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ｋ．鹿児島宇宙空間観測所　

　ロケット燃焼炎による電波減衰に関する研究

 教　授 廣澤春任 助教授 山本善一 助教授 市川　満

 技　官 河端正彦 技　官 加藤輝雄 技　官 鎌田幸男

     技　官 大島　勉

　ロケット動力飛行中，噴煙を通して電波が伝播する場合，噴煙中のプラズマの影響により，ロケットの無線回線

に損失を伴う問題がある．本研究では，噴煙による多重伝播特性，噴煙の不規則な変動による位相のシンチレーショ

ン等，噴煙が無線回線に及ぼす影響について伝播路の近似モデルの数値解析を行い，M-V 型ロケットの飛翔中の無

線回線結果との比較検討を行っている．

ｌ．宇宙科学企画情報解析センター
　

　科学衛星「あすか」の運用と宇宙X線の観測

 教　授 長瀬文昭 NASA・ゴダード宇宙飛行センター Paul Hilton 受託研究員 山下朗子

     　　　　　「あすか」チーム

　「あすか」は 1993 年２月に打ち上げられた我が国第４番目のＸ線天文衛星である．この衛星は４台のＸ線望遠鏡

（XRT）で構成され，焦点面検出器として２台のＸ線 CCD カメラ（SIS）及び２台の位置検出型蛍光比例計数管

（GIS）を備えており，0.5-10 keV のエネルギー領域に渡り優れた検出感度を有する．この衛星の，観測公募，観測

運用計画立案，追跡運用の総括，観測データの編集，観測記録の整理，初期解析を担当し，宇宙圏研究班，「あす

か」チームのメンバーと共にその実施に当っている．１９９９年度（平成 1１年度）現在，第７期公募観測を終了し，

第８期公募観測を継続中である．

　「あすか」データを用いたＸ線天体の研究

  教　授 長瀬文昭 受託研究員 山下朗子 外国人特別研究員 Biswajit Paul

 外国人特別研究員 Michael D. Audley 大学院学生 小澤秀樹 大学院学生 遠藤貴雄

   大学院学生 川崎正寛 共同研究学生 浅井和美

　「あすか」チームメンバーと協力して，Ｘ線天文衛星「あすか」の観測データの解析を行い，その搭載計器の性

能評価をすると共に，原始星 , Ｘ線パルサー，低質量Ｘ線連星，ブラックホール候補天体，ミリ秒連星パルサー，

超新星残骸 , 活動的銀河核等からのＸ線放射の研究を行っている．１９９９年度（平成１１年度）は特に（１）ペルセウ

ス座 , オリオン座注の分子雲中の原始星 ,  （２）Her X-1, 4U1538-52, OAO1657-415 など星食型 X 線連性パルサー , （３） 

Magnetar と呼ばれる超強磁場 X 線パルサー , （４）小マゼラン雲内の X 線パルサー , （５）電波銀河からの X 線放

射等の研究で成果があった . 

　科学衛星運用システムのAI 化

 助教授 橋本正之 技　官 長木明成 助教授 早川　基

   教　授 中谷一郎 教　授 向井利典

　科学衛星の運用システムにおいて，　AI の技術を取り入れ，　次のような効果を得ることを目指して研究を進めてい

る．

　・危険なコマンドの自律的なチェック

　・運用計画の自動的立案

　・シミュレーションによる運用シーケンスの事前チェック
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　・エキスパートシステムによる故障診断

現在までに GEOTAIL 対応システムの開発を終了し，　日常の運用に適用している．　また，　GEOTAIL 対応システム

の経験から得た知見をもとに大幅に改善した火星探査機 PLANET-B 用システムを開発し，　こちらも既に定常運用

に使われている．現在このシステムのさらなる知識ベースの洗練に努力している． 

　宇宙空間でのプラズマ加熱加速の研究

 客員教授 星野真弘 助　手 篠原　育  教　授 向井利典

　宇宙空間での高エネルギープラズマ粒子形成とそのダイナミックスについて研究を行っている．　　特に，　地球磁気

圏で直接観測ができる磁気リコネクションや無衝突衝撃波のプラズマ物性を，　GEOTAIL や大規模数値シミュレー

ションをもちいて総合的に解析し，　粒子加速加熱における素過程とそれを支配する大規模構造の関連について研究

を進めている．　

　宇宙プラズマ中の低域混成ドリフト不安定性による電子加熱過程の研究

   助　手 篠原　育 客員教授 星野真弘

　宇宙空間において２つの異なるプラズマの接する境界領域付近では広く一般的にドリフト波が存在することが最

近の人工衛星観測等によって明らかになってきた．　ドリフト波とプラズマが相互作用することによって異なる領域

のプラズマ間で磁場の散逸，　プラズマの加熱／加速が起こることが予想されている．　こうしたドリフト波にまつわ

るプラズマの加熱／加速過程，　磁場の拡散過程の素物理過程を明らかにするために，� コンピューターシミュレー

ションの手法を用いた理論的なアプローチ，　� GEOTAIL の電子分布関数データや電磁波動データを用いて観測的

検証，　#直接測定することのできないプラズマの異常輸送パラメータの推定，　等を行っている．　

　磁気リコネクションにおける電子－イオンスケールカップリングの研究

 助　手 篠原　育 客員教授 星野真弘 大学院学生 松野陽一

　磁気リコネクションは宇宙プラズマでの重要なプラズマ加熱加速過程であるが，　その詳細な物理機構は未だに解

明されていない．　それは，　無衝突プラズマにおける散逸スケール（電子のスケール）と大規模構造（イオンのスケー

ル以上）の間に大きな隔たりがあるということが大きな理由であるが，　これらは本質的に独立には取り扱えない．　電

子とイオンのダイナミクスをカップリングさせる物理機構の存在に着目し，　プラズマの粒子シミュレーションを

使って磁気リコネクションにおける散逸の素過程に関する研究を進めている．　

　衛星観測及び数値実験による地球磁気圏起源電波の研究 

 助　手 笠羽康正 客員教授 松本　紘 教　授 向井利典

　地球磁気圏は，　いくつかの領域において特徴的な電波を放射している．　本年は，　この中でも太陽電波バーストと

同様の機構で生成される電子フォアショック起源の 2fp 電波波動について，　GEOTAIL による波動・粒子観測と電

磁粒子コードによる数値実験を用いて研究を行い，　電波源の空間構造や微視的素過程を明らかにした．

　サイエンス・データベースの運用および開発

 助　手 三浦　昭 助　手 篠原　育 助　手 松崎恵一

 助　手 笠羽康正 受託研究員 山下朗子 受託研究員 渡辺　大

 教　授 向井利典 教　授 長瀬文昭 客員教授 星野真弘

　PLAIN センターでは，　宇宙科学研究所の科学衛星の観測データを広く国内外の研究者に一般公開し，　そのデータ

解析研究を推進している．　このサイエンスデータベースは愛称 DARTS と呼ばれており，　データを公開するだけで

なくその解析研究に必要なソフトウェアーや計算機資源なども提供している．　１９９７年（平成９年）より X 線天文衛

星「あすか」および太陽観測衛星「ようこう」のデータベースを公開していたが，　１９９８年度（平成 10 年度）より磁

気圏観測衛星GEOTAILのデータの公開も開始された．　１９９９年度（平成１１年度）には一部科学技術振興事業団（JST）
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の支援（別項参照）で開始した多波長同時可視化ソフトウェアーの一般公開を開始した．　また今年度は従来のテレ

メトリファイルのダウンロード，　解析環境の提供などのサービス提供に加え，　計算機の置き換えに伴い，　 データ

ベース，　記憶媒体の移行を行った．　解析ソフトに関しても，　随時，　最新のものへ更新をおこない，　また解析環境を駆

使することなく，　WEB上で手軽にデータを表示するシステムの構築をはじめた．　「ようこう」データベースに関して

は 1 日 1 枚の太陽全面軟 X 線画像を１か月分（～太陽の自転周期）カレンダの形式に並べて表示するシステムを構

築した．　オーロラ観測衛星「あけぼの」のデータ公開の準備も１９９９年度（平成 11 年度）より進めている．　DARTS

のデータ利用および解析は，ホームページ http://www.darts.isas.ac.jp/ よりネットワークを通して行うことができ

る．　

　宇宙科学データ解析研究のためのバーチャル・センターの構築

 教　授 長瀬文昭 助　手 三浦　昭 助　手 篠原　育

 助　手 松崎恵一 助　手 笠羽康正 受託研究員 山下朗子

 受託研究員 渡辺　大 客員教授 星野真弘 教　授 向井利典

　科学衛星プロジェクトに基ずく観測データを上記サイエンスデータベース DARTSシステムを介して国内外研究

者への一般公開を一層促進しているところである．　その効率を挙げるため１９９８年度（平成１０年度）より，　科学技術

振興事業団（JST）の計算科学技術活用型特定研究開発推進事業に上記課題で参加し，　依託研究員の派遣を含めて

その支援を受けている．　この事業は宇宙研を中心として科学衛星プロジェクトに関係している東大，　京大，　名大，　東

工大，　国立天文台，　理化学研究所等全国の大学・研究所の共同で進められている．　１９９９年度（平成１１年度）には，　

 （１）多波長観測データ可視化システムの開発と一般公開（国立天文台と共同），　（２）GEOTAIL・プラズマ分布関

数およびプラズマ波動の可視化ソフト開発（東大 , 京大と共同），　（３）GEOTAIL の磁場データアーカイブ化とその

公開開始（東工大と共同），　（４）赤外線天体カタログデータベース構築システムの製作の開始（名大と共同）など , 

本格的な開発研究が進展し，　その成果として一部のアーカイブデータや解析ソフトシステムの公開を始めることが

できた．　１９９９年度（平成１１年度）には上記各項目の他に，　（５）外国のデータセンターのアーカイブデータのミラー

サイトの構築を計画し，　その調査と受け入れシステム開発準備を開始した．　またこれまで DARTS システムで公開

を始めている「あすか」，　GEOTAIL，　「ようこう」のアーカイブデータに加え，　新たに（６）宇宙研の以前の衛星観測

資源である「あけぼの」，　「ぎんが」のアーカイブデータの作成を始めた．　

　多波長天文画像データ検索閲覧システムの開発

 受託研究員  渡辺　大 助　手 三浦　昭 受託研究員 山下朗子

     教　授 長瀬文昭

　この開発は上記 JST プロジェクトの一環でもあるが，　従来より PLAIN センターと国立天文台天文学データ解析

計算センター ( 以下 ADAC) との共同開発研究として進められている．　PLAIN センターはこれまで X 線天文衛星 

「あすか」のアーカイブ画像データを Web 上で公開しており (www.darts.isas.ac.jp)，　一方で 「あすか」は，　可視光

/遠赤外線/電波でのサーベイ画像データを同じく Web 上で公開してきている (dss.mtk.nao.ac.jp)．　本プロジェクト

の目的は，　ユーザの要求に応じて，　このように別個に公開されている天文画像の WWW サーバから同一視野の画像

を取得し，　それらを重ね合わせて表示する，　という機能をもつ WWW サーバを開発することである．　このサーバは，

　これと類似の機能を持つアメリカ NASA の SkyView やフランス CDS の Aladin と比べて，　サーベイ画像のみでは

なく，　「あすか」 の観測データという「ポインティング観測」画像をも対象にしている，　という点でユニークな特長

をこのサーバは，　「多波長天文データ検索閲覧システム (Multi-wavelength Astronomical Image Server ON-line; 

'MAISON' と略称 )」と命名され，　1999 年 10 月 1 日に公開されている．　URL は maison.isas.ac.jp である．　
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　衛星運用工学データベース（EDISON）

 助教授 橋本正之 技　官 長木明成 助　手 三浦　昭

 助　手 大西　晃 技　官 周東晃四郎 技　官 加藤輝雄

   教　授 向井利典 教　授 長瀬文昭

　宇宙科学研究所が打ち上げる衛星や探査機の円滑な運用を支援すること目的とした，主に工学的なデータベース

の構築に着手している．日々の運用や運用後のデータ解析に有益な広範囲の情報にそれらを必要とする関係者が容

易にアクセスできるシステム構築を目指している．データ内容としては電圧，電流，温度，圧力，姿勢等の衛星自

身のデータを始め受信レベル等の地上局情報や，軌道情報，天候，日々の運用上の特記事項，さらに将来は放射線

情報なども含めていくつもりである．「のぞみ」を対象としたシステムは既に稼働中で，今後順次提供範囲を広げ

ていく計画である．またこのような総合的なデータシステムの有効な利用方法についても検討を進めていく予定で

ある．

　ネットワークの管理・運営

 助　手 三浦　昭 技　官 長木明成 助　手 笠羽康正

   客員教授 星野真弘 客員助教授 松方　純

　ネットワークの管理・運営は，計算機運営委員会のもとで実作業を担っている．現在のネットワーク基盤は：

・相模原地区では，超高速の ATM ネットワークシステムと，センター計算機システムから伸びるギガビットネッ

トワークシステムとを基幹としている．各々，支線 LAN としてファーストイーサネットと，イーサネットお

よび研究用 FDDI が各研究室等迄至っている．

・附属施設の LAN は，専用デジタル回線もしくは公衆デジタル回線で相模原地区と接続されている．

・学術情報ネットワーク（SINET）との間は相模原地区は直接 SINET ノートと接続され，KSC は高速デジタル

専用線を介して鹿児島大学経由で接続されており，国内外の大学・研究機関等との通信が可能となっている．

NTC は ISP（インターネット・サービス・プロバイダ）経由で SINET に接続されている .

・衛星運用用 LAN を汎用 LAN と接続する際は，要求されるセキュリティレベル等に応じた防火壁が設けられる．

汎用 LAN にはインターネットのサービス（WWW やニュース，電子メール，ネームサービス等）を提供して

いる．

・相模原汎用 LAN と学術情報ネットワーク（SINET) との間に防火壁（Firewall）を導入し，所内外の通信を一

定限度制約し，ネットワークセキュリティの向上をはかった．

m．臼田宇宙空間観測所

　深宇宙追跡管制システムの研究

 助教授 加藤隆二 助教授 吉川　真 技　官 市川　勉

 　臼田 64m φのアンテナを用い GEOTAIL 及び「のぞみ」の追跡を引き続き行っている．「のぞみ」については

JPL で DSN 局を用い追跡，軌道決定を実施し精度評価を共同で求める研究を行っている．更に，将来の惑星探査

機（LUNAR-A，MUSES-C 等）の追跡管制を行う新システム設計が行われており，軌道決定を行うためのレンジ

（測距），レンジレート（距離変化率）の良質なデータの取得システム及び追跡データの配信を信頼性も含めこの

システム設計に反映させる検討を行い，「のぞみ」の追跡管制に関する実データによる実験的研究を遂行するとと

もに，将来の運用に貢献するための基礎研究を行っている．

　地球周回衛星の航法システムの研究

 助教授 加藤隆二 助教授 吉川　真 技　官 市川　勉

　1997 年 2 月に打ち上げられた「はるか」は，遠地点約 21000km，近地点 560km の楕円軌道で地球をほぼ 6.3 時


