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〈教育セミナー〉
光老化を防御する―光に関する基本知識から最新のサンケア製品まで―

「光の時代」

―改めて光を学ぶ―
竹 下

秀*

“Time of Light”
—Learn Light Once More—
Shu TAKESHITA*
Abstract
The sunlight is essential for all living things on the Earth. In addition, the light has been applied in every technology,
science, and art. Therefore, light is a fundamental technology supporting modern human society. In this paper, the fundamental characteristics of light and recent solar light environment are discussed. The light is one of the electromagnetic waves,
and consists of ultraviolet radiation, visible radiation and infrared radiation, which wavelength band is from 1 nm to 1 mm.
The ultraviolet radiation is more active on the chemistry than visible/infrared radiation. A based on the long-term ground observation on the solar radiation at Hiratsuka, Japan, it is clearly shown that, the solar ultraviolet-B irradiance is affected by
the amount of ozone in the atmosphere but also by weather and air pollution. Since 2001 the total amount of ozone shows recovery trend as ＋0.207％/year. According to the basic relationship between solar ultraviolet-B irradiance and ozone, it has
become clear that solar ultraviolet-B irradiance should be decreasing. However, the solar ultraviolet-B irradiance shows increasing trend as ＋0.538％/year. It is considered that this increasing trend of solar ultraviolet-B irradiance was affected by
ozone, weather, air pollution, and solar activity. Moreover, the global warming been attracting attention in the world. Ozone
is one of the greenhouse gas. This fact clearly shows we cannot separate on the ozone depression and global warming as a
difference problems. These problems should be handled with as one serious global environmental problem, and monitoring
and evaluation have been required.
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はじめに
2015 年は，「光と光技術の国際年（略称： 国際光年）」

として国連が決議し，世界各国で「光」に関するさまざ
まな行事が開催された。これは，21 世紀の今日，「光」
が，住空間，医療，エネルギー，情報，通信，一次産

が大学学部時代から手掛けている紫外線の環境について
取り上げる。
2.

光とはなにか
光（light）とは電磁波の 1 種である。この電磁波の分

類を Fig. 1 に示す。

業，天文などあらゆる科学技術から芸術・文化にまで応

電磁波は，ガンマー線，エックス線，光，電波からな

用され，21 世紀が「光の時代」と呼ばれる時代になっ

り，光は波長 1 nm から 1 mm の電磁波である。この光

ているからにほかならない。人間がこの地上に誕生した

は， 紫 外 線（紫 外 放 射： ultraviolet radiation）
，可視光

とき，人間が手にした「光」は太陽光や自然災害で発生

（可視放射： visible radiation），赤外線（赤外放射： infra-

した炎であった。その後，人間は，「光」をさまざまな

red radiation）に分類され，この総称として「光」とい

形で利用し，今日の社会を作り上げた。本報では，「光」

う用語が定義されている。しかし，研究分野によって異

について，物理的な視点から取り上げるとともに，人間

なり，例えば照明分野では，単に「光」といった場合，

が地上に誕生してから常に付き合ってきた太陽光によっ

可視光を指す。この場合，紫外線，可視光，赤外線の総

て作り出されている地球の光の環境について，特に筆者

称として「光放射」（optical radiation）という用語を使
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