
「天気色偏光学と青空偏光虹の観測世界旅」 ｐ１

（青空偏光虹が見られなくなると地球が危ない）
　　　　　　（静岡大学工学部共通講座O.B）

　　　　　　　１．はじめに：
　　　　　　　　２０００年の８月３日、登山の帰り、車の窓の外に綺麗な景色が見えた。カメラに

偏光フィルターを付ければ、更に美しい景色が撮れると思った。すると、美しい景色に
美しい虹が現れた。青空偏光虹の発見だ。調べたところ、綺麗な空、天気が良い時に
強い偏光がやってくる。その時に美しい青空偏光虹が見える。美しい青空偏光虹が
見えるための物理的条件を調査した。まず、青空偏光の理論式と太陽離角度特性曲線
を調べた。すると、青空偏光は、①：空が綺麗な時に強い。②：太陽から離角度９０度
方向で強い。③：赤や黄色のスペクトルが強く出るのは、太陽光が長い空気層を通過
する朝、夕の時刻である。測定系としては、偏光を分光する機能をもつ、④：複屈折膜を
通す。⑤：偏光フィルターを通過させる。以上、合わせて、５条件が成立するとき
美しい青空偏光虹が見られることが判明した。世界一美しい空を求めて、世界一天気が
が良い国や地域を求めて青空偏光虹観測のための世界旅を開始した。天気を色偏光
で観測する時がやってきたのだ。

今回、２００８年、科学技術振興機構のプロジェクトとして、産・学・官が連携を
密にして地域の人材育成に望む制度の今年度分が７月に発足した。
一般市民や小・中・高の子供に科学教育をすすめ人材育成に努める制度である。
私がその一端を担うことになった。そこで、子供達に、不思議科学である青空偏光虹
の話をすすめ、地球環境空のきれいさの指標が青空偏光の強度で示されること、
、大気汚染や地球温暖化で空の汚れや濁りがすすむと青空偏光が減少していくこと
、地球環境に関して興味を持たせ、科学の不思議さと地球環境を守る大切さを
教えていく予定である。
この研究報告書は、その観点に立って記したものである。子供をも対象に考えてこの研究報告書は、その観点に立って記したものである。子供をも対象に考えて
いるため、多少の幼児語が出てくるかもしれません。ご了解下さい。

２．青空偏光の理論：
まず、青空偏光の強度を示す理論式や理論曲線を探した。５００件近い文献を調査
したが、理論式や太陽離角度特性を示すグラフは見つからなかった。
青空偏光は、いわゆるレイリー散乱でもたされる。レイリー散乱は１８７１年、レイリーが
２９歳の時以来、１３０年余りの間、チンダルやチャンドラセカール、等により盛んに
研究されてきた。しかるに、求める理論式と理論曲線が見当たらない。
文献１（佐藤文隆氏の著書）を参考に、自分で導くことにした。得られた
式を、以下に示す。一方、青空偏光は、同文献における図から作図法で求めることが
できる。理論式と作図法で求めた青空偏光度は完全に一致した。表１参照。
最高値は１００パーセントである。文献２（シャークリフの著書）を見ると、気体の
レイリー散乱の最高偏光度は９９．５パーセントを越えると記されている。
両者は誤差の範囲内で完全に一致する。

以下、理論式を示す（文献１参照）。
青空偏光：Ip=A
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青空偏光度：H=Ip/(Ip+In)
　　 ここに、A ：定数 、 θ：観測者が太陽から見た離角度

一番欲しい理論特性は、青空偏光度の太陽離角度特性である。理論式より求めた
理論値および理論曲線を表１と図１に示す。表１には、文献１に記されている、作図法
から求めた青空偏光度も、合わせて示した。両者は完全に一致している。
文献９から得られた実験値も合わせて示した。理論値と一致している。

青空偏光度の太陽離角度特性曲線から分かること：
青空偏光度の測定は、太陽から９０度方向を狙う必要がある。また、９０度以外の
方向で青空偏光度を測定した場合には、その理論曲線からピーク値を換算しなければ
ならない。それらの２つのことが分かる。
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　離角度 　偏光度 　作図法   実験値

0 0 0 0.2
10 2.3 1.9 2
20 9.3 9.4 9
30 21.2 21.2 20
40 37.8 37.1 38
50 57.3 57.3 60
60 76.3 77.1 77
70 90.4 89.9 90
80 97.9 97 97
90 100 100 100

表１：青空偏光度の離角度特性
離角度の単位は（度）、偏光度の単位は（％）である。
作図法は文献１、実験値は文献９参照。
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図１：青空偏光度の太陽離角度特性、横軸の単位は離角度１０度

青空偏光の全天分布図：
５００件近い文献を調査して、青空偏光に関する作図やグラフを探した。得られたのは、
わずかに１つの作図のみであった。文献数で言うと、参考文献３から７までの５件で
あるが、何故かすべて同じ作図である。青空偏光は観測者と太陽離角度の方向で
決まるが、観測点が記してないので、このままでは役に立ちそうもない。太陽の位置
と青空偏光度が最高となる点までの距離（角度）対青空偏光度の特性に注目すれば
青空偏光度の太陽離角度特性が作図できることに気がついた。離角度特性に
書き換えれば役に立ちそうである。得られた結果は、上に述べた太陽離角度特性を
示す理論曲線と、ほぼ、一致した。文献に見られる青空偏光の全天分布図を図２に
示す。文献３から文献７までを参照して下さい。

文献９を参照してみると、偏光度の光源離角度特性を示す実験データが見つかった。
実験値を図１の理論値と比較すると、完全に一致することが分かった。このことは
理論値および実験値、ともに正しいことを示している。また、偏光度の最高値は
１００％に近いので、理論値と一致することが分かる。ただし、青空偏光度の
実験値では、多くの文献を調べても８０％台が最高で、９０％を越える値は、今の
ところ見当たらない。

今まで、偏光の強さ、割合について述べてきたが、偏光の向きについて述べると、
向きは常に、光源に対して直角、かつ、観測者に対しても直角である。
特に、太陽が真東から昇り、真西に沈む時、青空偏光の向きは、常に南北方向で
あり、観測者に直角なので、真上では水平方向、地平線のところでは、垂直に
向いていることが分かる。
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図２．青空偏光の全天分布図

色偏光の理論：
偏光が、セロハン等の複屈折膜を通過すると、常光線と異常光線の２つに分かれる。
２つの光の速度は異なるので、膜を出る時には位相の変化が起きて偏光の
向きが変わったり、円偏光や楕円偏光に変化する。また、位相の変化は光の波長で
も異なるので、偏光が分光して色分かれし、色づく現象が起きる。その色づきは、も異なるので、偏光が分光して色分かれし、色づく現象が起きる。その色づきは、
平行光線の場合は単色であるが、収れん光や発散光の場合は干渉縞が現れたり
虹模様が現れる。虹模様はアート写真としても楽しむことができる。
セロハンの色偏光に関しては、文献８を参照して下さい。

レイリー散乱とミー散乱：
レイリー散乱は太陽光が空気分子に散乱されて起きる。良く知られているように、
波長の４乗に反比例して散乱されるので、波長の短い青が強く散乱されて空は青く
見える。ミー散乱は波長程度の大きな分子（大気汚染のエアロゾルや雲粒）で起き、
波長依存性が少ないので散乱波は白い。空が白くなると青空偏光は強度が弱まる。

３．実験：
まず、２０００年８月に偶然、車の窓の外に発見した青空偏光虹を写真１に示す。
青空偏光の全天分布を調べるため、カメラに偏光フィルター付き魚眼レンズをつけて
日の出時に撮影したものが写真２である。黒い部分が青空偏光の強い領域である。
右端から左端まで１８０度である。青空偏光が強いのは６０度から９０度までの領域で
あることが読み取れる。これは理論曲線と同じ傾向を示すことも分かる。

次に、日の出（右端）時に青空偏光虹と太陽を同時撮影したものを写真３に示す。
青空偏光は太陽からの離角度６０度から９０度までの領域で強いことが分かる。
この傾向は理論式および写真２の全天分布の写真の結果とも一致することが分かる。

次に、青空偏光を虹映像で観測する世界旅で得られた写真を写真４から写真６までに
示す。写真４はエジプトで観測したもので、上空には砂漠の微小な砂が舞っているの
であろうか、遠方がかすんで見える空の青空偏光虹映像である。虹もくすんでシャープ
さに欠けていることが分かる。写真５は、南米ペルーで観測した青空偏光虹である。
空もきれいで青空偏光虹も美しいことが分かる。
写真６は、オーストラリアのパースで観測した青空偏光虹で、空は地平線に至るまで
真青で、青空偏光虹も一段と美しくシャープであることが分かる。
エジプトの空と比べて一段と美しく、雲泥の差があるとことが見て分かる。
青空偏光がきわめて強く、数値観測したところ８０パーセント近いことも確認できた。
分光強度分布を解析すれば、また、新たな知見が得られるが、別の機会に譲りたい。
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紙面の関係で、無数の観測写真をのせることは困難である。それらのデータは
インターネットで公開しているので、詳細は、そのホームページを見て頂きたい。
ホームページには、ここ５年間の青空偏光の虹映像観測と数値観測データおよび各種
のデータ処理した特性曲線も示している。「青空偏光」で検索し、「青空偏光観測」を
引くと出てきます。念のためアドレスは以下のとうりです。
http://www16.tok2.com/home/aozorahenkou/
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　　　写真１：偶然発見した青空偏光虹 写真２：青空偏光の全天分布

　   　　９０度 　　　  　　６０度 ３０度 　　　　　０度　   　　９０度 　　　  　　６０度 ３０度 　　　　　０度
             写真３：日の出と青空偏光虹の同時撮影、横軸は離角度

写真４：エジプトの青空偏光虹 写真５：南米ペルーの青空偏光虹

写真６：オーストラリアの青空偏光虹 写真７：セロハン色偏光、左１００％、右０％
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４．偏光測定器の試作：
厚紙に偏光膜を張り付ける枠を切り抜く。そこに、偏光の向きが分かるように偏光膜を
貼り付ける。図７では、偏光の向きは上下方向を向いている。その偏光膜の裏に
セロハンを張り付ける。その際、上下方向の偏光光源をあて、セロハン色偏光が
最高強度のみどり色になるよう、セロハンの種類や角度等を調節する。
逆に考えると、セロハン色偏光が最高に強いみどり色になるよう測定器の角度を調節
すると、偏光光源の偏光の向きや、色の強さから偏光強度が測定できる器具が作成
できることが分かる。
図７の左側は、１００％の偏光を当てた時の色偏光である。右側は、偏光０％の
自然光を当てた時の色偏光で、無色の白であることが分かる。偏光５０％の光源を
当てると、みどり色と白色の両者の色を混ぜた色になる。更に、２５％の偏光光源を
当てた時には、５０％の時の薄みどり色と白色を混ぜた色になる。以下、同様に、
偏光の強さと、セロハン色偏光の強さの関係を示す色見本を作成しておけば、色見本
と比較しながら、色で偏光の強度や向きが測定できる測定器を作成できる。
小学生を対象にした場合、偏光度の数値観測は難しいので、この方法で偏光を
観察させたり、測定させることを予定している。

５．議論：
２０００年の８月、偶然、車の窓の外に見える青空偏光虹を発見した。その後も、ビル
の窓や飛行機の窓で青空偏光虹が見える現象を目撃した。それをキッカケに青空偏光
の物理を徹定的に調べた。青空偏光虹を観測するための５条件が解明できたので、
世界一美しい空を求め、世界一天気の良い国を求め、青空偏光の観測世界旅を
開始した。得られたデータを写真１から写真６までに示した。
紙面にのせられない無数のデータはインターネットで５年分、公開しています。
日本では１年３６５日、青空偏光の虹映像観測、色偏光観測、数値観測のデータを日本では１年３６５日、青空偏光の虹映像観測、色偏光観測、数値観測のデータを
出し、データ処理していろいろな特性曲線も出しております。同じく、インターネットで
公開しております。 今回の目的は、国のプロジェクト、産・学・官は連携を密にして
人材育成に取り組む任務を果たすべく、小学生をも対象に考えていますので、
青空偏光度の数値観測データの話は、また別の機会に述べたいと思います。

アリゾナ大学で特殊数学を学ばれた田中一幸氏は、青空偏光を測定すれば快晴
センサーが作成できる。良いアイデアが浮かんだとの意見をインターネットで公開
されています。まさに、その通りで、写真７で紹介した色偏光で青空偏光を測る
測定器を快晴度カラーメーターと名付けると良いかと思います。文献１０参照。
また、青空偏光の強さは、空の大気汚染や雲粒による白い濁りの無いことを表して
いますので、青空クリーン度カラーメーターと呼んでも良いかも知れません。名は体
を表す必要がありますので、考える対象によりネーミングも変えていく必要があり
ます。科学の基礎の上に立って、子供たちが夢をふくらませるネーミングも必要だと
思われます。現在、大気汚染で青空を失っている国や地域も見られます。その
地域では、昔の日本の四日市ぜんそくの如く、発病したり、早死にする人が
絶えません。青空が何ケ月も見られなくなれば、青空偏光が０％の日が続くことに
なり、まさに、地球環境大気は重病に陥いり人類の生存を危うくすることになります。
青空偏光虹が見られなくなれば地球は危ないのです。大気汚染された国の人達は
青空を返せと涙ながらに訴える姿がしばしばテレビ画面に出てきます。悲壮です。
その点に環境学習を浸透させていくためには、写真７で紹介した色偏光による
青空偏光測定器を大気の健康診断器と名付けたほうが良いかも知れません。
要は、子供にいかに科学の不思議さや重要性を学ばせ、地球環境の大切さと
環境破壊防止対策に参加させて行くかにあります。試行錯誤を繰り返しながら、
国のプロジェクトである、人材育成事業に貢献して行きたいと思います。
皆様のご支援も合わせてお願いしたいと思います。
四日市ぜんそくに関しては、インターネットで検索してみて下さい。



６．総括： ｐ７
１．一番欲しい青空偏光の理論式を導き、太陽離角度特性曲線を描くことができた。
　　別の作図法による値と比較して、一致することを確認できた。
２．青空偏光の太陽離角度特性曲線より、２つのことが大切であることに気がついた。
　　１つ目は、青空偏光度の測定は、太陽から９０度方向を狙う必要があること。
　　２つ目は、９０度以外の方向で青空偏光を測定した場合には、理論曲線に基づき
　　換算してピーク値を計算する必要があること。
３．多くの文献に見られる、青空偏光の全天分布図から、太陽から青空偏光度
　　最高点までの、距離（角度）対偏光度特性に注目すれば、離角度特性が作図
　　できることに気がついた。そのことを紹介した。
４．偶然、発見した青空偏光虹の映像を紹介した。空の綺麗さ、天気の良さを
　　青空偏光虹の映像で観測する先行研究は全く見られない。
５．青空偏光の離角度特性を検証するため、魚眼カメラで青空偏光の全天分布図
　　の撮影をした。理論式と同じ傾向を持つことが分かった。
６．青空偏光虹を太陽と同時撮影することにより、理論式の正しさを概略確認できた。
７．セロハンの色偏光を応用して偏光測定器を作成できた。
８．レイリー散乱の光源離角度特性の実験値を見つけた。理論値と一致したので、
　　理論値および実験値ともに正しいことが確認できた。
９．国のプロジェクトの人材育成制度の精神に鑑み、子供に科学の不思議さや
　　心の持ち方一つで科学が無限に応用できることを教えるため、偏光測定器に
　　発想をいろいろ変えて、いろいろなネーミングが可能であることを示した。
　　たかがセロハン、されどセロハン。セロハンで偏光測定器、偏光発見器、
　　快晴度カラーメーター（みどり、薄みどり、白、等）、大気クリーン度カラーメーター、
　　大気健康診断器、等と称する類の測定器が作成できるアイデアを示した。

最後に、天気色偏光学、色偏光気象学についての考察：最後に、天気色偏光学、色偏光気象学についての考察：
無色透明のセロハンが偏光を当てると、鮮やかな色、いろいろな色に色づく現象は
視覚に訴える効果があるので、驚くべき物理現象に位置づけてもよい。その点に
注目して、文献８、等においては、色偏光について学問的に詳細に研究されている。
しかし、色偏光現象は、子供向けのマジックやセロテープをランダムに貼り付けて
ステンドグラス風の色遊びをしていることが多い。学問的応用は少ないように思える。
光弾性学や偏光顕微鏡にはさかんに応用されているが。
色偏光を青空偏光と結びつければ、空の綺麗さ、天気の良さを任意の色で表現
できるので天気色偏光学とか色偏光気象学なる一大分野が形成できるように思える。
一方、青空偏光、つまりは、レイリー散乱の研究は１３０余の歴史を持つのに
拘わらず、物理の専門家に聞いても知らない方が多い。理由を考えてみた。
物理教科書に偏光物理の記述は必ずと言っていいほど見られるが、青空偏光の
記述は皆無に近いほど少ないことが判明した。その数少ない、青空偏光の記述
の中に、理論式や太陽離角度特性曲線がほとんど見当たらないのである。
青空偏光の研究がすすまない理由が、このへんにありそうだ。
この研究報告書にのせた青空偏光の理論式や太陽離角度特性曲線が、物理
教科書にのる日がくることを祈る次第である。
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見えるための物理的条件を調査した。まず、青空偏光の理論式と太陽離角度特性曲線

：複屈折膜を

美しい青空偏光虹が見られることが判明した。世界一美しい空を求めて、世界一天気が

青空偏光は、いわゆるレイリー散乱でもたされる。レイリー散乱は１８７１年、レイリーが



５００件近い文献を調査して、青空偏光に関する作図やグラフを探した。得られたのは、







写真７：セロハン色偏光、左１００％、右０％



の窓や飛行機の窓で青空偏光虹が見える現象を目撃した。それをキッカケに青空偏光


