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１． 研究計画の概要 
 
大気中の運動量輸送の担い手として、特に中
間圏から下部熱圏における平均風速場と温
度場の決定に重要な役割を果たす大気重力
波を、流星エコー観測により得られる水平風
速と温度変動観測から解析する。そのために、
以下の観測・研究計画により実施する。 
①北極域の流星レーダー観測：トロムソ
(79N,19E)、ロングイヤビエン(78N,16E)、ベ
アアイランド(75N,19E)は、ほぼ同一経度に
沿った３点のチェーンとなっており、北極高
緯度における重力波特性の緯度変化を明ら
かにする。 
②南極域の流星レーダー観測：デービス基地、
昭和基地は同じ緯度円に存在し、これまで両
基地に既設の MF レーダーを用いた平均流や
潮汐波の比較研究が行われている。重力波に
ついても経度変化の有無を明らかにし、平均
場との関連を探る。 
③SuperDARNレーダーネットワークを利用し
た流星観測網構築：同レーダーは両極を取り
巻く約20台ほどのレーダーからなる。本来は
極域の電離層プラズマ対流観測を目的とする
が、研究代表者の開発した流星エコー観測手
法により中間圏領域の中性大気研究への積極
利用を推進する。 
２．研究の進捗状況 
①重力波解析に必要なデータ精度を得るた
めのアンテナ位相のキャリブレーション手
法を確立し、３台のレーダーによる観測デー
タを蓄積した。３点での大気重力波の水平伝
播特性を解析し、３点ともに重力波が背景流
と相互作用を起こしていると考えられる明
瞭な季節変化を示していることが明らかと

なった。一方、３点の間で背景流の違いなど
によると思われる差異も見られることから、
背景風速場を詳細に捉えるために南北
1000km に渡り連続的に風速推定する手法を
開発し学会において報告した。 
②昭和基地の流星エコー観測のために代表
者自らが南極観測隊に２夏にわたって参加
した。残念ながら輸送事故による部品の紛失
といった不可抗力のトラブルにより昭和基
地での観測立ち上げには至っていない。しか
し、2010 年度の末には大型大気レーダーが
建設予定となり、本研究課題で予定していた
流星エコー観測よりも高精度の観測が実現
する見通しとなった。現在、観測立ち上げの
ための準備を行うともに、高機能な大型大気
レーダーでの流星観測手法の開発を行って
いる。なお、Davis 基地における流星観測デ
ータからは、北極域における重力波の季節変
化と定性的に良く似た変化が見られること
が明らかになった。 
③SuperDARNによる流星エコー観測の完成
版といえる手法を開発し、国際学会誌におい
て 発 表 し た 。 昭 和 基 地 を 中 心 と し た
SuperDARNレーダーでの流星エコー観測を
実施している。 
３．現在までの達成度 
③やや遅れている。 
（理由）３台の北欧レーダーについてはデ
ータが予定通り蓄積され、解析手法も確立
し論文化に向けた準備が整いつつある。ま
た SuperDARN レーダーによる研究は、改
良型観測手法の論文発表を行えた。以上の
２テーマについては、おおむね順調である。
しかし昭和基地における流星レーダー観
測については、残念ながら不可抗力の事態



により観測に滞りが生じており、今年度終
わりころまで観測の立ち上げが遅れる見
込みである。このことから、やや遅れてい
る、との自己評価とした。 

４．今後の研究の推進方策 
①研究成果を論文にまとめて発表する。 
②今年度末に立ちあがる大型大気レーダー
での観測準備に努める。さらに高機能レーダ
ーによる流星観測手法についての開発成果
をまとめる。 
③手法の普及にさらに努める。 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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