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人工衛星の帯電による故障を防ぐためのデバイスとして、衛星帯電防止電子エミッ

タフィルム(ELF)がある。これは他の帯電緩和手法と比べて軽量小型のため、実用化へ

の期待が高まっている。本研究では ELF の紫外線による表面帯電と電界放出性能評価

を行った。フッ素樹脂サンプルは紫外線照射から 60 分後に 0.2μA の電界放出が 5 秒

間、ポリイミドサンプルは紫外線照射から 32 分後に 2μA の電界放出が 50 秒間測定さ

れた。また、サンプル表面の電界電子放出による帯電緩和を観測し、ELF サンプルの

紫外線環境下での性能評価を達成した。 
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The satellite antistatic electron emitter film(ELF) is a device to prevent the failure of the 

artificial satellite due to the charging of the artificial satellite. Since this charge relaxation 

method is lighter and smaller than other methods, expectations for practical use are increasing. 

In this study, the surface charge and field emission performance of ELF by ultraviolet rays were 

evaluated. In the fluororesin ELF sample, 0.2 μA field emission occurred for 5 seconds after 60 

minutes of ultraviolet irradiation.In the polyimide ELF sample, 2 μA field emission occurred for 

50 seconds after 32 minutes of ultraviolet irradiation. In this experiment, the charge relaxation 

of the sample surface due to field electron emission was observed, and the performance of the 

ELF sample was evaluated in an ultraviolet environment. 
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