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１ はじめに 

                         

 

【日本で観測された例】 

(観測１：名古屋大学太陽地球環境研究所年報，2016) 

時刻:2015 年 6 月 21 日午前 2～3時 

場所:北海道陸別町(43°27 24N, 143°45′58E) 

高度:約 80～90 ㎞ 

(観測２：林，2017) 

時刻:2017 年 1 月 24 日午後 6時 

場所:関東の太平洋側 

高度:約 72～79 ㎞ 

 

1.1 氷の結晶の形成過程 

観測１と２では、氷の結晶の形成過程が異なると考えられている。 

 (1)観測１について（村山，2010) 

 観測１の夜光雲内の結晶は、地球の大気循環に起因する。地球の地軸は傾い

ているため、北半球と南半球では季節が異なる。これによる気温・気圧の偏り

を解消するために、成層圏や中間圏で大規模な大気循環(中間圏子午面循環)が

発生する。夏半球では、その極の上空の中間圏界面付近(高度 80 ㎞)で夏半球

から北半球に向かう循環が発生し、断熱膨張により、その大気の気温は、地球

の大気の中で最も低くなる。そこに中間圏子午面循環に伴って冬半球からの高

温の空気が侵入して衝突し、氷の結晶が形成すると考えられている。 

 

(2)観測２について（三菱電機,2017，静岡新聞,2017） 

 観測２の夜光雲内の氷の結晶は、ロケットの打ち上げに起因すると考えられ

ている。夜光雲が観測される前(2017 年 1 月 24 日午後 4時 44 分)に、鹿児島

県の種子島宇宙センターから、H2A ロケットが打ち上げられ、その軌道付近で

 夜光雲とは、地球の夏半球の高緯度帯におい

て、青白く輝く雲のことである(図 1)。この雲

は、太陽が地平線付近にあるときに、太陽光が

地上約 50～70 ㎞付近にある 40～100nm の氷に

当たり、青い光を散乱させることで、観測され

る(村山，2010)。日本では、過去に 2つの観測

報告がある。 
図 1 ISS から観測された夜光雲(NASA) 



 
 

夜光雲が発生した。ロケットからは、N𝐻 𝐶𝑙𝑂 が排出され、NH と HClO4 を

経て、水へと分解される(羽生，2011)。つまり、 

NH ClO →NH ＋HClO → N ＋NO ＋Cl ＋HCl＋O + H O・・ 

となり、したがって非常に気温が低い場合は、氷の結晶が誕生する。 

 

1.2 研究目的 

本研究では、去年の研究に引き続き 2018 年 1 月 18 日に JAXA 内之浦宇宙空

間観測所から打ち上げられたイプシロンロケット３号機起因する夜光雲の空間

的な変動の調査と 2019 年９月 25 日に JAXA 種子島宇宙センターから打ち上げ

られた H2B ロケット８号機に起因する人工夜光雲の出現位置を推定し、中間圏

上部の風向を考察する。 

 

1.3 これまでの研究のまとめ 

➀イプシロンロケット３号機の打ち上げでは２つの現象が確認され、それらの 

現象は発生した時刻と高度が異なり、中間圏上部に発生した夜光雲と熱圏下

部に発生した励起発光現象であると推測した。 

➁①の２つの現象の発生と移動原因を調べたが、確証には至らなかった。 

 

1.4 今回の研究の課題 

①2018 年 1 月の人工夜光雲の正確な位置や動きを求めるため、読み取り位置

を両端のみから４地点に増やし計算を行う。また、2019 年９月に観測された

H2B ロケットに起因する人工夜光雲の高度と発生した位置を計算して求め

る。 

②人工夜光雲は自然発生の夜光雲と比べ、複雑な形状をしているため、その原

因について考察を行う。 

③人工夜光雲の移動原因について、昨年の研究では、確証に至ることができな

かったため、成層圏と中間圏の風向データを入手し、傾向を調べ、考察を行

う。 

④2019 年 9 月の人工夜光雲の位置を求め、H2B ロケットの飛翔経路からの動き

方を調べ、南九州の中間圏の風の吹き方の季節の違いを考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5 実験の仮説 

今回人工夜光雲の形状の複雑さと移動の原因を

打ち上げたときにできるスパイラル状の雲の影響

であると仮説を立て、３つの実験を行い検証し

た。 

① イプシロンロケットを模した筒状の発泡スチ

ロールに線香をつけ、床から天井付近へ引き上げ

ることで線香の煙の動きを観察する。 

② ロケット花火の本数を変えることで出力を変

えて打ち上げ、そこからの煙の動きを観察する。 

③ モデルロケットを打ち上げ、ロケットの煙の動 
きを観察する。 
実験①は高度差が小さく、気圧や風の変化がないた

め，煙はスパイラル状にはならないと予想した。実験②

と実験③では，高度差がある程度できるため、気圧や風 
の変化により，排出気された煙がスパイラル状に変化すると予想した。 

 
２ 研究方法 

昨年の研究に引き続き、人工夜光雲の移動を観測したデータに基づき計算を

行い、人工夜光雲の形状について調べるため３種類の実験を行った。各観測地

点(図３)の気象情報は表１にまとめた。また、夜光雲の移動原因を調べるため

に、気象庁の成層圏の風向データ（鹿児島市・潮岬）と京都大学生存圏研究所

MU レーダーの中間圏の風のデータ（滋賀県甲賀市）を入手し、風の傾向を調

べた。2019 年９月 25 日に鹿児島、宮崎で観測された人工夜光雲の高度を２点

で撮影したほぼ同時刻の写真を用いた解析により、決定した。 

 

 

 

              

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ スパイラル状の雲の例 

(2019 年 1 月 18 日イプシロ

ン 4 号機，天文班顧問撮影) 

×  

 × 宮崎県宮崎市 

2018 年(31°55 22"N, 131°28′13E) 

2019 年(31° 55' 37"N,131° 28'8"E) 
 

鹿児島県鹿児島市 

2018,2019 年

(31°36 39"N, 130°33′43E) 

N 

図３ 観測地点の地図 

100km 



 
 

表 1 観測地点の気象 

 

2.1 使用機材と画像処理方法 

 2018 年１月と 2019 年 9 月の人工夜光雲の観測に用いた機材及び画像処理方

法を次に示す。ステライメージ 7で画像の強調処理を行い、その後、同時刻に

みられる恒星・惑星・月との位置関係を正確に把握するため、ステラナビゲー

ター10 を用いた。 

 

[2018 年 1 月] 内之浦からイプシロンロケット３号機打ち上げ 

(鹿児島) 

カメラ:Canon EOS Kiss X7i(ISO-100),Canon EOS Kiss X50(ISO-100) 

レンズ:EF-S18-55mm/18mm(F4.5 固定撮影，共通) 

撮影枚数:271 枚（時刻は午前 6:05:32～7:01:26） 

(宮崎) 

カメラ:Canon EOS 6D(ISO-800) 

レンズ:SAMYANG 14mm ED AS IF UMC(F2.8 固定撮影，共通) 

撮影枚数:590 枚（時刻は午前 5:43:56～6:41:28) 

[2019 年 9 月] 種子島から HⅡB ロケット８号機打ち上げ 

(鹿児島) 

カメラ:Canon EOS 60D(ISO-400) 

レンズ:Tamron 18-200mm/57mm(F4.5 固定撮影，共通) 

撮影枚数:66 枚(うち 23 枚は Cannon EOS 6D に 15mm 広角レンズで撮影） 

（時刻は午前 5:34～7:00） 

(宮崎) 

カメラ:Canon EOS 6D(ISO-200) 

レンズ:Canon EF24-105mm/24mm IS USM(F4.0 固定撮影，共通) 

撮影枚数:77 枚(時刻は午前 5:32～5:52) 

 

2.2 解析方法 

 我々は、去年使用した午前 6:26:08(時刻 A),6:27:20(時刻 B),6:28:14(時刻

C)の 3 つの時刻で、図３の２か所で同時刻に撮影された画像から方位角と仰角

を計測し球面三角法を用いて、人工夜光雲の位置(緯度・経度・高度)を幾何学

的に求めた。また、2019 年９月 25 日午前 5:32～7:00 に観測された人工夜光

 2018 年 

鹿児島 

2018 年 

宮崎 

2019 年 

鹿児島発射時 

2019 年 

宮崎発射時 

2019 年 

鹿児島観測時 

2019 年 

宮崎観測時 

天気 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 

温度 7℃ 5.9℃ 21.4℃ 20.7℃ 20.7℃ 18.9℃ 

湿度 90％ 93％ 82％ 84％ 83％ 96％ 

備考     桜島の噴煙あり  



 
 

 

 

  

雲を午前 5:35:26 と午前 5:35:32(共に時刻 D)の時刻で月を基準に発生してい

た高度及び緯度・経度を幾何学的に求めた。 

 

2.3 人工夜光雲の出現位置の決定に使用した画像 

2018 年鹿児島 2018 年宮崎 

  

6:28:14(時刻 C) 6:28:14(時刻 C) 

 

 

 

 

３ 得られた結果 

3.1 人工夜光雲の位置関係 

 球面三角法より決定した人工夜光雲の 4点の位置(緯度・経度・高度)を表２

に示す。図６より高度 73～100 ㎞の中間圏に出現し、時刻とともに高度の変化

はわずかであった。なお，図５と図６の１～４は，図４の①～④に相当する。 

       表２ 人工夜光雲の高度と位置                

2018 年 時刻Ａ(6:26:08) 時刻Ｂ(6:27:20) 時刻Ｃ(6:28:14) 

第 1 点 73km 

北緯 30.9°,東経

131.9° 

76km 

北緯 30.9°,東経

132.0° 

76km 

北緯 30.9°,東経

132.0° 

2019 年鹿児島 2019 年宮崎 

  

 

 

 

 

  

 

 

5:35:26(時刻 D) 5:35:32(時刻 D) 

図４ 時刻Ａと時刻 D における鹿児島・宮崎の観測画像。×印は、人工夜光雲の

読み取り位置。鹿児島では桜島の噴煙直上にわずかに見えた。 
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第 2点 91km 

北緯 30.2°,東経

132.1° 

86km 

北緯 30.2°,東経

132.1° 

84km 

北緯 30.2°,東経

132.1° 

第 3 点 100km 

北緯 29.4°,東経

131.6° 

93km 

北緯 29.5°,東経

131.6° 

85km 

北緯 29.6°,東経

131.5° 

第４点 90km 

北緯 29.5°,東経

131.3° 

91km 

北緯 29.4°,東経

131.3° 

91km 

北緯 29.3°,東経

131.2° 

 

 

     

 

 

 

2019 年 時刻Ｄ(5:35:26) 

         73km 

北緯 31.7°,東経 133.3° 

図５ 2018 年１月の人工夜光雲の平面図 



 
 

 

図６ 2018 年 1 月の人工夜光雲の断面図（西方向より見た図） 

 

  図７ 2019 年の人工夜光雲の存在位置(太い実線は H２B ロケット８号機飛翔経路) 

図 6 2018 年 1 月の人工夜光雲の断面図 



 
 

表３ 2010～2019 年,1989～1999 年の成層圏における風の傾向 

(気象庁データを参考にした) 

 

3.2 人工夜光雲の発生と移動のまとめ 

2018 年 1 月の人工夜光雲は高度 73～100km の中間圏で発生後、高度はほぼ変

わらず第１点と第２点は北西から南東へ移動し、第３点は南東から北西,第４

点は北東から南西へ移動していた (図５，図６)。つまり第１・２点は西寄り

の風，第３・４点は東寄りの風が吹いたことが推定される。また 2019 年 9 月

の人工夜光雲は高度 73km の中間圏で発生していた(図７)。推定した出現位置

から北東方向への移動が予想される（図７）。 

 

４ 考察  

4.1 中間圏の風の考察 

 

 

 2010～2019 年 1989 年～1999 年 

鹿児島 10～25km 北西 25～30km 南東 10～25km 西寄り 25～30km 南東 

潮岬 10～25km 北西 25～30km 南東 10～25km 西寄り 25～30km 東,南東 

(鹿児島：鹿児島県鹿児島市，潮岬：和歌山県東牟婁郡串本町) 

人工夜光雲の移動原因を調べるために、気象庁が公開している潮岬と鹿児島

の 1989～1999 年 1 月 1 日～1 月 31 日午前９時の成層圏(30km まで)の風向デー

タ(17617 個)を入手し、分析した。その結果、下部成層圏である 10～25km は

西寄りの風であった。また 25km 以上になると，東または南東に変わることが

分かった。これは冨岡(2008)の成層圏と中間圏の風向が同じという指摘と矛盾

する。 

また京都大学 MU レーダー（滋賀県甲賀市信楽町神山）による中間圏の 

1989～1999 年の風向データ(35 個)を調べてみると，南東風の傾向があること

が分かった。また、鹿児島の山川（鹿児島県指宿市山川町）MF レーダーによ

る鹿児島の中間圏の風向も同様に南東であることがわかった。従って，成層圏

と中間圏の風の傾向は同じであると考えられ，1989～1999 年 1 月の日本付近

の中間圏は南東の風が吹いていたのではないかと予想される。次に，2010～

2019 年 1 月 1 日～1月 31 日までの鹿児島と潮岬の成層圏の風向データ(28646

個)を入手し，分析した。すると 1989～1999 年の結果と同様に，下部成層圏は

対流圏と同じ風向で，25km 付近で南東の風に変わることが分かった。 

ただし，2019 年 1 月の風については，1か月を通して西寄りの風が吹いてい

たことが分かったので，1989～1999 年の中間圏の風の傾向と同じかどうかは

不明である。そのため，2000 年代以降の MU レーダーのデータなどを今後入手

して調べる必要がある。また冨岡(2008)では，北半球中緯度では平均的に中間

圏と成層圏はどちらも西寄りの風が吹いているという指摘があるので、ほかの

地点の風の傾向も調べ、中間圏は日本付近のみ東寄りの風なのか、それとも北

半球中緯度全体の風向が東寄りの風なのかということを調べる必要がある。  



 
 

 

4.2 人工夜光雲の移動原因の考察 

2018 年 1 月の人工夜光雲は、計算により第 1点と第 2点は北西から南東へ

移動し、第 3点は南東から北西,第 4点は北東から南西へ移動していることが

分かった。1 月の鹿児島付近の中間圏の平均的な風向を、前項 4.1 から南東方

向（東寄りの風）であると仮定すると、第 1,2 点の移動は西寄りの風によると

考えられるので，この平均的な風の影響ではないと予想される。そのため大気

重力波や大気潮汐波が原因かもしれない。これにより，第１・２点と第３・４

点では異なる風で雲が流されていることになり，中間圏上部の風が単純に同一

方向ではないことを示すことが今回の分析で判明した。 

2019 年 9 月の人工夜光雲は、H2B ロケット８号機に起因して発生しているも

のである。8 号機の飛翔経路は非公表だが、H2B ロケット 7機分の飛翔経路が

ほぼ同じことから８号機も同様と仮定すると、人工夜光雲は発生後，西寄りの

風に流されて南西から北東へ移動していることが推定される。これは、2019

年 9 月 24 日、25 日ともに気象庁のデータでは成層圏では東寄りの風が吹いて

おり、成層圏と中間圏の風向が同じと仮定すると，この結果は矛盾する。H2B

ロケット８号機打ち上げ後，数十分以内に人工夜光雲が発生していると仮定す

る（2018 年イプシロンロケット３号機による人工夜光雲の例から推定）と，

夜光雲発生が 2019 年９月 25 日午前１時 30 分頃として，夜光雲が観測された

時刻の午前５時 30 分過ぎまでに約４時間のタイムラグがある。その間，対流

圏の雲や桜島の噴煙により，人工夜光雲の発生が全く確認できなかったことが

とても悔やまれる。また，宮崎で撮影された人工夜光雲は撮影者が夜光雲の発

生に気付かずに偶然撮影していたため，宮崎でも撮影時刻前の状況は不明であ

る。夜光雲発生後西寄りの風に流されたと考えるのが妥当であるが，その原因

について今後考察を進めたい。 

 

4.3 人工夜光雲の形状についての考察と実験結果 

人工夜光雲の形状が複雑である理由は、ロケット噴射時にできる雲がスパイ

ラル状に変化する影響であるのではないかと予想し、以下の実験を行った。 

表４ スパイラル状の雲の形成実験 

 実験① 実験② 実験③ 

実施日 2019.9.18 2019.10.4 2019.10.4 

場所 地学講義室 学校の校庭 学校の校庭 

時刻 7:00pm 7:40am 7:50am 

天気 (不明) 快晴 快晴 

風 なし ほぼなし ほぼなし 

スパイラル状の雲の形成 × ○ ◎ 



 
 

図８ 実験でできたスパイラル状の雲(左図:ロケット花火，右図:モデルロケット) 

  

 

 

【実験①の結果】 

発泡スチロールを円柱状にしたものに線香を 3.6cm に統一したもの 4本と

12 本つけたもので実験を行ったが、スパイラル状の雲はできなかった。 

【実験②の結果】 

ロケット花火の打ち上げでは、本数を増やすと噴射煙がスパイラル状の雲へ

と形状が変化した。 

【実験③の結果】 

モデルロケットの打ち上げでは、ロケットの噴射煙がスパイラル状になり、

ロケット花火と比べて動きが安定した。出現の様子や動きは，本物のロケット

打ち上げ後に見られるものと最もよく似ていた。詳しい解析は現在実施中。 

 

５ 結論 

今回の研究では、2018 年 1 月のイプシロン３号機に起因する人工夜光雲の

読み取り位置を増やした結果、人工夜光雲が一定方向の風による単純な移動で

はなく，おおよそ２方向の異なる向きへ移動することが分かった。また 2019

年 1９月のＨⅡＢロケット８号機に起因する人工夜光雲を観測することができ

た（今のところ，我々と宮崎の２箇所のみ）。夜光雲の推定発生位置から，西

寄りの風で移動したと推定されるが，この風向は気象庁や京大 MU レーダーデ

ータの傾向とは異なる向きである。今後，再びロケット打上による人工夜光雲

が観測されれば，中間圏の最近の風の吹き方や季節ごとの違いを明らかにする

ことができると思われる。 

 

６ 今後の課題 

･MU レーダーでの中間圏のデータや気象庁の成層圏の風向データをさらに集

め、成層圏と中間圏での風向の関連性を引き続き研究する。 

･成層圏の風を調べる地点を増やし、日本付近とほかの地点での成層圏や中間

圏の風の吹き方の違いを調べる。 

･人工夜光雲と自然発生での夜光雲の色の違いについて考察を行う。 



 
 

･様々なロケットに起因する人工夜光雲のデータを集め、ロケットによる違い

があるかどうかを調べる。 

･ロケット排気煙からできるスパイラル形状の発生メカニズムとその移動につ

いて考察する。 
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