また９月１ヶ月間の急激な減少が目に

つく。2004年９月初めはまだ夏並みの強さであり，2005年夏よりも強かった（観測期間

の範囲外であるが，2004年８月の最大 UV index は13.0に達した）。

　春・秋の非対称性

　図２を見ると，日射量・UV index ともに夏至（６月）・冬至（12月）を境にした春分を
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中心とする増大期（2–5月）と秋分を中心とする減少期（8–11月）とが対称的変化の様相

になっていない。特に UV index では増大期は８月までずれこんでいる。それは太陽高度

角以外の要因である大気状態２（特にオゾン濃度）が春と秋とで異なっているためであろ

う。

　実際，春は，オゾン層が３月に一年で最も厚くなり，４月は黄砂の最盛期であり，また

「春霞」といわれるように，大気の水蒸気量・エアロゾルが多い季節である。一方秋は，

オゾン層が10月に一年で最も薄くなり，同時に空気の澄んだ「秋晴れ」が続く。近藤

（2000）によれば，空気分子による散乱（による減衰）は短波長の成分が受けやすく，太

陽高度が低い時にこの傾向が強く，またエアロゾルが多い時・可降水量が多い時ほど多い

という。そして過去10年間においては，大気の濁り度合いを示す混濁係数は12月が最少

で５月が最大であったという。これらのことからも春は秋よりも紫外線が吸収・散乱され

て減衰する度合いが大きいといえる。

3.2　季節差と日内変動

　各季節の代表的な日の日射量・紫外線量の日変化・日積算をみるため，秋分，冬至，春

分，夏至の各暦日に近い晴天日を選んで季節の代表日とした。それら代表日を本稿では

「秋分期」（９月19日，暦日とのずれ－4日。以下同），「冬至期」（12月21日，０），「春分

期」（３月21日，＋1日），「夏至期」（６月21日，－2日）と称することにする。ちなみに

UV index が観測期間中に最大を示した日は2005年８月26日11時10分での10.0である。

　日射量と UV index

　各季節の代表日における日射量の差を図３，UV index の差を図４に示す（ただし「秋

分」と「夏至」は雲が幾度も日射を遮ったため値の凹凸が大きい。凹凸を極大値側に均し

た曲線を想定してほしい）。この２つの図によれば，夏至・秋分期は冬至期とくらべて日

射量は２倍になり，UV index では3–4倍になっている。季節ごとの日射量と紫外線量にお
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ける，日射量との比率，すなわち紫外線率は夏季が冬季の約2.5倍になるという（小峯ら，

2002）ことから，夏季の UV index の増大は，太陽放射に含まれる紫外線の比率そのもの

が増大していることも含んでいる。

　特に，秋分期は日射量では春分期と等しいが，UV index は夏至期なみに強いことがわか

る。これは，秋分の頃は日本上空ではオゾン層が薄くなるため，日射における紫外線の割

合が増えるためであろう。初秋は日射が弱まる割には紫外線が強いままということである。

　Does

　有害紫外線の一日の積算値としての Does（単位は MEDs）は秋分期14.12，冬至期2.68，

春分期11.78，夏至期17.37であった（図５）。冬至期の値でも日の出から日の入りまで屋

外にいた場合，スキンタイプⅢの全員が最少紅斑を示す（2MEDs）量であり，真冬でも

晴天日に朝から夕まで連続して屋外にいると UV-B の影響を被ることがわかる。ただし冬

至期の Does の減少は夏至と春秋との差にくらべるとかなり大きい。積算値である Does

は日照時間の長さの影響を受けるので，その影響を除外するため，日の出後・日没前の太

陽高度角の低さによる測定不能時間帯を除いた，紫外線が測定できた時間の合計を「可測

時間」（単位10分）として，Does 値を可測時間で除してみると，秋分期0.024，冬至期

0.007，春分期0.021，夏至期0.026と，はやり冬至期だけが極端に低い値を示した。すな

わち冬至期は絶対的ばかりでなく比率的にも有害紫外線が弱くなることを示している（こ

れは次項で示すように，太陽高角度と大気路程の相乗効果といえる）。

　ちなみに盛夏期の正午前後では10分間当たりの Does は0.45に達するので， この時間帯

に40分間屋外にいるだけで，冬至期の終日屋外にいた時と同じ紫外線曝露量となる。

　日内変動

　図３・図４を比較すると，日の出後・日没前のそれぞれ１時間は UV 量は０を示したま

まとなる。（これは測器の感度の問題かもしれない）。これは各期とも同じであり，日射量

そのものとは関係ないことから太陽高度角の影響が最も強いといえる。太陽が地平線に近

いところにあるということは，太陽から観測地までに太陽光が大気内を通過する長さ（大
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気路程）が長くなることを意味する。それは同時に，オゾン層を通過する距離も長くなる

ことを意味し，その効果が UV index に特異的に作用する。

　日内の最大値は，日射量も UV index もともに，快晴であれば，理論的に南中時刻に示

す。東京の南中時刻は標準時となっている兵庫県明石市から東にずれている関係で，11

時25分から11時55分の間である（南中時刻自体に半年周期の変動がある）。

　また快晴であった冬至・春分期をみると，UV index の変化グラフは南中時刻を挟んで

完全な対照形ではなく，南中後（減少期）の方が南中前（増大期）より，日射量に比べた

UV index の値（UV 率）が若干ではあるが高い傾向がみられた（ただし未検定）。すなわ

ち，たとえば図６の春分期をみると，昼過ぎの UV index の減少が緩く，日射量の割には

午前中とくらべて相対的に UV index が高い状態が続く。これは晴天日の場合，午後にな

るとたいてい好晴積雲が発生するため，直達光のほかに散乱光が重なるためではないか

（目視での確認はせず）。

　春分と秋分との UV index の差

　図２，３から，春分期と秋分期を比較すると，日射量は差がないが，UV index は明ら

かに春分期の方が少ないことがわかる。理論計算によると，太陽の南中高度は，春分期が

54.2°，秋分期が55.29°であり，秋分期の方が若干大気路程が短い。南中時刻は春分期が

11時49分，秋分期が11時34分であり，太陽との距離は春分期の方が近い。南中時の大気

外全天日射量は春分期が1117.49W/m2，秋分期が1114.68W/m2であり差がない。となると，

この差は太陽高度角によるものではなく，オゾン層の季節変動によると思われる。すなわ

ち気象庁のオゾン観測地の中で本観測地と緯度が近い茨城県つくば（北緯36度3.4分，東

経140度7.5分。観測値から約50km 北東）では，３月が最大，10–11月が最小となる周期

になっている。たとえば，つくばにおける月平均オゾン全量をみると，2004年９月は

281m atm-cm，2005年３月は350m atm-cm であった。ちなみに30年間の平均値は310m 

atm-cm である（気象庁サイト２）。
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　UV index が安全値，危険値を超えはじめる日，超えおわる日

　一年間の観測期間から，UV index が特定の値を超えた日を確認してみる。ただしここ

では実用の観点から瞬間最大値ではなく，10分間平均値を使う。

　①日最大 UV index が2.0以下になった最初日：2004年12月13日（11時40分）

　②日最大 UV index が2.0以下になった最終日：2005年１月17日（12時20分）

　すなわち，日最大 UV index が２を超えない「安全期間」は，冬至をはさんだ１ヶ月強

の間であった。

　③日最大 UV index が8.0以上になった最初日：2005年５月25日（11時00分）

　ただし，平年並みの梅雨があった2005年６月は UV index が８以上になった日は一度も

なかった。

　④日最大 UV index が8.0を下回った最終日：これは2004年９月のデータの不備のため，

正確には分からなかった（同月の最大値は10.6）。ただしデータが整う９月13日以降

は8.0を超えることはなかったため，最終日は遅くとも９月10日頃であると思われる。

　以上から，５月末から９月上旬までは，晴天時日中の外出の場合はきちんとした紫外線

対策が必要な期間といえる。

3.3　天気との関係

　太陽高角度によるオゾン層通過効果を無視できる日中においては，紫外線量は日射量に

ほぼ相関している。つまり日射が強いと紫外線も強いと判断して間違いない。ただし，大

気状態，とりわけ雲の状態によっては日射量と紫外線量は対応しない場合がある。なぜな

ら，雲は紫外線を散乱することから，雲があっても紫外線は地上に達する（気象庁，

2004）ためである。そのため，よく「曇りの日でも紫外線対策は必要」と言われている。

ならば，どのような天気（雲の状態）の時，紫外線量はどのように変化するのか。具体

的・定量的に探ってみたい（ただし統計的ではない）。まずは日射量・UV index ともに極

端に低い場合を示す。

　①　台風通化時

　台風が接近・通過している時，紫外線量はどうなっているのか。2004年10月９日，台

風が関東地方に上陸し，終日強雨下にあった。この日の10分間最大日射量は９時20分で

121W/m2，UV index は同時刻に1.2であった（図７）。すなわち冬至期の半分の量である。

台風の雲は対流圏を貫通する背の高い積乱雲群からなっているため，あらゆる雲の中で厚

さが最大である（ただし雲１個あたりの底面積は小さい）。すなわち鉛直に厚い雲と多量

の降水による遮蔽効果と吸収減衰によったと思われる。

　②　降雪時

　2005年３月４日朝から５日午前にかけて東京で降雪があった。終日降雪であった４日

の日射量は14時50分に317W/m2，UV index は11時50分（南中時刻に近い）に1.9で最大

を示した（図８）。降雪中は計器表面に着雪するため，測器の感度が落ちる可能性がある

ので，値が実際より低くなっていることも考えられる。それを考慮に入れても上の台風通

過時より，日射・紫外線ともに多い（３月初めと10月初めの太陽高度角はほとんど等し

い）。

　太平洋側の降雪は，移動性低気圧の温暖前線にそっているため，たいていは積乱雲に次
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ぐ厚さのある乱層雲によるものである。また雪の切片は，強雨の雨滴よりは，水蒸気密度

が低いために吸収が少なかったのかもしれない。

　③　日中でも値が０になった日

　2005年３月28日，温暖前線接近時の降水中，11時30分 –12時50分の間 UV index が０

になった（図９）。太陽南中時前後にもかかわらず，日射量も50W/m2（日の出後１時間以

内の明るさ）を下回った。雨量強度は小さい地雨で，台風や夕立のような積乱雲ではな

く，乱層雲による雨である。航空機で観察すればわかるが，広域に拡がる乱層雲は上端面

が平旦で太陽光線をよく反射する。紫外線を含む太陽光線が乱層雲によって反射されたも

のと思われる。厚く広域に拡がった乱層雲は直達光はもとより散乱光も小さくするといえ

る。

　以上の例から，「雲があっても紫外線は意外に強い」という言説は，降水を伴う鉛直に

厚い積乱雲・乱層雲には通用しないといえる。

　次に日射量と UV index との関係がアンバランスな値を示した例を示す。

　④　日射量が低くても UV が高い時

　2005年６月７日の11時20分に，日射量493 W/m2の時，UV index が8.7に達した。都合

により目視での確認ができなかったので，茨城県館野のエマグラムを参考にすると

890hPa と750hPa，460hPa に雲の有りそうな薄い湿域がみられ，下中上層の三層それぞれ

に薄い雲があるといえる。

　また2005年６月13日10時30分に，日射量が371W/m2の時，UV index が6.7に達した。

目視によれば下層の積雲と上層の巻雲が確認された。この時刻前後は日射量が900W/m2

を超えているので，この時分には下層雲によってたまたま直達光がさえぎられていた。し
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かしその間も周囲の雲の散乱光によって，紫外線はさほど減少しなかったといえる。すな

わち，雲が水平・鉛直に散発的に存在しているなら，直達のほかに雲の散乱光が付加され

るのである。

　これは「毎時紫外線量の最大値を観測した事例は，全て全天の８割以上が雲に覆われて

いる状況であった。雲が多くても太陽からの直達光が地表に届く場合は，紫外線量は多く

なる」という Estupian の見解（気象庁，2005a）と合致する。

　⑤　日射量が高くても UV が低い時

　2005年６月12日，13時30分に，日射量が1057W/m2に達したが，UV index は5.0であっ

た。目視によれば，空は一面の巻層雲による薄曇りであった。薄曇りであるから日差しは

弱いながらもある。この日の他にも，巻層雲による薄曇りの時は UV index は低めに出た

（2005年7–8月はこのような天気が多かったため，2004年の同期間ほど UV index は高まら

なかった。すなわち本例のような現象は比較的多く発生する）。この結果は先述した近藤

らの説明とは矛盾する。その説明によれば，薄曇りならば，散乱光の効果で日射量の割に

UV index が高くなるはずである。しかし筆者の印象（正確な統計によらないため）では，

日射の割に UV index が高めになるのは，下層の好晴積雲のような直達光に強い散乱光が

付加される場合であって，巻層雲が全天に拡がった状態ではなかった。上述した Estupian

の見解も雲の種類までは言及されていない。この天気・雲形と紫外線量の関連は統計的・

客観的に追究する必要があるが，少なくともここで言えるのは，「曇りでも紫外線は多い」

という方向性のみの言説に無批判であってはならないということである。

3.4　安全な屋外活動時間への提案

　以上のまとめとして，紫外線曝露のより正確な動向に基づく対応の指針として，主に季

節ごとの実用的な提言をしてみる。

　春（3–5月）の紫外線

　日本の地上における紫外線量は，それを含んでいる日射量とほぼ相関するが，日射量の

理論値である大気上端での値で考えるべきではなく，大気状態の季節・日変動を考慮しな

くてはならない。たとえば，日射量の最大期である夏至前後が梅雨期と重なり，また増大

期である春季がオゾン層の最大期および黄砂の時期と重なるため，実際には日射量の理論

値から推定される値よりも低くなる傾向がある。したがって巷間で言われている「紫外線

は５月に夏並みに多くなる」という言説は，日射量の理論値からの推定表現にすぎず，実

際には７– ８月よりは明らかに低いことが確認された（気象庁データでも同じ）。上のよ

うな言説が出るのは日射量と紫外線量の減衰の機構が異なることが考慮されていないため

であろう。盛 – 晩夏（7–8月）での紫外線対策が最も重要であることを再確認したい。

　秋（9–11月）の紫外線

　同時に，日射量が減少してもオゾン層が薄くなる秋（晩秋を除く）は紫外線が比率的に
4 4 4 4 4 4 4 4

も高いことが
4 4 4 4 4 4

観測的にも確認された。秋の紫外線対策が今まで以上に必要なことを強調し

たい。

　冬（12–2月）の紫外線

　冬は確かに紫外線量は比率的にも激減する。反射率の高い雪上面での活動でないかぎ

り，日本人の肌にとっては，外出時に特別な対応は不必要といえる。ただし，終日にわた
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る屋外活動では影響を受ける量の曝露があること，すなわち，紫外線は強度だけでなく，

曝露の積算量も肌に影響があることを忘れてはならない。

　夏の屋外活動

　６月は厚い雲に覆われる日が多いので，紫外線は少ないが，太平洋高気圧に覆われる7–

8月の日中は無防備な外出そのものを控えた方がよい。晴天の日中なら１時間半で2MED

を浴びることになる。特に午前中
4 4 4

の活動に注意が必要である。日射・UV index とも関東

では最大値は11時半（南中時刻）で，いわゆる「日中」より前にむかえるため，10時以

降で日中と同じ UV 強度となる。午前８時以降でも気温や湿度が低く体感的にすごしやす

いため，かえって皮膚の曝露を多くしてしまうおそれがある。午前中の活動は長引くほ

ど，より強い紫外線を浴びるため危険である。

　同じ日射量でも曇天の日中と晴れの夕方とでは，晴れの夕方の方が紫外線量が少ない。

とくに UV index が０に近い日没前の１時間は紫外線曝露の点から屋外活動に適している。

したがって夏季の外出は午後４時以降に勧めたい。この時刻あたりは気温はまだ高いた

め，皮膚に加熱効果をもたらす日差しが強いと感じ，また太陽高度が下がって太陽が直接

視野に入るため，太陽光の強さ（西日）を過大評価してしまうが，実際には日射量・UV 

index ともに弱く，朝７時の量に等しい（体感する強さと客観的強度の落差がとても大き

い）。午後４時以降なら，時間がたつほど UV index は０に向かっていくので，対策を必要

としなくなる。夏なら日没まで2–3時間の活動が可能である（気温は高いが）。

　天気と紫外線

　「曇りでも紫外線は浴びてしまう」といわれているが，UV index は大気の微妙な状態に

よってかなり変動があることがわかった。同じ「曇り」でも，雲の種類によって UV 

index が異なるようである。たとえば上層雲である「巻層雲」が全天を覆う薄曇りや，地

上付近にもやのある場合は，直達光があっても日射量の割りには UV index は低い傾向に

ある（更なる検証が必要）。2005年の観測では，春季や梅雨明け前の晴天には UV index は

日射量の割りにはかなり低かった（対策が必要かどうかは別）。特に空が暗くなるような

鉛直に厚い「積乱雲」や「乱層雲」の下では日射とともに紫外線もさえぎられるので対策

はまったく必要ない。

　一方，青空に「積雲」が横たわる通常の晴天下では，直達も散乱もともに大きくなり

UV index は強くなる。初秋の台風一過の晴天時にも大気が澄んでいるため UV index は高

くなろう。

４．おわりに

　地上で受ける有害紫外線の変動は，本稿で示したように，太陽高度角と大気状態でほぼ

説明でき，とりわけオゾン層の影響の強さも確認できた。

　ただ UV index などの観測値そのものは定点での値であるため，細かい時間レベルの増

減については，他地域にはそのまま適用できない。たとえば名古屋は東京の南に位置する

分，日射量・紫外線量ともに多くなり，逆に上空のオゾン層自体は薄くなる。それにした

がって，有害紫外線の各季節の値はいずれもここで示した値よりも大きくなるはずであ

る。幸い，2005年に本学星が丘キャンパス（名古屋市千種区）でも UV index を常時測定
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できるようになったので，次回は名古屋での UV index の状況を報告したい。ちなみに下

記の URL で東京西日暮里と名古屋星が丘での UV index を含む気象観測値（パソコン版と

携帯電話版）を公開している。

http://bach.ss.sugiyama-u.ac.jp/~yamane/kisho/kisho.html

注

１）「大気路程」は正しくは，地上が標準気圧（1013.2hPa）で，太陽が天頂の時を１にした太陽

光線の経路長と定義される。本稿では標準気圧を前提しない太陽光の大気中の経路長という意

味で使う
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