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Ｃ．惑星研究系

　小天体衝突で放出される破片の速度分布に関する実験

 大学院学生 小野瀬直美 大学院学生 道上達広 教　授 藤原　顯

　太陽系内の惑星，衛星は微惑星が衝突しあい次第に合体しながら成長していったものと考えられている．微惑星

が衝突を受けたときに大量に放出される破片のなかで脱出速度を越えるものは飛散してしまい，脱出速度以下のも

のはもとの天体に降り積もる．すなわち，破片の速度分布は惑星の成長速度を支配する重要な量である．そこで岩

石や石膏などのターゲットに高速度固体粒子を打ち込んで破壊させ放出される破片群の速度分布をカメラによる撮

影などの方法によって調べている．これらの情報は小天体上にレゴリスが存在するかどうかを考えるのに役立てら

れる．

　メテオロイド及びスペースデブリの超高速衝突に関する基礎実験

 助　手 矢野　創 教　授 藤原　顯 宇宙開発事業団 M.J.Neish

   特別共同利用研究員 北澤幸人 航技研 木部勢至朗

　宇宙空間に曝露された各種材料の表面上に残されたクレーターから入射粒子に関する物質情報を引き出す基礎

データを得るために，実験室で衝突シミュレーション実験を行っている．分割サボを使って数十ミクロンサイズの

微粒子を二段式軽ガス銃で撃ち， SFU， 「はるか」， 国際宇宙ステーションなどの宇宙機の材料へのダメージを調べている．

　低密度物質による高速度固体粒子の捕獲・衝突発光過程の研究

 教　授 藤原　顯 助　手 矢野　創 東大・原総 柴田裕実

     特別共同利用研究員 北澤幸人

　宇宙空間で高速度で飛び込んでくる固体微粒子を出来る限り変質させないで捕獲する技術を開発している．各種

の低密度物質（エアロジェルなど）に高速度固体粒子を打ちこんで，入射粒子の残存状態や，衝突発光の強度など

を調べている．これらの結果は，次世代の小天体サンプルリターンや地球周回軌道上での惑星間塵やスペースデブ

リを捕獲するハイブリット型ダスト計測捕集器の開発につながる．

　近地球型小惑星の軌道データの収集と探査候補天体の捜索

 助　手 安部正真 助教授 山川　宏 大学院学生 吉田信介

　年間５０個以上発見されている近地球型小惑星の軌道情報の入手及び整理をすばやく行い，　エネルギー的に探査機

の到達しやすい小惑星の早期発見を行っている．

　近地球型小惑星の地上観測

 助　手 安部正真 国立天文台 渡部潤一 東邦学園短大 高木靖彦

   大学院学生 石橋之宏  COE 研究員 長谷川直

　近地球型小惑星はその軌道の特徴から，地球に衝突する可能性を潜在的に持っていると同時にエネルギー的に探

査機の到達しやすい天体であることから地上観測によってその物理データ（自転，表面物質・状態に関する情報）

を得ることが重要である．今年度は探査候補天体の中の一つである 1989 ML の観測を行った．

　地球─月系の力学進化

 助　手 安部正真 国立天文台 大江昌嗣 教　授 水谷　仁

　地球─月間に働く潮汐作用によって地球の自転は遅くなり，月は地球から遠ざかっていることが知られている．

これまでの我々の研究によってこれらの力学的な進化の速さの変化には地球の海洋・大陸分布の変化が大きく効い

ていることがわかっている．我々はさらに地球史における海洋・大陸分布の変化の情報を用いて研究を進めている．
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現在は地球─月系の力学進化のうち月の軌道傾斜角と離心率の進化に注目して研究を行っている．

　小惑星サンプルリターン計画用サンプラーの開発

 教　授 藤原　顯 助　手 矢野　創 助　手 安部正真

    COE 研究員 長谷川直 　　サンプラー検討グループ

　小惑星探査では，小惑星表面で短時間の内に試料（サンプル）を採取する手法が必要である．その一つとして，

小惑星表面に向けて小物体を射出し，衝突によって飛散した破片を捕獲採取する手法を用いる．我々はそのための

装置を製作し，基本動作テスト，採集効率などの試験を行っている．

　小惑星探査機搭載用赤外線検出器の開発

 教　授 藤原　顯 助　手 安部正真 東邦学園短大 高木靖彦

 COE 研究員 長谷川直 大学院学生 石橋之宏 共同研究学生 高木　周

      大学院学生 尾島隆信

　小惑星探査機搭載用の赤外分光器は地球周回衛星搭載用の分光器に比べて軽量であることが要求される．しかし，

探査機自身が対象天体に接近するため一般の天文観測に比べて感度を必要としない．そのような点を考慮して電子

冷却程度で使用可能な宇宙用の赤外線検出器の開発を行っている．

　小天体上のクレーターの形態学的研究

   大学院学生 小野瀬直美 教　授 藤原　顯

　小天体上のクレーターの形状は大惑星上に見られるクレーターと異なっている．衝突実験をとおして，これらの

成因をさぐっている．

　地球回収型人工衛星へ超高速衝突する惑星間塵の物理的・化学的分析

 助　手 矢野　創 教　授 藤原　顯 航技研 木部勢至朗

     宇宙開発事業団 M.J.Neish

　1996 年 1 月にスペースシャトルで回収された日本初の再利用型人工衛星 SFU の表面にメテオロイドやスペース

デブリによって形成された衝突痕を調査し，地球近傍の宇宙空間におけるダスト環境を評価している．衝突フラッ

クスの算出，クレーター形状から導かれる衝突物の運動量の見積り，各材料の衝突残留物の化学分析による粒子の

起源の同定等を行う．これらの結果は彗星や小惑星等メテオロイドの起源を探ると共に，宇宙ステーション等将来

の宇宙機器の安全設計にも生かされる．データベースは WWW 上で世界に公開される．

　衝突電離型ダスト質量分析器および微粒子静電加速器の開発

 教　授 藤原　顯 助　手 矢野　創 COE 研究員 長谷川直

 特別共同利用研究員 北澤幸人 東大・原総 柴田裕実 東大・原総 岩井岳夫

 東京水産大 大橋英雄 独協医科大 野上謙一 独協医科大 川村　享

 東大・理 佐々木晶 共同研究学生 浜辺好美 東大・原総 小林紘一

　近い将来の月惑星探査ミッションに搭載を検討している，次世代宇宙塵検出器の概念設計と基礎技術開発を行っ

ている．探査機へのダストの超高速衝突によって発生したイオンを使って飛行時間型質量分析を行い，衝突粒子各々

の組成や元素比を測定する．これによって，彗星，小惑星，月，ベータメテオロイド，星間塵など，様々な宇宙塵

の起源とその比率をその場観測で決定する．当研究所では特に低速度領域（＜ 5km/s）の衝突較正実験を行ってい

る．また東京大学原子力研究総合センターと協力して，3.75MV ヴァン・デ・グラーフ型静電加速器を使って微粒

子加速実験を行っている．これは高速度領域（＞ 5km/s）の較正実験に活用している．さらに当研究所にて 90kV

静電気加速を新規に製作し，大型ヴァン・デ・グラーフ用の予備実験等，小回りの効く運用も行っている．
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　月面画像校正法の研究

 大学院学生 横田康弘 助　手 飯島祐一 高知大・理 本田理恵

     教　授 水谷　仁

　月探査機で得られる画像をモザイクマップ作成や地質解析に用いるためには，月の明るさが位相角に応じて変化

する効果を除去する必要がある．クレメンタイン探査機による月面画像を用いて，そのための画像校正法の開発を

行った．ついで，いくつかの月面についてモザイクマップを作成して適用性を試験した．

　MUSES-C ミッションターゲットの地上観測

 助　手 安部正真 東邦学園短大 高木靖彦 大学院学生 石橋之宏

     COE 研究員 長谷川直

　2002 年打ち上げ予定の MUSES-C ミッションの探査ターゲット小惑星である 1989ML に関するデータを収集する

ために地上観測を行っている．今年度は 1989ML の観測好期の年であり，東京大学木曽観測所の 1.05m のシュミッ

ト望遠鏡やすばるを用いて 1989ML の観測を行った．また，海外の研究者にも観測の協力を呼びかけ，1989ML の

自転周期，形状，可視近赤外域の反射スペクトルに関する情報を取得することができた．

　小天体ミッションの探索

   助教授 吉川　真 助　手 安部正真

　2000 年以降の打ち上げで，１つの探査機で非常に多くの小天体に一度に探査できる軌道（超多回数フライバイ軌

道）の探索を行った．具体的には 10 年間のミッショ期間で 80 個程度の小惑星をフライバイするような軌道は多数

存在することがわかった．

　MUSES-C ミッションターゲット熱モデルの構築

 助　手 安部正真 教　授 藤原　顯 COE 研究員 長谷川直

　2002 年打ち上げ予定の MUSES-C ミッションの探査ターゲット小惑星であるネレウスおよびそのバックアップ天

体である 1989ML の表面温度を見積もるために小惑星熱モデルの構築を行い，温度分布予測を行った．今後地上観

測などで小惑星からの熱幅射の情報が得られ次第このモデルを改良しさらに正確な温度測定を行う予定である．

　惑星探査用近赤外分光器の較正評価装置の開発

 教　授 藤原　顯 助　手 安部正真 共同研究学生 高木　周

     大学院学生 尾島隆信

　惑星探査機搭載用の近赤外分光器に対する実験室での較正評価装置の開発と，機上で行える較正評価装置の開発

および調整を行っている．

　サンプルリターン回収試料の分析手法・受け入れ施設の検討

 助　手 矢野　創 教　授  藤原　顯 助　手 安部正真

　MUSES-C が回収する小天体の表面試料から，できるだけ多くの科学情報を取り出すため，汚染管理の計画立案，

微小試料のハンドリング，分析技術の検討，初期分析の流れや受入施設のスペックの策定を行っている．また，日

本全国の様々な分析手法の専門家を「分析検討委員会」に招き，適宜アドバイスを頂いている．

　小惑星族複数フライバイ・サンプルリターンミッション検討

 助　手 矢野　創 教　授 藤原　顯 助教授 山川　宏

   助教授 吉川　真  助　手 安部正真

　MUSES-C に続く小天体探査の候補として，同一の原始惑星を起源とする小惑星族に属する小天体複数個を訪れ，

母天体の内部構造や衝突破壊，再凝集の履歴を調べるミッションの実現性を検討した．化学推進を使い，3 年間で
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3 個または６年間で５個のコロニス族小惑星へ 1 ｔほどの探査機でフライバイし，サンプルリターンを行って，地

球に帰還できる解が複数個存在することが判った．

　超高感度ハイビジョンカメラを使った，しし座流星群航空機観測

 助　手 矢野　創 総研大 阿部新助 国立天文台 渡部潤一

 理　研 海老塚昇 通信総研 門脇直人 助教授 吉川　真

　母彗星の回帰に伴い，1998-99 年に 33 年ぶりに流星雨を降らせたしし座流星群を，高度 12 ｋｍの航空機上から

超高度ハイビジョンカメラを二基用いて測光・分光観測，最微光流星のフラックス計測，立体軌道計測を行った．

その成果は，人工衛星への彗星塵の衝突危険性評価，流星痕の化学発光プロセスの解明，流星群出現モデルの検証，

ダストチューブ内の空間分布の導出，エルブス・スプライト現象の解析など，流星科学に多様な貢献をしつつある．

　

　金星探査計画の策定

  教　授 小山孝一郎 助教授 阿部琢美 助　手 今村　剛

     他，金星ワーキンググループ

　2008 年に最適の打上げ窓を持つ，金星オービタ計画の実現に向け，ワーキンググループの中で科学目的に加え，

技術的な検討を精力的に行っている．

　金星熱圏における中性風の観測のための測定器の開発

   教　授 小山孝一郎 大学院学生 下山　学

　将来の金星熱圏の力学の研究のために必須な中性風の情報を得るための測定器の開発のためにその理論的な検討

を開始した．

　電波科学

 教　授 小山孝一郎 助教授 山本善一  教　授 鶴田浩一郎

 教　授 廣澤春任 助教授 横山幸嗣 助　手 今村　剛

 ジェット推進研究所 P. Rosen スタンフォード大 L. Tyler 大学院学生 野口克行

　「のぞみ」探査機からの X 帯電波を利用して，火星電離大気，中性大気，太陽風を調べる電波科学実験を予定し

ており，特に火星夜間電離圏の詳細な研究を行うための準備を行っている．また SELENE 計画において月に存在

すると思われる電子層の検出を試みるべく，技術的検討を行った．

　金星電離圏の力学に関する研究

 教　授 小山孝一郎 北大・理 渡部重十  独マクスプランク宇宙空間研 K. Schlegel

   ミシガン大  A.F.Nagy 韓国・国立宇宙航空研 J.  Kim

　日本の火星探査機「のぞみ」による火星研究に備え，米国の金星探査機パイオニアビーナスにより得られた金星

電離層，特にホールの中の電子温度を熱エネルギー収支の見地からやや定量的に見直した．この結果は，沈み込む

磁場に関する従来の基本的考え方は変わらないものの，ホールの中の電子温度のふるまいは昼間電離圏からのエネ

ルギー流入を示唆している．中性大気の不思議な高度分布，突然の大気消滅については，内部重力波との結合とい

う見地で，見直している．

　観測ロケットによる振動温度測定と測定器の高性能化

 教　授  小山孝一郎 横浜国大・教 鈴木勝久 武蔵工大 堤井信力

   東大・理 岩上直幹 大学院学生 栗原純一

　開発した窒素振動温度測定器は窒素振動温度，回転温度および窒素分子密度を同時に測定でき，今後の熱圏下部

の熱エネルギー収支，力学の研究に有力であると考えている．現在，２００１年（平成１３年）に予定されているロケット
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実験に向け，測定器の小型化，高性能化に取組んでいる．このために電子銃，および光学系の改良を行った．

　上層大気風観測用チャフ放出機構の開発

 教　授 小山孝一郎 助教授 阿部琢美 技　官 橋元保雄

   通信総研 村山泰啓 大学院学生 下山　学

　S-310 型ロケットを用いて他の地球物理量と一緒に上層風の測定を行うために，チャフ放出機構を開発，　２０００年

（平成１２年）冬のロケット実験にて良好な結果を得た．

　電離 E 領域の力学と熱エネルギー収支

   教　授 小山孝一郎 大学院学生 吉村玲子

　２０００年（平成１２年）月に行われた WAVE 2000 キャンペーンにおいて得られた諸物理量を総合的に検討している．

　音響光学素子を用いた大気微量成分観測用測定器の開発

 教　授 小山孝一郎  横浜国大 鈴木勝久 東大・理 岩上直幹

 立教大 山本博聖 立教大 関口宏之 共同研究学生 久保田学

　小型気球を用いた対流圏，成層圏高度での NO2 の微量成分観測のために吸光法による音響光学フィルターを用い

た軽量小型分光計を，２００１年（平成１３年度）に気球実験を行う予定で鋭意開発中である．

　下部電離 D 領域のシミュレーションと正負イオン質量分析計の開発

 教　授 小山孝一郎 北大・理 渡部重十 共同研究学生 徳山好宣

　地球環境の中で最も研究の遅れている高度領域 60-90 km でのイオン化学反応の研究のために，特にこれまでほと

んど研究されなかった負イオンの観測を行うための基礎実験を続行中である．これは将来の再利用型低速ロケット

による観測を目指したものである．

　「あけぼの」による磁気圏の熱エネルギー収支と電子温度モデル

 教　授 小山孝一郎 助教授 阿部琢美 ブルガリア地球物理研  I. Kutiev

 韓国・科学技術院 K.W.  Min シェフィールド大 G. Bailey  シェフィールド大 N.  Balan

     共同研究学生 山本　保

　「あけぼの」により高度 8,000 km までの電子温度プロファイルが得られ，現在，その地磁気緯度変化，地方時依

存性が調べられた．この結果，L ≒ 1.2 までのいわゆる inner plasmasphere の熱構造が世界で初めて系統的に明ら

かにされた．この貴重なデータをもとに理論的な検討を進め，コンピュータシミュレーションとの比較が行われた．これ

らの研究を基に内部磁気圏の電子温度モデルを作る作業が１９９９年度（平成１１年度）に引き続いてすすめられている．

　｢ あけぼの ｣ による極域電離圏における熱的電子の加熱に関する研究

   助教授 阿部琢美 教　授 小山孝一郎

　極域電離圏においては高高度からの降下粒子やジュール加熱に起因して熱的プラズマの温度が変化することが知

られている．｢ あけぼの ｣ による観測データをもちいて，これらの現象と電子温度の変化量との比較が行われている．

　｢ あけぼの ｣ によるプラズマ圏電子温度の磁気嵐に対する応答の研究

 助教授 阿部琢美 教　授 小山孝一郎 大学院学生 今川隆司

　｢ あけぼの ｣ によって測定されたプラズマ圏の電子温度においては， 磁気嵐時に極めてダイナミックな変動が観

測される．こうした短時間の温度変動は外的要因に関連したプラズマ圏の加熱を意味しており，そのエネルギー源

やエネルギーの供給過程についての研究が行われている．
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　極域電離圏からのプラズマ流出に関する研究

 助教授 阿部琢美 カルガリー大 A. Yau 北大・理 渡部重十

     通信総研 佐川永一

　1960 年代後半に初めて提唱された極域電離圏からのプラズマ流出（ポーラーウインド）は，｢ あけぼの ｣ によっ

て本格的に観測されるようになった．その結果，初期の理論で予想されていた軽 (H+, He+) イオンの他，O+ イオン

も重要なプラズマ流出の構成要素となっていること，昼側での流出量が夜側に比べ顕著に大きいこと，などが示さ

れた．現在はイオンの加速過程について更なる議論，検討を行っている．

　惑星電離圏からの大気・プラズマ流出に関する研究

 助教授 阿部琢美 教　授 小山孝一郎 助　手 今村　剛

　火星・金星の電離圏からは大量の大気およびプラズマが流出していることが過去に行われた探査機による観測で

報告されている．これらの現象と，地球電離圏からのプラズマ流出との類似点，相違点を取り上げ，比較惑星学の

立場から惑星大気の進化に対する大気・プラズマの散逸現象が与える影響について研究を行っている．

　金星上層大気における粒子ダイナミクスに関する研究

 助教授 阿部琢美 教　授 小山孝一郎 助　手 今村　剛

　金星は固有磁場をもたない，自転が極めて遅い，という２点において地球と著しく異なるが，金星上層大気の運

動もこれに起因して極めて特異な運動を行っている．米国の探査機パイオニアビーナスオービターの観測データを

もとに，中性粒子，熱的イオンの大規模な運動を中心に解析を行い支配的な対流メカニズムについて研究を行って

いる．

　微粒子プラズマ中の波動伝搬

 助教授 中村良治 外国人客員研究員 Heremba Bailung 共同研究学生 藤森　健

　微粒子（ダスト）プラズマは，星間ダスト，彗星の尾や惑星の環に関係して理論的に活発に研究されている．ま

た，最近室内実験も行われるようになった．我々は，新しく考案製作した微粒子プラズマ装置を用いて，負イオン

を含むダストプラズマ中の衝撃波の伝搬実験を行っている．微粒子が存在しない場合には，前面に振動を伴った衝

撃波であるが，微粒子を混入してゆくにつれ，振動が消えて，ある微粒子密度で単調な衝撃波となった．また，こ

の場合，正と負の衝撃波が可能である．この結果は，変形 KdV-Burgers 方式で説明される．

　プラズマ中微粒子の電荷測定

   助教授 中村良治 共同研究学生  小松祐貴

　星間ダスト，彗星プラズマの尾や月の表面近くに浮遊しているダストは，紫外線や宇宙線によって帯電している．

その帯電量はダストプラズマの重要な物理量である．しかし，それについて理論的な予測はされているが，ほとん

ど計測はなされていない．本研究では微粒子（ポリマー球）をプラズマ中に落として帯電させ，その電荷を電荷感

性検出器を用いて測定している．帯電量は，微粒子の直径に比例することが確かめられた．

　中間圏ダスト検出器の開発

   技　官 相原賢二 助教授 中村良治

　地球の電離層の中間圏（高度 80-90km）には，流星の燃焼に起因する大きさ数 nm のダストが存在する．しかし，

その定量的な測定はいまだなされていないので，ロケット搭載用観測器の開発を行っている．検出する方法として

高周波電場と磁場を用いて電子を振りわける方法を考えている．
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　MUSES-C 搭載用蛍光Ｘ線スペクトロメータ（XRS）の開発

 教　授 加藤　學 助　手 岡田達明 特別研究員 山下靖幸

 特別共同利用研究員 白井　慶 大学院学生 山本幸生 客員教授 常深　博

 大阪大・理 北本俊二 教　授 藤村彰夫 教　授 水谷　仁

　小惑星や月など大気のない惑星の表層物質の主要構成元素組成を定量的に調べるには，周回衛星や着陸機からの

蛍光Ｘ線分光観測を行うのが最も効率がよい．太陽Ｘ線の照射によって，惑星表面からは常に表層元素組成を反映

するＸ線が放射されており，それを観測する．MUSES-C では，蛍光Ｘ線分光観測を小惑星のランデブーフェーズ

に行い，未知の天体である小惑星の主要元素組成をグローバルに調べる．それと他の観測機器で調べる表層の鉱物

の組成や，サンプルリターンによる局所的だが精緻な情報と合わせて考察することで，小惑星の起源や進化を探る

重要な手がかりとなる．本機器の特徴はＸ線 CCD を検出器に用いることと，太陽Ｘ線による惑星表面での蛍光Ｘ

線の励起放射を機上で校正することにある．Ｘ線 CCD の使用によって，NEAR など他の惑星探査で用いられる比

例計数管に比べてエネルギー分解能の向上する．またガス圧に耐える必要がないため薄い遮光膜が使用でき，1KeV

以下の低エネルギーまで観測域が拡大する．

　１９９９年度（平成 11 年度）においては，XRS センサ部（XRS-S），エレキ部（XRS-E），及び搭載 CPU の PM 製作

を行った．XRS-S を用いて単体及びシステム MTM 試験を実施し，TTM への改修を行った．エレキの I/F 試験も

行った．これらの結果を反映して FM 設計を行う．

　SELENE搭載用蛍光Ｘ線分光計の開発

 教　授 加藤　學 助　手 岡田達明 特別研究員 山下靖幸

 特別共同利用研究員 白井　慶 大学院学生 山本幸生 客員教授 常深　博

 大阪大・理 北本俊二 教　授 藤村彰夫 教　授 水谷　仁

　月周回衛星 SELENE に搭載して，月面の主要元素組成のマッピング観測を，空間分解能 20km 以下で極域を除く

ほぼ全面に対して行う計画である．搭載機器は MUSES-C 用蛍光Ｘ線スペクトロメータと基本性能を同じくする．

しかし，対月面相対速度が 1.5km/s と大きいため，短い積分時間で十分な S/N を得るシステムが必要である．そこ

で，太陽Ｘ線強度モニタにシリコン PIN ダイオードを追加し，時間分解能を向上させる．また，有効受光面積を約

100cm2 と大型にすることで計数率を上げ，　短時間の観測時間で高い S/N を確保する．本機器は PFM の設計フェー

ズに入る所であり，機械的・熱的な詳細設計を行っている．

　SELENE月周回衛星システムの開発

 助　手 飯島祐一 助教授 佐々木進 教　授 加藤　學

     教　授 水谷　仁

　SELENE には１４個の観測機器が搭載され，月の科学，月からの科学に関する様々な観測を実施する．これらの

科学観測機器全般の温度，ＥＭＣ環境，振動環境，バス系とのインターフェースなどを調査，調整しミッション全

体としての整合性を管理する．またデータ解析用の地上系設備などについての設計を行い，ミッション運用が支障

なくできるように準備している．

　科学ロケットS310-28 号機搭載用蛍光Ｘ線分光計の観測と解析

 教　授 加藤　學 助　手 岡田達明 特別研究員 山下靖幸

   特別共同利用研究員 白井　慶 大学院学生 山本幸生

　惑星表面の主要元素組成は，惑星探査の最も基本的な観測対象項目である．それは太陽Ｘ線の照射によって励起

発光する蛍光Ｘ線のスペクトルを観測することで得られる．MUSES-C と SELENE で小惑星および月に対して蛍光

Ｘ線観測を行うが，その試作および実証試験を S310-28 号機ロケット実験で行った．主な開発項目はＸ線 CCD とそ

の駆動・処理回路，遮光用の超薄膜（5 μ厚）のベリリウム窓，冷却特性，及び一連の作業・試験の手順の確認で

あった．いずれも今後の衛星搭載機器の開発にとって貴重なデータが得られた．また，S310-28 号機に搭載した蛍
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光Ｘ線分光計は，２個のセンサがそれぞれ地球大気方向と，太陽の照射を受ける位置に搭載した玄武岩組成の平板

プレートの方向との視野をもつ．前者は高度約 100 ～ 110km の地球大気成分による太陽Ｘ線の散乱や，　大気中の構

成元素の蛍光Ｘ線を検出する．地球大気の場合，上手く行けばアルゴンの蛍光Ｘ線が検出できるが，一般に惑星大

気中の窒素，ネオンやアルゴンなど分光観測で調べにくい成分の存在度をリモートセンシングで調べる手法のひと

つとして期待される．また，標準試料を用いる手法は通常の室内実験での元素定量分析で行う方法である．太陽Ｘ

線の照射によって励起発光したＸ線のその場での計測の手段を確立することは，今後の惑星探査で重要である．

　惑星の表面及び大気からのＸ線放射の研究

 助　手 岡田達明 名大・理 鎌田祐一 広大・理 寺田健太郎

 国立天文台 渡部潤一 東大・理 佐々木晶 NASA・ゴダード宇宙飛行センター 竹島敏明

　惑星表面からのＸ線照射の実例として，月と彗星をターゲットにした観測・解析を行っている．月は「あすか」

の観測データを用いた．月面はレゴリスに覆われ，またクレータによる凹凸があるが，Ｘ線の強度・スペクトル形

状は，月が平坦な球面と仮定した場合に比べて 2 ～ 3 分の１程度の値を示していることが分かった．また，「あす

か」によるヘールボップ彗星の観測を試みた．S/N が悪く，解析は極めて難航しているが，今後も同様の機会があ

れば試みてゆく．

　惑星表面の粒子サイズ効果による蛍光Ｘ線の強度，スペクトルに対する影響の研究

   助　手 岡田達明 教　授 水谷　仁

　惑星表面からのＸ線の放射強度とスペクトル形状は，励起源となる太陽Ｘ線と表面物質の組成が既知であれば，

近似的に計算で求めることができる．しかし，実際には表面レゴリスの粒度によって影響を受ける．その効果を定

量的に調べる実験的研究を行い，データベースを構築している．また，粒度や入射角・射出角に対する依存性を示

す実験式に対する理論的考察も行っている．

　惑星表層の地形および物質による太陽光反射率の変化

 神戸大・理 中村昭子 高知大・理 本田理恵 助　手 飯島祐一

 大学院学生 横田康弘 助　手 岡田達明 教　授 水谷　仁

　クレメンタインやガリレオによる月画像データを用いた太陽光反射強度分布と，表面の状態や表層地形との関連

を調べている．また，散乱強度には太陽と表面と探査機の間の位相角による依存性についても画像データの解析か

ら調査している．これは，LUNAR-A や MUSES-C におけるカメラ系の光量調整などの情報としても有益である．

　月面小型クレータの形態，密度と月の表層進化との関連

 助　手 岡田達明 九大・理 本田親寿 九大・理 並木則行

　月面の小型クレータの形態から，表層下の地質の層状構造を調べることができる．それを宇宙研の惑星画像解析

センター所蔵の惑星画像データを用いて調査している．また，地下構造の特徴は小型クレータのサイズ分布に反映

されることも知られる．小型クレータは非常に多数あるため，それを計算機上で自動抽出する方法を開発している．

一方，小型クレータの頻度分布はローカルな地域の年代を表すと考えられ，それを基に表層進化の過程を調べる試

みを行っている．

　惑星表層下構造の電波観測に関する地質学的研究

 京大・理 山路　敦 東北大・理 小野高幸 東大・理 佐々木晶

 名大・理 山口　靖 宇宙開発事業団 春山純一 助　手 岡田達明

　惑星表層下の構造を調べる手段として，電波のエコー観測が考えられる．これは惑星表層が乾燥したレゴリスや

メガレゴリス層に覆われているため電気伝導度が極めて低く，電波の透過率が高い性質を利用するものである．ア

ポロ 17 号でもこの手法が試験的に行われ，月の数カ所について地下構造を調べることに成功している．日本では，
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SELENE でこの電波観測を行う．その観測対象となる地質学的特徴と観測可能性についての検討を行っている．ま

た，「のぞみ」では表層からのエコー強度を調べることができる．地上からの電波エコー強度が何故かほとんどゼ

ロであるスティルスと呼ばれる地域の特徴，火星にかつて存在したかもしれない氷による地形，地下水の観測の可

能性などについて検討を行っている．

　ローバによる月面科学探査の検討と機器開発

 東大・理 佐々木晶 助教授 久保田孝 助　手 岡田達明

 秋田大・資源 佐伯和人 明治大・工 黒田洋司 中央大・理工 國井康晴

   　 　　　　　　　　　　　　ローバグループ

　惑星探査ローバを用いた科学探査について，特にセレーネ後継機（SELENE-2）での月面探査における科学観測

の内容，探査方法，搭載機器の検討とミッションの運用方法について，理学と工学の両面から研究を開始した．約

１年間かけて検討報告書を作成し，次期月探査検討 WG のひとつとして WG の設立が正式に認められた．これらの

中で，顕微鏡やＸ線蛍光・回折などの月面の表層物質の一次分析を行う小型軽量の搭載機器の開発を始めている．

　月面の反射率の検討

 大学院学生 横田康弘 助　手 岡田達明 神戸大・理 中村昭子

     教　授 水谷　仁

　LIC のゲインの最終決定のため，月面の反射率の位相角依存性を過去の理論モデルとクレメンタインデータで確

認した．また，ピクセルスケールでの月面の凹凸を，クレメンタイン画像を用いて調べた．

　月ペネトレータの開発

 教　授 藤村彰夫 教　授 水谷　仁 名大・理 山田功夫

 助　手 早川雅彦 助　手 田中　智 　月探査ワーキンググループ

　この計画は世界に先駆けて月に複数台のペネトレータを送り込み，これによって無人科学観測ステーションを月

面上に設置し，内部を地震波と熱流量により探査することを目的としている．これにより月内部構造を明らかにし，

月の起源・進化を解き明かす第一歩の重要な情報が得られるものと期待される．

　月探査用高感度地震計の開発研究

 教　授 藤村彰夫 教　授 水谷　仁 名大・理 山田功夫

　ペネトレータによって月面に設置される超高感度・小型・軽量・衝撃波地震計センサーを前年度に引き続いて開

発している．この地震計のプロトタイプは小型の電磁式海底地震計であったが，開発の進んだ現在ではレアメタル

磁石の採用や，新しい磁気回路，コイルボビン形状，巻線の太さや巻き数など諸々の改良を加えている．これらは

ペネトレータ貫入実験で耐衝撃性などが試験され，良好な結果を収めつつある．

　月探査用熱伝導率計の開発研究

 助　手 田中　智 教　授 水谷　仁 教　授 藤村彰夫

     助　手 早川雅彦

　月面は熱伝導率が極めて悪いレゴリスで覆われている．このレゴリス中の熱流量を知るためにはレゴリス中の温

度分布と熱伝導率が必要である．我々はペネトレータによって月面に設置される高性能・小型・軽量・耐衝撃熱伝

導率計センサーについて開発研究を進めている．ペネトレータ内部発熱に伴うレゴリスの温度場の乱れを数値シ

ミュレーションによって推定し，実際のレゴリス温度分布を精度良く測定するための研究も行っている．
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　惑星形成過程の数値シミュレーション

   教　授 水谷　仁 助　手 早川雅彦

　直径１０km 程度の微惑星から最終的な惑星が形成されるまでのプロセスを定量的に調べるために数値シミュレー

ションを行っている．これは最近我々のグループで明らかにした衝突に伴う微惑星の破壊のスケーリング則を取り

入れたものであり，破壊過程を定量的に考慮した惑星形成過程シミュレーションとしては世界初のものである．こ

れから地球の形成時間として１億年が得られている．さらに微惑星の多体の相互作用についての最近の研究結果を

取り入れて，巨大惑星，小惑星の形成の過程にも応用できるように改良を進めている．

　地球コアの形成過程

 教　授 水谷　仁 名大・理 山本哲生 教　授 藤村彰夫

     助　手 早川雅彦

　地球のコアは地球形成時に作られる鉄に富んだ層が中心部にある比較的低温の密度の低い珪酸塩層と入れ替わる

ことによって，形成されたと考えられる．これは一種のレイリー・テイラー不安定であるが，これの有限振幅，非

定常解については数値シミュレーションに頼るしかない．さまざまな境界条件，初期条件についてのコア形成過程

をシミュレートし，地球初期史のもっとも重要な事件についての様相を明らかにすることを試みている．

　惑星内部構造の研究

 教　授 藤村彰夫 助　手 田中　智 助　手 早川雅彦

     教　授 水谷　仁

　地球以外の天体で地震学的な情報が得られている月について，サイズ，質量，慣性能率密度分布，地震波速度分

布，温度分布から岩石学的内部構造を推定した．今後は月の地震学的データの見直しを含め，モデルの精密化を進

めると共に他の惑星や衛星についても研究を進める予定である．

　月の地殻熱流量の再解析

 教　授 水谷　仁 教　授 藤村彰夫 助　手 田中　智

     助　手 早川雅彦

　月の地殻熱流量計測はこれまでアポロ計画で２地点で行われている．このデータ解析には地形補正など多くの点

で不十分であることが言われている．最近のクレメンタイン，ルナープロスペクタのガンマ線スペクトルデータや

高度データを使えば，これまでの熱流量データの解析を一新できると思われるので，再解析を進め，月の熱的状態

について新しい知見を得たいと考えている．

　月震データベースの研究

 助　手 早川雅彦 教　授 水谷　仁 教　授 藤村彰夫

     助　手 田中　智

　アポロ地震計ネットワークで得られた月震データは合計で約 125GB 程度の膨大なものであるために，その検索，

解析には大変めんどうな手続きを必要としている．本研究ではこのアポロ月震データを効率的，高速に解析するた

めに，データベース化を行いさらにその検索，解析に必要なソフトウェアの開発を行っている．

　月熱流量解析の研究

 助　手 田中　智 リサーチ・アシスタント 吉田信介 元気象研 宝来帰一

 教　授 水谷　仁 教　授 藤村彰夫 助　手 早川雅彦

　月面にペネトレータを設置して熱流量計測を実施する場合の諸問題を，実験的，解析的，理論的に研究している．

ペネトレータの各構成部毎について熱真空条件での熱物性の計測，熱数学モデルの構築と数値解析，ペネトレータ

全熱物性の熱真空データ取得と数値解析は終了している．今後，これらを統合したペネトレータ全機熱数学モデル
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と月面環境を反映したモデル構築と数値解析を実施する．

　PLANET-B による火星プラズマ探査の研究

   客員教授 大家　寛 東北大・理 小野高幸

　1998 年 7 月 4 日に打ち上げに成功して「のぞみ」と命名された PLANET-B 衛星には、プラズマサウンダーおよ

びプラズマ波動観測装置が搭載されている。この観測器は火星の電離層電子密度分布をグローバルに計測するとと

もに太陽風と火星プラズマ域の相互作用に関するプラズマ波動の観測を行う。打ち上げ後には初期電源投入試験な

どを無事経過し、アンテナを伸展後の観測実施に備えている。1999 年度は 2003 年末とされる火星周回軌道投入後

のアンテナ伸展に至る長時間の宇宙空間滞在を考慮し、技術的検討を行うとともに、観測開始に備えての観測機器

保守運用を実施している。

　月周回衛星によるレーダーサウンダーの開発に関する基礎研究

   客員教授 大家　寛 東北大・理 小野高幸

　宇宙科学研究所が宇宙開発事業団と共同で 2004 年打ち上げを目標に、月探査周回衛星 (SELENE) 計画の実施に

入っている。この SELENE は約１年の月周回軌道における観測から月の起源や月周辺の電磁・プラズマ環境の観

測を主目的としたミッションであるが、本研究では月レーダサウンダー観測装置を用いての月地下構造探査を HF

レーダ手法により実施するための機器開発を行なっている。1999 年度においては基礎研究としてのサウンダーエ

コーの計算機シミュレーションを実施して、観測データより月地下情報を分離するためのデータ処理手法の開発を

行ったほか、HF レーダデータを用いての合成開口処理方法を開発した。新しく開発された合成開口処理手法を適

用することで山岳地域における複雑な表面反射波を取り除く手法が確立された。観測装置ハードウェアは基礎的な

回路設計を終わり、特にアンテナ伸展機構部並びにデータ処理に使用される DSP 回路のエンジニアリングモデル試

作を実施して、性能確認並びに基礎データ取得を行い、ミッション実行に向けて準備を進めている。

　ジャイアントインパクトで生成する原始月円盤からの散逸

   客員助教授 阿部　豊 共同研究学生 玄田英典

　ジャイアントインパクトによって形成された原始月円盤からのシリケイトガスの散逸について検討した．原始月

円盤はかなり高温で部分的に蒸発していると考えられる．解析的な計算によって円盤が大きく広がっている場合に

は円盤の外縁部からの散逸がおこる可能性が示された．散逸が十分に速ければ，散逸によって円盤の外縁部が失わ

れるために，この過程が円盤の質量あたりの角運動量を規定することになる．この結果は月形成がはじまる前の円

盤の性質がその温度によって規定されている可能性を示唆している．今後，実際の散逸流の運動についての検討が

必要である．

　暴走集積する天体上での衝突加熱

   客員助教授 阿部　豊 共同研究学生 田中勝章

　従来の集積過程での保温効果計算では，天体衝突による加熱が時間的・空間的に局在化している効果はきちんと

検討されてこなかった．本研究では天体衝突による加熱が時間的，空間的に不均一であることを考慮に入れ，集積

する惑星表面での重力エネルギーの解放について検討した．その結果，衝突時に放出されるエジェクタが惑星表面

に再衝突する際に解放されるエネルギーがかなり重要で，この過程によって天体衝突で解放される重力エネルギー

が広い範囲にばらまかれることが明らかになった．この結果は集積過程で形成される原始大気による保温効果を検

討する上で重要である．
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　全陸惑星の水循環：自転軸の傾きの影響

 客員助教授 阿部　豊 北大・地球環境科学 沼口　敦 共同研究学生 小林義英

　全く海を持たない惑星の水循環がどの様になるかを大気大循環モデルによって検討した．本年度は自転軸の傾き

が気候・水循環に及ぼす影響について検討した．その結果，自転軸の傾きが大きい（＞ 30．）ときの気候状態は自

転軸の傾きが小さい（<30．）ときの気候状態とは全く異なることがわかった．後者では水輸送の結果，低緯度は乾

燥化し降水が全くなくなるが，前者では低緯度でも降水があり，また温度も上昇する．この結果は火星表面の河川

状地形から推測される過去の温暖湿潤期が自転軸が大きく傾いていた時期であった可能性を示唆している．

　太陽系始原天体の起源と進化

 客員教授 向井　正 神戸大・自然 中村昭子 総合情報処理センター 中村良介

 特別研究員 城野信一 共同研究学生 酒井辰也 共同研究学生 亀井秋秀

 共同研究学生 石黒正晃 共同研究学生 大垣内るみ 共同研究学生 岩崎杉紀

 共同研究学生 稲田　愛 共同研究学生 高橋　茂 共同研究学生 吉田二美

 共同研究学生 藤井康正 共同研究学生 澄川慎司 共同研究学生 宮田一孝

 共同研究学生 川股正和 共同研究学生 浦川聖太郎 共同研究学生 小川香織

 共同研究学生 南雲浩一郎 共同研究学生 畑中直樹 共同研究学生 中山博喜

     共同研究学生 吉下千秋

　下記の課題について，個別のプロジェクトチームを作り，相互に関連を持ちつつ研究を行なっている．

� 　探査・室内実験

　宇宙科研の惑星探査計画と連携しつつ，各種の基礎過程の研究・開発を行っている．(i)「のぞみ」の MIC のサ

イエンスおよび機上における機器キャリブレーション，(ii)LUNAR-A 計画の LIC サイエンスに係る基礎研究，(iii) 

MUSES-C では，LIDAR, AMICA によって小惑星の形状や，その表面凹凸分布を調べるための基礎研究．これら

のミッション検討と並行して，(iv) レゴリス層の模擬表面におけるレーザー光散乱実験や，(v) 雲粒子の散乱特性

の理論計算を継続している．

� 　太陽系小天体の観測

　冷却CCDカメラによる黄道光観測を継続して行っている．１９９９年度はハワイ・マウナケア 山頂での黄道光の濃淡部

分の観測から，彗星軌道に付随するダスト雲や，月ー地球系の秤動雲の検出を試みた．また，国立天文台の堂平

観測所の偏光測光装置を用いて，小惑星　216Kleopatra と 532Herculina の偏光と測光の時間変動を同時観測した．

� 　塵軌道進化や形態進化の理論・シミュレーション研究

　　（��）トロヤ群の小惑星からの塵放出と，太陽ー木星のラグランジュ点近傍でのダスト軌道の力学進化．

　　（��）微小集合塵の衝突進化のシミュレーション．

　LUNAR-A 計測・運用ソフトウェア開発

   客員助教授 村上英記 　月探査ワーキンググループ

　前年度に引き続き月探査計画（LUNAR-A）において月震計測に必要なソフトウェアの開発ならびに運用支援ソ

フトウェアの開発を進めている．

　月震活動シミュレータの開発

   客員助教授 村上英記 　月探査ワーキンググループ

　月探査計画（LUNAR-A）において効率的に月震観測をおこなうには，月震活動の予測を事前におこなう必要が

ある．また，LUNAR-A で取得した月震活動データを評価するにもアポロ月震データから推定した月震活動データ

が必要になる．アポロ連続月震データを用いて月震活動の予測をおこなうシステムの開発（ハードウェア整備とソ

フトウェアの開発）を始めた．
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　月震波形の分類と同定の研究

     客員助教授 村上英記

　月探査計画（LUNAR-A）において取得される月震波形から月震の種類を同定することは，ペネトレータ数が制

限され震源決定できるだけの情報がない場合に震源を推定する方法としてきわめて重要である．また，ペネトレー

タ内に蓄積されている観測波形の要素（最大振幅，立ち上がり時間等）のみから月震の種類を判別できれば，通信

リソースを最大限にいかして必要な波形デーのみをダウンロードできる．ある程度の月震分類（深発月震，浅発月

震，隕石衝突）が可能であることが分かった．

ｄ．共通基礎研究系

　電子・陽電子と分子の衝突過程

  教　授 市川行和 山口大・工 季村峯生 理　研 竹川道也

　電子と分子の衝突過程の研究は，原子分子物理学における基本的課題であるのみでなく，実験室や宇宙の低温プ

ラズマにおける素過程としても重要である．また近年陽電子を用いた実験的研究が可能になり，それと電子衝突と

を比較することで衝突過程の物理について有用な知見が得られるようになってきた．今年度は特に以下の研究を

行った．

� 　二酸化炭素分子の振動励起．特に変角振動についての結果をまとめた．また，電子衝突と陽電子衝突を比較し，

振動モードによって差異があることを見い出した．

� 　多原子分子について，電子衝突と陽電子衝突の実験結果を詳細に比較し，総合報告を作成した．

� 　電子と極性分子の衝突を理論的に扱う際，その相互作用の長距離性から生ずる困難を回避する新たな手法を開

発した．

　電子と多価イオンの衝突過程

 教　授 市川行和 客員助教授 大崎明彦 宮崎大・工 中崎　忍

　多価イオンによる電子の弾性散乱微分断面積を，いくつかのアルゴン・イオンについて計算した．これは現在都

立大学において進められている実験研究と比較する目的でなされたものである．実験との一致は必ずしも良くはな

く，実験・理論共に解明すべき問題があることを示唆した．

　原子衝突断面積データの収集・評価とデータベースの作成

   教　授 市川行和 技　官 田之頭昭徳

　電子・光子と分子との衝突過程に関する断面積データを広く収集し，評価してデータベースを作成する作業を国

際協力で行っている．本研究室では全体の取りまとめと，特に電子付着断面積の収集・評価を担当している．また，

核融合科学研究所情報センターの活動に協力して，電子とリチウムイオンの衝突断面積についてデータの収集・評

価を行った．

　低速多価イオン・分子衝突における多電子移行の配向依存性

   助　手 市村　淳 都立高専 山口知子

　気体分子は，低速の多価イオンと衝突すると，多数の電子をはぎ取られクーロン爆発を起こす．解離イオンを測

定すれば，衝突の瞬間における分子軸の向きがわかる．３中心のオーバーバリア模型を考案し，窒素分子と酸素分

子に対する多電子移行の配向依存性を調べた．

 


