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乱　開発内容

R:でき　設計

①　漁連恵子轟寮お<d｣び渋盗方式の選定

浸出恵子　　及び量盗方式浩魯竃の薦冠をトレードオフの上　T I　の親潮波長帯域内で

最も富い生態が撮られる滋下の組合せを設計のベースラインとした｡

Table 2　Selected detection device material and detection method

Ite Selection Reason

device 海毘惑Te G⑳⑳東㌢esul奄S.ほ頂◎鎚のぬ陀d
materia一 l̂ ^ ^ ^ l馳忠盛芋野内r諭違約母塁軸e閃e昏⑳3忠盛忠$約緒

method PhotoConductive 馳衰P雪rず$㌻沌FBC母毒T5才O飛雪3亙V塁圭母咽せh

②　検出器の最適亀設計

こ槙這意草3l PV型と両等の選論鼠轟く畠｣喜P)のD吉見および高いRAを簿ること

を萱:裏とi/=∋　与える艶た量近寄の≡芸墳貴命…こ合わせて放出孟子の覇道く検知意手厚)

や道春条件%j-iギア謁電蕊3署最適化設計しfc｡

【籍晶3　-富8,ち:33 AJ RAが簿ら釣るよう簿晶た態も最適化した｡短波長33号ンドと
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②　分党帝隆

それぞ鴇のバンドfp>貴子土:=分光フィルタを諾思して浸出器を丑曹し,分光特性を測定

L}た¢分光帝隆の測定例を『垂凱亀倉=示す⑳　　　　　　　.
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③　耐放射線経

検出器を勤俸させたまま夢　予測被曝畳を忠岡るQY線を当て検出器の性能変化を測定tJ

た琵黒9　予定韻等重を大きく上司るJ"n5日5　ラド富で性能が芸北しないことが判明した｡
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轟す　まとめ

T S R男赤ft法論琶草として主要在廷寵仕蔭を達成する見通しが薄らねたO

式尊した33JV講遺草蔓延み込んだT 3 Rシステムの評価試験結果等を参考にして,さら

に≡ t'Jl用強這器に南昔撞蟹長_tを蛙かる｡
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