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地球周辺での電磁ノイズの計測と地球環境の監視
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あらまし 地球周辺領域（大気圏や上層大気の電離圏/磁気圏）での環境の監視・予測及びその環境破壊の予
測は近年人類にとって喫緊の課題となっているが，この問題の解明に電磁雑音（ノイズ）が重要な役割を果たす
ことを示す．具体的には，ELF帯シューマン共振現象を用いた地球温暖化の監視・予測，シューマン共振の世界
多点同時観測データを用いた世界雷分布の導出などや，電離圏アルフヴェン共振や磁気圏波動の観測などによる
宇宙天気予報への応用などを述べる．また，本課題が電気/電子工学分野での新しい計測技術やアイデアと密接
に関連していることも示す．
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1. ま え が き

最近の新聞，テレビ等では “地球温暖化” に関連す

る記事が出ない日がないほど，環境問題は人類にとっ

ての喫緊の課題となっている．地球環境の汚染や破壊

は地球周辺の大気や海洋だけでなく，上層大気の地球

電磁圏/磁気圏にも及んでおり，いろいろな領域での

環境の監視・予測，更には環境破壊の予測は極めて重

要な課題となっている．環境の汚染・破壊の原因は自

然現象（例えば，地震，ゲリラ豪雨や太陽爆発等）の

ように制御できないものもあれば，人間活動が主たる

要因と考えられる地球温暖化や電波汚染（電波の洪水）

のようなものもある．

本論文では地球周辺領域での環境の監視・予測や環

境破壊の予測に実は電磁雑音（ノイズ）が極めて有用

であることを紹介したい．電磁雑音（ノイズ）は情報

通信では一般に妨害として位置づけられるが，地球周

辺での電磁雑音を含めた電磁環境は我々に地球環境に
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関する貴重な情報を提供してくれるものである [1]．

地球周辺の電磁環境をまず紹介する．地球周辺の電

磁雑音環境は大別すると，（ 1）低周波帯（直流から

VHF（30～300MHz）帯位まで）での自然界起源の

雑音と（ 2）より高周波での人間活動に起因する人工

雑音である．図 1は自然雑音についてまとめたもので

ある．直流から周波数約 1 Hzまでの超低周波（ULF

帯と定義する）では，地球磁気圏で生起する地磁気変

動や地磁気脈動が中心的ノイズである．ELF/VLF帯

（ELF：～1 Hz以上 3 kHz以下，VLF：3～30 kHz）帯

になると，電離層/磁気圏プラズマ中で発生する電磁

放射である ELF/VLF 放射などが飛来する．また高

周波になるとオーロラ帯で発生するキロメートル放射

などが存在し，更に周波数が高くなると，宇宙雑音，

すなわち太陽や惑星からの電磁放射が受信されること

となる．雷を起源とする大気雑音（空電）は 10 kHz

前後にて最大強度を示すが，VHF 帯までそのスペク

トルは延びている．他方，人工雑音については各種電

気/電子システムにより異なった周波数特性を示すの

で，総合的に論ずることはできない．このような人工

雑音の諸特性やその抑制等を中心に取り扱うのが環境

電磁工学 (EMC)という学問分野で，近年世界的盛り

上がりを見せている．

自然雑音，人工雑音からなる全体の電磁環境スペク

トルが大きく，変わることはないにせよ，近年注目さ

れるようになった現象が多く報告されている．一例だ
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図 1 地球周辺での自然電磁雑音
Fig. 1 Natural electromagnetic noise environment

near the Earth.

け紹介する．電力使用量の上昇に伴い電力線からの高

調波強度が上昇し，この人工雑音が地球磁気圏へ侵入

し，磁気圏高速粒子を消失させるという自然環境破壊

が起きている [1]．この現象は人間活動と自然環境との

相互作用を示唆するものとして興味深い．本論文では

地球周辺での環境の監視と予測を記述することとする．

また，電気/電子工学での計測という観点から，それ

らの現象を計測する手法の開発などにも重点を置いて

述べ，またそれらの計測の社会的意義についても記す．

本論文の全体的構成を示す．地球周辺で生起する電

磁雑音（ノイズ）のうち本論文で紹介する課題を列記

しよう．

（ i ） 地震に伴う電磁気現象と地震予知

（ ii） シューマン共振現象と地球温暖化の監視・予測

（iii） 雷放電に伴う中間圏発光現象と関連現象

（iv） 電離層アルフヴェン共振現象と宇宙天気予報

（v） 複数人工衛星による磁気圏内プラズマ波動の

多点同時観測

上記の現象はすべて 10年程度の歴史の極めて新しい

テーマであり，これらの現象の発見は（ 1）新しい計

測技術の開発と（ 2）新しい考え（概念）の登場にひ

とえに起因している．

2. 地震に伴う電磁気現象と地震予知

地震のとき（主として前兆的に）各種の電磁気現

象が発生することがここ 10 年でほぼ確立しつつあ

り [1], [2]，この地震に伴う電磁気現象は地震電磁気学

という新しい学問分野として体系化されつつある．（ 1）

地圏からの直接的効果（地圏からの電磁放射）だけで

なく，（ 2）大気圏じょう乱，（ 3）電離圏じょう乱まで研

究領域が広がっている．すなわち，学術的には地圏の

効果が大気圏を通して電離圏まで伝達されるため，「地

圏・大気圏・電離圏結合」という学際的テーマがこの

学問の最終ゴールである．これについては文献 [1], [2]

に最近の成果まで述べられており，これらを参照され

たい．

3. シューマン共振現象と地球温暖化の監
視・予測

シューマン共振は 1952 年ドイツのシューマン教授

によって予見されたもので，全世界で毎秒数百回発生

する雷放電により，電離層と大地から成る空洞が特定

の周波数（8 Hz，14 Hz，20 Hz等）で共振するもので

ある [3]．このシューマン共振の研究は 1970年代後半

にはその意義が失われ完全に終息した状況であったが，

1992年Williams（米国MIT）がこの共振現象の全く

新しい応用を提案し [4]，事態は一変した．すなわち，

シューマン共振を用いて地球温暖化をモニタできるの

ではないかとの指摘であった．

その根拠を示す．図 2はオーストラリアのダーウィ

ンで観測された月平均の地表面温度と平均雷放電数

の月別推移を示したものである [4]．図から，地表面

温度が 1◦C上昇すると雷頻度は 1けた（10倍）上昇

し，2◦C上昇すると 2けた（100倍）に上昇すること

が分かる．つまり，地表面温度と雷放電数との間には

強い非線形な関係があることを利用すべきと主張し

た．次に，Williams (1992)は米国 Rhode Island（地

理緯軽度 41.6◦N，71.6◦W）において過去に観測され

たシューマン共振一次モード (～8 Hz)の磁界強度と全

熱帯域における地表面温度との良い関係を示し，更に

我々との共同研究として日米の過去のシューマン共振

強度が極めて良い相関を示すことから，シューマン共

振が地球温暖化モニタに有用ではないかと指摘した．

上記の論文に刺激され，1995 年前後より国際的共

同 ELF 観測を再開しようとの気運が高まり，アメリ
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図 2 オーストラリア・ダーウィンでの地表面温度と雷活
動頻度との関係

Fig. 2 Relationship between the ground surface tem-

perature and lightning occurrence frequency

(at Darwin).

カセクターは米国 MITグループが，アジアセクター

は我々電通大グループが，欧州はハンガリーほかのグ

ループが ELF観測を再開し，既に約 10年程度経過し

ている．

我々は北海道母子里観測所 (44.3◦N，142.25◦E)に

おいて ELF 波の連続観測を 1996 年より再開した．

シューマン共振は強度的に微弱であるため，人工雑音

の極めて少ない地域で計測することが不可欠である．

そのため国内では最低雑音地と考えられる母子里観

測所を選んでいる [5]．受信する電磁界は（ 1）水平磁

界 2成分 (Hns，Hew)，（ 2）垂直電界 (Ez)だが，そ

の計測機器の仕様は文献 [5]を参照されたい．ELF電

磁波の磁界測定はインダクション磁力計を用い，また

電界測定はボール（容量性）アンテナを用いる．磁力

計は地下 50 cmに埋め，東西方向，南北方向に設置す

る．また，垂直アンテナは 5 mのポールの上に設置し

てある．

これらのアンテナは観測所から約 200 メートル離

れた地点に設置され，受信信号は遮へいツイストペア

ケーブルにて観測室へ導かれ，データ収録装置へ入る．

そのとき，GPS 信号の受信により時間スタンプも付

すこととなる．他の ELF観測点では 100 Hzサンプリ

ングが通常であるが，我々は世界最高の 4 kHzを採用

している．データが著しく多いという技術的問題はあ

るが，得られる情報量が多く，種々の信号処理が可能

となっている．

以下では母子里でのシューマン共振データを用いた

図 3 上図：母子里でのシューマン共振強度の時系列変化．
下図：地表面温度を赤道を中心に，±20◦，±40◦，
±60◦，±80◦ の範囲での温度の平均値の時系列変化．

Fig. 3 Upper panel: Temporal evolution of SR data

(monthly mean values) at Moshiri. Lower

panel: Temporal variation of surface tempera-

ture (monthly mean) in latitude range around

the equator (±20◦, ±40◦, ±60◦, ±80◦).

二つの最新の研究成果を紹介する．まずは，母子里で

のシューマン共振データを用いた地球温暖化のモニ

ターである [6]．母子里でのシューマン共振の基本波

(8 Hz)，第 2 高調波 (14 Hz)，第 3 高調波 (20 Hz) の

強度の合成電力を用いる．これら高調波の合成をとる

ことにより観測点と雷源との距離効果を著しく低減す

ることができ，雷活動源だけの情報をモニタすること

ができることが分かっている [3]．図 3 の上図は母子

里でのシューマン共振強度観測値の時間変化である．

1 か月の平均強度を 0 dB = 1pT2 として表示してい

る．地表面温度は雷活動の高い赤道を中心として緯度

±20◦，±40◦，±60◦のように範囲を広げ，そこでの平

均温度をプロットしたのが図 3の下図である．図 3の

上図と下図を比較すると，シューマン共振強度の変化

が ±40◦～±60◦ での地表面温度の変化と極めてよく

似ていることが理解されよう．シューマン共振強度が

赤道帯だけではなく，中緯度までの地表面温度を反映

しており，温暖化モニタとして使い得ることを示唆し

ている．詳細は文献 [6] に記してあるが，両者の良い

関係と両者の間の経験式が導出されており，将来の予

測に用いることができる状況である．

以上で使用した母子里一点でのシューマン共振強度

は赤道から中緯度までの雷活動の積分値を反映してい
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るが，次の仕事では雷活動の局所局所での微分情報を

提供する．世界雷分布を導出する手法としては，人工

衛星からの光学観測が挙げられるが，この観測では衛

星直下の雷だけしか捕そくできず，しかも世界全体を

カバーするためには長期間の観測データが必要である．

更に，衛星観測のため時間変化と空間分布を分離でき

ない点，極めて高価である点も大きな欠点である．こ

れに対して我々が提案しているのは，世界多点での同

時観測シューマン共振データを用いて逆変換手法を活

用し瞬時瞬時の全世界の雷分布のスナップショット写

真を得るという画期的な手法である．もちろん，最大

の問題はその手法の複雑さである．我々はシミュレー

ションデータを用いて逆変換手法の妥当性，有効性を

吟味してきた [7] が，今回世界で初めて実測データに

対して逆変換を実施した結果 [8]を示す．

母子里のほか，米国MITグループの Rhode Island

とロシア Lekhta 観測点 (64.4◦N，33.9◦E)（ウクラ

イナグループによる）での同時観測データを用いた．

2000年 1月 9日の 1日だけの解析結果を示す．各観測

点での 0～50Hz までのスペクトルデータを活用する

こととなる．順問題としては，雷源の垂直ダイポール

が地表面上に任意に分布し，その発生はポアソン分布

に従うという仮定にて，ある受信点で受信される電磁

界 (Hns，Hew)を導出できる [8]．基本的には観測点で

の ELFスペクトルは雷源からの距離の関数として評

価できることを利用し，3観測点でのデータに基づく

逆問題として解いたトモグラフィー結果が図 4である．

UT（世界時間）= 8～9 hの結果で，アジア地区の雷

活動が高い時刻であり，このカラー表示の等高線マッ

プから東南アジアにて高い雷発生が再現されている．

他の時刻，UT = 15～16 h（アフリカ），UT = 18～

19（アメリカ）についても図示していないが，妥当な

結果が得られている．以上より，逆変換手法を用いた

世界雷分布の同定が極めて有用であることを示唆して

いる．

前述した数日に対する論文 [8] の有用性を踏まえ，

もっと長期間，例えば 1年間を通しての逆変換の適用

を現在実施し，近々その結果が得られる予定である．

これにより，3.の前半にて紹介した積分効果としての

シューマン共振結果に加えて，各地域での瞬時瞬時で

の雷分布を導出することが可能となり，ミクロに見た，

例えばアフリカならアフリカの雷活動の地表面温度と

の相関を時間追跡することにより，地球温暖化を定量

的にモニタできるようになることが期待される．

図 4 3 観測点（日本，ロシア，アメリカ）での ELF 同
時観測データに基づく逆変換結果．雷活動をカラー
にて表示．2000 年 1 月 9 日の UT = 8～9 時での
逆変換結果のプロット

Fig. 4 Inversion results based on the simultaneous

ELF data at three stations (Japan, Russia,

USA). Lightning activity expressed in color.

2000 January 9. UT = 8–9h.

4. 雷放電に伴う中間圏発光現象と関連現象

シューマン共振の源となる雷は背景雷といえる．す

なわち，規模は小さいが頻度の高い雷の効果の重ね合

わせであるといえる．そのような背景雷に対して，頻

度は低いが極めて大きな雷（巨大雷）が発生すること

がある．しかも，この巨大雷は雷の発達消減サイクル

において，その衰退期によく発生することが分かって

きた．雷は通常上部が正に，下部が負に帯電し，通常

は下部に蓄積された負電荷が地上へ落ちる負極性雷放

電が大半である．しかし，夏季でも 10%程度が何らか

の原因により上部の正電荷が落ちることがあり（正極

性落雷），しかも巨大雷となる．この正極性落雷に伴っ

て中間圏において発光現象（スプライトという）が発

生することが偶然 1990年初頭に発見された [3]．更に

は近年異なったタイプのもの（エルブ，ブルージェッ

ト等）も発見されている [3], [5]．スプライトについて

ここ 10年間で分かってきていることを要約すると，

（ 1） 高度 50～90 km に発生する赤色である発光

現象である．継続時間は 5～300m秒である．

（ 2） 雷放電との関連では正極性落雷に伴い発生す

る．また，雷の中和電荷量（Qds：Q電荷，ds電荷高

度）は 300C・kmを超えたときのみに発生する．

（ 3） スプライトに関連して，大振幅の ELF 空電

（ELFトランジェント）が発生する．

スプライトは米国において大規模な雷雲に伴って発
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図 5 北陸地方でのスプライト．単純な柱状という形状が
特長．

Fig. 5 An example of winter sprites in the Hokuriku

area of Japan. Simple structure of columns.

見され，近年大気電気学や超高層物理学において多大

の注目を集め，現在も世界中の研究者がしのぎを削っ

ている [9]．既に，アメリカではかなりのデータが蓄積

され，現在ではアフリカ，欧州，日本等でもかなりの数

のイベントが収録されている．我々は日本北陸地方で

の特異な正極性落雷に伴うスプライト観測から，小さ

な雷雲に対しても発生することを報告し，北陸地方で

のスプライトの特性解明がスプライトの全般的発生機

構解明のキーポイントであると主張している [1], [10]．

北陸スプライトの一例を図 5に示す．極めて簡単な柱

状となっている．発生機構に関しても我々は Paskoら

が主張する正極性落雷に伴う準静電界 [11]に加えて雷

からの高周波電磁界の重要性を指摘している [12] が，

ここでは省略する．

スプライトに伴う ELF トランジェントはシューマ

ン共振の 10 倍以上の強度があり，前述した母子里で

の高感度観測システムでは容易に受信される．母子里

1点での観測から巨大雷の世界雷分布を導出すること

ができる [13]．この雷放電の位置，すなわち方探原理

について述べよう．ELFトランジェントの源の巨大雷

の位置を 1点で決定するには，（ 1）方位角測定と（ 2）

距離推定とを行うことが不可欠となる [14]．方位角測

定は（a）ゴニオメータ法（水平磁界 Hns，Hew の振

幅比を用いる手法）と（b）リサージュ法（Hns，Hew

のリサージュ図を描く手法）を併用し，両方法による

結果が十分な精度で一致するものだけを対象とし，（ 2）

の距離推定に進む．（ 2）の距離推定は波動インピーダ

ンスの概念を用いる．ELF空電は大地・電離層導波管

内を TEMモードで伝搬し，Ez を垂直電界，Hφ を伝

搬方向に垂直方向の水平磁界とすると，波動インピー

ダンス Zw は次式で表される．

図 6 巨大雷の世界分布図（1 年間のデータを用いた）．
|Qds| > 1000C・km

Fig. 6 Global distribution of huge lightning, upper

and lower panels, + and − cloud–to-ground

lightning. |Qds| > 1000C・km

Zw =
Ez

Hφ
= −i

v(f)(v(f) + 1)P o
v (f)(− cos θ)

aεo2πfP 1
v (f)(− cos θ)

ここで，θ は地球中心を基準として雷源と観測点との

距離と角度として表示，f，周波数，aは地球半径，εo

は真空の誘電率，P 0
v，P 1

v はルジャンドル関数，v は

伝搬（減衰）定数である．この式の重要なポイント

は Zw が雷源のパラメータにはよらず θ だけの関数

である点である．したがって，観測された Zw(f) と

θ を変化された理論的 Zw(f) との比較から θ を決定

する．約 1 年間（2004～2005 年）の母子里で観測さ

れた ELF トランジェントデータを用いて正極性落雷

と負極性落雷の世界雷分布が得られているが，巨大雷

(Qds > 1000 C・km)の分布を示していたのが図 6で

ある．磁界の受信波形と理論値との比較から，中和電

荷量 (Qds) を求めることができる．スプライトを引

き起こす正極性の巨大雷はアフリカに多いことが分か

り，これは最新の結果である．この中和電荷量は発送

配電での雷災を考える際には極めて重要な物理量であ

り，この ELF電波を用いてのみ得られる情報である．

これらの巨大雷分布は前述したシューマン共振から

導かれる背景雷の分布と総合的に比較することにより，

地球温暖化や地球電磁環境の基礎的情報として貴重な

ものになる．
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5. 電離層アルフヴェン共振現象

本章と次章では対象領域が大気圏から上層大気へ移

り，プラズマで構成される領域である．これらの領域

では既に図 1に示したように低周波から高周波までい

ろいろな電磁雑音，プラズマ波動が存在し，今までに

多くの研究がなされている．しかし，従来の研究は地

球物理学やプラズマ物理学の観点からの研究であった

が，近年我々の日常生活との関連を重視する研究方向

が指向されている．すなわち，宇宙環境をモニタする

宇宙天気予報という概念の登場である [1]．

宇宙天気予報とは気象の天気予報のように我々の日

常生活に支障を及ぼす可能性などを予報しようとする

ものである．例えば，太陽フレアによる X線放射は高

エネルギー粒子の放出により，地球磁気圏に磁気嵐が

起き，人工衛星に支障を及ぼしたり，我々が享受して

いるハイテク社会の基盤である通信，放送，衛星，電

力などの安全運用が脅かされる．したがって，電離層，

磁気圏の宇宙天気を電磁ノイズを通してモニタしよう

とするものである．

ここで取り上げる電離層アルフヴェン共振は理論的

には 20 年ほど前に予見されていた [14] が，ここ 10

年世界の複数のグループがその重要性を強調してい

る [16]．この現象の源はまだ同定されておらず，電離

層下の雷放電とする考えと，磁気圏深部のノイズとす

る考えがある．いずれにせよ，磁力線に沿って伝搬す

るアルフヴェン波（左回り偏波のプラズマ波動）に対

して反射，透過を引き起こす不連続性の存在が不可欠

である．この不連続はアルフヴェン速度（地球磁場強

度とプラズマ密度の関数）の高度変化の大きい所で，

一つ目は電離層下端（D/E層）であり，もう一つは高

度約 1000 kmである．この不連続の存在により共振が

発生し，これが電離層アルフヴェン共振である．

図 7はロシアのカムチャッカ（52.94◦N，158.25◦E；

地磁気緯度 46◦）観測点で観測された電離層アルフヴェ

ン共振現象の一例である．地上でのインダクション磁

力計によって観測されたもので，磁力計の性能は母子

里での磁力計とほぼ同等である．図 7 では特定の日

（2000年 9月 13日～14日）の夜間（L.T.=22時）で

のスペクトルを示し，シューマン共振と同様に，1Hz

から 5 Hz までの周波数において複数個のピーク，共

振現象が明りょうに認められる．周波数的には 3. で

述べた ELF 帯シューマン共振現象と地磁気脈動の一

番の高周波成分との間の周波数である．

図 7 夜間にかけて観測された電離層アルフヴェン共振現
象のスペクトル．D,H はそれぞれ磁界の南北，東西
成分である．

Fig. 7 An example of ionospheric Alfven resonances

observed at night. D and H are NS and EW

components of the magnetic field.

高緯度では既に長期間にわたるアルフヴェン共振の

観測結果が存在し，その存在が認められているが，カ

ムチャッカのような中緯度，日本のような低緯度にお

いても同様の現象があるか否かがその発生機構（発生

源）を同定するために重要な鍵となっている．図 7の

例のようなデータを，2000年 7月から 2002年 12月

までの 2.5年という長期間にわたり解析した結果をま

とめると，以下のとおりである [16]．

（ 1） 電離層アルフヴェン共振の発生頻度には明ら

かな季節変化があり，9 月～1 月という秋冬に最大頻

度を示し，春から夏にかけては全く受信されない．

（ 2） 日変化としては，秋から冬の地方時 21～23

時の夜間にほぼ毎夜観測される．

（ 3） ΔF（隣り合う共振周波数の差）は秋季には

～0.5 Hzであるが，冬には 0.5～0.7 Hzに上昇する．

（ 4） 発生頻度は地磁気活動（電離圏/磁気圏の地

磁気じょう乱の度合）とは逆相関となる．すなわち，

地磁気活動が高いときには電離層アルフヴェン共振現

象の発生は低い．

上述の特性は全般的には電離層（F2 層）電子密度

と電離層の厚さの変化によって説明でき [16]，電離層

全体をモニタするのに好都合のパラメータで，宇宙天

気予報に有用となろう．しかし，最大の課題である発

生源，（ 1）雷放電か（ 2）磁気圏起源かは，今後の研

究に待つところが多い．とりわけ電離層アルフヴェン

共振現象の緯度変化を観測的に明らかにすることがメ

カニズム解明のかぎになると考えられる．
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6. 複数人工衛星による磁気圏プラズマ波
動の多点同時観測

磁気圏プラズマ内でのエネルギー交換としては波動・

波動，波動・粒子相互作用が挙げられるが，この相互

作用により粒子の加速や電磁雑音の発生・減衰が起こ

り，宇宙天気予報でのじょう乱原因を探るという本質

的課題である．この相互作用では当該プラズマ波動が

どんなモードなのかを同定することが重要である．

プラズマ波動の同定にはプラズマ座標系（プラズマ

が静止している座標系）における波動の基本的な性質

である伝搬方向（k ベクトル）及び偏波の決定が必須

である．既に前章までに電磁雑音の方位測定の重要性

は指摘してきている．本章では太陽から飛来する太陽

風が磁気圏の前面に衝突するときにできる地球磁気圏

前面衝撃波 (Earth’s bow shock)の領域において，欧

州宇宙機関の四つ子のクラスタ衛星を駆使した興味深

い結果を紹介する．複数の衛星を用いるのは，衛星観

測の最大の欠点である時間変化と空間変化を分離する

ためである．

四つの衛星により同時観測された磁場（直交 3 成

分）データを用いる．フラックスゲート型磁力計によ

り 3 Hzで観測波形が連続サンプリングされている．こ

のフラックスゲート型磁力計は前章までインダクショ

ン型よりもより低周波の観測にて適している．

それでは波動モード同定の方法を述べよう．一つ目

の方法は，最小分散法 (MVA)による波動の伝搬方向

の決定である [17]．MVAにおいては，磁場の波形デー

タの最小分散行列から固有値及び固有ベクトルを計算

し，波動の主軸方向を決定する．このとき，最小の固

有値に対応する固有ベクトルの方向が波動の伝搬方向

となる．しかしながらMVAにより決定された波動の

伝搬方向にはゴニオメータ同様 180度の不確定性が存

在するため，伝搬方向を一意に決定するためには複数

衛星による波動の到来の時間差情報が必要となる．図

8 (a) は四つのクラスタ衛星で観測された同じ磁場成

分 (Hy)でのプラズマ波動（周期 30秒波）の波形（四

つの線が四つの衛星に対応する）であり，（b）は波面

でのホドグラムである．ここで，観測された波動はほ

ぼ円偏波であり，磁場ベクトルは時間とともに反時計

回りに回転していることが判明した．それゆえ，波動

は衛星座標系（衛星とともに動いている座標系）にお

いて左回り偏波であると結論づけられた．更に，太陽

風によるドップラー効果を補正することにより座標系

図 8 クラスタ衛星により観測された周期 30 秒のプラズ
マ波動．(a) 四つの衛星上での磁場波形，(b) 波面
におけるホドグラム

Fig. 8 Plasma waves with period of 30 s observed by

Cluster satellites. (a) Magnetic field wave-

forms on four satellites, and (b) a hodogram

on the wavefront.

をプラズマ静止座標系に変換すると，本来の波動は右

回り偏波であることが分かり，更に波動の伝搬速度が

アルフヴェン速度と同程度であることから最終的に波

動は速い磁気音波であると同定された [16]．

二つ目の方法が位相変化法である [17]．本方法では

波動の伝搬ベクトルが一意に決定可能であるとともに，

波動の分散関係（f–kダイアグラム，f は波の周波数，

k は波数である）が決定される．まず，人工衛星間の

距離ベクトルに射影された伝搬ベクトルが，異なった

衛星のペアごとに観測された波動の位相差を用いて計

算される．次に，四つの衛星（三つの独立した伝搬ベ

クトルの射影）により，伝搬ベクトルが一意に導出さ

れる．位相変化法を用いた四つの衛星により六つの衛

星間のペアごとの観測された波動の分散関係が得られ

るが，そのうちの一つだけを図 9を示す．色の濃淡は

波動の磁場のエネルギーの大小に対応している．本例

では二つの異なった周波数（周期 30秒及び 3秒）の

波動の存在がそのエネルギーの分布から確認できる．

それぞれの波動において，プラズマ静止座標系におけ

る伝搬ベクトル，偏波，及び波動の伝搬速度が計算さ

れた．その結果，周期 30 秒の波動は右回り偏波で速

い磁気音波と同定され，周期 3秒の波動は左回り偏波

でアルフヴェン・イオンサイクロトロン波と同定され

た（注1）．いずれもプラズマ静止座標系においては，太

陽風に逆らって無衝突衝撃波の上流方向に伝搬してい

ることが判明した [18]．

（注1）：この波動は電離層アルフヴェン共振でのモードそのものである．
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図 9 四つのクラスタ衛星により導出された波動の分散
関係

Fig. 9 Dispersion curves (f–k) of plasma waves ob-

served on four satellites.

7. む す び

最新のトピックスである大気圏内での雷雑音（大気

雑音）に関する新しい展開としてまずシューマン共振

を用いた地球温暖化のモニタと予測，世界多点シュー

マン共振データの逆変換による世界雷分布の同定など

を紹介した．続いて，電離圏・磁気圏プラズマ内での

電磁雑音の最新の成果（電離層アルフヴェン共振現象

など）宇宙天気予報という概念も紹介した．電気/電子

工学での電磁計測の新しい手法として，（ 1）波動イン

ピーダンスを用いた ELF波の方探（場所同定），（ 2）

多点シューマン共振スペクトルを用いた逆変換問題，

（ 3）多衛星システムによる新しい方探などを紹介し

た．電磁雑音の観測・計測が地球環境の監視・予測や

宇宙環境モニタとしての宇宙天気予報の重要な役割を

担うことを理解されたい．
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大学空電研究所助手．昭 53 同研究所講師，
昭 54 助教授．平 3 年 4 月より電気通信大
学教授，平 21 年 3 月停年退官．平 21 年

4 月電気通信大学名誉教授，現在特任教授．工博．一貫して電
磁環境学を研究対象とし，宇宙プラズマ，大気電気学，地震電
磁気学，環境電磁工学 (EMC)，アンテナ・伝搬，信号処理等に
関する研究に従事．電気学会，日本大気電気学会，地球電磁気・
地球惑星圏学会，AGU，URSI等各会員．日本大気電気学会会
長，Radio Sci. の co-editor 等，現在，J. Atmos. Electr. の
Editor-in-Chief．

芳原 容英 （正員）

平 3電通大・電気通信・応用電子卒．平 6

同大大学院修士課程了，平 9 同大学院電気
通信学研究科電子工学専攻博士課程了（博
士（工学））．平 9 ロシア科学アカデミー
応用物理研究所客員研究員．平 10 電気通
信大学電子工学科助手．平 11～13 宇宙開

発事業団招聘研究員．平 13～15 フランス国立学術研究セン
ター環境物理化学研究所リサーチアソシエイト．平 15～17 ス
ウェーデン国立宇宙物理研究所リサーチアソシエイト．平 17～
20 英国シェフィールド大学自動制御工学科リサーチアソシエ
イト．平 20 国立津山工業高等専門学校電子制御工学科准教授．
平 21 電気通信大学電子工学科教授，現在に至る．専門は地球
宇宙電磁環境，プラズマ理工学，大気電気学，地震電磁気学．
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