
ゴッホ　黄色い空と輝く太陽のオリーブ林 



太陽はエネルギーの源 
　　人類の１日のエネルギー消費量　～　４秒間地球を照らす太陽の光 
　　太陽が１秒間に放つエネルギー　～　現代社会の消費の150万年分 

 - 地球上の生命の源（食物の元は植物の光合成） 
 - 石油・石炭もかつての生命活動から 
 - 気象現象（風雨台風）も太陽のエネルギーから 

太陽は古代の信仰対象 

天照大御神（日本） ラー（エジプト） Sol (スカンジナビア) 

・・・・・

アポロン（ギリシア）



夜空に目を向けると

http://plaza.rakuten.co.jp/sickbed/diary/20070107/ 

http://www.asahi-net.or.jp/~vd7m-kndu/sco.htm 

オリオン座

さそり座



星の色（温度）
と明るさの関
係（HR図）

http://members.ld.infoseek.co.jp/the_cosmos/
cosmos-map/h-r.html 

青 赤暗

明
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2008年	  
11月21日	  
朝日新聞

2009年	  
3月22日	  
日経新聞

2008年	  
9月14日	  
毎日新聞





太陽のシミ（黒点）



古代の中国、日本、韓国など 

太陽の中に描かれた三足烏。高句麗の壁画「

太陽に棲むカラス！？ 

「大日本名将鑑」より「神武天皇」
八咫烏

紀元前350  最古の黒点記録　（アテネ） 
紀元前27  中国に黒点の記録 
　　： 



ガリレオ・ガリレイ	  

1611年　　望遠鏡で太陽黒点を観測	  



黒点は太陽面にはりついた現象である。 

太陽は回転している。 

黒点は絶えず生じては変化し、移り変わっていく。 

‘完全’であるはずの太陽に汚れがある。。 

ガリレオの発見



４００年後の太陽ムービー　光球 5800K

SoHO/MDI,	  可視	  2001

回転している	  
黒点が生成消滅	  
黒点はしばしば群れをなす、特に東西方向の対。 
赤道の両側に発生。 



太陽のもうひとつの姿 
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「ようこう」によるＸ線、活動的コロナの発見	  

エックス線で観た太陽　コロナ 200万度

熱いコロナで覆われている 
激しく変化している 



黒点と太陽活動は深く関係している 

– 黒点群（活動領域）の上空コロナは熱い！
– 黒点はフレア（爆発現象）をおこす

可視光 （太陽表面） X線 （コロナ）

フレア 



対をなす黒点 （飛騨天文台）

太陽大気の上空を映し出す特殊な光　水素のHα線



可視光 
(6000K) 

磁場 
（白い部分がN極、黒い部分がS極）

Ｘ線 
(1-100MK) 

太陽の表面は磁場に覆われている 

黒点は巨大な磁石

太陽は巨大な発電機



黒点は強い磁力線の束が太陽面を貫くところ　 

地球の磁場～ 2 ガウス
棒磁石　～1000ガウス

磁場の強さ　　1000～4000　ガウス 



宇宙からの最新太陽観測

太陽観測衛星 
ひので  2006.10~ 





太陽の噴水？ 

磁場のなせる芸術！ 



これはなんだ！？ 

プロミネンス 
= 100万度のコロナに
浮かんだ低温の雲 

地球の大きさ 
直径～13000km 

高さ = g t2/2 = 105km 
重力 g = 28G = 274m/s2 
  落下時間   t ~ 14min 

質量 ~ 10 億トン 
速度 ~ 数10 km/秒 

E = ½ mv2 ~ 1021 J 
   ~  大型台風 1000 個分 



太陽物理学者の描く　太陽の表面構造

(from Wedemeyer-Böhm, Lagg, Nordlund 2009, Space Science Review, 144)

高さ

対流層



太陽からの風、時に爆風 
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太陽を隠したら、　太陽風、質量放出

SOHO	  LASCO	  

太陽風 
コロナ質量放出

太陽は１日に100億トンほどの質量を失っている 
但し、45億年経っても全質量の10万分の１程減っただけ 
　　　　（太陽質量～2 x 1030 kg）



太陽面爆発（フレア）

ライン中心-0.8A　 (40km/s 上昇)  +0.8A 　(40km/s 下降) 

水素Hα　（6563A）

飛騨天文台



太陽面爆発（フレア）　　TRACE 極紫外線



http://svs.gsfc.nasa.gov/search/Keyword/CoronalMassEjection.html

地球に到来する太陽の嵐



オーロラ

http://www2s.biglobe.ne.jp/~miono/page1.htm



13 March 1989

フレアによって発生した大停電 
(1989年3月　アメリカ、カナダ) 

破壊された変電
所のトランス 



太陽
地球



太陽活動と人工衛星 

・太陽活動で地球大気が膨張、 

　 空気抵抗で衛星の高度が低下 

・太陽フレアで放出された高エネル
ギー粒子（陽子、α粒子等）により、 

　- 宇宙飛行士が放射線被爆、 

　- 電子部品が故障、衛星損失 

  等の危険に晒される。 

国際宇宙ステーション (ISS)     
アメリカ、ロシア、日本、カナダ、ＥＳＡ

地上約400km、周期約90分 



NOAA （米国海洋大気庁） Boulder, CO 
「宇宙天気予報センター」 



太陽活動の「うねり」 



太陽の活動は変化している 

1996 

1992 
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070427131848.htm

X線でみた太陽の変遷



極大期と極小期の太陽



過去４００年 
太陽黒点数の変化（１１年活動周期）

マウンダー極小期

ダルトン極小期

テムズ川凍結

小氷河期
周期　　９ ～ １３年

サイクル２３サイクル０



１１年周期と磁場の分布（へールの法則）

Cycle-22

Ｎ極（黄色）とＳ極（青）の並び方が北半球と南半球で逆 
　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　１１年で反転



磁場データで作成した蝶型図	  

黄色：Ｎ極、青：Ｓ極
極域(pole)の磁場が11年で（極大期のころに）反転する 

N 

N 

黒点周期に見られる規則性

極磁場の反転（２２年周期）

http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/magbfly.jpg



極大期　1999.8

極大期と極小期のコロナ 

極小期　1995.10



http://www.konkoly.hu/solstart/pictures/dinamo.jpg

太陽周期活動の起源　＝　ダイナモ（発電機）

微分回転 
南北磁場  東西磁場

対流とコリオリ力 
東西磁場  南北磁場 
　　　　　　　　 極磁場反転



今の太陽活動は異常か？

ココ



極小の期間　　　　　　　　月数 　　　無黒点日の数

2004.01　 2010.10(cont.) 64　       805 　　　　 

1994.04 　1998.01　  　　　46 　　 309 

1983.11 　1987.07　　　　　45 　　 273 

1973.07 　1977.07　　　　　49 　　 272 

1961.11 　1966.08　　　　　58 　　 227 

1950.12 　1955.10　　　　　59 　　 446 

1941.11 　1945.09　　　　　47 　　 269 

1930.09 　1935.07　　　　　59 　　 568 

1920.04 　1926.07　　　　　76 　　 534

1908.03   1916.10         104            1019

1895.11   1906.10         132     938

無黒点日の統計 (Inter national daily sunspot numberを使用)
（by 石井　2010年10月）

１００年に一度の「異常」低活動期！	  
（１９１０年ごろと同程度）



今の太陽活動は異常か？

国立天文台太陽観測所
http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/solarobs.html 

過去８０年
の太陽活
動

～１３年

過去１００年最も周期が長い 



太陽「定数」の変化 
 地球の外までやってくる太陽光の1m2あたりのエネルギー

太陽が観測史上最も暗くなる 



白斑

極大期と極小期の太陽

黒点が増える時期に太陽は明るくなる！



太陽活動と銀河宇宙線 
地球には絶えず太陽系の外からやってくる高エネルギー粒子（電子やイオン）
「宇宙線」が降り注いでいる。 
太陽活動度が高いと太陽系の磁場（或いはその揺らぎ）が大きくなり、外からの
宇宙線を跳ね返す。その結果、地球へ降り注ぐ宇宙線の量は減少する。 



宇宙線量の変動

黒点相対数

宇宙線量

http://www.climate4you.com/Sun.htm

23 22 21 20 19 

宇宙線量が観測史
上最大レベルに 



宇宙線が残した太陽活動の痕跡

14C  二酸化炭素14CO2  となって植物へ

宇宙線は大気と衝突して放射性同位体（例 14C, 10Be）をつくる 

10Be  南極や北極の氷床に堆積 

長寿木の年輪や極の氷の層を分析することにより過去の太陽活動を
推定できる！



名大ＳＴＥ研　増田公明、太陽圏シンポジウム・STE研究集会　28 Jan. 2008ｃ

過去の14C 濃度と太陽黒点数、3000yr 

14Cの量



さらに長期の太陽活動と気候

黒点数

氷河
の量

気温

BC3000	  -‐	  AD1900 

h;p://www2.sunysuffolk.edu/mandias/lia/possible_causes.htm	  
Schaefer,	  Bradley	  E.,	  1997,	  “Sunspots	  that	  Changed	  the	  World,”	  Sky	  &	  Telescope,	  May:	  Pp.	  34-‐38.	  

黒点が減ると地球は寒冷化していた！？ 



太陽活動と地球気候の変動を結ぶ
メカニズムは何か？

• 全放射　（太陽定数）の変化 
　　変動量：11年周期で0.1 %、マウンダー極小期で~0.24%の変化 

  単純計算だと地球の気温変化量 < 0.1℃ 

• 紫外線による超高層大気の加熱 
　　紫外線変動量：　数％～数十％変動
　　   成層圏– 対流圏結合のメカニズムが必要

• 太陽粒子による超高層大気の加熱 
　　   成層圏– 対流圏結合のメカニズムが必要

• 銀河宇宙線による雲の生成 
　　　宇宙線が大気を電離して雲核を生成， 地球の低温化

いずれにしても小さな変動を増幅するためのメカニズムが必要



マウンダー極小期に太陽ダイナモは停止していたのか？

マウンダー極小期

ダルトン極小期

- + - + - + -
14Cによる太陽磁気活動

宮原他、 
2008 

黒点は出なくても太陽磁場の周期（ダイナモ）は継続していた！　 

周期～１４年！



今の太陽活動は異常か？

ダルトン極小期

いいえ。太陽にとっては異常ではありません。 

P=13.6年 P=12.6年



サイクルごとの黒点数積算値

ダルトン極小期

１１年周期の偶奇則
グネビシェフ・オール則



? 

De Jager and Duhou (2009)

Polar field

次の太陽活動極大期は？

専門家によるNOAA/NASAの委員会の予測：　 
今度の極大は　2013年5月、黒点数 90 
http://science.nasa.gov/headlines/y2009/29may_noaaprediction.htm



サイクル24の予測論文

William Dean Pesnell, 2008, Solar Phys., 252, 209

グランド極小期の再来か？

憶測以上のことをいうことができないのが
今の太陽研究の現状です。 



火のついてないコンロの上でお湯が沸騰している・・・ 

太陽の謎（1）
コロナはどうして熱いのか？

フレア爆発はいつどうやっておこるのか？
地球や人類にどんな被害をもたらす・・・ 



太陽の謎（２） 
太陽の磁場はどうやって作られるのか？

太陽は自転と対流運動が駆動する巨大な発電機と考えられるが、
そのメカニズムは分かっていない。 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/lenticular/Solar_Cycle_blue.jpg

1992/01 1999/07 

1996/03 



京都大学飛騨天文台　（北アルプスの麓１276 ｍ）

ドームレス太望遠鏡

           (DST) 

太陽磁場活動望遠鏡

         (SMART) 

65cm屈折望遠鏡

60cm反射望遠鏡



SMART(Solar Magnetic Activity 
Research Telescope)  
世界一高い分解能の太陽全面観測

Ｈα 速度場 4k x 4k

ベクトル磁場

大規模な磁場構造の発展を追跡 
太陽面の爆発や噴出を逃さず監視 
 太陽の１１年活動周期のしくみを解明し、 
　 宇宙天気に必要なデータを世界に配信。 



世界屈指の真空太陽望遠鏡 
　　　“　　　　分光装置

ドームレス太陽望遠鏡

高い解像度で精密な観測 
 太陽プラズマ現象のしくみを解明



http://www.hida.kyoto-u.ac.jp/SMART/daily/





2006/11/20

ご静聴ありがとうございました



黒点には２つの種類がある！ 

２０世紀になって、、、 



その手がかりは、、光の偏り 

直線偏光 円偏光

animation courtesy of Jose Carlos del Toro Iniesta 



それは磁場だった！　（1908年、へール） 

ゼーマン効果（1897年実験室で発見）：　 
光を発するガスに磁石を近づけるとスペクトル線が‘偏光’する。 

鉄の原子がつくる線スペクトル

光の強度スペクトル  　　偏光眼鏡でみたスペクトル

太陽可視光域のスペクトル写真 
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太陽風と彗星（STEREO）



捻れる黒点と 
巨大爆発 
（フレア）   
2006.12.8 -14 

 上空

光球



地球には絶えず遠くの宇宙からやってくるエネルギーの高い粒子が降り注いで
いる。＝「銀河宇宙線」

なぜ太陽活動は地球の気候にえいきょうするのか？ 
ー　１つの仮説　ー

銀河宇宙線は大気と反応して雲
をつくり、地球を寒冷化する。 

太陽の活動は銀河宇宙線を太
陽系から跳ね返すので地球を温
暖化する。 



約７億年前と23億年前に地球表面全体が凍結するほどの激しい氷
河時代が存在した！？

それは過去の太陽活
動のせい？ 

それとも銀河系内の宇
宙線環境のせい？

太陽系の一巡周期～２億６千万年



ー　宇宙の中の地球　ー 

地球がおかれている宇宙の環境は、 
決していつも同じではありません。 
我々は宇宙を見つめていく必要があり
ます。 

最後に、、、



飛騨天文台



14C から求められた過去の黒点数、11400yr	  

Solanki,. et al., Nature, 2004,   
Usoskin, et al., A&A, 2007 

19 Grand maxima  
27 Grand minima  

太陽の活動は長期的に見て不規則な変動をする。	  
現代（ここ50年）は希にみる活動の高い時代にある。	  

地球グローバル気温

過去１万年の太陽活動



正の値が大きいほど、地球温暖化を促進する効果が高い。 
「地球温暖化」の要因として太陽放射の影響は10%以下としている 

2005年の要因別全球平均放射強制力の評価 　 

科学的理解度は
低い！

政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)、2007、第4次評価報告書　 



太陽からの突発的なプラズマ噴出現象　 

フレア  プロミネンス噴出

コロナ質量放出
サージ (ジェット) 京大 

飛騨天文台



・穴が空いて太陽内部の低温部が見えている？ 

・「竜巻」によって塵が集まり表面を覆っている？ 

・磁場を伝わってエネルギーが抜きとられて冷える？ 

・磁場のせいで対流ができなくて温度が上がらない？ 

クイズ：　黒点は何故暗いのか？	  

正解！



「静穏」領域 垂直磁場



MHD simulation

SOT/FG NaD1 

対流泡によって揺さぶられる磁力線の管

I Dopp. V



太陽の縁にみられる「針状体（スピキュール）」

Hinode/SOT,      CaH (上) and Ha ドップラー(下),   by 末松 



太陽風の吹き出し口発見！　2007 

ひので　XRT 

太陽は１日に100億トンほどの質量を失っている 
但し、45億年経っても全質量の10万分の１程減っただけ 
　　　　（太陽質量～2 x 1030 kg）



エジプトの太陽の紋「有翼日輪」
紀元前２９００年頃のエジプトの遺跡にはじまり、その後の遺跡に良く描かれる。 
エジプト語で“アビ・ウェル（空を飛ぶ偉大なるもの）”とよばれる。 

棺のレリーフ

メディナト・ハブ神殿 イラン・ペルセポリス遺跡



エジプトの太陽の紋「有翼日輪」
紀元前２９００年頃のエジプトの遺跡にはじまり、その後の遺跡に良く描かれる。 
エジプト語で“アビ・ウェル（空を飛ぶ偉大なるもの）”とよばれる。 

古代人がみた日食。古代人はこれを神と崇めた。 
「有翼日輪の謎」　中公新書　斎藤尚生著


