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盤備培吊込み

〈研究紹介〉

YohkohandthePhysicalOriginsof “Space Weather"
UniversityofHawaii HughS.Hudson

Thesolarwindcomesfromthehotcoronaof

出巴 Sun andcontinuallyblowspast 出eE 組曲.百 lis

“ wind" (aflowinacollisionlessplasma, notinan

ordinarygas!)cont 創ns irregulars町uc 仰向 s， some

ofthembigenoughandenergeticenoughtocause

strongperturbationsoftheEarth'sownplasma

environment, oreventoc児ate sμctacular e仔eets

at 出ehe 陀 O目白巴 surface of 出e EaJ廿 1 such ぉ出 e

a町ora bo 陀alis andstrongEaJ甘 lC 山花 nts.

Thisarticledescribesbrieflyhowwe 出芭 using

data合om Yohkohtounderstandthesolaroriginof

thesesolar-winds岡山 res. 四is isimportantfor

severalreasons-forthesakeofthephysicsitself;

for 血epracticalpurposeofunderstandingbetterhow

topredictterrestriale仔eets; 釦dasageneralization

1

ofthesolarexampletothestarsandpossibly

beyond. 百1巴 human sideofthesephenomenaisnow

commonlyt巴rmed “space wea 出er".

Yo 肱oh waslaunched 白veyωrs agoandwe've

justhadaninternationalconfere 目白 to celebratethat

fact.Butthedata ∞ntinueto 創naze us.andin ゆ96

Yohkohhasmadesomeremarkableobservations.

FigureIshowsasolaractiveregion, withlarge

sunspo 也，廿 latap 院ared unexpectedlyatthebottom

ofthesunspotcycleasrecentlyaslastJuly.It

produced(orparticipatedin) 出e eventsdiscussed

below.

*HowYohkohhelps

ReadersoftheISASNewsgenerallyknow

Yohkohwell , andhaveseenmanyofitsniceso 仇
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Figure1.FourYohkohimagesoftheSunfromdifferentro 祖tions ， eachcenter ，凶 on thelongitudeofthehugeactive
complexandsunspotgroupof1996.Theupper 同ght showsitsbirth,andthelowerrightshowsitsconfigurationaffer
thecoronalmasseject 旧n ofSeptember25.Thisandtheotherillustrat 旧ns herehavereversedcolo 陪 for clarity

X-rayimagesofthesolarcorona.l'dliketoexp 凶n

briefly, though, whytheimagesareimpo 口ant in

thisparticularcontext.Thereasonissimple:instead

ofindividualpictures, Yohkohgives 叫s enough

telemeter 叫 data tomakea“data cube"(twospace

dimensionsplusonetimedimension) , whichwe

canthenviewasamovie.Inthismoviewesee

large-scale 釦dsmaU-scalemotions 出atwecannow

begintoassociateauthoritativelywithsolar-wind

S汀uctures.

TheYohkohsoftX-rayimageshaveamean

photonenergyofaboutIkeY(amωn wavelength

ofaboutlOA).Thisisthecharacteristicenergyof

radiation 台om aplasmaintherange1-3MK.The

Figure2.Anexampleofacoronalmassejectionobse 刊edby

the 凶SCO instrumentonSOHO(Janu 町 15 ， 1996).Thebig
bubbletotherightisaclassicalCMEstructure , butquite
interestinglythesedatashowajet-likeejectionintothe
heliosphericneutralsheettotheleffaswell.Thescalecanbe
judgedfromtheinsetsizeoftheSun.
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solarcoronalplasmaiscollisional , sothatthe

particlepopulationsYohkohsensesremotelyare

thennalandhavebasicallyMaxwellianvelocity

distributions. 百1e coronalmagneticfieldiss町ong ，

andthisfactisresponsibleforthecleart巴ndencyof

theimagestobre 法 up intomagneticloops,which
are “closed" in 出e sensethatbothendsofaloop

returndiJ官 ctly tothesolarphotosphere.But-and

thisiswherethephysicsbeginstogetreally

interesting-neitherthecollisionalitynorthe

magneticdominance(“low beta")can 民 taken for

granted.Itmaybethatlocalorglobald巴partures

fromtheseconditionshavem司jor effects.

ForaglanceataYOh]くoh image, pleasereferto

th 巴 following World-WideWebaccesspoints

http ・//www.solar.isas.ac.jp/

or

http://www.space.lockh 巴ed.com/SXT/

homepage.html.

FigureIshowssomeimagesfrom1996,

showingthespectacularcomplexofactivitythat

curiouslyappe 紅巳 dat0ぽ cu 汀ent minimumph ぉe

ofthesunspotcycle.

OfcourseYohkohisimportantfor“ space

weatherヘ since phenomenacausingterrestrial

effec 岱 begin attheSunanddirectsolarobservations

givethelongestpossiblefor 巴cast interval.Until

1996, however, theconnectionbetweenwhat

Yo 地oh seesandwhatap 伊都 at 出e EaI廿 lhas been

unc 巴rtain. Now, becauseofSOHOandother

spacecraft ，出 e situationischangingrapidly.

*HotnewsaboutVohkohandCMEs

A “coronal massejection"(CME)isthelargest

andmostspectacularofthecoronaldisturbances

thataffectthesolarwilld.Inasingl巴 such 巴vent， a

coronalmassroughlyequalto 出at ofaI紅gecomet

blowsoutinto 出esolarwindandislosttothecorona

forever, becomingpartoftheheliosphere.The

magneticfieldinsuchacloudstretchesouttothe

extent 出at 出efieldlin 巴sbecome “open" ill 出esense

ofnotclosingdirectlybackintothephotosph 巴陀

directly.Sucheventsaredetect 巴:d bywhite 心ght

coronagraphs, whichsense 出巴 mass byusingthe

scatteringofsunlightofftheelectronsill 出巴句 ection.

Thisisadirectdetenninationoftheexistenceof

句ected mass , andtheresultingimagescanbe

extremelybeauti.ful(forexample,Figure2shows

th 巴 first majorCMEdetectedbytheLASCO

coronagr 叩honSOHO)

Acoronagraphisnottheonlyway(nor 巴ven the

bestway)todetectaCME-theireffectscanbe

studiedwithin-situobs 巴rvations byinte 叩lanetary

spac 巴craft (GEOTAIL,WIND, SOHO...).ηleyωn
bestudiedattheSunduringthepr ∞ess oferuption

byYohkoh(andnowalsobySOHO).TheYohkoh

resultsarenewandIwilldescribesomeofthem

hereforthefirsttim 巴加 ywhere 田 from veryI芭:cent

data

Figure3.TheYohkohobservationsofaCMEonOctober5.
alsowell-observedbySOHO.The ∞ronal brightnessat 叩per

rightdecreaseswithtime,thedimmingeffectoftheactualmass
ejection,whichtheSOHOobse 刊ations showedpreferentially
inthenorth 、 At thistimetheactiveregionwas 加odaysbeyond
thesolarsouthwestlimb.Thedetailedevolutionofthe
filamentarystructureswillprovideuswithinterestinginsights
intothemagnetohydrodynamicsofthesolarcorona

qa



(ヒュー ·s ・ハドソン.ハワイ大学)

Re記arch Labor百tory， Koganei)wasactuallyserving

astohbanatUchinouraduring 出eOctober5event

Evenmoreremarkably, K.Shibata(anMHD

specialist 什omNAO， Mit法a) wastohb 加 during

出e remarkableev 巴nt ofApriJ14, 1994;thiswas

ce悶凶 yaC 恥伍 launcher (althoughnocoronagraph

co uJ dobse 刊巴 it) 民ωuseof 出emagneticstormthat

resultedontheEarth.ThankstoShibata-san's

alertness ，白巴陀 was actuallyadirectwarningabout

thear 吋val oftheCルIE (usualJy1-3daysenroute

fromtheSuntotheE創由) inthiscase.Wehope

thatYohkohwillshowhowtomakethist)ゆ eof

warningmoreroutine,and鉱山 E 鈎me timewehope

thatitwillprovidetheknowledgeneededto

understandthemysteriesremaininginCME

launching, flareoccu 汀'ence ， andtheothersolar

p出ticipants in “ space weather".

eJectIon.

貴 Conclusion

We 紅e currentlyanalyzingtheSeptemberand

Octo むer CMEevents.Byararecoincidence, S.

Watari(aCMEsI耳目ciali 試合。mtheCommunications

お知らせ南東東東京車店直車耳東車店東東東耳東東南東南東京車車店東京南風車車庫弓道 2

*研究会・シンポジウム 司PJ

Thebignewsisthat, asoflateSeptember,

Yohkohhぉ su∞eeded atlastindirectlyobserving

solarevents 出at couldverifiablybeidentifiedas

coronalmassejections.Thismeansthatwecan

begintostudy 出everyinitialmotionsofthematter

asitbeginstoI巴ave theSun, andtounderstand 血e

mechanismthat 出ves itoutwards

τ'he eventthat ∞C叩吋 0目白 tober5 is 出us 回ted

inFigure3.Itshowsacomplicatedmagnetic

structure 出at evolvesinterestinglyintime, andit

shows“dimming". Dimmingmωns 出at 出eX-ray

coronabecom 巴s fainterwithtime, wi白血e natural

explanationthatthedisappearingmassactually

becomesthesourc 巴 material forthecoronalmass

超高速再突入飛行小研究会 宇宙輸送シンポジウム

日 時平成 8 年11 月 26B (火) 日 時平成 9 年 1 月 13 日(月 )-14 日(火)
4・

場所宇宙科学術究所本館 2 階会議場 場 所 宇宙科学研究所本館 l 階入札釜・ 2階会議場

宇宙空間原子分子過程研究会 月の起源研究会

日 時平成 8 年12 月 24 日(火)ー 25 日(水) 日 時平成 9 王手 l 月 23B (木 )-24 日(金)

場所宇宙科学研究所本館 2 階会議場 場所宇宙科学研究所本館 5 階会議室

問い合せ先:宇宙科学研究所研究協力謀共同利用係 TEL0427-51-3911(内線 2234 ， 2235)

*ロケット・衛星関係作業のスケジュール( 1 月・ 2 月)

月 2 月

I 5 10 15 20 25 30 l 5 10 15 20 25 28

M-V-l フライト才ベレー y ョン

(KSC)

5-520-18 フライトオベレー y ョン

(KSC)

MT-135-65 7 ライトオペレ-~ヨノ

亡二コ
(KSC)

パイパー 2-5

フライトオベレーンヨン

(KSC)
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*MU5E5-B総合試験再開

7 月中旬から中断していたMUSES叩B

の総合試験が， 11 月 1 B より再開されま

した。試験中断のあいだはアンテナ部分もなし衛星

本体部分がぱらぱらの状態でクリーンノレームに保管さ

れており，とさおり訪れる見学者の方に説明をしてい

ても淋しい感がありました。 11月 19 日には，アンテナ

部も取り付けられ，徐々に打上げ時に近い形状に変

画

M四V事情

わっていきます。アンテナ部分は，軌道上での最終形

状は口径 8mのノぞラポラアンテナですが，展開状態は

三菱電機鎌倉製作所での展開試験を最後にもう池上で

は見ることができません。しかし，収納状態でもアン

テナ部分のついた衛屍は間近でみると大きし迫力が

あります。写真は 11月初日現衣の状態で 1街f塁本体部

分のパネJレはまだ聞いたままです。この状態で 1街長

内部の機器の設撹角度を高精度でilllJ定し，衛星のパネ

jレを閉じてから，動作試験，パネノレ外機器の設置角度

測定を経て.順調に試験が進めば， 12月 10 日ころにほ

ぼ打上げ形状になります。その後.重量測定，バラ

ンス測定ののち，相絞原、での伝終動作試験を終えてか

ら， 12 月 24 日にコンテナに収納され，年明けのKSCへ

の綴出を待ちます。

KSCでの衛昼のフライトオペレーションは.年が明

けた 1 月 13 日よりはじまり 2 月 7 自の打上げに向け

ていよいよ設後の準備を行います。(村田泰宏)

*rょうこう J 5周年記念シンポジウム

f ょうこう J 衛裂は，今年の 8 月末で満 5 出誌の誕生

日をむかえ，相変わらず順調に観剖IJ を続けている。こ

れを記念して.11月 6 日から 3 日間「国際ンンポジウ

ムJ が，代々木のオリンピ y ク記念センタ で開催さ

れた。実は r ょうこう J の 5 周年を意識した国際ンン

ポジウムは，すでに今年 3 月に英国グループが主催し

て.英国ノ〈ースで聞かれている。(ISASニュースNn182

記事参照)

このような経緯から，今回のシンポジウムは開催の

*M-V-l 組立オベレーション始まる

(表紙写真・撮影:前山勝則，新倉克比古)

宇宙研の次期衛星打上げ用ロケ y トである M-V型

口ケァト 1 号機の組立オペレーションが，鹿児島宇宙

笠間i鋭 illiJ 所で開始された。 M-V -1 号機の打上げは，

7 月号でご報告したように，俄性百十測装置の調箆に時

間を要することから.本年度変j切の当初予定を冬期に

変更していたが，その後司償性計測装援の調室長及び各

種試験も順調に進み.来年 2 月の打上げに向けてい

よいよ実機の組立が始まったものである。 11 丹 18 日に

はTVCJIf.が先頭を切って作業を開始し， 21 日には推薬

庫に保管してあった各段ロケ y トモータも M組立室に

綴入されて本絡的作業が始まった。 6 月の総合地上系

オベレーンヨン実地後 5 ヵ月という異例に長い期!日i

ロケ y ト等を鹿児島宇宙空間観測所に保管した事もあ

って，各ほともコンポーネントの慎重な検査から作業

を始めている。全く新しい機体であるよ，従来に比べ

て一回り大きな機体であるので，各JIf.とも 1~丞に作業

を進めているが，瀬被な滑り出しである。今後，ダミ

ー衛星を搭載したロケットが絵倫=搭内で全段組み立て

られ， 12月 18 日に行われるランチャ角度付けを含む実

発射さながらのリハーサノレでは，今までのM ロケット

よりは多少ずん寸りしたM-V型ロケ y ト笑機が初めて

姿を現す予定である。従来のM ロケットでは.打上

げオベレーンヨンでの笑衛星搭載に備えて.組み立て

オペレーションの終わりに頭服部を鋒ろしていたが.

今回は引き続き機体動特性を自主認するための全機振動

試験を実施するため il員胴部はロケ y トに総せたまま

の年越しとなる。(小野悶淳次郎)
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決定が非常に遅れたうえ，特にこの会議のための経費

等の手配が全くないまま笑施に踏み切ってしまった。

そのため会議の実務担当者の苦労は大変なものであっ

たが，努力の甲斐あって非常に充実したシンポジウム

になった。参加者は.外国からの約40名を含めて合計

約100名である。

今回の特徴は，これまでにもまして.発表・討論が

太陽物理だけでなく.実験室のプラズ?，地球周辺の

プラズ?，宇宙 X fJil源のプラズ7が.太陽を媛点にし

て共通の場で議論されるようになってきたことである。

「ょうこう J により.太陽表面の超高i品プラズ?，特

にその詳細な権造と時間変化が初めて明らかにされ，

天体プラズ7の基本的なモデルとして.また地上の実

験室では実現できないプラズ?の振舞いを自のあたり

にみせる天然の実験室として，ますますこの観測の重

要性が認識された。

なお.シンポジウムの閑1mに当たっては，所内外の

多くの方々のひとかたならぬご支援ご協力を mいた。

この機会を借り，深〈感謝する次第である。

(小川原嘉明)

*<財)宇宙科学振興会研究助成対象者決定

(財)宇宙科学*興会(関本忠弘理事長)では，その

E業のーっとして宇宙糾学に関する独創的先駆的な

研究活動を行う若手研究者に対する研究の助成につい

て平成 8 年度の研究助成候補者を公募していたが.去

る 12 月 2 日に研究助成審査会を開催 L，多数の応募者

のなかから東京大学大学院理学系研究科鉱物学専攻

助手・三河内 岳(みこうち たかし)氏の「物質科

学的手法による火星陥石の形成史の研究J に対し守研

究助成金300万円を附呈することを決定した。

*rIRTS国際会議」

11 月 II 日から 14 日にかけての 4 日間にわたって

もげfuse InfraredRad 叫ion andtheIRTS"(r 拡散赤外

政射と IRTSj) と題する図際会議が宇宙科学研究所に

おいて聞かれた。この会議は昨年打ち上げられた SFU

搭載赤外線望速鏡 IRTS の成果をふまえ，天文学の議

論を深めようとして聞かれたものである。会議の :H f市

者は延べ 103 人で，このうち外伝 l 人出席者はアメリカ，

フランス， ドイツなどからの 34 名でこの分野の指導的

な役山 lをしている人たちであった。会議では!tt間空間

中の有機物 PAH の発見，昼間際・昼間 71 えからの赤外

線政射の観測.赤外宇宙背景政射の観測等 IRTS の最

新成来が発表され， ESA の赤外線天文衛昆 ISO の速報

やNASA のCOBE 衛星の新たな解析結栄等とあいまっ

て活発な議論が行われた。

今回のンンポジウムでは丸 1 日使ってスペース赤外

線天文学の将来計画についての議論が行われた。わが

国の IRIS <ASTRO-F)計画もその中のーっとして紹

介され，今後わが国がこの分野で重要な役割をよ社たす

であろう司王に大きな期待が寄せられた。また，非公式

とはいえ国際協力の可能性についてアメリカ，および

ヨーロ y パ諸国と広〈議 J古できたことも大きな成栄の

一つであった。

回収された IRTS や宇宙・研の各種設備を見学しても

らえたなど，宇宙研を会場としたメリットは大きかっ

たが，出席者が予想より大幅に増えたためもあって.

会場設営に苦労した。宇宙研も国際会議を開けるよう

なちゃんとした会場を持つべきではないかと感じた次

第である。(松本敏雄)

食宇宙学校

11 月 23 日(金)勤労感謝の自に神戸市で「宇宙学校 J

が附 1躍された。紅葉も鮮やか，六甲の山並みも映える

すばらしい天候で r宇宙学校」の会場となった神戸市

国際会議場には，子供たちのグループや親子連れなど

延べ 5∞人の熱心な 7 アンがつめかけた。

司会兼校長の的川教授による進行のもと I 時限目

l ;t r宇宙の謎を探る J。神戸大学の伊藤助教授.小原助

手の講師から「プラ y クホーノレと超新星の世界 J ， r オ

ーロラの故郷をたずねて J と題して 10分ずつの溝義が

行われた。質問では，宇宙のはては?ピックパンの前

はどのようであったか?等講師を困らせるものやブラ

ックホールに関するものもたくさんあり，関心の高さ

をうかがわせた。

2 時限目は，「惑星と生命 J。中村(昭)助手，長谷川
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助教佼の議姉から「地球の1'1'11司たち J ， r宇宙人はいる

だろうか」と題し 10分ずつの講義が行われた。質問で

は，テレビで宇宙人を捕まえた等の報道があるが信じ

てよいか，科学的桜拠はあるか等があった。

3 時限目は rロケ y ト・宇宙開発の未来J。森田助教

授，的Iii教授の講師から rロケ y 卜とスペースンャト

ノレの世界J. r21世紀の宇宙開発」と題 L ， 1 ・ 2 時限

同様に講義が行われた。質問では，無重力と微少E重力

の迎いは?水と油は宇宙てゆは浪じりあうか等多くの質

問が寄せられた。質問の途中で昔話題を変え校長から，

毛利宇宙飛行士が宇宙でー祷驚いたことは? r宇宙で

のおなら」の話なども入れ，会場!;j:熱気に包まれ，各

i時限時!日1 を大幅に越えさfるを得なかった。また，各u寺

阪の質問の後に「宇宙をさぐる J ， r プラックホーlレを

さぐるお「私たちの太陽系」を上映し礎1兄僅に終了し

た。(佐々木英俊)

*ASTRO・E試作品 (PM) の鼠験始まる

ASTRO-Eは， I昨年と今年で試作 (PM) を終わり，

来年から飛朔品 (FM) の製作を始める予定で今年概算

婆求を徒出している。計画では. 2000年の 1 - 2 月期

に M-V!I:! 4 号機て二高度約600km の略円軌道に打ち上

げられる。この衛笠は，現夜活躍中の「あすか」の性

能を大中高に上回る高性能X線天文台で，特に日米の研

究グループが新しく開発した，エネルギ一分解能の優

れた観測鮮が搭載される。ご他間にもれず，予算の剰i

約から極めて絞られた部分の試作しかできないが， 11

月 liB から始まった噛合せて・は. 日米協力で製作して

いる装置も含め.搭載機器の試作品が登場し，主とし

て相互の電気的インターフェースの確認試験が行われ

ている。

ASTRO-Eは. これまでのX線衛星に比べて，あら

ゆる意味で格段に綾雑なものになっているが.特に機

上系， J也上系共にソフトウエアの比箆か緩めてJi'1大し

ている。そのため，試験の級相も…変し，いわゆる P

M品は大誌のワークステ-;/ヨン若手の中に捜もれてし

まい，一見ワークステ ションキgELの噛合せかのよう

な雰閥気になってしまった。

f省主止は. M-Vの打上げ能力を最大限に利用し.総重

五tほぽ1. 6 トン，軌道上で太陽屯池ノマネルと噌イ'II納式望

遠鏡を伸展すると申請約5.5mてー会長率/J7 m の大援のもの

になる。さらに，検出骨量の一部を絶対極度で千分の65

1支の極低温に保つため，特Eまな冷却系も搭載される。

そのため.設計・製作だけではなし各極試験も既存

の設備では難しいことが多し理工の関係1首と J担当メ

ーカーが知恵を1:11 しあって計闘を進めている。

(小川原著書;lJJj)

*ATRエンジン地上燃焼実験

エアー・ 7 ーボラムジェ y ト (A TR) エンジン

ATREX-500の地上燃焼試験が10月 16日から 11 月 6 日に

かけて能代ロケ y 卜笑験場で行われました。 ATREXゃ

5∞は，将来のスペスプレーンに用いることを想定し

て設計，試作された実機の泌サイズのエンジ J で，平

成 2 年度に第一回自の燃焼試験が行われて以来，今日

まて'改良が積み重ねられてきました。今回は，今まで

水で冷却していた燃焼室の部分を燃料の液体水紫で冷

却する再生冷却式燃焼主に変更し.更に，空気吸い込

み口に取り付けたプリ 7ーラ(空気冷却器)を，前回

の試験結果に恭づいて，新たに設計・製作し直し，試

験に臨みました。再生冷却式燃焼室は，ドイ tツyの DASA

(Da剖Ifη叫Y

製作したものて1 試験にも DASA社の技術者者aが参j加J川日;さき

-7 ー



れました。試験は 3 段階に分けて予定通り 7 問実施さ

れ.それぞれのコンポーネン卜，及びそれらをンステ

ムとして組み合わせたときのエンジン性能に関して食

illなデ-~を取得することができました。今聞の試験

で確認、された最大推カと比推力は，それぞれ442kg と

1420sec でした。今後は，百 T変形状のプラグノズノレと

組み合わせた最終段階の池上試験へと移行する予定で

す。荒天(好天ではありません)に悩まされ続けた実

験でしたが，昨年の補正予算で設置された「テストス

タンドをすっぽり被う移動式のド ムJ が威力を発銀 l ，

従来に比べると絡段に良い作業環境の中で準備作業を

行うことができたことをつけ加えさせていただきます。

(成尾芳博)

脅し Ie 月撮像試験

LlC(LunarImagingCamera) は， LUNAR-A 探査機

に搭載される月箇嫌像用の可視光カメラです。 LUNAR

-A はスピン安定型の探査機で定常観測時には約 20 秒間

で 1 回転しているので， Ll Cは l 次元モノクロ CCD を

スピン軸と並行に取り付け探査機のスピンを利用して

2 次元画像を得るようにしています(コピー機やイメ

ージスキャナと向様の原理です)。

係主 E機との噛合せ試験も終了し，現在はカメラ単

体での各機試験，調態を行っています。感度.解像

度，光学j£等の試験を各観光学試験装援を用いて行っ

ていますが.前記のようにスピンを利用して搬像する

ので 2 次元画像を得るためにはLl C をスピンテーブ

ノレの上に載せるか，前方にスキャンミラーをおいて試

験する必要があります。またLl Cは無限遠点に焦点を

合わせているので，家内で試験を行うためには，前方

に補正レンズをつけて行っています。高精 I~ の il\l J 7tを

するためには，使用する試験装置の制約等のため.必

ずしも笑際の撮像持と同じ状態で試験することはでき

ません。そこで各要素毎にそれぞれ試験を行い，全体

システムとしての軽量能・性能は解析によって評価する

という方針をとっています。例えば実際の月の司月るさ

はアポロ探査機やクレメンタイン探査機の搬像データ

から計 3事 l ， Ll C の!創立の精密測定は積分球と呼ばれ

る装置を期いて行って，笑際に月 i茄を係像したときに

ちょうど良い明るきになるようにカメラの淵繁を行っ

ています。感度調 IJ定試験をスピン状態で行うのは閲難

ですが，カメラの!態度はスピンとは関係なく一定なの

で I'持止状態て横行っています( LIC はスピン周期に伺

期して鍔光待問を変えるタイプではなし常に固定で

す)。

これらの試験は f事ちが無いようによく考えて笑施

していますが，もしも考え落としがあるといけないの

で，本物の月の搬像を II 月 22 日深夜に NEC 横浜事業所

の底上にて行いました。屋外ということで，スピンは

手動(戦人芸? )で行ったため画像の縦横の比率がず

れてしまったので， tふl長の写真は寸法の補正をかけて

あります。写った月の明るさはほぼ計算 f直通りで，カ

メラの百宣言十および地上試験法に誤りがないことが確か

められました。今回は i墨か 38 万km 離れた地球から搬像

を行いましたが， LUNAR-A は月面から約 200km の周回

軌道上から槻像を行うので，実際にはこの 1900 惜の解

像度の:写真が搬れるはず玄す。お楽しみにノ

(僑本樹明)
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銀河系の年齢と放射性同位元素

宇宙科学研究所市村 淳

今の太陽系には

約三百緩~Jiの同位

元素があることが

確認されている。

同位元紫には.ア

ノレファ紘子やベータ線('ill子)などの放射能を出しつ

つ原子絞崩壊を起こして ~IJの元紫に変換してしまう放

射性のものと，このような崩壊を全〈起こさない安定

なものとがある。放射性同位元紫の崩壊は規則的に起

こり，砂時計のように一定の寿命で量が減少していく。

向位元紫の極類は，理論的には，全部で約六千あると

予怨されている。そのうちの約三百種だけが，安定で

あるか，放射性であっても寿命が極めて長いために，

消滅をまぬがれて太陽系の年齢を生き延びてきたので

ある。

太陽系金体としての各同位元素の存在誌は，阪石や

月の試料などの分析を通じて調べられている。それら

の存在比は， 46億年前に太陽系が形成されて以来，そ

の元になった材料物質とほとんど同じまま「凍結J さ

れている。それでは，これらの元素，特に!1l:い元紫は，

太陽系が誕生する以前の字街の歴史のなかで，いつ.

どのように合成された結果.今の存在比を持つように

なったのであろうか?

銀河系のなかでは，星々が次々と生まれ進化し，丞

い星はその故後に超新星爆発を起こす。元素は，核融

合反応を通じて.恒星のなかでジワジワと，あるいは

趨新提爆発のときに一気に作られ.それらが周閣の空

間1にまき散らされる。まき散らされた物質もリサイク

ノレで使われて.この過程が繰り返されていく。つまり.

銀河系は全体として，水紫を原料として重い元紫を合

成する工場と見なすことができる。だから，重い元素

がいつ作られたのかという問題は，この工場が太陽系

形成の時点までにどれぐらいの待問運転されてきたの

か，つまり銀汚系は何歳なのかという問題に帰着する。

このような研究は宇宙年代学と呼ばれる。その基本

的なアイテV アは，放射性元素が時計として使えると

いうことである。各元素は，ある合成率にしたがって

一斉に生産される。だから，安定元紫の現在の存在比

から，元素合成工場の運転モード一一元紫ごとの合成

比がわかる。しかし，これだけでは，運転時間はわか

らない。一方，被射性元素は，工場で合成された直後

から崩壊が始まる。だから，各元紫の工場での合成比

と太陽系形成時の存在比とを比較することにより，太

陽系形成時までの運転時間を推定することができる。

砂時計に 3 分計と 10分計があって測りたい時間に応

じてそれらを使い分けるように，銀河系の年齢を調IJ る

ときも，それと同じぐらいの寿命を持つ放射性元素が

あればf更手IJ である。{列え 1%，ウラン235 とウラン238は

どちらもアルファ崩壊をする放射性同位元素であり.

半減期(益が半分に減少する時間)は，それぞれ 7

億年と 45億年である。現在の太陽系における存可1::i誌は，

前者が後者の0.7%である。半減期を考慮すると，太i湯

系形成特にその比は31%だったことがわかる。一方，

銀湾系における合成率は前者が後者の1. 41音だったと見

積もられている。これらを比較し.原子核物運と天体

物理に関する様々なデータを組み合わせた計算をす

ることにより，銀河系の年齢が導かれる。何通りか

の時計を用いた研究の結果，銀河系の年齢は，太陽系

形成の前と後を加えて120-150億年と評価されている。

この値は，他の方法で求められる宇宙の年鈴と矛盾し

ていない。年齢測定の精度は今後さらに向上していく

と期待されている。

宇宙年代学は，放射性元素が宇宙の歴史のなかで'高

に正確に時を刻んできたという認識を基縫としている。

ところが，ベータ崩壊の寿命は.原子核が置かれてい

る環境.つまり原子内電子の存在に強〈依存する場合

があるということがわかってきた。これは，原子物理

学としても興味深い問題である。

ベータ崩壊では，原子核から電子が飛び出て来る。

この'ill子は，原子の外に出て行ってもよいのだが，原

子の内に留まることもある。原子内の「軌道」には定

貝があって(排他原理).通常，電子は核に近い所から

II原に詰め合ってj帯を占めモている。この状態では，核か

ら新たに電子が飛び出ょっとしても，既に満席になっ

ている軌道には入れない。ところが.原子から電子を

全部はぎ取って裸の核にすると，飛び出てきた電子は

どこの席にも入ることができる。だから，原子から電

子をはぎ取ったイオンにすると，中性原子のときに比

べてベータ崩壊が起こりやすくなると予想される。

地上では，中性原子の状態でベ タ崩壊が測定され

る。ところが，星の内部では湯度が高いので，原子は

イオンになっている。したがってそこでは，時計のi並

み方が速くなっているはずである。銀河系の年齢測定

に用いられる時計のーっとしてレニウム 187 という放射

性元索がある。この元素の半減期IH30億年である。と

ころが，原子精進の理論計算によれば，襖の原子核に

すると何と半減期が14年に短絡する。以前，この純計

を使うと銀河系の年齢が長くなり過ぎていたのだが，

この効果を考慮することて， 1也の時討を用いた評価と

よく一致する結果が得られている。

イオンにするとベータ崩壊が促進されるという効巣

は，最近，実験的にも確かめられるようになった。

(いちむら・あっし)
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ー音色事t LｧL
ロンドンの賃貸住宅事情

松岡彩子

在外研究員としてロンドン大学インベリアルカレッ

ジで研究した一年近くの1m，大観光都市ロンドンも“f王

む"ことは・訪れる"こととは違うと感じることが多

かった。宇宙研に滞伝する外国人研究者の方は，敷地

内のロッジを利用されることが多いロところがインペ

リアルカレ y ジには客只用の宿泊施設は短期IJfIのみで，

ロンドンに若くなり住まい採しをすることになった。

私は日本では 5 図の引っ魅し経験があり.アパート

探しにはちょっと自信があった。日本で実践した手順

通り.まず大学近くの不動産屋へ行った。イギリスの

集合住宅は，普通7 ラ y トと呼ばれる.不動産屋で予

n:と希望の間取りを告げ，数箇所の7 ラ y トについて

紙に住所と下見に行〈時間を書いてもらった。ーヵ所

目は大学から歩いて 2 分，家賃も手頃.外見は i繭酒な

お屋敷風。ところが約束の4 時になると.同じ紙を持っ

た.つまり同じ不動産屋で紹介を受けた人が 3 人現れ

た.もし彼らとの聞で取り合いになったら? ~~吾のハ

ンデは大きいかなあと心配している聞に案内された物

件は，狭い地下室で窓が一つもなく，台所には泌iかす

が摂〈べっとりついていた。私を含む全員が，ーべつ

の後 Thank you と言って帰ってしまった。この不動

産量で紹介された他の物件ふ大家が現われなかった

り余りにひと・ぃ物件だったりて\決まらぬまま一週間

が過ぎた。

大学のオフィスて・同室の大学院生の Philに相談する

と.“ LOOT という新聞を買ってきてくれた.これは

日本のアパマン00 とか賃貸住宅00等と同様の情報

紙であるが，毎朝出ること.大家が直接広告を出すと

いう点で異なる。「これを朝一番で貝って司これだと思

う物件にはl!1I電話をかけて，大家と約束を取り付ける

のさ」そうして初めて訪れたフラットは司大学から徒

歩 5 分の静かな住宅地の中にあった。ところが当時改

装中で，入居は一週間後という。大学に戻って秘舎さ

んに相談すると rきっと来月になっても入れないわよJ

イギリス人の仕事は全てスローで，特に改装は予定の

何倍も時聞がかかるのが常だという。

イギリスは単身者用の住居が少なく家賃'も高いので.

7 ラットシェアといって，俊数人で大きなフラ y トに

一緒に住む場合も多い.昨日まて・は他人た'った人々が.

(P寺には男女まぜこぜで)同じフラ y トに住み始めるこ

とも珍しくない。イギリスの文化に馴染み英語の上達

を早める為には，フラ y トンェアが一番. とr，t:;いてあ

る本もあった。 ""LOOT" にll&っていたフラットメイト

募集広告の一つに包括をかけ，同居者を探している女

性に会いに行った。ところが，家賃を折半というには

彼女が既に使っている寝室ともう一つの寝室の環唆に

余りに差があり.どうやら彼女は相当の散らかし聡で

あることから，そこはあきらめ， 7 ラ y トシェアにも

自信を無くした。

私がフラ y ト傑しに 1!i:労した礎自の一つは， 10月は

新学期の始まった直後で良い物件が少なかったことが

あったらしい。二つめは，私が大学に歩いてi血える範

囲にこだわったことである。インペリアルカレッジは.

ダイアナ妃の住む(かつてチャールズ皇太チも住んで

いた)ケンジントン宮殿と目と鼻の先，高級デパート

ハロ y ズにも歩いて行ける.周囲は大使館の多い高級

住宅街で.日本でいえば麻布にあたる。住人は石油会

社でも持っていそうなアラブ人が多い。(私がロンドン

に住み始めてまもなく， IRAによる爆弾テロが再開し

たが，大学から 1 キロの住宅街でも小さい爆発があっ

た時.響察は「イギリス人の殆どi主まない地区で，何

放J と首をひねったそうである)このような良い(悪

い? )環境では，手頃な一人用の7 ラットが少ないの

も仕方が無い。

人々が家にこだわリを見せるイギリスで部屋探しを

したことは.イギリス人の心を垣間見る12重な経験だっ

たと思う。結局 10件のフラットを見てまわり，大学か

ら歩いて 15分の所に.家賃は高いがこぎれいで安全で

般かな 7 ラ y トを借りることが出来た。大家の日本人

びいきのおばさんは.キLが借りることをとても喜んで

いた。私が日本に帰る時.彼女は一緒に荷物を持って

最寄りの駅まて'送ってくれ，改札で私をぎゅっと抱き

しめた。それまでセンチにならないようにと努めてき

た私も，この時はついほろりとしてしまった。

(まつおか・あやこ)
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モのま 地上燃焼試験を計測する'
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P いきなりパソコンで計測

一見乱暴にも聞こえますが，笑験デー

タをパソコンで計測するというのは電圧

を計る事です。パソコンにとっては.'ftL

圧を与えてくれる相手が圧力センサーで

あろうと温度センサーであろうと無関係です。 'iTt圧を

測るだけならいわゆるテスターでもいいのですが 1

秒間に千四とか l 万図も illiJれといわれると，人開業じ

ゃとても不可能で，テスターは静止健にしか使えませ

ん。その点バソコンは，かなりのスピードで電JH也を

測って正確に記録してくれるし，長時間の計調IJ中も怠

けず文句も言わない。人聞の代わりに電圧を品llJ ってく

れるなかなかいい奴です。

P i.欠にパソコンで処理

普通は出IJった電圧値に意味があるのではなくて，何

かのイ直(温度，圧力，iIi.などで，通常物理値と i呼んで

います)を電圧値に変換されているから，パソコンが

氾圧(直を illiJったら物理イ直に戻してやる作業が必要です。

ほとんどは掛け算と足し算て1斉むのですが，ときどき

めんどくさい関数が入ることもあります。まあ，少し

くらい計算が俊雑でふノマソコンは元々計算機が進化

したものだから計算はお手の物で.自分自身でilliJ った

電圧fi監をすぐに変換してくれます。笑際は昔tiMIJ と処理

というように分かれているわけではなし目的に合っ

たアプリケ ンヨンソフトの中てゆ勝手にやってくれま

す。優れたインクーフェースソフトならば直接物理値

を測っているように感じさせてくれます。

P 能代ロケット実験場 (NTC) では?

NTC での計測はメインシステムとしてUNIXマシン

が設設されてますが.こいつはパソコンというより，

その税玉みたいなもので，中身も原理もあまり変わ

らないレベルで動いています。笑験終了後，取得され

たデータを，ありがたいことに，計測したかった物理ー

値がそのまま談める形式で出力してくれます。ただこ

のンステムはサンプリングレートが200Hz (毎秒2∞回

定圧値を読んでくれる)しかありませんから噌高速

で変化するデータを収録するには役不足です。そこ

で， 自的の計測を満足させるためにパソコンを導入

し，全体のコンピュータ 計測ンステムを階築してい

ます。

長谷川克也

P早く帰りたい

実験終了後にデ タを相悦原に持ち帰るためにコン

ビュータからデータを吸い上げます。このために用意

されたインターフェースは7 ロ y ピーディス 7 なので

すが，こいつがとてつもなく時聞がかかります。この

作業lム当然実験が終了した後の撤収作業中に行われ.

他斑の仕事はどんどん片づいてゆくのに，計調IJ f1Iだけ

がいつまでも 7 ロ y ピーと付き合ってはいられません。

"阜〈帰りたい'というわけで，近ごろはコンピュ-?

の収録データを一つの塊にしておき，ネットワークを

使って.パソコンにデータをごっそり取り込んでいま

す。この作業もけっこう時間はかかりますが，フロッ

ピーよりは速くて作業に手がかからないので助かりま

す。

収録されたデータは30-40M B位の，処理の目的に

不要な部分を含む大きな 77 イノレなので，必聖書な部分

を 7 ァイルから切り出して使用します。大きな素材を

切り分けて料理をするような気分てeしょうか?切り分

けてできたデータファイルは.そのまま使うこともあ

りますが，通常は.デジタノレブイ/レターをかけてノイ

ズを除去したり，周波数解析などのデータ処理をして

から使用します。計illiJY~ タの処理はノイズ取りの7

イノレタ作業が最も多くのウエイトを占めています。最

終段階では.通常はグラフにて出力されます。

P パソコンを使いましょう

計測に繰らず.一般的に，パソコンの活用という事

は目的に見合ったアプリケーションソ 7 トを使いこな

すという事です。パソコンは難しい，年だからもうだ

めだ.という言葉をよく耳にします。次から次へと生

まれ出てくるアプリケ ンヨンソフトを全て使う事は

いかなる経験者でも不可能です。個々の状況下で，目

的にあったソフトをほとんど迷うことなく使えれば，

立派な使い手なのです。指一本でキーを叩こうと， 32

ピ y トがなんだか.j1 J らなくても支障ありません。最初

は7ニュアノレと首っ引きの使われる側でも， 自然と慣れ

てきていつの間にか使う憾にまわっているものです。き

てどうしょうかと迷わず，キーボードやマウスに触れ

てみることです。最後に，某学会総にじ守ソコンのな

い人生なんて考えられない J という手記が絞っていま

した。(はせがわ・かつや)
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還暦に想う

前山昭子

この 8 月に還暦を迎え. 30余年間の勤務生活を感無

量で思い返している昨今です。若い頃. 30歳以上の自

分の姿をどうしても恕像出来ない程に，何かと身体上

の具合が順調でなかったためか，この思いはひとしお

身にしみるものがあります。「あなたは.いかにも断i病

を病んでいる人特有の表情をしている」とか rこんな

に重いものを持ったりして大丈夫ですか? J などと言

われたことがかなり影響しているのでしょうか。こん

な調子では長生きは出来ないかも知れないとひそかな

不安感を抱きつつ過ごした少女時代が今にしてみれば

懐かしくさえあります。

航研時代・字航研時代・そして改組後の字科研時代

の通算して30年余り，大病で病床に臥すことなく，今

日まで無事でいられたことの言葉にならない感動のよ

うなものが脳裏を椋めるのですロ

ところで，あの改組時のハードな毎日を思い出すた

びに，あの時，よく病気にならなかったということで

す。当時の某課長から「身体に気をつけなさい。病気

になっては元も子もないのだからJ と注意を受けた時

に「大好きな図書の仕事て倒れるのでしたら本望です

から」と応え r馬鹿なことをいうものではないJ と叱

られ r風邪でもひいて休みなさいJ という休暇の方法

を教えて?いただきました。体重計は百十る毎に減少を

示 L. 何の苦労もなしに半年で 8 キロ減て'した。

あとになって，あの頃のことを振り返り，思わずゾッ

としてしまう位，心身ともに倒れる寸前のところを夢

中で過ごしていたのだと思いますが，倒れることなく

無事に乗り切ったというホ y としたものは，今後も忘

れることなく，感謝につながることでしょう。

駒場時代の宇宙研図密室は.古い方々はご存じと思

いますが，研究室や実験室をつぶして住庫にしたよう

なものですから-et重な資料にとってもけっして良い

環境とは言えませんでした。しかも，その書庫が蛸足

的にあちらこちらの建物に散在していましたから.利

用される方々にとっても，そこを職場とする私共にと

っても不便極まりない状態でした。遠〈離れた建物に

鍵を持って自転車に乗り，雨の日も風の日もまた雪の

日も走りまわって，自分のII{;に落ち着くことが少ない

毎日が続きました.デスクワークは，当然.利用され

る方々のない時間帯(つまり夜間)になってしまいま

す。今だから言えることですが，宇宙航空研究所とい

う知名度とあの頃の図{~l;:~の実態は，いつも反比例し

ていて.他機関の図{'"館関係者の熱い視線やら|刻心の

深さに遭遇しても，胸を張って「ご案内致しましょう」

という積極的な態度がとれなかったことは.辛いもの

がありました。それゆえに.相模原キャンパスに予定

された新しい図書室への夢は大きし改組時と問機な

ハードな日々が続いていましたが，健康について気に

かけることは致しませんでした。さまざまな希望が原

動力となっていたのでしょう。移転後は，すべての点

でl順調であったと言えます。「毎日が楽しくて」という

言葉が頭上を飛び交うような環境に身をおいて. Jt重

な資料遥も「どうも有難う」とほほ笑んでくれそうな，

(これが当然と考えておいでの方々にはなかなかわか

りにくい)感無量の思いなのです。他の大きな大学図

書館を標準に考えると.いかにも小規模なこじんまり

とした「図書室J の娘を脱するわけにはいかず.収容

計画・資料保存等の問題になると，必ずぶつかる「鐙J

があります。時代の勢いも人々の考え方も少しづっ変

化がみられ.利用しやすい.よりよき図t!.'£のためへ

の努力が実りつつあることも事実です。今後も，ニュ

ーメディア妓術を最大阪に活用させ.情報時代にふさ

わしいサービス業務が充分に行えるように，図啓職員

の研修育成の強化と主主備拡充の予n配分等へのより一

層のご理解とご支媛を期待しています。世界的に最先

端を進もうとしている宇宙科学研究所の発展のために

も恥ずかしくない図役室であってほしいと願ってやみ

ません。退職後も宇宙研図書室への熱い思いは決して

変わらず，応援し続けたいと思います。

どうも長い間有難うございました.

(まえやま・あきこ)
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