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日本初の軌道赤外線望遠鏡

宇宙科学研究所村上 浩

わが国て"は初めての軌道赤外車 J~ ?fJ. ;主鋭( Infrared

TelescopeinSpace;IRTS) の|井 l 発が税イ，:iJflめ

られています。 IRTS は 1992 年度末に 11 ち」げ f

定の Space FlyerUnit(S ト U) に格載されるrJ

f£15clll の小さな望遠鏡ですが.研究対象は昼間 l物

質から 'j 宙論までを合み，大変野心的なものと fよ

っています。しかし 日本の赤外天文学グノレーフ'

にとっては初めての illi 1; 1.尖験ですから勝手がわか

らない而も多しまたスペ スシ守卜/レで回収さ

IL るため NASA の安全11\'*にノ守スしなければなら

ない如しさもあって.はらはら，いらいらの iri 円

です。でも ?i:'· ノ;訴をしていても始まりませんから

ここでは"とらぬ 1'1 1"のお話をすることにします。

IRTS は図 i の様に谷 ttl: 100 リ y 卜ノレのトーラス

明液体ヘリウムタンクの内相IJ に 15cIII .p<7)望遠鋭が埋

めi主まれた附店をしています。望泣鋭的すぐ下の

出II定保亘には 4 つの測定誌が納められます。

]卓亦外川l 光保(FlRP) は波長 100μから 1 mOlまで

の~ti城で宇宙背景政射を引い、ます。 1 術論の教科

書を見ると，議論の大前提として宇宙は等方一様

であると 41L 、てあります。しかし.どんどん泣く

の銀河を観測して行くと，とんと'ん大き主スケ

/レのヰ.，山の ttY;:.i1:が見えてきて. とても一機とは思

えない状況にあります。ところが-n， 銀河がつ

く句れるよリ 1T，亦 h 制移 z -1∞0の l時代につく

られたとされる 3 K 官民政射は大変一線で1O~5脱

皮以十のゆらぎしかあリません。この時代から現

イ「までのどこかで非一様な柿造がつくられたので

す o Mlilill ロケ~ IｷK-9M-80 号機の観測は司 3K1ｷY

fdl 放射のスペク卜/レがサブミリ波官 1版てーは引休 1反

射かりずれていることを発見しました([刻 2 )。ず

れをつくるためには過去のある時期|に:宇宙に大き
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図 1 IRTS

なエネルギーが発ゴしていなけ hl .fなリません。

これが主 N iuJの誕 'I'. の時だとすると，県 f~(!.氏射から

のずれの分だけは，卦{ illr 同などに対応した主 Inj fJ{J

なゆらぎを引っているはずで 'L ト[ I{I' はこれを

観測して，飢刊Ii i越せーの可!の'ド'山の線千を探ります。

また‘銀河が誕生したときに大祉の紫外線や可

悦光が放射されたとするとそれが亦 hf. 同作によっ

て品、外総 lin 械で観測される可能刊があります。こ

れを fll つのが j lj:， A、外分光協 (NI}{S) です。 lilUlli1 ロ

ケソ卜 K -9M-77 り機の観測でそれらしきものが見

っかりましたカ仁川 1 }{S はもっと体実な符えを IJ ¥

してくれるはずです。これによって銀河の誕生の

引のlリ|るさがわかリ. うまくするとそのころに放

射された Lyα線写が見つか勺て銀河の誕生のl時代

が特定できるかも知れません。

法品、外ライ/マソノ、ー( I:ILM) は JI~.lnJ~;: I1 \l にあ

る c' イオ/が波 l三 1 S8，ulTlに出す微剥II桃i主総強度

のツ~I I\ J 分イ[J を測ることが守二日 11{Jて寸"。このうイ/

は 'fIL~~lt水よ計11，&と JI~.I t\ J分 f 了、とのj-~l !Ii佐官II戒で大変

';~1 <，ガスの冷却lに大きな tf与をしています。ま

た.分チ芸;ιI' て。の化学反応、 lこも f立安な役割l を来た

すと巧えられています。凶 3 は気球的jii.鋭によっ

て符られた.銀河[Hiに沿っての強度分布です。 c'

イオム/の政射強度分布は.凶の下段のI}{A Sr:fj星

による旦/HI!.皇の熱ifl.射の分イIJ と同じ憾な lよがりを

刀、しており.これは c+ イオンがill脱水素符l肢の周

辺だけでなく，一般の中性水素ガス'土にも JL < 存

.(1 している可能性を 'J、しています。 IRTSに搭載

される j:ILMは， さらに精度の岡山、~見 illl] で. c+ が

どの際立領域に存.(1 するのか.またその'品JA，炭

素を屯離する紫外線の1Jl:*，~~!j;lである旦の純町iや裕

度司さらにc+ イオンの励起メカニズムについての

Mttl を与えてくれます。

4 つ伺は中間，N外分A:;:l， (MIRS) です。これは

5-131-lm をカバーする低分散分光器で，主目的の

一つはこの波長城にある未同定バンド放射の観測

です。このパ/ド政射は星の生成領減や惑0'，状0'

3よなど星IHI tfス芸にgからの紫外線が照射されて

いる微域て.，、くつかの波長慌で同時に飢測されま

す。起i!fJ l については月香妙、の I-I 大分イ寺いくつか

の説がありますがどれも雌実ではあリません。し
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図2 サブミリ波領減の宇宙背景放射のスペクトル

名古屋大学赤外天文グループ!こよる
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図3 C·微細情造線強度の分布 -宇宙科学研究所奥田研による

かしこれがい;J~ されると ~t. /tI J物質に i つ新しいも

のを付け加えることになりそうて寸。 MIR S は k

引のいろいろな場所でバンド政射の悩l主や為バン

ド I:~J の岐院比の変化.また述続法政射との強J正It

司を系統的に拙II~ します。これによりどういう物

川状態の土品所でどういう政射をしているのかが叩l

らかになり、パノドエミッションの起似!の ffiJ I.Eに

lf(~:な均 r I] をするでしょう。

以 I'.. 4 つの川正出に付いて匝Jl iJll J対象のよな L

のを つずつあげました。どれも大佐おもしろい

観測なのでオが.本吋の・とらぬ ow" は， i住む千

屯l しなかうたものがたまたま引っかかってこ主い

かという!日Il.\'かむ知れません。

Ilns は呪イ I:. その冷却系的熱モデルが完成し。

2JJ 末からぷ験が飴まっています。 4 つの測定日;;

は. ｷj':'lii6lF. y，占医大マ.. *Jf，、大学.それにアメ

リカの California 大プー日 crkcIcy 校， ¥ASAAmes

ResearchCC lI lCI て1設計が i韮められておリ.今年

中には 応完成して試験が始められる千山です。

測定~i::で特 'i\ すべきは. NIKS と FILM て'凶必のみ

外線検 rH 1m がf>J: JTJ されることです。 NIR S に用い

られるのは InSb フォトダイオ ドの l 次ιアレイ

で， 名 Iii 医大ザーの功、外天文グノレーフを'I'心に IJ:- J5~

されました。また. Fl LM It J のものは Ce: Ga .i\:; fi、

)g. ~t~ 検出掛て 1 こちらはゴ出附と山政街 J通信総合

研究所のグループによるものです。どちらも III 界

で卜 y プクラスの感度を拘っています。いままで

パ止:l1li拙 II に悦えるような 1~ 1j ~と伎の検 ill a品は H' アメ

リカに虹 1ってきましたが、やっと円本でも天文If)

A、外線検山総開発の i止がかリだけはできました@

IRTS は S r-lJに搭岐されて. 2; 且Il ~r'ti 大観測を千 I

L 、ます。 2 週1l\Jというのはいかにも 短い主あと恐

挽!が庁，ることもありますが. とにかく成功させ tょ

いと訴にな句主いので.気をつ l き締めなおしてい

るところです。なにせ鰍聞がまだま fご山になって

いますから。(むらかみ・ひろし)

Fーーコ~*昭和 63年度第 2 次実験「あけぼの

併竺 4引\ (EXOS-D)J 打上げ成功
門事情 H
~￥壬主~ (表紙カット、撮影前山勝則)

，jdl'.J支の ~1 2 次実験は 2 月 1 n22時ω分に n

卜げ句れた S-3 1O-19 り機による向きょ 1);( [密度の什':1

1主分命測定の1".Ii) と. 1 ，;J22 日 8 時30分に発射され

た M-3S lJ -4ザー機によるあ 12ぢ科'"f:1軒並 EXOS-D

の打 l げ'''Vi) を以って終 f した。しかし. 吋初 f

'，.E されていた S -:;20-10 り機の尖験は州政JJj{キペノ

ノ、スでの~段式験で生七た観i1N機器の似打iの修 n.::

に P:'i R を製するため'»~，jに小Ii:.となり.また MT

-135-50 り機は現地で生ヒた観測機総の不調により

則 tal内での干l上げが出米ず、いずれも米年度に災

地されることになった。

M-3S11-4 り機の成測は順調で.官"展ノズルを

装備した第 H立KM-[) t 所期 iの性能を発刊 B して.

千定に極めて近い軌道に EXOS-D を投入すること

に成功した。この併 I17 の軌 ill 特性から内之浦て'の
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川1IIi Vi!は I ， ;J rr1711:'i 以降となったが.それに先立ち

両極 l昭和 Jよ地が衛.l It 71£披の Ji Ii J! i!に成功し.発射 l

時間後のハドル展開等が 01( 認された。 20 円の 11 上

げを目指してi\'"備は!順調にiJtんだが. 15 日に主り

姿勢制御系に不具合が発生し.その処;百に 2U~

したため 22 R の打卜げとなったものである。

軌道上の EXQ5- 1)は「あけぼの」と命名され.

凶際標織は 1989-016A である。現拍のところ l'ii lJt

の状態は良好で. 1苔般の 30m ワイヤアンテナの仲

以も無ギに行わ 1し木月末には高低;立川!の投入が

行われる+定である。(松尾弘毅)

*5-310-19 号機打よげ成功

"I' 成JC 年の初号機. 5-310-19 号機は千定il!iリ 2

月 1 1:1 22 時00 分内之浦実験場か句上下戸 j781 主で打

ち上げられ. 3 分57 秒後に政尚南 I~ 230km に到 if

した後 7 分32 秒後に内之浦市以海上に必下した。

このロケットは!日 l正;fl.) 自Qkm 以|に叫がる熱 l副大気

の七袋成分て'ある自主主原子の'晶 J~ のt: j'~ 分布を測

定するのかぶ目的である。測定器はカナダで製刊

されたもので.測定刀法は共鳴線ラン 7 の光をロ

ケ y ト悶 i川の大気に !!(!M し， 円安よ IJ;( (からの jl~.1 的

ヶー工 7T

頭胴部組立室での 8-310-19 号慌の動作チェック

散乱光の強 l主を ~liillJ-9 る。また政 I I.\ J 大気光を観測

する放射 He ロケ y トの安勢計 iWJ のためのスター

センサ-(，格紋された。鋭 iilll 機~1:=を合む搭載機昔話

はすべて II': 'Ii:;' ニ f1'w !J し、 I;JT lUI の U 的を達成するこ

とができた。この 19 号機で 5 -310 は 5 皮 II のメー

カーなしのj' iJr 61'1 所|人 j打 l げであった。

実験 li f.は念には念を人iLて11'1:を行った。この

尖験により lim は大いに白 IJ を深めたと思われる。

(中村良治)

食ロケァト・衛星関係の作業スケジュール (4 月・ 5 月)

4 月 5 月

5 10 15 20 25 30'1 5 IU 15 割】 25 以}

_1 L..l..--l--L-J， 1 一一一一一 よ-~，一一一一・一

M-3S11-5
16W& SB プレース f'..\-13T \,C,:“Ii出合わせ H2PL SB ドL

S~'IHC{ i'"わ it 正転 IE ..正世 1己間合わせ ，~1-2~{;- わせ 211 部組 1γ

仁二コ cコ 仁=コ 口
IH ，釈 ¥n,'t (nit) (8 舟i) Hjlfil

GEQTAI し

二二二コ ι 1'- l aA肱
(~n7 より 15 ，\5)

MUSES-A 公部 1，人哨h{~h せ4融
機凶合わせ 4 総合{共辿呆 IJ. ~O: :.γy ヨノ機器)

3/27より} {I S 、s (51H で)

KM-M-2 地」懲偽証』肱

{nCI
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*スベース VLBIに関する日米話し合い

スペース V I.HI 計 1II'i (ワーキンググルー7 にお

ける liT び名 VSOI') に附する LI 米協力の nJ能刊

を，活 LfT う会E泌が. 2 月 15 ・ 16 .17 日の 3 1011111.

1 乱dY;: 研究所において l掛かれた。本， I 長|からは N

ASA..IPL.N i{i\ O 、 MIT かり 7 名の研究者が'*

!:fｷlIHWl. 日本からは jiG 付純所長をはじめとし

て. •j"'Liillf. I'lil'i 大丈 t; 1!fｷjllIll. it !i1.:総研鹿}:， 'j .;t， i

のスヘース VLBI .WGI弘l係者がH1 昨2 した。会議

の第 I 円には小田 ttnij所長む安を比せられた。

会議に当ってまず 101 4>:制 II は.計画の概~.衛星

の 1-r.t 1H- Jiil-. 11~/}H アンテナの開発状況.姿勢制御

1-. の，~~姐. トラソキ/グ支.1)1.データ記録・|民 l述

機保の BH~ 可について. ~礼状の紹介をした。それに

対して.米国 II!I I から. l!li)，\の迫跡 デ-7 取科.

VL 日 A写の観測への参 1m. データ・山像処J'I!. 1~

械UJA のIm~~~¥ について協力したい行従来があっ

た@ヨーロ戸、の QUASAγ 計画が，!~くなった現イI..

スへース VLBIi 街並 HI げの計画 l を持つのは.わ

がII 、!とソ述た'けて "j ， I). ;jC IH の llf':允何等のわが [J i!

の d l"t lhj への ml1.\は相当に大きなむのて'あることが

感じ句 Hた。「品))の内行については.今 f;ii. 引き

キえさより Hf ，f; (I(J 立牧討をiJ!iめていくこととなった。

(阿村敏允 1.i.:iIWff,)

*SFU進捗状況

削除J~I: でのSFUの活動む早やl 年が過き'ました。

この 1 年間はSFUにとって文書体系を抱える年で

した。屯!ぇぱl 年 filf. AIU階に S FU~I'llhi笠を UN

J止していただき郎似のl'(Wtがされてから SFU の

i上織を凶める作業は大幅に if主んだ機lこ忠われます。

しかしこの作業むなんの附主も無〈進んだわけで

はあリません。 6 )jの子倫設計審公(I). 7 月の尖

験裂ボ報告会.11 月のNASA審査r~ を迎えての干

1札没~l 併作会(2).この 3 月には STSのへイロード

としての弘一全併作会を交けー これりの併合1会':~;を

tk て II与に発散し.また収~しながら丈J? として体

系、を終えてきました。ニの 111/.シャトル的述行内

附やプランの初nHf. また iト日ロヶ，トのエンジ

ン liB }J テストなど内外的動さも 川発になり、 SI・ u

L-1~情的にハードウェア製門の年を迎えます。今
年のuLM究所の一般公1mがある L のと思、います

が. SFUのコーナーには桂JJ: 11主新のハードウェア

人工衛星「てんま」の落下

人T.l~ili. r てんま J (同際開設1983-11 九)が 1989

年 I 1119 日に大公凶に突入いたしました。 rてん

ま J は X i:Jitバーストの1!Ii.i1li1で抑かしい成果をよげ

た X 線大文i~i){ I はくちょう」を継ぐ r#.i J 1 ! としてー

1983lｷ2H20II に KSC より打ち|げられました

「てんま J i~f )，\にはガス蛍光比例 dl 数刊と III ばれ.

従 4去の X 稀!日|数 'I~ に Jt べてエネルギ一分解能ヵ、 2

fil 良い j註新の.i-!数~\が n則されました。このおい

うr附能により X 似ノ〈ーストから I敗以料!を発見した

'J. かずかずの X ;j;gノ、 jレサ から鉄を起 iJJ;t とした

齢Ii線を比出したリ.いまだに起源ははっきリし主

いむのの銀河曲 Iに広がった鉄棒線を発比したリし

ました。いわゆる高温プラズ 7中やその闘辺て'の，

鉄内側線学と III は'IL る分肝て桝世界的な大治組をし

たと J えます。また初めて J是々に主[{i n! Ii、外の X 料!

?仰の観測をIl J能に L. その 1 (1[ 向さ t !.!.せてく t しま

した。しかし 1987 年「ぎんが J の打ち上げに先立

ち「てんま」の屯波が 1干止さ tし速刷が 'I' [1-_ され

ました。雑誌 (k 文ガイド)や :\ASA の情報から

「てんま」の部ト I二想を知らされ.純一後の追跡、を

(化に際ぐらい!t!. J雨けよう)と叩、怖を始めました

カヘなに.;;'んに L'屯波カ ~r l-\ ておらず十日 ·i llf て1曲

捉に成功する lilj に沼下いたしました。

f品 l、にあたリ人 ..L J、 f，f;の氾跡をされている LA

T 本 til) (f: 士 !;， 'j) の稲本就宏氏には大変お l吐 ;}i にな

りました。(村 l 敏夫)

5 ー



を民d、したいと思っています。 "j:Aは昭和63年 1 I

JI に行われた (-Hilll立 JI-'品1.i:会(2)の僚子です。

(W水宇夫)

f哩置、\ *マジエランの打ち上げせまる

守石干1~ アメリカが送る久々の惑1UHI
¥¥1// まにまに
亡フ《ミ y 採1.i:機?ジェランの 11 ち上げが

j'UrIニ i且ってきた。 7ジェランは 4 Jl 28 日に Hち

tげがイー定されておリ.約 1 .1f.後の 8 月|ーも jに金

JIU こ引IJ ，{jする。マジェランは金 M表面の大部分の

レーダー・ 7 ッピングを行い，その精'品な J也形凶

をつくるニとを」ミな目的としている。この観測は

8 ヵJlかけて行われる。?ジェランによって金尽

の全 Illill() な-;> ../プが得られれば.金五 iに L地球に

見られるようなプレート・テ 7 トニ 7 7-が存作する

のかなど.全 J1 \ の形成史を昨 l らかにするうえで大

きな下品トかりとなるだろヲ。

(V-gralll:/ リース.. .J1'1.)

石上さんの新しい門出に

猿田智男

ノ「はなつかしい駒場テニスセンターコ- I· , ~'R

鮮かな駒場GC ンヨートコ ス，そして析装tょっ

た til似!恥キャンハステニスコート、さらには， 1E

1~ii途 Lの判仲良 JJ;t GC ショー|コースと l時がたち場

所が変わろうとも句 'it:; に J'jt:胤かつ賑やかに妹う一

人の if， I;;の安が比りれました。その安も II与の流れ

には，並らえす、 'i': 'd ifo)f J\l~l品キャノハスの名と J'、に

す'Ii i 竹'下側'先ド~rをよろヲとしています。

)~坦II部 i:: ，~ I-，;~tN 鰍処月 !f ，fo， Jlにー聞にこやか主

笑 jUt ととむに I-I'*~;袋を千渡していただいた守石 l

t1t1\さんかこの 3 Jlに定年退.~き fl ，新たなる辞 f

f; へとスタ トを切句れます。

石上さんは， 1If{千 11·12 年に 'j-:"H 航空僻究所業務課

でデビューさ tしその後経l'll謀刷 l主係 i礼誕出

納係. ruJJ~tN 骨i処理係と研究所内 }j と々飯を介わ

せる機会の多い峨坊を中心に iM 起きれてきました。

そのかたわら.ロケ y ト実験では.海上保安部に

連絡 n としてよめられ.海上野戒の i主給は L とよ

リ.保安部の hと々のコミュニケーションを大切

にされていたようです。ロケ y ト実験的|廷の -n 献

円としての il; ilt(，忘れては主らないでしょう。

石」さんとのお千|合は，十年に i前たない JYJr ，11 で

したか.気持ちの ~'i さ.そしてそれに負けない体
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のおきに騰かされました。本人円< rf;L，は， 50歳か

ら述 I{q きに年をとりはじめたの/だから今は40;波

~I J 雌かにその辿リ.万人が必めざるを仰むいでし

ょう. f1:'J';. スポーツ， ill ぴとど IL に対して L .!'f

卵lにそして良い芯昧での頑固さを持って取組む安

は.行 I'. さんの気っ風向よさととむに II何のすく思

いがし.また中 ill まれたら絶対イヤと πわない I~i 倒

見の良さには敬1I1 1するむのがあリました。このあ

たりが，.I!;若~ I;;~Itとでむすぐに打ち解けられる

安凶であったと思います。

HI からは.持前の負けじ魂と併やかなステソ

7 てヘ宇 H-i 研という掛 fぃ舟 il から.新しく広い世

界へ優雅にはばたかれることを期待します。



ω55止の
IIIII~円@略
L::::..~λ 。

E T を探す

東工大理学部大島泰郎

はじめに '+:H1ーJ.~J 也府 l川センターから1'1. 1ニ与えら

れたテー ?Ii rl 剖外生物ザ (Exobiology) の課題 J

て"あった。|剖外 'I 物。干のテーマは大きく-つに分

け句れる。第一は地球タトゴ命的 f主計.地球外 'IJh

l星Jj 生物 ICt の探不である。第二は地球 lーの 'I 命的地

球外の修Iiである。第三は比較的近年に IJII わった

もので. JJ!l.l ;J日における 'I 物活動. 'U ，;，:物質の動態

的観測である。これどけ広範な課題を限られたえ

ベースにはとて LJi けないので，このなかでも枇

も II何はずむよ j~! 足D. 地球外文 I~I 隊司年を J? いてみる。

ET 採しは認知されているか

\·:T どけではないのだが，国際天文"'j:法令は分

科会の一つに地球外生命tI;:併をおいている。1''1'

探しはその小心的課題であることはお然で.k.文

学分 ~!i' では" 'I'I荒しが必向 l されているようて'ある o

'j りふこれ迄に L 50 はどの E TfA.:しの Jl"lllli が'lL: i庄

望i主鋭を JI J，、て 1 i われており可そのための研究./，/

を叶IlllIL ，採択されているのであろヲ。

-1I1'if.地球外生命採伐の分科会は IJ'I 際会議を

電渡望遠鏡

開催しその;議 I> 録が出版された。 Physics Today

誌は. ;1t:;W欄にニれをとり上げたが.説者は本の

内容にはほとんどふれず、一方的にlO T は存{，:せ

ず.よってこのような分科会や同際会議は無芯昧

という主伝を述べた。この風変リな;J. ~l l'I qま大へん

以杯をよび.いく人かの人が反論を若手せた。その

中には.分子中物学す?として白い評価を受けてい

る r ジュークス氏などが含ま iL ている。

ET は存在するか

ET tI;:しを .n:1 味ないこととする主 ~l~ L 多様て“あ

るが，ド hys icsToday 北に掲載された主張は. IIキ

|日 l スケ ルに)，!; <もので.一つのよさそうな惑 if

1-:. 1ニホ命が発 'I 三 L. 文明が成立するまでの.，悦 JI 時

間は太陽切れi. J1\ 町平均寿命よリ長い，よって地球

のような幸是正に比焼わ hた柿主 ~3 Jl~ 以外には文明

はイ{1 1 しなし、といフ。

おそらく文明が成 Ii: する迄には，一つの錐聞が

あり 地球 1-. て酬はこの一つが符くはと'の約時 roil の

うちに解決されている(これは夜、比である。人に

よっては，サノレからヒトへの段慨が鰍|瑚だとキ 111

する )y mーは. 単純な物質から当命が誕'トーする段

階.第ては細胞!日 lが分業する多細胞のしかも刊を

II'う生物の出現である。地味|では.第ーは.地

球誕'I'.後 5 If!年くらいのフちに終了 L. 第一は.

それから 20f" 年くらいかけて成功した(ヒトの HI

fJl.は\l!に 20 f:~年かかっている)。よその星を合めて.

4均したらこれ句の関門をハスするのにどのく句

いの時 H\Jが必袋であろうか?

fl. はやはり Physics Today 投書棚の合問 lニ 1m わ

りた L 、。ヰ :11·j~'::IHJ に生命閃迎物質が!ム〈分布して

いる以上.第一の健闘は実は難|刻でなく.どこで

む数倍咋以内に也えてしまうのではないだろうか。

もう紙数をオーバーしてしまった。この先は ill:

〈発行される Physics TodayI:f牛 ;317 版「ノ、リテイ」

を読んで，作 n て吃!いをめぐらし.ナゾ解きの楽

しみを味わ「て町 lきたい。(おおしま・たいろヲ)
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品主義 i!"iL.-
ブラジル気球実験による観測器の回収

宇宙科学研究所並木道義

起Hlr lJ!， SN1987A的保先に 1'1'って発 '-Iえする X線

ガンマ料l を 31旦l同気f，Rl直球によって観測するId(I')

でII 円 fl163ij 二 10 月末からおよそ 1 ヵ月 Il lJの Fどで山

んでブラジノレへ !U 発 L た。以fO R放球は‘サンハウ

ロかり北へ*，， -)3α)krn 聞もれた品 )I~ f~k1 阜地ポソスーデノレ

・カルダス郊外的小さな II~ 行持;を使用してわった伺

この間 Iは. t~ 品 1300m にあリ.変とはいえ 4リ III 免は

15"(;li ，j 後. H 中は 35"(; f'，リ旦:と湾、!暖の，半が大き、、が

出 1主が少ないため1::1 1.1 1 でむ ~，，;，きに人ると 4JI 訟を!~

じる。

II 月初日 21 時にガンマ線観 illil ~:;を政球した o 'W.

i'J j29 日制 6 時:lQ分に INPE 研究所(I ~STI 寸 UTa

DE Pビ SQUSAS ESPACIAS) 所術的以党 10人

点リ nH ，'機にブラジル的公球府 4 人. H 本 filii から

はf1.‘ さ句にフ'ラジ Jレグ)'1 ・ Vlo) (11ECOHD) 0) カ

メラマン 3 人が来リ込みー 1"1 収に rir] かった鍋 IliS:

jJIJf'.¥.IJ!.j}'jへ成行した所て --i7· ili: している気味を発見

した。 8 1 1. ~:30 分以 訂正 Eは放球場よリ阿 h ~OO kill

f't':の辺リー而が牧町 d也である地山に j主した !~i で成

行機よリ桁令 '， iii 止を送 f ， il. 酷lillil 器を公球かり υJ

1)1維した。観測;{;~1'J<~-U ;R か句切り離されたのを服、 l

lilt で航必すると成行機的 'I' は歓忠で包まれた 1('

f圭 I~ TVJ，;)のカメラ?ンが観測践を切リ荷量す機rl-j

の状況を Hlilij したいとの 'I与で.ま止画する為的WtH

をさせられてしまった。その後私は . iat世I也山を

j，在必するた的 降下する観測?:;，か句の屯披を事II り

に Inl似'えい機で観測慌を till!足していた。しかし.

n~行機的辿!主が辿い1..;か.ハイロパがl叶似に不

11'lれの Yo.;か ハランユートで附下1 る鋭品川端を T

l漂よく J也、、ヵペする‘hi)<てFさなかった" I". 情からは

枕a川端的 1\\1也I也山を体必 HI;.!、ず.れf点本 (¥o)みを

党はした Ieけで技々は.そのjlj" くの牧 ~l\ t也を 1F地

したん'けの小さな J( )l \J II並行上品に杭 l注した。ニの II並

行場は航2JT指令院か )!I.~ <.他物らしさ物 L 会〈怖

く.全員成行機カ匂 l りると飛行機の除に泌ころ

んでいた。しは「句くすると 4 I、ノ唱のトラ，クと、

附 1、するハラ y ュートを比た人を来せて，uriリi イi的

取叫-J Iiiかきた。，f!たちはトラソアに取り.広人ーむ

牧 I';~j也へと Inl似に向かゥた。しばらく点ると. 20

U{lf'，'の 'I がjn k!告を陥断している所に l'B 会ぃ.点王 4

の;Y.\'、 Hirl' Ll .;t'らく ，'r ち.I1まることになった。さ

りに観測船からの，正法を事fl りに 30分 f·， k ったドiJi' で.
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トラ γ クは先へ進めなくなった。そこで徒 'vで 1"1

収に Ill] I)· ぃ.およそ 2hudy l;、た刈て守政州加を発見

しー Ilij 五心した"観測世誌の'f( IIIはおよそ 1 トン

で. J~ ひ， n\ すためには 'Ii カず必批ーてHあるのそのた的

何人かが泣くの牧場へトラクターを fn'}H するため

に山かけていった。伐った人泌が炎天下の "Iヘハ

ランユートの悦 fOl! と t，' I 散Aしした発泡スチロール

コ干の後始末を L. トラクターの米るのを待った。

l 時 taJ30分後に|ラ 7 タ ヵ、 2 ;守主 IJ消し説話 III 加

をfl.' t .h込む叩怖をはじめた。とよろカ\観， 11'1際的
中を.1lI.くと f..f..: Lc5ern位向サノりが観測昔告を{王/;'-;と

している また体長 3 mn.のプfラガラ蛇(万点)

カ'1"1 ' ) を目文会L しており. fl.はすっかリ III を dfvやし

てしまい観測総にさわることヵ、でさなかった。観

測慌を l ラクターに.ft~!み込，h... ~"ti リはトラ~ :;に

たどり府( IIキ H~J ヵJl (!必じり I L. )!..~ 'I 午て"あった 'Ii.

に!必，， ~I する，J，!!いだ勺た。 ii きはよいよ L 、'1" 11 りは↑市

いのブラジ Jレでの回以内 1 H でした。

(主みさ みちよし)
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「込占誉宙 宇宙環境 (4) 熱的環境

U に斗。'li T以上主とはぱっても，太陽系のいI で与

えるだけでも 9 つの大;.:¥:.!tlが存主 L. それぞれの

熱的な fZi崎も大きく異なっている.そんな r$JI~ に

傑作機を送り込み.生命あるいは 'j-: 山の体系を解

き明かすことが人知的夢でもあるかもしれない。

寸前曲目を娘に例えるならば 各必ltlは娘が綜い

で行〈殿 Jj となり.その航肉親が:llt~-十 ffi とら d え

る。

予 t誌に拍|けた "r愛い I;j誌を嫁がせるとなると，嫁

ぎ'Jiょの搬 }j，円身 1·.~D，'，J11:: を作り，それぞれの以岐に

lじじた政人リ道l-L を揃えてやらねばなら向。地球

から見ればほんのおl碍と思っている令"の殿 }j で

さえ.公判が激しくぶ附II且肢は約460"(; と しかも

硫般のベールで包まれた r!.\熱I也はである.

また後隣町.火hiの殿 }Jはやや砲やかではある

が. 13'C--93"(; とぷ 1M i品!主が変る有線である。

そんな殿山にら.すでに I;j~が綜いで~市なデータ

を杭元へill リ hlilt ている。

1古 iiのハワイにでも:+1かける公分で. - OJ)内似

た{t.州のムームーでも，n てー Fた1P，f Jll に III] かつて，、

ヰ、ムーンのドライブを楽しむのむよいが.ハノド

ルを.:1\1LI;fJ，:. 院に近づき . 60001 庄内 '.1.\( 1'肱射に杭 1

tl する灼熱の太附を1:け、それこそ小引の冷却機

を J年参したf'，'，)主では1:1 1に合わない。さりとて.外

~:3¥.に向けて.太陽かり 7 l.0 '7 8<泊)j km L 離れた本

家の木J- I~ を訪ねたり.あるいは i卓ぃ縦戚の海烹 51

に'，{fりながら. 1'1-ぴ会うことのない岐を妹がせる

となるとーそこはあの休大ーなる太防的 !j" l:h も怖か

となり‘ ミンクのコー i を!I fにかけ.さらには特

りII 挑えの時 υi} ?~只をりたせても，し、配はっきない。

そんな 太陽かり約 44 W'9700}j kon 離iLた榊 E J-ll に.

事~元を向 If:) l てすでに 10年の哉 n が過ぎた.アメリ

カの娘ポイジャーが 4しく辿りっこうとしている。

そう d う :0 味で.スープの冷めない距雌へ綜さ\

1R に数同舶を見せ. )止 ifL 情i告をする以内 }Jが生

，し、していられる. J の輿に来った「さーんがJ など

は.はどよい H 光t討をしながら.時には地球的木

陰に入り楽しい'ト:ji!"iを送っている。それでむ隊<.

Hljは.飛期4 山i/主が{II:いことから原チ状般~;あるい

は紫外糾による劣化を，し、配したもんだが 今のと

ころ 11-1]凶はむし、。それに I; I 称え 先 H やっと政に

いった「あけぼのJ などは. j[!: くに嫁がせたと行

っても長桁 I~軌道のため. -}j近くも太陽に l凶さ

iLるかと思えば. I時間j!i:くも地J，Rの除に人り弘

jEZ.の激 L' 、 I~j~主に 1111 え， 荷1正K粒r.r の1渦帥 z在是〈ノパ〈ン

アレン f引i店T なる i何河有可I を i肢}畦主つて i辿l凶h わねはば，ならぬ寸小、1似側H閉i な a却飢I良1

て

1却昨v恥t怖i し. ~illこはガラスに銀を !.I.~{j した事やかな帆j

干をのせ. ドレスも|王II:m初的特別付: v.の布地を使

い.余す印i なく将~I!.門で才'if耐った花嫁衣長を 0: 'I:

てた。線ぐ前は、多くの，以父隙 }j の UJl を till ませた

じゃじゃ 1日以 L. 隙u 、だ後は縦の il .}なりに句 し

なやかな腕や長い足をはせびらかしなが句.地上

の収父様 }j をしりめに 'I き生きとしている。

こんな.鋭いだ娘たちとの会話を栄しむ IUl L~'

<.!-Iに綜ぐ次の娘の身主 :n :rがもう企 f; ま咋ている。

l刈 1 及び図 2 に.地上で何られた 1'1 色 i]: 料とア

ル~ illι 梢カプトンの紫外料附射による分光分布と

太防， ιIV~ 似吟'の劣化を η、す。劣化的|問題は.いず

れの必 ~It に行くのにも jl!fけて jJliれない出 J~ である。

-'i 山間一大阿晃

説"
。一
副

VOA 川APT 刷 UV-OEGR 岨ATION

3FYｭ
iW. 刷

iω ト f .JI'一一-

Z40

tE
a。

l:-."...咽"一 J おトー-..
旬hill 剛山町

E醐醐制。問

WayelengthInlll

..
"
Eω

z.。

~ I II
初ト "

l I' •. ..一一一京高一一一面.---..
トロ"ロ 2〆 E・t ・・ 1側制.除制

5幅 削 叩ー「布←百" ".。
WayelengthIn.l

,.. WHITEPAINTUV-OEGRAOATION

図 1 白色塗料の紫外線照射による劣化 図2 戸ルミ蒸着カブトンの繁外線照射 lこよる劣化
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宇宙の描き方教えて下さい

高柳雄一

「水よとヘリウムばかりの世界を，一体、どう

やって附くのかね? J アメリカの週刊誌に471 介さ

れた同名な地球科学行を取材した際，我々プロジ

ェク卜の-ri がJltJ ，.、てきた口業である。

f，1(かに 'Y'I山を iNI くのは鰍しし、。勿論.太陽系、に

はまだ惚かなイメージがある。ポイジヤ一り

?必~J川1\ の』旅任てでeお馴染みになつたカラ 7;ルレ主な'-1本'it叩sや上

f星tの表面のt模主様 f軒並速のdT妙な地形.そこは地

球にない多級なイメージのill: \ががある。

ところが.太陽系を 歩外へ出れば，たちまち

絵のない世界となる。

1込新の宇宙科'7 をテー?とした，新しいTV番

組の y リーズを企画し，プロジヱクトを始めて，

会Hの共通した悩みは，太陽系の外に広がる C-f・宙

を県;たして r V 祷HIの'I'て-"il'l'jけるかどうかとさう

がどった。

泣い 'j 首についての本が「絵のない絵本」ばか

リかと古うとそうでもむし、。リンゴの治下に，j:'[ij

の 11 の働きを発比したと I f うイギリスの大科学者

の名前で布名な H 本の科学雑誌には . 1f i: 号といっ

ていいほど.カラ 7; レて'人的スケールではとても

理解できないす'山ーの姿が登場している。

起利益やブラ y クホ ルの附リの世界.銀刊 I系

'I'，(.、伎や前副 J量~iilrql 心の :Ii:. . ・屯 t症や品、外線， X
線主どの観測データをマルチーウインドウのスタ

イルてリトさく1I'li 1(liにお d、しているが，比陥l きの二

ページ全体にはア テイス卜が細書1\まてすIVi l，.、た句

卜|を!-J. jJJ~ る til 界が広がる。

ノT の科'''I一 Ui き>:.. (-fJl:jJ'!には，正 ill や亦外線が 1it

えた 3 センチや l ミ 7 ロンの色はお馴染みに成っ

ている。-1'<々 L こうした傾向を fllllj する併にはし

たが. TV は Nil 止倒的世界だけでは tli'l けない。

それぞれの j': 'rli 科，' r I' iのli Iiの中で.一体宇宙 Ii

どんな姿をしているのだろフ?これを拍〈事によ

って. fJl.代科学が知りえた枇制!の *f j:j f量を怖くこ

とが I:H 米るかもしれない。

観測や.£'J.!論の ilt:~ ;tて 'iii 賊している料 ι宇品に. -1'<

ス々タ "7 は出来るだけ多〈会う 'I~( こしている。

ある rj':Yh"J 歯肉料"f:長からは. 自信光年以 1-. むか

なたのす Hi で発見される銀河の世界には l旺に水よ

とヘリウムばかりではなし垣見素が含まれてい

て.それが字'山の歴史を思!解する上で問題となっ

ている事をうかがった。

巨大なヰ:術を;調べる科学 Jすのそれぞれの ν 場で

宇宙は隙々な 1m を比せる句しい。しかし，我々の

目的は科学おの皆さんが，色々として築き上げた

1宇宙 1主の 1tifi 主断 )'1 を， ジグソウノ、ズルの一日の

僚に机み|げる引なのであろっ。

J;)}Ii市.そフした f1 業を j立的るには，これまた科

学者のかたの級助を般かねば fよらない事は FT うま

でむない。

科プ φ 7' i・の併さんのす而 i主には，当然寸 Hi 観も合

まれる。我々スタ "7 の/H J で.どう取リトげてよ

いか決め~~ねているテ-?(ニ.す'出は人間を生む

ためにあったと言う (9 1Jの人問販即ーがある。

水よとヘリウムだけの'ド宙にやがて太陽系や生

物司そして人間を'主み tH す if( 金属が現れる。波維

な段階を辿った巡回 Jは雄解た'けに完全にはなかな

かJlI!.解 n\ 米ない。しかし、宇市の小での人間!の位

iU が特殊なものとむう ±'lm は分かる。

人日\Jは:十甘 l の 'I' で一体どんな ff 1fなのだろう。

ヰ宙科ザのー{主治的勉強に.illられている-1'<々には.

人1m 原型 II は，今やっと 'j':Hi を注解しはじめた知性

体である人間 iカサみ出した強 l r. !1 な宇宙への片思い

の憾な気がするが.どうであろうかヲ

(NIIK スペシャル番組部チーフ・プロテ'ューサー)
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