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新年をむかえて

所長西村 純

新年明けましてお目出度つございます。

今年は EXOS-D の才 II げの年.年末から年始に

かけて閲 1系者一同の熱のこもった準備がととのえ

られ 2 月には内之浦から飛び立って行きます。

この EXOS-D は太陽地球科 ~7: 国際プロジェク卜の

第一向 1. インターコスモス， ESA , NASAの科学

者i主の熱い目がIlがれています。

nl 年ヰニ宙研にとって大きな出来事は，ノh年1上み

'Inれた駒JJ);l也区から柱l快!日、ニューキャンパスへの

大移動でした。年のMめまだ来い時期のことでし

た。駒場J也|更にはいくつか施設が絞っていますが.

皆織力の並々ならぬ努力で.順調に作業が逆行で

きたのは厚〈感謝のほかはありません。泥まみれ

の道路も徐々に特備され.草木も若い3Jを l吹き山

して.緑のI良いキャンノぐスに変わって行きました。

移転作業で心配していた「さきがけ J rすいせい」

の受信もつまく引き倣ぎ r ぎんが」も?ゼラ

/芸の超新g 司 X f:Jj(新星，ガンマ線パースト等.

数々の新しい発見をもたらしてくれました。共同

研究に訪れる諸外国の人々も桃段に1甘えて.宇宙

研への悶際的な期待をひしひしと感じさせられま

す。

新しい年を迎えて.観測l ロケ， ~，大気球.そ

れに宇宙研のJ，~燃をなす基礎研究に新しい位、いを

練り司一段と飛雌する年でありたいと念じていま

す。

来年は我が図て"最初Jに月へ I'付‘う MUSES-A ，

ついで Solar-A ， Geotail , SFU , Ast l' o-D の準

備.それに引き絞〈スペースVLBIや月・惑星探

査計画等ノ'<. ·:t'l由・石if の i活動には国内外からの熱い

期待が寄せられています。一年.一年を大切に。

そして今年もまた最普をつくして努力を続けて行

きましょう。



特集にあたって

相復原キャンパスの第一期計画の完成もせまり，

大移動から皐や十カ月ガ経って，新しい環廃での

生活もようやく鰭につきまし定。特集号を以て新

キャンパスをご案内致します。所外の皆様には，

ISASコース編集委員長松尾弘毅

お運びの折是非その実際をご覧下さい。ここから

数々の宇宙探査計画ガ生み出されることになりま

す。所内の方々は，この機会によくお知り置き下

さい。全所的な視野ガ開けるかも知れません。

]二門をぬけると，そこは守lllj~主だったー など

と公取っている附1に司にこやかなピH射さんの出迎

えを受けます。記帳を済ませてAf~木に肉まれた i立

に治って歩を進めると，在T'lニ i錨 I西な峨員会fin.

正fMに大きなビルデイングが自に jl~ぴ込んできま

した。これが.宇宙研のへ y ドクォ -1ー，本館

(i画材、 A隙)です。

この A隙には.管底部門 l吐び研究部門のすべて

と，図書室.各脱会議室などがあ I) ます。

1.財政を握るフロア

まず l 階から。玄関を入ると左がエントランス・

ホール. もうじき幣えて.j':I山・研のぷ活動が一目で

分かるような展示をする椛恕です。ホールの布に

lilt ・

A本館 l 階

はオブジェのレリーフが輝いています。レリーフ

の1習の I"J うはデータセンター。 rH 山研のゴ y ドマ

ザー.持井祥子さんが，所狭しとハードワ- -:;0

ホールから.エレベーターホールとトイレの聞を

通って直進すれば.はくチも似る契約B球と主"十~lJ!。

rj':菌研の財布を振る強力なスタ y フが. j摂 I) 鉢巻

きでftr闘しています。契約諜のIllj を布の hへまっ

すぐ行くと宇宙基地利用研究センター. II.~/~ 延jが

飛び出して来るという Utiがあります。その向うに

量J1 iWIiIII .技術部のh日本があリます。皆さん日夜大

忙しで.ロケットや人工l"li Jj!の試験設備のある C

隙との|剖を頻繁に住 Hi しています。

2. 所長と部長のフロア

エントランス・ホールのt! ん 'I" にあるしゃれた

|桝段を 21桁へ卜がった所が会読場。 011 PL スラ

イド・プロジェクターもすべて-lP-'i'コントロール

できるゴージャスな手凶公の大会議率です。ンン

ホジウム会場としてよく使われています。ここか

ら廊 Fを突き当ると凶，作家があリ.途中に小さな

喫叫!・談話 HJ のスペース. しゃれた附了と立派な

テレビが泣いてあります。会淡の待ち時 Ill] 等に手 IJ

刷できるようです。 J~I; I、を抜けると.ここは所長

、i ， 竹理 ;~1;1 と主. tfU:i5.i!1\, 研究協力説t 地設課

企本館 2階

内
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なと'が集 tj'L. 膨大な l止の 'j':'di Ulfの f Iーがを係f，述

やX I;.: たちがテキハキと処.I'I! しています。-， I許 l叫

の端に対外協力五。 J、 U\\↑品))~云と L Il千ばれている

とか。研究協力。採の}叶て'1((/句にイ{に折れて I，ll;下を

突き吋リ. }，-: I ニ 1111 ゥて I( (jjfjすると八 I II':II央 Ilhi のカ

チンコが飾ってある日 I' !-li.. I映像記 Hi;\" です。寸ー出

耐fに|見 l わる'り 11L イラストの ~(i ，、は.すべてここ

で-tl~~~; .fi ll しています。優しいお兄さん 2 人と.

2 人のおじさんが十 liT ーしてくれます。

きて 31 析か句I-.I.i研究系の店 1，1;\ばかりです。で

すから紺 lかな引を|徐けば.すべて I ， ;J じ1i\J1以リにな

ヮています れ|栴と(， 1川の hに JI 、|口 l 利!日本といヲ

高I，附があります(ただし 4. 71 帯は屯n: t幾サブセ

ノタ )，これは作|析のイl" .Q' でN! ぃ }J が決められて

います。例えば 81: 桁 l .i S ト司 U ， H'I ，hj 主. 61: 特は外[I' I 人

科WJf' 先nの部以というように。また~~の }j には

為:JH Jf'5t W の iill l;!，があります。[ 1'[内外からの為: j~

の先'tJj"が flllll しています。例外的に 31 析の符 W

の古 lI lt{はず，伶教 1i~ ・に当てられていて. II;~ 々 l十:山

.II>庶務課

マ会議場

6)f の}w，門隊たちがお見えになります。何でもニの

日"w..には，飲んでも飲んでし次の H にはビー Jしが

むとjJfJリになっている不思，淡な冷!故防があるとか

。有 :J~ 研究半の l礎は. i5- 1荷と L 小さな会 ii義4・

で.ゼミや 11 介せに大変， Te i、 lニ 1主われているよう

です。

31: 持から l には. 9(ilf 究 *:32部|“!の IIf'ずEKトが配

i丘されていますが. ~j~ r(li のrrJI合」企庁IIの研究主を

ご鮒介するわけにはいきません。 ;11，)五の干IJ I+! hi去

について二つの研究引をヒ γ クアッ 7 しました。

餓 Ifl i:'i一日 II教校 σ川、る般公l掛 7 ラズマ物別!と.f-:.お

よび秋柴w二日1\教j~'ドいるンステム二r:干第一のご

一統です。 liij -I'iはオーロラ物別学衛星EXOS-Dの

打|げを間近に住えて.今おそらく字Hi研て'~!i;i: t

忙しい研究室。後行はずうーっと昔から:折Ii研で

ご前仰の，重釘1研究者としてま場していただきま

した。 111;今の H 本の公務U4~怖を以映して . 'it; ど

の hが19rJI'; r 中日':jifJ であることに変わりはあり

ませんが.どんな)!ft\);(か.ちょっと ;IJIいてみまし

ょう。まずは飢川先 'Iーの自II/;{ から--・ e ・-。

-正門のパノラマ

相 It失 If，l キャンハスには.幾つかの深い( I) .n
pょが隠されている桃 iiI 物があります。そのトップ

パ y タ は 7 ネクネと 1111 が I) くねった:IE門の壁で

す。きあ.符さん.これは何でしょう。え? や

や風変わりだけど特別抱一味はないのでは. って?

残念でした。私はちゃんと施設課長さんに聞いた

んですから。何を隠‘そう.これはオーロラを形ど

ったものだぞ。どう t:!. .tl!いたか I (尖は私も思

わずピンクリ~ (山本哲生)

句

。



3. 風林火山

鶴悶教授箆は 5 1>皆にあります。随分見附らしの

よいお部屋で.眼下に南隣の讐察学校の「林」が

見えます。それにしてもさすがに Busiest Lab

舎矧が「山」のように積まれています。餓回先生

は大のコーヒ一党だそうで，その自慢のコーヒー

をごちそうになっていたら.早川さんという助手

の万が，向いの部屋から「風」のように飛び込ん

できました。二言三言早口で l喋っていましたが，

問団先生は「火」のような顔をして駆け出して行

ってしまいました。小耳に挟んだ言葉を繋ぎ合わ

せると.どうやら打上げが迫っている EXOS-D 衛

星のチエ 17 で，重大事件が発生したらしい。

r/'，もう/ これから部屋の利用方法につい

てインタビューするつもりだったのに/ それに

してもこれじゃあ風林火山だ。ガノ、ハJ

しかたなくボ-../としていると，仏 lいの部屋か

ら柳沢さんという輩店長の男性が飯を出して，部屋

利用について説明してくれました。聞けばこの近

所は舷気圏電波科学 I 0:盛気 f国プラズマ物理学とい

うこつの部門が ill i.然一体となって仕事をしている

とのこと。事実柳沢さんはお隣の宇宙科学のドハ

大林教授の助手だそうです。宇宙研は沢山のビ y

グなプロジェクトを抱えているので，必然的にい

くつもの研究部門にまたがる横断的な仕事が多< .

部屋の使い方も臨機応変になっているのが特徴で

す。

磁気圏グループの部屋:!刊は右上図のようになっ

ています。鶴田先生と大林先生の部屋の聞には「研

究室」とし、う石板が掛っています。ここはセ'ミナー

〆

&鶴田教授室

V本館51皆 赤色力、磁気随二部門

ルその他の共用の部屋です。激烈なディスカ y シ

ヨンから数々のアイディアが出るのも.この小さ

なスペースからです。向いに「料実験室J が二つ

ありますが.東側にはさっきの助干の早川さんと

柳以さんが.西側には大学院生の皆さんが勉学ーに

勤しんでおります。大学院生の中に女性が二人い

たのには鰐きました。

光庭を下に見ながら北milに行くと.二部門の

「実験室」があります。西側の実験室には簡単な

工作機械と r[.~憎があります。イオンガンの実験

をしているとのこと。東側の実験宅の-!~f ん中には.

舷気yールド付きの真空憎がドンと裾えてあリま

す。エネルギーの低いエレクトロンのピ ムを走

らせるのに必要なのです。

このような不思議な装置を見ていると，餓社|先

生が何事もなかったような似をして入ってきまし

た。どうやら EXOS-Dは大丈夫のようです。それ

にしてもこの沿、しい笑顔.月rri~ r トラフソレtJ'tれ」

ってヤツでしょうかね。

ではここらで l乱林火山の部屋を出ましょう。

企磁気圏電波科学実験室

-4 ー



4.黒髭匂う部屋

秋葉先生の部屋は 31猪です。第一印象.先生の

おぐしの!JAいこと。教校主主には， ロケットに関係

した微々な分野のミ存刊がt!~庫にギッシリと並んで

います。隣の部屋との 11IJのドアが1;f.J~ 、て.可愛ら

しい虫:性が日本茶を持って来てくれました。そこ

で「何があるのかな? J と隣を覗くと，パソコン

が鋲座しています。私が行った時は技官の荒木さ

んが，慣れた手付きでワ プロとして使っていま

した。そのまた If'J うの部屋は高野(株)助教佼宅。

なんでもこの人は秋楽先生を凌ぐ剛姿の持ち主と

聞きました。

さてお向、、には，システム工学第一部門の「軽

実験峯」があります。先ほどの荒木さんともう一

人，技官の安田さん(二枚目 I )の肘室になって

いますが，この二人も外での笑験や出張で忙しし

席のl暖まる H寺とてないようです。さらに北出には

大きな「尖験室」があり，技官の小林さんと数人

の大学院生が机ゃ，マソコンに It材、っています。こ

の音1\屋のー附にはよれから始める実験の設備が綴

入されていました。

秋葉先生は，言うまでもなくベンンル以来.宇

宙研のロケ y 卜開発を終始リードしてきた h. ~

野先生も M-3S Il'f1ロケットの推進系開発の大烈

位です。だから rロケットの推進系を一手に引き

受けている部門としては，実験設備が少ないなあJ

と思っていたら、小林さんが，「駒場のキャンパス

-図書室

図書事室は， Afj東めド真ん中にあります。閲覧室

は 2 階です。延べ床面積';l: 800m'，キャパシティの

増大を図るため，なんと電動の瞥架が設置されて

おり，約 7 万冊の収蔵能力を誇っています。関空手

室に入って始一しいのは，まず接してくれる係の方

々がとっても暖かな雰囲気であること.それから

家具・備品が木質品それもグレードの高いものを

基調としていることです。書架の本体はスチーJレ

製ですが，側面は降色の木製fRIJ板で，薄茶色の紙

毛主やオフホワイトの壁面と美しく調和して，実に

柔らかな印象です。

係長の勝俣さんに.モ y トーを伺いました。

V秋葉教授室

に幅，t燃尖験室があって，まだキI:lfJ，:i 1瓜キャンパスに

移していないのです。だから俄薬の燃焼試験その

他，システム工学第一部門の主な実験は，未だに

駒場でやっているのて'す」と口早に説明してくれ

ました。ナ y ト 7 。

以上，教授室と助教J長室，そしてその削に日f'允

室，ちょっと雛れた所に較実験唱と大きな尖験宗，

これが宇宙研の一つの研究部門の基本椛成です。

秋葉・高野両先生を中心とする部門の部屋の使い

方は.館田先生の所と若干途うようですが.各研

究室はそれぞれに工夫しながらスペースを生かし

ているのて'すね。

「それにしても，秋葉先生の周囲には. ~nの iW

い人が誰もいなかったな。推柴は援にいいのかな。

それなら， 101 など注文するんじゃなかったな」と，

これが!感想です。

1.ふれ合いの場，学習の場， i桂もが気軽に利則

できることを願し\"サロン"と呼んで貰う。

1.利用者には利用し易< ，職只には働き易〈。

だそうです。ウーン.図書室の人はエライッ/

-5 ー



A 陳と続きの建物になっている1J:制センタ一棟

(通称 B隙)は 31浩鐙てです。 8f*1国有の人口が

A練正面玄関の手前を右折した所にありますが.

A練の 2 階と 31清からも渡り廊トを通って辿 I) 消

くことができます。さてこの B隙の心臓部は.何

と言っても大型aH1機でしょう。 l 陥と 2 階の大

部分を占領しています。 A隙 21滑からの通路を突

き当りますと. トイレの前にゴチャゴチャした部

屋があります。「ウン.これは匂うぞ.何かin~な

音~屋に i韮いなし、」と lUi を覗かせると.これは「ぎ

んが」のデ-1処理室です。私が行った II寺は外人

さんしかいなくて.計算機の端末lこ I"J iJ‘っていた

そのうちの一人が「コンニチワ」と変なアクセン

トで微笑みかけてくれました。へンなヘヤ/そこ

から階段を昇って1ピへ折れると，すぐ布には「深

宇宙包仏~J室 Jo r さきがけ J rすいせ~'J の総司令部

です。その l句かいの都民に入ると，金太郎さんみ

たいな(でも催しそうな)男性がニコニコと l坐っ

ています。ここは「宇宙千ェ同:資料解析センター」

です。大111の般7ilテープに圧倒l されそう。

CPU
r.んか j

¥-.傭噺竃

オープ yパ移チ被 I I!':V

八機へ i

企管制セン 7一棟 2階

1.大型計算機

大相 ;i-j-~機宣の臥!日さんにお話を伺いました。

宇宙 ~Jfの数ある ~Jf:允 c 開発の生命線となってい

る大別計算機は. 1988年 3 月 l 日に JE):~に綴I~~ を

I)，IM; しました。ここには o FACOMの

o VP-200

.M780/20

.M380(2t;)

の計 4 台が. 8f 車の I I滑と 2 附に iljti 伐されていま

す。科学衛出のデ タ処理や y ミュレーンヨ;，.- ,iI
no 工 j':'1山.思!こ'/-: .T:下の法従1)，1 発 ~I·tl に.まさに縦

般の治似をみせています。情l村でホスト式In機に

後続されている端末は330台もあリ.また外部から

のアクセスポートとして.公 wと屯話回線が 171111似

あって. I王|内ネ y トワーク同線として大'γ:1日l ネッ

ト (N I)と学的ネ y トに加入していま 1 。

II荷の一向にはプログラム +1 1，淡引:lft ftln 機'l~f15

主があリ o III本さんと阿部さんがし、ます。どちら

がどちらの111 当? 部民に人ったら分かります。

決して二人を取i品えることはありません。

企大型計算機本体重

連川官制機探弔
デ
ー
タ
保
管
障

重鋼管由
由

宇漂

連
川
管
内
長

運用官制

1m免宝
宇宙科学資料解続

セ Y ター
EV

企管制センタ一棟 3階
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2. r ぎんが」データ解析室

ここは X 線大文 ii/Hi. r ぎんが」の oj 令室であり，

「ぎんが」のデータ解析の中枢です。助手の il~:j III

さんから説明を附 l きました。

ここでは. 1昨日 3 人の運用当番と材、する担当者

が， f桁[]1の運用に当たっています。ニの当番には，

字脳研を初 jめとして，主に東京近辺の研究機関に

属するスタ y フ，大 '~l ・院生の研究-t・が持ち凶 I) で

当たっています。

うち 2 人は，いつどの X線泌を観測するかという

7スタースケジュー jレに法づいて.具体的にどこ

でどのように衛星の姿勢を動かし，どこでどのよ

うなデータを取得するかを，衛星の軌道運動によ

る観測の効半など，色々な要素を考慮しながら決

定し. i~ihl に送出するコマンドのリストを作成し

ます。このコマンドリストは内之 ilH に 77 "1 クス

で送られ，そこから!:U i l ! に送出されます。

もう l 人の当番は.相似!尽に伝送されてくる待 I

尽のデータか句良データを抽出 L. データの解析

の基本となるデータベースを作成します。続いて.

i~J !Jlが ZE のどちりを "'J' 、ていたかという街並の安

勢を決定します。これらのデータは.国内および

英国の共川研究者にここから般公テープの形で配

布されます。また.宇宙研はもとより，国内外か

らの Guest Observers もこの部屋で観測データの

解析を行っています。

3.深宇宙管制室

素敵な銀~の上杉助教授の案件l で中を見ました。

深ιj':HiWfii1j 室に人った途端，多数の端末がズラッ

.r ぎんが Jデータ解析室

一 7

と民んでいますが l快に近い抑 lの 6 fTの端末を i泊

して「さきがけ J rすいせしりの五Ii闘を行っていま

す。 I{'J かつて人ーの 3f; のディスプレイ装;丘がお ;J ;m;
IIｷJ.1街 )1: 管制のためのもので，メZ端の局運叫l装置

でιl 聞の64m アンテナの角度的世iや受信状態等を

リアルタイムでモニターしています。 2 fTの l!fi星

管制市では.探ff:機から受信したテレメータ・デ

タのモニタ と ill!討コマンドの制集 Jfl. ぴ送{日が

行われます。 1911 え Ii指定したコマンド(i!himi上で

山滅しているもの)は.卓のわ附の TX ボタンを

fillせば. I副総を経l制して臼lJ1から1t~大 3 f.百 km b 雌

れた係盆機へと I(! 被送られます。画 1(11 の下のんで

!rl.~f1が移動していきますが.これは送信されたコ

マンド信号が現イ正臼問と探有機の間のと'の辺を飛

んで L、るかを示したもので司光の述さを図 'J 、して

います。 3 f.在 km b 離れていると. コ7 ンドも J栄作

機まて "flJj 主しアンサーが返ってくるまでに 30 分も

かかります。ウーン，光は jlf ぃ/

布の 3f; のディスプレイは，テレメ タ・デー

タを大 J~l~ In 算機で処:EjJ.して探作機の姿勢を表示す

るためのものです。 rすいせい」がハレー哲訟に

最接近した際に，ダストが 2 側当たって姿勢がゆ

らいだ時も，このディスプレイが大活躍しました。

壁にかけられた 2h の大ス 7 リーンは「愛のスク

リーン」と呼ばれ.大きなイベントのある l療にデ

ィスプレイの表jj;、を拡大投杉して， 多人数が比や

すいようになっています。

世界記 t小の i~ 宇Hi 管制室。見学に見えたアメリ

カのジェット推進研究所の人たちも.省力化と剣 j

4\ の良さを 1H :'iされていたそうです。

企深宇宙管制室



4. 宇宙科学資料解析センター

あの優しい小原助手に二三和lいました。

ここは宇宙科学に関する資料・データを収集し

て利用者へのデータサービス活動をしているとの

こと。ここ数年の故大の仕事は. [ACG の要請を

うけて [STP (国際太陽地球系物理学↑品同観iJIII 言|

l直i)に参加する世界の術.iii群のデータを迅速に集

めて，宇宙研の GeotaiI衛星の観測データの解析

に役立てることだそうです。現在精築中の海外と

のデータ交換ネ y トワークは完成|自|近。

r[STP を基従にした宇宙科学データ・ライブ

ラリーを作リ，それらのデータを処理するための

特殊解析装置をl順次揃えて行ければ. と思ってい

ます。データ解析の活動て'中心的な役割を担える

ように頑・i長りたいと思いますU

と，象さんのような目を縦かせて.将来の夢を必

ってくれました。

州SAS富士

正門から A棟へ向かうと，ハテ一体あれは何だ

ろう?と恩わせるデザインが玄関前にあります。

手前にある富士山のようなのは，銀閣寺の向月台

をf呈したもの，その奥の問調I)にある滝のようなの

は，宇宙の簡に例えられる「こくちなし」の問を.

生命の起源である水を湛えた銀河が流れている織

を表しているのだ(エへン I J.。何も知らない私は，

じゃがいも型のハレー主主星の核から 2 本の尾が伸

びているのかと.勝手に想像していました。

聞いてみないと分からないものですねえ。

え? じゃあ.水が流れていない時は.あそこ

は永遠の聞なのかつて? いやあ.それは聞き忘

れました。(芝井広)

.A練レリーフ

A棟玄関を入ってすぐ 15乎に.三面より成るブ

ロンズのレリーフがありますね。題して「四角い

宇宙」。作者の山県#夫氏は円本を代表する彫刻家。

宇宙研で「ぎんが」の組立風景を見て，衛星が手

作りなのに感激し.右の聞の「四角い衛星と.人

の手に象徴される科学者」の着想を待たそうです。

完成に一年ほどを費やした力作は. とてもこの制

いコラムで解説できるものではありません。

ところで.レリーフの中にミウラ折リを発見し

た人が[SASニュース編集安以の中におります。

鋭い/ その上，彼はキャンパス委員会MJli主公

が三浦先生て'あることを思い出しました。更に鋭

い I ( 中谷一自1\)

-8-



Bf虫か句凶へ )1主を進めると.ゆったりとした中

庭に出ます。 z~がとっても紛腿です。七子に大

きな建物が見えています。 II~捌体環境J式験練 (jjfj

刷、 C -]械)です。入 n を人ると受付があリ，みん

なここで版け出をします。すぐにスリ y パに履き

答えます。 r ウン.さすが衛民 (I(J. イヤ衛生町JJ

ただしこのスリ y/吋立人聞の衛生のためではあり

ません。ロケ y トやji/i)，!など機械の健康のためで

す。

怨物が余り大きいのて1主方に必れていると. DiJ

予の稲本正之さんが案内してくれました。何でも

知っても、るんですよ.この人は。彼の弁一一

rC-] f!l i は. '.j 日j~lf が研究・ IJ~J 発をしている色

な々ロケットや衛星 探ft 機， ;.\£;)<等の組立てを

した I) .更にこれらが実際の終期環境に由 Iえられ

ることを1]上げ前に航認するための試験設備を備

えています」

f，号本さんと llil ってみて分かったのですが，ここ

は一連の試験がスム ズに流れるように I 犬され

ており，試験体がなるべく Iii] 一平 l削上を砂動して

行くように巧えて Ii対|されています。そして色ん

な設備の|廿 iは，係々な試験形態に対応できるよ) .

以山のケープノレで相hに結ばれています。

左|、の斗'凶l図に沿って，陥牛;さんの楽|勾で品、い

てみましょう。 TI，支来る 2 月に干l ち上げる EXOS

D 衛亙!の試験を見ることができました。

1，科学衛星組立試験室(通称クリーンルーム)

受付の所を 11に ~}rれると.七千に打合せ用の日\j

l¥.ーがあり. 輿の1王子が 7 リーンルームになってい

ます。ヰ-街科学研究所が1]上げる全ての1約五1 の n~

HJiiij試験はこの部屋を 'I" 心に千l われます。各々の

担当のもとで製作されたサブシステムはここに持

ちおられ ill~剖\lJi£ '重心位trt ;11'1定・写真崎Ut~等の

後. (:'f.i!J~_ としてキUlみ \Lてられます。試験の大部分

はここて刊行うのですが， 1也の部tt!にある ~1抗試験

設耐!と?を使用する時には.一時的にその場所に移

されます。 i括原には段やiil気を嫌う f，liJ'j な機器が

れ山納まれているため.この古Ijbiは温度・温度お

よひγIJ i!{t肢が包即されている 7 リーンルームとな

っているのです。ですから白衣・向山を身に務け，

エア・シャワーで岐を/品としてから入五します。

'.LI t!:の中央は「はらわたJ を見せて試験中のEXO

S-D。その向うでは擬似太陽光線を用いてIoill制民

の太陽U池ノぐドノレの試験が行われています。

.健箱崎u・・ 3区

をー '"ν

,;! .>レー，ー・w気通a・~

山砿 I I榊M・2掴.
{タリーーνル-~)

企飛朔体環境試験棟I ，皆
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2. チェックアウト室

クリーンルームのそばです。衛星の試験 "I" ，術

星からのテレメータ信号の表示や衛星を制御する

ためのコマンド信号の送信等は.ここに設置され

ている科学衛毘試験管制ンステムで行われます。

j，?iRが C-]棟のどこにある場合でも i新民とこの部

屋の笥'Hi ll システムはケーブ/レで結ばれ. jiliII] の .1;*;

税・制御ができるようになっています。



マチヱツクアウト室 に温度試験宅が備えられています。

4. スベースチエンパ一室

さて受付の所を左に l柏がって突き当ると，大き

な部屋があります。このスペースチェンパ一室に

は縦52 と機製の二つのスペースチェンパーならぴ

-温度試験室

大気圧中の沿度試験を行うための装置です。

-40ｷC-+80"(; の任意の 1昆皮に世l主主あるいはプロ

グラムで制御できます。また内官1\ を乾燥空気や室

芳、ガスで;宜換する iF も可能。

-スペースチェンパー

1桁庄は軌道投入後は地上と巣なる空気の現時L 、 n:

空の世界を n~びます。だから l!lil五がそのような段li

境の中でもキチンと動作することを-tJ 上げ前に確

認する必要があります。スペースチェンパーはこ

のような宇宙の環岐を地上で作り出すための擬似

関税装置です。この装訟を III ，、て軌道上における

l~jliJ.の温度予 illll を行うと同時に，一連の環境試験

の仕上げとして宇'耐空間に jll:い環境下での総合的

な動作チェックを行います。

J ・

目

E???司

3. 科学衛星制御系試験室

クリーンルームの拠です。 1，'1j ljJ に搭載される各

線姿勢センサの試験，磁気モーメント illll定，↑it性

モーメント拙II定等を行います。ちょうどー納回転

テーブルにEXOS-D をセ y ト L. オーロラ titl像装

抵の試験を行っていました(，り点 F)。

~スペースチエンパー制御室(2階) 企温度試験室にEXQS-Dをセットする

一 10-



5. 組立室

スペースチエ/"，ーとンヤ， 7ーで仕切られてい

るのが組立室。ロケ y ト搭載機棋の軒l立.電気性

能試験を行、、ます。 ".Lf-真上はEXOS-D を打上げる

M-3SII-4 号機の総合~ll. ~~性能試験。本試験毛の

角には術b1.とロケ y トを結子干して相 I/j のインタフ

ェースを p'O，認するのに似われる 7干の高いクリーン

ブースが設世されています。下のみ i:Tr は，この 7

リーンブース内で EXOS-D とロケント最上↓支部と

を結子干しているところ。

6. 電;虚無響室

組.{L 室の ~tfllll にあります。墜に当った ~IU庄が吸

収され反射してこない音 1\屋。主にロケ y トや衛星

に俗殺するアンテナの側発.試験に使います。ま

た反射電波が臨 UIIII 軽量;慌の試験の防苔となる機器の

試験にも使われます。告も l吸収すると言われたの

で.試しにー 1111 :lk みてみました。自分の 71f だけつ

てのは淋しい轡きですね。やっぱりカラオケのエ

コーがないと・・・。 11-' ーの~;其は， 1986 年 2 月に

打ち上げた S-3 1O -16 号機の試験風景。

11

V 電波無響室

7.モーション・シミュレー夕、磁気遮蔽室

電波無警iEEから tH て Jr:.へ行くと小さな人口。人

るとちょっと変わった形の装置が二つ自につきま

す。三+~I モーンヨン・ンミユレータと総会t遮蔽主

です。

-三軸モーション・シミュレータ

三制l モーンヨンテープノレは， ロケ y トや待jJずの

安勢ilJllii卸系の試験を行う装置です。コンビュータ

でロケ y ト等の姿勢ダイナミクスを解き.三割Iiま

わリの姿勢運動を実現します。

-磁気遮蔽室

WIJ えばEXOS-Dの安勢iL，j御は，地球磁場と衛星

の般気モーメントとの聞で働〈力を利用します。

このため l~j星の磁気モーメントを il\lJ定するよれはき

わめてm要です。また尚!必度般気センサは勿 l論，

f品峨される観il\ll機総の試験には外部からの他界お

よびm界を極力 jill えなければ何にもなりません。

重量瑚

企三輪モーション・シミュレータ



この舷気3壁画王室は三議パーマロイ遮面王将'ti!Iになっ

ているため，磁界だけではなく電波等の外部から

の電界成分もほぼ完全に遮蔽出来ます。このルー

ムの真ん中に立って歌を歌ってご覧なさ L 、。グル

リと丸いので，よくエコ が効いていて素敵て寸。

8.機械環境試験室

もう一度組立室に入 I) 西へ抜けると，大きな古1\

屋があります。ここでは振動試験，衝聖書試験. iii})

釣合試験等を行います。下の写真の其ん rl' は EXO

5-D 搭載機器開発等のため 1987 年 l 月に打上げら

れた 5-520-9 号機の術撃試験。手前は X線大文衛星

"ぎんが"の動釣合試験。このように飛朔 £;'l 境試

験棟は出米るだけロケ y トと衛星の両 }J が!日]じ試

験機を共用できるように配慮されているところに.

設計上の工夫のあとが見られます。

+宇宙墓地利用研究センター

続:

などの ~Jf 究~と共同

して研究を進めること

が必要な分野です。セン

ターでは，大型の速心機で

過重力を長時間生物に印加す

る実験や， 五高下 I苔を使った自由

孫下尖験を行ったりして，さまざ

の
41



UIi-泣持霊能試験棟(泊柄、 C-2棟)は . n~凋jf;P-'l境

試験隙 (C寸隙)にあ~<西の~Wにあります。入

って驚きました。物桜< Jよい/ テニスだってで

きちゃう/ 小型HS助教J5;が案内してくれます。

ここの中伎になっている椛造機能試験室は.約

30mX45mL あります。大:I I:の 1124 さは実に 17m 。

ここにロケット t持活試験装 i丘とスピンテ プルと

いう二つの装世の本体部が設置されています。

まず出来店 Ijにある日さ 8 m. 長さ 12m. 恥'15 m

の L 1~~ C1)~走絵。これがロケ y ト構造試験問テスト

スタンドです。Jr.，(大200 トンまでかけられる 1111圧式

の負術装置 2 系統を持ち.ロケット機(4).なと'の強

度|刷1'1 試験をねいます。 2子真-1" 1よ M-3SI1'\~ロケ

y トの 1 - 2 段拡=予の必!立試験。負有I装置と計川l

装訟の操作巾は憐の桃泣試験計 illil主にあって)面

市の試験はニの部屋から操作します。 d十社III装置は

600チャンネルの il\ll定が liT能.計 il\ll データは 2 附の

計算機本のミニコンビュータに iムーられ， ミニコン

は，指定したデータや y{， 'i;:; の兆{院を司、している可

能·rlーのあるデータを桃iit試験計洲主に表d、します。

(ウン.fI!'々ょくできてる I )

rj寺てよ。先生はスヒンテープルとかいうもの

もあると言ったけど.見当たらないなあ」と思っ

ていると.小野問先'にツカッカと部屋の中央に

歩いて行きました。そこの球には水色の Ilj~ 、みが

あり.それを持ち上げると.スピンテープルが現

れたのです。これはスピン状態での段間分離試験.

附矧試験.補助ロケン卜投棄試験などの機能試験

に)joj ~ 、られます。勿 41iE スピンなしの試験も尖地で

きます。 'Lf.真下はスピンテーブノレを用いた M-3S

II~ ノーズフェアリングの|品Wi試験の様子です。

2 機の4.8 トンクレーン j司ガーターの一つには吊リ

上げ装訟がついていて.ロケットの段Ill! 切り離し

試験の際には. 上段昔1\ を r\~ リ t げて重;)補正を行

います。また機能試験の時に向速度版彬をするた

めに 1m明装置があリ.スピンテープル部lこ集中さ

せれば. IJ]}レタス以ト~(7)mu 主が得られます。ス

ヒンテーブノレ.吊上げ装置および Uti 明の操作 41 は.

スピンテーフソレの正凶 lにあたる 2 階のスピンテー

ブル操作室に設置されています。この部屋には.

スピンテープノレからスリ y プリングをill!して引き

出された計出 II ラインが引き込まれていて.機能試

験の繰作-計測をここで集 't' 的に行えるように主

っています。

flY i;主機能試験室は，現状では恐らく中日般原キャ

ンハスで段大の ZE 聞が碓保できる試験主でしょう。

だから年に 1 I支の相校原キャンパスの一般公開で

は.常に主会場のーっとなって.大勢の人々がひ

しめき介うのです。小野田先生の弁一一

「長 WI(りあるいは定常的占拠は，折角の都民の

機能を打ほうのでご述!占販 l っていますが.構造機

能試験以外にも.臨時かつ刻則的な試験その他に

布効利用して m~ 、ています叫

13 ー



攻作進行中のプロジェクトを直接に支える C棟

と遮って.特妹実験棟(通称D棟)は.基従開発

的な. どちらかと言えばj'r米を目先んだ尖験設備が

沢山あります。 n皆には.入口からlIliiに在:.'1刻式以

空スタンド. f，凪'Ifi J支!瓜j同.惑星t罰I党風 ilril. 山由飛

行体発射装置があリます。

3 階へ昇ると. とっつきの所が工作室。廊下を

i韮むと，左にエレクトロニクス・ショップ。宇宙

研の秋楽J~( です。その並びが公球実験室。三|盗大

気球尖験場での高度で巧みな気球·rr I::げと制御の

技術がここで生み出されていくのです。さて.そ

の 11付‘いにはプラズ"?~験室。入って見て筋きま

した。Jiの断み坊もないほどギ y シリとハードな

機械設備が読まっています。

4 時には. ，)f，外線尖験宗と SEPAC の部屋があ

りました。

さあ，それでは 11Wiから見ていきましょう。

1f>rJlA...-1to1' , to

llH佃J.J!W"

r府軍

酢"

ヲ 'h宵..

...‘...・‘'帽

ト 4 レ

向_ ..諸..

...鴫邑網 目 '‘・.・“

&特殊実験棟l 階 .特殊実験棟3階

私と相模原キャンパス整備との関わり 管型部長宗形郁旦ー

昭和57年度から着手した相模原キャンパスの盤

備計画は，第l 期計聞としての4 万平方メートlレ

余の建設が，本年度をもって完了見込みであるの

で.ひとつの節目を迎えることになる。宇宙・研に

とっては，基盤条件づくりの大変に大事な.そし

て凶鱗な作業であったということができる。

私が宇宙研に赴任してきたのは，昭和60年度の

初めて'あったが，その頃にはC練と機械室が既に

運用中であり.0練が建設の最中であった。また

A棟に関しては，概算婆求が済んでいて.設計の

紛i音1\の つめを行う段階にさしかかっていたように

思う。それ以来4 年近くの間，相模原キャンパス

繁備にかかわって来たことになる。ふりかえって

みると，さまざまな問題があって.その都度その

対応に追われたわけであるが，何と言っても思い

出に残っているのは.0棟の電波障害問題である。

D棟の完成も間近となった昭和61年の正月明け

の頃であった。キャンパスに隣り合わせている由

野台地区の自治会から.テレビの電波障害が出て

いるので改持して欲しいとの要請があった。全〈

予恕していなかったことであるが，調宣したとこ

ろ o棟の ;j(j轡が出ていることが線認され，急拠

対応策に追われることになうた。大勢の住民の力

々に構造機能試験棟にmまって附いて. 3 凶ほど

説明会を持ち，どうやら問題を解消することがで

きたのであった。

キI3 f及l点キャンノマスは冬を迎えて.雑木林のたた

ずまいは一段と美しさを士曲しつつある。ただ今の

私の心境は，と問われれば， 「例えば野球の試合

に 5 回の裂から登板 L. 打たれながらもどうやら

守り切った投手のような心筑である」と申し上げ

fニし、。
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1.密閉式真空テストスタンド

D悦に入ってすぐ七にあるこの設備は. J~:'争中

でのロケ y トの/.(火や火炎の振舞い. 1品J~変化な

どを調べるための112栴てeす。点ZE タンクの行i，t

は 3.5111\ テスト空 1111 の谷村;は 1m世X lmii どあり.

ニれまでにロケ y トのスピンを f..;;II させるデスヒ

/モータの 11q 燃焼試験をやりました L. 3jヨ H

ロケットの(:/.i)，~. ill':失防止 mのモータでは . n(t射ガ

えが1字i .l l~.ーに』えばす日3特を雌iiZする"式験などをやり.

ミュー・ロケ γ トの|品H~の-w をれl いました。

また. スペースンャトル俗 t肢の人1"，オーロラ，n- IIIl!

(S 卜: PAC) では.実験装世の'必カを Illi うパソテリ

ー'，l!: ih;t のJ'-f'~~YI 能試験を行いました。ごく 11~j[[ L.

('1 1 1ft':ノズル|制党のためのモテソレ'Jと験を~ I" 、ました。

2. i~ 密度風洞

11~ t1 H本が f~J50krn くらいの出さに述すると町 ~I 常

に.t i iii! なツ花火の計五切を受けます。， ~':jJi が 120krn 以トー

にしなると.ド I I1J分 [ilk の取扱いが可能になリま

すが.この二つの日 l立の|仰の領域は「選修筒抜 J

といって .22t を述品目 4 とも分 hA ，しとも ilk いかね

るド ~i で.忠治 (I~J にも興味を持つ人が多いのです。

低術 l支胤品 iJ は.大祈 dlf のポンプによって，皇統的

に r'I:~ i生花 it事訴しを発中させ. この足並絡下 ri 践における

流体力学の実験を行う装置です。またプラズ--;> if,[

14'の尖験もできます。これまでに.而 i主J令清流の

中の球や燃の境界!国・ウェ 7 を』制べたほか.屯

f 作。!主計仕 II) 汗l プロープの特性実験.希薄気体 III 風

j~Li'l の試験などを行ってきました。

V惑星環境風洞

3. 惑星環境風洞

飛行機は.向性清|権時を|徐けば.ほ if一定の IfJj さ

の rfT を一定のスピードで飛行しますが.ロケット

は.発射後に急激に変化する大気環境の oj' を J車

伎を大きく変えながらJIltんで行きます。さらに I" 目:j

1<J主からの回収とか人 r.l!1i )I~ の秋 li 院が行われる

|祭には. 人-3 ピ庁0' 1立の， 1世 ill 同コ IIH Jjili 伎の;Ji1i同はもっ

と!ムくなリます。

このような飛行環境にある 'j': 宙飛朔体の'学力特

刊をテストするには.通常の飛行体の!瓜桐試験の

よう主一定街 l主・一定速度での特刊の他に.大気

'比 l立の翌年化をそのまま相似試験することが望まし

いことは H うまで L ありません。

この ~~J 了環境 Ii\ il'~ は.以卜 φのような袋請に E与え

て.風iI ·iJ 是正転中に抑圧を rL ぃ範聞にわたって変え

られるようになっています。技官の it 水さんの百円

では. MIl ボl内のう正体を入れ伴えることによって.

地球以外のえ1\ ;，'大気の状態を "~ll 比することもでき

るそうです。

...低密度風洞

p
h
dl



企自由落下装置

マ気E事気球材料実験室

~1;iil

6. 気球・気球材料実験室

矢島助教授の説明によりますと，この部屋は，

気球に対する各種実験ができるよう. 21精分の高

い天井を持っています。またノマラシュートなどの

気球つりひものアセンブリーと強度テストができ

るように 1立!f1!Jウインチが壁の一端に設置されて

います。しかしこの部屋が最も賑わうのは.気球

実験前 i ヵ月間です。気球に搭載するゴンドラを

各地から持ち込んだ数チームが.最後の仕上げと

調整に全力を傾けます。「自ら作り，自ら飛ばす」

を美風(1)とする気球観測です。広いと忠われ

る部屋も.この時は巨大なエレクトロニクス・ン

ヨ y プと工作室となり，かっ慢性疲労と不HFOil'者

の収容所と化します。上の写真は 1988年 7 月頃。

中国からの 2 チームが中心に陣取り，手首Ijで高エ

ネルギ一宇宙線の観測骨量を組み立て，奥ではゴン

ドラの方向指IJ御のテストを行っています。5. 自由落下装置

落下中の物体の内部では，一時的ではあります

が，ゼロ G状態，正確に言えば7イクログラヴィ

ティの状態が実現します。ここの装置では，高さ

28m の位置からゼロ G実験用装置を分離・落下さ

せ，地下 2 階の球状発泡スチロールを深さ 2m ま

で入れた大型容器(レセプタ)で受け止めます。

近い将来，この搭内に速度制御可能なエレベータ

を設置して，上昇・下降で計 4 秒のゼロ G状態を

実現しようと計画中です。

それではエレベータで 3 階へ昇りましょう。

4. 自由飛行体発射装置

飛朔f本の空気力学的性能を調べるには二通りの

方法があります。一つは L、わゆる風雨l を使い，固

定された桜型周りに流れを作り出す方法であり，

もう一つは模型自体を飛行させる方法です。前者

では，模型を回定することによる影響の除去，ま

た飛行状況を模擬した気流の生成の困難きがつき

まといます。後者では.飛行する模!tJから空気力

学的性能をひき出すための測定の困難きがつきま

といます。この装置は後者のタイプに属しており司

飛行を行うドーム(長さ 6 m) 中の圧力やガス極

を変化させることにより司隆司の飛行状況を再現

できます。桜型は，高圧カ、スで駆動されるピスト

ンが更に作り出す高圧ガスにより駆動され司数グ

ラムの様型に対して数km/秒程度の飛行速度が実

現できます。この装置を使って，エアロブレーキ

衛星の空気力学的性能を把握する笑験とか，月ベ

ネトレータの打込み実験などを行ってきています。
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V フラスマ実験室全景(手前がレールガン、緑色の

腕をもつのが重力波アンテナ)

7. プラズマ実験室

では，このill であの餓解そうなプラズ7実験室

に起を巡びましょう。河砧教妓の話てI;;t.ここは

もともとは 'j-:'，由・のプラズ7現象を実験室でンミユ

レートすることを主目的とする実験室でしたが，

相隙限移転を契機に.工学而への応用も含むヰ'宙

科学:の新しい分野の共同利用研究を I品l妬する笑験

本へと脱皮しようとしているそうです。その性に

なっている三つの尖験をご紹介しましょう。

-レールガン (HYPAC)

正式1'，材、は司電総~~羽1体加i車袋泣。数グラムの

物休を毎秒、10km以上のi生I~に安定Jm;車できると，

月・惑星の表而で見られるクレータの科学や.月

刷 J;\i;也て'のす・街資源の輸送手段の開発など広い分

野での応用がJYJ待されます。ここにあるのは 2

本の金凶レールの!日iに飛捌体を誼き，そこにコン

デンサ・パン 7 からパルス大'i1Li1ILを流しIlL磁的に

A レー Jレガンで加速される飛朔体と、生成された人

工クレータ

加速するレ ルガンです。わが国段大のレールガ

ン。 300 キロジューノレのコンデンサを用いて司 ijt 秒、

約 4 km まで加速することに成功しています。

-自由電子レーザー (ELSA)

これは屯子ビームのエネルギーを直接レーザ一

光のエネノレギーに変換させる究極のレーザ です。

宇宙での応用としては.飛捌体聞のレーザ一通信

や将来の宇宙空間でのエネノレギー伝送がA号えられ

ます。ここでは司円筒状の~ft子ビームをカスプ磁

場をjJljしてスノマイラノレ運動させ， ウィグラ一般場

を円周上に配世することによって，自由屯子レー

ザーを画期的に小型化しようとしています。現イ七

50-150 万電子ボルトのノ勺レス屯チビームを用いて

実験を行っています。

-レーザー干渉計型.カ波アンテナ

愛称、は TENKO( 天鼓)ー 10. アインシュタインの

一般相対論から帰結される電力波は.未だ地上て酬

は倹出されていません。これが検出され，重力波

天文学が維立されれば， 1em'の重さが 1 fz トン以

上もある中性子星やブラックホーノレの世界に対し

て新しい|恨を持つことができます。ここでは， 10m

の直交するアームの両端に泣かれた 2 組のミラー

の聞を，レーザ一光を 100 回折り返しています。実

効アーム長 1 km の7イケルソン干渉計重力波アン

テナとして完成に近づいており，カリフォルニア

工科大学の 40m ， -'--I クス・プランク研究所の 30

m , グラスゴ一大学の10m と共に.世界の 10m ク

ラスのアンテナ制の一翼を担う日も近い/
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'j 街併の，建造物の中で肢も人討を心。くのは.テ

ニスコートと鱗造機能試験線の/HIにある Jぃ、タン

クでしょう。 j![ <に ftんでいる人が「あれはガス

タンクですか?やすだか危険ですねえ。地位発したら

どうしよう」と斤ったとか。ご安心ください。こ

れは風il，;j実験棟のー古IIになっている空気TiWて'す。

dとして爆発するよう主ことはありません。

この Hl\il ，;1実験隙には， i1271 辿と xliｷftcj.主の 2 つの

liii\州が設置 t され，今後の JI~ 湖Hi.:開発に威力を~€1l li

することになります。 i盆音速 l瓜洞は-::? ''I ハ 0.3 か

ら1. 3まで.超音速の Hは1. 5から 4 までをカバー

します。またこの設備は.エアターボ・ラムジェ

y ト・エンジ/の燃焼実験など色んな実験に対応

できるように円山揮されているのが特徴です。血 L桝

逆転や計 iilll lJ少人数で行えるよう l 夫されていま

す。

ところて" hfl\ i!';!実験鰍の北 filii に， 'I'央機械十点(辿

称エネルギー・センター)という地味な往物があ

ります。持さん滅多に入ったことがないと思いま

すが.ここには字 'J.i fi)f にとって ~I' 'i ，\'に大切な設備

が収谷されています。まず， C- l, C-2, 0械の

ZEぷ!のための冷耐水発中装置。次に Jh，\')刊の自家

発泡装世。そして屯品交換主です。 'j:j巾・ UJfの 'i l!: .iti

交換は大安気がきいていて，jf "t~1 がいいのですが，

その交換手の人達がどこにいるのか知l らない NL

多かったんじゃないでしょうか。

新キャンパスの第 1 期計画を終えて 施設課長僑本敬輔

相般原キャンパスの施設整備も第 l 則計画を終

わり.新キャンパスでの生活も既に半年余り.*

京より少し寒いと言われる相模原の冬を迎えてい

る。

昭和57年度の飛捌休環境試験陳を初めとして，

a1'反の職員会館(研究只 ff1i白練)の竣工をもって

一段落した。年々回の財政特に施設聖完備予算の厳

しい状況下で年次計図通りに進行できたことは，

文部省を初めとして所内外各方面のご指持とご協

力のお陰である。

施設整備の執行に関して外的条件としては.神

予告川県条例による環境アセスメントや相般原市と

の開発協定，そして建設途上での電波障害の発生

などがあった。特に五日境アセスメント評価につい

ては， 20項目に J:J("，i;調査や膨大な資料のまとめ等

大変な作業であった。

また所内では.キャンハス計画委只会や各建物

のワーキング・グループでの検討を経て.他物の

設計へlλ映させていくのであるが.宇宙併の研究

や尖験にとって何を大切に何を優先すべきか.将

来の地殻I(， iでのフレキシビリティを保ちつつ，限

られた l由l縦と予n:の中でまとめることが舷も ?i l.直

したところて'ある。

実胞の耐では.工芸~中のill設騒音や多くの工事

用車両の通行など近隣住民からの l'lit]青が懸念され

たが.きしたることもなく幸いであった。またT.

事の放終段階では司頻繁に停電作業を伴うが.衛

星の試験等の関係で毎回休日作業となり，関係者

は特に苦労していたようである。

第 1 JU1~十回はほぼ~lit，潟に終わったが，宇宙科学

分野の急、速な発展に備えて.新たな施設の将米首|

蘭の検討も今後の課題である。

。
。

ー



吃司哀護議詣治拡Z出品でご苦言.
W曹 司 、 ι~司令・一三 3・

l

A 棟の 81清から凡下ろすと，戦只会館は 1m 向い

恰好をしています。おまけにそのがl庭に当たる所

のデザインがユニークです。これは.太陽・ハレ

ー替Jt· *宙・ビ y グパンなど隙々なイメージが

重なっているのだそうで・・。ここを泊って左の

人口を入ると.そこは中協の~I/i只耳目。職員会館正

而のドアから入ると.すぐ右にショ ・ウインド

ーがあり.おいしそうなメニューが一杯。その!匙

が食'E;;ーです。人口から食立と}且;i'1 1I!Ij に突き当ると司

PJf修・集会率。研修やら卓球やらミュージカルや

ら随分と多方凶lに使われているそうです。そして

2 階と 3 附が宿泊施設になっています。

1.生協購買部

ここの店長のJL本さんはー比↑市そうだったけど.

インタヒュ したら，すごく人なつっこくてま11 し

み易い人であることが分かりました。組合uに良

い物を安<11£供するために.JL本さんは休日返上

でXli必っているんだそうです。 7 イヘンだなあ。

また新しい試みとして方籍とチケット知の店舗i

自民:花等i，JJDえて.より充実した店舗になっている

のですが，教職只でまだ一度もこの店舗に IE を跨

み入れたことがない人もいるとか。是非お試しく

ださい。

2. 食堂

食常の而倒を見てくれているのは.株エ式t会什

一ベスト九。定食均か‘らカレ一' うどん. そぱ。 jlr闘

は一品料J!ll Lit場。相模!点に米て.戦只どうしの

コミュニケーンヨンカず少なくなったと 11'、えられ.

食立は多少それを補っているようです。出版ンー

ズンともなると. ドッと容がi域るので，採算がと

れるようにするには大変なご持労と察します。陽

光降 I) 住(.食堂へ.ff さん，お是正びください。

3. 宿泊施設

そして 2 - 31:f，の 11'1泊施設はi.j:i身.，'!I・用が 1 iii

2 ， 000 ド1.夫婦 JH3 ， 000 阿.家族朋 4 ， ooorrJ です。

なかなか設備の怒った部長ばかりで.快適ですよ。

詳細 lは研究協力諜共同利用係へどうぞ。

-光るハレーの庭

A棟の 31 滑より上の廊下からふと外を見下ろす

図
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と.市松模様のタイノレが目を射ます。昼間は陽光

を浴びてキラキラと術開です。これがあのハレー

主主星の水素コ?だということを知る人は少ないで

しょう。ご存知「すいせい J は，搭載した柴外科 i

b駐像装置でノ、レーを取巻く水素を蛾リました。そ

の水 .+1 の最が多くなった I) 少なくなったりする変

動から.ハレーの向転周期 i を世界に先駆けて発見

したのは街名な話。紫外線カメラ相当の京大の~

囚先生から.活動極大矧と極小舟 Jの画像を ifi き司

タイル屋さんが長時間かけてそれを忠実に Ii} 現し

たのがこの光盟主というわけ。 UI(J 川泰正L)



③

-テニスコート

新キャンパス唯一の(他にもあるかも知れませ

んがまともな意味での)厚生施設が，キャンパス

西南の一角を占める二面のテニスコートです。

現在これに 150名の部員がぶら下がっており. jql 々

の盛況です。この際下手な方には遠慮して頂くと

いう私の抜本的な対策はほぼ全員の質問を得たの

ですが，一向に混雑が緩和きれないのは.練習の

甲斐あって皆様がそれなりの自信をつけられたこ

とと喜んでおります。全天候とクレーの二面があ

り，練習熱心で女性も多い硬式が全天候，試合熱

心で女性が居ないなどとは決して言えない軟式が

いかがでしたか.相模原キャンパ

ス特集。この特集号を片手に.一度

キャンノマスをグ/レリとひとまわりし

てみてはどうでしょう。新しい発見があるかも。

編集委員一同.新年を迎えて張り切っています。

一人ずつ抱負を語ってもらいました。

古今年は多少刺激的な紙面を， と考えています。

2 月の打上げが無事済めば.立派な他負も i勇く

のですが…。(松尾)

女持任 2 年目で経験不足ですが，次号が待ち望ま

れるような内容を目標に努力します。(荒木)

合宇宙科学の門を日11 いて早や 9 年。丹沢の美しい

新キャンパスで今年はエクソス D に全力投球で

す。(小原)

食宇宙科学にこだわる人々のアイデンティティを

はぐくむようなニュースをめざします。(芝井)

-tr il l]刊以来 8 回自の新年号です。今後も新企爾で

良い紙面作りに努力しますので，本年もよろし

くお願いいたします。(高橋)

合"一年の縮図を 一気に呑み干して

甘くも苦き 屠蘇の味かな"

本年も御支援よろしくお願いします。(中谷)

女"新春の抱負を書かす年の瀬や"

多忙な中にも，余裕をもって仕事をしたいもの

クレー. と使い分けています。唯一の厚生施設で

の唯一の所内対抗は，役員の運営宜敷きを得て大

いに滋り上がり，チームによっては敗者復活戦を

二回も行う騒ぎでした。(松尾弘毅)

+A棟屋上ドーム

A棟屋上で太陽の光を燦々と受けてひときわ目

立つのは.天体観iJIII 用のドームです。この中には，

口径130Cm という日本では周指の大きさを持つ反射

型の赤外線観測装置が据え付けられてし去す。この

装置の目的は，気球・ロケット・衛星などの飛朔

体を用いた宇宙科学観測のために.搭載観測l訴の

試験や較正に用いたリ.上空と地上の同時連携観

測によって観測内幸子を一層充実させたりすること

です。(成問正直)

です。 ISAS ニュースを今年もよろしく。(山本)

守閣内的にも国際的にも益々多忙になるばかり。

"1苗の手も 藁も逃げゆく 宇宙かな"

(的川)
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