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飛行機が局地天候を左右する 
大空港周辺での意図しない人工降雪 

Aircraft Influence the Local Weather, New Study Shows 
Inadvertent Cloud Seeding Can Increase Precipitation Around Major Airports 

 
飛行機が雲の中を飛ぶと、過冷却水、つまり凍結温度以下の低温で液体状態にある水を

含んだ雲に穴をあけることがしばしばある。今回、新たな研究により、この現象が世界

の大空港の周辺で降雪量を増加させる可能性が示された。 
 
この現象は、これまで降雨・降雪量に影響を与えるために行われてきたクラウドシーデ

ィング（人工降雨・人工降雪）の原理と似ている。しかし今回、自家用と商業用を問わ

ず数多くの飛行機の飛行により、雲の中に穴や長いトンネルができ、知らず知らずに雲

の下での降雨や降雪に影響を及ぼしていることが示された。 
 
この研究は、非営利団体である米国科学振興協会（AAAS）が発行する Science 誌の 7 月

1 日号にて発表される。 
 
今回報告された意図しないクラウドシーディングは、過冷却状態の雲の温度が約マイナ

ス 10℃の時に、プロペラ機のエンジン翼の後方や翼の上方でみられる空気の膨張と冷却

により促進されるという。このような気温の低下により、過冷却状態の雲中の水滴が自

然に凍結し、氷の結晶（氷晶）を形成する。この氷晶が水滴にならずに成長するわけで

ある。このプロセスがまさに「雪だるま式」に進み、雲層内に形成された穴やトンネル

が、時間の経過とともに拡大し、雲中の氷晶化を進め降雪量を増加させる。 
 
この現象が地球規模で天候に影響を及ぼす可能性は低い。しかし、多くの大空港では冬

季には雲の高度が低いため、氷晶化を生じさせない飛行機が将来的により必要になると

指摘している。北極圏や南極圏にある空港は、気象予報士が利用する気象観測記録を保

有しているため、これらの地域の天気予報は空港周辺の局地的天候により誤差が生じる

可能性がある。 
 
アメリカ・コロラド州のボルダ―にある国立大気研究所（National Center for Atmospheric 
Research）の Andrew Heymsfield は全米の研究者らと協力して、こうした穴やトンネルの

できた雲（hole-punch or canal clouds）の衛星写真を詳細に検討したうえで、コンピュー

タによる天気予報モデルを用いて雲の成長と変化をシミュレートした。その結果、さま

ざまなタイプの自家用や商業用のプロペラ機やジェット機により、過冷却された雲中で

氷晶や穴が形成され、それらが広がって雲中での氷晶化と降雪をもたらすことが結論付

けられた。 
 
このように飛行機によって穴のあいた雲は、過去数十年にわたり記録されており、時に

ロケット発射や UFO の存在と勘違いされている。2009 年にモスクワの上空で目撃され

た円盤状の不吉な雲もその一例で、こうした現象があらゆる憶測や陰謀説を生み出して

きた。 
 



 
Heymsfield はこう述べている。「飛行機によって雲の中に穴やトンネルができるかどう

かは、その軌道による。飛行機が過冷却された雲の中を上昇していくときは穴をあける

だけだ。しかし、雲の中を水平飛行すると長いトンネルができる。」 
 
今回の研究によれば、こうした過冷却された雲層は、世界の大空港の 62 マイル（100 キ

ロ）圏内において 5～6％の時間帯でみられるという。そして、飛行機が雲中を飛行した

時に生じるクラウドシーディング現象は、明らかに南北の極地付近で著明にみられると

いう。 
 
こうした結論を得るまでに、Heymsfield らは、2007 年 1 月 29 日にテキサス州上空みられ

た穴のあいた雲の衛星写真 20 枚を分析した。雲中にあいた穴は、なかには 4 時間以上に

わたって認められるものもあり、62 マイル（100 キロ）以上の長さにまで成長した。 
 
次いで Heymsfield らは、米国連邦航空局から得た飛行機の飛行記録を検討し、当日に当

該エリアの高度 4.3～5 マイル（7～8 キロ）の上空を飛行した飛行機の種類を調べた。こ

の結果、大型ジェット旅客機から小型のターボジェット、自家用の単発機にいたる様々

な種類の飛行機により雲中の穴やトンネルが形成されることが明らかとなった。 
 
Heymsfield はこう説明する。「飛行機のプロペラは空気を後方に押し出し、プロペラの

先端の周囲に推進力を発生させる。この力が、プロペラ後方の空気の温度を 30℃近く下

げ、雲の中の水滴を凍結させるため、プロペラの後方には小さな氷の粒子からなる帯が

残される。」 
 
飛行機は翼の上部で空気を高速で動かすことで揚力を発生させ、翼の上では翼の下より

も気圧が低くなる。Heymsfield は説明する。「これにより翼の上の空気が膨張し、温度

が 20℃近く下がる。この現象はジェット機の場合に顕著にみられる。この冷却現象によ

り、翼の後方に氷の帯が残される。」 
 
雲の高さでは、空気の温度はマイナス 10℃近くになっている。しかし、塵や氷晶、すな

わち凍結するための核となる固体粒子が存在しなければ、空気中の水は過冷却の状態で

マイナス 40℃近くまで液体の状態にとどまる。この現象が、1960 年代に行われるように

なったクラウドシーディングの原理となっている。雲中に固体粒子を散布することで、

マイナス 40℃よりも高い温度でも過冷却水の凍結を引き起こすことができる。 
 
Heymsfield は説明する。「過冷却状態の水滴と氷晶が雲の中に同時に存在すれば、水滴

は蒸発して氷粒子の表面に凝結する。この時に熱が発生（潜熱）し、氷の表面温度が上

昇する。これにより、雲中にある程度の浮力が発生し、それまで存在しなかった、ある

いは存在しても弱かった上方への運動を引き起こす。プロセスはここから連鎖反応的に

生じることになる。」 
 
世界中の空港を発着する飛行機は、このようにして意図せずにクラウドシーディングを

行ってより多くの氷晶を作り出しており、雲が低い場合には降雪量を増加させているこ

とが報告された。飛行機は自家用と商業用とを問わず、雲層の中に穴やトンネルを作り

出すことで、大空港周辺の降雪を引き起こしている可能性がある。 
 
Heymsfield にとって科学研究はスリリングなものである。「今回の研究において私にと

って最も興味深かったのは物理学であり、いまや雲の中の穴やトンネルの形成と拡大が

説明できるという事実である」。 
 



 
「これから私は、バージン諸島に出かけて熱帯の雲についてさらに研究するつもり

だ。」 
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