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スや利用可能揚抗比が改善されること，特定の迎角／マッハ数で背面剥離渦の干渉によるカオス的な非定常空気力

が発生すること，その発生は頭部形状やボディーフラップの改良で抑止できること，などが明らかになった．

　小惑星探査機が着地時にスラスタによって吹き上げるダストの解析モデルに関する研究

 客員助教授 鈴木宏二郎 技　官 佐藤俊逸 教　授 安部隆士

　小惑星サンプルリターンミッション MUSES-C では，探査機が着地，離昇時にスラスタを噴かした際に，小惑星

表面に堆積しているダストを吹き上げるため，衛星下面が汚染され光学センサーなどに不具合が生じることが懸念

される．それを防ぐためには，衛星の高度／姿勢，スラスタ噴射のタイミング，などを考慮したシミュレーション

を行い，適切な着地／離昇のシナリオを作らなければならない．本研究は，真空中に噴き出した噴流によって舞い

上がるダスト量を見積もる解析モデルの構築を目的としている．ダストの地面反射係数などいくつかのパラメータ

を含むモデルを作り，真空チャンバーを用いた実験との比較により，それらを決定した．現在，そのモデルを用い

て MUSES-C 実機条件におけるダスト汚染の解析を進めている．

　弾性変形する膜面を有する飛行体の超音速空力特性に関する研究

     客員助教授 鈴木宏二郎

　地球や他の惑星への大気圏突入やエアロブレーキなど空気力を利用する衛星技術は，今後ますます重要なものと

なる事が期待される．打ち上げ時，衛星全体がロケットフェアリング内にコンパクトに収めるため，空力形状全体

もしくはその一部に，膜面を有する展開構造物を利用する事が考えられる．本研究の目的は，弾性変形する膜面を

有する飛行体の超音速空力特性に関し，その基礎特性を実験的に把握することである．そのために２次元膜状フラッ

プ模型を製作し，高速気流総合実験設備（風洞）を用いて実験を行った．高速ビデオの画像から，膜面が超音速流

中において空気力により弾性変形し，その変形が流れ場を変えるといった空力と膜構造の複雑な非定常干渉が起

こっていることが観察され，その特性が明らかになりつつある．

ｉ．衛星応用工学研究系

　衛星用太陽電池の研究

 教　授 田島道夫 助教授 廣瀬和之 助　手 高橋慶治

   助　手 藁品正敏 技　官 河端征彦

　衛星搭載用の太陽電池には，高い変換効率，軽量性，耐宇宙環境性，そして高信頼性が要求される．特に高効率

性は軽量化にもつながり，最近のミッションの高度化に伴い強く望まれている．本研究では，各ミッションの要求

にあわせて，最適のセル構造，セル構成を選定している．LUNAR-A, PLANET-B においては，逆ピラミッド型形

状の無反射表面と，裏面全面拡散型の裏面電界（BSF）構造を有する高効率シリコン単結晶セルを使用することと

した．また ASTRO-E においては，セルサイズを従来の２×４cm から４×６cm に大型化し，上記に加えてプレー

ナー型構造を取ることによりさらに高効率化を図っている．これらのセルは，宇宙環境下における太陽光下（AM0）

において変換効率が 17 ～ 18％と世界最高のものである．

　また同時に，より一層の高効率化を実現するため，太陽電池の精密診断技術の開発を行っている．主にフォトル

ミネッセンス（PL）測定により，各種の母材シリコンウエハー中の微量残留不純物，微小欠陥等について評価し，

太陽電池セルの出力特性を支配する重要なパラメータのひとつである少数キャリヤのライフタイムとの関連や，セ

ルの出力特性との関連について検討している．

　本年度は，代表的な p 型添加不純物のＢが関与した照射誘起欠陥を特定することを目的とし，B 添加量が大きく

異なる p 型ウエハーにつき電子線を照射した後 PL 測定を行った．その結果，以下が明らかとなった．

� バンド端発光強度の電子線照射量依存性は，室温，低温ともに比抵抗が小さいほど小さい傾向にある．

� C-line の発光強度は照射量の増大に伴って増大するが，比抵抗 0.8 Ω cm 以下のウエーハでは観察されない．
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� 比抵抗 1.3 Ω cm 以下のウエーハの低温スペクトルで，0.87eV に新たな発光線が認められる．また発光強度の

照射量依存性，Ｂ濃度との相関が認められる．

　ここで 0.87eV 発光線の原因となる欠陥は，従来から劣化の最大原因ではないかと議論されている Bi-Oi である可

能性もあるが，少数キャリア寿命を支配するか否かも含めて，引き続き検討が必要である．

　SOI ウエハーの評価の研究

 教　授 田島道夫 助　手 藁品正敏 特別研究員 井深重夫

 特別共同研究員 溝口　敦 特別共同研究員 熊薮伸也 特別共同研究員 滝口潤一

　シリコン層の厚さが 0.1-0.2 μm 程度の薄膜 SOI (silicon-on-insulator) ウエハー中の欠陥，不純物，および界面の

評価を行うことを目的とし，同ウエハーの紫外線励起により発生する凝縮ルミネッセンスを利用した評価手法を開

発している．

　酸素イオン注入量が 2 - 6 × 1017cm-2 の SIMOX（separation by implantation oxygen）ウエハーに対し，800 - 1350

℃ の熱処理を施した．可視光，紫外光励起を用いてフォトルミネッセンスを測定し，更に断面電子顕微鏡（XTEM）

による解析を行った．1300℃ の等温熱処理においては，Si 基板では，イオン打ち込みにより発生した｛311｝欠陥

が転位に変化し，最終的に４時間の熱処理で消滅することが確認され，基板における転位の発生・消滅過程が捉え

られた．SOI 層では，結晶性の改善が進む一方，転位が導入されていくことが確認された．また，1300℃, 10 時間

の熱処理を施した試料でも凝縮による発光が観測されなかったことより，埋め込み酸化膜が不完全であることが予

想され，これは XTEM による解析を行うことで確認された．

　SiC 結晶の光学的評価の研究

 教　授 田島道夫 助　手 藁品正敏  特別共同研究員 中根健智

     特別共同研究員 田中光博

　パワーデバイス／高温デバイス用の基板材料として注目を集めている SiC ウエハーの品質を室温フォトルミネッ

センス・スペクトル測定およびマッピング測定により評価した．青色から近赤外に至る広波長領域で微弱なルミネッ

センス信号が捉えられるよう工夫した結果，市販の p 型 6H SiC ウエハーでは，従来から報告のある Al アクセプタ

の発光（ピーク位置 2.75 eV）以外に，バンド端発光（ピーク位置 3.00 eV），そしてこれまでに報告のない 1.95，

1.35，1.05 eV にピークを持つ深い準位の発光帯を観測した．これらの発光のウエハー面内での強度分布は不均一で

あり，環状，片流れ等，ウエハーによって異なったパターンが観察された．これは，炉内の温度勾配，原料ガスフ

ローの不均一等の結晶育成条件を反映していると考えられる．また深い準位の発光帯については PL スペクトルの

温度変化，および 4H-SiC ウエハーの PL スペクトル測定結果との比較から内殻遷移発光と推定された．本研究で得

られた知見は，SiC ウエハーの高品質化，ひいては SiC デバイスの高性能化・高信頼化に大きく貢献すると考えら

れる．

　半絶縁性GaAs ウエハーの評価

 教　授 田島道夫 助　手 藁品正敏 特別共同研究員 野地真樹

　本研究は，VB (vertical boat) 及び LEC (liquid encapsulated Czochralski) 法によって育成された GaAs 結晶ウエ

ハーにおける熱処理効果の評価と，GaAs エピ・ウエハーにおける界面評価の 2 つを主な目的として行われた．VB

及びLECウエハーにおける測定の結果，as-grownの試料においては両ウエハーともに従来通りのセル構造を観測し

た．1 時間熱処理後，VB ウエハーにおける比抵抗分布の均一性は LEC ウエハーに比べて格段に向上した．また，

VB ウエハーにおいては 1 時間の熱処理によって PL パターンと転位分布との対応が不明瞭になり，部分的に対応の

とれたところではセル・ウォールでの発光が周辺部に比べ弱くなった．この原因としては VB 結晶は LEC ウエハー

に比べ転位密度が低く，また成長速度が非常に遅いことが挙げられる．また GaAs エピウエハーについては，劈開

面の顕微 PL マッピングによってエピ層と基板の界面の評価を行うことに成功した．バンド端発光は基板よりもエ

ピ層で強く，逆に EL2 関連の発光はエピ層で弱くなっていた．MBE ウエハーにおいては界面での PL 強度低下を
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観測した．これらの結果は GaAs 結晶の品質を向上させる上で非常に有益な情報となると考えられる．

　半絶縁性 InP ウエハーの評価

 教　授 田島道夫 助　手 藁品正敏 特別共同研究員 若原匡俊

　LEC (liquid encapsulated Czochralski) 法で作製された半絶縁性 InP ウエハーを PL 法により評価した．Fe 濃度

の異なるウエハーにおける 1.1 eV とバンド端発光の強度比と Fe 濃度との関係，および PL スペクトルの温度及び

励起光強度依存性から，1.1 eV の発光は Fe に起因することを明らかにした．

　低温における PL マッピング測定により，バンド端と 1.1 eV の発光の結果に逆相関が見られた．また 300 K にお

いて，ブライトスポット中に発光強度の弱いダークコアが観測されるものがあった．このことから，ブライトスポッ

トは Fe が転位などの欠陥にゲッタリングされた Fe 枯渇領域で，ダークコアは Fe のゲッタリングサイトであるこ

とを解明した．

　擬似太陽電池電源の開発

 教　授 田島道夫 助　手 高橋慶治 技　官 河端征彦

　従来，科学衛星の飛翔前試験の一環として行われている電源系総合試験においては，ソーラシミュレータから光

を照射し，太陽電池パドル（もしくは，パネル）の発生電力により衛星を動作させ，電源系の動作確認や搭載機器

のチェックを行ってきた．

　衛星の大きさは，今後 M-V 型でさらに大型化し，それに伴い太陽電池パドルも大面積となっている．したがって，

従来の光を照射する試験方法の適用が難しくなるため，１９９０年度（平成 2 年度）から太陽電池パドル出力に相当す

る特性を持った擬似太陽電池電源の研究開発を開始し，擬似ソーラアレイ電源架の基本ユニットを製作した．各種

試験及び上記基本ユニットの改善検討を行った後，同ユニットを直列・並列に接続し，250W の電力が供給可能な

擬似太陽電池電源を平成５年に製作した．１９９４年度（平成６年度）には MUSES-B 以降 PLANET-B 迄の電源系試

験に適用するため，250W 分の増設を行い，合計 500W の能力を持つ擬似太陽電池電源の製作を行った．

　衛星搭載用二次電池の研究

 教　授 田島道夫 助教授 廣瀬和之 助　手 高橋慶治

     技　官 河端征彦

　衛星搭載用二次電池には，長寿命性，高信頼性，そして軽量性が要求される．従来，科学衛星には Ni-Cd 電池が

用いられ，各ミッションにおいて長期にわたる安定な動作が確認されている．本研究においては，最近のミッショ

ンの高度化に伴う電池の軽量化の要求に応えるため，これまでの安定性を損なうことなく軽量化を実現するよう検

討を進めている．

　まず，Ni-Cd 電池については，正負極板の軽量化，正負作用物質の高密度化，電槽の薄板化等により，従来品に

比べてエネルギー効率比較で約 20％強の軽量化を達成し，ASTRO-E に 30Ah の電池を開発した．しかし，LUNAR-

A, PLANET-B においては，軽量化要求が非常に厳しく，より一層の軽量化が必要となったため，最近民生用に普

及している水素吸蔵合金を負極に用いる Ni-MH 電池の宇宙用電池の開発に着手した．Ni-MH 電池には，(1) エネル

ギー効率が高い（約 30％の軽量化），(2) Ni-Cd 電池とほぼ同様の特性を有しており従来システムの変更は少ない，

(3) Ni-Cd 電池の負極の変更のみであるため，これまでの技術の蓄積が活用できる，等の利点がある．

　これまでに，公称容量 15Ah の FM の Ni-MH セルを製作し，約 10,000 サイクルの充放電を経て寿命試験を継続

中である．また，火星等へ巡航中の最適トリクル充電条件について，検討を行っている．

　最近は一段と厳しい軽量化要請が課せられた MUSES-C のため，正極に LiCoO2 負極に人造黒鉛を用いた Li イオ

ン電池の開発を進めており，第１ステップとして公称容量 13.2Ah の電池で 80Wh/kg 以上のエネルギー密度を達成

した．
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　高温エレクトロニクス

 教　授 田島道夫 助教授 廣瀬和之 助　手 藁品正敏

     技　官 狛　雅子

　宇宙研における将来計画である月 ･ 惑星探査ミッションの実現にあたっては，衛星の熱設計に対してこれまでに

なく苛酷な条件が課せられる．この問題を解決するためには，高温で動作する半導体デバイスの開発が急務である．

本年度は，高温エレクトロニクスを支える半導体界面の熱的安定性についての基礎研究を進めるとともに，宇宙ば

かりでなく，航空，自動車，地下資源探査等の分野で開発が進められている高温エレクトロニクスの先端開発状況

にスポットをあてた第 10 回高温エレクトロニクス研究会を開催した．

　宇宙用半導体デバイス界面の耐放射性・耐熱性の研究

   教　授 田島道夫 助教授 廣瀬和之

　将来ミッションとして計画している「高機能探査衛星を利用した惑星探査」を成功させる上で，衛星搭載用とし

て高機能性・小型軽量性に加え耐放射性・耐熱性に優れた高信頼性半導体デバイスの開発が必至である．本研究に

おいては，このような民生デバイスの開発とは一線を画す極限デバイス開発のための基盤研究として，デバイス動

作の要である半導体界面に対する精緻な制御・評価技術を確立し，衛星搭載用デバイスの問題点を把握，最適構造

の検討および極限プロセスの開発を計っていく計画である．

　今年度は，具体的に以下の二点を明らかにした．

１）　ニッケル／シリコン界面は，最先端シリコン LSI の電極を構成する界面として注目され，精力的に研究され

ている．LSI の高温動作を実現するためには，この界面で起こる界面反応の基礎過程を明らかにする必要があ

る．これまで，この界面では，室温においてさえニッケルはシリコンと化合物を形成することが知られていた．

我々は，シリコン表面のダングリングボンドを水素原子で終端することにより，そのようなシリサイド化反応

を抑制できることを初めて見いだした．金属／半導体界面の反応が，半導体表面のダングリングボンドの存在

によって進行することを示しており，界面構造の熱的安定性を考える上で重要な知見である．

２）　SiO2 ／ Si 界面は MOS デバイスの信頼性を決定する重要な界面である．特に界面のバンドオフセットは，デ

バイス設計するうえで重要なパラメータである．我々は，高分解能の光電子分光法と分子軌道計算法を利用し

て，SiO2 ／ Si 界面のバンドオフセットが，界面の化学結合の違いによって，約 0.2eV も変化することを明らか

とした．今後，より微細な MOSFET を設計する上で，最適な界面構造を決定するための，一つの重要な指針

が得られた．

　太陽発電衛星の研究

 教　授 長友信人  教　授 高野　忠 助教授 佐々木進

 助　手 成尾芳博  助　手 田中孝治 客員教授 松本　紘

 神戸大・工 賀谷信幸 帝京平成大 松岡秀雄 麻布大 P. コリンズ

　宇宙研に組織されていた太陽発電衛星ワーキンググループは１９９７年（平成９年）に解散したが，その発展とし

て，技術だけでなく広く人文社会の面からも太陽発電衛星の研究を推進するための太陽発電衛星研究会が同年発足

した．発足以来研究会の枠組みで太陽発電衛星の研究を推進している．本年度は京都大学と協力して第２回 SPS シ

ンポジウムを開催して関連の研究を推進するとともに，ニュースレターを発行して研究情報の交流を図った．また，

赤道周辺の開発途上国における太陽発電衛星の電力利用の一連の調査活動の一環として，本年度は科研費によりガ

ボンの現地調査を行った．
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　太陽発電衛星SPS2000 の概念設計研究（１）：太陽発電とマイクロ波送電

 教　授 長友信人 教　授 高野　忠 外国人客員教授 Ｇ．ピニョレ

 助教授 佐々木進 助　手 成尾芳博 助　手 田中孝治

 東海大 川崎繁男 九工大 趙　孟佑 特別共同利用研究員 木俣喜美子

     特別共同利用研究員 長川智憲

　太陽発電衛星の主要機能である太陽光発電とマイクロ波送電の２つの電気機能について，地上試験用モデルを製

作し試験を行った．発電部については新型の高効率太陽電池を入手し電気的特性を取得するとともに送電系との電

気的インターフェイスを整備した．また高電圧発電に関連し太陽電池面でのアーク放電の発生条件と放電の伝搬を

解明するための実験を宇宙研の大型スペースチェンバーで実施した．マイクロ波送電部に関しては共同研究を行っ

ている東海大学で薄型の増幅器一体型アクティブ集積アンテナを開発し性能試験を行った．多結晶型太陽電池で構

成される発電部と新規に開発された送電部を組み合わせてインターフェイスの確認とマイクロ波送電の実験を行っ

た．本研究の応用の一つとして月面移動探査車へのマイクロ波を用いた無線エネルギー伝送構想についても技術的

な可能性の検討を行った．また，広報・教育用に太陽発電衛星 SPS２０００をベースとした可搬型モデル（アタッシュ

ケースモデル）の製作を行い，国際会議や教育用展示会で太陽発電衛星の意義とその動作の仕組みを示すためのデ

モンストレーションを行った．

　太陽発電衛星SPS2000 の概念設計研究 (2)：構造設計と組立

 教　授 長友信人 助教授 佐々木進 助　手 成尾芳博

 助　手 田中孝治 技　官 橋本保成 都立科学技術大 小島広久

 客員教授 八坂哲雄 特別共同利用研究員 木俣喜美子 特別共同利用研究員 長川智憲

　大型の宇宙構造物を組み立てるための装置は，無重量状態で動作するものとして設計され，地上での試験におい

ては各種の無重量状態シミュレータが用いられることが多い．特に太陽発電衛星の構造物はその大きさにおいて前

例がなく，従来のような浮力や懸垂力による重力バランスを利用したシミュレータはそれ自体大規模なものになる

ので，大型構造物そのものやその組み立て方法を工夫するために，外力に頼らない重力バランスを利用することが

考えられる．その原理を確認するために，パイプを自動的に伸展する装置の試作を行っている．本装置は伸展用動

力源として空気圧システムを用いている．本年度は，宇宙環境での利用を想定した閉回路システムを試作し，動作

サイクル，エネルギー効率等の評価を行った．

　超低コスト宇宙輸送システムの基礎的研究

 教　授 長友信人 助教授 稲谷芳文 助　手 成尾芳博

     麻布大 P. コリンズ

　宇宙のエネルギーや資源は，現状より２桁ほど低い超低コストの宇宙輸送が実現して初めて人類社会の長期的か

つ大規模な需要に応えられるものとなることが前年度までに明らかにされた．宇宙輸送のコストを大幅に低減する

にはロケットを再使用するのが最も現実的であるが，単に再使用しただけでは桁違いに安くすることはできない．

ロケットが経済の中の輸送手段として今までエンジニアリングされたことはなく，本研究テーマはロケット研究者

にとって全く未経験の分野である．昨年までの検討によって，基本システムはエアラインの航空機のように整備に

よって半永久的に使用できるものでなくてはならず，かつ１段式で航空機と同じような体制で運用できて初めて目

標とする輸送コストが達成できるとの見通しが得られている．本年度は，昨年度に引き続いて，同程度のコストが

要求されると見られる宇宙観光旅行のための宇宙機を取り上げ，開発・運用コスト，設計要求，運用に伴う諸問題

等について評価・検討を行った．宇宙機には，垂直に離着陸する単段式ロケット（SSTO）を用いると仮定した．

また，現在の輸送用航空機の設計基準として用いられている「耐空性審査要領」の調査を行い，宇宙機への適用の

可否を検討し，レポートの作成を行った．更に本研究によって得られた知見を再使用ロケット実験機に応用し，機

体の整備性と地上支援設備に関する設計要求の妥当性を実験機の運用を通して確認した．
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　月周回衛星（SELENE）計画

 教　授 鶴田浩一郎 教　授 水谷　仁 教　授 加藤　學

 助教授 佐々木進 助教授 橋本正之 助　手 飯島祐一

 助　手 田中孝治 　　　　　　　　　　　　　SELENE プロジェクトチーム

　宇宙研，宇宙開発事業団，国立天文台，大学，研究機関のメンバーから構成される SELENE プロジェクトチー

ムにより，SELENE のミッション検討及び観測機器の開発を行った．本ミッションは，月の起源と進化を解明する

「月の科学」，月の環境を計測する「月での科学」，月から地球太陽系環境を観測する「月からの科学」の研究を行

うとともに，将来の月探査に必要な技術開発を行うことを目的としている．探査機は高度約 100Km の極軌道を周

回する主衛星と楕円軌道上の副衛星から横成される．周回衛星は月面の遠隔探査により月面の地形，鉱物分布，元

素分布，地下構造，磁場のグローバルマッピングを行う．副衛星は周回衛星が月の裏側を周回する時のドップラー

信号を地球局へ中継し月の裏側の重力場を計測するとともに，地上からの相対 VLBI 観測により月重力場係数を高

い精度で推定する．プロジェクトチームでは，観測機器開発チームによる搭載機器の試作・試験を行うとともに，

ワーキンググループにより衛星バスシステムとのインターフェイス調整，電磁干渉評価，追跡管制の検討，データ

取得と解析方法の検討など，本計画を実行する上で必要な検討を幅広く行った．

　サーマルブランケットを用いた宇宙ダスト検出のための基礎実験

 助教授 佐々木進 助　手 田中孝治 九工大 趙　孟佑

   湘南工科大 河野　汀 共同研究学生 佐藤哲夫

　衛星表面の大部分を覆うサーマルブランケットの金属蒸着部に電位を印加して高速の宇宙ダストがサーマルブラ

ンケットとの衝突で発生するプラズマを検出することを試みている．　昨年度はダスト検出が可能であるという予備

的な結果が得られ，　本年度はより詳細な計測により，　絶縁物に覆われた面にレーザーを照射した場合と金属面に直

接照射した場合と比較し，　電子温度はほほ等しいが熱拡散電子電流が少なく，　電子密度が高いことがわかった．　さ

らに，　電子線源を用い，　絶縁体があるときのプローブに流れる電流が抑制されることを測定した．　

　科学衛星「はるか」（MUSES-B）プロジェクト

 　 　教　授 廣澤春任  教　授 平林　久 　　　　「はるか」グループ

　「はるか」（第 16 号科学衛星 MUSES-B）は，大型展開アンテナ，精密姿勢制御，多周波低雑音受信，位相基準信

号の伝送，精密軌道決定等の工学的研究，並びにスペース VLBI による電波天文観測を行うことを目的とした衛星

で，1997 年 2 月 12 日，M-V ロケットの初号機により，鹿児島宇宙空間観測所から打ち上げられた．衛星は，大型

アンテナの展開を初めとする一連の実験を経て，打ち上げ約３ヶ月後に地上電波望遠鏡との間で干渉計として動作

することに成功し，工学実験衛星としての主要目標を達成した．その１ヶ月後には国際協力のもとにスペース VLBI

による撮像実験に成功し，以後，クエーサー，活動銀河核等を対象とする科学観測を世界の地上電波望遠鏡，宇宙

関係機関等との協力のもとに行ってきている．2000 年 3 月までになされた観測数は約 370 に達している．

　SAR画像の空間的な濃度の揺らぎの性質の解析

   大学院学生 福田盛介 教　授 廣澤春任

　合成開口レーダ（SAR）画像上に濃度の揺らぎをもたらすスペックルとテクスチャの統合的な解析を行った．具

体的には，両者を乗法的に扱う積モデル，及びそこから導出される K 分布モデルの妥当性を，1 メートル級の多偏

波／多周波レーダ画像を用いて検証した．特に，森林域などで観測されるテクスチャ成分の偏波依存性について，

複数の散乱機構を考慮した新たな解釈を与えた．
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　高分解能な SAR 画像に確率的に存在する暗線模様の解析

 大学院学生 福田盛介 共同研究学生 馬場　基 教　授 廣澤春任

　SAR 画像の濃度の揺らぎは，暗い画素の連なりを確率的に発生させ，画像上に物理的に意味のない線状のパター

ンをもたらす．本研究では，そのような線状パターンが，K 分布に従う高分解能な画像中では，一般的なスペック

ル画像と比べより鮮明な形で生起することを明らかにした．さらに，それらのパターンの存在は，マルチルック処

理によっても容易には回避できないことを示した．

　ロケットの燃焼ガスと電波伝搬

 大学院学生 杉田晋也 技　官 大島　勉 教　授 廣澤春任

     助教授 山本善一

　M-V ロケット３段目燃焼中のテレメトリおよびレーダの電波の電界強度と視線方向に対してロケットの機軸のな

す角度の関係を与えるデータをもとに，燃焼ガスの中およびその近傍での電波の伝搬を調べた．燃焼ガスがカット

オフ電離気体として振る舞うならば，マルチパスによる干渉と，遮蔽物体による回折，ならびにプラズマによる吸

収とによって観測された現象をほぼ説明できることを，回折の幾何光学理論，電磁界数値シミュレーションなどに

よって示した．

　高温熱制御材料の光学的劣化に関する研究

 助　手 大西　晃 特別共同利用研究員 岩田　稔 教　授 廣澤春任

　内惑星ミッション等で要求される高温用熱制御材料に関して，紫外線，電子線，および陽子線の照射による熱放

射特性の劣化を研究している．耐熱性ポリイミドフィルム UPILEX-S を用い，その裏面に Al 蒸着を施した新しい

熱制御材料が，従来の高分子系熱制御材料とほぼ同等の耐紫外線性・耐粒子放射線性を持つことを照射試験より明

らかにした．また，高分子フィルムの光学定数と熱制御材料の熱放射特性の測定において，光吸収の回復現象とラ

ジカル密度の変化との間に高い相関があることを見出し，劣化の原因が高分子フィルム中に生成されるラジカルの

光吸収によるものと推定した．

　宇宙用熱制御（熱防御）材料の高温放射特性の測定に関する研究

 助　手 大西　晃 共同研究学生 福澤慶太 教　授 廣澤春任

　内惑星探査衛星や回収カプセル等の表面は高温に曝されることにより変質し，熱設計上重要な放射率も変化する

ものと予想される．本研究は高温下に置かれた試料の全半球放射率，および試料表面の状態変化（光学定数と膜厚

の時間的変化）と垂直分光放射率との関係を明らかにすることを目的としており，本年度は耐熱性熱制御材料 Al

蒸着 UPILEX-S に関して，全半球放射率の温度依存性を，定常熱量法測定装置を改良して，373 ～ 700K において

測定した．また，UPILEX-S フィルムの光学定数から計算した推定値が広い温度範囲において測定値と良く一致す

ることを確かめた．さらに，1000K 付近まで測定することを目指して，分離黒体法による測定装置の改良を行った．

　ロケット搭載機器の集積化に関する研究

 助教授 山本善一 教　授 廣澤春任 教　授 中谷一郎

　ロケット搭載機器の信頼性の向上と小型軽量化を図るため，集積回路化技術の適用，ケース構造の見直し等によ

る高密度実装化を進めている．今年度は，ロケット飛翔体の機能の高密度，観測の高精度化，観測における画像

データの増加等に対応するためロケット搭載高速度テレメータシステムの検討を行っている．
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　深宇宙探査機「のぞみ」データ受信用オフラインレシーバの研究開発

 助教授 山本善一 教　授 中谷一郎 助　手 戸田知朗

   助　手 井上浩三郎 助　手 今村　剛

　火星探査機「のぞみ」は軌道計画等に大幅な変更が発生した事もあり，次回地球スウィングバイの前後，探査機

の高利得アンテナを地球に指向させる姿勢を維持する事が困難であると予測されている．従って，上記期間ではシ

ステム設計の都合上，高利得アンテナのサイドローブを利用した極めて微弱なダウンリンクからテレメトリデータ

を復元する必要があるが，通常のハードウェア受信機では，回線状態が悪く，データ復調は不可能である．そこで

本研究では「のぞみ」の受信信号を一旦ディジタル信号として，記録し，コンピュータを用いたコヒーレント信号

加算処理を行う特殊なオフラインレシーバを開発し，上記期間でのデータ復調を可能にする事を目指す．

　深宇宙探査機MUSES-C 用通信システムの研究開発

 助教授 山本善一 教　授 齋藤宏文 助教授 川口淳一郎

   助　手 井上浩三郎 助　手 戸田知朗

　小惑星サンプルリターンミッション MUSES-C では，イオンエンジンを搭載して巡航するため，従来の深宇宙探

査機とは異なり，ほとんどの区間で中利得アンテナで通信を行う必要に迫られている．本研究では，探査機，地上

系双方においてこのような悪条件下での通信を可能にするための研究・技術開発に取り組んでいる．

　深宇宙探査機追跡用新レンジングシステムの研究開発

 助教授 山本善一 教　授 廣澤春任 助教授 市川　満

   助教授 加藤隆二 技　官 市川　勉

　現在臼田６４ｍ局で採用している深宇宙探査機追跡用のレンジングシステムはシーケンシャルトーンレンジング

方式と呼ばれるものであるが，同方式では変調信号のスペクトルがかなり広がるため，MUSES-C のように中利得

アンテナでの運用を想定すると，雑音による信号の抑圧の影響が大きく出て，レンジング回線が成立しなくなる恐

れがある．本研究では，帯域幅がもっとコンパクトで上記影響を低減でき，なおかつ計測精度は全く劣化させない

シーケンシャルＰＮレンジング方式を MUSES-C 以降の深宇宙探査機のために開発中である．

　ロケット搭載Kuバンドテレメータ送信機の研究開発

 助教授 山本善一 助教授 橋本正之 教　授 廣澤春任

 技　官 河端征彦 技　官 大島　勉 技　官 加藤輝雄

   技　官 太刀川純孝 助　手 大西　晃

　現在ロケットテレメータの送信は，Ｓバンド（2.2GHz），Ｐバンド (300MHz) の２つの周波数帯を用いて行ってい

る．これらの周波数では，ロケット噴煙の影響でかなり信号が減衰するため，影響の少ないより高い周波数帯へテ

レメータの伝送帯を上げる必要が生じている．本研究では降雨減衰，噴煙減衰の双方でバランスの取れている Ku

帯 (15GHz) に将来テレメータの伝送帯域を移行させる事を目的として，伝送レート，テレメトリフォーマット，回

線設計，搭載 TV 画像のディジタル伝送等，多角的に検討を行っており，数年後のロケット搭載を目指した送信機

開発を行っている．

　Kuバンドロケットテレメータ受信システムの研究開発

 助教授 山本善一 助教授 橋本正之 教　授 廣澤春任

 技　官 河端征彦 技　官 大島　勉 　技　官 加藤輝雄

   技　官 太刀川純孝 助　手 大西　晃

　ロケット搭載テレメータが Ku バンドに移行するのにあわせて，高ビットレート化，搭載 TV 画像データの分離・

抽出・表示システムの開発等，地上のテレメータ受信システムにも様々な開発要素が発生する．本研究ではこれら

地上系テレメータ受信システムの研究開発を行っている．
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　ロケットモータ噴煙がテレメータ電波に及ぼす影響に関する研究

 助教授 山本善一 助教授 橋本正之 教　授 廣澤春任

 技　官 河端征彦 技　官 大島　勉 技　官 加藤輝雄

     技　官 太刀川純孝

　ロケット打ち上げ時にはモータ噴煙により電波減衰が発生し，ルックアングルによっては，テレメータの受信に

深刻な影響を及ぼす危険性がある．本研究では，過去のロケット打ち上げ時に観測された各種電波の減衰量を，　ルッ

クアングル，周波数をパラメータとして統計的に処理し，減衰の発生するメカニズムの解明と，対策について調べ

ている．

　SS-520-2 号機用高速テレメータ送信機の開発

 助教授 山本善一 助教授 橋本正之 教　授 廣澤春任

 技　官 河端征彦 技　官 大島　勉 技　官 加藤輝雄

     技　官 太刀川純孝

　２０００年１１月打ち上げ予定の観測ロケット SS-520-2 号機では，従来の約４倍の８００kbps という高いビットレート

が要求されており，このため，クロック系の見直し，インターフェースを RS-644 にする等の大幅な設計変更が必

要となった．本研究では，上記要求を満たすための新型テレメータ送信機の開発を行っている．

　「はるか」観測信号系の軌道上較正

 助　手 村田泰宏 国立天文台 小林秀行 共同研究学生 輪島清昭

   　教　授 　　平林　久　　　　　　VSOP グループ

　「はるか」によりスペース VLBI 観測する上で必要な観測信号系について，軌道上でのアンテナポインティング較

正，システム雑音温度測定など，観測に必要な性能評価を行った．これにもとづいて VSOP 観測の画像処理がおこ

なわれた．

　地上VLBI 電波天文観測

 国立天文台 小林秀行 助　手 村田泰宏 国立天文台 藤沢健太

     教　授 平林　久

　臼田 64 m アンテナ等を利用した地上 VLBI 観測を，国内および国際的な規模で始めるよう整備し，野辺山宇宙

電波観測所，通信総合研究所との共同研究も進め，また国内 VLBI 観測網 (J-net) の観測的研究に参加した．これに

より，活動銀河核，H2O メーザ源の観測が行われた．通信総合研究所とはパルサー VLBI 観測等の共同研究を行っ

た．

　「はるか」によるスペースVLBI 観測・運用

 教　授 平林　久 国立天文台 小林秀行 助　手 村田泰宏

 COE 研究員 朝木義晴 助　手 P. Edwards 客員助教授 西尾正則

   外国人特別研究員 I. Avruch　　　　　　　VSOP グループ

　「はるか」を使用したスペース VLBI 観測で，衛星と地上の電波望遠鏡とで開口合成を行うためには，衛星の制限

条件，地上電波望遠鏡の参加，テレメトリ局の配置，観測天体の方向と観測時期など，多くのパラメタが存在する．

これらを意識しながら，「はるか」のチェックアウトを含めて軌道上運用を行った．これにより，1.6 GHz，5 GHz

での共同観測を続行，打ち上げ以来 300 を超える銀河中心核のデータを取得した．

 

外国人特別研究員 I. Avruch
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　スペース VLBI 国際共同観測の組織・立案・スケジューリング

 教　授 平林　久 助　手 P. Edwards 助　手 村田泰宏

     国立天文台 小林秀行

　「はるか」を使用したスペース VLBI 観測の観測提案の審査に基づいて，各種条件を加味して VSOP 全体像を明

確にし，VSOP 観測を 1.6 GHz，5 GHz で進めた．

　VSOP FX 型相関器による研究・運用

 国立天文台 小林秀行 助　手 村田泰宏 国立天文台 柴田克典

 　   国立天文台 　　亀野誠二　　　　　　VSOP グループ

　国立天文台グループと共同で，「はるか」を用いたスペース VLBI 観測のための 10 局相関器を VSOP 観測に対応

した相関処理が行えるように整備を行い，またこれに見合ったデータ解析コンピュータシステムやソフトウェアシ

ステムの整備を続け，実運用を行った．異種テープ間の変換，相関処理，ユーザ送付，イメージ処理が主タスクで

ある．

　光結合型実時間電波干渉計実験 (OLIVE)

 教　授 平林　久 国立天文台 小林秀行 COE 研究員 朝木義晴

   助　手 村田泰宏 国立天文台 川口則幸

　国立天文台-NTT による共同実験に協力する形で，国立天文台野辺山宇宙電波観測所と三鷹キャンパスさらに宇

宙研臼田宇宙空間観測所と相模原キャンパスを大容量 (2Gbps) の光ファイバー網によって結合し，実時間のVLBI実

験を行った．これによって臼田リンク局で受信した「はるか」の VLBI データ (128Mbps) および 64 m アンテナで

観測した VLBI データ (128Mbps ないしは 256Mbps) さらに野辺山 45 m 電波望遠鏡で観測した VLBI データ 

(128Mbps ないしは 256Mbps) を，すべて相模原の「はるか」運用室および三鷹の FX 相関器に伝送することができ

た．この実験の目的は，1. 光ファイバー網による実時間 VLBI 観測の実証研究，2. 「はるか」によるスペース VLBI

観測の実時間相関実験，3. 2Gbps の超広帯域 VLBI 実験などである．通信・放送機構からの受託研究による開発費

のサポートを受けた．

　VSOP による活動銀河核の研究

 教　授 平林　久 助　手 村田泰宏 国立天文台 小林秀行

 助　手 P. Edwards 共同研究学生 輪島清昭 外国人客員研究員 D. Murphy

   外国人特別研究員　　I. Avruch　

　VSOP による活動銀河核の研究を，いくつかの天体に対して各方面から精力的に行った．中心核の輝度測定 (1013 

K の輝度検出 )，ジェットの形状，ジェットの時間変化，超光速運動，2 周波観測によるスペクトル測定などである．

スペース VLBI 国際シンポジウム等でさまざまな研究結果について発表が行われた．

　次期スペース VLBI ミッションの検討

 教　授 平林　久 助　手 村田泰宏 国立天文台 小林秀行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国人客員研究員　 D. Murphy　　　　　　VSOP グループ

　「はるか」に続くスペース VLBI 次期ミッションについて検討を行い，併せて国際検討会も行った．「はるか」に

比べて，より高周波化，より高感度化を目指す方向にある．

　VERA システムの検討

 教　授 平林　久 国立天文台 小林秀行 客員助教授 西尾正則

　国立天文台が提案，　推進している VERA プロジェクトについて，　システム検討研究に参加した．　国立天文台

VERA 推進小委員会のメンバーとしても，　科学全般について貢献した．

VSOP グループ



��．研究活動 125

　VSOP による AGN サーベイの研究

 教　授 平林　久 国立天文台 小林秀行 助　手 村田泰宏

 共同研究学生 輪島清昭 助　手 P. Edwards 国立天文台 藤沢健太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国人特別研究員　 I. Avruch　　　　　　VSOP グループ

　活動銀河核 (AGN) についての理解を統計的サンプルの観測によって行うため，電波スペクトルが平坦でかつ 1 Jy

以上のフラックス密度を持つ，コンパクトな VLBI 電波源約 300 天体について，国際チームを組織して観測を行っ

ている．観測には「はるか」と約 3 台の地上電波望遠鏡を組織する．

　現在，観測天体数が 200 を超えた．統一的な処理法についても国際的な検討会を行い，部分的な論文発表を行っ

た．

　22 GHz ラインラジオメータによる水蒸気位相揺らぎ補償法の開発

 COE 研究員 朝木義晴 国立天文台 小林秀行 助教授 市川　満

 助　手 村田泰宏 教　授 平林　久 教　授 廣澤春任

　大気下層の水蒸気による宇宙電波の大気遅延と伝播経路上の水蒸気量とは密接な関係があり，水蒸気による大気

遅延を補正する方法として分光型水蒸気ラジオメータによる水蒸気量の測定が有効な手法として期待されている．

我々は，「はるか」と臼田トラッキング局間の 2 way 位相伝送システムを利用し大気によるリンク信号の位相遅延

と水蒸気量の間の相関を研究するため，22 GHz 帯分光型水蒸気ラジオメータを開発した．また，相模原キャンパス

の実験室において開発したラジオメータの測定基礎実験を行い，性能評価をまとめた．

　小惑星探査のための多数回フライバイ軌道の研究

 助教授 吉川　真 助教授 山川　宏 助　手 安部正真

     助　手 矢野　創

　１台の探査機でなるべく多くの小惑星に接近するような可能性についての研究を進めている．小惑星の数は非常

に多いため，多数回フライバイ軌道も非常に多く考えられる．そのため，サイエンスとしてなるべく意義が大きい

ようなミッションを検討することが重要である．ここでは，例えば小惑星の族（ファミリー）にターゲットを絞っ

たものなどについて，多数回フライバイの可能性の検討を進めている．

　地球接近天体の軌道解析と観測・データ処理システムの研究

     助教授 吉川　真

　現在，世界的に「スペースガード」という活動が始まっているが，日本でも岡山県美星町に「美星スペースガー

ドセンター」が建設され，2000 年 2 月には小惑星とスペースデブリについての試験観測が始まった．このような状

況において，小惑星やスペースデブリの観測とそのデータ処理のシステムについて検討を進めている．また，地球

などの惑星に接近するような天体の軌道進化についての研究も行っている．

　小惑星の軌道決定の研究

     助教授 吉川　真

　近年，　観測技術の発達により，　発見される小惑星の数が急増しており，　2000 年の前半の時点で，　軌道が算出され

ている小惑星の数は 7 万個を越えている．　このような状況は今後も当分の間続くものと思われる．　また，　日本でも，　

小惑星とスペースデブリとを専門に観測する施設である「美星スペースガードセンター」が建設され，　試験観測が始

まっている．　小惑星は，　MUSES-C 以降の太陽系ミッションにとって重要な探査候補であるため，　観測データから軌

道決定を行うソフトやノウハウを整備・検討しておくことは，　将来のミッションにとって有益なものである．　この

ような目的のために，　小惑星の軌道決定ソフトを制作し，　小惑星の軌道決定解析を進めている．
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　金属間化合物積層材料に関する研究

     客員助教授 榎　　学

　金属間化合物は軽量耐熱材料として期待されている材料である．しかしセラミックスと同様にその靭性の低さが

問題となっている．そこで，脆性を克服することを目的として，非常に延性的な性質を有する金属と複合化するこ

とにより金属 / 金属間化合物積層材料の開発を行なった．ホットプレスと Ti，Al の薄板を利用して Ti/Ti- アルミ

ナイドの積層材料を in-situ 作製した．4 段階の熱処理サイクルと最終温度での加圧により Ti/Ti- アルミナイド層が

よく結合された積層材料が得られた．その力学的特性について調べた．

　Si-Ti-C-O 繊維結合型セラミックスの高温酸化機構

     客員助教授 榎　　学

　航空・宇宙分野及び高効率熱機関等の分野における構造材料として繊維強化型セラミックスが期待されている．

しかし，界面層として炭素層が存在している場合には，高温酸化雰囲気中において，界面層が容易に酸化されて消

失し，繊維やマトリックスの酸化によって形成された酸化物層に置換される．本研究は，材料作製時において界面

に炭素層を析出させた Si-Ti-C-O 繊維結合型セラミックスについて，種々温度における熱重量測定及び微細構造観察

を行うことによって，高温酸化機構を解明することを目的とした．

　レーザー干渉計による非接触AE計測手法の開発

     客員助教授 榎　　学

　材料内部の破壊に伴い生じる弾性波を検出するアコースティック・エミッション法（AE 法）は，破壊挙動を動

的にとらえる極めて有効な手法であり，様々な分野において利用されている．しかしながら，PZT センサーを用い

た従来の手法にはいくつかの限界が存在する．そこで，レーザー干渉計を用いることによりセラミックスコーティ

ングの熱衝試験における AE を非接触下で測定することを試み，レーザー干渉計の AE センサーとしての利用につ

いて検討を行った．AE 波形が定量的に解析でき，この材料の微視破壊過程が解明できる．

　リチウムイオン電池の研究

     客員教授 山木準一

　リチウムイオン電池は高エネルギー密度を有するため，携帯電話をはじめとして広く携帯機器に使用され，また

宇宙用の電池としても期待されている．このリチウムイオン電池構成材料について以下の研究テーマを推進した．

１．安全性：発火の危険性の少ない電池実現をめざして，市販電池に用いられる電解液およびリチウム含有炭素

負極の熱安定性を DTA および DSC により測定し，反応機構の考察を行った．特に安全性向上に有効な，電池

の高温保存処理について負極の保護膜形成と関係づけて検討中である．

２．難燃性電解液：フッ素化カルボン酸エステル溶媒を用いた電解液の発熱分解挙動の初期検討を行った．

３．電解液の分解電圧：微小電極を用いた分解電圧の測定手法を検討した．

４．無機材料のインターカレーション反応：リチウムイオンのインターカレーション反応は，リチウムイオン電

池の電極反応であり，電池性能を支配している．各種材料のインターカレーション反応に伴う電位の理論的扱

い方について基礎的検討を行った．

　複合材料積層板の極低温下の力学的特性

     客員助教授 青木隆平

　将来型宇宙輸送システムの実現に不可欠な機体軽量化を達成するために，繊維強化複合材料（CFRP）積層板を

幅広く利用することが考えられており，そのためには運用条件下での構造材の特性を把握しておくことが設計上不

可欠である．この研究では，液体水素及び液体酸素の燃料タンクを CFRP 化することを目指し，現在入手可能な

CFRP のうち，代表的なものについて，極低温下での力学的特性を実験的に測定して常温環境下との違いを明らか

にするとともに，解析的に損傷の蓄積や破壊過程などの各種挙動予測を行った．その結果常温下と比較して，特に
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マイクロクラックの蓄積が極低温下では顕著であることが実験・解析両面から明らかになり，これが液体燃料の主

たる漏洩経路になる可能性が高いことから，燃料漏洩性とマイクロクラックの関係を構造力学的な側面から検討し

た．その結果，荷重と漏洩量に強い相関があることを見出し，その関係の定量化を進めた．

　マイクロクラックの発生・蓄積機構に関する研究

     客員助教授 青木隆平

　複合材料における損傷として代表的なものにマイクロクラックがあるが，繊維強化複合材料積層板では，構成層

内で強化繊維に平行に板厚方向に層を切るトランスバースクラックが多く見られる．従来の低靭性複合材料ではこ

のトランスバースクラックは発生とほぼ同時に部材を幅方向に貫通することが多かったが，最近の高靭性材料では

その発生・進展が，荷重の増加或いは負荷繰返し数の増加に伴って段階的に進む様子が観察される．この研究では，

トランスバースクラックが部材自由縁から発生することに着目し，自由縁の影響を考察するとともに，実験により

その発生機構と進展過程を詳細に測定し，理論的な予測手法開発の基礎データを取得している．また，損傷の蓄積

が残留強度に与える影響についても実験的評価を進めている．

ｊ．対外協力室

　世界の宇宙輸送技術の歴史

   教　授 的川泰宣 助　手 竹前俊昭

　欧米やロシアでは，ロケットを中心とする宇宙飛翔体技術の歴史が，一つの研究分野を形成しており，国際学会

でも独自のセッションが開かれるようになっている．また中国では，ロケット発祥の地ということもあって，初期

の火箭その他についての文献はあるが，近代ロケット技術をその歴史との関わりにおいて研究しようという観点か

らの取り組みが見られない．日本は，地理的文化的に上記の両方の技術の実情や文献に接触・理解をしやすい立場

にあり，バランスのとれた研究が可能である．また各地に伝わる龍勢ロケットのような技術の源流を，タイやその

他東南アジアの国々の同様のロケットと比較しながら探る課題もある．すでに概説として『宇宙へのはるかな旅』

（大月書店），『ロケットの昨日・今日・明日』（裳華房）などの形で発表している．

　日本のロケット開発の歴史

   教　授 的川泰宣 助　手 竹前俊昭

　日本の戦前のロケット開発はすでに昭和ひとけたの時代から開始されているが，その努力はスムーズに戦後のロ

ケット開発には受け継がれなかった．文献や写真その他の資料も，アメリカのスミソニアン航空宇宙博物館など世

界に散らばっている状況である．また戦後サンフランシスコ体制発足後のロケット開発についても，かつて『宇宙

観測三〇年史』にまとめられたものの，より詳しい資料収集と考察を行うべき時期が到来していると思われる．い

くつかの成果はすでに IAF（国際宇宙航行連盟）等の学会で発表しているが，今後さらに詳細な研究を行いたいと

考えている．

　宇宙と教育に関する研究

   教　授 的川泰宣 助　手 竹前俊昭

　学校教育・家庭教育の問題点が「理科離れ」との関連で数々指摘される中で，社会教育的な視点からそれらを補

う必要が叫ばれている．特に児童にあっては，宇宙活動およびその成果についての憧れや夢が強く，その傾向は世

界的なものと言ってよい．そのような状況を反映して，IAF（国際宇宙航行連盟）等の国際学会にも“Space 

Education”なるセッションが設けられ活況を呈している．日本の宇宙をテーマにした一般・児童への教育活動に

ついて，実践的・理論的アプローチをすべき時期である．日本ではまだ日の浅い分野だが，速やかに育てる必要を

感じつつ着手したばかりである．


