
情報を含んでいることが明らかになった．しかし，このような観測データには，黄道光（太陽系の惑星間ダストに

よる太陽散乱光）が前景成分として大きく寄与しており，その差し引き精度が宇宙背景放射の測定精度を決定して

いる．そこで，我々は次期工学試験衛星の侯補であるソーラーセイルに理学観測機器として赤外分光測光器を搭載

し，惑星間ダスト密度が充分低い小惑星帯以遠にて宇宙背景放射を観測することを提案した．２００４年度は，本観測

計画と「ASTRO−F」や CIBERロケットで取得されるデータを相補的に扱うことにより総合的に赤外線宇宙背景放

射を研究する方法についての検討を進めた．

ｃ．宇宙プラズマ研究系

Ⅱ−2−c−1

「あけぼの」（EXOS−D）によるオーロラ粒子観測

教 授 向井利典 神戸大 賀谷信幸 国立極地研究所 江尻全機

京大・理 町田 忍 情報通信研究機構 佐川永一 国立極地研究所 山岸久雄

情報通信研究機構 小原隆博 情報通信研究機構 三宅 亙 国立極地研究所 宮岡 宏

助教授 齋藤義文 客員助教授 平原聖文

１９８９年（平成元年）２月２２日に打ち上げられた「あけぼの」には，オーロラ粒子の加速機構の解明を主たる目的

とした低エネルギー粒子観測器（LEP）が搭載されている．LEPの主要機能は，電子（１０eV～１６keV）及びイオン

（１３eV／e～２０keV／e）のエネルギー・ピッチ角分布を測定し，イオンについてはその質量分析を行うことである．

また，波動，粒子相互作用の研究の為，粒子フラックスの HF及び VLF帯における変動スペクトルの計測も行う．

現在まで，観測器の機能は全て順調で磁気圏物理に関する幾つかの新しい知見が得られているが，なかでもカスプ

の粒子降下現象に関する物理機構，電離層起源のイオン加速機構，極冠域の粒子降下と磁気圏構造，沿磁力線電流

の坦体荷電粒子の同定について大変興味ある結果が得られている．

Ⅱ−2−c−2

「GEOTAIL」による磁気圏プラズマの観測

教 授 向井利典 教 授 前澤 洌 助教授 齋藤義文

客員助教授 平原聖文 京大・理 町田 忍 客員教授 星野真弘

東大・理 寺沢敏夫

「GEOTAIL」に搭載されている低エネルギー粒子観測装置（LEP）は，初期観測で素晴らしい結果を見せた直

後に電子回路の一部がラッチアップするという不慮の事故のために観測不能の状態が続いていたが，１９９３年（平成

５年）９月１日に行われた特殊オペレーションによって回復し，９月中旬から観測を再開した．その後，磁気圏尾

部及びその境界面，磁気圏前面の境界層，衝撃波，磁気シース領域，上流の太陽風におけるプラズマ観測から多く

の新しい現象が発見され，同衛星に搭載されている他の観測装置をはじめ，他衛星／地上観測との同時観測による

共同研究が行われている．所内教官が中心になって行った研究概要は他項にも述べられているが，その他に特記す

べき研究項目を挙げると，例えばプラズマシート境界層近傍のプラズマ波動現象，昼間側の低緯度境界層，磁気圏

境界面における磁力線再結合過程，上流の湾型衝撃波，等の研究が本プラズマ観測データを用いて行われている．

Ⅱ−2−c−3

固体検出器による１－１００keV電子計測技術の研究

大学院学生 小笠原桂一 助教授 齋藤義文 助 手 高島 健

教 授 向井利典 助 手 淺村和史

本研究では APD（Avalanche Photodiode）という半導体素子を用いて，今日まで検出素子の技術上の問題から正

確な観測が困難だった１－１００keVの中エネルギー電子をターゲットにした新型電子センサー開発を目指してい
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る．これまで宇宙空間において数十 keVまでの低エネルギーの電子は，エネルギー分析部の静電分析器と検出部

の二次電子増倍管（MCP，CEM等）を組み合わせた測定系で計測してきたが，検出部において数 keV以上の電子

に対し，検出効率の低下と，検出効率の決定が困難であるという課題があった．また数十 keV以上の電子に関し

ては SSD（半導体検出器）が使われてきたが，ノイズの問題から高分解能の観測が困難であった．中エネルギー

領域の電子は，文字通り熱的電子と非熱的電子の中間的な存在であり，磁気圏物理において本質的な課題である加

速・加熱過程や，そもそも観測データの少ない地球近傍の内部磁気圏を解明する上で重要な意味をもっている．

従ってこの中エネルギー電子の精確な計測技術は，これまでの観測を確かなものにするためにも，また新しい物理

現象を見出し得るという意味においても，次世代の高精度プラズマ計測技術の基盤を築く上での一つの鍵となる．

APDは光検出に用いられる素子で，内部利得により高 S／N観測が可能である．これまで我々が行ってきた基礎実

験の結果，APD素子は単体で電子のエネルギーを分解することができ，高い検出効率で中エネルギー電子を測定

可能であることがわかった．今後は宇宙空間への応用を考慮に入れた実験を行っていく．

Ⅱ−2−c−4

半導体検出器を用いた S−３１０−３５号機搭載用オーロラ電子計測器

大学院学生 小笠原桂一 助教授 齋藤義文 助 手 高島 健

教 授 向井利典 助 手 淺村和史

次世代中エネルギー電子検出技術の鍵として注目される，APD（Avalanche Photodiode）素子を検出部に用いた

オーロラ電子計測器を製作，較正し，宇宙科学研究本部の観測ロケット S−３１０−３５号機に搭載した．S−３１０−３５号機

は２００４年の１２月１３日にノルウェーのアンドーヤロケット試験場より打ち上げられた．オーロラ電子計測器および計

測用エレクトロニクスは正常に動作して，最も身近な中エネルギー電子の一つであるオーロラ降込み電子を，３−

５０keVのエネルギー領域にわたって計測することに成功した．

Ⅱ−2−c−5

地球近傍プラズマシート中の物質およびエネルギー輸送

教 授 前澤 洌 教 授 向井利典

情報通信研究機構 堀 智昭 助教授 齋藤義文

磁気圏尾部プラズマシートは，サブストーム時に大量のエネルギーが放出されるところであり，またオーロラ粒

子の粒子源として重要である．しかしながら太陽風から具体的にどのような道筋でエネルギーや粒子が流入し，ま

たそのうちどの部分が再び他の領域に放出されるのか明確になっていない．我々は，「GEOTAIL」によって観測さ

れたプラズマシートプラズマの速度，密度，温度，電磁エネルギー束（ポインティングフラックス）のデータから，

平均的な質量，運動エネルギー，熱エネルギー，磁場エネルギーの輸送量の空間マップを作成することにより，定

量的にそれぞれの輸送量と輸送経路を見積っている．質量輸送で重要なのは，遠方テイルで流入したプラズマの地

球向き輸送であり，エネルギー輸送で重要な役割を果たしているのは，高緯度テイル（テイルローブ）からの電磁

エネルギー束である．ひきつづきサブストーム時と非サブストーム時に分けた統計を行ない，全体像の把握を目指

している．

Ⅱ−2−c−6

地球プラズマシートに出現する高エネルギー粒子とサブストーム・ストームの関連

教 授 前澤 洌 教 授 向井利典

情報通信研究機構 堀 智昭 助教授 齋藤義文

地球プラズマシート中で高エネルギー粒子束が急激に増大するイベントがしばしばあることが知られている．

我々は「GEOTAIL」の観測によって，このようなイベントがエネルギー分散を伴って出現する例と，伴わない例

の２つに分類できることを見出した．エネルギー分散を伴う例は，粒子が加速された領域が衛星から遠いために，

観測地点まで粒子がドリフトしてくる時間にエネルギー依存性が生じたためと解釈できる．このような観点から，
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「GEOTAIL」で観測された粒子イベントの出現位置，出現時刻，エネルギー分散を統計的に調べ，非常に首尾一

貫した描像を得た．またストーム（磁気嵐）中のイベントについて「GEOTAIL」で観測された電場データを調べ，

今まで考えられていたより電場が小さく，磁気嵐時の粒子流入メカニズムを再考する必要があることを示した．

Ⅱ−2−c−7

次期磁気圏衛星「SCOPEミッション」の検討

教 授 前澤 洌 助教授 齋藤義文 助教授 笠羽康正

教 授 向井利典 助教授 篠原 育 助 手 淺村和史

地球磁気圏のプラズマのダイナミックスにおいて，尾部に蓄積される磁場エネルギーのもつ重要性と，そのエネ

ルギーの解放過程において磁気リコネクションのはたす役割は，「GEOTAIL」により大きく理解が進んだ．しかし

ながら同時にわかってきた問題は，空間スケールの大きなプラズマ構造の生成のメカニズムが，非常にミクロなプ

ラズマプロセスの進行を抜きにしては理解できないことである．この問題を解決するために，（１）今までよりはる

かに時間分解能の高い観測器を開発し，それを搭載した衛星によってミクロ（電子運動スケール）のダイナミック

スを解明すること，（２）ミクロスケールの現象が周囲の磁気圏大規模構造をいかに支配するかを知るために，複数

（編隊飛行）の衛星を配置して観測すること，の２点が必要である．次期磁気圏衛星WGでは，これらを実現す

るための次期衛星ミッションを検討している．本年は，編隊飛行達成のための技術開発，特に地上衛星間及び，親

子衛星間通信，測距システムの検討，スピン軸方向電界アンテナセンサーの検討および特性評価用 STEMの試作，

アンテナ伸展機構の設計解析，軌道擾乱による編隊のくずれの評価，子衛星保持分離機構の開発など，計画実現に

向けて具体的な検討が進んだ．

Ⅱ−2−c−8

太陽風と火星の相互作用の電磁流体シミュレーション

教 授 前澤 洌 大学院学生 久保田康文

太陽風と惑星の相互作用については，多くの電磁流体近似シミュレーションが行われているが，３次元ではリ

ソースの関係から格子間隔をすべての領域で十分小さくすることが困難なため，全領域で精度を保つことが難し

い．特に金星，火星では電離層の構造が太陽風との相互作用に大きな影響を与えているにもかかわらず，３次元格

子では電離層に十分な空間精度を与えることができない．現在の計算機リソースでこの問題を回避するために最適

と思われる非構造格子の形成を行なった．この結果昼側から夜側まで，電離層の詳細な構造を含むシミュレーショ

ンに成功した．特に夜側の流れの構造における磁場張力の影響について調べている．

Ⅱ−2−c−9

火星に存在する地殻起源磁場の太陽風火星相互作用への影響

教 授 前澤 洌 大学院学生 久保田康文

MGS火星探査機によって，火星地殻に局所的に大きな磁場があることがわかった．我々は，この磁場が局所的

とはいえ，太陽風と火星電離層の相互作用にも大きな影響を与えると考え，解析を行っている．まず，MGSが高

度４００kmでマッピングした磁場ベクトルのデータを球関数展開し，その高度より外側ではポテンシャル磁場になっ

ているという近似のもとに外部磁場配置を求めた．これにより，磁場強度の３次元マップ（火星に固定した座標

系）を描くことができる．これに基づいて，２次元シミュレーションコードを使って，バイキング着陸機が観測し

た電離層の圧力分布を再現することに成功した．さらに３次元シミュレーション結果と比較し，terminator付近の

流れの構造を調べている．
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Ⅱ−2−c−10

現在の衛星データを用いた解析に基づく過去の太陽風パラメータ導出

教 授 前澤 洌

太陽風の直接観測データは，ほぼ４０年間のデータが蓄積しているが，それ以前のデータはない．一方，黒点デー

タや，地磁気観測データは１００年以上の観測の蓄積があり，太陽活動には１１年変動のほかに，数十年以上にわたる

長期変動があることが知られている．この長期変動に，太陽風の状態変化がどのように係わっているかは非常に興

味深い問題である．「GEOTAIL」を含む衛星データの存在する期間についての太陽風パラメータと地磁気擾乱の相

関解析を行い，その結果を過去に外挿することにより，過去の太陽風速度と，惑星間空間磁場強度を独立に導出す

る手段について検討し，その有効性について興味深い結果を得た．

Ⅱ−2−c−11

「あけぼの」による極域現象の研究

助教授 早川 基 本部長 鶴田浩一郎 助教授 齋藤義文

名誉教授 西田篤弘 情報通信研究機構 小原隆博 助 手 松岡彩子

教 授 向井利典 教 授 中村正人

１９８９年２月打ち上げ以来，「あけぼの」は順調に飛行を続けている．我々は，電場計測器，プラズマ粒子計測器

を搭載し観測を実行すると同時に衛星の運用，観測データの処理に関するマネージメントを担当している．現在研

究が進められている主な研究課題に以下のものがある．

・極冠域の対流電場の太陽風磁場依存性に関する研究

・午後側サブオーロラ帯の高速流の研究

・オーロラ帯上空で見られる磁場に平行な電場による粒子加速の研究

・降下イオンと大規模対流の関係に関する研究

・オーロラ粒子加速域と磁気圏構造に関する研究

１９９２年度には「GEOTAIL」が打ち上げられ「あけぼの」との同時観測も可能となった．「GEOTAIL」は磁気圏

尾部の現象の発生源近くで観測し，一方「あけぼの」は極域現象として磁気圏の下端での観測を行うことによって

磁気圏の理解を一層進めることが出来る．

Ⅱ−2−c−12

「GEOTAIL」のダブルプローブ電場計測器データの評価

助教授 早川 基 教 授 向井利典 富山県立大・工 石坂圭吾

助教授 笠羽康正 本部長 鶴田浩一郎 京大・理 町田 忍

助 手 松岡彩子 助教授 齋藤義文

ダブルプローブ法は，飛翔体から伸展した１対のアンテナのそれぞれの先端における電位の差を測ることにより

電場を計測する手法である．現在運用中の衛星では，「GEOTAIL」及び「あけぼの」においてこの方法を用いた電

場計測を行っている．「あけぼの」の観測領域のように数十個／ccのプラズマ密度を持つ空間においては，プロー

ブの周囲にできるシース（電子雲）のサイズがアンテナ長に比べ十分に小さいため，比較的簡単な手法によって測

定値を較正することが出来る．一方「GEOTAIL」の観測領域である磁気圏遠尾部や磁気圏を取り囲む太陽風領域

等の０．１～１０個／cc程度のプラズマ密度を持つ空間では，実際の電場からの計測値のずれはシースを形成する電子

の振る舞いにより大きく左右される．「GEOTAIL」に搭載されたダブルプローブのデータを，同じく「GEOTAIL」

に搭載されている磁場計測器・粒子計測器のデータから計算される－V×B電場と比較することにより，シース中

の電子が計測に与える影響について研究を行っている．
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Ⅱ−2−c−13

飛翔体搭載用中性ガス質量分析機の開発

助教授 早川 基 立教大・先端科学計測研究センター 藤川暢子

本部長 鶴田浩一郎

地球及び惑星の上層大気を研究する上で，中性ガスの質量，密度，平均速度，温度等を測定する技術が必要であ

るが，現在のところ満足のいく計測装置がない．特に，酸素を主体とする金星，地球，火星の上層の大気の測定に

は，装置の壁面に吸着した酸素との２次元的な反応物質である酸素分子，酸化窒素の分離が難関となる．飛翔時間

計測を行わずとも位置情報の違いから質量分析が可能である事を示し，実験室モデルを使用し，検証を進めてい

る．

Ⅱ−2−c−14

「GEOTAIL」による地球磁気圏尾部磁気衝撃波の研究

助教授 齋藤義文 京大・理 町田 忍 名誉教授 西田篤弘

教 授 向井利典 東大・理 寺沢敏夫 大学院学生 川島壮史

地球磁気圏尾部において磁気リコネクションが起き，X−typeの磁気中性線が存在する場合，X−typeの磁気中性

線を囲むプラズマシートとローブの境界は slow−mode shockとなる場合のあることがこれまでの磁気圏尾部探査衛

星「GEOTAIL」の観測によって確認された．これらの slow−shock境界について，その上流と下流の構造をイオン

の分布関数に着目して調べたところ，X−typeの磁気中性線周囲の構造及び slow−mode shockの分布を反映している

と考えられる２種類のイオンビームが同時に観測されることが明らかとなった．更に，slow−shockの生成機構を

明らかにするため，slow−shock上流と下流で観測される波動に着目した解析を開始した．

Ⅱ−2−c−15

「のぞみ」搭載 PSA−ISA（イオンエネルギー分析器）による太陽風の研究

助教授 齋藤義文 教 授 向井利典 東大・理 寺沢敏夫

助教授 早川 基 京大・理 町田 忍

１９９８年（平成１０年）７月に打ち上げられた「のぞみ」には，火星周辺イオン，太陽風イオンなどのエネルギー分

析を行うイオンエネルギー分析器（PSA−ISA）が搭載されている．火星近傍へ到着した２００４年１月までの約６年

間，地球－火星の惑星間空間における太陽風の観測を行ってきた．地球－火星間での太陽風の観測については，こ

れまでのところ「GEOTAIL」搭載低エネルギーイオンエネルギー分析器（LEP−EAi）との太陽風の同時観測を行っ

た他，月スイングバイ時には太陽風イオンと同時に，太陽風イオンが月表面から反射されたと考えられるイオンの

観測結果も得られている．更に太陽フレアに伴う CME（Coronal Mass Ejection）の観測を行い，CME中のヘリウム

イオンの特徴的な分布を見出した．

Ⅱ−2−c−16

「SELENE」搭載視野角掃引型電子・イオンエネルギー分析器の開発

助教授 齋藤義文 助 手 淺村和史 客員助教授 平原聖文

助教授 早川 基 大学院学生 上垣内洋一郎

教 授 向井利典 京大・理 町田 忍

宇宙空間におけるプラズマの観測は，地球の電離層に始まり地球周辺の空間そして太陽系の他惑星周辺へとその

領域を広げつつある．これらの様々な宇宙空間の多くの領域は熱的に非平衡，非定常なプラズマで満たされてお

り，そのプラズマの自由エネルギーが宇宙空間における電磁的環境の変動を生み出している．人工飛翔体を用いて

プラズマの三次元分布を高い時間分解能，高い角度分解能で直接観測することはこれらのプラズマの起源，移動，

変化を理解して宇宙空間の電磁的環境，基礎的なプラズマ物理の諸過程を解明する上で非常に重要である．従来，

プラズマエネルギー分析器は数秒の周期でスピンを行うスピン型の衛星に搭載されてきた．しかし今後惑星探査を
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進めていくにあたり三軸制御の非スピン型衛星にプラズマエネルギー分析器を搭載する必要が生じるものと考えら

れる．この場合，できる限り少ない重量で三次元の観測視野を確保するには，観測器自体が広い（例えば半球面：

２π）視野を持つ必要がある．本研究は２００６年度（平成１８年度）打ち上げ予定の「SELENE」に搭載する，観測視

野方向を電気的に掃引することによって２πの視野を確保するプラズマエネルギー分析器の開発を行うものであ

る．

Ⅱ−2−c−17

「SELENE」搭載 LEF−TOF型質量分析器の開発

助教授 齋藤義文 助 手 淺村和史 客員助教授 平原聖文

助教授 早川 基 大学院学生 田中孝明

教 授 向井利典 京大・理 町田 忍

近年，地上からの光学観測によって月や水星の大気にナトリウム，カリウムなどの元素がかなりの量で含まれて

いることが明らかとなってきた．これらの大気は天体表面を起源とするものと考えられているが，その定量的な分

布や時間変動を明らかにし，成因を特定するためには人工飛翔体を用いた天体周辺空間におけるプラズマのエネル

ギー質量分析の結果を待たざるを得ない．このような地球外天体周辺におけるイオンのエネルギー質量分析には，

高質量数のイオンの質量を十分な精度で分解可能であるような質量分析器の開発が必須である．LEF（Linear Elec-

tric Field）−TOF型イオン質量分析器は従来用いられてきた TOF型の質量分析器やその他の質量分析器に比べては

るかに高い質量分解能（m／△m～５０）を実現することが可能である．本研究は２００６年度（平成１８年度）打ち上げ

予定の「SELENE」に搭載する LEF－TOF型イオン質量分析器の開発を行うものである．

Ⅱ−2−c−18

Bepi−Colombo/MMO 搭載プラズマ／粒子計測装置 MPPEの検討

助教授 齋藤義文 助 手 高島 健 教 授 向井利典

客員助教授 平原聖文 助 手 淺村和史

水星磁気圏を理解する為には磁気圏に存在するプラズマ及び高エネルギー粒子の直接測定を行うプラズマ／粒子

計測装置が必須である．プラズマ／粒子計測装置の主な科学目的は，大きく分けて（１）水星磁気圏構造（２）水星磁

気圏粒子加速機構（３）水星・太陽風相互作用（４）水星大気（電離大気）（５）０．４AUにおける太陽風（６）太陽起源高

エネルギー粒子等を解明することにある．これらの目的のために６種類７台の観測器でプラズマ／粒子計測装置を

構成することを考えている．これら６種類の観測器はMSA（Mass Spectrum Analyzer），MEA（Mercury Electron Ana-

lyzer），MIA（Mercury Ion Analyzer），HEP−ele（High Energy Particle analyzer−electron），HEP−ion（High Energy Parti-

cle analyzer ion），ENA（Energetic Neutrals Analyzer）であり，MEAは２台の搭載を考えている．水星周辺は熱的に

厳しい環境であるため，各観測器の発熱量は極力減らす必要があると共に，各観測器の開口部からの熱入力を極力

減らすように熱設計を行う必要がある．

Ⅱ−2−c−19

次期磁気圏観測衛星「SCOPE」用高時間分解能電子計測センサーの開発

助教授 齋藤義文 助 手 淺村和史

大学院学生 佐々木慎太郎 教 授 向井利典

従来，磁気圏観測衛星で用いられてきた低エネルギー電子・イオンの計測センサーは数秒程度の時間をかけて電

子やイオンの３次元速度分布を計測するものであった．数秒の時間分解能で計測を行った場合，地球磁気圏尾部の

領域では水素イオンのジャイロ周期がほぼ数秒であることからイオンの微視的な分布を明かにすることができる．

次世代磁気圏観測衛星「SCOPE」においては低エネルギー電子の微視的分布とその時間・空間変化を計測するこ

とが大きな目的となる．電子は質量が水素イオンの約１８４０分の１であるため，電子の特性時間はイオンの特性時間

に比べてはるかに短く従来の１０００倍強の時間分解能での電子観測が必要となる．今回開発を開始した低エネルギー
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電子計測センサーでは１０ミリ秒の時間分解能（３次元速度分布関数１スペクトルの計測時間）の達成を目指してい

る．

Ⅱ−2−c−20

荷電アンプ搭載型多チャンネル MCPアノードの開発

助教授 齋藤義文 助 手 淺村和史

大学院学生 斉藤実穂 教 授 向井利典

宇宙空間における数 eVから数１０keVのエネルギー範囲の荷電粒子計測には，偏向型静電エネルギー分析器がよ

く用いられている．これらの分析器でエネルギー分析された荷電粒子を検出するための検出器について，現状では

満足できる性能のものが無い．そこで本研究ではこれまでに無い高い時間分解能で荷電粒子の検出が可能な，新し

い検出器の開発を行っている．検出器は２次元の広がりを持ち，その２次元上の位置情報が測定荷電粒子の到来方

向やエネルギーの情報を持つ．従来の技術では検出したい位置の分解能を増やせば増やすほど信号処理電子回路の

回路規模や，消費電力が人工衛星搭載に許容できないレベルとなってしまうという問題があった．本研究では，最

新の技術で製作された非常に小型で高性能のアナログ ASICチップ（荷電アンプとカウンタを含む）をアノード上

に直接搭載することでこの問題の解決を目指すが，実際に ASICチップを搭載したアノードを試作し，アノード自

体の特性を把握するための試験を行った．

Ⅱ−2−c−21

「あけぼの」電場データの評価と経年変化

助 手 松岡彩子 本部長 鶴田浩一郎

助教授 早川 基 富山県立大学・工 岡田敏美

「あけぼの」には電場を計測する目的で３０m長のアンテナを用いた２対のダブルプローブが搭載されている．

科学目的の観測を精度良く行なうためには，較正係数である Gainと Offsetを精度良く求める必要がある．「あけぼ

の」は打ち上げ後１４年経過しているが，飛翔中のデータを用いて較正係数の計算を行なったところ，較正係数が経

年変化し，科学観測に大きな影響を与えていることがわかった．時間の経過と共に，Gainは劣化し Offsetの絶対

値は大きくなっていた．原因は，電気回路部が放射線を受けて部品の特性が変化したためであると推定される．

Ⅱ−2−c−22

「GEOTAIL」による磁気圏の構造と圧力平衡の研究

助 手 松岡彩子 教 授 向井利典

衛星観測によって，磁気圏尾部における全圧（プラズマ圧と磁気圧の和）は，地球からの距離と太陽風の状況に

大きく依存することが知られている．磁気圏のダイナミクスを研究する上では，全圧の空間的な分布ならびに時間

的変動について理解を深めることが必要である．「GEOTAIL」のデータを使って地球からの距離が３０Reから２２０Re

（Reは地球半径）における磁気圏内の全圧を統計的に解析した．その結果，１５０Reより近くにおいては，地球か

らの距離の効果を除けば，全圧は主に太陽風の動圧に依存するのに対し，１５０Reより遠くでは全圧が太陽風の静圧

とほぼ等しくなることがわかった．

Ⅱ−2−c−23

「GEOTAIL」による磁気圏遠尾部領域を伝播する大振幅圧縮波の研究

助 手 松岡彩子 教 授 向井利典

磁気圏のダイナミクスを理解する上では，磁気圏内の電場・磁場・圧力の時間変化について理解を深めることが

重要である．磁気圏遠尾部領域における全圧は，太陽風の静圧とつりあっていることが明らかになっているが，サ

ブストームなどの磁気圏内で起こる擾乱によってこのつりあいが破られる事例が見つかっている．例えば，近地球

領域において発生したプラズモイドが遠尾部領域まで伝播すると周囲のローブ領域を圧縮するために全圧が太陽風
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の静圧に比べて上昇する．この時の電場・磁場の変化を調べ，Fast modeの磁気流体波によって生じる変化と一致

することが示された．

Ⅱ−2−c−24

「のぞみ」搭載磁力計データの評価と解析

助 手 松岡彩子 「のぞみ」MGF班

１９９８年７月に打ち上げられた「のぞみ」には，火星における太陽風と上層大気の相互作用を解明する上で重要な

磁場データを取得する目的で３軸フラックスゲート磁力計が搭載されている．「のぞみ」の打ち上げ後より断続的

に磁力計による磁場観測を行い，良好なデータを取得している．「のぞみ」は火星軌道投入までの５年余り，地球

軌道と火星軌道の間の惑星間空間を観測するが，この間は基本的に連続して磁場データを取得する予定である．こ

のデータをもとに磁力計の各軸のアライメントを算出し，磁場データを絶対系へ変換するための基礎パラメータを

得る．また，「のぞみ」磁力計は弱磁場計測を目的としており，探査機本体による磁場干渉に対しては打ち上げ前

に様々な対策を行っているが，特に伸展マストを収納している状態ではある程度の磁場干渉は避けることができな

い．この磁場干渉の影響を正確に算出し，宇宙空間の磁場成分のみを抽出する手法を確立する．

Ⅱ−2−c−25

「Bepi−Colombo/MMO」搭載磁力計の検討

助 手 松岡彩子 Bepi−Colombo／MMOMGF ワーキンググループ

これまでの水星周辺の磁場観測は，マリナー１０による２回のフライバイによるもののみで，水星磁気圏の形状・

ダイナミクスを決定するには至っていない．水星の磁気圏探査衛星である「Bepi−Colombo／MMO」による磁場観

測では，水星の磁気圏はどんな形をしているのかという基本的な課題からまず解明していかなければならない．

「Bepi−Colombo／MMO」搭載の磁場測定システムとして，衛星本体からマストを伸展し，その先端と途中にそれ

ぞれ３軸のフラックスゲート磁力計を載せたものを考えている．フラックスゲート磁力計は，日本では「さきが

け」「あけぼの」「GEOTAIL」「のぞみ」他ロケット等での実績があり，また国際的にも広く採用されている．ブー

ムを用いるのは，磁場測定上深刻な問題となる，衛星本体からの磁場の干渉をなるべく小さくするためであり，磁

力計を２つ搭載するのは，磁場干渉の評価を容易にするためである．水星周辺の厳しい熱環境下でも磁場を精度よ

く測るための要件を検討し，基礎的な実験を行なっている．

Ⅱ−2−c−26

「SELENE」搭載用極端紫外光望遠鏡の開発

助 手 吉川一朗 教 授 中村正人 客員助教授 平原聖文

月探査周回衛星「SELENE」に極端紫外光望遠鏡 UPI（Upper Atmosphere and Plasma Imager）を搭載し，月周回

軌道から地球プラズマ圏の撮像を試みる．地球プラズマ圏からの散乱光は非常に微弱なため，どの程度まで検出器

固有のノイズを軽減できるかが観測の成否を決める．我々は，米国ガリレオ社から低ノイズ型MCPを購入し，ノ

イズの特性，パルスハイト分布とそれらの経年変化，温度依存性などを詳細に調査し，従来型MCPとの比較を現

在行っている．

Ⅱ−2−c−27

水星探査機搭載用 極端紫外‐遠紫外光スペクトロメータの開発

助 手 吉川一朗 COE 野澤宏大

教 授 中村正人 東北大・理 岡野章一

水星大気の組成・分布を測光するイメージングスペクトロメータの開発を行なう．この測器は，極端紫外光から

遠紫外光領域まで（３０nm～３３０nm）の広範囲な波長域をカバーする．特に，多層膜コーティングを反射と回折格

子に施すことにより，極端紫外光領域においても，効率のロスが少ないことが特徴である．
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Ⅱ−2−c−28

水星探査機搭載用高速中性粒子観測器の開発

助 手 淺村和史 教 授 向井利典 助教授 齋藤義文

水星周回探査衛星「BepiColombo／MMO」搭載用に高速中性粒子観測器を開発している．水星は自身の持つ固有

強度が小さく，地表を取り巻く大気も極めて希薄であると考えられている．このため，太陽風や磁気圏プラズマ粒

子が容易に地表にまで到達すると考えられ，結果として地表から二次的な粒子がたたき出される（スパッタリン

グ）．スパッタリング過程によってたたき出された粒子は，降り込み粒子の運動量によって高いエネルギーを持ち

得る．このことは光子や電子の衝突による脱ガス過程には見られない現象であり，エネルギー選別によってスパッ

タリング粒子を選択的に観測することが可能であることを示している．ほとんどが電気的に中性であるスパッタリ

ング粒子の観測により，磁気圏プラズマ現象のモニタリング，及び水星大気の生成過程にせまる．本年度はセン

サー部の設計と電子回路部の設計を行った．センサー設計としては，計算機シミュレーションによって粒子通過特

性を最適化し，細かな構造設計を行った．電子回路部設計においては，部品選定，及び構造設計の結果得られた基

板形状を基にした部品配置を行った．

Ⅱ−2−c−29

月探査機搭載用高速中性粒子観測器の開発

助 手 淺村和史 教 授 向井利典 助教授 齋藤義文

インドが２００７－８年に計画している月探査衛星計画 Chandrayaan−１に搭載する観測機器の国際公募が行われた．

その結果，スウェーデン宇宙科学研究所（IRF）が主開発機関となって応募した高速中性粒子観測器が採択機器の

一つとして選ばれた．この観測器は，太陽風などの降りこみによって月面からたたき出されるスパッタリング粒子

を観測することで月面上の物質組成を探ろうというものである．観測器そのもの水星探査機（BepiColombo／MMO）

に搭載が予定されている観測器（MPPE／ENA）とほぼ同じものを想定している．我々は検出器部及び電子回路部を

担当することを予定しており，その設計及び衛星システム機器とのインターフェースに関する定義などを行った．

Ⅱ−2−c−30

中エネルギープラズマ分析器の開発

大学院学生 笠原 慧 教 授 向井利典 客員助教授 平原聖文

助 手 淺村和史 助 手 高島 健 助教授 齋藤義文

これまでの衛星を用いた磁気圏プラズマの直接観測では，大きく分けて静電分析器＋二次電子増倍管（チャンネ

ルトロン，MCPなど），そして固体検出器（SSD）という二種の方法が使われてきた．しかし，ほぼ全立体角に対

して感度を持とうとすると，静電分析を用いる場合はそのサイズの問題，また使用できる高電圧の制限等から観測

エネルギー帯が通常数十 keV以下となる．また，SSDを用いる場合は，（粒子種によるが）数十 keVから１００keV

の間を精度良く計測することは難しい．ところが，例えば地球を取り巻く環電流領域の特徴的なエネルギー帯は１００

keV程度であり，数十 keVから１００keVの領域を精度良く観測することは重要である．我々は静電分析器の形状を

工夫することで，このエネルギー帯に特化した観測器を開発している．本年度は計算機シミュレーションによって

観測器形状を最適化した．これまでの静電分析器に比して大型化する傾向にあることは避けられないが，現実的な

大きさでの観測器形状を得た．

Ⅱ−2−c−31

「SELENE」搭載高エネルギー粒子計測器の開発

助 手 高島 健 神奈川大・工 柏木利介

高エネルギー粒子の生成は，超新星爆発から始まり，太陽活動に伴うフレア現象，さらに地球放射線帯でもお

こっている．高エネルギー粒子の観測は，粒子の加速された時点の情報と共に，伝搬過程の情報も示してくれる．

例えば，同位体の存在比は粒子が加速されるまでにかかった時間の情報を持っている．これらの観測を行うため
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に，不感層が小さい Si（Li）検出器をスタック上に積み重ねた“粒子望遠鏡”の開発を行った．現在，電子から Xe

まで１００keV～２５０MeV／nの広いエネルギーをカバーする本検出器の校正試験を放射線医学総合研究所の加速器ビー

ムならびに JAXAの電子ビームラインを用いて行っている．また，衛星との噛み合わせ試験に向けた試験も実施

しており，２００７年度の予定の「SELENE」打ち上げに向けて最終準備を進めている．

Ⅱ−2−c−32

科学衛星搭載観測機器の耐放射線性能評価に関する研究

助 手 高島 健 助教授 笠羽康正 東大・理 国文紀秀

教 授 高橋忠幸 助 手 吉川一朗 放射線医学総合研究所 内堀幸夫

教 授 早川 基 助 手 淺村和史 放射線医学総合研究所 北村 尚

助教授 今村 剛 東北大学・理 坂野井健

衛星にとって重量と電力のリソースは非常に貴重であるため，放射線シールドについて，適切な対策を行う知識

を共有することが重要である．衛星機器において過剰な放射線対策は，リソースを減らすこととなりサイエンス

データの質を下げることとなりかねない．宇宙環境では，圧倒的にプロトンが支配する世界であるが，放射線試験

では，その簡便さから６０Coが使用されることが多い．放射線試験の対象とする試料の材質や衛星内での配置を考

慮した上で，プロトンかγ線を照射するかを決定・評価し，放射線（特に宇宙空間で支配的な Proton）と物質の相

互作用を正しく理解することが重要である．その結果として最適化された放射線対策が可能となる．また，耐放射

線性能としては部品単体での評価も重要である一方，センサー全体の機能として放射線粒子に対して耐性を持つこ

とが，質の高いサイエンスデータを得るためには重要である．例えば，放射線粒子の強度が高い場所で，反同時計

測により，微弱な信号を精度良くかつ正確に捉えることが，まさに「ソフト的耐放射線性能」としてあげられる．

本年度は，水星・金星探査関連で使用を想定する電子部品，光学系フィルターのプロトン照射試験を実施し，耐放

射線部品選定を実施した．また，センサーとしての耐放射線性能を評価するために，「INDEX」搭載のカメラなら

びに「Astro−EⅡ」搭載 HXDの一部センサーに対して，高放射線環境下を模擬したプロトン照射を実施し，セン

サーとしての高い耐放射線性能を有していることを示した．

Ⅱ−2−c−33

次世代高分解能粒子検出器の開発

助 手 高島 健 スタンフォード大 田島宏康 助 手 淺村和史

教 授 高橋忠幸 大学院学生 三谷烈史 客員助教授 平原聖文

助 手 中澤知洋 大学院学生 田中孝明

高係数率，高温，高放射線環境下での高エネルギー粒子測定が，今後の太陽系・惑星探査等を考えた時必要に

なってくる．現在まで高エネルギー粒子測定には，非常に高いエネルギー分解能を持っていることにより，Si検

出器が広く使用されている．しかし，上記の厳しい環境下で，高エネルギー分解能を持った測定を実施するには，

検出器のリーク電流を押さえ込むことと，複数粒子がほぼ同時に同一読出しチャンネルに入射（パイルアップ）し

ないようにする必要がある．現在使用されているタイプの Si検出器では，これらの条件を満たすことができない．

そこで，新たにピクセル型の Si検出器を開発しチャンネルあたりのリーク電流を減らし，VLSIを用いた高速で S

／Nの高い読出し回路の開発を行うことによって，極限環境下で動作する粒子検出器の開発を行う．

Ⅱ−2−c−34

宇宙太陽発電所用マイクロ波無線送電に関するプラズマ非線形応答の研究

客員教授 松本 紘

人類を未来のエネルギー危機から救う手段の一つとして，宇宙太陽発電が有望である．これは，宇宙空間に巨大

な太陽電池板を築きマイクロ波によって，そこで発電されたエネルギーを地上に伝送しようとするものである．本

研究は主として，送受電アンテナの設計やマイクロ波と電離層の相互作用に関する問題を計算機モデリング及びシ
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ミュレーションやロケット実験によって解析する．また宇宙空間プラズマを通過するエネルギー伝送用のマイクロ

波ビームの送受電システムの開発をする．

Ⅱ−2−c−35

科学衛星による宇宙空間探査とデータ解析

客員教授 松本 紘 本部長 鶴田浩一郎 教 授 向井利典

「GEOTAIL」に搭載された「プラズマ波動観測装置」の主任研究員（PI）として，わが国や米国 IOWA大学の

共同研究者を取りまとめる一方，「GEOTAIL」から伝送される宇宙プラズマ波動のデータ解析を担当している．波

動データと他の機器の情報を組み合わせ，磁気圏尾部のミクロ物理の研究を行う．また，「Bepi−Colombo−MMO」

のプラズマ波動受信機の開発及びそれによる火星プラズマ圏のミクロプロセスの研究を行う．

Ⅱ−2−c−36

計算機実験と理論解析

客員教授 松本 紘

スーパーコンピュータを用い，大規模な宇宙プラズマ現象の計算機実験を行う．具体的なテーマとしては，宇宙

空間プラズマ中におけるカオスの研究，磁気圏尾部の広帯域静電ノイズを構成している非線形孤立静電波の研究な

どを行う．

Ⅱ−2−c−37

国際共同水星探査計画「BepiColombo」の磁気圏探査周回衛星「MMO」搭載用高エネルギー粒子観測器の開発

客員助教授 平原聖文 助 手 高島 健

立教大・理 柳町朋樹 助 手 淺村和史

立教大・先端科学計測センター 藤川暢子 助教授 齋藤義文

国際共同水星探査計画である「BepiColombo」を構成する水星周回衛星の一つに磁気圏探査周回衛星「MMO」

がある．この衛星計画では，水星磁気圏の構造，及びダイナミクスを解明する目的を持ち，日本が開発を担当する．

この計画に対して，我々は２００４年度までの基礎開発を元に高エネルギー粒子観測器の搭載を提案し，審査の結果，

正式に搭載承認されている．この観測器は，TOF（Time−Of−Flight）ユニットと SSD（Solid State Detector）による

イオンの速度・エネルギー分析とイオン除去用フォイル付 SSDによる電子のエネルギー分析により，水星磁気圏

とその周辺での高エネルギー粒子の速度分布関数を取得する事を目的として開発されている．２００３年度の詳細設計

を基礎に，２００４年度には TOFユニットの具体的な構造を決定し，試作品を製作し試験を行った．その結果は，計

算機による数値設計時と同等の性能が実現されている事を示している．また，SSDに関しても，同様に開発を行

い，観測器を構成する各コンポーネントでの性能を確認した．２００５年度には，これまでの既製品による代用検出器

部分を搭載規格にする事で，より完成品に近いものを製作し，総合的な試験が可能な段階へ進む予定である．

Ⅱ−2−c−38

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 北大・理 渡部重十

カルガリー大学 A. W. Yau 情報通信研究機構 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．最近の統計的解析結果としてイオン加速の太陽活動度依存性が低高度（＜

４０００km）と高高度（＞５０００km）で異なることが示された．この結果はイオン加速のプロセスが高度によって異な

ることを示している．
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Ⅱ−2−c−39

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

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や相違点を取り上げ，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．

Ⅱ−2−c−40

S−３１０−３３号機搭載 FLP観測による下部電離圏電子温度・密度構造に関する研究

助教授 阿部琢美 教 授 小山孝一郎

S−３１０−３３号機観測ロケットに搭載された Fast Langmuir Probeが観測した電子温度，電子密度データをもとに下

部電離圏に存在するプラズマのダイナミクス，および電子密度構造に関する研究を行なっている．

Ⅱ−2−c−41

赤道帯電離圏への磁気擾乱時における熱エネルギーの注入

教 授 小山孝一郎 ブラジル，国立宇宙研究所 M. Abdu 北海道大学・教授 渡部重十

インド，アンドラ大学 D. Lakshmi ブルガリア，地球物理学研究所 I. Kutiev

１９８１年２月～１９８２年６月の期間に日本の太陽観測衛星「ひのとり」により得られた電子密度，温度のデータは低

緯度，高度６００Kmにおける，世界で最良質のデータである．これまでこのデータを用いて多くの研究がなされて

きた．

本研究では磁気嵐開始から終了に至るまでの夜間の電子温度の変化を約５０例の磁気嵐について調べた．この結果

は今だ明らかでない上部電離圏への熱入力を見積もるのに重要である．

Ⅱ−2−c−42

地震の電離圏への影響

教 授 小山孝一郎 東京学芸大学，助手 鴨川 仁

ブルガリア，地球物理学研究所 I. Kutiev システム技術本部，副主任研究員 児玉哲哉

昼間の電子温度は電離圏の微妙な変化に対して，敏感である．

これを利用して「ひのとり」により得られた電子温度の地震前後の振舞いを調べ始めた．地震発生を中心として

その前後に電子温度が大きく現象する場合があるが，一方では全く見られないときがある．

先ず電離圏電子温度のモデルを作り，そのモデルからの電子温度のずれを調べるこの手法は地震に伴う電磁気現

象の研究において新たな展開を開く可能性を有していると思われる．

Ⅱ−2−c−43

濃い惑星大気中のイオン・中性粒子化学反応とその研究のための機器開発

教 授 小山孝一郎 金沢工業大学 作道訓之 北海道大学 教授 渡部重十

北海道大学 博士課程３年 徳山好宣 インド，物理研究所 H. Sinha

紫外線の開発に始まる本研究は，ようやく大きな成果を出し始めた．

窒素水混合ガスに紫外線を照射することにより常温で，生成される多くの水クラスタイオンを差動排気型正イオ

ン質量分析計により検出した．

長時間継続して照射できる紫外線光源の開発により長寿命の水クラスタイオンの生成から消滅にいたる過程が研

究されつつある．

本研究のために整備された実験系は今後木星の永衛星の大気化学研究，金星下層大気化学反応等の研究に応用さ

れうる大きな可能性を有している．
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同時に濃い大気中でのイオン化学反応研究に本質的に必要な液体ヘリウムによる差動排気型質量分析計の開発を

進めている．

Ⅱ−2−c−44

国土地理院 GPS受信機を用いた日本上空電子数モデルの作製

教 授 小山孝一郎 名古屋大学太陽地球環境研究所 助手 大塚雄一

京都大学 助手 斎藤昭則 東海大学 修士１年 伊澤昌彦 東海大学 教授 遠山文雄

国土地理院が日本全国に設置した約１０００個の GPS受信機から得た信号により，電離圏全電子数を求めることが

出来る．

これを利用して多くのユーザーを対象にした日本上空の全電子数のモデルを作製した．

このモデルにより，太陽電波，地理的緯度，経度及び月日を入力することにより，鹿児島以南を除く日本の任意の

場所での全電子数を計算できることなり，単一周波数を用いた GPS受信による誤差を評価できる．

現在 Unix Machineでしか計算できないプログラムWindows及びMaschine PCで処理できるようにする事は今後

の課題である．

Ⅱ−2−c−45

ごく希薄な電離気体中での熱的電子エネルギー分布測定

教 授 小山孝一郎 東京大学 博士課程３年 下山 学

助教授 阿部琢美

本研究は

１）測定困難な高度１００Km付近での夜間の電子温度と熱的エネルギー領域と光電子エネルギー領域をつなぐ非

熱的エネルギー領域（０～５ev）の測定を行う．

２）これまでなされていない高度３０００Kmの高緯度トラフ近辺における電子温度，電子エネルギー分布の測定を

行う．

ことを可能にする測定器を開発することである．ラングミューアプローブ法で私達が開発してきた２次高調波法

と２次電子倍増管による計測とを組み合わせた新しい考え方に基く測定手法により，上記の観測は可能であるとの

結論を室内実験で得た．

２００５年度は本測定器搭載用のプロトタイプを作製する．

Ⅱ−2−c−46

赤道帯エレクトロジェットの実験に関する基礎的研究

教 授 小山孝一郎 Physical research Lab, India S. Sinha

助教授 阿部琢美 Vikaram Sarabai Space Center, Thumba S. Schriedran

北海道大学 教授 渡部重十

赤道帯エレクトロジェットに関する研究は１９７０年代を終わりに全く進んでいない．エレクトロジェットの理解に

は昼間の中性風の観測がなされない限り不可能である．風の観測は観測ロケットより放出したリチウムからの共鳴

散乱をきわめて狭い分光フィルタを持ったイメージャーにより，地上からの３点観測を行うことで可能である．現

在近い将来の実験に向け，インドと共同して技術的な議論を進めている．
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