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企議席の宇宙科学シンポジウム会場

日本の宇宙科学の新しい時代ヘ

シンポジウム代表世話人 小山孝一郎

平成 13 年 l月 11-12 日に第 l回宇宙科学シンポジウム

が閃かれました。本シンポジウムは宇宙科学研究所の

それぞれの研究分野の研究者が世話人となって閲世r，す

る他の 19 のンノポジウムと民なり，理学と工学が一緒

に~を話り合える， 21 世紀の初めに相応しい全所的な

シンポジウムとなることを願って計画されました。

シンポジウムは l 日目と 2日日の午前前半が数年以内

に正式に提案されると思われる金星大気計画(既にシ

ンポジウム直後に提案されました)，水星探査 (Bep;

Colombo) 計画，次期 l依気回衛星計画，次期 X線天文

衛星計画，赤外天文衛星 (SPICA) 計画，次期 lスペー

ス VLBI (VSOP-2) 計画，および次期 l月探査計画の 7

つの探査計画 lについてそれぞれのワーキンググループ

の報告にあてられ， 2EI 自の午前後半から午後にかけ

て，まだ t記ほど具体化しておらず，研究者の聞で議

論されはじめている将来計画に関する 18件の講演，モ

特集にあたって

日本の宇宙科学者たちの世界と字宙を相手にする

知的闘いのほとばしりをお楽しみください。この志

の高さこそ，曲がり角にあると言われる日本の宇宙

して衛星基盤技術に IlIlする 5件の講泌がなされました。

これまでの衛星および観測ロケットで待られた成巣の

報告は，第 l 日目の夕方のポスターセッション(計44

件)に組み入れました。

2El lUl共に会場となった宇宙科学研究所A棟2隣の会

議室は立錐の余地なく，室外に人が滋れるち!の磁況に

加え， nの高い夢のある講演が多く為されました。読

者はこの特集号によってそれぞれの分野の研究者集団

が解明しようとしている宇宙現象の不思議さと，その

不思議をどのような手段で解き明かそうと腐心してい

るのか理解して戴けると期待しております。

この特集号を多くの読者に楽しく読んで戴ければ，

驚藤，総J)jl，山川の3人のシンポジウム世話人とニュー

スの原稿の執筆を但当して裁いた方々に対し，うっか

り的川ISASニュース編集委員長の誘いに乗ってしまっ

た私も少しは罪の意識を緩くできそうです。

ISASニュース編集委員長的川泰宣

開発の活力の源であると信じます。この特集に示さ

れた数々のミァション・プランを実現するために若

者たちが続々と隊列に加わることを願っています。



第 1 章 ワーキンググループからの報告

ご存知のように金星は，太陽からの距離が地球に最

も近く，また大きさや重さも地球に近い惑昼て'す。こ

のことから地球と金星は，誕生当時には似通った状態

から出発した双子のような惑星であると考えられてい

ます。しかし現在の金星は，大気の成分は二機化炭京

で，街ill費の玄:に誼iわれ，気温は470'C. 気圧は90気圧

という，地球とは全く i韮う世界です。この2つの惑星

でどのような歴史の違いがあったのでしょうか 9 ま

た現在これらの惑星で起こっている現象にはどのよう

な迎いがあるのでしょうかヲ 地球の成り立ちゃ気候

変動のしくみを明らかにするためには，これらの|日]い

に答えることが重要な手がかりとなります。金星は地

球の鋭であるとも言えるでしょう。このことから多く

の研究者が金星に興味を持ち，金星には米国や旧ソ速

によって幾つも探査機が送られてきました。しかし金

星は，過館な潔境であるために詳しい調査が難しし

その成り立ちは謎に包まれています。

このミッションでは，惑星スケールの気象現象仰

による大気の循環，すなわち「大気大循環」を明らか

にすることを目指しています。大気大循環は，エネル

ギーや化学物質を血液のように惑星全体に送り届けて，

惑星の気候をコントロールしています。地球では，雨

をもたらす低気圧のような巨大な渦や被が大気を循環

させていて，これらの振舞いは l 日で l岡転する地球の

自転に強く影縛されています。たとえば，低気圧や台

風の周りの風が反時計四りなのは地球の自転のせいで

す。金星の自転は243 日で l回転と非常に遅く，また大

気の状態が地球と大きく巡っているため，地球とは火、

なる気象現象が起こると予智、されます。

金lEにはどのような渦や波が存在するのでしょうかワ

米国のガリレオ探査機が漫影した地疎と金星。金星は惑星全

体が厚い硫酸白雲に覆い陣されています。

大気はどのように惑星全体を循環するのでしょうか 9

5Eはどこでどのように作られているのでしょうか'雷

はどのように発生するのでしょうか 9 金星で見つかっ

ている不思議な風の謎も解明しなければなりません。

というのは，金星では毎秒 l∞メートルもの強い西向

きの風が4日で金星を l附することが知られていますが，

このような風がどうして地而との路線て'止まってしま

わないのかが大変不思議なのです。この問題には気象

学者が何卜年も取り組んでいますが，本だに解決して

いません。これらの金尽の気象の謎を角平明できれば，

金星の気候について研究が進むだけでなく，惑星一般

の気候を調節するプロセスについての割!解が深まりま

す。このことから多くの研究者が金星気象の剥査を望

んできました。

これまで着陸機で金!Jlの気象を調べようとしたこと

はありますが，一箇所に降下しながら一瞬観測するだ

けでは，大気中に大きく広がった渦や放の委を捉える

ことはできませんでした。気象衛星「ひまわり J のよ

うに宇宙から眺める方法がありますが，これは金星の

上庖の雲と分厚い大気に遮られて実行できませんでし

た。ところが 1990年頃，可視光よりも波長が長い光

(赤外線)で金星の下局大気や地表面まで大気闘の外

から透視できることが発見されて，新たな nf能性が聞

かれました。

今回のミッションでは，この「大気を透視できる」

波長で写せる特殊なカメラを探査機に俗載します。そ

して金星周囲軌道上から惑星全体を見渡して，下層の

5Eや大気の微訟成分の分布を述絞搬彩し，気象を詳し

旧ソ速のベネーラ探査機が着陸して姐影した金星の地表面。

高温・高圧の地獄のような世界です。
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金星から散逸する大気。惑星からは中性ガスや

電荷を帯びたガス(プラズマ)が棟々な過程に

よって宇宙空間へ逃げ出していきます。

いくつかの異なる波長(色)の光を使って異なる高度領援を

同時に温彫して金星大気中の渦や波の立体的な広がりをと

らえ，また火山活動も観察します。

紫外カメラ(二酸化硫賞の分布を撤影)，宙・大気光

カメラ(雷発光，大気光と呼ばれる化学的大気発光現

象，オーロラを搬影)，高安定発娠器 em波を使って

大気機造を調べる縦割IJのために使用)，それに幾つか

の荷HI粒子測定器と ~U磁波測定器と磁力計が加わる予

定です。カメラは全て，近年発達の著し~， 2次元の検

出誌をJHいて短時11Mで搬影できるようになっており，

変化の速い現象も見逃しません。惑星探査において赤

外域でこのような方式は前例がなく，多くの新現象の

発見が期待されます。

現在錠楽している計画では2∞9年9月に金星周囲軌

道に入ります。金1孟!羽田軌道は胤期約21時間の長打i円

軌道で，金星までの距離は近いところで300km，迷い

ところで金星半径の 10倍です。この周囲軌道上で，数

分~数時|剖おきに金星の大気や地表面を多くの波長域

で徹影します。観測は2年以上継続して行い，様々な

時間スケールの変動を捉えることを目指しています。

金星探査は 10年以上ストップしていますが，最近に

なって新たな金星探査の機速が国際的にiIEまっていま

す。これは，探五がj主絶えていた 10年のうちに，理論

研究の進展や新しい観測手法の開発によって，新たに

どのような観測をすれば金星の科学に突破口を聞ける

のか判ってきたためです。 2010年前後は本絡的な金星

探査の時代となるでしょう。各国で検討されているミ γ

ションではそれぞれ，地面組成，同位体比，大気化学，

大気大循環，大気散逸といった別々の研究課題が掲げ

られています。これらはL 、ずれも金星という惑星を型

解するために必要なものです。これらのミッションで

得られた知識を統合して，最終的には金星の気候変動

や惑星の進化といった謎に迫ることになります。私達

のミッションは，この国際的な役割分担の中で，とく

に大気大循環の解明というー拠を担います。

(金1iH車住J-H由1 ワーキンググループ)

内
。

く観察します。さらに別の波長の光(輿なる高度領域

の現象が見えます)でも同時に観察することによって，

渦や波の立体的な広がりを可視化します。これらの述

続的な画像を繁ぎ合わせれば，時間的に変動する大気

大循環を(動画としてけ手にとるように眺めること

ができます。このように惑星の気象に真正面から取り

組む気象衛星計画は，金星はもちろん，地球以外の如

何なる惑星においても ji，)例がありません。そのな味で

このミッンョンは，金星の科学のプレイクスルーにと

どまらず， r惑星気象学」という新しい学問分野のかl

出をも目指すものです。欧米の行なってきた傑査とは

巽なるアプローチで，一路惑星探査のトップレベルに

蹴り出ょうとしているのです。

金星大気を透視できる光を使って，活火山を検出す

ることも試みます。活火山から噴出したばかりの熱い

熔活が放射する赤外線が大気圏外に漏れ出てくるのを

捉えるのです。金星内部はまだ活動的と予1!!.されてい

ますが，活火山は発見されていません。火山噴火の僚

子が明らかになれば，図体制l分の進化や，火山ガスが

気候に与える影響について，大きく:ID1解が進みます。

大気を備成する分子や原子が字'iti~lllJへ逃げ出して

いく過程(散逸)を調べることも検討しています。金

星は地球のように磁気劉で守られていないため，太陽

から吹きつける高エネルギー粒子流(太陽風)が大気

圏にまで侵入して，長い時間をかけて大気や水を宇宙

空Iii]に剥ぎ取っていくと予想されています。このミッ

ションでは，かつて金星にも沢山あったと考えられて

いる水が失われてしまった理由が分かるかもしれませ

ん。金星問機に磁気闘を持たない火星についても，探

査機「のぞみ」が大気の散逸を調査する予定です。金

星と火星を比較することで，惑星ごとの条件の迎いが

散逸にどのように影響するのかが明らかになります。

俗載する測定日告は，近赤外カメラ(下回大気や地表

面lをぬ影)，中間赤外カメラ(雲取の温度分布を倣~)，



ヨーロッパ宇宙機関(日A) で計画されていた大型

水星探査ミッション“BepiColombo" を日欧協力で実

施する計画が検討されています。昨年 10月， ESAはこ

の計画を第5番目のコーナーストーンに正式に認定し

ました。太陽に最も近い惑星て'ある水星は，地球から

の縦割IJが難ししまた，探査機による水星の観測デー

タは過去に唯一，米国のマリナー 10号によるフライパ

イ観測IJ (1 974ー 1975) があるだけです。マリナー 10号

は金星スウィングパイを利用して水星に3回近づいた

のですが，この方策をNASAに提案したのがイタリア

の応用数学者G山間ppe(Bepi) Colombo(1920-1984)

でした。また，彼は水星の自転周期 (58 日)と公転周

期j (88 日)が正艇に 2:3 の 1:\1 1係にある事を説明した事

。
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図 1 地球型惑星.月の半径と密度の関係

でも知られています。

水星に関する情報

はきわめて断片的な

ものしかありません

が，不思議な惑星で

す。例えば，大きさ

の'1lI Iに平均密度が n

様に大きく(図I，

図2) ，そのため，半

径の 75% より内側は

鉄の中心伎で占めら

れています(図 3) 。マリナー 10 号の観測はいくつか篤

くべき結果をもたらしましたが，なかでも，この小さ

な惑星が内部に固有 t草場.周辺に磁気闘を持っている

事を発見した時には非常な驚きを引き起こしました。

惑星が固有磁場を持つためには，中心伎が融けていて

電流が流れていることが必要です。中心核が融けてい

るためには元々の惑星形成時に集積された物質量の多

いことが必要ですが，水星程度の大きさでは中心核が

一部にせよ融けているとは惣定されていませんでした。

水足磁場の正体は来たして何なのでしょうかワ そし

て，マリナー 10 号は，地球のオーロラが活性化する時

に観測されるのと同級な高エネルギ -~Il 子の発生に i直

i越しました。本当に，地球の舷気圏と同じような事が

起こっているのでしょうか 9

また，水星の表前 i地形は月と似ているようですが

(図的，マリナー 10 号がこのような写真を搬った所は

限られていて詳しい事はほとんどわかっていません。

ごくわずかにある稀簿な大気の主成分はナトリウムで

(図 5) ，その盆も空間分布も時間的な変化をしている

ようです。更に，地球からのレーダー観測によって，

極のクレーター底にあるかもしれない氷と思しき兆候

図 2 地球型惑星

32<由民gIm' 2440km

GPa:10 勺てスカル

(圧力の単位)

図 3 水星内部情進出 2 膚モデル
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図 6 BepiColomboを情成する 3 つのモジュール
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め， 3軸安勢市l御のMPO (MercuryPlanetaryOrbiter),

スピン安定のMMO(Mercury MagnetosphericOrbiter)

という 2倒の衛星，およびランダー (MSE :Mercury

SurfaceElement) の3つの要素から織成されています

(図 6) 。これらを 2組，すなわち 1 つは MPO ， もう l

組を rMMO+MSEJ に分けて 2∞9年夏に打ち上げ，

2012 年秋に水星周回軌道に投入する計画になっていま

す(図 7) 。巡航中の軌道制御には電気推進を朋い，金

星と水虫の多重スウイングパイも利用し，最後の周囲

軌道投入には化学推進(被体燃料)が使われる予定で

す。悶図軌道投入後， MPO は化学推進モジュールか

ら切り離されて単独の術厄となり，一方， rMMO+

MSEJ 組はMMOを切り離した後， MSEを7.1j純度に着

陸させます。 MPO と MMOの軌道は共 lこ，傾斜角 90° ,

近水点が赤道上空4∞kmlこあります。速水，s~はそれぞ

れ， MPOが 1 ，5∞km， MMOが12，αJOkmにあり，軌道

周期は2.3時間と9.2時!日l. 1:4の関係を持って同期させ

ようとする計画です。宇宙科学研究所の役割としては

MMO衛星の開発と巡朋を但当する予定になっていま

す。(水星探査ワーキンググループ)

図4 マリナー 10号が掻影した木星表面

が 10年程前に発見されました。このように水屋には不

思議な事が多々あり，勿論，それらの原因についての

説明が提案されていますが，ほとんどが仮説・推論に

すぎません。

これらの謎を解き明かすには水星の)13 りを回る衛星

縦割IJが必要ですが，技術的には大変な l羽燥があって未

だに実現していません。例えば，地球とは公転速度が

あまりにも違う上に水足が小さいため，その周囲衛星

の軌道に投入するには丙L 、推進能力を持つエンジンが

必須です。また，ノ'J<l己表面の温度は昼間制IJで段高470

℃にも達しますから，普通では近寄れません。しかし，

近年の技術的進展によってこれらの問題を点服するメ

ドが立ってきました。宇宙研の水星探俊ワーキング・

グループでもその実現可能性の検討をしていましたが，

1999年秋に行われた rESA ー ISAS会議J においてESA

側から協力の打診があり， ESAの大型水星探査ミッ Y ヨ

ン rBepiColomboJ を一緒にやるための検討が行われ

てきました。このミァションは ， 7I< ll1.の内 ~~i~ HlJ .illi:，表

Ii，;'大気，健気l調にわたる広範な目的をカバーするた

図 5 水星磁気圏と Naの分布モデル 図 7 B叩iColombo探査機
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1.宇宙の非熱的世界を探る

一般の物理学の授業では，十分な時間と相互作用に

よって，世界は徐々に均一の密度と温度の平衡状態に

なると教えられる。しかし，自然界ではその流れと一

見逆行するかの如き現象がしばしば見られる。宇宙の

誕生直後の世界で，ゆらぎを元に多様な天体が生まれ

て来るのもその一例である。現在観測にかかる物理:1ll:

でも，熱的分布の裾では説明できない，極めてエネル

ギーの高い宇宙線(>10'" eV)が見つかり，これら一部

の荷屯粒子にのみ高いエネルギーを一方的に与える加

速機構に注目が集まっている。

X線天文学でも，太陽などの星の光球から放射され

る黒体放射や，高視プラズマからの熱制動放射の様に

熱的に平衡な現象に支配された天体の他に，磁場など

を介して高いエネルギーのX線が強く放射される天体

が知られている。一般に熱的放射はX線エネルギーが

高くなるにつれ対数的に減衰し，相対的に高いエネル

ギーでこうした「非熱的」放射が優勢になる。「あす

か」衛星でも，超新星の一部から熱的でない放射が見

っかり，宇宙線の加速の現場ではな L 、かと指摘されて

いる。

図 1

宇宙において，熱的でないこうした高エネルギー粒

子である高エネルギ一光子は，数は少ないものの，持っ

ている総エネルギー(個数×個々のエネルギー)は宇

宙全体のエネルギーの無視できない割合を占める。卑

近なアナロジーで言えば.数少ない大企業が，国内総

生産の大部分を占めている経済とか，高額所得者の人

数と総所得の割合などがあげられる。我々はより高エ

ネルギーのX線(艇X線)の鍛像スペクトル観測lによ

り，宇宙の加速がどの様な機構で，どこで起きている

かを次期X線天文衛星を用いて探って行こうと考えて

いる。

2 硬X線を集める

X線はエネルギーが高くなるにつれ，鏡面で反射さ

れにくく，鏡面から l度以下のすれすれの斜入射をさ

せる光学系を用いる。その一方で，波長が短いため，

表面の粗さで簡単に散乱される。これらのことから，

X線反射鏡は光学望遠鏡に比べ，相対的に大きな而松

(あすか衛星搭E隙望遠鏡4台で「すばる」望遠鏡の主鏡

に匹敵する 60mつを組さ 3A に仕上げている。しかし，

「あすか」衛星でカハーしたlOkeVよりも上の数卜keY

を集光結像するには技術的な難関突破が必要となる。

現在最も有望だとされているのが多胞膜である。図

2に示す様に. 20-50A の薄膜を軽/ill. 呉なる金属

をもw冒する。この周期構造は結晶格子と同様に，佑子

間隔，入射角で決まるある波長に対し強い反射率を与

える。これにより，単府政では反射率を持たない大き

な入射角でも，反射鏡とすることができる。更にこの

周期に分布を持たせると，幅広い帯域で有効な反射率

が得られる「スーパーミラー」となる。

d'

図 2

3. 硬X線望遠鏡を作る

製法を確立し，実際の望遠鏡としての性能を確認す

るため. ASTRa ・Eのスペアの鏡面の一部に多層肢を

施し，集光実験を行った。その結果，世界で最初の 20

40keV での集光結像実験に成功した。

実際の天体観測に向けて. ilnFOeμSJ と言う名

前のプロジェクトとして，現在. 2∞0枚の反射鏡の成

政を名古屋大学 . NAS A! ゴダード宇宙旅行センター

で進めている。 2001 年6月にはテキサスで気球に俗載

し. 20-40keV 領域で世界て'級相 jの磁 X線ぬ像観測を
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行おうと準備を進めている。

4. 硬X線の像を縫える

単にX線を集めるだけでなく，像を結ばせることで，

X線観測で問題になる周囲からの雑音や天空に広がっ

た背公放射を大幅に除去する事ができる。これにより，

これまでにない同L 、感度の観測が可能になる。そのた

めの焦点面検出器として，我々は，軟X線を紡!立よく

ぬ像するCCD とUJ!x線を搬像する Cd(Zn)Teのピクセ

ル型検出器を組み合わせた，ハイプリァド型検出誌を

開発している。背而照射型の薄いCCDの下 lこ Cd(Zn)

Te(テルル化カドミウム)のピクセルを読み出し回

路にー側一個直接接合したものであり. GSO (ガド

リニウム・ y リケート結晶)の井戸型ガードディテク

タの底に世いて低雑音化を目指す。

')ニ E
~，~，.， ~y~' 出 VIEW

BumpBondingtoASIC

GSO
Ac.t1....帥 ω.

白働帽国

開Nダイオード 緩み幽しロ

図 3

5. 高分解能分光

X線の持つエネルギーの↑古報を詳しく調べることは，

放射源の物理状態(温度，電離度，密度，運動迷度な

ど)を知る大変重要な手段である。 ASTRO-E II に第

載するカロリメータではこれまでの十倍の分解能で鉄

蹄線の分光を目指すが，その分解能を更に向上させた

システムを次期衛星目指して開発している。 Transition

日ge Sensor を用い，波長分解能の向上と共に，時定

数の短い，早い検出~.多素子化を目指す。また，冷

媒を持たない，後械式と断熱消磁式の冷凍後を用いる

ことも検討している。

6. 衛星慨念段 Z十

打上げは 2∞9年度を目指す。ロケットとしては M-V

を想定する。このため，衛星の重五主大きさとも ASTRO ・

Eを基本とする。特に望遠鏡を並べる断而は口径1. 8m

であるため，泣く司王のできる望遠鏡の口径と台数が決

められる。また焦点距離は軌道上でや II展を考えること

で8ー 12m を i限定する。

盟遠鏡の設計では，カバーできる波長域が入射角で

決まる。単厨膜では 0.5 度以下でないと 10keV までの集

光に有効でない。焦点距離を 12m とすると，口径 90

em まで広げられる。一方，多 ~H 英で数十 keY まで対象

とする政 X線望遠鏡では. 0.35& まで許され， 12m て'

口径60c mまで許される。そこで，モデルデザインと

しては，口径60c mで多層膜を施した硬 X線望遠鏡 4台

と.同じく口径60c mの単賠肢のカロリメータ用軟 X

線望遠鏡 2台の組み合わせを提案する(図的。

d

吋

品

目

叩

伊

川

引

間

H
X
L
U

Supermirror
HardX-ray
Telescopes

TES
Calorimeter
Arrayswith
Cooler&ADR

図 4 NewX-rayTelescope(NeXT)

得られる有効面積を諸外国の衛星計画と共に図 5に

示す。 Constellation-X やXEUS の様な巨大天文台にも

硬X線望遠鏡を兼ね備える提案をしているが. NeXT

はそうした大型天文台に先行して，天文学的，技術的

な先駆的ミッションとした L 、。また l∞keY を超すガ

ンマ線の観測の可能性も検討している。

(次期 X線天文衛星ワーキンググループ)
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そのものを見直す大きな機会となることでしょう。

3.ASTRO 干への期待とその限界

上記の 3つのテーマに迫るには， スペースからの赤

外線高感度観 mlJ が必要不可欠です。したがって，これ

らのテーマは. 2∞3年度打ち上げを目指して進行中の

赤外線天文衛星計画 ASTRO-F の重要テーマでもあり

ます。 ASTRO-F は全天を効率良く観測することを主

目的のーっとしており，数百万個以上の赤外線天体を

発見することが JUJ 待されています。これにより，上記

の3つの重要テーマの研究にも大きな貢献ができると

期待されています。

しかし. ASTRO-F にも限界があります。その最た

るものは，空間分解能の不足です。例えば. ASTRO ・

Fの観測 l波長帯の中でも最も長い波長での空間分解能

は50 秒角で人間の楳 l眼視力程度しかありません。

上記の 3つのテーマの哀の解明のためには，赤外線

領域での，高感度・高空間分解能の観測が必要です。

そのためには，大口径の赤外線望遠鏡，すなわち SPICA

が必要なのです。

4 大口径望遠鏡の実現

4.1 冷却方法の改革

大口径の望遠鏡による赤外線観測が重姿であること

がわかっていながら，その実現は従来は困難でした。

高感度の赤外線観測を実現するためには，観~lIJi誌の冷

却が必須です。そのために，従来の赤外線衛星では液

体ヘリウムを搭載していました。するとヘリウムの保

持のために，大きなタンクと重い真空容器が必~ーとな

ります。そのため，術星が「大きく J I重く」なって

しまい，大口径望遠鏡の熔載を拒んでいたのてJす。

従来の赤外線衛星の「大きい，重L 、」という故大の

欠点を克服するために. SPICAでは液体ヘリウムをf搭

載せず. I打ち上げ時は常温，軌道上で冷却」するタ

イプの赤外線望遠鏡を提案します。この設計思想の改

革により，衛星は画期的に小型化，軽量化されます。

逆に言えば，限られた重量でも，従来よりもはるかに

皿ー咽

ロー画面日

日

図 1 SPICAの概念図

a ..

e・ム .

1.概要

ASTRO・F に続く次世代の赤外線天文衛星として

SPICA(SpaceInfraredTelescopeforCosmologyand

Astrophysics) を提案します(図 1)0 SPICA には，口径

3.5m という大口径望迷鋭を 4.5K という極低温まで冷

却して捺載し，中間~遠赤外線領域において感度と空

間分解能とを画期的に向上させることを目指します。

2.SPICA で探る宇宙

SPICA は，宇宙における様々な「天体の誕生と進化」

という大きな謎に挑みます。

2.1 銀河の誕生と進化

初期の宇宙は，極めて「一様」で単純でした。しか

しながら，現在の宇宙は，銀河をはじめとする様々な

天体で構成され，極めて「複雑」です。この「単純」

な宇宙から「複維」な宇宙への進化の道筋は，未だ謎

に包まれています。 SPICA は，高感度の赤外線観測に

より，段も初 JUJ の銀河の誕生をとらえ，現在の宇宙の

「複雑さ」の起源と進化に迫ることができると期待さ

れています。

2.2. 星の誕生と進化

宇宙の中で最も重要なエネルギー源は「星」です。

SPICA は高い空間分解能を活かして，星の誕生の場を，

私達の銀河系の "I' のみならず，他の銀河の "I' でも l明ら

かにすることができると期待されています。

2.3. 惑星系の誕生と進化

近年，私達の太陽系以外の場所でも，惑星の発見が

あいつぎました。しかし，これらの発見はどれも閥接

的方法によるものであり，惑星そのものを直接に検出

したわけではありません。 SPICA は，太陽系以外にあ

る惑星を直接に検出するのみならず，その大気を分光

する能力をもっています。この観測は，我々の太陽系

-8-
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図 2 太陽一地球系の 5 つのラゲランジュ点。 SPICA

の軌道の候補の一つが L2 の周りのハロー軌道。

大口径の望遠鏡の俗載が可能になります。

軌道上での観測 l器冷却のためには， SPICA では以下

の2方式を併用します。

(l)効率的な放射冷却

(2) 機械式冷凍機

(1) の放射冷却を極力有効に働かせた上で， (2) の

機微式冷凍機を併用し，望遠鏡を 4.5K まで冷却しま

す。ほとんどの熱を放射冷却で捨てるように設計すれ

ば，望遠鏡の冷却に必要とされる機械式冷凍機の能力

はそれほど大きくなりません。例えば，スペースステ一

戸ョンに俗載される実験装置用に日本ですでに開発さ

れた小型冷凍機程度の能力で， 3.5m の望遠鏡を冷却

することが十分に可能となります。

4.2. 熱的環境に優れた軌道

SPICA 実現のために重主主な点は，放射冷却が効率的

になる軌道を選択することです。軌道の候補として

「太陽一地球」系のラグランジュ点のうち L2 (以下 S

E L2)(図2)があげられています。正確にはS-E L2点

そのものではなく，この点の周りを衛星が公転するハ

ロー軌道が検討されています。

この軌道では，赤外線天文衛星にとって大敵である

「熱源J，すなわち地球と太陽とが，ほぼ同じ大きさで

ほぼ同じ方向にならびます。したがって，熱的環境が

単純で，衛星への熱入力を大幅に減少させかつ放射冷

却を有効に働かせる衛星設計が可能となります。

S-EL2ハロー軌道は，地球から約 150 万km とかな

り遠方の軌道ですが，注意深い軌道設計を行えば，か

なりの重量物を投入することが可能です。例えば， Hｭ

llA ロケットを用いれば，約 2.5 1 という重訟の衛星を

投入することが可能となります。

5.SPICA の能力

上記の設計思想の改革により， 2.51 の霊長があれば，

口径 3 .5 mという大望遠鏡を搭載する赤外線天文台衛

星が実現可能です。 ASTRO-F が口径 70c mの望遠鏡し

か搭可ましていなかったことを考えると， 3.5 m という

口径は画期的なジャンプです。口径の増大および節分

時間の増大により， SPICA は非常に優れた感度を達成

することができます(図 3) 。

SPICA は冷却望遠鏡であるため，特に中間ー遠赤外

線領域での感度が高いことを特色としています。 21 世

紀初頭には， NGST(NASA) , FIRST(ESA) といっ

た大型の赤外線ーサプミリ波ミッシ、ョンが計画されて

います。しかし，これらの望遠鏡は SPICA の望遠鏡ほ

どには冷却されてません。したがって，望遠鏡からの

熱放射の影響が深刻となる中間ー遠赤外線領域では感

度が良くありません。図 3に示すように，中間ー遠赤外

線領域では，冷却望遠鏡を搭載する SPICA が最も優れ

た感度を持っているのです。

SPICA は， 2010 年ごろに H-llA ロケットを用いて打

ち上げることを目指して検討を進めています。このミッ

ションが実現すれば，従来とは全く質の異なるすばら

しいデータが取得でき，冒頭に述べた大きな謎の解明

に大きな前進をすることができると期待されています。

6. 計画の準備状，兄

SPICA は非常 1こ大きな計画であるため，国際的なコ

ミュニティからの支持/参加が必須です。そのために

様々 な話合いを行っています。その一環として， 2∞o

年4月に宇宙研にて SPICA をテーマとして国際会議を

開催しました。世界中から 100 人を越える科学者/技術

者の参加があり，関心の高さをうかがわせました。

また SPICA 実現のためには，解決すべき技術的課題

も多くあります。幸いにして， ASTRO-F 計画のため

に開発して来た技術の多くが SPICA 実現のためにも大

きく役立っています。さらに，平成 12年度からは，戦

略的基礎開発貨の補助を受け， SPICA 固有の技術要素

の開発にも着手しました。

(次期赤外線天文衛星ワーキ/ググループ)
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図 3 SPICA の感度と 21 世紀初頭に計画されている他の計画

(NGST.FIRS T)白感度との比較。縦軸は天体の明るさ

を示し，下に行くほど感度が優れていることを示します。

波長 10-200μm の中間~遺赤外線領蟻では， SPICA が量

も優れた感度を有していることがわかります。
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「はるか」による VSOP計画より短波長側によった

VSOP-2と呼ばれる観測l計四lを練っている。衛星 ν ス

テム，地上戸ステム，国際エレメ J トをふくめてミ y

ション槻略を定め， 2∞8年ごろ打ち上げの提案に持ち

込みたい。

1.VSOPの成功

世界初のスペースVLBIのための工学実験衛星とし

てスター卜した「はるか」の計画は，国際的科学ミッ

ンョン (VSOP計画)として目指した大枠を達成する

ことができた。打ち上げ時の煩傷と思われる 22GHz

干15の感度不足にもかかわらず，水メーザ一説Orion

KLで縦割IJ に成功し， 22GHzという高周波での観測可

能性を実証し，次世代に希望をつなぐものとなった。

すでに， 400を超える観測がおこなわれている。 VSOP

の倣う科学は，活動銀河絞 (AGN) からのジェット現

象が主であり，その構造，スペクトル変化，動き，:I!J1

度，偏披からみた儀場降:TIt円盤の;形などの研究がおこ

なわれている。 AGN以外には，パルサーの星開放乱，

OHメーザーのサイズ，フレア星の変化，などについ

ても手がけられている。

2. VSOP-2 の科学

VSOP-2 では， VSOP でとりかかった AGN 研究を極

めることは，自然な流れと考えられる。そのために，

より短波長で， AGN の芯を見通して，加速がおこな

われていると思われるショック領域に迫る。短波長で

また解像度をあげる。たとえば， VSOP-2 では， M87

に存在すると考えられるブラックホールのシュワルツ

yル卜半径の 10倍の解像度が待られる。これにより，

より強力化するガンマ線観測， X線スペクトル観測，

磁気流体力学シミュレーションなどと，より密接な接

点を持って研究が展開できる。ブラックホール胤辺の

降着円盤と粒子加速， ジェット生成を映像で II\\!られる

のは，スペース VLBI だけである。降着円盤がみえる

かどうか，熱いコロナをもっ AOAF (移流優性)モ

デルに!日 l待したいが，見えるかどうか，興味深 L 、。水

メーザ一線をふくむ 22GHz~lf は， AGN そのものにも，

メーザーに付随した AGN についてもユニークにして

必須であり， VSOP がやり残した大切な分野である。

高解像に見合って感度をあげないと郎度検出感度が不

足するので，感度向上も肝要である。これによって，

銀河系内ジェット現象，超新星，フレア足などで，よ

り多くの研究者が興味を持つ科学ミッンョンとする。

3.VSOP-2 装置ドラフ卜案

「はるか」と同じようなイメージング軌道で， VSOP

感度の 101音，解像度 tOf fYをめざす。 43GHz 帯てーは全

fE磁波併抜高の 25μ 秒角の解像度を達成する。

観測周波数は， 5(あるいは日)， 22 , 43GHz帯を含

み，両偏波観測とする。科学的には，低周波でのスペ

クトル， IOV(Intra-Oay-Variable Source) ，吸収観測

などの型佐 l で， 1. 6GHz 帯も希望するが，装置づくり

とトレードオフする。

アンテナは 10m クラス，受信総は冷却し，伝送レー

トは IGbps とする。 (VSOp では 0.128Gbps)

これにより解像度は 5， 22, 43GHzIこ対して， それ

ぞれ 130， 50, 25μ 秒角となる。地 1:25mアンテナに

対する 7-σ検出感度は，それぞれ 10 ， 30 , 70mJy程度

となる。

衛星軌道は遠地保Jfikm，近地点 10∞km (周期 8.9

時|剖)程度，軌道傾斜角 311度とする。

地上トラッキング網，地 tヨfi卓鋭i洋，制限HI誌は，

VSOPの国際サポートと同様のモデルとする。

4. 装置開発と実現性

アンテナ 43GHz帯までをめざす面約度0.3mm(rms)

展開アンテナは， IはるかJ 8m径函精度O.5mmから更

なるチャレンジである。 2∞0年度開発経費で，部分ス

ケールモデルを試作，評価をする。

IGHzダウンリンク，テープ記録方式 トラッキン

図 1 PK50637-752 の VSOP. チャンドラ同時観測
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を注ぐところと考えている。

a. 装置の実現性

大型高精度展開アンテナは機械的に複雑なので，展

開，精度ともに確実にすること。「はるか」以上の科

学べイロードを M-Y で実現すること。

b. 圏内科学コミュニティ

世界初の試みが，工学ミッションとして始まり，

YSOP では人員が十分ではなかった。圏内では宇宙研，

天文台双方で，最善の現実的努力がなされてきた。今

度は最初から YSOP-2 迎用と科学推進の人的資源が欲

し L 、。 YSOP を進めてきたグループの一部は，現在，

天文台 YERA 建設に参加している。 YERA は，周波数

帯?を YSOP-2 と共用する 20m アンテナ 4局の専用 YLBI

網であり，日本 YLBI コミュニティの「統一計画 J と

いう定、識で観念設計，建設が進められている。今はマ

ンパワー的にはたいへん厳しいが， YERA , YSOP-2

ともに，科学コミュニティを強力にするものであるこ

と。

c 国際協力でスター卜すること

日本のみならず， NASA, ESA, CSA分の提案も並

列に実現していく必要がある。 YSOP実現には， JPL

に対して NASA は鷹揚であった。 NASAl ま現在， どん

なミッンョン，あるいはミ γ ション協力にも，首 iい競

争率のもとに厳しい科学レビューをしており，予断を

許さな L 、。

さらに， YSOP-2 を科学的に魅力的なものにするた

めに，より大型のロケットを使って 2機ミッション

にするか，あるいは，設計に余裕のあるより魅力的な

l機ミッションとするか，あるいはこれを YSOP-2 以降

で実現するのか，頭の片隅に入れておく問題であろう。

(次期スペース YLBI ワーキンググループ)

100 0
経度

図 3 VSOP-2でも「衛星」と協力する地よ電波望遠鏡

J三笠
-150

3｣

2

g

割反射鏡

図 2 VSOP-2衛星デザイン一例

衛星機体

/
;t蘭竃泡パドル

グ網設計，観測局配備にとって重要な項目であり，国

際YLBIコミュニティを含めて検討。データの後上サ

ンプリング，ダウンリンクをディジタルでおこなう可

能性のある部分を， 2α均年度開発経費で，放射試験を

実施する。世界の地上電波望遠鏡施設の動向は打ち上

げ智、定の2∞8年頃には， 1Gbps記録になるものと考え

る。 (YERAは lGbps) ["はるか」と同じく M-Yを想定

して，高精度アンテナ，両偏波受信，冷凍受信器 1

GHzデータ伝送などの改良項目をまとめられるか，

なかなか厳しいものがある。

5 圏外ミッション状況とVSOP-2国際サポート

ロゾアのRadioAstron計画は，実現が極度に困難な

状況にある。 NASAに提案された ARISE計画は，

DecadeCommittee でいい評価を得たが，あまりに理

想的かっ非現実的プランであり， 2015 年以前の打ち上

げはないと考えられている。このため，米国コミュニ

ティは YSOP-2 サポート提案の意志がある。

ヨーロァパのコミュニティが ESA に YSOP-2 協力提

案(トラッキング局， JIYE 相

関局等)を出し (2α 均年 l 月)，

よい評価を得た。カナダも積極

的である。

世界の電波天文台は， YSOP

同様に協力的で，常に YSOP お

よび YSOP-2 を視野に入れて議空

論をしている。 YSOP-2 を科学 。

ミッションとして充実させるた

めに，年平均 2回のペースで国

際会合をおこなっている。

6_問題点など

YSOPは，ハード，運用とも

に非常に複雑なミァションであ

るが，国際協力でやり遂げるこ

とができた。 YSOP-2では，以

下のようなZ果題が厳しく，努力

11



太陽系における地球・惑星の起源と進化を解明する

ために惑星へ探査機を送って観測する計画が行われて

いる。わが国でも月や火星などに探査機を送る計画が

実行されつつある。従来の探査や地上からの観測でそ

れぞれの惑星や月などの衛星を構成する物質はかなり

異なったものであることがわかっている。したがって，

惑星聞の逃いをもたらしたものは何かという疑問に答

えることが太陽系の起源と進化を明らかにすることに

なる。月は地球の衛星ではあるが，サイズは大きく火

星の半分もあり，比較惑星学研究の対象となる。月の

場合でも表面および内部の構造と構成物質をまず明ら

かにする必要がある。 1960年代から行われたアメリカ

のアポロ計画や|日ソ述のルナ計画では有人による観ml)

とサンプルリターンまて'が行われた。しかし，これら

は月の赤道付近の限られた地域に探査対象が|浪られて

いた。 90年代に入ってクレメンタイン，ルナー・プロ

スベクタのディスカパリ一計画により月をグローパル

に観測することが行われ，可視・近赤外画像，地形デー

タ，ガンマ線データなどが取得された。

宇宙研と宇宙開発事業団の共同プロジェクトで2∞4

年打上げを予定して開発が進められているSELENE苦|

蘭では従来のデータより桁逃いの空間分解能データを

13種のセンサーを使って協同的に得ることを目指して

いる。月のリモートセンシングでは決定版とでも言う

べきデータの取得が行われるであろう。月表面の元素

組成と鉱物組成，高分解能ステレオ画像と地形データ，

月地殻深部の地質構造，月裏側も含めた重力構造と月

のプラズ-:r~t1なとが明らかになるであろう。この計

画によって月表層付近の機造と構成物質が明らかにな

るため，次の月探査計画は，深部情造と偶成物質の探

査に進むことが必然である。次期月探査計画検討ワー

キンググループを中心として数年来科学探査の検討と

観mlJ機総の基礎開発が進められている。これまでに提

案されている主要な科学級illl) は， (1)月震計による月

深部情造探査， (2)月表!白地質精査， (3)天 ml)望遠鏡に

よる月の辺動の精密観測である。

1 月震計による月深部構造探査

LUNAR-Aは月の核の存在の有無を調べることに特

化した衛星計画であり，月混在!と熱流量青|を俗載した

ペネトレータを月の表側と~側に打込み，深発月 12 と

ペネトレータ IT入地点付近の熱流量を観測する。次J~l

月探査では月の地殻・マントル・核の構造を精査するた

めB台の月震計でネットワークを形成する。月の全周

に月震青|を設位する手段としてはペネトレータが最適

であり，現在打込み試験が行われている LUNAR-Aペ

ネトレータを一回り大きくしてfふ|車電池の数を地やし，

観測時間を2年程度まで延長できるものが，没訂されて

いる。ペネトレータに搭載される月，2JI は此人時の大

きな衝撃圧力に耐えるように振り子部分のパネの固い

短周期型のものになっており，周波数0.1-2秒程度の

実体波を観測する。長周期lの自由振動を観測してグロー

パルな深部情造を明らかにするため，長岡 WI地震計の

月面での設illが提案されている。長mlJgJ(広帯域)地震

計をペネトレータの l'r 入にともなう大きな加速度に耐

えるようにするには伎術的に大きな困難があるためラ

ンダーに撚 E械して月表面に降ろすことの )j が実際的で

あると考えられている。アポロ地位計はプルトニウム

屯池を使用しているため長時間にわたって μ位記録を

取りつづけ，月の表側の右陸地点、付近の)1， 2の活動度

が分かっている。 1週間に 30 イベント程度の月震が観

ml)されることが期待されている。イベント数のil" IIJII は

月深部の地位披速度構造の決定精度を向上させる。

2 月表面地質精査

地球ではプルームにより地妓深部や7 ントルから深

部物質が噴出している場所があることが知られている。

高圧力でしか熱力学的に安定ではないダイヤモンドが

地表に見られるもプルームによるものである。刀表而

ではクレータの形成時に衝撃波のリバウンドに伴う中

央丘の形成が地 F深部物質を供給したと考えられてい

る。直径40km程度以上のクレータでは中央丘の形成

図 1 ツィオルコ 7 スキー・ヲレータ (NASA画像)

。
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を目指していたが，縦突な軟

者陸に必要な着陸機俗載の高

度計・速度計の入手性の困難

から昨年計画変更をい軟着

陸実験をキャンセルした。実

験内容を分離し， リモートセ

ン ν ングは従来どおり 2∞4年

度llJOJの打上げをめざす。一

方，軟着陸実験は今年度研究

図 3 月白火山地形マリウス丘群と地質踏査ル flこ着手してセレーネA実施2
(NASA画偉に加竃.佐々木・佐伯・杉原) -3年後打上げを目指すこと

がみられて とした。計画変更後，宇宙研と宇宙開発事業団で

L 、る。アポ SELENE-Bの進め方について協議を重ね、次期月探査

ロ 15号での 計画lを見据えたミッションを策定することとした。し

蛍光X線観 たがって単に平盟な月表面に軟着陸するのではなく，

図 2 ト守忠良tr?ZZA?をあ 測で月マン 科学ミヅンヨンに必要な場所への軟着陸妓術の習得を
トル物質の 実施する。航法誘導制御，着陸センサー，障害物検知-

»litHがツィオルコフスキー・クレータで発見された。 回避. Zt陸衝撃吸収機機等の技術開発が必要である。

図 l はアポロ羽岡で搬像されたツィオルコ 7 スキー・ 二機関に加え，航空字Iii妓術研究所も実施機i則とし，

クレータの写真である。直径185kmのクレータ・リム これに大学や他機関の研究者が参加するSELENEのや

の中に高さ 1kmf'W[の "1" )1と后があり， )品りは噴出した り方を踏襲する。

玄武岩でおおわれている。 94年に実施されたクレメン 次期J月探査としてt是案されている計聞のうち地賢官i

タイン計画では表側の南極域の直後20∞kmにも及ぶ 査は一点の候補地の的資のみですべての目的を達成で

エイトケン綾地から探郁物質が銭:.I:lしていることをマ きるものではなし複数回の探査が必要であるため，

ルチバンド・イメージャで発見した。以上の観測結果 SELENE-B計画の第一案として地質精査の候補地に軟

はクレータ中央丘や大盆地を精査すれば，深部物質の お陸する，小型ローパにセンサーパッケージを俗載し

悶定や不均一性を明らかにすることができることを示 て地質精査技術の確立を目指すというシナリオの作成

している。アメリカの月研究グループは上記のエイト を進めている。地質精査検討グループの第一次案では

ケン盆地からサンプルを持ち帰る計画を立てディスカ クレータ中央丘と火山性地J~の探査が上がっている。

パリー・プログラムに応募したと聞いている。残念な 3つの中央丘を持つクレータが具体的に候補として考

がら今年度の評価では不~HIであった。クレータ内部 えられている。オーデイ(37S/157E) ， '"ャロノ 7

の平原に軟お陸してローパで移動して地質粉査をし (12N/174E)，アリスタルコス (24N/48W) であり，

元ぷ・鉱物組成分析や銀頭のその場観察を行う。粉査 jgl2では軟着陸地点とローパによる踏査経路主主が示さ

候補地域として海の総尉流・ドーム，典型的な高地， れている。クレータの側壁から中央丘近傍まで踏査し，

極域も上げられている。 分光カメラ撮像， X線・ガンマ線分光を行ってお石タ

3 天測望遠鏡による月の運動の精密観測 イプの決定と分布状態を淵べ，月クレータの形成過程

月の物理nひょう動を精密に観測して月マントルの非 を明らかにする。地球上の火山ドーム，コーンと良く

事ji性的性質を明らかにするため，写真天頂筒方式の天 似ていて火山活動によって形成されたと考えられてい

測望遠鏡による観測が国立天文台のグループにより検 る地域に軟着陸して火山性地J~を精査するシナリオも

討されている。 n径2Ocm，焦点距離2mの反射型望連 提案されている。良く知られている地域は図3に示す

鋭を設置して l ミリ秒角の位置測定精度で極域の数十 マリウス丘群(I4N/50W) であり，表側の胤の大洋

側の星を観測する。望泌鏡の設世場所として極域の昼 の中に形成されている。月の火山活動の研究対象とし

夜の混度差の少ない水久日照地域が候補として健一案さ て考えられている。

れている。 SELENE-B計画は， ミッション定義を行って技術的

4.SELENE-B 計画 検討と終戦綴器・センサー開発に本俗的に ~~f 手するた

以 tの次期月傑在剥阿として従来されている観測計 め第一次案の策定を行っている。本主 1;5 月にはその案

阿はいずれも軟 ~Yil 接技術を必須としている。 SELENE をたたき台にしてワークショップを開催する予定であ

計画は従来一年!日 jのリモートセンシングと軟着陸実験 る。(次 JQJ J-J探査J- I 阿検討ワーキンググループ)
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太陽系の中心で朗i く太陽は，高温なガスのかたまり

でプラズマ状態 (m離気体)になっているが，その他

の太陽系内の自に見える物体は，地球をはじめとして

温度が低L、。しかしながら，太陽系の中でも，惑星と

惑星の聞の一見何もないように見える空間のほとんど

全部は，実は非常に温度が高く，太陽と同じプラズマ

状態になったガスが占めている。普段それをあまり意

識しないのは，密度が薄くて人間の目に見えないから

である。これらのプラズマは，おとなしく静止してい

るわけではなし音速を超える非常に速いスピードで

太陽から噴出して，惑星の磁場や外層大気に大きな影

響を与えている。地球のまわりにも熱いプラズマの屑

であるプラズマ νートが地球の後ろ(太陽から見て)

に形成されている。

我々の銀河系の星と星の聞の空間，さらには，銀河

と銀河の聞の空間や，銀河固と銀河団の聞の空間も，

高温のプラズマで満ちていることがX線などの観測で

わかっている。これらのプラズマは，宇宙の進化や，

非常に高エネルギーの宇宙線の生成に非常に重要な役

割lを果たしていると考えられる。これと本質的に類似

したプラズマ現象が地球のまわりの空間で起こってい

ることは，宇宙空間プラズマの謎を解明する上で非常

に役に立つ。地球の後ろのプラズマシートの中では，

多大な(磁場)エ平ルギーが瞬時に解放される現象

(磁気リコネクション)がしばしば起こる。これは，

宇宙空間での粒子加速現象の一例である。ここで解放

されたエネルギーは.m子やイオンの加速に使われ，

電子の一部は'it!離胞に突入してオーロラの光を作りだ

す。オーロラは太陽のフレア現象と並んで，プラズマ

の中での粒子加速が身近に観測できる数少ない現象だ

が，そのもととなるエネルギーは，実はもっと地球か

ら離れた，目に見えない空間(磁気閤)で作られてい

て，直俊人工衛星をそこまで飛ばして加速された粒子

やtil磁場を観測するしかな L 、。

GEOTAIL衛昼は 1992年の打ち上げ時から，地球周

囲のプラズマを直接観測し，粒子加速現象の解明に大

きく貢献してきた。例えば，エネルギー解放(磁気リ

コネクゾョン)の起こる位[置はGEOTAIL衛星によっ

てその範囲が初めて正磁にtili らえられたし，流体的記

述から大きく外れたイオン運動のスケール«数百

14

km) の現象も見えてきた。しかしながら，

まだ 2つの障害がたちはだかっている。一つ

は，宇宙空間で非常に重要な tE 子の加熱過程

がGEOTAIL 衛星の時間分解能ではまだよく

見えないことである。もうひとつは，単独の

人工衛星を用いた直俵観測に特有な. r時間

変化と空間変化が分離できな L、」という難点

である。例えて言えば，私たちは秋の台風が

日本で突然出現するものでなく，南方の海から日本上

空に移動して起こることを知っているが，それを証明

するのは，測候所がー箇所だけにしかなかったらなか

なか難しいのと同じである。エネルギー解政領域の本

'の広さと，移動速度を知るには，どうしても多点観

測が必要である。

このような背景のもとに，我々は今，次期磁気圏衛

星として，複数の人工衛星の編隊飛行による観測を計

画している。ねらいは，電子ダイナミクスの解明と，

時間空間変動の分離である。具体的案として今検討さ

れているのは，親衛星(3 2Dkg 程度)と子衛星 (5Dkρ

4機を M-V ロケットで地球磁気圏尾部の軌道に投入し，

編隊飛行させる案である。親衛星は電子ダイナミクス

の解明を目指して， 13 時間分解能 (10 ミリ秒)の枝子

観測器，高エネルギー粒子観測線，波動観測務， tE 場・

磁場観測器その他を俗載し高俊能，高時間分解能の衛

星とする。子衛星は母船から離れた点で同時観測を行っ

て現象の空間規模を同定し，空間的発展を追うことに

重きをおく。

衛星の編隊飛行は宇宙研ではまだ行ったことのない

技術であり検討すべき未知の課題が多 L 、。次期磁気圏

衛星は特に， ミクロな物理プロセスからマクロな機造

崩犠につながる階層傍造を明らかにするために，数十

キロから IRe (地球半径)くらいの聞で衛星間距援を

調節しながら観測を行おうとしているので，軌道変更

用の燃料が大きな制約条件になりうる。親衛星，子神 j

昼 (4 個)の各衛星は，何も制御しなければ地球の周

りのそれぞれのケプラ一連動によって編隊の形がくず

れて L、く。一方衛星聞の距離は，積極的に変えたいと

いう要請もあるので，軌道修正がもっとも少なくてす

み， しかも我々の観測目的を満足させてくれるような

編隊案を検討している。さらに，高時間分解能による

大誌のデータ伝送(親機を中継とした子機データの伝

送)の方法，親子の相対位置(距離，角度)の決定の

方法，子機にどれだけの軌道制御能力を持たせるかな

ど工学的にもチャレンジングな問題が多 L 、。これをク

リアーすれば，宇宙空間プラズ 7の加熱加速過程に|到

する我々の知識は質的な飛協をすることは間違いなく，

この次期総気閤衛星をぜひ実現させたい。

(次期健気聞神 IIl l}.ワーキンググループ)



第 2 章検討中の科学衛星計画

“より遠く

を見たい"，

これは天文学

の最世嗣テー

マである。

2010年代中期

のX線観測と

して議論が進

市. . "'"富山首君臨宥 められている

41YJFSF苗也 XEUS計画は，
宇宙の構造形成の初期jに形成されたであろう必初のブ

ラックホール，さらに最初の銀河群の形成に始まる宇

宙の再加熱と熱い宇宙の形成の歴史を，その主主初から

現在まで明らかにすることを第一の目僚としている。

これは冷たい宇宙の歴史を調べる可視光や赤外線の観

測と相補的関係にある。

この観測の実現のためにはわずかな数のX線光子を

集める大面積の望遠鏡が必要である。 X線望遠鏡では

これは長い焦点距般を意味する。 XEUSのめざす直径

10mの望遠鏡て'はSOmの焦点距離が必裂である。これ

を実現するには軌道上に巨大な建造物をつくるよりも

X線望遠鏡衛星と焦点而検出器衛星の二つの衛星を編

隊飛行させるほうが型にかなって，必然的に編隊飛行

のt支持jが必要となる。

XEUSはヨーロッパ(ESA)が中心となって議論され

ている計画であるが，計画の重要性と大きさから地球

規伎の国際協力で進められるだろう。我々も検出器衛

星を担当することを念頭に，参加を検討している。

編隊飛行においては検出様衛星が非ケプラー軌道を

飛行することを想定しており，この軌道制御のための

推進燃料とm池が検出総衛星の重量の大部分をしめる。

検出稼衛星は実は巨大な屯気推進衛星なのである。宇

宙研の理工の有志の集まりで検討した結果に基づく検

出総衛星の慨念図を24頁に示した。電気推進系を効率

よく運用する工夫を行ったことにより， ESA案のより

も2 トンの重量削減に成功した。しかし宇宙研集でも

まだ4 トンの重量が必要である。この計画の実現には

克服すべき大きな技術的な開発課題が銭されているが，

衛星の大きさに見合った大きな科学的成果が期待され

る。ぜひ我が国も参加して実現したい。

なおXEUS (X-rayEvolving-UniverseSpectroscopy)

は「ゼウス」と読んでいるが，英語の発音は「ズース」

である。

(満fII tl] 久他次期 IX 線天文衛星ワーキンググループ)

ハップル字

街笠遺鏡

~ (HST) や~

}波干渉計の超

』高角分解能 l主

干活動銀河伎の
中心に巨大プ

ラ y クホ -I レ

が存在すると

いう有力な観

測的手がかりを綱んだ。また， ミリ秒を割 lる角度分解

能を誇る電波では活動銀河核の中心にまで開く宇宙ジェッ

卜の素晴らしい撤像を可能にしている。同級な分解能

のX線観測があれば，ブラックホールの周りで何が起

こっているのか， ジェットがどのようにして作られて

いるのか等が明らかになってくるだろう。我々は，こ

のような背景のもとに，超高角分解能 X線望主主鏡の開

発をめざして検討を始めている。

望遠鏡の角度分解能の限界は，観測する波長と望遠

鏡の口径(干渉計の場合は基線長)により決まる。こ

の限界を図針限界と呼ぴ，およそ(波長)/(口径)と

なる。 m波では地味鋭校以上の基線長を使い， ミリ秒、

を切る角度分解能を達成している。可視光でも HST や

「すばる」が回折限界に迫る 0.1 秒角を達成しつつある。

X線の場合も Chandra 衛星俗載の X線望遠鏡の口径で

決まる回折限界はミリ秒角を切るが，実際は 0.5秒角

を達成するに留まっている。これは望遠鏡の形状粉度

の不足が原因である。しかし X線を使えば，比較的小

さな望遠鏡でも精度さえ高ければミリ秒の角分解能を

達成することが原理的に可能である。

我々が始めた超高角分解能 X線望遠鏡のプロジェク

トを“ X-ray milli-arc-sec Project" , 略して“Xmas

Project"と称し， 13.Snm波長域の直入射望述鋭の検

討を進めている。そこでは新しい工夫として，鏡のJ~

状誤差や歪みを静的に補正する可変形状鋭を係用する。

また 13.Snm対応の多l百膜反射鏡の反射率測定，非球

面のサンプル鏡の形状評価，表面粗さの評価等，可能

な実験も進めており，反射率もほぼ理論どおり，サン

プルミラーの粉度もXmas Projectとして使用可能であ

るというデータを取得している。

XmasProject で検討している X線望遠鏡は小型で，

口径 ωem ，長さ約I.2 mで可能て'ある。しかし，小望

遠鏡でも，角分解能をこれまでの望遠鏡よりー桁向上

させ，未だかつて mg 、大きな有効面積も可能である。

近い将来，衛星として実現することを望んでいる。

(北本俊二(阪大!ill)他)

p、
υ
ー



宇宙の果てを

見るには大きな

プロジェク卜も

魅力的ですが，

同時に小型でも

斬新なアイデア

やこれまでにな

L 、ような独自の

検出器技術を使

えば，色々な新しいアイディアをもりこみ，大型ミッ

ションとは一味違った，新しい魅力的なサイエンスを

沢山行うことができます。小型衛星で新しい方法が実

証され，それがより大型のミッションへと展開してい

くことも当然期待できます。

X線領域ではソリコンの検出器がよく使われますが，

それよりさらに短波長の硬X線や 7 線には， シリコンは

もはや透明になってしまいます。私たちは，新しい半

導体素材を使って極めて高いエネルギー分解能をもち，

l∞ミクロンという位能分解能をもっ新しい硬X線・ガ

ンマ線綴像素子の開発を進めています。この素子が実

現すれば，これまで観測が進んでいなかった硬X線・ガ

ンマ線領域で，様々なミッションを計画でき，その中

のいくつかは，小型の衛星でも十分に可能になります。

I Dem角位の大きさのシリコンストリップ検出器を

上述のガンマ線素子と組み合わせ，全体で30厨位積み

重ねた多胞の検出器を作ります。この検出器の観念は

1988年ころに，日本で提案されたものですが，十分な

性能を持つ素子が存在しなかったうえ，数万から数十

万という沢山の独立した信号の読み出しとその処理が

必要になるため，まだ実現していません。

私たちは，加速器の技術を応用して，その開発にと

りくんでおり，ここ数年の聞に小型のモデルを作ろう

としています。

多層の検出器の中で，ガンマ線が複数回反応を起こ

したような事象を使うと，ガンマ線の到来方向や，偏

光を知ることができます(多重コンプトン法)。非常

に広い視野を持ち. 100-3∞keY位のエネルギ一範囲

によい感度を持つため，実は， この検出器は，謎の

「ガンマ線パースト」の偏光を測るのに最適なのです。

ガンマ線パーストは. IS0keY位で放出エネルギーが

ピークを持ち，パーストの瞬間は全天で一番明るくな

るような天体現象で，その正体を探ることは. 21世紀

の高エネルギ一天体物理学の大きなテーマでもありま

す。小型であっても十分な精度で「多重コンプトンカ

メラJ を用いて偏光を ~ill定することができるので，ガ

ンマ線パーストの謎を解くうえで，小型衛星ミッショ

ンの果たす役割lはとても大きいはずです。

(高橋忠幸(宇宙研)，釜江常好(広島大/SLAC))

.，・7xーズ

ー"温直周鋼 2・時間

.，，;all.略角 31/1

5∞~ f:'-.II. 3国.. )(600... ..蓋に役 λ..~ ・Ii.高度ヘ

ー袋 λ衡a. ，量 1曲 "

.'

型赤外線カメラ 2台を小型衛星に俗載し，近赤外宇宙

背長放射の明るさを精密に観測するとともに，数分角

から数十 lJt にわたる領域での空間機造をも探り，宇宙

初期におけるエネルギ一生成. fIII ili 形成という現代天

文学の大きな課題を解明することを目指している。

軌道条例を図に示した。放射冷却を有効に使い，か

っ積分時間が十分にとれるように周期 24 時間の長桁円

軌道を惣定している。 M-Y-Lite を忽定した打ち上げ重

量160kg はこの計画に十分である。

本計画は最先端の科学的成果を狙うものであるが，

一方で ASTRO-F の伎術の発展として十分に可能な計

画である。また，大学院生が全ミッンョン期闘を通じ

て参加することが出来るため，研究者養成にも価値が

ある。(松本敏雄，松 i，n間二，片坐宏一，

和田武彦(宇宙研)，戸谷友則(国立天文台))

オ')1# ι

スの背理

によれば

「宇宙が

無限であ

るなら夜

空は太陽

面と同じ

ように明

る L 、」は

ずである。しかし，現実の夜空は真っ暗ではない。途

方の銀河から発せられる昼の光が赤方偏移のために波

長が延び，波長数ミクロンの近赤外領域に 3K 宇宙背

景放射と同じような近赤外宇宙背景放射光を形作る。

近赤外宇宙背景放射光の観測は明るいIi可長放射光を

除かなくてはいけないので難しいが. SFU に俗載され

た赤外線望逮鏡 IRTS による観測などで最近やっと信

頼できる結果が得られるようになった。それによれば，

背長政射は予想よりかなり明るし銀河を重ね合わせ

た光では説明できない。それは宇宙初期に未知のエネ

ルギー放出があったことを示唆しており，大きな興味

が持たれている。

本提案は最新のアレー検出器を mいた口径 Scm の小

一 16 -



しし座流星群の活動は必近のMcNaught-Asherモデ

ルによって，かなり正確に予f草することが可能となっ

てきている。同モデルによると 2∞l年と 2∞2年に 1

時間あたり I万個オーダーという非常に活発なピーク

が予~IIJ されている。また，近年実施されたNASAの航

空機による観測などの結果，きわめて大きな相対突入

迷度をもっしし座の流星は，高度 150-2∞km という

通常では大気悶外と思われる高度から発光をはじめて

いること，またこのような高高度では昇華温度の低い

物質，たとえば有機物系の物質が発光に関与している

ことが指摘されている。これらの日高度発光物質をと

らえるためには紫外域での分光が必裂であるが， しか

しながら大気による吸収のため，地上からの観測には

限界がある。従って，衛星を使って大気圏外から流星

群を観測することの科学的意義は大き L 、。

しし座流星群観測衛星は， 1999年の衛星設計コンテ

ストにおいて東北大学の学生たちによって提案されア

イディア大賞に制I( 、た。学生から斬新なアイディアを

募りそれを日本の宇宙開発につなげて L 、く，というコ

ンテストの趣旨にのっとりまた期待される成架も大き

いことから，われわれはこのミッションを実現すべく

全力をあげている。観測できる時期が限定されており

残されている日数も少ないことから，小型衛星の開発

に実絞のある企業を，またタイムリーな打上げ機会を

世界中に求め，開発をすすめている。なお，分光器等

のサイエンスベイロードについては園内開発の予定で

ある。吏に衛星との通信については， 77チュ 7無線

衛星からも多くのことを学び， しかし IT時代を先取

りするインターネット通信方式を使った通信実験も予

定している。たとえば，流M. ピーク時には衛星からの

LiveCast(生中継)をインターネ y トで配信する可

能性も検討中である。

本ミッションは NASDA ミッションでも字街研ミッ

ションでもないところで，新たな可能性にチャレンジ

するミッションである。その成w，は字街科学，字術工

学のみならず，人材育成という点でも今後の日本の宇

宙開発に大きく寄与するものと確信している。

(古 m布1故(東北大工)，矢野 fIlJ(字市研).

海老Eま界(割1研)，大野汗，之(通総研))

2∞4年iこ

打上げが予

定される赤

外線天文衛

昼(ASTRO

F) では，

遠赤外線に

よるゴ沃サー

ベイによっ

て， 10∞万

個以上の赤

外線天体が観測され，多くの原始銀河候補が見つかる

であろう。しかし，最も若い原始銀河は赤方偏移のた

めサプミリ波領域で観測されるため， ASTRO・Fによ

る検出が難しいと思、われる。これらの天体を観測する

には，大きな主鋭を備えた遠赤外線サプミリ波望速鏡

によるサ ベイ観測が必要である。

サプミリ波では地上観測も可能だが，大気雑音のた

め広い天域のサーベイ観測は困難である。一方，宇宙

空II\]からの観測では，サプミリ波領域において2桁以

上の感度向上がJQJ待できるため，サプミリ波で1∞o素

子程l度のアレイ検出稼を用いることで I年以内に全

天の遠赤外線サプミリ波源のサーベイ観測を実現する

ことが可能である。地上観測であれば l万年以上かか

る勘定になるのだが。

直径10mの鏡はロケットの直径より大きいため，鏡

を折りたたんで打ち上げ，宇宙空間で展開する。また，

光学系の熱雑音をなくし高感度観測を実現するために

は，主鋭を絶対温度10K以下に冷却する必要がある。

その冷却については，太陽一地球系のm2ラグランジュ

点に衛星を打ち上げ，放射冷却を最大限に利用するこ

とで実現が可能である。

遠赤外線サプミリ波衛星に務載する検出器は，宇宙

空間で実現する低放射環境を生かす高感度広視野検出

器であることが必要であるが，宇宙空間からの効率的

な観測を実現するために，向感度化および多素子化を

実現する技術開発が国内外で進められている。

遠赤外線サプミリ波衛星を実現する上で重要な開発

諜題をまとめると， 1) 大型軽量高精度鋭， 2) 主鏡の

展開調整機構， 3) 極低温放射冷却， 4) 高感度多素子

検出器アレイである。いずれもチャレンジングな開発

諜題ではあるが，数年の開発研究により実現の見通し

が得られると期待できる。

(松尾 :a:C1司立天文台))
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1995年にペ

ガサス座51番

星で最初の太

陽系外惑星が

見つかって以

来，既に近傍

の恒星に 55個

もの惑星が発

見され，今後

その数が急増

することは確実である。

懇星があると，その公転のため中心星がわずかに振

られ，スベクトル線にドップラー効果が生じる。 55個

の惑星はこうして発見されてきたもので，太陽系外惑

星が数多く存在することが，確実となったのである。

さて発見された55個の系外惑星の素顔は，篤くべき

ものである。木星なみの賢岳の大型惑星が，太陽系で

いうと水星よりさらに内側の軌道を回っている例が数

多くあるし，主主星のように長円軌道をもつものが大半

である。前者は，惑星が重くて公転軌道の半径が小さ

いほどドップラー効果が強いので，そうした天体が検

出しやすい結果として説明できる。しかし後者はまっ

たく説明できな L 、。太陽系のような真円に近い軌道を

もっ惑星系は，稀な存在である可能性が少なくな L 、。

こうした謎に挑戦するには，何とか直接に系外惑星

の搬像をしたいがこれが難し L 、。なぜなら，星の光を

反射して微かに光る惑星のすぐ隣には，中心星そのも

のが 10依倍もの明るさで拒'Iiいており，惑星の姿を完全

に呑み込んでしまうからである。遠赤外線の領域にな

ると，惑星自身も放射を行うようになるが，それでも

中心星はまだその百万倍も明るい。

こうした困難を乗り越えて惑星の搬像を行う技術と

しては， 2つの案がある。一つは，望遠鏡の焦点面に

おいて，邪魔な中心星の像を遮蔽してしまう「コロナ

グラフ」の技術で，すでにハワイの「すばる」盟遠鏡

にはCIAOと呼ばれるコロナグラフが装着され，稼動

を始めている。他方は複数の望遠鏡の光を，打ち消す

向きで干渉させ，中心星の光を消す技法である。

可視光か迷赤外線，またコロナグラフか干渉ま|のど

ちらを採用するにせよ，大気の揺らぎを避けるため，

系外惑星の探査には衛星が必須だ。アメリカでは「オ

リジン計画」の中心的な住としてTPF (地球型惑星発

見衛星)という超大型ミッションがある。この絶好の

テーマに参画せずに終わってしまっては，宇宙科学の

名折れである。理学・工学の広汎な協力で， 日本独自

の中型衛星計画を早急に策定したいものである。

(牧島一夫，寺間半功，須藤蛸，卸野公夫，

小谷隆行(東大型ID ， III 田 亨，

大石奈緒子(国立天文台)， E.L.Turner,

D.N.SpergelC プリンストン大))

アストロメト

リ(位世天文)

観iJl IJ とは，天球

上での恒星の位

置，距雛，固有

巡動を測定する

ものだが， これ

に視線速度の情

報を加味すれば，

銀河系の“ 6次

元地図"が分かる。この情報は，銀河系の力学椛造は

もとより，恒星物理，述星系や超新星の物理，銀河系

の形成史，また惑星系探査といった様々な天文学の展

開を可能とする。さらに得られた銀河系内の情報をも

とに，遠方の宇宙を鍛 illlJし，系外銀河の物理!や宇宙論

に至るまでのサイエンスの展開も可能とする。

さて，地上では地球大気のゆらぎ笥が大きな支障と

なり，高精度の位置決定 fll 度を達成することが困難で

あったが， 1989 年に ESA が打ち上げたヒッパルコス衛

星によって，アストロメトリ徳 lilll] はいよいよスペース

の時代に突入した。これは，天文学の1( J:命と呼んでい

いものである。しかし， ヒッパルコス衛星の鰻 iJIIJ の梢

度(年周視差の精度は，約 1 ミリ秒角)は，まだ決して

卜分ではな L 、。年周視差から距離が精度良く決まる星

の距離が，我々から高々 300 光年以内なのである。銀

河系金体に比べれば，はるかに小さい領域しか見渡せ

ていない。そこで次は，銀河系全体のスケールを精度

良く見渡す必要がある。そのためには， 10万分の l秒角

以上という高精度なアストロメトリ観測が要求される。

このような衛星計画が欧米で 4つほど既に進行中で，

2004 年~2012 年頃にかけて打ち上げられる。このよう

な計画が，海外で目白押しなのは，銀河系の“地図"

作りの重要さが，強く認識されている結果といえよう。

しかし，これらはすべて可視光の観測なので，銀河系

で一番星が多く存在する銀河而，銀河中心部のふくら

み(パルジ)にある星の光を，ほとんど観測すること

ができな L 、。そこで，昼間座による減光の影響が少な

い近赤外線による観測が省用である。我々は近赤外線

でのアストロメトリ観測衛星を計画し検討を始めてき

た。この観測により，銀河系の形成・進化の“化石"

の宝庫である，ディスク面とパルジの解明を目指し，

銀河系“地図"を完成したい。

(郷田直 till ，辻本 rtj 司，中 ~b 紀，

小林行泰(国立天文台)，松原英雄(宇宙研))

。
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黄道函とは

太陽を周囲す

る地球の軌道

而のIJJを言い，

他の惑星もほ

ぼ黄道商内を

周囲している。

武道湖見出ミッ

ションとは探

査機の軌道函

が黄道面内から外れるミッションのことをいう。今ま

でに行われた黄道面脱出ミッションは太陽物理学・惑

星間空間物理学に非常に重要な結果をもたらした

NASAの探査機Ulys闘のみである。さて，黄道商を

脱出して探査することの最大のメリットは以下の2つ

に集約される。

A) 太陽・太陽系内空間の3次元的観測が可能。

B) 貫通一ダストから逃れた観測・計測が可能。

これらの利点から，黄道面脱出ミッションを望んで

いる科学分野は太陽物理学・惑星科学・惑星間空間物

理学・赤外線天文学と多岐に渡り，次のような項目が

できると考えられている。 1) 可視~中間赤外線域宇

宙背最放射の観測， 2) 銀河内陸の観iUIJ ・褐色媛星の

検出， 3) 昼間起源盛組成分析， 4) 昼間空間粒子物理

illの測定， 5) カイパーベルト起源座の総品調IJ定， 6)

惑星間磁の空間構造・組成分布の解明， 7) 宇宙線異

常成分の機構の解明， 8) 太陽磁場等による粒子加速

俊能の解明， 9) 太陽風 3次元締造・発生メカニズムの

解明. 10) 太陽活動領域・ CME の3次元的構造解析，

I I)太陽極域の内部構造・表層領域裕造の解明。

探査機が'PI.道商を脱出するには非常にエネルギーが

要り，現在の推進系では地球からダイレクトに賞 ill 而

を脱出する軌道に入れることはできな L 、。現在のとこ

ろ探査機が'PI.道商を脱出する軌道に入るには，金星・

地球複数回フライパイをして徐々に軌道傾斜角を立て

ていくか，木星まで行き 1回のフライパイで軌道傾斜

角を立てるかのどちらかしかな L 、。このように探査機

が地球軌道を離れる為に，このミッションは宇宙望遠

鏡というよりは惑星探査機の色合いが滋いが，上述の

ように，本来は宇宙望遠鏡で行ってきた太陽観測や赤

外線観測もこのミッションで行うことが考えられてい

る。貧道商脱出ミ y ションは惑星探査俊と宇宙望速鏡

の両方の側面を併せ持つ従来の科学衛星の枠から綴れ

た非常にユニークなミッションである。

(長谷川直(宇宙研)他，

賞i直面脱出ミァション検討グループ)

JEM/EF とそのアタッチポイント (EFU #9) に位置され

たCALET の慨念図。

、一

一

CALETatEFU ・9JEωVEF 制限 S

の研究が実現できる。

国際宇宙ステーションにおける日本の実験モジュー

ル「きぼう J (JEM) の「船外実験プラットフォーム」

(EF) は. ~ll 子，ガンマ線の観測に必要な，大型観!J ill

装世の設置に極めて適した条件を備えている。我々は，

これまでの気球実験で実績のある可視化裂カロリメー

タ (BETS) を原型とした， CALET(カロリーメータ

型電子線望遠鏡)と呼ばれる薮置を開発して， JEM

/EF において 3年間の観測を行なうことを計画してい

る。装位の総重量は 2.5 トンにおよび， 日本が軌道上

に打ち上げる科学観測機器としては最も規般の大きな

装置Eとなる予定である。この観測の実現により，宇宙

における地球環境の未知なる要素の一つである，宇宙

線現象の解明を飛躍的に進展することを目指している。

en居祥二(神奈川大工))

宇宙で

は，地球

上では得

られない

高いエネ

ルギーま

で粒子の

加速が行

なわれ，

宇宙線として地球に降り注いでいる。宇宙線には，電

子，陽子から鉄より重い原子緩まで，物質を構成する

殆どのものが含まれている。この内でも特に ~tl 子は，

催場や光子との相互作用により電波， X線，ガンマ線

といった電滋波を放出し，宇宙において重要な役割 lを

担っている。しかし，宇宙包子線がどのようにして，

どこで加速されどのように地球に到達するかは，まだ

まだ謎に包まれている。その解明には，宇宙線中の電

子成分の f立が極めて少ないため，先進的な技術を用い

た装位による長期間の観測が不可欠である。そのよう

な観測が実現すれば，宇宙線発見以来の最大の謎であ

る加速源が直接的に観測でき，加速機構や銀河内伝播

機械の解明も可能になる。さらに，日エネルギーガン

マ線の観測により， IE子に加えて陽子の加速機構も明

らかになり，両者の相違点などを含む総合的な宇宙線
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宇宙すば

る望遠鏡は，

口径 10mの

可視光宇宙

望逮鋭であ

る。名T而は，

ハワイのす

ばる望遠鏡

に因む。そ

の特長は高

L 、空間分解

能と集光力である。空間分解能はハップル宇宙望遠鏡

の約5倍，集光力は約20倍に主主する。同時期に米国が

計画しているNGSTは波長の長い赤外線の観測が中心

だが宇宙すばる望遠鏡は，紫外線，可視光，近赤外線

観測が中心なので，空間分解能が数倍-10倍高 L 、。そ

の高い~I剖分解能と集光カがあいまって，その限界等

級は27-28等 lこ達する。その上，安定した宇宙環境に

あり，宇宙ステーションからの定常的なアクセスがで

きるので，常に最新の観測l機株の俗~が可能である。

宇宙すばる望遠鏡が特に能力を発却するのは，超村jE

統制IJ光と星団や銀河中心核などのこみ入った領域にお

月惑星の

探査手段の

ーっとして，

周辺の宇宙

空間におけ

る屯磁・プ

ラズマ環境

とともに惑

星の表周の

地形や表庖

付近の地下

情造までも

探る，サウンダー観測計画が進行している。サウンダー

は月惑星探査機の周囲軌道上で， fE波やプラズマ波動

の観測を行うほか，自ら電波を発射し，表而で反射し

て帰ってくる反射波の性質を詳しく調べることで表而

付近や地下の情報を得るレーダんしての機能を持つ観

ilIlJ装置である。通常レーダは観測対象をできるだけ詩

組Iにとらえるため，短い波長の~Il泌が丹jいられており，

このためパラボラアンテナなどが}ff(、られるが，月惑

星探査で我々が行おうとしているサウンダーの外見は

このようなレーダとは全く奥なる。この装訟は月惑星

の地 Fのできるだけ深い場所からの情報を得るため，

波長が10mー数十mと長いHF帯のfIl波を使用する。

このような月惑星探査特有のサウンダー装ir1は，現

ける星の分光観測である。まず，その超粉苦;'iJlI]光は，

地上では大気の採らぎのせいでほとんど不可能である。

一方，大気が存在しない宇宙環境における超精密il111光

はすでにヒッパルコス衛星などにおいて，実証済みで

ある。宇宙すばる望遠鏡では，その高い銀、光力を生か

して，さらにH郎、星についての超精密測光が可能であ

る。これにより，恒星面通過による惑星の発見や，星

JiJ学による恒星内部研究が格段と進歩する。また，宇

宙すばる望遠鏡の高い分解能を生かして，天体の商密

度が高い領域における分光観測に威力を発揮する。そ

れは，星回中心部や銀河中心核に滑む超巨大ブラック

ホールの存在を暴き出し，その形成過程を l明らかにす

るはずである。宇宙初期にできた昼の分光観測により，

元素合成の現場そのものを押さえることもできる。

宇宙すばる望遠鏡は，主鏡は 81闘のエレメントを折

りたたんで宇宙'ステーションに是IIぴ，展開，組立，最

終調整を行う。このような宇宙工場により，複雑な組

立工程における失敗リスクの減少と失敗発生時のリカ

バリを可能とする。最終調整の場所を宇宙ステーショ

ンに想定することで，地上における光学試験や打ち上

げ時の振動を気にせずに，望遠鏡の軽量化を大胆に進

めることができる。(戎崎俊一(盟僻))

在火星に向かっている「のぞみ」探在機にも応用され

ており，また2∞4年に打上げ予定の月周回衛星SELENE

でも，月地円高造の探査を主目的とする観illllが行われ

ようとしている。

HF~U波を用いたレーダ観測の特徴は波長が長いこ

とから地下の深いところにまで電波のエネルギーが届

く点であるが，反面，アンテナのビームを絞ることが

できないため，どこから返ってきた反射波なのかを識

別するには特別の工夫が必要となってくる。この問題

を解決するために.41波の送受信ハードウェアの開発

とともに合成IJfJ口処理と呼ばれる信号処理n手法が開発

されている。合成閉口処理は~にマイクロ波などを凡l

いた資淑探査などに広く応m されてきているが，これ

をほぼ無指向性アンテナを月J (、る HF部のレーダに適

応するためにコノビュータ・シミュレーションを}ff(、

ての開発研究が進められている。現在5MHzのレーダ

屯波をダイポールアンテナを使って送受信し，月の表

面地形の再現を行う解析手法が確立している。

今後は月のみならず他の惑星観測に応用してゆくこ

とが計画されるが，特に木星の衛星エウロパにおける

氷の下の探査は面白 L 、。エウロパの下には溶けた水が

存在するとも言われており，この場合サウンダー観測

は生命の起i1)j!に関わる研究にも貢献できる。

(小野市幸(東北大型))
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昨年5月に，

市民参加型の

会員制グルー

プ「小天体探

査フォーラム

(MEF)J(http

//www.minor

加dy.com; 随

時会員募集 "I り

を創設した。まず「始原天体探査ロードマァプ J を策

定し，続いて従来の惑星科学や宇宙工学の研究者だけ

でなく，多方面から参加した 145 名の会11.から，欧米

で主主!Il.傑査が盛んな 10 年後に日本が行なう，独創的な

探jIf.案を lよく募った。それらを会長聞の投票，従来者

同士および惑反 f菜作のベテラン教授らの評価によって，

容子 E した。 1-. 位2案を軸に，他案と共通する科学円的

を統合したものが，以下のミッション案である。

<f77 ミリー」ミッション>

似た軌道袈ぷを持つ小惑尾帯天体の「ファミリー」

はI Jj;t 始惑 III が衝突舷域してできたと考える説が有力

である。そこで本案では，同一のファミリー内の児な

るサイズ，軌道~紫，分光特性を持つ複数の天体を訪

n日することで， (I) 母天体の熱的分化を係る内:'{'U構遊

の探査， (2) 衝突破峻・再凝集の履歴と物理!・化学的

索過程の解明， (3)各々数万個ものデータベースがあ

る「小惑星の地上観測 J と「聞石・宇宙邸試料の物質

分析 J との僑渡し，を目的とする。

第一次案では I∞kg 以上の科学俊一~を俗載した探

査機を， 2010 年頃に打ち上げ， )-6 年HU にコロニス族

天体 )-5j 闘に接近し，織像，分光，丞力測定などを行

う。その後フライパイ中に各天体表面へ自律航行機能

を持つ「弾丸 J 周子機を衝突させる。その際，地下数

mの深さから放出する試料を非破域 lilim 物質て:1*集し，

MUSES-C 同様のカプセルで地球に回収する。

<NEO マルチランデプー・サノプルリターン>

1-2 僚の探査機を複数個のスベクトル型既知の NEO

(近地球型小惑星)にランデプーさせ，周囲機から赤

外・蛍光 X線分光.可視ぬ像などによる全球 7 ヅピン

グ，微小重力ローパによる表府観聖書をした後， タッチ

&ゴ一方式で表而物質を採集，地球に持ち帰る。傑査

対象は，これまでの計岡とは異なるスペク卜ル型を選

ぴ，全体として多積のスペクトル型の試料採集を短期

間で行う。「小惑星の陪物学」を早期決おさせるのが

政大の目的である。

(矢野印 II. JIIni'長一郎(' i' 'di 由 fl 他，

小fi..体探査フォーラム)

大気のある惑尽

には気球を浮かべ

ることができる。

銭近して表而を観

測したり，浮遊し

ている大気自体の

その場観測ができ

るので，軌道上か

らの惑足探貨に続

く次の段階として

位置づけられている。同級の目的を持つランダーやロー

パーに比べて，広い範囲を飛期するのも気球の大きな

利点である。

主要な大気成分は，火星と金星がCO" 土星の衛星

タイタンがN，なので，いずれもそれより小さい分子

量のガスを詰めて気球を浮かせることができる。木星，

土屋，天王艮，海王昼はH，のガス体であるため，熱

気球方式でのみ1手JJが得られる。各々の地表[師 tの大

気の状態を地球の大気と比べると，タイタンが最も地

球に近く，火IIIは成!白闘と悶等である。特典なのは~

lil で， 9.2MPa, 470'C という高温・高圧である。

我々が検討を進めているのは，金星のII\;高度C<20

km) に浮かべる気球である。~~~ i混・目玉 LIの環境条件

に耐えるため，薄い金属仮でできた球}~x\球とする。

l白径 1m程度の小型でも，大気干¥; I度が大きいので1手力

もけっして小さくはな L 、。とはいえ，気球本体をいか

に斡益化するかが鍵となる。このため， 2~カプセル

方式を考案した。気球を2重とし，外側の球で耐圧性

を篠保しておき，浮遊高度まで降 Fして気球の内圧と

大気圧がバランスした時点で外側のカプセルを割り，

内側の薄く軽量でできた気球本体を取り出す。

フィルムを用いた膨張型気球についても， PHO と

いう耐熱温度が5∞℃の新;#材フィルムが実用に近づ

きつつある。金属球気球と組み合わせることで，飛1調

高度の変更など，興味ある俊能の実現策も検討してい

る。

火星やタイタンには，地球上の気球と同織の簿〈軽

い高分子フィルム製のものが適!H r可能て'ある。はるば

る地球から運んだ気球を長期間飛刻させるには，スー

パープレッシャ一気球が必要である。長い間の懸案で

あったこのタイプの気球は，この間の我々の研究で実

現可能となった。パンプキン型と呼ばれる形状に局所

的膨らみを付加した新しいタイプのスーパープレッシャ一

気球が，惑星表而のクローズアップぬ像や地質分析お

よび大気の連動や組成などの観測で今後活断1すること

になろう。

(矢 j，b信之. CJr·向 1((樹。，j>: 11I秀之，後藤他， Vi 藤英一

今村剛(宇前日fl，亦m公 iii:. mJl1;\ 之(武威工大)
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1989年ミネソタ

大学のWinckler教

授らがロケット熔

載高感度カメラの

地上テスト中に偶

然とらえた雷雲か

ら上方に向かう放

m発光のイメージ

は，大気圏とm離

圏聞の放~U発光現

象研究の端緒となり，この 10年間でこの分野の研究は

観測と型論・モデリングの両面から驚くべき迷さで進

展した。しかし衛星観測に関しては，短期間のスペー

スシャトルの観測があるだけで，本絡的な衛星観測は

まだ実現していな L 、。そのため，この発光現象(スプ

ライトと呼ばれる)のグローパルな分布や紫外線領域

の発光過程はまだ未知のままである。そこで台湾国立

宇宙計画局(NSPO)はROCSAT-2衛星搭載機器にISUAL

(Investigation of Sprites and Upper Atmospheric

Lightning ，スプライトおよび超高層発光現象探査)計

画を採択した。その目的は， 0 雷雲. nl 離閤間放 ill

発光現象の時 if\]・空間構造およびスベクトノレ構造を解

明すること， 2) 同現象のグローハルな発生分布を明

らかにすること， 3) オーロラ・大気光現象のグロー

パルな発生分布を明らかにすること，の 3点である。

国際牢

'iiiステー

ゾョンな

ど人類の

宇宙にお

ける活動

の拡大と

もあいま

って，宇

宙環境擾乱現象の理解とこれらを予報することを究極

の目的とした「宇宙天気研究 J に各国が本絡的に取り

組みつつある。 NASA では昨年秋から，宇宙天気予報

を目的とし，多数の宇宙機を地球滋気圏や内部太陽聞

に展開する“ Living withaS回r" プログラムをスター

トさせた。

我々は，太陽地球闘を一望できる~.，たとえば太陽，

地球と正三角形をなすL5点にリモートセンシングと

その場計測の縦割IJ装 i世を搭載した観測l機を展開し，惑

星 II\] プラズマ誌の観ilIl)などを実施するための研究を進

めている。プラズマ率の伝搬過程の「微から」の観ilIll

とともに，地球近傍等の探査機との同時ill!絞観測によ

り，極大JblJの太陽市及び太陽地球間空間jの擾乱を立体

この目的のために搭載される観illlji熔は， CCDイメー

ジャー，多色フォトメーター，アレイフォトメーター

の3種類である。観測器のうち，アレイフォトメーター

の1~任者は筆者(東北大学・福西)である。 ROCSAT

2は，高度891km，軌道傾斜角98.99° の太陽同期衛星

(I 日 14周囲)で， ISUAL計測誌の他に陸域リモート

センシング計測器を繕載し， 2∞3年4-7月に打上げが

予定されている。

東北大学で開発を行っているアレイフォトメーター

は，雷政iE発光現象の空間・時間変動を地球周縁部で

とらえるために， 2つのシリンドリカル・レンズの組

み合わせで長方形の視野(水平方向に 22.6° ， 鉛直方

向に3.6°) をつくり，マルチアノード型フォトマルチ

プライヤーを使用し 16チャンネルに分割l して観測する。

lチャンネルの視野は，水平方向に22.6° ， 鉛直方向に

0.2° である。背と赤のフィルターを付けた同一規格の

2台のアレイフォトメーターから偶成されており，空

間・時間情報と同時にスペクトル情報も待られるよう

になっている。モデルの製作と地上テストの実施

(1999年8月)からアメリカへのフライトモデルのカリ

フォルニア大学への搬入 (2002年 l月)，である。

(箭酉治， ZE橋幸弘(東北大~li)

S.B.Mende( カルフォ Jレニ 7大)

Jye-LongChern(NationalChengKungUniv.))

的に観測し， I大規模なコロナ構造の変化の観測によ

るフレア /CME 発生機械の解明 J ， I コロナ中及び惑

星関空間における衝撃波の振舞と粒子加速の解明 J ，

「宇宙天気予報のための機上データ解析・軍事報実験」

等を実施したいと考えている。

惑昼間空間を伝織するプラズマ雲は， IAU 程度に

おいて，その背景光である黄道光の 100 分の l程度の輝

度しかなく，通常の広視野カメラでは十分な SiN 比で

検出することが困難である。このため，散乱光を十分

に低減するとともに，モザイク化も含めた大フォ -7"/

ト冷却 CCD を用いて検出限界をあげる必要がある。

また IAU の遠方から，科学目的を満たす高時間・~

I自分解能のデータ伝送を実現することは困難である。

このためイベント検出やその重要 JJrの判断指僚を抽出

し，科学的重要度の高いイベントに限ってデータを地

球局に伝送する高機能テレメトリーの開発なども，先

行的に実施している。

通総研では，宇宙天気予報の研究を従来より拡大し

た体制で推進しその中心的な観測プロジェクトとして，

宇宙研や宇宙開発事業団，大学等と述悦して 2∞8年頃

の実現を目標に研究を進めた L 、。

(秋岡良樹(通信総研))
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M-V-Lite とは， M-V機の第2段からキァクモータま

での3段で桃11Xされる小型衛星打ち上げ手段である。

この発表の趣旨は，宇宙研としてその開発に投資を含

む関与をせよというものではなく，逆に宇宙研がその

購入を積極的に検討し，理工学の実験に供すべきであ

ると提言を行うものである。背景として重要であるの

は， (I) 理学側の，コミュニティあたりのミッション

俊会は， 7-8年に l肢という頻度にまで間隔が空く情

勢にあり，後継研究者の育成が難しくなっていること

(状況の変化)， (2) 工学側研究は，実用ミッションの

遂行だけでは，チャレンジもできなければ，新規伎術

JJ日発や実証の機会がなくなり，衰退の一途であること

(状況の変化)への愛期、である。これを打開するため

には， a) 先端衛星技術のための，実証機会があるべ

きであり，また b) 輸送系研究(将来系， M-V系とも)

の更新，改良の機会も確保されるべきであろう。ミッ

y ョンペイロードとしてみた場合， i仔在需要としては，

宇宙研内に， r 紙I，赤外線，高層大気，プラズマ，太

陽観測等に要望があり，また宇宙研外においても，無

重量環境実験+阿収. t喜載機器実証等という需要が期

待される。もちろん，国際市場もにらまなくてはなら

ない。 M-V-Liteは，基本的に(I)観測ロケットの延長

であり， (2) 打上げ+標準パス(パス 衛星を迎用す

るために必要な機*~1洋)を，巡用コスト 20億円以下で

打ち上げられないか?というのが術恕の発端である。

単位重iiiあたりの輸送系の価格比較は，芯、味がない場

合があることに注意するべきである。極端な例として

は，たとえば， rシャトル打上げて" 301闘の天文衛星

を30年間に各 l回だけ打ち上げると，宇宙科学は満足

か 9 単位重量あたりコストはかなり低下させること

ができるが。J という問いに関しての答えは無論NO

である。 30年後には皆退官していて，研究組織は存在

しなくなる。したがって，この点が恨拠で機動性のあ

る小型衛星の需要が存在するのである。 Lite機は，宇

宙科学研究所が縫ってきた特徴ある伎術襲来に基づい

ていて，それらの集約的な民間への技術移転でもある。

資勢制御は第l段のみ行い，そのためのaV10nt田などは，

フェアリング上部のエリアに集約させ，それらを洋上

で岡収，再使用するのが，運用上の工夫である。フェ

アリング上部は，脱頭して切り離し，それらは，第 l

段のイナート重量(輸送されるべき重量)となるため，

上段ステージの負荷とならない点に特徴がある。第2，

3段は，スピン安定下でi!J!絞燃焼させる。 Lite機は，

ほぼ垂直に上昇し，頂点速度は，慣性速度でわずかに

Ikm/sec程度にすぎず，第 l段の落下点は発射点に近

く設定できるため，回収も容易である。わずかなキッ

クモータにより，射点への帰還やパラグライダーによ

る射 E主での地上回収も可能である点に特徴がある。 M

V-Lite機の輸送能力は， 300X600km軌道に 500kg，太

陽同即l軌道lこ 3∞kgである。輸送系の低価略化はもち

ろん重要であるが，際載される衛星が旧来通りに l 品

料理的に l機が数十億円を要するのでは，本来~Tr1要そ

のものを縮退させることにもなりかねな L 、。このよう

な小型廉価輸送系が機能していくためには，衛星の標

準パスにまで踏み込んだシステム的な対応が求められ

る。低価格の衛星パスを構築するためには， M-Vをは

じめとするロケット俗載機mi実績で培った技術をベー

スに科学衛星で開発したシステムインテグレー y ョン

技術を加えていくことが有効であろう。

ロケット技術も，昨今のように信頼性管理だけに追

われることは，技術者として最惑な状況と言わねばな

らな L 、。衛星技術も，情報を受けとってシステム検討

だけを中心とする風潮が強くなってきていてこれも避

けなくてはならない事態と憂慮される。機体偶成の固

定や一方的な衛星パスの傑準化は，いずれ陳腐化をま

ねくうえに，工学面をリフレッシュすることにつなが

らな L 、。したがって. M-V-Liteの工学実験機を数回に

l回の割合で確保することが重要と考える。 Lite機を

mt 、て可能となる工学実験例としては， I) ミッショ

ン指向パス要素の追加を容易に行えるアーキテクチャ，

2) 輸送系研究のための実証手段などが挙げられる。

M-V-Lite は，民間主導で開発される計iilij であるが，

それにむけてのミッンョンペイロードとして宇宙研，

理工学分野で研究機会の!I"IJJUが期待される。

(川口淳一郎(宇宙研))

M-V-Liteシーケンスオブイベント

，p-中司...-
認可否万戸市石田Z

E圃ラ
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INDEX衛星

とは Innovative

Technology

Demonstration

Experiment を

意味するピギー

ハック衛星で，

-次世代の先

進的な衛星

2企H

副議守
技術の軌道上での実認

・小規模，高頻度の科学観 ml) ミッションの実現

を目的として，衛星基盤技術開発 STRAIGHT (P.26

参照)と手を供えつつ，衛星設計と試験に宇宙研職員

の創立工夫を盛り込んで行う衛星である。 l 号機では，

里1\学委員会でミ y ション公募が行われ，オーロラの微

調II情iiE の観察ミッンョンが選定されている。 50kg の

重量 lこ 3;qh 姿勢安定機能を備え，オーロラカメラと粒

子センサーによる理学観察を行う衛星である。高速

CPU による衛星の統合化制御やリチウムイオン屯池，

反射板付高効率太陽パドルの捺誠実験等を行う。 H

I1 Aロケットにより 2003 年度の ALOS 衛星と相乗り打

ち tげが有力である。

INDEX 衛星 γ リーズは，当初から， 2年の|摘発 JgJ 聞

で|期発し， 2年ごとに打ち上げていく体制を維持しよ

うとしている。 2号機のミッ ν ョン選定も I 号機と同

級に，理学ミッンョンについては週!学委員会を通した

公募形式をとることを希望している。 2号機の公募で

は，衛星の枠組みを以下のように広げることを検討し

ている。

(I) 衛星軌道 低高度極軌道，低高度低傾斜角軌道に

加えて，静止 i聾移軌道 (GTO) も選択できるよ

うにする

(2) 小型推進系の踏載 小型のガスジェットの俗 i隙

(31 複数衛星同時打上げ フォーメ一戸ョンフライト

のために複数衛星をヒ.ギーハックで向時打上げの

可能性

新しいミッションの提案をどんどん，お寄せ下さ L 、。

(前藤宏文(守術研)， INDEX チーム)

機嫌猿動テスト中の INDEX 衛星

電気鎗進自費置

/
検出器衛星

~~1'

,,-'
匂φ

望遠鏡衛星

20也、

XEUS計画で考えられている衛星の編隊飛行

XEUS計閣は， ミラー衛星が8900kg，検出器衛星が

6∞Okgという，巨大な人工衛星である。しかし推進

機関や燃料の重品は衛星自体の大きさが小さくなると

それに応じて小さくなるので，観mlJ機器の重訟を少し

減らしたり観測I)JgJt闘を短くしたりすることで大幅に軽

ill化できる。

科学観mlJ衛星が高度化，巨大化する中で，中規艇の

実験衛星によって核となる技術を事前実証することが

重要であろう。

(橋本側明， t百藤宏文，山川宏，闘中均(宇宙研))

複数の衛星が協調

して観測を行うよう

な編隊飛行(フォー

メーションフライト)

衛星の場合，実験衛

星によって主要技術

の試験をしておくこ

とが必要である。例

えばXEUS計画の場

合，望遠鏡の焦点距離を長くとるために， ミラー衛星

と検出総衛星をSOm服して飛行させ，その|間隔を2mm

程度の精度で制御する必要がある。このためには高精

度の相対位置計測センサが必要であり，これを開発し

て実際の宇治・~Imで予定通りの性能を発者Iiすることを

確かめる必要がある。また2衛星の相対位置は.両衛

星を結ぶ線 t.1こ観 illl) したい天体が来なければならない

が，地球周回衛星の場合，このような配置を実現する

ためには常に軌道制御をし絞けなければならず，非常

に大訟の燃料を消'1:'1するので，燃費の良いイオンエン

ジンなどの屯気推進を則L 、ることが必須となる。 fil気

推進は既にいくつかの人工衛星で使用されているが，

XEUS言 l' fiIiiでは大推力で連続ill転， しかも推力を可変

にする必要があり，新規の技術開発が必要である。編

隊飛行衛星では，このような要素技術だけでなく，複

数衛星の同時協調迎用などシステム技術の習熟も必政

であり，実験作jl草を用いて;).f際に宇宙空間で試験する

意義が大き L 、。
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2∞7-8年

度の打ち上げ

をめざして，

新たな工学実

験衛星計画の

検討を行って

き fζ。ソーラー

セイルに関す

る，最も根本

的な誤解は，これが推進機1111，燃料と同一視されるべ

きであるという点である。ともすれば，大型の構造物

のー形態であるとの認識が先行するあまり，本来の使

用目的を忘れがちであるが，これは，純粋に推進機関

であり，光子推進の受動的な発現のー形態である。こ

の新しい昔I-j函櫛惣は，そのw学探査への実用化をまさ

に実証しようという試みなのである。この 10年ほどの

附に，帆の材料にかなりの進展があり，ポリイミド系

股材の薄膜化，長尺モノの述続製造技術，総着技術の

進歩があったことや，軌道操作方法にひと工夫があり，

外惑星までを守備範囲とする探査計画への応用がより

現実的になったことから，実現に近づいてきたといえ

る。とくに，これまでの計画が，いわば凧の形態で考

察されてきたことや，初期重:Jikの観点から，地球まわ

りでの運用をまず最初に考察してきたことが， I間接的

にあきらめられてきた一因かもしれな L 、。この工学実

験衛星計画で実証されるべき工学技術，目的は， (I)

近年，エネ

ルギー問題は

化石燃料の枯

渇という面か

らだけではな

く，化石燃料

消費に伴う二

酸化炭素排出

品の増加によ

る地球温暖化

により環境問題の而からも傑刻に受け止められている。

巨大な太陽屯池パドルを有する発電衛星を衛星軌道上

に打ち上げ，発電した m力をマイクロ彼で地上に送屯

する太陽発電衛星 (SPS) システムはクリーンで安全な

代替エネルギーシステムとして 30 年以上にわたり各国

で検討されてきた。特に，宇宙科学研究所を中心にま

とめられた太陽発電衛星 SPS20 ∞は多くの観念設計の

中でも実現性の高さは内外から評価されてきた。この

システムは西暦 2∞o年着工を目指した IOMW クラスの

発屯衛星であるが，現実には未だその端緒にも届かず，

また，予備段階として提案されている先行すべきプロ

惑星聞の主推進機 11I!として，ソーラーセイルによる軌

道移行を実証する。外力加速下での軌道決定，航法技

術を確立し，大型脱構造物の運動解析，設計技術を習

得すること。 (2) 金星エントリー・プロープ(ほか

の天体の大気圏に突入する探査機)，浮遊気球を投下

し，高潟下での探査技術を実証すること。(3)その

他， Xバンドと Ka バンドの通信技術の開発，次世代

惑星探査機技術を先行して開発することなどである。

このミッションでは，当面の reference mission(代表

する例として掲げる計画)を，武道面垂直ミァション

とくに短周期 jの極円軌道への移行を実証することを第

let<案として検討してきている。大まかなスケジュー

ルでは， 2007 年 12 月 (8 月に最初の打ち上げ窓)に，

本探査機を金星に向けて打ち上げる案を検討している。

。II 口淳一郎(宇宙研)および Solar Sail 研究会メンノ，)

ジェクトさえも未着手の現状にある。先行プロジェク

トとしては大型宇宙術造物や宇宙からの大電力無線送

電技術に|期する技術実記が提案されているが，前者に

|刻しては図際宇宙ステーションの建設等必ずしも SPS

固有の技術ではない。しかし，後者は他のミ') './ョン

とは大きく異なり， SPS 実現に向けて最初にクリアさ

れるべき重要な課題である。また，工学衛星によって

実証することで，世論へのデモンストレーション効果

も少なくないと考えられる。無線送 mに関する宇宙実

験としては， 1983 年に MINIX ロケット実験， 1993 年

にISY-METS ロケット実験が行われ，?正離!宵中のマイ

クロ波伝播に /111 する基礎データが得られている。次の

研究開発ステップは，試験衛星による軌道 tから地上

への正確な長距離エネルギーの伝送技術の確立である。

我々は，この無線送 ~ti を中心とした先行プロジェクト

としての衛星計画を検討しており，その概致命をまとめ

た。特に検討に際して前提条例として 5年程度で実

施可能であり，大型ロケット 1機で実現可能な計画と

した。

(I 王I' I'<\"治. I.点尾芳博，佐々木進(宇'ii i !iJf) )
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第 3 章衛星基盤技術

1.衛星基盤技術の特徴

衛星伎術IJH発には. 2つのタイプのものがある。 1 つ

はミッション指向技術であり， もう l つは衛星基盤技

術である。衛星基盤技術とは，各ミ γ ションにそれほ

ど強く依存せず，多くの衛星で必主主とされる技術iであ

る。多くのミッションで利用できる技術なので，ある

程度共通の体制で開発していくことが有効である。宇

宙科学研究所の衛星基盤技術開発プログラムとして

STRAIGHT(StudyonReductionofAdvancedInstr

urnentsWeight. 衛星俗敵機器の ir~J .lr化と計品化の研

究開発プロジェクト)が行われている。

衛星基盤技術開発を有効に進めるには，図 l のよう

な，以下の 3つの要素がかみ合った場が必婆である。

~索 l ミッションとの接点

要素 2 新規技術グループ

要素 3 既存衛星技術グループ

第 lの要素であるミ γy ョンとの t差点は，実際の衛

星ミァンョンの身近にいる中で，現在の衛星開発の問

題点がどこにあり，将来どのような技術が必要とされ

るか，的確に把握できる場を与えてくれる。 STRAIGHT

計商では，このミッションとの接点を，小型衛星でも

可能な技術については，身軽な INDEX 衛星ミッショ

ンにとっている。小型衛星にはなじみにくい大屯力を

fle ったミッンョン，大型俄造物，大型 fill! 長展開技術等

は，従来の科学衛星や MUSES シリーズに接点を求める。

第2の要素は新規技術グループである。この新規技

術グループが，第 lの要素であるミッションから与え

られた解決すべきテーマに対処していく際の技術的な

突破口を作る中心的な役目を果たす。この新規技術グ

ループは，衛星メーカー以外の産業(原子力産業，防

衛産業)であったり，民生携帯通信技術であったり，

衛星メーカーの研究所であったり，マイクロマシーン

のような新規学術研究分野であったり，従来の衛星開

発に従事していないグループであることが多くなって

いる。

第3の要素である従来衛星技術グループとは，現在

の衛昼メーカーに保有されている衛星技術である。衛

星システムは，限られた重 iiL 釜山 j体積， fil 力，通信

リ J クの中で機能するシステムであるので，たとえ，

革新的な術星要素技術であっても， m載される時には，

ほとんど従来の衛星技術に立脚した ν ステムの中に俗

載される。どんな画期的な衛星伎術であっても，既存

衛星技術との適合性が求められている。

2. STRAIGHT 及び衛星基盤技術開発の重点項目

現在. STRAIGHT 計画では，以下の項目を重姿事

項として開発を行っている。

(l)耐(極限)宇宙ljJ境デバイス(デバイス 屯子部品)

(2)~:H 立なデータ処理機能

(3) 外部熔載機器の小型軽量化

(4) 内部俗載電子機認の小型軽量化

(目安勢センサーの7， ";il変化

(6) 通信の高機能化

(7) 電源系の高密度化(パ γ テリー，太陽パドル)

(8) 熱制御デバイスの高度化

(9) 軽量な構造材料

表\Iこ術星基費量技術 :ilm 発計画 STRAIGHT の I)日発項目

の一覧を示す。先に述べた重点項目，具体的開発技術 :j ，

それを可能にした新規技術分野， ミッションとの接点

をまとめた。このように，衛星基盤技術開発は，科学

衛星のミッションの中で解決すべき課題を見つけ，新

技術を用いた技術開発を行い，将来の科学ミッ Y ョン

に的修に適応するという有機的なリンクの中で進めら

れている。

(J百勝宏文，中谷 -nll( 宇宙研)， STRAIGHT チーム)

表 1 衛星基盤伎術開発計画 STRAIGHT の開発項目の一覧

図 1 衛星基盤技術開発の場

重点項目 開発注術名 新規健衛分野 ミッションとの纏点

①宇宙環境部品 高速 SOl プロセッサ ~世代民生半導体伎術 INDEX に SOl 揺蔵

③高度データ処理 1回MHz 以よ 原子力。防衛用デバイス 水星鐸査機に本格嬉蟻

③外部樋器小型化 光学パョ 7ル小型化 迷光解析測定，光学伎街 INDEX , MUSES-C
③外部機器小型化 アンァナ小型化 デジタル携帯通信佳街 INEDX 白S通信機

@内部樋器小型化 BGA 団結実装 民生実装錠街。防衛犠器 壷星，水星探査縄に繕歳

⑤高機能通信系 X トヲポン(再生灘距) デジタル機帯通信伎術 金星，木星探査縄に搭賞

⑥高密度電車系 リチウムイオン電池 携帯事機器電源佳碕 INDEX に繕霞

⑥高密度電源系 反射板付太陽パドル 高効率セル。軽量展開 INDEX に繕蔵

⑦高機能熱制御 可変放射率草子 光磁気記憶材料伎術 INDEX ，木星に搭犠

⑧経量柵造材料 デンプルレスハニカム ハニカムパネル新設術 INDEX に搭般
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衛星俗載用

の通信官紛~lt.

衛星と我々を

結びつける唯

一4手段であっ

て，非常に重

要な要素技術

ですが，~字

' 宙を舞台とす

る科学探査の

機会が増えるにつれ，これまでの開発水準では対応し

きれない場面が増えてきました。また第載用機器はみ

な，小型・軽量・省電力化が厳しく求められるように

なって，十分にその機能を保証できるかどうかも問題

です。

このような実情を打破するために，次の枠組みで新

しい臨戦用通信機探(トランスポンダ)の開発を行って

きました。1)将来深宇宙探査ミッ Y ョンでの回線の

確保， 2) 通信の大容品化(または，高速化)， 3) 小型・

軽i，l· 省ttl力(~、わばスリム化). 4) (海外も含む)地

上局側と衛昼側の技術 jの整合性

開発~索の一つの目玉は，測距信号再生機能をトラ

ンスポンダに与えることでした。これは，地上から j去っ

た距隊計調 II JtIの信号を衛星内で受信し，一つ一つ雑音

の中からきれいにして地上局に送り返す手続きです。

これまではずっと簡単に，衛星は受けとった信号を雑

音と一緒に上自幅して針り返すだけでした。このおかげ

でMUSES-C のような超遠距離での担 II Ii!!も，ずっとや

りやすくなります。測距信号は，パターンの繰り返し

となる PN 符合 (M 系列 255 と 511 の積)を使って，その

繰り返しのタイミングに合わせて信号を積算(同期積

分)することによって雑音の影響を取り除く， という

シンプルな傍成を提案しました。 l成型動作の確認の実

験を行い，問題なく機能することを初めて実証しまし

た。トランスポンダとしては次世代の xfiF 用で，ベー

スパンド以降の処理をディジタル処理にするなど，関

{直低減に向けた構成で設計を行っています。上記の担 I)

距信号の再生処理もディジタル信号処理の範囲で実現

されています。低コストでの開発が絶対条件でもある

ため，宇宙環境で使用可能な民生郎品の探索を積極的

に般進し， RF 部の周波数設計はこれを反映してきま

した。完成すれば，世界に先駆けた先進的な衛星俗載

j羽トランスポンダとなるはずで，金昆・水星探査プロ

ジェクトでの活躍も期待できます。

(戸聞知即 I. r.J藤宏文，向野忠，

山本普ー(宇宙研). '1:\ 川秀徳 (7 ドニクス))

イオンエン

ジンは宇宙機

用の向性能ス

ラスターであ

り，従来型ロ

ケットのおよ

そ 10 倍という

抜群の燃'i'Iに

よって縫進剤 lの利用効率を高め，探査機の性能を最大

限まで引き出します。これまでに NASA をはじめとす

る研究償問で盛んに研究開発が進められており，現在

ではボーイング社の放送衛星にも搭載されるなど商品

化も行われるようになりました。宇宙科学研究所でも

科学探査機に特化したイオンエンジンを開発中で，初

号僚は小惑星探査後 MUSES-C への第載をひかえてフ

ライトモデルの製作，開発が順調に進んでいます。

写真は開発中の次期イオンエンジンの地上試験の綴

子です。直径 20c mの新型エンジンは宇宙を筏擁した

真空タンクの中で動作しており， lkW の消 12tE 力で

30mN の惟力を発生します。左側の強い光源から右側

に fil' ぴる弱 L 、発光に沿ってイオンが噴射されています

が，左側の強い発光の中を見てみると小さな穴がたく

さんあります。この直径約 2mm の穴の一つ一つから

イオンが噴射していますが，イオンエンジンの高性能

の秘密はこのグリッドと呼ばれる加速電極にあります。

グリッドは厚さ lmm 以下の薄板を 3枚重ねた構造になっ

ており，それぞれに問機の穴が空いています。 3枚の

目撃 1
科学探査機崩イオンエンジン.

仮は!日 j隔O.5 mm て'正確に配置され，板と仮との問には

lkV 以上の fE 圧をかけます。この加速屯圧を利用する

ことでグリッドはその奥にある放 HI 容総の中からイオ

ンだけを引き出して秒速 40km 以上に加速し.その反

カが推力となります。穴を通過せずにグリッドに衝突

するイオンが微量ながら存在するのですが，このイオ

ン衝突に対して強い耐性を持った炭素繊維複合材製グ

リッド，そしてグリッドの奥にあるキセノンガスを電

雄させるためのマイクロ波によるプラズマ発生装置の

2つは，それぞれ今回新規開発したものです。このエ

ンジンは，現在提案されている衛星の編隊飛行計画や

雪星や小惑星の探査計画など，係々な将来計画を実現

するための基盤技術として注目されており，今後も精

力的な研究開発を進めていきます。

(船木一幸，西山和孝，問中均，

仰木恭一郎，消水幸夫(宇宙研))
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宇宙研が計画

している将来の

惑丘場君主ミッショ

ンを逆行するた

めには，情報処

理機能の中核で

あるマイクロプ

ロセッサーある

いはメモリ一等

の半導体デバイスの高性能化が不可欠です。

これまで衛星俗載機器;には，厳しい宇宙・環境に耐え

るよう特別に製造された宇宙用認定デバイスが用いら

れていましたが，冷戦の終結とともにそれらは一部が

製造を中止されたばかりでなく，新規開発が停滞して

いるため，要求されるような高性能な宇宙用認定デバ

イスはもはや入手できなくなりました。このような状

況が衛星開発技術の高度化を阻害する深刻な要因となっ

ていることから，米関は民生用の向性能マイクロプロ

セッサーの耐放射線性強化に着手しました。しかしこ

れらは政治的あるいはコスト的制限のため，宇宙研で

入手できることはJQJ待できません。

そこで私たちは，将来の衛星搭載機械に汎HI的に使

用可能な高性能マイクロプロセッサーやメモリーを国

内で早急に開発する必要があるものと考え，これら半

導体デバイスの耐放射線性強化技術について検討を進

めています。放射線耐性を強化する半導体プロセスと

しては， SOlプロセスを用いています。これは， デバ

イスをSilicon-On-Insulator(SOI) (絶縁体上に形成され

たシリコン)基仮上に製造するプロセスで，シリコン

基板上に形成する通治・プロセスと比べて高速化・低消

費mJJ化をはかれるがコストアップを招くものとして，

これまで民生デバイスの製造プロセスに用いられてい

ませんでした。ところが近年，半導体デバイスの中心

市場がコンビュータから側部機器に移り，低消 'l:'1 11l力

化に対する強い要求が生まれたため，民生デバイスの

製造プロセスとしても急速に開発されてきているもの

です。私たちはこの優れた同内のSOlプロセスを利用

して，独自に 128K-bit SRAMを試作して放射線耐性

を評価したところ，その政射線耐性は十分に商く，特

定の宇宙ミッションに使用できることがわかりました。

現在，将来の惑星探在ミッションで必要となるマイ

クロプロセッサーの基本論理回路をSOl プロセスで試

作して，その放射線耐性を評価する準備を進めていま

す。

(J政瀬布l之， ~野藤宏文 1t--*tf就，

fll 岡武彦(' j<百 i U1f)，以 Ifl能活，石井茂(三菱重工))

人工衛星の

大型化と第載

機搭の高筏度

実装化に伴っ

た内部発熱量

の明加とその

変動，および

惑星探査衛星

に見られる外部熱環境の大きな変化に応じて，自動的

に宇宙空間への政熱iitを調整することができる熱制御

材料の開発が望まれています。そのような裂求に答え

るための新しい熱制御材料として， CMRMn酸化物

を活用した放射率可変素子 (SRD:Smart Radiation

Device) の開発を NEC と協同で進めています。本素

子は写真に見られる様に，単純なタイル状のセラミッ

クスで，それ自身の温度により表面の放射率が物性的

に変わることが特徴て'す。つまり，グラフに示します

ように， SRD の混 J.u'が高くなると，放射率も大きく

なり，宇宙空間への排熱が促進され機6iiの温度上昇を

防ぐことができます。逆に， SRD の IJil. J.u' が低くなる

と，放射率も小さくなり，宇宙空間へ逃げる熱が抑制

され，機誌の温度低下を防ぐことができます。放射If!，、

の変化 iii は低淑時とiC ~i慌 II寺で約 0.4程度あります。

本素子には次のような利点が挙げられます。

-機滅的要素，電気的姿業を持たない単純情溢である

ため，動作信頼性が高いこと。

・放射率変化に寄与しない情造部分が無いため，放熱

而般を最大限に町長保できること。

.i事いセラミックスのタイルであるため，軽量である

」と。

・材料が特殊でなく，かつ製作が容易であるため，低

コストであること。

我々は放射率可変素子のさらなる機能性向|ニをねらっ

て，放射率の改普，事革i注化， フレキシプル化を目指し

ています。また， SRDは小惑星探査機MUSES-Cや小

型工学実験衛星INDEX等に俗載され，宇宙環岐での

実証試験を行うことを予定しています。

(大西見，太刀川純孝(宇宙研)，

hb崎一紀(盛大)， "I'付靖之，岡本章(NEe))
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タイトルパックの出典について

この特集号に登場した数多くの名画の出典を記し，今は亡き画家の皆様に感謝致します。それぞれにつき，ペー

ジ，画家，画題，制作年，展示場所及び都市の順序で列挙してあります。

2 プーグロー 「ウェヌスの誕生」 1863 MuseedesBeaux-Arts, Nantes

4 力ラッチ 「ノ ξ リスとメルタリウス」 1597-16∞ PalazzoFarnese.Roma

6 ブ.ノェ 「レダと白日」 1742 PrivateCollection

8 ゲラン 「イリスとモノレフェウス」 1811 HermitageMuseum , Sankt-Peterburg

10 エーフェルディンへン「パ y カスと 2人のニンフとアモール J 不明 GemaldegalerieAileMeister, Dresden

12 プーンェ 「水浴のディアーナ」 1742 Mus 仕 du Louvre, Paris

14 レーニ 「アウローラ」 1613-14 PalazzoRospigliosi , Roma

15 アングル 「ユピテルとテティス」 1811 MuseeGranet , Aix-en-Provence

15 クリスマス・カードから作者不祥 2∞1 ノルウェーより

16 ティエポロ 「アポロと諸大陵」 1750 年代 R田idenz ， Wi.irzburg

16 サヴェルリー 「動物たちの中のオルフェウス」 不明 StadelschesKunstinstitut , FrankfurtamMain

17 ティツィアー/ 「ダナエ」 1553-54 MuseodelPrado, Madrid

17 ティントレット 「銀河の起似 J 1582 頃 TheNationalGallery , London

18 ジエラール 17 モールとプンュケー」 1798 MuseeduLouvre.Paris

18 カラヴァッジオ 「勝ち誇るアモール」 1601-02 頃 Gemaldegalerie, Berlin-Dahlem

19 ロラン 「クリューセーイスを文割のもとへ送り局けるオデュッセウス」 MuseeduLouvre, Paris

19 クーザン 「エヴァ・プリマ・パンドーラ」 1538 頃 MuseeduLouvre.Paris

20 モロー 「エウロベの略奪」 1868 MuseeGustaveMoreau, Paris

20 ティツィアーノ 「エウロペの附奪」 1559-62 IsabellaStewartGardnerMuseum , Boston

21 ティツィアー/ 「ウェヌス干し ftJ 1518-19 MuseodelPrado, Madrid

21 フラゴナール 「天上の子供たち」 1767 MuseeduLouvre.Paris

22 レノプラント 「ダナエ」 1868 HermitageMuseum , Sankt-Peterburg

22 ティエポロ 「凪」 1747-50 PalazzoLabia, Venezia

23 プーサノ 「百たるオリオンのいる風景」 1658 TheMetropolitanMuseumofArt, NewYork

24 プレーク 「戦車の上からダノテ lこjt りかけるべ 7 トリーチェ J 1824-27 TateGallery, London

24 ティツィアーノ I Ill闘の合奏」 1510-11 MuseeduLouvre, Paris

25 プーサン 「時の音楽のための舞踏 J 1638-40 WallaceCollection, London

25 プーサン 「詩人の霊感」 1630-31 MuseeduLouvre, Paris

26 ラファエロ 「ノ勺レナ y ソス」 1510-31 PalazziVaticani , Roma

27 リッチ 「アモールの例」 1706-07 PalazzoMarucelli ー Fenzi ， Firenze

27 ドレイノ守一 「金の羊毛」 1904 頃 BradfordArtGalleriesandMuseums

28 プンエ 17 イネイ 7ースのために武具を注文するウェヌス J 1732 MuseeduLouvre, Paris

28 ティントレ γ ト 「ウルカヌスに篤かされるウェヌスとマノレス J 1553 頃 AilePinakothek , Miinchen

クレジット上の問題もあって，このような表を掲載することをご了承くださ L 、。なお，個々の絵画とミッンョ

ンの内容については. Iこじつけて」ありますので，その想像もお楽しみくださ L 、。
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この特集号に登場したミ y ション提案を，現在進行中のものと一緒に一覧表にしておきましょう。

ベージ| 天文観測 プフズマ観測 太絹系探査 工学実酸

箆可済みの衛星計画

小惑星サンプルリターン MUSES-C 。 。

月ベネトレータ LUNAR-A 。 。

赤外線天文学 ASTRO-F 。 。

月面マッパー SELENE 。 。

X線天文学 ASTRO ・ED 。

太陽物理掌 SOLAR-B 。 。 。

再突入実験 DASH 。 。

2. ワーキンググループのある衛星計画

24 先端技術実証実験 INDEX 。 。

2 金星オーピター (YCO) 。 。

4 水星オービヲー BepiColombo 。 。

6 次期X線天文学 NeXT 。

E 次期赤外線天文学 SPICA 。 。

10 次期スベース YLBI YSOP-2 。

12 |次期月探査 (SEτLENE-2) 。 。

14 次期磁気圏探査 (GEOTAIL-2) 。 。 。

3. 検討中 の衛星計画

15 X線天文学 (XEUS) 。

15 超高角分解能望遺鏡 。

16 ガンマ線天文学 。

16 近赤外字宙背景放射 。

17 しし座流星群 。

17 遠赤外サブミリ波 。

18 太陽系外惑星 。 。 。 。

18 赤外線スペースアストロメトリ 。

19 黄道面脱出 。 。 。

19 電子・ガンマ線(I ss 搭載) 。

20 宇宙すばる 。

20 月サウンダー 。

21 太陽系の小天体 。

21 惑星気球 。 。

22 超高層雷放電発光 。 。

22 宇宙天気 。 。

24 編隊飛行 。 。 。 。

25 ソーラー・セイル 。 。 。

25 太陽発電衛星技術 。

23 M-Y- Li te ミコション 。 。 。 。

4. 衛星基盤妓術

26 衛星基盤技術 (STRAIGHT) 。 。 。 。

27 深宇宙対応トランスポンダ 。 。 。 。

27 イオン・エンジン 。 。 。 。

28 耐放射線強化デパイス 。 。 。 。

28 放射率可変素子 。 。 。 。

。主たる分野 01 瑚述分野
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宇宙科学研究所のミッション年表

ここで，宇宙科学研究所のこれまでの衛星ミッションを，近未来の構想、と共に年表にしておきます。四角で聞

んだのは，現在活路中の衛星です。

天文衛星 太陽系探査 工学実験

年度 衛星 X線赤外線電波太陽 プラズマ・大気 団体惑星 月 小天体

1969 おおすみ 。

1970 たんせい 。

1971 しんせい 。

1972 でんぱ 。

1973 たんせい 2 。

1974 たいよう 。

1976 たんせい 3 。

1977 きょっこう 。

1978 じきけん 。

はくちょう 。

1979 たんせい 4 。

1980 ひのとり 。

1982 てんま 。

1983 おおぞら 。

1984 さきカてけ 。 。

1985 すいせい 。 。

1986 ぎんが 。

1988 (あけぼ ω

1989 ひてん 。

1991 (ょう」う)

1992 (ジオァイ Jレ)

あすか 。

1994 SFU 。 。

1996 G亙tiY
1998 笹豆 !lJ

2002 MUS同ーC

2∞3 LUNAR-A

ASTRO-F

2∞4 SELENE

ASTRO-Ell

2∞5 SOLAR-B

2∞6

2∞7 金星オーピター SELENE-2

2∞8 YSOP-2 SolarSail

2∞9 NeXT BepiColombo

2010 SPICA GEOTAIL-2 小惑星サンプルリターン

2011

2012 XEUS SELENE-3

2013 小惑星サンプルリターン

2014 マーズ・ネットワーク

2015 金星バルーン

以降 位置天文衛星，重力波観測衛星など 木星ミッション. SELENE -4.黄道面脱出など

仁二〉閤みは逆用中 O主たる分野 打上げ渋み
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宇宙科学シンポジウムに関するアンケー卜集計結果

第I I!JI字 'iii科学シンポジウムの成否を出席者lこ問い

掛け，今後のンンポジウムの進め方の参考とするため

にアンケートを実施しました。以下にその主な車古巣を

報告します。

本開催時期 適切30 不適切 6

*開始時間 適切33 不適切 5

*2日間という臼程について

短い 7 ちょうどよい33 長い 0

*議論が以前より活発になったかワ

はい20 ~わらない 4 ~ 、いえ3 わからない 1

本ポスターセッンョンの怠義はヲ

ある 27 ふつう 8 特にない 3

*ポスター/オーラルの分け方 よい29 問題あり 6

本来年も閉じ形式を望むかワ 望む30 望まない 2

・ポスターは昼休み後に開催しもっと時間を。

-出来る限り広範囲の研究者の従来をオ ラルで。

*テーマは適切か 適切30 ふつう 8 不適切 0

・テーマは適当ですが， もう少し深くして下さ L 、。

*今後取り上げるテーマについての希望等

-ロ -r，ーミッション

ミッションプロジェクトの経過・サマリー

・現在運用中の衛星の成果レビュー

・国際協力についてのサマリー

・小型観測ロケットの新アイデア

*近い将来に提案予定の係査計画に優先して時!日lを割

り当てた件について

よかったお ふつう 5 よくなかった O

*従来の科学衛星・宇宙縦割IJ '"ンポジウムの必要性

はい 4 どちらでもよい 13 いいえ 19

*会場の設備. 良い 10 ふつう\I 惑い21

-部屋が狭い，暑い， ZE調悪い，人数オーバー

-所外会場の調達やビデオ生中継等の対策が必要0

.液晶プロジェクターが常設されていな L 、。

*受け付けの対応 よい23 ふつう II 怒L 、。

*懇親会について・

やるべき 17 どちらでも良い 16 やめるべき0

*懇親会費 高すぎる 3 適当 14

*その他ご意見(多数あり，印象的なもののみ)

・ポスター発表をもっと重視すべきとの意見多数0

・理学委員の先生方の出席が比較的多かったが，全

員の参加の確保を。

・絶対，分室(分科会)化しないで下さ L 、。

・ポスタ一発表の中に，口頭発表した方が良いもの

もある。宇宙観測シンポとジョイントで3 日間に

してはどうか。

• 2 日間にオーラル発表詰め込みすぎ。昼休みが短

かすぎる。

最後になりましたが，アンケー卜にご協力いただき

ました皆様には，厚く御礼申し上げます。世話人一閃

いただいたご意見をもとに来年のシンポジウムをさら

に良いものにしていきたいと存じます。

お詫びと訂正(3月号)

[SASニュース3月号の〈研究紹介〉において，綴花を

運んだ航空機を「陸式一攻」と記してありましたが， こ

れは「一式陸攻」の IIU迎いでした。お詫びの上，訂正さ

せていただきます。

/7Ii¥'¥ 小山先生のご挨拶でも触れてありますが，

k訪れ)宇宙科学シンポヅウムの熱気溢れるプレゼン

てこ二 7 テーンョンと討論は， 日本の宇宙科学陣の底

力と情熱を感じさせる素晴らしい雰囲気に終始しました。

この特集号を組むにあたっては，そのシンポジウムの世

話人の方々にはお l止訴になりました。とりわけ力作の多

かった Jj;t稿を手際よく整理していただいた松原さんのご

苦労は大変だったと俄察します。ただし，ワーキンググ

ノレープ以外の発表については， lEI 梢の長さがまちまちに

なっていましたので，非常に失礼ながら私の一存で，そ

のほとんどを大幅に削らせていただきました。五 Iが少な

くなったことに加え，モの縮小によって内容的にも歪み

が生じているとすれば，全両的に私個人の責任です。そ

の際はお申し越しください。いずれ守屯噌科学研究所のホー

ムページにおいて，もっと詳しい内容を展開しますが，

その時にみなさんに分かるように処置させていただきま

す。(的 II I)

編集委凸の山川先生より，宇宙科学ンンポ収録の編集

と引き換えにこの特集号編集を担当したのですが，いや

はや，慣れないので苦労しました。おかげでペーグメー

カーを初めて使うことができました。(松原)
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