
吉岡研究室は以下の 4つの大きなテーマを題材に研究を吸進めている 

1. 現在進行中の宇宙ミッション搭載機器開発 

2. 近い将来の探査に向けた新規観測技術の開発 

3. 衛星データの解析を通した理学の探求 

4. 室内実験によるアストロバイオロジーへの挑戦 

 

それぞれのテーマの詳細は下記の通りである． 

  



1. 現在進行中の宇宙ミッション搭載機器開発（超小型探査機搭載の紫外線望遠鏡・分光器） 

2020 年代後半の打ち上げに向けた開発をスタートさせた彗星探査機（ESA/Comet 

Interceptor ミッション：https://www.cometinterceptor.space/）に搭載する超小型紫外

線撮像機の開発を進めている．10x10x20cm という限られた空間条件の中で，最大限のパフ

ォーマンスを発揮させるべく，光学設計の最適化，光学素子の効率向上に向けた研究，およ

び実際のミッションの進行に伴い生じる様々な制約条件に対する調整など，海外の研究者

や様々な企業とのやりとりの現場で，最適解を導き出すことが求められている． 

具体的な開発課題としては，そもそもの光学設計の最適化が挙げられる．一般的なカセグ

レン式反射望遠鏡をベースとしているが（図 1），彗星の科学を考えたときに，本当に最適

な設計は自明ではない．これからサイエンス成果とミッション制約に照らし合わせて最適

化する必要がある．また，鏡の形状や材質（球面鏡 or 放物面鏡）も重要な開発要素であ

る．一般的な望遠鏡のコーティングでは反射率が足りないため，特殊な誘電体コーティング

を施す必要があるが，過酷な宇宙環境にお

ける劣化や，他波長の乱反射の可能性など，

考慮すべき点は多い．また，紫外線光検出器

も重要な開発課題である．検出効率を高く，

かつ小型軽量な電気回路で実装可能な検出

器の開発は容易ではない．本研究室はこれ

らの課題を一つずつ克服しながら，Comet 

Interceptor ミッションに搭載する紫外線

望遠鏡を開発していく． 

この彗星探査ミッションの他にも，複数の NASAミッションへのプロポーザル（ミッショ

ン提案）を進めており，それに向けた光学機器の試作および性能評価を進めている．例えば，

可視分光フィルタと CCD の間に生じる迷光成分の除去などは大きな課題である．本研究室

では，フィルタの試作と暗室でのビーム光量分布測定を通して，フィルタの材質（表面コー

ティング）と CCD面に対する角度を最適化する研究を進めている．また同時に，フィルター

ターレットを用いたシュウドウ部の実装も検討しており，これらを合わせて宇宙探査用望

遠鏡に応用させる．また，小型観測ロケットを用いた宇宙環境の観測も計画している．これ

は太陽圏界面（太陽系の端）における水素原子の衝撃波加速の科学を目的としたもので，探

査機が直接到達不可能な領域への光学観測によるアプローチという意味で極めて重要であ

る．いわゆる探査機ミッションと異なる観測ロケットならではの長所（放射線・熱耐性が不

要）と短所（搭載可能な容量と重量が小さい）を理解しつつ，１～２年の短い時間スケール

で開発から打ち上げまで進める計画である．これは特に意欲に満ちた学生のパワーが必要

なミッションであり，また宇宙ミッションとしては短い時間で成果創出までたどり着ける

と意味で取り組みやすい課題でもある． 

  

図 1.装置の概念図 

https://www.cometinterceptor.space/


2. 近い将来の探査に向けた新規観測技術の開発 

（吸収セルフィルタの開発） 

我々は，原子吸光原理を用いた Ly-α吸収セルと誘電体薄膜を用いた干渉フィルタを組

み合わせた超小型分光撮像手法の確立を目指している．特に彗星の水素コロナ観測の精度

向上を目指し，吸収セルのフィラメント形状最適化と干渉フィルタの透過率特性の最適化

を目的としている． 

70%以上が水氷（H2O）で構成される彗星は，太陽系惑星への水供給の担い手であると同

時に，特定の軌道条件下では太陽系外へ水を運び出す役割も果たしている

[Morbidelli+00]．従って，オールト族や木星族など様々な軌道種の彗星の水に関する情

報は，太陽系の水史を理解する上で重要である．彗星から放出された水は紫外線で解離さ

れ水素原子が生成される．これらは彗星コマの主構成成分として 105-107kmの広大な範囲

に分布し，その描像や時間変化は彗星活動度の指標となる．また水素ガスの温度や同位体

比（D/H比）を調べることで，散逸の物理過程や彗星を構成する水の特徴を理解できる．

コマ中の水素温度や同位体比の測定手法としては，直接探査による粒子計測と Ly-αを用

いた遠隔観測が挙げられる．前者は様々な原子の同位体比を測定できる一方観測機会は限

られており，過去に 2例しか実現していない[Altwegg+15等]．また大局的な描像と時間変

化の把握に不向きである．後者は動的描像の把握に適しているが，Ly-αが真空紫外領域

にあるため宇宙空間からの観測が必須である．さらに近接した Hと Dの Ly-α（121.534, 

121.567nm）を分離するためには極めて高い波長分解能が要求され，30kg級のエシェル型

分光器に頼るしかない．しかし，様々な彗星の観測を高頻度で実現するためには超小型探

査機を活用すべきである．そのためには装置の小型化（3kg，3Uサイズ以下）が必須条件

である． 

本研究室が提案する小型水素撮像装置の概念を図 1 に示す．光路上に 2つの波長選別フ

ィルタを設ける．1つは原子吸光原理を用いた吸収セルである．これは H2ガスを封入した

セル中でフィラメントを加熱することで H原子を生成し，H由来の Ly-αのみを共鳴吸収

するものである．フィラメント On/Off時の光量差から H,Dの Ly-α光量を分離して導出で

きる．また，フィラメント温度を調整することで H Ly-αの吸収線幅を変えられ，ガスの

温度を同定できる．2つ目は誘電体と MgF2基板を用いた狭帯域干渉フィルタ（透過幅約 5-

10nm）である．検出器が感度を持つ紫外領域（200nm以下）の連続光を除去する．これら

を直列に並べることで，観測対象の光を H,Dそれぞれの Ly-α（もしくは D のみの Ly-

α）に選別できる． 



我々はこれまでの開発研究で手掛けた試作品を組み

合わせてこの装置のプロトタイプを製作し，H,Dの輝

線が分離可能であることを確認した[Kuwabara+17]．

一方，吸収率を 99%以上に上げるためにフィラメント

電力を増やすとノイズが 10倍以上に急上昇する問題

に直面している（図 2）．この計数は 2500K以上に熱

せられたフィラメントの黒体放射と熱電子衝突による

H励起発光に由来すると考えられ，図 1の装置で彗星

Ly-αの典型的な明るさ（1kR）を観測した場合と同程

度の計数となり極めて重大な問題である．この問題に

加えて，実際の観測では Ly-α近くの波長の輝線をもつ原子が混在する可能性がある．具

体的には中性酸素原子輝線（波長 130.4nm）が挙げられる． このような輝線は既存の狭帯

域フィルタでは除去できず，観測精度を下げる．具体的には，99%以上の吸収効率を保ち

つつ，上述のセル由来の迷光を 1桁以上低減させることを目標とし，吸収セルに用いるフ

ィラメント形状の最適化を目指す． 

本研究で確立する分光撮像の仕組みは，観測対象（波長）を単一に絞ることで小型・軽量

化を実現し，超小型探査機への搭載を可能にするものである．この装置は，2020 年代後半

に打ち上げられる ESA/Comet Interceptorミッションへの搭載が決まっている．また，複数

の NASAミッションプロポーザル，および観測ロケット実験への応用を検討中である．  

 

具体的な研究計画は以下の通りである． 

(1)吸収セルに用いるフィラメントの形状最適化と，(2)干渉フィルタ透過率特性の最適

化を平行して進める．以下にそれぞれの研究内容の詳細を示す． 

(1) 吸収セルフィルタのフィラメント形状最適化 

吸収セルには約 100Paの H2分子を封入する．セルの入出射部には真空紫外光（Ly-αを含

む）を透過する MgF2を用いるが，セルの内部に H 原子が生成されたときのみ H 由来の Ly-

αを共鳴吸収する．なお H 原子はセル内のタングステン製フィラメントを 2000K 以上にジ

ュール加熱することで生成する．このとき生成される H原子の密度と温度が，共鳴吸収にお

ける光学的深さと線幅を決定する．また H2分子の解

離効率はタングステンの温度と表面積に依存する

と考えられる．すなわち，同じ形状ならば高温ほど

解離効率が高い．しかしフィラメントの寿命は高温

ほど指数関数的に短くなり，また迷光の原因となる

黒体放射率も温度の 4乗で増加してしまう．一方，

同じ温度ならば太い（表面積が大きい）フィラメン

トほど解離効率は高いが，線抵抗率が低いため必要

図 2.電力・温度と計数率 

図 3.フィラメントの形状 



な電力は線径の自乗で増加し，運用上の問題になり得る．さらにタングステン内部の温度勾

配が大きくなり内部拡散を促進するため，フィラメントの寿命を短くしてしまうという難

点がある．そこで我々は，低温（2300K以下）で高効率な解離を実現するためにフィラメン

トの形状に着目している．本研究では図 3に示すようにコイル状のタングステン線を用い，

フィラメント断面形状と長さをパラメタとして低温・高解離度・長寿命を目指した開発を行

う． 

まず，線形の異なる 3通りのコイルフィラメント（図 3,表 1）を製作し，真空環境下で耐

久試験を行う．このとき，フィラメントに与える電力を段階的に変えることで，複数のフィ

ラメント温度における寿命をそれぞれ測定する．なお，フィラメントの温度はタングステン

線の抵抗率と温度の関係から導出で

きる（既知のデータベースを利用す

る）．図 3および表 1において，Type 

A，Bは円形断面のコイル型フィラメ

ントである．Type Aと B 

の断面積には 4 倍の違いがあるた

め，長さを 1/4倍にして抵抗値を揃えている．表面積は Type Aに比べて Type Bの方が 7倍

大きい．一方 Type C は矩形断面のフィラメントである．これは，Type A と同じ線抵抗率

（同じ断面積）であるが，表面積が 2 倍近く異なるために生じる解離効率の違いを評価す

る． 

 

  



（干渉フィルタ透過率特性の最適化） 

本研究室は，吸収セルフィルタと組み合わせ

て用いる干渉フィルタの開発も進めている．こ

こで言うフィルタとは，MgF2 基板上に高屈折率

の誘電体を成膜することで干渉作用を生じさ

せ，所望の波長の光のみを透過（もしくは反射）

させるものである．原理的には誘電体の膜厚を

調整することにより透過範囲を選択できる（フ

ァブリペロ干渉計と同様の原理）．しかし，既存

の製品は透過半値幅が 10nm 程度もある．仮に

121.6nmの Ly-αにて透過率が最大になるように

成膜すると，酸素原子輝線（波長 130.4nm）も約 0.7 倍の透過率を示してしまう（図 4 黒

線）．一般的に天体コロナにおいて，質量の軽い水素原子は酸素原子に比べて広範囲に分布

する．従って大部分の空間領域では Ly-αと酸素輝線の強度比は 1000:1 かそれ以上である

と考えられており，従来のフィルタにおける 10:7程度の透過率比だとしても十分な科学成

果を達成できる．しかし水素よりも 4 桁近く量が少ないと予想される重水素の輝線強度を

観測するためには，Ly-αと酸素輝線の相対透過率を 1/10 から 1/100 に低減させる必要が

ある．そこで本研究では，以下の 2通りの異なる方策で上述の透過率比の達成を目指す． 

1つ目は意図的にピーク波長を短波長側（波長 117~118nm程度）にずらす手法である．Ly-

αに対する透過率も下がるが，130.4nmへの透過率をより大きく減ずることで相対的な透過

率比を下げられる（図 4赤線）．具体的には誘電体の厚みを 10-100Aの間で調整することで

5nm 程度程度ピーク透過波長を移動できる算段である．この場合 Ly-αの透過率は約 10%と

低くなってしまうものの，130.4nm の透過率を 1-2%程度まで低減できる（相対透過率

1/5~1/10）．このフィルタを 2枚重ねることで相対透過率 1/100を目指す．  

上記の透過型フィルタと平行して，反射鏡

の波長選択性を用いて分光するノッチフィ

ルタにも着手する．こちらは反射率に波長依

存性のある鏡を用いて多重反射の原理で相

対的な透過率（反射率）を調整する仕組みで

ある（図 5上）．透過型と同様に入射角 45°

の光に対して図 5（下）に示す反射率特性（複

素屈折率と入射角を基に計算した値）をもつ

コーティングを用いて 3-4回の反射を繰り返

す．この手法（4回反射）は，Ly-αと 130.4nm

の理論的な透過率（反射率）が，それぞれ 5%，

0.01%となり極めて高い波長選択性を示す．一方でこの方式は幾何学的な構造が複雑になる

図 4.干渉フィルタの透過率 

図 5.ノッチフィルタの仕組み 



ため，光学収差が大きくなり，高い空間分解能を求める観測には不向きである．  

2種類のフィルタを開発する理由は様々なミッション要求に即応するためである．寸法制

約が厳しいミッション（例：超小型探査機など）の場合は前者の透過型フィルタを選択する．

一方，比較的寸法制約に余裕があり，かつ空間分解能をそれほど必要としないミッション

（例：地球近傍からのジオコロナ観測など）の場合は，相対透過率という点で優れている後

者のノッチフィルタを選択する．  

  



3. 衛星データの解析を通した理学の探求 

（ひさき衛星と NASA/Juno探査機を用いた木星磁気圏の解析研究） 

太陽系最強の磁場をもつ木星磁気圏は，周期 10時間の高速自転と衛星イオの火山活動が

エネルギー源となり粒子加速を駆動している．特に放射線帯には太陽系で最高エネルギー

となる 10MeV 以上の相対論的エネルギーの電子が大量に存在する．木星放射線帯の時空間

変動の理解は，その影響下にある木星大気や氷衛星等の生命環境の理解に必須である．本研

究は宇宙望遠鏡、探査機，地上望遠鏡，数値モデルを連携させて，木星放射線帯の時空間変

動の解明に挑む．ひさき衛星(JAXA)はイオの火山活動とプラズマ輸送，及び磁気圏でのエネ

ルギー解放過程を監視する．Juno探査機(NASA)は相対論的電子の出現・消失を“その場“で

精密測定する．地上電波望遠鏡 GMRTは放射線帯の空間構造を捉える．さらにイオからの質

量供給，プラズマ輸送，放射線帯の動径拡散モデルを介してこれらの観測を結び付け，太陽

系最強の粒子加速を広い空間スケールで一貫して説明する物理モデルを構築する． 

衛星イオから木星磁気圏に散逸した火山ガスは，イオ軌道付近にプラズマの集合領域（Io 

Plasma Torus: IPT）を形成する．IPTの低温高密度プラズマは木星磁力線の回転による遠

心力の影響を受けて外向きに輸送され，磁気圏内で加熱された後に，交換型不安定や磁気再

結合による内向き輸送の効果を得て磁気圏内を循環する．最終的に木星近傍に運ばれてき

た一部のプラズマは，さらに電磁場による加速を受けて放射線帯を形成する相対論的電子

や，極域でオーロラ（数 TW）を生起する高エネルギー電子になる．本研究はこれらの一連

の物理現象を遠隔・その場観測の両面から把握し，磁気圏全体の時空間変動を捉えることで，

巨大な木星放射線帯に大量に存在する相対論的電子の生成過程の解明を目指す． 

これまで木星放射線帯に関しては，古くは 1950年代の電波観測に始まり，さらに 1973年

の Pioneer10号探査機（NASA）のフライバイ観測など，様々な手法で研究されてきた．例え

ば地上からは大型電波望遠鏡により相対論電子が励起するシンクロトロン放射強度と空間

分布が測定された[Bolton+02; Tsuchiya+11等]．また，主に長周期変動を説明する相対論

電子の輸送・拡散・加速を説明する数値モデルが開発されてきた[Santos-Costa+08,09]．こ

の数値モデルは IPT側（放射線帯からみて外側）の境界条件をフリーパラメータとした内向

きの動径拡散過程に基づき，数週間から年単位に至る長期変動を大まかながら再現してい

る．しかし観測的な制約から短時間（τ<1day）の相対論的電子の増減や，イオの表面に多

数存在する火山活動からのプラズマ供給、磁気圏内の輸送、大気層と放射線帯の相互作用な

ど，複数の領域間をまたぐ本質的な物理過程は模擬できていない．そのため放射線帯の時空

間変動の全容を首尾一貫して説明する物理モデルは未完成であり，惑星磁気圏における粒

子加速に関する最重要課題のひとつである．  

そこで本研究は，木星周辺を地球周回軌道から連続的に監視している JAXAの衛星「ひさ

き」と，初の木星極域周回軌道探査機 Juno，さらに GMRTなどの大型地上電波望遠鏡と数値

モデルを融合させた４者の緊密連携により上述の課題に挑む．この連携により，今までは得

られなかった短時間の放射線帯変動，IPTから放射線帯への粒子輸送，放射線帯電子の直接



精密測定など，モデルの制約に不可欠な物理量を得られる．また，詳細なオーロラ画像の観

測に基づき，電離圏や大気の数値モデルを用いて極域から放射線帯へ印加される電磁場擾

乱を計算する．これを放射線帯モデルの動径拡散の入力パラメタとし，木星大気層と放射線

帯の結合を模擬する． 

我々が企画・立案段階から主導して開発してきた極端紫外分光観測装置を搭載した「ひさ

き」は，特徴的なダンベル型の視野構造を始めとして木星磁気圏観測に最適化した光学設計

であり，オーロラと IPTの高波長分解観測を実現させてきた[Yoshioka+13; Yamazaki+14等]. 

オーロラからは磁力線を介して中間・外部磁気圏の情報を読み解ける．また，放射線帯の外

側境界である IPTではプラズマが電子衝突で輝線を発している．我々は，このスペクトルを

用いたイオン組成や電子温度の導出方法を確立し，IPT内部でのプラズマ輸送の把握を可能

にした [Yoshioka+14,18; Yoshikawa+17等]．すなわち「ひさき」は中間・外部磁気圏（オ

ーロラ）と内部磁気圏（IPT）のプラズマ輸送の大局的かつ長期連続的な監視を初めて可能

にしたのである．なお「ひさき」は，現在も研究分担者の山崎敦博士をプロジェクトマネー

ジャーとして運用を継続している． 

2016年には，Junoが木星の超楕円極軌道に投入され定常観測を開始している．極域での

Juno のその場観測データは，磁力線に沿って赤道面に投影されて内部・中間磁気圏の情報

に読みかえられる．本研究では「ひさき」と Junoのデータ解析を推進させ，「ひさき」で捉

えた磁気圏の大局的空間構造と Junoによる局所詳細観測の両面から，相対論的電子の生成

に至る木星磁気圏の全体構造の把握を目指す．さらに，火山活動活性化に対応して磁気圏が

動的に変化する様相を詳細に解析し，巨大磁気圏ならではの粒子加速の特性を明らかにす

る 

 

（ひさき衛星など低高度周回衛星を用いた地球周辺放射線環境の研究） 

本研究は，高度 950-1150kmを周回する惑星分光観測衛星「ひさき」が受ける放射線由来

の計数を用いて，磁気圏プラズマの動的描像を理解する事を目的とする．「ひさき」は，そ

もそも極端紫外光を用いた惑星大気およびプラズマの観測を主目的としているが，光検出

に用いる MCP（Microchannel plate）は，高エネルギー粒子にも感度がある．我々は，打ち

上げから 6年以上かけて蓄積した MCPの計数データから，「ひさき」軌道付近のプラズマの

情報を導けると考えている．本研究を通して高度 1000km，L~2付近の高エネルギー粒子の挙

動と太陽活動度の関係を詳細に把握することで，SEPイベントに伴う地球内部磁気圏への高

エネルギー粒子の貫入過程や，銀河宇宙線由来の高エネルギー陽子と太陽活動度の関係の

理解を深められる． 

 

  



4. 室内実験によるアストロバイオロジーへの挑戦 

本研究室は惑星形成時におきた水や有機物の獲得過程の理解を通して，現在の地球に生

命が育まれるに至った背景の理解を目指している．特に宇宙風化作用の定量評価を目的と

する．宇宙風化とは天体の表面が宇宙線や太陽放射線に曝されることで経年変化する現象

であり，特に厚い大気を持たない小惑星等において支配的な現象である．現在の地球が保持

している水や有機物の起源は原始太陽系の微小天体と考えられているが[例：Hsieh and 

Hewitt 2016, Science]が，惑星固有の供給過程や組成分布の違いなど未知な部分は多い．

これらの理解を深めるために「はやぶさ２」の惑星探査等により表層環境の観測情報が蓄積

されつつある[例：Sugita et al. 2019, Science]．しかし，惑星探査では「今」の，すな

わち宇宙風化を始めとする様々な物理過程を経て変成した後の情報しか得られない．従っ

て観測情報から過去の状態を類推するためには宇宙風化作用の定量的な理解が不可欠であ

る．そこで原子核物理の知見を考慮したシミュレーションと，炭素化合物において宇宙風化

によるスペクトル変化が顕著な紫外光を用いた室内実験を組み合わせて，観測情報と天体

進化を結び付ける．（以下に詳細を述べる） 

惑星形成時におきた水や有機物の獲得過程の理解を通して，現在の地球に生命が育まれ

るに至った背景の理解を目指している．本研究では，特に宇宙風化作用の定量評価を目的と

する．宇宙風化とは天体の表面が宇宙線や太陽放射線に曝されることで経年変化する現象

であり，特に厚い大気を持たない小惑星等において支配的な現象である．現在の地球が保持

している水や有機物の起源は原始太陽系の微小天体と考えられているが[例：Hsieh and 

Hewitt 2016, Science]が，惑星固有の供給過程や組成分布の違いなど未知な部分は多い．

これらの理解を深めるために「はやぶさ２」の惑星探査等により表層環境の観測情報が蓄積

されつつある[例：Sugita et al. 2019, Science]．しかし，惑星探査では「今」の，すな

わち宇宙風化を始めとする様々な物理過程を経て変成した後の情報しか得られない．従っ

て観測情報から過去の状態を類推するためには宇宙風化作用の定量的な理解が不可欠であ

る．本研究では原子核物理の知見を考慮したシミュレーションと，炭素化合物において宇宙

風化によるスペクトル変化が顕著な紫外光を用いた室内実験を組み合わせて，観測情報と

天体進化を結び付ける． 

本研究は，表層環境の観測情報と天体形成初期の状態を結び付けるために，宇宙風化作用

の定量的な理解の深化を目的とする．具体的には，原子核物理の側面から，表層やレゴリス

層内の放射線環境を再現するシミュレーションの構築と，紫外線照射による天体表層スペ

クトルの変化を調べるための室内実験を行う．前者においては，宇宙風化を引き起こす放射

線粒子（電子，陽子等）と，天体表層物質を構成する分子の間に働く物理的な相互作用の再

現計算を通して，放射線と天体の間のエネルギー授受と，その深さとの関係性を定量的に把

握する．後者においては，特に炭素化合物においてスペクトル形状の変化が顕著に表れやす

い紫外線領域（波長50–300nm）について，隕石サンプルに対する照射試験を行う．これらの

放射源として，高周波回路を用いたガス励起発光システムを構築し，さらに紫外線領域に適



した集光光学系を組み合わせることで，紫外線による宇宙風化作用の加速実験を行う．探査

や地上観測のデータとシミュレーション，および室内実験を結び付けて宇宙風化作用の理

解を深めることで，太陽系形成初期におきた地球の水，有機物獲得の過程を解明する． 

本研究は，天体における生命誕生の鍵となる水と炭素化合物の獲得過程に着目している．

これらの物質の獲得は，主に太陽系形成初期に行われたと考えられているが，我々が手にで

きる観測情報からだけでは確証は得られない．本研究を通して宇宙風化作用の定量的な理

解が進めば，観測データとの組み合わせにより生命誕生の土壌となった地球の進化過程が

明らかになり，アストロバイオロジーにとって極めて重大な一面が明らかになる．また，本

研究は地球に限ったものではなく，宇宙風化という普遍的な物理過程の理解を目指してい

るため，エウロパやエンセラドス等の天体における，今現在の生命の存在可能性を議論する

上でも重要な知見をもたらす． 

 


