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行う．そこで，このような推力が実施されている期間，航法精度を劣化させないようかつ推進による制御量の推定

を行うための基礎解析を実施した．これを実現すべく解析を踏まえながら新航法システムの基礎開発・研究を行っ

ている．

　Real Time　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

　将来の惑星探査機における航法即ち，軌道推定であるが，誘導等イベントを実施する際，直前の正確な軌道推定

が要求される．具体的には，打ち上げを近い将来予定している LUNAR-A が挙げられる．LUNAR-A では月周回軌

道に探査機を投入後，2 機のペネトレータを母船から月表面に向け離脱し投入させる．この際，離脱直前の正確な

軌道推定を実施する必要がある．逐次型の推定理論の基礎を中心に軌道推定に適用し，精度の良い推定システムの

研究を行っている．この研究は他のミッションでも軌道制御時等で逐次な推定を行う航法としての応用研究として

検討を進めている．

　測距・距離変化率計測装置シュミレータの研究開発

 助教授 加藤隆二 助教授 吉川　真 技　官 市川　勉

　惑星探査機における軌道決定（電波航法）で用いる局からの観測データ，即ちレンジ（測距），レンジレート ( 距

離変化率）について電波航法の観点から特性を解析・評価するために計測システムのシュミレーションを実施する

ソフトウエアの研究開発を行っている．主に臼田局で取得される現状の観測データには，様々な誤差要因が考えら

れそれを究明することを第一目的とし，将来の計測装置の開発に向け反映できるようこのシュミレータで電波航法

の解析・評価を行い，航法の高精度化を計る基礎研究を行っている．

ｎ．宇宙基地利用研究センター

　電磁力を利用した半導体結晶成長に関する研究

 助教授 稲富裕光 教　授 栗林一彦 共同研究学生 加藤綾子

　微小重力環境を模擬する目的で，超伝導マグネットを用いた静磁場において半導体結晶成長を行い，液相内の熱

物質輸送過程を能動的に制御する方法の確立を試みている．

　微小重力環境におけるファセット的凝固過程に関する研究

   助教授 稲富裕光 教　授 栗林一彦

　半導体，酸化物超伝導体に代表されるファセット的結晶面を有する物質の凝固過程は，金属の場合に比べ不明な

点が多く，液相中の流れが抑制された場での解析が望まれている．そこで，地上重力及び微小重力環境での融液か

らの凝固過程をその場観察を中心とした実験により解析，検討している．具体的には，モデル物質として透明有機

物質を用い，凝固挙動と溶液中の流れ及び温度・濃度勾配との関係を干渉顕微鏡により調べている．

　半導体結晶の溶液成長過程の研究

 助教授 稲富裕光 教　授 栗林一彦 大学院学生 堀内健后

　赤外線顕微鏡干渉計により半導体結晶の溶液成長過程をその場観察し，成長時の結晶表面の形態変化に及ぼす成

長条件及び重力の影響を調べている．

　高重力環境での材料プロセシング

   助教授 稲富裕光 教　授 栗林一彦

　材料プロセスにおいて重力が熱物質輸送現象に与える影響を実験的に調べる為に，材料実験用遠心機を用いて重
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力加速をパラメータとした凝固・結晶成長過程の可視化実験を行っている．

　動物の発生・形態形成と重力とのかかわりに関する研究

 助教授 黒谷明美 目白大・人文科学 能村堆子 お茶の水女子大・理 清本正人

　動物の発生および形態形成のメカニズムに重力がどのような役割を果たしているのかについて研究を行っている．

とくに，細胞内・細胞間での情報の伝達および統合などに深くかかわっていると考えられる細胞骨格の動態と重力

の関係に着目した研究を行っている．

　海産動物の産卵条件の調査

   助教授 黒谷明美 お茶の水女子大・理 清本正人

　発生および形態形成研究のための海産の生物試料について，実験室での周年の採卵・採精を可能とするために，

その産卵シーズンを決定する要因の調査を行っている．

　微小重力下での動物の挙動に関する研究

      助教授 黒谷明美

　両生類・魚類などのセキツイ動物や，昆虫などの無セキツイ動物などを用い，微小重力下での挙動と IG 下での

生活パターンとの関係を調べる研究を行っている．

ｏ．次世代探査機研究センター

　熱流体工学の宇宙潜熱制御法への応用に関する研究

   助　手 小川博之 教　授 小林康徳

　新たな伝熱素子の開発に向けて，細管（内径 mm あるいはそれ以下）群内の二相流れの基礎的実験を行った．こ

の種の細管群の良好な伝熱特性は近年注目を集めているが，現象のメカニズムは未だ十分に理解されていない．内

部流れの変動，非一様伝熱特性の観察を続けている．また，毛細管現象を利用した熱駆動力で稼動する小型熱エン

ジン（Micro-Capillary Heat Engine）の開発に着手した．これは機械的な駆動部を持たない外熱型の熱エンジンで，形

状寸法に柔軟性があり，小型の宇宙推進器としても期待できる．

　蒸気凝縮過程に関する研究

   助　手 小川博之 教　授　 小林康徳

　宇宙空間での管内二相流に関連して，衝撃波管による非平衡蒸気凝縮に関する実験を行い，並行してそのメカニ

ズムの解析モデルを検討してきたが，衝撃波波頭背後で蒸気凝縮の可能性を示す基本的な熱力学モデルを作り，蒸

気媒体の衝撃波実験結果の説明に役立てることができた．今後は衝撃波背後の蒸気凝縮メカニズムについてより詳

細な解析を進める．

　探査機等の熱設計

 助　手 大西　晃 助　手 小川博之 教　授 小林康徳

　ASTRO-E,  ASTRO-F,  MUSES-C,  DASH,  SOLAR-B など，開発中の探査機熱設計の評価を行うとともに，回収

カプセル系統のアブレータ設計や INDEX の熱設計などに係わっている．
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　高速気流装置のシステム改善

 助　手 平木講儒 技術支援推進員 佐藤　清 技　官 谷勝達哉

   技　官 本郷素行 教　授 小林康徳

　高速気流装置（遷音速，超音速風洞）のデータ処理系のシステム改善と機能 ･ 性能向上のために，ハードウェア

／ソフトウェアの検討を行った後，改善作業を行った．これにより，10 年前のデータ処理システムが一新され，

データ処理能力と速さが向上したとともに，利用者の便宜も改善された．

　ペロブスカイト型Mn酸化物の熱放射特性に関する研究

 助　手 大西　晃 技　官 太刀川純孝 共同研究学生 島崎一紀

     教　授 廣澤春任

　強磁性材料ペロブスカイト構造 Mn 酸化物を用いた新しい方式の放射率可変型ラジエータを開発している．ペロ

ブスカイト型 Mn 酸化物 La1-xSrxMnO3（0=x=0.4）について，Sr
2＋

のドープ量を変化させて全半球放射率εH の温

度依存性を測定した．存在比 x=0.173 ～ 0.2 の試料では，金属－絶縁体転移があり，転移点 TC 以上で，絶縁体的挙

動により高εH になり，TC 以下で，金属的挙動によりεH は急激に小さくなる．εH の最大変化量は 0.43 に達した．

また，分光反射率を，室温において 0.25 ～ 100 μm の波長範囲で測定し，Kramers-Kronig（K-K）解析法より光学

定数を算出，その標準偏差は分散解析法と比較して± 0.16 以内であった．分光反射率，屈折率 n 及び消衰係数 k は

Sr2＋のドープ量により顕著に変り，x<0.2 の試料は光学フォノンによる典型的な絶縁体特性を示し，x>0.2 では金属

的な波長依存性を示した．

　高熱伝導性グラファイトシートの熱特性に関する研究

 助　手 大西　晃 共同研究学生 長野方星 教　授 廣澤春任

　ラジエータの軽量化を目指し，高熱伝導性グラファイトシートによるラジエータを開発している．レーザ加熱式

ac カロリメトリ法により，材料の面内方向および厚み方向の温度伝導率を，温度範囲 30 ～ 350K で測定した．薄膜

で異方性の大きい材料の温度伝導率を測るために，異方性および温度波の反射を考慮したモデルを作り，面内方向

と厚み方向の温度伝導率を同時に求める方法を考案した．また，比熱および全半球放射率を熱量法を用いて温度範

囲 173 ～ 373 K で測定した．熱容量の小さい材料の比熱測定であるため，非定常法を用いて試料の温度- 時間特性

についてカーブフィッティングを行い，比熱と全半球放射率を同時に算出する方法を考案した．これらから，グラ

ファイトシートの面内方向の熱伝導率は厚み方向に対して 25 倍以上，100K 以上の温度域では銅と同等，もしくは

それ以上であることを明らかにした．また，比熱は他のグラファイト系材料とほぼ同じ傾向を示すことが分かった．

　飛翔体テレビ伝送装置の開発

 助　手 大西　晃 助教授 山本善一 教　授 廣澤春任

　ロケットの飛翔保安等への活用のため，ロケットのエンジンの燃焼，各段の分離状況等を地上に伝送するための

ロケット搭載用テレビ伝送システムの開発を行ってきている．今年度は，幾つかの画像情報を同時に伝送すること

を目指して，４画面ユニットとレンズ部，制御部が一体化された小型カメラを改良し，M-V-4 号機に搭載した．そ

の結果，各段モータ燃焼，分離や飛翔中のノーズフェアリング内の衛星の様子等の画像を伝送し，ロケット飛翔時

の動態をより詳細に解明することができた．

　

　ロケットプルームによる電波干渉に関する研究

 教　授 安部隆士 助　手 船木一幸 助　手 藤田和央

     助　手 小川博之

　ロケットプルームによる電波干渉の物理現象の解明と，　それを精度良く予測する為の研究を行なっている．　これ

までに，　ノズル出口の電子数密度を数値的に予測し，　(1) プルーム中微粒子の効果は小さい，　 (2) 減衰よりも屈折の

効果が重要であることが判明した．　
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　小型衛星の熱設計

 助　手 小川博之 助　手 大西　晃 教　授 齋藤宏文

     技　官 太刀川純孝

　小型衛星では，　温度範囲の異なる機器や高発熱機器，　低温機器を小さい構体の中に収めなければならない．　小型

衛星の熱設計手法の研究を行なっている．　

　小型衛星の初期補足制御の研究

   教　授 齋藤宏文 助　手 小川博之

　ピギーバック衛星は，　未知の初期姿勢と運動状態でロケットから分離される．　分離後定常状態になるまでの制御

の研究を行なっている．　

　垂直離着陸型飛翔体の低速空気力学特性の数値予測

 助教授 稲谷芳文 助　手 小川博之 助　手 平木講儒

　垂直離着陸型飛翔体の低速空気力学特性を数値流体力学的手法で予測し，　離着陸時に望ましい空気力学的特性が

得られるエアロシェル形状の研究を行なっている．　

　固体燃料ロケット燃焼室内流れの研究

    　 助　手 小川博之

　固体燃料ロケット燃焼室内流れの２相流解析を行なっている．　燃焼室内アルミ・アルミナ粒子飛翔軌跡，　ノズル

スロートへの空気力学的加熱率および粒子衝突による加熱率，　粒子径変化を種々の燃焼室形状について解析した．　

　極超音速流中衝撃波の干渉に関する研究

   助教授 稲谷芳文 助　手 小川博之

　極超音速の熱的・化学的非平衡流れ中の衝撃波干渉について，　数値的研究を行なっている．　極超音速実験設備で

生成される流れにおける衝撃波干渉と，　実フライトで見られる衝撃波干渉の熱的・化学的相違について詳細に調べ

た．　

　惑星搭載型蛍光Ｘ線分光計の開発

 教　授 加藤　學 助　手 岡田達明 特別共同利用研究員 白井　慶

 大学院学生 山本幸生 共同研究学生 松田智規 教　授 藤村彰夫

 教　授 水谷　仁 客員教授 常深　博 大阪大・理 北本俊二

　太陽Ｘ線は惑星表面の元素を励起し，　固有の二次（蛍光）Ｘ線を宇宙空間に放出している．　そのＸ線のエネルギー

と強度を測定すれば，　固体惑星表面の構成元素及び，　存在度が明らかになる．　Ｘ線検出器として次世代のセンサー，　

CCD を用いた分光計の開発が進行中である．　この分光計は，　MUSES-C, SELENE 計画の衛星に搭載され，　リモート

センシングによって小惑星，　月の表面の元素分布の測定に用いられる予定である．　

　氷の衝突破壊過程及び ,　氷衛星進化の研究

 教　授 加藤　學 助　手 飯島祐一 特別共同利用研究員 白井　慶

     北大・低温研 荒川政彦

　太陽系初期，固体物質の成長期では衝突現象が支配的であった．　しかし，　衝突破壊現象は理論的な考察のみで研究

が進められる程，　現象そのものが明らかになっていない．　実証的に衝突破壊過程を明らかにするため内部が透明で

破壊現象の進行過程を観察できる氷を用いて衝突破壊現象の研究を行っている．　
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　岩石中を伝わる衝撃波の拳動について実験研究

 教　授 加藤　學 名大・理 渡邊誠一郎 特別研究員 中澤　暁

　衝突による破壊の規模を決定するものは衝突の初期発生圧力，衝撃波の伝搬様式，衝撃圧の減衰である．岩石試

料中に圧力ゲージを埋め込み，衝撃圧を測定し，上記のパラメータと破壊規模，様式を明らかにした．

　ノンウォータアイスの流動特性の研究

 教　授 加藤　學 特別研究員 山下靖幸 特別共同利用研究員 藤波慎司

　外惑星系衛星の主要構成物質は，水氷とメタンや窒素の氷である．これらノンウォータアイス存在が知られてい

るものの，不明の物性が多く，特に氷衛星表面を特徴付ける破壊や流動現象についてはほとんど解明されていない．

極低温下でこれら物質の流動特性を測定した結果，極めて柔らかい，流動しやすい物質であることが判明した．氷

衛星の物資構成に大きな制約を与えることができた．

　FPGAを用いた地上支援装置の開発

     助　手 和田武彦

　人工衛星／ロケットを用いた天文観測では，検出器の多画素化／高性能化により，高速データを処理できる地上

支援装置が必要となっている．また，検出器の性能向上のテンポが早いため，機器開発を短期間で行なうことが，

世界に先駆けた観測につながる．本研究では，FPGA(Field Programable Gate Array) を用いて，将来のさまざまな

ミッションに対応可能な地上支援装置を開発する．１９９９年度（平成 11 年度）には，FPGA 開発ツールを導入し，

ASTRO-F 搭載機器のための地上支援装置 ( 疑似データ発生器 ) を開発した．

　交通システム工学分野の研究

     客員教授 曽根　悟

　東京大学大学院工学系研究科において，主として交通システム工学分野の研究を行った．　研究内容は，列車群

計画と制御，電気車の純電気ブレーキ化，公共交通利用支援システム，車輪・レール系知能化の一環としての車上

分岐システム，鉛直輸送システム用リニアモータとその制御等の分野であり，それぞれの概要を以下に記す．

　列車群計画と制御は，筆者の東京大学におけるライフワーク的な研究であり，本年度は総まとめの意味も込めて，

やや大きな論文にとりまとめた．

　電気車の純電気ブレーキ化は，すでに一部で実用化の段階に入っているが，本格的な適用として，その効果が発

揮できる停止制御の自動化の検討を進めた．

　公共交通利用支援システムに関しては，文部省科学研究費補助金を受けた「データキャリアを利用した公共交通

システムの改善」を完成させた．

　車上分岐システムは，運輸施設整備事業団の補助研究として，東京大学生産技術研究所，運輸省交通安全公害研

究所，住友金属工業⑭と共同研究として実施し，報告書を完成させて終了した．

　鉛直輸送用のリニアモータとその応用については，単独でゼロパワー浮上が可能な永久磁石式４極浮上子を完成

した．


