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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．
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　水素様重イオンにおける核分極効果

 東大・理 山中信弘 順天堂大 堀川弥太郎 助　手 市村　淳

　多価イオンの分光技術の進歩に伴い，ラムシフトが精密に測定されようとしている．ラムシフトは，QED（量子

電気力学）に起因するだけでなく，原子核の内部構造も関与する．電子の運動によって核が分極する効果を束縛状

態 QED に基づいて定式化し，238U と 208Pb の水素様イオンにおけるエネルギー補正を評価した．従来無視されてい

た横波の寄与が，クーロン相互作用に匹敵する寄与を持つ事を示した．

　イオン・分子衝突における振動・回転励起とエネルギーロス・スペクトルの形

    助　手 市村　淳 日大・理工 中村正人

　原子が分子に近づいて電子雲が重なると強い斥力が働く．その力のレンジは分子の大きさよりも小さいので，分

子は不可侵の表面を持つ，という幾何学的描像が成立する．この描像を，原子と二原子分子の衝突に適用し，振

動・回転励起を記述する古典力学的なモデルを考案した．このモデルを，窒素分子によるリチウムイオン ( 数十 eV)

の非弾性散乱に適用し，エネルギーロス・スペクトルの形を説明した．

　エキゾティック原子・原子・分子衝突における電離・解離・三体結合反応の理論的研究

     助　手 崎本一博

　反陽子と原子の衝突による電離過程，プロトニウム生成過程について調べた．反陽子衝突では陽子の場合と違い

低エネルギーでも電離が可能である．このため，従来の低エネルギーで有効であった分子描像的手法が役に立たな

い．本研究では新しい手法を考え，この問題を研究した．

　また，燃焼や衝撃波といった高温あるいは非平衡ガス中では高振動状態にある分子の反応や解離反応が重要であ

る．一方，解離反応の逆過程である三体結合反応は，最近アルカリ原子のボーズアインシュタイン凝縮などでも知

られているように，低温で重要な過程である．しかし，これらの反応過程を量子力学的に厳密に解くことは容易な

ことではない．そこで，新しい計算手法を開発し，反応動力学を解明すべく研究した．

　オーロラ生成に関与する物理過程の研究

   東理大・基礎工 恩田邦藏 教　授 市川行和

　電子オーロラの観測結果を解析するために，これまでモンテカルロ法に基づく大型計算機プログラムを開発して

きた．このプログラムでは，電子と大気の主成分 N2, O, O2 との衝突とそれにより引き起こされる N2, O, O2 の量子

状態の 励起と電離レートなどが算出できる．

　他方，陽子オーロラは，電子オーロラと比べて，発生並びに発光の華やかさはないが，観測が進むに連れて，陽

子オーロラを解析する必要性が増している．そこで，陽子オーロラ中で引き起こされる原子分子素過程の内，主要

な素過程を選び出し，衝突断面積などのデータの調査を始めた．

　陽子オーロラでは，陽子衝突による原子分子の電離で発生する電子が引き起こす衝突素過程に伴う発光を考慮す

る必要がある．これらの衝突素過程は，既に開発してあるモンテカルロ法による大型計算機プログラムが利用でき

るが，陽子衝突を取り扱う計算機プログラムと結合し，主要な衝突素過程を効率よく処理する計算機プログラムを

開発する必要があり，準備を進めている．

　原子と２原子分子の衝突による組替え／解離過程の研究

     東理大・基礎工 恩田邦藏

　３原子衝突系 He + H2
+ の相互作用ポテンシャル・エネルギー曲面，即ち，電子状態のエネルギーは，H を同位体

である重水素 D や３重水素 T に置き換えても変わらないが，H2
+ が HD+ や HT+ になるために，分子の質量中心の

位置がずれる．原子の組替え反応を含む原子と分子の衝突を記述するには，質量でスケールした座標が都合が良い．

この座標では，相互作用ポテンシャル曲面の形状が３原子の質量を変えると変形する．このような事情のために，

原子衝突による分子の振動遷移，原子の組替えと分子の解離過程の確率の全エネルギー依存性は，He + H2
+, HD+, 
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HT+, DH+, TH+ 等の同位体毎に異なっている．得られた結果を同位体効果として物理学的に統一的に理解できるよ

う研究を進めている．

　若い星のまわりの円盤の進化に関する研究

 助教授 北村良実 COE 研究員 朝木義晴 茨城大・理 百瀬宗武

 国立天文台 横川創造 国立天文台 川辺良平 国立天文台 田村元秀

     東工大・理 井田　茂

　太陽と同程度の質量の星は，分子雲内部に存在する分子雲コアが重力収縮すること により形成されると考えられ

ている．コアの中心部で誕生したばかりの原始星の周囲には，コア から落下してきた物質によって半径数十 AU 程

度のコンパクトな原始惑星系円盤が形成され始め ている．コア物質の大部分が双極分子流によって吹き飛ばされる

頃になると，中心星はＴタウリ 期へと入る．この段階で，円盤は半径が数百 AU 程度にまで成長している．さらに

中心星がＴタウ リ期の後半から主系列へと進化する段階では，この円盤内で太陽系起源論が予言しているような 惑

星系形成が起こると考えられている．このように原始惑星系円盤内での惑星系形成を理解する ためには，星形成過

程全体の中で円盤の進化を捉える必要がある．

　我々は特に惑星系形成の初期条件を明らかにする目的で，現在，太陽クラスの若い 星のまわりの円盤について，

野辺山ミリ波干渉計を用いたイメージングサーベイを行い，円盤の 物理的性質を統計的に調べている．

� 　原始星周囲の円盤

　中心星が原始星期の段階では，分子雲コアから物質が降り注ぎ，原始星の周囲には半 径数十 AU 程度のコンパ

クトな原始惑星系円盤が形成されつつある．我々はおうし座分子雲に位 置する代表的な原始星 L1551 IRS 5 周囲

の円盤について，野辺山ミリ波干渉計を用いて，最高角 分解能１秒角でのイメージングを行った．その結果，円

盤の面密度分布は太陽系起源論が予言 しているような急勾配ではなく，フラットに近いという事実が明らかに

なった．これは，円盤形 成期には周囲から一様に物質が落下してくるためと解釈できる．さらに，新たに分解能

３秒角で のイメージングを行い，二つのイメージを足し合わせた結果，円盤周囲の落下しつつある円盤状 構造，

エンベロープの検出に成功した．今後は観測サンプルを増やし，エンベロープ内での円盤 形成過程を明らかにし

ていく計画である．

� 　Ｔタウリ型星周囲の円盤

　中心星がＴタウリ期に入ると，原始惑星系円盤の形成は終了し，降着期を経て，円盤内で惑星系形成が始まる．

我々は，本年度，Ｔタウリ期の円盤の物理的性質の普遍性・多様性を 明らかにする目的で，野辺山ミリ波干渉計

の長期共同利用観測により，四つの円盤の１秒角分解 能によるイメージングに成功した．モデル計算との比較か

ら，円盤の物理量を求め比較した結 果，サンプル数に限りがあるものの，円盤の進化が示唆された．来年度は，

円盤の進化を実証すべ く，さらに新たな四天体について円盤の撮像を行う予定である．

　分子雲の内部構造に関する研究

 助教授 北村良実 国立天文台 砂田和良 Harvard-Smithsonian CfA 斎藤正雄

　星は分子雲内部で形成されると考えられている．分子雲内部で特に密度が大きい領域，分子雲コアの自己重力が

何らかのきっかけで内部圧力に打ち勝つようになり，コアは重力収縮し，星・円盤系になると考えられている．

従って，星形成の直接の母体である分子雲コアだけでなく，コアが形成される分子雲の内部構造を研究することが，

星形成，特に星の初期質量関数を決める上で本質的である．分子雲内部の空間構造は観測によれば階層構造をなし，

その中で一番小さなスケールが星を生み出す分子雲コアであると言われている．一方，速度構造も星形成に多大な

影響を与える．観測から，どの分子雲にも非熱的な運動，おそらく乱流が存在すると考えられている．実際，乱流

が自己重力に打ち勝っていないと，あまりにも星形成率が高くなりすぎてしまうのである．だとすれば，乱流の減

衰スケールが星を生み出す分子雲コアのスケールを決めている可能性が高い．結局，分子雲内部における星形成過

程を理解するためには，分子雲全体から星形成スケールに至る幅広い空間レンジにおいて，どのような密度・速度

構造が見られるのかを理解しなければならないのである．
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　我々は以上の考えに基づき，現実の分子雲はどのような内部構造を持っているのかを，分子雲全体から分子雲コ

アにまで至る幅広いレンジにわたる一様なサンプリングによる高品質マッピング観測によって研究している．この

ような良質なデータは分子雲の内部構造の研究にとって本質的であり，現状では世界的に見ても 5 × 5 マルチビー

ムを搭載した野辺山 45 m 望遠鏡 (BEARS) でしか取得できない．我々は既に，プリサーベイとして，太陽クラスの

低質量星形成領域であるおうし座分子雲，中小質量星形成領域であるへびつかい座分子雲，大中小質量星形成領域

であるオリオン座分子雲の高密度領域のマッピングを終了した．それらの膨大なマッピングデータから，分子雲コ

アを同定し，おうし座分子雲とオリオン座分子雲との間でコアの統計的性質を比較した結果，次の興味深い事実が

明らかになった．（１）コアの速度幅・サイズ関係には本質的な違いが見られない．（２）オリオン座分子雲のコアの

質量は，おうし座分子雲コアの低質量を含む広い範囲にわたって分布している．これが原因でオリオン座では，さ

まざまな質量の星が生まれていると考えられる．（３）分子雲コアで星が誕生するための共通の臨界柱密度が存在し

ている．以上の解析に加えて，高品質・大容量マッピングデータを効率よく解析できるデータ解析システム (BMAS)

を IDL ベースで開発した．来年度から５カ年計画で，分子雲コアの進化を解明する目的で，BEARS によって代表

的な星形成分子雲全体の本格的なマッピング観測を開始する．

　コンドルールの起源に関する研究

 助教授 北村良実 教　授 水谷　仁 名大・理 山本哲生

     北大・理 小笹隆司

　始源的な隕石であるコンドライトには直径数��の丸い粒，コンドルールが含まれている．コンドルールは高温か

ら急速に冷却されて形成されたと考えられているが，原始太陽系星雲内での惑星形成過程のどの段階に位置づけら

れるかは明らかになっていない．

　我々は，約４５億年前に頻発した微惑星同士の衝突の際，微惑星の一部が瞬間的に気化し，それが冷却される過

程で形成された可能性が高いと考えている．現在，微惑星の衝突によってできる高温ガス塊が膨張とともに冷却さ

れていく過程および，ガス塊内部で起きる核生成からコンドルールの形成までを数値計算によって調べている．こ

の研究では，従来ほとんど行われてこなかった，数値流体力学コードに核生成とその成長を組み込んだ一般的なコー

ドをも開発する計画であり，そのコードが完成すれば，これまで数多く提唱されてきた他のコンドルール形成モデ

ルが検証できる．

　「ようこう」における太陽コロナ活動現象の研究

 教　授 小杉健郎 教　授 小川原嘉明 助教授 坂尾太郎

     客員教授 常田佐久

　「ようこう」はフレア爆発等の太陽コロナの活動現象の解明を目的として，１９９１年８月３０日に鹿児島宇宙空間観

測所より打ち上げられた．硬 X 線望遠鏡，軟 X 線望遠鏡（日米共同開発），広帯域分光器，ブラッグ結晶分光器

（日英米共同開発）の４つの観測機器を搭載し，打ち上げ８年半を経た現在も観測を順調に継続している．太陽観

測の分野では，１９９５年１２月には SOHO（ESA と NASA の共同ミッション），１９９８年４月には TRACE（NASA の

SMEX 衛星のひとつ）が打ち上げられており，「ようこう」はこれらの衛星や地上の光学望遠鏡・電波望遠鏡との

共同観測を精力的に行っている．太陽活動は打ち上げ後２度目の活動最盛期に近づきつつあり，国内外の太陽物理

学研究者を組織して様々な研究を進めている．１９９９年度の主要な研究トピックスは下記のとおり．

・SOHO，TRACE との太陽フレア共同観測・共同解析（磁気リコネクション・ポイントへのインフローの確認）

・フレア電子からの放射である硬 X 線とマイクロ波電波の撮像結果を比較してのフレア領域の磁場構造の推定

とフレア爆発機構，粒子加速機構の解明

　第２２号科学衛星SOLAR-B の開発研究（概念設計）

 教　授 小杉健郎 客員教授 常田佐久 国立天文台 渡邊鉄哉

     　　　　　　SOLAR-B チーム
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　第２２号科学衛星 SOLAR-B の２００４年度の打ち上げを目指し衛星システム及び搭載望遠鏡の概念設計を進めた．

この衛星は，超高温コロナの形成，太陽磁場・コロナ活動の起源，天体プラズマの素過程の解明を主眼として，太

陽大気における磁気活動現象を総合的に研究することを狙いとしている．そのため，0.5 秒角の分解能で光球面のベ

クトル磁場を測定する可視光・磁場望遠鏡，コロナの構造とその変動を約 1 秒角で観測する軟 X 線望遠鏡，コロナ

域のプラズマ診断・速度場診断を行う極紫外線撮像分光装置の３種の観測機器を搭載し，コロナと光球とを結びつ

けて観測する．3 つの観測機器はいずれも，日米または日米英の国際協力であり，宇宙研及び国立天文台を主力と

する日本側と米・英側とで合同チームを組織し，共同設計・分担製作で開発する．アメリカでは NASA が，またイ

ギリスでは PPARC（素粒子天体物理学研究評議会）が SOLAR-B の担当研究チームを選抜しており，海外の研究

者をも含めて SOLAR-B チームが確立された．衛星システム，新規開発を要する各種バス機器，搭載科学機器とも

に，概念設計は順調に進行しており，２０００年度（平成１２年度）から衛星試作を開始する．

　高エネルギー太陽分光撮像衛星（HESSI）計画への参加

 教　授 小杉健郎 助教授 坂尾太郎 NASAゴダード宇宙飛行センター 佐藤　淳

　HESSIは，太陽フレアを観測する観測装置 High Energy Solar Spectroscopic Imagerを搭載する小型衛星（SMEX）で

あり，米国NASAが２０００年の太陽活動極大期に打ち上げるべく開発を進めている．HESSI望遠鏡は，「ひのとり」，「よ

うこう」の硬 X 線望遠鏡で我々が用いた「すだれ」コリメータ技術を用いて太陽フレアから X 線／γ線を分光撮像

しようとする装置であり，小杉は提案の段階から共同研究者に名を連ね，「すだれ」コリメータの設計と較正，画

像合成法の開発に参加してきており，最近では「ようこう」硬 X 線望遠鏡の最新の科学成果に基づく助言を行って

いる．打ち上げ後は，日本にも HESSI データセンターを開設し，「ようこう」との共同研究を発展させる予定である．

　気球搭載用フレア硬X線スペクトル計の開発

 助教授 坂尾太郎 教　授 小杉健郎 客員教授 常田佐久

     国立天文台 小林　研

　２０００年度（平成１２年度）に太陽活動のピーク時を狙って高々度気球に搭載する太陽フレア観測用硬 X 線スペクト

ル観測装置を開発している．CdTe 半導体検出器を用い，数秒という短いタイムスケールで変動する太陽フレアか

らの硬 X 線放射を，優れたスペクトル分解能で観測することを狙いとする．CdTe 半導体検出器は冷却が不要なた

め，軽量かつ安価な観測装置が実現できる．限られた観測時間の間にたくさんのフレアを高時間・スペクトル分解

能で検出するため，またより高いエネルギー域の X 線まで検出するため，薄い検出器を積み重ねる等の工夫を施し，

特性評価を続けている．

　SOLAR-B 搭載の X線望遠鏡（XRT）の開発

 助教授 坂尾太郎 教　授 小杉健郎 客員教授 常田佐久

 国立天文台 柴崎清登 国立天文台 鹿野良平 　　　　 　SOLAR-B チーム

　SOLAR-B に搭載する軟 X 線望遠鏡（XRT）は，約１秒角の空間分解能と１００万度－２０００万度以上の広い温度

範囲にわたるコロナの温度診断能力をもち，太陽コロナの磁場構造・温度構造の変化や，光球面からのエネルギー

の輸送と蓄積の過程を調べることを目的とする．XRT は日米共同で開発を進めており（米側担当は，スミソニアン

天文台），宇宙研は国立天文台と協力して，焦点面 CCD カメラの開発を担当している．本年度は，CCD カメラの

構造・熱設計，CCD の電気的性能の検証，および XRT 全体とシステム間のインターフェース調整などを進めた．

　tRNAアイデンティテイーの進化

     客員教授 長谷川典巳

　地球外生命の遺伝情報体が地球型生命と類似の核酸であり，機能分子がタンパク質類似体であるならば，情報分

子と機能発現分子との間を媒介する分子として，地球型生命体の tRNA 分子に相当する分子が存在するはずである．

従って，この tRNA のどの部分がこの機能に関わっているかを解明できれば，核酸で遺伝情報を発現する宇宙生命
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体全体への理解の手がかりが得られ，遺伝暗号の起源について推理することが可能になるであろう．我々はこの考

えに立って，大腸菌の系で 20 種類のアミノ酸に対応する tRNA のアイデンティティーを総ざらいした．これらの

研究成果を基に，古細菌 tRNA についてのアイデンティティー解明を目指し，分子生物学的手法を用いて進化科学

的に研究を進めている．

　ロイシル化される RNA の in vitro 選別

   客員教授 長谷川典巳 岐阜大・工 朝原治一

　遺伝情報である DNA の塩基配列がタンパク質のアミノ酸配列に正確に翻訳されるためには，tRNA が対応するア

ミノアシル-tRNA 合成酵素によって正しく認識されなくてはならない．我々は大腸菌のロイシン tRNA についてそ

の認識部位の同定をおこなってきた．この成果を全く別の研究法で確認するために，ランダムな配列を持つ RNA

プールから，転写- 活性分離- 逆転写-PCR 増幅を繰り返し，ロイシル化活性を持つ RNA を選別し，構造解析をおこ

なうと，すでに明らかにしたロイシン tRNA の構造に収斂された．

　普遍的 CCA 配列を含む tRNA の末端構造の機能

   客員教授 長谷川典巳 理　研 田村浩二

　遺伝暗号とアミノ酸を結びつける分子である tRNA は，例外なくその 3' 末端に CCA 配列を持っているが，その

機能は不明である．我々は大腸菌の約 10 種におよぶアミノ酸種 tRNA について，遺伝子工学的に変異を導入し，

また，本来一本鎖である CCA 配列に塩基対を形成させるような変異体を作成して，アミノアシル化に及ぼす活性

の影響を調べ，この普遍的な CCA の持つ機能的な意味を解析している．

ｅ．システム研究系

　レーザを用いたマイクロスラスタ基礎研究

 助　手 加勇田清勇 名誉教授 秋葉鐐次郎 北海道工業大 佐鳥　新

   アストロリサーチ 岡本　博之 アストロリサーチ 田村義昭

　次世代の超小型スラスタ開発を目的とし，出力 1.5 ～ 1.7W の半導体赤外線レーザを固体や液体に照射し，その昇

華エネルギーや又，蒸発エネルギーにより微小推力を発生させる研究である．

　GEOTAIL の軌道設計及び運用計画

 教　授 上杉邦憲 教　授 向井利典 助教授 川口淳一郎

 助教授 加藤隆二 助教授 石井信明 助教授 山川　宏

    技　官 市川　勉 技　官 斎藤　宏

　高精度の多体運動モデル，或いは近似法を用いて，GEOTAIL の軌道設計，日陰率の最小化，軌道・姿勢修正の

最適化等の研究を行うと共に，それらの結果を実際の運用に適用している．１９９９年度（平成１１年度）においては，春

秋において頻繁に発生する日陰の最長継続時間を極力短くして，熱・電力からの制限の許容限度内におさめるため

の軌道計画を立案し，実際の運用に適用した．特に２０００年（平成１２年）2 月に生じる約 4 時間の日陰に先立ち，微少

な軌道修正を行ってこの日陰を可視中とすることにより，極めてクリティカルな状況におかれた衛星の運用に成功

した．

　衛星用軌道姿勢制御エンジンに関する研究

 教　授 上杉邦憲 教　授 高野雅弘 助　手 澤井秀次郎

   技　官 安田誠一 技　官 志田真樹

　衛星及び惑星間探査機において軌道・姿勢制御を行うヒドラジンを燃料とした一液式制御エンジンシステム


