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スロットアンテナ

北海道大学工学部伊藤精彦

スロ γ トアノテナは皆様には余リ馴染みの無い

アンテナかも知れません。しかし.このアンテナ

の歴史は占<.我が [iii てず〉初登場は約半世紀州第

一次世界大戦'I'の北 il ，j， i且大学です。初期には制限

公'I'料 1 (スリ y トアンテナ)と 11 1'は'れていました。

これは金JiI'，て 7立われた発晶、~，~からの It 械が版制 I' 、

令Mのi刊h口からであっても一定の粂刊さえ I，出比

すれば.その泌 ill!.!: プ〆縦約て大きくなる現象の発

見から調 II 隙・ 4R 中線の光明へとつながったものです。

m一次大戦中は土に航宅機用アンテナとして基礎

実験が行われておリました。戦後.欧米から情報

が入ってくるにつ tし彼ら L スロァトアンテナの

研究を行っており研究レベルがほぼ凶作 lA だった

のが分かったそうです o jY おが大学院生の k孔 j長

}止義 Ij i.名 t十教授をはじめとする諸先訟の告かれた

ガリ時 1J りの有 ift 主に何度も口を i血したこと、校、と

朱 loll された茶色に日焼けした表紙のこと等を今で

も鮒Y. !I に記憶しております。

この様主わけで.スロッ l ア μ テナの ~Jf 究は北

大の伝統研究の一つになっています。

と ζ ろで.ダイポ ノレムヤモノポールに代表され

る線状アンテナは，料 i状導体に請しれる泥流から放

射するため泣 ;*u 果的アンテナと 11 '1は'れております。

これに Nして.紺 l陥から 1庇Mするスロ y トアンテ

ナを我々アンテナの研究者 laj て'は磁流系のアンテ

ナと呼んでおります。しかしこの総流系アンテ

ナ的政射のノカニスムを '"I 生に話すとき，かなリ

背'Jj' を裂します。ご存じのように.~磁界の基本
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てもほぼ-7とになっております。この4(は者1\ ，b 学

|日lでは泡i庄の1[£界と i磁界の相闘が小さいことを芯

味します。そこで，閃 1 のアンテナによりエネノレ

ギー伊，肢を'呈伝すればフェージングlニリJ， ，、il!j{百が

nj能となります。

図 2 はスロ~ I アンテナを多数配列したアレ

アノテナの1刊です。このアレーアンテナはプリン

ト基板に尖似て."tr- した Mt'nt回路を表 IHi に， 点制iで

'J、したえ口 y トを 1llliiに印刷j してあります。この

アンテナにより、極的て i~lj.l，. \JY似でノぞラポラアン

テナと|口J f\~"伎の肖干1111J'ア/テナが正IJAI:11配線以 i桁に

よリ lli~f~ ;される可能'tl があります。今では.衛星

illj孟叉イ~iI JJ 平 1(11 アンテナは珍しくありませんが、

店、どもの研究主は li p，和 53 ij'我が 1+1 が刊界に先駆け

て jJ ち上げた実験用放 JBrtMH の'主 fli を閃 2 のτIe I(ti

状スロ y 卜アレーアンテナで行いました。この村

のアノテナてーの'呈 f口実!肢の成功 1;1私どもの M先不

J'"

出
T3MLMI r'

_._-....ーート白

卜恒 .“いー“\崎町

叫 喧 u

'"
m

.'1..1'~" II) 川副叩

式<'i' クスウェノレのお位式は物理学上の災ギ iーとし

ての電流と'Hi: 11:f のみて訓 lみ立てられ r総dre や殴

イ~!f ( マグネチックモノポーノレ)寺という y ロモ/

は式の対 tiJ;t' 1 か句導入されたに過ぎず，その存。

が妄fJ.~ (スベクレーンヨン)て vあるりと百われた

り， rF7. ビ y グハンて凶は無数の磁 \1'I:f がヰ街へば

らまかれるはずであるりと三われたりもします。

従って. 'ilL~lI eアンテナと双対 i門を持つ磁 itt アンテ

ナの物理的イメージを， M!if二を持って fL 、えられま

せん。物理屋さん早〈何とかしてください/

占;討し系のア/テナて"あるモノポールは7[界を受

けるのに越しており男刊 fl(J であるのに対して.脱

出し系のアンテナであるスロ y ト(あるいはスリッ

ト)は磁界を受けるのに過しており女性的である，

電波の世界でも紋近は男女平等に取り扱われてい

る，司、と峨流アンテナの市 lWi を与えることから

学生に馴染んでもらうことにしています。

図 l に示しますアンテナはこの似なスロ~ I の

比刷のー WI] です。このスロット・モノポ ノレアン

テナでは，スロ~ Iｷ1 と 2 で脳界の x および y 成

分を.さらにスロ y トと直交したモノポールでは

U界の z J& 分を各々犯 ~ii. に受伝することが IJ\ 未ま

す。ニれらの f正他界成分を白河 t検波し ))llt1 します

と受信~7.Ji\ J でのエネノレギ 伊O'J主に比例したけ i 7J を

得ることがけ L:f~ます。閃から fl! 保されますように，

ポーノレとスリントの共|日 l作業で不思議なノぐワーが

'I まれるのでしょっ。ちなみに.このアンテナは

エネルギ一昔 ;.J 主ア/テナと呼ばれ ~i\ -I':'の米凶特許

でー帆務 jt l リj ですので特持椛 1 ;1 ·1 ヒ大が持っていま

すのきて. ビノレの乱、/する目 1;$ 内て。の 'H :ij皮肉(ム搬

は多数の屯 IIえが 1 品、しあい版刷な'Ii:イ t' il !iが立ち，

ニの 'I' を走行する移動体の受{日 {L ，すは II 寺 It 'd的に不

胤HIJ な変化をします。この変化はフェージングと

l昨ば it ， IHi!J'i i' ，出市立と切の jill {~j' Ij 1l l 'I!{を劣化させる

If，(凶の一つです。この定作法には次の憾な 1(li I'Jぃ

刊 '[1 があります。すなわち . 1.L :{I:i 止を桃 oJ<:する 7ι

界と磁界を各々， 1(Jl に在 JU I!I Iすると，一般には 1li:界

的強いところでは磁界が ~N <.助、掛Lの強いところ

では屯界が~j~j くなっていて. 'Ill界のねつエネノレギ

ーと総界的村つエネルギーの杭lはどの宅問l をとっ
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ニのよヲなその此 III I刈をよ制介iI'し|げました

依会をリえ~.')il光栄に思い主す また， fl，‘どもの

研究引のアンテナ技術で， I 日 .'\S の+T hgのお(1:に

iLゥむのしのるか L 知れません お公4・f!ニ pi をか

(l ‘とう・きよひこ)けて|、さ L 、。

(:fl)， 1 を交いするた的

~tihtjι てー I;J:アンテ

以J- ，

はノ、ラポラにとうて t十わるか L 知III まぺ tん。

，It 人ーて 'j j われましたえロ y トアノテナと

カ4えカ '[:[1 て-， 1,1iJJて--f 0 また.

にこのアンテナを Ifl]けますと.

ナ I(， iか601~工作聞き封i ど41，が必きません 従勺て.

ζ の純の I' IIJiアンテナは ft\'I;'1~f~ij也削として将米

お知らせ
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宇宙科学研究所一般公開

とニろ

li~~ i~(

11'"

とニろ

JJ( " 、

8)127 日 1 1:1 10:00-16:30

flIH\1 以キベノノ、ス<t IIH\JI;' ， rlilll~I t-{; )

, 'j-:'r1 iMfの Jj}~ y.!.

X 拘U·\ 丈{~.j JI~

ミユーロケ γI- ~~.

ロケ y ト・ (fMi ， l の， iJ\I 級品制"

ifU 水/i 荘内全ロケ γ| の IJt·) 5t11'"

IJ}]

展示公開

~
と

人、
台、

II央

講演と映画の会

き 8 !l 2611( 付 13: 30 1Jf 1場 -16:30

あじさい会館(利 m除、 rli' ，;; UU-20)

7セ'ラン 1111Ju の起剥 I'H

~'Y'I 山， If 助教I1 kitJi 文 II({

.スペースフライヤ (SFU)

:サ宙 Mf 教校 長長木恭一

if弘ノド /i 世間をロケントの開発

と

H央

衝撃工学シンポジウム

til 昨 II{{ 制 163 年 9 月 30111 付-1oH jnw
場l~r 相似 JJ;( キセンハス A隙 21滑人一会議引

宇宙航行力学シンポジウム

U?{ 和63 .11'- 11 H24 日(村 -11rJ26tlW

相g~ 原キャンハス A棟 21培大会議主

宇宙の謎を追う

ーで;建二 fEfJ 、

民勾可苧 i\Jだ

て・己 いた通 r

時間預宇宙科学研究所。 m・閉山....-・ー，

綱健康*1>:"-パス nzzTY 討 1

~63 年度一般公開

現(旧)聴等

名古限大 7 帥 f

用宇都

れ (I ， 14{ 大'·i:JIJ J. fil'~

理 f 部

項•動異

(客員部門)

j':'ljjl創断定手助教校

{転缶)

三i':'.iil凶研究系 D!J'f

'j':Hi科学研究所研究協力深

共 1 ，;1 利則係

0427(51)3911(内 2234 )

名民

小山牌ー

紀Ut-tli. ,}

IIU寺

場所

63 , 7. I

111げ?せ先

*人事異動

尭令年月日

3 ー



*ロケット・衛星関係の作業スケジュール( 8 ・ 9 月)

B 月 9 月

5 10 15 氏) l~ 3υ 5 III 15 自} 2:) ←;3」0
_.占 L , , , 且』 ，~，白

M S4 10町 'L
州l'~ Vγ スト 仁コ

35-4 l~i-2~ 、 (;.SJ ODD 動IH' ， タ 亡コ Eコ
哨合せ ~'-13T\T·SMRC 、テスト "，汁 ii'" 1 配柑nl チ エ 7 亡コ

('j-:jii研) ISH:~lN;\'(; {'j:Hi6Jfl flJ チ之タ
Eコ(THi 研}

EXQS-D dチ~jilj 作 h4:f?,on
概同イ?わせ ('j:'lii 削) Jl i!射殺凶 ι Ii: ~~ ~I\肱 ('j: 'd i /JII) l..~~}，r: ， iJl:腕組制聞出品 A駒 ェク&ク

I[ じ二コじ二コ
('j:'lii6Jf) -一一 。 一一 ー .

大気球口刊'Jl，、[，州、腕 (KSC) (9/ 0.1 まて) j:Hij帝'±i.~\;" I~ ト" ム内

MT-13H9 MT-135 ・49 HI け I腕 KS 仁。

仁ご二コ哨{;-せ{す前附 1 仁二コ
イ1 根川良 1:1f~フライト主駐 IK 引}

一一-ーアミミ *MUSES-A

問時A判i 光学航法センサ試験
問事情 l
'<:1.三~ 7)J4lJから IOJJ'I'''，}まて七二輔l

モ ンヨンテープル主ならびに光学試験不におい

て第 n勺一利ザ1IIi 1 1!， (MUSES-A) に佑，I世されるた

学和r'L d、センサ (Optical NavigatiunSensor) の

性能， WI 幽1 ，試験が行われている。この ONS は~ I~と)j

の Illrj f主を掛り.姿勢1止び軌道決定のための的調i を

悦供する機器である。 MUSES-Aの姿勢制御は定

1'1~ 状態ではスピン去一定化方式となっているため.

11 泊の~lt1保 }f J\では 1/や H の 1主がブレてしまつこ

とになる。このため.相rlJ¥:;f;(てーある氾引 fth イt:-t

イ (CC IJ) のI正予 :i 転送速度を {:1 .j 'I~ のスヒンに l'iJJYJ

させて抽 H~ する，いわゆる 4喜劇~ft' i分 }j 式 (Time

DelayIntegration) が採IT!されている。

し たがって.この機能を試験するために l'I':i 1A-·~.i.::

皮肉 IIl ]II\! 、制能をイ{した三 'MI モ-:.--ヨノ テーブル

が相 JIIJ さ il て L 、るの

ー制 l モ-:.--ョン・テーブルは f:1i)I~.& びロケソ!

と専の];，勢制御システムの動的機能試験な句びに安

勢センサの機能・性能試験専に i世間されるむので

ある。モ-:.--ヨン・テ プルのンステムは大別し

て， 1111 帳、古 I;. 制御告 1>1えぴ， 11 -11機 i引から I，Yil 瓦されて

おり句 JI~l~~ 体の if: むの'~勢 j±~OJ が杉 11~ できる。

数年後この O :'l S によって.地球からは比るこ

とのできない 11 の央 1問て 1じ%にはね 1111 うているウ

-4
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*昭和63年度第一次気球実験

昭和63年皮肉第ー次会、球実験は.例年通り 5 月

上旬から 6 月初旬にかけて1 凶科"j': oJf究所ニl盗大

公球観測fiji'て寸7 われ， 卜 J::の 4 機が政球さ it. うで

て IN;J})した。

85-128気球の I lL雌府'illt品観測は. It·j鰍II!刊q l;!M也

で~;30次越冬隊によリ行われるれf;)<尖験の-(-刊"尖

!検を j長ねておリ. JJL)也で使用予定めランチャー，

ローラ-l\iをlfIいて h~ f;RL .それらの機能テスト

も介せて実地した。日初-56，目別ー57 気球は.いず

れむコ"/ドラを 1111似し. 12で銃取したガスおよ

び/i;( r骸乾似を取得することによってのみ尖験目
的が達成できるものである。そのため.あらかじ

め船舶をチャーターし， 1111収班を設けて準備した。

百J 訴は太、ド洋lIPI の UI~ i'!'50kmの出 l で i主主は日

本海11刊の全imill'1Okrn の海上で.いずれむ無 ιJ( 厄l似

することができた.以後の政球となった B却-55 気

球は.東京大学 ~H"ti~l) の向エネルギー研究グルー

フによる気球臨 Ullil への初の挑戦て'あった。だが拡1I.

filii 機協はベテランでもち労すると店、われる大 211 で

政維な装 t;'j: であった。機協の，淵~，~ .税制 uに必収利

I~日L...徹夜を.~.r iねてお句れたが，その努)jが尖り，

肱foR にこぎつけ.イ j 芯義主データを取得すること

ができた。(公 I:~;{ ペ之)

-第一次気球実験リスト

合有翼飛錫体の大気圏再突入実験

イiWII~ 捌体大気 l到1'.突入尖験は 9 !l 18el の7 ラ

イトに IIIJ けて、 iI' ，怖が jj主的句れています。この尖

験は我 l司で初めて主力的な制御によって大気凶へ

の内突入成行を行ヲものですが.小さい機体なが

らもその機能は複維で.特に飛行制御に関係する

CNE の機能ベヰ記舵用アクチュエ-5'などに新しい

試みが帰り込まれています。また気f;j，からのロケ

y 卜の発射という山、でもこれまでのロケ y 卜災験

にはない様々む試みがあリ. 1品If長布は述日よれら

の般討作業に ill われています。すでに気球 1>\1 係 L

合的て機 14>:やブースタグ ν、ードウェアはその始ん

と'が完成しておリ.段終 (I') な機能試験などの位認

作業が行われ. 7JJ7 日から始まる全機噛合せで

いよいよ判 l校J~( キャンハスにその全容を現わしま

し た。また可 CNI ミのモ-'"ョンテープル試験も川

崎京仁岐中工場において HI 2IJ までイ'定辿り行

われましたが.さらに万全を JYIすために p自作せ

終 f 後内 Ill:試験が行われます。(稲谷見文)

*寺沢敏夫氏がマッケルウヱン・メダル受賞

このたびAGU (アメリカ地球物f!j!学~介)から

京都大学の .)'·ilt敏夫助教1;)' ('j':'1ω耐f~住民助教授)

に 7';1 ケルウェンーメダルが11(') ら itた。このメダ

ルは. AGUから年間 :~.{'::j 3 人. 36--! 以卜の地球物

思'r:l.のi提出した業，，11ニ対し授与される大変名営

ある貨で.アメリカ以外で仕 'J( をしている人に附

られるのは怖主ことである。t:Z:i\即~rf1を述べたW

I アクス7 本ード昨寸二によれば r守i}{はす7ぃ世代

のすぐれた指導的料学者の←人で.データ解析

m論解析・数{向ンミュレーンヨンの全てにおいて

向い能力を備えている」として.そのハレ 探査

機「オーいせいJ 撚2肢のESP (エネ jレギ一位チ観測

掠)の観測れ1米の解析をはじめとする業績を挙げ

ている。(自，)川泰立)

政f求 H 気球名 観測 rti H jA 当 .r:j J.且 l叩 観111 11 時r. tl f品考

5 月 1Bn 135-128 1L:綴層電場 回立極地研究所 27 8時間 J40 谷

5 月 21 n lう訓ー56 7 ライオサン 7 リング 宇宙科学研究所 31 7時間 30 分 回収

5J-J2Bn B却ー 57 軍一次宇山線 ，Ii 山学院大学理学部 31 21 時間 40 分 凶似

6}I6 日 B却ー5!'i 反問 f 観測l *京大"r:JjJ!"i'ほII 31 13 時 flU n一 n日x
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*-表紙カット~ 撮影.前山勝則

制|校l民キャンハス第 I JUI計[而lの最後の建物とし

て.九i利 liii(lt止(延 1 ， 500m'. 完成後は験以会 fif(・

CafeteriaandLodge 町名科、となる)カ '6 HTtJ)

にはコンクリート打設を終リ，建物形状の輸 !I I; をあ

らわしてきました。これから. 8n 未の竣」ょをめ

ざして (-I:上げ」ーがが急ピ y チでill;められることに

なリます。

この挫物は.食散の-'1'尿 {H~分及び二主として \(1泊

施設か句なる 3 階建部分を組合せた形状となって

います。 H時には食主・先店・研修集会主等 2

階 l立ぴ 3 階には lr!i (1宅が配;n されています。これ

までの研究・尖験のための建物とは用注が全< Y~·

なるため.食主は外壁を円孤状にするなど'I' j{,j(i'J

にも辺|斤[ドJに L -L夫や変化がつけられています。

また，ゆっくリした主lj';\'てω食 'I>カfて'さるよう X)I

~Jj もjjJj出より fA くしています。術的部分l;liP身{]

24 1'，・ K~，Jill-J 4 当2 ・家族IT] 2Pの収谷:数となって

います。術的不はすべてユニ y トパスが設むされ

例目IJ給場によりいつでむ使刷できる h式です。

キIll，止 I~(キャンハスでの4 泊もすて'に 3 ヵ JJ 1Jヒ

食~・売店・宿泊施設の完成が大変待ち望まれて

いますが.その 8 (, 1>うUl J むなくです

(柿本敬輔)

*KM-M-l の地上燃焼実験 能代ー

KM-M-I は. 1990年初めに-tJ上げ千定の J~..t""
験f* 'l't l，1i J ，l. MUS ビ S-A を)j;ぇイノグパイ軌道に投

入するキックモ -7 である。このモータの特徴は，

従米のチタン系f;-金に代えてチャンパ村にカーポ

ノ繊 ~II 強化フラスチ 17. ノズルスロート 7 ラク

山火加による後 )jli: 火 }j 式，爆薬に百 lするニトラ

ミン系化作物を般化剤 l成分に含む推 J且'\1'とを採 m し

たこと主どにある。 i止圧 f毘境卜て"の治火およびそ

の i去のスヒン体焼は止出で.次の lit 調ll~l~ モータの

ぷ.n に備え il~j Jl すべきデータが l収仰できた。

(岩 1111 悦)

*SOLAR-A の硬 X線望遠鏡コリメータ

太陽は川知 lのj曲 J) ギ-I II 年周期 lて'-ilfj 動の消 kを縦

リ返している 先lui の抗生'JJ t血大!日 iには 1981 .if-に太

陽 X 紡I lJI. il! 'j のひのとり J farJl~ か打ち上げ句れた

次 lui の阪大lU ll 立 1990 年代初 jめにめぐって~~るが.

これに合わせて 1991 .if'!i£.太陽観測 1，1r ll!. SOLAR

Aが ~1-3S 11-6 り機によって打ちトーげられる。こ

のたびこのSO I.i\I{!こ搭峨される HXT (I~X 科lq

迷鋭)コリメータ百1\の機械環境試験が. 中判相II昨f~:校》見川:リIf，似L恥t キ

ヤンハスのH成t期捌H体4本i耳原1 !l境E訂誠t験t悦点て

そのi術9酎i1悠書白i式正験のt収L児川:i\線革て“'<Iあ》る。((1'μ IJ!J'!γ。)
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も

予 BAT-2 7 つの謎

東京大学田

直亙望日

中前

([j BAT-2 とはなにか?

誤解 こうもリの 2 りさんのこと。

IleW(, 打i術1}:.勢制|御{OJ的欠J;ド dfJ述鋭 (Balloon

13ot'l1cAstronomicalTelescope)で I Ii主は 30<:m o

70 1ド代に }I~ばした 1 J~ は ul干 1 5<-:1ll(l

② {μIを鋭i!llJl るのか 9

誤解 こうもリの II付組1r ~I!i を測定する。

II 解表 Iflli品伎のfJh、亦ぃ.!Itのj~~方、外城IfJJ分解能

スヘクト Jしを観ilIl! して .hiの大%の状態を調べる。

Q; どんな観測機器を挑， I在しているのか?

誤解紅 i下f波探知 II幾。

止解 :7 ーリェ分光協。マイケルソン烈+渉再|の

-)j の鋭を，向精度て'スキャンすることにより1.'，-件、

似I)l 本て'広 47 域的分解能スヘク l んを仰ることがで

きる。品、外線検出一時 I~ InSb で，デ タはオンボ

ードコ/ビュータで処J1J!.した後ド CM テレメ タ

でI也 l に i詰る。

。 安勢Hi1!i卸の村iI主はどれくらいか?

誤解。 1 I主角もいけばよいん

kfiJ.~: 2 段階制御になっていて.組制御で O. j 分

If)， 粘制御で 1 秒III. *'l制御はゴンドラ全体をコ

/トロ ル・モ ノ/ト・ジ苛イロ (CMG) てψi}J

かす.視野 2 )主 X2 皮肉テレビカメラでlJt針を附

必 L，コ7ンドでスターセンサ( 10cIIIの吊I ，lr培法

鋭のIt 山に 7 ォトマルを世いたもの)に ll\ を導〈。

。 0川

政球前のBAT-2を囲んで記窓癒影

f,'; ;lill 御はt:tti~j立の It 山 j丘くに ;Uかれた小さい鋭を

晶、る。

⑤ 全体のIf( u.::，大きさはどれくらいか?

計\Wf :JI"i日に恥くてとて L ~(I;J( て'IIW'せない。

JI 向If :ki)5001情。大きさはほiιが lmXlm て"1::/ さ

が 2 III 。発泡スチロー/しの l'Qいがつく。

@ いつ n~' ;l' 1-1'主Iiかラ

誤解 'j"',iifOIfはそんなもの飛ばす公はなu 、。

止解。今年8 月後半に1克児);.'; (内之illl )から中|五l

に IllJけて n~l;l'すイづ;;: (U 中共同実験)， 111 年 L n~ば

したが残念ながらJfl·q， ~(I;Rカ‘.切れた。

⑦ なぜ成功しなかったのか?

誤解 ，II.当行が無能だか句?

.JE解 ? ? ? (たなか・わたる)

co
(3-1)

4300 10 20 30 40 日切 70
波凱(田)

国立天文台岡山 188cm 望遠鏡のフーリエ分光器で得られた αOri (ベテルギウス)の co 分子吸収帯。
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A主義 d L_
ゴダード雑感

宇宙科学研究所川口淳一郎

同年 II)J151ーより l 皮半年IlJJNASA ゴダード1

iti飛行センタ (GS ト C)に滞イしする機会を fザました

ので.忠、いつくまま感恕を述べてみたいと忠いま

す。滞イ，:U(I'Jは GEOTAl しの軌道. ミ"/;，/ヨン解

析で. 111:年度斗:'， iHJf平等H教授であったロパートー

ファーカ一氏の「で11:'1与をして参りました。

前{工の1iYi IU 氏.中谷先生ヵ、ISTP (Jnlernatioｭ

nalSolarTcrrc .s tl 同 I Physics)Orrice 町中て'

プロジェ 71 管JIlt をされていたのと i主いファーカ

氏の kf; する飛行 )r"(::li\1 ・ 'J という寸'山研での分別

とい l じtI: 'J.>をして参りました。 GEOTAIL の帆 ili

:i1"t 11lj は慨にファーカ一氏句により地本概念が決定

されており. LVI> 町内作その L のはあまり新鮮で

はありませんでしたが. ~·:i~.(1 中にどうにか新しい

帆ji1奈を 11 成することができました。

この 11.1 j 力 q: 許l)l'"\は研究系ではなく.エンジニ

アグループで。スタ， 7の多くは 20 代と {'i < ‘こ

うした実的削除の多くのや 1 1 11 \1と知りあえた併は守

-A; tjx 的な川仇では味わえない i' l: if( な椛験でした。

彼らのイ I:J J\·の対象は 1ーとして y 守トノレ止 F欣で i出れ

ている eRO (GammaH.ayObserva 凶ry) 的姿勢解

析でした。 k刊の峨 KLh 且 :H は i止んでいて.リ jj司法

とI;;刊だけの Z チームが ):'l~~: にそれを 111. 当してい

たのが向 I(量的でした。折しも.ワシノ l ンーポス

ト紙に U 本に於ける-Ix刊 J也{止の特集が制 l ま t し [J

l' では i:.~ ， lはたに『思J[ J と l呼ばれているという

ぷ1尚、 4主力たため 1庄 k りかりその意味をII-: J\.. 、つ

グ〉ら it. i1 6?与に ;I i J.~~したニともあリました@

彼りの 11: '1> <7) I"J"ifは i として;n- n 機的オヘレー

ン可ノとワーフ口 11: X，で. }.j..... :.t以米コーデインク

はし たニとがない人I， f告しくなく. n 分的l>J!って

いるソフ l ウェアですら中味については全〈知ら

ない人む多かったよフです ニれも. j':Hi 光i1i 1"1 の

うt)t 制的 端なのでしょうか'我がい!の技術者向

Ii: カ\その絶対数ヵ、少ないこともあるのでしょヲ

か I庄りよりはるかに多くの拍 ';i 遣をヲ kめら iしま

た作うていると， n. l， \，.、ました n マンハワ のif を実

感すると It.J 11./ に H 本人的時間さを改めて， 12· 減した

次第です。

円 l:":j と:f.:'l'{ M~ 足立のニュースはほぼ 11i II 事I! i立さ

れ.アメリカ人的 L 、らだちは彼らず，干スタ， 7 に

し lえんでいて. 見.!. h' ， グ)U 也 hili 十悼の I:':' さもよく生 II ら

れていました.彼句と話す際に披 L制定したのむ

この従前 1m 制的山で「アメリカでは物相 nが昔話い」

などとは決して Uに出さぬよう努めました。一部

的人は政竹に不愉快な阪をするからです.彼らは

一般に l町弘、をしたがらず. 'II 年の人々でさえ Iti 全

なしというのも稀ではありません。滞イ L を終える

にあたって.当地で脇八した市を売却したのです

が. I出物は $2 似JO 強だったにもかかわらず."Ciっ

たすい、米I;;刊は.この代金を支払うあてもなかっ

たため.突生 U~ !Jめを企 fj めて.銀行にローンを小し

込むといった只合でした。この i'l ーでも GSFC の友

人と l治したのですが「給与の ヵ H 分統的苦 i えは

常に 11 1. 0' しておくべきでは? J との店、の'Q"凡に対

して.彼の以応はJ: MJi していて r II 本人 I~ 今、 rJ

l印だからそういうのだ」と. とんでもない誤解を

される船木でした。アメリカ人の U 4~~·l¥. 丙への苛

、/ちはキ II :!:J な L のだと州協しました。

は叶、すれば!k;t/.i.{まうまくなるだろうと II 非 T にき

めこんでいたのですが.全くの IT~~ I) でした。これ

は 100% 例人的オ能に依有するといつのが卦 ';ii れな!必

ftl です。 :"j 山町「にはお上 T な Ii が々たくさんいら

っしゃるのて'お l~" ‘しいかぎりですが. fi 叫んでいた

ストリート名の rSouth Laurel DriveJ を 1ムえる

のが"kは大変でした。 lh と e ， ，のために必ず 2 I主

党 11 しなくてはならず. South は North/South の

South といってもどちらも山を含むので句ついに

はスベルをーっすっ訴したことさえありました.

1;1. <7) オ 7 ィスノイトには「おまえは Bowie (隣町)

にれんだ }j がよかった.そうした句皆に術中に解

ゥて ι らえたのに J とよく 'jL ，l主をいわれました.

特に山 erma I(然的)を Ii.;えるのには I品iJJ大変ず，ッj

して.後に ソァ マルに近いことが解って.

そういえばそう教えられたかな?と向分の融制l を

大いに lλ 行したものでした。

フレ y クスタイム刊」刊のためか夜を有効に似おフ

とオる人が多<. GSFC スタ y フも符 '"I' 起きでー

~ijJ 8II 干には則・Ii スペースむ無くなるれ・でした. (ι

っと ι 午後は 4 II寺前から対主， L 始めるので寸が)

この 'I 泊り丈ムは 3 文 でもないでしょヲカ仁

和Iかしら仰をしたよフな気がします何で.当 1M職

場 Hoi -hi;するまでは.ヰ 'ri i日fでも続けてみょうかと

4 えています。(かわぐち・じゅんいちろっ)
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-,j-;:::-~
~込出誉宙 太陽電池の話 (5)

(宇宙用 Ni-Cd電池その 2 )

太陽によってできる I也球の影に入った時(日除

時). 'j ・街 J Il Ni-CdilL池は.科学衛星に俗般の法本

機総(泊 f;4.データ処到!，姿勢制御. ';I!:i.除、熱制

御系など)や各州の科学観測掠に.円i裂の)II力を

g~車会しなけ ill;fなら 1j.'\" 、.このたグ〉キリ25V グ訂正i~[

供給ライン{パスライノ)に. 16個の屯地(1993

年に打|げ予定の Space ド Iyer Unit では.パス

ラインの~l!J-i が約50V となるのて"32個の'屯池)を

1{( j"IJに接続して.アルミのケ スに収納する。

fik布院 llH回mMの場合.図 l に示すように軌道

周期!の35-40%は ljiji£の彬の中にいるから.太陽

~lL地アレイ屯1J の約半分がNi-Cd電池の光叫に ';I~J

り当てられる。 llli I，!は.このような軌道を 11'·Ii IWJ6.

0001;:;1('~ることになリ. Ni-Cd 'i屯池も|百j じ lill数の

光}j!l.';正を繰り返すことに主る。この場合比較的大

きな~U:流で~:.i ll寺!日lに充屯を 1l うため.電池の'£JJit
屯制 jl= jl と i泊先 f正による発熱日 vi .I I の ILJ1~ 唱が必裂にな

る。 JJI.{，:.四 Yn 万式のこと流は£ri: 1J1iし j~1 1I眠法 (cu rrcnt

-limitedmethod) と屯圧制限法 (tempe ratureｭ

compensatedbattery-voltagelimitedmethod

附して BVI.) て'ある。， iij ·r，はこれ迄寸出研で抹 II!

してきた }j 式て ilL it!!<7訂正圧が約 J. J の rceha rge

ratio(光·，li. <'l 正気 >M のIb' ，正<'it!:公>lH:に対する 'll~IJ{7 )

に相当する'，I.U+に淫した仏吾(C/;1'i lL 池の公柄、

存ltD の充 s印刷・ら糸町 l のトリクル充 1叫hf ，し

••• rTl

11'凱|必|回|限 |

。 品単調」ー"時匂 1

』ー一」ー

出F

0・'

'
d
w
-
ｭ

E
E
-

主
島
創
作
羽

E
F
a

笛
a
d己
ξ
正

" ・4 E
, .・・ to' , ~ ・・w・ 2 ‘ ・・d J・

円帆引町内陸〈岡〉

図 1 凱道傾斜角0・のときの円軌道に対する

軌道周期と日陸時間

パスライン

「ーニ二二二ニご1

l は竿!J j

:1.+9~

1 IADC

」土士士士」
C·DI) つンヲ

図 2 PCU 機能ブロック図(充電制御部)

に，'，動的に'1;1)換わる。 12号科ザ :llIiIll rEXOS-[)J

以怖は.図 2にみ、すように一千め設定した rccha rge

ratio' こ i圭すると.トリク Jレ充百冊 IJ御が可能主 C/D

カウンタをニ iミf*にした f正力制御総 (PCU) に改め

る(問中の kl. k2 は従池の実証 IIJ; 化放 T正iai と掛け合

わせて JEt- のI' Cehal 官。 ratio に制御する)。

_.J， 後者は定 f正 into 主主屯圧による允 'aI. いわゆ

るテーパー充 iL:}j J'~ で 4:: ~W+ 航はれの勾配を判

った'I t地 if'lt 皮肉仏 l数として定めている。数年にわ

たるミ 'I/' ョン中の環境や電池の'，I.，:f At -iILH'.1.¥'1'1

的変化に備えて，絞数の函数 III'線を用意している。

長N命性の鋭点から虫ましいfJl!llJJ作品u主を j!成

するには. BV LiIl，棋を前回の紘tE訟の約60-70%

の充泡istに・"，たる屯尽に設定するのがよい。これ

によって過充a~ t:11の発熱を制御し減少させること

ができる.この時電池i副主は、 5-15"(; に保たれ

たという報告がある。我々む数10サイクルの試験

で. I'.述のような充冠ほの刻J月L を隊認しており.

今後 kJYJサイクルによる検，;.jが必~と 4・えている.

f品 ·1&辺地内温度制御はヒータやサーマルルーパ

等を III いて行われているが，日IJの機会に述べられ

ると思うので省略する。

終りに Iii河電池裂 19A Wi瓦池の電気的特刊等

をあげておく。政屯屯圧 J.2V(吾紋制札内部

インピーダノス 6mQ 以下 (5011 zのとき)，内圧

lkK/c ll1以下 (20'C のとき )0 -'j 街研一向焔底的

VTU も，m

---.寸ー
E互ヨ

ー」

T
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いのちにひびく

願わざれども 花はl咲き

願えども 花は散る

止;妙な自然のいとなみ，人間のおもいを超える

「はたらさ J ， rいのち J の厳粛さをつくづく感じ

させられます。人|日lの生み IJ\ したいささかの料"!

の力により多少は時lijl を動かせても.イとがl咲き，

:IEが散るのは人131 の及ばぬ，変えることのけ"\;/どな

い山然の烈且!て“ありましょう。

能代ロケ~ I·'実験場は而柏およそ760万 ha ， 700

方本の県松が当い)1.る日本ーの海岸砂防林の一角

にあります。 1/ よl::I 11l 日 7 ィト/千 y ドのンャワー

を浴びております。 r!"\の松原」という愛称を地

せられたこの砂防林は， III 務時代から多くの先覚

によリ 71 くま jし叉 :It 継がれ今日の1::をみるにい

たりました。月比 UI J:il二しく flrl えられたよt.\ fJ.~は. 人 IHJ

の孜孜としたいとなみを.そして一様に束に傾き

なびくありさまは、同 j孔の激しさに耐える松のい

のちを忠、わせます。

先日初めて能代へ来られた hi) 七この風の松 JJ;(

を訪れて大変鰐かれ . -t~· ば i L, r ああ.松の戸が IHJ

えてくる句担3のいのちカペ型いてくる司 I1fJ えませんか，

糾きませんか」と中されました。松を1iてるため

の人川町して米た努力は官|り知れないものがあり

ましょっ。しかし防の光が注がH，雨が降リ、 YE

3Lがあり， J瓜がl吹しこの自然の大きなはたらき

があって松は7I々と 'I 有したのでありました。物

'L、のつく引から砂防止4のあるのは「あたりまえ」

のように，tl、ゥて米た店、たちは、松の711 L 山|えず，

いのちにも 712かず、感動をt:~i Lてしまっているよ

つです。↑II似たる氾:t v 、をしたことでありました。

新任の峨日研修で話す機会がありました。仏教

でtt耐の行として六法制~&l: があリ句そのーつに布

施のれがあリます。-Miに布地にはIiオ物を刊たなく

とも IJp\とる「無財の七地 l があり，在、はこれは.

*.1) に公fJn~ にとって今に判1 らしい教えであると jtt

います。七つの (IJ Mjをとんな人にも等しく行うと

いつことは当ミ鰍のわざです。ともすilI;f店、たちは，

宮腰洋逸

和j をするにも i時を ij，い，人を ill び、 1:1 分的都合を

優先させたいものですが.無財の七地の「こころJ

を，tlし、起して iik しいと原Iiったのでした。

研修にはゴミ処理場，特別養~lLg;人ホーム，品'J

W 児施設.等々の現場実利もしております。 'I 々

しい休験て'あったようで，研修後それぞれがilll性

12かな，北町しい感想、文を均一せておりました。特

別主主l護老人ホーム「長oN凶」での介護体験からで

すカ\i止は当初 r_ CI , .g;人的 l止百円を附々までし

てあげよ 7 とは d目、わ〈よかった J ， r老人料引の民主L

てv討がil主まな "J と!必じていたが、刊支をして行

くうちに主人たちに ~i·!tをかけ.やっとの J~-i での

h~~Jqほの返事lニ r さっさまでの円分.今 II までの内

分がとてもはずかしかったJ ， rそれで円分の討を

紛らすょっに杓一料、門業をした.前lからの iT L~~

十九だった」 と心力、転 lui L ，主主一びを!惑じてゆきますO

M除，人怖の手伝い.体を拭き、加をうむせる，そ

して食.:);をさせてあげるロ.g;人たちと百見;を交 L ，

職員から色々な i訴を UrI き r ，fj、がこの長'HI羽で得た

ものは，人 IHJの催しさと愛情だと思う J ， r;1f;ちゃ

んは面倒見るけれどもお年計りは?という考えは

全< j円、くむったふ『今[iIIの介設業務を休験しなけ

ればそう納科するのはまだまだ先だった穴である』

rL~ -ri[羽で科たものは， ['1 分1' 1 身の主になったよ

うな感じがするL わずか 円でこのよつな心めJp

みをみせておリます。 kll' な以省の'I'から行動を

i出して己主んて'j-i <純粋性. 人 IHI に， いのちにFf'tt

めるこころ、いのちにひび〈トb受'1'10，このお者た

ちに限り無い可能'1'1 をみることが till 米ます。ニの

よフな耳椛民を f~j，たことに大き id: ~{f りを!~X:じるとと

らに司未米へ[''i lt て雌かな Jj;みを続けて欲しい、

いのちにひび〈七、をいつまでももって欲しい. と

距n ったことて日ありました。

(能代J! i長 銀河述州ノンロ共和国大統領・

みやこし よういっ)
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/I徒ぐ\ nIl もなく反休みの II別別ですが、米 L

((1!<!II~cl) い III 画がいっぱいの41';·でしょう。 -U :J&:
\-.-/れにならないよす折ってます。(荒木)
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