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2．研究系の研究活動
　

ａ．宇宙圏研究系

　科学衛星を使ったガンマ線バーストの観測

 教　授 小川原嘉明 教　授 長瀬文昭 助教授 村上敏夫

 助教授 山上隆正 助　手 石田　学 助　手 上田佳宏

 助　手 藤本龍一 理　研 吉田篤正 理　研 河合誠之

     立教大 吉森正人

　「あすか」や「ようこう」を使ったガンマ線バーストの観測的研究が行なわれている．とりわけ「あすか」を使っ

た観測が，最近のガンマ線バーストにみつかった残光 X 線に関連して注目されている．1997 年に始まった，

BeppoSAX 衛星や RXTE 衛星や CGRO 衛星との共同観測により，ガンマ線バーストの起源が解明されてきた． 発

生源は宇宙の果てにあり，宇宙で最大規模の爆発現象であるが，その発生天体はわかっていない． その発生天体の

鍵をもとめて，昨年では GRB 990123， GRB 990704 を観測して，ガンマ線バーストの X 線残光中に鉄の輝線があ

るかどうかを検討した．1997 年の観測ではみつかった鉄の輝線が今回の観測では現れず，ガンマ線バーストの起源

を確実にするには，まだ情報が不足している．今後の観測に期待したい．

　科学衛星「あすか」の運用

 教　授 小川原嘉明 教　授 長瀬文昭 教　授 國枝秀世

 教　授 井上　一 助教授 村上敏夫 助教授 満田和久

 助教授 高橋忠幸 助　手 堂谷忠靖 助　手 石田　学

 助　手 藤本龍一 助　手 上田佳宏 助　手 尾崎正伸

     　　　　他「あすか」チーム

　昨年に引き続き，「あすか」の運用を行った．「あすか」は，1993 年 2 月に打ち上げられた日米共同によるＸ線天

文衛星で，現在は全世界の研究者によるプロポーザル（観測提案）に基づいた観測が行われている．１９９９年度（平成

11 年度）は，日米両国および ESA（ヨーロッパ宇宙連合）で採択されたプロポーザルに基づき約 380 天体の観測が

行われた．「あすか」チームのプロジェクト観測としては，銀河面サーベイ観測やマゼラン星雲のマッピング観測，

活動銀河中心核の長時間観測が行われており，他のＸ線衛星では取得できない貴重なデータとなっている．また，

TOO（target of opportunity）観測として，ブラックホール候補天体やガンマ線バースト源などが緊急に観測され

た．このような過渡的な現象をうまく捕えた観測は，高エネルギー天体の解明に貴重なデータとなっている．

　科学衛星「あすか」による宇宙Ｘ線の観測

 教　授 小川原嘉明 教　授 長瀬文昭 教　授 國枝秀世

 教　授 井上　一 客員教授 常深　博 助教授 村上敏夫

 助教授 満田和久 助教授 高橋忠幸 助教授 紀伊恒男

 助　手 堂谷忠靖 助　手 石田　学 助　手 藤本龍一

 助　手 上田佳宏 助　手 尾崎正伸 特別研究員 田村隆幸

 東海大 本多博彦 受託研究員 山下朗子 東大・理 牧島一夫

 東大・理 田代　信 東大・理 深沢泰司 都立大・理 大橋隆哉

 都立大・理 山崎典子 都立大・理 石崎欣尚 理　研 松岡　勝

 理　研 河合誠之 理　研 吉田篤正 理　研 三原建弘

 京大・理 小山勝二 京大・理 鶴　　剛 京大・理 粟木久光

 名大・理 田原　譲 阪大・理 北本俊二 阪大・理 林田　清
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 阪大・理 宮田恵美 阪市大・理 中川道夫 宮崎大・工 廿日出勇

 宮崎大・工 山内　誠 神大・工 吉田健二 神戸大・理 伊藤真之

 岩手大・理 山内茂雄   　　　　他「あすか」チーム

　「あすか」は，わが国４番目のＸ線天文衛星であり，約 10 keV という高いエネルギー領域まで撮像能力のある初

のＸ線衛星である．この望遠鏡の焦点面には，広い視野と高い時間分解能を持つ位置検出型蛍光比例係数管と，高

いエネルギー分解能を持つＸ線 CCD カメラが配置され，お互いに相補的な役目を果たしつつ全体として優れた性能

を発揮するように設計されている．「あすか」は 1993 年 2 月 20 日に打ち上げられ，現在は日米欧から提案されたプ

ロポーザルに基づく一般観測が行われている．１９９９年度（平成 11 年度）中には，約 380 の天体が観測された．これま

でに得られた主な成果に，�  近傍銀河 M81 に出現した超新星 SN1993J からのＸ線の検出，�  軟ガンマ線バース

ト・リピータの超新星残骸への同定，�  銀河中心付近に分布する広がった高温ガスの電離構造の同定，�  超新星

残骸からの玉葱状の輝線構造の発見，�  超新星残骸での宇宙線加速の証拠の発見，�  銀河中心でのＸ線反射星雲

の発見，�  楕円銀河の元素存在比の精密測定，�  活動銀河核の相対論的降着円盤からの鉄輝線の発見，�  活動銀

河核からの吸収線構造の精密測定，�  銀河団の温度構造の発見，� Ｘ線背景放射の源となる微弱Ｘ線源のスペクト

ル測定，�  超光速ジェット天体からの吸収線の発見，�  γ線バースト天体の X 線残光の観測，�  軟ガンマ線バー

スト・リピータからの X 線パルスの検出，などがある．これらの成果は，現在までに 800 編を超える ( 査読付き )

学術論文として発表され，また，「あすか」の成果に基づいた学位論文も 50 編を超えている．

　「あすか」搭載位置検出型蛍光比例係数管の軌道上での較正

 助　手 石田　学 助　手 上田佳宏 東大・理 牧島一夫

 東大・理 田代　信 東大・理 深沢泰司 都立大・理 大橋隆哉

 都立大・理 石崎欣尚 　　　　　　　　　　NASA・ゴダード宇宙飛行センター

　「あすか」搭載焦点面検出器のひとつである位置検出型蛍光比例係数管の軌道上での較正を昨年に引き続いて行い，

データ解析の精度の向上を達成した．この検出器は，「てんま」で使われた蛍光比例係数管の経験をもとに新たに開発

された位置検出型の蛍光比例係数管で，優れたエネルギー分解能，バックグラウンド除去能力等を持ち，ガス検出

器の極限に近い性能を達成している．今年度は，エネルギーとパルスハイトの間の関係，Ｘ線入射窓である Be の吸収

係数を最新のデータに入れ換えた．この結果，多くの観測データについて，より精度の高い解析ができるようになっ

た．改訂された較正情報は，「あすか」解析用ソフトに取り込まれ，全世界の研究者により利用される予定である．

　「あすか」搭載Ｘ線反射望遠鏡の軌道上での較正

 教　授 國枝秀世 助　手 石田　学 助　手 上田佳宏

   都立大・理 石崎欣尚 名大・理 田原　譲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NASA・ゴダード宇宙飛行センター

　「あすか」搭載斜入射Ｘ線反射望遠鏡は 10 keV までのＸ線の集光能力を持ち 6-7 keV でも大きな有効面積 (600 平

方 cm) 有するというこれまでにない特長をもっている．今年度は，主に，反射鏡の蒸着物質である金の反射率デー

タを最新のものに入れ換える作業を行なった．この結果，標準較正天体であるカニ星雲の分光観測結果をよりよく

再現する応答関数を作成することに成功した．これらの較正情報は，解析ソフトパッケージに含まれる基礎データ

として全世界の研究者の利用に供される予定である．

　「あすか」搭載Ｘ線CCDカメラの軌道上での較正

 助　手 堂谷忠靖 受託研究員 山下朗子 大学院学生 高橋一輝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　マサチューセッツ工科大　　　　NASA・ゴダード宇宙飛行センター

　「あすか」搭載のＸ線 CCD カメラ（SIS）は，高いエネルギー分解能と位置分解能を兼ね備え，かつバックグラ

ンドが低いという特長を持つ反面，宇宙放射線によって作られる格子欠陥のため，軌道上で徐々に特性が劣化して

いく．したがって，特性の経年変化を追跡し，較正情報を定期的に更新する必要がある．１９９９年度（平成 11 年度）は，電
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荷転送損失の補正を中心に，較正情報の改訂を行った．放射線損傷により格子欠陥が生じると，転送中の電荷が格

子欠陥に捕獲され，徐々に電荷が失われていく．これにより，X 線光子のエネルギーが見かけ上減少してしまうた

め，データ解析時に補正する必要がある．CCD チップ上での X 線の入射位置や X 線のエネルギー，撮像時間によ

り，補正量がどのように変わるか，系統的な解析を行ったところ，(1) 撮像時間が長いと，補正量が相対的に小さく

なる，(2)X 線のエネルギーが高いと，補正量が相対的に小さい，(3) チップ上の場所により，補正量に著しい非一様

性がある，ということが明らかになった．また，補正量は転送クロックに依存するものの，依存性が当初の予想よ

りも小さいことも明らかになった．これらの解析結果は較正情報の改版に用いられ，SIS の解析ソフトの一部とし

て全世界の研究者に提供される予定である．

　「あすか」データ解析用ソフトウエアの整備

 助教授 満田和久 助教授 高橋忠幸 助　手 堂谷忠靖

 助　手 石田　学 助　手 藤本龍一 助　手 上田佳宏

 助　手 尾崎正伸 東大・理 田代　信 東大・理 深沢泰司

 都立大・理 石崎欣尚  　　　NASA・ゴダード宇宙飛行センター

　「あすか」の標準的なデータ解析に必要なソフトウエアの整備を，ゴダード宇宙飛行センターと共同で行った．

「あすか」のデータ解析ソフトは，すでに全世界の研究者によって利用されており，本年度は，(1) X 線反射鏡の性

能を模擬するシミュレーションプログラムの整備，(2) 検出器の経年変化に対応する較正情報の更新，などを中心に

行った．また，さまざまな解析環境でデータ解析が行えるように，解析ソフトの移植性の向上にも努めた．

　ASTRO-E 計画

 教　授 小川原嘉明 教　授 長瀬文昭 教　授 井上　一

 教　授 國枝秀世 客員教授 常深　博 助教授 村上敏夫

 助教授 満田和久 助教授 高橋忠幸 助　手 堂谷忠靖

 助　手 石田　学 助　手 藤本龍一 助　手 上田佳宏

 助　手 尾崎正伸 東大・理 釜江常好 東大・理 深沢泰司

 東大・理 牧島一夫 東大・理 田代　信 都立大・理 大橋隆哉

 都立大・理 山崎典子 都立大・理 石崎欣尚 理　研 河合誠之

 理　研 吉田篤正 理　研 三原建弘 京大・理 小山勝二

 京大・理 鶴　剛 京大・理 粟木久光 名大・理 山下広順

 名大・理 田原　譲 阪大・理 北本俊二 阪大・理 林田　清

 阪大・理 宮田恵美 神戸大 伊藤真之 宇宙開発事業団 槙野文命

 宇宙開発事業団 松岡　勝  　　　　　　　　　　他 ASTRO-E チーム

　第 19 号科学衛星 ASTRO-E は，我国 5 番目の X 線天文衛星で，広い波長帯にわたってすぐれた分光性能をもつ

大型高性能Ｘ線天文台である．１９９９年度（平成 11 年度）には，総合試験が開始された．衛星の組み上げ，動作試験，

熱環境試験，振動・衝撃試験が行われ，打上げに必要な特性を備えていることが確認された．10 月にはネオンタン

クに飛翔用のネオン注入・固化が行われた．12 月には最終のアライメント，外観チェックを終え，1 月初めに鹿児

島へコンテナーで輸送された．鹿児島でも簡単な動作チェックの後，順次ロケットへの組み込みが進められた．こ

れと平行して，打上げ後の衛星運用，データ解析，その他のための支援ソフトの開発が進められた．また，１９９９年

度（平成 11 年度）には 2 回の国際的な科学作業委員会を開き，打上げ後の観測ターゲットの選定も行われた．２０００年

（平成１２年）2 月 10 日 10 時 30 分，ASTRO-E は鹿児島宇宙空間観測所から M-V-4 号機により打ち上げられたが，1

段目の不具合により衛星軌道に入ることはできなかった．
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　ASTRO-E 搭載Ｘ線反射鏡の製作と較正

 教　授 小川原嘉明 教　授 井上　一 教 授 國枝秀世

 助　手 石田　学 助　手 上田佳宏 COE 研究員 本多博彦

 特別共同利用研究員 柴田　亮 大学院学生 遠藤貴雄 大学院学生 石田淳一

 共同研究学生 今村晃介 共同研究学生 日高康弘 名大・理 田原　譲

    　　　NASA・ゴダード宇宙飛行センター

　ASTRO-E 搭載用Ｘ線望遠鏡の製作・地上較正試験を昨年度に引き続き行ない，スペアも含め，全数の測定を終

了した．今年度は ASTRO-E XIS 用のＦＭ品望遠鏡 3 台と XRS 用のＦＭ品望遠鏡２台 ( 内スペア１台）の較正試験

を，特殊実験棟の標準Ｘ線光源室で行なった．この結果，XIS 用 X 線望遠鏡が「あすか」搭載品の数倍の有効面積

と，２倍の結像性能を有すること，白金を鏡面物質とする XRS 用望遠鏡が期待通り，金を用 いた望遠鏡より高い

性能を有することを確認できた．また，「あすか」の経験を活かして特に入射Ｘ線の offset 角の大きな領域で迷光の

充分なデーターを取得することに成功した．この他，簡易型二結晶分光器の導入，詳細な X 線ビームのスキャンに

よる結像性能の決定要因の研究も行った．

　ASTRO-E 搭載Ｘ線マイクロカロリメータ検出器（XRS）の製作と較正

 教　授 小川原嘉明 教　授 井上　一 助教授 満田和久

 助　手 藤本龍一 大学院学生 宮崎利行 都立大・理 大橋隆哉

 都立大・理 山崎典子 都立大・理 石崎欣尚 理　研 河合誠之

   理　研 三原建弘 理　研 清水裕彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウイスコンシン大　　　NASA・ゴダード宇宙飛行センター

　XRS は世界で初めて衛星に搭載されるＸ線用のマイクロカロリメータアレーである．XRS は，0.5-12keV のエネ

ルギー範囲のＸ線を約 12eV というこれまでにない高いエネルギー分解能で検出する検出器であり，日米の共同に

より開発が進められた．軌道上では，固体ネオン・液体ヘリウム・断熱消磁の３段の冷却システムを用いて，マイ

クロカロリメータアレーを 60mK に冷却する．検出器の開発とならんで，この冷却システムの開発も重要であり，

科学的に大きな成果を得るため軌道上で２年以上の寿命を確保するため，開発を行った．また，強度の強いＸ線源

の観測のため，回転式のＸ線フィルター装置を開発した．１９９９年度（平成 11 年度）は，冷凍機への検出器の最終組み

込み，および，組み込み状態での最終試験，衛星レベルでの試験をすすめ，検出器および冷凍機について所定の性

能が得られていることを確認した．また，衛星の姿勢制御装置から発生する微少振動との干渉が発見され，原因究

明と対策を行った．また，長期にわたる地上試験中の冷媒の温度の制御，打ち上げ直前の超流動ヘリウムの充填作

業など，ロケット打ち上げ前の諸作業も当初の予定通り実施することができた．これらの経験は将来の衛星開発へ

の貴重な資料となる．

　ASTRO-E 搭載Ｘ線CCDカメラ（XIS）の製作と較正

 教　授 小川原嘉明 客員教授 常深　博 助　手 堂谷忠靖

 助　手 尾崎正伸 阪大・理 北本俊二 阪大・理 林田　清

 阪大・理 宮田恵美 京大・理 小山勝二 京大・理 鶴　　剛

   京大・理 粟木久光 　 マサチューセッツ工科大

　XIS は，Ｘ線用の CCD を用いた撮像分光検出器で，「あすか」搭載の SIS をもとに性能を大きく向上させたＸ線

CCD カメラである．XIS は，19' × 19' の視野と 0.4-10keV のエネルギー範囲をカバーし，時間分解能は最高 8 ミリ

秒，エネルギー分解能は 6keV で 2% を達成している．XIS では，多彩な読み出しモードが利用できるため，撮像

時間を短くしたり視野の一部のみを頻繁に読み出したりすることが可能で，カニ星雲のように明るい天体や早い時

間変動を示す天体等の観測に有効でる．また，SIS での経験を元に，軌道上での放射線損傷を最小限におさえるよ

う放射線シールドに工夫がこらされている．１９９９年度（平成 11 年度）は，フライトセンサの衛星への組み込みが行わ

れ，衛星共通系と組み合わせたカメラシステムとしての様々な試験が行われた．特に熱真空試験では，打ち上げ後
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を想定した開扉試験，ペルチェ素子による温度制御試験，較正線源からの X 線による性能評価が行われ，いずれも

所定の機能・性能が発揮できていることが確認された．また，これらの試験と並行して，応答関数の構築作業も行

われた．

　ASTRO-E 搭載硬Ｘ線検出器（HXD）の製作と較正

 助教授 村上敏夫 助教授 高橋忠幸 大学院学生 小澤秀樹

 共同研究学生 片岡　淳 大学院学生 太田直美 共同研究学生 山岡和貴

 大学院学生 谷畑千春 共同研究学生 久保　信 大学院学生 内山泰伸

 大学院学生 渡辺　伸 東大・理 釜江常好 東大・理 深沢泰司

   東大・理 牧島一夫 東大・理 田代　信

　HXD（Hard X-ray Detector）装置は ASTRO-E のミッション機器のひとつとして，10-700keV の宇宙硬 X 線の

観測を目的とした装置であり，粒子バックグランドを極限まで下げることによって，従来にない優れた感度の実現

をはかったものである．HXD は井戸型フォスウィッチカウンタと呼ばれ，日本で開発された新しい検出器を組み

あわせて作られている．この検出器では遮蔽部を深い井戸型に加工し，その中に検出部を埋め込む構造となってい

る．小さな検出部が，そのほとんどの立体角をアクティブなシールドによって囲まれるために，従来の検出器に比

べバックグラウンドを除去する性能が圧倒的に優れている．検出部として GSO と呼ばれる新しい無機シンチレータ

と大面積のシリコン PIN ダイオードが使われ，前者で 30-700keV，後者により 10-60keV 程度のエネルギー範囲を

カバーする．宇宙研では，東京大学，高エネルギー加速器研究機構，理化学研究所，大阪大学核物理センターなど

と協力して，HXD 装置の設計，開発を進めてきた．１９９９年度（平成１１年度）は，フライト品の組み上げ，最終試験を

行ない衛星に組み込んだ．

　テルル化カドミウム半導体を用いた新しい硬Ｘ線ガンマ線検出器の開発

 助教授 高橋忠幸 共同研究学生 久保　信 大学院学生 渡辺　伸

　10keV を超えるエネルギー領域は，(1) 衛星軌道上のバックグランドが，天体からの信号にくらべて高く感度をあ

げるのが難しい，(2) イメージを撮るために必要な光学系を得ることが難しい，(3) 光学系と対をなし硬 X 線やガン

マ線に対する検出効率が高い位置分解型検出器に決め手がない，などの理由から，研究が立ちおくれていた．われ

われは，「数 keV から数 100keV にかけてのエネルギー範囲で，エネルギー分解能に極めてすぐれ，かつ数分角の

位置分解能を有する検出器」を実現することを目標にテルル化カドミウム (CdTe) を用いた検出器の技術開発を行っ

ている．われわれは高品質の CdTe ウェハーを用い，適切な熱処理をした上で，(1，1，1) 配位の Te 面にインジウ

ム電極を蒸着して，ショットキー電極を形成することで，これまでにないエネルギー分解能を持つ検出器の開発に

成功した（ショットキー CdTe ダイオード）．１９９９年度（平成１１年度）は，基礎的な物性の研究とともに，ピクセル検

出器，およびストリップ検出器の試作を行った．CdTe 半導体は熱や圧力を加えると，性能が著しく劣化するなど，

プロセス上困難な個所があり，ピクセル電極の形成や，回路のバンプ接合などの技術が確立していなかった．われ

われは三菱重工業などの研究陣の協力を得，接着剤の開発などをへて，ピクセルサイズ 100 ミクロン角，素子の大

きさ 1 平方 cm の CdTe ピクセル Array を読み出し用のファンアウトボードにバンプ接合する事に成功した．

　このような微小の CdTe のピクセル Array のバンプ接合に成功したのは，世界ではじめてである．100 ミクロン

角のピクセルをもち数平方 cm の大きさの検出器から，独立に読み出すためには，数万チャンネルものアンプを持

つ２次元 LSI が必要である．現状ではこのような読み出しが可能なアナログ LSI は存在しない．そのために，シリ

コンストリップ用の 1 次元 LSI（1 チップに 128 チャンネルの前置増幅器や，コンパレータ，整形アンプがはいっ

たもの）を応用した読み出し回路システムを製作した．

　マイクロマシン技術を応用した新しいX線マイクロカロリメータの開発

 助教授 満田和久 助　手 藤本龍一 大学院学生 宮崎利行

 大学院学生 大島　泰 大学院学生 山崎正裕 早大・理工 庄子習一
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 早大・理工 工藤寛之 早大・理工 横山雄一 都立大・理 大橋隆哉

 都立大・理 山崎典子 都立大・理 石崎欣尚 都立大・理 伊藤千枝

 都立大・理 藤本　弦 都立大・理 影井智宏 理　研 清水裕彦

     理　研 三原建弘

　ASTRO-E の XRS を上回る数 eV のエネルギー分解能と，撮像性能にも優れた検出器をめざして，マイクロマシ

ン技術を応用した新しい X 線マイクロカロリメータの開発を進めている．具体的には，数 eV の分解能を実現する

方法として，金属薄膜の超伝導- 常伝導遷移に伴う抵抗値の急激な変化を利用した超伝導遷移端温度センサ (TES) を

利用した TES カロリメータを開発している．１９９９年度（平成１１年度）は，SQUID( 超伝導量子干渉素子 ) をアレイ化し

た SQUID アンプを用いた信号読み出し，装置を開発し，前年度に製作したチタン- 金の bilayer 薄膜を用いた TES

マイクロカロリメータの性質を詳し研究した．その結果，エネルギー分解能を制限している原因を特定することが

できた．その結果に基づいて，新しいデザインの素子の試作をすすめている．また，100mK 動作をめざして，モリ

ブデン- 金，イリジウム- 金を用いた TES を試作しその性能評価を行った．

　次世代宇宙 X 線検出器用断熱磁気冷凍機の開発

 助教授 満田和久 助　手 藤本龍一 大学院学生 宮崎利行

 都立大・理 大橋隆哉 都立大・理 山崎典子 都立大・理 石崎欣尚

   都立大・理 青木勇二 都立大・理 久志野彰寛

　X 線マイクロカロリメータを使用するのに必須である 100mK の極低温を我が国独自の技術で宇宙で実現するた

めに，宇宙用断熱消磁冷凍機の開発を行っている．１９９９年度（平成１１年度）は，従来 ASTRO-E などで用いられた材

料に比べて安定で扱いやすい新しい磁性塩の検討を行った．具体的な候補としてガーネット系の結晶を用いること

を検討し，その極低温での熱容量測定をすすめた．また，試作する断熱冷凍機を試験するための低温装置の開発も

平行してすすめている．

　次世代Ｘ線 CCD カメラの開発

 助　手 堂谷忠靖 助　手 尾崎正伸 大学院学生 川崎正寛

   大学院学生 穴吹直久 共同研究学生 小川道雄

　次世代のＸ線望遠鏡の焦点面検出器を考えた場合，X 線 CCD カメラには，(1) 広い視野をカバーする大面積化，

(2) 高い角分解能を達成する高位置分解能化，の２つが要求されると考えられる．実は，この２つの要求は相反する

ものではなく，背面照射型 CCD を用いたモザイクカメラで原理的には実現可能である．そこで，次世代 X 線 CCD

カメラのための基礎開発として，１９９９年度（平成１１年度）は背面照射型 CCD の性能評価を行った．SITe 社製

SIA502AB（24 ミクロンピクセル，３相 full frame）を用いて，X 線に対する応答を調べたところ，背面近くで光電

吸収された X 線は著しく電荷損失を起こしていることがわかった．そこで，電荷の広がりから電荷損失量を補正す

ると同時に，ピクセルサイズより細かく X 線の入射位置を推定できるアルゴリズムの開発を行った．

　次期 X 線天文衛星搭載を目指した硬 X 線望遠鏡の開発

 教　授 國枝秀世 名大・理 山下廣順 名大・理 田原　譲

 NASA・ゴダード宇宙飛行センター　　P. J. Serlemitsos

　我々は宇宙研，NASA・ゴダード宇宙飛行センター，名大が協力して，ASTRO-E 搭載用 X 線望遠鏡を開発し，

特性測定を行って来た．その中では，結像性能の低下の原因がレプリカ母型のうねりと，鏡面基板の位置決め誤差

であることを突き止めた．次期 X 線天文衛星搭載用望遠鏡では，この原因の解決により１分角を切る集光精度を目

指す．また，多層膜による硬 X 線の集光結像を目指し，多層膜の設計，試作を重ねて来た．特に NASA・ゴダード

宇宙飛行センターと共同で計画している気球実験に向けて，搭載用の基板，多層膜成膜の量産の準備を進めた．そ

の飛翔は２００１年にずれ込んだが，搭載用望遠鏡の完成と X 線特性測定を２０００年度に計画している．
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　ASTRO-F の開発

 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩 教　授 小林康徳

 教　授 中川貴雄 名誉教授 奥田治之 客員教授 芝井　広

 助教授 紀伊恒男 助教授 松原英雄 助教授 橋本正之

 助　手 金田英宏 助　手 和田武彦 助　手 松浦周二

 助　手 山村一誠 技　官 成田正直 助　手 井上浩三郎

 特別研究員 度會英教 COE 研究員 望月賢治 COE 研究員 上水和典

 通信総研 廣本宣久 通信総研 藤原幹生 東大・理 尾中　敬

 東大・教養 上野宗孝 東大・教養 土井靖生 名大・理 川田光伸

 名大・理 渡部豊喜 名大・理 平尾孝憲 早大・理 油井由香利

 東海大・工 若木守明 都立科学技術大 河野嗣男 筑波大 村上正秀

   国立天文台 松尾　宏 名古屋市科学館 野田　学

　第 21 号科学衛星 ASTRO-F は従来にない感度と角分解能で，赤外線領域での天体サーベイを行うことを目的と

する衛星で，２００４年（平成１６年）冬期の打ち上げを目指している． 口径 70cm の望遠鏡を液体ヘリウムで冷却し，赤外

線カメラ（IRC: Infrared Camera），遠赤外サーベイヤー（FIS: Far-infrared Surveyor）の二つの観測装置を搭載し

ている． ASTRO-F では機械式冷凍機（2 段スターリング）を世界で始めて搭載し，従来の軌道赤外線望遠鏡よりも

少量の液体ヘリウムで長期の観測時間（1 年以上）を実現した． １９９９年度（平成１１年度）は，FM 製作初年度であり，

構造モデルの製造，試験，電気系プロトモデルの製造，試験を行った．

　ASTRO-F 搭載遠赤外サーベイヤー（FIS: Far-infrared Surveyor）の開発

 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩 教　授 中川貴雄

 名誉教授 奥田治之 助教授 紀伊恒男 助教授 松原英雄

 助　手 金田英宏 助　手 山村一誠 助　手 松浦周二

 大学院学生 岡村吉彦 大学院学生 関　弘和 客員教授 芝井　広

 名大・理 川田光伸 名大・理 渡部豊喜 名大・理 平尾孝憲

 国立天文台 松尾　宏 早大・理 油井由香利 名古屋市科学館 野田　学

 東大・教養 土井靖生 通信総研 廣本宣久 通信総研 藤原幹生

     通信総研 奥村健市

　ASTRO-F に搭載される FIS (Far-infrared Surveyor) は，遠赤外領域での全天サーベイ観測を行うことを，主な

目的としている． このサーベイ観測の特徴は，従来に無い高感度，高角分解能を実現しようとしていることである． そ

のために，遠赤外線検出器として Ge:Ga２次元アレイ検出器，極低温で動作する低雑音エレクトロニクス，各種光

学系の開発が行われた．

　また FIS には指向観測時に遠赤外分光観測を行うためのフーリエ分光器を搭載する予定であるが，このための駆

動機構，光学系の試作が平行して進められた．

　ASTRO-F 遠赤外線サーベイヤー (FIS) の観測シミュレーション

 教　授 中川貴雄 客員教授 芝井　広 助　手 山村一誠

 大学院学生 松浦美香子 ソウル大 H.M. Lee ソウル大 S.J. Pak

   ソウル大 W.S. Jeong ソウル大 S. Kim

　ASTRO-F に搭載される遠赤外線サーベイヤー (FIS) の詳細仕様の決定，予想される性能の評価，さらに観測デー

タ整約プログラムの開発のための疑似データ作成などを目的として，FIS で得られると予想される観測結果を計算

機上でシミュレートするソフトウェアを開発した． 
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　ASTRO-F 搭載赤外線カメラ（IRC：Infrared　Camera）の開発

 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩 教　授 中川貴雄

 客員教授 芝井　広 助教授 松原英雄 助　手 和田武彦

 特別研究員 度會英教 COE 研究員 上水和典 大学院学生 藤田眞之

 大学院学生 金　宇征 共同研究学生 石原大助 共同研究学生 根岸武利

 共同研究学生 前田一平 東大・理 尾中　敬 東大・教養 上野宗孝

     東海大・工 若木守明

　ASTRO-F に搭載される赤外線カメラは，近赤外から中間赤外をカバーする 3 チャンネルよりなる． 近赤外領域で

は 512 × 412 素子の InSb アレイ検出器，中間赤外では 256 × 256 素子の Si:As アレイ検出器を用い，従来にない広

視野かつ高角分解能によってサーベイ観測を行うものである． １９９９年度（平成１１年度）は，光学系および構造系のプ

ロトモデルの制作，およびその振動試験などの評価試験，そしてアレイ検出器（マルチプレクサ部）の動作試験を

おこなった． また 10 月に IRC サイエンスワークショップを開催し，具体的な観測計画の検討を始めた．

　ASTRO-F 搭載軽量望遠鏡の開発

 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩 教　授 中川貴雄

 助　手 金田英宏 東大・理 尾中　敬 客員教授 芝井　広

     都立科学技術大 河野嗣男

　ASTRO-F には，SiC 素材の軽量かつ高性能な，口径 70cm の赤外線望遠鏡が搭載される． 望遠鏡はそれ自身から

の赤外線輻射を抑えるため，6K 以下に冷やされるが，このような極低温での鏡面の熱変形量をいかに小さく抑え

られるかが開発のポイントとなる． 今年度は，望遠鏡を試験するための大型冷却試験装置を実験室に設置し，冷却

性能の評価試験を行った．また，フライトモデル望遠鏡の冷却，面検試験を行うための実験環境の整備を進めた． さ

らには，口径 70cm の SiC 試作鏡を製作し，この試験装置をもちいて，実際に常温での面検試験を行った．

　遠赤外線Ge:Ga 検出器の過渡応答特性の研究

 教　授 中川貴雄 客員教授 芝井　広 助　手 金田英宏

 助　手 松浦周二 大学院学生 岡村吉彦 大学院学生 関　弘和

   通信総研 廣本宣久 通信総研 藤原幹生

　高感度な遠赤外線検出器である外因性半導体 Ge:Ga 素子は，衛星環境のような極低温の低背景放射環境では，複

雑な過渡応答特性を示すことが知られている． この応答特性を正確に調べるため，背景放射とシグナルに相当する

2 つの光源と，シャッターを用いた測定システムを構築し，ステップ入力に対する Ge:Ga 素子の応答を測定した． 

背景放射強度で 105 ～ 109photons/sec，シグナル強度で 106 ～ 109photons/sec という，非常に広いフォトン数領域

において測定を行い，2 つないしは 3 つの時定数を導入することにより，過渡応答特性のモデル化を行った． これ

らの時定数は，入射フォトン数環境に大きく依存することが分かった．

　遠赤外アレイ検出器の基礎開発

 客員教授 芝井　広 教　授 中川貴雄 助教授 紀伊恒男

 助　手 金田英宏 助　手 松浦周二 東大・教養 土井靖生

   通信総研 廣本宣久 通信総研 藤原幹生

　飛翔体搭載用の遠赤外アレイ検出器の基礎開発を行った． 遠赤外波長帯では高性能の単素子検出器の開発に成功

し観測に用いてきたが，検出器の多素子化によって観測効率の大幅な向上や，撮像観測の実現が可能となる． 前年

度までに４×８素子のアレイを組み立てて極低温に冷却し，感度，雑音，効率，視野，クロストークなど様々な試

験を行い所期の性能を達成していることを確認し，三陸気球観測所からの観測にも用いた． 本年度は新たに４×４

素子アレイを作成してインド気球基地での気球観測に用いるとともに，衛星搭載用の５×１５素子アレイの製作に

着手した． また衛星搭載時に宇宙環境での放射線の影響を低減するために，素子のサイズを 1mm 角から 0.5mm 角
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に縮小するための基礎実験を行い，0.5mm 素子も十分使用可能であることを実験的に確かめた． 来年度は５×１５素

子の試験を行う予定である．

　極低温トランジスタの基礎開発

 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩 教　授 中川貴雄

 助教授 紀伊恒男 助　手 金田英宏 助　手 松浦周二

 客員教授 芝井　広 名大・理 川田光伸 名大・理 平尾孝憲

 名大・理 渡部豊喜 通信総研 廣本宣久 通信総研 藤原幹生

     名古屋市科学館 野田　学

　赤外線，Ｘ線をはじめとする飛翔体観測機器に用いられるセンサーは，感度を向上させることが本質的に重要で

ある． 従来から赤外線センサーは極低温冷却によって超高感度のセンサーを実現してきたが，最近は他の波長，例

えばＸ線や電波でもセンサーの冷却が必須の技術になりつつある． このようにセンサーを冷却する場合に問題とな

るのが，センサー信号を増幅するためのプリアンプである． プリアンプはセンサー自身に位置的に近い方が良いが，

極低温で動作する電子回路はほとんど開発されていない． ちなみに通常のシリコン半導体素子は極低温では完全に

フリーズアウトして動作しない．

　我々はシリコンの MOSFET が絶対零度近くの極低温下でも原理上は動作することに着目し，様々な種類の

MOSFET を極低温下で性能測定した． その結果，ゲート面積が適度に大きい MOSFET は極低温下でも正常に動作

しかつ低雑音であることを確認した． さらに絶対温度４Ｋから２Ｋに冷却したときに新たに長い時定数が生じて問

題になることがわかったが，実験の結果，Bi-CMOS プロセスを用いた特殊な構造の MOSFET が２Ｋでも素性の良

い特性を示すことを発見した． 現在，このプロセスを用いて試作を行っているところであり，来年度に評価試験を

行う予定である．

　SFU 搭載宇宙赤外線望遠鏡による赤外線天体サーベイ

 名誉教授 奥田治之 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩

 客員教授 芝井　広 教　授 中川貴雄 助教授 松原英雄

 研究生 田中昌宏 NASA ゴダード研究所 M. M. Freund 外国人特別研究員 M. Lim

 大学院学生 松浦美香子 東大・理 尾中　敬 東大・理 田辺俊彦

 名大・理 川田光伸 名大・理 平尾孝憲 筑波大・工 村上正秀

 通信総研 廣本宣久 カリフォルニア工科大 A. E. Lange NASA エイムズ研究所 T.L. Roellig

　軌道赤外線望遠鏡 IRTS は宇宙実験・観測フリーフライヤ（SFU）に搭載された液体ヘリウム冷却望遠鏡である．

SFU は１９９５年（平成７年）3 月 18 日に打ち上げられ，IRTS は 3 月 30 日から 26 日間に及ぶ赤外線サーベイ観測に成

功した． これにより１）宇宙初期の星，銀河の形成に関わる赤外線宇宙背景放射，２）銀河系内の星，ガスの分布や

物理状態を示す赤外線放射，３）宇宙塵の組成，成因研究に役立つ宇宙塵放射，等について大量の高品位データが

得られた． データ解析は，１９９９年度（平成１１年度）も継続して行われた．

　IRTS 搭載中間赤外線分光器 (MIRS)，近赤外線分光器 (NIRS) で観測された点源天体カタログの作成

 助　手 山村一誠 東大・理 尾中　敬 共同研究学生 石原大助

 共同研究学生 大坪貴文 NASA エイムズ研究所 T.L. Roellig 大学院学生 松浦美香子

 教　授 村上　浩 研究生 田中昌宏 NASA ゴダード研究所 M.M. Freund

　IRTS 搭載中間赤外線分光器 MIRS は，約 1000 個の点源天体について 4.5 － 11.7 μm のスペクトルを観測した．

このスペクトルを，対応する NIRS のスペクトルと併せてカタログとして出版する作業を行っている．
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　IRTS 搭載近赤外線分光器 (NIRS) による赤色巨星大気中の水分子の研究

 教　授 村上　浩 助　手 山村一誠 研究生 田中昌宏

     大学院学生 松浦美香子

　表面温度が 3000K を下るような赤色巨星では，大気中に水分子が生成する． このような星では，大気中のエネル

ギー収支や化学反応において，水分子は支配的な役割を果たすと考えられている． IRTS 搭載近赤外線分光器 NIRS

によって，赤色巨星を中心とする一万個以上の恒星の 1.4 － 4.0 μm のスペクトルが得られた． このデータを元に，

大気外層の発達・水分子の生成と，スペクトル型・脈動型・周期など星の諸性質間の関係を研究している．

　赤色巨星からのSiO メーザー放射と赤外線スペクトルの関係

 教　授 村上　浩 助　手 山村一誠 東大・理 尾中　敬

     大学院学生 松浦美香子

　IRTS 搭載近赤外線分光器 NIRS によって観測された赤色巨星について，国立天文台野辺山観測所の 45m 電波望

遠鏡を用いて SiO メーザーの検出観測を行った． SiO メーザーは，大気外層で励起・放射されていると考えられており，

NIRS スペクトルから独立に求めた大気外層の発達の度合いとの関連を調べた． その結果，SiO メーザーの強度は大

気外層の密度が約 109��－３を越えたときに急激に強くなることが分かった． ただし，今回我々が求めた SiO メーザー

天体の大気外層の密度は，理論計算から期待される値よりもおおむね高く，今後の詳細な研究が必要である．

　近赤外拡散光および宇宙背景放射の観測的研究

 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩 助　手 松浦周二

 名大・理 川田光伸 名古屋市科学館 野田　学 外国人特別研究員 M．Lim

 研究生 田中昌宏 U.C. Berkeley M. Cohen NASA ゴダード研究所 M.M.Freund

　近赤外拡散光は主に惑星間塵による太陽光散乱光である黄道光，銀河内の暗い星の重ね合わせである銀河光，星

間ダストの放射などからなる． これらの観測は太陽系や銀河系内物質の特性や物理状態などのグローバルな性質を

研究する重要な手段である． また，銀河や宇宙初期天体の重ね合わせである宇宙背景放射も拡散光として観測され，

銀河進化や初期宇宙に関する重要な情報を与える． これらの研究を IRTS 搭載近赤外分光器 NIRS のデータを用い

て行った．

　星間物質の観測的研究

 名誉教授 奥田治之 客員教授 芝井　広 教　授 中川貴雄

 助教授 松原英雄 COE 研究員 望月賢治 大学院学生 巻内慎一郎

 東大・理 尾中　敬 通信総研 廣本宣久 通信総研 奥村健市

　星間塵の放出する連続波，spectral features，また星間ガスの放出する各種スペクトル線を，IRTS に搭載した 2

種類の分光器 (MIRS，FILM)，ヨーロッパの赤外線衛星 ISO，また気球搭載望遠鏡 BICE などにより観測し，その

結果の解析・解釈を進めた． また，星間ガスの物理状態を表すモデルの構築等を行い，その成果を発表した． これ

らにより，星間物質の物理，化学状態の研究を総合的に行った．

　ISO( 赤外線宇宙天文台 )による原始銀河の探索

 名誉教授 奥田治之 教　授 松本敏雄 助教授 松原英雄

 研究生 佐藤康則 外国人特別研究員 C.P. Pearson 東北大・理 谷口義明

 東大・理 川良公明 東大・理 祖父江義明 岐阜大・工 若松謙一

 ハワイ大 D.B. Sanders ハワイ大 L.L. Cowie ハワイ大 R.D. Joseph　

　ESA が打ち上げた赤外線宇宙天文台 ISO に搭載された赤外線カメラ (ISOCAM) および赤外線測光器 (ISOPHOT)

を用いて，原始銀河の探索を行った． 観測は，銀河系内物質による吸収・放射の影響を極力避けるため，星間ガス

の極めて少ない Lockman Hole (CAM，PHOT) および SSA 13 (CAM のみ ) と呼ばれる領域について行った． １９９９
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年度（平成 1１年度）は，引き続き画像データの輝度ゆらぎ解析から銀河カウントに対する制限を与えるなど，さら

に詳細な解析と，検出された天体の地上望遠鏡 ( ハワイ ) による追観測を行うとともに，中間赤外・遠赤外両両波

長での銀河カウントを説明する銀河の密度・光度進化モデルの検討をすすめた．

　AGB赤色巨星の大気外層構造

 助　手 山村一誠 大学院学生 松浦美香子 アムステルダム大 T. de Jong

     アムステルダム大 J. Cami

　小中質量星の進化末期，AGB ( 漸近巨星枝 ) 期にある星は赤色巨星となり，表面温度は 3000K 以下，半径は太陽

の数百倍に達する． 赤色巨星の多くは脈動しており，それによって表面の物質が上方に投げ出されて大気外層を形

成する． 大気外層中ではダスト微粒子ができ，中心星の輻射圧によって宇宙空間に吹き飛ばされていく． このよう

にして起きる赤色巨星の質量放出は，これらの星の進化や宇宙の化学進化を考える上で大変重要な現象であるが，

その理解は進んでおらず，とりわけ大気外層で起きている諸現象の観測的研究が望まれていた． 我々は，赤外線宇

宙天文台 ISO に搭載された近赤外線分光器 SWS によって得られたスペクトルに見られる大気外層中の分子による

赤外線吸収・輻射バンドをモデル解析することにより，大気外層の化学的・物理的構造を推測し，質量放出の理解

を目指している．

　シリケイト炭素星の起源

 助　手 山村一誠 アムステルダム大 L.B.F.M. Waters アムステルダム大 T. de Jong

   アムステルダム大 C. Dominik アムステルダム大 F.J. Molster

　シリケイト炭素星は，炭素過多の中心星に付随して酸素過多の環境で形成される珪酸塩 ( シリケイト ) ダストの

赤外輻射バンドが見られる天体で，シリケイトダストの起源と中心星の進化の関係が大きな問題となってきた． 

我々は，赤外線宇宙天文台 ISO に搭載された近赤外線分光器 SWS を用いた観測で，シリケイトバンドが IRAS に

よる観測以来 14 年間にわたって変化していないことを発見した． このことから，これらの天体は連星系の相互作用

によって形成された星周ディスクを持ち，シリケイトダストはそこに蓄えられていると結論した． さらに同種の天

体との比較から，連星系をなす赤色巨星の進化について統一的なシナリオを提唱している．

　新型気球搭載赤外線望遠鏡による星間物質の観測的研究

 客員教授 芝井　広 教　授 中川貴雄 名誉教授 奥田治之

 助　手 金田英宏 技　官 成田正直 教　授 矢島信之

 助教授 山上隆正 大学院学生 巻内慎一郎 大学院学生 岡村吉彦

 東大・教養 土井靖生 名大・理 川田光伸 共同研究学生 有村成功

 共同研究学生 伊藤　淳 共同研究学生 田中　誠 通信総研 廣本宣久

 通信総研 藤原幹生 通信総研 奥村健市 インド・タタ研究所 T.N.Rengarajan

   インド・タタ研究所 R.P.Verma インド・タタ研究所 S.K.Ghosh

　銀河系星間物質の物理化学状態を系統的に解明するには，遠赤外あるいはそれより長波長の分光観測が最も直接

的な研究手段である． そこで気球搭載遠赤外分光装置を開発し，炭素・酸素・窒素などの基本的な元素のスペクト

ル線を観測することにより，特に暖かい星間物質の物理状態を解明する計画を進めてきている．

　１９９９年度（平成１１年度）には，口径 50cm の新型望遠鏡および検出器が完成し，これらを用いてインド・ハイデラ

バード気球基地より放球実験を行った． しかし気球が上昇中に破裂し，観測を行うことはできなかった． ２０００年度

（平成１２年度）以降も継続して観測を行う予定である．
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　星生成領域の高分解能遠赤外線分光観測

 教　授 中川貴雄 名誉教授 奥田治之 助　手 金田英宏

 客員教授 芝井　広 インド・タタ研究所 T.N.Rengarajan インド・タタ研究所 R.P.Verma

 イ ンド・タタ研究所 S.K.Ghosh インド・タタ研究所 B.Mookerjea インド・タタ研究所 D.Ojha

　星生成領域の星間ガスのエネルギー収支を明らかにするために，口径 1m という大口径の気球搭載望遠鏡に超流

動液体ヘリウムで冷却された高感度なファブリ・ペロー分光器を搭載して，星生成領域を高分解能分光観測する計

画を進めている． この計画は，インド・タタ研究所との共同研究であり，センサー，分光器を日本側が用意し，気

球搭載望遠鏡をインド側が用意するという役割分担となっている．

　１９９８年度（平成１０年度）から観測器をインド・ハイデラバードの気球放球基地に運び，組み立て調整を行ってきた． 

１９９９年度（平成１１年度）には，初の観測実験を行い，オリオン星雲領域を，遠赤外線 [CII] スペクトル線により高分解

能マッピング観測することに成功した．

　赤外線モニター観測装置による赤外線天体の観測

 名誉教授 奥田治之 教　授 村上　浩 客員教授 芝井　広

 教　授 中川貴雄 助教授 松原英雄 技　官 成田正直

     国立天文台 小林行泰

赤外線モニター観測装置 ( 口径 1.3m 反射望遠鏡 ) を用いて，活動銀河核の測光観測をおこなった．

　宇宙用冷凍機の基礎開発

 名誉教授 奥田治之 教　授 村上　浩 教　授 松本敏雄

 筑波大・工 村上正秀 客員教授 芝井　広 教　授 中川貴雄

 助教授 松原英雄 技　官 成田正直 日大・工 松原　洋

   名大・理 川田光伸 東大・理 尾中　敬

　スペースでの赤外線による天体観測では，観測装置からの赤外線放射を低減し，検出器の感度を向上させるため，

望遠鏡を含めた全システムを液体ヘリウムで冷却する必要がある． しかし，長期間の観測のための大量のヘリウム

を搭載することは，衛星重量・体積を増やし，また装置を複雑にする． 宇宙用機械式冷凍機を開発することにより

この制約から逃れることは，将来の赤外線天文学にとって必ず必要となる． 本年度は，このための基礎開発として，

JT ＋スターリングサイクル冷凍機の開発を行った．

　次世代赤外線天文衛星の概念設計

 教　授 中川貴雄 教　授 松本敏雄 教　授 村上　浩

 名誉教授 奥田治之 助教授 松原英雄 助教授 紀伊恒男

 助　手 金田英宏 助　手 和田武彦 助　手 山村一誠

 助　手 松浦周二 客員教授 芝井　広 名大・理 川田光伸

 名大・理 平尾孝憲 東大・理 尾中　敬 東大・教養 上野宗孝

 東大・教養 土井靖生 国立天文台 林　正彦 国立天文台 田村元秀

　次世代の赤外線天文衛星に，従来よりもはるかに大口径の冷却赤外線望遠鏡衛星の搭載を可能にするために，従

来の赤外線衛星とは全く異なる設計思想に基づく衛星の概念設計を行って来ている． この衛星には，以下のような

特徴がある．

　(a)　冷媒を用いず，放射と機械式冷凍機により冷却を行い，衛星を軽量化．それにより，搭載望遠鏡の大型化を

　　　可能に．

　(b)　太陽－地球系の L2 点へ衛星を投入することにより，放射冷却を有効に働かせるとともに，長時間積分を可

　　　能に．

特に，１９９９年度（平成１１年度）には，以下の点に重点をおいた．
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　(a)　機械式冷凍器の基礎開発

　(b)　望遠鏡システムの検討

　(c)　焦点面観測機器の検討

　テラヘルツ帯コヒーレント光源の開発

 助　手 松浦周二 カリフォルニア工科大 G. A. Blake JPL J. C. Pearson

 JPL H. M. Pickett JPL R. A. Wyss NIST P. Chen

 U. C. Santa Barbara C. Kadow U. C. Santa Barbara A. W. Jackson U. C. Santa Barbara A. C. Gossard

　テラヘルツ帯（遠赤外・サブミリ波）には原子・分子線が豊富に存在するため，この領域での高分解能スペクト

ル観測は星間ガスを研究するために重要である． このような観測にはヘテロダイン検出が有望であり，これには局

所発振器としてコヒーレント光源が必要である． この波長域では大気吸収が非常に強いためにスペースからの観測

が必要であるが，衛星などへの搭載が可能な小型・高効率のコヒーレント光源が存在しなかった． 我々は２波長の

レーザーを超高速光伝導素子で混合して差周波数を発生する原理を用いたテラヘルツ発振器を開発してきた． この

光源の性能は実験室分光用としての実用レベルに達しており，実験室にて星間ガス中に存在する様々な分子スペク

トルのデータが取得されている． さらに出力を改善してヘテロダイン用局所発振器として使用することを目指し，

新規光伝導デバイスの開発を行っている．

　サブミリ波検出器の基礎開発

 教　授 村上　浩 助　手 松浦周二 東海大 若木守明

 共同研究学生 矢川太祐 共同研究学生 小山雅康 民間等共同研究員 阿部　治

　波長 200 μm から 1mm の波長帯は，天文学的に重要な波長帯でありながら，検出器技術の難しさから天文観測

が遅れている． そこで，波長 200 μm ～ 300 μm に感度を持つ外因性光導型検出器の開発を行っている． １９９９年度

（平成 11 年度）は，材料である GaAs 結晶を液相エピタキ法を用いて試作し，その高純度化を図った． １��当たりの

不純物濃度として，103 台の純度を達成している．

　ロケットによる系外銀河の赤外線撮像観測

 教　授 松本敏雄 助　手 和田武彦 COE 研究員 上水和典

 名大・理 川田光伸 名大・理 渡部豊喜 JPL J.J. Bock

   カルフォルニア工科大 A.E. Lange カルフォルニア工科大 S.A. Yost

　観測ロケットに冷却望遠鏡および赤外線撮像素子を搭載し，系外銀河ハローを波長 4.5 ミクロンで撮像する． これ

により銀河に存在する暗黒物質が小質量星もしくは褐色矮星であるかどうかの確認を行う． この研究はカルフォル

ニア工科大学および NASA との協力によって行われており，ホワイトサンズのロケット基地から打ち上げを行って

いる． １９９９年度（平成 11 年度）には，前年度得られた系外銀河 NGC5907 のデータの解析を行った． その結果得られ

た NGC5907 ハローの波長 3-5 ミクロンでの質量光度比の下限値 :250 [ 太陽質量光度比 ] から，NGC5907 のハロー外

周部の暗黒物質は小質量星では説明できないことが判った．

　次期Ｘ線天文衛星搭載を目指した硬Ｘ線望遠鏡の開発

 客員助教授 田原　譲 教　授 國枝秀世 名大・理 山下廣順

     名大・理 小賀坂康志

　我々は宇宙科学研究所，NASA ゴダード宇宙飛行センターと共に ASTRO-E 搭載用多重薄板Ｘ線望遠鏡の開発・製

作・較正試験を行ってきた． 残念ながら ASTRO-E は軌道に乗れなかったが，引き続き ASTRO-E II の可能性があ

る場合は，その結像性能の向上や多層膜を用いて 10keV 以上のＸ線に対する反射率の向上を図るなどの改良のため

の研究を行う． また Chandra や Newton にも欠けている 10keV 以上の硬Ｘ線領域での本格的撮像観測のため，多層

膜スーパーミラーを用いた硬Ｘ線望遠鏡の開発を行う． 最終的には衛星搭載を目指すが，当面の目標としてゴダー
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ド研究所と共同で行う気球実験（InFOCuS プロジェクト）搭載用に望遠鏡を作り，そのプロセスで多層膜の最適設

計，成膜装置の量産対応，最適操作パラメータ，高精度フォイルミラーの製作法の確立などを目指す． 現在は 2001

年度の第１回目のフライトを目指し搭載用スーパーミラーの一部量産が始まった段階にある．

ｂ . 太陽系プラズマ研究系

　GEOTAIL の運用

 前所長 西田篤弘 教　授 上杉邦憲 教　授 中谷一郎

 教　授 向井利典 教　授 鶴田浩一郎 助教授 早川　基

 助教授 川口淳一郎 助教授 橋本正之 助教授 斎藤義文

 東大・理 中村正人 助　手 篠原　育 助　手 笠羽康正

   客員教授 松本　紘 客員助教授 町田　忍

　日米共同で開発を進めてきた GEOTAIL は 1992 年 7 月 24 日に米ケープ・カナヴェラルからデルタ｢型ロケット

によって打ち上げられた． GEOTAIL の観測目的は，太陽風から磁気圏尾部へのエネルギー流入や，尾部に貯えら

れたエネルギーの爆発的な解放のメカニズムを研究することである． 搭載機器は磁場計測器（日），電場計測器（日），

プラズマ計測器（日，米），高エネルギー粒子計測器（日，米），プラズマ波動計測器（日）である． 1994 年 11 月

まで衛星の遠地点は夜側にあり，月軌道より遠方の遠尾部の観測を行った後，遠地点を 50Re に下げ，さらに 1995

年 2 月には 30Re まで下ろしてサブストーム関連現象研究の体制を整えた．近地球軌道に入ってからは，長時間日

陰が発生しているが，その対処のための特別 OP を用いて問題なくきりぬけている．他の ISTP 衛星（米国の WIND，

POLAR の両衛星及びロシアの INTERBALL － TAIL 衛星）との共同観測を IACG キャンペ－ンを軸として精力的

に行っている．

　GEOTAIL による磁気圏プラズマの観測

 教　授 向井利典 客員助教授 町田　忍 助教授 斎藤義文

 前所長 西田篤弘 助教授 星野真弘 通信総研 小原隆博

   立教大・理 平原聖文 東大・理 寺沢敏夫

　GEOTAIL に搭載されている低エネルギー粒子観測装置 (LEP) は，初期観測で素晴らしい結果を見せた直後に電

子回路の一部がラッチアップするという不慮の事故のために観測不能の状態が続いていたが，１９９３年（平成５年）

9 月 1 日に行われた特殊オペレーションによって回復し，9 月中旬から観測を再開した．その後，磁気圏尾部及びそ

の境界面，磁気圏前面の境界層，衝撃波，磁気シース領域，上流の太陽風におけるプラズマ観測から多くの新しい

現象が発見され，同衛星に搭載されている他の観測装置をはじめ，他衛星 / 地上観測との同時観測による共同研究

が行われている．所内教官が中心になって行った研究概要は他項にも述べられているが，その他に特記すべき研究

項目を挙げると，例えばプラズマシート境界層近傍のプラズマ波動現象，昼間側の低緯度境界層，磁気圏境界面に

おける磁力線再結合過程，上流の湾型衝撃波，等の研究が本プラズマ観測データを用いて行われている．

　磁気圏サブストーム時の磁気圏尾部における粒子加速の研究

 教　授 向井利典 客員助教授 町田　忍 東大・理 寺沢敏夫

 助教授 斎藤義文 前所長 西田篤弘 客員教授 星野真弘

   教　授 前澤　洌 立教大・理 平原聖文

　磁気圏サブストームの発生の際，磁気圏尾部においてプラズモイドと呼ばれる高温プラズマ流が作られることは

既に ISEE-3 衛星の観測等でも観測されているが，プラズマ粒子の 3 次元速度関数の詳細が GEOTAIL に搭載され

ている低エネルギー粒子観測装置 (LEP) によって観測されている．その結果，プラズモイドの構造，生成 / 発展，

運動について新しい事実が観測され，特に磁力線再結合の兆候である X 型磁気中性線の直接的証拠と思われる観測


