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宇宙環境じょう乱の社会生活への影響

・放射線や帯電による衛星障害

・放射線による宇宙飛行士の健康への影響

・航空機乗員の被ばく

・短波通信障害

・ナビゲーションシステムへの影響

太陽からのX線、紫外線、高エネルギー粒子、磁気雲

・ナビゲーションシステムへの影響

・大気抵抗の増加による低軌道衛星の軌道変動

・短波通信障害

・ナビゲーションシステムへの影響

地磁気嵐に伴う誘導電流による送電システムの障害・地磁気嵐に伴う誘導電流による送電システムの障害



過去50年間で最大級の強い地磁気嵐伴う誘導電流のために焼損したトランス

（PSG & E 提供）

1989年 3月の地磁気嵐

カナダのケベックで停電が発生し、約600万人が9時間近く暗闇の中で過ごすことになった。

2003年10月の地磁気嵐気嵐

地磁気誘導電流のため、スウェーデンのマルモで停電が発生し、約50,000人が影響を受けた。



静止軌道の人工衛星

地上からは衛星が静止して見える静止軌道と呼ばれる軌道には約300機の人工衛星



宇宙天気による衛星障害気
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IC、基板、ケーブルなど、基板、ケ ブルなど

太陽電池パネルの劣化
太陽高エネルギ 粒子 デブリなど太陽高エネルギー粒子、デブリなど



太陽活動に伴う放射線の増加による宇宙飛行士の健康への影響

船外活動によるハッブル望遠鏡の修理

©NASA

©JAXA

船外活動によるハッブル望遠鏡の修理

国際宇宙ステーション（ISS: International Space Station）



太陽活動の変動太陽活動の変動

極 大 極 小



サイクル24についてサイクル24について

極大の時期 極大の大きさ

2013年5月
黒点数：90±10

(F10.7: 141)



ＮＩＣＴは、国連ユネスコの下部機関の国際宇宙環境情報サービス（ＩＳＥＳ）の
宇宙天気予報センターとして活動

【国際宇宙環境情報サービス 加盟国 （世界13カ国が加盟）】
（ISES: International Space Environment Service）

ワルシャワ(ポーランド)

ルンド（スウ デン）
オタワ（カナダ）

東京（日本）

モスクワ（ ロシア）

ブリュッセル（ベルギー）

ルンド（スウェーデン）

ボルダー （米国）

ＩＳＥＳ本部

東京（ 本）

北京（中国）プラハ（チェコ共和国）

ニューデリー （インド）

サンジョセドスカンポス（ブラジル）

シドニー（オーストラリア）ヘルマナス（南アフリカ共和国）

サンジョセドスカンポス（ブラジル）



NICT宇宙天気予報センター

観測データ・シミュレーション

【NICT宇宙天気予報センター】

・毎日14時30分より予報会議を開き、太陽フレ
ア、地磁気嵐、高エネルギー粒子予報等を発
信。（火曜日と金曜日は、デリンジャー現象の
発生状況と短波電波の伝搬状況について週間
予報を実施。）予報を実施。）
・大きな現象の際には臨時情報を発信

【現在の状況と予報の配信（Web、ＲＳＳ、電子メールなど）】

フレア活動、地磁気活動、高エネルギー粒子、高エネルギー電子、短波伝搬
状態、スポラディックEなど

【国内利用者】

衛星運用、電力会社、無線通信、科学館、アマチュア無線、天文ファンなど



インターネットによる情報発信

【宇宙天気情報センター】
http://swc.nict.go.jp/

☆ 電子メール、ファックス、テレフォンサービスでも情報提供

衛星運用者、無線局、電力会社などへ情報提供





NICT太陽観測施設

太陽電波観測アンテナ HiRas
太陽光学観測



STEREO衛星リアルタイムデ タの受信STEREO衛星リアルタイムデータの受信

STEREO-ASTEREO-B

STEREO衛星からのリアルタイムデータ受
信を行っている11mアンテナ



ACE衛星からの太陽風のリアルタイムデータ受信
を行 ている11 アンテナを行っている11mアンテナ



国際的な連携による極域対流の観測のためにNICTが
キングサーモン（アラスカ）に設置した大型HFレーダー



NICTグローバル地磁気観測網

RapidMag

INTERMAGNETINTERMAGNET

NICT地磁気観測網NICT地磁気観測網



NICT電離圏観測網

東南アジア低緯度電離圏観測網国内電離圏観測網
（SEALION）



イオノゾンデによる電離圏観測情報
http://wdc.nict.go.jp/IONO/



気象における予報スキルの変遷

(McPherson, Bull Am. Meteorol. Soc., 1994)



宇宙環境の数値予測
[ 太陽風 ][ 太陽風 ]

SOHO/MDI magnetic field data



宇宙環境の数値予測
[ 磁気圏 ]

ACE

太陽風デ タ太陽風データ



宇宙環境の数値予測
[ 電離圏 ][ 電離圏 ]

Day 1 Day 2 Day 3



領域結合型地球環境シミュレータ（イメージ）

磁気圏太陽 太陽風

電離圏熱圏大気圏

スケーラブル 任意領域・時刻 宇宙地球 体感の醸成スケ ラブル
可視化

任意領域・時刻
データ抽出

宇宙地球一体感の醸成

25



シミュレーションと観測データ解析の融合

シミュレーション 観測データ

モニタリング

データ観測
データ収集
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宇宙環境情報の統合的解析

シミュレーション

観測・シミュレーション
データベース

宇宙天気予報観測データ

宇宙天気予報
データベース

統合的な情報の共有と分析

・現象の自動抽出
・データからのパターン認識
・予測モデル
・知識処理知識処理
・機械学習
・データ処理
・可視化

極大に向けたパタ ン認識などデ タ分析機能の強化やリアルタイム情報サ ビスの強化（衛星運用者などへの極大に向けたパターン認識などデータ分析機能の強化やリアルタイム情報サービスの強化（衛星運用者などへの
太陽高エネルギー粒子情報など）



OneSpaceNet



高速ネットワーク（ JGN2plus ）利用によるジオスペース環境情報
と

SINET Abilene

多種大量データの共有化と相互利用

NICT小金井 10 Gbps

NICT大手町
APAN

名古屋大太陽地球環境研究所

10 Gbps

NICT大手町

JGN2plus
京都大学地磁気世界資料解析センター 1 Gbps

p

大阪大

1 Gb100 Mbps

10 Gbps

九 大宙空 タ

愛媛大

1 Gbps
10 Gbps

p

九州大宙空センター NICT沖縄



O S N t利用に際してOneSpaceNet利用に際して

•利用目的

–宇宙環境、地球環境、電磁波計測、ICT技術の研究

•利用手順•利用手順

–利用申請書提出

–機器接続申請、JGN2+利用申請（JGN2+直結の場合）

•年1回で成果発表会年1回で成果発表会

•OneSpaceNet-Admin@ml.nict.go.jpまでお気軽にご相談ください。


