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ボンジュール♪

皆、元気ですか？
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• 通信・情報技術、日本標準時、無線等測定器の較正、宇宙天気予報など

• 東京、茨城、神奈川、兵庫、大阪、沖縄、京都、パリ、etc

自己紹介(NICTってどんなところ?)

NICTホームページ https://www.nict.go.jp/
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NICT宇宙環境研究室・宇宙天気予報会議

毎日14時半に予報会議（昨年11月から24時間運用）
電離層(超高層大気・宇宙の入り口)・太陽電波の観測

DSCOVR衛星受信アンテナ

予報室の様子 イオノゾンデ
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京都 & 大阪
(機械学習専門家)

東京 (main)

★

★

★

NICT観測所 北海道
イオノゾンデ

沖縄
イオノゾンデ

DSCOVR衛星受信
アンテナ、イオノゾンデ

freq.
h

ei
gh

t

normal

Sporadic 
-E

南極,昭和基地
イオノゾンデ

★

東南アジア
の国々

鹿児島, 山川(指宿)
太陽電波, イオノゾンデ



宇宙嵐と通信

無線（短波）通信＝

空(電離圏)の反射を使った通信。

真上に電波の信号（レーダ）をとばし

て、山びこのような返事を聞く。

→宇宙嵐がくると通信信号（山びこ）

が聞こえなくなる。

100 km上から宇宙！

電離圏:
60-1000 km
宇宙の入り口

イオノゾンデ(NICT)

オゾン層
※衛星通信にも影響



太陽フレアとオーロラ
http://www.youtube.com/watch?v=HTPrwgP8oFY&feature=related



宇宙で一番身近な恒星、太陽

大きさ：地球の109倍
主成分：水素ガス
核融合反応(4H→He)

寿命100億年
（現在50億才くらい）

太陽表面：6千度
彩層： 1万度
コロナ： 100万度
(1939-40年代: Grotrian, 
Edlen, 宮本)

・どうして太陽フレアが起こるのか？
・なぜ彩層よりも外側のコロナの方が熱いのか? 

(コロナ加熱問題) ⇒コロナと彩層（磁場）をもっとよく見たい！！

皆既日食(コロナ)

ポーラー・プルーム

ヘルメット・
ストリーマー

©HAO 1988, フィリピン

太陽風と磁場



コロナ加熱やフレア発生のメカニズムの解明
を目的として2006年9月23日内之浦より打ち
上げ成功。NASA, ESA等と協力して開発運用。

日本の新しい太陽観測衛星

ひので衛星 (Solar-B)

史上最高空間分解能で

可視光磁場観測、X線観測、

極紫外線分光撮像観測

M-V 7 ロケット
内之浦

http://solar-b.nao.ac.jp/

Science 2007年12月7日号
ひので特集号



Ｘ線で見たコロナ（ひので衛星による）
軟Ｘ線 1keV, 200万度~数千万度

より目をして見て、真ん中に３次元に見えるかな



Ｘ線で見た太陽コロナ（ようこう衛星）

活動期
（極大期）

Solar-A: 1991-2001

赤道
活動領域

北極

地球の
大きさ



Ｘ線で見た太陽コロナ（ひので衛星）

静穏期
（極小期）

Solar-B: 2006-今も観測中

赤道
活動領域

北極

地球の
大きさ



太陽活動の１１年周期活動期（極大期） 平穏期（極小期）

http://www.sidc.be/silso/monthlyssnplot

黒点数の
11年周期
変動

1960 1970 1980 1990 2000 2020年2010

11年



from Thomas & Weiss 2002 ARAA

なぜこんな構造ができるの
か？まったくの謎！

「ひので」が見た黒点暗部と半暗部

対流（粒状斑）

G-バンドフィルター, ひので可視光望遠鏡

磁場

地球の大きさ



実は太陽はとてもダイナミックでリズミカル♪

2006年12月20日 Gバンド/Ca II H フィルター、ひので可視光望遠鏡

地球の
大きさ

太陽表面
(光球)から
彩層へ



静穏領域
プロミネンス
と対流

Ca II H フィルター、ひので可視光望遠鏡

太陽の大気は
とても複雑で
カオス的

地球の大きさ



太陽フレア彩層1万度

2006年12月13日 Xクラス・フレア
ひので可視光望遠鏡カルシウムフィルター

１９世紀中頃発見、黒点近傍で発生

サイズ～（1－10）万ｋｍ

太陽系最大の爆発現象：水爆10万ー1億個）

発生メカニズムが1世紀以上謎



太陽フレア

2006年12月13日 Xクラス・フレア
ひので可視光望遠鏡カルシウムフィルター

右上図：
2011年2月14日
Mクラス・フレア
ひのでX線望遠鏡
Ti polyフィルター

太陽フレアは大量
の放射線(X線など)

や高エネ粒子を放
射する。

フレア
モデル



太陽プロミネンス(紅炎)噴出
（史上最大：１９４６年６月４日：米国ＨＡＯ天文台）

ヘリカルな螺旋状構造は磁場を表している。

地球の
大きさ



コロナ質量放出（ＣＭＥ）
（フレアにともなうコロナ・プラズマの噴出流＝＞地球に影響）

速度～秒速
１００－１０００ｋｍ、
質量～１０億トン
（ＳＯＨＯ／ＬＡＳＣＯ，
可視光／人工日食）

２－３日後に
地球に到達

明るい太陽部分は→

円盤で遮蔽
21



太陽フレア・太陽風と磁気嵐

宇宙
天気
予報



2013～2014年の太陽風（宇宙嵐）

Shiota et 
al. 2014

水星(水色) ・ 金星(橙) ・ 地球(青) ・ 火星（赤） ・木星(緑) 



約１１年ぶりに見られた低緯度オーロラ !!

2015年3月18日
北海道サロベツ(NICT)

1989年10月21日
北海道サロベツ(NICT)

2015年6月23日
北海道稚内(NICT)

↑昔の人は山火事だと思ってびっくり！

2017年9月8日
昭和基地(NICT)

土星にもオーロラを発
見！！ （ハッブル宇宙望遠鏡）



太陽フレアの影響の地球への到達

地球到達まで光で8分、粒子は30分、宇宙嵐は2~3日

宇宙嵐



宇宙天気の社会への影響

通信が聞こえない 北極を通れないよ 市全体が停電

スマホGPS, カーナビ
10mずれる

フレアの間は宇宙遊
泳できないよ

機械トラブル・
大気抵抗で早く落下



宇宙天気による社会への影響



ちょっとひと息…



パリ天文台(太陽研究)

ムドン天文台

モンパルナス

一般公開もしているので歩いていってみては？
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NICTの宇宙天気予報



NICT宇宙天気情報センター

太陽関連の予測

▶太陽フレア
▶プロトン粒子
▶地磁気嵐

▶デリンジャー現象
（通信異常）

http://swc.nict.go.jp/contents/

2017/09/08

2018年予報ページ
リニューアル！
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■宇宙天気情報の航空運用への利用

短波通信障害(通信できない地域：昼側)
↑太陽X線

短波通信障害(北極・南極)

北極に近いと影響大きい（北欧、英）

・国際民間航空機関（ICAO）にて、火山や気象情報と同じく宇宙
天気情報も航空運用に使うよう、ルール改訂が行われた。
・既に英米では、民間・行政で使われている。
・2019年11月に宇宙天気情報配信サービス開始。
・NICTもICAO宇宙天気センターとして情報発信。





■国際宇宙環境サービス（ISES）

(→) NICTウェブページ
http://swc.nict.go.jp/forecast/isesforecast_e.html
フレア、地磁気、プロトンの予報情報を共有

国際協力によって宇宙天気予報を推進。
現在、１９カ国が加盟。

■Quiet :  B-class以下, ■Eruptive: 最大C-class
■Active:  M-class, ■Major Flare Expected: X-class

宇宙天気予報の
バトンリレー

http://swc.nict.go.jp/forecast/isesforecast_e.html


■太陽フレアの監視とAI予測

Hinode/SOT Stokes-V (B-field) (c) Dr. Y. Iida

黒点の時間発展とエネルギー蓄積

XRT/Hinode  Ti poly filter

繰り返す太陽フレア

軟X線放射量の時間変化 (X:1, M:2, C:14)

(NoRH data)

太陽フレア・電波

X-class

今日 明日 ２日後 ３日後

これから１日間に、最大どの規模のフレアが発生するのか？を予測する

36



Yohkoh, 軟X線

単純な黒点:穏やか 複雑な黒点:フレア起きる！

1日の衛星データ：1.5TB以上
→人の処理能力を越えた膨大なデータ

・・・のような判断を、AIにさせる。

磁場画像

■ＡＩ技術を用いた太陽フレアの予報

学習データ：過去6年分
の30万枚の太陽画像
(4k×4k)。黒点領域を自
動検出し、特徴量を抽出。

機械学習とビッグデータで、太陽フレアの予測

的中率を８割へアップ。予報運用をスタート！

従来：TSS＝0.5
↓

A.I.: TSS=0.89
（TSS=1で100％的中）

機械学習

磁気中性線

ベクトル磁場



おまけ

お家で 宇宙天気予報



☀今日の宇宙天気予報☀

↓ 太陽フレアAI予報、オーロラ予報
https://defn.nict.go.jp/

http://swc.nict.go.jp/

動画コンテンツも沢山あります

https://defn.nict.go.jp/
http://swc.nict.go.jp/


ダジック・アース（お家で地球儀）
https://www.dagik.net/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89/



オーロラ予報
http://aurora-alert.nict.go.jp/



動画で解説 （私も出演）

https://www.youtube.com/watc
h?v=PqbNGIXqc9M

お家でご家族と一緒
にご覧下さい

検索：宇宙天気 Youtube



イラストで紹介「宇宙天気」
http://seg-www.nict.go.jp/panel.html検索：宇宙天気 ポスター

PDF
ダウンロード
できます。

A3, A4の
紙に印刷
してね



◆NASA太陽観測◆

SDO衛星
https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/

https://sdo.gsfc.nasa.gov/

https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
https://sdo.gsfc.nasa.gov/


「ひので」衛星太陽観測

ひので衛星
https://hinode.nao.ac.jp/gallery/

https://www.jaxa.jp/projects/sas/
solar_b/index_j.html

https://hinode.nao.ac.jp/gallery/
https://www.jaxa.jp/projects/sas/solar_b/index_j.html

