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平成 24 年度報告書

「太陽活動の地球環境への影響に関する研究」
平成 25 年 3 月 1 日
プロジェクトリーダー 増田公明

太陽活動はさまざまな形で地球環境に影響を与えている。我々は太陽活動の変動がどのように地
球環境に影響を与えてきたのか，過去から現在にわたって検証し，その素過程を解明しようと考えて
いる。第Ⅰ期に引き続いて一昨年度から開始された第Ⅱ期中期計画においても本プロジェク
トを継続・発展させていく。
数十年以上の長期変動を理解するために，放射性同位体測定によって過去の太陽活動の変動
を解明する。また太陽による地球環境への影響のメカニズム解明のために，現在の大気で起こって
いる変動を赤外線やミリ波電波により観測するとともに，レーザーを用いた室内実験によってその素
過程を調べる。さらに太陽活動の影響を受ける宇宙線の大気電離と雲生成や地球気候の関係を調
べる研究を進めている。図は本プロジェクトの概念図である。

所内メンバー
増田公明，水野亮，長濱智夫，松見豊，中山智喜，﨏隆志，伊藤好孝，草野完也
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実施状況
太陽活動がどのように地球環境へ影響するかを調べるために，(1)過去の太陽活動とその地
球環境への影響，(2)大気中微量成分への太陽活動の影響，(3)太陽活動が大気微量成分の変動
及び地球環境に与える影響の素過程の解明，(4)宇宙線による雲生成の検証，の４つの分担課
題を実施した。また 2013 年 2 月には第 3 回「太陽活動と気候変動の関係」に関する名古屋
ワークショップを開催した。
(1) 過去の太陽活動とその地球環境への影響
地球大気中の放射性炭素（炭素 14）は，銀河宇宙線と大気原子核の核反応によってつくら
れる。地球に到達する銀河宇宙線強度は太陽活動による惑星間空間磁場によって変調を受け
るので，過去の大気中放射性炭素濃度の測定から，その時代の宇宙線強度及び太陽活動等に
関する知見を得ることができる。我々は特に過去の太陽活動の周期性を調べるために，これ
までマウンダー，シュペーラー，紀元前 4 世紀極小期及び太陽活動通常期における年輪中の
放射性炭素濃度の高精度測定を行ってきた。放射性炭素濃度の測定は，名古屋大学年代測定
研究センターの加速器質量分析計を使用している。その結果，シュワーベサイクルの周期長
が通常期には現在と同じ 11 年であったことや，
マウンダー極小期では 11 年ではなく 14 年で
あり，紀元前 4 世紀極小期では 16 年であったことを見いだした。特に紀元前 4 世紀極小期に
おける結果は最古のシュワーベサイクルの発見である。また詳細なデータ解析を通して，放
射性炭素濃度測定における太陽活動 11 年基本周期検出の統計的有意性を示した。平成 24 年
度は，AD7-11 世紀の炭素 14 濃度を測定した。繰り返し測定により炭素 14 濃度の測定精度
を上げ，AD7-8 世紀の太陽活動周期の変化を測定した。この期間は小さい炭素 14 濃度のピ
ークにあたり，弱い太陽活動極小期と思われ，13 年周期を検出した。また西暦 775 年に通常
のシュワーベサイクルによる変動の 20 倍にあたる，1 年で 12‰の顕著な短期的増加を発見
した。これは地球近傍の宇宙空間における高エネルギー現象があったことを示しており，そ
の原因と地球環境への影響を調べている。その一手段として極域のアイスコアから得られる
宇宙線生成核種であるベリリウム 10 の測定を，極地研究所，弘前大学，東京大学などとの共
同研究として開始した。一方，特徴的な年代である紀元前７世紀の樹木年輪試料中の放射性
炭素濃度測定を行い，結果を解析中である。今後も過去３千年間の太陽活動周期を調べるこ
とを目標として，炭素 14 濃度測定を継続する。
宇宙線生成核種の一つであるベリリウムの大気中での挙動を調べることと，現在の太陽活
動に対して宇宙線生成核種がどのように振る舞うかを調べるために，山形大学と共同で，世
界のいくつかの地点でのベリリウム７の観測を行っている。北半球高緯度のアイスランドや
南半球の高山であるボリビア・チャカルタヤ山にエアーサンプラーを設置し，現地の協力も
得て観測を継続している。これまでの結果の解析やシミュレーション計算との比較から，高
緯度地域で生成された核種が日本などの中緯度地域へ移動している可能性を見いだした。太
陽活動がピークに達したとも思われる中，今後も機器を整備しながらこれらの測定，観測を
継続するとともに観測地点を増やすことを計画している。
(2) 大気中微量成分への太陽活動の影響
モニタリング観測を通して，大気組成の数年から十数年のタイムスケールでの変動から，
太陽の 11 年周期に対応する変動を抽出し，太陽活動の大気組成変動に対する影響を調べると
ともに高感度ミリ波大気観測装置の開発を行うことを目的とする。
チリ・アタカマ高地及びアルゼンチン・リオガジェゴスに移設したミリ波大気分子分光観
測装置によって定常的に取得されるオゾン，水蒸気同位体，ClOの連続観測データは，長期
にわたる成層圏微量分子の組成変動および経年変化の基礎データとなる。人為起源のフロン
等を起源とした塩素や温暖化との関連が指摘される水蒸気を起源とするHOX によるオゾン
層破壊は，オゾン長期トレンドに大きな影響を与える要因であり，太陽活動との関連を調べ
る上でも重要なファクターである。今後も連続的に観測を継続して，微量分子の高度分布と
時間変動及びオゾン長期変動との関連を調べるための時系列データを取得する。同時に，ブ
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ラジル磁気異常帯直下において，磁気嵐に伴う相対論的加速電子による解離・電離で生じる
HOX やNOx が引き起こす中間圏大気組成変動を連続的に観測することで，太陽活動期に向
い，太陽活動に伴う高エネルギー粒子の地球大気への影響を明らかにすることを目指す。
小型冷凍機を利用したミリ波装置は，大気微量分子組成が高エネルギー粒子の降下等の太
陽活動の影響を最も受けやすい極域に装置を展開するための最も重要な技術であり，極域で
の正常動作を確認して観測が開始したことで，技術的には完成に至った。今後，連続観測を
行うことで，中層大気の組成変動と太陽活動との関連に関する新たな知見の獲得を目指す。
母子里観測所の高分解能FTIRによる温室効果気体のモニタリング観測は，今日の地球温暖
化の主たる原因物質である大気中のCO2及びCH4の長期変動を観測することで，他の地上観
測データ及び「いぶき」衛星データとの組み合わせから，地域ごとの精度の高い温室効果気
体の排出・消滅量の推定を目指している。
(i)南極昭和基地での太陽活動の中層大気に与える影響の観測的研究
南極域における太陽活動に伴う高エネルギー粒子の降り込みが地球大気へ与える影響を明
らかにするため，高感度超伝導受信機を用いた小型ミリ波観測装置を 2011 年１月に南極昭和
基地に設置し，同３月より定常観測を開始した。この装置は，電力事情が十分でない場所で
観測装置を稼働させることを想定して，観測装置の省電力化と小型化を目標に開発を進めて
きたものである。
平成 24 年１月に観測対象を NO に切り替え，陽子フラックス(>10MeV)が~6,300pfu 程度の
比較的大規模の太陽陽子イベント発生時に 60mK 程度の線スペクトルを検出して以来，NO
のモニタリング観測を継続し，2012 年中に 189 日分の有効なデータを取得した。過去の観測
データは観測期間が数十日間や夏期などに限定されており，悪天候に伴う欠損はあるものの
年間を通して１日以下の分解能で NO の長・短期の変動の様子を初めて明らかにすることが
できた。これまでに (1)全期間を通して NO スペクトルはほぼ半値幅 0.5 MHz の単一ガウシ
アン関数でよくフィッティングでき，圧力幅の影響がみられない高度 70km 以上から放射さ
れていること，(2)一年を通じて，極渦が顕著になる冬期に NO 強度が高く夏期に低くなると
いう年変化が見られること，(3)数日間の短期的な変動も見られ，太陽陽子イベントよりもむ
しろ高速太陽風が到来した後の大きな磁気嵐発生時に降りこむ放射線帯の相対論的電子のフ
ラックスとよい対応があること，等が明らかになった。
(ii)アルゼンチン・リオガジェゴスでのミリ波オゾン観測
南極オゾンホールが中緯度地帯のオゾン層に与える影響とそのメカニズムの解明を目指し，
チリ・アタカマで稼働中の 200 GHz 帯ミリ波観測装置を 2010 年９月に南米最南端に近いア
ルゼンチン共和国リオガジェゴス（52S, 69W, 40 m a.s.l.）へ移設した。アタカマにおいて解
体したミリ波装置をリオガジェゴスに輸送し，コンテナハウス内で再組み立て及び調整を行
った。同移設は，相手国機関 CEILAP（レーザー応用技術研究センター）の協力の下，
JICA-JSPS の科学研究員派遣事業の援助を受けて行われた。2010 年 10 月より 209 GHz の
オゾンスペクトルのテスト観測を開始し，その後，2011 年 1 月よりオゾンの連続観測を開始
した。データは順調に取得できているが，予想以上に 200GHz 帯での大気透過度が悪く，2014
年６月に観測周波数を 200GHz 帯からより大気透過度が低い 100GHz 帯に変更した。データ
解析については，2013 年１月から３月にかけて現地の研究者を招聘し，解析プログラムの改
良を進め，現地での解析体制を確立しつつある。現地のネットワーク通信事情および電力供
給体制(停電が頻発し，停電後の復旧に時間を要している)の改善が当面の課題である。
このプロジェクトは，H25 年度から５年間 JICA-JST の SATREPS「地球規模の環境課題
の解決に資する研究」プロジェクトの採択課題「南米における大気環境リスク管理システム
の開発」からも支援を受け，CEILAP に加えてチリ共和国のマゼラン大の協力も得てオゾン
ライダー，オゾンゾンデとの比較観測実験等を行ないながら研究をすすめていく予定である。
(iii) チリ共和国における太陽活動の中層大気に与える影響の観測的研究
ブラジル磁気異常帯に隣接する南米チリ・アタカマ高地(23S, 68W, 4800 m a.s.l.)は，大規
模な磁気嵐による放射線帯の相対論的電子が中緯度帯の中層大気に与える影響を定量的に観
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測する上で世界的にもユニークな観測サイトである。H25 年度より本格的なモニター観測を
行うため，観測装置の整備を進めた。
(iv) 高分解能フーリエ変換型赤外分光器による温室効果気体の観測
母子里観測所に設置されている高分解能フーリエ変換型赤外分光器（FTIR）を用い，温室
効果気体のモニタリングを継続した。母子里観測所では高分解能 FTIR による成層圏・対流
圏の大気組成観測を 1996 年より継続して行ってきたが，2009 年 8 月より温室効果気体であ
る二酸化炭素（CO2）及びメタン（CH4）の近赤外領域での吸収スペクトルモニタリング観
測を開始した。観測データは「いぶき」衛星の検証データとしても活用されている。
2012 年 10 月に太陽追尾装置の追尾機構に不具合が発生したため FTIR による観測を中断
し，太陽追尾装置の修理を行っている。2013 年 4 月には観測が再開できる見込みである。ま
た，新たに光スペクトラムアナライザー（OSA）による温室効果気体観測装置の光学系及び
光伝送系の特性を調査し，測定精度に影響を洗えるスペクトルのベースラインのうねりを抑
える対策を行った。今後も，温室効果気体の定常モニタリングを高分解能 FTIR，OSA を用
いて継続して行う。
(3) 太陽活動が大気微量成分の変動及び地球環境に与える影響の素過程の解明
太陽活動変動の顕著な現れである太陽紫外線の強度変動が大気組成に与える影響を解明し，
ならびに大気中の二酸化炭素 (CO2) の濃度，CO2 安定同位体比およびエアロゾルの光学特性
を計測して，地球環境に与える影響を解析することを目的としている。
平成 24 年度は，大気中のエアロゾルの成分をリアルタイムで計測する装置を開発し，エア
ロゾルの成分と光学特性を調べることにより気候への影響を調べた。名古屋における夏季と
冬季に多波長光音響分光装置を用いてエアロゾルの吸収及び散乱係数を計測した。大気エア
ロゾルを加熱処理した場合の吸収係数およびその波長依存性の変化から，ブラックカーボン
の被覆や光吸収性有機エアロゾルによる光吸収への寄与を推定した。また，同時に気相成分
やエアロゾル中の化学成分を計測することで，エアロゾルの光吸収の決定に影響を及ぼして
いる要因について調べた。
エアロゾルの密度は，重量と体積を結び付ける物理量でありエアロゾルの性質を理解する
上で不可欠なパラメータである。しかし，大気エアロゾルには，様々な成分が内部・外部混
合して存在し，その密度が複雑に変化するため，大気エアロゾルの密度分布については，未
解明な点が多い。大気エアロゾルの密度分布のその場計測を実施し，化学成分と比較した。
また，得られた密度分布の面積比から粒子の外部混合状態について考察した。
大気中の二酸化炭素の同位体の変動を速いレスポンスでリアルタイム計測が可能なレーザ
ー分光を用いた計測装置で行い，名古屋の都市大気および森林における二酸化炭素の動態の
解明を行った。
(4) 宇宙線による雲生成の検証
平成 20 年度から JAMSTEC との共同研究として，太陽活動と地球気候の関係を調べるた
めに，宇宙線による雲生成仮説の検証実験を継続して進めている。放射線源による大気電離
とエアロゾル生成の関係を明らかにするために，今年度は容積 75Ｌの金属チェンバーを用い
た実験を開始した。その結果，放射線や紫外線がエアロゾル形成に影響を与えることが確認
されたが，一方でイオン密度が大きいとエアロゾル生成が飽和する可能性が示された。今後
放射線源と模擬大気の組み合わせにより雲核の元となるエアロゾルの生成率がどのように変
化するかを調べるための準備を行っている。
(5) 第 3 回「太陽活動と気候変動の関係」に関する名古屋ワークショップ
平成 25 年 2 月に標記のワークショップを開催した。今回は国内ワークショップとし，過去
の気候復元や最近の太陽活動を中心に，太陽活動と気候変動の関係を議論した。以下にプロ
グラムを示す。
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・草野完也（名大 STE 研）太陽黒点活動の長期変動に関する最近の話題
・小端拓郎（極地研）過去数千年の太陽活動の変動によって引き起こされたグリーンランド
の気温変動
・中塚武（名大環境）過去 2 千年間の樹木年輪酸素同位体比に記録された東アジア夏季モン
スーンの 400 年周期での不安定化と人間社会の応答
・青野靖之（大阪府大生命環境）さまざまな植物季節が示した気候変化と太陽活動
・堀田英之（東大理）太陽ダイナモシミュレーション研究の現状と課題
・常田佐久（国立天文台ひので科学）次世代太陽観測衛星計画における宇宙気候研究
・伊藤公紀（横浜国立大環境情報）太陽風の気候影響と成層圏オゾンの関与の可能性
・浅井歩（京大宇宙総合）太陽紫外線放射量の活動周期変動の推定と超高層大気への影響
・宮原ひろ子（東大宇宙線研）太陽活動と雷・MJO・ENSO の関係
・山敷庸亮（京大防災研）太陽と海洋の関係に関する研究の現状と課題
予算の使用状況
○センター・プロジェクト活動費（680 千円）
エアコンプレッサ 125 千円，流量計 200 千円，その他 55 千円，センター経費 300 千
円
○科学研究費 基盤研究（Ｂ）一般（直接経費 2,700 千円，間接経費 243 千円）
「放射性炭素測定による過去の太陽活動の周期性及び地球環境との関係の解明」
○科学研究費 萌芽研究（直接経費 2,140 千円，間接経費 202 千円）
「宇宙線による雲核生成と気候への影響に関する検証実験」
○名古屋大学年代測定総合研究センター 共同研究
「年輪中 14C 測定による過去の太陽活動及び宇宙環境の研究」
○極地研究所共同利用研究
「日本産年輪の 14C に見出された西暦 775 年の宇宙線イベントの探索」
○東京大学 MALT 共同利用研究
「ドームふじ氷床コア中の 10Be による西暦 775 年の宇宙線イベントの探索」
○(独)海洋開発研究機構 共同研究
「宇宙線による大気電離に起因した微粒子形成の測定実験」
○科学研究費 基盤研究（Ｂ）一般（直接経費 1,900 千円，間接経費 171 千円）
「太陽極大期の高エネルギー粒子の降込みが極域中間圏大気に及ぼす影響の観測的研究」
○科学研究費 基盤研究（Ｂ）一般（直接経費 3,300 千円，間接経費 297 千円）
「近赤外光スペクトラムアナライザによる温室効果ガスカラム濃度の高精度計測手法の開
発」
○科学研究費 基盤研究（Ｂ）海外（直接経費 1,700 千円，間接経費 153 千円）
「南米最南端でのオゾン層破壊分子の総合観測によるオゾンホールの中緯度帯への影響研
究」
○科学技術振興機構−国際協力機構，地球規模課題対応国際科学技術協力事業 SATREPS
（直接経費 5,000 千円，間接経費 450 千円）
「南米における大気環境リスクに対応する社会システムの開発」
○環境技術等研究開発推進事業費補助金（GRENE）（5,500 千円）
「衛星データ等複合利用による東アジアの二酸化炭素，メタン高濃度発生源の特性解析」
○科学研究費 基盤研究（Ｂ）一般（直接経費 5,100 千円，間接経費 1,530 千円）
「レーザー分光同位体計測計を用いた大気環境の動態解明」

関連する大型共同研究（6 件）
高梨 聡（森林研）高時間解像度二酸化炭素安定同位体比データを用いた陸域炭素動態の解析
和田龍一（帝京科学大）レーザー分光法を用いた森林における二酸化窒素フラックスの計測
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関連する研究集会（7 件）
吉川顕正（九大）シンポジウム−太陽地球環境研究の現状と将来
谷本 浩志（環境研）日本における地球大気化学の将来検討会
亘 慎一（NICT）STE 研究連絡会現象報告会および現象解析ワークショップ
大塚雄一（名大 STE 研）中間圏・熱圏・電離圏研究会
渡邉 堯（名大 STE 研）WDS 国内シンポジウム(第 2 回)
鈴木 臣（名大高等研究院）極域・中緯度域結合の大気科学
松見 豊（名大STE研）第2回「太陽活動と気候変動の関係」に関する名古屋ワークショップ
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