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宇宙科学研究所は，2003年10月の独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の結成時に宇宙科学研
究本部として発足し，2010年4月に現在の名称に改称されました．わが国の宇宙科学研究は，糸川先生のペ
ンシルロケットに始まり，宇宙理学と宇宙工学の研究者の密接な連携のもと，統合前の文部科学省宇宙科学
研究所を中心とした全国大学共同利用の活動により，大きく発展してきました．この文部科学省宇宙科学研
究所の機能を受け継いだ当研究所は，わが国と世界の飛翔体による宇宙科学の発展に大きな責務を負ってお
ります．

宇宙科学研究所の目的は，国内の大学・研究所・諸外国の宇宙機関と協力して，科学衛星・観測ロケット・

大気球・国際宇宙ステーションを使用し，特徴あるすぐれた宇宙科学ミッションの立案・開発・飛翔実験・
運用を一貫して行い，それによる学術研究を強力に推進することにあります．このために，当研究所には，

宇宙の構造と進化を追求するために大気の外に出て観測を行う宇宙物理学，月・惑星・小惑星の構造と起源
を探り，太陽系の生い立ち，ひいては生命の起源にも迫る太陽系科学，そしてこれらの挑戦的活動を可能に
し，新たな宇宙への可能性を切り開く宇宙工学の研究者がいます．

これまで，当研究所は，これらの宇宙理学と宇宙工学の研究者の密接な連携のもと，「はやぶさ」などの野
心的な衛星計画を次々と提案実現し，国際的にも卓越した研究所として高い評価を受けてきました．今後も，

所内の5つの研究系による活発な研究活動を基盤として，世界的にもユニークな理工学研究者の連携により，
すぐれた科学衛星計画の創成と実現に遭進していきたいと考えています．

2012年度は，水星探査機Bepi−Colombo

MMO，

X線天文衛星ASTRO−H，惑星分光観測衛星SPRINT−A，ジ

オスペース探査衛星ERGの開発がほぼ順調に進められました．さらに，月・惑星探査プログラムグループ
（JSPEC）と共同で「はやぶさ2」の開発を，宇宙輸送ミッション本部と共同でイプシロンロケットの開発
を推進しています．また，6機の科学衛星の運用を行い，特に，X線天文衛星「すざく⊥太陽観測衛星「ひ
ので」は，世界的な成果を上げ続けています．2010年末に金星周回軌道へ投入出来なかった金星探査機「あ
かつき」は，2015年の金星周回軌道への投入に向けての運用と準備を続けています．また，運用を終了した
赤外線天文衛星「あかり」のサーベイデーターの公開を行い，JSPECと協力して「はやぶさ」サンプルのキュ
レーションとアーカイブを行い，世界中の研究者による「イトカワ」由来の地球外物質の本格的な解析が始
まっています．

さらに，観測ロケットや大気球を用いた研究活動・国際宇宙ステーションでの宇宙環境を利用した各種実
験も活発に行われ，多くの成果が生まれています．総合研究大学院大学や東京大学をはじめとする大学との
連携により，宇宙科学プロジェクトの現場での大学院教育を行い，宇宙開発や宇宙科学の研究開発に携わる
後継者の育成に努めています．この年次要覧は，これらの運用中および開発中のプロジェクトの成果と現況・

近い将来のプロジェクト候補の検討状況・より萌芽的な研究活動など含めて，2012年度の研究所全体の活動
状況をまとめたものです．宇宙科学研究所の活動に対し，これからも皆様方のご理解とご支援，ご指導をお
願い申し上げます．

2013年4月

This document is provided by JAXA.

●

●

This document is provided by JAXA.

目

次

11125
5
5
9
0
11
19
勧9
白9
白 23113

所長挨拶

概

組織及び運営

・
・
●

．．．員

…

O

●

職
織営数な算
員も
組運職お予

O

… …

●

5

要
沿
革
設置目的
宇宙開発体制

a︑DCde

19臼0δ4ム

1

…

研究所の位置・敷地・建物

・

・

ll研究活動
1

3

総合研究

・・

研究系

aLDCマGe

2

宇宙物理学研究系
太陽系科学研究系
学際科学研究系
一
宇宙飛翔工学研究系
宇宙機応用工学研究系
各センター及び室

a
b

・

・
一一・

o●

皿

通信・テータ処理グループ・・

。・… @

・

…

69

…

82
82

…
…

……

■

o

…
●

o●

●

oo

●

o

o●

．．

@

．＿

．

．＿

．．

・
●

騎

…

・

……・・……・・

105

…

105

…・

…

…

・

…

…
・

…・

109

113

…113

。・

。

・

…

・

・

・

。

116
120

………・120
●
●

I【プロジェクト

●

●

…

120
。…

●o

・・

●
・

■

■

・・・
・………・…・……。…………・………

…

127

@

・

131

。………
■

123

125

O

SOLAR−Bプロジェクト ・
INDEXプロジェクト ・

m

・

…

・

●

ASTRO−Fプロジェクト

1

83

84
89
92
93
100
104
・ 104
104

・・

o

30

55

・

…・ ●

あけぼのプロジェクト
GEOTAILプロジェクト ・

PLANET−Cプロジェクト
Bep1Colomboプロジェクト
ASTRO−Hプロジェクト
惑星分光観測衛星プロジェクト

・

45

プロジェクト……・…

ASTRO−E

23

。

…

■

プロジェクト・ワーキンググループ

abCdef
﹂レg
nl h

1

■●

・

…

一

専門技術グループ……・・…………
a ミッション機器系グループ …
………
b 基盤技術グループ
・
c 航法・誘導・制御グループ
ー一・…
d 推進系グループ
・
・
e 熱・流体グループ
…
…
・ …
・・
f 構造・機構・材料グループ …
g 電子部品・テハイス・電源グループ……

h

●

● ・

f ISS科学プロジェクト室
g 科学衛星運用・テータ利用センター…・・
4

●●

■

・
・・ ・ …
・・ ・
…

・
・

宇宙科学プログラム・オフィス
…
宇宙科学プログラム・システムスエンジニアリング室…

c 安全・品質保証室
d 大気球実験室
…
e 観測ロケソト実験室

…

o●

●

137
139

・

・

143

・

147

・……・…

147

●

…
ジオスペース探査衛星プロジェクト
ー一
・
次世代赤外線天文衛星（SPICA）プリプロジェクト
・
再使用観測ロケット技術実証
・
・
…

133

・…・
・

o

・
・

149
152

This document is provided by JAXA.

alDCdef
IMClG
aト
a︑DC﹂qe
234

ワーキンググループ

国際協力

゜

154

・

・

155

平成24年度委員会評価結果
宇宙理学委員会

158

・

・

宇宙工学委員会
宇宙環境利用科学委員会
小型科学衛星専門委員会 ・

°°

…

・

V

施設・設備

●

・

●

186

●●●●

●

●

●

．

o

o

一

・・…

・

・

．．

．

．

＿

．

＿

．
・

．

．

．．

・

・

・

…一・

……

200

…

・

・

．

……

…

・・。…

・209

…・……・214

・
…

215

・220
・220

…

・222

・・

．

………………

．一

・

……

．
……………・・

・

・

・

・

．
．

…・

・・…・…

・…

…・

・・…

・

…

19臼

・

●

外部の国内，

5

表彰・受賞……・

国際会議等に発表のもの（電子版に掲載）

・…

。

…

233

…
。

・

…

・。240

……・・……・・

。

…・・…

。

・…

…

241
…

・

。

・……・

・

…

…・

…

・。

・…

248

251

…………
・

・

233

…・・240
・

・…

・
・・……

・・233

……・・……………

…・

●●●●●

4

・

…
…

・。…・

・…………………・・……・
・。

。230
……

……・…・……・

・
．

…

1SAS主催のシンポジウム （電子版に掲載） ・ ………

・

…

229

・

…………………

…・…

．
．

・……・

223

………。226

・…・
．

・…
……………

…・・………

・207

・・208

・…

…・

一・……・・

宇宙科学研究に関する外部評価

202

・

・一
。

・・

o●

・201

202

・

…

200

…

…

・

．

外部の学術雑誌等に発表のもの

…

・…

…
．
・・

……

広報・普及
・…
成果発表
・
・一………
機構内刊行物・所内刊行物・・

特許権等

198

202

3

6

…

…

a 単行本に発表のもの ・・…
b 学術誌等に発表のもの
・・

皿

・

…

…
・…

…・………

195

……・・…………・・………………

…
。・

大学院教育及び人材養成・

図書

・

・

●

b 大学院教育推進センター・
c 人材養成
・
3

187

187
191

…

○●

・…

大学院教育

…

198
198

．

筑波宇宙センター…・
大樹航空宇宙実験場

a

…

195

．．

能代ロケット実験場・ …
あきる野実験施設 …… ・
内之浦宇宙空間観測所
臼田宇宙空間観測所

1

…

・

・

研究施設

教育・広報

・

…

相模原キャンパス研究センター棟
・・
・
相模原キャンパス飛翔体環境試験棟
…
相模原キャンパス構造機能試験棟 ・
…
相模原キャンパス特殊実験棟
・一…・…一・ …・

2

・

・

共同利用設備・

VI

187

・・。。

・

●

●

●●

相模原キャンパス本館

2

186

…

・・

・・…

●

おもな研究設備

a冒
alDClGe
fD
IClqe 1

1

184

185

・199

●

●

158

・

・
・…一…・…・

理事長裁量経費による研究・
オープンラボ

。・・

・

各種共同研究等
受託研究
一
民間等との共同研究
奨学寄附金の受入

シンポジウム等・

…

179
・

所内教育職職員申請による共同研究

3

°

・

大気球研究委員会
宇宙科学プログラム技術委員会
IV 共同研究等
1 科学研究費補助金による研究及び各種共同研究等
科学研究費補助金による研究 ・
宇宙科学実験用設備を用いた共同利用研究
国際共同ミッション推進研究

2

°

251
252

252
252

・………・266

266
267
269
270

This document is provided by JAXA.

表紙／裏表紙図説明

ロケットから分離された直後の展開型柔軟エアロシェルを有する再突入実験機
（S−310−41号機観測ロケット実験「小型インフレータブルカプセルの飛行実験」にて）【表紙図】

将来の惑星探査において，大気圏への突入技術がますます重要視されている中，次世代の大気圏突入手法と
して展開型の柔軟なエアロシェルを用いた大気圏突入システムが期待されている．その研究開発の重要なマイ

ルストーンとして位置づけられたフライト試験「小型インフレータブルカプセルの飛行試験」が，2012年8
月7日に内之浦宇宙空間観測所にて，観測ロケットS−310−41号機によって行われた．この試験では，直径120cm

のトーラス状のインフレータブル構造を有するフレア型の薄膜柔軟エアロシェルを宇宙空間で展開し，その柔
軟エァロシェルにより，高度150kmから実験機を安全に大気圏に再突入させることに成功した．本試験によっ
て，展開型の柔軟エアロシェルが大気圏突入環境で減速装置として正常に機能することを実証でき，また，今
後の実用機の開発にむけた貴重なデータを取得できた．
糸川英夫博士銅像【裏表紙図】

日本の宇宙開発の父とも呼ばれる糸川先生の全身立f象
この銅像は，糸川先生をはじめとする宇宙開発の先人達を懐かしみ，その功績を讃えるため，地元である肝

付町からの寄付の呼びかけに応えて下さった全国の方々からのご厚志によって，内之浦宇宙空間観測所開設
50周年及び糸川先生生誕100周年に当たる2012年に建立された．
「おおすみ」の記念碑の横で，ロケットが飛翔する太平洋の彼方を静かに見守っている．
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1．概

1．概
1．沿

1

要

要

革

2003年10月1日に，それまで我が国における宇宙及

る．また，国公私立大学の要請に応じ，大学院における

び航空の分野において独自に研究活動を行ってきた宇宙

教育に協力する」ことである．その後2003年に，前述
のように宇宙科学研究，宇宙開発及び航空科学技術を一

科学研究所，宇宙開発事業団，航空宇宙技術研究所の3
機関の力を結集し，宇宙科学研究，宇宙開発及び航空科

段と効率よく効果的に推進する体制を構築するため

学技術を一段と効率よく効果的に推進する体制を構築す

JAXAが設立され，

るため，これらの機関を統合し，宇宙航空研究開発機構

体的に担い宇宙科学の発展及び大学院教育に資する部門

（JAXA）という単一の機関が独立行政法人として設立さ

として，JAXA宇宙科学研究本部（現JAXA宇宙科学研究

れた．JAXAの中で，大学共同利用の機能を実体的に担

所）が設置された．

い宇宙科学の発展及び大学院教育に資する部門として，

JAXAの中で大学共同利用の機能を実

JAXAの研究開発部門は，当初は宇宙基幹システム本

当初宇宙科学研究本部が設置されたが，2010年4月1日

部，宇宙利用推進本部，総合技術研究本部，宇宙科学研

より宇宙科学研究所に名称が変更された．

究本部の4本部が設置され，その後，数次の組織改正や

日本の宇宙開発の端緒は，東京大学生産技術研究所内

名称変更を経て，2010年4月からは，宇宙輸送ミッショ

に結成されたAVSA研究班が1955年に行ったペンシル
ロケットの発射実験により開かれた．その後1964年に

本部，研究開発本部，宇宙科学研究所，航空プログラム

ン本部，宇宙利用ミッション本部，有人宇宙ミッション

は，東京大学航空研究所（1918年に東京帝国大学航空研

グループ，月・惑星探査プログラムグループ，情報収集

究所として設置，1946〜1958年東京大学理工学研究所，

衛星システム開発グループの8部門となっている．

1958年より東京大学航空研究所）と，東京大学生産技術

その中で宇宙科学研究所は，宇宙科学の発展及び大学

研究所観測ロケット関係部門が母体となり，「宇宙理学・

院教育の中枢を担う研究所として位置づけられている．

宇宙工学及び航空の学理及びその応用の総合研究」を行
う目的で東京大学宇宙航空研究所が設置された．

文部科学大臣から提示される中期目標に従い，「研究者の

以来，飛翔体に関連した宇宙工学の研究開発並びに宇

等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進」をと

自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学研究」と「衛星

宙理学研究は，宇宙航空研究所を中心とし，国公私立大

もに重点的に推進している．前者は，研究者が個人ある

学等多くの機関の研究者の協力の下に，自由な発想に基

いはグループを作って行う研究で，萌芽的な性格のもの

づく一貫した研究プロジェクトとして進められ，1970年

であり，後者は，科学衛星プロジェクトに代表される研

に我が国初の人工衛星「おおすみ」を打ち上げるなど多

究で，衛星の開発からデータ解析，成果の公表までの一

大の成果を収めた．このような宇宙航空研究所を中心と

連の作業を含む活動である．これらは，文部科学省宇宙

した我が国の宇宙理学・宇宙工学研究の発展を踏まえ，

科学研究所で行われてきた研究活動を大筋で踏襲したも

1981年に東京大学宇宙航空研究所を発展的に改組し，文

のとなっている．なお，宇宙科学研究所内の研究部門は，

部省（当時）宇宙科学研究所が大学共同利用機関として

JAXA設立当初11研究系及び4センターであったが，

設立された．文部省宇宙科学研究所の目的は，「宇宙理

2012年2月に，宇宙物理学研究系，太陽系科学研究系，

学・宇宙工学の学理及びその応用研究を行うとともに，

学際科学研究系，宇宙飛翔工学研究系，宇宙機応用工学

この研究に従事する国公私立大学の教員等の利用に供す

研究系の5研究系に再編された．

2．設置目的
独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）は，大学

等における学術研究の発展，宇宙科学技術及び航空科学

との共同等による宇宙科学に関する学術研究，宇宙科学

技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図

技術（宇宙に関する科学技術）に関する基礎研究及び宇

ることを目的としている．

宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星の開発，打上

JAXA宇宙科学研究所の設置目的は，その前身である

げ，追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を，宇宙

文部科学省宇宙科学研究所の大学共同利用機関の機能を

基本法の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっと
り，総合的かつ計画的に行うとともに，航空科学技術に

大学共同利用システムとして継承し，全国の大学や研究

関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びに

共同活動を行う研究体制を組織して，科学衛星・探査機

これらに関連する業務を総合的に行うことにより，大学

による宇宙科学ミッション，大気球・観測ロケット，小

機関に所属する関連研究者との有機的かつ多様な形での

This document is provided by JAXA.
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要

型飛翔体等による小規模ミッション，宇宙環境を利用し

る．また，国公私立大学の研究者や外国人研究者を客員

た科学研究将来の宇宙科学ミッションのための観測技
術等の基礎研究を推進することである．研究に従事する
全国の国公私立大学その他の研究機関の研究者に宇宙科

の教授，准教授等として迎えている．さらに，大学院教
育としては国公私立大学の要請に応じ，当該大学の大学

学研究所の実験施設・設備を利用させることを行ってい

のことを通じて，この分野の後継者の育成にあたっている．

院における教育に参加・協力することになっており，こ

3．宇宙開発体制
宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進

太陽系諸天体の構造，起源と進化，惑星環境の変

するため，宇宙基本法第25条に基づき，内閣に宇宙開
発戦略本部が設置されている．宇宙開発戦略本部は，宇

遷，これらを通じた宇宙の共通な物理プロセス等を
探るとともに，太陽系惑星における生命発生，存続

宙基本法第24条に基づき，宇宙開発利用に関する基本
的な計画（宇宙基本計画）を作成する．この宇宙基本計

の可能性及びその条件を解明する太陽系探査，

画（平成25年1月25日決定）において，JAXAは政府

解明，物質科学及び凝縮系科学分野における重力に

全体の宇宙開発利用を技術でささえる中核的な実施機関

起因する現象の解明等を目指す宇宙環境利用，

生命科学分野における生命現象の普遍的な原理の

宇宙開発利用に新しい芽をもたらし，自在な科学

に位置付けられている．

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（JAXA法）第
19条に基づき，主務大臣は宇宙基本計画に基づいた中期
目標を定め，JAXAは当該中期目標を達成するための中
期計画を作成し，主務大臣の認可を受ける．なお，JAXA

観測・探査活動を可能とするための工学，
の各分野に重点を置いて研究を推進する．
（2）宇宙科学研究プロジェクト

（1）に掲げた宇宙空間からの宇宙物理学及び天

法第20条において，文部科学大臣は，宇宙科学に関す
る学術研究及びこれに関連する業務に係る部分について

文学，太陽系探査，宇宙環境利用並びに工学の各分

中期目標を定め，又は変更するに当たっては，研究者の

て選定されたプロジェクトを通じて，宇宙科学研究

自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなけ

に必要な観測データを取得し，世界一級の研究成果

ればならないとされている．

平成20年4月1日に認可された第二期中期計画（変

更認可：平成21年3月30日，同年7月8日，平成22
年9月14日，平成24年3月29日）のうち，宇宙科学
研究に特に関連する事項は以下のとおりである．

野に重点を置きつつ，大学共同利用システムによっ

の創出及びこれからを担う新しい学問分野の開拓に
貢献する．具体的には，学問的な展望に基づいて，
（a）磁気圏観測衛星（EXOS−D）

磁気圏内の様々な場所におけるプラズマ環境の観
測

（b）磁気圏尾部観測衛星（GEOTAIL）

磁気圏尾部を中心としたプラズマ現象の観測
「独立行政法人宇宙航空研究開発機構の中期目標を達成

するための計画（中期計画）（平成20年4月1日〜平成
25年3月31日）」【抜粋】

（c）X線天文衛星（ASTRO−E

H）

ブラックホール，銀河団など宇宙の超高温，極限
状態の観測
（d）小型高機能科学衛星（INDEX）

1

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

2

宇宙科学研究
（1）大学共同利用システムを基本とした学術研究

世界の宇宙科学研究の実施・振興の中核機関とし
て，研究者の自主性の尊重，新たな重要学問分野の
開拓等の学術研究の特性にかんがみつつ，大学共同
利用システムを基本として，人類の英知を深める世
界的な研究成果を学術論文や学会発表等の場を通じ
て提供していく．このために，

宇宙の大規模構造から惑星系に至る宇宙の構造と
成り立ちを解明するとともに，暗黒物質・暗黒エネ
ルギーを探求し，宇宙の極限状態と非熱的エネルギ

ー宇宙を探る宇宙空間からの宇宙物理学及び天文
学，

高機能小型衛星システムの実証とオーロラ現象の
解明
（e）赤外線天文衛星（ASTRO−F）

赤外線観測による惑星誕生環境の探査，宇宙地図
作成
（f）太陽観測衛星（SOLAR−B）

太陽コロナで起こる活動現象の謎とメカニズムの
解明
（g）金星探査機（PLANET−C）

金星大気運動の連続的かつ精密な調査，超回転の

原動力の解明

，

（h）水星探査プロジェクト（Bepi−Colombo）

水星の内部構造，表層，大気，磁気圏の観測
（i）次期x線天文衛星（ASTRO−H）

宇宙の進化におけるエネルギー集中と宇宙の階層
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形成の解明

る知的財産・人材等の資産の機構での積極的な活用を

G）小型科学衛星（SPRINT）シリーズ

図るため，産学官連携を強化する．さらに，利用料に

低コストで迅速，高頻度に挑戦的な宇宙科学ミッ

係る適正な受益者負担や，利用の容易さ等を考慮しつ

ションを実現

つ，技術移転，施設供用等の促進に努める．

及び将来の衛星・探査機・観測実験装置に係る研

・オープンラボ制度等を活用し，中小・ベンチャー企

究開発・運用を国際協力も活用しつつ行う．これら

業等の宇宙航空分野への参入を促進するとともに，

のうち，金星探査機（PLANET−C）については，本

宇宙航空発のイノベーションを推進する．また，研

中期目標期間中に打上げを行う．

究開発リソースの拡充や研究開発の質e．効率の向上

これらに加え，多様なニーズに対応するため，国

を図るため，東北大学等と締結している連携協力協

際宇宙ステーション（ISS）搭載装置，観測ロケット，

定等を中期目標期間中に15件以上締結する．これ

大気球等の実験・観測手段を開発・運用するととも

らにより，企業・大学等との共同研究を中期目標期

に，より遠方の観測を可能とする技術の確立等を目

間の期末までに年500件以上とする．

的として，太陽系探査ミッション機会等を活用した

・企業・大学等による中小型衛星開発・利用促進を支

宇宙飛翔体の開発，飛行実証を行う．なお，取得デ

援するとともに，ロケット相乗り等により容易かつ

ータについては，宇宙科学データ公開のための情報
インフラ整備を引き続き進め，人類共有の知的資産

迅速な宇宙実証機会を提供する．

11情報開示・広報・普及

として広く世界の研究者に無償で公開する．

8

要

宇宙航空研究開発には多額の公的資金が投入されて

教育活動及び人材の交流

いることから，分かりやすい形で情報を開示することで

（1）大学院教育等

説明責任を十分に果たすことを目的に，以下をはじめと

宇宙航空分野の人材の裾野を拡大し，能力向上を

して，Webサイト，

Eメール，パンフレット，施設公

図るため，大学院教育への協力等を通じて外部の人

開及びシンポジウム等の多様な手段を用いた広報活動

材を育成するとともに，外部との人材交流を促進す

を展開する．また，社会・経済の発展や人類の知的資
産の拡大・深化等に資する宇宙航空研究開発の成果に

る．

・総合研究大学院大学，東京大学大学院，東京工業大

ついては，その国外へのアピールが我が国の国際的な

学等との協力について，既に協定を締結し，その推

プレゼンスの向上をもたらすことから，広報活動の展

進を図っているところであるが，今後とも広く全国

開に当たっては，海外への情報発信も積極的に行う．

の大学との協力体制の構築を進め，大学共同利用シ

・査読付論文等を毎年350件以上発表する．

ステム等に基づく特別共同利用研究員制度，連携大
学院制度等を活用して，各大学の要請に応じた宇宙
航空分野における大学院教育への協力を行い，将来

il 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにと
るべき措置

の研究者・技術者を育成する．

4

・客員研究員，任期付職員（民間企業からの出向を含

9

内部統制・ガバナンスの強化
（2）内部評価及び外部評価の実施

む）の任用，研修生の受け入れ等の枠組みを活用し，

事業の実施に当たっては，内部評価及び海外の有

国内外で活躍する研究者を招聰する等して，大学共

識者を適宜活用した外部評価を実施して業務の改善

同利用システムとして行うものを除き，年500人以

等に努める．内部評価に当たっては，社会情勢，社

上の規模で人材交流を行い，内外の大学，関係機関，

会的ニーズ，経済的観点等の要素も考慮して，必要

産業界等との交流を促進する．

性，有効性を見極めた上で，事業の妥当性を評価す

産業界，関係機関及び大学との連携・協力
機構の有する知的財産・人材等の資産を社会に還元

る．評価の結果は，事業計画の見直し等に的確にフ
ィードバックする．特に，大学共同利用システムを

するとともに，我が国の宇宙航空分野の産業基盤及び

基本とする宇宙科学研究においては，有識者による

国際競争力の強化に資するため，また，外部に存在す

外部評価を十分に業務運営に反映させる．
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宇宙開発戦略本部

（宇宙基本計画）

内閣府

（科学技術基本計画）

宇宙政策委員会
科学技術・学術審議会（宇宙開発利用部会／航空科学技術委員会）

独立行政法人
文部科学省【主務省】

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

務

（独）情報通信研究機構（NICT）

経済産業省

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

国土交通省
境

気
（独）国立環境研究所
表1

■宇宙科学研究所

〔昭和55年までは鯨大学

精F宙開発事業団

ｺ和43年度までは宇宙開発
@ 推進本部、 昭和44年度は同
{部及び宇宙開発事業団の計

ﾀその他

日本の宇宙開発体制
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織

4．組織及び運営

要

a．組
JAXAには，宇宙科学研究所の他t

4本部3プログラム

のもとに副所長，研究総主幹，宇宙科学プログラムディレ

グループ及びその他共通部門が置かれている．（組織図1）

クタ及び専門技術統括が置かれている，（組織図2）

宇宙科学研究所は5の研究系と科学推進部，宇宙科学プ

機構には宇宙科学関連業務に関して理事長に助言し，

ンジニアリング室，安全・品質保証室，科学衛星運用・デ

宇宙科学研究所長の候補者を選考・推薦する宇宙科学評
議会が置かれている．また，宇宙科学研究所には大学共

ータ利用センター，15のプロジェクトチーム・プロジェ
クト室，専門技術グループで構成されている．また，所長

協議会が置かれている．

ログラム・オフィス，宇宙科学プログラム・システムズエ

b．
旧宇宙科学研究所の大学共同利用システムを継承し，
外部の学識者から事業計画その他の宇宙科学研究に関す

同利用システムの円滑な運営を行うため，宇宙科学運営

運

営
このほか，所内だけで構成する各種の所内委員会＊や，

る重要事項等についての助言を得るための制度として，

全国の多数の関係研究者を構成員として共同研究計画等
について審議する各種の研究委員会＊が設けられている．

宇宙科学評議会と宇宙科学運営協議会が設置されてい

＊8頁参照

る．（それぞれの構成員は以下のとおり）

評議員名簿（50音順・2013年3月31日現在）

運営協議会名簿（50音順・2013年3月31日現在）

節子

慶鷹義塾大学教授

大村

浅島
井上

誠
明久

日本学術振興会理事
前東北大学総長

尾中

岡村

定矩

法政大学理工学部創生科学科

トノ土
W丁
女イ
左・
剛≧
幸

山井藤田

青木

教授
（会

長）

海部

宣男

国立天文台名誉教授

（副会長）

河野

通方

大学評価・学位授与機構

研究主幹
佐藤

勝彦

自然科学研究機構長

瀬名

秀明

作家

高畑
柘植

尚之
綾夫

総合研究大学院大学長
日本工学会会長

土屋

和雄

同志社大学理工学部教授
名誉研究員

永原

裕子

勝二

正治

教授
東京大学大学院

藤井

良一

新領域創成科学研究科教授
名古屋大学副総長

東京大学大学院理学系研究科

深尾

良夫

高エネルギー加速器研究機構

洋一

洋

東京大学大学院
新領域創成科学研究科教授

正秀

筑波大学名誉教授

哲生

北海道大学低温科学研究所
教授

〔宇宙科学研究所〕

孝藏

副所長

海洋研究開発機構地球内部

中村

正人

研究総主幹

ダイナミクス領域海洋ネット
ワーク解析チーム長．

稲谷

芳文

満田

和久

宇宙科学プログラムディレクタ
宇宙物理学研究系研究主幹

（株）インターネット総合研究所

中川

貴雄

藤本

正樹

J−PARCセンター長

藤原

教授
京都大学名誉教授

隆 国立天文台研究連携主幹
武郎 東北大学名誉教授
恵介 東北大学大学院工学系研究科

教授

永宮

教授
東京大学大学院理学系研究科

展雄

堀

勧早稲田大学大学院理工学術院

敬

京都大学生存圏研究所

武田

上本
村山

戸田

（副会長）

善治

代表取締役所長

（会

長）

藤井

川口淳一一郎

宇宙物理学研究系教授
太陽系科学研究系研究主幹
宇宙飛翔工学研究系教授

藤井

理行

前国立極地研究所長

松本
観山

紘
正見

京都大学総長
広島大学学長室特任教授

吉田

哲也

学際科学研究系研究主幹

小松

敬治

宇宙飛翔工学研究系教授

八坂

哲雄

九州大学名誉教授

橋本

樹明

宇宙機応用工学研究系研究主幹

（備考）任期は平成23年4月1日〜平成25年3月31日

（備考）任期は平成23年4月1日〜平成25年3月31日
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組織図1
経営企画部
広報部
評価・監査室
総務部

宇宙輸送ミッション本部

人事部

財務部

宇宙利用ミッション本部

契約部

有人宇宙環境利用ミッション本部
国際部

理事長

セキュリティ統括室

研究開発本部

筑波宇宙センター管理部

宇宙科学研究所

尢搦亦ｷ
搦

監事

調布航空宇宙センター管理部

航空プログラムグループ
産業連携センター

監事室

システムズエンジニアリング推進室

月・惑星探査プログラムグループ

情報・計算工学センター

情報システム部

情報収集衛星システム開発グループ

安全・信頼性推進部
施設設備部
周波数管理室
統合追跡ネットワーク技術部

環境試験技術センター
宇宙教育センター

大学・研究機関連携室
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組織図2
﹁

科

学

推

進

大学共同利用課

部

宇宙科学国際調整主幹
宇宙科学広報・普及主幹

L＿

研究所会議

所長

研究総主幹

各種委員会＊

一

「一

宇宙物理学研究系

太陽系科学研究系

t…学

際

科

学

研

究

系

宇宙飛翔工学研究系
宇宙機応用ll学研究系

1

副所長

GEOTAILプロジェクトチーム
宇宙科学プログラムディレクタ

各種研究委員会＊

宇宙科学運営協議会

﹁﹂

宇宙科学プログラム・オフィス
宇宙科学プログラム・システムズエンジニアリング室

ASTRO−EHプロジェクトチーム

ASTRO−Fプロジェクトチーム
SOLAR−Bプロジェクトチーム

INDEXプロジェクトチーム
1

PLANET−Cプロジェクトチーム
Bepi

Colomboプロジェクトチーム

ASTRO−Hプロジェクトチーム

一一

惑星分光観測衛星プロジェクトチーム
ジオスペース探査衛星プロジェクトチーム
1

蜍C球実験室
観測ロケット実験室

一一一

能代ロケット実験場
ISS科学プロジェクト室
科学衛星運用・データ利用センター

【宇宙科学技術・専門技術統括】

計画調整グループ
衛星運用グループ
科学データ利用促進グループ

一ミッション機器系グループ
基

1
P

盤

技術

グル

ー

プ

航法・誘導・制御グループ
推

進

熱

・流

系
体

グ
グ

ル

ー

プ

ル

ー

プ

構造・機構・材料グループ
卜

電子部品・デバイス・電源グループ

通信・データ処理グループ
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会
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連
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会
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学

安
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教
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会
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会
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職員数（2013年3月31日現在）
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d、おもな職員（2013年3月31日現在）
宇宙科学研究所長

小野田淳次郎

宇宙科学研究所副所長（兼）

藤井

研究総主幹（兼）

孝藏

中村
鈴木
水村

科学推進部長

科学推進部参事

正人
和弘
義昭

科学推進部計画マネージャ

松崎

忠男

大角

泰正

清水

輝久

大井田俊彦

科学推進部大学共同利用課長

早川

知宏

研究系
研究系
［研究主幹：満田

和久］

太陽系科学研究系
［研究主幹：藤本

正樹］

前田

良知

高橋忠幸
堂谷忠靖

国分紀秀
紀伊恒男

尾暗

正伸

渡辺

伸

石田

片坐

竹井

洋

和久

山崎

学

宏一

中川

貴雄

山村

一誠

辻本

匡弘

松原

英雄

川田

光伸

和田

武彦

坪井

昌人

岩田

隆浩

松浦

周二

北村

良実

村田

泰宏

塩谷圭吾
崎本一博

（客）尾中

敬

（客）吉田

直紀

（客）高田

広章

（客）松本浩典

（客）金田

英弘

（客）前澤

裕之

［研究主幹：吉田

哲也］

市村

淳

土居

明広

朝木

義晴

琢美

淺村

和史

齋藤

義文

横田

勝一郎

松岡

彩子

長谷川

藤本

正樹

佐藤

毅彦

早川

基

中村

正人

高島

健

山暗

敦

田中

智

笠原

慧

阿部

洋

（専）加藤

學

岡田

達明

春山

純一

（客）荒川

政彦

安部

正真

大竹

真紀子

（客）塩谷雅人

坂尾

太郎

白石

浩章

（客）林

祥介

今村

剛

早川

雅彦

（客）渡邊

誠一郎

清水敏文

三谷

烈史

（客）一本

潔

小林

直樹

（客）新谷

昌人

（客）小嶋

浩嗣

（客）吉川

一朗

（客）はしもと

学際科学研究系

助教

典子

満田

宇宙物理学研究系

准教授

教授

じょ一じ

依田

眞一

黒谷

明美

岡田

純平

石岡

憲昭

稲富

裕光

田村

隆幸

石川

毅彦

足立

聡

三浦

昭

海老澤研
阪本

成一

橋本博文
高木亮治

井筒

直樹

吉田

哲也

篠原

育

福家

英之

松崎

恵一

矢野

創

齋藤

芳隆

（客）山岸

明彦

（客）真下

茂

（客）高井

研

山本幸生

（客）天笠俊之
（客）出村

裕英
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山村

一誠

坂尾

太郎

齋藤

宏文

プロジェクトマネージャ（兼）

中村

正人

ファンクションマネージャ

鈴木

睦

早川

基

准教授

教授

研究系

宇宙飛翔工学研究系

稲谷

m研究主幹：森田

?普@淳一郎

泰弘］

要

小川

芳文

ﾎ井

信明

X田
ﾀ部
｡井
??@
?c
x
ｬ松
ｪ田
ｲ藤
ｼ永

泰弘
隆士
孝藏
均
徹
恵一
敬治
博志
英一
三郎

D木

一一・幸

ｼ山

和孝

ｿ留 真一郎
蜴R
聖

??@ 聡
杉 賢治
纉｡
健
ﾎ村 康生

与和

i客）槙原
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?ﾃ
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室長（兼）
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プロジェクトマネージャ（兼）

澤井秀次郎

ジオスペース探査衛星プロジェクトチーム
プロジェクトマネージャ（兼）

稲谷

芳文

吉田

哲也

石井

信明

安田

誠一

観測ロケット実験室

宗孝

グループ長
航法・誘導・制御グループ

安田

誠一

グループ長（兼）

石井

信明

梶原

堅一

小川

博之

佐藤

英一

廣瀬

和之

川暗

繁男

推進系グループ

室長（兼）

能代ロケット実験場

グループ長（兼）

熱・流体グループ

場長（兼）

ISS科学プロジェクト

グループ長（兼）

構造・機構・材料グループ

室長

高柳

，
グループ長（兼）

昌弘

科学衛星運用・データ利用センター

電子部品・デバイス・電源グループ
菅原

センター長

正行

計画調整グループ

グループ長（兼）

通信・データ処理グループ
（事代）中西

功

グループ長
科学データ利用促進グループ

（事代）齋藤

宏

グループ長
宇宙科学技術・専門技術統括

（事代）篠原

育

統括（兼）

稲谷

芳文

宇宙飛翔工学研究系

技術領域総括

安田

誠一

宇宙飛翔工学研究系

グループ長

上野

基盤技術グループ

大気球実験室
室長（兼）

グループ長（兼）

グループ長（兼）

衛星運用グループ
国際トップヤングフェロー（ITYF）

宇宙物理学研究系

Dmitriy

Khangulyan

宇宙物理学研究系

Stawarz

太陽系科学研究系

Masters

Adam

河合

宗司

Campagnola

Lukasz

Stefano

ミッション機器系グループ

e．予算
2012年度予算額（宇宙科学研究所）

19，032，891千円

運営費交付金

18，308，588千円

施設整備費補助金
（科学研究費補助金

（その他（日米科学技術協力事業費等）

724，303千円
346，552千円）
9，350千円）
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5．研究所の位置・敷地・建物
宇宙科学研究所施設

関連施設

①相模原キャンパス

①内之浦宇宙空間観測所

位

位

置

置

神奈川県相模原市中央区由野台3丁目1番1号
北緯35°33

30

東経139°23

43

敷地・建物
敷地

敷地・建物
敷地

：73，001㎡

延面積：56，493㎡

②臼田宇宙空間観測所
位

置

秋田県能代市浅内字下西山1
北緯40°10

10

東経139°59

31

敷地・建物
敷地

置

長野県佐久市上小田切大曲1831番地6
北緯36°07 59
東経138°21 43
敷地・建物
敷地

：61，941㎡

③筑波宇宙センター

③あきる野実験施設

位

置

置

茨城県つくば市千現2丁目1番1号

東京都あきる野市大沢1918番地1
北緯35°45／14
敷地・建物
敷地

：2，050㎡

延面積：698㎡

：97，111㎡

延面積：3，089㎡

延面積：3，417㎡

位

：712，922㎡

延面積：19，072㎡

②能代ロケット実験場
位

鹿児島県肝属郡肝付町南方1791番地13
北緯31°15／05
東経131°04 34

東経139°16

北緯36°04

24

07

東経140°07

41

敷地・建物
敷地

：531，754㎡

延面積：124，801㎡

④大樹航空宇宙実験場
位

置

北海道広尾郡大樹町字美成169
北緯42°30

00

東経143°26

30

敷地・建物
敷地

：90，357㎡

延面積：4，396㎡
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皿．研究活動
1．総合研究
我が国の宇宙観測事業は1955年東京大学生産技術研
究所で始められたペンシルロケットの開発に端を発す
る．同事業は1964年に新設された東京大学宇宙航空研
究所に引き継がれ，さらに17年後の1981年大学共同利

（「のぞみ」）が打ち上げられた．残念ながら，「のぞみ」は

数々の不具合や大規模太陽フレアによる太陽風粒子の直

用機関として発足した文部省（当時）宇宙科学研究所が

撃などを受け，復旧努力にも関わらず2003年12月火星
周回軌道への投入を断念するに至っている（原因究明は
宇宙開発委員会の調査部会にて行われ，現在開発中の衛

これを引き継ぎ発展させてきた．2003年10月，宇宙3

星計画の開発に反映されている）．また，2000年2月の

機関統合により独立行政法人宇宙航空研究開発機構が発

「ASTRO−E」の軌道投入は失敗に終わり期待に応えるこ

足．文部科学省宇宙科学研究所は宇宙航空研究開発機構

とが出来なかった．しかし，軌道投入失敗の原因究明が

宇宙科学研究本部と名を変え科学衛星及び観測ロケット

直ちになされ，M−Vロケットの信頼性回復の努力が精力

による宇宙科学研究を担ってきた．2010年4月，宇宙科

的に続けられてきた結果，2003年5月に野心的な工学実

学研究本部は組織改正により再び名称を宇宙科学研究所

験探査機「はやぶさ」（「MUSES−C」）を成功裏に打ち上

に戻したが，これは宇宙開発全体を下支えする研究を行

げることができた．「はやぶさ」は2005年に小惑星イト

う組織として宇宙航空研究開発機構の他の本部とは異な

カワにタッチダウンし，2010年6月に地球に帰還した．

る位置づけが必要であると判断されたからである．

持ち帰ったイトカワの表面物質は現在，世界の研究者が

ペンシルロケットに端を発する我が国のロケットは急
速に発展し，1957年から始まった国際地球観測年（IGY）

分析を進めている．更に，M−Vロケットは天文衛星にも
大きな前進をもたらし，X線分野の「ASTRO−E

ll」（「す

では電離層の観測に応用されるに至った．1970年には我

ざく」），わが国初の本格的赤外線天文衛星「ASTRO−F」

が国初の人工衛星「おおすみ」の打上げに成功．我が国．

（「あかり」），次期太陽観測衛星「SOLAR−B」（「ひので」）

は「おおすみ」の打上げから現在に至る40年間に31機

と世界の先端を走る科学衛星が打ち上げられた．「あか

の科学衛星，探査機を打ち上げてきた．1986年には国際

り」は全天の赤外線天体のカタログを作成する偉業を成

ハレー彗星観測計画に参加し「さきがけ」，「すいせい」

し遂げ，半年にわたって高度を下げる運用を行った後

をハレー彗星と会合させることに成功し，我が国の宇宙

2011年11月に停波した．2007年9月には，H』Aロケ

科学が米国，ソ連（当時），欧州と並んで世界の舞台で認

められる契機を作った，ハレー彗星探査を機に開発され

ットを利用して月周回衛星「SELENE」を打ち上げ，月
軌道への投入に成功し，同年12月から定常観測運用を

たMBS−

行った．一年半の観測の後2009年6月には月面ヘハー

ll型ロケットはその後の我が国の科学衛星の質

を格段に向上させた．例えば，1987年の「ぎんが」，1993

ドランディングさせた．

2010年5月には初の金星探査機「PLANET−C」（「あか

年の「あすか」はX線天文学の分野で，1989年の「あけ
ぼの」は極域現象の観測で，また1991年の「ようこう」

つき」）をH一皿Aを使って惑星間軌道に投入した．この

は太陽物理学の分野でそれぞれ世界をリードする成果を

探査機は2010年12月に金星を巡る軌道に投入され，2

上げ，我が国の宇宙科学の地位を確かなものにした．こ

年間にわたり金星の大気現象を解明し，これにより異な

れらの実績を背景に，1992年には米国と共同で

る惑星に汎用的に適応される惑星気象学を構築する先駆

「GEOT肌」を打ち上げ，1990年打上げの工学実験衛星

けとなる予定であったが，残念ながら軌道制御エンジン

「ひてん」で実証した二重月スウィングバイ技術を適用し

の不具合によりこれを果たせず，現在太陽を周回してい

て磁気圏尾部の本格的観測を実現し大きな成果を上げ

る．不具合の原因究明が行われ，燃料を押し出すヘリウ

た．また，1995年には，宇宙開発事業団，通産省（当時）

ムガス配管途中にある逆止弁の中で燃料蒸気と酸化剤蒸

と共同で開発した多目的宇宙実験用プラットフォーム

気の予想しなかった混合により塩が発生したためにガス

（SFU）をH−

ll型ロケットで打ち上げ，赤外線による天

圧が十分でなく，エンジン内で燃料が不足し酸化剤過多

文観測，宇宙工学実験等に大きな成果を上げ1996年に

の状況となった事が判った．この為，軌道制御エンジン

はスペーススシャトルにより回収することに成功した．

での燃焼温度が上昇し，エンジン破損にいたった．プロ

一方，月・惑星の研究グループからの強い要請もあって，

ジェクトチームは姿勢制御用エンジンによる代替運用で

さらに大型のロケットM−V型の開発が進められ，1997
年にはM−V初号機によりスペースVLBI用の大型展開ア゜

2015年に金星周回軌道に投入することを計画中で，2011

年11月の軌道マニューバーにより2015年11月に金星

ンテナを搭載した「はるか」を軌道に上げ，初の宇宙VLBI

にランデブーする軌道へ探査機を移行した．現在，探査

の実現に成功した．翌，1998年には火星探査機「PLANET−B」

機の温度上昇を慎重に観察しながら運用を進めていると
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同時に金星周回軌道投入計画を策定中である．

開発を進めてきた電波観測衛星「ASTRO−G」は大型展
開アンテナの開発に伴う技術的困難などから開発中止を

JAXAとして決断し，宇宙開発委員会で開発中止の妥当
性を審査中である，これらの衛星運用に加えて，現在
X線観測衛星「ASTRO−H」がプロジェクトとして開発段

き換えるほどの有益なものであり，鋭意解析が進められ
ている．

科学衛星等の観測手段によって得られた宇宙科学デー
タは，すみやかに公開され世界の宇宙科学研究者に供さ
れている．

我が国の宇宙科学事業は90にあまる大学・研究機関

階にある．また，2014年打ち上げ予定の水星探査機

と1000人を上回る研究者の主体的な参加に基礎を置い

「BepiColombo」により，我が国の宇宙科学も月・惑星探

て発展して現在に至っている．科学観測計画は全国の宇

査へとさらに大きなステップを踏み出そうとしている．

宙科学研究者からの提案を宇宙理学委員会，宇宙工学委

2005年度に打ち上げられた小型高機能観測衛星

員会及び宇宙環境利用科学委員会で審議し決定する手順

「INDEX」（「れいめい」）を契機とし，機動的な宇宙科学

が取られている．各委員会は研究所内外それぞれ半数ず

に向けて小型科学衛星計画が実現し，初号機を2013年
夏打ち上げを目指して開発中である．この衛星は地球周
回軌道上から極端紫外領域の光で木星，金星，火星のプ

つの研究者からなる委員で構成されており，計画の審議

ラズマ大気の科学に挑戦する．さらに2号機のミッショ

て発展するよう宇宙科学の長期計画についても同委員会

ンとして地球内部磁気圏の探査（ジオスペース探査衛星）

で適時検討が行われている．

を選定し，2015年打ち上げを目指している．

観測ロケット実験は衛星や探査機計画に比して迅速に

現在では，我が国のほとんどすべての衛星，観測ロケ
ット，大気球観測計画は何らかの国際協力を含んでいる．

観測を実現できる長所を持っている．この長所を生かし

先に述べた国際ハレー彗星観測計画をはじめ，国際磁気

て例年数機のロケット実験が実施されているが，打ち上

圏観測計画，国際太陽観測計画等の大きな国際的な枠組

げ場も内之浦宇宙空間観測所のほかノルウェーのアンド

みの一角を担う国際協力から，外国の研究者との共同研

ーヤ実験場等も必要に応じて使用され，大きな成果を上

究によって搭載機器を開発するものまで，さまざまな形

げている．

態の国際協力が進行している．先に述べた「GEOTAIL」

のみならず，実行経過，成果についての評価も行われて
いる．さらに，我が国の宇宙科学が適正な方向性をもっ

大気球実験は，科学観測や工学実証に機動的な飛翔機

では，米国が打ち上げロケットと観測機の一部を提供し，

会を実現するのに加えて，挑戦的な最先端技術実証や大

我が国が衛星を開発した．また，欧州が打ち上げた赤外

学院教育，若手研究者の育成にも成果を上げてきた．37

線宇宙天文台（ISO）計画では米国（NASA）と共同で第
2受信局の支援を行い観測研究に参加した．現在運用中

年間にわたる岩手県・三陸大気球観測所における400機
以上の大気球放球の歴史を踏まえて，2008年からは北海

や開発中の衛星計画もほとんどすべてが国際協力により

道・大樹航空宇宙実験場において大気球実験を推進して

遂行されている．「ASTRO−E

いる．

国際宇宙ステーションにおける宇宙科学研究では，宇

I」（「すざく」）には米国提

供の検出器，「SOLAR−B」（「ひので」）にも米・英提供の

検出器が搭載されている．「ASTRO−F」（「あかり」）のデ

宙環境利用科学委員会の元，宇宙実験プロジェクトが開

ータアーカイブについて韓国との協力が行われている．

始され流体科学と植物の2つを対象とする実験研究が開

「PLANET−C」（「あかつき」）は金星探査において欧州宇

始された．また，全天X線監視装置MAXIと超伝導サブ

宙機関（ESA）により打ち上げられた「VENUS

ミリ波サウンダーの船外実験プラットフォーム搭載プロ

との補完的な観測を通じてさまざまな研究協力を予定し

ジェクトSMILESがISSきぼうに取り付けられ多くの科
学成果を生み出している．SMILESは残念ながら運用開

ていた．また，欧州宇宙機関（ESA）との初めての大型
国際協力により未知の惑星・水星を多角的・総合的に探

始後半年で機器の不具合から運用を停止したが，そこで

査しようとする「Bep量Colombo」計画がプロジェクトと

得られたデータは世界中の地球大気に関する教科書を書

して進みつつある．

EXPRESS」
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1．X線グループの観測研究活動

2．1

軟X線背景の起源

軟X線背景放射の起源の解明を目指し，すざくXISに
宇宙物理学研究系では，宇宙物理学の学術研究が進め

られている．現在，X線赤外線電波天文学，理論研
究の4グループがあり，それぞれ研究を行っている．

よる酸素輝線の分光力を活かした観測と解析を行ってい
る．2012年度は系外天体のX線スペクトルにみられる，
われわれの銀河系起因の吸収線とその近傍の広がった放
射から銀河系の高温ハローの温度，密度に観測的制限を

2．X線グループの活動の概要

つけている．このような観測は複数の視野で行っており，

それらの比較は比較的厚い円盤状のハローを示唆する．

宇宙物理学研究系にはX線宇宙物理学の研究グループ
があり，X線天文衛星「すざく（ASTRO−E

H）」の運用，

2．2

銀河，銀河団，超銀河団の観測

データ処理を行うとともに，そのデータを用いた観測的

銀河，銀河団中の高温ガスの観測を通して，宇宙の力

研究を行った．また，フェルミ衛星，Swift衛星などの海

学進化と化学進化を探る研究を継続している．2012年度

外の衛星や太陽撮像観測実験FOXSIなど，海外の高エネ

は，可視光での銀河分布から大構造のフィラメントを探

ルギー天文実験のプロジェクトに参加し，観測的研究を

し，その交点に銀河群のような深い重力ポテンシャルが

行った．

あるかを探索する複数の観測についてとりまとめを行っ

並行して，2015年度打ち上げ予定のASTRO−H衛星の
開発の中心機関として，衛星や搭載装置の開発を行うと

ている，広がった熱的放射を検出する割合が高く，フィ
ラメント同定はうまく機能している．

ともに，ASTRO−Hで行うサイエンスの検討を進めてい
る．これら2つの衛星実験の進捗，成果については，それ
ぞれ独立の節を設けて記述するため，ここでは割愛する．

2．3

パルサー星雲の進化

比較的若いパルサー（高速自転する強磁場中性子星）

では，磁気圏で生成加速されたペアプラズマがパルサー

メンバー区分
教職員：教授，准教授，助教，客員教授，客員准教授，インターナショナルトップヤングフェロー，
名誉教授，開発員，招聰職員（含外部資金博ヒ研究員），宇宙航空プロジェクト研究員
学振特別研究員：日本学術振興会特別研究員
宇宙研院・学生：東京大学学際講座大学院生，総合研究大学院大学院生，連携大学院大学院生，

特別共同利用研究員，技術研修生
共同研究員：大学共同利用システム研究員，WGメンバー
他大学院・学生
JAXA他本部職員
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風として星間空間に流れ出し，パルサー星雲を形成する，

よりも精密なX線放射モデルが必要となっている．天体

近年，TeVガンマ線領域でパルサー星雲が多数見つかっ

の非対称な形状や光子の複数回反応を考慮したモンテカ

ており，X線観測との比較が可能になった．それによる
と，一般にTeVガンマ線放射の方が大きく広がり，しか

するフレームワークMONACOを開発してきた．このコ

もその中心はパルサーからずれている．パルサー星雲16
天体の系統的なX線とγ線による解析から，パルサー誕

ルロシミュレーションにより天体からのX線放射を計算
ードを用いて降着中性子星からのX線放射を計算し，す
ざく衛星の観測結果を解釈するモデルを構築した．また，

生直後に加速された電子がエネルギーを失いながら拡散

中性物質とX線の相互作用を精密にモデル化し，活動銀

するという描像で概ね説明できることを明らかにした．

河核の分子トーラスからのX線反射に適用した．

ただし，一部の天体では磁場強度の減少も考慮する必要
があった．このような現象論的なモデルをもとに，パル

2．7

フェルミ衛星による太陽フレア観測

サーの誕生直後のスピン周期がほぼ数十ミリ秒であるこ
とを示した．パルサーの初期スピン周期は推定が難しく，

ガンマ線を検出した．比較的小規模のMクラス太陽フレ

パルサーの形成機構を考える上で重要な結果である．

アでもガンマ線放射が長時間継続すること，高速のコロ

フェルミ衛星を用いて太陽フレアに付随するMeV／GeV

ナ質量放出と非常に相関が良いことを明らかにした．特
活動銀河中心核からの中間赤外放射の時間変動

に明るいイベントではガンマ線放射領域を特定すること

複数の全天サーベイカタログをもちいて，活動銀河中

ができ，フレアを起こした活動領域付近から，ガンマ線

2．4

心核（AGN）の放射機構の研究を行っている．昨年度は，

が長時間放射されていることを明らかにした．

「あかり」（赤外線）とSwin／BAT（硬x線）カタログを
用いた光度相関に基づく研究を行った．今年度は，同じ

2．8

活動銀河核ジェットの観測

サンプルに対しWISEカタログのデータを追加し，71天

Chandra衛星を用いてGB1428＋4217より，z＝4．72と，

体について中間赤外での時間変動を調べた．「あかり」と

最も遠方のX線ジェットの発見を行った．また，フェル

WISEの観測バンドの違いを補正し，相互の較正誤差を
注意深く評価することで，3天体（ブレーザーと1型電
波銀河）から有意な変動を検出した．残りの天体につい

ミ衛星を用いて，遠方FSRQであるPKS

スペクトルがフレア中に有意にハードになることを発見

ては，統計的な解析からサンプル全体で約10％／4年とい

望遠鏡によるTeV放射の検出につながった．活動銀河核

1510−089のGeV

し，多波長フォローアップ観測を促した結果，MAGIC

う大きな変動が，特に1型AGNについては高い確度で

ジェットにおけるGeVガンマ線の放射機構を調べるた

見出された．中間赤外でのこのような大きな変動はこれ

めに，PKS1510−089のフレア時の短時間フラックス変動

まで予想されておらず，．トーラス内のダスト分布が強く

に着目してフェルミ衛星のデータを解析した．結果，そ

中心集中している可能性を示している．

れまで報告されていた活動銀河核のGeVフラックス変
動として最も短い時間スケールとなる1時間程度の時間

2。5

変動を発見した．このような激しい時間変動はジェット

降着駆動パルサb−・Vela

X−1の観測

強磁場を持つ降着中性子星からのX線放射は理解が進

内部の急激な粒子加速および冷却を示唆している．観測

んでおらず，激しい時間変動の原因も未解明である，最

された増光度と合わせて，莫大なジェットの運動エネル

も明るい星風降着型中性子星Vela

ギーの大部分が中心ブラックホールごく近傍において

X−1のすざく衛星アー

カイブデータを用いて，数十分程度の短い時間スケール

GeVガンマ線として散逸することを明らかにした．他

のスペクトルの変動を取得し，時間変動の原因および降

4C＋29．30の多波長観測に基づく研究，

着プラズマの物理パラメータの変動を議論した．中性子

波ローブの研究などを「すざく」のデータとあわせて行

星の光度の時間変動は伴星の星風の非一様性によるもの

った．

Cen−Aの巨大な電

と考えて矛盾はないことを示した．また，モンテカルロ
シミュレーションを用いて降着プラズマから逆コンプト

2．9

フェルミ衛星による超新星残骸における陽子加速

ン散乱で放射されるX線スペクトルのモデルを構築し

の証拠

た．観測との比較により，スペクトルの形成には熱電子

宇宙から地球にやってくる宇宙線（一次宇宙線）の大

による散乱が重要な役割をになうこと，質量降着率と降

部分（90％）は陽子で，9％がヘリウムをはじめとする原

着プラズマの光学的厚さに自然な正の相関があることを

子核，そして，1％が電子である，一次宇宙線の大部分は，

明らかにした．

銀河系内の超新星の爆発に由来するのではないかと考え

2．6

タンフォード大学，京都大学，広島大学他と共同で，フ

られていたが，観測的な裏付けはなかった．我々は，ス
高精度X線観測に向けた放射輸送計算コード

MONACOの開発
すざく，チャンドラ衛星などの新世代のX線観測衛星

やASTRO−Hによる次世代の高精度観測に向けて，従来

ェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡を用いてふたご座の方向に

あるIC443とわし座の方向にあるW44という2つの超新
星残骸について，2008年の観測開始から2012年までの

This document is provided by JAXA.
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約4年間の観測データを解析し，いずれの超新星残骸に
ついても，低エネルギー側でエネルギーフラックスが急
激に小さくなっており，中性パイ中間子が崩壊すること

2．11

25

銀河系に付随する広がったX線放射の起源天体の

研究

銀河系の，とくに銀河面に沿って観測される「銀河リ

による放射であると結論付けることができた．1912年の

ッジ拡散X線放射」は，その起源が長年謎であった．す

発見から百余年，ついに宇宙線陽子の源が特定されたと

ざく衛星による銀河系中心領域のマッピング観測のデー

いえる．この成果は，フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡の

タを系統的に解析し，この放射の高統計・広帯域のスペ

データ解析方法の改良や較正の精度向上などが進んだこ

クトルデータを得た．数値的に構築した激変星からのX
線放射スペクトルモデルを用いてこのスペクトルを解析

とで，はじめて可能となったものである．

することで，放射源のプラズマ温度が10キロ電子ボル
2．10

太陽からの非熱的放射のロケット観測実験

ト以上の硬X線成分と，1キロ電子ボルト程度の軟X線
成分に分解できることを示した．この成分はそれぞれ，

FOXSI
太陽表面のナノフレアにおける非熱的放射を観測する

個々には撮像分解できないほどくらい無数の激変星と晩

ために，カリフォルニア大学SSLと共同で太陽観測ロケ

ット実験FOXSIを進めている．2012年度はその第一回

期型星からのX線の足し合わせであり，「銀河リッジ拡
散X線放射」の起源が数多くのX線点源の集合であるこ

の打ち上げを米国ホワイトサンズミサイル実験場にて行

とを示した．

い，世界で初めて太陽硬X線を集光撮像観測することに
2．12

成功した。

太陽における非熱的現象を探るうえできわめて重要な
硬X線帯域であるが，従来の硬X線太陽観測衛星はフー一一一

銀河団外縁部の研究

A1835銀河団において，すざく衛星のデータから銀河
団外縁部の研究を進めた．東と南の方向で，ガスの温度

リエ再構成によるイメージング手法が感度を制限してい

とエントロピーが高く，これらの領域は銀河団を囲んで

た．FOXSIは，5−15keVの帯域で世界で初めて集光系

いる銀河密度の高い領域（フィラメント構造）と接してい

を導入し，10秒角という高い角度分解能にて太陽静穏領

ることがわかった．先行研究で同様な現象が見られてい

域のかつてない高感度な撮像観測を行う．その実現のた

たA1689銀河団の結果と合わせると，銀河団をとりまく

めには，焦点面検出器は5keV付近からの撮像観測を可
能にするエネルギー分解能に加え，ミラーの角度分解能

銀河密度と銀河団外縁部の温度との正相関は，統計的に
90％以上の確率で偶然ではない．宇宙の大規模構造と銀

に見合う位置分解能（〜100pm）を持ち合わせなければ

河団外縁部ガスの相互作用が，観測的にますます確かな

ならない．従来のCCDのような検出器では，硬X線で

ものになった．

の有効面積が小さすぎる上，数10マイクロ秒以下が要
求される時間分解能を達成できないため，新たな撮像検

3．X線グループにおける観測装置の研究開発

出器が必要となった．

我々は，新たに実装技術を確立することで，ストリッ

プピッチが75pmの両面シリコンストリップ検出器素子

3．1TES型マイクロカロリメータの開発
伝導遷移端（Transient

Edge

Sensor：TES）X線マイク

にその読み出しのための専用多チャンネルASICを組み

ロカロリメータの開発を行っている．2012年度は，200pm

合わせた検出器を製作した．2012年11月のFOXSI打

角のTESに対し，400pm角の吸収体をつけるためにSiO2

ち上げの際には，RHESSI衛星と同時にマイクロフレア
の観測を行った．その際のイメージを図1に示す．FOXSI

の上に銅を電析し境界面をエッチングで切り離すことに

成功した．また低発熱のSQUIDの設計製作を行った．

は検出器全体で数ヘルツ以下の極めて低いバックグラウ

複数素子の信号を多重化して読み出し，復調するベースバ

ンドレートを実現しつつ，5分ほどの観測時間内に数千

ンドフィードバック回路について，アナログ復調回路での

の太陽硬X線光子を検出し，RHESSI衛星とくらべて圧

特性把握とFPGAによるディジタル復調の開発を平行し

倒的な感度向上を実現した．

て進め，8−16素子の多重化にむけた条件だしを行った．
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誘電体マイクロカロリメータの開発

新たなマイクロカロリメータの可能性として，誘電体

温度計に着目し，量子強誘電体STOの2K以下での誘電
体特性から100mKでもカロリメータとなりうる性能を
持っていることを示した．2012年度はGHz回路とSTO

蜘

．

︵830包﹀

ハ

3．2

0

ロ

枷

を結合させ共振回路を作ること，共振周波数が温度によ

鋤
励

姻川

晶

㎜

㎜

り変化することを確認した．

図1 FOXSIおよびRHESSIによる太陽表面マイクロフレアのイメ
一ジ比較
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3．3

Si／CdTeコンプトンカメラを用いた超広角コンプ

これらの計画と並行して，平成25年秋に打上げ予定

トンカメラの開発

の韓国の衛星搭載赤外観測装置MIR【S（Multi

シリコン（Si）とテルル化カドミウム（CdTe：カドテル

In丘aRed

Imaging

purpose

System）に，韓国天文宇宙科学研究院

と呼ばれる）の半導体のイメージング素子を組み合わせ

との共同研究として参加している．打上げ後には，デー

たSVCdTeコンプトンカメラの概念を提唱，開発を進め

タ処理や解析に参加する．

ている．ASTRO−H衛星搭載の硬X線検出器，軟ガンマ
線検出器の要素技術を用いることで広い視野をもち，コ

4．2

原始惑星系円盤の構造と進化の観測的研究

ンパクトで，角度分解能の優れたガンマ線可視化装置の

原始惑星系円盤の構造とその進化を観測的に研究して

開発を行った．東京電力の求めに応じて福島第一原発事

いる．この研究は，中間赤外領域にみられるダスト粒子の

故による放射性物質の分布の可視化実験を行い，ほぼ
180度の視野にわたってセシウム137，134から直接放射

分光学的な特徴の観測と地上大望遠鏡の高い解像力を生

されるガンマ線によるイメージングを行うことができた．

り」およびHersche1，

かした空間構造の撮像観測を組み合わせ，さらに「あか
Spitzer，

WISEといった衛星で得ら

れたデータも活用して進めている．

4．赤外線グループの観測研究活動
4．1赤外線宇宙背景放射（ClB）観測

宇宙の初代天体からの放射を含むと考えられている宇
宙赤外線背景放射（CIB：Cosmic

lnfrared

観測するロケット実験Cosmic

平成24年度は，若い天体である，HD15407Aの周囲に
とりまく円盤中に500−600Kの暖かいダストがあるにも
関わらず，低温のダスト成分が見られないことを明らか

Background）を

Infrared

Background

Ex−pe血lent（CIBER）を日米韓の国際共同実験として進

にし，この天体の周囲ではデブリ円盤と呼ばれる二次的
に生成される円盤がまさに形成されつつあることを示し
た．この研究はすばる観測所の藤原英明，東京大学の尾
中敬等との共同研究である．

めている。

平成24年度は，平成21年の初回実験および平成22
年の第2回実験の成功の後，パラシュート回収した観測

4．3

赤色巨星からの突発的質fi放出の観測的研究

太陽の数倍以内の質量の恒星の進化末期には，内部の

装置を改良して第3回実験を実施した．この第3回実験
では，CIBの絶対スペクトル測定装置に偏光フィルター

ヘリウム層の暴走的核燃焼（ヘリウムシェルフラッシュ）

を挿入し，近赤外線波長域での史上初の黄道光の偏光分

予想されている．これまで，数千年前に起きた突発的質

光データの取得に成功した．

量放出で出来たダストエンベロープの観測が，「あかり」

平成22年の第2回実験データの詳細解析と併せ，CIB

により，突発的に大量の質量を放出する現象が起こると

などで精力的に行われていたが，放出現象自体の観測例

の絶対スペクトル強度を検出することに成功し，予想さ

は無かった．

れる初代天体の放射スペクトルとの比較に足る精度の観

平成24年には，スペースおよび地上からの赤外線全
天サーベイ（WISE，㎜， IRAS，2MASS）による天体カ
タログの相互比較から，過去30年の間に赤外線で大き

測値を得ることができた．CIBのゆらぎの撮像観測や前
景放射である黄道光の高分解能スペクトル観測にも成功
し，総合的にCIBを研究する材料が揃った．
CIBERの後継ロケット実験として，

な光度およびエネルギー分布の変化を起こした天体を同

CIBER−2計画も日

定した．その解釈として，この天体は太陽程度の質量の

米韓台の国際共同実験として進めている．CIBER−2では，

進化末期の星で，内部のヘリウム層の暴走的燃焼により

口径30㎝の冷却光学系をCIBERと同型のロケットで打
上げ，CIBの多色ゆらぎ観測およびリニアバリアブルフ

突発的に激しい質量放出を起こした直後であるという仮
説を提議した．この仮説が正しければ，突発的質量放出

ィルター（LVF）によるCIB分光観測を実施する．平成26

を起こした直後の天体としては初めての観測例であり，

年の実施を目指し，搭載装置の設計と基礎開発を行って

恒星進化末期の理解を大きく進める重要な情報が得られ

いる．

ると考えられる．ESAの遠赤外線天文台Herschelによ

平成24年度は，望遠鏡の光学的および熱機械的な詳
細設計を実施し，30cmアルミ鏡やビームスプリッタ等
の試作および評価を実施した．また，LVFの設計および

る緊急観測，および近赤外線地上観測の結果は，上記の

量にも及ぶ可能性を示唆している．今後，ALMAおよび

制作も実施した．

すばるによる追観測が予定されており，多波長での総合

さらに，CIB観測の将来計画として，深宇宙への惑星
探査機に観測装置を搭載し，黄道光ダスト外からCIBを

的研究プロジェクトを進めている．

観測するExo−Zodiacal

4．4

Infrared

Telescope（EXZIT）計画

シナリオを裏付けた上に，放出された質量が0．1太陽質

GOALSプロジェクトによる銀河進化の研究

を進めている．次世代探査機として開発が進んでいるソ

米国のGOALSプロジェクト（代表者：米国スピッツ

ーラーセイルへの搭載を目指す．平成24年度は，光学

ァ科学センターのAmlus博士）は，合体中の銀河が銀河

系や冷却系の検討を行なった．

中の星形成や活動的銀河核の成長にどのような役割を果
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たしているかを，近傍宇宙の高光度赤外線銀河のX線〜

吸収線として観測することを試み，IRASO8572＋3915と

赤外線にわたるスペースからの観測（チャンドラX線望

いう赤外線超大高度銀河から，高励起の一酸化炭素分子

遠鏡ハッブル宇宙望遠鏡スピッッァ赤外線宇宙望遠

を検出した．検出された高温の…酸化炭素分子は，柱密

鏡）をもとに解明するプロジェクトであり，赤外線グル

度が高く，星形成領域からの紫外線では説明が難しく，

ープからも研究者が参加している．平成24年度には，

中心核からのX線放射による励起の可能性が強く示唆さ

高光度赤外線銀河からの近中間赤外線スペクトルの，「あ

れている，

かり」及び，スピッツァ赤外線宇宙望遠鏡により観測さ

れた輝線比等を用いてGOALSサンプル銀河の物理化学
状態の研究をさらに進めた．さらに，高光度赤外線銀河

の一一酸化炭素分子ガスサーベイ観測をGOALSプロジェ

4．8

超光度X線源（ULX）の正体が中質量のブラックホー

ルか
ULXが超エディントン光度で輝く恒星質量ブラック

クトと共同で昨年度に引き続き行った．

ホールかは，重要な未解決問題である。

4．5

にあるULX

その解決のため，「すざく」衛星を用いてもっとも近傍

ミリメートル波広帯域分光装置Z−Specによる銀河

M33

X−8の観測を行った．そのX線スペク

トルが，系内ブラックホール天体のスリムディスク状態

進化の研究
近年サブミリメートル波サーベイ観測で発見されたサ
ブミリメートル波銀河は，宇宙初期の原始銀河である可
能性がある．Z−Specは，サブミリメートル波銀河のスペ

のスペクトルに酷似していることを示し，M33X−8のX
線光度がエディントン光度の40％程度であると推定し
た．

クトルを広い波長域（1−1．5mm）にわたり一挙に分光し，

この結果は，ULX現象を説明するのに超エディントン

一酸化炭素，シアン化水素，炭酸イオンなどが出す輝線

光度は必要ではなく，ULXが中質量ブラックホールであ

を同定することで，天体の赤方偏移や物理状態を決定す

る可能性が高いことを示唆している．

るための分光装置であり，NASAジェット推進研究所

5．赤外線観測技術の基礎開発

カリフォルニア工科大学，コロラド大学等と共同で開発

した．平成24年度には，ハーシェルにより発見された
5．1

遠方スターバースト候補天体の観測を行った．

イメージスライサー分光装置の開発研究

茨城大学岡本美子等と共同でイメージスライサーを用
4．6

いた観測装置を開発している．このイメージスライサー

北黄極領域の多波長観測

北黄極領域の多波長データに基づく激動期宇宙の星形

は焦点面の画像を分割し，一一．一つのスリット上に再配置す

成史研究については，ハーシェル宇宙天文台および

るものであり，次世代赤外線天文衛星のみならず，小型

JCMTによるサブミリ波観測データが新たに追加された
こと，深い地上可視・近赤外多波長データの取得等の進

衛星や地上望遠鏡でもきわめて有用になる技術である．

展があった．これにより「あかり」中間赤外線放射天体

ての光学系の調整を終えた．

平成24年度は観測装置内部の光学系の調整を行い，全

についてより正確な星形成率・星質量の評価が今後でき
5．2

るようになる．

新技術赤外線光学素子の開発

従来の技術では実現が難しかった，遠中間赤外線で動
4．7

活動的銀河核の分子トーラスの物理・化学状態の解明

活動的銀河核の統一モデルの検証の鍵を握るのは，中
心核の周りに存在するとされている分子トーラスの検証
われわれは，すばる望遠鏡を用いて，分子トーラスの
中の一酸化炭素分子を，中心核を背景光として用いて，
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平成24年度は，サブ波長構造を利用した遠中間赤外
filter）の開発を進めた．

具体的には，マイクロマシン技術を用いた単一材料多層

干渉光学フィルタの理論の構築を行った．さらに，3層
構造のフィルターを試作し，理論通りの波長透過特性が
得られることを実証した．この結果は，東京大学理学系

研究科博士論文としてまとめられ，平成24年度の理学
系研究科研究奨励賞を受賞した。

1・ii勝マMエP旺ニー−m□
490

の新技術を用いて行っている．
線、多層膜干渉フィルター（SWS

である．

冶15L

作する高機能赤外線光学素子の開発を，MEMS技術など

Wavelength

505

510

liimj

超大高度赤外線銀河IRASO8572＋3915で観測されたCO吸

収線．非常に高い回転励起状態（J＜17＞まで吸収線が検出されてお
り，高分子ガスの存在を示す．

5．3

次世代衛星搭載に向けたBlB型Ge遠赤外線検出器

の基礎研究
超高純度ゲルマニウム（Ge）結晶中に，不純物を高濃

度にドープした受光層をもつBIB（Blocked Impurity
Band）型Ge検出器は，30−200ミクロン帯の新しい検出

This document is provided by JAXA.
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器として注目されている．IOO−20eミクロン帯では圧縮

（精密溝加工），大型インゴットの入手性があり，また，

型Ge：Ga検出器が広く使われて来たが，大きな加圧機構

さらに天文観測用として実用化するには，回折面の反射

が必要なため大規模アレイ化が困難であった．また，衛
星環境において放射線の影響を受けやすく，深刻な光過

膜，入射出面のAR膜といった課題がある．中間赤外線

渡応答を示すなどの問題点もかかえる．本研究では，過

性の評価を行ってきた．これまでの評価でCdZnTeが最
適であることを明らかにし，実用化に向けた成膜の試作

渡応答や放射線の影響を低減でき，当該波長帯をカバー

用IGの材料として，

するのに圧縮の必要がないBIB型Ge検出器の国内開発
を行っている．BIB型検出器は，光感度を担う高濃度領

を進めた．

域と，暗電流を低減するブロック層からなる．現在，二

5．7

つのデバイス構成方法，MBE（Molecular−Beam

Epitaxy）

法と表面活性化接合法を並行して研究している．

平成24年度には，MBE技術を用いた透明電極の開発
に成功し，査読つき論文として発表した．

CdTe，

CdZnTe，

KRS5を候補に実現

遠赤外線CSIP検出器の開発

Charge

Sensitive

Infrared

Photodetector

（CSIP）は

GaAs／GaAIAsの2重量子井戸からなる赤外光トランジス
タ素子である．ゲートの量子井戸のサブバンド遷移が赤
外光子により励起され，チャンネルの量子井戸の電流変

また，表面活性常温接合技術を用いたBIB型ゲルマニ

化として光検出する．ゲートを浮遊することにより，チ

ウム検出器の開発に取り組んだ．その波長感度特性の評価

ャージ・アンプとして動作させる．これまでに15μm付

を行い，圧縮型と同等の感度が得られたことを確認した．

近の中赤外波長において，単一光子検出を実現する同波

本研究は宇宙機応用工学研究系
渡辺健太郎，名古屋大学

三田

信，東京大学

金田英宏との共同研究として

長での世界最高感度が実証されている．

実施されている．

我々は，東大と共同でCSIPの遠赤外線波長への応用
を目指し，量子井戸設計やデバイス構造の開発をすすめ

5．4

度を有することを確認するとともに，アンテナや量子井

ている．平成24年度は，26pmと40μmのCSIPが光感
スペース天文用赤外線画像センサのための基礎研

究

戸構造の開発課題を明らかにすることができた．

スペース天文用赤外線画像センサに必要となる，極低

6．電波天文グループの研究活動

温で動作する読みだし集積回路ROICの開発に必要な基
礎研究を，宇宙機応用工学研究系 池田博一，高エネル
ギー加速器研究機構

新井康夫と共同で行なっている．

6．1

電波天文観測装置の運用／整備／開発

CMOSプロセスで作られた従来のROICは極低温

電波天文グループは国立天文台，山口大，北大，岐阜

（く30K）で性能が劣化することが知られている．われわ

大，鹿児島大，筑波大，茨城大，大阪府立大，情報通信

れは完全空乏型（FD−）CMOSプロセスで作られた

研究機構，および国土地理院と協力して，「大学VLBI連

MOSFETが極低温でも良好な特性を示すことを見出し，
ROICへの応用を進めている．
平成24年度は，完全空乏型（FD−）SOI CMOSプロセ

携観測事業」（JVN）を運営している，これに臼田64m

スを用いた極低温／超低消費電力で動作する読みだし集

成領域に関するテーマについて共同観測を行っている．

アンテナ（L，C，X帯），内之浦34mアンテナ（S，X帯）を参

加させ，JVN参加機関から提案された活動銀河核や星形

積回路の開発に成功した．その性能の評価を行い，スペ

また，臼田，内之浦のアンテナの電波天文観測装置とし

ースからの赤外線撮像観測には十分な性能を有すること

ての整備も行っている．

を明らかにし，査読つき論文として発表した．

臼田64mアンテナ用8GHz帯2偏波冷却HEMT受信
機を開発した．受信機雑音温度で12Kの低雑音を達成し

5．5

自立型コロナグラフマスクの開発

た．ロシアのスペースVLBI衛星の観測とJVNの観測を

中間赤外域での実用に向けたコロナグラフマスクの開

両立させるために4．8GHz，6．7GHz帯両方の受信可能で

発を進めた．以前に行った，基板状に構築したマスクに

あることが必要である．このためLCK帯共用ホーンのC

よる原理実証の成功を受け，基板を用いない自立型マス
クの製造プロセスを確立した．また，得られたマスクの
製造精度を可視光波長域の実験で実証した．

5．6

中間赤外線用イマージョングレーティングの開発

イマージョングレーティング（以下，IG）とは回折面を

高屈折率材料で満たした回折格子で，通常の反射型回折
格子に比べて小型ながらも高い波長分解能をもつ分光器

の実現が可能となる．高効率IGの実現の基本的課題と
して，材料の光学特性（透過率，ホモジニティ），加工性

図3

新規開発された8GHz帯2偏波冷却HEMT受信機

This document is provided by JAXA.
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帯円偏波分離器の改修を行った．臼田10mアンテナで

帯短基Wt

22GHz帯の天文観測を可能とする整備を行った．新規設

茨城大，筑波大，国土地理院岐阜大，情報通信研究機

計の22GHz帯ホーンおよび常温HEMT受信機を搭載し

構，慶応大，東京大，鹿児島大，放送大が参加する）．電

て，システム雑音温度で220Kを達成した．また国土地
理院と協力して局位置決定のためのS／X帯の24時間測
地VLBI観測を行った．

波領域では近心点以前にも大フレアが予想されている

スペースVLBI衛星の基盤技術の1つである衛星環境

VLBモニタを開始した（宇宙研，国立天文台，

が3月末までにはフレアは起っていなかったようである．
6。3

銀河／星間空間の電波天文学

に耐えるミリ波反射鏡材の開発をしている．宇宙電波望

国立天文台の野辺山ミリ波干渉計を用いて行った銀河

遠鏡のアンテナの材料には機械的に堅牢なだけでなく低

系中心50km／s分子雲の観測から分子雲クランプの質量

付加雑音を実現する素材が必要である．我々は電波天文

関数を求めた。超新星残骸SgrA

衛星の主鏡表面として使用される金属メッシュ素材につ

以外では質量関数は大きく異なって，後者は通常のべキ

Eastとの境界面とそれ

いて観測帯域である43GHz帯の反射，放射，透過の諸性
能を精密に測定した．その結果，メッシュ素材はオーム

乗則であったが前者では1000太陽質量程度のクランプ
が多数になる結果を得た．これは超新星残骸との相互作

損が大きいのに加え異方性も大きく43GHz帯のアンテ

用で大質量星を作るクランプが出来た可能性を示唆する．

ナ面として使用するには細心の注意が必要であることが
判った．

6．4

スペースVLBI衛星「RadioAstron」による研究

6．2

衛星「RadioAstron」による研究に参加した．2012年度

2011年7月に打ち上げられたロシアのスペースVLBI
銀河中心核／コンパクト天体の電波天文学

質量がまだ小さく（約106太陽質量），急激な成長を始め

は臼田64mアンテナで17回のVLB観測をした．2012

たと考えられるブラックホールを持つ活動銀河核「狭輝

年6月に開催されたラジオアストロン国際科学諮問委員

線セイセイファート1型銀河」について，高空間分解能

会に参加した．

による電波観測を世界で初めて系統的に行った．これら
の種族には弱い電波活動性が一般的に認められたが，ブ

7．理論グループの研究活動

ラックホール質量に応じて規模は小さいものの，電波ロ
強電波天体にも見られる現象が確認された．メカニズム

7．1物質と反物質の反応
宇宙には反物質の世界が存在しないように見える．宇

は同じだが規模の違いで統一的に解釈できると考えられ

宙の生い立ちを知るには，この消えた反物質の謎解きを

ーブの形成・γ線放射や相対論的ビーミング効果などの

しないといけない．そこで多くの研究者が関心を持って

る．

地球から最も近傍に位置するTeVガンマ線ブレーザ
ーのひとつ，Mrk421で起こったX線大フレアのVLBI

いるのは，物理の基本法則に関する検証として，CPT対
称性は成り立つのか，物質と反物質との間に重力はどの

フォローアップ観測を実行した．迅速な観測が可能であ

ように作用するのか，といったことである．実験室でも，

るJVNによりフレアから約3週間後というフオローアッ
プ観測が行なえた．フレア後のジェットの出現を示唆す

原子内の電子が反陽子に置き換わった反陽子原子と呼ば

る

質の物理は身近なものになりつつある．

超光速の見かけ上の内向き運動

という稀な現象を検

れるエキゾティック原子が調べられるようになり，反物
反陽子が物質と衝突すると直ちに粒子・反粒子の対消

出できた．

銀河系中心ブラックホールの2000シュバルツシルト
半径という直近を2014年にガス雲が通過するという希
有の現象が予報されている．近心点通過に伴いガス雲の

滅が起こるわけではない．多くの場合，反陽子はまず原

一部が落下し衝撃波が発生すると予想される．この現象

ため消滅に対してある程度の寿命を持つことが可能であ

の始まりを捉えるためにほぼ毎日の頻度で行う22GHz

子に捕獲され反陽子原子が生成される．生成される反陽
子原子は一般に非常に高い原子的内部状態にあり，この
る．一番シンプルな反陽子原子は反陽子と陽子からなる
二体系で，反陽子水素あるいはプロトニウムと呼ばれて

10．0

SrA★MONITOR

data

DOY＜177

いる．反陽子とヘリウムの一価イオンからなる系は反陽
子ヘリウムと呼ばれる．それ以外にも反陽子と原子核か

，蜂

至

寺

らなる反陽子原子は実験的にたくさん見つかっている．

1，の・メ嬉舜献、°魅㌦、ザ

本研究では反陽子と水素原子の低エネルギー衝突を考
えてみた．低エネルギーでは直接消滅する過程も重要に
なってくるからである．しかし，今までの理論計算では

0．1

40

消滅チャネルは無視されていた．そこで，反陽子生成チ
60

80

180

100

DOY

図4銀河系中心SgrA＊の22GHz帯短基線VLBモニタ

ャネルと消滅チャネルを同時にかつ正しく記述できる新
しい量子力学的手法を開発した．さらに，反陽子ヘリウ
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ムと原子の組み替え反応を調べてみた．反陽子ヘリウム

ている新しい知見を予言あるいは解釈するため，標的が

は2個の重粒子と1個の電子からなり，分子と同じに考
えることができる．そこで，普通の分子の化学反応計算
で多く用いられる断熱（Bom−Oppenheimer）近似を導入

デル（3−center

理論的研究を行ってきた．さらにこのモデルを拡張して，

して化学反応として扱うことを考えた．反陽子ヘリウム

標的が希ガス2量体の場合に適用して解析を行った．共

はクーロンカで束縛されていて，分子と違って高速回転

有結合分子と異なり，希ガス2量体では2個の希ガス原
子が離れて位置しており，すべての電子はどちらかの原
子に局在しているとみなすことができる．この物理的状
況を記述するようにモデルを定式化し，希ガスニ量体に
特徴的な多重電離の機構を見いだした．特に，最近フラ

2原子分子の場合に多重電離の動力学を記述する物理モ

が可能である．高速回転している反陽子ヘリウムは普通
の分子系では見られない反応の振る舞いをすることが分
かった．

7．2

多価イオンによる希ガス2量体の多重電離

CoUlombic

over−barrier

mode1）を開発して

ンスのGANILで行われた，希ガス2量体の解離イオン
対分布に関する初めての実験（9価イオンとアルゴン2
量体の衝突）の結果を説明することに成功した．そのさ
い，衝突の途中で多数の電子が順に電離する過程におい
て，準分子を形成している電子が標的内ゐイオン芯電荷

分子に低速（〜核子あたりkeV）の多価イオンが衝突
すると，分子内の電子は強い静電引力を受けて多重電離
状態が生成される．その結果，一般に分子は不安定にな
ってクーロン爆発を起こし解離する．最近，このような
現象が，散乱イオンと解離イオン対の3重同時計数測定

を部分的に遮蔽する効果が重要であることを明らかにし

による運動量画像分光に基づいて実験的に詳しく調べら

た．さらに今後の実験の進展を期待して，解離イオン対

れようになった．われわれは，実験から得られようとし

分布の入射イオン価数に対する依存性を検討した．
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1．太陽物理学
1．1

太陽観測衛星「ひので」の観測運用

太陽観測衛星「ひので」の観測運用を研究活動と密接
にリンクして行っている．詳細は，SOLAR−Bプロジェク
トの研究活動報告の項を参照のこと．

荒井武彦

の多色観測が行われている．このうち2012年1月27日
に太陽西縁で発生したXクラスフレアについて詳細な解
析を進めた．このフレアは，ほぼ横から見ることが出来
る現在唯一のフレアであり，白色光フレアの発光が太陽

大気中どの高度で発生しているかを観測的に把握ことが
可能であり，太陽表面大気に降り注ぐ加速粒子と太陽大
気構造の関係が分かると期待される．データ解析によっ

1．2

白色光フレア（粒子加速）の観測的研究

「ひので」可視光磁場望遠鏡がとらえた太陽フレアの

て，加速粒子によって熱化したプラズマの温度分布構造
等が明らかになりつつある．

白色光発光に注目し，粒子加速機構を探っている．第24

太陽活動サイクルが始まり，2011年以降Xクラス（最大
規模）の太陽フレアが発生し，「ひので」によって連続光

1．3

実験室プラズマでの彩層ジェット再現実験

「ひので」観測でとらえられる様々なダイナミックス

This document is provided by JAXA.
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や磁気リコネクション現象の理解を目指す試みとして，

線源が説明されると期待される．

地上の実験室で作ることができる実験室プラズマからの
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この結：果はPhysical

Lettersに掲載された．

知見を得るために，東京大学大学院新領域創成科学研究
科小野・井研究室との間で定期的に研究会を開催して学

1．5

活動領域における高温コロナプラズマの形成

際的な共同研究の可能性を検討してきた．「ひので」可視

活動領域トランジェント・ブライトニングは，コロナ

光磁場望遠鏡による太陽黒点「ライトブリッジ」の磁場

ループが突然増光する，フレア規模に比べ4−7桁小さな

観測によって推定された磁場形状や物理量をもとにし

エネルギーの解放現象（マイクロフレア）である．コロ

て，「ライトブリッジ」で頻発する彩層ジェット現象に類

ナの高温プラズマ形成に重要な寄与し，またナノフレア

似な爆発現象を再現させる実験を一昨年から行ってい
る．用いた装置は東京大学TS−4球状トーラス実験装
置であり，スフェロマク磁場と外部磁場との問にできる

によるコロナ加熱説を理解する上でも重要な示唆を与え

Xポイントが，「ライトブリッジ」で推定された磁場形状

仕組みを観測的に探ることは，マイクロフレア発生の物

に類似していることに着目した．プラズマ実験装置内で
の実験によって，太陽観測衛星「ひので」が明らかにし

理的仕組みや高温プラズマ形成への小爆発の役割につい
ての理解につながる．この目的のために，「ひので」搭載

た太陽の彩層で頻発する活動現象（図1）と類似の現象

の3望遠鏡が磁気浮lt活動の開始から終了まで観測に成

る．マイクロフレア個々によって形成されるプラズマは
多様で広い温度スペクトルを持つ．この多様性をつくる

を再現させることに世界で初めて成功した．Xポイント

功した2009年12月30−31日の活動領域11039の観測に

での磁気リコネクションの発生と，それに伴うジェット

注目して解析を行っている．マイクロフレアが多数発生

や加熱波動発生の計測を行うことが出来た．「ひので」

しながら，活動領域コアに高温プラズマが形成されてい

による「観測的f法」と，スーパーコンピューターなど
を用いた現象の理論的にf想する「理論的手法」に加え
いた「実験的手法」を導入して，プラズマの物理的な状

く．X線望遠鏡（XRT）がとらえた＞5MKの高温成分プ
ラズマ（軟X線）と極端紫外線分光装置（EIS）が測定
した低温成分プラズマ（1−2MK）の強度相関，また，マ
イクロフレアのループで観測された視線速度・輝線幅非

態やそのミクロなスケールでのふるまいを知ることを可

熱的増分（乱流）との関連を調べた．軟X線とFeXV

能とした．この結果はAstrophysical

（1．3MK）輝線の強度相関から，マイクロフレアの中には，

て，新たに，地上の実験室にあるプラズマ実験装置を用

Joumalに掲載され，

またプレスリリースした．

軟X線が強いがFeXVは弱い例やFeXVが強いが軟X
線が弱い例が存在していることが見えてきた．さらに，

軟X線が強いがFeXVが弱いイベントの場合に，増光ル
ープ足元付近で大きな視線速度や乱流が観測される傾向
があることを発見した．この観測から，急激な加熱によ
ってループ足元で強いダイナミクスを起こし，彩層から

の質量供給が効率良く起きて＞5MKの高温プラズマが
形成されることが分かってきた．

1．6
図1

太陽観測衛星「ひので」がとらえた彩層ジェットの例．地上

の実験室にあるプラズマ実験装置を用いて．太陽観測衛星「ひので」

が明らかにした太陽の彩層で頻発する活動現象と類似の現象を再
現させることに世界で初めて成功した．

黒点ライトブリッジでのヘリカル磁場の形成

「ひので」搭載の可視光磁場望遠鏡は，太陽黒点内に
時々現れる「ライトブリッジ」にて彩層ジェットが頻発
していることを発見し，その発生にはヘリカル状にねじ
れた磁場がライトブリッジに浮上して存在していること

1．4

フラクタル磁気リコネクションによるプラズモイ

が重要であることを明らかにした．ヘリカル状磁束は黒
点下の太陽内部でどのように作り出されるであろうか？

ド捕捉粒子加速
近年の高分解能衛星観測によって太陽フレアに伴う非
定常で微細なプラズマ噴出現象が多く観測されるように
なってきた．これらは電流シート内でフラクタル的（乱

線の傾きに相違が発生することがある．その場合，複数

流的）に形成されたプラズモイドは効率的な粒子加速を

箇所で磁気リコネクションが起きて磁力線がつなぎ変え

可能にすると理論的に注目されている．本研究では，下
方へのプラズモイド噴出が磁気ループ頂一ヒと衝突する際

られたら，ヘリカルな磁場を新たに作ることができる．

この作り出す仕組みを新たに提案した．ライトブリッジ
で分断された黒点暗部がねじれを持つ場合，両者で磁力

に，プラズモイドに捕捉された粒子のフェルミ加速過程

この原理は，磁気圏昼部で観測されるFlux Transfer
Event（FTE）においてヘリカル状磁束が観測されてお

を提唱した．解析的に加速効果を見積もり，かつテスト

り，その物理的な起源について説明する理論モデル

粒子計算によって粒ヂスペクトルを予測した．このモデ

数点での磁気リコネクションによるヘリカル状磁場の形

ルにより，粒子加速の非定常性，局所性，ループ頂硬X

成）を参考に考案された．

（複
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17高解像度のデータで迫る彩層ダイナミクス・波動
「ひので」可視光磁場望遠鏡によって連続的にとられ
た画像から，太陽彩層のいたるところで微小な振動が検
コロナへのエネルギー輸送を考える上で，波動は極めて

行い，また斜入射光学系と光子計数型CMOSの組み合わ
せにより，コロナやフレアの高温プラズマの撮像分光観
測を世界で初めて行う．衛星システムの検討は，衛星を
地球同期軌道へ投入・運用能力のある衛星バスシステム
の成立性検討を進め，標準バスからの要変更点を抽出す

重要である．時系列データから微細構造を自動抽出する

るとともにバス部の全体構成を示し今後の詳細検討の方

手法を発展させ，統計データの質を高めることを主題に
据え研究を行っている．特に，微細構造の代表・スピキ

向性を得た．さらにSOLAR−Cの高空間分解能を実現す
るための姿勢制御系・指向系の構成を検討し，技術課題

ュールを伝播する波動の場所依存性を調べている．現状

を明確化した．

出され，波動に満ちた大気であることがわかってきた．

の処理では，統計的に多量のデータを処理することがで
きるようにはなったが，微細構造の検出精度が満足でき

測衛星IRISと「ひので」が共同して波動など彩層のダイ

SOLAR−C大型望遠鏡開発の技術的検討
光学磁場診断望遠鏡は，口径1．5mクラスの大型光学
望遠鏡と焦点面観測装置をつなぎ，近赤外から紫外線域
までの広範な波長範囲をカバーする．コリメート光学系

ナミクスについて取り組むと大きな科学的進展が期待で

について，屈折系（レンズ）を用いた構成案と反射系（ミ

るレベルには達しておらず，改良の余地がある．

また，

2013年に打ち上げが予定されるNASAの太陽観

1．10

きる．両衛星による共同観測の方法やIRIS解析を速やか

ラー）を用いた構成案のそれぞれについて，光学設計を

に実行するための検討を行っている．IRISによる彩層研

完成，各々の課題を抽出した．また，実在する研磨機の

究は，次期大型太陽観測衛星計画SOLAR−Cのマイルス

性能に基づいた主鏡・副鏡の製作可能性を検証し，これ

トーンとしても重要である．

らの製作が可能であること，さらに主鏡・副鏡を組み合
わせた望遠鏡としての調整も可能であることを明らかに

1．8

X線望遠鏡の校正とコロナ温度診断能力の評価

した．また，望遠鏡主鏡の排熱について熱実装，放熱面

「ひので」搭載のX線望遠鏡は，波長感度（＝温度感
度）の異なる9種類のX線観測用のフィルタを搭載して
おり，100万度から1000万度といった広い温度範囲のコ

のサイジングとレイアウトに見通しが立ち，今後の望遠
鏡全体の具体的設計を可能とした．

ロナプラズマを観測できるように設計されている．ま
た，複数枚のフィルタを用いて観測することで，コロナ
の温度診断を行える能力を有している．この温度診断能
力を活かすため，安定したコロナ活動領域を観測したデ

に関し，ダイナミックな彩層を診断する上で2次元的な
分光情報を短時間に取得するための面分光装置の試作検
討に着手した．要素試作ファイバーリボンが良好な偏光

ータセットを用いて，各フィルタの校正を行った．これ

置試作（ファイバーを束とする）に向け良好な足がかり

日本が製作を目指す焦点面観測装置部（偏光分光器）

維持性能を持つことを実測で確認し，次年度の面分光装

によりX線望遠鏡の校正を完了させ，その結果を元にX

を得た．また，面分光装置を収容する焦点面観測装置の

線望遠鏡のコロナ温度診断能力を評価した．

光学系についても，ベースライン設計案を得た．

1．9

1．11

次世代太陽観測衛星の概念検討

次世代太陽観測衛星SOLAR−Cとして，世界初となる

高信頼性回転駆動機構・焦点調節機構の開発

光学磁場診断望遠鏡の焦点面観測装置に必須の回転駆

彩層（プラズマβがほぼ1の大気）の磁場観測と，彩層

動機構（偏光観測に必要）は，回転波長板を光路中で連

〜コロナの高解像度観測により，太陽の磁気活動の全貌

続回転させるのに用いる．液体潤滑軸受（1号機）は昨

を明らかにする目的をもって，ミッションの概念検討を，

国内太陽物理コミュニティを中心として，米国・欧州の

年度の第1回長寿命駆動試験に続き，設計変更を施し今
年度2回目の連続駆動試験を行い，軌道上1．1年運用に

主要研究者の協力も得て，進めている．光学磁場診断望

相当する3500万回まで回転動作を検証した（図2）．し

遠鏡（SUVIT）は解像度の高い偏光分光観測によって，

かしその後回転トルクが増大したため分解調査した．こ

光球のみならず，これまで困難であった彩層の磁場を測

れによって，薄肉大口径軸受に特有な特性理解が進み，

定する．また，太陽の活動現象を理解するには，光球一

不具合要因を特定した．これを踏まえ不具合要因を取り

彩層一コロナを磁場により結合された一つのシステムと

除いた軸受にて第3回の連続駆動・寿命検証試験の準備

してシームレスかつ高い解像度で分光観測する必要があ

を行った．また，昨年度完成させた固体潤滑方式の軸受

る．紫外線高感度分光望遠鏡（EUVST／LEMUR）は，エ
ネルギーを伝えると考えられる微細磁気構造を分解可能

転トルクの変動事象が存在することを発見した．分解調

を用いた回転駆動機構2号機の連続駆動試験を行い，回

な0．3秒角で彩層一遷移層一コロナの大気をシームレスに

査と共に，固体潤滑方式のメリット以上の困難さを識別

分光撮像観測を行う．X線撮像分光望遠鏡（XIT）は，
多層膜X線望遠鏡によりO．2−0．3秒角のこれまでにない

さらに，回転駆動機構のCLASP観測ロケット（2015年

高い空間分解能でコロナの広視野・高頻度の撮像観測を

打上げ）搭載のための，一様回転を実現する制御方式を

し，今後の開発検討を液体潤滑に絞ることに決定した．
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開発し，CLASP用途として十分な性能を有することを確

また，CMOS検出器から出力される光子計測データの機

認した．

上処理検討に着手し，来年度の具体化検討を可能とする，
見通しよい初期結果を得ることができた．

図2 長寿命駆動試験を行う小型チャンバ内部：2段の温度制御用
箱に，回転駆動機構2号機（上段）と回転駆動機構1号機（下段，
見えない）を設置．右側にTQCM．

また，口径1．5mの光学望遠鏡の結像性能を保証する
ために，焦点面観測装置内部に焦点調節機構が必要であ
る．昨年度の基本設計を受け，機構の中核となる精密ボ
ールねじの試作，それを組み込んだ寿命性能評価用の機
構モデル（BBM品）製作を行った（図3）．

図4

Wolter

I試作ミラーのブランク加工，

Zerodur材で製作

1．13 国際共同観測ロケット実験CLASP
「ひので」の詳細な観測により，彩層はダイナミック
な運動で満たされていることが解かった．しかし「ひの
で」を含む彩層観測の大半は撮像のみで，エネルギーの
輸送や解放に重要な役割を果たしているはずの磁場の測
定は，ほとんど行われていない．そこで我々は，彩層磁
場構造の解明こそが太陽物理学のフロンティァであると
考え，ライマンα線（波長1216A）の直線偏光を〜0．1％

という高い精度で検出し，量子力学的ハンレ効果を用い
て彩層・遷移層の磁場を直接計測することを目指した観
測ロケット実験Chromospheric

Lyman−Alpha

SpectroPo−

larimeter（CLASP）を日・米・スペイン・ノルウェー・
フランスの国際共同ミッションとして計画・推進してい
る．これは世界初の試みで，彩層・遷移層の磁場計測のた
めの新しい観測手法と技術の検証・確立を目指している．

2．宇宙プラズマ
2．1概要
図3

開発した焦点調節機構．今後寿命性能評価やアウトガス性能

等の評価を行う．

宇宙プラズマグループは，太陽系空間を満たすプラズマ
ガスの物理を研究対象とする者，プラズマ物理によって支
配される惑星磁気圏・電離圏を研究対象とする者，太陽系

1．12 光子計測型X線望遠鏡の開発検討
SOLAR−Cに搭載するX線望遠鏡として，0．5 keVから

における観測による知見を足場として普遍的な枠組みで

10keV程度の軟X線エネルギー域で光子計測機能をもつ
X線望遠鏡の開発検討を進めている．この光子計測型X

究活動は，理論・シミュレーション研究，データ解析，

線望遠鏡を実現する上で鍵となる，（a）サブ秒角の空間

いる．さらに，衛星計画の企画等にも関わっている．

プラズマ宇宙観の構築に貢献する者から構成される．研
データを取得するための観測機器開発と広く展開されて

分解能を持つ斜入射ミラーと，（b）良好なX線スペクト
ロスコピー性能をもち，かつ高速・低ノイズの読み出し

2．2

が可能なCMOS検出器，の2項目についての実現性を見

2．2．1

極めるための検討を進めた．斜入射ミラーでは来年度の

科学衛星データ解析
あけぼの

2013年2月に，24年間のデータ取得を達成した．現

SPring−8でのX線計測に向けてフライトと同等の結像性

在の太陽の活動サイクルの上昇が遅れたので，太陽の活

能を持つ評価用試作ミラーの準備製作（図4）を進め，

動周期（通常11年）2サイクル分のデータ取得は2013

来年度実施する精密MRF研磨の加工条件を抽出した．

年度前半に達成される見込みである．放射線帯の外帯の
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長期間の消長の様子を明らかにし，太陽黒点数や地磁気

多様なケースをもちうる．特に，木星・土星では，地球

活動度をパラメータとした新しい放射線帯モデルの構築

と比して自転速度が大きいことや，太陽風のマッハ数が

等の成果を上げた．また，極域電離圏からのプラズマの

大きいことなどにより，プラズマ環境は地球のそれと異

流出についても，長年蓄積したデータを生かして地磁気

なる面が多い．

活動度との関連が調べられ，論文等で発表されている．

1992年の打ち上げ以来，GEOT肌は素晴らしい成果

例えば，地球で見られるオーロラは主に太陽風によっ
て駆動されるために出現する地方時がほぼ決まってい
る．一方，今回，CASS㎜の赤外画像を解析した結果，
土星の赤外オーロラ（およびそれに対応する電流系）は

を出し続けている．時間分解能等の点においては後続の

惑星自転に伴って回転する成分を持つことが明らかにな

欧米による衛星（ESA

った．

2．2．2

GEOTAIL

CIuster，

NASA

THEMIS）に劣る

ものの，興味深い領域を横切る軌道に20年近く留まっ

木星においても，惑星とともに自転する電波が知られ

て観測してきたメリットは大きく，例えば，その空間サ

ている．これは，木星極域において生成された高エネル

イズが小さいために衛星による遭遇確率がきわめて低
い，磁気圏尾部・磁気リコネクションのエンジン部（磁
気圏尾部全体は数十地球半径というスケールであるのに

ギー電子が励起する波動と考えられている．今回，
CASSIMのデータを用いてその電波の到来方向を探知し
た結果，理論的な予測よりもずっと高高度の領域から電
波が到来していることがわかった．これにより，木星極
域からの電波放射は従来考えられていたような局所的な
放射のみで説明できるものではなく，放射源から離れた

対し，エンジン部のサイズは100〜1000kmである）通過
し，そのコアでのデータを取得し，その物理の解明に大
きく貢献している．

現在，世界で運用中の磁気圏観測衛星を足し合わせれ
ば，常に数機以上で地球磁気圏は観測されている状態に
ある．これは，長年の課題であった「時空分離」を可能

位置での屈折・散乱など，複雑な過程を経ていることが
示された．

木星自転の効果は磁気圏尾部領域にもみられる．2012

にする多点観測が可能でることを意味する．GEOTAIL

年度には，GALILEO衛星の高エネルギー粒子，電波，

は，Cluster，

THEMIS等による多点同時観測に参加する

及び磁場データを統計的に解析することで，地球磁気圏

ことで，磁気圏現象の時空発展を理解する研究にデータ

では尾部全体でみられるような磁気リコネクションジェ

が提供されている．

ットフロントイベントが，木星では朝側に偏在している
ことを示した．これは，自転効果により尾部プラズマシ

2．2．3

れいめい

れいめい衛星は，元はオーロラカメラとプラズマ粒子

ートの厚みに朝夕非対称性が生じるためであると考えら
れる．

分析器を用いて，オーロラ微細構造を観測し，その成因

このように，木星磁気圏については自転の効果がしば

を解明することを目的としていたが，2008年夏に電子分

しば強調されるが，一方で，太陽風の影響も無視できな

析器（ESA）が機能停止して以降，中・低緯度の大気光・

い事も指摘されている．2012年度は，太陽風動圧上昇へ

スプライト発光観測による，高層大気の物理化学過程の

の木星磁気圏の応答を統計的に調査し，磁気圏の磁場擾

解明にシフトした．2011年2月から11月まで，Z軸光

乱や高エネルギー粒子フラックスと相関があることを見

ファイバジャイロセンサ（FOG−Z）の故障のため，理学

出した．

観測は停止した．新姿勢制御アルゴリズム実装により，

木星・土星における太陽風は，磁気圏との相互作用以

2011年12月に観測を再開したが，直後にイオン分析器

外にも，興味深い側面を持つ．たとえば，地球近傍では

（ISA）に不具合が生じた．以後，多波長オーロラカメラ

なかなか見られないような超高マッハ数（〜100）の衝

（MAC）を用いた理学観測を継続した．大気光に関して，

撃波を磁気圏前面に形成しうる．今回，CASSIMが土星

2012年度までにほぼ全地球経度を網羅し，汎地球的な分

近傍において観測した，最高マッハ数の衝撃波に関する

布を調査するために必要な統計的データを取得してい

データを解析したところ，準平行衝撃波において相対論

る．それ以外にも，運用延長申請した際に設定した観測

的電子が生み出されていることが発見された．従来（地

目的をすべて達成し，必要なデータの取得を完了した．

球磁気圏の観測などでは），準平行衝撃波では高エネルギ

このため，2013年3月に宇宙理学委員会にて理学観測終
了審査を受け，理学観測の終了が認められた．観測デー

ー電子の効率的な加速は見られなかったが，今回の発見

タはアーカイブ化され，DARTSにより公開されている．

えられる．この結果は，遠方の高エネルギー天体におけ

においては高マッハ数が粒子加速の鍵になっていると考
る衝撃波粒子加速を議論するうえで，非常に重要な示唆

2．2．4

惑星探査機観測データ解析による木星・土星磁気

を与えるものである．

圏ダイナミクスの解析
惑星磁気圏のプラズマダイナミクスは，太陽風の条件
や惑星の自転速度，内部プラズマ源の違いを反映して，

2．2，5

かぐやPACE

宇宙空間には様々な天体があり，その天体周囲のプラ
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ズマの様子は固有磁場を持つ／持たない，濃い大気を持

22．5°，時間分解能11mseOf16energy

step（または

つ／持たないで大きく異なっている．月はグローバルな

22mse（Y32energy

LEP−ESAは打ち

固有磁場を持たず，濃い大気も持たない天体の最も身近

上げ180秒後の高圧印加後正常に観測を行い，

step）で測定できる．

inverted−V

な例であるが，その周囲のプラズマについては低エネル

構造の加速電子や1秒以下の非常に短い時間スケールの

ギーイオンのデータが殆ど無かった事から意外なほど良

エネルギー分散を持った電子などの興味深い観測結果を

くわかっていなかった．「かぐや」衛星搭載プラズマ観測

得た．特に，高時間分解能で降り込み電子データを調べ

装置MAP−PACE

（MAgnetic

field

and

experiment

たところ，時間変化によって生じると考えられる，降り

Experiment）は「か

Plasma

ぐや」に搭載された14の観測装置のうちの一つであり，

込み電子検出開始時間のピッチアングル依存性が観測さ
れる場合と，空間構造中をロケットが飛行したと考えら

低エネルギー電子とイオンの3次元分布関数の観測を，

れるピッチアングル依存性の見られないデータの両方が

100㎞高度，50㎞高度の極軌道，近月点高度10km程
度の楕円軌道で約1年半にわたって行なった。平成24

観測される事が明らかになった．これらのデータを利用

年度に得られた新たな成果の一つに，旋回運動する電子

別したうえで，降り込み電子の加速場所の推定を正しく

が月面に衝突し，吸収されることで，電子速度分布関数

行うことができるようになると期待できる．

−Plasma

energy

Angle

and

Composition

すれば，一点における観測でも時間変化と空間変化を区

上に磁力線に対して非軸対称な空洞領域があらわれる
gyr（レIOSS

効果に関する研究成果がある．宇宙プラズマ

2．2．71SS搭載IMAP−GLIMS

においては観測されることが稀である磁力線に非軸対称

国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟船外実

な電子速度分布関数が，月面付近に準定常的に存在する

かぐや衛星で観測される電子速度分布関数上の空洞領域

験プラットフォームに設置する「ポート共有実験装置
（MCE）」のミッション機器のうちIMAP， GLIMS両ミッ
ションを担当している．7月に打上成功し，定常観測を
開始した．詳細はISS科学室IMAP・・GLIMSプロジェクト

が月周辺のプラズマ・電磁場の状況に応じて変化するこ

の研究活動を参照のこと．

ことが示された．さらに，粒子軌道計算を行うことによ
り，月周辺の電磁場が電子軌道に与える影響を考察し，

とが明らかになった．月だけでなく，濃い大気を保有し
ない天体周辺で高角度分解能なプラズマ観測を行うこと

2．3

で，t

2．3．1

guo−loss

効果の影響を受ける荷電粒子を固体表面

付近の電磁場環境を調べるプローブとして用いることが

数値計算・理論研究
内部磁気圏の科学

磁気嵐・サブストームによる内部磁気圏の擾乱を理解

できる可能性がある．平成24年度に得られた新たな成

するには，衛星データの解析だけではなく，その内部磁

果のもう一つは，月面磁気異常と太陽風の相互作用に関

気圏が磁力線を介して繋がる地上での電磁場変動データ

して，月のリム付近で観測されるLEME（Lunar

EXternal

や，数値モデリング研究との連携を強めていくことが必

EI血ancement）と呼ばれる磁場のエンハンスメ

常の磁場方向の間の関係でコントロールされるという事

要である．今年度はそれを実行する組織としてERGサ
イエンスセンターを名大・STE研究所に大学連携共同研
究拠点として設置するための準備をした．ERGサイエン

実が見いだされたことである．以上のようにMAP−PACE

スセンターでは，研究者が快適なデータ解析研究を実施

の観測によって月周辺プラズマ環境が次第に解明されよ

できるよう，高機能なソフトウエアや相互参照性の高い

うとしており，これらの理解は，大気をもたない天体と

データベースといった環境整備を行いつつ，新しい視点

Magnetic

ントの度合いが太陽風中の磁場方向と，月表面の磁気異

太陽風／磁気圏との間の相互作用についての普遍的な理

による研究スタイルを促進するためのソフトウエアの作

解につながるものである．

成とそれを活用しての研究が実践されることになる．

22．6

2．3．2

1CIB

2011年12月3日にノルウェー・スピッツベルゲン島

原始惑星系円盤

惑星系形成論における最大の難問は，ダスト落下問題

Flow

と微惑星形成である．原始惑星系円盤内では，ダストが

Ev㎝t）に向けて打ち上げられたノルウェーの観測ロケ

集積して微惑星となり，それが集積して原始惑星，そし

ットICI−3に搭載した低エネルギー電子計測装置

て惑星へと成長するとされている．ダスト落下問題とは，

LEP−ESAによって取得されたデータの解析を行なった．

ダスト粒子が微惑星を形成する以前に，円盤ガスとの相

ICI−3の主要目的は，極域電離圏カスプ領域のRFE発生

互作用によって角運動量を失って中心星に落下してしま

メカニズムの解明，およびこれにより駆動されるプラズ

うというものである．微惑星形成問題は，自己重力不安

のニーオレスンロケット実験場からRFE（Reversal

マ不安定性や波動現象，イレギュラリティの因果関係を

定を起こして微惑星が形成される高い程度にまでダスト

解明し，電離圏プラズマに関する我々の理解を深める事

を集積させることは出来るのか，ということである．わ

にある．LEP−ESAは10eV・10keVのエネルギー範囲にお

れわれは，弱いながらも電離している円盤ガスの振る舞

いて電子エネルギー分布関数を，方位角方向の分解能

いには磁場の効果が効いているはずであること，磁場効
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果はそれ以外では作り出せない効果を生み出すこと，こ

の主要目的は，Flow

れをうまく使えばダスト落下を食い止めるだけでなくダ

象・プラズマ擾乱の生成メカニズムを明らかにすること

Channel

Eventに伴う後方散乱現

ストを濃集させることもでき，そこで自己重力不安定も

である．Flow

発生させて微惑星形成まで一気に解決できる可能性を検

力線再結合によって生成されるFTE（Flux

討している．具体的には，円盤中でMRIと呼ばれる磁場

Event）を含む磁力線のフットプリントで起こると考え

が関与する不安定性が不均一に励起されるとき，ダスト

られており，上空では強い擾乱が発生する．ICI−4はノル

Channel

Eventは，地球磁気圏昼間側の磁

Transfer

を集積させるような円盤ガスの回転パターンが生じるだ

ウェーのスピッツベルゲン島からFlow

ろうが，この集積点で微惑星は形成しないのか，という

交差するように打ち上げられる予定である．開発を行っ

問題設定である．2012年度は，これまで出版したMHD
計算結果（微惑星が形成された）の本質をより簡単な系

たLEP−ESAは10eV−10keVのエネルギー範囲において電
子エネルギー分布関数を測定する．センサーはトップハ

で理解することを目指した中性流体モデルでの考察を展

ット型の静電エネルギー分析器で，主な構成は入口にコ

開した．具体的には，円盤ガス中に圧力バンプが存在す

リメータ，内側にはエネルギー分析器トロイダル電極と

るとそこにダストを濃集させることが可能であるが，そ

して働く1ペアのトロイダル型偏向電極から成っている．

Channel

Eventと

の非線形段階を追跡した．MHD結果と異なり㌔この単

360度の視野角で，方位角方向の分解能は22．5°で，時間

純な系では（1）ダスト密度がガス密度程度になると，

分解能は11mse（Y16energy

ガス圧力バンプが崩壊してしまいそれ以上のダスト濃集

step）である．高時間分解能を実現するために，64チャ

step（または22msec／32energy

が望めないこと，（2）その濃集度であっても「ストリー

ンネルの高速アンプ及びカウンタを内蔵したASICを電

ミング不安定性」の励起を通じて微惑星形成のためのダ

子の検出器部分に使用している他，高速掃引可能な掃引

スト集積を促進することが期待されるはずだが，実際に

型高圧電源も開発した．

は圧力バンプの崩壊とともにダストとガスの間の速度差
も小さくなっており，「ストリーミング不安定性」の励起

が弱いこと，がわかった．つまり，これまでのところ，

2．4．2

衛星搭載用磁力計の開発と試験

BepiColombo

MMO搭載磁力計（MGF）フライトモデ

磁場効果のアシストがない限り，微惑星形成は困難であ

ルの検討・製作・試験を，ヨーロッパのチームと協力し

る，ということに傾きつつある．

て行った．8月までフライトモデル単体の環境試験を行

2．3．3

った後，電気回路部は9月にPME筐体へ仮組みを行っ
た後，筑波スペースセンターにおいてEMC試験を行っ

新しいMHD数値計算コード
MHD（電磁流体力学）は，宇宙プラズマガスの大規模
な振る舞いを「要領よく」記述する便利な体系である．

た．本組みの後，9〜10月に温度サイクル試験および機
械環境試験，ベーキングを行った．12月に熱真空試験を

MHD計算での最大の挑戦は，ミクロ物理（非MHD物

行った後，MMOシステムに引き渡した．センサー部は

理）の効果を如何に取り込むのかということにある．ミ

伸展マストに取りついた状態で，温度サイクル，機械環

クロ物理過程は，向きの異なる磁力線が短い間隔を挟ん

境，熱真空試験を行い，12月にMMOシステムに引き渡
した．2013年1月に，MMOシステムとの単体電気イン
ターフェース試験を行い，その後FM総合試験の各試験
が継続中である．一方で，MMO搭載磁力計の一つであ

で向かい合う，薄い電流層中で発動する．そのため，MHD

コードにミクロ物理の効果を精度よく取り込むために
は，（1）そもそも，MHDの範囲内で，薄い電流層が形
成するダイナミクスを精度よく計算する解像度の高い計
算ができる必要があり，その上で，（2）計算上は解像し

るMGF−1を元にジオスペース探査衛星ERG搭載磁力
計（MGF）の検討とBBMの設計を行った． ERGとMMO

ないミクロ物理の効果を，散逸として取り込むサブグリ

はともに高い耐放射線性が求められ，MGFの設計の大部

ッドモデルを構築する必要がある．本研究では，数値流

分は共通と出来るが，ERGが測定する背景磁場はMMO

体力学分野で新規開発されたスキームが磁場のソレノイ

よりも強く，また大きく変動すること，低周波の電磁波

ダル条件の維持ということにも効果的であることから，

観測の観点からMMOよりも高いサンプリング周波数が

それを応用したMHDコードを開発した．さらに，乱流，

求められること，電源の仕様が異なることなどから，磁

ショックといったテスト問題を経た上で，「高速磁気リコ

力計としての性能を損なわずに設計を変更する必要が生

ネクション過程を再現できるか」というテスト問題にチ

じた．この結果を元に2013年2月に基本設計審査を受

ャレンジしている．

け，適切に検討・設計が行われているとの審査結果を得
た．

2．4
2．4．1

観測機器開発
1CI−4

2．4．3低エネルギーイオン分析器の開発

2013年11−12月にノルウェーから打ち上げられる予定

ジオスペース探査衛星（ERG）への搭載を念頭に

のノルウェーの観測ロケットICI。4に搭載する低エネル

10e『V／q−25keV／qを対象としたイオンエネルギー質量分

ギー電子の計測装置LEP−ESAの開発を行なった．

析器を開発している．このエネルギー領域の粒子観測は

ICI−4
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これまで精力的に行われてきた．しかし，ERG衛星が

器は電子電流のみ測定可能であったが，ICI−4ミッション

観測を行う放射線帯内における観測は少ない．これは高

用として電予電流測定に加え，円板プローブを用いてイ

エネルギー粒子起源のノイズが問題となるからである．

オン電流の測定が可能なように改良を行なった．ICI−4

そのため，検出領域を小さくできるような観測器構造を

キャンペーンは2013年11月に行なわれることになって

考案するなどの対策を行っている．本年度は観測器試験

いる．

モデルに対し極板の黒色化を行い，重水素ランプを用い

日本の観測ロケットS−520−27号機に搭載する固定バイ

て紫外線除去特性を確認するとともに，入射イオンに対

アスプローブの開発も行なった．このロケットは

する粒子通過特性への影響が小さいことを確認した．ま

S−310−42号機とともに2013年7月に打上げが行なわれ

た，ERGへの搭載を念頭に機器の詳細設計を開始した．

る予定で，この実験は2機のロケットを用いて電離圏E
領域とF領域間に存在する電磁気的な相互作用および中

2．4．4

性大気一電離大気間の相互作用について観測的に研究す

同位体計測用質量分析器開発

合m／△m＞100，火星電離圏ではCOとN2を分離する

ることを目的としている．特に電離圏E領域にはQPエ
コー，F領域にはMS−TIDと呼ばれる電子密度擾乱が存
在するが，これら2つの因果関係を明らかにするよう測

ためm／△m＞3，000の質量分解能が求められる．そこで

定器の構成が選定されており，S−520−27号機の搭載され

星電離圏を始めとする惑星圏での同位体計測を目標と
する質量分析器の開発を行った．通常の同位体計測の場

大阪大学大学院との共同研究により，マルチターン方式

る8つの測定器の中で固定バイアスプローブは電子密度

を用いてm／△m＞3，000の質量分解能を有した分析器の

擾乱の特徴や周波数特性をその場での直接観測により詳

開発に取り組んでいる．本年度はマルチターン型質量分

しく測定する役割が課されている．本測定器は周波数
3200Hzで電子電流とイオン電流のサンプリングを行な

析器制御のマスゲート用スイッチング電源を含めたas

f

基板を製作し，宇宙機搭載に必要な小型・低電力化（〜

い，1m以ドの空間スケールまでの密度擾乱を捉える予

10W）を確認した．性能試験では約1kVの昇圧を50ns
で実現している．これはマルチターン制御には十分な性

定である．電流測定用に低利得，高利得の2つのチャン
ネルを用意し，104〜106cm 3の広い範囲の電子密度に対

能である．

応出来る仕様にした．開発は2012年度に終了し，真空
チェンバーを用いた校正試験，振動試験機を用いた環境

2．4．5

試験が行なわれた．

中間エネルギー荷電粒子分析器の開発

0．1eV程度から10MeV以上にわたる地球磁気圏プラ
ズマのエネルギーレンジのうち，中間エネルギー帯と呼

ばれる10keV−200keVの領域に関しては，観測手法が十
分に確立されていない．そこで我々はERG，

SCOPEとい

2．4．7

BepiColombo

置
BepiColombo

MMO搭載：プラズマ波動観測装

MMOに搭載されるプラズマ波動観測装

った磁気圏探査に向けて中間エネルギー電子・イオン分

置（PWI：Plasma

析器を開発している．2012年度は，中間エネルギー電子

星磁気圏におけるプラズマ波動観測を行う装iである．

Wave

lnstrument）は，世界初となる水

検出に用いるプリアンプについて衛星搭載に向けた

このPWIのフライトモデル単体最終試験単体環境試

BBM製作・試験を行い， ERG衛星における要求を満た
す結果を得た．また，中間エネルギーイオンの計測に用

いるSSD（シリコン半導体検出器）についてもBBM製

験および，システム総合試験が2012年度に行われた．
PWIは， H本・フランス・スウェーデン・ハンガリーが
共同で開発している観測器であり，各国で開発・完成さ

作・試験を行い，

れたフライトモデル，および，オンボードソフトウェア

一世代前のテストモデルに比して格段

に薄い不感層が実現できている（即ち，より低エネルギー

を統合した形での最終試験を2012年7月から9月にか

まで計測が可能である）事を確認した．

けて京都大学において行った．そして，その後，ISASに

持ち込み，同一籠体にインストールされたMGFおよび
2．4．6

電離圏熱的電子測定器の開発

センサー伸展エレキとともに，環境試験に臨み，すべて

アスプローブの開発を行なった．このミッションは極域

の試験（熱サイクル，熱真空，振動衝撃）を無事にク
リアすることができた．その後，2013年1月より衛星シ

電離圏カスプ領域に存在する電子密度イレギュラリテ
ィ，プラズマ不安定，降下電子等の因果関係を解明する

図5は衝撃試験の様子である．中央黒の筐体にPWIを構

事を目的としている．固定バイアスプローブに期待され

成する各基板が，MGF，センサー伸展エレキとともにイ

る役割は密度イレギュラリティが存在する領域を高速サ

ンストールされている（これら全体を機器としてPME

ンプリングにより直接観測し，密度擾乱の特徴や周波数

と呼んでいる）．

ノルウェーの観測ロケットICI−4に搭載する固定バイ

特性を明らかにすることにある．このため，サンプリン

ステムに組み込まれた状態での総合試験に入っている．

これまでのところ，PWIを含むPMEの試験結果は良

グ周波数を約3Hzとして，1m以ドの空間スケールまで

好であり，システム全体を制御するオンボードソフトの

の擾乱を観測出来るようにした．また，これまで本測定

polish

upもほぼ終え順調に仕上がっている．
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図5衝撃試験装置にセットされたPME筐体．

2．4．8

ERG衛星搭載：波動粒子相互作用解析装置

波動粒子相互作用を，直接的・定量的に観測する新し

い手法による波動粒子相互作用解析装置（SWPIA：
Software−type

Wave

Particle

Interaction

Analyzer）が，

ERG

衛星には搭載される．このSWPIAは，波動の瞬時ベク

図71SASスペースプラズマチャンバー内に設置した

トルと観測粒子一つ一つの速度ベクトルから粒子と波動

プラズマ波動プローブ

問でのエネルギー授受を定量的に計算するものである．

その手法は世界的にも初めての試みであり，2012年度
は，SWPIA手法を確立するための計算機シミュレーショ

2．5

将来計画の準備

2．5．1

SPRINT−A／EXCEED

ン，および，スペースプラズマチェンバー実験を行った．

惑星分光観測衛星（SPRINT−AIEXCEED）は，地球周

計算機シミュレーションでは，ERG SWPIAの具体的な
観測ターゲットであるコーラスエミッションを計算機シ

回軌道から極端紫外光領域で高分散の分光撮像観測を実
施する惑星観測用宇宙望遠鏡である．観測対象は地球型

ミュレーションで再現し，その計算結果に対し，SWPIA

惑星の流出大気と木星型惑星の内部磁気圏プラズマの発

計算アルゴリズムを適用して，その妥当性や粒子センサ

光現象であり，大気進化プロセスや高速回転系磁気圏内

ー視野角との関係など具体的な評価を行った（図6）．

でのエネルギー輸送メカニズムに迫ることが目的であ
る．今年度は，サブシステムフライト品単体での環境試
験を実施し，打上環境に耐性があることを確認した．ミ

2c

）400植》

30

Time
ゐ

history

theE・V
integration

20

of

ッションシステムとして組み上げ，望遠鏡全体での光学

70−80°

特性を取得した．その後，バス部と結合し，衛星全体の
環境試験・電気試験を含む総合試験を実施した．また，
60・70兜

｝Is
島1。

安全審査を実施し，安全・信頼性基準を満たすことを確
認した．結果として，理学要求に合致することを確認し
た．平行して，観測計画系の準備，データ処理系の準備
を行い，平成25年度観測開始の準備を進めた．

0
図6

time【Ωe♂1

20000

シミュレーヨンで検証されたSWPIAアルゴリズム．波動

と相互作用しているピッチ角が特徴づけられる．

一方，実際のプラズマ中での検証としてISASのスペ
ースプラズマチェンバー内に，電子ビーム源，粒子計測
器，および，プラズマ波動プローブを設置して，スペー

2．5．2

水星探査計画

水星探査「BepiColombo」計画をESAとの共同で実施
するため2015年の打ち上げを目指して開発が進められ
ている．磁気圏探査を主とするMMOと表面探査を主と
するMPOの2機構成であり，前者の開発に責任を持っ
ている．詳細はプロジェクトチームの研究活動を参照の
こと．

スプラズマチェンバー内で発生させる波動粒子相互作用

を，SWPIAのアルゴリズムに従って検証しようとする試

2．5．3

ERG

みも2012年度に開始した（図7）．具体的には電子ビー

ERGは，小型科学衛星第二号機として開発がすすめら

ム源から放出される電子ビームにより静電波動を励起さ

れている地球内部磁気圏探査機である．その目的は，内

せ，粒子計測器で観測される粒子情報とプラズマ波動プ

部磁気圏における相対論的粒子を作り出す加速機構を，

ローブで計測されるプラズマ波動情報からエネルギー授

「宇宙嵐」の文脈において理解することにある．2015年

受をSWPIAアルゴリズムにより抽出しようとする実験

頃までの打ち上げを目指して開発が進められている．

である．

ERGが期待されている役割は，2012年のNASA・Van
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Probes（RBSP）衛星の打ち上げを契機とする，次
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機が火星を踏破した現在でさえ，未だに成し遂げられて

期太陽活動最大期における「全世界的内部磁気圏観測キ

いない課題である．火星が過去に経験した劇的な気候変

ャンペーン」の最後期と，その後のフォローアップ観測

動の結果，表層環境から失われた二酸化炭素と水の行方

を担当することにあり，世界の動向における位置づけも

を明らかにするためには，太陽風が直接吹きつけること

重要となっている．今年度は衛星・観測機器の基本設計

による大気のはぎ取り（大気散逸）を理解することが不

をすすめ，基本設計確認会を実施し，詳細設計フェーズ

可欠である．この目的は，2機のオービター，すなわち

への移行が了承された．エンジニアリングモデルの製造

散逸の「その場」観測を担う衛星Aと，散逸する大気の

ならびに試験を経て，フライトモデルに向けた詳細設計

「グローバルイメージング」および「太陽活動のモニタリ

をすすめていく．

ング」を担う衛星Bによる同時観測を実現することによ
り初めて達成できると期待されている．

2．5．4

本探査計画の特徴は，大気散逸の全体像と詳細特性を

MMS

MMS衛星計画は，米国のSun−Earth

Connection（SEC）

Mission Roadmap上に載っている衛星計画であり，2014
年の打ち上げを目指して準備が進められている．同一構

同時に捉える世界初の観測を衛星2機構成によって実現
し，空間構造と詳細特性を同時におさえることで初めて

成の4機の衛星から成る編隊飛行衛星計画で，地球磁気

可能になる散逸メカニズムの同定と総散逸率の瞬時値の
推定を可能にすることにある．また，撮像機器を搭載す

圏の様々な領域において，複数衛星を用いた時間と空間

る衛星が定常的に太陽風と太陽放射パラメータをモニタ

を分離した観測を行なう．MMS衛星計画は，地球磁気

ー観測することによって，確度をもった過去への演繹を

圏昼聞側の磁気圏界面で発生する磁力線再結合の物理素

実現し，火星大気の散逸と気候変動の関係を明らかにす

過程の解明を行なうことを最大の目的としている．MMS

ることを目指している．

衛星搭載FPI（Fast

Plasma

lnstrument）を構成するセン

このミッションで達成すべき科学目標を1）惑星起源

サーのうち，イオンのエネルギー分布を測定するDIS

の低エネルギー帯を含む粒子の散逸機構を明らかにする

（Dua1

2）各大気散逸機構の太陽風・太陽放射変動への応答を

lon

Sensor）の設計，製作，アセンブル，。単体環境

試験初期性能確認試験を担当しているが，平成24年
度中に全16台のフライトモデルの製作及び宇宙研特殊

する3）水と二酸化炭素の各総散逸率を明らかにする4）

実験棟3階の較正実験設備を用いた特性取得試験，米国

大気の上下結合が大気散逸率におよぼす影響を明らかに

明らかにし，大気散逸が気候変動に果たした役割を理解

へのデリバリー前の最終確認試験と米国へのデリバリー

すると定義し，これからミッション要求，更に観測機器

を完了した．

要求，システム要求へとブレークダウンする形で整理し

2．5．5

素を定量的かつ論理的に不足無く，また全体として整合

た．プロジェクト達成のために必要な要求要件，開発要
SCOPE

SCOPE衛星計画は，親衛星1機と子衛星4機の計5機

が取れた形にまとめた．検討にはSE室のご支援を頂き，

からなる編隊飛行衛星であり，地球周辺宇宙空間を宇宙

7回の打合せを行った．更に概念設計・予備設計に5年

プラズマ物理現象の実験室と見徹し，そこでの精密な「そ

をかけた後，2017年末にプロジェクトへ移行する計画を

の場」観測から宇宙空間ダイナミクスの根源的理解へと

立案した．

迫ることを目指したミッションである．SCOPE編隊は親

また，本ミッションに不可欠な機器である流出大気撮

一近子衛星ペア（中心の二機）とそれを取り囲む遠子3衛

像カメラの，最適な方式の選択と概念設計を行い，迷光

星からなり，親一近子間距離を10〜100㎞，親一遠子衛星

除去の可否を数値的に検討した．初段バッフルの試作を

間距離を10㎞〜5000㎞とすることで，プラズマ物理に

行って室内実験にて迷光を測定し，妥当性を評価し，現

おける重要なスケールを網羅する．平成23年10月に
CSAとの共同実施の見通しが立たないという事態にな
ったが，今後CSA撤退後のSCOPE再編を進めるにあた

在の試験環境下では妥当と判断される結果を得た．流出

り，平成24年度についてはこれまで検討・開発を進め
てきた項目，特に親一子間通信機器，スピン軸方向伸展

除去が可能であるとの結論に至る開発を行う．

アンテナ，通信用アンテナシステムについてSRRへと進

2．5．7

めることが出来る状態にまで検討を進めて開発成果のま

大気撮像カメラの開発はプロジェクトの成否にかかわる

重要な部分であり，今後3年のうちには目標とする迷光

SPRINT・A／建XCEED

小型科学醒1号機（SPRINT−AIEXCEED）は，極端

とめを行った．これにより，SCOPE再編の方向性が決ま

紫外光領域にある惑星大気光を地球の周回軌道から分光

り次第すぐに開発を再開することが可能となっている．

撮像する計画である．観測の対象は，地球型惑星から流
出する大気と木星型惑星磁気圏のプラズマの発光現象で

2．5．6

火星大気散逸観測計画の検討

かつて我々が「のぞみ」で目指した，非磁化惑星であ
る火星と太陽風の相互作用の理解は，海外の多くの探査

ある．平成24年度は機器単体を開発する最終年度であ
るため，光学較正試験を行い，環境試験／総合試験までを

終了し，内之浦に輸送する準備を整えた．平成25年度
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に打ち上げる準備を整えることができた．

2．5．8

JUICE

JUICEとは，欧州を中心とする科学コミュニティによ

観測器の最終性能を以下に示す．

って提案され，ESAが2012年2月に選定した木星系探
有効液長範囲
波長分解能

52−

148m

〈α5r■nF㎜

（10卿

ｭ1．0㎜F㎜1（60
空聞分解能
有効面積

査計画である．探査対象は，（1）ガス惑星・木星そのも

スリット）

の，（2）木星周辺の宇宙空間，（3）ガニメデ，エウロ

スリット）

バらの氷衛星，である．2020年の打ち上げ，2030年の
木星到着，2032年のガニメデ周回開始，という予定で進

10−20

＞1㎝ド（波畏依霧あり）

められることになっている．

JUICE提案書の大元となったLAPLACE提案書の作成

10i

には，日本からの少なからぬ貢献があった．当時は，ESA

ﾌ呂塁⑪孟ぢ霞国

【吐

oo

1Uf

が提供する探査機と同時にJAXAからも探査機を提供す
ることを考えていた．その後，ESAが単独で探査機を提
供することが現実的となってきたことから，ESA機に搭
載される観測機器に日本から貢献することへ，探査計画

ひ

企画活動の重心は移った．

2012年度，日本国内ではハードウェア貢献を希望する
者の確認とそれらによるチームの編成，理学委員会での
10

80
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図8
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有効面積の波長依存性

審査等といったいくつかの手順，ESA側では観測機器
AOの発行とそれに呼応した提案書の審査というものを
経て，結局，日本からは，4つの観測機器へのハードウ
ェア貢献と2つの観測機器チームへのサイエンス参加が
確保された．つまり，いよいよ，日本のコミュニティは
主体的な立場で木星系探査に参加するのである．

3．惑星大気
図9波長分解能の性能を調査した結果ヘリウム，酸素，アルゴ
ン，ネオンのガスを真空中で発光させスペクトルを得た．

3．1金星大気
3．1。1

あかつきデータ解析

金星探査機「あかつき」（2010年5月21日打ち上げ）
上記のすべての性能は，

開発当初に想定していた仕様

の取得したデータの解析が進行中である．

を十分に満たす．

（1）金星データの解析

：2010年12月に金星をフライ

バイした際に取得した赤外線画像データや，2011年3〜
5月に遠方から金星の測光観測を実施して取得したデー
タを解析して，金星の雲構造の時空間変動を調べた．雲
頂にこれまで知られていなかった微細な温度構造がある
ことや，雲形成に関わる紫外線吸収物質の量が惑星スケ
ールで周期変動していることなどが明らかになった．

（2）電波科学（太陽コロナの観測）：2011年6月，地球
から見て太陽のほぼ反対側をあかつきが通過する「外合」

があった．この外合をはさむ約1ヶ月間に全17回にわ
たって，あかつきから地球に向けて電波を送信し，この
電波が太陽のコロナを通過する際に生じる電波の周波数
や強度の変動を地上局で計測した．このデータを分析す
ることにより以下を明らかにした．

・コロナ中に圧縮性の波動が頻繁に観測された．これ
を磁気音波と解釈して振幅とエネルギーフラックス
を求めたところ，アルフベン波が散逸してコロナを
図10

ミッション部の全景（2013年1月撮影）

加熱する過程で音波が励起されるとするコロナ加熱

This document is provided by JAXA.

皿．研究活動

41

モデルの予想とよく合うことが示された．これはコ

きた現象でもあることから，そのデータを用い金星上層

ロナ加熱のメカニズムの実証につながる成果である．

大気の構造を調べようという研究を行った．

・太陽風の速度が太陽近傍での数十km／sから遠方で
の数百km／sまで加速される様子をこれまでにない

「ひので」の撮影した画像は大変に美しいもので，太
陽面の外側にある金星ディスクのリムがうっすらと光っ

高い精度でとらえた．磁場が閉じた領域から開いた

ている様子が捉えられている．これは，太陽からの光が

領域に移り変わる数太陽半径の距離を境に急激に加

金星上層大気中の微粒子により散乱されたり金星大気中

速が始まること，ほぼ閉じた磁力線が占めるところ

で屈折したりして，進行方向を曲げられたことを示して

でも局所的に速い太陽風が存在すること，などが明

いる．データの解析手順としては，太陽面を背景にした

らかになった．

部分（真北から時計回りに真東まで）から見かけ上の金
星半径（光学的厚さが1になる高度に相当）を求める．

3．1．2

大気ダイナミクス理論研究

先に延びてしまった「あかつき」の金星到着に備えた

次に，カメラの幾何歪みなどに留意しながら，金星半径
の緯度による変化（上層大気の微粒子の分布の差を示す）

理論研究・数値モデリングを活発に行っている．

などを求める．まだ初期解析の段階であるが，この結果

（1）金星雲層内の対流構造の研究

ている上層大気の観測結果などと比較してゆく．

を欧州Venus

Expressの機器が太陽掩蔽を利用して行っ

金星の高高度をおおう硫酸の雲の中で生じる対流が，

太陽光による加熱と下層大気起源の赤外線による加熱で

3．1．4

地上からの偏光撮像観測

どのようにコントロールされるのかを，数値実験をもと

金星雲層構造はダイナミックに変化するため，それを

に調べた．より強い太陽光入射のある低緯度や昼側にお

継続的にモニターする観測が必要である．特に「偏光観

いて対流が抑制されるなど，地球の対流と異なる特徴が

測」は，大気上層のエアロゾルの性質や分布に敏感な手

明らかになった．大学院学生の樋口は，この研究で地球

法である．飛騨天文台（京都大学大学院理学研究科附属

電磁気・地球惑星圏学会より学生発表賞（オーロラメダ

天文台）の口径65cm屈折望遠鏡にHOPSと呼ばれる装

ル）を与えられた．

置を装着して観測を行う．HOPS（Hida

etry
（2）スーパーローテーションのメカニズム

Optica1

Polarim−

System）は川端潔（東京犀科大学名誉教授）を中心

としたグループが2000年頃から開発を手がけた装置で，

スーパーローテーション（高速帯状風）のメカニズム

惑星の二次元偏光度マップを得ることができる．ISAS惑

を明らかにするために，大気大循環モデルを用いて，太

星大気グループの手によりこれの光学系を（CCDカメラ

陽光加熱の与え方，初期値の与え方，モデルの解像度な

の更新に伴い）若干手直しし，2012年5月（火星と金星），

どによって風速分布がどう変わるかを調べた．

8月（金星と木星），10月に観測を実施し，偏光データ
を取得することができた．この3回の観測から金星ディ

3．1．3

スクの二次元偏光度マップを作成したところ，興味深い

「ひので」による金星の日面通過データの解析

2012年6月6日に起こった「金星の日面通過」現象は，

結果が得られた．

今後100年以上も同現象を見られなくなるチャンスとい
うこともあり，人々の注目を集めた．それだけでなく，
「ひので」という日本の誇る軌道太陽望遠鏡が活躍中に起

d°「iz kM°P

escs

m

轟

図11 「ひので」太陽望遠鏡が捉えた金星の日面
通過（波長388㎜）．上層大気の微粒子で散乱され
た光がくっきりと輪になって見えている．

図12

HOPSによる金星の二次元偏光度マップの例（上段：観測時

の経緯度グリッドと通常光像．下段：偏光度マップ＝ディスク全体，
赤道帯，極域）
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赤道帯と極域の各々について偏光度の平均を求め，それ

4．2

月探査

を太陽位相角の関数としてプロットすると，ある位相角で

4．2．1かぐやのデータを用いた月科学

偏光度ゼロのラインを横切る．中立点位相角と呼ばれるも

4．2．1．1

のであるがこれが1980年代のパイオニア・ビーナス周

1： 善1

回機（PVO）による観測結果と異なっていたのである．
°
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データ解析を継続した．結果として以下のような成果を
あげている．

550m

●

蓋・

月光学撮像観測（LISM）
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図13赤道帯（白抜きシンボル），極域（塗りつぶしシンボル）に
ついてPVO（青色）とHOPS（赤色）を比較した．図は横軸が太陽
位相角，縦軸が直線偏光度で，左パネルは波長55（㎞，右パネルは
930㎜のものである．

1）月表面に存在する縦穴について温度構造や被唄石衝
突確率などを評価した．

2）HSMデータの補正・校正精度に関する評価を引き続
き行うとともに，チャンドラヤーン1号搭載のM3，
SIR−2との輝度・反射率精度向上を行った．

3）月高地地殻の主要元素の算定を行い，月地殻成長モ
デルを検討した．
4）月面のクレータ分布関数を再評価した．

5）月面オリエンターレ盆地の年代を評価した．

6）地形カメラデータを基にした月面標高データと，

図の青色マークがPVOによる観測，赤色マークが
HOPSによる2012年の観測である．極域（塗りつぶし丸）

の偏光度の中立点位相角を見ると，波長550㎜ではPVO
とHOPSの結果は似ている（いずれも位相角60°付近で
偏光度ゼロ）．しかし波長930㎜では両者は異なり，PVO
は40°付近，HOPSは60°付近で中立点を観測している．

SELENE高度計，

LRO高度計による標高データとの

差異を解析評価した．
7）月面地形データの，水平精度・高度精度向上させて，

月全球のラフネス解析を行った．

8）LISMデータとSELENE搭載LRSデータを比較検討
し，月の海の地下構造を解析した．

この偏光度の違いから物理情報を抽出するため，偏光
ベクトルを扱える放射伝達計算プログラムを開発中であ
る．それによるデータ解析および，さらなる偏光データ
取得を継続する予定である．

4．2．1．2

月重力場観測（RSAT／VRAD）

・

「かぐや」および子衛星「おきな」「おうな」に搭載さ

れたリレー衛星中継器（RSAT），相対VLBI用電波源
（VRAD）による月重力場のデータ解析を継続し，高度計

3．2

データ等との比較による月の内部構造の解明を行った．ま

火星大気

3．2．1対流励起波動による熱口大気加熱
地表近くの対流やダストストームに伴って重力波や音

たこれらの解析結果に基づいて，次期月探査SELENE−2

計画における相対VLBI観測，火星複合探査MELOS計

波が励起され，高度100〜300㎞の熱圏まで伝搬して散

画における火星回転計測等の，宇宙測地観測における回

逸すると，大気を加熱してエネルギー収支に大きく影響

転変動の推定精度解析を行い，ランダの着陸地点やオー

する可能性がある．このプロセスを数値実験により調べ

ビターの軌道・運用への制約条件を明確化した．

本年度は特に，重力場データと地形データに，熱進化

ている．

モデルを粘弾性変形の解析に取り込むことにより．衝突
3．2．2

火星気象モデリング

盆地の地形緩和や海の大規模な変形の様子を明らかにし

．将来の火星着陸探査に向けて着陸機の環境評価や気象

た．また，次期月探査計画SELENE−2において，月重力

予報を可能にするために，火星気象モデルの構築を進め

場のより高精度な観測を実現するための機器構成のうち，

ている．地形データの取り込みやダスト巻き上げプロセ

特に技術的キーとなるアンテナの耐低温性設計を行った．

スのモデル化などが課題である．
4．2．2

4．固体惑星

ペネトレータ技術開発とミッション検討

我々が開発を進めているペネトレータは秒速300m程
度で月惑星表面に貫入させて観測を行うハードランダー

4．1

はじめに

平成24年度は，「かぐや」のデータを利用した月の科学，

プローブである．2010年の3月にペネトレータ本体部の
技術開発を完了させた後，国際ミッション共同で実現す

「かぐや」後継機SELENE−2の科学観測機器・着陸地点及

るために重要な技術要素である，3軸姿勢制御衛星から

びミッションシナリオの検討，ベネトレータ技術開発とミ

ペネトレータを安定して分離させる機構や新たな搭載機

ッション検討を行った．また小惑星探査関係では，キュレ

器の開発を進めている．

ーション設備の実運用及び国際研究公募の募集，「はやぶ
さ」後継機「はやぶさ2」搭載観測器の開発を行った．

ペネトレータを用いたミッションを実現するためにロ
シアで検討が進められている月探査計画への搭載を主眼
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として活動をしてきたが，他国での月探査ミッションに対

ンを行う必要があると考えられる．SELENE−2ではこの

しても搭載打診をしている．さらに国際協働の枠組みだけ

プリカーサーになる技術，科学的知見を得ることも視野

でなく，独自のミッションとしての検討を進めている．

に入れ検討している．

ターゲットとなるサイエンスは着陸地点にも大きく左
右される．プリプロジェクト下に設置した着陸地点ワー

キンググループによる活発な議論を経て現在，5−6地
点程度にまで絞り込みがなされた．現在これらの検討結
果を考慮したシステム検討，およびミッションシナリオ
の詳細検討を進めている．

図14

4．2．3

ペネトレータ分離機構要素試験実施状況

SELENE−2検討と搭載機器開発

JAXAでは月の科学探査と利用可能性調査を行うため
に月面に着陸して周辺を移動探査する技術を開発・実証
する探査機としてSELENE−2計画の検討をしている．

図15

SELENE−2ミッション想像図

2007年6月にSELENE−2プリプロジェクトが認められ，
現在，概念設計（Phase−A）活動を実施している．

SELENE−2のミッションは，

1．将来の月面活動に必要な着陸技術と表面移動技
術，越夜技術の開発・実証，

2．その場観測による月の科学探査と月の利用可能性
調査その場観測による月表面物質の科学探査と月
の利用可能性調査，

3．上記を通じての国際貢猷と国際的地位の確保，
と定義されている．固体惑星グループでは科学探査の部分
について，科学的目標と各観測装置候補の機能・性能のと
りまとめや調整を行っている．また主力搭載機器候補であ
る月震観測システム，分光カメラを国内外の大学，研究機

＼

び

図16 フランス，ドイツ，スイス等と共同して開発を進めている地
震計観測システムのインターフェース試験状況

関との連携のもと，主導的に開発・研究を推進している．

SELENE−2では着陸機・ローバによる地質精査と内部
構造探査を行う事で検討を進めており，本ミッションを通
じて以ドのような科学データが得られると期待される．

4．3

小惑星探査

4．3．1

はやぶさ試料キュレーション

キュレーション設備には雰囲気遮断で試料を取り扱う

1．分光撮像などによる着陸地点近傍の詳細な地質．

チェンバーと，超高真空下で試料を長期保管する保管庫，

鉱物構造
2．月震や測地学観測による中心核や地殻・マントル

試料の観察・分類用の電子顕微鏡，コンテナ取り出し作

などの月内部構造データ
3．熱流量測定や電磁探査による月内部の熱構造データ

高純度の窒素ガスや超純水による循環水の供給系等があ

4．放射線

ダストなどに関する月面環境の様相

業や器具類の洗浄を行う加工・先浄機能，真空排気系や
り，全体がクリーンルーム内に含まれる．また，採取針
や試料台など使用器具類は試料汚染を防止するため化学
組成や洗浄度を厳しく管理している．

なお，地質構造の正確な年代決定や物質進化過程の精

「はやぶさ」試料のキュレーション作業は「はやぶさ」

密化にはサンプルリターンを行い，月の石を分析するこ

プロジェクトや配下の試料分配委員会（HSAC）による
議論・承認を経る．その結果，国内の各大学，研究施設
で行われる第1回初期分析用として石英板から採取した

とが必須である．このためSELENEシリーズの後継機で
は帰還技術の実証と合わせて月面物質のサンプルリター
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約50個の粒子試料を配布した．粒子の3次元構造によ

ている．固体惑星科学研究においてはこれらの中で

る鉱物や空隙率の分布，鉱物・元素組成分析による岩石
種同定，超薄切片の微細観察および宇宙風化現象の観察，

科学探査の部分について，

・科学的目標と各観測装置候補の機能・性能のとりま

希ガス分析による進化史，同位体分析による成因・年代，

とめや調整，開発協力，

放射化分析による重元素組成，有機物検出などが実施さ

・一部の搭載観測機器（近赤外線分光計，中間赤外カ

れた．これらの結果は米国で開催された第42回および

メラ，サンプリング装置，衝突装置，小型ランダ）

43回月惑星科学会議で報告された．ほか，サイエンス6
編を含む計8編の査読付き論文で発表されている．また

研究を推進している．

2011年のサイエンス10大ニュースの2番目に選ばれて
いる．

について，各大学や国際協力のもと主導的に開発，

はやぶさ2における科学的なアプローチは，はやぶさ
2プロジェクトのサイエンスチームを核として広く惑星
科学コミュニティーと議論されている．

現在機器の詳細設計が完ゴしフライト品の製造段階で
あり，フライト品製造後の検証（一次噛合せ試験）が2012

年12月から開始されるととともに，詳細な運用計画の
議論と立案作業も始まっている．

また，サンプル地球帰還後の初期分析作業のうち，試
料の受入れ・記載・分配・保管を目的としたキュレーショ
ン作業の準備・検討も行っている．

図17

キュレーション設備内のクリーンチェンバー

初期分析結果を含めて，回収粒子の形状，サイズ，元

素組成等に関する情報を2012年1月にアーカイブ公開
すると同時に，国際研究公募の募集を開始した．国際研
究公募の選定は「はやぶさ国際研究公募委員会」で行わ

れ，約60個の粒子が提供された．引き続き2012年1月
図18

には第2回の国際研究公募の募集を開始した．

はやぶさ2ミッション想像図

なお，今後の試料分配作業およびキュレーション作業
を意識して，試料の汚染低減を意識した雰囲気遮断での

4．4

試料分割法の開発や，試料ハンドリング技術および汚染
管理技術についても研究開発を続けている．

4．4．1

4．3．2

はやぶさ2検討

その他
水星探査計画

水星探査「BepiColombo」計画をESAとの共同で実施
するため2015年の打ち上げを目指して開発が進められ
ている．磁気圏探査を主とするMMOと表面探査を主と

小天体の科学探査と日本独自の深宇宙探査技術の確立

するMPOの2機構成であり，前者の開発に責任を持っ

のために，C型小惑星からのサンプルリターンを行う探

ている．詳細はプロジェクトチームの研究活動を参照の

査としてはやぶさ2計画を進めている．はやぶさ2のミ

こと．

ッションは，「太陽系の起源・進化の解明や生命の原材料
物質を調べる」ために，

・C型小惑星の物質科学的特性を調べる．特に鉱物・
水・有機物の相互作用を明らかにする．

・小惑星の再集積過程・内部構造・地下物質の調査に
より，小惑星の形成過程を調べる．
「日本独自の深宇宙探査技術の確立」のために，

4．4．2

火星探査計画

火星周回機と着陸機を用いる探査を火星複合探査ワー

キンググループ（MELOS計画）のもとで検討している．
火星周回機による気象観測，大気散逸過程の探査，火星
着陸機による表層地質探査・生命探査，火星内部構造探
査，および無着陸での大気・ダストのサンプルリターン，

・「はやぶさ」で試みた新しい技術について，ロバスト

さらに飛行機やローバなど工学実験について，科学目標

性，確実性，運用性を向llさせ，技術として成熟さ

や探査方法を並行して検討してきた．固体惑星分野とし

せる．

・衝突体を天体に衝突させる実証を行う．と定義され

ては，着陸探査関連が主な対象となる．

2009年度より周回機i，2010年度より大気突入および
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着陸機のシステム検討を進めてきた．初号機は火星周回

象・大気組成分析も重要項目として検討されている．火

探査機i1機とEDL（大気突入・降下・着陸）の工学実証

星気象に大きな影響を与えるダストの形状は未知である

を中心とする方針とし，周回機探査に関してはランダー

ことからダストの顕微観察も重要な目標としている．周

とのシナジーの観点から気象観測を採用することとし

囲の土壌元素分析，地震や火星回転運動や熱流量観測に

た．着陸探査は継続して各検討を進めることになったが，

よる内部構造，周辺分光撮像観測，ガス分析についても

EDL実証を目指す工学実験を主目的とし，熱シールドを

引き続き検討中である．オプションとして周回衛星から

含めた分離時重量が最大600kg，ローバ重量約50kgをベ
ースラインとして進めることとした．2012年度は主に技

測についても検討を継続している．

の観測，航空機を用いた広域観測，着陸機からの定点観

術検討の具体化を行い，火星への高精度EDLと着陸，
ローバミッションを中心とした1二学実証と，火星表層の

生命圏科学探査を主目標とする火星複合探査として検討
を進めた．

科学目標として，以前は予備検討段階であった生命探
査が主要項目になった．欧米による火星探査の進捗によ
って生命存在可能性が高まり，かつ探査候補地点が具体
的に挙げられるようになったことに加え，高感度の蛍光
顕微鏡を微小生命が存在する場合の検知手段として使え

図19MELOS探査で検討中のローバおよび蛍光顕微鏡撮像部の初

る目途が立ってきたためである．また，火星表層での気

期検討モデル
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1．はじめに

定相研究，2）放射光を用いた高温融体の観察，3）地上

用静電浮遊炉を利用した研究，4）結晶成長に関する研

学際科学研究系は，平成24年2月にそれ以前の宇宙
環境利用科学研究系，宇宙科学情報解析研究系，大気球
研究系のメンバーを中心に再編された研究系である．本

究，5）マランゴニ対流遷移現象の解明．
【基礎科学】1）ダストプラズマ研究．
【生命科学】

1）「たんぽぽ」ミッション機器の設計，

研究系は，宇宙科学の複数の分野にまたがる，又は宇宙

2）動物の発生・形態形成と重力とのかかわり，3）宇宙

科学と周辺領域にまたがる学際領域，及び新たな宇宙科

飛行マウスの体毛付皮膚の遺伝子解析．

学分野の学術研究と，こうした学術研究の推進基盤とな
る技術やシステム等の研究を推進することを目的として

2．1物質科学

いる．学際科学研究系の取り組みとして，新たに客員教

2．1．1

員を迎えて，重力をパラメータとした物質科学研究およ

静電浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究

2015年頃国際宇宙ステーションに搭載予定の静電浮

び極限生物学の一環としての宇宙生物学を推進してい

遊炉を用いて多くの科学的成果を収めるべく，地上研究

る．

を進めている．静電浮遊法がもたらす無容器プロセッシ
ングにおいては，容器を用いた方法では取り扱いが困難

2．宇宙環境利用科学に関する研究

な高温融体の保持が可能であり，また容器からの核発生
が抑制されるため，深い過冷却状態が容易に実現でき，

宇宙環境利用科学の主要な分野である物質科学，基礎
科学，生命科学について以下の研究を行った．
【物質科学】1）静電浮遊法を用いた高温融体及び準安

これを利用して準安定相材料の創製も行われてきてい
る．JAXAでは2000年に静電浮遊法を用いた高温融体の
安定保持に成功して以来，同浮遊法を利用して3，000℃

This document is provided by JAXA.

46

皿．研究活動

を超える融点を持つ材料融体の熱物性計測の技術研究
や，準結晶や金属ガラスの研究を継続して進めてきてい
る．

今年度は，関連する研究者とともにISS実験に向けた
提案をまとめるとともに，研究会を開催してその具体的
な内容や進め方について検討を深めた．
2．1．2

放射光を用いた高温融体の観察

2．1．4．2

宇宙空間での結晶成長

1）東北大学大学院理学研究科塚本勝男教授および木村
勇気助教と共に，観測ロケットS−520−28号機の弾道
飛行で得られる数分間の微小重力環境を利用して，均
質核形成実験（宇宙ダストと炭酸塩結晶の生成）を実
施し解析を進めた．宇宙ダスト実験では，鉄および酸

化タングステンの蒸気から固体微粒子が形成される
過程を光干渉法により測定した．炭酸カルシウムの核

放射光施設（SPring−8）と静電浮遊炉を組み合わせ，

形成実験では，炭酸イオンとカルシウムイオンを含む

高温融体の物性研究を進めている．昨年度の液体シリコ

ンに引き続き，今年度は液体ボロン（2400K）のX線コ

11種類の異なる濃度の水溶液から核形成を行い，生
成した核による光散乱強度と溶液インピーダンスの

ンプトン散乱測定のデー一…一タ解析を第一原理分子動力学計

連続測定を行った．

算を用いて行った．固体ボロンは半導体であるが，これ

3）熊本大学衝撃・極限環境センター真下茂教授のグル

が溶解すると金属になるか，あるいは半導体のままであ

ープと共に，熊本大学グローバルCOEプログラムに

るか，解明されていない．これまでの解析から，液体ボ

おいて

ロンが金属であることが判明した．

する共同研究を行った．熊本大学の衝撃銃および関連

2．1．3

機器を用いて，pmサイズの珪酸塩微粒子に衝撃波を
与える実験を実施し解析を進めた．

地上用静電浮遊炉を利用した研究

衝撃波による珪酸塩微粒子の溶融実験

に関

筑波宇宙センターに設置してある静電浮遊炉を用いて
以下の研究を実施している．

・

高温融体の熱物性計測法の研究：改良した粘性係数
測定法を用い，2000〜2500℃の融点を持つ遷移金属

・

2．1．4．3

高機能性材料の開発

帝京科学大学医療科学部高木喜樹教授のグループと
共に高重力下のダイヤモンド低圧合成に関する共同研究

元素の粘性係数計測を実施し，融点における粘性係

を行った．遠心機上および1Gで熱フィラメント法によ

数はAndradeの式によく一致することを確認した．

るナノ・ダイヤモンドの合成を行い，シリコン基板上で

高粘性融体の表面張力および粘性係数測定法の確

のダイヤモンドの被覆率に及ぼすガス種分圧，反応温度，

立：金属ガラスや準結晶など，準安定相を創製する

基板表面処理の影響を明らかにした．また，光干渉法に

物質は一般に粘性係数が高い．これまでに確立した

よるガス雰囲気その場観察装置の開発を進めた。

計測法では高粘度の液体を取り扱うことが困難であ
るため，試料の回転による変形を利用した新たな測
定法の確立を今年度より開始した．
・

高圧雰囲気対応静電浮遊炉の開発：主に酸化物融体

をターゲットとした加圧型装置の開発を行ってい

マランゴニ対流遷移現象の解明

昨年度に引き続き，2011年度に実施した微少重力環境
下での第1回マランゴニ対流実験において得られた結果

の整理／解析を行った．数値解析，30mm直径の実験結
果（2008〜2010年度）と比較した結果，平成23年度に
作成した新たな遷移モデル（高プラントル数流体での温

る．

2．1．4

2．1．5

結晶成長に関する研究

2．1．4．1

結晶成長機構の解明

度境界層を考慮）で臨界マランゴニ数を説明可能である
見込みを得た．

1）「きぼう」1期利用テーマ「ファセット的セル状結晶

成長機構の研究」実験を実施し，昨年度に引き続きデ
ータ解析を行った．

混晶半導体結晶成長」の実験準備を行うと共に地上比
較試験を行った．

3）静岡大学電子工学研究所早川泰弘教授のグループと

X線イメージセンサーを用いた半導体結晶成長

過程その場観察

に関する共同研究を行った．同セン

サーを用いてInGaSb，

ダストプラズマ研究

ダストプラズマとは微粒子が混在したプラズマであ

2）「きぼう」2期利用テーマ「微小重力環境下における

共に

2．2

SiGe結晶成長における溶液中

る．クーロン相互作用が非常に強い状態，即ち強結合プ

ラズマを容易に得ることができる特徴がある．平成24
年度では，ダストプラズマにおける重要なパラメータで
ある固相（クーロン結晶）における粒子温度の新しい計
測方法の研究を前年度に引き続き進めると共に，ヨーロ

ッパで開発を進めている次期ダストプラズマ実験装置
PK−4における国際研究協力の可能性を探索した．

の溶質濃度分布のリアルタイム計測を行い，数値計算

結果との比較により地上重力下での溶質輸送効果を
定量化した．

2．2．1

粒子温度計測

粒子の速度分布関数から粒子温度を求める方法が一般
的である．しかし，統計的に信頼できる粒子数を確保し

This document is provided by JAXA.
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つつ，速度分解能を向上させることはしばしば困難であ

2．3

る．そこで平成22年度より新しい計測法の研究を開始
した．平成24年度では，これまでの手法を発展させ，
ほぼ一直線上に並ぶ粒子群の運動を追跡し，フーリエ解

2．3．1「たんぽぽ」ミッション機器の設計
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生命科学

「有機物・微生物の宇宙曝露と宇宙塵・微生物の捕集
（たんぽぽ）」では，地球生命圏外での生命の生存可能性

析から粒子同L一の運動の関連性を明らかにした．その結

をさぐるため，国際宇宙ステーション上での有機物・微

果を図1に示す．図の場合，少なくとも基本周波数とそ

生物の捕集実験や宇宙環境への曝露実験が計画されてい

の倍波の2つの格子振動が存在している．これは，単一

る．補集実験では脆弱な低密度のシリカエアロゲルを用

周波数しか存在しないとするアインシュタインモデルよ

いるため，そのエアロゲル容器（図3）が成否の鍵を握

りも，デバイモデルに近いことを示している．今後粒チ

る．

群の数および観察時間を更に増やし，検出ロ∫能な周波数

せずに目的を果たすためにも，やはり，その曝露試料容

の下限を改善する，周波数分解能を向上させる等を試み，

器（図4）が重要となる．今年度は，それらの容器の設

高調波がいくつ存在するか，基本周波数は時間的に変化

計を行い，試作品を製作し，振動試験衝撃試験熱サ

しないのか等を調べる予定である．

イクル試験，減圧試験，真空試験など，基礎的な試験を
実施することにより，その課題を整理した．

7π

6π

●f＝＝

一方，曝露実験では，試料が周囲の宇宙環境を汚染
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クーロン結晶において観察された十ft

r一振動

次期ダストプラズマ研究

現在ISS−liには，

PK−3

図3

Plusダストプラズマ実験装置が

エアロゲル容器

稼働中である．2014年からは，次世代装置PK−4が運用
開始と見込まれている．これに向けて日本独自のアイデ
アに基づく実験提案を行うべく，研究チームを作って研
究を続けている．平成24年度では，PK−4装i置と同様の
8甲

構造でありながら，航空機実験等を実施できるよう修正

を施した装置を開発した．図2に航空機実験時のダスト
プラズマを示す．1gでは装置のド方に薄く局在してい
る粒子が，μgでは良好な軸対称性の円柱状粒子群が得ら

れていることが分かる．加えてPK−4では，従来の装置

トー一一一」一ト」馴

でしばしば問題になってきた粒子が存在しない領域（ボイ

図4

ド領域）がほとんど形成されない．今後PK−4型装置では

曝露試料容器

なぜボイドが形成されないかの理解を進める予定である．
2．3．2

動物の発生・形態形成と重力とのかかわり

ウニ胚発生過程における単離細胞の骨片形成に関与し
た培養系を用い，細胞内・細胞間での情報の伝達・統合
にかかわる細胞骨格の動態，カルシウムの代謝，および
関連するタンパク質の発現と重力の関係に着目した研究
を行っている（図5）．
（a）19
図2

（b）P9

PK−4型装貴を川いた航空機実験
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得，それぞれDNAマイクロアレイおよびリアルタイム
PCR法により分析，比較解析している．今年度は，体毛
付皮膚の遺伝子発現変化で他組織の変化を予測できるか

を検討するため，2週間後肢懸垂したマウスと後肢懸垂
後2週間回復したマウスから体毛付き皮膚とヒラメ筋を
採取し，DNAマイクロアレイ解析を実施した．その結果，
後肢懸垂群ならびに回復群の皮膚遺伝子とヒラメ筋遺伝

子の間でいくつかの共通した遺伝子が検出された（図
6）．図は後肢懸垂群ならびに回復群の皮膚とヒラメ筋に
SU：SPVUte

図5

mdeinpro鰍ri

ウニ胚骨片形成と重力の関わり（実験デザイン）

おける2倍以上発現変化した遺伝子数のべン図を示して
いる．図中，Entity

Listl（EL1）は後肢懸垂群の皮膚，

EL2は回復群の皮膚，
今年度も引き続き，方法を宇宙実験にさらに適合化す

EL3は回復群のヒラメ筋EL4は

るため以下のポイントについて検討を継続した．

後肢懸垂群のヒラメ筋をそれぞれ示している．①は4つ
すべてに共通していた遺伝子数で2個，また②は後肢懸

1）培養系に不可欠な馬血清に変わるウニ細胞内在性の

垂群の皮膚とヒラメ筋で共通していた遺伝子数で9個あ

因子の精製．有効因子を決定するにまだ至っていな
い．

2）骨片細胞のより簡単な単離方法の模索．骨片細胞の

った．検出された遣伝子の内発現が多かった，Dbpと
TnffrrsfllbとTcea17に対して，リアルタイムPCRを実施
し，遺伝子発現を定量した．その結果，Dbpは皮膚なら

みを簡単に多量に純度よく単離する方法について試

びにヒラメ筋で相関した発現変化がみられた．骨格筋関

行を繰り返し行った．

連遺伝子（Myh1，

今年度より，大型遠心機による，より長い時間の過重

タイムPCRを実施したが，皮膚でのデータのばらつきが
大きいため，明らかな傾向は検出できなかった．

力実験を行う実験系の整備を開始した．顕微鏡システム

Myh4，

Myo3b）に対しても，リアル

を搭載して対象物を観察しながら，より長時間の過重力
の実験を行うために，実際の骨片形成のモニターの具体

8睦サ鳳ユ：ssc

（Qt）

鱒巳鹸4：岡臓κ，魯

rc
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的な方法を検討した．このシステムは，ウニ胚での形態
形成時の細胞動態の過重力下での観察を可能にするだけ
でなく，さまざまな細胞の行動に対する重力の影響を調
べるのに有効であると示唆された．

さらに，より脊椎動物と近縁な種類での知見を得る事
で，無脊椎動物と脊椎動物のそれぞれの情報を橋渡しす
ることが期待される，ホヤ類の骨片形成について，ホヤ

Btty

u鵬2：R，RC

CTmUed

tUn

rc》．初
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MenOtie5

の体内に見られる骨片の成分の詳細や，脊椎動物の骨格
との進化的な相同性についての調査を開始した．

①と②の内、発現が多かった遺伝子
囲■■■■時計遙伝子

2．3．3宇宙飛行マウスの体毛付皮膚の遺伝子解析

昨年度に引き続き，宇宙飛行したマウスの体毛付皮膚
の遺伝子発現解析を行っている．体毛付皮膚は毛根を含

l

Tumor

necrosis

転写編崩

factor

receptor

superfamiSyL

member

llb

osteoprotegerin（骨を防御する因子｝
Transcri凶㎝do㎎日don

f㏄ωr

A｛馴彗トli㎏7

転写伸長因子

むため，毛髪由来の遺伝子に焦点を絞ることにより毛髪

図6マイクロアレイ比較分析

の細胞の情報も得られる．放射線日光や温度の変化な
どの様々な外界のストレス環境に曝されている皮膚細胞

3．情報科学・情報工学に関する研究

では，ストレスに対応する遺伝子群が多く働いていると

考えられる．体毛付皮膚の利点を利用して，ISS申で飼

計算機工学，宇宙工学，天文学，太陽地球系物理学，

育したマウスの体毛付皮膚を分析し，長期および短期の

月惑星科学等さまざまな背景を持った研究者が，各専門

宇宙飛行の遺伝子発現に及ぼす影響について検討してい

分野の研究を遂行すると同時に，それらの専門性を宇宙

る．イタリア宇宙機関（ASI）と米国航空宇宙局（NASA）

科学情報の解析に生かし，データアーカイブに関する研

が実施したマウス宇宙実験のサンプルシェア研究に参加

究数値シミュレーションの研究ソフトウェア・デー

してマウスの体毛付皮膚（3ヶ月と2週間の宇宙飛行：

タに関する研究などを行った．

オスのC57BI／10Jマウス）を得た．さらに軌道上飼育マ

ウスに加え，地上飼育された後肢懸垂マウスと2G負荷
マウス，および地上コントロールマウスの体毛付皮膚を

3．1データアーカイブに関する研究
以下の研究開発によって構築されたデータァーカイブ
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and

Transmission

System，

3．1．4
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惑星科学データ共有のための国際標準プロトコ

ル開発

http：／／darts．isas．jaxa．jp／）から既に公開されている，ある

小惑星探査機「はやぶさ」や月周回衛星「かぐや⊥金

いは公開予定である．

星探査機「あかつき⊥水星探査機「BepiColombo」など，
3．1．1

アポロ月震データのアーカイブ化

日本の惑星探査機で取得したデータを，他の国で打ちh

NASAが行ったアポロ計画の中で，月の地震（月震）

げた探査機のデータと共通的に取り扱うことを目的とし
て，NASA，

ESAなどを含む国際惑星データ連合（Intema−

データのアーカイブ化を実施した．アポロ月震データは
約40年前に取得され，約2Q年前にテキサス大学の中村

tional

教授と宇宙研の水谷教授が協力して8mmの磁気テ・一一・プ

めた．中でもWeb

へと移行した．このテープを掘り起こしアポロ月震デー

tary

タをインターネット上で公開した．単なるデータの公開

の提供を進め，かぐやデータのPDAPによる検索システ

に留めず，解析に必要な全ての情報を含めた，世界で初

ムを構築した．

Planetary

Data

Access

Data

Alliance；IPDA）と協力して開発を進

Service

APIと位置づけられるPlane−

Protocol（PDAP）を用いた検索サービス

めてのアポロ月震iサイトとして公開を実施した．さらに，

今年度はシステムを高速化し，表示の高速化を行った．

3．2

数値シミュレーション研究

3．2．1

3．1．2

「かぐや」HDTVデータのアーカイブ化

衛星開発へのデータ同化手法

近年，数値シミュレーションと観測・実験データを融

月周回衛星「かぐや」（SELENE）のハイビジョンカメ
ラHDTVにより取得された全ての静止画，映像のフレー・一一一

合する手法としてデータ同化手法が注目を集めている．

これは物理モデルと現実世界の溝を埋めることが可能な

ム画像をアーカイブ化し，Webサーバを通じて研究者な

一つの方法論である．ここでは衛星熱設計に必要となる

らびに一般向けに公開するシステムを構築した．サービ

熱数学モデルの高度化および衛星運用時の異常監視・診

スとデータ配信を分離し，長期間の運用性，アップグレ

断システムでの利用を前提としてデータ同化手法に関す

ードの容易さ，複数機関での相互利用性，第三者による

る研究を行っている．これまで開発してきた衛星の熱数

アプリケーション開発可能性などを実現している．アプ

学モデルに対する節点法プログラムおよび逐次データ同

リケーション開発はWMSに対応し，かぐや用WMSサ

化手法の一つである粒子フィルタープログラムに対し
て，小型衛星の接触熱抵抗推定問題を対象とした双子実
験および実データを用いた検証により本手法の有効性を
確認した．今後は実データを用いたさらなる検証を行う

ーバと接続して複数のレイヤー表示に対応した．関係部
署と調整し，公開準備を進めている．

3．1．3

予定である．

月惑星探査データのGIS化

探査機「はやぶさ」の取得した小惑星イトカワの観測
データおよび月周回衛星「かぐや」の取得した観測デー

3．2．2太陽風データ同化

タに関して，対象天体の地理座標に基づくGIS表現およ

太陽から放出されるプラズマ流は，埋め込まれた太陽

び解析手法の研究を会津大学教員と連携して進めた，イ

磁場とともに大規模な擾乱構造を形成しつつ惑星間空間

トカワは典型的な不規則形状天体であり，緯経度1度の

を伝搬し，地球をはじめ，太陽系惑星環境に大きな影響

実距離も不規則に変化するため，回転楕円体で記述でき

を与える．本研究は，衛星および地上観測で長期かつ多

る天体で用いられている地理情報システムでは扱いにく

岐にわたる時空間データをシミュレーションに融合（デ

い．そのため，3D−GISと称するコンピュータグラフィッ

ータ同化）し，太陽風および擾乱構造の伝搬の再現性の

クに基づいた可視化ツールを開発している．一方，「かぐ

向上と，データ理解のツールの確立を目指している．惑

や」の月データについてはOpen

星間空間シンチレーション観測から得られる太陽風速度

Geospatial

Con−sortium

（OGC）で行われている標準化作業に基づく可視化・解

データを，アンサンブル・カルマンフィルタを用いて3

析環境の開発・研究を同じく会津大学教員と連携して進

次元磁気流体（MHD）太陽風モデルにデータ同化するこ

めており，WISE−CAPS（Web−based

Secure

とを念頭に，データ同化のテスト（双子実験）を行った．

Sci−

太陽表面の磁場データを速度に対応付ける経験モデル

ence）の試験運用を行っている．また，国際的な研究者

（流源関数）の係数が，用いる観測データのデータ同化に

Environment

for

Collaborative

Analysis

Interactive
of

Planetary

コミュニティ内で進行中のOGC標準自体の月惑星デー

よって同定できることが確認できた．これを基に，実際

タへの対応作業にも引き続き協力しており，IntemationaI

の観測データへの適用を試みている．

Planetary

Data

Allianceでの活動成果も取り込んで，研究

者コミュニティで広く利用可能なシステムの実現を目指
している．

3．2．3

プラズマセイルの推力性能評価

惑星間宇宙航行システムとして提案されているプラズ
マセイルは，宇宙機に搭載した超電導コイルが作る小規
模磁気圏と太陽風プラズマとの電磁気学的相互作用によ
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って推進力を得るシステムである．プラズマセイルの推

論計算を通して，宇宙空間プラズマ現象を支配するプラ

力は，超電導コイルの電流量（つまり作られる磁気帆の

ズマ素過程・物質輸送過程・エネルギー変換過程につい

大きさ）と，磁気モーメントの向き（太陽風流れの方向

て研究を行っている．例えば，観測データで明らかにな

に対する角度）に強く依存する．本研究では，磁気帆の

った，衝撃波における非熱的粒子の生成プロセスを研究

大きさと，太陽風流れ方向に対する磁気モーメントのな

しており，数値シミュレーション解析と観測事実を総合

す角度をパラメータとして，推力を定量的に算出可能な

的に解釈することで，新しい知見が次々に見つかりつつ

公式を導き出した．この公式は，イオンを粒子，電子を

ある．衝撃波の他にも，磁気リコネクションや境界層混

流体として扱うハイブリッド粒子モデルによる数値シミ

合過程等，宇宙空間プラズマでの重要なプラズマ素過程

ュレーションによって得られた結果をもとに作成した．

の研究を進めている．

次に，磁気帆を大きく拡大し，推力を増大させるための

無衝突プラズマにおける散逸スケール（電子運動のス

手法について検討した．その手法として，宇宙機近傍か

ケール）と大規模構造（イオン運動のスケール以上）の

ら熱プラズマを放出し，プラズマを磁場にトラップさせ，

問に大きな隔たりがあることが，現象の理解を本質的に

磁場勾配ドリフトによってコイル周辺に環状電流を形成

難しくしている理由であるが，これをカバーするように

する手法を提案した．環状電流によって拡大した磁気帆

大規模なプラズマの粒子シミュレーション計算を実行す

の評価方法として，2次元軸対称のイオンOne−Compo−
Plasma（OCP）Modelを開発し，噴出プラズマの密

ることで，データ解析研究に新しい視点を導いている．

nent

このような成果を得るには，粒子シミュレーションの計

度温度等に対してパラメトリック解析を行った結果，

算結果の大規模なデータのハンドリングを効率よく行う

環状電流が作る磁気モーメントは，オリジナルコイルの

手法の開発も欠かせない．

磁気モーメントの約20倍を最大値として増加可能であ
3．2．6

ることが分かった．

エクサフロップス級計算機に向けたプログラミ

ングモデルの検討
3．2．4

超並列計算機上の大規模プラズマ粒子シミュレ

ーション・コードの開発とその応用
近年の計算機性能向上は，1つのプロセッサの高速化

航空宇宙分野における流体解析においては高性能計算
機が必要とされている．2020年頃に実現が予想されてい
るエクサフロップス級計算機の検討が現在行われている

以上に非常に多数のプロセッサを協調して利用する超並

が，エクサフロップス級計算機を含めて，今後の高性能

列計算技術に支えられている．宇宙科学の様々な局面に

計算機の技術的な問題として，B／F（メモリ性能と演算

現れるプラズマについて，数値シミュレーションが活用

性能との比）の減少傾向が挙げられる．流体解析はメモ

されているが，プラズマを構成する粒子効果を取り扱う

リ性能を要求するアプリケーションであり，B／Fの減少

為には粒子法（Particle−In−Cell法）が用いられる．粒子

とともにプログラムの実行性能は低下する．今後は更な

法計算では非常に多数の超粒子の軌道を長時間追う必要

るB／F比の減少が予想されるため，小手先のチューニン

がある為に，莫大な演算能力を必要とする．例えば，イ

グではなく，これまでのプログラミングモデルを見直し

オン・電子の双方を粒子で扱う完全粒子法で，本格的に
1

空間3次元の計算を行う為には〜1兆個にも及ぶ粒子を
扱うことが世界の最先端になっており，千個以上のプロ

A⊂3960X馨r盛Oり

O．18

められる．我々はこのような計算が実施できるように，

ブリッド法，イオンのみを扱うOne−Component−Plasma
magneto−staticモデル等，各種のシミュレーション・コー

ドを開発し，理学・工学にまたがるプラズマ研究への応
用研究に利用できるように整備している．

A（3960X

B
お
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こ
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セッサを用いた超並列計算を効率よく実施することが求
完全粒子法，イオンを粒子，電子を流体として扱うハイ

Thread
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3．2．5

数値シミュレーションによる衛星データ解析研

8

究支援
宇宙空間プラズマ物理研究では，GEOTAIL衛星等，
宇宙空間における

その場

0．08

観測のデータ解析研究には，
0．06

今や数値シミュレーションとの連携が欠かせない局面が

00．511522．533．54455
blennops

多い．我々は，人工衛星データによる現象解析に立脚し
て，物理過程の理解の為に，数値シミュレーション，理

図7

ベクトル計算機とスカラー型計算機のループ構造の比較
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て，低BIFを前提とした圧縮性流体解析プログラムを開

3．3．3
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天体物理学文献データベースの分析

発する必要がある．そのためにプログラミングモデルの

科学分野では古くから文献データベースが構築されて

検討を行っている．従来型のベクトル計算機を意識した

おり，文献デー一タベースに蓄積されたテキストデータか

ループ構造（A）とスカラー型計算機を意識したループ

らの知識発見が重要になっている．天体物理学分野では

構造（B）の比較を行い（図7），低B／Fにおける優劣を

The

確認した．

されており，1975年以降当該分野で出版された論文の情

3．3

析手法を適用することで，研究分野を考慮した研究者の

SAO／CNASA

Astrophysics

Data

System（ADS）が運営

報が蓄積されている．本研究では，最新のリンク構造解
ソフトウェア・データに関する研究

3．3．1効率的なッール開発
宇宙研の衛星開発では，

重要度推定を行った．

ASTRO−H

まずADSから文献データを取得するためのクロー等

以降，「衛星の機能モデル（FMS）」「衛星監視制御プロ

MMO，

SP㎜一A，

を作成し，データをダウンロードした．次に，取得した

トコル（SMCP）」に従い搭載機器・衛星を設計し，これ

データから，学術雑誌，論文，著者の関係を，グラフ構

を衛星設計ベース2（SIB2）というデータベースに記述

造として表現した．得られたグラフに対して，ノードの

する．このデータベースはツリー状のデータ構造をもち，

クラスタリングとランキングを同時に行うことができる
手法であるRankClusを適用した．その結果，分野ごと
の雑誌のクラスタリングと，各クラスタにおける著者の

XMLに格納される．他方，衛星設計の現場では，これを
Exce1上のユーザインタフェースから扱うことが求めら
れている．そこで，我々SIB2／GSTOS−1プロジェクトで
は，Exce1上で， SIB2を扱うッール， SIB2作成ツール

重要度が算出可能であることを示した．

（SIB2UI）の開発を行っている．

3．4

衛星設計ベース2のように，モデルを開発しながら
個々の開発を実施する場合，モデル自身の開発と，モデ

ルを扱うツールの開発モデルを用いた個々の開発が並
行で進むこととなり，リスクが高い．この状況を打開す

天文学や宇宙プラズマに関する研究

3．4．1小マゼラン雲からの新X線パルサー発見

すざく衛星は定常的に小マゼラン雲中の超新星残骸
1EO102．2−7219を機器較正の目的で観測しているが，2012

年10月の観測中に，視野中に新たな天体を発見した．

るには，モデルを扱うツールを効率よく開発することで，

この天体はSuzaku

モデル自身の開発と個々の開発の議論を加速し，モデル

522．3±0．1秒の周期を持つX線パルサーであることわか

Jolo2．8−7204（SXP523）と名付けられ，

の仕様を早く収束させることが重要となる．そこで，我々

った．そのX線，

は，Exce1上で複雑なデータ構造を扱うためのライブラ
リ（xm1Exce1Hyper）を開発し，これを適用することで，

Jo102．8−7204（SXP523）は，小マゼラン雲中に多数存在

効率的なSIB2UIの開発を実現した。

連星系パルサーと考えられる．

3．3．2X線天文データに対する類似検索の高速化

3．4．2

可視光，赤外線の性質より，Suzaku

することが知られている，Be星を伴星として持つ大質量

活動的銀河中心核の時問変動の研究

天体物理学データに対する類似検索の高速化に関する

非周期的かつ激しいX線時間変動は活動的銀河中心核

研究を行なった．天文分野で扱われるデータ量は爆発的

の特徴であるが，その起源は明らかになっていない．ま

に増加しており，膨大なデータに対する機械的処理への

た，活動的銀河中心核の1カテゴリーであるセイファー

要求は極めて高い．とりわけ，X線天体のライトカーブ
には観測誤差が含まれており，誤差を考慮した類似度の

鉄輝線が検出されている．また，強度変動率のエネルギ

計算が求められる一方，そのような処理を行うには多大

ー依存性を調べると，鉄輝線領域で極端に小さくなる，

な計算コストを要する．このため，大規模なデー一タに対

という特徴がある．それらを説明する有力なモデルとし

ト銀河において，多くの天体から広がったように見える

する処理には，高速な類似度計算が求められる．このよ

て，当研究系はVariable

うな背景から，GPGPU（Genera1−purpose

on

提案し，検証を行なっている．アーカイブデータを用い

units；GPUによる汎目的計算）の手法

た調査から，VPCモデルが高エネルギー領域（＞2keV）

graphics

processing

computing

を適用した類似検索の高速化に取り組んだ．

Partia1

Covering（VPC）mode1を

の観測スペクトルをうまく再現できているのに対し，低

誤差等の不確実性を含む時系列データに対する類似度

エネルギー側は観測とずれるケースが見られた．そこで

の一つであるDUSTを対象として，その処理をGPUに

我々は新たに二重の吸収を考慮した改良モデルでセイフ

よる並列処理によって高速化した．具体的には，ある時

ァート銀河MCG−6−30−15の解析を行った．その結果，改

刻における観測値同士の近さを確率的に評価する際のモ

良版VPCモデルでは，低エネルギーも含めた広いエネル

ンテカルロ法による積分計算をGPU上で並列に実行す
ることにより，CPUによる実装に比べて40倍程度の高

ギー範囲でセイファート銀河の観測スペクトルを再現で
きることを明らかにした．

遠化が可能であることを示した．
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3．4．3

X線観測による銀河団プラズマの動力学

銀河団の衝突と合体は，宇宙で最大の力学現象の一つ
である．そこでは，暗黒物質の重力エネルギーが，ガス
と銀河の運動を経由して，ガスを加熱し宇宙線を加速す
る．X線衛星「すざく」を用いて合体途中の銀河団A2256
を観測した．その結果，X線ラインの赤方偏移を用いて，

合体にともなうガスのバルクな運動（約1500km／s）を
世界で初めて実測した．この新しい手法を多くの銀河団
で利用し，ガスの運動を系統的に測定している．それに

4．1

気球についての研究

4．1．1網をかけた圧力気球の開発
Lobed−pumpkin型の圧力気球と比較して，気球重量を

軽くできるといったメリットのある，はっさくに被さっ
ているような縦に細長い菱形の目の網を被せた圧力気球
の開発を進めている．

本年度は，以下の研究を行った．

1）体積3，000m3のスーパープレッシャー気球を体積
15，000m3のゼロプレッシャー気球から吊り下げたタ

よって，衝突と合体の物理を理解し，その力学を支配し

ンデム気球システムとして平成24年6月9日に飛翔

ている暗黒物質の分布を制限する．ランダムな過程に支

性能試験を行った．気球が設計通りに展開することを

配された構造形成とその進化を理解するには，いろいろ

確認すると共に，タンデム気球の高度安定性を初めて

な成長段階にあるシステムの系統的な測定が必要であ
る．ガスと銀河はいつも一緒に動いているのか．暗黒物

定量化をすることに成功した．しかし，耐圧性能は数

質は，ガスや銀河と同じように分布し，同じ速度を持っ

部の構造に問題がある可能性が判明した．
2）上の問題を解消するため，気球の極部の構造の改良

ているのか．X線を用いて銀河団ガスの運動を測定する
という新しい手段を手に入れた．一方，「すざく」は，す

でに百個以上の銀河団を観測している．このうち，いく

100Paにとどまっており，この原因として，気球の極

方法を検討し，対策を施した直径3mの気球を製作
し，−30℃の低温で破壊試験を行った．目標耐圧

つかは，X線でA2256より明るく，十分な精度で速度の
測定ができる．今年度は，特にX線で明るい銀河団の解

5，000Paに対し，6，800Paの耐圧性能が達成でき，改

析を系統的に行った．加えて，次期X線天文衛星

には飛翔性能試験を実施する予定である．

ASTRO−H衛星による銀河団の動力学測定についても，
観測の検討を行っている．

良の有効性を確認した．同型の気球を製作し，来年度

3）網をかぶせた気球の数値構造解析を行い，耐圧性能
を定量化すると共に展開の安定性を確認した．また，

網目のアスペクト比の気球形状や耐圧性能への影響
3．4．4

回転惑星磁気圏の粒子加速に関する研究

を評価した．

スを使用して，土星・木星で発生しているオーロラ粒子

4）1トン程度の装置の吊り下げを可能にする気球尾部
構造を設計し，試作品を製作した．

加速に関する研究を行った，太陽系の中で最高エネルギ

5）網の強度を改善するため，ダイニーマによる網を試

ガリレオやカッシー二などの惑星探査機のデータベー

加速のエネルギー源やダイナミクスは未解明であった．

作した．

4．1．2成層圏パワードバルーンシステムの研究

本研究では，加速に伴う電波現象のスペクトルや指向性

高度30km以上の成層圏に滞空し，その飛翔経路を有

解析することにより，オーロラ粒子加速の遠隔観測を行

効的に制御可能な気球の研究を行っている．これまでに

った．これにより，南北のオーロラ加速を空間分解しつ

研究・開発を行ってきた俵型気球のアスペクト比を大き

つそれらのダイナミクスを追えるようになった．その結

くすることにより空気抵抗の少ないスーパープレッシャ

果，回転磁気圏のオーロラ加速は，日照と日陰の極域で

ー型気球を実現し，また，推進機を保持するための構造

強度が異なることや，粒子加速の履歴である粒子速度分

をインフレータブル素材で構成することにより，通常の

布関数の形態が明らかになった．

スーパープレッシャー型気球と同様の方法で放球可能に
なる．今年度は，推進機を支えるインフレータブル構造

4．大気球に関する研究

をアラミド繊維を織り込んだ気密シートで製作し，耐圧
試験および荷重歪み試験を実施した．また，アスペクト

大気球実験で使用する次世代技術の研究と大気球によ

比が2．7の俵型気球を製作し，構造の妥当性を検証した．

る観測を用いた宇宙科学の研究を行った．気球の次世代
技術については，「より高く，より長く」をテーマに，成

4．2．気球を用いた宇宙科学の研究

層圏を超えて中間圏に至るための軽量な気球や，長期間

4．2．1

エキゾチック原子を用いた宇宙線反粒子の研究

成層圏に滞空できる気球の研究開発を行った．また，過

宇宙線中に極僅かに存在している可能性がある反重陽

去の大気球観測実験で得られたデータの解析や，将来の

子などの反粒子成分の高感度探索を通じて宇宙の暗黒物

大気球による観測実験に用いる観測器の開発や検討を行

質などに関する知見を獲得すべく，米国と共同でGAPS

った．

気球実験計画を推進している．

本年度はGAPSプロトタイプ測定器による技術実証を
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ー（数10MeV）に至る粒子加速を実現する土星や木星の
オーロラ加速は，その場観測が不足していることから，
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5．科学コミュニケーションに関する研究

目的とした気球実験を大樹航空宇宙実験場にて実施し
た．日米それぞれが開発したサブシステムを相模原キャ
ンパスに集結して組み上げ，大樹航空宇宙実験場にて最

終準備を行ったのち，平成24年6月3日に気球実験を

53

広範な学術分野からなる総合科学である宇宙科学を題
材に，国民の宇宙科学・技術への理解増進と科学リテラ
シーの向上を目指し，科学コミュニケーション技術の開

実施した．

フライトは高度31〜33kmでの水平浮遊3時間を含む
予定通りの約6時間のものとなった．フライトの全般に
亘り測定器はほぼ期待通りに動作し，のべ100万事象を

発研究と実践，及び実践成果の解析研究を行った．
5．1

文理融合のプラネタリウム番組の科学コミュニケ

超えるデータを取得した．これにより，事前に掲げた3

ーションツールとしての評価

つのフライト目標を全て達成することができた．また，

近年の博物館では，より高度な資料活用を目的として，

関しては，人工衛星を含めても世界初の飛翔環境ドでの

文理融合型の研究スタイルが展示などに反映されてい
るt博物館教育においては，学び手の個性や社会文化的

動作実証に成功した．これらにより南極での本格的な気

背景を生かし，学びの主体性を促す手だてを模索する意

搭載した自励振動ヒートパイプ（OHP）冷却システムに

球観測に向けた重要な知見を得ることができたことで，

味においても文理融合的観点からの教育プログラムの検

南極気球実験用の測定器の設計開発も引き続き進めてい

討が求められる．

そこで，総合研究大学院大学の他専攻の研究者との協

る．

働により文理融合の観点から制作した「誰も知らなかっ
4．2。2

超伝導スペクトロメータを用いた宇宙線の観測

た星座一南米天の川の暗黒星雲一」を長野市立博物館に

反陽子などの宇宙線の精密観測を通じて初期宇宙にお

て上映し，そこでの視聴者の動向や，上映に至る普及活

ける素粒子現象を探求すべく，米国と共同で気球搭載型

動から見いだされた課題から，最新科学の成果を伝える

超伝導スペクトロメータによるBESS気球実験を進めて
きた．前年度に引き続き今年度も，平成16年12月と平
成19年12月に南極上空の気球飛翔（それぞれ8．5日間

手法を踏まえ，今後の天文普及について検討を行った．

黒星雲」を番組トピックとして取り上げ，民俗的な側面

と29．5日間）によって得られた宇宙線事象データの詳細

と「逆転の発想」の面白さで視聴者の興味を掘り起こす

この番組では，メディア等に取り上げられにくい「暗

な解析を進めている．今年度は宇宙線中の陽子とヘリウ

ことを目指した．さらに，これまでのプラネタリウム番

ムの同位体比の観測結果に関する成果を発表したほか，

組には避けられがちであったが，赤外線や電波による科

反重陽子の探索解析も進めている．

学の話題を取り入れた．番組内容は，天の川を背景にシ
ルエットとして見える部分（＝暗黒星雲）を星座に見た

4．2．3

てていたインカ文明の宇宙観や民俗の話題と，…見する

高エネルギー宇宙電子線・ガンマ線の観測

国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟船外実験

と星が少ないように見える領域（＝暗黒星雲）を電波や

プラットフォームの第2期利用ミッションとして，
CALET観測計画を進めている．高エネルギー電子線，
ガンマ線などの宇宙線の到来方向とエネルギーを観測す
ることで宇宙暗黒物質の正体や宇宙から飛来する高エネ

赤外線で観測することで星の誕生の様子を解き明かそう

ルギーの電子・陽子・原子核の起源の解明を目指してい

法だけでどこまで情報伝達できるかに真正面から挑んだ

とする現代天文学の話題とを番組の2本柱として構成し
たものである．

エンターテインメントに依存せずに文理融合という手

A）の

番組であるため，プラネタリウム関係者試写会での事前

開発段階を終了したのち，「国際宇宙ステーション・きぼ

評価では，家族向けには適応しないのではないかという

う利用推進委員会」及びその分科会である「曝露部分分

意見が多数であった．

る．平成21年度までに概念設計フェーズ（Phase

科会」によって選定され，開発フェーズ（Phase

B）に移

しかしながら，長野市立博物館での上映の結果，以下

行した．平成26年の打ち上げを日指して，現在，観測

のような知見が得られた．

機器の構藻・試験を行っている．

（1）文理融合の手だてにおける映像は，幅広い年齢層か
ら受容される可能性がある．（2）史跡公園の中にあると

4．2．4

宇宙マイクロ波背景放射偏光測定による宇宙創

生の研究
初期宇宙における宇宙インフレーションの直接の証拠
となる原始重力波の検出を目的として，小型科学衛星に

いう長野市立博物館の立地条件が，自然科学に興味がな
い来館者を集めるのにプラスに働き，今回の番組の「文
理融合」という手法が有効であった可能性がある。（3）

難解な概念も，全天周映像などの環境が整えば受容され

よる宇宙マイクロ波背景放射偏光観測計画LiteBIRDを
進めている．今年度は，メーカーを交えた衛星システム

やすい．

の成立性検討を行った．

が盛りだくさんになり過ぎる側面もあり注意が必要なこ

一方で，文と理のバランスを配慮した番組作りは内容
と，全天周映像は見る側の視野よりも大きな映像に囲ま

This document is provided by JAXA.

54

皿．研究活動

れるため強調したい部分へ観客の視点を動かすことが大

質；尾翼の取付角が異なるいくつもの組み合わせがあ

切であることなどの注意点も見出された．

る．

5．2

発祥之地」碑に埋め込まれたものやスミソニアン航空宇

そこで，これを機に所在確認を進めた結果，「ロケット
宇宙科学史の研究

科学コミュニケーションツールとしての側面から，日

宙博物館に寄贈されたものがレプリカであることや，内

本の宇宙科学史の研究を，戦後日本初のロケットである

之浦宇宙空間観測所の宇宙科学資料館に展示されている

ペンシルロケットを中心に進めた．

日本の宇宙科学の歴史は1955年4月に東京大学生産

ものが実機と思われることなど，従来の認識を覆す鑑定
結果を得た．また，最終的にはスタンダードペンシルを

技術研究所が行ったペンシルロケットの水平試射実験に

10機（国分寺で実射された記録が残るもの2機を含む），

さかのぼる．グループを率いた糸川英夫教授が2012年7

ペンシル300を1機2段式ペンシルを2機，クラスタ

月20日に生誕百年を迎えるにあたり，宇宙航空研究開
発機構と相模原市立博物館の共催で企画展「宇宙科学の

ーペンシルを1機展示することができた．

先駆者たち〜糸川英美と小田稔〜」を2012年7月14日
から9月2日にかけて開催したが，これをきっかけとし

別の場所で保管されているもの，その後発見されたもの

て散逸しつつあるペンシルロケットの所在情報の収集と

天文学会で報告した．

存在が確認されながら借用できずに終わったものや，

を含め，所在確認と鑑定を進め，その結果について日本

鑑定を行った．

いうまでもなくペンシルロケットは日本の宇宙科学研
究を語るうえでの超一級の史料だが，数多く作られ，試

5．3

芸術との融合による科学の表現

宇宙科学の内容そのものではなく，科学の営みそのも

験も多くが陸上で行われて機体が回収されたにもかかわ

のを芸術の力を借りて分かりやすく表現する方法を模索

らず，その実機を見る機会は多くない．常設展としては

するために，「サイエンスとアートとの対話」という総合

永らく，国立科学博物館と，日産荻窪工場跡地の「ロケ

研究大学院大学の取り組みを通じて，2人の芸術家と連

ット発祥之地」碑に埋め込まれたものがあるのみとされ

携して作品を制作した．一つの作品では，本をスライス

ていた．しかもペンシルロケットは一種類ではない．全

するという手法により，宇宙という未知の世界の断片を

長23cmの標準型だけでなく，全長30cmのペンシル300

つなぎ合わせて全体を想像するという天文学の営みを表

や，下段にブースターをつけた2段式ペンシル，ブース

現した．もう一つの作品は，暗幕に隠された物体を壁に

ターを3つ束ねたクラスターペンシルなどが知られてい
る．また，同じ標準型でも，ノズル形状や先端部分の材

投影するという手法により，見えない世界を描き出すと
いう電波天文学の営みを表現したものである．
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d．宇宙飛翔工学研究系
教職員：森田泰弘

川口淳一郎

松永花郎

小松敬治

國中

均

佐藤英一

堀

恵一

安部隆士

八田博志

稲谷芳文

藤井孝藏

嶋田

澤井秀次郎

徹

野中

石井信明

聡

峯杉賢治

徳留真…郎 大山 聖 船木一幸 川勝康弘 石村康生 西山和孝 小川博之 山田哲哉
後藤 健 野々村拓 北川幸樹 津田雄一 竹内伸介 竹前俊昭 川合伸明 成尾芳博
森 治 小柳 潤 山田和彦 佐伯孝尚 丸 祐介 奥泉信克 羽生宏人 ド瀬 滋 河野太郎
伊藤文成 Stefano CAMPAGNOLA 高橋裕介 松岡健之 上野一磨 安養寺正之 河合宗司

Tianshu
姫野武洋
学振特別研究員

Liu青野光佐藤允焼野藍子立川智章Antonio

L6pez−Jaimes永EH靖典

小林弘明
森本睦子

宇宙研院・学生：杉本理英

片山範将

佐々木要

本江幹朗

船見祐揮

足立将基

久本泰慶

大道

小谷太亮

今井周

谷繁樹林

外崎真太郎
浅田健吾

飯田大貴

森澤征一郎

光

宮下直樹

小澤晃平

谷口

聡 原田隆義
山中翔太 月崎竜童

高山明正

渉 伊勢俊之 神田大樹 班 太郎 鶴井健司 中村伊織
F 石渡 薫 安部大祐 新倉脩平 服部盛正 里深 優

喜多村章悟

高野

梶川隆史

佐々木岳

佐藤博紀

関本諭志

藤岡直也

Kanika

大塩裕哉

Taufik

金澤

慧

外園啓祐

Sulaiman阿部圭晃

近藤勝俊

長田裕樹

Kumar元岡範純

Bikash

Gabriel

田中啓太

大野

神谷崇志
Ranjan

Pichon

剛

Das

占泉卓弥

松本

純

地福亮大谷翔中条俊大濱崎拓林直宏
Br6mond

Lucas Guillaume Rivier足立文也 泉 雄大 田窪将也 杉田裕人
小宮山雄斗 杉本洋輝 森ロ開理 座間俊右 佐藤義光 小菅裕紀 高田智弘

常盤頼基
Le

Xuan

共同研究員：北澤幸人

田代達也
Huy

戸田諒

井上遼太

新井和吉

覧

カクテイ（Ting

山村治人

孝次

宮崎兼治

北薗幸一

Hao）
岩渕頒太

奥平恭子

河尻翔太
Giancotti

松永哲也

長洲

孝

Marco

志波光晴

松下将典
管野

剛

鈴木宏二郎

大津広隆

西田浩之 中條恭一 葛III浩 松野 隆 Triwanto SIMANJUNTAK 秋田
東浦孝典
JAXA他本部職員 篠原主勲 松本康司 宇都宮真 内田英樹 神谷友裕 安田 進 石澤淳一郎

剛

他大学院・学生：宮里和良

伊藤勝広

は

じ

め

白石紀子

森ド拓往

に

算機によるシミュレーション等を行っている．

宇宙輸送工学においては，宇宙飛翔工学の基盤となる
宇宙飛翔工学研究系では，宇宙飛翔技術及び宇宙シス

化学推進，電気推進等の推進系や空気力学，気体力学に

テムの基盤となる宇宙システム工学，輸送工学，構造・

関する基礎及び応用の研究を行い，宇宙科学ミッション

材料工学などに関する基礎と応用の研究，及びこれらに

の推進を図っている．

関する搭載機器や地上システム等の研究，さらにプロジ

宇宙構造・材料工学においては，将来ミッションにつ

ェクトの提案と実行などを通して，大学共同利用システ

ながる先端的構造や材料，検査方法などの研究を行うと

ムとしての宇宙科学プログラムにおける研究活動の推進

ともに，宇宙研のほとんどのプロジェクト，プリプロジ

を行っている．

ェクトと協働してこれらの活動の推進を図っている．

宇宙システム工学においては，飛翔体に関連した応用

力学，制御システム論輸送系システム設計など，プロ
ジェクトに先駆的な工学研究を行っている．いわゆる，

1．アストロダイナミクス（応用宇宙機飛行力学）
と深宇宙探査ミッション解析

信頼性工学でいうところのシステムエンジニアリングと
は内容を異にする．主として，惑星探査機，先進的科学

我が国が主導的に行う月・惑星探査計画を推進するた

衛星等の宇宙機およびそれにかかわる航行，誘導，制

めには，必要な新規の飛行技術を開拓し，それを現実の

御に関する研究と，実験的手段をもちいたロケットなど

ものとする必要がある．新たなミッションを理学コミュ

の飛翔体システムの研究を行っている．具体的にはそれ

ニティならびに工学コミュニティとともに作案し，その

らに関連する計画立案とミッション解析，軌道設計，シ

飛行計画を具体化する過程で，天体力学，姿勢ダイナミ

ステム設計ないし，小型ロケットによる実験・試験計

クス，誘導，航法に関わる応用飛行力学の総体（アスト
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ロダイナミクス）を駆使して，具体的な飛行計画（ミッ

ステムレベルでの機能実証（地上燃焼試験）を行った．

ションシナリオ）を構築する．いわゆる，スウィングバ

高頻度運用・システム高性能化のための要素研究として

イと呼ばれる天体の重力援用軌道を駆使する応用弾道飛
行を行わせる手法は，一応の完成をみている．また，い

水素酸素RCS，高度補償ノズル，タンク断熱材，液体推
進薬マネジメント，水素ガスセンサ，光ファイバセンサ

わゆる主たる重力源まわりの2体運動を接続して飛行計

の各研究を実施し，システムへの適用に向けた基礎特性

画を立てる手法も，完成をみている．当課題が解決をは

と課題を把握し，一部要素（高度補償ノズル他）につい

かっているものの1つは，主として低推力推進機関を用

ては機体システムへ適用してシステムレベルでの実証を

いて，それをスウィングバイと併用し，非線形効果を活

行った．来年度以降，ヘルスマネジメントシステムおよ

用して加速させる方法で，我が国が，「はやぶさ」計画で，

び運用システムを実際に実運用しながら洗練していく計

実用性を証明した日本独自の手法である．もう1つは，

画である．要素研究についても段階的に実システム適用

太陽，月，地球に探査機を加えた4体問題で軌道計画を
作案する手法で，これについては，大きな加速効果を得

に向けて研究を進めていく．

られるものの，有効な設計手法は未だ確立されていない．

3．科学衛星の熱設計，解析，試験に関する研究と，
将来の科学衛星のための新しい熱制御技術の研究

他に，太陽一地球系，地球一月系等の3体系における実
用的な軌道設計手法，重力天体周辺で低推力推進機関を
用いる場合の軌道設計手法の研究を進めている．これら

科学衛星は要求が多様であり，そのために設計，解析，

の飛行計画手法が整備されれば，我が国の当該分野での
主導性は飛躍的に高まるものと期待される．

試験において従来にない柔軟な対応が必要とされる．ま
た将来の科学衛星実現のためには，新しい熱制御技術の
研究開発が必要である．

2．再使用高頻度宇宙輪送システムの研究

BepiColombo／MMOプロジェクトの熱設計，解析，試
験に対応することで研究をおこなう．また将来必要とさ

将来の宇宙輸送システムは，高頻度大量の輸送が行わ

れるであろう熱制御技術について試作研究を通して水星

れ，輸送コストが現在よりも2桁以上安いというのがある

環境に耐える技術とその設計・解析手法試験手法につ
いて確立することが出来た．これらの技術のある部分は
将来の科学衛星にも応用可能である．また将来必要とさ
れる熱制御技術について，具体的にはループヒートパイ
プと自励振動ヒートパイプについて，試作研究をおこな

べき姿である．このためには航空機的に繰り返し運行可能
なシステムでなければならない．宇宙輸送システムを航空

機的に繰り返し運行可能とするために必要とされる技術
について，先行的に研究をおこなっているものである．

今年度は機体システム知能化研究としてヘルスマネジ
メントおよび水素を用いたロケットの安全で効率的な運

った．これらは将来の科学衛星の熱設計の自在性を革新
するものである．

用を可能とするため，計算機を搭載した機体システムお
よび地上系システムを構築した．地上運用効率化研究と

4．天体着陸航法誘導システムの研究

して運用自動化のためのハード／ソフトを研究開発し，シ

「ピンポイント着陸技術」は，将来の天体着陸探査で
の必要性は広く認識されているものの，世界的にも未だ

達成されていない．SLIMミッションは，月面を対象に
した「ピンポイント着陸技術」の実証を行う計画であり，

SLIMミッションの提案に向けて，天体着陸航法誘導シ
ステムの研究を行う．SLIMミッションにおける具体的
な要求機能，リソースを念頭におきつつ研究を進めてい
る．今年度は，主として数値シミュレーションにより，

検討を実施した．ピンポイント着陸を実現する高精度航
法誘導について，他の研究系，各大学と共同して，特に
画像航法システムのアルゴリズムを考案し，具体的な月
面の着陸候補地点付近の画像を用いて，その有効性の検
証を行った．

5．スペースプレーン技術実証システムの研究

図1

地上燃焼試験（FRV2）

スペースプレーン技術をフライト状態で実証する枠組
みを開発し，そこで新規技術の研究をすることでスペース
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プレーン実現に貢献する．スペースプレーン技術をフライ
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きなかった．そのため，予期せぬ挙動を示した原因調査
を実施した．
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（a）スピン軸（2011年12月24日〜2012年9月6日）
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すことができた．一方で，飛行軌道制御系が予期せぬ挙
動を示したため，当初想定のデータのうち一部が取得で
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試作し，気球を利用したフライト試験を実施した．

気球からの落下飛行により，超音速状態を達成するこ
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を第1段階気球からの落下に加え，ブースターによる
加速をするいわゆるロックーン方式によるマッハ5程度
までのシステム実証を第2段階と位置づけており，今年
度は，第1段階の実証を行うため，全長4．6mの機体を
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6．再突入・惑星突入に関わる研究
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有人・無人を問わず，月惑星探査に必要な基盤技術と
しての再突入・惑星突入技術は近年益々重要になってい
る．また，社会的にも関心が高い周回衛星の軌道減衰落
下も，再突入の研究分野の一一部を構成している．

将来の有人・無人帰還機，惑星突入プローブ等に必要

oo
−7．0

●
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（b）スピンレート（2011年12月24日〜2012年9月6日）
図2

冬眠モード移行後の姿勢運動

とされる再突入・惑星突入技術のうち，特に基盤となる
熱防御技術，飛行技術，システム技術を中心とした研究
を実験的，解析的に行う．「はやぶさ」等，これまでのプ

8．ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域
探査計画の検討

ロジェクトで培ってきた熱防御技術研究の一環として，

従来型より軽量の耐熱材料の試作・試験・解析評価を行

ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域探査計画

い，研究開発を進めており，宇宙探査の可能性を拡張す

として，これまで，木星周回機＆トロヤ群ランデブミッ

ることに貢献すると考えられる．また，主に数値的手法

ションを検討してきたが，海外ミッションの状況も考慮

により飛行・飛翔体再突入時の溶融落下性の研究を進め

しつつ，これを発展的に見直し，ソーラー電力セイルの

ており，より精度の高く汎用的な飛行解析，溶融解析へ

技術的優位性をより生かした外惑星領域往復＆サンプル

応用することが可能になる．

リターンミッションの検討を開始するに至った．これを
踏まえて，サンプル採取方式（親機or子機or孫機）と

7．IKAROSの探索運用

帰還機（親機or子機）の組み合わせについてフィージビ
リティを検討した．

IKAROSは通常の探査機と異なり，巨大な膜面をもつ
ため，並進運動だけでなく姿勢運動についても太陽光圧

の影響が大きく現れる．IKAROSの運用で得られるフラ
イトデータ（スピン軸方向，スピンレート及びその変化

9．ソーラー電力セイルのセイル試作
次期ソーラー電力セイルでは，薄膜太陽電池，液晶デ

率，カメラ画像等）から，太陽光圧に起因する姿勢変化

バイスなどの搭載デバイスがセイルのほぼ全面を占め，

のモデルを構築した．

ベースフィルムが占める割合が小さくなるため，ベース

IKAROSは2012年1月6日までに冬眠モード（搭載機

フィルムを基準としてデバイスの位置を管理する方法よ

器シャットダウン）に移行した．冬眠明けに再びIKAROS

りも，各デバイスをユニット化しユニット同士をパッチ

を追跡するためには，冬眠中も含めたIKAROSの挙動を
正確に予測する必要がある。姿勢モデルを踏まえた冬眠

ワーク的に接続して相対位置を管理する製作方法の方が

モード移行後のIKAROSの姿勢運動の予測を図に示す．

作業ロスを少なくでき，有効であると考えられる．

その他のセイル製作上の制約も考慮し，セイル面積を

これを用いて探索を行ったところ，IKAROS冬眠明けか

3000m2，折幅を0．45m，折数56．5段としてレイアウト設

らしばらくたった2012年9月6日にIKAROSの電波を

計を行い，セイルの総重量は約214kg（先端マスを含む），

捕捉することに成功した．

薄膜太陽電池の供給可能電力は5kW＠5．2AU以上と算出
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価した．

した．

さらに，この製作手順を確認するために，ダミーの薄

13．分散化HCE

膜太陽電池ユニット，液晶デバイスユニットを用いて模
擬セイルを試作した．

本研究では，熱制御・電力制御・通信制御等において，

10．ソーラー電力セイルの展開機構試作

各種リソース制約に対応してピーク時の使用を平滑化す

IKAROSで発生した事象，次期ソーラー電力セイルの
展開における課題を解決することを念頭に，探査機本体

理により実現する．これにより，システムのリソースを
小さくでき，バス構成に高い自由度が得られる．このコ

とセイルが一体となってスピンする「シングルスピン方

ンセプトをもとにした熱制御機器として，分散ヒータ制

式」と，セイルのみをスピンさせ，スリップリングを介

御モジュールを開発し，カードゲーム方式を導入して分

して集電を行う「デュアルスピン方式」について，展開

散制御を実現した．

る制御法を考案し，リソースを使用する各機器で分散処

機構の設計を行った．検討結果から，デュアルスピン方

これを宇宙機に搭載することを念頭に，恒温真空槽を

式では回転部保持に複雑な機構を必要とし，簡易な見積

用いて，宇宙環境に近い状態で実証実験を行った．遠赤

もりにおいて展開機構全体の重量はシングルスピン方式

外線ヒータを用いて温度環境を急激に変化させ，環境変

より200kg近く大きくなると予想された．軌道設計など
の観点から実効△V量の損失を考慮しても，軽量化が可

化が発生した場合においても，これに応じてDUTYの調
整が適切に行われることを確認した．

能なシングルスピン方式の方が有利であると見られ，こ

14．電車・車両の電力平滑化運転

ちらを第1案として設計を進め，展開機構の部分的な試
作を行った．

さらに展開機構で用いる大型スリップリングについて

分散化HCEのコンセプトを非宇宙分野の電力制御に

も検討を進め，電気試験モデル（ブラシ，リングの組み

適用・応用した研究の一つとして，電車・車両の電力平

合わせによる電気抵抗変化，ノイズ，摩擦，摩耗の評価

滑化運転を進めている．鉄道変電所の負荷を一定値以下

用）と機械試験モデル（製作精度，回転精度の評価用）

にするため，各電車への電力供給を時間分配し，さらに

の2種類の設計を行った．

モータダイナミクスを考慮して消費電力ピークを抑える
方針とする．電車模型を用いた実験システムを構築し，

11．ソーラー電カセイルのセイル収納装置試作

モータのダイナミクスをモデル化したシミュレーション

次期ソーラー電力セイルでは，薄膜太陽電池の占める

実験的に検証した．

を用いて，チョッパ制御により電力平滑化できることを
割合が大きいため，膜厚の影響を考慮したセイル収納方

15．気液平衡スラスタ

法が必要となる．そこで，巻き付け位相管理方式，区分
直線近似折り方式，折線分割方式の3つを検討し，これ
に対応したセイル収納装置を試作した．

また，次期ソーラー電力セイルでは，セイルサイズが

気液平衡スラスタは，推進薬をタンク内で液体として

保持し，気体（蒸気）として噴射するため，システム全

大きいため，折り畳み作業時に多数の人員が必要となる．

体を簡素化・軽量化でき，超小型探査機の推進系として

これを避けるため，一定間隔で折線を軸にセイルを回転

最適である．

させて曲率を管理しながら逐次的にセイルを折り畳む治

宇宙空間でも気液分離を確実に行うためタンクに発泡

具の開発を進めて，スケールモデルを試作し，機能検証

金属を入れることが有効であり，多孔質金属一体成型タ

を行った．

ンクの開発に着手した，まずは，スチール円筒にポーラ
ス材料を充填したサンプルの製作に成功し，現在，気孔

12．・ソーラー電カセイルの展開・展張

率向上，均質性向上などの高品質化を行い，サンプルの
耐環境特性の検証を進めている．

IKAROS一次展開終了時に現出したセイルの非対称形
状の要因，および，IKAROS二次展開時に現出した段階

として，気蓄器を搭載することを提案した．気蓄器に貯

的な展開の発生メカニズムについて，真空槽実験および

蔵したガスを噴射することで高い気液分離性能を求めら

有限要素解析により検証した．

れなくなり，相平衡維持のための莫大な加熱も不要とな

また，IKAROS展張時のセイル全体の形状を再現する
ことを目指し，これまで十分考慮しなかったセイル膜面

る．気液ガスのブローダウン特性として，気液混在時の

の波打ち，しわ，折り目，貼付部材の反りなどを取り込

一方，気液平衡スラスタ連続噴射時のミスト化防止策

ポリトロープ指数や温度維持のための加熱量を取得し
た．

んだ有限要素解析を行い，それぞれの剛性への影響を評
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16．固気平衡スラスタ
固気

r．衡スラスタは，気液平衡スラスタの応用であり，

昇華現象を用いることで，推進薬をタンク内で固体とし
て保持し，気体（蒸気）として噴射する．宇宙空間での
気液分離に比べ，固気分離が容易であるため，システム
全体が簡略化できる．小型の真空チャンバを利用した噴
射試験を実施し，推力やタンク圧履歴などの特性を取得
した．
，，．．．一

17．マイクロ波放電式イオンエンジン

図4

外部磁場型MPDアークジェット

宇宙実現したマイクロ波放電式イオンエンジンの基礎
研究開発を行っている．本装置は，世界を先導する独自
の方式であり，放電電極を用いずマイクロ波放電にてプ
ラズマ生成するため，宇宙における長寿命性／高信頼性
を原理原則として内在する．有効直径10cmの「μIO」イ

オンエンジンは，推力8mNであったが，推進剤投入方
法などをIl夫することにより，10mNまで増強すること
に成功した．また利用範囲を拡大するため，「μIO」に加

えて，20cmの「p20」，1cmの「μ1⊥エンジン，中和器
の劣化機構，エンジンからの漏洩マイクロ波の低減化，
図5

放電部内部計測の研究を行った．この研究経緯で開発さ

DCアークジェットの作動状況

れた光ファイバを用いた新たな探針法は，マイクロ波放

19．原子状酸素の密度計測

電般に適応可能で有用性が高い．

ノ

地球超高層大気は，中性粒子（特に原子状酸素）がそ
の大多数を占めるが，イオンのような応答性がないため
電波やレーザ等による遠隔観測はできない．電気ロケッ
トを地球周回で用いる場合，放射されたイオンビームは
地球磁場に捕捉され，ラーマー旋回しながら高緯度領域
の高層大気深部に侵入して，大気との電荷交換により中
性粒子に戻り，慣性飛行して地球を脱出して失われる．

この機構を能動的に利用して高層中性大気の遠隔観測法
を着想するに至った．原子状酸素は活性物資であるため，
L鯛一ρ・▼一鯛M図peqPtt・，Ht．

宇宙現象のみならず地上利用も行われており，ここで開

μ10とμ20イオンエンジンの加速グリッド

電にて生成された原子状酸素に，クリプトンイオンビー

■尋レ

，

発された密度計測技術の利用範囲は広い．マイクロ波放
図3

ムを照射して，密度を計測する研究を行なっている．

18．MPD／DCアークジェット

磁力線

電気推進は，南北制御などに応用され静止衛星の長寿
命化に貢献し，さらに深宇宙動力航行を実現させた．
その次に切り拓くべき分野はIn−space

Transportation

電荷交換
反応

Systemであり，ここに資する大電力／大推力電気推進の
研究開発に各国研究機関が凌ぎを削っている．本研究部

＼）w．

門では，単体100kW級電気推進として，外部磁場型MPD
アークジェットやDCアークジェットにて新たな道筋を
拓くべく研究を進めている．
図6

高層大気中の原r一状酸素密度のリモートセンシング法の概念

This document is provided by JAXA.

60

1．研究活動

20．電磁力による流れの制御とその応用
高速流れに関する研究

21．展開型柔軟構造体による再突入機の開発
再突入機が直面する厳しい空力加熱を緩和する手段と

電磁力を利用した流れの制御は多方面で注目を集め研

して，低弾道係数化がある．これを実現する構造として，

究が進められているが，我々は，再突入飛行に係わる高

展開型柔軟構造体による再突入機を研究開発している．

エンタルピー流れの磁力による制御の可能性とその応用

大型低速風洞，極超音速風洞など各種風洞試験や，流体

について研究開発を進めている．研究は，高エンタルピ

力学的，及び，構造力学的観点からの数値解析などを利

ー流れを生成する各種の風洞を用いて行われるのみなら

用した要素研究を始めとして，大気球を利用した自由飛

ず，数値解析の手法を用いた研究も進められている．こ

行環境を利用した強度試験を行ってきた．そして，それ

れらの研究は，高エンタルピー流れの磁力による制御の

らの知見を踏まえた再突入実験機を開発し，S−310観測

可能性があることを示しており，実飛行環境においての

ロケットによる飛行試験を実施し，高度150kmからの大

実証の可能性を示している．この実証には，超軽量の超

気圏突入飛行の実証に成功した．この成果を踏まえ，次

電導マグネットが必要とされるが，5Tの着磁可能なエン

のマイルストーンとして地球低軌道から再突入実証試験

ジニアモデルを試作している（図7）．このような流れの

の準備を開始している．

制御の結果，高エンタルピー流れからの熱入力を制御し，

必要に応じて減少させることができることを示してい
る．この制御は，特に大気が低密度となる高高度飛行に
おいて特に有効であると考えられるため，低密度におけ
る流れの制御効果についてさらに理解を深めることが必
要となっている．

図9

観測ロケットによる大気圏突入試験用に開発した実験機
（左：エアロシェル展開状態，右：収納状態）

22．飛翔体型火星探査機に関する研究
1ド墾1∫』…

図7

了2

超軽量超伝導マグネット（左）とその内部構造（右）

火星大気を飛翔する探査機について，密閉型のパラグ
ライダー型の利点を利用する検討を行っている．このタ

低速流れに関する研究

イプの飛翔体は，制御が容易であり，目的地にピンポイ

低速な流れの制御にも電磁力の効果は有効であり，

ントの着地ができることが特徴である．これを利用した

DBDプラズマアクチュエータとして知られる放電プラ

基本的な飛翔計画を検討するとともに，その航法に必要

ズマによる流れの制御は，低速飛行する飛翔体まわりの

な要素技術についても検討をおこなった．密閉型のパラ

流れの制御に有効であると考えられる。この研究では，

グライダーに関しては，試作機を製作し，大型低速風洞

放電プラズマによる流れの制御の効果を実験的に解明す

試験を実施した．通常のラムエア型のパラグライダーに

ると同時に，実験的に解明された効果を取り入れた数理

比べて大きく揚抗比が向上することを確認し，火星探査

モデルを開発し，さらに高効率のプラズマアクチュエー
汐の可能性を追求している．

への適用の可能性を示した．この結果を踏まえ，実際の

図8

大型低速風洞試験で用いた1．2mエアロシェル模型

図10

密閉型パラグライダーの試作機の低速風洞試験の様子
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火星探査機への応用検討を進めるのと同時に，さらなる

て試験を行い，空力特性および，ベース圧／キャビティ

能力向上にむけた検討を行っている．

圧の空力特性への影響についてのデータ取得を行った．

本研究において全機形態における遷音速／超音速空力基

23．深宇宙航行システムの研究開発

本特性を取得し，システム解析に必要なデータベースを

更新した．またCFD解析の妥当性評価に必要な機体周
磁気プラズマセイル
磁場を帆（セイル）として太陽風プラズマのエネルギ

りの流れ場を明らかにするため流れ場の可視化を行い，
数値解析結果の妥当性を評価した．

を受け止めて宇宙機を推進させる「磁気プラズマセイル」
a，

の研究開発を継続して実施した．スーパーコンピュータ
を駆使した磁気プラズマセイルの推力特性評価が進み，

超伝導コイルを搭載した宇宙機周囲にリング状の電流を
励起して帆を拡大する新方式により，従来方式よりも10
倍以上の推力増加を達成した．また，超伝導コイルの特

Pt

性のモデル化と最適設計を進め，第2種超伝導体が持つ

b）

＼

非線形特性を考慮した軽量化設計を実施した．

無電極プラズマ加速システム
電極損耗の無い高周波プラズマ加速機は，宇宙におけ
る超長時間のミッションに最適である．プラズマを無電

図12

イプシロン風洞試験

極放電にて30−60km／sまで加速するシステムの実験室モ

デルを開発し，直径2．6cm〜直径10cmの小型高周波プ
ラズマ源の推進特性を取得した．ねじり振り子式スラス

25．固体ロケットモータ内部弾道性能の高精度数

値予測システム（ACSSIB）の研究

トスタンドによる評価では，アルゴンガスで10mN／800s
の高比推力を達成した．

固体推進薬の内部微細構造が燃焼にどのように影響す
るかを明らかにする研究を行っている．酸化剤粒子の形

電磁プラズマ力学（MPD）アークジェット
惑星間空間航行用システムの主推進機用途として期待

状と傾きの関係性を調べるための擬似推進薬用材料の検
討を実施し，擬似酸化剤粒子にテフロン樹脂，粘度調整

される大電力（＞100kW）MPDアークジェットの基礎設

物質にアクリルが有効であることを確認した．また，固

計と準定常スラスタによる実験を実施し，水素を推進剤

体推進薬の注型時の流れ場と粒子の傾きとの関係を把握

とした実験では，自己誘起磁場型MPDアークジェット

するために，せん断流れ場に固定された柱状粒子に働く

としては最高クラスのIspと推進効率6，900s／60％を達成

モーメントを数値的に解析し，せん断流れによって粒子

するなどの成果を得た．

がある方向に固定される可能性を確認した．

図11水素を推進剤とした自己誘起磁場型MPDスラスタの実験

24．イプシロンロケット空力特性の研究

図13

擬似推進薬の三次元画像

26．ハイブリッドロケットの研究

空力データベースを得ることを目的する風洞試験および

推力5kN級の技術実証用ハイブリッドロケットエン
ジン設備（GOX仕様）および供試体の詳細設計／製作を
実施し，機能確認試験を実施した．燃料後退速度向h技
術の研究として，WAX燃料の旋回流中での燃焼状態の光

数値解析を行った．風洞試験では高マッハ数域大迎角空

学観察に世界初で成功し，多段面対向噴射方式により，

力特性を含め，ベースラインの設定に必要な条件におい

燃料／酸化剤の流量割合の適正化に成功した．また，複数

システム設計を進めているイプシロンロケットについ

て，平成22年度の検討結果を反映した突起物を含む全
機形態での空力特性を取得し，システム解析に使用する
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の旋回器を並列に配置することで混合を促進する手法を

が強く求められている．現用の補助推進系用ガスジェネ

考案し，その基礎的な挙動をコールドフロー試験により

レータ固体推進薬は，組成に国内で調達できない原料を

調査した．LOX気化技術の開発研究に関して，

用いており，低コスト化の障害となっている．硝酸アン

LOX気化

用のGAPガスジェネレータの燃焼実験に成功した．
数値解析手法の開発研究として，ロケット内部旋回流

モニウム（AN）は，化学肥料や産業爆薬などで広く用い

中の境界層火炎を詳細に把握するベースとなる数値解析
弾道特性計算モデルの構築や，着火条件を明らかにする

れる．そこで，ガスジェネレータ推進薬にANを適用す
ることで大幅な低コスト化を目論み，同等の燃焼性能を
発揮させることを目標に組成と燃焼特性に関する検討を

ための軽量化学モデルの構築を行った．さらに，WAX

行っている．

ツールを国内初で開発した．また，計算負荷の低い内部

られる物質であり，古くから低コスト酸化剤として知ら

などの燃焼時に液化する燃料に関して，エントレーメン
ト現象のプロセスの一つである液膜の挙動の不安定性の
解析を行った．

理論解析のアプローチを用いて，旋回型ハイブリッドロ

デブリレス固体推進薬
スペースデブリ抑制に関する研究が宇宙機に関わる広
い分野で行われている．固体ロケットモータについては，

ケットの燃焼安定性解析を行うために，火炎から固体燃

推進薬の組成として用いられる金属燃料のAlが燃焼残

料への伝熱の時間遅れを考慮した計算モデルを構築した．

流の主要因となっており，デブリ生成の一因とされる．

多目的最適設計の研究として，遺伝的アルゴリズムを

そこでデブリを生じない推進薬組成として，A1を含まな

用い，多段式ハイブリッドロケットにおいて，燃料・燃

い組成が一つの候補となるが，単純にAlを除去した場合，

焼方式の違いによる設計知識を取得した．

固体推進薬の燃焼性能の低下を招く．そこで，高エネル

燃料の開発・評価の研究として，低融点熱可塑性樹脂
（LT）の機械的強度特性を取得した．また， TNT換算率

ギー物質であるGAPをバインダとして適用し，

計測の予備実験を行い，各種燃料の破砕特性を取得した．

Al除去

によって低下するエネルギーをGAPで補うことを着想
としてGAP／APの2成分系コンポジット固体推進薬の研
究を行っている．

熱可塑性樹脂を用いた固体推進薬の研究
現状のコンポジット推進薬の燃料兼結合剤には，末端

水酸基ポリブタジエン（HTPB）などの熱硬化性樹脂
が使用されており，いったん成型されると後戻りができ
ないシステムとなっている．ここに低融点型の熱可塑性
樹脂を応用できれば，少量連続生産により柔軟な計画生
産が可能となり，大幅な低価格化が期待できる．今年度
は，樹脂の改質に努め，金属材料，ライナ材などとの接
図14CFDによる旋回流中の火炎の可視化

27．固体ロケット推進薬に関する研究
高エネルギー物質を適用した固体推進薬
実用酸化剤である過塩素酸アンモニウム（AP）に替わ

着性を向上することに成功し，実現に向けて前進した．

28．液体推進剤に関する研究
HAN系1液推進剤を用いたスラスタの研究開発
スラスタ形態においてHAN系推進剤の燃焼特性の取

る新たな酸化剤に関する研究を行っている．APはコン

得を進めると共に，各種設計パラメータの最適化を行い，

ポジット推進薬が登場して以来，世界中で広く使用され

短秒時（約30秒間，連続）の安定燃焼が可能な条件を
見いだした．2010年9月実施の大気球実験（B10−01）に

ている．しかし，環境負荷低減の観点あるいはより高性
能化を目指すためには新たな物質の適用が求められる．

おいて，独自に開発したフライトシステムを搭載し，飛

固体推進薬の性能向上を狙うには，酸化剤やバインダな

行状態で正常に動作することを確認した．

どの組成に高エネルギー物質を適用する方法がある。本
研究では，ハロゲンを含まない高エネルギー物質の一つ

バイオアルコール燃料の燃焼研究

であるアンモニウムジニトラミド（ADN）について，そ

メタノール，バイオメタノール，およびエタノールの
燃焼研究を進めている．詳細化学反応機構を使用した2

の合成方法，結晶の物性および推進薬に適用した場合の
燃焼特性について研究している．

次元火炎構造計算を行うとともに，火炎温度，OHラジ
カル分布（PLIF法），および化学種分布（6化学種，ガ

補助推進系用新型ガスジェネレータ固体推進薬

スクロマトグラフィー）の測定結果により数値計算結果

次世代の固体ロケットシステムは軽量化と低コスト化

を検証している．化学反応機構の精緻化，ならびにバイ
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方法の確立を目指した研究を進めている．本年度は，「斜

る．今年度は実験手法確立のため純エタノールを用いた

め平板に衝突する超音速噴流から発生する音響波」の解

検証を実施した．実験・計算結果に相違がみられるため，

析を行い，平板角度の影響を明らかにすることで衝突点

その考察・評価を行っている．

から発生する音響波の理解を深めた．

29．火星探査用飛行機開発に向けた全体設計と空

力検討
火星大気中での気象観測や高精度残留磁場観測などを
可能にする火星探査用飛行機の設計検討を行っている．

本年度は平成26年度に実施予定の高高度飛行試験機の
機体改修，ソフトウェァの高信頼性化，耐環境試験などを
行った．また，火星探査用飛行機の飛翔レイノルズ数（翼

弦長基準で1万程度）における翼の研究を進め，最適な翼

型の特性について多目的設計探査技術を用いて調べると
共に，風洞試験などにより，火星飛行機の飛翔レイノルズ

（h）6eIdesl

14e

数における翼や機体の空力的な特徴を明らかにした．
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図17斜め平板に衝突する超音速ジェット超音速噴流から
発生する音響波の…連のシミュレーション（膏圧レベル）

32．宇宙輸送機等における多様な空力課題に関す

る研究
図15

火星探査用飛行機大気球用試験機

非構造格子および非構造流体ソルバーを利用すること

30．空力性能の革新を目指した研究

で，複雑な形状のフラップを含む再使用観測ロケット周
りの流れ場の解析を行い，その特性を明らかにした．今

宇宙輪送機や流体機器の設計思想を革新するマイクロ

後その他の複雑形状まわりの流体解析への適用が期待さ

流体制御デバイスの研究を行っている．本年度は，3次

れる．あわせて流体の詳細解析のための高次精度差分法

元シミュレーションによる大規模パラメトリックスタデ

の更なる改善など種々の流体関連研究を進めている．

ィを行い，流体制御の制御パラメータの影響を調べた．

33．現行プロジェクトの構造系開発

剥離点近傍でアクチュエータを作動させること，乱流遷
移を促す周波数で駆動させることが効率的なアクチュエ
ーションの実現にρながることを明らかにし，効率的に
制御した場合，投入エネルギー量は1／100程度まで小さ
くできることを示した．

MMO
水星磁気圏探査機MMOの設計を行い，構造試験モデ
ルの製作を行った．本モデルを用いて，機械環境試験（図

18）を実施し，構造設計の妥当性を確認した．その後，

太陽電池セル数の増加や全体質量の増加に対応するため
に部分的な設計変更を行い，部分構造モデル等に試験や
解析で設計の妥当性を確認した．

図163次元シミュレーションによるプラズマアクチュエータ
のパラメトリックスタディ（200ケース）

31、ロケットプルーム音響予測に向けた音響解析
ロケットプルーム流れ場の基礎的な音響波放射の特性
把握と，世界標準に資するロケットプルーム音響の予測

図18MMOの構造試験モデル
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ASTRO−H
次期X線天文衛星ASTRO−H衛星（図19）の搭載機器
のアライメント変動について，製造／組み立て／調整過程

で生じる固定バイアス，CFRPの膨潤変形，軌道上熱変
形，微小擾乱，姿勢変動起因などの観点から解析検証を

温度分布を求め，計測に必要な条件を明らかにした．図

20は計算結果の一例で，SiC試験片周りのActive酸化条
件Fにおける酸素分圧分布を示しており，計測に当たり
表面の酸素分圧の決定が重要であることを示している．

35．CFRP用簡便非破壊技術の開発

行い，バジェットの範囲内にあることを確かめた．また，

詳細設計を進め，衛星構造の剛性・強度各搭載機器の
機械環境レベルの解析モデルによる評価を実施した．

Pulse

thermographyと空中超音波探傷技術に関する検

討を行い，前者に関しては，得られた温度分布をフーリ
エ変換して得られる位相成分に注目し，特にその低周波

鵬

数に注目すると，これまで以上に深い欠陥の検知が可能
であることを見出した．さらに，周波数や熱の照射に関
して最適化条件を明らかにした．また，後者に関しては，

従来から行われている水中浸漬に比較して解像度が大幅

∴莚〜∵
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に落ちる原因を分析し，解像度向上の方策を提案した．

36．アブレータ用CFRPの高温劣化特性

ヴ

［os

フェノールをマトリックスとするCFRPに対して高温
環境における劣化状況を顕微鏡やSEM， X線CTを使っ

図19ASTRO−H構造概要
イプシロンロケット

て観察し，劣化機構を検討した．

構造ワーキンググループとして，イプシロンロケット
の各部機械環境の検討・設定を実施した．各段モーター

37．高速回転CFRP円板の開発

耐圧試験・ノズルの伸展試験・各段接手分離試験・フェ
アリングの分離投榔試験等への立ち合いを行い，試験時

三次元強化のCFRP円板に関して，回転速度（周速度）

に生じた問題解決に対する支援を行った．

を最大化することを目的として最適化を図るとともに，

小型科学衛星の構造開発

験を実施した．世界最速を目指しているが，回転振動の

小型科学衛星（SPRINT）については，システム総合
試験でSPRINT−Aフライト品の振動試験を実施し，フラ
イトに問題ない事を確認した．また，2号機相当である

発生に悩まされ，解決の方法を見いだせない状況にある．

最適化した強化繊維配向を有する円板を試作して回転試

38．耐熱性ポリイミド樹脂の開発

ERGの構造検討を開始した．
イカロスの帆に使う熱可塑性ポリイミド樹脂を既に開

34．TPS用耐熱コーティングの酸化特性

発しているが，将来のより大型のプロジェクトに向けて，

大面積化が可能な樹脂の改良を行った．また，従来品に
高温酸化速度を計測するための熱天秤内の流れ・拡散・

比べて耐熱温度が高いISASで開発した熱可塑性ポリイ

T㎝1㎜ヒu「e〔K）

ミドに関して，この樹脂をマトリックスとするCFRPの
成形実験を行い，ボイドなどの欠陥の少ない成形技術を
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39．耐熱複合材料の長期信頼性に関する研究

、

複合材を無冷却で使用することが検討されている．しか

●
◆

0

1

将来の再利用宇宙輸送機や衛星推進システムでは耐熱
■

8

●

．1」論一皿一繋繭
11T

確立しつつある．

×104（11K》

図20熱天秤Cham及びTGDを使ったSIC平板の酸化
試験における流入ガスと試料表面の酸素濃度

し，これらの耐熱複合材料の長期信頼性に関しては設計
に必要なデータベースの整備や信頼性保証手法の検討は
十分に行われていない．各種エンジンへの使用を検討し
ている，耐熱複合材料の力学的特性，熱的特性，ガスリ
ーク特性などの各種長期信頼性に関わる特性の取得なら
びに特性向上について研究を実施している．
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に使用されているシリカ繊維系ノズルライナー部分や上
段モータの高開［部からの適用を想定している．

図21

燃焼中の耐熱複合材料燃焼器

40．耐熱複合材料の各種エンジン部品への適用
カーボン・カーボン複合材料および，SiC／SiC複合材料

図23KM−V2クラスノズル用3次元炭素繊維織物

42．耐熱性ポリイミド樹脂による接着手法の開発
衛星やロケットなどの構造体ではサンドイッチパネル

を燃焼器，ノズルへ適用する研究を実施している．カー
ボン・カーボン複合材料では，プラグノズルを試作し，

など接着構造が多用されている．接着構造の耐熱性を向上

Siの含浸（図22）によるガスリーク低減及び，2次接着
構造の実現について技術的な検討を実施している．

体の信頼性を高めることが可能となる．最新のポリイミド

させることで，熱設計における温度マージンを拡大し構造

樹脂の開発により，低粘度高靭性であり，耐熱性も損な

SiC／SiC複合材料については，N20エタノールエンジン

わない熱硬化型ポリイミド樹脂が開発されている．これを

用の燃焼器およびノズルを試作し，地上燃焼試験を実施

用いることによりチタン合金構造物を置き換えられる

している．機械特性ならびに，ガスリーク特性などの問

350℃程度までの高温で安定なサンドイッチパネルのコ

題点を抽出している．これらの試作試験を通じて，各種

ア／スキン間接着や接着構造物を開発し，衛星構造，飛

耐熱複合材料による各種エンジン部品の設計・製作技術

翔体構造の耐熱性向上による高性能化を実現する．

の確立を目指して研究開発を進めている．

試験前
試験後

2573K
11

OMPa
図22

クリープ破断したSi含浸cc

41．固体ロケットノズル耐熱材料の軽量化・低コ
スト化に関する研究

図24

試作したALLポリイミドCFRPハニカムサンドイッチ板

イプシロンロケットをはじめとする固体ロケットはさ
らなる性能向ヒのために構造重量の軽減が要求されると
ともに，より打ち上げコストを低減することが求められて

43．新幹線用ハイブリッドセラミックスディスク
ブレーキの部材開発

いる．将来の固体ロケットの高性能化，低コスト化に寄与

するために新しいコンセプトに基づくより軽量で低コス

炭素繊維とSiCによる複合材料（ハイブリッドセラミ

ト成形が可能なCFRPノズルライナーの開発を進めてい

ックス）を高速鉄道用ディスクブレーキとして適用する

る．要求を満足するために，従来のテーププリプレグ積層

ための研究を進めている．ディスクブレーキとして最適

成形のライナー用炭素繊維複合材に替わる新規ライナー

な構造，素材構成に関して最適化を実施する．最適化に

材料の実現をめざしている．密度と熱伝導率の低減により

関する研究を進めることにより，ディスクブレーキ素材

ライナー素材重量を約半分にし，軽量化によるト段ロケッ

としてハイブリッドセラミックスが使用可能であること

トの高性能化を実現する．M−14などでノズルの高開口部

および，設計が出来ることを示すとともに，素材プロセ
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スの研究にたいして設計結果をフィードバックすること

告はあったが，その後ほとんど引用されてきておらず，

により，ディスクブレーキとして最適な材料にする．

我々が「はやぶさ」の試験中に再発見した．本研究では，
この室温クリープ現象は六方晶金属（h．c．p．）に特有の活

性化エネルギーの非常に小さな新たな変形様式であるこ
とを明らかにした．同時に，この現象を示さず締結力緩
和の恐れがないβチタンボルトを開発し，れいめいの主
構体組み立てに使用した．また，面心立方（f．c．c．）金属
においても，h．c．p．と同様の低温変形領域が存在すること

を見いだし，変形機構領域図の修正を提案した．変形挙
動には結晶系の違いによる異なる特徴が見られている．
図25

時速400kmからの非常ブレーキ時の発生応力

47．ロケットエンジン燃焼室銅合金の熱疲労
44．カーボンナノチューブによる超軽量構造体の
創製に関する研究

液酸・液水ロケットエンジンの信頼性向上のため，燃
焼室銅合金の熱疲労・予寿命評価研究を行っている．応
力保持クリープを重畳させた熱疲労試験を実施し，単純

最新のナノ技術の研究成果と炭素繊維強化プラスチッ
クス（CFRP）製造技術を利用し，現在最も比強度・熱

疲労とクリープの線形損傷則では説明できなかった地上

伝導特性に優れるCFRPの性能を向上し，構造重量の飛

燃焼試験での損傷を再現した．試験後のSEM−EBSP観察

躍的な軽減（10年後には半減）を目指した研究開発を行

により，疲労損傷蓄積を評価している．本件は，非破壊
信頼性評価研究に関するMMS−AIST−JAXA研究協力協定

う．カ

一一・・ボンナノチューブ紡績糸とその複合材料の高強

度化と一方向CNTシートを用いた高体積含有率一方向

に基づき，物材機構の協力を得て実施している．

CNT積層板の開発を行っている．

48．セラミックの超高遠衝突・多軸応力破壊の研究

45．軽量CFRP鏡の開発
衛星・惑星探査機のスラスタは，従来ニオブ合金で作

1平方メートル当たり10kg程度となるソリッド鏡を
CFRPにて製作し（図26），鏡面精度とその保持性能を
評価した．樹脂の特性から，時間が経つにつれて，鏡面

上と国産技術化をめざして，窒化珪素製スラスタの開発

が劣化する傾向があったが，個体差が大きく，比較的精

に基づく厳密な破壊確率の評価を行い，設計の精度を上

られてきたが，あかつきにおいて耐熱温度（比推力）向
を行った．脆性セラミックス部材に対し多軸破壊統計論

度の高い鏡は，時間・温度に依存せず，その精度を保つ

げて信頼性を向上させた．また，セラミックス材料の使

ことが確認できた．赤外線より長い波長を対象とする場

用にあたり，ミッション中のメテオロイドとの超高速衝

合，CFRP鏡の適用可能性があることが確かめられた．
個体差を小さくすべく成型方法を現在検討している．

突耐性を評価する必要がある．そのため，宇宙研スペー
スプラズマ実験設備の二段式軽ガス銃による超高速衝突
実験により，窒化ケイ素の耐メテオロイド衝突性の評価
を行っている．また，軽ガス銃では実現不可能な8km／s

以上の速度の破壊挙動を推定するため，AUTODYNによ
るシミュレーションを行っている．

藍

趨寓遮管喪によるスラスタ用窒化珪素セラミックスの内部掘伽紬儀

i

図26

成型したCFRP鏡（100×100

x

30mm）

国1醤喪髄断酉における趣貫適暫襲㎜

■2骸翼から漂さn5

nv断■における

ぼのののぬ

諺i蓬灘
詠・

46．金属・合金の低温クリープに関する研究
チタン合金（特にTi−・6Al・・4V合金）は高比強度材料と

して宇宙機に数多く使用されているが，室温で顕著なク
リープ現象を起こす．この現象自体は，古くに幾つか報

篭遮賃甕難験」購：

■K饗突百oクレ→一聯状

翫2：φ臨3㎜su蝋㎜醐剛5．闘3：φ臥5㎜鰯σ管轍：3．盟嚇

図27

超高速衝突による窒化珪素セラミックスの内部損傷組織

This document is provided by JAXA.

皿．研究活動

67

49．固体ロケットモータの品質保証・非破壊検査

の研究
固体ロケットモータの大型化に伴い，定量的な非破壊
検査による品質保証を低コストで実施することが必要と
なってきており，イプシロンロケットでは設計段階から
効率的な品質保証方法を検討している．特に上段モータ

推進薬の品質保証として，SRB−Aで採用している放射線

検査（RT）から，超音波検査（UT）へ移行するための
研究開発を行っている．また，地上試験等でのヘルスモ
ニタリング用に，ファイバー・ブラッグ・グレーテイン

グセンサ（FBGセンサ）によるひずみ・AE同時計測シ
ステムおよびサンプリングモアレ法変位計測システムを

図28

構造内擾乱伝達試験

開発している．なお本件は，非破壊信頼性評価研究に関

53．ソーラーセイルの研究

するNIMS−AIST−JAXA研究協力協定に基づき2機関の協
力を得て実施している．

将来の惑星間探査機の推進器として期待されているソ

50．国際標準化のための活動

ーラーセイルの研究及び実現に向けて，大型膜面の折り
畳み方式，モジュール化，数値シミュレーション法，遠

M−V−4号機打ち上げ失敗への対策として，ノズルスロ

心力展開挙動，遠心力展開制御，折り畳み巻き付け特性，

ート材料である黒鉛に対する超爵波探傷方法を開発し，

損傷同定，画像による形状解析，遠心力展開セイルから

観測ロケットS−310，S−520に適用している．この方法は，

の集電機構，伸展ブーム展開方式など，様々な検討を行

JIS

っている．

Z2356（2006），

ISO＿10830（2011）として制定された．

また，微小デブリの生成原因・衝突模擬試験・ISO標準
化の動向について調査分析し，2次デブリ（ejecta）の地

54．膜面展開構造物の展開挙動に関する研究

上実験方法について，国際標準化（ISO11227）のための
活動を行っている．

膜面の展開実験を地上で実施するには，空気抵抗や重
力の影響が大きいため，それらを考慮した実験と解析に

51．極低温推進剤用複合材要素の研究

よって，展開挙動を系統的に検討している．昨年度に引

将来輸送系では抜本的軽量化のために推進剤（LH，，

LOX）タンクの複合材（CFRP）化が不可欠である．再

き続き，小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」で
用いられた四角形折りによって収納された正方形膜面の
遠心力展開挙動を，多粒子系モデルによる数値シミュレ

使用ロケット実験機（RVT）プロジェクトにおいて，液

ーションと真空槽内での小型モデルの展開実験によって

晶ポリマライナ付複合材LH，タンクの開発に成功してお

検討した．多粒子系モデルでは，膜の座屈強度や折り目

り，地上燃焼試験において燃料タンクとして運用中であ

の剛性を考慮することにより，実験モデルの挙動をよく

る．また現在，ライナに電鋳あるいはテフロン樹脂を用

表現できることを確認した，また実験においては，展開

いた複合材要素を開発しており，タンクの試作・試験を

が非対称や不完全になる場合の原因について検討した．

実施した．

55．薄膜セル軽量太陽電池パドルの研究

52．擾乱伝達の研究
軽量薄膜太陽電池パドルの研究開発のため，昨年度に引

近年の衛星はセンサやアンテナの指向精度要求が厳し

き続き一次元展開する膜面ソーラーセルアレイ構造の展

く，従来無視されてきたような高周波数帯域での微小擾

開挙動の評価を行った．カーペンターテープヒンジあるい

乱を管理しなければならなくなっている．この領域では

は形状記憶合金ヒンジで接続された展開ブームによって，

擾乱が構造を伝達する際に構造の局所共振で増幅される

蛇腹折りで畳まれた膜面を展開する2種類のモデルの展

場合もあるので，高次の構造数学モデルの高精度化と，

開実験を行い，その挙動を確認した．カーペンターヒンジ

擾乱源，構造伝達，擾乱感受性機器の間の伝達合成法の

モデルでは，ブームを拘束した糸をモータで繰り出して展

研究を，実大構造模型（図28）を用いて行っている．

開した結果各ヒンジは順次展開した．形状記憶合金ヒン
ジモデルでは，ヒンジの通電加熱により同期展開した．さ
らに同期展開する形状記憶合金モデルに関しては，解析モ
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の高精度化に向けたBBM開発を実施している．

デルと実験結果を比較し，挙動を評価した．

56．次期磁気圏探査衛星SCOPE搭載用のスピン

58．環境試験方式の開発研究

軸伸展アンテナの構造と機構の研究
搭載機器の計装と関連して振動・衝撃・スピン・動釣

SCOPE搭載用超軽量スピン軸方向伸展物の構造開発
を実施した．3軸織りCFRP複合材の基本材料特性をも
とに，本材料を使って形成されたSTEMアンテナ形状の

合等の機械環境試験法に関する研究および試験条件の策

長期安定性を示した．また，展開支持機構の概念設計を

御およびデータ取得の方式について研究を行っている．

行い，展開支持機構を含めた衛星の姿勢運動とSTEMア
ンテナ構造の振動現象の連成について，解析及び試験か
ら評価した．特に衛星取り付け時の初期アライメント誤
差がアンテナの変形に与える影響を明らかにし，衛星シ

本年度は観測ロケットS−520−25号機SPRINT−Aミッシ

ョン部MTM， SPRINT共通バスMTM， ASTRO−H搭載
機器HXI／HXT，東京工業大学小型衛星TSUBAME等の

ステムとのIF条件を明確にした．

東京大学小型醒NanoJASM㎜の慣性諸量測欝を実

定について研究を行っている．特に動電型振動試験装置
による振動・衝撃試験において，小型計算機を用いた制

振動試験GCOM

AMSR2，観測ロケットS−520−25号機

施した．

59．柔軟構造物の振動制御の研究
構造物の剛性やダンパの減衰力を制御することによ
り，構造物の振動を減衰させるという新しい準能動的振
動制御法，クーロン摩擦や粘着層による減衰効果を利用
する受動的制振法，そして能動的制振について，トラス
構造・板・弦等を中心として理論的および実験的研究を
行っている．今年度は，前年度に引き続き衛星構造モデ
ルにピエゾ素子を取り付け，エネルギ回生振動制御手法
を適用することで，実際の衛星構造での同手法の有効性
図29SCOPE搭載用スピン軸伸展アンテナ

に関するデータの取得を続行している．同様の手法をハ
ニカム平板やノーズフェアリングを模擬したハニカム円
筒殻にも適用する事により音響の制振が効率的に行える

57．高精度大型宇宙構造システムの研究開発

事を実験により実証した．また振動から回生したエネル
ギのみで作動する小型省電力演算装置を用いた完全無電

高精度構造要素として，高精度ケーブルアセンブリ，

力制振実験を行い，1自由度の振動系において有効性を

した．さらに，アクティブ構造の実現に向け，鍵となる

確認した．また，連結型ダンパによる制振機構の開発の

スマート材料の長期物性安定性のデータを取得すると同

基礎実験モデルの製作を開始し，ダンパ単体の基本特性

時に，スマート材料を組み込んだアクティブ構造に向け

の取得を行った．

たBBM及びその高精度試験環境を構築した．特に試験
技術として5mの距離で5μmの精度で計測可能な高精度
計測装置の開発に成功した．最後にこれらの技術の集約

60．科学衛星打上げ用ロケットの構造と機能に関
する研究

先として，大型高精度リフレクタの技術開発を行った。

具体的には，大型展開アンテナのEMを用いた剛性試験
と非線形解析とのコリレーション及び，展開ラッチ機構

衛星打上げ用ロケット，観測ロケットなどの構造要素
として，モータケース，各段間接手，ノーズフェアリン
グ，尾翼，尾翼筒などについて，研究開発を行っている．

−t n り ＝
魍＿＼／th

t

ロケットの性能・信頼性向上を目的とし，設計計算手法
．

＼

−−−．−tVi4−の

」よ麹ダ「ド

の提案・改善，新規機構・構造の開発，製造法の改良等
を行っている．本年度はイプシロンロケットの開発に向
けて，機械環境条件の推定，振動低減機構の設計・要素

勝馳。ン潔一

試験等の支援を実施した。また分解型スラストチューブ
の荷重試験を行った．またS−310−41号機PI機器の分離

（a）高精度軽量パネル（38nmRMS）（b）高精度大型展開リフレクタ

図30

高精度大型宇宙構造システム

機構の開発支援S−310−42号機の振動計測準備，S−310−43

号機のPI部構造検討支援を行った．
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61．飛翔体の構造動力学

69

惑星の重力モデル推定，小惑星近傍の軌道解析，小惑星
の形成過程の軌道力学的な考察，地球リエントリ誘導の

計画法，はやぶさ2ミッションの後期運用のための軌道

科学衛星打ち上げ用ロケットについて機体の動特性の

計画等について，具体的な検討を開始した状況である．

評価を行い，制御系の設計等に資するとともに，ランチ
ングオフ，風および制御等に伴う機体の運動と荷重につ

64．深宇宙ソーラーセイル航行のための誘導航法

いて研究を行っている．本年度は昨年度に引き続きイプ

シロンロケットをモデルとして第1段燃焼振動に伴う正

IKAROSの運用成果を活用して，太陽光圧の影響が非

弦波入力に対する構造応答の解析等の支援を実施し，振

常に強い環境下での高精度誘導法の実現に向けた研究を

動低減機構の検討支援を行った．

行っている．たとえば，誘導の観点でロバストな軌道決

62．はやぶさ2ミッションの軌道・誘導・航法・制

定手法の模索や，姿勢ダイナミクスを加味した新たな軌

御解析

道決定手法の検討等を行うことで，将来の本格的なソー

はやぶさ2は，小惑星サンプルリターンを目指す探査

導技術に貢献することを目指している．

ラーセイル技術を使用した深宇宙探査機の軌道計画や誘
機であり，はやぶさの後継機である，軌道計画において

65．超小型衛星の研究開発

は，イオンエンジンを用いた低推力・連続推力の最適軌
道と地球スイングバイを併用した計画の策定と詳細解析

数kgから100kg未満の超小型衛星は，1）挑戦的宇

を行っている．また，はやぶさの運用で得られた知見を
踏まえた，新たな誘導方式，より自律性および確実性を

宙システム工学の実践的教育・人材育成，2）部品・機

高めた小惑星相対誘導航法等の研究を行っている．

器レベルの先端技術の早期宇宙実証3）超小型衛星（群）

による科学ミッションや実利用ミッションの実施

63．はやぶさ2におけるアストロダイナミクス研究

4）

新しい宇宙工学や高価値ビジネス分野の発掘・開拓，な
どに有効なツールとして現在大いに注目を集めている．

はやぶさ2は，小惑星サンプルリターンミッションで

松永研では，50kg級地球・天体観測技術実証衛星

あり，そのミッションフェーズの随所でアストロダイナ

TSUBAMEを研究開発しており，その主要ミッションは，
超小型のコントロールモーメントジャイロ（CMG）を用

ミクスの高度な知見や技術を要求される．また，小惑星
という微小重力環境で新たなアストロダイナミクスの知

いた高速姿勢変更技術実証ガンマ線バーストの硬X線

見を得られる可能性がある．それらの研究を，はやぶさ

偏光観測，地上・海上及び雲の高解像度可視観測である．

2という具体的なミッションを題材に実施している，た

TSUBAMEはロシアのドニエプルロケットにより，2013

とえば，小惑星ランデブー時の画像・電波複合航法，小

年に打ち上げ予定である．
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1．はじめに

とが明らかとなっており，そのメカニズムを探っている，

2）低温・低照度環境における特性評価
宇宙機応用工学研究系は，ロケット・人工衛星・惑星

探査機・探査ロボットなどの宇宙機地上システム，お

外惑星探査機を想定し，メタルフォイル基板CIGS太
陽電池セルの，低温・低照度環境における特性評価を進

よび宇宙機を応用した工学技術に関し，主として電気・

めている。温度依存性を評価した結果，−100℃程度で効

電子工学，計測・制御工学，応用物理学，エネルギー工

率が最大となることがわかった．また，長期の連続照射

学などの立場から研究を行っている．具体的には以下の

による特性変化も追跡している．

ような研究を行っている．

電子材料・デバイスの分野では，宇宙機に搭載する半
導体デバイスの基礎研究や開発，それらの半導体材料の

2．1．2

宇宙用蓄電デバイスの研究開発

着陸機の高度・速度検出用パルスレーダ，レーザーレー

1）SUSラミネートリチウムイオン電池の開発
宇宙用電池は，打ち上げ時の振動・衝撃，真空中での
長期充放電サイクルに耐えるため，きわめて頑丈な構造

ダ，通信機器，アンテナ，宇宙用GPS受信器，宇宙機搭

をもって作られており，そのことがエネルギー密度

研究を行っている．搭載電子機器の研究には，月・惑星

載用組み込みシステムの研究が含まれる．電源系に関し

（Wh／kg）の低下を招いている．地上では軽量なAlラミ

ては，宇宙機用のリチウムイオンニ次電池の性能向上研

ネート電池が広く用いられているが，真空中では膨張し

究や，蓄電用キャパシタ，燃料電池の宇宙機への適用に

著しい特性低下を招く．そこで高強度なSUSラミネート

ついても研究を進めている．航法・誘導・制御に関する

フィルムをケースに用いたリチウムイオン電池を開発し

研究領域では，姿勢検出，相対位置検出，障害物検知な

ている．一般に電池は小容量ほど低エネルギー密度にな

どに用いるセンサの開発や，高精度姿勢指向技術画像
を用いた自律航法，障害物検知・回避のためのアルゴリ

ー密度を達成した．

ズム，月・惑星着陸のための誘導制御則などの研究ほか，

2）リチウムイオンキャパシタの宇宙機適用性検討

るが，11Ahと小容量ながら129Wh／kgという高エネルギ

制御用高性能アクチュエータの開発をも行っている．ま

リチウムイオンキャパシタ（LIC）は，動作温度範囲

た，宇宙探査機のインテリジェント化・自律化，移動ロ

が広く，高レートで充放電可能で，充放電サイクル劣化

ボット（ローバ）による月・惑星自律探査技術に関する

がきわめて小さく，さらに釘差しでも発火しない高い安

研究を行っている．地上系技術としては，△VLBIや光
学航法などを複合した高精度軌道推定法，宇宙機運用シ
ステムの高度情報化などを行っている．また，小型科学
衛星のシステムアーキテクチャの研究や太陽発電衛星な

全性を持つ，新しい蓄電デバイスである．将来のミッシ

真空中で膨張するものの，電気特性の低下はほとんどな

どの宇宙エネルギーシステムの研究を行っている．

いことがわかった．この特性を生かし，簡素な拘束治具

ョンの多様化を見据え，LICの宇宙機適用性検討を進め
ている．これまでの評価で，ラミネートタイプのLICは

で衛星構体に取り付け，軽量化を図った．この成果を生

2．研究活動

かし，2013年度打ち上げ予定のSPRINT−Aに付帯するサ
ブミッションとして，LICの運用可能性を軌道上で実証

2．1

電源系技術

2．1．1

極端環境における宇宙用太陽電池の特性評価

1）高温・高照度環境における特性評価

する予定である．

3）燃料電池／水電解技術の高度化検討
固体高分子形燃料電池は水素と酸素の反応により水を

水星探査機MMOの太陽電池パネルの開発過程におい

生成する過程で，電力を取り出す技術である．宇宙の微

て，太陽電池セルにカバーガラスを固定する接着剤の光

小重力のもとで燃料電池を運転するには，発電に伴い発

透過率が高温高照度環境では著しく低下することが明ら

生する水を気相から除去するための水除去機能が必要に

かとなった．さらに詳細な特性を得るため，接着剤単独

なる．また，未反応のガスは循環させて反応系に戻すこ

の評価を進めた．その結果，250℃以上の高温で紫外光

とにより，燃料消費効率の高い発電システムを構築する

が照射された場合に，透過率の低下が劇的に大きくなる

ことが可能となる．

ことが判明した．

このための閉鎖環境用燃料電池として，燃料電池メー

一方で，太陽電池セルそのものの劣化特性も正確に把

カの協力を受け，図1に示すような100W級燃料電池シ

握されてはいない．宇宙用3接合太陽電池セルは，地上で

ステムを試作している．このシステムでは，水素ガスは出

も集光発電システムの中に用いられており，これの長期

口を閉塞し，酸素ガスは循環させるための回転式ポンプ

劣化特性を予測する手法を確立することは重要である．

を有している．このポンプ内部には遠心力により水を除去

高照度の長時間照射試験は難しいが，通電試験は容易で

するための部位を有しており，連続発電を行いながら水
を除去した上でガスを循環させる機能を付与している．

あることに注目し，光照射と順方向通電が太陽電池セルに
与えるストレスの評価を進めている．これまでに得られた

平成24年度には，このシステムを起動し連続動作に

結果では，順方向通電がより大きな劣化を引き起こすご

至るためのシーケンスの検討を進め，自動動作可能なシ
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ステムとして確立するための作業を進めた．

このような燃料電池技術は，固体高分子膜を使用した

71

れている太陽電池用Si中のドナー・アクセプタ不純物の
定量分析法の適用範囲を1×1017cnゴ3まで拡張し，有効性

水電解に応用することが可能である．水電解は有人宇宙

を実証した．さらに多結晶Si中の軽元素不純物を評価す

活動において必要な酸素を生成する技術として研究開発
本部を中心に研究が進められており，この研究への技術協

ることを目的とし，多結晶Siに1MeVの電子線を照射す
ることにより，単結晶Siと同様に発光活性化が起きるこ
とを検証した．これをもとに，液体窒素温度におけるPL

力として水電解の効率向上のための研究を進めている．

測定を利用した炭素の定量法を提案した．さらに低温顕微
PL測定により転位密集部の酸素の分布状況を考察した．

図2PLマッピングにより解明された転位密集部
近傍の（a）歪み分布および．（b）酸素析出分布

図1

閉鎖循環型燃料電池システムの試作品

2．2

水電解においては酸素とともに水素が生成する．平成
24年度には，長岡技術科学大学との共同研究として，こ
の水素と燃料電池発電機構を活用し還元する手法の研究
を開始した．

4）蓄電池劣化機構の解析と，衛星運用手法への反映
軌道上には，「すざく」「れいめい」をはじめとする科

学衛星が飛翔している．これらの運用に反映すべく，電

通信技術

2．2．1

ワイヤレスセンサおよび高効率回路技術

1）RVT内ワイヤレス温度センサの製作および実測評価
RVT（reusable

vehicle

test）内におけるワイヤレスセ

ンサネットワークシステムの構築を目標に，平成24年
度はRVTの実機を用いて4chのワ・イヤレス温度センサの
実測評価を行った．2．4GHz帯を用いるZigbee通信規格
を用い，正常に通信できることを確認した．

池の劣化解析支援や，運用データの解析等を進めている．
特に，リチウムイオンニ次電池については，「はやぶさ」

に搭載された二次電池のターミネート運用に伴い，微小
重力環境に長期におかれた電池の性能均一性が示される
結果が解析から求まっている．「はやぶさ」カプセルに搭
載されていた一次電池については，同型電池の放射線照
射試験等を実施している．なお，「れいめい」に搭載され
ているリチウムイオンニ次電池については，「れいめい」
プロジェクト欄にて論じる．

これらの運用に伴う電池の劣化と安全性との関係をパ

図3試作した4chワイヤレス温度センサ

ラメータとして把握することを目指し，大学と連携して，

電池劣化に伴う反応活性化エネルギーの推移と，電池内
部劣化傾向との比較検証等を進めている．
2．1．3

宇宙電子材料・半導体結晶の研究開発

宇宙用太陽電池の高効率化・長寿命化・高信頼性化を図

ることを目的とし，フォトルミネッセンス（PL）法によ
る各種太陽電池の精密診断を行った．本研究で開発を進

めてきたPLによる太陽電池診断法は，世界的に有効性
が認められるようになり，特に地上用太陽電池の主流で

ある多結晶Si太陽電池評価では急速に普及し始めてい
る．多結晶Si太陽電池用基板中に高密度に存在する転位
の電子的性質および転位と軽元素不純物の相互作用をミ

図4RVT内での実験の様子

2）S帯ワイドパワーレンジ対応整流器システムの研究
RVT（reusable

vehicle

test）内におけるワイヤレスセ

クロンオーダで捉えることに成功し，変換効率の改善に

ンサへの無線電力伝送システムの実現を目標に，マイク

重要な指針を与えることができた．また標準化が切望さ

ロ波のエネルギーをDC電力に変換する整流器システム
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の研究を行っている．2012年度は，RVT内部の複雑な
伝搬環境に対応するため，幅広い入力RF電力でも高効
率なRF−DC変換効率を維持できる整流器システムの製

2．2．2

搭載深宇宙RF通信技術

PLANET−C「あかつき」へ向けて新規に開発された深
宇宙通信機器は，その後のJAXAの深宇宙探査機で標準

作を行った．測定の結果，30dB以上の入力レンジにおい

的に採用されている．そのサポートの一環として，「あか

てシームレスにDC出力が可能，かつ変換効率25％以上

つき」による長期的な軌道上実証を継続している．打ち

の整流器システムを実現した．

上げから3年を経過しても，機器に異常は全くない．2012

年度は，搭載機器のモニタに加え，軌道決定用に再生測

距方式の測距データへ100％切り替えて，再生測距方式
を主方式とするための運用を行った．その長期間の軌道
決定は問題なく行われ，従来方式と変わらない信頼性が
軌道上で実証された．

HAYABUSA−2搭載へ向けてKa帯通信システムの開発
を行っている．これまで，X帯トランスポンダをKa帯へ
拡張する方式を提案してきたが，X帯トランスポンダ出力

図5

を利用し，極力簡便にX帯アップリンクにコヒーレント
なKa帯ダウンリンクを生成する方式が採用されている．

試作した整流器システム
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2．2．3

搭載近地球通信技術

長楕円軌道，月およびL点探査にも対応可能な次世代

power［dBm】

1）C出力電力の測定結果

S／X帯トランスポンダの設計検討を研究開発本部と共同
で実施している。開発予定のトランスポンダは，現行の

3）内之浦局用S帯1kW

SSPA用コンパクト100WGaN

低軌道および静止軌道衛星も含んで汎用なコンセプトか

昨年度までのGaN（窒化ガリウム）半導体によるS帯
アンプの研究の成果を実用化すべくコンパクト100W級

中低速衛星運用回線および科学衛星の高速回線に適用可

アンプの開発

ら，編隊飛行衛星を除く全ての近地球将来ミッションの

GaNアンプの開発を行った．内之浦34mアンテナ，20
mアンテナに導入する大電力固体増幅器（1kW

SSPA）

能な内容となっている．DEST工NYミッションへ向けて
開発を行う計画である．2012年度から，研究開発本部で

別に戦略開発コンポーネントとして採用するGaN高効

向けに開発した原型100WGaNアンプユニットを図7に
示す．ユニットはGaN・HPAと電圧制御回路を排熱効率

率固体増幅器と組み合わせて最適に機能するよう，連携

向上のため，グラファイト基板上に取り付けている．こ

点ミッションであるSPICAがある．2014年度の戦略コ

れらのアンプユニットをさらにコンパクト化し，高効率

ンポーネント採用を目指す．

な70W出力として20セット作成し，円筒型高出力高効
率電力合成器と組み合わせて1kW・SSPAを完成させた．

2．2．4

した開発が進んでいる．DESTINY以降のターゲットにL

イントラスペースクラフトワイヤレス技術

搭載機器問を結線するハーネスを無線化して削減する
技術である．質量軽減，試験工程の簡素化（コネクタレ
RF

OU

RF

IN

r一

ス）による試験作業の信頼性向上，機器配置自由度の増
加という利点を最大限生かす研究開発を行っている．超

、

広帯域無線（UWB）技術に依拠して，宇宙機内部の閉鎖

電灘ノ麟御

空間での電波伝搬および信号伝送特性を開口部の存在の
効果について実験的に評価した．使用する波長に対する
（a）アンプユニット

（b）電力合成器にプラグイン

されたアンプユニット

図7コンパクト100W級GaNアンプ

開口部の大きさを閾に，伝搬利得，遅延スプレッド，ス
ループットの振る舞いが変化し，十分な開口があれば従
来提案してきていた吸収材を使用せずとも残響による信
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に開発されてきたが，この方法は効率的でない．どのよ

号間干渉の影響を回避できる見通しが得られた．

うな衛星にも適用できる標準的なデータ処理システムが
開発できれば，衛星毎の作業は大幅に削減することがで

α暉加cdvc

9醜磁

きるが，実際には衛星毎にミッションが異なるために，

個々の衛星にとっては不要な機能までも搭載しなければ

丁ransmi

D￠tsClmble

蓬m電ertlta

bw／wo

ならなくなり，現実的ではない．

騨

そこで，本研究では，個々の衛星に柔軟に対応でき，

ving

かつ，ある程度の標準化も行えるようなデータ処理シス

㎝

テムの構成法（アーキテクチャ）の研究を行っている．
このアーキテクチャは，以下のような特徴を持っている．
一5日凸腎琶7茗

1

s

（1）データ処理システムを複数の要素（コンポーネント）

■

e

から構成し，汎用の機能は標準要素として開発し，固有
の機能は固有の要素として個別に開発できる．これらの
r一暫tit，「糊1國rl

「煽』暫■ぼ叩贋馳隔【tl

民dav．師d幣胴智ol．・L

網囎一〇「脚1、［

図9

要素を自由に組み合わせて使用できる．（2）衛星毎の規

模擬衛星であるシールドボックスと開口部調整用パネル

（上段），および伝搬利得と遅延スプレッドの開口部の大きさへ

模の違いは使用する要素の数の違いとして吸収できる。

どのような規模の衛星でも，同一の標準要素を使用でき
る．（3）物理的な要素（プロセッサ等）と機能的な要素

の依存性（ド段，各左右）．

（アプリケーション等）を切り離して開発し，同じ物理要
2．2．5

素を異なった機能に使用できる（例えば，同一のプロセ

光通信技術

X帯，Ka帯と通信技術の拡充が完了しつつある。次世

代としてRF通信への相補技術として光通信技術（地上
局と宇宙機問の直接通信）の研究開発に取り組み始めた．

光通信の利点は，帯域制約を受けない高速性にある．そ

ッサを姿勢制御プロセッサとしても観測データプロセッ
サとしても使用できる）．

このアーキテクチャは，現在開発中のSPRINT−Aや
ASTRO−H等において実際に使用されている．

のため，現実的な［径1m程度の光地h局を想定すると，

月・L点ミッションまでRFに対して有利に立つと推定

2．3．2衛星搭載ネットワーク

された。そのため，適用範囲を月・L点ミッションまで

上記のアーキテクチャの一部として，衛星内のネット

と決めて，国内技術として，伝搬過程での確率的な大幅

ワークの開発を行っている．ネットワークの基本部分は，

な回線劣化の予測とその救済技術の研究を進めている．

ヨーロッパで開発されたSpaceWireという規格を使用し

RF通信においても気候条件の良さを理由に立地を海外

ているが，SpaceWireを以下の点において拡張するため

に求め得た実績は皆無であり，光地上局だけ例外とは考

の研究を行っている．（1）リアルタイム処理に使用でき

えられない．天文観測と同じ待遇を期待するのも都合が

るようにするため，データの流れの制御を行えるように

よすぎる．そのため，1つの光地上局で，相応のパフォ

する．（2）データ伝送の信頼性を高めるために，再送制

ーマンスを発揮し，RF通信を凌ぐことができるかどう

御を行えるようにする．これらの研究成果に基づいて，

かが，この研究を実用に結びつける鍵とみている．

SpaceWireの国際委員会に対する提案も行っている．
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モデル化技術の衛星開発への応用

RF回線と光回線の比較（気象条件などは確率的要素として

造を決めるために各分野で開発されてきたモデル化の技
術を応用している．まずは，衛星の機能に関する情報の

考慮せず，固定的な損失とみなした評価）．

構造（機能モデル）をソフトウエアのモデル化技法を参

2．3

情報を格納できるように拡張した．このデータベースは

考にして開発し，衛星情報ベースに衛星の機能に関する
情報デー一タ処理技術

2．3．1衛星データ処理アーキテクチャ

衛星用のデータ処理システムは，従来は衛星毎に個別

SIB2と呼ばれており，現在開発中のSPRINT−Aや
ASTRO−H等において実際に使用されている．
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2．3．4

自律遠隔システムのソフトウエア技術要素

ための制御則の研究，

宇宙機も自律遠隔システム（ARS）に含まれるが，こ

2）観測装置と協調して熱歪みを軌道上でリアルタイム

の研究では宇宙機だけを対象とするのでなく，自律潜水
艇（AUV），無人飛行機（UAV），探査ローバなど現実に

に推定し宇宙機の姿勢を補正する技術についての研

利用されている遠隔システムー般を対象とした自律化技

3）絶対姿勢情報を用いずジャイロセンサのみを用いて

究と，そのSPRINT−A衛星への適用検討，

術，特に搭載ソフトウエアについて研究している．具体

磁気センサのバイアス誤差をリアルタイムに推定す

的には，ARSがおかれた環境や状況に応じたソフトウエ
ア機能の変更方法，それに適したソフトウエア・アーキ

る新しいアルゴリズムの研究，ならびに大気球を用い

テクチャの提案，運用者の意図をソフトウエアとして実
現させるための運用計画（プランニング，スケジューリ
ング），計画の動的変更（リプラン），ARSの状態監視（モ

ニタリング）のアルゴリズム考案およびソフトウエアへ
の実装である．

極限環境で利用されるARSは，運用者の運用意図ある
いは運用手順をいかにモデル化するのかが要点であり，

そうしたモデルを無理なく扱え得るソフトウエア・アー
キテクチャをいかに設計するかに重点を置いて研究して

た飛翔実験装置（BOV）の姿勢決定・制御への応用，

4）宇宙機の姿勢決定で一般に用いられるカルマンフィ
ルタの一種であるUKF（Unscented

Kalman

Filter）

の磁気バイアス推定への応凧
5）飛翔中の「れいめい」姿勢制御系の評価，および
2011年2月に発生したジャイロ故障に対応するため
の，新しいジャイロレス姿勢決定・制御系の構築，
6）「あかり」「ひので」軌道上データの解析，特に中〜

低周波域での姿勢変動とその要因検討，
7）気球ゴンドラの方向制御検討・開発．

いる．また，研究成果物の机上空論化を避けるべく，小

型AUVを試作，運用実験を重ねて行い，アイディアの
現実性を検証しながら活動している．

昨年度から引き続き深宇宙探査ミッションへ直接研究
結果を寄与させるべく，小型科学衛星シリーズへのミッ

ション提案DESTINYにおいて，工学実験テーマとして
搭載ソフトウエアのスクリプト化の提案を行っている．

これまでの成果で効果があったものを宇宙機運用のシー
ンに適用させることが目標である．具体的には，実際の

搭載計算機の能力を考慮してのDESTINYミッションで
得られる軌道上データを想定した，軌道上データ処理・
状態監視のコードの原理検証をしている．

2．4．2

月惑星探査機の航法誘導制御

1）月着陸を目指した探査機の誘導制御検討
月着陸を目指した探査機の誘導則の検討を行った．

また，各種誘導則の比較検討を行うために，着陸シ
ミュレータの開発も行っている．

2）画像に基づく障害物検出
月面画像からクレータ，岩等の障害物を抽出し，地
形の先験的知識からその大きさを推定する手法を研
究した．

3）地形照合航法
月面画像から特徴点を抽出し，探査機の位置を高精
度に決定する研究を行った．

4）探査機の着陸時の制御
探査機が天体表面に着陸する際のダイナミクスの解
析と着陸脚にアクティブ制御を導入した場合の効果
に関する研究，探査機姿勢制御を併用した場合の転
倒防止効果の研究，アクティブ着陸脚の試作・実験
を行った．

2．4．3

惑星探査機の航法センサ

月・惑星探査機の多くが，数十〜数百kmからの距離
測定が可能なLIDAR（LIght
図11

自律化メカニズム実証試験用AUV

Detection

And

Ranging）と

呼ばれる比較的長距離を受け持つレーザ距離計を搭載し
ている．着陸ミッションを持つ探査機では，移動距離の

2．4

航法誘導制御技術

2．4．1

宇宙機の姿勢決定・制御

宇宙機の姿勢決定・制御に関して，制御アルゴリズム
の基礎研究から実際の衛星への応用，およびその飛翔デ
ータの解析まで，幅広い研究を行っている．特に本年度

は，以下の研究を，他研究系の教員，学生，JAXA一般

測定や着陸時の転倒防止の必要から，数km程度の距離
から高度および速度を測定するためのマイクロ波を使っ
たレーダ，さらに着陸時の地形測定や障害物検知のため
に，近距離用のレーザ距離計を必要とする場合があり，

スキャン型またはスキャンレス型のLRI（Laser Range
LRIは自律移動するローバか

Imager）が望まれている．

職員らと共同して実施している．

らの期待もある．これらの要求に対応して，今年度は以

1）柔軟構造物を有する宇宙機の姿勢を高速に変更する

下の項目について研究活動を行った．
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1）光パルス検出ICの開発
主に長距離用LIDARの受信機に使用される， APD
出力読み出し回路で，APDから出力されるパルスの

75

術開発，に関する研究などを行った．

特に以下の課題について研究開発を実施した．

1）探査ローバの自律移動

タイミングと波高値を測定する回路であり，デジタ

月惑星表面での移動効率化のため，移動性能の向上，

ル系クロックを低く抑えるためのTAC（Time

自律機能のロバスト化，環境認識の高度化に関する

Analog

to

Converter）も有している．今年度は平成23

年度の試作IC

LIDARXO4

を「カスタムASIC適用ガ

課題に取り組んだ．具体的には，能動型センシング
システム（Laser

Range

Imager：LRI）の開発とフィ

イドライン」に沿って，搭載品として仕上げるため

ー一．ルドにおける評価地形対応移動制御システムの

に，以ドを実施した．

構築とフィールドでの走行，複数ロボット協調探査

・民生シャトルサービスを使った搭載品製造管理の手

技術としてのスケールに依存しない画像による位置
推定，スカイラインマッチングを用いた絶対位置推

法の確立

・搭載パッケージの選定

定，ライトフィールドカメラ等の人間の感覚を超え

・搭載品製造のための試験方法の確立，試験のための

たセンサによる環境認識の評価単 画像による地
形分類消費電力・発電量ベースの経路計画，自律
機能の評価基準の策定，自律機能の評価に使用する

基準データの取得
・搭載品製造のための仕様書の作成

2）LRI

BBMの開発

ツールの整備（ダイナミックシミュレータ開発）を

ローバの自律移動には三次元の地形環境認識が必須
である．距離画像センサには，比較的長距離を測定
する単一レーザパルスによるFlash

LIDAR型と短距

離を測定する高繰り返しのレーザパルスによる電荷

蓄積型がある．ローバでは10m程度を10cm以下の
精度で測定する要求があることから，電荷蓄積型の
センサを採用して，ローバ搭載用の小型低消費電力
のレーザ距離画像装置（Laser

Range

Imager：LRI）

行った．

2）フィールド試験による評価
伊豆大島裏砂漠におけるフィールド試験にて，rl律
移動に必要な要素技術の成立性確認と性能評価を行
った．

3）主要コンポーネントの宇宙仕様化
ロボットでは多くのモータユニットが必要となり，
その耐環境性の向Lはシステムへの要求を軽減する
ことにつながる．本研究では，モータユニットを構

のBBM開発を行った．
デバイス：S11962−01CR（浜松ホトニクス）

成する，モータ，角度センサ，ベアリング，ギヤに

受信系：FOV

ついて新規開発を行い，＋200〜−50度（駆動温度），

10×10deg，画素64×64

pixe1

送信系：LD波長880nm，繰り返し50〜100kHz
フレームレート：1〜30Hz
図12に示すように，室内の試験施設での測距試験を

＋200度〜−200度（保存温度）の温度範囲を持つモ
ータユニットを実現した．特に角度センサとして使
用する変調波レゾルバは，真空環境で＋200度〜−200

実施したほか，太陽光ドでの試験を実施している．本セ

度での活動をJSPECが所有するチャンバにて確認

ンサを用いることによって，従来のステレオカメラによ

し，ドライバについてもシングルイベントならびに

る手法よりも，高速かつ安全な自律移動が可能になると

トータルドーズに対する放射線試験評価を行った．

期待される．

レゾルバの分解能を25万分割としたものがJUICE
／SWIミッションへの搭載候補となっている．

4）極限環境における衝撃吸収
月面着陸時にも問題となる衝撃ならびにリバウンド

に適用した手法を縦孔底への着陸に使用できないか
検討した．従来の運動量交換型ダンパではなく，エ
ネルギー交換型ダンパを用いることで，小型で大き
図12

LRI試験状況および距離画像

な衝撃吸収ならびにリバウンド低減を図るととも
に，環境条件に対して高いロバスト性を示すことが

2．5

自律化・ロボット技術

2．5．1

できた．

月惑星探査ロボティクス

月・惑星・小惑星などの探査において，探査機が安全
確実に着陸し探査を行うためには，探査機に高度なイン
テリジェンスが要求される．そこで，未知環境である月
や惑星表面を，無人探査ロボットが自由白在に探査を行
うための研究を推進している．今年度は，ヒに月惑星探

査ローバの自律移動とフィールド試験ロボット要素技

図13

LRI搭載の探査ローバ（左）と撮像画像の一一例（右）
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路が不得手とする高速パルス信号処理回路に挑戦した．

当該信号処理回路は，いわゆる電流コンベアー回路（図
15）を基本としており，重イオン計数回路（図16）にお

いて24nsのダブルパルス分解能を確認し，さらに当該
研究開発のスピンオフとしてTOF（飛行時間）を利用可
能なPET（陽電子消滅を利用した腫瘍等の診断装置）向
けの回路において時間分解能67Gitter）／98（walk）psを確
図14

フィールド試験

認した（H．Matsuda
（2013）

2．5．2

et

aL，

Nucl．

Instr．＆Meth．

A699

211−215）．

小天体探査ローバ

小天体を探査するロボットについて，今年度は以ドの
研究を進めた．

・電波を用いた自己位置同定

データ通信のみを行う通信機に距離測定機能を付加
し，試作による検証を行った．
・自律探査手法

自律探査を行うため，カメラの検討と画像データを処
理するシステムの検討を行った．

図16 電流コンベアー回路を用いた重イオン計数回路集積回路は
XFAB社において製造され，長辺，短辺はそれぞれ7．48 mm，3．34

mmである．

・ローバ分離メカニズム

信頼性の高い分離メカニズムを考案し，微小重力環境
における有効性の検証を行った．

2．6．2

耐環境エレクトロニクス

将来の「高機能探査機を利用した惑星探査」を実現す
る上で，高機能性・小型軽量性に加え，耐放射線性・耐

2．6

デバイス技術

2．6．1

アナログ集積回路の研究開発

宇宙機における観測機器等に必要とされるディジタ

熱性に優れた高信頼性半導体デバイスの開発が必須であ
る．このような，民生半導体デバイス開発とは一線を画

す耐環境性半導体デバイス開発のための基盤研究とし

ル・アナログ混載型集積回路に関する開発研究を推進し

て，本年度は以ドの研究活動を行った．

ている．将来の宇宙機においては，高度な観測機器を実

1）

現するために，高精度かつ高信頼性を有する集積回路の
開発が求められている．この要求の解決手段としては，

半導体集積回路を構成する基本トランジスタであ
るMOSFETの動作の要であるSiO／Si界面近傍の極
薄SiO2膜の物性と原子構造との相関を明らかにし

いわゆるディープサブミクロンCMOSを用いた集積回

た．具体的にはSiO2の原子構造をクラスターモデル

路が有力な候補である．耐放射線性，低電力，ゲート遅

で表し，第一原理分子軌道計算を行うことによって，

延の短縮といった優れた性能が期待できるからである．

絶縁破壊電界を簡便に推定する手法を開発した．本

しかし，アナログ部の回路方式，デジタル回路との干渉，

手法の適用範囲を調べるために，Si化合物，

さらには歩留まり水準等の自明でない課題が存在する．

物，Ga化合物に対して検討を行い，いずれの化合物

A1化合

でも同様の推定法を用いることができることが分か

昨年度までは，主として半導体検出器用の低雑音信号

処理回路に注力していたが，今年度は，新たにCMOS回

った．

2）

エレクトロニクス技術で今日主流となっているも
のは，電荷量に情報を対応させるため放射線によっ
て発生するノイズ電荷の影響を受けやすい．このこ
とが宇宙などの放射線環境下でエレクトロニクスを

利用する際のハードルとなっている．そこで，電荷
量ではない別の物性に情報を対応させる技術に期待
がかかっており，その内の一つに電子のスピンを利

用した「スピントロニクス技術」がある．我々は本
技術に関して最先端のものを有する東北大学と協力
して，本技術に対する放射線効果の研究を進めてい

る．基本素子である磁気トンネル接合素子に
15−MeVに加速したシリコンイオンを照射し，その
効果を調べた所，予め記憶させておいたデジタル情
図15

電流コンベアー回路の基本構成

報をそのまま保持できていることを確認した．

This document is provided by JAXA.

皿．研究活動

3）

衛星搭載部品は民生機器に使用される部品と比べ

らの技術を用いて宇宙用の発振子や論理デバイスが

て極めて過酷な温度環境に晒される．想定使用温度
は民生利用の場合は一般的に一20℃から＋70℃であ
るのに対して，衛星の場合は一55℃から＋125℃であ

77

実現できることになると期待できる．

2）慣性駆動型MEMSアクチュエータ
MEMSアクチュエータの利用範囲を広げるため出

る．そのため高温・低温あるいは熱サイクルによっ
て，民生利用では見られないさまざまな故障が起き

力を上昇することを目的として慣性駆動型のアクチ

ることが懸念される．一方，CubeSat，小型衛星な

としては耐環境性に優れた静電式アクチュエータを

ど予算制限の厳しい衛星で革新的な試みを行う場
合，民生部品を利用することも必要となってきてお

利用し，バネで吊られた重りを駆動させ，壁に衝突

り，民生部品を使いこなす技術が必要となっている．

生している．今までに通常使用されるMEMSアクチ

本年度はそのような「衛星搭載部品の選定」に焦点

ュエータの100倍から1000倍以上の発生力を得る

ュエータを開発し，動作の確認を行2た，駆動方式

させることで発生する衝撃力を利用し大きな力を発

を当てた第23回高温エレクトロニクス研究会を開

ことに成功した．現在更なる出力の向上をめざし，
駆動方式や機械構造を検討，試作している．

催した．

3）回路シミュレータを用いたMEMSデバイスのシミュ
2．6．3

宇宙用マイクロマシンに関する研究

レーション

1）カンチレバー型多機能MEMSデバイス

回路シミュレータを用いてMEMSデバイスのシミ

ー本のカンチレバーを用いて発振子や乱数発生器，

ュレーション行う手法を開発し，デバイスの研究開

論理素子など様々なデバイスを実現することができ

発を行なった．この手法は回路シミュレータ内で手

る．例えば，DC電源だけで発振する自励発振デバ
イス等では，平行平板型アクチュエータで起こる

軽に電気と機械の連成シミュレーションが可能で，

pull−in（引き込み）現象などの不安定現象を積極的

を確認した．本手法を用いて新たなデバイスの解析

に利用することで発振現象を引き起こしている．ま

を行い，実際にそのデバイスを作成し，解析どおり

た，この不安定現象を利用することで乱数発生器な

に動作することを確認した．また，本手法により周

ど今までになかったMEMSデバイスを実現するこ

辺電気回路を含んだMEMSデバイスのシミュレー
ションが可能になるため，半導体集積回路とMEMS
デバイスを集積化したデバイスの研究・開発のシミ

今までに開発したデバイスの挙動を解析できること

とができた．さらに，カンチレバーを一本しか使用

しない非常に単純な構造のMEMS論理デバイスを
開発した．従来の手法ではNOTデバイスのみか

ュレーションが可能になった．

NOTデバイスを複数組み合わせてNANDやORな
どの論理デバイスを構成していたが，本研究では，

2．7

探査機の軌道決定

軌道決定グループとしては，主に「あかつき」，「イカ

一つのデバイス（カンチレバーが一本）でNOTは
もちろんのこと，NANDやXOR， XNORなどより複

ロス」の軌道決定に関する作業や研究や「はやぶさ2」

雑な論理デバイスを開発した．単純な構造であるた

の軌道決定精度の解析を行った．特に「はやぶさ2」に

め，デバイスのフットプリントも小さく，3次元化

ついては，最もクリティカルな運用であるリエントリ時

による高密度集積化が容易になる．宇宙応用を考え

の軌道決定解析を先行して行い，成立の目処を示すこと

た場合，MEMSは高い耐環境性能を持つため，これ

ができた．

2．7．1

DDOR技術の開発

△VLBIの原理に基づき深宇宙探査機の軌道決定精度
を向上させる技術であるDelta−DOR（Delta

One−way

Differential

Range）の，国際的な相互運用性を確立するた

めに，宇宙データシステム諮問委員会（CCSDS）にて国
＼

際標準規格・推奨規格の作成を行っている．JAXAは海
シミュレーションシステム

＼

外深宇宙局を有さないため，国際的な相互協力体制を確

立する事が，JAXAがDelta−DOR計測を行う上で本質的
に重要である．本年度はJAXA／NASA／ESAの三機関の問
で制定中のblue

世．

book規格「DDOR

raw−data

exchange

format」に準拠したDDORデータの相関処理ソフトウェ

隈

アの開発を行い，IKAROSで取得したDDORデータを用
b〕Somu旧勤On

mωeI

図17研究開発中のMEMSデバイス

いてNASAとの間で結果の比較を行った．その結果数t
ピコ秒（1ピコ秒は一兆分の一秒）という極めて高い精
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度で結果の一致が得られた．この比較結果により，相関

行っている．

処理システムについてはNASAと同等のレベルを満た

さらには，将来，これら小型衛星システムを用いて実

し，近年の高精度火星着陸等で要請される高い精度の軌

現する先進的なミッションの基礎研究として，バイスタ
ティック・レーダの研究も実施している．

道決定を満たす能力が得られたと言える．データ比較結

果についてはCCSDSの公式recordであるYellow

book

「Delta−DOR

val−

Raw

Data

idation」に記載した．

Exchange

Format（RDEF）data

WG内レビューを経て近く正式発

行の予定である．

2．8．2

小型衛星高速通信システムの開発

小型科学衛星「れいめい」の次の世代の小型探査機の
システムの研究開発を行っている．特に，小型地球観測
衛星や惑星ローバなど電力リソースが限られた宇宙機に

2．7．2

オープンループ受信機によるlKAROSの軌道決定

よるミッション成果を最大限に大きくするためには，こ

2010年に打ち上げられた小型ソーラー電力セイル実
証機IKAROSの軌道決定および太陽輻射圧推定を行っ
た．IKAROSはこれまでの探査機より一桁以上大きな面

度の高速で伝送するための小電力な高速通信技術の開発

積質量比を持つため，太陽輻射圧の推定が重要となる．

信システムの仕様である．16QAM変調方式で，100Msps，

また，IKAROSは軌道上でその膜面を展開するため，展
開後の運動を検知することができる軌道決定の役割は大

200−300Mbpsのデータレートを持ち，

きい．本年度は，IKAROSの姿勢状況が悪く信号が微弱
な上に，スピンレートが早すぎるため通常の運用系では

20Wに抑える事に成功した．図19のように，地上受信
用の3．8mのS／Xバンド共用パラボラアンテナを相模
原キャンパスに設置した．2014年には，重量50kgの小

IKAROSからのダウンリンク信号をロックする事ができ
ず，2−wayドップラ観測量を取得することができない状
況が続いていた．そこでDDOR計測用に開発した受信機
をIKAROS追跡用のオープンループ受信機として利用し
て，記録した生電波のデータから2−wayドップラ観測量
を抽出するためのソフトウェアを開発した．これにより
運用系でドップラが取れない回線状況が悪い日であって
も条件によってはドップラが得られるようになった．こ
れらのデータを用いて冬眠運用中の軌道予測の候補を絞

り込み，実際に9ヶ月間の冬眠運用後にIKAROSの再捕
捉を行う事ができた．

れらの小型システムからの観測データを数100Mbps程
を実施している．表1は，開発した小型衛星用の高速通
GaN−HEMTアン
プの開発により衛星搭載送信機（図18）の消費電力を

型衛星，ほどよし4号機にこの通信システムの軌道上実
証を行う．
表1

開発した小型衛星高速通信システム仕様

ビットレート

600km

送信R電力

2W

周波数占有帯域

変調方式
搭載アンラ『ナ

地上アンテナ

2．8

25⑪Mbps

軌道高度

150MHz＠8GHz

16QAM
MGA（15dBi｝

直径3．8m

小型衛星システム

2．8．1

小型科学衛星

宇宙研では，従来の中型科学衛星の補完的な位置づけ
として，小型科学衛星シリーズを立ち上げている．多様
なミッション要求を有するシリーズ衛星を，低コストで
高頻度に打ち上げるために（約5年に3機程度），「柔軟
な標準バス」のコンセプトを提案し，標準インタフェー
スを基盤とした，機器換装が容易な「セミオーダメイド」

バスを開発している．1号機SPRINT−Aの打ち上げは，
2013年度を予定している．また，将来の小型科学衛星シ
リーズの発展に備え，宇宙工学委員会の下に「次世代小

図18

省電力高速送信機の試作機

型標準バス技術WG」を組織し，「多彩なコンポーネント
のプラグイン化⊥「革新的な熱構造」，「簡便で標準化さ

れた検証方法」などを目標に，他研究系と連携して研究
を進めている．

一方，小型科学衛星シリーズへの工学系からの提案を
目指し，小型月着陸実験es

SLIMの検討に深く参画して

いる．そこでは，探査機システムのみならず，本研究系

L一

のバックボーンであるエレクトロニクスを背景に，ピン

図19相模原キャンパスに設置した

ポイント着陸の肝となる画像航法や着陸レーダの研究を

3．8mSIX共用アンテナ
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小型衛星用マイクロ波合成開ロレーダの研究

100kg級の小型衛星に搭載可能なXバンドマイクロ波
合成開［レーダの検討と一部試作研究を行なっている．
0．7mxO．7mxO．7mのピギーバック打ちヒげに対応できる
よう，一層構造スロットアレイアンテナをパネル展開し，

導波管非接触対向方式（特願2013−128851）で給電を行

う方式を考案した．システム検討の結果，600WのGaN
パルスアンプを用いて，地上分解能10m（NESZ＝−20dB）

あるいは，3m（NESZ＝−15dB）の性能を得る事を目標
として，平面アンテナ，RFパルス増幅器などの開発を
行う．また，JAXA宇宙実証センタと協力して100kg級
小型衛星への搭載化の検討を行っている．

図21テザー型太陽発電衛星完成図

2．9．2

軌道上大型構造物技術

テザー型SPSに関して，軌道上建設方法と形状維持技
謬ソ

駅oろ，

術の研究開発を行った．SPSに必要なkmスケールの発
送電パネルを軌道上で無人で展開・維持する技術は現在

存在しない．本研究ではkm級パネルの展開方法を考案
するとともに，それに必要な超軽量の展開機構として形
状記憶合金（SMA）及びカーボンナノチューブ（CNT）
を利用したアクチュエータの試作・試験を行った．これ

／
図20 100kg級小型衛星に搭載できるマイクロ波合成開1−1レーダ
左ヒ 0．7xO．7xO，7mのピギーバック形態でロケットに搭載

右ド

によりまずは100m級の軌道上実証実験を可能とする技
術の確甑を日指している．図22に建設方法のシナリオ
を示す．また，レーザ距離計と歪みゲージを用い，パネ
ル状アンテナの形状推定手法を確NZした．開発を進めて
いるスマートアクチュエータと組み合わせ，大規模アン
テナパネルの形状維持方式を考案した．レーザ距離計を
川いた形状推定の実験を図23に示す．

軌道ヒで4．6mxO．7mの観測アンテナを展開
めソ

ロとゆセ

100m

﹀

100m

宇宙エネルギーシステム

︑

2．9

PtatfOfm

2．9．1次世代のエネルギーシステムー太陽発電衛星一

launch

Tethe「

e担c鰍）n

ex巳ens■on

P旧t勧rm

P8nel

太陽発電衛星（SPS）とは，衛星軌道上で太陽光によ

8m
deplOyment

り発電した電気エネルギーを無線で地上に送り，利川す
る新しいエネルギーシステムである．地上での太陽光発
電と比較して，24時間天候に左右されずに発電が可能で

Panel

Plo》ISK⊃n

Pa隠l

Panel

and

depbyment

あり，安定かつ大電力のエネルギーを供給できる特長が

Penel

図22

remcvve
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kmパネルの軌道tiju設方法

ある．衛星軌道上から地ヒヘマイクロ波を川いた無線送
k°°m

レ計

電が主に検討されている．マイクロ波は太陽光より大気
層を透過しやすく，高い送電効率が期待できる．

本研究では，その技術的なフィージビリティを確固た

るものにするために，SPSの理工学的研究課題に取り組
んでいる．課題は4項目である．（1）軌道上大型構造物
技術（2）高精度・高効率送電技術，（3）耐宇宙環境性，

9．4m

（4）軌道上システム実証，である．この内，（2）の一部

図23

レーザ距離計による形状推定実験

であるマイクロ波送電については，経産省・関係大学・

JAXA（研究開発本部，宇宙研）の連携による地ヒ技術実

2．9．3

高精度・高効率送電技術

証のプロジェクト段階に入ったが，その他の研究は基礎

本研究ではSPS特有の技術であるC帯（試作は5．7GHz

研究が必要な段階にある．先端的かつ系統的な研究開発

帯）でのビーム形成，方向制御技術について，近未来の

と実証実験を積み重ねてSPSの実用化を実現するための

小型軌道h実証を目指した試作研究を実施した．独立に

技術体系を確立する．ベーシックモデルの位置づけにあ

位相を制御できる16枚パネル構成の無線送電システム
を構築し（図24），温度依存特性，アンテナ面の機械的

るテザー型太陽発電衛星を図21に示す．
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変形を考慮し，100Wクラスの大電力放射実験を行った．

（a）

（b）

また，複数パネル問における位相同期システムの実験に
着手した．
ぐ

ぐ

ぐ

ぐ

（a）斜め衝突実験用ターゲットと（b）斜め衝突現象のシミ
ユレーション結果

図27
（a）64サブアレーアンテナ

図24

（b）16位相制御機能付き増幅器

マイクロ波送電実験装置
2、9．5

2。9．4

耐宇宙環境性

軌道上システム実証

マイクロ波送電技術に関して，地上デモンストレーシ

kmサイズとなるSPS発送電パネルではデブリによる

ョンの次の実証フェーズとして，小型科学衛星を用いた

衝突破壊は不可避である．超高速衝突では電磁波が発生
することが知られている．その電磁波を用い，大型パネ

宇宙実証実験の検討を行っている．実験目的は以下3項
目である．（1）軌道上からのマイクロ波ビーム制御能力

ルにおけるデブリ衝突の検知，位置の特定，衝突規模の

実証（2）マイクロ波の電離層通過実証（3）マイクロ

推定のための手法の検討を実施し，超高速衝突によって

波送受電の電力効率評価（実験と解析），である．主要搭

発生する電磁波の計測実験を実施した．また，超高速衝

載ミッション機器は，2kW（Typ．）のマイクロ波放射が

突によって電磁波が発生するメカニズム解明のために，

可能な送電システムとプラズマ計測装置，波動受信機で

ターゲット内部の圧力波伝搬のシミュレーションを行

ある．電離層プラズマ中で商用SPSにおいて想定される

い，実験結果との比較を行った．図25と図26に超高速
衝突実験に用いる2段式軽ガス銃とシミュレーションの

電力密度1，000W／m2を数卜mの範囲で実現し，地上では

一例を示す．

離層中では，プラズマパラメータの計測と励起される波

マイクロ波ビーム強度と放射パターン計測を実施し，電
動計測を行う．実験モードには地上でマイクロ波計測を

行うモードAと電離層中でマイクロ波を放射しながらそ
の場観測を行うモードBを検討している．実験モードを
図28に示す．また，衛星の搭載案を図29に示す．

地上局側に放射

類ハ

モードB

モードA

衛星進行方向に放射

送電7M；：tii⇒
ビマ

速度ベクトル方向に放射

軌道速度

1イ

［⇒マイクロ波ビーム

7．5kmls

軌道速度7．5㎞1s

上
尋地

→

図252段式軽ガス銃

地上

図28

実験モード

インピーダンスプローブ用アンテナ
固定バイアスプローブ

／
／

周囲×2アンテナ部xシ／

マイクロ波送電アンテナ（直径19m）
ングミュアプローブ（x2）

←波動受信アンテナ（lm／本x4）

図26

ターゲット内圧力波伝搬のシミュレーション

＼ミツシ，ン機器収納部
ミッション系バス

また，SPSのコアー部を防御する軽量デブリシールド

＿一標準小型衛星バス

に関して，斜め衝突を用いることで軽量化を目指してい

／灘渠1凝固定翼、

る．実験とシミュレーションにより設計手法の検討を実

施している．図27に斜め衝突実験のターゲットと斜め
衝突のシミュレーション結果を示す．

図29

SPS小型衛星搭載案
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薄膜発電システムの研究

2．9．7
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水サイクルシステムを用いた宇宙機電源システ

平成23年度から，重点研究「超軽量大面積薄膜発電
システムの研究」として，研究開発を行なっている。
IKAROSで実現した性能と木星圏探査ミッションにおけ

ムの研究
宇宙機あるいは宇宙基地における太陽光と水を利用し
た宇宙エネルギーシステムとして，水の電気分解と燃料

る要求の問の面積・重量電力比・コスト要求のギャップ
を埋めるための技術開発である．木星圏等の外惑星探査

電池を組み合わせたシステムの基礎研究を実施してい
る．エネルギーシステムだけではなく，推進系や生命維

をターゲットミッションとするが，将来薄膜構造搭載化

持システム，惑星における鉱物精製システムへの応用も

研究を行うことで，地球周回衛星への低コスト発電シス

検討している．今年度は，燃料電池と水の電気分解装置

テムへの応用も目指している．今年度は，試作による大

からなる閉鎖系システムにおける水分管理の検討を行
い，無重力環境下での使用を考慮した加湿器の開発を行

面積化のための技術検証を実施した．コーティングと反

り対策を施したA4サイズの太陽電池と集電路をインテ
グレートし，メートルサイズの発電膜を試作した．図30

った．実験システムを図31に示す．

に示す．

鱗

魁

図30

試作薄膜発電システム

図31

閉鎖系水サイクルシステムの構成
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3．各センター及び室
a．宇宙科学プログラム・オフィス
上野宗孝

大汐一夫

吉原圭介

馬場

大嶋亮太

小川恵美子

肇

1．宇宙科学プログラム・オフィスについて

殿河内啓史
栗山悦宏

小山和広
淺野聡子

等の窓口となり，選別・選択して対応
（4）プロジェクト・実験等に関する宇宙開発委員会，経

宇宙科学プロジェクトは，少数精鋭の体制で実施して

営レベルへの対応（情報連絡を含む）

おり，また挑戦的なミッションを実現するためにJAXA

JAXA経営への説明，対外報告等の調整，資料とりま

インテグレーション方式を基本としていること等から，

とめ

今後，より着実にプロジェクトを遂行するためには更な

プロジェクト，実験等に関する情報連絡・プロジェク

る支援とボトムァッププロセスの中におけるプログラム

ト側の立場としての危機管理対応

戦略的な活動が重要である．人的リソースが限られてい

プロジェクト・実験が抱えている問題解決支援

る状況において，プロジェクトチームを横断的に支援す

プログラム共通な問題プロジェクト固有な問題によ

る組織として「宇宙科学プログラム・オフィス」が宇宙

ろず対応

科学プログラムディレクタの下に設置されている．

試験設備・運用設備の調整作業

「宇宙科学プログラム・オフィス」は，プロジェクト

2．昨年度の活動の総括

支援として審査会の対応，実験等の実施のための対外調
整支援等を横断的に行う他，以下の業務を行っている．
・プログラム戦略に関すること

また旧・観測事業が行っていた実行支援（例えば各種

・プログラムに係わる企画調整

実験の総務班対応など）は人的リソースの観点で，科学

・内外への報告業務や計画管理対応の支援

推進部と連携する形で実行を行った．宇宙科学プロジェ

・プロジェクト・実験等の情報連絡対応等

クト・実験活動における問題解決及びプログラムの共通
的な課題の解決については，個別問題の解決支援の必要

（1）プログラム戦略に関すること

性が高くなり，横通し活動に加えて個別支援の重要性も

ミッションロードマップの作成・維持・改訂とりまとめ

高く，よろず相談窓口としての機能を強化しつつある状

宇宙科学のプランに関する検討を宇宙理学・宇宙工学

況である．宇宙研内にプロジェクト実行時のノウハウの

委員会の議論と連携

蓄積を行うための活動の一環として，有益と思われる情

設備整備要求とりまとめ，関係本部との調整（臼田宇

報をまとめた宇宙科学プログラム・オフィスのページを

宙空間観測所の運用，将来計画，輸送本部・イプシロ

立ち上げ，JAXA全体に対して，顔の見える組織となる

ンロケットプロジェクトチームなど）

よう，発信力強化を行った．

（2）プロジェクト・実験等活動の支援
宇宙研内審査会事務局

小型科学衛星シリーズプロジェクトのターミネーショ

プロジェクト活動に関する相談窓口→関係部署との1／F

ンレビューを受けて立ち上げられた，宇宙科学プログラ

その他プロジェクト推進に関する他に属さないこと

ムの実効改善タスクフォースの事務局として，議論の取

予算要求，実行資金取りまとめ，調整支援（計画ライ

りまとめ，メーカーヒアリングなどを集中的に行い，提

ンと連携），各種経営審査対応．

言書をまとめる作業を行った．またこの提言にそったア

（3）PD配下の組織（プロジェクトチーム，実験室等）

クションプランの取りまとめを行い，今年度以降宇宙科

の経営層に対する報告対応

学研究所の活動をより良くする指針として，実行して行

組織長あてに一律に出されるマネジメント要求，調査

く計画である．
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b．宇宙科学プログラム・システムズエンジニアリング室
満田和久

渡辺次男

飯嶋一征

鈴木保志

池田知栄子

小川美奈

中谷幸司

廣瀬史子

仁田工美

橋本樹明

1．概

要

馬場

肇

川勝康弘

前島弘則
紀伊恒男

観測ロケット，大気球からのメンバーが参加した．

宇宙科学プログラム・システムズエンジニアリング

（3）

SE・PM支援チームによるプロジェクト支援

（SE）室は，宇宙科学プログラム／プロジェクトにおける

有識者による「宇宙科学プロジェクト横断システム設

SEの強化を図るために，開発中のプロジェクトおよび検

計支援チーム」を前年度に引き続き，SE室に設置し，プ

討中のプロジェクトに対して，技術的事項の調整SE

ロジェクトの設計段階におけるSEの強化を図るために，

能力の強化施策，SE活動および技術開発戦略の策定に関

設計支援チーム員としてプロジェクト主催の衛星システ

する活動を行っている．

ム設計関連会合にご出席を得た．

特に，開発中の宇宙科学プロジェクトのSE強化を図
るために，プロジェクトの担当者をSE室に併任するこ

等の場で直接指摘やコメントをいただいたり，会議終了

とでSE室とプロジェクトが連携し，効率的なSE活動が
できる体制をとっている．

設計検討における支援活動の方法としては，設計会議
後に意見を文書としてまとめてSE室に提出してもらい，
プロジェクトにフィードバックした．チーム員は衛星・
探査機のシステム設計を経験された5名（向井，槙野，

2．平成24年度の活動内容

小川原，長島，中丸／敬称略）で，プロジェクト毎に担
当を決めさせていただき，下記の設計会議等にご出席を

SE室の主な活動をSE室主体とチーフエンジニアリン
グオフィス（CEO）との協力関連分に分け，更に活動の
目的別に整理した．

2．1

プロジェクトにおける問題発生を防止するための

活動（SE室主体の活動）
2．1．1開発中のプロジェクトに対する支援
（1） 科学衛星の特質に合わせたプロジェクト実施方法

得た．

・BepiColombo

（6／14，10／15−16）

・ASTRO−H

（5／22−23，10／10−11，2／18−19）

・SPRINT−A

（9／12）

・ERG

（9／13，1／22）

（4）

宇宙科学プロジェクトの審査・評価への協力

SE室直接のプロジェクトへの支援活動として，下記の
宇宙科学プロジェクトの審査・評価等に協力した．

の検討

ース活動，および，それに対する宇宙科学研究所のアク

（8／20）RMP＃1結果評価
（10／10）RMP＃2実行計画評価

ションプランの取りまとめに協力した．宇宙科学プログ

・BepiColombo（1／29）ESA分CDR（ESTEC）

ラムに適したプロジェクトの実施方法をPM規定，

・ISS科学

宇宙科学プログラム実行上の改善に関するタスクフォ

SE・

PMガイドラインに反映することが，来年度の重要課題

・SPICA

・ERG

（2／19）JEREMI

SDR

（3／14）基本設計確認会

と認識された．

（5）

（2）

SEマトリックスによる状況把握と情報交換

開発中のプロジェクトの課題等の把握

「宇宙科学プログラム実行上の改善に関するタスクフ

SE室／PO定例会

ォース」の提言に対する「アクションプラン（平成25

前年度に引き続き，SE室，各プロジェクトのSE担当

年3月設定）」に基づき，開発中のプロジェクトの進捗，

者およびPOで構成するSE室／PO定例会を週1回の頻度

課題，リスク等をタイムリーに把握するための所内定例

で開催し，プロジェクトおよび関係部門とのタイムリー

会として，「宇宙科学プロジェクト開発状況確認会議（仮

な情報共有を非公式な形で行うと共に，得られた重要課

称）」を平成25年度から開催することで準備を開始した．

題等については，所長およびプログラムディレクターに
2．1・．2

適宜報告した．

月惑星SE室からも参加を得て相互の情報共有を図っ
ており，プロジェクトとしては，BepiColombo／MMO，
ASTRO−H，

SPRINT−A，

ERG，はやぶさ2，

ISS科学，

SPICA（プリプロジェクト），再使用観測ロケット（本部

プロジェクト），C−SODA地上系，運用中のPLANET−C，

検討中のプロジェクトに対する支援

宇宙理学委員会の下に設置されたワーキンググループ
（WG）は，将来のプロジェクトの検討を行っている．

WGの中には，これまで宇宙プロジェクトの経験のな
いメンバーや，主査を含めて大半がJAXA外のメンバー
で構成されたワーキンググループもあり，プロジェクト
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化に向けた検討においては，検討の当初からSE的な考
え方を取り入れることが，将来のプロジェクト開発ラェ

（1）

ーズでの問題発生時に不可欠である．そこで，SE室は
WGによる検討の初期段階の支援，すなわち，科学目的

験と知識（ナレッジ）を継承する目的で，知識共有シス
テム（LINKS）に反映するナレッジの収集に協力した．

の明確化，科学目的からミッション要求へのフローダウン

金星探査機「あかつき」の金星周回軌道投入失敗に関

と，システム要求の適切な選択，を中心に支援している．

知的共有システム（LtNKS）関連

プロジェクト活動で得られたマネジメントに関する経

するナレッジ収集のために，当時のプロジェクト担当者
にインタビューし，

（1）

WGによる検討の支援

軌道上のクリティカルイベントに対

するバックアッププランを検討する場合の注意点

支援は基本的に，WGの要請に応じて行なっている．
今年度，支援を行ったのはLiteBIRD，

SOLAR−C，

WISH，

火星大気散逸観測ミッション，HiZ−GUNDAMの5つの
WGでありた．この中で， Hiz−GUNDAMは，りくばの

L㎜（Sへ反映した．

MSDGに支援主体をお願いし，

（2）

ISAS

SE室はそれを支援

する形で，支援活動を行った．また，LiteBIRDは今年度

など

をまとめた．また，前年度に実施したASTRO−Gプロジ
ェクトの中止に関するナレッジの最終確認と合わせて

コスト予測モデルの検討

前半までMSDG主体であったが，年度途中からSE室が

CEオフィス／SE推進室とミッションデザイン支援グ
ループ（MDSG）による「コスト予測モデル」の科学衛

主体となって支援する体制に移行した．LiteBIRDについ

星への適応検討作業に協力した．

ては，システム要求の適切な選択のための活動として，
メーカーによるシステム検討の支援まで行った．

（3）

技術ロードマップ（TRM）の改訂

第2期中期目標期間の最終年に当たり，SE推進室が中
（2）

公開ホームページ（HP）の作成

心となって，「技術ロードマップ第7版」の改訂作業を

SE室によるWG活動への支援およびSEに関する情報

行った．SE室は宇宙科学分野の技術ロードマップを中心

をタイムリN・一一に提供することを目的として，平成24年

に，宇宙科学分野の技術開発研究の優先順位付けを担っ

11月にISAS外部向けの公開HPを立ち上げ， WGの構
成員に周知した．本HPではSE室が宇宙科学プロジェ

ている宇宙理学委員会／宇宙工学委員会と連携・協力しな

クトのミッションサクセス・上流設計を支援することを紹

がら全体的な見直しと研究開発項目の再確認を行った，

介すると共に，WG活動に有用なJAXA文書も紹介した．

また，JAXA内の他部署との調整も行った．さらに本
作業の一環として，宇宙科学プロジェクトに関連する
JAXA外開発戦略の調査も行った．

（3） 有用なJAXA文書をWGに提供する手順の確立
前項の公開HP上で紹介しているJAXA文書は情報セ

次年度はこれらの見直し結果をベースに「JAXA総合
技術ロードマップ（第3期中期計画期間）」がCEOにお

キュリティー上の取り扱い上の違いから，一般公開され

いて制定されることとなった．

ている文書とされていない文書がある．

一般公開されていない文書については，情報セキュリ

（4）

スキルギャップの調査

ティー要求に基づきWGの関係者に閲覧可能とするため
の手続きを確立し，WGへの提供を開始した．

基づくISASにおけるスキルギャップの調査に協力した．

2．2

本調査はJAXA内で必要とされるスキルに対して，実
員のスキルを比較し，その過不足を定量化しようとする

SE推進室／CEOの活動への協力

SE推進室／CEOを中心とするJAXA全体に関わるSE
推進活動がより効果的なものとなるよう，SE推進室

SE推進室と人事部が共同で行ったスキル認証制度に

試みである．教育職のスキルをどのように把握し，定量
化するかが，今後の大きな課題として残った．

／CEOに協力した．

c．安全・品質保証室
清水幸夫

1．概

大串義雄

矢嶋季郎

要

杉山由香

上戸有紀

一，機構内の品質マネジメントシステムを構築し，順
次システムの向上を進める．

宇宙航空研究開発機構の第二期中期事業計画が策定さ

れ，平成24年度はその最終年度にあたる．策定された
第二期中期事業計画の安全・品質保証室に係わる事項は，

一，安全・信頼性管理に対する教育・訓練を行い，機
構全体の意識向上を図る．

一，機構全体の安全・信頼性品質管理の共通データベ
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一スを整備し，データ分析を行い，予防措置を徹
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基づく自主管理によって実施され，ISO9001品質マネジ
メントシステム要求事項に対し，宇宙科学研究所の文書

底する．

一，安全・信頼性向上及び品質保証活動の強化により，

RQA−XOOO3，

RQA−AOOO5によりQMSの維持，運用を実

施している．

事故・不具合の低減を図る．
であった．

宇宙科学研究所の安全・品質保証室は，第二期中期事

2．2

JAXA信頼性推進会議および信頼性計画分科会へ

業計画期より安全に関わる業務が付加され，宇宙科学研

の参加

究所の安全・信頼性・品質保証活動の中核を担う組織と

機構全体のS＆MA活動の重要事項調整，方針決定が行

位置づけられた．宇宙科学研究所の品質マネジメント活

われる信頼性推進会議の宇宙科学研究所幹事を担う．ま

動は機構に横断的な「品質マネジメント規程」により行

た，信頼性推進会議のプリボードとして設置されている

われ，同じく機構に横断的な下位文書により実施される．

信頼性計画分科会へ構成員として参加し，宇宙科学研究

次に，宇宙科学研究所の安全・品質保証室の独立した

所のS＆MA活動について調整，意見交換などを実施して

活動は，

いる．

一，定常組織としての安全・品質保証室の活動，
一，宇宙科学研究所信頼性品質会議の定期開催，
一，安全・信頼性推進部との共通活動の推進，

一，字宙科学研究所のプロジェクト固有の品質保証活
動関連文書案の起草・制定および支援，

一，宇宙科学研究所のプロジェクトに関連する契約相
手方企業との品質保証活動の協議・調整，

2．3

信頼性品質会議主催

宇宙科学研究所長決定第21−6号の規定により安全・
品質保証室は概ね月に1回の頻度で宇宙科学研究所信頼
性品質会議を主催した．
会議では，

（1）宇宙科学に関する衛星及び飛翔体等の企画（以下

である．また，宇宙科学研究所の安全・品質保証室は月・

「企画」という．）の遂行に必要な所固有の品質マネ

惑星探査推進グループ（JSPEC）の安全・品質保証室を
兼務し，その所掌するプロジェクトについても同様の業

（2）企画における信頼性管理及び品質マネジメントシス

ジメントに関わる規則・基準類の整備
テムの整備

務を実施している．

第3期中期計画の策定について安全・品質保証室・信
頼性推進部および各本部の安全・ミッション保証室等

（3）企画の実施に伴い発生する信頼性管理情報の収集，

S＆MA部門と連携し平成25年度からの体制見直しなど
を協議した．本見直しはjAXAを取り巻く社会情勢の変

（4）その他品質マネジメントに関して必要な事項につい

記録等
て調整・水平展開・意見交換を行った．

化やこれからのJAXAのあり方を見直す活動の中で
S＆MAグループ全体として取り組むものと位置づけら

2．4

宇宙科学研究所会膳・月惑星探査推進グループ会議

（JSPEC会議）等出席

れた．

安全・信頼性推進部との共通活動の推進では，信頼性

安全・品質保証室として，職位で指定された宇宙科学

計画分科会の構成員として，また信頼性推進会議の事務

研究所会議，JSPEC会議，プログラム会議，技術評価専

局として信頼性品質向上活動に努めた．

門部会等に参加し，必要に応じて意見の発言・各種調整

なお，部品班の池田雅彦氏，安信部の芝山有三氏の両

を行った．

氏にも多大な支援を得ている．

平成24年度の安全・品質保証室の個々の活動を以下

2。5科学衛星プロジェクトに関する審査会等支援活勘
宇宙科学研究所およびJSPECが計画し，今後打上げ予

に示す．

定のプロジェクト・プリプロジェクトについて，そのプ

2．活

動

ロジェクトの重要な時期に開催される審査会等において
審査実施の支援を行なっている．また，審査員として招

2．1宇宙科学研究所の品質マネジメントシステムの構

築，維持及び運用
品質マネジメント規程に基づき，宇宙科学研究所の品

集された場合はそれらに参加し審査に加わっている．平
成24年度に参加した主な審査会等は下記の通り，

M4．04．27はやぶさ2デルタCDR

質方針，品質目標を定めてQMS活動の推進を実施して
いる．また，プロジェクト管理活動，S＆MA活動を通し

H24．06．14

て宇宙科学研究所における品質を確保するとともに，信

H24．06．18

H24．06．12はやぶさ2設計会議

頼性品質会議において必要な是正処置情報の周知を展開

H24．06．25

している．

H24．07．09

宇宙科学研究所のQMSは，品質マネジメント規程に

H24．07．23

Bepi

MMO

DM＃19

ASTRO−H姿勢系CDR2
A−H
MMO

RCSタンクPSR（NEC主催）
CNV

Bepi

MlP

MMO

FMコンポーネントMIP
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HCE

成24年12月の安全審査委員会において惑星保護審査部

H24．07．24

ASTRO−H

H24．08．23

SPRINT−A搭載機器処置確認会

CDR

会が新設され，安全審査委員会の下で部会が審査する体

H24．08．31第11回はやぶさ2設計会議

制となった．当面部会事務局を安全・品質保証室が行い，

H24．09．06

MMO

CNV

今後技術要求文書を制定する作業に進む．

H24．09．13

MMO

PSR

MIP

H24．09．13

ERG設計会議

H24．09．14

Bepi

MMO

MDP

H24．09．14

Bepi

MMO

DRB

2．8

信頼性・品質確保に関わる訓練・教育活動

JAXA発足以降宇宙科学研究所においても品質保証室
が主催して信頼性品質向上に関わる訓練・教育活動を行

MIP

H24．09．21エアロキャプチャ技術実証ミッションSDR本審査

なっている．平成24年度は信頼性品質会議の議論の中

H24．10．15

で訓練・教育に関する議論を実施した．

Bepi

MMO

DM

＃20

H24．11．07第12回はやぶさ2設計会議

実践的な例としては，鉛フリーはんだに対する共晶は

H24．12．14はやぶさ2一噛み前確認会
H25．02．27 ERG推進系PDR

共晶はんだ置換実装後のはんだ付け検査を実施しフライ

H25．03．08イカロス終了審査会

トモデルとしての品質を確保した．

H25．03．14

ERG

んだ置換による改修方法の手順，使用機材などを指導し，

鉛フリー部品対応検討会や鉛フリー部品検討会ワーク

PDR

ショップなどへ参加し，同検討会で入手した情報につい
2．6

安全審査委員会等出席並びに安全性打ち合わせ

て信頼性品質会議などで逐次報告を実施した．

宇宙科学研究所が計画し，今後打上げ予定のプロジェ
クト・プリプロジェクトについて，そのプロジェクトの

2．9

重大技術課題・不具合評価検討チーム（Aチーム）

重要な時期に開催されるJAXAの安全審査会委員会およ

活動への参加

び宇宙研安全審査会の審査支援を行なっている．また，

平成24年度のJAXA全体のAチーム活動は活発では

予備的にプロジェクトから支援依頼のあった案件につい

無かったものの軌道上不具合の収集を実施し，再発防止

て意見調整などを実施した．平成24年度に実施した対

と未然防止のための品質情報として整理した．

象プロジェクト等は下記の通り，

・ BepiColombo
・ SPRINT−A

また，安全・品質保証室として独立して平成24年度
に発生したB787のリチウムイオン電池の地上不具合に
ついて情報を収集・分析し，信頼性品質会議等に於いて

MMO

・

ASTRO−F／あかり

・

PLANET−C／あかつき

・

SOLAR−B／ひので

水平展開を実施した．

2．10不具合情報システムの構築ならびに不具合情報の

登録

・ IKAROS
・ ASTRO−H

各プロジェクトと共同し不具合情報を収集した．収集

・ はやぶさ2
・ エアロキャプチャー実証機
・

・

した軌道上ならびに地上試験の一環として行われた一次

噛み合せ試験総合試験において発生した不具合情報な
らびに契約相手方で発生した重要な不具合に対する原因

みちびき

究明・現品処置・是正処置を収集し，安全・品質保証室

ERG

・

観測ロケット

の不具合情報システムに登録し，必要な部門へ水平展開

・

大気球

が図れるよう不具合情報システム活用の推進を行った．

・

あきる野実験施設

2．7惑星保護（プラネタリープロテクション）関連

2．11不具合情報システム皿への不具合情報の登録
安全・信頼性推進部と連携し，科学衛星に対する重要

はやぶさ2の目的天体である1999JU3に対する惑星保
護に関するCOSPAR審査に先立ち，安全・品質保証室と

報をJAXA不具合情報システム皿に登録し，JAXA内へ不

してJAXA全体の惑星保護に対する体制作りを実施し

具合情報の内容について水平展開を図っている．

た，平成24年6月に英国Harwell

Science

and

Innovation

Center内RAL施設で開催されたESA／NASAが合同で実
施するPlanetary

Protection

な軌道上不具合情報および地上試験で発生した不具合情

Course（惑星保護研修会）に

2．12各プロジェクトに対する品質保証活動ならびに不
具合対応

参加し，座学及び実験研修を修学した．この研修で得ら

契約相手先が実施する一次噛み合わせ試験，総合試験

れたESA／NASAの知見を元に安全・信頼性推進部および

における品質保証活動として，朝会・夕会への参加，試

JAXA法務課との間で平成22年8月から調整を続けてい
たJAXAの惑星保護に関する体制作りに結論を得た．平

験前後に開かれるタスクブリーフィング，タスクレビュ
ーへの出席，主要な試験に立会い，試験手順書に基づい
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て作業が行われた試験結果を，信頼性，品質保証の観点
から確認している．また，契約相手方において生産開始
前に行われる製造開始前審査会に出席し，その準備状況
を確認している．
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ラム標準の維持等である．平成24年度には科学衛星部
品選定ガイドライン（RQA−XOOO6）および科学衛星
PAPDB利用ガイドライン（RQA−XOOO7）の文書を制定
した．

不具合が発生した場合には，各プロジェクトからの要

EEE部品プログラム標準改訂委員会に参加し，宇宙転

請に基づき，発生した不具合の原因究明・現品処置策・

用可能部品や海外部品の品質確保などについて協議を実

是正処置策の対応について，信頼性，品質保証の観点か

施した．また，CGA／BGA実装技術委員会に参加し高密
度実装部品の実装工程についての議論に参加した．鉛ブ

ら支援を行っている．

特に重大な不具合に関しては，安全・品質保証室の不

リー部品対応検討会や鉛フリー部品検討会ワークショッ

具合情報システムに登録し，他プロジェクトへの水平展

プなどへ参加し，同検討会で入手した情報について信頼

開を図っている．

性品質会議などで逐次報告を実施した．

また，安全・品質保証室では各プロジェクトの品質保
証活動の一環として，クリーンルームの清浄度・温湿度
の独立チェック，パーティクルカウンターの貸出，クリ
ーンルーム内精度管理品のチェック，トルク管理用構成

2．17

宇宙放射線による劣化の調査と科学衛星プロジェ

クトへの支援

放射線による部品劣化を予測できるWeb情報
（CREME−MC，

機器の貸出を実施している．

SPENVIS）を収集し，関係者にその情報

の展開活動を実施している．

2．13

契約相手方のQMS監査への参加

安全・信頼性推進部が主催する契約相手方に対する信

2．18

部品適用審査会参加とプロジェクト支援

頼性・品質保証監査に参加し，品質監査を支援している．

プロジェクトの使用候補である輸入機器の部品適用審

平成24年度は，明星電気，NEC／NTSの品質監査を実施

査会資料を検討し，その是非についてのコメントや科学

した．

衛星搭載機器の部品品質設定の支援を継続している．ま

た，部品に関するWeb情報を各科学衛星プロジェクトへ
2．14

展開した．

品質確認検査の実施

物品製造契約会社とプロジェクト間で調整した製造工
程のなかでフライトモデル製品の品質の適否を判断する
ために設けられたMIP（Mandatory

Inspection

Point）に

参加し製品の品質，試験データ，品質記録確認を実施し，

該当製品の次工程に進むための可否判断を行った．平成

24年度に実施したMIPは，
MMO／Upper

Deck＆Lower

MMO／CNV，
Deck，

科学衛星プロジェクトの部品に関する審査会等への参
加，技術支援を実施している．

MMO／DMC，

ASTRO−H∠EPCであ

2．19

JAXA設計基準策定の支援

以下のJAXA設計基準策定の審議・支援を実施し，下
記文書の制定・改訂を行った．

◇平成24年度に新規制定された技術文書（14件）
JERG−o−050海外部品品質確保ハンドブック

る．

JERG−0−051海外コンポーネント品質確保ハンドブ
2．15

海外部品・コンポーネントに関する活動

現在進行中のプロジェクト・プリプロジェクトの部品
調達の指針となるべく宇宙科学研究所部品班とともに科

ック

JERG−O−052宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブ
ック（共通編）

学衛星部品プログラムを定め，維持・改訂を実施し，各

JERG−1−008ロケット搭載ソフトウェア開発標準

プロジェクトを支援している．

JERG−1−009ロケット機器用鉛フリー部品適用工程

また，安全・信頼性推進部，研究開発本部部品グループ，

宇宙科学研究所部品班と連携し，科学衛星・探査機の海外
部品・コンポーネントに関わる情報交換を実施した，

さらに宇宙用部品プログラム標準（JMR−012）につい
て技術的背景をもって各プロジェクトへの適用調整を行
なっている，

標準

JERG−2−143−HBoO1耐放射線設計ハンドブック
（2012．05．10）

JERG−2−144微小デブリ衝突耐性評価標準
（2012．05．10）

JERG−2−200−TMOO2高速データインタフェースアプ
リケーションノート

2．16

科学衛星部品プログラム活動

宇宙科学研究所の部品班と協力し，科学衛星・探査機

JERG−2−211−TMoo1帯電・放電試験データ集
JERG−2−213−TMOo2絶縁設計実装例

に必要な部品プログラム活動を実施している．活動は，

JERG−2−241

科学衛星部品プログラム文書の維持改訂，JAXA研究開

JERG−2−400−HBOO3通信設計標準利用ガイドライン

EMC設計標準

発本部部品・機構グループと連携したJAXA部品プログ

（スペースコミュニケーション・エンドッーエンドブ

This document is provided by JAXA.
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ロトコル編）

抽出・文案起案・紹介などの手順を踏み技術文書として

JERG−2−420−HBOol

R

F回線設計標準マニュアル

の準備を進めた．

JERG−2−610宇宙機ソフトウェア開発標準

◇平成24年度に改訂された技術文書（35件）
∫MR−004
∫MR−005

C改定信頼性プログラム標準
A

NOTICE−4品質保証プログラム標準

JERG−0−001

C

NOTICE−1宇宙用高圧ガス機器技術

基準

2．21JAXA／NASA／ESA三極会合出席
平成24年9月24日〜9月26日の3日間，東京ステー
ションコンファレンスサピアホールにおいて開催され

たESA／JAXAINASA三極の安全・ミッション保証
（S＆MA）に関するNASA／ESAIJAXA技術情報交換会議に

JERG−0−002

A改定スペースデブリ発生防止標準

解説書

安全・信頼性推進部，他本部のS＆MA室とともに参加し，

S＆MA活動についての意見交換を行った．特記すべき事

JERG−0−017

A改定品質保証プログラム標準解説書

項として，BepiColombo／MMOに対するESA側のCE

JERG−2−ooO

A改定宇宙機（人工衛星・探査機）設

Marking要求について日本側の立場を説明し協議できる

計標準
JERG−2−120

体制が整った．

NOTICE−1単一故障・波及故障防止設計

標準
JERG−2−130

2．22
NOTICE−1宇宙機一般試験標準

宇宙科学研究所の信頼性情報サーバーの維持

宇宙科学研究所プロジェクト全体に環流させるため，

JERG−2−130−HBOol

NOTICE−1衝撃試験ハンドブック

JERG−2−130−HBOO2

NOTICE−1音響試験ハンドブック

る．最新情報を常に更新し，宇宙科学研究所，月・惑星

JERG−2−130−HBoo5

A

探査推進グループのプロジェクト活動等の信頼性・品質

NOTICE−1熱真空試験ハンド

品質保証室独自の電子的情報管理サーバーを運用してい

保証活動に供している．

ブック

JERG−2−141

NOTICE−1宇宙環境標準

JERG−2−142

NOTICE−2一般環境標準（宇宙機）

2．23

外国参考文書の翻訳と登録

JERG−2−143

NOTICE−1耐放射線設計標準

JERG−2−151

NOTICE−1ミッション・軌道設計標準

参考文書の翻訳・整備を行なっている．現在139件の翻訳

JERG−2−152

A改定擾乱管理標準

文書を維持しているが，さらに利用しやすいよう今後も引

宇宙科学研究所科学衛星プロジェクトに有用な海外の

JERG−2−152−HBlol

B改定擾乱管理マニュァル

き続き翻訳精度の向上を図る．また，翻訳すべき文書の選

∫ERG−2−152−HB102

A改定擾乱測定・評価マニュアル

定・追加を行う．平成24年度はESAの惑星保護関連文書

JERG−2−200

NOTICE−2電気設計標準

JERG−2−211

A改定帯電・放電設計標準

JERG−2−212
計標準

NOTICE−1ワイヤデイレーテイング設

JERG−2−213

A改定絶縁設計標準

JERG−2−213−TMool

A改定絶縁材試験データ集

の翻訳を実施しJAXA文書の制定準備に寄与している．

2．24 契約相手方のQMSの監査並びにハイレベルマネ
ジメント会合への参加
安全・信頼性推進部が主催する契約の相手方に対する
信頼性・品質保証監査及びハイレベル会合に参加し，契

JERG−2−214

NOTICE−1電源系設計標準

約相手方に対する監査支援を実施した．平成24年度に

JERG−2−215

A太陽電池パドル系設計標準

安全・品質保証室が参加した監査は，明星電気（株），日

JERG−2−310

NOTICE−2熱制御系設計標準

本電気（株）・NTスペース（株），（株）IHIエァロスペースで

JERG−2−320

A

NOTICE−1構造設計標準

JERG−2−320−HBOol

あった．

NOTICE−1構造設計標準ハンド

ブック．

2．25

JERG−2−330

NOTICE−1機構設計標準

JERG−2−400

A改定通信設計標準

JERG−2−400−HBOol

A改定通信設計標準利用ガイド

連携活動状況

安全・品質保証室の活動として，平成24年度は以下
の会合等に参加した．

①S＆MA関連委員会への出席計74回

ライン（テレコマンドデータリンクプロトコル編）

②S＆MA関連WG等への出席計90回

JERG−2−410

③部品関連会議への出席計24回
④講演会・セミナーへの出席計16回
⑤プロジェクト関連会合への出席計360回
⑥研究所会議他への出席計74回

JERG−2−420

A改定RF通信系設計標準
A改定RF回線設計標準

JERG−2−500

A改定制御系設計標準

JERG−2−510

A改定姿勢制御系設計標準

合計654回出席し，情報の交換，収集・分析，展開を
2．20

信頼性関連文書に関する制定および制定支援活動

実施した．

宇宙科学研究所各プロジェクトの遂行に必要な文書の

This document is provided by JAXA.

ll．研究活動

3．研究成果の発表

2012年8月4日

89

金沢市教育委員会主催キゴ山宇宙

塾，「僕らの夢は大空へ，そして宇宙へ⊥＠金沢市キゴ
安全・品質保証室清水幸夫の研究成果の発表は次の通
り．また，宇宙飛翔工学研究系の研究成果の発表も参照

山天体観測センター

2012年8月8日

朝倉市教育講演会，「小惑星探査機

「はやぶさ」の成果とこれからの宇宙開発⊥＠ピーポー

の事．

2012年7月14日

第39回関東農村医学会学術集会公

開講座，「H本の宇宙開発⊥＠パシフィコ横浜アネック

ト甘木中ホール

2012年9月1日

東広島商工会議所主催宇宙講演会，

「小惑星探査機「はやぶさ」の軌跡と今後の展望」，＠近

スホール

2012年11月8日

コニカミノルタホールディングス

開発プロセス工学シンポジウム＆プロセス改善発表大会

畿大工学部多目的ホール

2012年9月18日

相模原市立鶴の台小学校第4学年

特別講演，「はやぶさの挑戦⊥＠コニカミノルタ東京サ

授業，「宇宙の中の私たち」，＠相模原市立鶴の台小学校

イト（日野）

体育館

2012年11月14日

4．その他の活動

長野県高圧ガス団体協議会主催特

別講演会，「小惑星探査機「はやぶさ」の成果と今後の日

安全・品質保証室清水幸夫の講義・講演活動は以下の

本の宇宙開発について⊥＠メルパルク長野
2012年12月15日 宇宙に夢中1宇宙学校ののいち，
「小惑星探査機「はやぶさ」が目指したもの」，野々市市

通り．

2012年5月15日

サイエンスパートナーシッププロ

ジェクト埼玉県立伊奈学園中学SPP講座，「夢は大空へ，

情報交流館カメリア

2013年1月12日

宇宙に夢中！宇宙学校ふくい，「小
福井県立子

そして宇宙へ・航空宇宙工学を学ぼう」，＠埼玉県立伊奈

惑星探査機「はやぶさ」が目指したもの⊥

学園中学校

ども歴史文化館

d．大気球実験室
吉田哲也

斎藤芳隆

井筒直樹

福家英之

加藤洋一

飯嶋一征

田村

梯

荘司泰弘

濱田

松坂幸彦

山田和彦

誠

友哉

1．はじめに
大気球実験室では，大気球を用いた宇宙科学実験の実
施および大気球の飛翔運用にかかる機器の開発を行って

要

国内気球実験として，理学観測4実験，工学実証1実験，

微小重力実験1実験が採択され，大気球実験室による超
薄膜高高度気球飛翔性能試験と併せて，合計7実験が計
画された．

第一次気球実験は5月28日から連携協力拠点大樹航

いる．

大気球による宇宙科学実験は，昭和41（1966）年に東京
大学宇宙航空研究所に気球工学部門が設立され，ロケット，

空宇宙実験場において実施された．第二次気球実験は，

要求高度要求飛翔時間が異なる4実験に対してできる

人工衛星と並ぶ飛翔体の研究として活動を開始し，昭和56

だけ確実に飛翔機会を見出すことを目的として，特に大

（1981）年の宇宙科学研究所への改組，平成15（2003）年の

約400機を放球した岩手県気仙郡三陸町（現岩手県大

型気球で実施する2実験に対してそれぞれ10日間のウ
インドウを設定することとし，例年より2週間以上早い
7月30日から連携協力拠点大樹航空宇宙実験場において
実施された．ところが，9月下旬までの間に気球飛翔に

船渡市三陸町）の三陸大気球観測所を経て，現在は北海

適した気象条件とならず，結局9月14日に4実験すべ

道大樹町多目的航空公園内の連携協力拠点大樹航空宇宙

ての実施を見送ることとなった．平成24年度に実施し

宇宙航空研究開発機構への統合後も活動を継続している．

茨城県大洋村，福島県原ノ町，そして30余年の間に

実験場において大気球実験を行っている．また，海外に

た気球実験の飛翔概要を表1に示す．なお，平成24年

おいてもアメリカ，インド，オーストラリア，インドネ

度実験として採択されたB12−04「火星探査用飛行機の高

シア，ブラジル，ノルウェー，カナダ，ロシア等での海

高度飛行試験」は実験準備の都合で平成25年度以降に
延期し，実験実施に向けた事前準備を大樹航空宇宙実験

外気球実験を併せて推進してきた．

場で行った．

2．平成24年度大気球実験
平成23年10月の第21回大気球研究委員会において，

This document is provided by JAXA.
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表1

平成24年度大気球実験飛翔概要
飛翔時間

放球日時

実験番号

第一次気球

6月3日

B12−01

宇宙線反粒f検出器GAPSのプロトタイプ性能の評価

32．6km

6時間41分

@実験

6月9日

B12−02

小型タンデム気球システムの飛翔性能評価

30．4km

3時間41分

B12−03

気球搭載望遠鏡による惑星大気観測

気象条件が適さず見送り

B12−05

大気球を利用した微小重力実験（燃焼実験）

気象条件が適さず見送り

BS12−05

成層圏オゾン・大気重力波・二酸化窒素の観測

気象条件が適さず見送り

BS12−06

超薄膜高高度気球飛翔性能試験

気象条件が適さず見送り

第二次気球

@実験

2．1B12−Ol宇宙線反粒子検出器GAPSのプロトタイ
プ性能評価
表2BS12−01実験概要
放球日時

高度

目的

6月3日4時55分

6月9日に，網をかけるという新しい手法により軽量
で高耐圧性能を実現した体積3，000m3のスーパープレッ

シャー気球と体積15，000m3のゼロプレッシャー気球か

ら成るタンデム気球システムの性能試験を目的とした
Paに達
した時点で気球からのヘリウムガスの漏れが発生し，使

B12−02実験を実施した．気球の内外圧差が600

気球満膨張体積

100，000m3

飛翔高度

32．6km

飛翔時間

6時間41分

担当機関

宇宙航空研究開発機構

用耐圧（720Pa）での耐圧性能の確認には至らなかった
が，疑似日没に対するタンデム気球システムの応答や，
気球内ガスと大気圧の圧力差の時間変化など，タンデム

6月3日に，宇宙線反粒子の高感度探索によってその
起源に迫り，超対称性粒子などの宇宙を満たす暗黒物質

気球システムの開発に必要となるデータを取得すること

の候補の対消滅の兆候を探ることを目指して日米国際共

ができた．初めての試みであったスライダー放球装置に

同で推進されているGAPS実験計画のプロトタイプ測定
器を飛翔させ，気球の飛翔環境における基本性能の評価

よる連結された二つの気球の放球方法，タンデム気球の
初期上昇速度の設定等に関する今後の課題も明らかにな

を目的としたB12−01実験を実施した．気球飛翔中の評

った．

価データの取得は予定どおりに行われ，その間，半導体
検出器の評価データや熱計算モデルの評価データ，宇宙
線バックグラウンドなどの環境データを取得することに
成功した．

図2

B12−02の放球

3．国際協力
国内で実施困難な長時間気球実験を実現するために，

国外での飛翔機会の確保が不可欠となっている．米国や
スウェーデン，フランスなどでの国際共同実験が数多く
計画されているが，これらに加えて我々が自ら運営する

図1B12−01の放球

2．2

B12−02小型タンデム気球システムの飛翔性能評価
表3

国外実験としてオーストラリアでの気球実験の平成26
年度実施に向けた準備を進めている．オーストラリアで
気球実験を実施するために必要な外交枠組みの調整やオ

B12−02実験概要

ーストラリアに設置されているNASAの施設の利用了解
なども宇宙科学研究所科学推進部の協力を得て進め，実

放球日時

6月9日

気球

ZP気球（15，000m3）

飛翔高度

30．4

飛翔時間

3時間41分

26年度にオーストラリアでの最初の長時間気球実験を

担当機関

宇宙航空研究開発機構

実施できるよう引き続き準備を続けていく所存である．

3時35分
SP気球（3，000m3）

km

験実施に必要な機材の設計検討，試験を実施した．平成
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4．研究開発
4．1

スーパープレッシャー気球の開発

成層圏における長時間飛翔を目的としたスーパープレ

91

験の結果，気球フィルムのずれ，尾部の損傷等はなく耐

荷重性を充分満足していることが確認できた．今後加
工性の向上，及び，気球タイプ毎の寸法の検討を行って
いく．

ッシャー気球の研究・開発を行っている．ローブドパン
プキン型スーパープレッシャー気球の赤道部を延長した
円筒部を有する俵型気球は，ローブドパンプキン型スー

4．4

放球設備跳ね上げローラーの改良

現在の大樹航空宇宙実験場での放球システムであるス

パープレッシャー気球に見られる不完全展開を抑制し，

ライダー式放球設備を用いた放球では，気球サイズB300

全ゴアが正常に展開することが確かめられている．また，

までは問題なく放球が可能であるが，今後気球サイズが

円筒部に位置するフィルムの上方移動による耐圧低下に

更に大きくなると気球とローラー端のマージンに余裕が

対処する手法の確認試験も行われている．しかし，シェ

なくなり，気球ハンドリングが困難になり，ローラー端

ルに使用しているフィルムBH25は飛翔終了時の気球破

接触によるフィルムへのダメージも懸念される．将来，

壊の際に低温環境下では細かく砕けること，フィルムと

より大型の観測器・気球でも放球できるように跳ね上げ

補強ロープの比重がともに海水の比重より大きいことに

ローラーの改良を実施した．主な改良点は以下の通り．

より気球の海上回収を困難にしている．そこで，BH25
の代わりに通常のゼロプレッシャー型気球で使用されて

・

のため，ローラードラム径をφ700×1200mmか

らφ480×1600mmに変更

いるポリエチレンの厚みを増したフィルムとスペクトラ
製のロープを用いた気球の検討および開発を行い，容積

・
・
・

薄膜高高度気球の引き裂き装置

ローラー機構及びローラー受け機構強度は浮力2〜

3tonから浮力4tonまで耐える構造に変更

来年度に実施する予定である．

4．2

ローラードラムは軽量化構造とし，最小跳ね上げ荷
重は改良後も同程度以下（300kg）

5，000m3の俵型気球を製作した．この気球を用いた地上
膨張試験と耐圧試験を大樹航空宇宙実験場の格納庫内で

大型気球フィルムとローラー端までのマージン確保

運用性，作業性向ヒの為，ローラー周りのバリアフ

リー化，気球送りローラーの増設

引き裂き装置は気球の飛翔を終了させるための重要な

第二次気球実験で新跳ね上げロー一一一ラーの実証地上試験

機構であり確実な動作が求められる．通常の大型気球の

を実施した．日本での最大サイズとなるB500気球を実

引き裂き装置は以前より確立されているが，薄膜高高度

際に用いて，放球本番と同じオペレーションを行った．

気球は気球本体フィルムが非常に薄く，吊り下げるペイ

結果，B500（総浮力1．85

ton）の大型気球でも改良した

ロードが3kg以下と非常に軽いため，その引き裂き装置

跳ね上げローラーは正常に動作することが確認できた．

は軽い力で引き裂くことができ，また，気球本体の性能

跳ね上げ時に気球フィルムからローラー端までのマージ

に影響を与えないことが求められるため，十分に確立さ

ンも十分にあり，気球ハンドリングも問題なかった．足

れた方式にはなっていない．そこで，引き裂きの確実性

場のバリアフリー化により作業性も大幅に向上した．気

を高めるため，薄膜高高度気球の引き裂き装置を大型気

球跳ね上げの際のフィルムとローラーとの擦れ及びフィ

球と同様のV型引き裂きテープを採用した方式とし，薄

ルムのローラー端との接触は全く無く，B500気球をフィ

膜気球本体への影響が小さくなるように最適化を図っ
た．改良後の試験用供試体を用いた引き裂き試験を大樹
航空宇宙実験場の格納庫内で実施し，その有効性を確認

ルムにダメージを与えることなく安全，確実に放球でる

ことが実証できた．これにより，B1000クラスまでの気
球放球が可能となったと言える．今回改良した新跳ね上

した．その後，本年度に実施する予定の薄膜高高度気球

げローラーは2013年の気球実験から実際に使用する予

2機に新しい引き裂き装置を搭載したが，飛翔機会がな

定である．

く，実機による確認試験を来年度に持ち越した．
4．3

気球尾部の改良

気球実験に使用する気球の標準化を進めるに当たり，

気球尾部構造の改良について検討した．現在の気球尾部
は，気球フィルムを気球尾部金具にジュビリバンドで締
め付けて固定する方法をとっている．この方法では荷重
がジュビリバンドを広げる方向に働き，ジュビリバンド
の耐荷重を超えるとネジ部がネジ山を越えて滑り，気球
フィルムを挟み込む力が小さくなってしまう．そこで，

気球フィルムを尾部金具と2つのリングで互いに締め付

図3

新跳ね上げローラー

け合う構造を検討し，試作品による試験を行なった．試
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4．5

気球ゴンドラの姿勢制御に関する研究

ユーザーが個々のゴンドラに応じたシステムを製作する

ゴンドラの方向制御は，従来から天体の観測を行うゴ

ベースとなるような方向制御システムの構成要素や制御

ンドラに搭載されてきたほか，近年では大気球による工
学実験等でも必要とされることがあり，数度程度の精度

アルゴリズム等について，2〜3年程度以内にとりまとめ
ることを目標に検討を行っていく．

でのゴンドラ方位角制御に対する必要性がある．大気球

5．ま

と

め

実験に供されるゴンドラはその目的に応じて多様であ
り，また要求される気球の飛翔様態も多岐にわたる．こ
のため，ゴンドラの方向制御システムの構築はユーザー

本年度第二次気球実験で1機の気球も飛翔させられな

によって行われる一方，特に新規のユーザーにとって必

い気象条件となったことは，大気球実験を運営する我々

ずしも専門ではない制御システムの構築は負担となり得

にとって極めて大きな衝撃であった．いかに性能の良い

ることから，新規に開発する際の参考となるゴンドラ方

気球を開発しようと，またユーザーフレンドリーな気球
システムを準備しようと，飛翔機会を得られなければ大

向制御システムのガイドラインの提言をすることを目指

気球実験の存在意義がなくなってしまう．今後の気象条

している．

平成24年度はB12−01実験をテストケースとして，実

件を注視しながら，いかにより多くの飛翔機会を見出し

験方法の試行，吊り紐等の機械特性の測定，測定結果を

ていくか，そのためにはどのような実験運営を行うべき

踏まえた制御系の構築，飛翔実験における外乱入力の計

かを，国外での実験や国際共同実験の枠組み拡充も含め

測を行った．現在，これらのデータの解析を進めている．

て検討していきたい．

e．観測ロケット実験室
職員：石井信明

吉田裕二

餅原義孝

太刀川純孝

竹前俊昭

下瀬

滋

荒川

聡

岡崎

峻

河野太郎
中塚潤一

岩田直子 鈴木直洋 羽生宏人 竹内伸介 峯杉賢治 佐藤英一 志田真樹
徳留真一郎 坂井智彦 岡田尚基 加藤輝雄 川原康介 鎌田幸男 水野貴秀

小林雄太

鵜野将年

久木田明夫

高橋

優

富澤利夫

山本高行

野中

聡

廣瀬史子

長谷川晃子 小川博之 伊藤 隆 清水成人 吉山京子 小野 縁 周東三和子 杉山吉昭
阿部琢美 松岡彩子 中村正人 田中孝治 福島洋介 山田和彦 稲富裕光 殿河内啓史
大汐一夫 栗山悦宏 稲谷芳文
他大学院・学生：高橋隆男

菅井正敏

JAXA他本部職員：関

妙子

中村徹哉

入門朋子

田元光彦

感慮寺治城

山田辰二

長浜宗治

畑枝一幸

井手郁夫

笠木幸子

馬渡一子

村上亜矢

中野雅仁

下村和隆

永楽美和子

長田卓郎

上村正子

1．概要

i
宙空間観測所から打ち上げた．本実験では，炭酸ガスで

展張するエアロシェル（直径：収納時23cm→展開時
衛星や探査機に比べて機動的で迅速な飛翔実験機会の

120cm）を持つ小型カプセル（重量約16kg，内エアロシ

提供ができる長所を活かし，年数機程度の打上げ機会を

ェル重量2．7kg）をロケットから分離し，最高速度マッ

用いて，高層大気物理，地球環境，宇宙プラズマ物理学，

ハ4（＠高度70㎞）で大気圏に再突入させ，極超音速〜

宇宙天文学などの観測研究や微小重力環境を利用した科

遷音速〜亜音速に至る幅広い速度領域において，カプセ

学研究を行うとともに，飛翔手段の洗練及び搭載機器／

ルの運動や加速度各部圧力・温度などをカプセルに搭

地上支援装置の性能向上を目的とした飛翔体システム研

載した小型カメラ画像や加速度計，姿勢センサなどによ

究など，宇宙飛翔体に関する実験的工学研究を行う．

り計測し，減速性能や姿勢安定性を検証した．

今後，実ミッションへの応用を視野に入れ，実現性の

2．平成24年度の活動概要
2．1

S−310−41号機の打上げ

火星や金星，

木星など大気を持つ惑星への大気圏突入

高いエアロシェル開発を推進する．
2．2

S−520−28号機の打上げ

弾道飛行中の微小重力環境を利用して，結晶化の初期

手段の候補の一つとして研究されている展張式柔軟エア

段階である核形成の様子を観察・計測し，その物理を理

ロシェルを持つ小型カプセルの飛行性能取得を目的とし

解するとともに，将来的に国際宇宙ステーションで行う

て，S−310−41号機を平成24年8月7日16：30に内之浦宇

長時間の繰り返し実験のための基礎データを取得するこ
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とを目的として，S−520−28号機を平成24年12月17日
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擾乱に関する観測研究を計画している．

2機の観測ロケットの打hげは，平成25年7月を予定

16：00に内之浦宇宙空間観測所から打上げた．本実験で
は，宇宙空間を模擬した真空容器中で鉄と酸化タングス

している．

テンの蒸気から固体微粒子（ダスト）が形成される様子
2．4

を干渉計により測定する「宇宙ダストの核形成実験」と

S−310−43号機の開発

炭酸カルシウム水溶液中で結晶核が形成される速度の濃

将来の極低温推進剤を用いた軌道問輸送システムや長

度依存性を測定する「炭酸カルシウム結晶の均質核形成

時間コースティングを可能にするエンジン予冷システム

実験」の2つの実験を行い，両者とも核形成初期の観測

の開発を目的として，S−310−43号機の開発を進めている．

本実験では，極低温推進剤の液面挙動や沸騰を伴う気液

とデータ取得に成功した．

混合流体の伝熱特性を搭載の小型カメラと温度計・圧力
2．3

計などによって計測し，ロケット慣性飛行中の熱流動解
析モデルと比較検証する予定である．

S−310−42号機及びS−520−27号機の開発

S−310−42号機とS−520−27号機の2機の観測ロケットを

用いて，電離圏E領域とF領域を同時に観測し，高度
70〜300kmに渡る幅広い高度領域における超高層大気の

S−310−43号機の打hげは，平成25年12月〜平成26
年1月を予定している．

f．ISS科学プロジェクト室
荒井康智 今井弘二 h野史郎 大里美佳
木村 公 栗本 卓 駒崎雅人 阪田薫穂
冨田

川崎昌−博

菅

勇志

菊池政雄

寺田昌弘

東辻浩夫

佐野琢己

高柳昌弘

中平聡志

夏井坂誠

七尾

進

西堀俊幸

西本絵梨f−Paradis

福中康博

藤井清澄

松本

眞子痘弘

溝渕智子

宮代一利

吉崎

泉

余野建定

阿部琢美

岡田純平

黒谷明美

鈴木

睦
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藤本信義

足立聡石岡憲昭石川毅彦稲富裕光
山暗敦依田眞一
1．はじめに

彩

木下恭一

洋

聡

田崎

北島博之
Paul

F

東端

晃

する技術データ取得を行った．また，観測運用で得られ
たデータを利用した地球大気科学研究を推進するため，

ISS科学プロジェクト室では，微小重力環境などの宇
宙環境を利用した宇宙科学研究ミッションを実施してい
る．国際宇宙ステーション・日本実験棟（以下，ISS・き

ぼう）のほか，航空機，落下棟，小型ロケット，回収衛
星などの実験機会を利用した宇宙実験・観測を計画・推

レベル2処理研究を進め，3月に海外を含むコミュニテ
ィ研究者による科学成果評価会を開催，平成25年度上
期にISAS宇宙理学委員会としての評価を取り纏める予
定である．船外実験プラットフォーム第2期利用装置で
あるポート共有実験装置の5つの構成ミッションの内の

学・地球大気観測・天体観測など多岐に渡る．平成24

2件，IMAP及びGLIMSは，何れも地球超高層大気観測
ミッションである．平成24年7月のHTV＃3により打上

年度の活動の概略を，前後の年度の実績・予定と併せ，

げられ，現在，順調に観測データを蓄積している．

進しており，研究分野は，生命科学・物質科学・基礎科

図1に示す．

ISS・きぼう船内実験室利用；生命科学分野では，植物

ISS科学プロジェクト室では，以上のISS・きぼうを利
用した宇宙実験・観測以外に，3．4項（ISS露モジュ・…一ル

学研究分野1テーマ，物質科学分野では流体科学研究分

利用）および5項（インドおよび中国の回収衛星利用）

野2テーマおよび結晶成長科学分野2テーマのISS・き

に示すように，国際協力による実験機会の確保を行い，

ぼう船内実験室利用の宇宙実験を実施した．また，基礎

これらの宇宙実験ミッションを推進している．

科学分野では，国際協力による露モジュール利用のテー

12月には，これまで実施した宇宙実験の内，軌道上実

マ（ダストプラズマ実験）の7回目の実験を実施した．

験実施後，概ね1年を経た2テーマ（Ferulateおよび

その他，これまでに実施した宇宙実験の飛行後解析を実

Hydro

施

論する公開の報告会を開催し，併せて，これら宇宙実験

また，供試体開発など，平成25年度以降に実施す

るテーマの準備を行っている．

Tropi）を対象に，科学的成果を国内研究者間で討

成果の，宇宙環境利用科学委員会をコアとするコミュニ

ISS・きぼう船外実験プラットフォーム利用：MAXIは，

ティ研究者による評価を受けた。また，年度末には，供

平成24年度当初より後期運用に入ったが，定常運用時
に比べて，殆ど運用リソースを減ずることなく，引き続

試体開発／実験準備中，宇宙実験実施中，実施済み／飛行

後解析中を含め，開発着手段階以降の全てのテーマにつ

き順調な観測運用を継続し，大きな成果を上げている．

いて，例年通り，宇宙環境利用科学委員会による年次評

SMILESは，後期運用を継続実施し，機械式冷凍機に関

価および今中期計画期間（平成20〜24年度）の活動評
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図11SS科学プロジェクト室の活動概一要

価を受けた．これについては，本書皿．4項に詳述されて

て，きぼう利用推進委員会，宇宙環境利用科学委員会お

いる．

よび外部有識者による最終評価を実施した．

以下の各項に，ISS科学プロジェクト室が推進する宇
宙実験ミッションの詳細を述べる．

2．生命科学分野
2．1

植物生理研究プロジェクト

植物の細胞壁強度と重力の関係を調べる「重力による

イネ芽生え細胞壁のフェルラ酸形成の制御機構
（Ferulate）」および，水分屈性による根の伸長方向制御

機構を調べる「微小重力下における根の水分屈性とオー
キシン制御遺伝子の発現（Hydro

図2

1SS・きぼう内部でのHydro

Tropi水分屈性実験

Tropi）」（図2）につい

This document is provided by JAXA.
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植物が外部環境に対して応答・適応するときに働くオ

一タの取得に成功している．

95

一方，沸騰二相流研究につ

ーキシンの微小重力ドでの輸送機構を調べる「植物の重

いてはISS・きぼうでの宇宙実験に向けて，実験装置を

力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア動態の

開発段階にある．平成24年度は実験装置のエンジニア

解析（CsPINs）」では，すでに軌道ヒ実験が終了してい

リングモデル（EM）を製作し，機能試験環境試験の

る一一一部の宇宙実験サンプルについて，蛍光イメージング

一部を実施した．試験の中で，一部フライトモデルの設

や分」㌦生物学的なr一法により解析を進めた．また，2013

計変更に反映すべき内容を見出すことができた．しかし

年度実施予定のCsPINs

ながら，大きな不具合事象は無かった．

Run

3について，宇宙実験実施に

マランゴニ対流宇宙実験では，国際宇宙ステーション

向けた準備を進めた．

2013年度に宇宙実験の実施を予定している「植物の抗

（ISS）での長時聞微小重力環境を最大限に活用しながら，

重力反応機構一シグナル変換・伝達から応答まで（Resist

地上では実現不可能なサイズ（直径50mm，最大長さ

Tubule）」について，

62．5mm）の液柱を形成し（図3），流れ場，温度場の観

HTV−4およびSpaceX−3による打ち

上げ準備をすすめ，各種審査会などを完了した．
2014年度以降に実施をf

定している「宇宙環境を利用

測を実施した．

平成24年度の実験により得られた主な成果は以ドで

した植物の重力応答反応機構および姿勢制御機構の解析

ある．

（Auxin

（1）液柱マランゴニ対流におけるカオス・乱流遷移につ

Transport）」の予備実験を行っている．

いて定量的解析を実施し，表面張力流に特有なカオ
2．2

ス・乱流状態を見出しつつある．宇宙実験により実

細胞生物学研究プロジェクト

2004年に実施した第1回線虫国際共同実験（ICE−First）

現出来た非常に駆動力の大きい状態（高マランゴニ

につき，宇宙環境下では老化に関するいくつかの遺伝r

数）での乱流状態を初めて観測することできた．（図

発現が変動し，寿命が長くなる可能性があることが示唆

4）温度の時系列データをスペクトル解析すると，

された研究結果を報告した学術論文がScience

連続スペクトルが得られ，非常に強い乱流状態であ

Reportに

ることが分かった．また，乱流状態を定量的に表現

掲載された．

3．物質科学・基礎科学分野

する並進誤差を解析すると完全な乱流である1に近
い状態が観測されたことが明らかとなった．また，

振動流から乱流に至る過程において，並進誤差が
3．1

流体科学研究プロジェクト

流体科学では，液柱マランゴニ対流現象および沸騰二

0．01から0．1程度のカオス流の状態も出現し遷移過
程が明らかにされつつある．

相流現象に関する研究を行っている．マランゴニ対流研

更に，乱流状態における連続パワースペクトルに

究については，「マランゴニ対流におけるカオス・乱流と

ついて，流体の粘性が大きくなると，高周波側に向

その遷移過程（MEIS−5）」のテーマがISS・きぼうの微小

けての傾きが大きくなることが分かった．これは，

重力環境を利用した宇宙実験として実施され，液柱形状

粘性が高くなると基本渦以外に発生する複数の渦が

や温度条件を様々に変化させた実験条件ドで高精度なデ

相対的に発生し難くなることであると考えられてい
る．

（2）大型液柱における粒∫一集合構造（PAS）を観測し，

モード3のPASの発生に成功した．小型液柱によ
る地ヒ実験で得られる条件よりも狭い，ピンポイン

ト的な条件ドで出現するようである．PASの形成に
ついては，未だその機構が明らかになっておらず，
今後の実験を通じて解明する計画である．
以上のように，広範かつ高精度な実験デー・一・タの取得に

より，現象の全体像を把握するに奈り，対流不安定性の
物理モデルの構築・検証に寄

ヂした．また，数値解析と

比較するリファレンスデータを提供した．

粒f集合構造の観測成功により，発生メカニズム解明
を加速した。
図3

1SS・きぼう内で形成した液柱

This document is provided by JAXA.
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た．（図6）また，温度調整用に実試料のSiGe入りカー
トリッジで結晶成長実験を実施し，サンプルを無事地上
に持ち帰ることができた．AIIoy

Semiconductorは3元系

化合物半導体であるInGaSbの結晶成長過程を明らかに
する研究である．Alloy

SemiconductorはHicariに引き続

いての軌道上実験が予定されており，24年度は軌道上実

験を待ちつつ，地上で温度勾配炉を用いた結晶成長実験
および育成した結晶の解析等を行った．

図5Nano

Step実験画像

（タンパク質結晶表面の干渉縞）

▼h●昌ti●1圃
《a）ε＝1．s

（1）振動流
図4

3．2

th騎4畝匡●●cl
｛c》ε86．3

（2）カオス流

振動流およびカオス流で観測された表面温度パターン

結晶成長研究プロジェクト

微小重力を利用した結晶成長メカニズムの解明を行う

ために，以下の5つの宇宙実験テーマについて，実験計
画の作成，実験装置の開発，宇宙実験準備，実験後解析
などの研究開発を行った．
・

氷結晶成長におけるパターン形成（lce

・

ファセット的セル状結晶成長機構の研究（Facet）

・

微小重力における溶液からのタンパク質結晶の成長

機構と完全性に関するその場観察による研究（Nano
Step）

・

微小重力下におけるTLZ法による均一組成SiGe結
微小重力環境下における混晶半導体結晶成長（Alloy
Semiconductor）

この中でIce

3．3

燃焼科学研究プロジェクト

微小重力環境を利用した燃焼メカニズム解明を行うた

めの以下の2つの宇宙実験テーマについて，実験計画の

晶育成の研究（Hicari）

・

図6 試料交換装置に取付けられた
実験後のHicariカートリッジ（矢印）

Crystal）

Crystal，

作成，実験装置の開発，実験の準備などの研究開発を行
った．

（1）ランダム分散液滴群の燃え広がりと群燃焼発現メカ
ニズムの解明（Group

Facetは宇宙実験を実施済みで，

昨年度に引き続き解析や論文発表などを行った．Nano

Combustion）：実験計画の詳

細化，供試体の詳細設計，供試体EMによる試験
（2）宇宙火災安全性評価の基礎となる重力条件による固

Stepは24年度のHTV3号機で供試体を打ち上げ，8月

体材料燃焼性変化の定量的把握（Solid

〜12月にかけてデータ取得を行った．（図5）タンパク
質結晶表面を干渉計で観察することにより，結晶成長条

験

件によってその成長速度，表面の状態がどう変わるかを

Combustion）：

実験計画の詳細化，供試体の概念設計，要素試作試
ISS・きぼうで行われる最初の燃焼実験になる燃料液滴

詳しく調べることができた．現在飛行後解析中である
Hicariについては，使用する温度勾配炉の軌道上性能確

群の燃焼実験Group

認およびHicari実験条件でのチェックアウトを実施し

実験ラックに搭載する実験供試体の詳細設計を進めた．

Combustionについては，23年度末

に基本設計審査（PDR）を終え，24年度はきぼう多目的

This document is provided by JAXA.
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また，供試体エンジニアリングモデル（EM）の製作と

2013（f定））の結果，観察系が劣化してきているため，

試験を行い，供試体設計の妥当性確認，機能・性能およ

観察データに欠損が認められるものの，定性的には，当

び耐環境性の確認等を進めた（図7）．それらの結果を受

初予想した結果が概ね得られそうである．後者に関して

けて24年度末に詳細設計審査（CDR）を行い，いくつ

は，査読あり論文1件，査読なし解説記事1件，国際会

かのアクションアイテムの処償を条件に維持設計フェー

ズへの移行と供試体プロトフライトモデル（PFM）の製

議での発表5件，国内学会での発表4件であった．
当年度のその他の成果としては，図9の中央部付近に

作着手が認められた．きぼうで実施する固体燃焼実験

存在する粒子がほとんど存在せず暗い領域（ボイド領域）

Solid

Combustionについては，実験要求の詳細化を進め

の発生メカニズムの理解の進展が挙げられる．ボイドに

るとともに，多目的実験ラックに搭載する実験装置の概

よって臨界点近傍の現象が何らかの影響を受けることは

念設計および要素試作試験を行った．

あまりないと考えているが，ボイドによって観察範囲が
減少することは望ましくない．このため，将来の新型装
置では，ボイド領域を十分に小さく，あるいは消滅させ
たい．ボイド発生メカニズムの理解の進展は，新型装置
の設計に大きく貢献できるであろう．
R17

E

ectrodes
9（C．IVD）

ss夙」

図7

Combustion実験供試体EMの外観

ダストプラズマ研究プロジェクト

〆：

3．4

Group

〜／

ISSに搭載・運用中のダストプラズマ実験装置PK−3

﹂践

ロシア，ドイツを中心とする国際研究チームに参加し，

Plus
図8PK−3

を用いた共同研究ミッションを行っている．ダストプラ

Plusの概念図

ズマとは，イオン，電子，微粒子から成り，全体で電気

的に中性となっている状態である．H本からは，

JAXA

宇宙科学研究所，岡山大学，京都一1二芸繊維大学が参加し，

主として荷電粒子系における臨界点の研究を進めてい
る．PK−3

Plusの概念図を図8に示す．上ド2枚の高周

波電極によりプラズマを生成した後，ソレノイド駆動の
籠により粒子をプラズマ中に投入する．高周波の最大電

力は4Wで，生成可能な最大電子密度は，地L実験の結
果から4〜5×IO8

cm一3程度と推測される．微小重ノJ下で

観察されるダストプラズマの例を図9に示す．白い輝点
は投人した粒∫・である．図の中央付近に粒子の存在しな
い領域があることが分かる．この領域はボイドと呼ばれ，

図9

微小重力実験により観察されたダストプラズマの・例

微小重力実験において解決すべき課題の一つである．

平成24年度における本研究プロジェクトの年度目標
は，直径の大きい粒子ほど臨界点に近づくために有利で

3．5

静電浮遊炉技術研究

ISS搭載にむけて，静電浮遊炉の要素技術の確、k・要

あることを確認するために，従来よりも小さい粒f・を使

素の小型化等の技術研究を進めている．平成24年度は，

った実験を国際研究チームに提案し，微小重力実験の実

昨年度に引き続き有人宇宙環境利用ミッション本部が進

現を図ること，およびこれまで得られたデータの解析を

めるISS搭載機器の開発プロジェクトを支援した．具体

進め，成果の公表に努めることである．前者に関しては，

的には，搭載用静電浮遊炉の初期検証に使用する酸化物

平成24年7月の微小重ノJ実験に組み入れてもらうこと

試料候補について，放射温度計および加熱レーザーとの

に成功し，同年12月にデータ回収された．現在データ

適合性を確認する試験を実施した．また，試料への電荷

解析を進めている．PK−3

補給機能として搭載する紫外線源について，帯電特性試

Plusの長期間の運用（2006／1〜

This document is provided by JAXA.
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験を実施して，重水素ランプの選定を行った．

しているのをとらえた．まれにみる大きな増光であり，

H本のX線天文衛星SUZAKUで緊急観測を提案したと

4．船外実験プラットフォーム利用科学観測
4．1

全天X線監視装置（MAXI）

4．1．1概要
全天X線監視装置（Monitor

of

Al1−sky

X−ray

Image：

MAXI）は国際宇宙ステーションに搭載された天文観測

ころ採択され，約60ksecの観測が行われた． SUZAKU
のスペクトル解析では，76keV付近に構造（スペクトル
の凹み）が発見され，サイクロトロン吸収線と解釈でき
ることもわかった．これにより磁場の大きさの推定も可
能となり，その強度は6．6×1012Gとなった．これはBe
連星型のパルサーでは最強の磁場強度である．MAXIで

装置で理化学研究所との共同ミッションである．比例計

の全天モニタリングとSUZAKUの硬X線での高感度の

数管を用いたカメラ（GSC）とX線CCDカメラ（SSC）

両特性がうまく連携した観測結果である．

により全天をスキャン観測し，X線天体の増光や新天体
の出現などを監視している．これらを発見した場合はイ
ンターネットを通じてその発見を通報し，世界中の望遠
鏡でのフォローアップ観測を促す．また既知天体につい
てはその明るさの変動情報を随時更新しインターネット
を通じて世界へ公開している．

MAXIは2009年8月に観測を開始し同年10月から2
年間の定常運用を開始した．2011年度に定常運川を終え
ると同時にフルサクセスの達成が確認され，2012年度か
図10MAXIISSCによる全天画像．

ら後期運用を開始した（2014年度末までの運用が承認
済）．

4．1．2．3

MAXIによる「極超新星残骸」の証拠

いる．1つはATEL（h℃tp：〃www．astronomerstelegram．org）

MAXIの全天モニターデータを積分をすることで全天
図を描くことができる．図10はMAXI／SSCによる全天
図である．SSCはGSCに比べて低エネルギー（長波長）

で2012年度は26件報告した．もう一一方はGCN

側に感度があり，GSCではみえない銀河系に付随して大

4．1．2

MAXIによる科学成果

MAXIで突発現象発見時は2つの国際機関へ通報して

（http：〃gcn．gsfc．nasa．gov）で，ガンマ線バースト（GRB）

きく広がった構造がみられる．このうち自鳥座付近に広

と考えられる現象について16件を報告した．2012年度

がる構造についてスペクトル解析した結果，世界で初め

末で累計はATELが114件，

GCNが39件である．ATEL

て輝線構造を発見し，これが希薄で高温のプラズマであ

への速報はMAXIチーム自身だけでなく，理化学研究所
から公開しているデータを使用して海外の研究者が投稿
したものもあり，公開データが世界中の研究者に広く使

るが，スペクトルに大きな差がなく，星間吸収量にも差
がないことからこれらは単一の天体と考えることができ

われていることを示している．発見した現象で重要なも

る．すると熱エネルギーが9x1051ergと見積もられ，通

のは論文として発表している．2012年度は6件のレフェ

常の超新星残骸に比べると2ケタ程度大きい．OB型星

リー論文をMAXIチーム（JAXA・理研をはじめとする国
内機関で構成）より出版した．その他2012年度には3

超新星爆発の痕跡であると考えるのが最も妥当である．

件の論文も受理されている．また，2012年度にはMAXI
のデータを利用した博士論文が3件受理された．

ることを示した．構造は複数のクランプに分かれて見え

からの星風モデルでも説明が難しいことから，これは極

つまりMAXIは銀河系内で初めて極超新星爆発の証拠を
見つけたことになる．この結果はJAXAの記者レクチャ
で紹介され，新聞等にも掲載された．

4．1．2．1

MAXIによる新天体発見

2012年度にMAXIが発見した天体は複数あるが，最も
J1910−057である．スペクトル解析

明るいものはMAXI

などからブラックホール連星と考えられている．

4．2

超伝導サブミリ波リム放射サウンダ（SMILES）

SMILESは「4K機械式冷凍機と超伝導技術を用いたサ
ブミリ波帯リム放射サウンダの技術実証」と「成層圏大
気微量成分のグローバルな時空問分布の観測実験」とい

4．1．2．2

MAXIの連携観測

MAXIはその観測データ単独で成果を出せるが，世界
中の望遠鏡との連携観測でさらに威力を発揮する．
GROJloo8−57はBe型星とtli性子星の連星パルサーで，

う二つの側面をもつ，JAXAと情報通信研究機構（NICT）
との共同ミッションである．

機械式冷凍機により4Kにまで冷却し，理論的な限界
近くにまで雑音を抑制した超伝導ミクサにより，大気微

この種のパルサーは周期的にX線で明るさを増す．

量分子が発する微弱なサブミリ波帯の電磁波を検出し，

MAXIは2012年11月にGROJ1008が大きな増光を開始

その輝度温度スペクトルを逆変換することで複数種の微

This document is provided by JAXA.

ll．研究活動

99

量分子の高度プロファイルを同時に算出する．

ISS』Nt［APとJEM−GLIMSの設計・開発及び観測運用・デ

SMILESは地球大気の縁方向（大気を透かして見る方
向）にアンテナを向けて，上下にスキャンを行い，さま
ざまな高度の大気からのサブミリ波が畳み込まれた信号

ータを利用した科学研究をISS科学プロジェクト室が他
大学・他研究機関と共同で遂行する．

を輝度温度スペクトルとして観測する．このスペクトル

圏から発せられる微弱な大気光またはプラズマ発光現象

をリトリーバルアルゴリズムによって逆問題として解
き，接線高度における大気微量分子の高度プロファイル
を導出する．観測の高度分解能は約3㎞，高度範囲は対

置の撮影により，地球大気と宇宙空間との境界で起こっ

象となる微量分子によって異なるが，上部対流圏から下

放送衛星など人工衛星からの電波に障害が発生する場所

部熱圏（15㎞〜100km）が主なターゲットとなる．

2010年4月に発生したサブミリ波局部発振器系の故障

ISS−IMAPは，中間圏，熱圏・電離圏およびプラズマ
を超高感度の可視近赤外分光撮像装置と極端紫外撮像装

ているプラズマと大気の乱れを観測することで，GPSや
や頻度を捉え，障害発生の仕組みを解明することを目指
す．

以降，軌道上の地球大気観測は実施不能となっているが，

JEM−GLIMSは，雷雲と地上間で起こる雷放電と成層

冷凍機の再冷却に伴う温度特性データの取得や，分光系

圏・中間圏・下部熱圏で発生する高高度放電現象（スプ

の周波数特性データの取得などを実施した．4K級ジュー

ライト，エルブス，ブルージェット）の空間分布と発光

ル・トムソン機械式冷凍機は，軌道上約7800時間の運

の時間変動とを観測することで，スプライトの発生メカ

転後の再冷却時において，冷凍機系内のコンタミネーシ

ニズムの理解，スプライトや雷放電の全地球的な分布と

ョンの固化による配管閉塞が発生し，4Kへの冷却が不能

その変動の理解を目指す．さらに，雷放電を光学観測だ

になった．本事象に対して，原因究明・検討チームを発

けでなく電波観測機器も使用して多面的に観測すること

足させ，SMILESで使われている冷凍機材料のオフガス

で，世界初となる宇宙空間からの位置評定や，雷雲地上

試験と詳細な解析を通じて，閉塞の直接原因の推定とコン

間放電（CG）と雲内放電（IC）との識別も試みる．

タミネーションの発生プロセスについて調i査し，SM［LES

2012年度は，それぞれの装置について，打上げ前に，

とほぼ同じ4K級ジュール・トムソン冷凍機を搭載する

射場試験・確認の立会いと軌道上運用のための手順書の

ASTRO−H冷凍機への影響について検討結果をまとめた．

整備等の準備を整えた．7月の打上げ後，9月にはIMAP，

さらに，この検討で得られた知見は，後続する冷凍機搭

GLIMSとも初期運用を開始し，11月からは定常運用に

載ミッションであるSPICA等の1K及び4K級ジュー

移行して，観測データを順調に蓄積している，

ル・トムソン冷凍機に対しても活用が見込まれる．

5．国際協力による宇宙実験計画推進

これまでの地球大気観測で得られたサブミリ波スペク
トルから地上データ処理システムにより微量分子の高度
分布を導出する計算（高次データ処理）の再処理につい
ては，最新の知見をその都度導入しながら改良を繰り返

5．1

インド回収衛星利用国際協カ

インド回収衛星（SRE−1）を利用した日印国際協力プ

した．これらのサブミリ波スペクトルや高次データの最

ロジェクトを推進中である．軌道上で微生物を培養し，

新の解析結果について議論するため，国内外の学会にお

宇宙空間で成長率や代謝が変化しないか，宇宙での継代

いて成果を発表した．また，これまでの科学的成果につ

によって遺伝子変化が起こらないか等を調べ，微小重力，

いて，宇宙理学委員会の諮問による専門委員会において

宇宙放射線等の宇宙環境へのストレス応答を調べるミッ

外部評価を受けた．そして，高次データについては大気

ションである．日本が装置提供，インドが回収衛星によ

科学研究に利用できるという判断に基づき，一般の研究

るフライト機会を提供し，日印の研究者が協力して実験

に供するために高次データ配布サーバ及び，科学衛星運

用・データ利用センター（C−SODA）が運営するData

を行う．平成22年5月にフライトモデルの製造を完了
し，平成24年度は，前年度に引き続き，打上げ待機の

ARchives

状況が継続している．

alld

Transmission

System（DARTS）において，

アップデートした高次データを随時公開している．
5．2

中国回収衛星利用国際協力

地球超高層大気撮像観測（ISS・IMAP）及びスプライ

平成24年11月の宇宙環境利用科学委員会において，

トおよび雷放電の高速測光撮像センサ（JEM−GLlMS）

それまで当該委員会により調査・調整が行われていた，

4．3

Consolidated

中国回収衛星（実践10号，平成27年打上げ予定）を利

JEM曝露部第2期利用ミッションとし

用した日中科学協力の着手が最終的に答申された．予め

て選定された5つのミッション機器を混載して，JEM曝

選定されていた，半導体結晶成長実験を，ISASと中国科

露部の標準実験装置としてインテグレートしたものであ
る．2012年7月21日にこうのとり3号機（HTV3），tH−IIB

学院珪酸塩研究所の協働で進めるという国際協力であ
る．平成24年末現在，平成25年初頭の協定締結を目指

ポート共有実験装置（MCE；Multi−mission

EqUipment）は，

ロケット3号機で打ち上げられ，船外実験プラットフォ

し，協力の枠組みなどについて，内外の調整を行ってい

ームに取り付けられた．搭載ミッション機器のうち

る．
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1．概要

2．2

平井寿美子
t

加藤隆二

平井由紀子

技術情報システムチーム

宇宙科学資料のデータベース化と検索システムの開発
科学衛星運用・データ利用センター（C−SODA）は，

宇宙科学研究所における技術情報の蓄積・利活用を目

平成20年4月，それまでの宇宙科学情報解析センター

的として，研究開発過程における文書（実験計画書・報

のデータアーカイブ担当部署を母体とし，システム開発

告書を含む）や映像（静止画，動画）等，広範囲にわた

部の改編に伴う探査機システム開発グループ員と情報シ

る技術情報を体系化した上で共有する科学情報デジタル

ステム開発グループ員の再配置を受けて，統合した組織

ァーカイブズの基盤整備を継続的に実施している．

として改組され発足した．宇宙科学研究所及び月・惑星

アーカイブまでを一括して担当する部門であり，計画調

平成24年度は，保有する資料のデジタル化と検索シ
ステム（DSPACE）への登録をさらに進めるために必要
なコンテンツの棚卸しと検索に必須のメタデータの付加
作業を全画像コンテンツを対象に開始し，同時により使

整グループ，衛星運用グループ，科学データ利用促進グ

いやすくするための辞書登録の工夫や一括登録時のプロ

ループから構成されている．

グラム改定およびDSPACEシステムのアップグレード

探査プログラムグループ管轄の科学衛星・探査機に係り，

試験運用設備の整備から管制運用，並びに観測データの

計画調整グループはC−SODA全体を取りまとめ，事業
計画と資金管理を統一的に管理する中核の存在であると

ともに，C−SODA発足の経緯から技術情報システムチー
ムと情報基盤チームを内包している．

衛星運用グループは，プロジェクトと連携して科学衛

を行なうことで，システム全体としての機能性を充実さ
せた．

また，平成24年度に新しく追加した技術資料は，観
測ロケットS−310−40号機およびS。520−26号機飛翔実験の
実験報告書，S−310−41号機およびS−520−28号機飛翔実験

星・探査機の運用を計画調整し手配している．また，試

の実験計画書およびその撮影動画，FRV−3（高頻度再使

験・運用設備の開発並びに維持管理を実施し，プロジェ

用ロケット実験機・第3回地上燃焼試験）撮影記録画像，

クト間で共通・汎用的な運用システムを目指し効率的で
信頼性有る設備開発を推進している．これらは，衛星設

ハイブリッドロケットWG成果報告書であり，これら計
画書・報告書の印刷・製本ならびに保有するHDDへの

計の共通化にも繋がり効果が期待される．

データ登録を実施した．

科学データ利用促進グループは，近年の急速なデータ

また，これら業務と平行して，整備した技術基盤およ

の多様化，高度化，国際化の進展に鑑み，組織的なデー

び登録情報の維持管理業務の最適な実施体制を明確にす

タベースや高速ネットワークなどの計算機資源が，今や

るにあたって，コンテンツの取扱方針に関する予備検討

研究活動の生命線となっているとの認識のもと，情報基

を進めた．

盤チームと一体となって，計算機・ネットワーク環境を
整備・提供すると同時に，各種ツールを開発することに

2．3

よって研究活動を積極的に支援している．

相模原固有情報基盤システムの運用管理および役職員等

情報基盤チーム

に対する技術支援業務

2．計画調整グループ

相模原固有情報基盤システム（相模原キャンパスにお

いて共通的に使用される情報システムのうち，JAXA共
2．1

計画調整業務

通ネットワークシステム（JAXAnet）に含まれない，相

年度途中に不足人員が補充されたことにより，計画調

模原キャンパスおよび付属施設固有の情報基盤のための

整グループの本来業務であるC−SODA内の業務の進捗管
理，資金管理等が円滑に行われるようになった．また，

かつ確実な運用を図るべく，システムの運用管理及び技

システムおよびネットワークサービス）について，安全

C・・SODA内の情報共有や認識合せの促進のため，10月よ

術支援業務を実施している．また，相模原固有部分と

りC−SODA所属の全職員を構成メンバーとするセンター

JAXAnet部分のネットワークやネットワークサービスに

定例会を毎月開催している．

対する技術支援に関して，関係者間で情報共有の場を持
つことによって業務を調整し，円滑にユーザサポートが
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運用が効率的に行えるようにし，各プロジェクトからの

相模原キャンパスは学術情報ネットワーク（SINET4）

運用要求及び使用設備を調整し，円滑運用を可能にした．

の拠点機関となっていて，そのアクセス回線が整備され

また，地上局不具合発生時には，原因調査・切り分け処

ており，電源・空調環境の提供や，SINET4の管理者で
ある国立情報学研究所による運用業務等のサポートを行

置を関係部署と連携して行う一方，衛星プロジェクトに

っている．またSINET4を通じて，インターネット接続
に加えて，相模原キャンパスと関連する大学等との間の

次期衛星運用システム設置場所を確保するため，旧ミニ

閉域網（SINET4のVPNサービス）の提供を受けると共
に，利用の実態に沿って，適宜VPNサービスの追加・削

管制室に「SPRINT−A」管制システムを追加し，

除をサポートしている．

2310室に増設した．

対する影響が最小になるように運用調整した．さらに，
コン設置場所を運用向けの場所に転用できるようにし，

「SPR【NT−A」向け科学衛星（ISAS）音声システムをB棟

科学推進部を事務局として進められた事業継続計画
（BCP）相模原キャンパス編の見直しに協力するととも
に，事務局からの要請により，東日本大震災直後の計画

ほか，衛星運用室の再割り当て調整をおこない，効率的

停電の際に，筑波共通サーバ上に立ち上げた，相模原在

内之浦宇宙空間観測所での「SPRINT−A」射場試験，

勤の役職員向け広報WEBページを引き続き維持するこ

打ち上げ対応のための衛星管制システム（含むECC棟），

ととなった．

伝送系，衛星電源，RD回線装置等の追加・改修を実施

前年度にB棟1Fの無停電電源装置（CVCF）も非常用

また，B棟の衛星管制室を含むエリア管理を変更した
な空間利用を実現した．

した．

発電機の配下になるように接続替えを行ったことを踏ま

えて，平成24年度は，次期システム換装に向けたイン

3．2

衛星試験の支援，衛星試験設備の整備・管理，

衛星の試験で使用される設備を維持するほか，試験実

フラ整備として，B棟1Fの大型計算機室内の電源系統
の整理，200V及び100V分電盤の改修， CVCFの配線用

施中のプロジェクトに対しては，設備や使用場所の調整

遮断器の容量増加，ラックの移設・撤去等を行った．ま

を行う他，設備の信頼性の確保と試験の効率化を図った．

た，データ利用促進グループが試験的に運用してきたバ

また，ASTRO−H向け衛星試験装置と衛星データ処理系

グ管理システム，プロジェクト管理ソフトウェア，仮想

を構築し，筑波宇宙センターでの試験に対応させた．

化用ソフトウェア，分散処理用ベースシステム装置の運
用管理を基盤チームが引き継ぐこととなり，次期換装時

3．3汎用衛星試験運用ソフトウェア（GSTOS）の開発

に引き継げるよう準備を進めた．前年度に試験的に導入

衛星の機能モデル，衛星監視制御プロトコル，衛星情

したWEB改ざん検知システムを運用し，

WEBサーバの

報ベース機能定義の研究成果を生かすことによってどの

コンテンツの監視を行ない，機能や性能の評価を継続し

ような衛星の試験及び運用のあらゆるフェーズでも使用

た．

できる汎用の衛星試験運用ソフトウェアを開発し，

情報システム用環境監視システムの運用により，11〜

12月にA棟7Fサブステーション室の室温が35℃を超え

BepiColombo，小型科学衛星，

ASTRO−H等の衛星の試験

および運用向け第2期の開発準備ができた．

ていたことが分かったので，不具合発生を未然に防ぐこ
とができた．また．恒久対策として，一部の計算サーバ
をB棟大型計算機室に移設するきっかけとなった．

3．4

局運用計画作成支援ツールの開発・還用

地上局の運用計画の作成を効率的に行えるように，局

相模原キャンパス内にしかバックアップを置いていな
かった歴代の科学衛星データのコピーを，調布航空宇宙

運用計画作成支援ッールの開発を行なった．このッー一ル

センターに設置されているスーパーコンピュータシステ

イルから読み込み，それをグラフィック表示するととも

では，衛星の可視時間および運用時間を定められたファ

ム（JSS）のストレージシステム内に置くことについて，

に，運用上の制約条件を満たしているかどうかのチェッ

情報・計算工学センター（JEDI）の計算機運用・利用技

クを行ない，制約条件を満たしていない部分を表示する

術チームの協力を得て実施した．対象となったデータの

機能も追加した．また，新GN局やDSN局との追跡運用

容量は130TBであり，

計画データ変換ツールも開発し，「SPRINT−A」系間試験

JSSのネットワークを経由して，

1月下旬から3月下旬まで2カ月を要し，無事完了した．

3．衛星運用グループ

調整等で使用した．

3．5

衛星診断および自動運用方式の検討

運用中の衛星の健康状態をチェックし，問題がある場
3．1

衛星運用の支援，科学衛星・探査機運用システムの

合は，それを運用者に知らせ，自動的にコマンド発行し，

管理・運用

衛星状態の修正できるシステムのレベルアップを行い，

科学衛星プロジェクトの中期計画および年度計画に従

小型衛星「れいめい」衛星試験系で試験を行なった．

い，既存衛星及び惑星分光観測衛星「Sprint−A」の衛星
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4．科学データ利用促進グループ

からDARTSのコンテンツ全体の見直しを実施し，日本
語コンテンツを用意する範囲の明確化など，品質の向上

4．1科学衛星テレメトリデータベース（S旧IUS）の開

を実施している．

発及び運用
SIRIUSでは，運用中の科学衛星テレメトリデータに対

4．5

惑星探査シミュレータ（FLOW）の開発

し，時刻較正・ソート・重複除去等の処理を行い日々登

惑星探査機に搭載される観測機器の視野を正確にシミ

録している．平成24年度はSPRINT−Aのデータ登録環

ュレーションするソフトウェアを開発し公開した．本ソ

境の整備を進めた．

フトウェアは，NASAが開発したSPICEと呼ばれる軌道
や姿勢などを取り扱うためのライブラリを利用し可視化
を実現している．本ソフトウェアでは理想的な観測を模

4．2衛星時刻較正システムの開発
宇宙科学研究所の衛星共通地上システムにおける，テ

擬することが可能であるため，予測軌道と対象天体を指

レメトリデータの時刻較正を共通化・明確化し，システ

定することで計画立案としても利用でき，またそれらの

ム開発の効率化を図るため，衛星時刻較正システムを整

画像を実際の画像と比較することで校正にも利用可能で

備している．平成24年度はASTRO−H／SPRINT−Aの時刻

ある．解像度の荒い観測機器に対しては解像度の高い映

較正を行えるようシステムの改修を行った．

像を提供できる．日の当たらない夜側では影の効果をキ

4．3

覚的に評価可能である．このソフトウェアはDARTSか

ャンセルした画像を作成可能であるため，撮像領域を視

サイエンス・データベース（DARTS）の開発およ

び運用

ら公開（http：〃darts．isas．jaxa．jp／planetitools／flow／）されて

宇宙科学研究所の科学衛星の観測データを広く国内外

おり誰でも自由に利用可能となっている．

の研究者に公開し，データ解析研究を推進する為にサイ
エンス・データベース（Data

System，

Archives

and

DARTS）を開発・運用している．

Transmission

DARTSでは，

4．6衛星運用工学データベース（EDISON）の開発およ

び運用

単にデータを公開するだけでなく，研究支援のためのデ

宇宙科学研究所が打ち上げる衛星や探査機の円滑な運

ータ検索機能や早見機能も提供している．また，DARTS

用を支援することを目的とし，衛星運用工学データベー

では宇宙科学研究所の科学衛星にとどまらず，海外の主

スの開発および運用を行なっている．日々の運用や運用

要宇宙科学データベースのミラーサーバの運営を行なう

後のデータ解析に有益な広範囲の情報として，電圧，電

など，機能拡張を続けている．DARTSの利用は，ホー

流，温度，圧力，姿勢などの衛星自身のデータを始め，

ムページ（http：〃darts．isas．jaxa．jp／）によりネットワーク

受信レベルなどの地上局情報や，軌道情報，天候，コマ

を通して行なうことができる．平成24年度は，引き続
き「すざく」，「ひので⊥「あかり⊥太陽地球系物理学

ンド記録などを含んでいる．

（STP），月惑星科学向けサービスを継続すると共に，新

ざく」，「あかり⊥「ひので」，「あかつき⊥「イカロス」

規サービスの開発や既存サービスの改良を実施した．ま

対応EDISONの安定的運用を行なうと同時にセキュリテ

た，ISS搭載の科学機器SMILESの取得データをISS科

ィ強化としてhttpsによる通信暗号化等を行った．また，

学室より引き受け，DARTSから公開開始した．

次期EDISONとしてRDBの導入を検討し，プロトタイ

平成24年度は，既存EDISONである「はやぶさ」，「す

プの構築を行った．

4．4

DARTSの運用の定式化・品質向上
DARTSは，サービスの提供開始以来10余年改良が続

4．7科学衛星異常監視・診断システム（ISACS−DOC）

けられてきた．全体として，さまざまな技術を用いて構

の開発および運用

築された，多岐にわたる学問分野をサポートする複雑な

複雑で高度化する科学衛星，探査機の定常的な運用を

データベースへと成長してきた．プロトタイピングを重

運用担当者の数を抑制しつつ，長期にわたって安全に実

視し，高い機能をユーザにタイムリーに提供することに

行することを目指した運用支援システム「ISACS−DOC」

重きが置かれることが積み重なってきた結果，開発や運

を開発している．本システムはこれまで「GEOTAIL」お

用に必要な情報の明文化が進んでおらず，安定したサー

よび「のぞみ」，「はやぶさ」，「あかり」，「ひので⊥「あ

ビス提供や，ちょっとした改善，今後生じる計算機換装

かつき」対応のものが試験開発され，宇宙科学研究所の

への障害となっている．そこで，（アプリケーションを束

管制室にて日々の定常運用に利用されてきた．

ねた）DARTSシステムの設計の見える化，改善活動を

平成24年度は既存システムである「ひので」，「あか

進めている．本年度は，昨年度に引き続き設定書類の整

つき」向けISACS−DOCの運用を行うと同時に，より利

備や設計の整理を進めると共に，Webページについて，

便性を向上させるために機能改修，機能強化を実施した．

学問分野担当毎の責任の明確化を図ると共に，コンテン
ツの構成・履歴管理を開始した．また，第三者的な視点
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4．8

レベル1時系列データフォーマット変換ツールの

現在，宇宙科学研究所では，GSTOS（Generic

Test

and

科学衛星データ処理システム・新システムの仕様策

定

開発
．

4．9
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Operations

Spacecraft

Software）の整備を進めているが，

科学衛星データ処理システムは，年々，多様化・高度
化・大容量化する科学衛星データのデータ処理に対応す

これは個別の衛星の開発がミニマムとなるようソフトウ

る為に，約5年に一度の頻度で，新しいシステムへの更

ェア体系を整理するものであり，SIBに基づくデータ処
理も含まれる．共通化の範囲をさらに広げ，バス機器の
データや，観測機器のステータスから各科学コミュニテ

新を行っている．現行システムの賃貸借契約が終了する

ィーが使用するファイルフォーマットにてデータ・ファ

科学衛星データ処理システムの要求仕様を取りまとめ，

イルを作成する汎用なツール（レベル1時系列データフ

新システムの調達作業を実施した．平成25年度には，

ォーマット変換ツール）を開発した．平成24年度はCSV

新たに調達された新システムの構築，および，旧システ

形式およびSPICE形式によるファイル出力に対応した
ツールを開発した．CSV形式のファイル出力機能は，次

ムから新システムへの移行作業を実施する予定である．

平成25年8月末に向けて，各衛星プロジェクトや所内
関係各部署と議論を進めながら，平成25年9月以降の

期EDISONの開発に適用される予定である．
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4．専門技術グループ
a．ミッション機器系グループ
上野宗孝

山本高行

川原康介

武田伸一郎

1．各ミッションにおける誘導制御，推進系を総合
した開発研究

長谷川克也

長谷川

直

を行っている．本コンポーネントは，ジオスペース探査

衛星（ERG）での軌道上実証を目的に，軌道実証モデル
（デモンストレーションモデル）の開発を進めている．

以下のミッションにおける活動を行った．

4．スペースプラズマ実験設備
・相平衡スラスタの開発及びIKAROS推進系の運用
・再使用観測ロケットの誘導制御

宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備・超高速衝

・観測ロケットのリアルタイム風補正軌道解析について

突実験施設の運営を行った．2004年度以前の超高速衝突

・観測ロケットの軌道解析プログラムの整備

実験施設は2005年度以降の実験装置の新規導入と運営
方法の変更によって，2004年度以前のレールガンのみ運
用時と比較して実質的な運転人員・維持費減少にも関わ
らず，共同利用ユーザーに提供できるショット数を大幅
に増加させている．その結果，新たな共同利用ユーザー

・イプシロンロケットの誘導制御

・工学実証ミッションDESTINYの軌道最適化

2．ミッション搭載機器の開発

を開拓し，共同利用申請書数も大きく増加している．超
・ASTRO−H

高速衝突実験施設は大学共同利用施設として，大学・大

HXIの開発

・はやぶさ2搭載通信機器

学院教育に貢献するようになり，多くの若手研究者の育
成にも貢献するようになり，そして，数多くの先端的な

3．戦略コンポーネントの開発

研究成果の創出に貢献をするようになっている．また，

誘導制御グループとの協力により，JAXA戦略コンポ
ーネントの枠組みを活用し，小型スタースキャナの開発

JAXAのミッションの実機レベルの試験にも使用される
・ようになり，JAXAの宇宙利用・宇宙科学ミッションに
貢献するようになりつつある．

b．基盤技術グループ
安田誠一

餅原義孝

富澤利夫

伊藤文成・鈴木直洋

奥村哲平

前田行雄

加藤輝雄

徳永好志

小林清和

松坂幸彦

1．プロジェクト等への支援

鎌田幸男

測・解析技術をもって支援した．

（6）宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備による

プロジェクト，プリプロジェクト，ワーキンググルー
プ活動等に参加し，専門性をもってその活動を支援した．

研究開発において，試験・計測・解析技術をもって
支援した．

（1）将来型推進系の開発業務において，エンジン，推

（7）ロケット・衛星開発試験に係わる電気・通信設備

進薬，スタンド，供給，計測系に関する設計，試

（指令電話・ITV・放送他）の更新計画，設計，製作，

験，解析を行った．

（2）環境試験方式の開発業務において，振動・衝撃試

験の小型計算機を用いた制御およびデータ取得の

運用全般の業務を行った．

（8）キュレーション実験設備による研究開発におい
て，計測・解析技術をもって支援した．

方式検討支援等を行った．

（3）大気球観測実験における，気球搭載機器の開発

2．主な研究開発支援活動

気球フィルムの開発支援業務を行った．

（4）各種試験設備（機械環境・熱環境・電波無響室他

多数の設備）を用いて，ロケット・衛星のシステ

・完全再使用LOX／LH2エンジンの燃焼試験及び噴射器
の耐久性評価試験

ム開発及び試験支援業務を行った．

・N20／エタノール推進系を利用した飛翔機体システムの

（5）超・遷音速風洞による研究開発において，試験・計

研究開発
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・柔軟構造物の振動制御の研究

・LOX／LH2推進系の統合化へ向けたGH2／GO，，−RCSの実

・統合型推進系RCSの研究
※本項にある研究設備及び基盤技術Gの管理下にある工

用化研究
・ハイブリッドエンジンの研究
・飛翔体の機体計測に関する研究

作工場，エレクトロニクスショップの詳細は，【おもな

・環境試験方式の開発研究

研究設備】の項を参照願いたい．

c．航法・誘導・制御グループ
石井信明

志田真樹

1．概

廣瀬史子

清水成人

藤原

謙

山本高行

市川

勉

成田伸一郎

3．基盤技術研究，要素技術開発

要

航法・誘導・制御グループでは，現在進行中のあるい

（1）小型スタースキャナの開発と性能評価試験の実施

ｫ来の実現を目指して精力的に検討が進められている

（2）高精度ポインティング制御のためのチップチルトミ

宇宙科学ミッション，特に月惑星探査計画を中心とした

ラー（可動鏡駆動方式）の開発と性能評価試験の実

は

幅広いプロジェクトに対し，軌道解析，航法，誘導制御

施

（3）衛星構体における微小擾乱解析，擾乱伝達特性の実

に関する側面からの技術支援を行っている．プロジェク
ト，プリプロジェクト，ワーキンググループ等の活動に

験的検証
（4）次世代推進系（GH，／GOX統合化推進系，

参加するとともに，内在する技術課題を抽出し，個別研

HAN系推

進系，エタノール系推進系など）のサブシステム解

究へと発展させている．

析，性能評価試験の実施

2．プロジェクト支援

（5）GPS複合航法，フォーメーションフライト等におけ

（1）金星探査機「あかつき」の打上げと惑星間航行中の

（6）深宇宙探査機の高精度軌道決定技術の研究，DDOR

る相対航法技術の研究
運用支援．金星周回軌道投入のための精密軌道決定

技術の開発
（7）月惑星探査のための移動機構，探査ローバ，歩行ロ

と軌道制御計画の立案金星再会合に向けた長期軌

ボット等の概念検討，トレードオフスタディ，歩行

道解析の実施
（2）BepiColombo，

ASTRO−H，

シミュレーションの実施

SPICA，はやぶさ2，小

型科学衛星（共通バスおよび1，2号機），FFAST，

4．研究設備の維持管理

小型ジャスミン，DESTINY，小型ソーラセイル実証
機，国際有人宇宙船等のシステム検討，軌道解析，

姿勢系センサや誘導制御装置の性能評価試験等に供す

軌道決定，誘導制御，姿勢軌道制御系サブシステム

る地上試験装置および軌道解析サーバ類，推進系地上試

検討，推進系サブシステム検討の実施

験装置，小型飛翔体打上げ管制システムなどの維持管理，

（3）観測ロケット，再使用観測ロケット，次期固体ロケ

保守点検等を行い，効率的な研究開発を行っている。

ット「イプシロン」等，宇宙輸送システムの打上げ
軌道解析，飛行安全評価，機体システム検討の実施
（4）大気球実験機の姿勢決定システムの構築と検証

d．推進系グループ
梶原堅一

成尾芳博

徳留真一郎

志田真樹

澤井秀次郎

八木下

西山和孝

剛

中塚潤一

小林弘明

1．はじめに
推進系グループは，科学衛星や探査機の軌道制御や姿

森

治

嶋田

徹

羽生宏人

國中
丸

均
祐介

堀

恵一

北川幸樹

っている．このうち衛星推進系に関しては，化学推進や
電気推進に関わる機器開発を行うだけでなく，射場作業，

地上運用，軌道運用に至る全てのフェーズに寄与してい

勢制御に用いる衛星推進系の研究開発，及び将来型宇宙

る．また，輸送システムの推進系に関しては，将来の再

輸送システムに係る主推進系や補助推進系の研究に携わ

使用型宇宙輸送系に用いることを想定したロケットエン
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ジンや空気吸い込み式エンジンに関する基礎開発研究，

4．1．1

再使用高頻度宇宙輪送システム用推進系の研究

ハイブリッドロケットや低毒性推進系に関する基礎開発

再使用高頻度宇宙輸送を目指した研究として，機体シ

研究，次期固体ロケットに関する研究開発等，幅広い研

ステムの知能化，地上運用効率化，水素を安全に取り扱

究活動を行っている．さらに，衛星推進系のGSE保全管

う技術など，航空機のように繰り返し運用が可能なシス

理や輸送システム推進系の研究開発に用いる各種試験設

テムに必要とされる技術について基礎開発研究を行って

備の維持管理にも従事している．以下に平成24年度の

いる．

活動概要を記す．

平成24年度は，各要素技術についての研究を継続す
ると共に，システムレベルでは昨年度までの研究により

2．衛星推進系（化学推進）の研究開発

明らかになった課題を反映し，機体システム知能化研究
としてヘルスマネジメント及び安全で効率的な運用を可

2．1

衛星推進系の研究開発・運用

推進系グループは，宇宙科学研究所が進めている科学

能とするための計算機を搭載した機体システムに改良を

衛星・惑星探査機の研究開発において，初期のミッショ

加え，故障模擬によるMT法を用いたリアルタイムでの
故障判定等，実運用での機能実証を行うための地上燃焼

ン提案段階から衛星推進系の立場でシステム検討に参加

試験を実施した．

し，衛星システムからの要求を満たす推進系構成の開発

並びにミッション達成に必要な推進系の開発を行ってい
る．加えて射場作業から運用フェーズまでの一連の作業

4．1．2

再使用観測ロケット用推進系の研究

再使用観測ロケットに係る研究は，平成22年度より

を行っている．

「再使用観測ロケット技術実証」として宇宙科学研究所の

平成24年度はBepiColombo（MMO）， ASTRO−H，は
やぶさ2，ERGの姿勢，軌道を制御するアクチュエータ
の一つである衛星推進系の開発を行った．また，小型科
学衛星，月・惑星探査機に搭載する推進系の初期検討に
参加した．衛星推進系に関する先進的な研究活動に関し

所内事業として位置づけられ，研究を進めている．

ては，4．3項及び4．4項に示す．

ョン要求を満たす機体システムの概念設計を進めるとと

2．2

題を解消することを目的として，極低温スロッシング試

平成24年度は，再使用観測ロケット技術実証エンジ
ンの液体酸素ターボポンプ（OTP），液体水素ターボポン
プ（FTP）の製造を行い，またエンジン試験設備の設計・

製造を行った．さらに，推進システムとしては，ミッシ
もに，再使用観測ロケットのミッションにおける技術課

衛星推進系の信頼性向上活動

平成24年度は，あかつきの軌道投入失敗を教訓に，

験，タンク排液試験等の技術実証試験を行った．

過去の推進系開発・運用における不具合を再度整理した．

衛星推進系の信頼性向上に向けてデータベースを整理し

4．1．3

スペースプレーン技術実証機及び極超音速推進

て，より良い衛星推進系開発を行うための課題の抽出な

系の研究

どを行った．

スペースプレーン技術実証機及び極超音速推進系の基

礎研究の一環として平成22年に実施した飛行実験
3．電気推進の研究開発

（BOV3号機）では，

Mach2飛行環境で予冷ターボジェッ

トエンジン起動に成功したものの，垂直尾翼のミスアラ
3．1

電気推進の研究開発

「はやぶさ」小惑星探査にて実績を上げた10cmマイ
クロ波イオンエンジンμ10に関し，宇宙運用から得られ

イメントにより機体姿勢が異常となる不具合が生じた．

平成24年度には，平成23年度に引き続き，改良型の飛
行実験機（kBOV1号機）のシステム設計・部分試作，サ

た知見を元に性能や有用性の改良，さらには応用範囲の

ブスケールモデルによる風洞試験を進めるとともに，平

拡大を目指した研究開発を行っている．はやぶさ2には，

成25年度科研費基盤研究Aに応募（課題：スペースプ

これまでの8mNから10mNに推力向上したマイクロ波

レーン技術の極超音速飛行実証システムの開発研究，研

放電式イオンエンジンを投入する予定である．また，

究代表者：澤井秀次郎）し，採択の内示を受けた．平成

20cm級や1cm級のイオンエンジンの研究も進めている．
軌道間輸送機への電気推進の応用が考えられており，

25年度以降

5年間で実験機開発を進める計画である．

これに向けてDCアークジェット，MPDアークジェット，

また，平成23年度に開発した気球利用型微小重力実験
システム（iBov1号機）の第1回フライト運用を平成24

ホールスラスタの研究開発も進めている．

年8月に実施したが，高層風の条件が合わず，平成25
年度に延期となった．

4．将来型推進系の研究
4．2
4．1

再使用型宇宙輪送システム用主推進系・補助推進系

に係る研究

ハイブリッドロケットの研究

大学共同利用によるハイブリッドロケット研究WGの
活動として以下の成果を得ている．技術実証用ハイブリ
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ッドロケットエンジン試験設備及び供試体1件の詳細設

いて，セルの大型化及び連続発電に向け試験装置・設備

計を行い，詳細設計審査を実施した上で，試験設備（ミ

の改修・整備を実施した．

ニマムスペック）／供試体を構築．本年度着火試験を実施

し，技術実証を実施できる段階に到達したことを確認し

4．4．2

セラミックスラスタの研究

た．WAX燃料の旋回流中での燃焼状態の光学観察を世界

耐熱性能の高いセラミックをスラスタ材料として使用

初で成功した．多段面対向噴射方式により，燃料／酸化剤

するスラスタの研究を行っている．PLANET−C（あかつ

の流量割合の適正化に成功した．LOX気化用のGAPガ

き）のメインエンジンとして搭載し，2010年6月28日

スジェネレータの燃焼実験に成功した．ロケット内部旋

に世界初の軌道上実証を成功させた．あかつきの金星周

回流中の境界層火炎を詳細に把握するベースとなる数値

回軌道投入時には，残念ながら供給系の動作不良の影響

解析ツールを国内初で開発した．多目的最適設計ツール

を受けてしまったが，そのポテンシャルの高さから性能

を用い，多段式ハイブリッドロケットにおいて，燃料・

向上の研究を継続しており，数値解析コードの整備と噴

燃焼方式の違いによる設計知識を取得した．新燃料とな

射器の改良による性能向上研究を行っている．

る低融点熱可塑性樹脂（LT）の機械的強度特性を取得し

た．TNT換算率計測の予備実験を行い，燃料の破砕特性

4．4．3

耐熱複合材料の長期信頼性の研究

液体ロケットの放射冷却式燃焼器やノズル，またジェ

を取得した．

第9回ICFD，第56回宇宙科学連合講演会でオーガナ

ットエンジン高温部材への適用を目指して高温耐熱複合

イズドセッションを企画し，JAXA，大学，固体ロケット

材である炭化珪素繊維強化セラミックスSiC／SiCの基礎

製造業者，外国研究機関等による活発な意見交換を行っ

開発研究を進めている．これまでにN、0／エタノールエン

ジン用燃焼器を試作し，1600℃以上1750℃未満の耐熱性

た．

を実証した。長期信頼性の評価に向けた基礎データの蓄
4．3

積を継続している．

低毒性推進系の研究

4．3．1

HAN系1液推進剤を用いたスラスタの研究開発

HAN（Hydroxyl

Ammonium

Nitrate）を主剤とする低毒

性一液性推進剤の研究開発を実施した．20N級試験用ス

4．4．4

耐酸化剤ダイヤフラムの開発

加速度の方向や大きさの変化に影響を受けず，かつ酸

ラスタを用い，比推力が250秒に達することを確認した．

化剤の排出効率を高くするための気液分離機構として，

また，貴金属を中心とする触媒の検討を行い，イリジウ

耐酸化剤ダイヤフラムの研究を行っている．また，これ

ム，白金などの高濃度触媒が有効であることを確認した．

を応用して燃料・酸化剤を共通球殻に納める一体型タン

多成分系のHAN系推進剤はヒドラジンと比較してパル

クの研究も行っている．

ス特性に留意する必要があるため，触媒層の各種パラメ
ータの影響を確認中である．また，J−Space

Systemsの

SERVIS−3への搭載を目指して1N級のスラスタ開発に共
同研究として参加した．

4．4．5

気液平衡スラスタの研究

気液平衡スラスタとは，推進薬として液化ガスを採用
し，液体状態でタンクに貯蔵し，推進薬自身の蒸気圧を
利用して気体のみを噴射することで推力を得るスラスタ

用性・即応性に優れる多目的な二液推進系の構築を目指

である．IKAROSの推進系として搭載し，世界で初めて
性能を評価した．小型宇宙機の推進系として幅広く活用
するために，気液分離や連続噴射の性能向上を進めてい

して，液化亜酸化窒素（N．O）とエタノールを推進剤と

る．また，これを加圧系に適用することも検討している．

4．3．2

N20／エタノール推進系の研究

常温貯蔵可能でほぼ無毒の推進剤を用いた安全性・運

する無毒液体推進系の実証研究を行っている，イプシロ
ンロケットのポスト・ブースト・ステージ推進系等への

4．5

適用を目標としており，平成24年度は，噴射器要素試

4．5．1

験（液流し）及び噴射器エレメント単体の可視化による
噴射・微粒化・燃焼等の観測を行った，

固体ロケット及び固体推進薬に係る研究
固体ロケットの信頼性向上の研究

固体ロケットモータ内部弾道性能の高精度数値予測シ
ステム（ACSSIB）の開発研究を行っている．酸化剤粒子
の形状と傾きの関係性を調べるための擬似推進薬用材料

4．4

衛星推進系に係る研究

4．4．1

燃料電池統合型二液推進系の研究

の検討を実施し，擬似酸化剤粒子にテフロン樹脂，粘度
調整物質にアクリルが有効であることを確認した．また，

凝固点一50℃以下の非凍結型液体推進剤について，

固体推進薬の注型時の流れ場と粒子の傾きとの関係を把

20Nスラスタによる真空低温燃焼試験を実施し，推進剤

握するために，せん断流れ場に固定された柱状粒子に働

の着火及び燃焼特性評価を実施した．常温から一40℃の

くモーメントを数値的に解析し，せん断流れによって粒

温度範囲で試験を実施し，着火遅れ時間について評価を

子がある方向に固定される可能性を確認した．

実施した．同燃料・酸化剤による燃料電池システムにつ
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4．5．2

イプシロンロケット研究（主推進系・補助推進系

（SJ／RCS））

イプシロンロケットプロジェクトは，平成25年度夏

維持管理・運用を行った．さらに，イプシロンロケット
の内之浦設備系（ヒドラジン・高庄ガスなど）の改修作
業に協力した．

期の初号機打上げを目指して機体システムと射場の開発

5．そ

を進めている．本年度は初号機の試作試験と製造及び射

の

他

場（内之浦）の整備を行い，半ばに維持設計フェーズに
移行した．

イプシロンロケット開発の第一段階では，開発のリス
ク，期間，費用を抑えて早期に先進的な機体システムの

5．1

DE連携活動

平成24年度は下記の研究テーマについて研究開発本
部等と連携した活動を実施した．

技術実証を行うため，従前に開発された固体モータを再

・電気推進のJAXA横断的研究

製造して用いる計画である．しかし，第2段・第3段モ
ータに適用するM−V−5号機の第3段モータ（M−34b）及

・科学衛星推進系不具合対応

びキックモータ（KM−V2）は，開発から10年以上が経

・SDS−4搭載QCMの宇宙実証

過していることから，一部の耐熱材，断熱材に使用され

・セラミックスラスタの研究
・高温耐性バルブの研究

ている素材について変更や入手先の変更を余儀なくされ

・バルブ信頼性の研究

ている．そのため，サブサイズモータによる地上燃焼試
験を実施してそれによる機能への影響を評価した．また，

・低毒性推進系の研究

打上時の音響環境を予測するため，音響環境を改善する

・N20／エタノール推進系の研究

・再使用観測ロケット推進系の研究

イプシロン射座形状候補を複数用意して模擬射点音響環

・イプシロンロケット

境計測試験を実施した．何れの試験も期待通りの成果を

・イプシロンロケット

収めて詳細設計の進捗に大きく貢献した，

M−Vの技術を引き継ぐ1段搭載SMSJ，2段搭載RCS，
H−IIAの技術を流用するPBS搭載小型液体推進系は，何
れも新規開発であったが開発を完了した．特にSMSJに
ついては，HGVシャフト部の軸受，軸封シール設計に課
題があったが，昨年度末までに実証試験に成功し，本年
度開発を完了した．推進系グループは，イプシロンロケ
ットの主推進系・補助推進系全般の開発支援業務に従事
している．

RCS・PBS関係
内之浦設備系（ヒドラジン・

高圧ガスなど）

5．2

プロジェクト活動

推進系グループメンバーが平成24年度に参加したプ
ロジェクト及びプリプロジェクトを以下に示す．
・ASTRO−E

llプロジェクト

・SOIAR−Bプロジェクト

・MMO（BepiColombo）プロジェクト
・ASTRO−Hプロジェクト
・小型科学衛星プロジェクト（SPRINT−A，

4．5．3

高性能低環境負荷型固体推進薬の研究

高性能化と環境負荷低減を目指し，高エネルギー物質

ERG）

・SPICAプリプロジェクト
・観測ロケット

（HEM）の固体推進薬への適用研究を進めている．アン

・再使用観測ロケット技術実証

モニウムジニトラミド（ADN）はハロゲンを含まない物

・イプシロンプロジェクト

質であり，酸素バランス，生成熱の点で魅力的な物質で

ある．ADNは今のところ基礎物性の点で固体推進薬への

・IKAROSプロジェクト
・はやぶさ2プロジェクト

適用にはいくつかのハードルがあるため，幅広く知見を

・SDS4プロジェクト

得るべく基礎研究を進めている．本研究では，ADNの合

・ERGプロジェクト

成技術を洗練させ，より安価に精製する技術やプロペラ
ントとしての燃焼特性に関する研究を進めている．その

他，高度化した化学合成技術を基礎として，FOX−7や

5．3 WG活動
推進系グループメンバーが平成24年度に参加したワ

FOX−12などの他のHEM合成に関しても幅広く知見を

ーキンググループを以下に示す．

蓄え，次のターゲット物質の抽出も精力的に進めている．

・ソーラーセイルWG
・先進的固体ロケットシステム実証研究WG

4．6

・ハイブリッドロケット研究WG
・スペースプレーン技術実証機WG

衛星推進系GSEの保全管理，推進系試験設備の維

持運用
衛星推進系GSEの保全管理及び能代ロケット実験場
やあきる野実験施設に設置されている推進系試験設備の

・小型月着陸実験機WG
・深宇宙探査技術実験ミッションWG
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e．熱・流体グループ

小川博之太刀川純孝岩田直子岡崎峻中川貴雄野中聡大山聖
高木亮治

船木一幸

野々村拓

山田哲哉

山田克彦

1．プロジェクト等への参加

安部隆士

5．ループヒートパイプの研究

プロジェクト・プリプロジェクト，およびワーキング

①世界的に最高レベルの性能を有するSUSウィックの

グループ活動等（あかつき，はやぶさ2，BepiColombo／

国産製造に成功した．②フローレギュレータを日本で初め

MMO，

SPRINT−A，

ERG，

ASTRO−H，

SPICA，イプシロ

て試作，試験によりその有効性を実証した．③LHPの非

ンロケット，再使用観測ロケット，GAPS，火星飛行機

定常数学モデルを構築スタートアップの非定常シミュレ

次世代小型科学衛星標準バス，など）に，熱・流体に関

ーションに成功した．④セカンダリウィックによるスター

する専門技術をもって参加した．それぞれにおいて，設

トアップ特性の改善を実験及びシミュレーションで確認

計や開発試験評価など，各種課題の解決にあたって
いるが，今年度は特に，MMOの追加熱モデル試験（筑

の熱真空試験を実施しシステムの有効性を実証した，⑥可

波13m），

ASTRO−Hシステム熱モデル試験（筑波13m），

視化LHPを試作し，エバボレータ内部流動を解明した．

ASTRO−H

TOP

した．⑤マルチエバボレータ・マルチコンデンサシステム

Plate熱モデル試験（筑波13m），

SPRrNT−A総合試験・熱真空試験を主体的に実施してい
る．また，熱制御材料の紫外線照射試験や熱光学特性の

6．自励振動ヒートパイプの研究

測定をおこない，あかつき，はやぶさ2プロジェクト等

①可視化OHPを試作・試験し内部流動現象の観察

に貢献した，機械式冷凍機に関しては，研究開発本部熱

条件によって内部流れが「振動流」「循環流」の2パター

AS−

ンに分かれることが明らかになった．②非定常数学モデ

TRO−H）に協力している．またイプシロンロケットおよ

ルを構築し，作動流体流れのシミュレーションを試みた．

び再使用観測ロケットの空力，熱の課題解決の支援をお

③非凝縮性ガスの効果を実験的に確認その感度は小さ
く，かなりの非凝縮性ガスが発生しないと影響が出てこ
ないことを明らかにした．④リザーバによる温度制御の

グループと連携し，プロジェクト横断的（SPICA，

こなった．

2．専門技術の維持・向上

メカニズムを圧力測定により解明した．⑤逆止弁の効果
（振動流と循環流の熱伝達性能）を定性的に確認した．⑥

「工学委員会戦略的基礎開発研究」に「高機能熱輸送

大型化の可能性を確認逆止弁により6m程度までの熱

制御の研究」「次世代小型標準バス（熱制御技術の部分）」

輸送が可能であることを確認した（反粒子検出器用試作

の研究課題を応募し採択された．

OHP）．⑦作動流体の選択の仕方のガイドラインを得た．

宇宙科学プログラム技術委員会には①多層膜型フレキ

シブルOSRの開発，②MLI排気特性測定，③熱制御材
評価④高機能ヒートパイプ・蓄熱デバイス・機械式ヒ
ートスイッチ特性評価⑤ポリイミドフォーム断熱シス
テムの開発，⑥熱制御材料の劣化評価，⑦アウトガス評
価の研究課題を申請し採択された．

3．DE連携

7．

「熱設計フリー」を可能にする自律熱輸送制御

システムの研究
搭載機器やその配置，発熱分布や外部熱環境が変わっ
たとしても熱設計検討を必要としない，所謂「熱設計ブ
リー」が可能な熱制御システムの実現を目標に研究をお
こなっている．「熱設計フリー」衛星の実証に向けて，搭
載機器の配置や発熱分布を変化させても発熱部分の温度

研究開発本部・熱グループとプロジェクトや熱設計標
準委員会（WG6T，

WG17）において連携した．

が自律的に制御されることを示すことを目的として，可
変コンダクタンス自励振動ヒートパイプを衛星を，想定

してCUBE形状のBBMを試作，実証試験をおこなって

4．専門技術インフラ整備

きた．今年度は，自励振動ヒートパイプおよび可変コン
ダクタンス自励振動ヒートパイプが無重量環境下におい

熱解析ソフト，流体解析ソフトの保守および整備をお
こなった，

ても動作することを確認することを目的として，①航空
機による無重量実験と，②放射線照射試験をおこなった．

十分な放射線耐性が示され，また無重量環境下でも動作
することが確認された．
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8．次世代多機能型展開ラジエータの研究

がある．これらの市販の熱制御材を入手し，施工性，耐
環境性を評価して，今後の衛星開発に資することが目的

ミッションの高度化に伴い，従来よりも高度で複雑な

である．今年度は，ASTRO−H，

MMO，

SPRINT−Aなど開

熱管理技術が要求されてきており，電力リソースの厳し

発中のプロジェクトへの熱制御材（粘着材Y966，黒色塗

い次世代宇宙ミッションの実現にブレークスルーをもた
ルな構造で大きな放熱変化を生み出せる「多機能型展開

料Z306，接着剤RTVS691など）の提供・評価・技術支
援を通じてプロジェクト支援を行った．ASTRO−Hでは
システムTTM試験中に粘着材Y9703で貼付けた10mil

ラジエー・・タ」を提案し，低リソースで高効率な放熱制御

銀蒸着テフロンが剥離した問題を受けて，その評価をす

技術を確立することを目指している．様々な要求に応じ

るべくY9703粘着材付きの銀蒸着テフロンを入手し評価

て機能選択可能な構成とすることで，適用範囲の拡大や

した．SPRINT−AでITOコート付き銀蒸着テフロンの表
面電気導通性が失われていた問題を受け，表面導通性の

らす革新的技術の候補のひとつとして，軽量かつシンプ

開発時間の短縮を目指している．今年度は，ラジエータ
基材を選定し，熱物性を測定，ラジエータの最適設計を
おこなった．

劣化を評価するために，またERGの設計に資するため
に，ITOコーティングありの銀蒸着テフロンを入手，面
抵抗計にて導通性を評価した．

9．多層断熱材の排気特性に関する研究
11．ロケットフェアリング内衛星構体排気の検討
JAXAにおける「MLI剥離防止技術標準」の策定活動
において，H−IIA打ち上げ時のフェアリング内減圧に伴

うMLIの剥離防止のための設計データ取得を行ってい
る．各種MLIについてフェアリング減圧プロファイルを

ロケット上昇中のフェアリング内減圧に伴う衛星構体
内の空気の排気についての検討を行って》・る．イプシロ
ンロケットおよびH−IIAロケットについて，衛星構体内

模擬した減圧試験とMLI層間気体の排気特性を取得す

空気およびMLIの排気設計で使用するロケット上昇時

る試験（以下，定常試験）を実施している．宇宙研はこ

のフェアリング内減圧プロファイルの検討をロケット側

の活動に積極的に参加している．特に，MLI層間の排気
特性を取得する試験とMLI層間圧力の物理現象の解明

と協議，検討している．

と解析モデル化については中心になって試験及び検討を

12．アウトガス評価

実施してきた．今年度は，近年需要の高まってきている

「最外層銀蒸着テフロンMLI」に着眼を置いた．最外層

軌道上で衛星をコンタミネーションによる性能劣化か

を銀蒸着テフロンとすることで太陽光が直射する場合の

ら防ぐために，衛星の開発段階からコンタミネーション

衛星内部への熱流入量を通常のMLIよりも小さくする
ことができ，ASTRO−Hなど熱設計要求の厳しい科学衛
星で使用予定である．

を管理する必要がある．分子状コンタミネーション管理

の際に重要となるのがアウトガスの種類と放出量であ
り，より精確な管理のためにはこれらを材料データから

銀蒸着テフロンはポリイミドフィルムに比べてリジッ

類推するだけでなく実測することが重要であるが，これ

ドな上，テフロンの劣化の観点から最外層に空気抜け穴

まで，衛星熱真空試験やベーキングの際にアウトガス量，

を設けるのが難しいたmp，通常のMLIよりも排気特性が

種類を測定して分析を行うということは行われてこなか

悪く剥離しやすいと考えられる．MLI剥離防止標準等で

った．現行開発中の衛星の地上試験の際にアウトガスデ

もこれまで全く調べられてこなかった最外層銀蒸着テフ

ータの取得，分析を行い，分子状コンタミネーション管

ロンMLIの排気特性について知見を得，今後の科学衛星

理や軌道上でのアウトガス予測に反映させると共に，測定

の熱設計に活かす．FY23に製作した最外層銀蒸着テフ
ロンMLI 4枚について，急減圧試験と定常試験を実施し

や分析にかかる技術を向上させることで今後の衛星開発

た．（ただし定常試験は2枚のみ）

プロジェクトASTRO−H，

に活かすことを目的とする．今年度は，進行中の科学衛星

SPRINT−Aの衛星ベーキング

（ASTRO−H），熱真空試験及びその後のチャンバベーキン

10．熱制御材特性評価

グ（SPRINT−A）時にwitness

plateを用いて分子状コン

タミネーション物質の採取を行い，FT−IRにてその成分
塗料やサーマルフィラ，接着剤等の熱制御材はこれま
で宇宙研の衛星で実績のあるものよりも高性能なものが

の定性分析を行った．定性分析の結果，シリコーン，エ
ステル，パラフィンが主成分であることが判明した．

市販されており，海外の衛星では使用されている．また
衛星によっては，極低アウトガス特性やシロキサンフリ

13．高機能ヒートパイプの研究

ー，取り外し・再施工のような，これまで使用してきた
材料では対応できない要求がある．将来の科学衛星にむ

海外の衛星では有用な熱制御デバイスとして使用され

けてこれらのより高性能な熱制御材を検討しておく必要

ている高機能ヒートパイプを設計・製作し特性を調べる
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ことで，その基礎技術を習得する事が目的である．今年

が曝される温度環境で熱輸送可能な事を確かめる事がで

度は，アンモニアを作動流体とするIberEspacioのΩ型グ

きた．また，pGAPS−OHPの熱数学モデルを作成し非定
常な熱解析を行い，実験値と良く一致する結果を得る事

ルーブヒートパイプを用いて，室温から低温環境でヒー
トパイプの傾斜させた実験を行った．熱コンダクタンス

ができた．これら，解析結果から気球の熱設計で必要な

は傾斜の変化に依存しないことが明らかになった．また

基本的な情報を得る事ができた．

室温で水平の場合に凝縮部の温度減少，低温環境（−40℃，

−60℃）で傾斜があり，熱入力が小さい場合に，温度が振
動することが明らかになった．

15．放射率可変素子（SRDM）の高機能化に関す
る研究

また，可変コンダクタンスヒートパイプ（VCHP）の高
性能化を目指して，作動流体の蒸気・液が分離されている

宇宙機の熱制御において，ラジエータの機能化を図る

アーテリ型のヒートパイプを作製した．作製したアーテリ

ことは電力の削減・軽量化の立場から重要である．その

型のヒートパイプを用いて，通常のヒートパイプ（HP）

ため，高温で放射率が高く，低温で放射率が低くなる自

と，リザーバを取り付け非凝縮ガスも封入した温度制御性

律的熱制御デバイスの開発を行っている．具体的には，

を有するVCHPを作製し性能の比較を行った、結果，通
れた．また，今回製作したアーテリ型のVCHPの性能は，

強磁性材料であるペロブスカイト構造Mn酸化物に多層
薄膜を施し，太陽光吸収率が小さく，かつ全半球放射率
の温度依存性の優れた誘電体多層膜付放射率可変素子

宇宙機に一般的に使用される軸方向矩形グループを用い

（SRDM：Smart

て作製したVCHPに比べて，2倍以上大きな最大熱輸送

開発を目的としている．この素子は，機械的な要素と電力

量を得る事ができる事が解った．このように，性能向上に

を必要としないため，軽量かつ高い信頼性を備える．現在

常のHPと比べてVCHPでは最大熱輸送量の低下がみら

Radiation

DeVice

with

MUItilayer

film）の

よって最大熱輸送量が増加すると，より長い凝縮長が必要

のSRDMは，室温付近を境に，低温側で036，高温側で

になる．本年度の実験により，凝縮部の変化によって受動

0．78の放射率変化を有し，太陽光吸収率はO．22である．

的に加熱部（機器取り付け部）の温度制御を行うVCHP

現在，以下のそれぞれの要素について，開発を行っている．

の凝縮部・ラジエータの設計の重要性を確認し，衛星搭載

①バルク材料の性能向上：現材料（LSMOおよびLSCMO）
以外の候補材料について単結晶を製作し，電気抵抗率

時の設計に対して基礎的な知見を得る事ができた．

の温度依存性を測定することによっで，赤外放射率の

14．GAPSセンサ部の熱制御に関する研究
GAPSは2015年度以降に南極での気球実験を計画して
おり，宇宙線中の反粒子の高感度探査を通じて未知の宇
宙物理過程を探る事を主目的としている．気球実験にて

搭載機器は希薄気体のある高度35㎞の特殊な熱環境に
曝される．また，惑星周回軌道上と異なり重力の影響が

温度依存性を類推し，新しい材料の探索を実施．

②現材料（LSMOおよびLSCMO）の改質：PLD等を使
って薄膜化したLSMOの格子間隔を制御することに
よって改質を実施．
③誘電体多層膜による性能向上：遺伝的ア

ルゴリズムを使

用して，太陽光吸収率が小さく，かつ温度による放射率

の変化量が大きくなるような多層膜の設計を実施

あるため，気球特有の環境に適した冷却システムの構築
が必要である．GApsの熱設計で問題になるのは，

Si（Li）

16．MEMSを使った赤外放射可変デバイスの研究

検出器の内部発熱が低密度で広範囲に分布しているこ
と，観測の要求から約一35℃以下に保つ必要がある点であ

宇宙機の熱制御において，ラジエータの機能化を図る

る．冷却システムの構成は，検出器の発熱を低温のラジ

ことは電力の削減・軽量化の立場から重要なことである．

エータパネルまで輸送し，宇宙空間へ輻射放熱すること

そのため，宇宙機の状況（宇宙機の温度，熱環境，ミッ

を計画している．現在，観測とシステムの要求を満たす

ションフェーズなど）により赤外放射を自由にコントロ

熱輸送デバイスとして有力視しているのは自励振動型ヒ

ールできるような熱制御デバイスの開発を行うことを目

ートパイプ（OHP）である．

GAPSでは熱輸送配管をU

的としている．放射率の制御に電力を使う点が短所であ

字型，2m級，低温の条件で熱制御デバイスが要求され
る性能を満たさなければならない，しかし，前述の条件

るが，軌道上において放射率の変化条件を自由に変更で
きることが長所であり，そのような用途も多い．今年度

においてOHPの動作を確認した経験は無い．そこで，

は，昨年度に引き続き，MEMSシャッター・を使った放射

南極でのフライト（bGAPS）に向けた予備実験である，

率可変デバイスを試作した．

大樹町での気球実験（pGAPS）でOHPのフライト実験
を行った。pGAPSにOHPの実験装置を搭載し，フライ
ト試験においてU字型のOHPが動作する事を実験的に

17．多層膜によるフレキシブル熱制御材（COSF）

の研究

確かめた．地上での管理，フライト時のデータ取得，実

験の運用は順調に行われた．U字型のOHPは，

pGAPS

本研究は，ポリイミドフィルムに多層薄膜を施すこと
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により，設計によって太陽光吸収率αsや全半球放射率

てきた．今年度は，ポリイミドフォームMLIを製作し，

εHを自由に選択できるフレキシブル熱制御材COSF

その断熱性能を測定した．その結果，従来のMLIと比較

（Controlled

し，軽量で断熱性能が高いことを明らかにした．

Optical

Surface

Film）の開発を目指している．

この熱制御材の特徴は，形状がフレキシブルである他，

従来のようなガラスやフィルムの光学特性に制約を受け
ることなく，熱光学特性の設計が可能であること，多層

19．宇宙用ハイブリット光・熱エネルギー変換素
子の研究

薄膜に使用する材料を予め紫外線・放射線等に耐性のあ
る材料を選定できること，αsの入射角度依存性が調整で

本研究は，熱光起電力（Themlophotovoltaic：TPV）と，

きること等が挙げられる．また，従来のOSRのように金

熱電発電（Themoelectric：TE）の一体イヒを図ったハイ

属を用いて太陽光を反射させていないため，電波透過性

ブリット光・熱エネルギー変換素子（Hybrid

Energy

Con−

があることも大きな特徴である．具体的には，誘電体多

version

層膜を遺伝的アルゴリズムにより設計，膜構成を最適化

は，TPVによる光エネルギーから電気エネルギーへの変

し，少ない層数で広帯域（0．25〜100ym）の反射率をコ

換と，TEセルによる熱エネルギーから電気エネルギー
への変換との加算により，エネルギー変換効率を高める

ントロールしており，そのための設計手法の開発も行っ
ている．COSFの設計目標はαs＜0．10，εH＞0．80として

Device：HECD）の開発を目的としている．HECD

いるが，現時点での試作品の性能はαs＝0．12，εH＝0．78

ことを狙っている．TPVに効果的な波長を選択するフィ
ルターの開発，TPVとTEの適切な配置の検討を行い，

である．これまでに，誘電体多層膜の境界付近における

試作を行っている．

光学定数の不確定性について，以下の2つの方法を使っ
た改良を検討している．

①境界層付近に生成される中間層の光学定数を把握（測

20．宇宙用熱制御（熱防御）材料の高温放射特性
に関する研究

定および推算）し，設計に取り入れる．具体的には，

密度汎関数理論（DFT）を用いて光学特性計算を実施

本研究は，真空・高温下における試料表面の垂直分光

②中間層が生成されないような成膜方法の採用．具体的

放射率，光学定数，膜厚等の時間的変化を同時に測定し，

には，新対向ターゲット式スパッタ（NFTS）による

高温下での試料表面の状態変化および熱光学特性を明ら

多層薄膜の試作検討を開始．

かにすることを目的としている．これまで，分離黒体法
による試料表面の垂直分光放射率と偏光解析法による光

18．ポリイミドフォームを用いた断熱システムに
関する研究

学定数・膜厚等の同時測定装置の構築を行い，測定技術
がほぼ確立できた．現在は，表面弾性波を使った非接触
温度測定技術の開発を行っている．昨年度まで，金属お

大気中，真空中における多孔質断熱材料の輻射・伝導

よびセラミックスの表面をレーザーで加熱することによ

伝熱挙動を実験的，理論的に明らかにし，宇宙機の断熱

って励起された表面波をピエゾ素子（接触式）で検出，

設計の革新的な技術の向上を図ることを目的としてい
る．使用する断熱材には，アウトガス，電気絶縁性，耐
熱性，耐紫外線性，耐放射線性等に優れ，かつ軽量化が

面波をレーザー干渉計（非接触式）で検出，表面波位相

表面波位相速度の温度依存性を測定した．今年度は，表
速度の温度依存性を測定した．

図れるポリイミドフォームを使用し，多層構造（輻射に
より熱伝導をカットするために両面アルミ蒸着フィルム

を挿入）にすることにより，従来のMLIより軽く，断熱
性能を高めている．ポリイミドフォームを使ったMLIの
特徴としては，急減圧に対する膨らみ防止の他，シーム
レス構造による断熱性能の低下防止などが挙げられる．

21．科学衛星に使用する熱制御材料の劣化評価
科学衛星に使用および使用予定の様々な熱制御材料に

対し，プロトン，エレクトロン，紫外線および原子状
酸素の照射試験を行い，熱光学特性の劣化を評価してい

これまでに複雑な多孔質断熱材料の輻射・伝導伝熱を理

る．大気中では時間の経過とともに劣化の回復が生じる

論的に明らかにするため，SPring8のX線ビームライン

ため，簡易型太陽光吸収率測定装置を照射試験設備に設

を使用し，CTによる構造解析を行うことによって，3次

置，照射後，すぐに材料の熱光学特性の測定を行ってい

元熱解析モデルの構築を行い，格子ボルツマン法を用い

る．また，劣化の回復現象についても観察している．今

た熱伝導率計算コードを作成，先の熱解析モデルを使っ

年度は，昨年度に引き続き，熱制御材料の劣化予測につ

て熱伝導率の計算を行ってきた．また，格子ボルツマン

いての検討を行った．また，サンプルを大気に戻すこと

法を用いた熱伝導率計算コードを改良するとともに，多

なく，真空のまま熱光学特性の測定が可能な装置の開発

孔質断熱材の熱伝導率を定常法で測定，推算値と比較し

を進めた．
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f．構造・機構・材料グループ
佐藤英一

下瀬

滋

河野太郎

小松敬治

松永三郎

峯杉賢治

石村康生

奥泉信克

竹内伸介

小柳

川合伸明

伊藤文成

潤

1．プロジェクト等への参加

後藤

健

2．専門技術の維持・向上

ASTRO−H，はやぶさ2，

工学委員会戦略的基礎開発研究として，高精度大型宇

ERG， SPICA，大気球実験観測ロケット，イプシロン
ロケット，再使用観測ロケットの各（プリ）プロジェク

宙構造システムの開発研究，宇宙科学プログラム委員会

あかつき，SPRINT−A，

MMO，

の元での活動として，準能動的防振サンドイッチパネル

トに，構造担当その他として参加している．また，先進

の開発を実施している．また，MMS−AIST−JAXA

的固体ロケットシステム実証研究，SLIM，中型ソーラー

連携として，非破壊信頼性評価の研究を実施している．

3機関

電力セイル，火星飛行機FRV，次世代標準バスの各ワ

今後の衛星の微小擾乱試験および先進的低擾乱機器・

ーキンググループの活動に，構造担当その他として参加

構造の開発のために，微小擾乱試験用資機材を整備した．

している．

g．電子部品・デバイス・電源グループ
廣瀬和之

梯

三田

齋藤宏文

信

友哉

池田雅彦

大串義雄

久木田明夫

豊田裕之

高島

1．電子部品・デバイスに関する活動

健

尾崎正伸

嶋田貴信
1．5

高橋

池田博一
優

小林大輔

田中孝治

部品不具合対策・タスクフォースへの参加

HR5000Sタスクフォースでの検討．
1．1

プロジェクト等への参加

プロジェクト，プリプロジェクト，ワーキンググルー
プ活動等に参加し，専門性をもってその活動を支援した．

1．6

部品に関するWeb情報を関連プロジェクトへ展開

した．

（1）BepiColombo／MMO（APL／NSPAR審査）

1．7

（2）SPRINT−A（APL／NSPAR審査）

JAXA委員会での審議

（3）ASTRO−H（APL／NSPAR審査）

（1）宇宙用部品総合対策推進会議での審議

（4）はやぶさ2（APLの作成，

（2）宇宙用部品技術委員会での審議

APL／NSPAR審査）

（3）電子部品分科会での審議

1．2

科学衛星用部品に関するガイドラインの制定

JAXA部品プログラムをテーラリングした
品プログラム

科学衛星部

ならびにその背景となる宇宙用部品の信

1．8 JAXA外委員会での活動
（1）SERVIS技術委員会ならびに同電子部品分科会で

頼性保証プログラムの解説書「科学衛星部品選定ガイド
ライン」を作成して制定した．

の審議（USEF）
（2）最新デバイス委員会での審議（HIREC）
（3）European

1．3 科学衛星用PAPDB利用ガイドラインの作成
プロジェクト承認部品データベース（PAPDB）を使用

Components
tronics

on

and

（4）CMSE：Components

する場合の，部品の選定・申請・審査・承認からPAPDB

Radiation

and

its

Effects

on

Systemでの発表（1件）
for

Conference

Military

and

and

Space

Elec−

Exhibitionへ参加（NASAプ

ログラム，民生部品利用，実装技術，信頼性等の

登録に至る利用手順をまとめた「科学衛星PAPDB利用

最新情報の調査．）

ガイドライン」を作成して制定した．
1．4

Conference

2．電源に関する活動

科学衛星への民生部品の適用検討

宇宙機適用を目的とするカスタムASICの開発方法・
評価方法を検討して，「科学衛星用部品の部品プログラム

検討」ならびに「CMOS技術を使用したASICの搭載化
に関する検討」を作成した．

2．1

プロジェクト等への参加

PLANET−C，

IKAROS，

衛星，ASTRO−H，

BepiColombo／MMO，小型科学

ERG，はやぶさ2，

SPICA，エアロキ
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ヤプチャ，火星複合探査MELOS等の各プロジェクト，
プリプロジェクト，ワーキンググループ活動，そして観
測ロケットや大気球実験等に参加し，専門性をもってそ
の活動に協力した．BepiColombo／MMOでは，太陽電池

2．4

のHIHT試験や高温連続試験，熱衝撃試験を実施し，高

セル間の電圧ばらつきの発生を防止するために電圧バラ

照度高温環境下で耐性を有する設計に指針を与えた．

直列接続された蓄電セル用の高信頼性一石式バラ

ンス回路
リチウムイオンニ次電池や電気二重層キャパシタ
（EDLC）等の蓄電セルを直列に接続して使用する場合，

ンス回路が用いられる．各種の従来方式ではセルの直列
接続数に応じた複数個のスイッチやトランス等を必要と

2．2 SUSラミネートリチウムイオンニ次電池の開発
電池は衛星全体質量の数％を占める重い機器である．

するため，回路の複雑化ならびに信頼性の低下を招いて

また宇宙用電池のエネルギー密度は，民生品のそれより

動作可能な新方式のバランス回路を考案し，実験により

も数割小さい値に留まる．これは，打ち上げ時の振動・

その動作特性の検証を行った．

衝撃や真空中での充放電に耐える頑丈なケースや電極
ースに用いた軽量なラミネート電池（以下，SUSラミネ

あらかじめ初期電圧をばらつかせておいたEDLCなら
びにリチウムイオンニ次電池に対して本バランス回路を
用いて実験を行った結果，フィードバック制御を行わず

ートリチウムイオンニ次電池と表記）を試作し，宇宙機

とも全てのセル電圧を均一化できることが確認された．

への適用性評価を進めている．

各種の従来方式と比較してスイッチ数ならびにトランス

が，重量増を招くためである．そこでステンレス箔をケ

しまう．本研究では一つのスイッチと一つのトランスで

試作したSUSラミネートリチウムイオンニ次電池は，

数の大幅削減ならびにフィードバック回路を省略可能な

あかつき用電池と同じ内部構成材料を用い，11Ahの小容

ため，回路構成を飛躍的に簡素化しつつ信頼性を大幅に

量でありながら129Wh／kgの高いエネルギー密度を達成

向上させることができる．

した．これを真空中で充放電サイクル試験に供したとこ
ろ，通常のAIラミネートリチウムイオンニ次電池は膨張

2．5

して使用不能となったのに対し，SUSラミネートリチウ

ルの確立
電気二重層キャパシタ（EDLC）やリチウムイオンキ
ャパシタ（LIC）等の大容量キャパシタは従来の二次電

ムイオンニ次電池には変形が見られず，正常に運用する
ことができた．

大容tキャパシタの劣化加速試験と寿命予測モデ

また，軽量の取り付け治具を試作し，あかつきと同等

池と比較してエネルギー密度は低いものの，幅広い温度

の環境で振動・衝撃試験を実施した．試験前後で電池の

領域で優れた寿命特性を有することから将来の超長寿命

特性に変化はなく，十分な耐性を持つことを確認した．

これにより宇宙用電池の大幅な軽量化を実現し，宇宙

を必要とする宇宙機ミッションに有望な蓄電デバイスで
ある．これらの大容量キャパシタの寿命特性を実時間で

機の軽量化に寄与できる見込みを得た．

評価すると莫大な時間を要するため，何らかの劣化加速

2．3

手法ならびに寿命予測モデルの確立が必要不可欠とな
る．本研究では大容量キャパシタの環境温度を変化させ
つつ充放電サイクル試験を実施し，その結果から温度に

リチウムイオンニ次電池の低温特性向上に関する

研究
電池の動作温度範囲は通常0〜20℃程度であり，この
ことが衛星の熱設計を大きく制限している．また，惑星

よる劣化加速，ならびにその際における寿命予測モデル
の確立を試みた，

着陸機・表面探査機のように重量リソースのきわめて厳

温度による劣化加速はアレニウスモデルで表すことが

しいミッションにおいては，バッテリヒータの省略によ

可能であり，劣化加速係数（10℃の温度上昇毎の劣化加

り得られる軽量化と省電力化の効果は大きい．そこで，

速率）を算出した結果，EDLCでは約1．2，

LICでは約

現在宇宙機用として主流の蓄電デバイスであるリチウム

1．7となった．また，充放電サイクルによる劣化は，充

イオンニ次電池の，低温特性を向上させる研究を進めて

放電サイクル数の平方根に対して直線近似することが可

いる．

能であった．算出した劣化加速係数と直線近似を併用し

本年度は，あかつき用電池の電解液をベースに改良を

た寿命予測モデルを構築し実験結果と比較した結果，両

加え，電解液の粘度を低下させることで低温特性の向上

者の寿命特性は良く一致したことから寿命予測モデルが

を狙った．その結果，−30℃において室温の86％の放電

妥当であることが示唆された．

容量を維持することに成功した．これは同条件のあかつ
き用電池に比べて25％高い値である．

さらに，火星飛行機の運用プロファイルを想定し，室

2．6

リチウムイオンキャパシタを蓄電源に用いた宇宙

機電源システムの検討
宇宙機用蓄電源として現在ではリチウムイオンニ次電

温で充電した後に，ヒートショッカで一60℃までの低温
環境に急速に移行させて放電を開始し，特性を評価した．

池（LIB）が主に用いられている．

その結果，−20℃までは定格容量を維持可能で，−60℃で

充電電圧，温度等の化学反応をもたらす種々の条件によ

は容量は半分程度に低下するものの放電は可能であった．

り寿命性能が大きく影響を受けるため，宇宙機の要求寿

LIBは放電深度（DoD），

This document is provided by JAXA.
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証を目的とする．

管理して運用する必要性がある．一・方，リチウムイオン

KKM−PNLは，現在使用されている太陽電池パドルの

キャパシタ（LIC）はLIBと比較するとエネルギー密度

重量に比べ，半分程度の重量へと軽量化が期待出来，様々

は低いが，幅広い温度範囲ならびに幅広いDoDにおい

なミッションで本技術を用いることによりバス機器の軽

て優れた寿命特性を有しているのに加えて定電力（CP）

量化が期待されている．

充電の採用による太陽電池面積の削減が可能という副次

LICはリチウムイオンニ次電池等に比べ安全性が非常

的なメリットも有しており，これらの効果を総合的に考

に高く，広い動作温度範囲を持つ．また，リチウムイオ

慮すると宇宙機においてLIBの代替蓄電源となる可能性

ンJl次電池に比べ容量劣化が非常に少ないため，太陽発

を秘めている．

電衛星や深宇宙探査機といった長期ミッションへの適用

低軌道宇宙機を例に，蓄電源にLIBならびにLICを用
いた電源システムの質量比較を行った．長期運用を目指

が期待出来る．また，キャパシタなので規定電圧に到達

してLIBを20％程度の浅いDoDで運用する場合と，60
〜80％程度のDoDでLICを運用する電源システムとでは
システム質量の観点で同程度になることが示された．シ
ステム質量が同程度であれば，許容温度範囲ならびに安
全性等を考慮するとLICの優位性は高まるものと期待さ

充電電力を…定にすることで日照中の必要な電力の平滑

した段階で充電完了するため，定電力充電が可能であり，
化が可能である．

今年度はFMの機械環境試験，電気試験，

EMC試験等

の各種試験を行い，SPRINT−Aの総合試験に合流し試験
を実施した．

れる．

2．9
2．7

惑星探査機用太陽電池の最適設計化検討

宇宙用3接合太陽電池セルの高照度環境下長期劣

化特性評価手法の研究

地球から遠く離れた環境では，地球周回衛星とは異な

宇宙用太陽電池は高温・高照度環境で劣化することが，

る太陽電池セルの設計，評価が必要になる。例えば，内

MMOの開発より明らかになっている．しかし，高温・
高照度での劣化を評価することは，11倍集光のMMOで

惑星探査であれば高温・高光強度（HIHT）環境，外惑
星探査であれば低温・低光強度（LILT）環境また惑星
表面探査であればAMOと異なる太陽光スペクトルと極
端な温度環境が存在する．プロジェクトの開発ではミッ
ション要求を満たすことが優先事項となり，通常メカニ

さえ技術的な困難を伴った．今後来るべき将来ミッショ
ンに備え，高温・高照度での劣化評価方法を確立する必
要がある．

MMO用太陽電池パネルの開発初期段階では，光照射

ズムの解明まで行う余裕がない．この様な背景から，惑

試験ではなく，簡易に実験を行える順方向通電による試

星探査機用太陽電池セルが曝される各種環境Fにおいて
出力，劣化特性およびそのメカニズムを評価・解析し，

験も行った．しかし，光照射試験による劣化と順方向通

それを基に性能予測手法を確立してパドルの設計最適化

違いが生じるメカニズムを明らかにすれば，高集光での

を図ることを目指す．

太陽電池セルの長期劣化特性を，順方向通電試験によっ

HIHT環境での接着剤照射試験を行い，紫外光カット
オン波長，温度，太陽光強度が接着剤の透過率低ドに与

て比較的容易に予測することが可能となる．

える影響を評価した．LILT環境下において，薄膜太陽電

行い，劣化の程度を評価した．

池セル（CIGS，

電試験による劣化の程度は同じにならなかった．劣化の

今年度は，10倍，100倍，1000倍の順方向通電を2000h

IMM3接合薄膜セル）の電気出力の温度

特性および連続照射試験を実施し電気性能の保存率推移
を取得し，ミッション期間全体での性能および劣化量の
評価が可能になり電力設計する上で技術的なツールを提

2．10

X線天文衛星「すざく」太陽電池パドルの軌道上

発生電力解析

X線天文衛星「すざく」は，2005年7月の打ち上げ以

案した．また，惑星地表面可変スペクトル環境での太陽

来順調に観測を続けてきた。しかし，2011年中頃以降そ

電池の検討も行い，火星表面付近での太陽電池の最適設

れまでとは異なる傾きで太陽電池パドルの発生電流が低

計化を図るため，3接合太陽電池セルを用いた場合の理
論変換効率をシミュレーションした．

ドしていることが確認された．そこで，「すざく」軌道上

環境における太陽電池パドル発生電力の予測および原因
究明のため，JpL

2．8

次世代小型衛星電源系要素技術実証システムの開

発
NESSIEは，主に将来科学衛星や探査機において，今

Solar

Cell

Radiation

Handbook

記載の

予測手法に従い解析を試みた．

解析の結果，2011年中頃以降で見られた軌道上での太
測手法に基づいて算出さ

陽電池アレイの劣化量は，本f

後利用が予想される，高効率多接合薄膜太陽電池アレイ

れた性能低ドに比べて大きいことが示唆された．今回軌

シート（SSS：スペースソーラーシート）を機能構造膜化

道Eで確認された「すざく」太陽電池パドルの発生電力

した薄膜セル応用機能構造パネル（KKM・・PNL），リチウ

低ドに対する要因として，（1）太陽電池セル温度の上昇，

ムイオンキャパシタ（LIC）及びその充電回路の宇宙実

または（2）太陽フレア等の影響による放射線劣化量の
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増加に起因していることを疑い更なる検討を進めた．前

問に等価1MeV電子換算被曝量3．0×1014／cm2程度の放

者については，解析の結果この発生電流低下は打ち上げ

射線がセルに照射されたと仮定すると，解析結果は軌道

から6年以上経過後にセル温度が93°C付近まで上昇した

上での発生電流低下と一致することが示された．引き続
きこれらの仮定の妥当性について検討を進めている．

と仮定すると，一方後者では，打ち上げ6年後から1年

h．通信・データ処理グループ
坂井智彦

小林雄太

冨木淳史

吉田賢史

戸田知朗

1．はじめに

松崎恵一

山田隆弘

高橋忠幸

川焙繁男

5−10％程度の効率の改善が見込めることを確認した．ま

平成24年度の通信・データ処理グループ活動につい
て報告する．通信・データ処理グループの活動は，研究
系並びにプロジェクトと密接に関連しているものが多
く，厳密にこれらと区別することは難しいが，研究より

も一歩進んで開発段階に到達している技術プロジェク
ト横断的な共通技術の2項目を本活動内容と位置づけ報

た，放射線試験はトータルドーズ40kradの試験を実施
し，SSPA搭載予定の主要部品について，正常な動作を
確認した．

平成25年度以降は，超小型深宇宙探査機等をターゲ
ットとして，EMの設計・開発に着手し，コンポーネン
トレベルでの評価を実施していく予定である．
＼

60

50

告を行う．

50

⑳

内

容

現在，衛星搭載用の大電力増幅器として，TWTA
（Traveling

Wave

SSPA（Solid

State

Tube

Amplifier）および，

Power

20託

10

10

10

GaAsを用いた

Amplifier）が搭載されている．

・・悪

20

衛星搭載用高性能GaN増幅器の研究開発

40

30

2．1

動

﹇①ユC徳O﹇∈00η冒コO匹

2．活

15

20
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30

35

Pin［dBm】

図1X帯GaN

SSPA機能試験モデル外観，最終段増幅回路特性

TWTAはSSPAと比較すると高出力，高効率であるが，
フットプリント，質量が大きく，真空移行時の放電とい

う問題も存在する．SSPAとしてTWTAと同等の出力，
効率を実現できれば搭載増幅器の大幅な小型化・低質量

化を実現できる．また，GaN（窒化ガリウム）を使用し

2．2内之浦局用S帯1kW
導入

GaN高周波アンプの開発・

GaN（窒化ガリウム）半導体によるS帯大電力固体増

幅器（1kW

SSPA）を内之浦34mアンテナ，20mアン

たSSPAは効率50％以上が可能と考えられ，従来のSi，

テナ向けに導入し（GaN型の地上局用大電力増幅器とし

GaAsデバイスの効率と比較して高出力，高効率化が期

ての導入は世界初），昨年度末の科学衛星の試験運用を経

待でき，広いバンドギャップ特性から放射線にも強く，

て，実運用に使えるようにした．同SSPAは地上局運用
に関するこれまでの維持管理のノウハウを取り込み，随

TWTAと比較すると小型，軽量，低消費電力化が期待で
きる．

所に工夫を凝らしている．特に高発熱部位の冷却には熱

平成24年度は，エアロキャプチャ技術実証機への搭
載を目指し，主にX帯の搭載用増幅器の研究開発を進め

伝導性の極めて高いシートとヒートパイプを応用し，極

た．なお，昨年度まで宇宙機応用工学系の研究グループ

装置に仕上げることがで

を中心に進めて来たS帯のGaNを用いたSSPAは，内之
浦34m，20m局の地上局用高出力増幅器として，既に導

きた．低出力モードでは一

入・運用開始済みである．

めてコンパクトで静粛性の高い，熱的に非常に安定した

部のアンプユニットのみ
を使用し消費電力を下げ

①X帯増幅回路試作・評価（インハウス）

ると共に，電源ON／OFFの

②X帯SSPAコンポーネント基本設計
③X帯SSPAコンポーネント機能試験モデル試作評価
④X帯SSPA主要部品環境試験（TID試験）

度に使用するユニットが
サイクリックに切り替わ

ベアチップを用い，インハウスで試作した増幅回路特

るよう工夫を凝らしてあ

るよう工夫し，寿命が延び

性として，最大電力付加効率（PAE）47．3％，最大出力

る．そのお蔭もあり，導入

42．6dBmを実現した．機能試験モデルとしては，コンポ

後現在に至るまで同SSPA
は科学衛星のアップリン

ーネント全体の効率として，既存の搭載系SSPAよりも

図2 内之浦局に導入された
1kW GaN HPAを用いたSSPA
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ク運用においてノートラブルであり，高い信頼性を確保

のスケールモデルを用い，実測と解析とを比較し妥当性

できている．少し遅れて勝浦局用に別メーカーが開発し

を確認しており，本年度はERG衛星に対して解析を行

た1kW

った．電磁界解析を用いて障害物との干渉評価を行い，

SSPAに比べると大きさもはるかにコンパクト

で静かであり，安定性も高いとの評価を追跡関係者から

アンテナを適切な位置に配置し，要求利得を満たすこと

もらっている．コンパクト性を活かし，今後さらなる大

を確認した．ロケットでは，ロケットの直径と側面に取り

出力化を目指していく方針である．

付ける素子数との関係，アンテナ切換方式／ハイブリッド
合成方式などの給電方式について評価を実施している。

2．3

月・L点ミッション用小型S帯トランスポンダの開発

将来の月惑星探査ミッション（38万km）やラグラン
ジュポイントでの望遠鏡ミッション（約150万km）に
おいては，受信感度 ビットレート，スイープレートな

2．5

どの通信性能や重量・大きさの点から適切な小型S帯ト

手3社から相次いで出ている．CPUとFPGAをワンチッ

ランスポンダが必要となる．平成23年度のDE活動によ
り，試作してきたEM品が完成しRF特性を評価した．
110×110×90mm3の寸法で重量およそlkg，電源部入力

プ化することでシンプルでありながら柔軟性を確保する

電圧＋28V，消費電力10W以下のトランスポンダにおい
て，PCM（NRZ−L）−PSK−PM，

PCM（Bif−L）−PM，

BPSK，

QPSKの各変調モードのスペクトラム，位相雑音，

EW，

BERが仕様を満たすことを確認した．また，放射線試験
も実施し小型衛星に要求される放射線耐性も満足するこ
とを確認した．今後は結果をもとに必要な改修を検討し

汎用データ処理ボードの開発

近年組込みシステムの分野では，CPUとFPGAを統合
した次世代チップが，Intel社，

Xilinx社，

Altera社の大

ことができる．リコンフィギャブルなシステムは少量生

産・特殊班を持つ宇宙航空分野と相性がよい．また部
品点数が少ないため信頼度を評価しやすく，小型の1枚

基板であるため冗長を組みやすい．今年度x86系のCPU
とAltera FPGAを統合したAtom E6x5CTデバイスと
Xilinx社のARM−A9内臓のZynq 7020を用いた小型デー
タ処理装置を製作した．このようなH／Wのフラットホー
ムを用意し，装置間の仕様の違いを吸収することでさま
ざまなミッションに柔軟に対応することができる．来年

ていく．
lO

度はこの装置をロケット実験や小規模実験に搭載し，組

10

込みシステムを構築する．

10

垂…

2．6

10

RVTロケット内ワイヤレスヘルスモニタリングシ

ステム

Iu

宇宙応用においては，通信の信頼性が必要不可欠であ

10

10

40

雪0

60

70

歯0

90

CN・・ldB聾囲

るが，宇宙機内では各種機器や外壁等の金属物体の影響

図3作製したトランスポンダ（左）仕様を満たすBER−CINO特性（右）

によりマルチパスが存在する．それゆえ安定した通信を

2．4

信が効果的である．宇宙機内には通信や電源のためのケ

得るためにはMIMO（Multiple

衛星／ロケット等の大規模構造体における電磁界解

lhput

Multiple

Output）通

析手法の確立

ーブルが多数存在する．無線通信やWPTはそれらを取

衛星／ロケット等の大型構造体に対し，アンテナパター

り除きペイロード問題に貢献する．しかしながら，マル

ンの切れ込みのない全方位アンテナシステムについての
取り組みを行っている．近年電磁界解析ソフトの進歩と

チパスの強い宇宙機内での無線通信とWPTの同時通信
の調査は行われていない．本研究では5GHz帯において

ともに大規模構造への対応が可能になり，実測に代わる

ロケット内でMrMO通信とWPTを同時に行い，

方法として電磁界解析を用いた．昨年度SPRINT−A衛星

通信とWPT間の伝送電力と周波数の関係を調査した．

MIMO

再使用ロケットのための実験用機体であるRVT
（Re−usable

Vehicle

Testing）内にBS（Base

Station）の役

割を担うMIMO通信機を設置し，4箇所で測定した．RVT
の外観を図5（a）に示す．また，SP（Sensor

Point）と

して2×2・MIMO通信機を3箇所設置した．

WPTのアン

テナはMIMO通信機と同じ場所にBSは4×4アレーア
ンテナ，SPは単素子パッチアンテナをそれぞれ設置し
た．図5

（b）に設置場所を示す．

WPTと同時に無線通信を行い，MIMO通信の使用チャ

ネルとWPTの送信電力の関係を調査した．
図4

ERG衛星アンテナパターン解析

（SANT−1，2（左）SANT−3（右））

WPTは

5．8GHzで行った．それぞれのBSでのMIMO通信の切れ

るWPTの送信電力を図6に示す．

MIMO通信には
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IEEE802．11a／の132＋136ch（5．65−5．69GHz）と128＋124ch

仮定した手計算では，ミラーの中心部における減衰量（回

（5．61−5．65GHz）の二つのチャンネルを用いた．測定結果

折損）J（のは約39．2［dB］であったことから，構造の複

は少なくとも190MHz以ヒMIMO通信とWPTの周波数

雑化による影響によりシミュレーション値にばらつきが
発生しているが，オーダーとして概ね一i致している．

を離す必要があることを示した．また，124ch（−5．61GHz）

よりチャンネルが低い場合，MIMO通信が切れることは
なかった．

放射アンテナ側のPLM内部のミラー周辺において，
鋭いナイフエッジ回折角で入り込んでできた干渉紋が見
えている．これらについては今後，構造的工夫により多
重回折させることで開口部からの影響を低減させる予定
である．
（鯛m O！』Ct 1）
− 一
一

（b）BSおよびSPの位置
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衛星構造体・熱シールドのX帯電磁シールド特性

の測定

SP3（ch132−136）
SP3（ch124−128）

バス部X帯アンテナから放射される電磁界に対する衛

1
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星構造体・熱シールドの電磁シールド特性および誘電率
のフリースペース伝送法による測定を開始した．

測定したサンプルと電波減衰特性の測定結果は以下の

1

0

とおりである．CFRPやMLIは金属材であるアルミ板と
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本来，金属板などの導体に貼り付けて使用されるものの
ため，透過による減衰に対して効果が小さい．金属メッ

BS

通信切断時のWPTの送信電力

シュによるシールド特性も30dB減衰させる効果がある
ことが分かった．

2．7

これらの材料のシールド特性を考慮し適切に配置する

SPICA望遠鏡開ロ部からの回折による影響を予測

ことで，PLMのシールド特性を保つことが可能になる．

するための電磁界解析
予測ツールとしてCST

Suite（MW

Studio）を選定・整

表1

BMモデルの取

mO．◆

備し，電磁界シミュレータによるPLM，

り込みや計算量削減のためのメッシュ数や構造の最適化
をおこなった．望遠鏡開口部からの電磁界侵入に対する

初期解析として，X帯HGAをクロスダイポールアンテ
ナとして模擬し，衛星構造体を完全導体と仮定してモー
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についてシミュレーションをおこなった．

バス部ハイゲインアンテナ（HGA）から開lI部の侵入

に対するX帯RF送信信号の減衰量はミラー表面におい
て31．6〜44［dB］となった．シングルナイフエッジ回折を
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データ処理に関するインタフェースについての調整をヨ
ーロッパ側担当者と行った．具体的には，（1）搭載デー

telescope．

manufactured
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E＆C．

タ処理機器を相互接続するためのネットワークインタフ

ェースの調整と（2）打ち上げ前に地上で試験を行う時
2．9

搭載データ処理システム

の試験システムのインタフェースの調整を行った．前者

通信データ処理グループは，宇宙科学研究所で開発し

に関しては，ASTRO−F（あかり）等で採用したインタフ

ている科学衛星に搭載されるサブシステムの一つである

ェースを基本とする方向で調整を行っった．これは，衛

データ処理系の開発も担当している．データ処理系は，

星のネットワークを高速ネットワークと低速ネットワー

地上から送られてくるコマンドと衛星が発生するテレメ

クに分類し，それぞれに適した伝送方式を採用するとい

トリの処理を行うためのものである，地上から送られて

うものである．後者に関しては，宇宙科学研究所で標準

きたコマンドは，各コマンドに付与されたアドレス情報

的に使用しているインタフェースを基本とする方向で調

に従って，データ処理系が衛星内の搭載機器に配布する．

整を行った．

コマンドには，地上から受信された時に搭載機器に配布
されるもの（リアルタイムコマンド）と，データ処理系

2．10宇宙機内データ通信ネットワークSpace−Wireの

で一旦蓄積し，指定された時刻に搭載機器に配布される
もの（蓄積コマンド）とがある．テレメトリは，データ
処理系が各機器より収集し，ただちに地上に送ったり，

研究・開発

宇宙科学研究所では，新世代の宇宙機内データ通信ネ

データ蓄積装置（データレコーダ）に一旦蓄積し，地上

ットワークの世界標準であるSpaceWireの研究開発を10
年にわたって実施してきている．これは，通信インタフ

からの指示に従って，蓄積されたテレメトリを地上に送

ェース，さらにはデータ通信に使用する上位プロトコル

ったりする．

を共通化することで，宇宙機プロジェクトごとの独自設

平成24年度は，MMO， SPRINT−A， ASTRO−H，はや
ぶさ2，SPICAの各衛星のデータ処理系の開発に参加し
た．これらの衛星のうちSPICA以外のものについては，
データ処理系の開発はほぼ完了し，衛星システムとして

計を極力低減し，インタフェース試験の工数を削減する

の組み立ておよび試験のフェーズに入っている，これら

3年計画で進めてきた「SpaceWireネットワークの高信

とともに，コンポーネント製造メーカー問の相互接続製
を高めたり，共通コンポーネントの再利用性を高めるこ
とが目的である．

の衛星に関しては，システムとしての作業をデータ処理

頼化」プロジェクトの最終年度の取り組みとして，名古

系の立場として支援した．

屋大組み込みシステム研究センター高田広章教授との共

上記の衛星で使用されるデータ処理系は，どの衛星で

同研究において，宇宙機メーカー等にも参加をつのった

も「はやぶさ」で採用された新たな方式に基づいている．

検討会を複数回開催し，SPaceWireネットワークのリア

すなわち，蓄積コマンドは，タイムラインと呼ばれる絶

ルタイム性を保証する設計ガイドラインを取り纏めた．

対時刻で時刻付けされた単一・のシーケンスに基づいて実

本ガイドラインは，大阪大学能町正治教授をリーダーと

行される．また，複数のコマンドを一つのコマンドのよ

してJAXAワイドに検討が進められている「SpaceWire

うに実行できるマクロコマンドという機能も使用してい

オンボードネットワーク設計標準」にも反映される予定

る。テレメトリは，データの種類によってデータレコー

である．また前年度までに開発を進めてきたSpace−

ダの異なる場所（パーティション）に蓄積し，その時点

Wire−to−GigabitEtherやトラフィックジェネレータ等の

における各パーティションの重要度に基づいてパーティ

SpaceWire試験装置をASTRO−H衛星等で利用し，実際

ションの内容を地上に送る順番を制御できるようになっ

的な応用を行なった．

ている．「はやぶさ」では，各パーティションの大きさは，

全パーティションをリセットしない限り変更できなかっ

ESA／ESTECでのSpaceWire国際標準化委員会にも継
続して参加し，日本でのSpaceWire関連のR＆Dの状況

たが，ASTRO−Hでは，データの蓄積状況に応じてパー

を報告するとともに，国内では6月にJAXA内の

ティションの大きさを動的に変更する機能を追加した．

SpaceWire関連技術についての勉強会を，また11月には

SPICAに関しては，まだ開発フェーズには入っていな

第56回宇宙科学技術連合講演会においてSpaceWireオー

いが，このプロジェクトはヨーロッパとの大型の共同プ

ガナイズドセッションを企画・開催し多数の参加者を得

ロジェクトであるために，ヨーロッパ担当機器との間の

た．
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1．プロジエクト
a．あけぼのプロジェクト
所内．松岡彩子（プロジェクトマネージャ）
長谷川洋
所外：長野

勇

横田勝一郎
井町智彦

山暗

敦

早川

基

藤本正樹

齋藤義文

篠原

育

阿部琢美

淺村和史

笠原禎也

向井利典
後藤由貴

八木谷聡（金沢大）湯元清文（九大）山本真行（高知工科大）

佐川永一（マルチメディア振興センター）菊池雅行
大）細川敬祐（電通大）遠山文雄

白澤秀剛

行松

利根川豊

彰
三宅

山岸久雄

門倉

亙

真（東海大）寺澤敏夫

田中

昭（極地研）賀谷信幸（神戸
長井嗣信

浅井佳子（東工大）星野真弘（東大）町田 忍 平原聖文 塩川和夫 三好由純 藤井良一（名大）中川朋子（東
北工大）渡部重十 高橋幸弘（北大）飯島雅英（淑徳高校）大家 寛 熊本篤志 笠羽康正 岡野章二

坂野井健

森岡

昭

加藤雄人（東北大）長妻

努（MCT）岡田敏美

小林

香（富山県立大）青山隆司（福

井工大）中村雅夫（大阪府大）

1．はじめに
あけぼのの打ち上げ当初（1989年）は，「オーロラ粒
子加速機構・オーロラ現象に関連した物理現象の解明」

2．2

データ取得

前述の内之浦における運用のほかに，スウェーデン宇
宙公社と協力し，オーロラに特に関連した極域における
データを取得する目的で，エスレンジ局でのデータ取得

を主目的としていた．その後の科学コミュニティからの

を行った．2012年4月から2013年3月までの実績は総

要請，搭載観測機器の性能維持状況等により，2011年度

計737パスであった．取得したデータはオンラインで宇

以降の観測計画では，主目的を「放射線帯等の内部磁気

宙科学研究所に送付し，SIRIUS（テレメトリデータのデ

圏領域を重点的に観測し，次の太陽活動極大期までのデ

ータベース）に格納した．

ータの取得を行い，太陽活動変動の全てのフェーズのデ

あけぼの衛星のデータの一部は，サイエンスデータベ

ータを取ることによって，内部磁気圏現象と太陽活動と

ース（SDB）およびDARTSデータベースによって国内

の関連を解明すること」とした．

外の研究者に提供されている．

2013年2月に，24年間のデータ取得を達成した．現

3．科学成果

在の太陽の活動サイクルの上昇が遅れたので，太陽の活

動周期（通常11年）2サイクル分のデータ取得にはもう
しばらくの時間が必要で，2013年度中頃に達成される見

3．1

長期間の放射線帯変動

あけぼの衛星に搭載されている放射線モニター（以下，

込みである．

RDM）は，1989年3月の観測開始から，24年間にわた

2．衛星運用及びデータ取得
2．1

衛星の運用

り連続的にデータを取得している．この24年間は，太

陽活動サイクル11年間の2倍と2年に当たる．観測開
始の1989年は，ほぼ太陽活動極大期にあたり，次の太

あけぼの衛星は，1989年の打ち上げ以来24年にわた

陽活動極大期は，11年後の2000年であった．そのまた

り，順調に科学観測を続けている．電磁場・波動・プラ

次の太陽活動極大期は，2011年と予想されたが，現在の

ズマ・放射線帯粒子などのデータを取得する9種の観測

太陽の活動サイクルの上昇が遅れ，次の太陽極大期は

機器を搭載し，オーロラ現象等に関連する地球電離圏・

2013年度中頃と予想されている．

磁気圏の観測および放射線帯の観測を行っている．

図1は，1989年の打上げ以降の年平均の太陽黒点数（太

あけぼの衛星は現在，主に内之浦宇宙空間観測所の宮

陽の活動度の指標）と，RDMで観測した放射線帯の電

原11mアンテナを使用して運用・追跡・データ取得を行

子フラックスを子午面に投影した図を示している．地球

っている．日曜を除くほぼ毎日，最大4パスのデータ取

に近く，赤道近傍に位置する高い電子フラックスの内帯

得を行った．2012年4月から2013年3月までの実績は

（赤色），そのすぐ外側にある電子フラックスが低いスロ

総計751パスであった．（1パスの時間は季節によって変

ット（青色），さらに外側の高緯度領域だけが見えている

わり，29分〜1時間10分の間である．）

電子フラックスが高い外帯（黄色からオレンジ色）に構
造が分かれているのがわかる．

太陽活動周期2周期に及ぶRDMデータを用い，放射

This document is provided by JAXA.
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図1

1989年から2｛〕13年までの／＜陽黒，ヴ数と，あけぼの衛星で観測された＞2．5MeV電J

線帯モデルの構築が行われた．あけぼの衛星自身は，放

・放射線帯のフラックス分布のf・

1：面断面1叉1．

あけぼの電子放射線帯モデル

射線帯外帯は直接磁気赤道付近を観測していないが，放
射線帯電J

・ゆ卸編・一勘乙・弔轟一・−2

・が磁力線ヒに等方的に分布しているという仮

定の元に放射線の分布を求め，太陽活動や磁気圏活動と
の関係に着目して放射線帯モデルを作成した．

2000年

電子放射線帯の分布は，太陽活動とその結果引き起こ

●・観測値の年平均値

…

される磁気圏活動と密接な関係がある．従来川いられて
4

きたAE−8モデルは，磁気活動の活発なケースと静穏な

，

．

ケースのみについて与えられているため，例えば活発な

」一こ志ρ単単L．

，：一

，．v＿

．

ケースでトータルドーズを算出すると過大な評価とな
1

り，また例外的に極めて活発な時期については算出でき

1999年

ない等の問題がある．これに対し，あけぼの衛星のRI）M

●観測値の年平均値

データを川いたモデル構築では，太陽黒点数やDstやAp
指数などの地磁気指数の年単．位の

r均f直を変数として，

同期間の電J㌃放射線帯のスロット領域と外帯の年

ド均値

を求めるモデルを作成し，従来よりもIE確な放射線量を
出すことをliJ

能にした．その例を図2に示す．

本研究結果と太陽黒点数や地磁気指数の長期予測の研
究とを組み合わせることで．将来の電子放射線帯の長期
変動がf

図2

地球からの距離（L）に対する，1999年（ド：年

1）st＝−13．1

nT）と200（工年（ヒ：年

F封J

I）st＝−19．g

ド均

llT）o）

2．5MeV以Lの電fのフラックスの実測とモデルとを比較し
たもの．占のプロットはあけぼの衛星で観測された分布を，
モデルを川いて磁気赤道にマップしたもの．赤線は，あけぼ
の衛星の24年間のデータを川いて構築したモデルの仙．

測可能になると期待される．

3，2

極域から流出する電離層イオンの多角的・総合的な

研究
あけぼの衛星によるイオン流出現象に関する観測成果
は既に数多く学術雑誌に出版されているが，近年の研究
において，電離圏一磁気圏糸ill合の観点から最も注目すべ
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︶

きテーマのひとつとして，イオン流出と地球磁気圏の活

あけぼの衛星で観測された低エネルギーイオンと磁

3

気圏尾部のコールドなイオンの関係を具体的に示し

（SMS）データが用いられた．その他の研究テーマを含む

た．

︶

動度との関係の議論に低エネルギーイオン組成計測装置

電離圏上部からマントル領域を通過して流出する低

4

最近の主な成果は次の通りである．

エネルギーイオンモデルを検討するための基本デー

1）流出するイオンがもつエネルギーに応じて到達する
磁気圏領域が異なる事を粒子シミュレーションを用

タを提供した．（Slapak

いて示した．速度が数km／sのイオンであっても高
度2−3Reにおいて遠心力加速を受けるため，プラズ
マシートに到達する事が出来る．（図3）

et

al．［Ann．

Geophys．，2013］）

でデータが引用）
3．3

出版物

2012年度に，あけぼの衛星のデータを使用して書かれ
95

b器o＞

た論文は，査読論文12編，紀要・報告書・その他1編，

（四

0

修士論文2編，卒業論文3編である．2013年3月の時点

5
︹﹀ΦV＞9①⊂山①石焉江
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0

（Ψ

ｰIION
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一
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表1あけぼのプロジェクトによる総論文数
1

￨x．＼6＼
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XGSM（RE｝
図3

高度7000km，緯度75°において2（a），3（b），5（c），10（d），20（e）eV

の初期エネルギーをもつ0＋イオンの粒子軌道（Yau

et

での，あけぼのプロジェクトによる論文総数を表1に，
2008年以降の各年の査読論文数の推移を図5に示す．

298

査読論文
プロシーディング

59

紀要・報告書・その他

95

博士論文

35

修七論文

118

卒業論文

97

a1．，2012b）

2）磁気圏に到達するまでに要する時間は約5±2時間
■査読論文督査読論文総数

程度（図4）で，このような時間スケールで磁気嵐

15

C，，L−：iLL；：；

直前にプラズマシートを高い密度状態に出来ること

D一一．一＿

が観測データと地磁気データをもとに証明された．
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図40＋イオンが高度7000kmから磁気圏に到達するまでの時間
のヒストグラム。2010年4月6日の磁気嵐を条件として入力し計算
を行なったもの．（Yau

et

al．，2012b）
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他GEOTAILプロジェクトチーム

1．はじめに

星軌道の遠地点が常に地球磁気圏の尾部に来るように制

御され，地心距離で210倍の地球半径までの広範な磁気

磁気圏観測衛星「GEOTAIL」は，1992年7月24「1に
米国フロリダ州ケープカナベラルからデルタIIロケット

圏尾部領域をくまなく探査した．（図2）1994年11月以
降は，磁気圏サブストームなどの研究のため，衛鍵軌道

で打ちヒげられたH米共同プロジェクトの衛星である．

の遠地点距離を30倍の地球半径にFげ，現在に至って

その研究目的は，地球磁気圏尾部の構造とダイナミック

いる．なお，衛星軌道の近地点距離は9−10倍の地球半径

スおよび磁気圏の高温プラズマの起源と加熱・加速過程

で，この近地球軌道は昼間側の磁気圏境界面や地球前面

を明らかにすることである．この日的のために，特有の

の定在衝撃波やその上流域などの観測に適したものにな

軌道計画が実行された．1994年11月までの2年余りの

っている．近地球軌道に人ってからは，本影持続時間が

期間は月との二重スウィングバイ技術などを駆使して衛

3時間以hにもおよぶ長時間日陰が発生しているが，そ
の対処のための特別なOPを用いて問題なく切り抜けて
いる．

搭載観測装置としては日米双方から合計7個，即ち，

磁場計測装置（MGF），電場計測装置（EFD），2組（日
米各1組）のプラズマ計測装置（LEP，

CPI），2組（日

米各1組）の高エネルギー粒子計測装概（HEP，

EPIC）

およびプラズマ波動観測装置（PWI）である．日本側が

主任研究者の観測装置にも部分的に米国NASAから提供
された要素も含まれているので観測装置の約1／3が米国

製残りの2／3が日本製である．さらに，日本製の観測
図1GEOTAIL衛星による磁気圏尾部の観測

装置にはヨーロッパ（ドイツ，ESA）提供のものも一一部

に含まれている．日本側の観測装置は，宇宙科学研究所

「
1
・1闘

i

tα》

ﾅ藻〜．

髪・

F

を中心に，東京大学，京都大学，金沢大学，富lll県立大

学，名古屋大学，早稲田大学，立教大学，愛媛大学など

−！ゆ

潮ト学

》

の研究者の協力のもとに開発された．衛星運川やデータ

・ノく：凝ノ．．

59I
l・・

解析には観測装置開発に携わったメンバー以外にも多数

t

р堰@！
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．

蕊

｝貿

。

の研究者が参加し，数々の研究成果が得られている．

2012年中までに出版された「GEOTAIL」関連の原著論
文数は1058編以上（外国人の筆頭著者も含む，国際的
な査読付き論文誌に掲載されたもの）である．（図3）

誓8

彊￠｛，IRl

図2

GEOTAIL衛星の軌道
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GEOTAIL衛星の査読付き国際論文出版数の推移

計算機からの移行システムの開発・試験を実施し，新し

いシステムでの運用が問題なく行えることが確認でき
た．平成25年度中に汎用大型計算機を用いた衛星運用
からLinux計算機による新システムでの運用に切り替え
を行う予定である．これにより，地上系機器の老朽化に
伴うリスクが大幅に低減できる．

これまで幾多の成果をあげ，宇宙プラズマ物理学の研
究進展に大きく貢献した事は世界的に高く評価されてい

るが，さらに最近では宇宙天気予報等の観点から
「GEOTAIL」の観測は多衛星による国際共同観測の中で
重要な位置を占め続けている．国際協力による磁気圏多
点観測網の中での責務を果たすため，これまでに引き続

いて2012年度には以下の項目について「GEOTAIL」の

2．衛星の運用状況
2012年度末現在で打ち上げ後20年8ヶ月を経過した
が（当初からの計画に従って），衛星の運用・管制は宇宙

運用が行われた．

・米国NASAとの協力関係の下に国内局・米国JPLの
深宇宙ネットワーク（DSN）局にて衛星運用．

科学研究所が責任をもち，データ受信は日米双方で行っ

・追跡管制およびデータ取得を行った．

ている．米国JPLの深宇宙ネットワーク（DSN）局で受
信されるデータ（搭載のデータレコーダに記録された時

・米国NASAゴダード宇宙飛行センターとデータ交換

間連続データ）はNASAゴダード宇宙飛行センターで一

現在では日米のデータ交換はS】［NETの日米回線を

次処理され，Key

Dataは世界中の研究者に公

通して行われており，DSN局で受信されたデータは

開されている．また，高時間分解能のプラズマおよび磁

受信後，平均約3日以内に宇宙科学研究所のSIRIUS

場データは宇宙科学研究所の科学衛星データベース・シ

データベース・システムに登録される．

Parameter

ステム（DARTS）から一般公開されている．（科学衛星

を行い，日米双方で取得したデータを共有している．

・日本側の観測機のデータの一部については，日本側

運用・データ利用センターの項を参照のこと．）また，

で較正され，主任研究者から公開許可が出た後，宇

IACGにおける協議を軸に，米国の「WIND」衛星， ESA
の「Cluster−II」などとのISTP共同観測も精力的に行

宙科学研究所の公開用科学衛星データベース

われている．2007年2月に打ち上げられた米国の

ットについては，米国NASAゴダード宇宙飛行セン
ターに転送し，太陽地球系物理学分野における国際

「THEMIS」衛星群との共同観測も行っている．

搭載観測機器の状態は良好であり（経年劣化により観
測を終了した一部の機器を除き），打上げから20年以上

（DARTS）システムから公開される．公開データセ

標準フォーマット（CDF形式）に変換する，データ
交換の流れが進められている．

にわたって継続して，地球近傍の磁気圏尾部のプラズマ
の直接観測データを取得している．一方，システム機器

上記の衛星運用項目以外にも，先に述べたように，米

については，平成24年12月末に搭載データレコーダの
1機が故障し，回復を試みたが復旧を断念せざるを得な

国，欧州とともに地球磁気圏の国際共同観測を行なうこ

くなった．この1機の故障の為に途切れない観測データ
の取得は不可能になったが，もう1機をフルに運用する

2012年中に国際的な査読付き論文雑誌に掲載された

ことで，データカバー率は80〜90％程度を実現し，科学

20年以上を経た現在も科学的な活動は衰えていない．

観測としてのダメージを最小限にできた．（従来，2機の

とによって，着実に科学的な成果を上げ続けている．
「GEOTAIL」関連論文の数は31本であり，打ち上げ後，

「GEOTAIL」はこれまで，磁気圏尾部のプラズマシー

データレコーダを交互に運用することでカバー率100％

ト領域におけるプラズマ加熱や加速過程についてイオン

の時間的に連続したデータを取得していた．）

の運動論的効果の重要性を初めて実証的に示してきた．

上記，データレコーダ以外の衛星システム状態は良好

また，静電孤立波の発見など宇宙プラズマ中の波動一粒

であり（データレコーダ故障の処置後も含めて），定常運

子相互作用研究の新しい展開のきっかけを作るなど，単

用・データ処理を実施している．

独の観測結果で世界第一級の研究成果をあげているが，

また，衛星運用の地上系システムは，打ち上げ当初か

最近では海外の衛星観測と協力して磁気圏多点観測網の

ら汎用大型計算機を用いたシステムを継続して利用して
きたが，システム維持のコストや老朽化の観点から，他

中の重要な一点として磁気圏のグローバル・ダイナミク
スの研究に寄与する側面が増してきている．

の新しい科学衛星と同様にLinux計算機を利用したシス

「GEOTAIL」の科学的研究活動の詳細や成果報告につ

テムへの移行が望まれていた．平成24年度には，大型

いては，太陽系科学研究系の項などに関連記述があるの
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打ち上げられ磁気リコネクションの観測的研究が新たな

2013−2015年の3年間は，第24太陽活動の極大期を迎

局面を迎える．こうした宇宙プラズマ研究をとりまく環

えることが想定され，日本を含む国際的な内部磁気圏観

境の変化の中で，GEOTAIL衛星の観測継続は，引き続

測計画の実施が開始されることや，NASA

き大きな科学的成果に資するはずである．

MMS衛星が
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1．はじめに
「すざく（ASTRO−E

・マグネターと関連天体の系統的観測

・活動銀河核ブラックホールのスピンと相対論的現象

H）」は動的な視点から宇宙の構

の系統的観測

造形成やブラックホール周辺現象の理解を目指して，平

・ケプラー超新星残骸の化学組成

成17年7月10日に打ち上げられた．打上げ後は，国際

・ペルセウス銀河団のビリアル半径までの系統的マッ

公募観測等による観測を進めている．主観測装置の1つ

ピング観測

であるX線マイクロカロリメーターについては，打ち上

・超新星残骸プラズマ進化の新しいシナリオ

げ約1ヶ月後に寒剤であるヘリウムを失い観測を行うこ

・近傍銀河団のビリアル半径までの温度・エントロピ
ー分布の観測

とができなかったが，残された2つの観測装置は順調に

・銀河リッジ放射に含まれる6．4keV鉄輝線の起源

作動しており，観測を続けている．

・最も近傍にある銀河団の成長

2．主な活動

・太陽風電荷交換反応の検証

平成24年度には，第7期国際公募観測を実施した．
さらに第8期国際公募観測の公募と選定，観測に向けた

運用に加えて，データのパイプライン処理とデータの配

プロジェクトチームは，国際公募観測の運営，衛星の

準備を行った．これまでの米国チャンドラ衛星との共同

布と公開，観測装置の状態監視と観測装置の動作パラメ

観測に加えて，第6期国際公募観測に開始した米国フェ

ータの調整，較正観測の立案と軌道上較正データの更新，

ルミ衛星との共同観測提案に基づく観測を実施した．ま

データ解析ソフトウエアの更新を引き続き行なってい

た平成22年2月より，突発天体観測時間（国際公募観

る．

測とは別枠）を使った宇宙ステーション曝露部ミッショ

ンMAXIとの協力を開始し，平成23年中には，この枠

以ドでは，平成24年度に発表された科学成果の中か
ら，報道でも取り上げられた代表的な成果を紹介する．

組による2つの突発天体の観測が行われた．

3．主な成果の紹介

平成21年度の第4期公募観測から，すざく衛星の特
長を最大限に引き出すようなプロジェクト的な観測を行
う観測枠としてキープロジェクトを開始した．一般の公
募観測に加えてキープロジェクトからの科学成果も創出

されつつある．第7期公募観測までに実施した，あるい
は実施中のキープロジェクトは以ドの通りである．

・銀河中心とバルジ領域のマッピング観測

3．1

マクニール星雲中に誕生した原始星がX線で輝く

超高温の斑点をあらわにした

NASAゴダード宇宙飛行センターの濱口健二研究員を
中心とする宇宙物理学の国際研究チームは，三機のX線

天文衛星，すざく

（宇宙科学研究所），チャンドラ
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（NASA），

XMMニュートン（ヨーロッパ宇宙機i関）を川

い，形成過程の星の高エネルギー活動の端を捉えた．

氏3500度程度である．

2003年に始まった爆発的活動中，原始星のX線光度は
rf倍増加し，

X線を放出する高温ガスの温度は摂氏5000

この研究により，激しい磁場活動が大量のガスを高速で
星表面に流し込み，広範な領域を数T一万度の超高温に加

万度に達した．別の爆発的活動は2008年に始まり，現

熱する事が分かった．加熱された超高温ガスが発するX

在も続いている．

線により，この生まれたての星，原始星が高速で回転し

これらの爆発的活動中に見られる可視光や赤外線での

ている事が分かった．

激しい増光は，原始星本体に流れ込むガスの量の増加に

オリオン座M78星雲にある星V16470riは，2004年の
1月に爆発的活動現象のピークに到達した．この活動は

よって説明されている．X線強度が可視光や赤外線に連
動して変化した事から，X線放射もこのガスの流入に関

激しさを極め，星からの光は周囲の，現在マクニール星

係があると考えられるようになった．

雲として知られるコーン上のダストの固まりを浮かびヒ
がらせた（図1）．この星とマクニール星雲は，地球から

「原始星V16470riは流れ込むガスとX線強度の関係
の直接的な証拠を示した最初の天体です．」シュトラスブ

ルク天文台にあるフランス国立科学研究センターの宇宙

1300光年の遠方に位置する．

物理学者で，論文の共著者であるNicolas

Grossoは力説

した．この関連性は，以来，爆発的活動を起こした他の
若い星にも見られている．

観測されたX線が，星ないし星周円盤のどこから如何
に放出されるか突き止めるため，国際研究チームは，す

ざく，チャンドラ，XMMニュートンという三大X線天
文衛星の全観測データを再解析した．その目標は，X線
を放射する領域と機構の手がかりを与えるパターンを見
つける事にあった．

2012年7月20日出版のAstrophysical Journalに，この
チームは，11回の観測で得られたX線の時間変動に強い
周期性が見られるという結果を発表した。特筆すべきは，

周期変動からこの星がわずか1日で自転している事が分

かった事である．V16470riはX線観測で自転速度が求
まった最も若い天体の一・つとなった．

「太陽のほぼ5倍の大きさでこの速さで自転するとい
う事は，星が自転でバラバラになる一一歩手前の状況から，
図1原始星Vl6470riは，2004年1Jjの爆発的活動のピーク時に

重力で引き合ってより安定した星になる過程を見ている

発見された，マクニール星雲と呼ばれるコーン状の輝きの先端に位

のであろう．」ニューヨークにあるロチェスター工科大イ

羅する．Frederick

C．

Gillett

i㌃によってハワイにあるジェミナイ天

文台で撮られたこの画像は，マクニール星雲の2004年2月14Hの
様f一を捉えている

（Credit：Gemini

Observatory）

メージ科学宇宙科学工学科の教授で，論文共箸者のJoeI
Kastner氏はこう述べた．

周期的なX線変動は，星表面にある超高温の領域が．

この活動の発見後，V16470riは，生まれたガス雲に

星の回転で出現し隠れるために起こると考えられる．観

未だ包まれた原始星だと分かった．「赤外線観測による

測された周期変動を説明するには，二つの明るさの違う

と，この星は百万年より遥かに若いと思われます」メリ

斑点が星の対局に存在しなくてはならない．斑点は太陽

ーランド州グリーンベルトにあるNASAゴダード宇宙

程の大きさのパンケーキ状の領域で，南側のそれが5倍

飛行センターで研究する宇宙物理学者で，主研究者であ

程明るい．

る濱1腱二は述べた．

原始星は太陽のような壮年期の星と違い，星の中心部

この高温の斑点は，星周円盤から磁場にそって星表面

に落ちてくるガスの流れの根元にあたる．X線を放射す

で水素を核融合燃焼してエネルギーを作り出す能力を持

るだけの超高温に達するには，流人するガスが秒速二千

たない．V16470riがその能ノJを持つには，後数百万年

キロで星表面にぶつからなくてはならない．その結果と

待たなくてはならない．それまで，この星は周囲に広が

して，斑点の領域は他の星表面より13000倍も高温にな

る星周円盤からガスが落ち込んで作り出される重力エネ

る．

ルギーで光り続ける．

「磁場が連続的によじれて再結合し，その結果，流入

原始星V16470riの質量はおそらく太陽の8割程で

するガスが加速されて高速に達するという説が有力で

あるが，密度が薄いために太陽のほぼ5倍の大きさに膨
らんでいる．赤外線観測によると，星表面の大部分は摂

す．」テネシー州ナッシュビルにあるバンダービルト大学
の天文学教授で，チー一・一・ムメンバーのDavid

Weintraub氏
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2003年11月4日のX28フレアを考えてみよう．濱口は，

星とその周囲に広がる円盤は磁場で繋がっている．星

V16470riの爆発的活動時のX線強度は，この太陽フレ

は星周円盤より速く回転するため，両者に繋がる磁場は

アの数千倍強いと見積もった．いったいどうやってこれ

ひねられ，巻き上げられたゴムひものようにねじれあげ

だけのエネルギーを生み出すのか？大本のところはまだ

られる．ねじれた磁場はより安定な状態に変位する際

よくわかっていない．研究者は，爆発的活動現象は，星

ためられたエネルギーを一気に放出する．この磁気再結

周円盤外側のガスが徐々に内側に流入し，臨海に達した

合と呼ばれる過程は，太陽のX線フレアでも見られる過

後にあるきっかけで始まると考えている．一旦，その現

程である．

象が始まると，ガスはひたすら落ち，X線を放出し続け

しかし同じ物理過程でも，その現象の継続時間は大き

る．

く違う，太陽フレアのピークはものの数分で終わってし

すざくを始めとするこれら三大X線衛星のおかげで，

まうが，V16470riの爆発的現象は数年続く．

太陽のような星の極めて幼少期の爆発的活動現象をかい

比較として，記録に残るもっとも強力な太陽フレア，

ま見る事ができた．

o N
d．ASTRO−Fフロンエクト

所内：村上 浩（プロジェクトマネージャ〜平成24年9月） 山村一誠（プロジェクトマネージャ平成24年9月〜）
中川貴雄 松原英雄 紀伊恒男 片坐宏… 川田光伸 松浦周二 和田武彦 塩谷圭吾 奥田治之 松本敏雄
尾中 敬 金田英宏 芝井 広 橋本樹明 川勝康弘 坂井真一郎 高木俊暢 臼井文彦 古賀達也
鈴木仁研

江草芙実

巻内慎一郎

新井俊明

長勢晃一

村田一心

矢野健一

川田智之

津村耕司

瀧田

鳥羽儀樹

怜

所外：岡本美子（茨城大）花見仁史（岩手大）松尾

山下拓時

空華智子
神谷修平

白旗麻衣
櫨香奈恵

宏（国立天文台）高橋英則

渚

槙坪宏展

中禮沙也加

大井

横田英博

土井靖生（東大）河村晶子

有本信雄（国立天文台）田邊俊彦（東大）平尾孝憲（科学技術振興機構）大薮進喜
竹内

努（名大）伊藤洋一

相川祐理（神戸大）本田充彦（神奈川大）今西昌俊

石原大助
泉浦秀行

安田晃子
神鳥

亮（国立天

文台）川良公明（東大）児玉忠恭（国立天文台）大西利和（大阪府立大）関口朋彦（北海道教育大）砂田和良（東
大）日比康詞

田村元秀

長谷川哲夫（国立天文台）谷口義明（愛媛大）左近

樹（東大）後藤友嗣（Dark

Cosmology

Centre・大阪大）深川美里（大阪大）三戸洋之（東大）黒田大介（国立天文台）茅原弘毅（大阪大）大坪貴文
板

由房（東北大）山内千里

小要真也（国立天文台）松永典之

上塚貴史

福士比奈子（東大）藤原英明

小谷隆行（国立天文台）稲見華恵（NOAO）

1．はじめに
平成18年2月に打上げられた「あかり（ASTRO−F）」
は，液体ヘリウムと機械式冷凍機により極低温に冷却さ

して膨大なデータと多くの成果をもたらし，平成23年
11月に運用を終えた。以下では，データ処理・解析を中
心とした平成24年度の活動と主な天文学的成果につい
て述べる．

れた有効径68．5cmの反射望遠鏡を搭載し，赤外線、によ
る全天サーベイ（連続的な天球スキャン）や指向観測（望
遠鏡を特定天域に固定しての詳細観測）を行って，銀河・
片雛帥顕

星・惑星系の誕生と進化を探る日本初の赤外線天文衛星

サンシールド

じ焔畑苫ーロヤ確く

である．望遠鏡は鏡材に炭化ケイ素を用いた軽量望遠鏡

であり，またその焦点部には，近・中間赤外線カメラ
（IRC）と遠赤外線サーベイヤー（FIS）の2台の観測装

論Kレ

置が搭載され，波長2Ftmから180μmに至る赤外線のほ
ぼ全域での観測を可能にしている．望遠鏡と赤外線検出
器を冷却する高効率の冷却システムは，過去の赤外線衛

星に比較して数分の1から10分の1の170

2の液体ヘリ

ウムで，1年4ヶ月の観測期間を実現した．また液体ヘ
リウム全量を消費した後も，機械式冷凍機のみによる近

図1

赤外線天文衛星「あかり」の概要

赤外線指向観測を可能にした．

「あかり」は全天サーベイや数多くの指向観測に成功
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2．衛星運用

送信機を停止して「あかり」は全ての軌道運用を終えた．
「あかり」は打上げ前に設定した成功基準のみならず，デ

2．1

平成22年度までの運用経緯

ブリ防止運用までを達成したこととなった．

「あかり」は平成18年2月22日午前6時28分に，

3．プロジェクト終了審査と今後の体制

M−Vロケット8号機により内之浦宇宙空間観測所より打
上げられ，その後以下のような軌道上運用を行ってきた．

・打上げ直後に，2台の太陽センサが太陽を捉えられな

3．1ASTRO−Fプロジェクト終了審査

い等，衛星太陽指向面の複数の機器に異常が発生した

「あかり」衛星の停波に伴い，ASTRO−Fプロジェクト

が，地上からの指令により3軸姿勢を確立して電力を

の終了に向けて審査を行った．平成23年6月に行われ

確保，太陽同期極軌道への投入に成功した．また，太

た第31回理学委員会で，「あかり」終了審査委員会の設

陽センサなしで姿勢制御を行うよう搭載ソフトウェア

置が決まり，プロジェクトから提出した資料に基づき，

を改修し，以後の運用に成功．

主に理学的成果の観点から審査を行った．審査において

・平成18年4月13日に望遠鏡の蓋を開け，4月16日よ
り試験観測，5月8日より本観測を開始．

は，「あかり」がフルサクセス（1年以上の運用を行い，

遠赤外線全天サーベイ，指向観測での多波長の撮像およ

・平成19年8月26日に液体ヘリウム全量を消費するま

び分光観測）のみならずエキストラサクセス（機械式冷

でに，全天サーベイと5，000回以上の指向観測に成功．

凍機による近赤外線観測，中間赤外線による全天サーベ

液体ヘリウムの保持期間は設計通りの550日を達成し

イ，遠赤外線分光観測）までも達成したと評価された．

た．直後に2台の冷凍機のうち1台に異常が発生し，

一方，取得したデータについて，プロジェクト終了後も

運転を停止．

処理・解析・アーカイブ活動を継続し，科学コミュニテ

・軌道の修正，再度の試験観測等の後，平成20年6月1
日より残る1台の冷凍機を用いた近赤外線のみの観測
を開始した．

ィを含む社会に還元する必要性が強調された．審査結果

は，平成24年6月の第36回宇宙理学委員会に報告され，
承認された．

・12，000回を超える指向観測に成功したが，平成22年2

これに引き続いて，宇宙科学研究所による終了審査が

月14日に残る1台の冷凍機にも異常が発生して低電

行われた．本審査では，宇宙理学委員会における評価を

力での運転を強いられ，また冷凍効率も低下したため

踏まえ，経営的な観点に重点を置いた審査を行った．ま

赤外線観測データの品質が劣化した．このため5月よ

た，平行してプロジェクト終了後にデータアーカイブ活

り観測を中断し，平成22年度は冷凍機の効率復帰の

動を行う体制について，プロジェクトから提案された計

ための運用を行った．

画についても審査を行った（次節）．審査委員会は平成

24年12月に行われ，ASTRO−Fプロジェクトがエクスト
2．2

「あかり」終了運用

平成22年度の運用の結果，冷凍効率は改善されたも

ラサクセスまで達成したこと，投入した経営資源（資金・
人員），実施体制，スケジュールについてそれぞれ妥当で

のの観測装置が要求する温度までの冷却に至らなかっ

あることが評価された．また，開発中および軌道上で発

た．平成23年5月には，衛星電源に異常が発生し，バ

生した事象について，今後のミッションへの参考のため

ッテリ充電ができなくなったため，日陰中に衛星電源が

文書化された資料としてまとめることが課題とされた．

オフとなった．これにより衛星の3軸姿勢制御・温度制
御が失われ，推進系燃料の凍結に至った．これを受けて

平成23年6月に観測運用の終了を決定した．電源の異
常は，バッテリの地絡によるものと推定される．

3．2

あかりデータプロダクト作成計画

「あかり」の取得した膨大なデータのうち，既に天文
学的成果として発表されたものはごく一部である．その

平成23年8月より「あかり」の軌道は日陰が発生し

理由として，データ処理に専用ソフトウェア，専門的な

ない条件となったため，唯一使用可能な姿勢アクチュエ

知識と経験が必要なため，他波長との比較や新しい研究

ータであった磁気トルカを用いて，太陽指向軸回りのス

アイデアをすぐに試せないことなどがある．そこで，「あ

ピン安定により定常的に電力が得られる姿勢確保を試み

かり」でしか得られない貴重な情報を，理論家を含む一

た．9月末にはこれに成功し，3軸姿勢制御の復帰にも

般の天文学者に広く簡単に利用してもらうために，デー

成功した．

10月には温度制御を復活させ，推進系燃料の解凍も無

タ処理に習熟したチームによりScience Readyデータ
を作成し，アーカイブを行う事でデータの利用を促進す

事に行うことができた．スペースデブリ防止のため役割

ることが望まれる．宇宙理学委員会による終了審査にお

を終えた衛星は25年以内に有用軌道から排除する，と
の国際的申し合わせを実行するため，11月10，14，17
日に推進系を用いて軌道変更を行い，近地点高度を約

いても，この点が強く推奨された．
年計画で，「あかり」の取得したデータの処理・アーカイ

450㎞に低下させることに成功，平成23年11月24日，

ブを進める計画を作成し，宇宙科学研究所による終了審

「あかり」プロジェクトでは，プロジェクト終了後5
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大マゼラン雲天体カタログ

査において提示された，今後作成するプロダクトとその

「あかり」は全天サーベイに加えて，南北黄極付近の

優先順位のリストに基づき，（1）全天サーベイにおいて

指向観測による重点的なサーベイ観測を行った．そのう

は，遠赤外線カタログの改良，遠赤外線中間赤外線の
双方で微光天体カタログの作成，並びに全天イメージマ

ち大マゼラン雲サーベイは，近・中間赤外線カメラIRC
により，5波長（3，7，11，15，24μm）での撮像観測と近赤

ップの作成，（2）指向観測データについては，技術的に

外線（2〜5μm）の分光観測を約10平方度の領域に対し

可能な範囲ですべてのデータの統一的な処理を行い，そ

て行った．この大マゼラン雲サーベイプロジェクトの集

の結果をアーカイブする，ことを目標とした体制と実行

大成とも言うべき，大マゼラン雲の赤外線天体カタログ

とスペクトルカタログが，平成24年度に世界中の研究

計画が承認された．

本事業は科学衛星運用・データ利用センター（C−SODA）

の下に，「あかりデータ処理・解析チーム」を設置し，大

学研究者と協力して実施することになっている．

者に公開された．

カタログは二種類あり，赤外線点源天体カタログはh
記5波長で観測されたデータから660，286天体の位置と

明るさを測定してまとめたもので，平成24年11月に公

4．平成24年度の主な天文学的成果

開された．天体数はSpitzer宇宙望遠鏡の観測から得られ
たカタログに匹敵するもので，特にSpitzerの観測しない

4．1

赤外線天体カタログと成果発表

11，15μmの情報を提供するため，星周囲の暖かいダスト

「あかり」全天サーベイデータに基づく赤外線天体カ

の詳細な研究を可能にする重要なデータを提供してい

タログ初版が，平成22年3月30日に世界の研究者に公
開された．このカタログは，天体の波長9，18pmの明る

る．

さのデータを集めた中間赤外線カタログと，波長65，90，
140，160μmのデータによる遠赤外線カタログからなり，

ログが平成25年1月に公開された．2〜5pmには，水，
酸化炭素，二酸化炭素などの分子ガスあるいは固体微

それぞれ87万個，43万個の天体を含んでいる．「あかり」

粒子，またPAH（Poly−Aromatic

カタログは天文学で重要なカタログとなっており，科学

小ダストの放射／吸収バンドが存在するため，年老いた星

衛星運用・データ利用センターに置かれたデータベース

や生まれたての星の分類やそれらの進化についての研究

また，そのうち1，757天体についてのスペクトルカタ

Hydrocarbon）などの微

には，平成24年度（平成24年4月〜平成25年3月）

を推進することが期待される．すでにこのカタログを元

には約48万5千回のアクセスが寄せられた．

にした詳細な研究により，生まれたての星の周りに存在

また平成24年度には173編の「あかり」データを使
った査読付き論文が出版された．このうち90編が全天
カタログを用いた研究発表である．論文数は前年に対し
て1．5倍に増えている．特に全天カタログを使った論文

する氷の性質が我々の銀河系とは異なることが明らかに

の出版数が急激に増加しており，カタログが天文学研究

が公開されるのは初めてのことである．

なってきた．氷は惑星の原材料の一部であり，惑星が生
成する上で重要な役割を果たしていると考えられる．マ
ゼラン雲天体についてこの波長域のスペクトルカタログ

の基礎資料として認められ，広く研究に使われているこ
t星一一．一嬢いた璽一一

とを示している．
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「あかり」査読付き論文の出版数の推移

2012

北黄極天体カタログ

北黄極領域のサーベイ観測は，近・中間赤外線カメラ
IRCを用いて，2，3，4，7，9，11，

15，18，24μmの9波長で行

われた．観測領域は特に観測を重ねた中心部分のDeep
領域と，その周辺の相対的に観測時間が浅いWide領域
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に分けられる．それぞれについて，天体カタログの作成

こせず，恒屋と巨大ガス惑星の中問に位置する褐色媛星

が行われ，第一版が平成25年3月に一般に公開された．
これらのカタログに含まれる天体の多くは遠方の銀河で

の分光観測を行い，27天体のスペクトルを取得した．こ

あり，「あかり」の連続した波長バンドによる観測によっ

れは褐色綾星大気研究にとって最重要のデータセットで
ある．「あかり」が取得したスペクトルから，褐色綾星大

過去数10億年に遡って星形成率の進化を推定すること

気中の二酸化炭素（CO2）の存在が世界で初めて確認さ
れたが，その定量的な解析を行い，二酸化炭素の存在量

が可能になった．本カタログについては，既に改訂版（第

が炭素・酸素の存在量に大きく依存することを報告した．

二版）の作成が進行中であり，平成25年度中の公開を

これは，褐色倭星の元素組成が天体ごとに違う可能性を

目指している．

示唆しており，その進化の議論に大きなインパクトを与

て，これらの天体の赤外線光度が精密に測定できるため，

える．さらに，褐色楼星大気モデルと観測の比較から，
16天体についてその半径を推定した．得られた半径は，
有効温度と対応しており，（1）有効温度の比較的高い天

体については年齢への依存（進化が進むと温度が下がり
小さくなる），（2）有効温度の低い天体については質量

への依存（クーロンカと電子縮退の釣り合いにより重い
ほど小さくなる）の両者の傾向の重合として解釈される．
このような傾向を観測的に明らかにしたのはIH：界初のこ

とである．…方，中程度の有効温度を持つ天体の半径の
推測値は，褐色倭星の進化理論の予測値よりも小さく，
図4 「あかり」北黄極サーベイの観測領域画像．
写っている天体の多くは遠方の銀河である．

今後の理論・観測両面からの研究に課題を提議した．
1．2

4．4

1．1

石英質のちりを持つ星の発見

主系列星HD 15407Aが，非常に強い赤外線を放つこと
を発見し，このHkをSpitzer宇宙望遠鏡で追観測したと
ころ，石英質の塵が周囲に豊富に存在することが分かっ
た．この塵は，恒星の周囲で惑星が形成される過程で，

惑星の材料となる「微惑星」が非常に活発に衝突するこ

奪

「あかり」全天カタログから，太陽に似た質量を持つ

1．O

1

0．9

．…e

隠0・8
0．7
0．6

とで放出された可能性があり，今後，太陽系外惑秘の形
成過程やその材料物質についてのさらなる解明の手がか
りになると期待される．

4．5褐色罎星

0．5
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図5 「あかり」の観測とモデルから推測した16の褐色矯星の
半径と，進化モデルの推測値（赤・緑・青の実線）との比較

「あかり」は，質量が小さくて水素の核融合反応を起
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e．SOLAR−Bプロジェクト
所内：坂尾太郎（プロジェクトマネージャ）

清水敏文

山田隆弘

山本善一

田島道夫
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大串義雄
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清水幸夫

所外：常田佐久 渡邊鉄哉 末松芳法 原 弘久 関井 隆 鹿野良平 勝川行雄 久保雅仁 石川遼子 加藤成晃
坂東貴政 石川真之介（国立天文台）永田伸一 磯部洋明 浅井 歩（京大）草野完也 今田晋亮（名大），
他「ひので」チーム

1．

2．搭載機器の状況等

「ひので」の概要

「SOLAR−B」は，可視光を用いた太陽表面磁場の精密測

「ひので」に搭載されている3台の観測機器の運用状

定とX線及び極紫外線によるコロナの撮像および分光プ
ラズマ診断観測を通じて，太陽の表面からコロナにわた

況のうち，宇宙科学研究所を中心に行われている活動を
以下に記す，なお，「ひので」による今年度の科学成果に

る磁気的活動や加熱の全貌をとらえ，宇宙プラズマの素

ついては，太陽系科学研究系の要覧としてまとめてある

過程や太陽地球間宇宙環境に影響を与える磁気的活動の

ので，そちらを参照されたい．

源を調べるζとを目的として開発された．可視光望遠鏡

は日米共同開発の口径50cmのグレゴリアン望遠鏡とそ
の焦点面観測装置であり，回折限界分解能O．2秒角で太
陽表面の磁場ベクトルを精密測定する性能を誇る．X線
望遠鏡，極紫外線撮像分光装置もそれぞれ日米，日英米
の国際共同開発で，「ようこう」やSOHO衛星に搭載され

2．1

「ひので」搭載可視光磁場望遠鏡（SOT）の軌道上

た同種観測装置を大幅に上回る性能を誇る．「SOLAR−B」

この望遠鏡は，解像度O．2−03秒角で太陽表面の磁場を精

運用
国立天文台およびロッキードマーチン太陽天体物理学
研究所（LMSAL）と協力して，「ひので」に搭載された可
視光磁場望遠鏡（SOT）による観測運用を継続している．

は，2006年9月23日6時36分（日本標準時）にM−V

度高く測定する能力などを持つ世界に唯一の軌道上可視

ロケット7号機により打上げられ，初期投入軌道に予定
どおり投入され，「ひので」と命名された．衛星はロケッ

光望遠鏡であり，世界や国内の研究者や大学院生から
様々な観測提案が多数寄せられている．観測運用は日米

トから分離後，打上げからおよそ17分後に太陽捕捉を

SOTチームより半々の割合で運用を担当し，日本の担当

完了，その後太陽電池パドル展開・太陽再捕捉完了した．

週では，上記の研究者の他，国立天文台，京都大学，東

その後計4回の軌道マヌーバを実施し，最終的に，高度

京大学などからの研究者や大学院生も参加して観測運用

約680㎞，傾斜角98．1°の太陽同期極軌道に投入された．

を実施している．毎週国際電話会議を通じて日米チーム

姿勢制御系の機能・性能確認の後，3つの望遠鏡の電源投

として観測対象の協議や望遠鏡の健全性の議論を行い，

入およびドア開けを行い，同年10月下旬より試験観測
を開始した．試験観測からすべての望遠鏡が非常に高い

SOTが長く観測可能なように努めている．

解像度など所定の性能を有していることが確認され，現

2．2

「ひので」搭載X線望逮鏡の開発と運用

在までに様々な新しい科学研究を発展できる優れた太陽

国立天文台および米国ズミソニアン天文台（SAO）と

画像データが得られている．2007年年末よりX帯での科

協力して，「ひので」に搭載するX線望遠鏡（XRT）の開

学データダウンリンクが不安定となる事象が発生し，

発・製作を実施し，観測運用を継続している．この望遠鏡

2008年2月よりS帯でのデータダウンリンクへの移行作

は，「ようこう」に搭載された軟X線望遠鏡と比べて，太

業に着手した．2008年度・2009年度と継続して，望遠鏡

陽コロナ中の100万度程度の低温プラズマにも感度を持

側で観測の効率化を図り，発生するデータ量を可能な限

り抑えた上で，S帯ダウンリンク受信（S帯地上受信局

つこと，2倍以上の高空間分解能化（1秒角）を図って
いること，などの特徴を持っており，米国側が望遠鏡部

の効率的な確保やJAXA地上局の増強伝送回線の保持を
含む）を行なっており，世界の太陽コミュニティーに対

および全体組み上げを，日本側は焦点面CCDカメラの
開発を担当した，観測運用にあたっては日米XRTチー

する観測提案の受付・実施に基づく，高い科学的価値をも

ムより半々の割合で運用を担当し，週例の国際電話会議

つ観測・デー・u・・タ取得を引き続き行なっている．2010年度

を通じて観測対象の協議，望遠鏡の健全性の議論，およ

には宇宙理学委員会によるミッション延長審査を受け，

び観測担当者間の確実な引き継ぎを図っている．また，

2011・2013年度の運用延長を認めていただいている．

活発化してきた太陽活動を十全に観測するための観測計
画内容を，日米合同で協議・策定し，観測運用に反映させ
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ている．

の発生前には，その前兆現象として半日以上前からコロ

2．3

速電子が現れる太陽フレアの初期フェーズには，先端の

ナ中の速度場が大きく乱れることが分かった．非熱的加
「ひので」搭載X線望遠鏡CCDカメラのコンタミネ

ーション評価

尖ったフレァループの上部に，孤立したFe

「ひので」X線望遠鏡（XRT）の焦点面CCDカメラ上に，

た高階電離イオンからの放射領域が現れ，そのイオンの

コンタミネーション物質の堆積が確認され，また，コン

運動速度がこの領域の電子温度をはるかに越えた4千万

タミ物質を十分堆積させた後に実施したCCDベーキン
グにより，CCD上にスポット状のコンタミ物質残留が認
められた．このコンタミ事象に対し，X線可視光撮像デ

度相当の運動をしていることが明らかになっている．こ

XXIVといっ

れらの新たな観測結果をもとに，太陽コロナの加熱機構
や太陽フレア発生機構について研究を進めている．

ータを用いた堆積物質の特定（フタル酸ジエチルヘキシ

ル（DEHP）または類似の成分）や，

3．観測運用

CCD周辺部のコン

タミネーションモデルを作成してのコンタミ物質の到来
方向の同定（CCD前方の鏡筒方向より到来）を行なった．

3．1

「ひので」データ伝送・コマンド計画・データ処理・解

なお，ベーキングによりCCD感度は回復する．可視光

析システムの運営

チャンネル（Gバンド）の太陽像の輝度変化からCCD

「ひので」の科学運用からデータ解析に用いられる計算

上へのコンタミ物質の堆積量を精度よく見積もることが

機システムは，その科学的成果を産み出す基盤となるも

でき，これと実際の太陽観測データとの比較から，CCD

のである．これまでに，構成や問題や変更を系統的に管

前方の焦点面金属フィルターにも一定量のコンタミ物質

理する手法の整備を行い，平成21年度より，問題が発

が付着している可能性の高いことが判明した．これらの

生した際に，一次切り分けをする手段を確立することで，

コンタミネーションのXRT感度に与える影響をモデル

オペレーター名のみの常駐による運営体制を確立・継続

化し，解析ソフトウェアへの組み込みが行なわれた．こ

している．

のソフトウェアは，世界の太陽コミュニティーヘリリー
スされているとともに，コンタミ物質の堆積状況データ
ベースの維持・改訂に努めている．

3。2

太陽活動期における太陽フレア観測プランの策定

「ひので」はX帯ダウンリンク問題により取得データ量

が減少したが，現在では，受信局の増加や観測の工夫に
2．4

「ひので」搭載X線望遠鏡CCDカメラの軌道上性能

検証
「ひので」X線望遠鏡の焦点面CCDカメラは，（1）長波

より有意義な観測が行われている．太陽活動は「ひので」

の打ち上げ以降続いた長い低調期を脱して活発になって
きており，限られた衛星テレメトリ資産条件のもとで，

長の軟X線（XUV光）にまで感度を持たせるために裏面

科学的に有効な活動領域やフレアなどダイナミックスに

照射型CCDを採用，（2）放射冷却により軌道上でCCD

富んだ対象を重点的に観測することを目指している．こ

を約一80℃まで冷却可能，かつCCDのベーキング機能を

のためには，活動領域・フレアに対する汎用性の高い観測

持つ，（3）斜入射X線光学系の結像特性を活かす焦点調

プランを立案し，できるだけ多様な研究活動に提供する

節機構（CCD可動機構），などの特長を持つ．このCCD
カメラは国立天文台との密接な協力のもとに開発・製作

必要がある．「ひので」の中でも取得データの大部分

を行なった．2006年の衛星打上げ後，本CCDカメラの
軌道上での諸性能の評価を継続している．CCDカメラは
今日にいたるまで，引き続き設計値を上回る良好なCCD

め，SOTの活動領域・フレア観測計画は特に重要である．

（70％）を占めるのが可視光磁場望遠鏡（SOT）であるた

SOTでは定期的にベクトル磁場のデータを取得するプ
ログラムを軸に，できる限り可視光のイメージも取得し，

冷却性能・温度安定性能をはじめ，所期の性能を示してい

フレアや活動領域による磁場とその上空のプラズマの変

る．

化を詳細に観測している．その他の観測機器（XRT・EIS）

についても，具体的な計画が策定され，フレアや活動領
2．5

「ひので」搭載極端紫外線撮像分光装置（EIS）

域の観測を行っている．

「ひので」搭載の極端紫外線撮像分光装置（EIS）もま
た，打ち上げからこれまで順調に観測が継続されており，

取得された遷移層・コロナからの極端紫外線スペクトル
や極端紫外線像から数多くの成果が得られている．観測
波長域の未同定輝線の同定という分光学的なものから，

3．3

「ひので」軌道上太陽天文台としてのサイエンス計

画調整
「ひので」は世界に開かれた軌道上太陽天文台として科

学運用を実施している．科学観測は，科学運用チームが

MHD進行波の検出，太陽極領域ジェット磁気構造の特

主体的に提案・実施するコア観測プログラムと，世界の研

定のほか，活動領域端に発見されたアウトフロー領域の

究者からの提案に基づく観測提案プログラム（HOP，

磁気構造や活動領域コロナループの足元に発見された高

Hinode

速フローなどにういて理解が進んだ．また，巨大フレア

提案の採択および採択後の観測実施スケジュールは，日

Operation

Plan）に基づいて行われている．観測
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どを考慮して，デブリ回避のための軌道マヌーバの方針

Coordinators）

を中心に月1回開催される月例会議（電話会議）で調整

や回避運用実施までの運用プロセスの検討などを行い，

が行われている．他に月例会議では，太陽活動が活発し

詳細手順を確立した．2012年3月にデブリの異常接近に

巨大フレアの発生が見込まれる場合にスケジュール化し

より，実際にこの回避運用を実施し，無事デブリとの衝

た観測提案の取り扱い方法などの取り決めを明確にし
て，Webを介して世界に周知するなど，太陽の活動状況

突を回避することができた．また，回避運用の過程で識

に応じた運用方法や科学運用ヒ問題となる事項がある場

様に回避を行う必要のある場合に備えている．

別された手順の不備に対して，修正検討を行い，今後同

合の対応策などを議論している．

3．6
3．4

「ひので」フレアリストの作成

モーメンタムホイール回転数の戻し運用

「ひので」SOTの高空間分解能観測に悪影響を与えな

「ひので」の視野内で発生し，また「ひので」が観測する

いため，モーメンタムホイールは，SOTへの擾乱伝達が
低く抑えられる回転数に設定されている．打上げ後，4

ことができた太陽フレアのカタログを作成するシステム

を構築している．作成したカタログはWeb上に公開して
いる．また，このフレアカタログを用いて，可視光磁場

台あるモーメンタムホイールの回転数が打ヒげ時の

望遠鏡で観測された自色光フレアの統計的な解析を進め
ている．

SOTの角分解能を劣化させるレベルに達してきたのを
受け，2011年9月にホイールの回転数を1800rpmに戻す
運用を実施した．この運用は正常に実施され，SOTの擾

3．5

乱は打上げ直後のレベルに回復した．

1800rpmから徐々にドリフトを示し，それによる擾乱が

「ひので」デブリ回避運用の検討および準備

軌道上のデブリや小物体の数が近年急速に増加してい
リとの異常な接近や最悪の場合，衝突の危険性が高まっ

3．7Z軸ジャイロの切替運用
衛星の太陽方向の指向軸（Z軸）まわりの姿勢変動を

ている．他のJAXA衛星でも接近からの回避運用の事例

検知するZ軸ジャイロの出力（ドリフトレート推定値）

も見られ始めたため，「ひので」について回避運用の検討

が2010年秋頃より特異的な変動を示すようになり，注
視していた．2012年年末にドリフトレート推定値が大き
く変動する現象が観測され，また同ジャイロの感度低下

る。高度約680kmの極軌道の「ひので」においても，デブ

および詳細手順の確立作業を行った．「ひので」の可視光

望遠鏡は強烈な太陽光を望遠鏡内部に導入しているた
め，衛星の太陽指向がある角度以hになると，太陽光の

も確認されたため，2013年1月にバックアップのスキュ

斜入射による望遠鏡の破損の危険性がある．またデブリ

ージャイロへの切り替えを実施した．切替運用は正常に

の接近はいつ発生するかは予知できないが，接近予報が

実施され，切替後のジャイロセンサはX軸・Y軸ジャイ

出た場合にデブリ回避運用実施までを少人数の運用者で

ロもあわせ，健全に動作している．

短時間にかつ安全に実施する必要がある．これらの点な

f．INDEXプロジエクト
所内：齋藤宏文（プロジェクトマネージャ）坂井真一郎
曽根理嗣

田中孝治

鵜野将年

淺村和史

山崎

福島洋介

永松弘行

水野貴秀

福田盛介

坂井智彦

敦

所外：平原聖文（名大）坂野井健（東北大）岡田雅樹（極地研）小淵保幸（ジェネシア）三好由純（名大）
海老原祐輔（京大）小川泰信（極地研）細川敬祐（電通大）西山尚典（東北大院生）福田陽子（東大院生）
秋谷祐亮（京大院生）

1．概

要

極域オーロラと粒子観測，中緯度域の大気光，スプライ
ト観測についての所定の目的を達成したため，理学委員

2005年8月に打ち上げられた「れいめい」（INDEX）

会と連携しつつ，2013年3月を以って，れいめいの理学

は，重量70kgの高機能な小型3軸衛星であり，世界初

観測を終了した．これに伴い，観測データ取得のために，

の高空間・高時間分解能のオーロラ粒子・発光の同時観

ノルウェーのスバルサット局にダウンリンクをしていた

測を成し遂げた．電離圏・磁気圏結合，磁気圏尾部での

運用も2013年3月を以って終了した．

プラズマダイナミクスに関する新たな知見を得てきた．

2013年度以降は，バッテリなどの搭載機i器の軌道上性

これらの成果により，2010年度日本航空宇宙学会技術賞

能，寿命評価，及び，地上運用の省力化，自動運用，遠

を受賞している．

隔運用システムの工学的な研究のためにれいめいを運用

第2章には理学観測の2012年度の内容を紹介する．

して，常的には相模原局のみで行なっていく予定である．
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第3章，第4章には，搭載バッテリの評価，地上運用局

観測機器GHMSが，宇宙ステーションISSに設置され

の研究開発の状況を紹介する．

て稼働を開始し，着実にデータを蓄積している．また，

第5章には，相模原局の3mアンテナを，3．8mアンテ
ナに2013年3月に更新した状況を紹介する．

太陽活動度は極大期を過ぎ，今後は低下傾向となると予

衛星プロジェクトの学術成果の発表としては，3本の
査読付き論文（理学3），1件の博士論文（理学1）が出
版された．学会発表については，11本の国際・国内学会

想される．これらのことから，れいめいプロジェクトは
理学観測終了を宇宙理学委員会に申請し，2012年度末を
もって終了が認められた．

れいめい衛星はプラズマ粒子観測と，対応するオーロ
ラ発光層の撮像観測を同時に同じ衛星で行うことで，効

発表がなされた．

率よく同時観測を行うことができることを示した．また，

2．理学観測の概要

粒子観測器を高時間分解能化するとともに，670nm（N2
1st

れいめい衛星は，元々はオーロラカメラとプラズマ粒

positive

band）を撮像波長として選択することで1km

スケールでの空間分解を可能にした．これによりオーロ

子分析器を用いて，オーロラ微細構造を観測し，その成

ラシアードリフトと慣性アルフベン波との関係など，オ

因を解明することを目的としていたが，2008年夏に電子

ーロラ微細構造の成因についての理解が進んだ．しかし，

分析器（ESA）が機能停止して以降，中・低緯度の大気

れいめい衛星には電磁場・波動観測器が搭載されておら

光・スプライト発光観測による，高層大気の物理化学過

ず，解析には制約があった．将来的にはオーロラ撮像と

程の解明にシフトした．2011年2月から11月まで，Z

共にプラズマ粒子観測，電磁場波動観測を可能とする衛

軸光ファイバジャイロセンサ（FOG−Z）の故障のため，

星計画が望まれる．

理学観測は停止した．新姿勢制御アルゴリズム実装によ

り，2011年12月に観測を再開したが，直後にイオン分
析器（ISA）に不具合が生じた．以後，多波長オーロラ
カメラ（MAC）を用いた理学観測を継続した．大気光に
関して，2012年度までにほぼ全地球経度を網羅し，汎地
球的な分布を調査するために必要な統計的データを取得
している．それ以外にも，運用延長申請した際に設定し
た観測目的をすべて達成し，必要なデータの取得を完∫
した．このため，2013年3月に宇宙理学委員会にて理学
観測終了審査を受け，理学観測の終了が認められた．観

測データはアーカイブ化され，DARTSにより公開され

2．2

大気光及びスプライトのリム観測

多チャンネルオーロラカメラMACによる中低緯度リ
ム観測から，これまで衛星観測の例が乏しい超高層大気
発光現象「大気光」と「スプライト」を捉えることがで
きる，大気光とスプライト発光現象は，同じ観測データ

セットから見いだすことができる．図1の上図に示すよ

うに2008年3月から2011年1月まで，北緯45度から
北緯15度にいて約1000パスの観測を実施してきたが，
大気光のグローバルな分布を得るには主に太平洋上の観
測が不足しており，経度依存性や季節依存性の導出には

ている．以下には，2012年度に取得された観測結果，及

さらなる観測が必要である．理学観測が再開された2011

び以前に取得されたデータを解析した結果を述べていく．

年12月以降の1年間で，大気光リム観測を約1000パス
実施した．この観測例を図1の下図に示す．図1の下図

2．1

に示されたとおり，従来観測が少なかった太平洋上を中

理学観測の終了について

2008年8月にESA（電子分析器）が軌道上で故障した

心に，全経度において均等に観測を実施したのが改良点

が，その不具合発生以前のれいめい衛星の理学目的は，

である．この視線積分値の観測データから，Volume

画像・粒子によるオーロラの高時間・高空間分解能同時

emission

観測によって，オーロラ微細構造に対応するプラズマ構

めたところ，OH大気光について約200

rate（単位時間・単位体積あたり光子数）を求

造を明らかにし，微細構造の成因を解明することであっ

大気光について約300photons／cc／sという結果が得られ

photons／c（Ys，0

た．ESAに不具合が発生し，電子観測が不可能になった
後の主な理学目的は，これまで衛星観測例が乏しい大気
光やスプライト発光，また極域においてリム方向におけ
る窒素分子イオンの太陽光共鳴散乱光を捉え，極域電離
圏からのイオン流出過程を明らかにすることであった．

大気光に関して，2012年度までにほぼ全地球経度を網羅
し，汎地球的な分布を調査するために必要な統計的デー
タを取得している．それ以外にも，運用延長申請した際
に設定した観測目的をすべて達成し，必要なデータの取
得を完了した．

一方，2012年には，地球大気光や共鳴散乱光を観測す

るための観測機器IMAP，スプライトを観測するための

0

図1大気光リム観測パス数ダイナミクス誤差の軌道上評価結果．
（ヒ：2008年1月〜2011年1月，F：2011年12月以降）
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た．この値は過去の観測と整合的である．衛星によって

2．3

広範囲で行われているという点を生かし，5年分の観測

極域においては，れいめい衛星MACリム方向観測に
よるN2＋イオン流出観測ならびにオーロラ発光高度分
布観測を行った．特に，2012年12月に3日間，2013年

についてVolume

emission

rateの緯度変化を解析した．

図2に北半球について統計解析をした結果を示す．

イオン上昇現象の共同観測を実施した．また，MAC詳細

喜2㎜

馨

避

1月4日間，地上EISCATレーダーとの同時観測による

全データ（670nm）

全データ（SS7．7nrn）

＿2000「
ミ
isoo・

l

これらにおいて，MAC観測によるデータ取得は問題無か

㎜珊o

＆臣﹀

モードによるオーロラ微細構造の下向き観測も行った．

50

ったものの，本来今年度に期待された太陽活動度ピーク
が特に顕著でないことが良好なデータ取得の妨げとなっ
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極域におけるオーロラ観測
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大気光の単位体積あたり発光率（VER）の緯度分布ダイナミ

た。12月のEISCATレーダーとの共同観測では，イオン
上昇流イベントを1例捉えることに成功した．一方，1

クス誤差の軌道h評価結果．（左上；557．7㎜発光，右：67（inm発光）

月のEISCAT共同観測においては，期間中すべてオーロ
ラ活動がきわめて低調であり，イオン上昇流現象が発生

スプライト発光について，2008年3月〜2011年1月
ならびに観測が再開された2011年12月〜2013年3月ま
での合計約2000パスから，7例のスプライトイベントを

側から高い電子密度領域がドリフトするポーラーパッチ

しなかった．しかし，この観測時に電離圏において昼間
イベントを捉えることができた．

捉えることに成功した．MACのN2＋（青色428nm）発
光とN2（赤色670nm）発光観測による赤青発光強度比

3．搭載リチウムイオン電池の評価

と，数値モデルから，スプライト発光を引き起こす電場
強度と，発光に伴う電子温度を見積もることができる．

「れいめい」では，アルミラミネート剤を外装に使用

しかし，7例すべてにおいて，MACのN2＋観測感度が

したリチウムイオンニ次電池が使用されている．この電

不足しており，青色スプライト発光を捉えることができ

池では，正極にスピネルマンガン酸リチウム，負極にグ

なかった．したがって，青色発光強度は，MACの観測検

ラファイトが使用されており，公称エネルギー密度は

出レベル以下とし，電場高度と電子温度の上限値をそれ

160Wh／kgを超える電池であった．バッテリとしては，

ぞれ見積もることとした．スプライト発光高度を決定す

これを7直列とし，更に2並列を実装している．ラミネ

るために，スプライトが足下の雷発光のもっとも明るい

ート外装を補強するために，アルミ容器に格納し，内部

地点で発生したと仮定し，れいめい衛星の姿勢・軌道デ

はエポキシ系樹脂でモールドを施し，実装に供した．

ータとカメラ視野ベクトルから，スプライトの発光高度

運用においては，衛星をセーフホールドモードに移行

を決定した．この詳細解析を2例について行った．この

させる下限電圧（UVC：Under

うち，2008年9月2日1855UTの例では，スプライト発
光高度は上端が81km，下端が47kmとなり，これから見
積もられた電場強度と電子温度の上限値1よそれぞれ約

程度であり，この電圧を加味して，必要に応じて科学観測

170Tdと5eVとなり，過去の研究と矛盾しない値が得ら

近づく傾向があることから，充電時電圧を，これまでの

れた．図3にこの結果をまとめて示す．

4．1V／cel1から4．2

Voltage

Control）が26．5

V

機器（特にカメラ）の運用時間と台数制限を行ってきた．

特に2012年度には，放電末期の電圧がUVC電圧値に
V／cellに設定し，運用を継続している．

図4と図5を比較すると解るように，この際の充電電圧
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場合によっては緊急時の対応をせざるを得なかったり
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害対策など），というケースも考えられる．そのため，人
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より，「どこでも運用」可能なシステムの実現を目指す．
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図7にはその概略を，図8はそのサーバモデルを示す．
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の上昇幅に対して，放電時電圧のゲインは低く，電池の

内部抵抗の増大が危惧される．図6は，電池の運用デー
タとして，放電末期の電圧と，このときの負荷を示して

，e

るが，打ち上げ当初から大きな変化はなく，劣化を助長

く

されていない．今のところ，電源系に係り通常の衛星運
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どこでも運用のサーバモデル

情報を自動化運用のためのパラメータとして活用できな
いか，幅広くデータ解析を進める予定である．

遠隔運用システムは，現時点では「れいめい」の衛星
状態監視機能の一部を実装し，実運用にて自動運用シス

4．遠隔運用システムの開発

テムとあわせて試験中である．図9はiPad版遠隔運用シ
ステムのスクリーンショットである．この衛星状態監視

「れいめい」の定常運用におけるオペレータの負担軽

システムは，運用システムのLANに設置した無線アクセ

減を目的に，自動運用システムを開発，実機による検証

スポイント（Wi−Fi）経由で衛星・地上局の情報を取得す

実験を行っている．自動運用システムでは，「スケジュー

る（相模原局の環境では，有効距離は10m弱だった）．

ラ」と呼ぶソフトウェアが，運用計画ファイルより生成

ただし，取得した情報は，自動運用システムにおいて既

されるスケジュールファイルに基づいて，オペレータの

に工学値変換されたものであり，iPad側は通信回線・処

代わりに運用シーケンス全体を管理・統括・制御し，オ

理速度の関係から表示に特化している．「れいめい」衛星

ペレータの代役を果たす．「れいめい」実機を用い，当初

状態監視システムは簡易的なものではあるが，通信イン

の目標であった観測データ∠HKデータのダウンリンクの
自動化は実現し，運用者の負担が軽減する目処は立った．

いても衛星や地上局の状態を（ほぼ）リアルタイムで把

しかし，ユーザが衛星や地上局の状態を監視したり，

握できるものである．また，運用室内で使用する場合で

フラが整備された環境下では，運用室ではない場所にお
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観測データをダウンリンクできるXバンド機能を付加し
た．表1に新旧アンテナの機能性能をまとめた．新アン
テナは直径3．8mの複合材料製のソリッドパラボラアン

テナであり，Sバンドのアップ・ダウンリンクとXバン
ド（8−8．5GHz）のダウンリンク機能を持つ．2013年3月

に相模原キャンパス新A棟屋上に設備し（図10），2013

年3月下旬から直ちにSバンドにて，れいめい運用を行
なっている．また，アンテナ駆動の制御ソフトウェアの
改良も行なった．
表1相模原3．8mアンテナ主要諸元

図9iPad版のどこでも運用システムの
スクリーンショット

形式
直径
耐風性能

も，人の移動の自由度が増す（人の行き来のための動線

S帯X帯共用ラインフォーカスカセグレイン
3．8m（複合材ソリッド・パネル）

60m！s
AZIEL方式、プログラム追尾
ｸ度0．1°、駆動速度5°1S

が確保しやすくなる）メリットは大きいと考える．iPad

アンテナ駆動

版衛星状態監視システムを「れいめい」実運用に適用し，

Sバンド受信

Sバンド送信

2．2〜2．3
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8．0〜8．5

RHCP

RHCP

RHCPILHCP同時

35．4〜36．4

353〜357

46．9〜48．8

周波数GHz

偏波

2013年3月末現在，特に大きなトラブルなくノミナルス

アンテナ利得dBi
開口効率％
3dBビーム全幅度

ケジュールの運用は実施できている．

今後は徐々に実装範囲を拡大する．また，緊急時対応
のメール受信，緊急内容に応じたコマンド（緊急スケジ
ュール）発行の機能なども，徐々に実装する予定である．

43〜52

Xバンド受信

53

48〜66
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5．相模原地上局のアンテナの更新
魯

れいめいの主局である相模原3mアンテナは1970年代
に風バルーンを追跡する目的で内之浦の鹿児島宇宙観測
所に設備されたものを，2003年にれいめい運用のため
に，相模原へ移設，改修したものであり，主鏡と駆動モ
ーターの交換等を行なって使用してきた．しかし，更新
の時期を迎えているのも事実であり，新しい小型衛星の

Fコti

高機能化のためにも，2012年度に更新を行なった．

一

』」、

更新にあたり，Sバシドのアップ・ダウンリンク機能

li

・！1

図10 相模原キャンパス新A棟屋上に設置された

に加えて新たなる性能，機能を追加するために，高速の

3．8mアンテナ
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1．はじめに

21日に種子島宇宙センターから打ち上げられた．2010

年12月7日に金星周回軌道への投入オペレーション
金星探査機「あかつき」（PLANET−C）は2010年5月

（VOI−1）が行われたが，推進系の不具合のため「あかつ
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き」は1

分に減速できず金星近傍を通過し，太陽の周り

を約203日の周期で公転する軌道に入った．VOL1は失

要となった酸化剤は投棄することと成り2011年9月か
ら10月にかけて65kg（推定値）の投棄が実施された．

敗に終わったが，探査機に搭載されたミッション機器の

4．金星への再接近に向けた軌道制御

健全性は確認されている．プロジェクトチームは2015
年に再び金星軌道投入に挑戦すべく，探査機の状態把握
と新たな運用計画の立案に取り組んでいる．

RCSを用いた軌道制御は，第2回の近日点（2011年
11月6日）の近傍である2011年11月1日，10日，21

2．探査機に対する熱環境の影響の緩和

日に実施された．姿勢制御スラスターの噴射時間はそれ

VOI−1失敗のため，「あかつき」は当初想定していない

射による，速度変更（△V）は約240m／sであり，探査機

ぞれ，587．5秒，544．0秒，342．12秒であった．3回の噴
太陽周回軌道を飛行することとなった．近日点近傍では，

は2015年11月に金星に再び接近する軌道（図2）に入

設計条件を上回る熱環境（図1）にさらされるため，想

った．

定外の高温により表面熱制御材が劣化し，探査機内部の

21

温度が上昇することが懸念される．2011年4月17日の
第1回の近日点では，熱環境の緩和を図るための運用と
して，最も熱体制が高い＋Z面を太陽指向とするように
探査機の姿勢を変更し，機器温度を許容温度範囲内に維
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図1 太陽光強度の変化．太陽周回軌道（黒）の近日点では設計時
に想定していた軌道（赤）より，太陽光強度が約38％大きい．
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図2

姿勢制御スラスター噴射後の軌道．

3．軌道制御エンジン試験噴射

5．今後の計画
VOI−1失敗の原因に関する調査の結果，軌道制御エン

ジン（OME）が破損していると推定された．そこでOME

現在のまま飛行を続け，探査機が計9回の近日点にお

の破損状況を調べるために2011年9月7日と14日に合
計2回のOME試験噴射を実施した．7日には姿勢外乱

ける過酷な熱環境を生き延びられれば，2015年11月に
は，探査機は金星と会合する．この時どの様にして金星

（横推力等）を定量的に把握することを目的として約2

周回軌道へ再投入するかは検討中であり，太陽潮汐の影

秒間の試験噴射が実施され，噴射による加速度が想定よ

響を考慮した投入計画を立案中である．現在の所，ホフ

りも小さいことが明らかとなった．14日にはさらに約5

マン遷移軌道，太陽潮汐を利用した重力ブレーキ法，

秒間の噴射が実施され，得られた推力の大きさから，

2015年には一度金星とのSwing−byをしたのち，次の会

OMEは破損が進行して燃焼器として機能していない状

合チャンスを待ち投入する方法などが考慮され，出来上

態にあると推定された．これらの試験結果から，破損し

がり軌道の科学観測に於ける有意さと，投入の技術的難

たOMEではなく姿勢制御システム（RCS）を用いて軌

易度のトレードオフを行っている．

道制御を実施した方が良いと判断された．この為，不必
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宮本英昭

吉川一朗

三浦弥生（東大）
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森岡
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熊本篤志

土屋史紀（東北大）中川朋子（東北工大）
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高野博史（富山県大）野上謙一一一（濁協医科大）藤井良一

平原聖文

敦

寛

向後保雄（理科大）高木靖彦（東邦学園大）大家
岡田敏美

山路

真（東海大）大橋英雄（海洋大）井田

綱川秀夫
豊

河野英昭

大村善治

−i（国際通信経済研究所）佐々木晶

文台）柴村英道（埼玉県短大）中村良介（産総研）村田健史
利根川豊

橋本弘蔵

武智誠次

田中良昌（極地研）渋谷秀敏（熊本大）本田理恵（高知大）

中村昭子（神戸大）佐川永一

柳澤正久（電通大）高橋隆男

繁行

学（鹿児島高専）

後藤由貴（金沢大）松永恒雄（環境研）湯元清文

稔（京産大）松本

小嶋浩嗣
臼井英之

篠原

関華奈子

三好由純

家田章正
順

小原隆博

小島正宣

海老原祐輔（名大）中野久松（法政大）

日置幸介（北大）滝澤慶之（理研）高田淑子（宮城教育大）柳町朋樹

慶（リモート・センシング技術センター）菊池

昭

長谷部信行
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孝

真

亀田真吾（立教大）

宮島光弘（早大）諸岡倫子

（スウェーデン宇宙物理研究所）中村るみ（オーストリア宇宙研究所）

1．概

要

中心核など特異な構造と歴史を持つ．その内部・
表層の全球観測は，太陽系形成，特に地球型惑星

ESAとJAXAによる初の本

の起源と進化の解明に貢献することが期待される．

格的な日欧共同計画で，未知の惑星・水星の磁場・磁気

「BepiColombo」計画は，

圏・表層・内部を初めて多角的・総合的に観測しようと

本計画は，上記に最適化された2つの周回探査機す
なわち表面・内部の観測に最適化された，3軸制御，低

するプロジェクトである．本計画は，ESAではコーナー

高度極軌道の水星表面探査機「Mercury

Planetary

Orbiter

ストーンミッションとして，JAXAでは太陽系科学探査

（MPO）」と，磁場・磁気圏の観測に最適化された，スピ

の基幹として，いずれでも最重要ミッションの1つであ

ン安定，楕円極軌道の水星磁気圏探査機i「Mercury

る。JAXAが水星磁気圏探査機「MMO」，

Magnetospheric

ESAが水星表

Orbiter（MMO）」から構成される．JAXA

面探査機「MPO⊥電気推進モジュール「MTM」等を分

は，日本の得意分野を主目標とする「MMO」探査機の製

担する．両探査機は，一つのスタックとしてアリアン5

作・運用を担当し，ESAは打ち上げ・惑星間空間の巡航・

型ロケットで打ち上げられ，水星到達後に分離，協力し

水星周回軌道への投入および「MPO」探査機の製作・運

て観測活動を行う．

用を担当する．両探査機の観測装置は，日欧合同科学チ

本計画の科学的意義は，以下の二つである．

ームが開発・運用する．

（1）固有磁場と磁気圏を持つ地球型惑星は地球と水星

磁場や磁気圏の様子がよくわかっている惑星は地球だ

だけである．水星の詳細探査は，初の固体惑星磁

けである．唯一の磁場を持つ地球以外の地球型惑星であ

場・磁気圏の詳細比較の機会となる．惑星の磁場・

る水星は，初めての地球との詳細比較機会を提供する．

磁気圏の普遍性と特異性の知見に大きな飛躍をも

この両者の比較は，磁場／磁気圏を巡る惑星環境の更な

たらすことが期待される．

る理解に貢献するとともに，広く宇宙に存在する様々な

（2）水星は，磁場の存在と関係すると見られる巨大な

磁気圏の特殊性・普遍性を知る大きなステップとなる．
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JAXAの担当する水星磁気圏探査機「MMO」はこの解明

査機は，同一軌道面を1：4の軌道周期で周回し，磁場

に最適化されたもので，以下の特徴を持つ．

連携観測などに寄与する．

・軌道：磁気圏全域をカバーするため，夜側を包含し

3．開発全体スケジュールと主要マイルストーン

うる長楕円極軌道をとる．
・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，
スピン安定である．

・電磁干渉対策：精密な磁場・プラズマ計測のため，

・2003年度

基礎研究フェーズ

・2004年度

フェーズA（研究フェーズ）

国際観測機器公募，内惑星熱真空環境シミュレータ

帯磁・帯電・電磁ノイズ低減をはかる．

磁場の存在は，半径の3／4を占める巨大な中心核を持
つ水星の特異な構造に関係する．水星の特異な姿の原因

製作など
・2005年度

フェーズB（予備設計フェーズ）

は，原始太陽系星雲の最も内側で最後に固まったとされ

衛星システム検討，サブシステム設計／重要部試作，

るこの天体の初期に遡ると考えられる．ESAの担当する

観測装置の設計／重要部試作，材料・観測センサー

水星表面探査機「MPO」は，この解明に最適化されたも
・軌道：表層・内部・磁場を全球計測するため，低高

同上続き

衛星システム検討，サブシステム設計／重要部試作，

観測装置の設計／重要部試作，材料・観測センサー

度極軌道をとる．

・姿勢：表層を高空間分解で計測するため，3軸制御

2、「BepiColombo」全体計画
重量・コストの制約に起因するESA側のスケジュール
遅延（技術課題に対するリスクの見直し，重量超過に伴
う打ち上げ機体の変更）に伴い，「MMO」探査機及び観

測装置等の設計・試作を2005〜2008年度に行い，製作
を2009−−2012年度に行う．2012〜2013年度の国内での
総合試験，2014年度に欧州での総合試験を経て，打ち上
げは2015年8月の予定である．

「MPO」・「MMO」両探査機は，惑星間軌道で使用さ
れる推進モジュール（MTM＝Mercury

Transfer

等の環境試験などを引き続き実施
・2007年度

を行い，常時水星表面を指向する，

Module）

と結合させた，統合モジュール（MCS＝Mercury

Cruise

Composite）として打ち上げられる．打ち上げは，アリ
アン5型により，南米Kourou基地（仏領ギアナ）で2015
年夏に実施する．地球（1回），2回の金星，4回の水星
フライバイを経て，2022年に水星に到着する．この間の
統合モジュールの制御・運用は「MPO」がつかさどり，

ESAによって実施される．

等の環境試験などを実施
・2006年度

ので，以下の特徴を持つ．

JAXAが担当する「MMO」探

査機は殆どの時間は電源OFF状態で（MPOからの温度
維持機能を除く），最低限のヘルスチェック運用のみ実施
する．

水星周回軌道に入る前に，「MCS」から「MTM」が切
り離され，「MPO」の推進機能を使って超楕円の水星周
回軌道に投入される．その後「MPO」の推進機能を用い

て遠水点高度を下げ，「MMO」の周回軌道（高度：400
×12，000㎞，周期：9．3時間）に到達する．ここで「MMO」

同上続き

衛星システムの検討およびMTM・TTMの一部製造，
サブシステムの熱構造設計確定およびSTM・EMの
一部製造，観測装置の熱構造設計確定およびSTM・
EMの一部製造，材料・観測センサーなどの環境試

験などを実施
・2008年度

同上続き

衛星システムの検討およびMTM・TTMの一部製造，

サブシステムの熱構造設計確定およびSTM・EMの
一部製造，観測装置の熱構造設計確定およびSTM・
EMの一部製造，材料・観測センサーなどの環境試
験などを実施
・2009年度

フェーズC（設計・製作フェーズ）

年度前半から「MMO」探査機の熱構造モデルの試験

＠JAXA
3月〜：サブシステムCDR（2011年度5月まで）
・2010年度

フェーズC（設計・製作フェーズ）

9月：「MMO」探査機の熱構造モデルのESA／ESTEC

への輸送
10月：ESA／ESTECでのMMO単体熱モデル試験
12月：ESAVESTECでのMOSIFと組合わせた熱試験
・2011年度

同上続き

7月〜1月FM一次噛み合わせ＠JAXA
2月〜6月FM単体環境試験＠JAXA
・2012年度

フェーズD（「MMO」総合試験＠JAXA）

10月〜「MMO」／FM総合試験＠JAXA
・2013年度

同上続き

〜11月「MMO」／FM総合試験＠JAXA

は起動され，十分なヘルスチェックの後に「MPO」から

2月

スピン分離し，臼田64mによる独自の運用・観測活動を

へ輸送

開始する．「MPO」は，再度の推進薬の噴射によって更に

4月 「MMO」探査機のフライトモデルをESAへ
引渡し
5月一v母船総合試験＠ESTEC（欧州宇宙技術セン

高度を下げ，ほぼ円軌道（高度：400×1，500km，周期：

2．3時間）に至る．これにより，「MPO」／「MMO」探

「MMO」探査機のフライトモデルをESTEC
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また「MPO」探査機は，表3に示す11の観測装置チ

ター）

・2014年度

同上続き

・2015年度

射場作業，

ームによって，「MMO」との共同も踏まえて以下の科学
打上げ（2015年8月予定）

目標の達成を目指す．

・鉱物・元素組成の解明：表面からの赤外一可視，X
表1水星探査プロジェクト

サイエンス会議
2012｛手三6月

15

日

第17回MMO

線・γ線・中性子観測，表面や大気の紫外分光，中

2012年度主要会合

性粒子・プラズマ直接計測によって水星全球を詳細

（MMO−SWG）

Science

Working

Group

観測し，太陽系の最も内側で起きた惑星の形成・進

Meeting．相模原

2012年9月20日

第18回MMO
Meeting．

2012年6月14日
2012年10月15LI

Science

Working

化に迫る．

Group

・巨大な鉄の中心核（全体の3／4）の解明：重力場の

Stockholm

設計会議

全球詳細マッピングを行い，水星の特異な内部構造

第19回MMO設計会議．相模原

を明らかにする．

第20回MMO設計会議．相模原

・極の氷の存在検証1γ線・中性子観測によって，非

ESA−JAXAインターフェース会議

2012年9月17口

第34回ESA−JAXA

日照域に存在する可能性のある水などを検証する．

Interface

Meeting．

Interface

Meeting。

ESA／ESOC
2012年12月3−6日

第35回ESA−JAXA

ESA／ESTEC
BepiColomboサイエンスワーキングチー
ム会合
2012無…9月

18−19日

（BepiColombo−SWT）

第9回MMO
Meeting．

Science

Working

Team

Stockholm

・形成初期の姿を残す表面地形の解明：全表面，特に

MESSENGERができない南半球の詳細地形撮像を
行い，表面地形の成因解明を目指す．

また，両探査機の連携によって以下のより有意義な観
測が可能となる．

a）水星磁場の精密観測：「MMO」による本体近傍〜磁

気圏・太陽風の磁場観測と，「MPO」による本体近
傍の磁場観測の結合により，水星固有磁場の

4．「MMO」・「MPO」搭載観測機器

同時計測による高精度決定1
編隊飛行による時空間分解

二点

および水星磁気圏の
が初めて可能となる．

2004年11月に，「MMO」・「MPO」の搭載観測機i器チ

b）磁気圏一水星表層の直接相互作用の検出：「MMO」

ームが決定した．2009年度は日本側の参加がある機器の

による磁場・高エネルギー粒子（原因）の観測と，

MTM／TTM・EM設計・試作の製作・試験FMの設計

「MPO」による表面からの原子・X線、放射（結果）

等を実施した．また，BepiColombo科学ワーキングチー
ム（Bepi−SWT）の会合が定期的に開かれ，探査計画の立

の検出の結合によって，希薄大気（Naが主）の生
成過程や表層風化と磁気圏活動との関連が初めて

案・実施に関わる全ての事象についてこの会合において

可能となる．

議論，決定されている．

「MMO」探査機は，表2に示す5の観測装置チーム

表2

によって，「MPO」との共同も踏まえ以下の科学目標の
達成を目指す．

・固有磁場の成因の解明：水星周辺の磁場を高い精度

名称

MGF

で計測し，水星本体が有する固有磁場の成因を探る
とともに，水星本体・水星磁気圏の電流構造，時間

「MMO」探査機：観測機器チーム

観測内容

水星内部・磁気
圏・太陽風の磁
場観測

代表者／副代表者

他の参加機関

および機関

（国内）・参加国

W．Baumjohann

Japan：東海大，九大，

（IWF，オーストリ

東工大，東大，NiCT

（JAXA）

Europe他：ドイッ，

イギリス，アメリカ

変動を解明する．

・地球と異なる特異な磁気圏の解明：電離層の有無，

MPPE

スケールの相違，大きな太陽距離変化などを踏まえ
て水星磁気圏の構造・運動・高エネルギー現象を観
測し，地球との比較によってその物理過程の普遍性

電子・イオン・

斉藤義文

高速中性粒子
のエネルギ
ー・質量分析に
よる磁気圏・大
気・太陽風探査

（JAXA）／J．−A．

と特異性を明らかにする．

明する．

・太陽近傍の惑星間空間の観測：直接観測可能な中で
最も高マッハ数の衝撃波を観測し，そのエネルギー
過程の解明を目指す．太陽系内部領域の惑星間空間
ダストについて，Helios以来の観測を行う．

Japan：京大，名大・
太陽地球環境研，

Sauvaud
東工大，東北大，東
（CESR−CNRS，フ
大，極地研NiCT
ランス），

Europe：フランス，

平原聖文（東大）

イギリス，イタリ

S．Barabash（IRF，

ア，チェコtドイツ，

スウェーデン）

・激しく変動する希薄な大気：希薄大気の大規模構
造・時間変動を観測し，その生成・消滅の物理機構
を調べるとともに，磁気圏・表層との相互作用を解

東北1二大，熊本大，

ア）／松岡彩子

スイス

Others：アメリカ，

台湾
PWI

電場．プラズマ

笠羽康正（東北大）

Japan：富山県大，愛

波動，電波電f一

／J．−L．Bougeret

媛大，京都産業大，

密度・温度計測

（LESIA，フラン

東北大，JAXA

による磁気

ス）L．Blomberg

Europe：フランス，

圏・大気・太陽
風探査

（KTH，スウェー
デン）小嶋浩嗣（京

スウェーデン，ノル
ウェー，ブインラン

大・生存圏研）八

ド．ハンガリー，ESA

木谷聡（金沢大）
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吉川一朗

Japan：立教大，東北

MSASI

ナトリウム大

MDM

（東大）／O． Kora一 大， JAXA
気の撮像によ
る大気生成・消 blev（IK【，ロシア）
滅の探査
Jap…m：東京海洋大，
水星・惑星間・ 柴田裕実

恒星間ダスト

（京大）

早大，大阪市大，国

の観測

い，10月よりFM総合試験を開始した．

ESAIESTECにおけるスタックレベルの機械環境試験
並びにドイツアストリウム社にて行われたEM電気試験
に参加し，インターフェースの確認，問題点の洗い出し

立天文台，JAXA

を行った．また，ESA側開発遅れに伴う打上げ年度の変

Europe：ドイツ

更に伴う影響，開発遅れをもたらした技術的問題の影響，

MESSENGERの観測に基づく水星重力係数の大幅な改
表3
名称

（一部略）

レーザー高度計

による重力場・
内部構造の探査
ISA

他の国内
参加機関

PUCo−PI

観測内容

BELA

訂に伴う影響の評価を実施した．

「MPO」探査機：観測機器チーム

竃波精密測距に

N，Thomas（Univ．
land）

T．

Bem，

Switzer一

Spohn（DLR，

国立天文台

Ge㎜y）

いの進捗状況，問題点に関して情報を交換した．また，
V．Iafolla（CNR−IFSI，

ltaly）

MORE

よる重力場・内
部構造の探査

L．Iess

（Univ．

MAG

水星内部・磁気

K．H．

Glassmeier（TUB，

Rome，

緊急を要する課題に関してはビデオ会議，電話会議も併

ltaly）

用し議論を行った．インターフェース要求条件書（IRD），

圏・太陽風の磁

C．M．

Carr（ICL，

Gerrnany）

JAXA他

UK）

SYS

撮像および光・近
赤外分光による

E．Flarni皿i（ISA，

Italy）

Assurance）マネージャーとの調整を継続した．

他5

1月に行われたESA側Spacecraft

形・組成観測

赤外熱撮像

E．K，

1．

測による表面組成

MIXS
SIXS

PHEBUS

Munster，

Mitrofanov（IKI，

JAXA，早大

G．Fraser（Univ．

表面組成

J，Huovelin（Univ．

紫外線分光によ
る大気組成

Leicester，

Helsinki，

E．Quemrais（CNRS，

UK）

JAXA他

Finland）

France）

JAXA，東大

岡野章一（東北大）

中性粒子・イオ
ン観測による表
面・大気組成

S．Orsini（CNR−IFSU囲y）他

6．1

BepiColombo

Science

Working

Team（Bepi・SWT）

2012年度のBepi−SWTを，ストックホルムにて2012
年9月に開催した．会議では（1）プロジェクトの進行

他

0．Korablev（Russia）

SERENA

6．「MMO」・「MPO」観測チームの活動

長谷部信行（早大）

X線計測による

ESA

Gemany）

Russia）

他

ガンマ線・中性子計

CDRに参加し，

側プロジェクトの状態を確認した．

Jessberger

（Unlv．

MGNS

ESAにおける機械環境試験以降

の安全管理，品質管理に関してESA側PA（Product

Italy）

F．Capaccioni（n曙AF−IASF，

表層地形・組成地

MERTIS

インターフェースコントロール確認書（ICD）の内容を
ESAと調整，維持した．

場観測
srMBIO一

ESAとのインターフェース調整
ESA／JAXAプロジェクト間の会合を複数回実施，お互

JAXA他

状況報告，（2）各搭載機器の開発状況報告，（3）水星サ
イエンスに関する基調講演が行われた．

6．2

5．「MMO」・「MPO」探査機の設計検討・開発状況

MMO

Science

Workjng

Sub−Group（MMO・SWG）

2012年度のMMO−SWGを，6月15日にJAXA宇宙科
学研究所で，また9月20日にストックホルムで開催し

定期的に設計会議を開催している．衛星システム（基

た．これらにおいては，水星周辺という熱的に厳しい環

本文書作成，品質保証計画，対ESAモジュールVF，

境，さらには，活用できるリソースが限られているとい

「MMO」探査機詳細仕様など），の作成・維持を行った．

う境界条件において，いかに最高のサイエンス成果を得

衛星システム・サブシステムのFM製造・単体試験を行

るかというデータ取得戦略議論を行った．
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i．ASTRO−Hプロジエクト
所内：高橋忠幸（プロジェクトマネージャ）満田和久（プロジェクトサイエンティスト）峯杉賢治（バス系統括）
堂谷忠靖（ミッション系機器統括）小川美奈（ジョイントシステムエンジニア）石田

尾崎正伸
上野史郎

前田良知
田村隆幸

渡辺 伸
坂東信尚

林多佳由

片岡理江

山田隆弘

佐藤洋一

篠崎慶亮

所外：玉川

徹（理化研）田代

理化研）中澤知洋

大）河合誠之

信

竹井 洋
太田方之
池田博一

辻本匡弘
岩田直子
中川貴雄

夏苅 権
嶋田貴信
川暗繁男

石村康生
川原田円
小川博之

学

山崎典子

国分紀秀

志田真樹
佐藤悟朗

岡崎 健
湯浅孝行

冨田 洋
小高裕和

海老沢研

松本浩典

杉田寛之

寺田幸功（埼玉大）藤本龍一（金沢大）久保田あや（芝浦工大）牧島一夫（東大・

平賀純子（東大）内山秀樹（静岡大）坪井陽子

谷津陽一（東工大）大橋隆哉

石崎欣尚

飯塚

亮（中央大）片岡

江副祐一郎（首都大）吉田篤正

淳

馬場

中森健之（早

彩

澤田真理（青山学院大）衣笠健三（国立天文台）幸村孝由（工学院大）山岡和貴（名大）松下恭子（東京理科大）

北本俊二

内山泰伸

福祉大）田島宏康

村上弘志（立教大）村上敏夫
古澤彰浩

石橋和紀

秋元文江

米徳大輔（金沢大）星野晶夫（立教大）宇野伸一郎（日本
田原

譲

田村啓輔

森

英之（名大）幅

良統（愛知教

育大）小山勝二鶴剛嶺重慎上田佳宏田中孝明信川正順内田裕之（京大）山内茂雄太田直美（奈
良女大）常深
高橋弘充
森

博

大野雅功

林田

清

穴吹直久

中嶋

大

田中康之（広島大）粟木久光

能町正治（阪大）伊藤真之（神戸大）深沢泰司

浩二（宮崎大）高坂達郎（高知工科大）北山

1．ASTRO−H衛星の概要
1．1ASTRO−Hプロジェクトの経緯
次期X線天文観測衛星ASTRO−Hは，2015年度打ち上
げを目指して開発を進めている我が国6番目のX線天文
衛星である．本計画は，合計29校に達する日本の国公
私立大学の研究グループの支持と協力で検討が進めら
れ，世界最高の圧倒的に優れた観測能力で，宇宙科学の
根源的課題に挑む。

黄木景二

寺島雄一（愛媛大）廿日出

勇

山内

水野恒史
誠

哲（東邦大）他ASTRO−Hチーム
（2）厚い周辺物質に隠された遠方（過去）の巨大ブラ

ックホールを，現在運用中の日本のX線天文衛星
「すざく」の約100倍の感度で観測し，その進化
と銀河形成に果たす役割を解明する．

（3）ブラックホールの極めて近傍にある物質の運動
や，そこから出る輝線の構造を測定することで，

重力のゆがみを把握し，相対論的時空の構造を明
らかにする，

（4）宇宙に存在する高エネルギー粒子（宇宙線）がエ

2008年度の宇宙開発委員会における開発研究事前評

ネルギーを獲得する現場の物理状態を測定し，重

価，JAXAのプロジェクト移行審査を受け，第26号科学

力や衝突・爆発のエネルギーが宇宙線を生み出す

衛星ASTRO−Hプロジェクトとして，2008年度10月よ

過程を解明する．

りその活動を開始した．

（5）距離（年齢）の異なる銀河団のダークマター分布

を測定し，銀河団進化に対するダークマターと暗
1．2

目

標

ASTRO−Hは，

黒エネルギーの役割を探求する．

X線超精密分光と軟X線・硬X線撮像

分光・軟ガンマ線観測とによる広帯域観測を，これまで
にない高感度で実現する．これによって，宇宙のダイナ

この科学的目標を実現するために，以下の装置の開発
を行う．

（1）軟X線超高分解能分光システム：軟X線望遠鏡と

ミックな進化と非熱的物質を含めたエネルギー集中過程

エネルギー分解能7電子ボルトを持つマイクロカ

と階層形成の解明を目指すものである．高温ガスの運動

ロリメータ検出器からなる．ダークマターに閉じ

を初めて捉え，宇宙の進化をリアルタイムの映像として

込められた銀河団中の高温ガスの速度分布をはじ
めて計測し乱流構造を明らかにする，（観測範囲：

明らかにし，超広帯域の観測とも合わせることで，ダイ
ナミックな宇宙の進化の真の姿が初めて明らかにされる

だろう．ASTRO−Hは，最低3年間軌道上において観測
を続ける事をめざしており，科学的目標は以下の通りで

0．5−12keV）。

（2）広視野軟X線撮像分光システム：軟X線望遠鏡と

大面積X線CCDを用い，広い視野を持つ超低雑
音X線カメラ（観測範囲：0．3−10keV）．

ある，

（1）ダークマターが支配する銀河団という宇宙最大の

天体における熱エネルギー，銀河団物質の運動エ

（3）硬X線撮像分光システム：日本独自の硬X線望遠
鏡と硬X線半導体撮像装置からなる，全天に広が

ネルギー，非熱的エネルギーの全体像を明らかに

って分布するX線背景放射から，個々の天体を切

しダイナミックな銀河団の成長を直接観測する．

り出すことを可能にし，厚い塵に隠された巨大ブ
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ラックホールの検出感度を一気に向上させるブレ
ークスルーをもたらす．（観測範囲：5−80keV）．

（4）軟ガンマ線検出システム：独自の狭視野半導体コ

PSPについては，

EMを用いて機械環境試験，データ

処理ロジックについての確認作業や，他機器との噛み合
わせ試験をすすめ，FMの製作に進んでいる．

ンプトンカメラにもとづき，一桁以上の感度の向
上を実現した超低雑音ガンマ線検出装置．ブラッ
クホールの周辺領域のジオメトリを偏光観測で探

3．ASTRO−H衛星搭載X線望遠鏡（SXT／HXT）
の開発

る能力をもあわせ持つ世界トップの装置（観測範

ASTRO−H衛星には2台の硬X線望遠鏡（HXT：Hard

囲：10−600keV）．

また，硬X線望遠鏡の焦点距離12mを実現し，打ち上
げ時の振動，温度変化・放射線等の軌道上環境で，対象
とする天体を高い精度で指向するための構造と制御系，

X−ray

Telescope）と2台の軟X線、望遠鏡（SXT：Soft

X−ray

Telescope）が搭載される．

HXT製作は日本側の担当であり，名古屋大学，愛媛大

絶対温度50mKを実現する冷凍機システムをデータ処

学，大阪市立大学，宇宙研が共同で開発を進めている．

理，通信系などとともに実現する．

前年度末に組み上げを完了した1台目のフライト品

1．3

反射鏡の位置を調整，6月にプレコリメータを搭載，7／7

（HXT−1）に対して，4／23〜5／6にSPring−8で，すべての
国際協力

〜14にSPring−8で振動試験前の性能測定，8／7〜9に音響

ASTRO−Hは米国，オランダ，スイス，フランス，カ
ナダなど，非常に緊密な国際協力によって開発を行う事

試験

となっており，特にNASA／GSFCを中心としたグループ

11／13〜12／8にSPring−8で最終の性能試験を実施して環

は，2008年にNASAのSMEX／MOO公募プログラムによ

境試験で性能の変化が生じていないことを確認12／25
〜28と2／4〜6のアラインメントキューブミラーの較正

り競争的に資金を得る事が決定し，ASTRO−Hの鍵とな
る検出器（軟X線分光システム）の共同開発を大掛かり

（筑波），9／6〜8に振動試験

（相模原）と進み，

に行うこととなっている．さらに，カナダにてオンボー

を実施し，HXT−1を完成させた．一方で2台目のフライ
ト品（HXT−2）用の反射鏡の生産は名古屋大学で着々と

ドアラインメントの開発が行われている．また科学的な

進行しており，3月末の時点でフライト規格品1246枚を

見地からミッションが目指すべき目標や性能についての

生産済みである（必要枚数は1278枚），

助言を得るために，NASA，

宙機関からサイエンスワーキンググループ（SWG）メン

SXTはNASA／GSFCの担当であるが，基本的な技術に
HXTと共通する部分が多いため， TV会議などで緊密に

バーが公募され，13名が選ばれている．

連絡を取りながら開発を進めている．今年度は，日米協

2．ASTRO−H衛星搭載マイクロカロリメータ
（SXS）の開発

力の一環として，6月と7月に，日本側で製作を進めた
プレコリメータ（PC）部とアラインメントキューブミラ
ー（AC）部のフライト品一式ずつを，また白金抵抗温度

ASTRO−H搭載予定のSXS検出器は極低温検出器マイ

NASA／GSFCに輸出した．

ESA，

JAXAのそれぞれの宇

センサ12個と予備2個を，それぞれ6月と10月に
GSFC側では1（）／25に1台目の

クロカロリメータを用いた精密分光器である．マイクロ

フライト品（SXT−1）のミラー部の組み上げを完了し，

カロリメータはX線CCDカメラの20倍程度の分光能力

線での較正試験を実施その後，11／29〜12／7に，日本か

X

を持ち，天体の運動や物理状態を精度よく決定すること

ら送ったPCとACをミラー部に組み付けた．その後，

が可能である．宇宙の様々な謎を解き明かし，未知の物

12月中旬に打ち上げ環境試験を実施し，12／20に，環境

理現象を発見することが大きく期待される．2012年度は

試験後の測定で，SXT−1のX線集光・結像性能に変化が

全体については詳細設計およびEMによる各種実証試験

起きていないことを確認した．これで，日本側で行われ

および環境試験を行った．EMデュワーにEMセンサー
およびADRを組み込み， LHPを取付けた．全系での冷

るサーマルシールドの搭載作業を残して，SXT−1は完成

却試験を行ったところ，ADRのヒートスイッチにガスリ
ークがあり正しく機能しないことが解った．このためセ

したことになる．なお，PC搭載以降の作業には，宇宙
研と名古屋大学から一名ずつの作業者が現地での支援を
行った．完成したSXT−1は3／12に宇宙研に到着した．

ンサーの冷却試験は予定通りには行うことが困難であっ

SXTに関してはこの他，筑波での試験に使用するSXT

たが単体振動試験の後で，冷却プロセスの工夫によりセ

用の吊り金具の設計，試作を実施した．SXT本体の吊り

ンサーを駆動し，センサーのエネルギー分解能としては

上げ部は，バックグラウンドX線遮蔽用のカバーが装着
されているなどのために複雑な構造をしており，これら

5eVを切ることが確認できた．しかし，冷凍機を駆動し

た場合に，エネルギー分解能の劣化が見られ，FMに向
けて原因究明と改良を試みている．ヒートスイッチにつ

に対応するための改良が年度末の時点でも続けられてい
る．

いても改良を進めている．冷凍機のアウトガス特性の把
握と改良，冷凍機駆動装置の製作も進めている．
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品を用いてセンサのキャリブレーションを進めた．具体
的には，電荷注入によるエネルギー分解能の改善を放射

ASTRO−Hに搭載予定の

線損傷をさせた（orさせていない）CCDで調べたり，低
エネルギー側での検出効率のモデル化をしたりした．

広視野撮像分光検出器である．5．6mの焦点距離を持つ軟

2012年度は，衛星システムとして熱真空試験，微小擾

X線望遠鏡（SXT−1）の焦点面に置かれ，大面積のX線

乱試験が行われ，それにS）a−S試験モデル（TTMモデル，

CCDを4枚配置することで38分角の視野をカバーする．

MTMモデル）を参加させた．これら試験に伴う衛星組

SXI（Soft

X−ray

Imager）は，

SXIは，「あすか⊥「すざく」でのX線CCDカメラの経

み立て時に，SXI−S取り付け足の平面度やベントパイプ

験をもとに開発が進められており，次のような特徴を持

取り付け手順などの課題が明確になり，FMに向けて対

つ．

策が取られた．また，擾乱環境，熱環境という点で，SXI−S

（1）世界で初めてN型CCDを採用し，200pmという

に大きなインパクトがないことを確認した．

厚い空乏層を実現する．

（2）アナログ回路をASIC化し，

CCD近傍に配置する

ことでノイズ性能の向上と低電力化を計る．

5．ASTRO−H衛星搭載硬X線撮像検出器／軟ガ
ンマ線検出器（HXI／SGD）の開発

（3）1段スターリング冷凍機を用いてCCDを一120℃
に冷却し，放射線損傷の影響が出にくくする．

（4）CCD表面に直接アルミ蒸着することで可視光遮断
膜を廃し，カメラボディの真空容器化を不要とす

硬X線撮像検出器（Hard
ガンマ線検出器（Soft

X−ray

Gamma−ray

lmager：HXI）および軟
Detector：SGD）は，

ASTRO−Hに搭載予定の検出器であり，それぞれ5−80keV
と30−600keVという高エネルギー側の広帯域を検出範囲

る．

（5）イベント処理にFPGAを利用することで，撮像間

として持つことで，ASTRO−Hの目指す広帯域高感度観
測を実現する．

隔を短縮する．

2012年度は，まずこれまでのEM試験等により顕在化

HXIは両面シリコンストリップ検出器と両面ストリッ

した以下のような課題に対処した，ひとつ目は，エネル

プ型テルル化カドミウム検出器を多層に組み合わせた主

ギー分解能が（要求値は満たしているものの）足りない
点である．これについてはチーム外の専門家も交えてア

撮像部を硬X線望遠鏡の焦点位置に設置して，10keV以
上の硬X線光子に対する高い検出効率と分光能力，位置

ナログ回路系（ビデオボード，ドライバボード）を見直

分解能250μmを同時に実現する．さらに周囲を，BGO

し，読み出しノイズを電子数換算で10個から8個に減
らした．2つ目は，冷却性能の不安定である．長時間動

シンチレーターで出来た厚いアクティブシールドで囲む

作試験で一段スターリング冷凍機の性能にドリフトが見

SGDは，シリコン及びCdTeのピクセル型検出器を数
10層にも積層して半導体コンプトンカメラとして動作
させ，コンプトン運動学を用いた到来方向決定能力によ

られ，調査の結果作動ガス（He）中の不純物が原因と判
明した．そこで，FM冷凍機製造に向けて，

JT冷凍機等

ことで，低バックグラウンドによる高感度を実現する．

で確立しているコンタミネーション管理を適用すること

って，さらなる高感度観測とガンマ線の偏光観測能力を

にした．3つ目は，CCDへのコンタミネーション対策で

実現する．

ある．CDRでは要求の配分値のみを示し，実現可能性を

且XIについて2012年度は，カメラ部およびアクティ

試験していなかったが，EMビデオボー．一ドからのアウト

ブシールド部それぞれのEMモデルの製作を行い，電気

ガスを測定し，現実的なベーキング時間で要求値が満た

特性試験，熱真空試験，機械環境試験を実施した．その

せることを示した．

結果，電気特性として所定の性能を満たしていることを

CCDの製造を進めた．その過程でワイヤの

確認し，熱真空条件下においてもカメラ内部が要求性能

ボンディング不良という不具合が発生したが，製造メー

を満たすような温度条件が達成されていることを確認す

カーと協力してボンディング方法や条件を見直し，十分

ることが出来た．

次に，FM

な強度のボンディングを実現した．これにより，遅延な

機械環境試験の結果からは，カメラの構造設計におい

CCDを製造することができた．電子回路系は，前

てテルル化カドミウム素子を含むトレイ構造などに修正

記の読み出しノイズ低減策を取り込んだEMドライバ基

が必要であることが分かり，改修を行った．またアクテ

くFM

板，EMアナログ基板を作成し，機能性能試験を実施し

ィブシールド部のEMを用いて熱サイクル試験などを実

た．この結果を受けて，FM基板の製作を開始した．こ
れらの作業と並行して，機上データ処理ロジックの検証

施した結果読み出し素子のアバランシェフォトダイオ

を進めた．アナログ系からのデータを模擬するシミュレ

センサ部からの信号を処理する後段の回路部について

ータを使い，SXI−PE，

SXI−DEでの処理ロジックの検証

とデバッグを継続して行っている．

これらハード・ソフトの製作・試験に加えて，主にEM

ードとの光学接合部の手法を確立した，

は，フライト基板と同等品を用いた評価ボードを用いて

搭載するロジック回路やソフトウェアの検証を開始し
た，
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SGDにおいては，

EMのCFRPハウジングを用いて，

や検出器の較正情報の取りまとめを行っている．今年度

SGD−Sの熱バランス試験，音響試験，振動試験を行った．

は，高次処理のプロセスフローを整理し，入出力ファイ

振動試験においては，5月に行った試験で，ラジエター
及び，ラジエターの支持構造に変更が必要なことが分か

ルのフォーマットを規定した．高次処理に用いるソフト

り，設計変更，構造解析を行った．3月に変更を行った

ールに関しては初版を製作し動作確認を行った．

SGD−Sの振動試験を行い，機械環境耐性を確認した．
コンプトンカメラ部についぞは，フル構成の最終試作

機を製作し，電気試験熱真空試験低バックグランド

ウェア群の詳細設計をすすめ，搭載機器に共通な処理ツ

8．ASTRO−H衛星データ処理，ソフトウェア，ア
Jイブシステムの開発
・一

化での測定試験を行い，動作，性能の確認を行った．

その後，振動試験を行ったが，ランダム加振で，テル
ル化カドミウム半導体と読み出し基板とを電気的，機械
的に接合しているバンプ接合部が外れるという不具合が
発生した．接合方法の改善を行っている．

6．ASTRO−H衛星搭載オンボードアラインメン
ト装置（AMS）の開発
ASTRO−HのHXT＋HXI用の光学ベンチは全長12mに

ASTRO−Hのデータを世界に発信するとともに長期間
保管するためのアーカイブシステムの開発を進めてい
る．

2012年度は，システムの設計を詳細化するとともに，

データ処理やアーカイブで用いるデータベースとJAXA
とNASA間でデータ交換をするためのシステムの試作を
進めた．

9．ASTRO−H衛星の地上系システムの構築

達する大型のものである。軌道上での振動によるアライ
ンメントの誤差を検出するために，オンボードアライン
メント装置の開発をカナダCSAと共同で行っている．
今年度は基本設計を進めた，レーザ安全基準に従った
作業手順の確立，Top

Plate

TTM試験での熱設計の検証

ASTRO−H衛星の打上げ後に行われる，観測計画の受
付から，衛星管制，上述の観測データの高次処理やデー
タ公開までの一連の運用に必要な，地上系システムの開
発を進めている．

計測エリアを保証するためにAMS−LDのハウジング形
状の変更，太陽光コンタミを低減するためのAMS−LDへ

ステムとのインタフェース調整を開始した．また，科学

のバンドパスフィルタ導入の決定，AMS−Tにフード，ヒ

衛星運用・データ利用センターの協力のもと，科学衛星と

ータ，MLIを導入することを決定，地上でのアラインメ

してはASTRO−H衛星が初めて使用する勝浦第4送受信

ント調整に使用する治具のデザインの決定，AMS−LDへ

局からのミッションデータなどのデータ伝送経路の構築

のアラインメントキューブの導入，AMS−LDのボンディ

今年度は，衛星運用構想を整理し，地上局等の基盤シ

ングワイヤの位置決定，バックグラウンド低減のための

に着手するとともに，ASTRO−H衛星の試験・構想に対
応した汎用衛星試験運用ソフトウェア（GSTOS）の改修

AMS−LD・のハーフミラーのデザイン（ノイズ低減）を行

地上試験装置（GSE）の構築を行い，来年度開始される

い，2013年に入ってから，AMS−T

一次噛み合わせ試験に備えた．

EMの振動試験を実施

した．設計会議は2012年5月と2013年2月に実施し，
AMS−Tの振動試験結果の検討のために，2013年3月に
Neptec社（Ottawa）で検討会を実施した．11月にカナ
ダにてPDRを実施した．

10．ASTRO−Hチームの広報教育活動
ASTRO−Hチームでは，

ASTRO−Hや高エネルギー宇宙

物理学を通した広報教育（Education

7．ASTRO−H衛星用解析ソフトウェア・キャリブ

and

Public

Outreach：

EPO）の活動を行なっている．これを支援し，自らも広

レーションの構築

報教育活動を行なうEPOチームを青山学院大，日本福祉
大，名大，神戸大学，宇宙研のメンバーで構i成し，2012

ASTRO−H衛星は公開天文台として，科学観測データ

年度も広報教育活動のためにパンフレットやクリアファ

はひろく科学者にひらかれる．すなわち，搭載装置の開

イル，ロゴシールといった資料作成などの活動を行なっ

発者でなくとも，ASTRO−H衛星の科学成果を最大限に
ひきだせるように，迅速，正確，かつ，容易に観測デー

ている．

タが解析できる仕組みを構築することが重要である．

ASTRO−H衛星のみならずJAXAや宇宙物理学の宣伝を

昨年度に立ち上げたソフトウェア・キャリブレーショ

ンチーム（SCT）にて，

NASA／GSFCと共同で，各検出

2012年度も，一一般の方への講演活動などを継続し，
行なった．

また，ASTRO−H衛星の公式web

pageをより効率的に

器開発グループ，科学検討グループ，アーカイブグルー

アップデート出来るよう，web

プ等，衛星開発チーム内の複数の検討グループと議論を

も編集できるようにする作業を行なった．

行いながら，観測データの高次処理ソフトウェアの開発

pageを宇宙研以外からで

ASTRO−Hチームは日本全国の機関にメンバーが点在
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また，日本福祉大学ではASTRO−Hの点字パンフレッ

しているのが特徴で，そのおかげで，埼玉から宮崎まで
幅広い箇所での広報教育活動が可能になっている．

トも制作し，広報教育のバリアフリー化を目指している．

j．惑星分光観測衛星プロジェクト
所内

澤井秀次郎（プロジェクトマネージャ）

小川博之

岡崎

峻

久木田明夫

福田盛介

山暗

敦

中谷幸司

上水和典

坂井真一郎

木村智樹

豊田裕之

村上

豪

竹内伸介

吉岡和夫

高島

坂井智彦

健

淺村和史
所外

吉川一朗（東大）土屋史紀
他

鍵谷将人

笠羽康正

坂野井健（東北大）

惑星分光観測衛星プロジェクトチーム

1．惑星分光観測衛星の概要

各作業の概要を記す．

惑星分光観測衛星（SPRINT−A）は，極端紫外光で非

2．1

磁化惑星大気と太陽風プラズマの相互作用と，木星磁気

惑星分光観測衛星（SPRINT−A）の開発

圏プラズマと衛星イオの火山ガス大気の相互作用を測定

SPRINT−Aは，2013年夏の打hを目指した開発が進め
られた．特に，2012年度後半にはFM総合試験を実施し，

する衛星であり，2013年夏の打上げを目指して開発が進

衛星搭載系をほぼ完成させた．

められている．

2．2

2．惑星分光観測衛星関連の活動

プロジェクト範囲の再定義

ERG立ち上げの議論の一環として，プロジェクト範囲

の再定義を行った．すなわちt従来，5年で3機程度の
惑星分光観測衛星プロジェクトは，当初，小型科学衛

シリーズ衛星開発・運用をプロジェクト範囲としていた

星プロジェクトとして5年で3機程度の小型科学衛星を
開発・運用する計画であったが，2号機候補として選定

ものを，初号機であるSPRINT−A開発に特化したプロジ
ェクトとして，再定義した．この際

シリーズプロジェ

されたERGの立ち上げ時の議論の結果，プロジェクト

クトの終r審査を実施し，ERG立ち上げにおける問題

範囲を初号機のみとし，ERGを含む各衛星は別プロジェ

点，特に衛星立ち上げ前の開発コスト推定について，整

クトとしてマネージメントされることとなった．以下に，

理を行った．

k．ジオスペース探査衛星プロジェクト
所内：高島

健（プロジェクトマネージャ）

仁田工美（サブマネージャ）

小川恵美子

村島未生

松岡彩子

笠原

慧

横田勝一郎

早川

阿部琢美

山田

学

基

三谷烈史

淺村和史（ミッションマネージャ）

藤本正樹

篠原

育

斎藤義文

長谷川洋

所外：小野高幸（py東北大）三好由純（プロジェクトサイエンティスト／名大）平原聖文（名大）松本晴久

（JAXA研究開発本部）笠羽康正（東北大）小嶋浩嗣（京大）塩川和夫
疋島

充

寺田直樹

小原隆博

坂野井健

土屋史紀

栗田

東尾奈々
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熊本篤志

玲（東北大）渡部重十（北大）宮下幸長

堀 智昭 瀬川朋紀 菊池 崇 藤井良一 大塚雄一 西谷 望 梅田隆行 桂華邦裕 ド山 学 町田 忍
家田章正 齊藤慎司 北村成寿 増田 智 今田晋介 小路真史（名大）尾花由紀（大阪電通大）中村雅夫（大
阪府大）篠原

学（鹿児島高専）笠原禎也

備国際大）湯元清文

田中高史

新堀淳樹

谷森

家森俊彦（京大）田中良昌

片岡龍峰

西III尚典（極地研）上野玄太

達

河野英昭

八木谷聡

大）田所裕康（東京工科大）長井嗣信
郎（徳山高専）石坂圭吾

高田

三宅壮聡

拓（高知高専）長妻

努

後藤由貴

尾崎光紀

吉川顕正（九大）大村善治
樋ロ知之

門倉

昭

佐藤夏雄

能勢正仁

海老原祐輔

山岸久雄

小川泰信

上田義勝
行松

彰

中野慎也（統数研）浅井圭子（玉川学園）松本洋介（千葉

長谷川実穂（東工大）寺沢敏夫

岡田敏美（富山県立大）田口

村田健史

松田昇也（金沢大）橋本久美子（吉

島津浩哲
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真
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亘
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1．概

要

2．開発全体スケジュールと主要マイルストーン

ネルギー電子の加速機構と宇宙嵐の変動メカニズムの解

ERG衛星は，多くの宇宙嵐が起こると考えられている
第24太陽活動期の極大からド降期にあたる2015年度の

明を目指したミッションである．

打ちhげを予定している．

「ジオスペース探査（ERG）」計画は，放射線帯の高エ

地球の近くの宇宙空間であるジオスペースには，高密

・2012年5月

SDR（System

度の熱的プラズマ領域であるプラズマ圏，宇宙嵐の発達

・2012｛書三8月

プロジェクト化

を引き起こす環電流粒デ，そして最高エネルギー帯の放

・2013年3月

基本設計確認会

射線帯と異なるエネルギー階層のプラズマ・粒子が共存

・2014｛ド1月

詳細設計確認会

している．ジオスペース探査（ERG）衛星は，広いエネ

・2014年11月

1次噛合せ

ルギー帯を計測するプラズマ・粒子計測器および広い周

・2015年4月

FM総合試験

波数帯を計測する電場・磁場計測器が搭載されており，

・2015．lf

打ヒげ予定

12月

Definition

Review）

上記のジオスペースにおける様々なエネルギー階層のプ
ラズマ・粒∫，電磁場の詳細な観測を実施する．また，

ERG衛星には，プラズマ波動と粒子のエネルギー交換過
程を直接計測する「波動粒子相互作用解析装置」が初め
て搭載され，宇宙プラズマにおける波動粒子相互作用の
素過程を明らかにする．

表1

ジオスペース探査プロジェクト：2012年度主要会合
設計・サイエンス会議

2012年9月13−14日

第1回ERG設計会議・サイエンス会議

2012年12月27−28日第2回ERGサイエンス会議
第2回ERG設計会議
2013年1月22H

本計画の科学課題は以ドの3つであり，放射線帯の相

3、ERG搭載観測機器

対論的電∫がいつ，どのように増加するかを明らかにす
ることを日指している。

（1）放射線帯の相対論的エネルギー電子の増加過程が，
外部供給か内部加速かを切り分ける．
（2）放射線帯の相対論的電子の加速素過程を同定する．
（3）放射線帯の相対論的電子の消失機構を検証する．

また，この計画は，人工衛星による直接観測に加え，

磁力計やレーダー観測といった連携地上観測，さらにシ

ミュレーション・モデリングの3つのチームから構成さ
れており，太陽地球系科学分野の様々な研究手法を結集

ERG衛星は，多くの宇宙嵐が起こると考えられている
第24太陽活動期の極大から下降期にあたる2015年度の
打ち上げを予定している．相対論的な電f

の加速が起こ

っていると考えられているジオスペースの赤道面付近
で，プラズマ総合観測を行う．放射線帯の相対論的な電
f の加速を理解するためには，放射線帯のメガエレクト

ロンボルトの電子の観測だけではなく，6桁以h低いエ
レクロンボルトのプラズマまでをカバーするように，エ

し総合的な観測を行う．さらに，多様なデータを統合的

ネルギー方向に連続的に観測する必要がある．また，プ

に解析する体制を整備し，科学成果を最大限にするため

ラズマの波の波形観測も重要である．実は，このような

にサイエンスセンターを設置し，プロジェクトのデータ

総合観測は，ジオスペース赤道面ではほとんど行われた

の標準化とアーカイブ，統合解析ツールの開発と公開を

ことがない．それは，放射線帯のエネルギーが高い粒子

行う．

のために，低いエネルギーのプラズマ／粒子の観測がとて

も難しいからである．ERG衛星では，新たに開発した
機器を搭載して，放射線帯の中でのプラズマ総合観測の
実現を目指している．

ERG衛星には，8台の観測機器を搭載する．その内，
荷電粒子のエネルギーや飛来方向を計測する機器が6
台，電磁場計測器が2台である．荷電粒子の計測器は，
それぞれ観測するエネルギー帯が異なっている．低い方
はエレクトロンボルト域，高い方ではメガエレクトロン
ボルト域をカバーする．これらの観測器の多くは国内で

開発され，

一台が海外から提供される．ERGミッショ

ンの最大の目的は放射線帯高エネルギー電了（メガエレ
図1

軌道ヒのERG（想像【叉1）

クトロンボルト以ヒ）の加速と消失を理解することだ
が，そのためには高エネルギー電∫のみを観測するので
は不1

分である．加速・消失プロセスには幅広いエネル

ギーレンジのプラズマや，幅広い周波数帯の電磁場が寄
与するため，これだけ多くの観測器が必要である．
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加えて，S−WPIA：ソフトウェア型波動粒子相互作用解
析装置（PWE，
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また，観測のためには以ドの特徴を持つ．

MEP−e／HEP−e／XEPの出力信号をMDP内

・軌道：磁気圏全域をカバーするため，夜側を包含しう

で処理）により，どのエネルギー粒子がどのプラズマ波

る長楕円極軌道をとる．

動（周波数）とエネルギー授受をしているのかを直接測

・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，

定する．世界ではじめて波動粒f相互作用を定量的に検

スピン安定である．

証する．

・電磁干渉対策：精密な磁場・プラズマ計測のため，帯
磁・帯電・電磁ノイズ低減をはかる．
表2

「ERG」探査機：観測機器チーム
観測内容

名称
LEP−e

MEP−e

・軌道：表層・内部・磁場を全球計測するため，低高度

代表者

低エネルギー
電子計測

極軌道をとる．

風間洋一（ASIAA）

・姿勢：高空間分解で計測するため，3軸制御を行い，
常時太陽を指向する．

笠原慧（JAXA）

中間エネルギー
電子計測

4．国際協力対応

HEP

高エネルギー
電子計測

三谷烈史σAXA）

XEP

超高エネルギー
電子計測

松本晴久，東尾奈々

LEP．i

MEP．i

低エネルギー

には，米国やカナダ，ロシアなどによっても放射線帯の

淺村和史（JAXA）

衛星観測が計画されている．このように，ジオスペース

イオン計測

も貴重である．そのため，各国の衛星計画の間で情報の

プラズマ波動・電場
計測

MGF

磁場観測

を複数点の衛星によって同時に観測できる機会は，とて

笠原慧（IAXA）

中間エネルギー
イオン計測

PWE

S．WPIA

ERG衛星が打ちhげを予定している第24太陽活動期

（JAXA）

笠羽康IL（東北大）

交換を進め，協同してジオスペース研究を推進していく
議論が行われている．

松岡彩f（JAXA）

波動粒子相互作用解

また，台湾Academia

Sinica

lnstitute

of

Astronomy

and

Astrophysics（ASIAA）が中心となり，低エネルギー電子

小嶋浩嗣（京大）

析装置

分析器（LEP−e）の開発に参加することが決まっている．

1．次世代赤外線天文衛星（SPICA）プリプロジェクト
所内：中川貴雄（プリプロジェクトリーダー）
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1．はじめに
次世代赤外線天文衛星SPICA（Space
scope

for

Cosmology

and

るために，「SPICA」では，放射冷却と機械式冷凍器の活
用により，従来よりもはるかに大口径（3．2m）の冷却（＜

Infrared

Tele−

Astrophysics）は，（1）銀河誕生

6K）赤外線望遠鏡を搭載し，中間・遠赤外線領域にお
いて，従来のミッションよりもはるかに優れた感度を達

のドラマ，（2）惑星形成のレシピ，（3）宇宙における物

成することを目指している．

質循環という天体物理学の重要課題の解明に挑む赤外線

SPICAはJAXAにおいて，平成20年7月からプリプロ
ジェクト活動を進めている．平成22年には，システム

天文衛星プロジェクトである．このような課題を解明す
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要求審査（System

Requirement

性があり，リスク要因である．

Review）に合格した．続

いて，平成23年度からは，今後のプロジェクトの遂行
を技術的により確実に進めることを目指して，プリプロ
ジェクト活動の延長として，リスク低減フェーズ活動を

2．擾乱管理・指向制御
科学目的から要求される指向要求を達成すること
は，必須要求である．冷凍機などの擾乱源を搭載

開始した．あわせて，国際協力の協議を進めるとともに，

したなかで，高精度の指向制御を達成することは

それに基づく検討・開発を進めた．さらに，搭載焦点面

前例がなく，リスク要因である．

観測機器の国際審査を進めた．

3．EMC（電磁干渉対策）
科学目的から要求される感度を達成するために

は，EMC管理を行うことは必須要求である．
SPICAの観測機器，特にSAFARIはEMI（電磁干
渉）に敏感であり，リスク要因となっている．

4．観測機器
科学目的から要求される感度・機能を満たす望遠
鏡・焦点面観測装置を開発することは必須要求で
ある．新しい観測装置の開発であるため，多くの
新規開発項目があり，リスク要因となっている．

SPICAでは，「リスク低減フェーズ」を，主として机
上検討からなる「フェーズ1」と，試作活動を含む「フ
ェーズ2」とにわけて活動を行った．フェーズ1が平成
24年1月に開始され7月に終了した．さらに，フェーズ
図1

2．1

軌道上のSPICA（想像図）

2が平成24年12月から開始された（継続中）．

2．平成24年度の主要イベントと成果

2．2

リスク低減フェーズの開始

年1月に開始し，7月に終了した．

リスク低減フェーズ1の成果
主として机上検討からなる「フェーズ1」を，平成24

どのような衛星プロジェクトにおいても，リスクが無
いということはありえない．できる限り早期にリスクを

2．2．1

ミッション部熱構造

認識し，設計の進捗にあわせてリスクに対処することで，

4．5Kステージの冷却能力に適切なマージンを確保す

打ち上げてみなければわからない事項を，打hげ前にで

ることをめざした．具体的には，開発のフェーズを考慮

きる限り減らすことが，リスク低減活動である．

して25％を目標とした．それにむけて，ミッション部全

SPICAにおいては，プロジェクト全期間を通したリス

体の熱設計を見直した．特に，機械的設計条件，熱的設

ク低減活動を計画し，それに基づきリスク低減活動を実

計条件を設定し，それを満足する分離機構を検討し，導

施してきた．ただし，ASTRO−Gのキャンセルという事

入した．この結果を熱数学モデルに取り込み，要求され

態を受け，平成23年度に，再度リスク低減計画の見直

る熱侵入量条件を達成する設計解を得た．

しを行った．その結果として，「リスク低減フェーズ」を

SPICAに導入することとした．
「リスク低減フェーズ」とは，ミッション達成を左右
するような影響度が高い「重要リスク」について，当初

ハーネス仕様の全面的な詳細化をはかった．このなか
で，熱数学モデルにおいて，ハーネスに明示的に25％マ
ージンを設定した．この結果，4．5Kステージ熱負荷が目
標を達成した．

プロジェクト移行後に予定していたリスク低減活動を，

信頼性の向上のため，ヒートスイッチの技術実証を進め

プロジェクト移行に先立ち，前倒しで行うものである．

たが現時点では所定の性能を実証することできなかった．

これにより，プロジェクト移行時の技術的リスクを軽減

そのため，ヒートスイッチの開発は継続するものの，現時

すると同時に，プロジェクト移行後の開発計画を確実な

点ではヒートスイッチを搭載せず，予冷機である2ST

ものとすることを目指す．

を追加した冷凍機システムを新たなベースラインとした．

2台

SPICAでは，ミッション達成を左右するような影響度
が高い「重要リスク」として，以下の4項日を挙げた．

2．2．2

指向制御

高周波域での十分なマージンの確保を目指した．その

1．ミッション部熱構造
SPICA熱構造は，冷媒を使用しないという新しい
方式を採用している．冷凍機などの要素の開発は
進んでいるが，システムとしての成立性には不定

ために，トラス分離機構の検討，アイソレータの検討を
進め，高周波帯域（10Hz以上）で，パッシブ機構のみで
一桁のマージンを確保する設計解を得た．

さらに，低中周波数域での擾乱源と擾乱の大きさの調
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査を行った．具体的には，国内外の高精度指向制御を行

2．2．5
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システム検討

った衛星の擾乱管理と軌道上実績を調査した．擾乱源と

上記にあわせて，SPICAシステム全体の再検討を行っ

なり得る機器のリストアップに加え，L2軌道上のマイク

た．特に個別のリスク低減活動がシステムに与える影響
について検討を行った．その結果，今後の詳細検討は必

ロデブリ衝突による微小角変動や，SAFARIの擾乱を新
たに定量化した．これらにより，低中周波数域での擾乱
源と擾乱の大きさを明確にした．

上記の調査結果に基づき，低中周波数域での擾乱に対

要ではあるが，現時点においてシステム成立性に大きな
影響を与える項目はないと判断した．
さらに衛星全体としてのコンタミネーション管理につ

する対応の基本方針を決定した．

いて，見当を進めた．

2．2．3

2．3

EMC

EMI源の放射レベル（CE，

，

リスク低減フェーズ2の開始

RE）を明確化することを

「フェーズ1」の成果に基づき，試作評価を含む「フ

目指した．そのために，過去の，あるいは開発中の衛星

搭載機器20種についてEMC測定データの調査を実施

ェーズ2」の活動を，平成24年12月に開始した．主た
る試作として，メイントラス分離機構振動アイソレー

し，RE，

タ，tip−tilt鏡などがある．平成25年度にフェーズ2の

CEの放射レベルを把握した．

PLANET−Cのハ

イゲインアンテナ背面の放射パターンを測定し，想定と

活動を終了する予定である．

大きな違いがないことを確認した．スターリングサイク
ル冷凍機の磁界データを調査した．焦点面観測装置の雑
音源調査（REO1，02）を行った．これらにより，
の放射レベル（CE，

EMI源

RE）の明確化を行った．

またEMI感受性レベルの明確化を目指した．そのた
めに，まず，最も感受性の高い観測装置SAFARIの放射

2．4 SPICA推進チーム活動
上記の技術的な検討と平行して，SPICAのプログラム

的な側面の推進をおこなうために，JAXA内にSPICA推
進チームを平成24年度に設置し，SPICAのプロジェク
ト化に向けた活動を開始した．

雑音に対する感受性調査を実施した．またその他の観測

3．国際協力対応

装置の赤外線検出器の放射雑音感受性を見積もった．こ
れらにより，EMI感受性レベルを明確にした．

さらに，EMI対策と予測ッールの整備を進めた．その

3．1

焦点面機器の国際審査

ために，電磁界解析ソフトを導入し，衛星構体を導体と

最終的にSPICAに搭載する焦点面観測機器を決定す

仮定した場合の望遠鏡開口部からの電波侵入の解析を行

るために，焦点面観測機器の国際レビューを進めた。レ

った．また，電源についての調査を進め，デジタルシャ

ビューは，各観測機器チームから出されたプロポーザル

ントのCEO3は10kHz以上でMIL規格を超えるレベルで

に基づいて行われ，科学的観点，技術的観点，プログラ

あることが分かった．さらに，FPIの極低温ハーネスに

ム的観点から進められた．

ついての検討を進めた．EMC対策としての観測制約の可
能性についても検討を進めた．

3．2

2．2．4

部分，特に望遠鏡光学設計，PLM熱解析，

ESA

ESAは，リスク低減フェーズ活動に参加し，
観測機器

中間赤外線分光撮像装置の開発遅延を防ぐ活動を進め

ESA担当

PLM構造解

析について，日欧協力のもとリスク低減活動を行った，

た．そのために，検出器の基本性能確保のための重要な
設計要素である，中間赤外線検出器の熱アニール条件の
達成が可能な検出器モジュールの熱・構造概念設計を行

3．3

サファリ・コンソーシアム

オランダSpace

Research

Organization

of

Netherlands

った，また，光学素子要素評価，機構・アクチュエータ

（SRON）に率いられるコンソーシアムが，焦点面観測機

開発，常温電機系の概念設計を行った．

器SAFARIの開発を進めている．年に2回の大規模なコ

さらに，観測装置の技術開発によるリスク低減を進め
た．そのために，バッフル性能について，各観測装置か

ンソーシアム会議により，開発の進捗をチェックしてい
る．

らの迷光に関する要求を明確化した．欧州担当の望遠鏡
の現況に対応するため，コロナグラフ観測の誤差要因を
分析し，適切な誤差配分を行った．

さらに，地上試験によって望遠鏡の極低温での光学特

3．4

韓国

Korean

Astronomy

and

Space

とするチームが作られ，Focal

Institute（KASI）を中心

Plane

Camera（FPC）の開

性確認を行う方法を検討した．各観測機器の望遠鏡光軸

発を進めている．衛星姿勢制御系との打ち合わせが行わ

焦点に対するアライメント精度要求の整理を行った．

れた．
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3．5

台湾

Academia

も進めた．

Sinica

Institute

of

Astronomy

and

Astrophys−

3．6

ics（ASIAA）が中心となり，日本担当の焦点面観測装置
MCS（Mid−infrared Camera＆Spectrometer）の開発に参

米国

SPICAへの参加の可能性を検討している．

加している．さらに，MCSを用いた科学研究活動の検討

m．再使用観測ロケット技術実証
所内：小川博之
川崎

治

稲谷芳文

成尾芳博

野中

聡

葛生和人

橋本知之

小野寺卓郎

丸

裕介
高田仁志

竹内伸介
木村俊哉

八木下剛

山本高行

伊藤

隆

坂井智彦

佐藤正喜

3．繰り返し飛行運用に係わる技術実証

平成20年7月に再使用観測ロケットはプロジェクト準
備審査を受審し，運用システム開発計画全体のプロジェク
ト準備ではなく，まずは，その運用システム開発前にリス

極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる実証

クの大きなシステムレベルの技術課題を抽出し，その技術

再使用可能な断熱材の仕様と，繰り返し運用における検

実証を行う「技術実証プロジェクト」の準備が認められ，

技術実証プロジェクト準備をおこなってきた．平成22年

査・補修方法を設定する．エンジン100回再使用及び再
使用運用に係わる実証，100回再使用における寿命保障

7月に宇宙科学研究所事業として技術実証プロジェクト

及び1エンジン故障許容のために必要なエンジン機能の

の着手が認められ，以降，活動をおこなっている．

選定及び実証到達高度要求を満足するエンジン基本性

再使用観測ロケット機体システム技術実証の目的は，

能の実証を行う．

①帰還飛行とエンジン再着火による着陸，②故障許容の
とシステム形態が大きく異なる点に係わる技術課題につ

3．1再使用観測ロケットシステム検討
技術実証の前提となる再使用観測ロケットシステムの

いて実証し，運用システム開発に向けたリスクを解消し，

より詳細な設計検討を行った．

システム構成，③繰り返し飛行運用，など他のロケット

以下の項目について設計要求を満足する仕様を設定する
ことである．

空力特性検討，空力加熱検討，飛行経路検討，制御性
検討，誘導検討，着陸挙動検討，運用・地上設備検討，

飛行安全検討，故障許容・ヘルスマネジメント検討，シ

1．帰還飛行／エンジン再着火／着陸に係わる技

ステム検討，ベースライン設定，サブシステム検討をお

術実証

こなった．

帰還着陸飛行における姿勢転回モデル飛行実証／滑

3．2

空・姿勢転回・維持の一連の運動を成立させる方法を確

帰還着陸飛行における姿勢転回モデル飛行実証

滑空・姿勢転回・維持の一連の運動を成立させる方法

立し，機体形状等の仕様を設定する．機体運動に伴う推

を確立し，機体形状等の仕様を設定することを目的とし

進剤挙動と推進剤供給系の機能実証／推進剤供給を成立

て試験準備を実施した．飛行範囲・分散検討，空力検討，

させるためのタンク内部デバイスおよび加圧方式につい
て仕様を設定する．エンジン再着火のためのポンプによ

アビオ設計，礒装・機体検討を実施機体の重心位置に
よる転回可能範囲が小さいので確実な試験実施に向けて

るエンジン予冷方式の実証／機体システムにおける成立

継続して検討している．

性を評価し，システム適用に必要なポンプ性能や運用方
法を設定する．着陸脚の基礎特性把握および機能実証と
着陸挙動解析／繰り返し使用を考慮した着陸を成立させ
るための脚の仕様を設定する．

3．3

推進剤挙動に係わる技術実証

内部デバイス無しの状態でのタンク圧基礎特性を把握
することを目的として液体窒素を用いた極低温スロッシ
ング試験を実施した．液体の揺動を抑えるバッフルがタ

2．故障許容に関する技術実証ヘルスモニタセン

ンク圧力に及ぼす影響を調べた．

サの開発および機能実証
3．4

推進剤供給系に係わる技術実証

センサの選定と配置方法などヘルスモニタを成立させ

推進薬保持方式及び推進薬保持デバイス形状を決定す

る水素漏洩検知システムの仕様を設定する．また，計測

ることを目的としてタンク排液試験を実施した．推進薬

項目の検討およびFDIRロジックの検討を実施する．

保持デバイス形状を決定した．
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3．5

リサーキュレーションポンプによるエンジン予冷

方式の技術実証
機体システムにおける成立性を評価し，システム適用
に必要なポンプ性能や運用方法を設定することを目的と
して試験準備を実施した．

153

なった．

3．8

極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる

実証
再使用可能な断熱材の仕様と繰り返し運用における検
査・補修方法を設定するための断熱材液体水素充填加圧

3．6

着陸脚の基礎特性把握機能技術実証

サイクル試験の検討をおこなった．

衝撃緩衝材として油圧式ショックアブゾーバの使用を
ベースラインとしているが，軽量化のためアルミハニカ
ムによる衝撃緩衝も候補として検討した．

3．9

エンジン100回使用に係わる実証，

エンジン各要素（ターボポンプ・燃焼機器系）の設計
が完了した．液体酸素ターボポンプ，液体水素ターボポ

3．7

ヘルスモニタセンサの開発及び機能実証

搭載候補となる3センサの基礎特性を把握することを
目的として試験を実施した．反応速度等を勘案し，候補

3センサのうち2センサ（新潟大学・アツミテック）を
候補として選定し，更なる精度向上のために検討をおこ

ンプの製造を完了した．角田宇宙センターの高圧ターボ

試験設備を改修してエンジンシステム試験の準備を進
め，試験設備の機能確認のための試験を実施液体酸素
ターボポンプ試験の準備を完了した．
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。2．ワーキンググループ
ワーキンググループは，宇宙理学・工学委員会で
承認され，将来の科学衛星をめざし，ミッション達

成の鍵となる技術項目や衛星としでの検討項目を

研究者，技術者が広く参加し実施している．

宇宙理学委員会，宇宙工学委員会，小型科学衛星

専門委員会で以下のWGが活動している．

見定めるなどの基礎研究を全国の大学・研究機関の

（宇宙理学委員会）

（小型科学衛星専門委員会）

次期磁気圏衛星（SCOPE）WG
大型国際X線天文台計画（ATHENA）WG
超広視野初期宇宙探査衛星（WISH）WG
宇宙線反粒子探索計画 GAPS WG
太陽系外惑星探査（JTPF）WG

小型衛星の編隊飛行による高エネルギー領域広天

走査衛星（FFAST）WG
超小型精密測位衛星（PPM−Sat）WG

高感度ガンマ線望遠鏡（CAST）WG
小型重力波観測衛星（DPF）WG
ダークバリオン探査衛星（DIOS）WG
X線ガンマ線偏光観測小型衛星（POLARIS）WG
宇宙背景放射偏光精密測定計画（LiteBIRD）WG
赤外線探査による小型位置天文衛星（JAS㎜）

国際共同木星圏総合探査計画WG
Luna−GLOB Penetrator搭載計画検討WG
次期太陽観測衛星（SOLAR−C）WG
火星大気散逸探査検討WG

TARANIS衛星によるTLEs，

TGFs観測

WG

次期火星探査（オービター）WG
∫EM−EUSO

WG

地球超高層大気撮像（IMAP）WG
スプライト及び雷放電の高速測光撮像センサ
（GLISM）WG

WG
太陽発電衛星技術実証WG
小型月着陸実験機（SLIM）WG
プラズマセイルWG
深宇宙探査技術実験ミッション（DESTINY）WG
ガンマ線バーストを用いた初期宇宙探査計画
（Hiz−GUNDUM）WG

（宇宙工学委員会）

ソーラーセイル実験探査機WG
月惑星表面探査技術WG
ハイブリッドロケット研究WG
スペースプレーン技術実証機WG
フォーメーションフライト技術WG
プラズマセイルWG
次世代小型標準バス技術WG
先進的固体ロケットシステム実証研究WG
●

太陽発電衛星WG
火星探査航空機WG
展開型柔軟エアロシェルによる大気突入システム

WG
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3．国際協力
宇宙科学では，近年，国際協働による活動が質量とも

宇宙科学研究所は，今後も，大学共同利用システムを担

に飛躍的に増大している．日本の宇宙科学をバランスよ

う機関として科学研究における強力な国際的リーダーシ

く発展させるためには，世界各国の宇宙科学の最新動向

ップを発揮する大切な役割と責任があると言えよう．宇

を的確に把握し，世界の発展段階や共通の問題意識を十

宙科学研究所では，これらを常に念頭に置き，宇宙科学

分考慮に入れながら，戦略的に対外対応に当たるという

の推進に必要な理工学の研究において，国際的な協働活

姿勢が必要である．現在，日本はX線天文学，宇宙プラ
ズマ物理学，電波天文学，太陽物理学，太陽系探査科学

動が更に円滑かつ適切に進むよう，国際調整主幹を中心
に，海外の宇宙機関，研究所，大学等との戦略的な対話

の各分野において世界をリードする実績をあげている．

を継続している．

1．運用段階の衛星ミッション
件

名

磁気圏観測衛星「あけぼの」
iEXOS−D）

磁気圏尾部観測衛星「GEOTAIL」
X線天文衛星「すざく」
iASTRO−EII）

太陽観測衛星「ひので」
iSOLAR−B）

打ちLげ年
1989年2月22［i
1992年7月24［i

2005年7月10日

2006年9月23日

相

2010年5月21日

方

CSA（カナダ宇宙庁）

NASA（アメリカ航空宇宙局）
MPS（ドイツ・マックスプランク研究所）
NASA（米）， MIT（アメリカ・マサチューセッツ工科大学）
ESA（欧州宇宙機関）
ISRO（インド宇宙研究機関）
NASA（米）
STFC（英国科学技術会議）
ESA（欧），

金星観測衛星「あかつき」
iPLANET−C）

手

NSC（ノルウェー宇宙センター）

ESA（欧）

NASA（米）

（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件）
ガンマ線バースト衛星「SWIFT」
iNASA）

磁気圏探査衛星群「THEMIS計画」
iNASA）

ガンマ線宇宙望遠鏡「FERMI」
iNASA）
月探査衛星「Chandrayaan−1」（印）

2004年11月20日

NASA（米）

2007年2月17日

NASA（米）
tC Berkeley（アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校）

2008年6月11日

NASA（米）

2008年10月22日

IRF（スウェーデン宇宙物理学研究所）

2．開発段階の衛星ミッション
件

名

打ち上げ年

相

手

方

ESA（欧）

水星探査計画「BepiColombo」

2015年予定

CNES（フランス国立宇宙研究センター）
IWF（オーストリア宇宙科学研究所）
SNSB（スウェーデン国立宇宙委員会）
FSA（ロシア連邦宇宙局）

DLR（ドイツ航空宇宙センター）
NASA（米）
アメリカ・スタンフォード大学
ESA（欧）

X線天文衛星「ASTRO−H」

2015年ア定

SRON（オランダ宇宙研究機関）
Dublin

Institute

for

Advanced

Studies（DLへS）（アイルランド）

CSA（加）
APC／CEAπRFU（仏）

ジオスペース探査衛星「ERG」

2015年予定

NASA（米），

CSA（加）

NCKU（台湾成功大学）
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件

名

打ち上げ年

相

手

方

（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件）
磁気圏衛星「MMS」（NASA）

2014年予定

NASA（米）

赤外線天文衛星「MIR【S」（KASI）

2013年予定

jASI（韓国天文宇宙科学研究院）

ρ

カナダ小型衛星計画「CASSIOPE」搭
2013年予定
ﾚE−POP（加）（WG）

カナダ・カルガリー大

3．準備／提案中の衛星ミッション
件

相

名

手

方

ESA（欧）

SAFARIコンソーシアム（欧加）
次世代赤外天文衛星「SPICA」（プリプロジェクト）

KASI（韓国）

NASA（米）
ASIAA（台湾中央研究院天文及天文物理研究所）
NASA（米）
ESA（欧）

次期磁気圏探査計画「SCOPE」（WG）

CSA（加）

木星探査計画「JUICE」（WG）

ｦ欧米将来木星探査計画「EJSM」から名称変更

ESA（欧），

次世代X線望遠鏡「Athena」（ESA）（WG）

ESA（欧）

太陽観測衛星「SOLAR−C」（WG）

NASA（米），

ロシア月探査計画へのペネトレーター搭載（WG）

FSA，

NASA（米）

ESA（欧）

Lav㏄hkin協会（露）

4．宇宙環境利用科学ミッション
件

名

JEM搭載超伝導サブミリ波リム放射
Tウンダ「∫EM／SMILES」

JEM搭載全天X線監視装置「MAXI」

相

打ち上げ年

手

方

2009年9月

アルゴリズム研究チームに米欧の研究者が参加

2009年7月

NASA（米）

高エネルギー電子，ガンマ線観測装置
2014年予定
uCALET」

NASA（米），

ASI（イタリア宇宙機関）

材料科学に係る地上共同研究

2015年予定

SICCAS（中国科学院上海珪酸塩研究所）

日印共同ライフサイエンス実験

2013年予定

ISRO（印）

∫EM−EUSO（WG）一調整中

2016年以降

欧米アジアの12か国が参加予定

5．観測ロケット実験
件

名

相

打ち上げ年

手

方

カルガリー大学（加）

超高層大気の観測実験「WIND』」

2012年1月

ノルウェー観測ロケット実験「ICI−3」

2011年11月

オスロ大学（ノルウェー）

ノルウェー観測ロケット実験「ICI−4」

2013年予定

オスロ大学（ノルウェー）

クレムソン大学（米）

太陽硬X線観測計画（FOXS▽FOXSI2） 2012年11月／2014年予定

アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校・宇宙科学研究所（米）

昼間下部熱圏風観測実験「Daytime
2011年7月，2013年7月
cynamo」計画

NASA（米）
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打ちLげ年

名

相

X線偏光観測ロケット実験「GEMS・
2014年予定
wACT」計画

NASA（米）

CLASP（太陽UV偏光観測）一調整中

NASA（米）

2015年予定

手
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方

6．大気球実験
件

相

名

日伯共同気球実験

INPE（ブラジル航空宇宙研究所）

口米共同気球実験（BESS／BESSII＞

NASA（米）

日印共同気球実験

タタ基礎科学研究所（印）

プロトタイプ気球実験計画「GAPS」

コロンビァ大学（米）

大気球共同実験協力

CNES（仏）

手

方

7．海外の大学等との宇宙科学分野における包括協定
相

手

方

内

容

将来の宇宙科学研究発展を視野に入れ両機関の協力の可能性について協議を

オランダ宇宙研究機関（SRON）

sう．

スタンフォード大学（米）

両組織の連携・協力を推進し，宇宙科学分野における学術研究，研究開発と
ｳ育の発展に貢献するための枠組みを検討する．

イェール大学（米）

両組織の連携・協力を推進し，宇宙科学分野における学術研究，研究開発と
ｳ育の発展に貢献するための枠組みを検討する．

8．JAXAインターナショナルトップヤングフェローシップ
2009年度より，日本を宇宙科学におけるトップサイエ
ンスの拠点とするための施策の一環として「JAXAイン

をつなぐ研究の促進や新たな観測提案など，3年間で大き

ターナショナルトップヤングフェロー（ITYF）」という制

な成果を挙げた．平成24年度は新たに1名を採用し，現
在，初年度からの継続2名を含めて6名のフェローが在

度を立ち上げている．これは，国際公募により世界から

籍している．彼らの成果もまた卓越したものであること

極めて優れた若手研究者を任期付で招聰する制度で，当
初の期待通り，毎年数十倍という厳しい競争率による選

は研究業績の項で確認いただける．なお，本年秋に実施
された宇宙科学研究所国際外部評価において，「本制度が
宇宙研の認知度を高めるとともに宇宙科学の発展に大き
く貢献している」としてその有効性が高く評価された．

抜となっている．本制度による招聰は原則3年，審査を
経て5年まで延長可能としている．初年度に採用となっ
た4名のフェローは平成24年度中に3年目を迎え，うち
2名が他に職を得てポストを離れた．この2名は分野間
氏名
Sarah

国籍

Badman

Gandhi

Poshak

Dmitriy

Khangulyan

Stawarz

Lukasz

河合宗司
Campagnola

Masters

Stefano

Adam

Simionescu

Aurora

このように，本制度はこれまでも大きな成果をあげてお
り，今後このシステムの更なる発展が期待される．
研究テーマ

期間

木星・土星オーロラと磁気圏ダイナミクスの

ﾏ測的研究

2010年1月〜
Q013年1月

前所属機関

英国

レスター大学

インド

理化学研究所

X線天文衛星，光赤外天文台等のデータを用
｢たブラックホールに関する研究

2010年2月〜
Q013年3月

ロシア

マックス・プランク核物理学研究所

宇宙線加速と非熱的放射の理論的研究

2010年2月〜

ポーランド

スタンフォード大学

高エネルギージェット天体の観測的研究

2010年3月〜

日本

スタンフォード大学

イタリア

英国

ルーマニア

不確実現象を解明する計算流体物理学と工

2011年2月〜

w利用

NASAジェット推進研究所

先端的ミッション・軌道計画手法の研究

2012年3月〜

インペリアル・カレッジ・ロンドン

磁気リコネクション，ケルヴィン・ヘルツホ
泣c渦に関する太陽風から惑星磁気圏内へ
ﾆエネルギーが流れ込む全貌の解明

2012年3月〜

スタンフォード大学

銀河団の中心から外縁部、その外側につなが
髑蜍K模構造までの物理過程の解明研究

2013年6月〜
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4．平成24年度委員会評価結果
宇宙科学研究所では，各年度の研究実績の評価を，透

（B）に関しては「年1回の委員会評価をすること」が
中期計画に記載されている．ここで，「委員会」とは，そ

明性をもって実施するために，全国の宇宙科学研究者の
代表が参加する研究委員会による「委員会評価」を実施

れぞれのプロジェクトの性格により，宇宙理学委員会，

している．

宇宙工学委員会，宇宙環境利用科学委員会，のいずれか
である．

宇宙科学プログラムの年度評価は大きく2つに分けら

それぞれの委員会で，平成24年度の実績について各
プロジェクト等より成果報告を受けて，評価を行った．

れる．

（A）研究者の自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学

また，その他の研究委員会において所掌している研究
についても評価を実施しており，併せて以下に記載する．

研究（研究系の所掌）

（B）衛星等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの
推進

a．宇宙理学委員会
平成25年3月25日に開催された第39回理学委員会

して，敢えてそのまま掲載した．また，評価コメントに

にて，平成24年度プロジェクト評価を行った．以下の
プロジェクトについて各代表者から報告を受け，質疑応
答の後，委員が評価表にコメントを書き込む方式で，評

対するプロジェクトからの回答があった場合には，それ
らも記した．

1、SPICA

価を行った．

プリプロジェクト：

1A プロジェクトの現状
・リスク低減フェーズの導入

SPICA
打ち上げを目指し開発中のもの：
SPRINT−A，

ERG，

CAL，ET，

ASTRO−H，

BepiColombo

一

平成24年度に運用またはデータ処理を行ったもの：
IMAP，

GLIMS，あけぼの，

ので，あかつき，MAXI，

GEOTAIL，すざく，ひ

て，開発移行の判断の前に充分にそのリスクを低減
するために，新たな「リスク低減フェーズ（RMP）」

SMILES

その他のプロジェクト：

観測ロケット，科学データ公開
なお，「れいめい」については，第39回理学委員会に
先だって理学観測終了審査を実施し，その中でプロジェ

を設けた．

・進め方と経緯

一フェーズ＃1（RMP＃1）：活動は平成24年7月末ま
でで終了．その後，宇宙研内の評価を経て，12月の

クトの評価を行ったので，年度評価は行わなかった．

各プロジェクトにはあらかじめ，以下の項目について
の報告を要請した．

1．プロジェクトの目的・概要・全体計画
2．プロジェクトの目標（成功基準）

JAXA！HQレビューにて，所期の目的を達成したこと
を確認．

・主に机上検討・解析により，主たるリスク要素につ
いて，リスク低減活動を行う．

・主たるリスク項目：ミッション部熱構造，指向擾乱
管理，電磁波干渉，観測機器

3．プロジェクトの現状

4．平成24年度の課題

ASTRO−G計画から得られた教訓を生かし，ミッシ
ョンの成否に大きな影響を与えるリスク要因につい

一フェーズ＃2

（RMP＃2）：計画案は，宇宙研内の評

5．平成24年度の活動・業績・成果

価を経て，12月のJAXA／HQレビューにて承認

6．評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

月から開始，現在実施中．

7．平成25年度の計画

1

・RMP＃1の成果を受け，試作・試験活動を含めて，
詳細なリスク低減活動を行う．

ここでは，各プロジェクトからの報告の概要（上記3

・主たる試作・試験項目：トラス分離機構，材料物性，

から6）をまとめるとともに，評価に関係する質疑応答

擾乱分離機構，能動制御等

も記した．評価コメントは，質疑応答および評価表への
記載の集計に基づいている．なお，同様の主旨の評価コ
メントはまとめ，委員によっては反対の主旨のコメント
もあったが，理学委員による多面的な評価を示すものと

1．2

平成24年度の課題

・第32回理学委員会（平成23年8月1日）に出さ
れたMの処置状況について，第36回理学委員会
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一学術会議／天文宇宙物理分科会で，マスタープランに

したものの確認を受けた．

ふさわしい計画として推薦されたことは重要
一技術課題を良く識別し解決しようとしている．リス

1．3

平成24年度の活動・業績・成果

ク低減フェーズを実施し，概ね課題に応えた．フェ

・リスク低減フェーズ活動を2段階にわけて実施して

ーズ＃1を終え予定通り＃2に移行したことは評価で
きる．

いる．

一リスク低減フェーズ＃1（RMP＃1，主に机上検討）

一チーム側は十分に活動をし，着実にステップを踏んで

を，平成24年1月から7月にかけて実施し，所期

きた．しかしJAXA内部，宇宙研内部で十分な手当て

の目的をほぼ達成した．

ができていない．特に体制整備をチーム努力にゆだね

−RMP＃1の成果に基づき，リスク低減フェーズ＃2

ている部分があることには問題と限界がある．

（RMP＃2，試作を含む）の計画を作成し，宇宙科学

・問題点への取り組み

研究所内の評価を経て，平成24年12月にJAXA／HQ

一着実に進んでいるように見えるtミッションとして

にて承認を受けた．これを受け，1月よりRMP＃2

認め早急に立ち上げてほしい．今後については，日

の活動を開始した．

一上記の技術的活動に加えて，「SPICA推進チーム」

本側の予算保証を早く．

一宇宙研工学のサポートを増やすことは，成功しつつ

を立ち上げ（3月1日設置），SPICAのプログラム的
な推進を行っている，

あるのか？

一リスク低減フェーズの活動が「順調に」進んでいる

・研究成果を，学術論文として発表した．

のでは，リスク低減フェーズを設けたことや，リス

一査読論文6編（研究開発論文と観測成果の予測論文

ク低減フェーズで解決すべき課題の設定が適切であ

とを含む）

一

SPIE発表論文28編（研究開発論文が主体）

ったか検討すべきではないか．

一推進チームや学術会議での議論は結構だが，TMT

・コミュニティにむけ，各種のSPICA研究集会を開催

が建設されるほか光赤外分野での多くのプロジェク

トが進行し始めた状況下で本当にSPICAをコミュ

した，

・開発進捗状況を，チーム内での会合により確認した．

ニティが負えるのか再検討が必要ではないか．

一大型プロジェクトゆえのはじめて経験するような問
1．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

題も多いかと思われるが，コミュニティとしてしっ

・大型の科学衛星計画を確実に進めるために，技術開
発，プログラム的側面の両者から，系統的な活動を
進めている．

かり対応していけるとよい．

−JAXAにおいてSPICA推進チームが設定され，進
捗が見られる．RMP＃1からRMP＃2に進展した点

・重要な研究成果をあげそれらを発表した．

は評価できる．ただし，RMP＃2のスケジュールは
非常にタイトで心配である．また，全体のスケジュ
ールにも見直しの必要はないだろうか，報告による

・コミュニティとの緊密な協力を進めている．

・国際パートナーとの確実な協力を進めている．

とSDRが平成25年末に設定されているが，当初予
1．5

定（第35回理学委員会資料，見直し中の表記あり）

質疑応答

Q

理学委員会へのMへの回答は？

からすでに1年程度の遅れとなっているように見え

A

詳しい回答は6月に理学委員会に提出した資料に

る．これは，2022年とした打ち上げ目標に対してマ

記載している．年度末報告では，まとめだけを述べ
た．

Q
A

学術会議での取り組みは？
学術会議で大型のマスタープランの進行が進んで

ージン内だろうか．

一プロジェクトとして努力はされているようである
が，研究所として人的リソースの長期プラン（人事
整備計画を含む）が必要のように思われる．少なく

いる．天文宇宙物理分科会で強く推薦されている．

ともプロジェクトとなる際には，それが不可欠のよ
うに思われる．

1．6

評価コメント

2．

・ミッション開始時からの準備状況

SPRINT−A

一長期の開発期間に相応しい成果があがり，準備が進
められている．

一成功すれば後半で大きな科学成果が期待される．

一これはミッション提案者だけの責任ではないが，計
画が膠着状態にあるように見える．

・今年度の準備状況

2．1

プロジェクトの現状

・平成21年にプロジェクト移行後，基本設計確認会，
詳細設計確認会をサブシステムごとに実施した．平

成23年8月に詳細設計確認全体会を実施した．

・平成24年1月から5月にかけて一次噛合せ試験を
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2．6

実施した．

・平成24年8月に総合試験を開始した．単体環境試
験を実施し，12月に熱真空試験，2月に機械環境試

評価コメント

・ミッション開始時からの準備状況

験を実施した．環境試験前後でのアライメント測定

一確実な開発が進んだ．ほぼスケジュールを守って打
ち上げにこぎ着けたことは重要である．

し，許容値内に含まれることを確認した．現在最終

・今年度の準備状況

電気試験実施中．

一順調に衛星の開発（一次噛合せ試験完了，総合試験

・平成25年8月（観測要求からくるデッドライン）

開始）が進んでいる．

−HST，

に打ち上げ予定．

SUZAKUなどとの計画を推進し，ビジビリテ

ィを高めたことが評価できる．

2．2

一小型でユニークな観測をしようとしてもなかなか世

平成24年度の課題

・一次噛合せ試験を引き続き実施する．

界に知らないことが多いが，International

・その後，各サブシステム環境試験を実施，システム

Fellowの協力で，

全体の総合試験（電気試験及び環境試験）を実施す

Young

Top

Hubbleとの協調観測が採択された

ことは評価できる．

・問題点への取り組み

る．

・初期運用詳細と定常観測運用計画の検討を進める．

一流出量の上限量を決めると言うが，どのくらい流失

量の実値に近づくことができるのかわからなかっ
2．3

平成24年度の活動・業績・成果

た．

一ロケットとの噛合せなどは，時間的に大丈夫か．あ

・一次噛合せ試験を完了した．

と，問題点ではないが，極端紫外を用いた宇宙観測

・フライトモデルを製造し，サブシステム環境試験お

の，今後の発展や長期展望が見えると良い．

よび較正試験を完了した．

・システム総合試験は平成24年8月から予定通り実

，

一打ち上げロケットの準備状況は？

一打ち上げが遅れた場合のサイエンスインパクトを整

施中．

・2本査読付き論文が出版された．5本の国際学会発

理して欲しい．

表，10本の国内学会発表を行った．

3．ERG

・3月20日一21日第二回EXCEEDサイエンス会議を
開催した．

・平成25年1月にハッブル宇宙望遠鏡

3月にすざ

く衛星との木星協調観測プロポーザルが受理され
た．

3．1

プロジェクトの現状

・平成24年8月より搭載機器ならびに衛星システム
の基本設計をすすめ，平成25年2月中旬より観測

・観測運用計画を進め，複数の共同観測を検討中．

機器，サブコンポーネントの基本設計確認会を実施

・Space

してきた．

Science

ReviewにEXCEEDの特集号について

編集者了解を得た．

2．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・一次噛合せ試験からサブシステム環境試験を経て，

・平成25年3月14日に，衛星システム基本設計確認
会を開催，平成25年3月中にEM製造ならびに詳
細設計への移行を終了する予定．

・スウェーデンから提供予定の観測機器は，先方の諸

総合試験をほぼ計画通りに実施し，タイトな開発ス

般の事情により提供が困難となり日本側で製作する

ケジュールを保持している．

こととなった．一方で，台湾・成功大学とISAS間
では協定が結ばれ，当初の予定通り低エネルギー粒

・ハッブル宇宙望遠鏡・すざく衛星との協調観測が採
択された．

・複数の共同観測提案を調整中．例：VEX（欧州金星

子観測機器が台湾から提供される見込みである．

・基本設計結果として，衛星全体重量が超過となって

探査衛星：粒子観測），チャンドラ衛星（X線），

おり，早期に対策案を策定し，対策案について平成

SUBARU（地上望遠鏡）など．

25年5月頃の設計会議にてプロジェクト内で合意を
とることとしている．

2．5

質疑応答

・平成24年8月に打ち上がったVan

Probes

（NASA）とサイエンスにおける協力体制を作りつつ

Q：データポリシー，データ処理，公開の状況は？
A：C−SODAのリフォー一マターで衛星の生データから

Allen

ある．

物理量に変換を自動化して行う予定．一年間は自分
たちで解析し，その後は，データをオープンにした
い．

3．2

平成24年度の課題

・基本設計を実施し，ミッション・システム要求なら
びに衛星全体としての成立性を確認する．

This document is provided by JAXA.
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・BBM等の評価を実施し，その結果を基本設計に反映

海外からのジオスペース探査衛星に対する期待の表
れと考えている．

する．

・EMC対策について検討し，サイエンス要求に対して
必要な対策を，コストを考慮しながら基本設計に反

3．5

質疑応答

Probes他）との同時観測実現

Q：ミッション期間はどのくらいを想定しているか？
どのくらいの期間で成功基準を達成できるのか？

に向けて，打ち上げ時期（平成27年12月）をキー

A：ノミナルミッション期間の約1年間において，複

プするために，基本設計を終了し，平成25年3月
までに基本設計確認会を実施して，EM製造着手な

数回（2〜3程度）の宇宙嵐時の観測を想定している．

らびに詳細設計への移行を完了する．

おいても，波動粒子相互作用による加速等の観測は

映する．

・海外衛星（Van

Allen

また，オーロラ爆発を伴う小規模の宇宙環境擾乱に

・名古屋大学STE研に設置予定のサイエンスセンター

実施可能であると判断している．以上をふまえ，ノ

（仮称）において，地上・衛星データをシームレスに

ミナルミッション期間においてt所期の成功基準の

取り扱える解析基本ツールの開発を行う．

達成を目指している．

Q：Van

3．3
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・観測機器の一部でBBMを製作し，センサー等が性
能要求を満たすこと，あるいは問題点を明らかにし，

Allen

Probeがすでに活躍し始めているが，

ERGしかできないこと，あるいはERGが加わるこ
とによってよりわかる，と言うことは？

A：先行するジオスペースミッションであるTHEMIS，

機器の設計に反映していくこととした．

およびVan

・基本設計確認会を実施し，EM製造・詳細設計へ移

Allen

Probesの観測ネットワークにERG

が加わることにより，ジオスペースの多点（複数の

行できる予定である．

地心距離，地方時）での同時観測が可能となる．ジ

・3編の査読付き論文が出版された，5件の国際学会

オスペースには，各地点によって特徴あるプラズマ
波動が出現し，高エネルギー粒子のダイナミクスに

発表を行った，5件の国内学会発表．

・地上データ，衛星データをユーザーが簡単な操作で

影響を及ぼしており，それらの点を同時に観測する

可視化することが出来るツールの開発を行い，コミ

ことは重要である．また，プラズマシートからの粒

ュニティーに対して提供を開始した．既存の衛星デ

子注入など，ジオスペースにおけるプラズマ流の流

ータを利用し先行的な研究を行える環境が整いつつ

れ，それに付随して発生する現象を解明するために
も，複数点観測のもつ意義はきわめて高い．現在，

ある．

・2回の拡大サイエンス会議を実施し，地上観測，シ

Van

Allen

Probesとwhite

paperの立案作業を進め，

ミュレーションとの共同研究立案，ならびに他分野

多点観測によって，成果を拡大する科学戦略の詳細

（宇宙線）との意見交換を行った．

を検討している．

一方，波動粒子相互作用解析装置（WPIA）は，
3．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

ERG衛星で新たに開発・搭載される機能である．こ

のWPIAによって，世界に先駆けて，プラズマ波動
の励起，波動粒子相互作用過程の定量的解明を行う

・強放射線環境下での粒子計測にむけて，Geant4を用
いた詳細シミュレーションを行うことにより，バッ
クグランド粒子となる高エネルギー電子の影響を評

ことがあり，競争力がきわめて高い成果を創出する

価し，観測機器の筐体厚を最適化することにより，

ことが期待される．

必要とするデータが取得出来ることを示せた．

Q：放射環境は厳しいと考えられるが，素子の耐性な

・EMCの影響を詳細に検討・評価し，基本設計での対
応ならびに問題点の明確化を行い，詳細設計にむけ
た対応策の検討を実施できた．

・厳しいスケジュールのなかで，重量超過の問題はあ
るものの，衛星システムの成立性を示し，基本設計

どは解決済みか？

A：Passiveなシールディングで逃げているが重量増と
の兼ね合いで設計を進めている．

Q：テレメトリを増やす努力は？
A：深宇宙なので，異なる経度にアンテナが必要．科
学協力の中で，海外局の利用を考えている．

を終了し，EM製造・詳細設計に進むことができた。
・プロジェクトの立ち上がりが当初の予定よりも遅れ
たが，基本設計フェーズでのマージンの中で基本設

3．6

評価コメント

計を終了し，打ちLげに向けたスケジュールをキー

・ミッション開始時からの準備状況

プしている．

一出発点では混乱があったが，いちおう収束し，進み

・Van

Allen

Probesとの共同研究についてジオスペー

ス探査衛星のデータ取得を前提に準備が進められ，
共同観測に関するwhite

paperの立案が始まるなど，

つつあると判断する．

一プロジェクト化までに時間がかかったが，その後は
確実にプロジェクトを進めている．

This document is provided by JAXA.
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一資金面などの計画に困難がある．

傍において，粒子・磁場計測器による位相空間密度

・今年度の準備状況

の動径方向分布の時間変化を計測し，放射線帯高エ

一着実に進めている．基本設計を終了しスケジュール

ネルギー電子の外部供給・内部加速を切り分ける．

→

をキープしている．

放射線帯の加速機構の主要因が外部供給か，内

部加速のどちらが支配的なのかを明らかにするこ

一開発論文の出版，他のミッションとの国際協力の進
行などが評価できる．

と．

一地上システム（データセンターなど）の準備もおこ

一重量超過問題について：

重量超過に対するフォールバックプランを策定し，

なわれているようでよい．

インターフェース重量に収まるような方法とその採

一かなりタイトなスケジュールとの印象である．重量

用手続きについて，サイエンスコミュニティーを含

増加が解決できるか。

一海外機関担当機器が供給されないことに適切に対応

めて合意形成することで対応している．

一スウェーデンからの機器提供撤退の影響について：

した．

・問題点への取り組み

日本で同様の機器を製作し搭載する．製作する機器

一観測期間と科学成果の関係が不明確，プロジェクト

を2台とするのみであり，技術的な問題は無い．

の成功基準が定性的である．「同定⊥「理解⊥「切り

一作業計画について：

マイルストーンを設定し，各期間での進捗状況の確

分け」とはどういうことか？

一成功基準は簡単に変えられないが，定量的な基準を

認・遅延に対するキャッチアップ対策を行い，打上

新たに設けるべきではないか？内部磁気圏について

スケジュールをキープできるようにすすめていく．

はすでに多くのことがわかっているので，より定量

−EMC対策について：
補足：EMC基準・管理書を制定し，各コンポから管

的な成功基準が言えるはずである．評価基準をより

理している．衛星全体のEMC試験も試験計画に含

定量的にし，情緒的表現を避けたほうがよい．

一本来の「小型」の範囲を逸脱してしまった．このミ

めている．

ッションを，宇宙科学の全体計画の中でどう位置づ
けるのか．「宇宙科学プログラムの進め方改善」など

4．CALET

を生かしてプロジェクトマネジメントをうまく進め
4．1

ていって欲しい．

一「重量超過の問題はあるものの，衛星システムの成
立性を示し，基本設計を終了」とのことだが，問題

プロジェクトの現状

・平成22年に開発移行し，JAXA（有人宇宙環境利用
ミッション本部）が早稲田大学・ISS科学プロジェ

クト室，ASI（イタリア宇宙機関）及びNASAと共

を解決せずに進めて大丈夫か．

一スウェーデンからの機器提供撤退の影響は，日本で

同して開発を推進している．現在は基本設計を完了

の製作および日台協定による台湾からの別機器提供

し詳細設計を実施中である．現在，各メーカ毎にコ

ンポネントの詳細設計審査（CDR）が終了し，フラ

で本当に解決されるのか．
一多数の課題を抱えており，作業計画の現実性が弱い．

今後遅延が生じるリスクが大きいのではないか．

イトコンポネントの製作・試験を部分的に実施して
いる．

・JAXAにおける総括CDRが平成24年12月に行われ

−EMC対策は万全か？

たが，一部国外メーカ部品（キャパシター）の不具
3．7

プロジェクトからの回答

合の処置とそれに伴うスケジュール調整のため，デ

一プロジェクト成功基準の記述（同定，理解，切り分
け）についての解説：

・波動粒子相互作用による相対論的高エネルギー電子
の加速機構を同定する．

→

観測されたプラズマ

波動（MHD，ホイッスラーモード波動）が，加速を
引き起こすことができるかどうかを特定すること．

・規模の異なる宇宙環境変動下でプラズマ総合観測を

ルタ総括CDRを平成25年2月に実施再デルタ総
括CDRを同3月に完了する．スケジュール調整に
より，平成26年夏期の打ち上げ予定の変更は必要
ないと判断されている．

・国際協力として，日米伊のサイエンスチーム間にお
いて，Data

Process

and

Analysis

Plan（DPAP）に関

する協定書を作成し，各国研究者の任務分担を規定

行い，地上観測・モデリングと組み合わせて，太陽

している．そして，国際共同研究推進のため，サイ

風条件と発動する加速機構の関係を理解する．

エンスチーム会議を随時開催している．

→

太陽風の状況によって発現する加速機構が異なる可

・イタリアは，JAXA−ASI間の取り決めにしたがって搭

能性を調べ，太陽風構造と加速機構との関係を明ら

載用高圧電源（HV）の製作を担当しており，

かにすること．

の提供に引き続いて，ガンマ線バースト検出器
（CGBM）のHVモジュールPFM品とカロリメータ

・規模の異なる宇宙環境変動下の内部磁気圏赤道面近

EM品

This document is provided by JAXA.
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用HVbox−01（PFM予備品）が提供されている．平
成24年4月中にHVbox−02（PFM品）が納入される

・現在装置開発段階のため，全体計画と装置要素技術

予定である．このため，Technical

一査読付き論文：

2編（IEEJ，

一国際学会発表：

COSPAR

一国内学会発表：

その他，一般講演 4編
日本物理学会 17編

Interface

Meeting

（TIM）が必要に応じて日伊で開催されている．

開発の内容を中心に以下の業績・成果をあげている．

・米国は，JAXA−NASA間の取り決めにより，コンポ

ネントの試験ほか，BBMやEMを用いたCERNに

JAXA−RR）

3編

おけるビーム照射実験等において主要な貢献をして

日本天文学会

いる．平成24年度には，9−10月と1−2月の2回に亘

宇宙科学シンポジウムロ頭発表

1編

って，CERNでの熱構造モデル＋前置回路BBMを

1件ポスター発表6件

用いた実機に近い装置による性能検証実験を実施し

その他
演

ている．

一修士論文：
4．2
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招待講演

2回

一般講

3回

6編

平成24年度の課題

・JAXAでの統括CDRを終了し，それまでに以下の各
コンポネント毎にCDRを実施して， PFMの製造を
開始している．

4．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・詳細設計が終了し，フライトコンポネントの製作・
試験を実施中である．

・イタリア側からのフライト用高圧電源の年度内支給

・平成26年の「こうのとり」5号機での打ち上げに向

については，CGBM用HVモジュールPFM（3式）

けて，開発スケジュールの見直しにより，開発が進

とカロリメータ用HVBox−01（PFM予備品）は支給
が完了しているが，カロリメータ用HVBox−02（PFM

捗している，

・宇宙科学研究所・ISS科学プロジェクト室は，

MAXI

品）は，平成25年4月になる．ただし，この遅延

など先行ミッションの開発経験を生かし，サイエン

によるスケジュール調整はすでに完了している．

スチームとして地上運用システム，軌道上運用計画

・CALETミッションデータ解析センターの構築（早
稲田大学）はハード面では予定通りに行われており，

において中心的に開発の技術支援を行った．
・Ferrni／LATとAMS−02は電子・陽電子観測において，

平成25年度に完成できる．データ解析ソフト及び

1TeV以下の領域で観測を実施しているが，

QLシステムの開発及び国際研究チームによる軌
同開発についても，スケジュールに沿った開発が実

はこれまで未知のTeV領域での近傍加速源の検出
と暗黒物質の探索を主要な目的としている．1TeV
以下の領域においても，先行観測に比べてエネルギ

施されており，引き続き開発を継続する．

ー分解能，電子識別において優れた性能を持ち，相

道上運用の検討及びデータ解析用ソフトフェアの共

・つくば宇宙センター内のUser

Operation

Area（UOA）

におけるCALET運用システム構築のため，JAXAに
おいてRFPが実施され今年度中には担当メーカが
決定する予定であり，早大側センターとの囲調整

CALET

補的に科学観測目標を達成できる．特に近傍加速源
や暗黒物質に関連する電子・陽電子の過剰成分の観
測に優れた性能を持つ，

・CALETは，現在装置開発段階にありサイエンスに

等を開始する．

関連する論文は少ないが，CERN−SPSにおける熱構i
造モデルを用いたビーム実験などの開発に関する報

4．3

平成24年度の活動・業績・成果

・平成24年度は，各メーカにおける詳細設計結果に
基づいて，JAXA／PI側との共同開発体制のもとで
PFMの製作・試験を実施した．

・装置熱構造モデルとFECのBBMを用いて， CALET
実機と同構造のモデルにより，CERNにおいて，国

告論文は活発に行っている．

4．5質疑応答
Q コンデンサの問題はできるだけ水平展開して頂き
たい．

A：米国製の低圧用積層セラミックコンデンサ．JAXA

際研究チームによるビーム照射実験を2回に亘って

内で使用実績がなかった．搭載数の1％程度が短絡

実施した．この試験では，PFMと同構造の装置を用

故障しており，日本製に全部交換した．これが，ス

いることにより，陽子，原子核（ヘリウム〜鉄），電

ケジュールの遅れ（三か月）の原因となった．必要

子の各粒子に対する観測性能の実証実験を行い，シ

だったらより詳しい資料を出せる．

ミュレーション計算との一致性の確認を行った．

・イタリア側とのHV開発に関するTIMを日伊におい
て実施して，今後の開発スケジュールに整合した
HVシステムの支給を受けることが可能になってい
る．

4．6

評価コメント

・ミッション開始時からの準備状況

一ISS特有な進め方の良い点や難しい点が，理学委員
会の中にも共有されることが望ましい．
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比較することで，衛星の低熱歪設計が確認できた．

・今年度の準備状況

一一 狽ﾌ不具合による遅延を除いて，予定通り進行し，

・筑波宇宙センターの13mチャンバーにて8月に衛
星システムTTM試験を，9月に固定式光学ベンチ最
上部のトッププレートTTMと伸展式光学ベンチの

詳細設計を終了した．積層セラミックコンデンサの

ソーラー・一光照射試験を実施現時点で熱設計に大き

一非常に厳しいスケジュールの下で準備を進めたこと
は評価できる．

な課題は発生していない．

不具合は克服しつつある．

・望遠鏡のサーマルシールド（FM）の音響試験，

・問題点への取り組み

一セラミックコンデンサの不具合は，ぜひ知見として
水平展開していただきたい．

一キャパシターの不具合による約3か月の遅れを技術

SGD

のEMの熱バランス試験と音響試験を実施．
・EM Dewarを用いたマイクロカロリメータのエンジ
ニアリングモデル（EM）を含め，各搭載機器のEM

的に確実に取り戻せるのか．スケジュール再調整と

を使った試験を行い，フライトモデル（FM）製造

着実な進展が期待される．

がはじまっている。

・硬X線望遠鏡1台が完成，SPring−8を用いたキャリ

5．

ブレーションを行った．

ASTRO−H

・軟X線望遠鏡1台が完成（NASA），
5．1

プロジェクトの現状

JAXAに輸送さ

れた．

・光学ベンチ，衛星下部構造，サイドパネルなどの構

・筑波宇宙センターで行われる一次噛み合わせ試験に
向けた地上系を新たに設置．

造体について，pFM（試験後，搭載品として扱われ
る）を用いて，1）熱変形試験（平成24年4月一6月），

・微小擾乱試験およびシステムMTMに向けた衛星構

2）システムTTM試験（平成24年6月一8月），3）

体の改修を行い，2月一3月に微小擾乱試験を行った．

トッププレート太陽光照射試験（平成24年8月一9
月）を筑波宇宙センターにて実施．ASTRO−Hの高
い指向性能要求を確保する上で，懸念であった熱構
造設計について，その妥当性を検証中．現時点では

・コンフィギュレーション管理と課題共有のため5月，

大きな問題は見つかっていない．

・日本天文学会年会（3月）でASTRO−Hの特別セッ
ションが開かれ，講堂が満員になるほどの盛況であ

・EM Dewarを用いたマイクロカロリメータのエンジ
ニアリングモデル（EM）を含め，各搭載機器のEM
を使った試験を行い，フライトモデル（FM）製造が

10月，2月に設計会議をおこなった．7月にケンブ
リッジ大学で，また2月に筑波宇宙センターでサイ
エンス会議を行った．

った．X線天文ばかりではなく，広い分野から期待
されていることが示された．

・ヨーロッパ天文学会年会（EWASS）において

はじまっている．

ASTRO−Hの特別セッションが開かれた．

・硬X線望遠鏡1台が完成，SPring−8を用いたキャリ
ブレーションを行った．

・SPIE

Space

traviolet

5．2

平成24年度の課題

Telescopes

to

and

lnstrumentation

2012，

Ul−

Gamma−rayにおいてASTRO−Hのセッシ

ョンが作られた．

・CDR1の範囲の機器に対してFM製造に着手する．

・光学ベンチ，サイドパネル，衛星下部構造など，

ASTRO−Hの構造体の搭載品が完成し，それらを用

・下部構造，光学ベンチ，サイドパネル，HXIプレー

いて，熱変形試験，TTM試験微小擾乱試験など

トなどバス系構造機器のPFMを用いた熱変形，
TTM， MTM，擾乱試験を行い衛星の成立性を確認

を実施することができた．

・軟X線硬X線の望遠鏡がそれぞれ，一台ずつ完成

する．

・地上系システムの構築を開始．

したHXI（硬X線イメージャ），

・打ち上げ前キャリブレーションの計画をたてる．

検出器），SXI（軟X線イメージャ），

・パイプラインソフトウェア，解析ソフトウェァ等，

分光検出器）の4つの搭載装置について，FMとほ
ぼ同等のEMが完成し，それを用いた試験を行う

開発開始・ユーザーサポート体制構築開始．

SGD（軟ガンマ線
SXS（軟X線、

ことができた．

5．3

平成24年度の活動・業績・成果

・システムCDR1に引き続き，熱制御系サブシステム

CDR1をTTM試験開始前確認会として開催．残っ
ていたバス系のコンポーネントCDR（HCE，

BCCU，

SMU，

PCU），姿勢系CDR2を実施

・5月から6月中旬にかけて，衛星熱変形試験を実施
した．あらかじめ数学モデルによって予測した値と

5．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・我が国の主導のもと，大規模な国際協力で行われて
いるASTRO−H計画において，課題を明確にしつつ，

詳細設計作業，FM製造作業を進めることによって
平成27年度打ち上げ目標のスケジュールを確保す
ることができている．
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加し，耐環境性等の確認を行う．

・それぞれの搭載機器に対して，詳細設計に関するレ

ビューが行なわれ，適切なタイミングでFM製造に

・FM（フライトモデル）の総合試験を開始する．

移行している．

・MMOの電気試験モデル（EM）を用いて， ESA側が
開発したモジュールとの組み合わせ電気モデル試験

・打ち上げまでを見据えたリソース配分を管理し，プ

に参加し，ESA側モジュールとのインターフェース

ロジェクトを進める上で適切な対策を講じている。

の確認を行う．

5．5

・ESA側Spacecraft

質疑応答

Q

カロリメータのmicro

vibrationについて，対策に

・ESA側プロジェクトと定期的に会合を持ち問題点・
進捗状況などの情報交換・共有を行う．

は抜本的な改造は必要か？

A

CDRに参加する．

原因が不明な部分がある．単体でアルミの板に置
いた場合と，衛星上でフル装備の状態で違う．宇宙
に行ったらまた違うかも知れない．その違いの原因

6．3

・MMOの構造試験モデル（MTM）を用いて，

ESA側

開発モジュールと組み合わせた構造モデル試験に参
加し，耐環境性能等の確認を行った．

をクリアにしてマージンを確保したい．
5．6

平成24年度の活動・業績・成果

・FM（フライトモデル）の総合試験を開始した．

評価コメント

・ミッション開始時からの準備状況
一打ち上げは延期されたが，長期にわたってしっかり
と準備が進められている．

・MMOの電気試験モデル（EM）を用いて， ESA側が
開発したモジュールとの組み合わせ電気モデル試験
に参加し，ESA側モジュールとのインターフェース
の確認を行った．

・今年度の準備状況

一非常に複雑なシステムながら，着実にPFM，

EM試

・ESA側Spacecraft

CDRに参加した。

・ESA側プロジェクトと定期的に会合を持ち問題点・

験を進めている．

一難しい衛星（12mの焦点距離をもつ望遠鏡）の熱構

進捗状況などの情報交換・共有を行った．

造の実証実験が着実に進んでいることは大きい，

一カロリメータなど難しい問題を乗り越えていくこと

6．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・MESSENGERの水星周回軌道投入から約2年たち

が期待される．

一冷凍機の振動擾乱が問題となっており，早急な対応

様々な観測により，新たな知見が得られているがそれ
に伴い新たな問題点・疑問が次々と見つかっている．

が求められている．

・それらの問題点・疑問の多くはBepiColomboの観測

・問題点への取り組み
一マイクロカロリメータの微小振動の問題が，早期に

により始めて解明されると考えられている．

・総合試験を開始し，ESAへの引渡しに見通しがつい

解決できることが必須である．

一打ち上げが平成27年になったことによる大きな支
障はないか？かなり大きなミッションだが準備に要
するISAS以外からの予算の手当についてはどうな

た．

6。5

質疑応答

Q：MESSENGERで解けないが，

っているか？

Bepiで解けるとい

うような問題の例は？

6．
6．1

A：MESSENGERは数100 keVの高エネルギー電子を
検出した．一方で，MESSENGERは太陽方向にSun

BepiColombo

shieldがあり，太陽方向が見えないため，粒子（イ

プロジェクトの現状

・BepiColomboはESAと日本が実施する二機体制の
プロジェクト，日本側が担当するMMOについての

オン，電子）観測に大きな制限がある．波動の観測

もない．MMOはプラズマに特化し，波動，磁場も
電場も計ることができる．ESA側が作る惑星本体の

現状を報告する．

探査機MPOは，

・JAXA側はシステムCDRを昨年度末にクローズし，

MESSENGERよりも惑星の探査に

優れた軌道を持つ．

FM製作を行った．
・昨年度終了した一次噛合わせに引き続き，今年度は
単体の環境試験などを行い，2014年4月に予定されて
いるESAへの引渡しに向けて総合試験を開始した．

6．6

評価コメント

・ミッション開始時からの準備状況
一国際協力に伴うスケジュール不定性と，打ち上げウ

6．2

ィンドウの制約という，二重の困難がある中で，着

平成24年度の課題

・MMOの構造試験モデル（MTM）を用いて，

ESA側

開発モジュールと組み合わせた構造モデル試験に参

実に進んできたと評価できる．

・今年度の準備状況
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一若干の遅れがあるが，概ね予定通りに進行している．

−MESSENGERで見出された謎が，

・データ処理システムを構築し，Level−1データの作成
を観測の1日後に行っている．

MMOにバトンタ

ッチされた形になっていて，心強い．

・取得された観測データの較正作業を進めている．

・問題点への取り組み

一国際協力における様々な難しさを，知見として残し

7．2

平成24年度の課題

・打ち上げの実施

ていただきたい．

一打ち上げについて，再度の延期の可能性がある，打

・初期運用によるデータの評価

ち上げについて，ESAのみではなく，日本側もより

・定常運用の実施

議論に参加できることが望ましい．

・測定感度評価の実施

一電気試験モデルのESA側モジュールとの組み合わ

・地上データ処理系の開発と運用

せ試験に於いて仕様の違いによる問題があったとい

・成功基準：ミニマム・サクセスの達成

うことであるが，これが，単にコンタクトポイント

・データ公開に向けた準備

での人的なミスなのか，国際協力ミッションにおけ
るマネジメント上の問題であるのかは，明確にする

7．3

平成24年度の活動・業績・成果

・打ち上げ，設置が行われた．

ことが必要ではないか．

rESAドキュメントの不一致問題は，今回は解決でき
たようだが，今後大丈夫か？今後ドキュメントがク
リティカルになると予想される局面は？

−ESA側との噛み合わせに，注意していく必要がある
と思われる．余裕をもってプロジェクトを推進して

・軌道上においてVISIとEUVIの両機器とも設計通
りの動作が確認された．

・定常運用が開始．連続的な観測が実施された．

・運用計画の検討・立案システムと，観測データの
Level−1データ処理システムからなる地上システム
が開発・運用された．

いただきたい．

・6本の国際学会発表，5本の国内学会発表が行われ
6．7

プロジェクトからの回答

・電気試験モデルのESA側モジュールとの組み合わ
せ試験の問題について：

た．

・平成24年12月26−27日にISS』MAPに関する研究
集会が実施された．平成25年2月28日の大気圏シ

相手側のマネージメント上の問題である．詳細は以

ンポジウムにおける特別セッションにて初期観測結

下の通り．

果について7件の発表を行った．

1．レFに係る仕様に関して，相手側メーカーのバー
ジョンが上がったが，その通知並びに仕様の変更

点に関して，メーカーからもESAからも連絡が無

・ホームページ（http：〃www．iss−imap．org）が作成され
た．

・平成24年10月20日の地球電磁気・地球惑星圏学
会における初期観測結果の発表に関して記者発表を

かった．

2．日本側に事前に送られてきていた1／Fチェック

行った．

用のEGSEは古いバージョンの仕様に基づき製作
7．4

されていた．

3．日本側のEM品も（当然）古い仕様を元に製作
されていた

（FM品も同様）．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・安定した観測が実施出来ている．

・可視近赤外光による宇宙からの超高層大気撮像で障

その結果，国内での試験では問題は発生しなかったが，

害となる，雲からの反射光と町灯り光の除去を，大

ドイツでの相手側EMとの1／Fにおいて，仕様の齪鱈か

気による吸収（762nm）と，背景光画像を用いた較

ら問題が出た．

正（630nm，730㎜）の2つの手法によって行える事
を実証した．

7．

IMAP

・これらにより，これまで宇宙からの撮像では測定出

来なかった50−500kmの水平スケールを持つ大気光
7．1

プロジェクトの現状

構造の撮像に初めて成功し，ミニマム・サクセスを

・平成24年7月の打ち上げの後，初期動作確認が行
われ，平成24年10月から定常観測が開始された．

・大気重力波の全球分布を捉えつつあり，波動による

・可視近赤外分光撮像装置（VISI），極端紫外線撮像装

地球大気の結合過程に迫るデータをそろえつつあ

置（EUVI），ともに正常に動作している．

・観測結果をもとに，装置の観測パラメータの調整な
どを行い，現在，夜側において安定した連続観測が
実施されている，

達成した．

る．

・低地球軌道からのプラズマ共鳴散乱光の連続的な撮
像に成功し，広範囲のイオン分布データをそろえつ
つある．
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・VISI，

EUVIともに，データの感度較正とノイズ除

よりISSからの観測の特徴について議論して行きた

去が進められており，初期的な解析を行う事が出来
るデータが整備された．
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いと考えている．

−762nm酸素分子大気光と背景光600nmの分離につ
いて：

7．5

質疑応答

満月に近い月齢時には雲による月光の反射の影響に

Q

データ公開の予定は？

A

レベル2までできたらデータ公開したい．京大で

より分離が十分に出来ない場合がある．
一大気重力波の全球分布について：

実施するか，宇宙研でもミラーを持つか検討中．

大気重力波が全世界的にどのように分布しているの
か，を観測するということになる．特に，高い山脈

7．6

評価コメント

や台風等の大気重力波の分布への影響を解明する予

・ミッション開始時からの活動状況

定である．

一短期間で比較的スムーズに開発が完了したように見

8．GLIMS

える．

・今年度の活動状況
一打ち上げ，設置，各観測機器の動作の確認が行われ
た．いずれの観測機もデータを着実に集めている．
ミニマムサクセスを達成した．

8．1

プロジェクトの現状

・平成19年のプロジェクト開始以降，全ての審査会に
合格し，平成22年11月にシステム側に納入した．平

成24年2月に全てのシステム試験を完了し，平成24

一科学的意義が理解できないが，着実に進められてい

年7月にH−IIB／tHTV3号機によって打上げられた．

るのではないか．

一安定した観測の実施が達成されており，評価できる．
今後は科学的成果の発表にも期待したい．

・平成24年9月からGLIMSの初期チェックアウト運
用を開始した．

・GLIMS／SHU内部に組込んでいる大容量メモリ

・問題点への取り組み
一酸素イオンの極端紫外撮像はどうなったか？極域の

（128MB

JAXAのホームページに

ROM）のファイルアロケーションテ

ーブル（FAT）が軌道上で破損したため，トリガイ

流出が見られるとおもしろい．

−IMAPやGLISMについて，

FIash

ベントデータを取得できないという不具合が発生し

は初期運用が載っているが，情報発信が不十分．イ

た．しかし，FATを冗長系に切換えることによって

メージングは一般の方に人気がある．ホームページだ

不具合が解消した．現在まで全機器は正常に動作し

けでなく，積極的にアウトリーチを進めて頂きたい，
一データ公開が進むことを望む．

ている．

・初期チェックアウト運用と試験運用を完了し，平成

24年12月20日から定常運用を開始した．

一成果の迅速な発表が望まれる．JAXAホームページ
などを通じて，成果公開にもう少し努力が必要．
一科学衛星に比べ，ISSでの観測にどのような制約／メ
リット／困難があるか，知見が公開されると良い．

・これまでに，500例以上の雷イベントを取得してい
る．詳細解析を進め，スプライト等の高高度放電発
光現象の検出を行っている．

−762nm酸素分子大気光と背景光600nmの分離はい
まのところ分離できているようだが，この分離はど
のような条件下でも大丈夫か？

一データ解析と論文発表を強めていくとよい．大気重
力波の全球分布というのはどういう意味か？

8．2

平成24年度の課題

・GLIMSの運用とテレメトリデータ解析に関する地上
システムの構築
・初期チェックアウト運用，試験運用の実施
・定常運用の実施

7．7

プロジェクトからの回答

一酸素イオンの極端紫外撮像について：

・GLIMS運用情報・イベントリスト等のサマリ作成と
チーム内限定公開，データサーバの構築

83．4nm（酸素イオン）の撮像データも取得出来てお

・地上観測網との連携観測の実施

り，解析を進めている．

・学会等での積極的な成果報告

一アウトリーチ，データ公開，成果発表について：

・ホームページ等を利用した一般人へのアウトリーチ

一般向けの講演なども含めて，アウトリーチ活動を
進めて行く予定である．データ公開を出来るだけ早
くに行いたいと考えている．
−ISSによる制約／メリット／困難について：

8．3

平成24年度の活動・業績・成果

・軌道上でGLIMSを自動動作させるコマンドシーケ
ンスファイルを，ISSの軌道データを基に作成する

他のISS船外プラットフォームからの科学観測ミッ

ツールを構築した．また，テレメトリデータの一次

ションとも協力し，学会での特別セッションなどに

処理（デパケット）ツールと，QLプロットを作成
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・初期チェックアウト運用を実施し，GLIMS全機器の

・ASIMミッションやTARANIS衛星などに先駆けて，
天底観測データの取得に成功した．GL】MSの解析結
果が，これらのミッションにおける課題設定に本質

健全性を確かめた．

・初期チェックアウト運用中に発生した，Flash
ROM／FAT破損によるトリガデータ取得の不具合

・GLIMS関連論文を5件発表，国内・国際学会にて

は，FATを冗長系に切替えることで解決した．冗長

20件の発表，講演会の実施等，積極的に成果公開に

系FATがさらに破損した場合に備え，Flash ROMフ
ォーマットの手順（ODF）を新たに整備した．

・Webパージによる一般人へのアウトリーチを積極的

的に役立つと考えられる．

努めている．

・試験運用中に，雷・スプライトイベント検出に最適

に実施している．

なトリガ閾値を推定するためのパラメタスタディを
行い，最適値を絞り込むことに成功した．

・定常運用移行審査会その（2）をクリアし，平成24
年12月20日に定常運用に移行した．
・定常運用によって得られるデータの一次処理を日々

8．5

評価コメント

・ミッション開始時からの活動状況

一FAT破損に関して，装置の設計上の問題は無かった
か．

継続している．QL作成によりデータの質を評価し，

・今年度の活動状況

GLIMS動作パラメタのチューニングに生かしてい

一FATに障害が発生したが，冗長系に切り替えて解消
し，定常運用に至っている．順調に科学成果が上が

る．

・GLIMSミッションメンバー内でデータを共有するた
めのデータサーバを立上げた．

り始めていて，評価できる．

一地球γ線との相関については，MAXIのデータを活
用できる可能性がある．

・国内外の研究コミュニティと連携し，GLIMSと地上
との同時観測を行う体制を整備した．

・GUMSミッションおよび得られた成果を紹介するホ
ー一・

?yージを立上げた．

一科学的意義が理解できない．
；問題点への取り組み

一FATの破損の原因が，どこまで詰められているの
か．根本原因と対策を計画中のものも含め他のミッ

・GLIMSに関連する査読付き論文を5本出版．

・日本地球惑星科学連合（JpGU）2012年大会におい

ションへ水平展開し，参考知識教訓として広く共

て，GLIMSの特別国際セッションを開催3名の外
国研究者をセッションに招聰．5件のGLIMS発表を
行った．

・上記JpGU2012での発表を含め，20件の学会発表を

有するとよい．

−FATを冗長系に切り替えて運用中とのことだが，こ
れもだめになる可能性がないのか？
一科学目標達成に向かってデータを取得しており，無

行う．うち，3件が国際学会発表．

・平成24年12月22日に，日本機械学会・宇宙工学

事一年以上の観測がされることを望む．

一地上観測や，ガンマ線衛星との連携観測が，今後の

部門・実践セミナー「国際宇宙ステーションからの
スプライト観測」と題する講演会を企画し実施した．

課題であろう．

一スプライトの検出のクライテリアはどうなっている

・GLIMSを紹介するWebページを北大に構築した．

のか？その辺がはっきりしないとフルサクセスの達

・ISASにおけるIMAP−GLIMSの紹介ホームページを

成の判断が不確定になるのでは？

整備中．

8．4

−VLFの検出が2例あるようだが，フルサクセス基準
には含まれていない（エクストラサクセスになって

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

いる）．これは意外な検出なのか，それともあまりに

・初期チェックアウト運用中に，GLIMS／SHUのFlash

ありふれているので「おまけ」（エクストラ〉なのか？

ROMのFAT破損によるデータ取得不具合が発生し
たが，FATを冗長系に切替えることによって不具合
が解消し，定常運用を無事に開始することができた．

8．6

プロジェクトからの回答

・これまでに，500例以上の観測データの取得に成功

一FAT破損に関して：
設計上の問題は無かったと考える．むしろ万一の破

している．今後は，観測イベントを詳細解析するこ

損に備え冗長系を持たせた設計は妥当であったと考

とによって，高高度放電発光現象の発生条件解明に
至ることができると期待される．

・衛星軌道上から雷と高高度放電発光現象を天底観測
するミッションとしては唯一であり，世界の研究グ

ループからGLIMSのデータに大きな期待が寄せら
れている，

える．

−FATの破損の原因について．

FATの冗長系も駄目に

なる可能性について：

軌道上でのシングルイベントによるラッチアップが

可能性高いと考えられるが，EM品を用いた再現実
験が困難であることから，破損の根本原因について
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は明確にできない．冗長系のFATが破損した場合

等はこれからであるが，同時データを利用した放射

は，FlashROMを再フォーマットする手順を踏む．

線帯の理解が進むと期待される．

これによって新たなFATが再構築されることにな
る．すでに再フォーマットの手順は制定済みである．

一スプライトの検出のクライテリアについて：

スプライトの検出に関しては，成功基準の「全球分

9．5

一長期ミッションデー・・一タは，大きな宝である．長年の

布」「水平構造」「分光観測」で定義している．

−VLFの検出と成功基準について：
ミッション提案段階からシステム定義審査（SDR）

評価コメント

・ミッション期間を通しての科学的成果
運用努力および成果創出を評価する．

一打ち上げ以来24年たっているが，未だに多くの成
果が出せている．Van AIIen ProbeやERGとの共同

段階にかけて機器構成を変更した事情があり，追加

観測が待たれる．

となったVLF波動観測に関しては，成功基準をエク

・今年度の科学的成果

ストラサクセスにすることとした．VLF波動の検出

一今も科学的成果を生み出し続けていることが高く評

そのものに関しては，ISSのノイズレベルが低けれ
ば十分可能であると当初から想定していた．

価できる．

一太陽活動2周期分のデータを取得中．機器劣化が進
みつつも，まだ科学的に有用なデータを生み出しつ

9．あけぼの

つある．

一費用と労力をかけないことを徹底しておけば，この
9．1

プロジェクトの現状

まま継続していてもよいと判断する．

・あけぼの衛星は，その軌道の特徴より地球の放射線
帯における滞在時間が長く，24年の間に，共通機器，

・問題点への取り組み

一汎用大型計算機からようやく脱却できたことは喜ば

観測機器共に放射線による劣化を受けている．しか
し，共通機器に関しては，科学的観測を続行する上

しいが，もう少し早くできなかったか．

一きわめて長期の観測で，放射線帯などに関してどの

で致命的な劣化は無い．科学観測機器に関しては，

ような新しい理解が得られたか，やや高い立場から

あけぼの衛星には9種類の科学観測機器が搭載され

のまとめが欲しい．

ている．このうち，現在でも科学的研究に使える質
を備えたデータを出しているのは，t低周波プラズマ

一装置の劣化の進み方や不具合の時間履歴をまとめ，

後続ミッションへの貴重な参考資料としていただき

波動計測装置（VLF），高周波プラズマ波動計測装置

（PWS），電子温度計測装置（TED），放射線モニタ

たい．
一一

@Van

Allen

Probeとの共同観測でどのような新しい理

（RDM）の4つである．これらは，特に内部磁気圏

解が広がるのかを明確にしたうえで，延長審査に臨

の観測の主力となる観測機器である．

んで欲しい．

・定常運用・データ処理を実施している．

・平成22年度末に理学委員会の基で運用延長審査を
受け，平成25年度末までの運用が認められた．

一データアーカイブとそのコミュニティに対する有効
な公開をさらに推進していただきたい．

一平成26年度または28年度の運用停止を議i論中との
ことだが，何が運用停止に関して論点となっている

9．2

平成24年度の課題

のか？

・引き続き，定常運用・データ処理を行う．

一成果が出始めてある程度時間がたっているので，論
文のcitationを調査するとよい．

9．3

平成24年度の活動・業績・成果

・内之浦局およびスウェーデンエスレンジ局で定常的

10．

GEOTAIL

なデータ受信を行った．

・新たな放射線帯モデルを提唱した．

・12本の査読付き論文が出版された．

・1本の修士号，3本の大学卒業の学位論文が出た．

10．1

プロジェクトの現状

・搭載観測機器の状態は良好であり，（経年劣化によ
り観測を終了した一部の機器を除き）打上げから20
年以上にわたって継続して，地球近傍の磁気圏尾部

9．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・長期間のデータを蓄積したことにより，太陽活動・
地磁気活動をパラメータとした精度の良い放射線帯
Allen

・平成24年12月末に搭載データレコーダの1機が故
障し，回復を試みたが，復旧を断念した．1機の故
障の為に途切れない観測データの取得は不可能にな

のモデル化が可能となった．

・平成24年8月にVan

のプラズマの直接観測データを取得中．

Probesが打ち上がり，

放射線帯の多点観測が可能となった．データの比較

ったが，もう1機をフルに運用することで，データ
カバー率は80〜90％程度を実現し，科学観測として
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のダメージを最小限にできた．（従来，2機のデータ

レコーダを交互に運用することでカバー率100％の
時間的に連続したデータを取得していた．）

・上記，データレコーダの以外の衛星システム状態は
良好．

・（データレコーダ故障の処置後も含めて）定常運用・
データ処理を実施している．

・較正が完了（観測後1〜2年）したデータはアーカ
イブ化され，世界中のユーザーに向けて公開される．

・平成24年度は理学委員会の基で運用延長審査を受

け，平成27年度までの運用がNASAのDSNサポー
トの継続という条件の下で認められた．

一今でも年間40−50の論文を出版していることは評
価できる．

一費用と労力をかけないことを徹底しておけば，この
まま継続していてもよいと判断する．
・問題点への取り組み

一きわめて長期の観測で，放射線帯などに関してどの
ような新しい理解が得られたか，やや高い立場から
のまとめが欲しい．

一汎用大型計算機からようやく脱却できたことは喜ば
しいが，もう少し早くできなかったか．

一データレコーダの故障を含み，20年の間に機器がど
う劣化していったかというヒストリーの水平展開が

10．2

平成24年度の課題

・NASAとの協力関係の下に国内局・米国DSN局に
て継続的に衛星運用・追跡管制，データ取得を行う．

（データレコーダ故障に伴うデータ欠損期間を可能

な限り短くできるようにDSNと調整中）
・取得されたデータを公開することで，国際共同観測
の中での役割を果たす．

一これからの観測でどのような新しい知見を期待でき
るのかを明確にして頂きたい．

一データアーカイブとそのコミュニティに対する有効
な公開をさらに推進していただきたい．

一現時点でNASAとの運用協力はどのような点でなさ
れているか？DSNサポートのみか？
一あけぼのと同様成果が出始めてある程度時間がた
っているので，論文のcitationを調査するとよい．

10．3

平成4年度の活動・業績・成果

11．すざく

・NASAとの協力関係の下に国内局・米国DSN局に
て衛星運用・追跡管制，データ取得を行った．

・NASA／GSFCとデータ交換を行い，日米双方で取得
されたデータを共有した．

・平成24年に取得された新規データについては，較
正作業が進行中であり，DARTSからの公開，およ

び，NASAIGSFCにおいて国際標準フォーマット
（CDF方式）に変換されデータ公開される．

・汎用大型計算機からの移行システム（Linux計算機

11．1

プロジェクトの現状

・打ち上げ約1か月後の平成17年8月8日に，X線
分光器の液体ヘリウムを消失．軌道上で7eyの優れ
た分解能を実証したが，宇宙X線の観測には至らな
かった．

・平成17年9月からの試験観測により，高感度広帯
域（O．2

一

600

keV）X．線分光性能を実証平成18年4

によるシステム：軌道決定，姿勢決定，SIRIUS登

月より，国際公募観測開始．これまでに第7期の観

録SI−QLとの珊）を製造完了した．（3月15日に

測まで終了．随時提案を受け付ける突発天体観測枠

納品済）

・GEOTAIL20周年を記念するパーティー・シンポジ
ウムを開催した．

・31本の査読付き論文（国際的論文誌）が出版された．

も設定
・第4期国際公募観測から，すざくの特徴を生かす包
括的な観測プログラムとしてkey
・Chandra衛星（米国，

10．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

projectを設定し

た．

GO5から），

Fermi衛星（米国，

GO6から）IISS繍撒全天X線監視装置㎜

・観測運用を安定的に継続できた．

（平成21年2月から）との共同観測プロジェクトを

・較正済データを順次公開することで，国際的な共同

それぞれ立ちあげ実施中．

観測の中で役割を果たすことができた．

・観測後，一定期間（観測タイプにより即時又は1年）

を経過したデータは一般公開
1

O．5

評価コメント

・ミッション期間を通しての科学的成果
一長期データは価値あるものである．20年にわたるプ
ラズマ理解をまとめてほしい．

・今年度の科学的成果
一データレコーダーの故障があったが，依然として重
要な科学的成果を上げ続けている．

・宇宙理学委員会による運用延長審査を平成20年と
平成23年に受け，平成27年までの運用延長が推奨
された．また，米国の運用サポートについても，平
Senior Review

成20年，平成22年，平成24年にNASA

を受け，平成26年までのサポートが認められてい
る．
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平成24年度の課題

（昨年度の報告に対するコメ

ントから）
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一ASTRO−Hとの同時観測が前回の延長審査の大きな

動機の一つであったと理解しているが，ASTRO−H

・今後の他のプロジェクト（特にX線分野以外）に，

の打ち上げの遅れとすざくの劣化に伴ってどのよう

国際AOの枠組み等，国際協力のノウハウが引き継
がれるように配慮して欲しい．

な影響が出るのかは，整理が必要．

一コンタミネーション，電源劣化について適切に対応

・現在の規模を大きく超えるキープロジェクトを考え
ても良いのではないか．

しているが，lessons

learnedをまとめ，その知識を

今後のミッションのために共有できるようにする必

・公募観測なので仕方ない部分はあるが，広報にも，
一一層の努力を期待したい．

要がある．

一国際的な活動の強化も進んでいる．

一日本人筆頭著者の論文数は増えているだろうか？
11．3

平成24年度の活動・業績・成果

「これぞすざくの成果」と呼べる成果について，さら

・太陽電池発生電力低下へ対応した．

にインパクトがあるものを目指して欲しい．ユーザ

・発生電力低下を考慮して，国際公募観測を実施した．

層の固定化の問題は無いだろうか？

・科学的成果

一

一平成24年度に「すざく」科学的成果による102編

−AO8の観測スケジュールは，観測停止の可能性も考
慮して，サイエンスメリット，すざくの独自性を重

（累積610編）の論文が掲載された．

・博士論文

Self−citationを除くcitationを調べるとよい．

視して行うとよい．

一「すざく」を用いた研究により今年度5人に博士の

一今後の運用経費が課題である．

学位が授与された．これまでに合計47人の博士を
輩出しており大学院教育にも大きく貢献している。

1

2．ひので

（以上は日本国内のみの数）

・論文執筆者と協力してプレスリリースを実施した．

12．1

プロジェクトの現状

・平成18年の打上げ以降，平成19年年末にX帯ダウ
11．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・他の衛星にはない広帯域高感度X線分光観測によ
り，引き続き高い科学的成果を創出している．

ンリンク不安定化する不具合事象が発生し，平成20

年2月よりS帯ダウンリンクへの移行作業を開始し
た．観測機器についても不具合事象はあるものの，

一査読付き論文数，引用数

観測に支障をきたすものではなく，現時点で3台の

一

観測装置は全て，通常観測を行なっている，

key

projectは引き続き特に優れた成果を創出

・打ち上げ7年以上経過し，寿命部品の劣化が顕著に

・宇宙研に到着した観測データはFITS形式へ変換後，

なってきており，運用による対処，国際公募観測募

即時全面公関されている．データアーカイヴセンタ

集への対処を行った．

ーは宇宙研の他，オスロ大に設置されており，これ
以外にも米英に観測機器ごとのデータ検索・提供セ

11．5

質疑応答

ンターがある．

Q CCDのコンタミネーションの状況は？
A ほぼ落ち着いた．ある時期に発生は止まり，ある
ものは減っている．Migrationが起きているのではな
いかと考えている．打ち上げ前のベーキングの結果
と，大きな誤差の範囲では，コンシステント．この
ような例を，理学委員会でLessons

Learnedとして

まとめるべきだと思う．
11．6

評価コメント

・ミッション期間を通しての科学的成果
一国際的に大きな成果が上がり続けている，

・平成22年度末から平成23年度冒頭にかけ理学委員
会の下で運用延長審査を受け，平成23−25年度の運
用延長が認められた．現在，平成26−28年度の運用
延長審査を受けるべく準備中．

・IRU−AZジャイロの出力劣化が顕著となったため，

平成25年1月にIRUAS（Skew）ジャイロへの切り
替えを実施し，正常に観測運用に復帰している．

12．2

平成24年度の課題

・現ミッション延長期間（平成23−25年度）の延長審
査の際に重点観測項目として提示した，（1）太陽活

・今年度の科学的成果

動の上昇にともなう活動現象，特にフレア，の観測

一太陽電池の問題にも関わらず，すばらしい成果を出

と，（2）極域磁場の長期モニター観測，を引き続き

し続けている．

一消費電力をうまくコントロールし，観測を維持し
AO8を発行したことは評価できる。
・問題点への取り組み

進める．

・世界中の太陽研究者に開かれた軌道太陽天文台とし
て，観測提案の受付と実施を行なう．

・S帯地上局の受信機会の確保に努める．
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を実行している．

・前回の年度末報告の評価コメントに対応する．
一日本人主著者論文の増加．

・高空間分解能でベクトル磁場を計測できる唯一の軌

一動画アーカイブへの対応．

道上天文台という強力な特徴を活かし，極域磁場が
どのように反転していくのかを世界で初めてとらえ

12．3

た．（北極では反転進行中．一方，南極は未だ反転せ

平成24年度の活動・業績・成果

・昨年度ひのでSWG（Science

Working

ず．）

Group；国際ひ

定された，フレァ観測および（極域観測等の）コア

・平成24年は84編（10月15日時点）の査読付き論
文が出版された．ほぼ3日に1編のペースを維持し

観測を優先させる観測運用方針を今年度も引き続き

続けており，出版レートは鈍化していない．論文の

保持し，これらを重点的に，観測運用を進めている．

累計総数は平成24年10月15日までで594編

ので科学チームの意思決定機関）会議にて確認・決

・今年度は，ひのでSSC（Science

Schedule

Coordinator）

・本年度はプレスリリースを7件実施した，

委員会によって全18件の新規観測提案を採択した．

また，観測提案に基づく観測を，のべ138回実施し

12．5

評価コメント

・ミッション期間を通しての科学的成果

た．

・S帯地上局の効率的な受信機会確保に努めているが，

一引き続き，すばらしい成果が蓄積している．

今年度も受信経費が一部不足したため（海外有償局

・今年度の科学的成果

分），宇宙研よりプロジェクト経費補填を受けた．

一太陽活動の（弱いながら）極大期に観測が実施でき

・平成24年に発生した金環日食（5月）と金星日面
通過（6月）では，データを速やかに公開できるよ

たことは，重要である．

一確実な成果が出ている．年間100報の論文を出版し

う観測計画を立案し，同日中のプレスリリースを行
なった．

・EPO活動の一環として，全国の高校・公開天文台と
の共同観測キャンペーンを昨年度に続き実施し（観
測提案の1つとして採択），今年度も10（以上）の

ている．

一今後も極域磁場の観測などで成果が期待される．
一アウトリーチでは大活躍である．

・問題点への取り組み
一太陽物理学研究における重要な進展があったかどう
か，やや印象が薄い．また太陽物理学の研究成果が

高校・公開天文台が参加した．

恒星物理学全般に波及していけばすばらしいのだ

・日本人主著者論文の増加を，との昨年度の評価コメ
ントに対して：

一平成22年は18人，平成23年は13人，平成24年

が．

一（問題点ではないが）大量に取得したデータのうち，

どの程度の割合が論文として利用されているのか，

（10月15日まで）は12人であり，米国に次ぎ，英

興味がある．

国と2位争いである．

一今年度，名大STE研にて「ひので」データセンター

一着実に成果をあげているが，日本人主張者論文はま

を立ち上げた．国立天文台ひのでデータセンターの

だ少ない．名大STE研「ひのでセンター」開設は今

バックアップを行うと共に，STE研の太陽・太陽圏

後の科学成果を拡げるうえで評価できる．

データベースとの連携を通して，「ひので」データの

一

Self−citationを除くcitationを調べるとよい．

新たな科学利用への展開を図る．

13．あかつき

・動画アーカイブ，への対応を，との昨年度の評価コ
メントに対して：
一国立天文台・名大の「ひので」データセンターにて，

SOT・XRTのQL動画を公開している（観測開始以
降の各日について）．

一名大「ひので」データセンターにて整備している「ひ

ので」フレアデータベースを今年度公開し，今後
同データベースに動画機能を付加するよう準備検討

13．1

プロジェクトの現状

・平成22年5月に衛星を打ち上げ，同年12月に金星
周回軌道への投入に失敗した．この原因としては，

軌道制御用エンジン（OME）の燃料側逆止弁の動作
不良のために燃料と酸化剤の混合比が設計条件を逸
脱し，ノズルが異常な高温を経て破損した，と推定
される．（宇宙開発委員会に報告）

中．

・今後の軌道制御を姿勢制御用エンジン（RCS）で行
12．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・平成23−25年度の運用延長審査で重点観測項目とし

うことを決定し，平成23年11月にRCSで軌道周期
調整マヌーバを実施，平成27年以降に金星周回軌

て提示した，（1）太陽活動の上昇にともなう活動現

道に再投入できる見通しを得た．（宇宙開発委員会に

象，特にフレア，の観測と，（2）極域磁場の長期モ

報告）

ニター観測，を観測運用の基本方針と設定し，観測

・探査機は当初予定していた金星周回軌道にいる場合
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に比べて近日点が太陽に近い太陽公転軌道上にいる

況を頻繁にツイッターやプロジェクトのホームペー

ため，近日点では当初予定より38％も強い太陽光を

ジで報告するとともに，プロジェクトの状況を講演

浴びる．探査機の表面材の反射率が経年劣化で下が
っていくと，熱入力の増加が深刻な問題を引き起こ

会などで紹介することにより，惑星探査に対する国

す可能性があるため，温度の推移を注視しつつ運用

・平成23年に実施した金星観測と太陽コロナ観測の
データをもとに2編の修士論文が提出された．引き
続きこれらのデータから成果を得るための研究を続

民の関心を引き上げることに努めた．

している．

・平成27年末に改めて金星周回軌道投入を行うため
の複数の軌道制御計画を考案し，それぞれについて

けている．

実現可能性と安全性を検討している．
1

132

平成24年度の課題

・次回の金星周回軌道投入の時期まで探査機の健全な
状態を維持できるよう，引き続き電源系，姿勢系，

推進系等のサブシステムに注意を払いつつ運用を実
施する．

3．5評価コメント

・ミッション期間を通しての科学的成果
一現在，惑星間空間を飛行中に，どのような副次的な
科学成果が得られているのか．

・今年度の科学的成果

・引き続き地上において熱制御材料の紫外線照射試験

一金星周回軌道へ投入する再挑戦の可能性が残ったこ
とは，良いニュースである．

を実施し，熱制御材料の劣化の見通しを評価して，

一軌道再投入に備えた作業を着実に進めている．厳し

長期運用成立性の検証を継続する．

い状況にありながら，最大限の運用を行っている．

・問題点への取り組み
13．3

平成24年度の活動・業績・成果

・およそ200日ごとに訪れる近日点通過のたびに機体
の温度がより高くなっていく様子が観察されている

が，平成24年12月8日の第4回目の近日点通過で
は温度上昇のペースが鈍る傾向が確認された．これ
は地上で行っている軌道上環境を模擬した実験の結
果とも整合しており，次の金星周回軌道投入まで運
用を継続できる可能性が高まった．

・熱入力に対して比較的強い高利得アンテナ取り付け

一高温に晒されることにより，具体的にどんな不具合
が発生しうるか，どの程度の予見が可能なのか．

一現段階でも初期のサクセスレベルを維持できるの
か．もし状況が大きく変わっているのであれば，理
学委員会としては目標とする成果を見直す必要があ
るのではないか？

一平成27年時の再投入機会に対応した運用計画，観
測計画の策定を急ぐ必要がある．
一少ないデータでも論文発表を期待する．

面を太陽に向けた姿勢を保っているため，高利得ア

一再投入の方法，予測についての研究は十分な余裕を持

ンテナを地球に向けることができず，中利得アンテ

って，前倒しで進めるべきである．再投入に向けた努

ナで通信した．回線が細く，限られた量のデータし

力に最大限の努力を払っていただくことを願う．

か送ることができないため，転送するデータの種類
などに工夫をこらした．

・平成27年末に改めて金星周回軌道投入を行うため
の複数の軌道制御計画を考案し，それぞれについて

13．6

プロジェクトからの回答

一惑星空間飛行中の科学成果について：

金星周回軌道投入失敗の直後の金星撮像により，雲

実現可能性と安全性を検討した．平成27年までに

の温度分布にこれまで知られていなかった微細構造

検討を詳細化して最終案にまとめる．

を発見した．遠距離からの金星測光観測により，硫

・平成23年に実施した金星観測と太陽コロナ観測の

酸雲の粒の大きさが従来と異なっていることや，雲

データを解析し，成果を国内外の学会で発表した．

の原料となる物質が惑星スケールの流体波動によっ

現在，これらの成果の投稿論文を作成中である．

て運ばれているらしいことを発見した．太陽コロナ
の電波掩蔽観測を行い，太陽風が太陽表面近くから

1

3．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・探査機は当初予定より強い太陽光を浴びる厳しい状

20太陽半径にかけて増速する様子をこれまでにな
くクリアにとらえ，またコロナ加熱に関わると思わ

況にあるが，熱入力に対して比較的強い高利得アン

れる磁気音波のエネルギーフラックスの分布を明ら

テナ取り付け面を太陽に向けた姿勢を保つなどして

かにした．

探査機の健全な状態を維持し，平成27年以降の金
星周回軌道再投入につなげる可能性を高めた．

・このような運用上の工夫について国内外の学会で報

一高温に晒されることにより予想される不具合につい
て：

最もクリティカルなケースは推薬弁シール材劣化に

告し，惑星探査において我が国が高度な運用経験を

よる燃料の漏えい．他に電子機器や電気計装の故障．

蓄積しつつあることをアピールした．また運用の状

現在熱制御材の紫外線照射試験を行い，熱光学特性の
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劣化の程度を評価しつつ，温度解析を実施している．

一サクセスレベルについて：

金星周回軌道への投入は可能であるが，遠金点高度

が30〜35万kmとなる見込み（当初計画では，約8
万km）．この軌道をベースに観測成果を最大化する
ために投入軌道と観測計画の検討を続けているとこ

科学者によるデータ利用の促進，データ公開の充実
一マニュアルを作成して内部にて試用中．公開に向け
て準備中．

一チーム外著者によるMAXIデータ利用論文が出始め
た．

−X線光度曲線公開323天体（前年は274天体）

ろであり，所期のサクセスレベルに比べてどこまで

一新たに週単位光度曲線を公開開始．（238天体）

を達成できるかを判断するのは時期尚早である．

一キャリブレーションを進めて，オンデマンド公開を
正常運用中の全GSC検出器に拡大．

一軌道再投入について：

平成27年の金星周回軌道への再投入に向けて，軌
道制御計画，ノミナル軌道周りの感度解析，観測計

・科学評価委員会で課された課題の実施：SSCの科学

画等の検討を進めている．1液姿勢制御スラスタ

一バックグラウンド評価を確立，科学論文を出版記

（RCS）を用いた再投入方法を中心に，軌道制御計画
を検討している．「はやぶさ」同様超長期戦のため，

運用担当者への負担が最小限となるよう，運用計画

成果創出
者発表．

・科学評価委員会で課された課題の実施：長期アーカ
イブ開発

一来年度のJAXAプロジェクト研究員を確保．

を立案している．

一アーカイブ仕様の検討および文書整備を開始した．

14．

MAX1

・今年度4個の新天体を発見．
一㎜J1305−704，

14．1

プロジェクトの現状

MAxl

J1910−057，

MAxl

J1647−227，

㎜J1807−228

・観測装置の現状

・ATel（Astronomer

一SSC（CCDスリットカメラ）：昨年度と変化なし．2

一他チームによるMAXI天体に関するATel報告が他
に29件
・GCN CircularへのGRB／XRF報告16件

カメラとも全実時間に対する運用時間は30％で運用
継続中．

一

GSC（ガススリットカメラ）10台で運用（うち，4

s

Telegram）へ24件投稿

・「すざく」との連携観測2件

個については運用時間の制限および低電圧運用）を

一MAXI

実施し．12台中6台のカメラについて，5年以上の

−GRO

残存寿命を確保できる見通し．

・学術論文出版：査読付き論文8編（含受理，他に3

・データ公開．

一約240個の天体のX線光度曲線と全天画像を毎日更
新して公開

一全天の任意領域の光度曲線とスペクトルをオンデマ

J1305−704（新しいブラックホール連星）
J1008−57（異常増光した連星X線、パルサー）

編投稿中），

チーム外著者によるMAXI関連天体の査読論文11
編

・国際学会発表12件．国内学会発表48件，

ンド公開．

・評価・審査

一平成24年3月16日定常運用終了審査会において実
験要求達成を伴う定常運用終了と，3年間（平成27
年3月まで）の後期運用移行を承認．

14．4

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・データ公開の継続と拡充により，チーム外著者によ

るMAXIデータを用いた論文が出始めた．
一オンデマンド公開によって，通常のほとんどの解析
に必要なデータが公開された．

14．2

平成24年度の課題

・観測・データ公開・速報を継続して実施
一GSC

6台はほぼ正常運用，4台は制限つき運用．

・科学評価委員会で課された課題
一データ解析マニュアル整備などによるチーム外の科

学者によるデータ利用の促進
一キャリブレーションを進め，SSCの科学成果創出．
一長期的アーカイブの開発のための担当者確保を進め

・MAXIの速報を契機として行われた他の観測装置に
よる科学成果を含めると，チーム外メンバーによる
論文の方が多くなってきた．

一「全天監視装置」として国際的な役割を果たしてい
ることを意味する．

−NASAのRXTE衛星の運用が平成24年初をもって
終了し，その後はMAXIが唯一の全天X線監視装置
となっている．

・SSCのキャリブレーションを進め，科学成果を上げ

る．

た．

14．3

平成24年度の活動・業績・成果

・科学評価委員会で課された課題の実施：チーム外の

一「はくちょう座スーパーバブル」に関する学術論文
および記者発表
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評価コメント
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について：高次処理の改良を繰り返す中，低次処理

・ミッション期間を通しての科学的成果

の問題点をも抽出して，工学値変換の根底部分を改

一着実に成果を上げている

良した結果，高次処理自体の性能を大幅に向上させ

・今年度の科学的成果

ることができた．

一データベースが公開され，科学成果に広がりを生ん

・年度内に新版データを公開することで，「第二版」の

でいる点は評価される．

データをリリース予定．

一後期運用のフルサクセスを本年度に達成した．

・データアーカイブ計画：関連するドキュメントの整

一良いレベルで成果をだしている．順調に進んでいる．

備にリソースを投入する必要がある．データ処理改

・問題点への取り組み

良に予想以上の時間を要したため，データ・ドキュ

一もちろん自ら成果を出すことも重要だが，データの

メントの整備は引き続き次年度の課題としたい．

即時公開によって周辺が成果を速やかに出すことも

・「SMILESミッション」後の研究体制：外部評価の

MAXIのようなプロジェクトではあるべき姿であ

結果も踏まえ，次年度の検討課題としたい．

り，高く評価されるべきである．

・サイエンス成果の一例として，①オゾンをはじめと

一データ利用をさらに進めることができるとよい．

する大気微量成分の日変化を明確化し，現在，地上
観測データを中心に検討されているオゾンの長期変

−SSCのデータプロセッサーに不具合がある．
一論文をより素早く書くことが課題であろう．

15．

動に対して問題提起を行なったこと，②平成22年
初頭の北極域におけるオゾン破壊反応などの現象を
モデル計算との比較により詳細に捉えるとともにそ

SMILES

の科学的妥当性を明示したこと，などが特筆される．

15．1

プロジェクトの現状

・軌道上では，すでに大気観測は不可能であるもの

・平成21年10月より定常観測を行なっていたが，平
成22年4月にサブミリ波局部発振器系の不具合の

の，後期運用として冷凍機の運転を継続し，ジュー

ため，大気観測を中断（のちに終了）した．その後，

データを蓄積している，それらの技術データは将来

ル・トムソン冷凍機の冷媒ガスと圧縮機の経時変化

の冷凍機開発の信頼性向上や長寿命化に生かされ

装置特性の評価等のため，冷凍機や分光計のデータ
を個別に取得している．

る．

・データ処理は観測終了後も引き続き実施しており，協

・査読付き論文誌にて，6編が出版，2編を投稿中．

力研究者向けの限定配布を5回行なったあと，平成

・6件の国際学会発表（うち招待講i演1件），約20

24年3月よりウェブサイト上で一般に公開している．

件の国内学会発表．

平成25年3月に新バージョンデータを公開予定．

・C−SODAとの協力による， DARTSを利用したデー
タの一般公開の開始（平成24年8月）．

・平成24年夏期に，ISASデータセンターにデータア
ーカイブを試験的に移管して，データアクセスの利
便性の向上を図った．

15．4

・SMILESミッションで達成したサイエンス成果につ
いて，理学委員会の諮問を受けた外部評価委員会を

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・SMILESは約半年の観測期間ではあったが，これま
での衛星観測を遙かに上回る精密な大気測定を行な

組織した．平成25年3月末に，評価委員会会合を

ったことを実証した．

・オゾンやオゾン破壊に関連する大気微量成分（塩素

予定している，

や臭素系の物質）のグローバルな分布を高い精度で
15．2

導出した．

平成24年度の課題

・データ解析・アルゴリズム改良における未解決問題

・成層圏オゾンの日周変動について，SMILESの観測
データと数値計算モデルとで独立にその特性を描

の克服．

・取得したデータの高次処理について，さらなる改良

き，この現象を両者とも確かに捉えたことを示した．

を行うとともに，一般公開として「第二版」のデー

・観測データの一般公開をおこなった．

タをリリースする．

・冷凍機運用の成果をとりまとめ，ASTRO−H等，将
来の天文観測ミッションへ貢献した．

・データアーカイブの計画の具体化．
・サイエンス成果としてのゴール（区切り）の明確化：

「SMILESミッション」に区切りを付けたあとの研
究体制をどうするか．

1

5．5

Q

質疑応答

データはどのくらい使われているのか？どのくら
い反響があるか？

15．3

平成24年度の活動・業績・成果

・データ解析・アルゴリズム改良における未解決問題

A

募集に対して研究提案は，当該コミュニティから
20から30くらい．
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Q：プロジェクト終了後のデータ処理体制は？

の開発および改良を推進する．

A：レベル2データ処理は継続したいが，JAXAから
サポートが得られるかどうかはわからない，評価委
員会の結果にも依る．

16．2

平成24年度の課題

・2機の観測ロケット（S−310−41号機とS−520−28号機）

の打上げを行う．
15．6

評価コメント

・ミッション期間を通しての科学的成果

一機器停止によりミッション期間が6ケ月程度になっ
たが，新しい知見が得られている．

一打ち上げ当初はトラブルがあって苦労したが，高感
度の大気サブミリ波分光観測を実現した意義は大き

・次年度打上げを予定している観測ロケット
（S−310−42号機／S−520−27号機とS−310−43号機）の打

上げに向けた準備（設計会議等によるユーザー要求

の確認および打上げに向けた関係機関との調整な
ど）を促進する．

・観測ロケット高度化・高機能化の一環として，統合
型アビオニクスの安全性向上と運用効率化に向けた

い．

・今年度の科学的成果
一データの高次処理と公開が進められていることが評
価できる．科学成果もあがっている．

一データ解析・アルゴリズムの改良などを進めた点は

改良と2段式観測ロケットの概念設計を実施する．
・S。310−41号機の打上げを成功させるとともに，柔軟

エアロシェルを有するカプセルの運動把握と幅広い
速度領域（最大マッハ数4．5）での空力特性を取得
する．

評価される．

一冷凍機などの耐久試験は依然として進行中で貴重な
データを取得している．

一データアーカイブ等を含め着実に成果を蓄積してい

・S−520−28号機の打上げを成功させるとともに，微小

重力環境における均質核形成の時間変化を干渉画像
や光散乱強度などにより連続的に測定する．
・統合型アビオニクスの安全性向上と運用効率化を実

る．

・問題点への取り組み
一得られた科学的成果の，より広い範囲への発出が望

フライトにより検証する．

・2段式観測ロケット（SS−520）の設計ベースライン
を決定する．

まれる．

一データ公開が始まった．より広がりを期待する．

DARTSでデータ公開を始めた結果，どの程度のデ
ータ利用が行われているのか．

一データ公開の加速と，今後の運用をいつまでどのよ

・小型姿勢制御装置を試作し，実フライトにより基本
的な機能を確認する．

・GPS航法，イリジウム衛星通信システムについて実
用化に向けた試作を行う．

うな体制で続けるのかを近いうちに整理して欲し
い．作業の遅れでいつまでもプロジェクトが続いて
いる状態が続くのは望ましくない．

一これまでのデータをもとにしたサイエンス論文が出
つつあることは今後に期待を抱かせる．

一サイエンスのアウトプットが見えにくい．限られた
期間の観測だが，新しいサイエンスの結果を掘り起
してほしい．（オゾンの日変動というのはあまりイン

パクトがない．微量成分は？同位体は？）
一論文が出版され始めたが，まだ少ない．

16．3

平成24年度の活動・業績・成果

・S−310−41号機による「小型インフレ…一・タブルカプセ

ルの飛行実験」を実施した（平成24年8月7日16：30
打上げ）．

・S−520−28号機による「微小重力環境を利用した均質

核形成実験」を実施した（平成24年12月17日16：00
打上げ）．

・平成25年度に予定している，S−310−42号機／S−520−27

号機による「電離圏E領域とF領域の相互作用に関
する総合観測」，およびS−310−43号機による「ロケ

16．観測ロケット

ット慣性飛行中の二相流挙動および熱伝達特性の観
測実験」の準備を行った．

16．1

プロジェクトの現状

・小型飛翔体（観測ロケット）を使って飛翔機会を提
供し，観測ロケット特有の観測領域および飛行環境
を活用した観測や実験を実施する．

・幅広いユーザー要求を実現するための高度化・高機
能化を実践する．

・年平均2機程度の打上げを行い，観測ロケットの特
質を活かした成果を獲得する．

・高度化・高機能化を達成するための搭載系と地上系

・統合型アビオニクスの改良を行った（S−520−28号機
で検証）．

・GPS航法／イリジウム衛星通信を実証した（S−310−41
号機で検証）．

・小型姿勢制御装置を実証した（S−520−28号機で検証）．

・隔式点火安全装置（R−SAD）の開発を行った（今年
度開発完了，平成25年夏から実用）．
・2段式観測ロケット（SS−520型）の開発を行った（進

行中，平成26年度開発完了予定）
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評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）
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っているが，大気球観測事業と比較すると，観測ロ

・2機の観測ロケットS−310−41号機とS−520−28号機の

ケットはコストパーフォーマンスが低いのではない

打上げに成功し，当初期待された成果を獲得するこ

か．ただし費用を削るのではなく，大気球観測事業

とができた．

を増やすべきなのだが．

・平成25年度の打上げに向け，夏に打上げるS−310−42
号機とS−520−27号機の確認会議を行い，フライト品

の製作を進めるとともに，冬に打上げ予定の

16．6

プロジェクトからの回答

一複数のロケット観測により大きなテーマに挑む「プ

S−310−43号機iの設計会会議を行い，ユーザー要求を

ロジェクト」について：

反映させた設計を実施した．また，平成25年7〜8

平成27年夏にS−520とS−310の連続打上げによる観

月の打上げに向け関係省庁との調整も開始した．

測実験を予定している．今後も複数ロケットや衛星

・今中期計画（平成20〜24年）では，5年で7機の打
上げに成功した．

・統合型アビオニクスの開発を完了し，特に点火タイ
マ機能に関して，安全性向上と運用効率化を達成，
実フライトにより検証した．

・さらに，観測ロケットの高度化・高機能化の一環と

して，GPS搭載自律航法，イリジウム衛星通信，小
型姿勢制御装置などと開発と試作を行い，実用化に
向けた技術が検証された，今後の幅広いユーザー要
求を満足するシステムの実現が期待される．

・研修6名，若手10名を含む実験班を組織し，相模
原での噛合せ試験から内之浦での打上げオペレーシ
ョンまで，実務経験を通じて人材育成を行った．

との連携観測などをベースとした統合的なプロジェ
クトを実施していきたい．

−SS−520ロケットのニーズと長期展望について：

毎年10〜15件の実験応募の中にSS−520を希望する

実験は2件程度ある．1段式のS−520とS−310を毎
年1機ずつ打上げる状況では，5〜7年に1機2段式
観測ロケットSS−520の打上げを実現したい．

一大気科学分野の長期ビジョンについて：

これまでの長年に渡る観測成果，衛星との連携観測
による成果など，超高層大気物理の意義を明確化す
る活動を進めている．

一長期的なビジョンについて：

超高層大気物理，材料科学などの戦略的な実験テー
マを中心に，観測ロケットの特性を活かしたプロジ

16．5

評価コメント

・ミッション期間を通しての科学的成果

エクトや将来計画を策定し，

アピールしていきたい

と考えている．

一重要な基礎的活動であり，きちんと継続されること

17．科学データ公開

を望む．

一継続性は重要であると判断できる．
一高度化・高機能化に取り組んでいることが評価できる．

17．1

プロジェクトの目的・概要・全体計画

・今年度の科学的成果

・JAXA衛星データの保存と公開

一計画通りの実験と開発を行った．堅調である．

一プロジェクトから受け取った高次処理済みデb・一・一タを

一良い成果が得られたと判断できる．

DARTSに格納，プロジェクトのデータポリシーに

・問題点への取り組み

従って公開している．

一複数のロケット観測により，大きなテーマに挑む「プ
ロジェクト」を実現できないか．
一機数の増加が望まれる．

・データサービスの開発と運用

一DARTSに保存されているデータの利用価値を高め
るための様々なサービスを開発・運用している，

一高度化・高機能化に取り組んでいることが評価できる．

・終了後の衛星プロジェクトからの引き継ぎ

−SS−520ロケットは，ニーズを含め，どの程度の長期

一衛星プロジェクトが作成したデータプロダクトやサ

展望をもつのか．

一大気科学分野については，個別の観測ロケット実験

ービスを引き継いでいる（今年度は引き継ぎ条件を
明確化した）．

としてではなく，国外での実験も含めて一連のシリ

・宇宙科学データの収集

ーズとしてその科学的意義や観測計画の必然性を議

一JAXAの宇宙科学研究活動と関連の深い，

論したほうが，見通しがよくなる．そろそろそうし
た系統的な議論のもとに観測ロケット実験が計画さ
れるべきではないか．

一長期的なビジョンを持つようにするとさらにアピー
ルできる．

JAXA外で

観測・作成されたデータの収集も行っている．

・データ保存，処理，公開サービスのための計算機シ
ステム運用

一システムを安定に運用している．平成25年夏に，
機器換装を実施する予定である．

一一般には大型計画の頻度が大きく低下している現状
では，ロケット・気球の重要性はますます大きくな
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17．2

平成24年度の課題

への集約を進めている（補足資料3参照）．

・JAXA衛星データの保存と公開．
・データサービスの開発と運用．
・終了後の衛星プロジェクトからの引き継ぎ．

・データプロセッシング，保存，サービスのためのシ

一他機関のデータミラーや他機関へのミラー提供を進
めている．

一外部のツールを検索条件に応じてダイナミックにリ
ンクし，ユーザーの便宜を図っている，

一広報は基本的に各プロジェクトの担当と考えている

ステム運用．

・リモートデータバックアップの検討．

が，プロジェクトのサーバを提供したり，DARTS
に新たに追加されたデータのデータ紹介をDARTS

・今までDARTSが扱っていなかった新たなJAXAの
科学データ（かぐや，ISSなど）の追加．

トップページで行ったりしている．

・体制や事業の進め方の整備．

・成果の評価について

・他機関との協力，ユーザーサポート，広報の推進

一チームメンバーやゲスト観測者への占有データ提供

・成果の評価基準の検討．

も同じシステムで行っているので，公開アーカイブ
データのみを用いた成果を抽出することは困難であ

1

7．3

平成24年度の活動・業績・成果

・JAXAの科学衛星データの保存とDARTSからの公開

る．

を継続的に実施し，運用中の衛星データを追加した．

−DARTSからのデータダウンロード量はモニターし
ているが，他機関からもJAXAのデータは公開され

・検索等の既存のデータサービスを安定に運用すると

ているので，それだけでは成果の評価につながらな

共に，新たなデータサービスを開発して公開した．

一公開したデータサービスの例：視野角ビジュアライ

い．

一定量的な成功基準の設定は継続的な課題である．

ザFLOW，あかり全天画像データ検索・公開システ
ム試験版（チーム内限定公開）．

・終了したプロジェクトまたは観測終了したプロジェ
クトのデータプロダクト引き継ぎを行った．

一あかり高次プロダクト（試験版）のチーム内公開に
協力した．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・定常業務として，JAXAの科学衛星データの保存と

DARTSからの公開を継続的に実施し，運用中の衛
星データを追加した．検索等の既存のデータサービ
スを安定に運用した．

一かぐやデータベース（L2DB）のDARTSへの統合を
進めた．

・汎用的な月惑星シミュレーター（視野角ビジュ．アラ
イザ）を世界に先駆けて開発し，公開した．

−SMILESの高次データをDARTSから公開した．
一かぐやHigh

17．4

Definition

TVデータ公開準備を進め

た．

・データプロセッシング，保存，サービスのためのシ
ステムを安定に運用した

一ユーザーに影響を与えるような不具合は発生しなか
った．

一平成25年夏に予定されている機器換装の仕様を策
定し，調達準備を行った．

一機器換装に向けて，DARTS全般の整理を進めた．

・JAXA調布キャンパスにDARTS全データをリモート

・あかり，かぐや，SMILES等，終了したプロジェク
トから，条件を明確化した上で，データプロダクト
の引き継ぎとDARTSからの公開を順調に進めた．

・平成25年8月に，5年に一度の大規模な機器換装を
控えているが，ユーザーに影響がないよう，また大
幅な性能向上が実現するよう，着実に準備を進めた．

・相模原キャンパス外へのデータバックアップの準備
を始めた．

・「望ましい科学データ公開・利用」を実現するための

方向性と，新たに委員会のあり方や進め方を検討し
ている．

バックアップする準備を進めた．

・かぐや，SMILESのデータを始め，新たなプロジェ
クトのデータを集約し，DARTSから公開した．

・ISS与圧部のデータもDARTSでアーカイブ化する
調整を開始した．

・体制や事業の進め方について：

C−SODA運営委員会で，「望ましい科学データ公開・

17．5

質疑応答

Q：研究者だけでなく，高校生でもデータを使えるよ
うなことにはならないか？
簡単なコースみたいなものがあれば良い．

A：科研費でやったことはある．なかなか高校生でも
わかるように説明することは難しい．

利用」を実現するための方向性を議論した（提案文書
を策定中）．

17．6

評価コメント

・他機関との協力，ユーザーサポート，広報について：

・ミッション期間を通しての科学的成果

−JAXA内では， JSPECや統合追跡ネットワーク技術
部等，他部署による科学データやサービスのDARTS

一着実に進められている．

・今年度の科学的成果

This document is provided by JAXA.
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との役割分担を必ず明確にして，不要な委員会は廃止

難しい．

し，屋上屋を重ねることがないように検討して欲し

一別キャンパスにバックアップが作られたことは評価
できる．

い．

一公開された科学衛星データがどのように論文に生か

一意欲的に各ミッション関連データの保存・公開を進

されているのか，十分に追跡されていないように見

めている．公開データを用いたサイエンス成果，ユ

える．ある程度積極的にサンプル調査を行っては

ーザ・フレンドリー度の検証も重要．

どうか？

・問題点への取り組み

一ますます重要になるコンポーネントであり，さらな

一個別ミッションの価値を高める上で重要である．た
だしデータアーカイブの将来像（規模，役割，限界，

る取組に期待したい．

一この種のインフラ整備は論文数等が評価基準の一つ

特色など）は，もう少し考えるべきだろう．

である通常の研究とは異なる評価基準が必要であろ

一より積極的な広報を期待する。

う．アーカイブは長年にわたって初めて成果がでた

一研究者だけでなく，より若い世代（高校生，大学の

り，思わぬ方向から成果がでたりすることがあるの

学部生）が簡便にデータを利用できるようなシステ

で短期的視点で定量化するとかえって有害であると

ムを考案してみてはどうか．

一理学委員会の下の専門委員会とC−SODA

思われる．今後，評価の仕方自体を議論する必要が
9営委員会

ある．

b．宇宙工学委員会
平成24年3月5日に宇宙工学委員会評価委員会を，
また3月11日に第36回宇宙工学委員会を開催し，（1）
宇宙工学プロジェクトである再使用観測ロケット技術実

信頼性設計技術，軽量の構造・材料および推進システム
の開発に資する基礎技術の開発・実証を行うことも目的
の一つである．

証，及び（II）平成24年度宇宙工学分野において選定さ

れた先端研究について評価を行った．評価は，平成24
年度の研究成果報告を受け，質疑応答の後，当日出席の
委員全員が，評価表にコメントを書き込む方式で，評価
を行い，コメントは各研究グループヘフィードバックし
た．

1．1

機体システム開発

・システム概念設計

平成23年度までにミッション成立する設計が得られ
ている．平成24年度では，設計の制約条件や設計方
針を再度精査し，更なる最適設計に向けて全体のシス
テム検討を進めた．

1．再使用観測ロケット技術実証

・ヘルスモニタセンサの開発および機能実証

平成23年度に開発した水素センサをベースに，更な
再使用観測ロケットの目的は，ロケットの再使用化に
より，現行の使い捨ての観測ロケットに対して運用コス
トの大幅削減と実験環境の革新を図り，宇宙実験参加の

敷居を飛躍的に下げることである．高度120km以上に
100kgのペイロードを打ち上げ発射点に帰還，最短ター
ンアラウンド時間1日，繰り返し飛行回数100回，を当

る精度・反応速度向上を目指し改良検討を実施した．
・推進剤挙動及び供給系に係わる技術実証

供給系に係わる技術実証において推進剤気泡が供給配
管に流入しないようなタンク底部のデバイス形状を決
定した．推進剤挙動に係わる技術実証については静定
状態のタンクを用いて，推進剤のエンジン供給を模擬

面の性能目標としている．再使用観測ロケットによって，

した排液を行いタンクデバイス（バッフル）通過時の

多くのユーザから要求がある「衛星では不可能な低高度

タンク圧力低下等，物理現象を詳細に把握した．

の直接観測機会」を低コストで容易に繰り返し可能な形

・帰還飛行実証試験（滑空転回試験）

で提供することにより，質的に異なる実験機会（ロケッ

風洞試験のための風洞模型を製作，風洞試験を実施し

トの軌道・姿勢の自由度向上，亜音速飛行と準静止状態

た．またCFDと組み合わせ，空力特性を取得した．

の実現，観測機器の回収と繰り返し飛行etc．）を提供し，

利用の活性化を図る，大気物理（超高層大気・磁気圏プ
ラズマ）や微少重力科学等の分野のユーザが関心を示し

1．2

エンジン開発実施

・技術実証エンジン設計・製作

ている．同時に，再使用観測ロケットの開発過程におい

液水／液酸ターボポンプ及び燃焼器の設計製作を実施

て，将来の宇宙輸送コストの飛躍的削減を図るロケット

した．

推進宇宙往還システムの実現を目指し，この実現に必要
な繰返し飛行運用や故障許容システム，寿命管理設計や

・技術実証試験

エンジン試験設備機能確認試験（2月）及び液体酸素

This document is provided by JAXA.
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ターボポンプの単体試験（3月一4月）を角田宇宙セ

功．

・ロケット内部旋回流中の境界層火炎を詳細に把握する

ンターにおいて実施している．

ベースとなる数値解析ツールを国内初で開発．

・試験設備整備

角田宇宙センター高圧液酸ターボポンプ試験設備を利

・多目的最適設計ツールを用い，多段式ハイブリッドロ

活用し，再使用観測ロケットエンジン試験設備を整備

ケットにおいて，燃料・燃焼方式の違いによる設計知

した．

識を取得．

・新燃料となる低融点熱可塑性樹脂（LT）の機械的強度

2．将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先
端研究

特性を取得．

・TNT換算率計測の予備実験を行い，燃料の破砕特性を

取得
2．1

ソーラーセイルWG戦略開発研究
（総合評価点：3．9）

2．4

スペースプレーン技術実証機（SEED）の検討
（総合評価点：3．2）

計画策定について，海外計画の状況も考慮して，これ
まで検討してきた木星オービタ投入＆トロヤ群ランデブ

本WGは，スペースプレーンの実現に必要な技術を，

ミッションを発展的に見直し，ソーラー電力セイルの優

飛行実証を交えながら研究することを目的としている．

位性をより生かした外惑星領域往復＆サンプルリター一一．ン

今年度は，研究提案の見直しとして，スペースプレーン

ミッションの検討を開始するに至った．一方，各技術要

実現への道筋とそれにおける飛行実験システムの構築の

素（高比推力イオンエンジン，膜面フェーズドアレー・一ア

位置づけを整理した．その上で，以下の研究を行った．

ンテナ，気液平衡スラスタ，低温2液推進系，統合型燃
料電池，セイル試作，展開機構試作等）について，着実

A．スペースプレーン技術の研究として，

に研究開発を進め，厳しい性能要求に向けて要素技術レ

（1）空力形状へのウェーブライダー適用研究
（2）極超音速空気吸込式エンジンの空力要素および燃

焼器の研究

ベルを向上させることができた。

B．飛行実験機の開発研究として，
2．2

プラズマセイルの研究開発

（論合評価点：2．9）

（3）複雑形状への光造形ハニカムコアCFRPサンドイ
ッチ板の試作研究

「磁気プラズマセイル飛翔実証機提案」へ向けた研究
開発成果ならびに課題を整理して成果報告書としてまと

（4）高速飛行実験システムの検討

めた．磁気プラズマセイルの推力特性を評価した数値解

（5）飛行実験機のシステム設計と試作（構造，アビオ，

析では，プラズマ注入による推力増大率（推力ゲイン）

として約10倍が得られた．得られた推力増大率を基に
磁気プラズマセイル宇宙機（MPSS）の概念設計を実施

し，10mNクラスMPSS小型技術実証機の成立可能性を
示した．しかし，木星フライバイミッションをMPSSで
実現するには，更なる推力増大率の向上と，宇宙機搭載

ほか）

（6）実験機回収系としての超音速パラシュートの特性
評価（風洞実験）
2．5

次世代小型標準バス技術の研究（総合評価点：3．6）

次世代小型標準バスのユーザビリティ向上（低コスト

用超伝導コイルシステムの軽量化・高性能化が求められ

化，短納期化，汎用化など）を支えるキー技術として，

る．このため，ミッション提案を主とするWGは一旦解

革新的な「熱設計フリー」システムのための自励振動ヒ

散し，今後は磁気プラズマセイルの推力重量比向上のため

ートパイプ（OHP）の宇宙環境耐性の確認（μG試験・

の「基礎研究」（理論・実験研究）に立ち返ることとする．

放射線試験），分割製法によるCFRPスラストチューブ

2．3

の荷重試験MEMSジャイロの衛星用IRU化に向けた試
作・評価，低毒性HAN推進系の触媒着火スラスタのEM

ハイブリッドロケットの研究

（総合評価点：3．6）

以下の成果が得られた．

製作・燃焼試験及び電気着火の検討，姿勢制御系ソフト

・技術実証用ハイブリッドロケットエンジン試験設備お

ウェアの開発短工期化のための状態遷移表モデル自動生

よび供試体1件の詳細設計を行い，詳細設計審査を実

成の試行，次世代小型低コスト宇宙用GPS受信機に向け

施した上で，試験設備（ミニマムスペック）／供試体を

た性能評価などを行った，

構築．今年度中に着火試験を実施し，技術実証を実施

できる段階に到達したことを確認
・WAX燃料の旋回流中での燃焼状態の光学観察の世界
初の成功．

・多段面対向噴射方式により，燃料／酸化剤の流量割合の
適正化に成功．

・LOX気化用のGAPガスジェネレータの燃焼実験に成

2．6

月惑星表面探査技術の研究（WG活動）
（総合評価点：3．1）

平成24年11月22日および平成25年3月1日に全体
会合を行い，各分科会の進捗状況，関連プロジェクト等
の動向について情報交換・意見交換を行った．また自律
移動探査分科会に続き，着陸ダイナミクス分科会を立ち
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式と回路構成をほぼ確定した．

3）大型パネルへのデブリ衝突の発生，位置，規模の推

定を行なうための電磁波計測実験を実施するととも

った．

に，軽量斜め衝突シールドのシミュレーションを用い
2．7

月惑愚表面探査技術の研究（自律探査技術分科会）
（総合評価点：3．5）

・

た設計手法を検討した．
4）All

Japanの枠組みで進行中の地上実験用大型マイク

「観たいものを観る」移動探査ロボットシステムの知

ロ波送電装置の検討に参加し計画の推進を図るとと

能化をめざして，以下の課題について検討し，有意な成

もに，小型衛星を用いた実証実験用の工学，理学ミッ

果を得た．

ションの検討を行った．

・環境認識の高度化
・走破性の向上

2．11

先進的固体ロケットシステム技術実証研究

・移動の自律性の向上

（総合評価点：3．6）

・フィールド実験による自律機能の確認
また，分科会構成員との頻度の高い情報交換を行い，

1）非破壊検査技術については，推進薬の超音波探傷の

試行を3段PMモータに対し実施2号機品質保証採

研究体制を強化した．

用の目処を付けた．また，モータケースの構造ヘルス

2、8

実施した．

モニタリングの試行を2段PMモータケースに対し
月惑星表面探査技術の研究

（小繊星探査ローバの研究）

（総合評価点：3．4）

今後の小天体探査において小型のローバを用いた高機
能な探査を実現するために，以下の項目の研究と開発を

2）イプシロンロケット向けSMSJ用低コスト化推進薬の
酸化剤候補組成の共晶化に成功．圧力指数変動の課題
解決の目途を得た，

・自律探査手法：CPUボードとカメラのレンズを試作．

3）N20噴射器の設計基礎技術の獲得を目指して噴射特
性データを取得，新たな噴射エレメントを製作してそ
の単体燃焼試験で評価した．推進系システム検討を実
施して適用先への設計適合性を探った。

・ローバ分離メカニズム：信頼性の高いローバ分離メカ

4）イプシロンロケット上段モータ用軽量ノズルライナ

行なった，

・竃波を用いた自己位置同定：データ通信のみを行なう
通信機に距離測定機能を付加し，試作を行なった．

ニズムを開発し，無重力実験で検証を行なった．また，

ーとしての適用を検討し，熱・機械特性を含めた複合

海外のミッションにこの研究成果を生かしたローバを

材料の設計を可能とした．

5）ノズル開口比25のノズルを有する新規SiCISiC複合

搭載すべく提案活動も実施した．

材燃焼器を作製した．Sicの使えない高温領域で使用
2．9

月着漉探査に必要な要素技術の研究
（総合評価点：3．3）

可能なZr系セラミックスを使用した複合材料を作製
した．

リソース探査機にて，月面ピンポイント着陸を実現する」

6）宇宙輸送システム搭載アビオニクスの小型化，軽量
L化，低廉化を狙う新たな民生次世代最先端チップによ

技術の一部であり，相互に検討の珊条件を調整しなが

るアビオの研究構想を具体化して試作を開始した．

今年度の主たる研究成果を以下に示す．いずれも，「低

ら実施した．

・セラミックスラスタ高性能化に向けて燃焼状態の数値
シミュレーションモデルを高精度化
・斜め衝突に対応した発泡アルミニウム構造の考案と，

2．12

火星探査航空機の研究開発

（総合評価点：3．5）

高高度飛行試験については，平成25年5月の飛行試
験に向けて準備を着実に進めている．また，火星飛行機
を含めた着陸機システムの検討を進めた，

実機大モデルでの落下試験
・耐転倒性能力が高い着地姿勢の定量的考察
・画像アルゴリズムとリンクした地形照合アルゴリズム

各要素技術の研究開発については，CFD計算，風洞試
験，強度試験，高高度試験などを実施し，さまざまな知

見を得ている．招待講演5件，学術雑誌発表2件，国際

の研究

会議発表13件，国内会議発表39件を行った．
2．10

太陽発電衛星の研究

（総合評価点：3．4）

1）SPS用大型発送電パネルの構築シナリオと平坦度制
御システムの考案を行ない，要素試作実験により制
御精度の検証を行なった．

2．13屡開型柔構造による回収システムの研究
（総合評価点：4、1）

今年度は，昨年度までに開発を完了させていた柔軟エ

2）近未来の軌道上実証実験用の本格的なマイクロ波送

アロシェルを有する大気圏突入実証機を用い，観測ロケ

電装置の構築を行ない，マイクロ波ビーム精密制御の

ット（S−310・41号機）にて，高度150㎞からの大気圏突

ためのデータを取得し，実証実験に適用可能な制御方．

入飛行実証試験を実施した．実験機は，．宇宙空間で柔軟
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エアロシェルを正常に展開し，その後，大気圏突入飛行

推進剤ベース比推力139secを達成

を行った．その結果，柔軟エアロシェルが健全かつ想定

3）多自由度下で安定飛行する飛行実証用のパルスデト

どおりの減速性能を発揮することが実証された．本試験
において，柔軟エアロシェルによる大気圏突入の基本技

ネーションロケット飛行試験機の詳細設計を完了（飛

術に関し，システムレベルでの実証を完了した．また，エ

4）カタパルト型ランチャーの要素試験（射出機構）を

アロシェル製作法や重量実績値，空力特性など，実用機の

行試験機の製造完了は平成25年3月中旬を予定）
行い，基本設計を行った

開発に有用なデータを多数取得することができた．これら

5）摺動部，回収方法の検討を行い平成25年度に飛行試

の成果をもって，本研究活動は，発展的に完了する．

験を実施可能と判断した
6）真空下でのデトネーション推力を確認し，環状デト

2．14

ネーションエンジンを設計・製作
7）湾曲デトネーション特性を解明（曲率一伝播速度，
境界層の影響，不安定伝播特性）

エアロブレーキ宇宙機における磁気シールド技術

の研究

（総合評価点：3．2）

観測ロケットによる実証方法について検討を深め，さ
らに，実験機の設計を進めた．さらに，搭載型磁場発生

8）低・高揮発性液体燃料の混合燃料によるデトネーシ

装置の改良を進めるとともに，その着磁装置の試作を開

ョン開始を提案
9）デトネーションの反射をモデル化し，定量的に発生

始した．並行して，地上装置による磁気シールド効果の
検証時に，抗力発生効果を確認した．また，数値シミュ

形態を予測可能とした

レーションを利用して，エアロブレーキを行う際に必要
となる希薄気流効果について知見を深め，エアロブレー

2．18

再使用高頻度宇宙輸送システムの研究
（総合評価点：3．5）

キへの応用が可能であることを確認した．

高頻度大量宇宙輸送を目指した研究として，航空機的
2．15

に繰り返し飛行可能なシステムに必要とされる技術につ

マイクロ波ロケット飛行実証実験
（総合評価点：3．3）

いて研究開発を行った．昨年度までの研究により明らか

最終段階である飛行実証を目指し，ビーム伝送距離3m

になった課題を反映し，機体システム知能化研究として
安全で効率的な運用を可能とするためのOBCに加え，

におけるkg級推進機打ち上げ実験を行ったが飛翔には
至らなかった．原因を，パルス間の換気時間不足による
異常放電現象ゆえに定常推力を得られなかったこと，伝
送ビーム強度分布の偏りによる流体の加熱率低下ゆえに
単パルス力積が低下したこと，の二点に絞り込んだ．一

MT法によるヘルスマネジメントを行うためのHMCを
新たに搭載した機体システムに改良し，地上運用効率化
研究として運用自動化のための新たな機能追加とハード
／ソフトの改修を行い，システムレベルでの機能実証を行
う（3月実施予定）．高頻度運用・システム高性能化のた

方，リード弁式吸気機構は50発照射時の力積回復効果
を確認した．また，高高度飛行時に搭載燃料を用いるロ

めの要素研究として水素酸素RCS，統合推進システム，

ケットモードでの飛行解析，およびミリ波プラズマの数

高度補償ノズル，カーボンナノチューブ，極低温スロッ
シング，複合材液体酸素タンクの各研究を実施し，シス

値計算による結果を得た．

テムへの適用に向けた基礎特性と課題を把握した．

2．16

レーザ距離計のための光パルス検出ICの開発
（総合評価点：3．9）

2、19

小電力軽量の高速通信システムの開発

本年度はデバイス開発の最終年度として，

（総合評価点：4．1）

搭載送信機・アンテナ，地上受信系の試作を行い，50kg

・搭載パッケージの選定

級衛星からの300Mbps程度の高速通信を実現できる目
処がたった．ほどよし4号機にて平成26年に軌道上実

・搭載品製造のための試験治具製作と試験方法の確立，

試験データ取得
・シャトルサービスを使った搭載品製造管理に関する検

証する．

1）16QAM変調方式，最大送信伝送速度400MbpsのX

討を実施，搭載品製造のための仕様書の作成

バンド搭載送信機の試作品に対して，送信機の非線形

また，

・デバイス評価用のレーザ距離計製作

特性を測定し，predistortionの効果を評価した．重量

さらに，周辺回路を詳細化する準備を行った．

1330g，消費電力20Wを達成した．
2）搭載用の小型な中利得アンテナ（69g，14dBi），アイソ

2．17

革新的デトネーション推進機構の研究

フラックスアンテナ（150g，5dBi＠60deg）を開発した．

（総合評価点：3．8）

1）飛行試験機用エンジン（液体N20，エアモーター使
用）にて推力試験に成功
2）推進剤質量流量190g〆secにおいて時間平均推力259

N

3）地上復調器のデジタル回路と高速データ蓄積装置の
製作に着手した．
また，別予算にて，小型な地上用2周波共用アンテナを
相模原に設置中．
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リチウムイオンキャパシタの宇宙機適用性検討
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に基盤技術として，スマート材料／複合材料の耐宇宙環境

（総合評価点：3．2）

データの取得，高精度設計・制御技術の開発，高精度計

リチウムイオンキャパシタ（以下，LIC）のラミネー

測技術の開発を実施した．計測技術としては，高精度点

トパッケージの耐圧評価を行った．その結果，ラミネー

計測法と面計測法とを統合した大型宇宙構造システムの

トパッケージは膨張によって大きく変形するほど耐圧が

形状計測法を考案した．

低下すること，したがって膨らみ厚さを制限することで
効果的に耐圧を高められることを明らかにした。この点

2．23

に留意し，軽量・簡素な構成ながら十分な機械環境耐性

開発研究

科学ミッションのための光通信／測距技術の
（総合評価点：3．1）

を持つ取り付け治具を設計・製作し，機械環境試験によ

光通信伝搬路評価のための実験系を構築した．適当な

ってその性能を確認した．また来年度より軌道上環境（真

揺らぎを加えることで伝搬路上の劣化を模擬できること

空，温度サイクル，充放電サイクル）を模擬した長期特

を確認した．通信性能上の劣化内容の再現性を確保する

性評価試験を開始するため，その準備として温度制御系

ために，導入する揺らぎの強度，性質を規定する方式を

統の整備を行った．

考案し評価中である．

2．21

高機能熱輸送制御の研究

（総合評価点：3．6）

【ループヒートパイプ（LHP）の研究】

1）世界的に最高レベルの性能を有するSUSウィックの
国産製造に成功，
2）フローレギュレータの試作・実証，

JAXA科学ミッションでの光通信の適用範囲を明らか
にした．JAXAにおいて光通信が（電波に対して）有効
なのはL点ミッションまでであり，深宇宙探査での回線
増強には利がないことが分かった．そこで，L点ミッシ
ョンまでを目標とすることとし，その目標へ向けた光通
信方式を提案した．

3）LHPの非定常数学モデルを構築，非定常シミュレー
ションに成功，

2．24

一方向CNT紡績糸強化複合材料による

4）セカンダリウィックによる特性改善，

超軽量構造体の創製

5）マルチエバボレータ・マルチコンデンサシステムの
熱真空試験による実証，

・CNT紡績糸をエポキシ樹脂シートに直接巻き付ける方

6）可視化LHPの試作

（総合評価点：3．4）

法により，繊維体積含有率約20％のプリプレグの製作
に成功．

【自励振動ヒートパイプ（OHP）の研究】

1）可視化OHPの試作・現象の観察
2）非定常数学モデルの構築，

・CNT紡績糸にテンションをかけたままプリプレグ化す
る方法について，樹脂含浸性を確認
・硬化過程におけるテンションコントロールにより複合
材料の強度・剛性の大幅な向上が可能なことを実証

3）非凝縮性ガスの効果の確認，

4）リザーバによる温度制御のメカニズムの解明，
5）逆止弁の効果（振動流と循環流の熱伝達性能）の確認，

・繊維体積含有率の向上に樹脂の粘度が大きく影響する
ことを明らかにした．

6）大型化の可能性確認，

7）作動流体の考え方の整理

2．25

【展開ラジエータの研究】

はやぶさカプセルの飛行後研究（総合評価点：3．3）

主な成果は以下の通りである．

ラジエータ基材の選定と熱物性測定，ラジエータの最
適設計

1）回収されたカプセルのヒートシールドのX線CTに
よる実験，及び数値解析により，その熱分解密度分布
をし，境界層の乱流遷移は発現しなかったであろうこ

2．22

高精度大型宇宙構造システムの開発研究

とを突き止めた．

（総合評価点：3．4）

2）実フライトの結果の低加熱率は模擬できない．後流

高精度大型アンテナの開発として，ASTRO−Gの鏡面

領域中の化学反応，エネルギー緩和モデルの精度向上

精度悪化の主要因の一一iつであった軌道上での剛性低下の

の必要性が示唆された．（背面加熱予測の困難さを改

メカニズムの解明と対策を示した，前年度までの成果と

めて認識した．）

合わせて，本対策を講じることによって目標精度達成の

3）7年間惑星間遷移軌道を航行したカプセルの電子基

見通しを得た．一方で更なる高精度化を目指し，吸湿変

盤に利用しているコンフォーマルコーティングの劣

形ゼロの複合材の開発と高精度展開ラッチ機構（再現性

化度をSEM，および成分分析により解析．

10秒角以下）を開発すると同時に，軌道上での形状制御
が可能なスマートリフレクタの開発に着手した．スマー

トリフレクタには，分解能1μm＠ストローク1mmのア

2．26

深宇宙探査機技術の研究

（総合評価点：3．5）

1）耐放射線性強化型スペースソーラ

シート（SSS）に

クチュエータが組み込まれており，数値解析より0．6mm

ついて，その機械特性の把握・製造性確認のため，サ

程度の鏡面変形補正が期待できることが示された．最後

ンプル（4枚）を試作し，引張破壊強度試験曲げ破
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壊強度試験を実施し（3／6実施予定），曲面構造軽量

星探査機について，過去の研究成果を踏まえて，目標ミ

パドルに用いた場合の妥当性を評価した（2／20時点

ッションの策定，探査機の概念検討，システムの成立性

では一部は見込み）．また，サンプルを用いて放射線
照射試験，紫外線評価試験を実施し劣化量，回復特性

について検討を行った．その結果から，本研究課題では，

大気のある惑星において，複数の小型エントリモジュー
ルによる上空からの広範囲探査と観測器のピンポイント

を評価した．

2）μ20耐久試験用の大電流中和器を製作するとともに，

輸送を実現することを目標に定めて，それに必要な要素

専用耐久試験装置を整備し，p20用大電流中和器の耐

技術を洗い出し，重点的に実施する技術として，パラフ

久試験開始条件を整えた．

ォイルの揚抗比向上，安全確実な展開手法の確立，惑星

3）EOS（EncapsUlated

Operation

Script）搭載時のOBC

環境で使用できる推進系の開発，自律航法システムの開
発を設定した．そして，それを解決するための方針を策

仕様評価の準備を進めた．

定した．

2．27

惑星探査にむけたパラフォイルEDLシステム

に関する研究

（総合評価点：3．3）

今年度は，本研究課題で着目するパラフォイル型の惑

c．宇宙環境利用科学委員会
宇宙環境を利用する科学に関しては宇宙環境利用科学

を観測してモード3のPASの観測に成功した．そして，

委員会（以下，「当委員会」）が評価を行う．当委員会で

液柱マランゴニ対流におけるカオス・乱流遷移について

は，JAXA中期計画に従い，

定量的解析を実施し，表面張力流に特有な対流不安定性

ISS搭載機器・小型飛翔体等

の開発運用及び宇宙科学データの整備事業において実施

の物理モデルの構築・検証に寄与した．

された，（1）ISS日本実験棟（JEM）船内実験室を利用
した，流体科学，燃焼科学，結晶成長科学，植物生理学

1．1．2

等の供試体の開発及び実験（2）ISS他国モジュールを

結晶成長研究（Nano

Step）

本研究は，溶液からのタンパク質結晶の成長機構と完全

利用した実験などJEM以外の手段による実験について

性の解明を目指すものである．平成24年度は，HTV3号

評価を行った．今年度の評価対象は，物質科学分野：マ

機で装置を打ち上げ，8月から12月まで3つのセルを用

ランゴニ対流研究および結晶成長研究，生命科学分野：

いて実験を実施した．その結果，レーザー干渉計を用いて

植物生理研究，基礎科学：ダストプラズマ研究である．

ナノメートル／秒オーダーという極めて遅い結晶成長速度

実施主体はISS科学プロジェクト室であることから，評

を宇宙で測定することに成功し，データ解析を進めた．

価調書案はISS科学プロジェクト室により作成された．
宇宙環境利用科学は大きく，物質科学，基礎科学，生命
科学の三分野に分かれるので，以下では分野毎に評価結

1．2

基礎科学分野

基礎科学分野では本項目に該当する研究は実施されて

果の概要を示す．

いない．

1．ISS日本実験棟（JEM）船内実験室を利用した，
流体科学，燃焼科学，結晶成長科学，植物生理学
等の供試体の開発及び実験

1．3

1．1

眼し，重力依存的成長制御機構を調べているが，オーキ

生命科学分野

1．3．1

植物の重力依存的成長制御を担うオーキシン排

出キャリア動態の解析

（CsPINs）

本研究は，キュウリの芽生え時に形成されるペグに着
物質科学分野

1．1．1

マランゴニ対流研究

（MEIS，

Marangoni

UVP）

本研究は，流体科学に関わる以下の2つの研究テーマ
を含む．

（a）マランゴニ対流における時空間構造
（b）マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移

過程

シンの輸送担体であるCsPIN1タンパク質が，重力依存
的に重力感受細胞内でのその局在を変化させてオーキシ
ンの動態を制御すること，またその結果，地上では境界
域の上側でオーキシン量を減少させ，ペグ形成を抑制す
る可能性を示した，植物における根の伸長の方向を決定
する因子は水分屈性と重力屈性によるものであるが，こ

研究の目的は，液柱における層流から振動流への遷移

れまでは重力の影響を排除した実験は行われてこなかっ

メカニズムの理解，さらには振動流からカオス，乱流へ

た．さらに，重力と水分による影響を分離した芽生えの

の遷移メカニズムを理解するためのデータ取得である．

伸長を観察する実験はこれまでないという点で評価でき

平成24年度は，大型液柱における粒子集合構造（PAS）

る．実験機器の不具合で一部実験が完了していないが，
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実験を再開して結果がさらに新しい発見をもたらすこと

粒子系における臨界点について理解することである．併

が期待される．

せて，ダストプラズマ分野ではあまり進んでいないプラ
ズマ計測についても注力し，新しい知見を蓄積すること

1．32

重力によるイネ芽生え細胞壁のフェルラ酸形成

も目指す．平成24年度では，7月に実施された微小重力
実験のデータ回収・入手，プラズマ計測，データ解析の

の制御機構（Ferulate）

本研究は，微小重力環境下で栽培した稲の細胞壁を調

継続，成果の公表等を行った．また併せて，本研究分野

べることによりその強度の変化と原因をさぐる研究であ

において重要な課題である粒子が存在しない領域（ボイ

る．平成21年度末に実験試料が回収されて以降，飛行後

ド領域）の形成機構についても検討を開始した．その結

解析に移行している．引張試験の結果，微小重力下では

果，粒子の有無によるプラズマの密度・温度の変化，ボ

細胞壁強度が低下し，その原因がフェルラ酸の重合過程

イド領域形成モデルの導出等に成功した．評価の結果，

にあることが示された．高等植物の生活環の維持に必須

重要であるが難しい課題に挑み，一定の前進が認められ

である，細胞壁構築過程の機構を解明することで，地上

ると判断した．また，ボイドフリープラズマが本当に実

での品種改良や将来的な宇宙での植物栽培を進める上で

現できるかについての検討を加速すべきと判断した．

重要な知見をもたらすと考えられる．また，宇宙環境で
の植物成長に関する実験は数多く実施されているが，重
力の変化に伴って細胞壁の成分の量的変化が生じてその
強度に影響を与えることを証明する宇宙実験はこれまで

2．3

生命科学分野

生命科学分野では本項目に該当する研究は実施されて
いない．

ない．これらの成果が広く公表されることが期待される．

3．中期計画達成状況評価

2．ISS他国モジュールを利用した実験などJEM
以外の手段による実験

3．1

2．1物質科学分野
JAXA観測ロケットS−520−28号機の弾道飛行で得られ
る数分間の微小重力環境を利用する均質核形成実験（宇
宙ダストと炭酸塩結晶の生成）の供試体開発支援および

国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置の開発・運

用
平成20年4月から平成25年3月までの第二期中期計
画における活動・成果の評価を行った．評価結果は次の
通り．

フライト実験を実施した．宇宙ダスト実験では鉄および

第二期中期計画期間中に，流体科学，結晶成長科学，
植物生理学，放射線生物学，細胞生物学分野の計1プテ

酸化タングステンの蒸気から固体微粒子が形成される過

ーマ（継続中を含む）について，時折発生したトラブル

程を，炭酸塩結晶の生成実験では水溶液からの炭酸カル

を無事乗り越え，きぼう・船内実験室において実施した．

シウムの核形成過程をそれぞれリアルタイム計測するこ

平成20年8月に開始したマランゴニ対流実験（MEIS）

の5シリーズに及ぶ実験を平成24年2月に終了，他の

とに成功した．・

また，中国が平成26年に回収衛星「実践10号」にて実

関連テーマの成果と併せ，液柱マランゴニ対流への理解

施する予定の混晶半導体IhGaSb結晶成長実験に関して，

を深めた．また，4件の植物生理学実験を実施，重力屈

回収試料の日中共同分析に関する地上研究を支援した．

性など植物の重力応答に関する体系的研究を進めるな
ど，多くの学術成果を得た．国際協力については，TEXUS

22

ロケット利用燃焼実験，ISSサービスモジュール搭載装

基礎科学分野

置利用のダストプラズマ研究など，ISS・きぼう以外の機

2．2．1ダストプラズマ研究

本研究は，国際研究協力によりダストプラズマの微小
重力実験実施を目指すものである．国際研究チーム内で

会を利用した宇宙実験を実施，学術成果を得ると共に，

将来の国際協力による宇宙実験の先鞭を付けた．これら

実験の意義，実験条件等の提示を行い，チーム内で議論

の宇宙実験の成果に関する論文の公表，国内外の学会発

の上，意義が認められた場合には実験に組み込まれる．

表などが積極的に行われた

これまで，試行的な実験を含めて合計7回の微小重力実

解説記事件数：126件，国際会議発表：229件，国内学会

験機会を得ることに成功した．本研究の主な目的は荷電

発表：563件）．

（査読付論文総件数：230件，

d．小型科学衛星専門委員会
1．背景

るミッションのPre−Phase

A開発研究（概念検討）を行

うことを支援するために，小型科学衛星ワーキンググル

本委員会では，小型科学衛星シリーズ3号機に搭載す

ープを対象に，「小型科学衛星戦略的開発経費」の募集を
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行った．平成24年度には，8件の申請があり，金額ベー

東京・大橋隆哉）

5．新宇宙探査技術実証実験ミッションの研究

スで3．2倍の競争率であった．

DESTINY（代表．：川勝康弘）

2．採択課題一覧

3．評価
1．小型月実験機SLIM（代表・澤井秀次郎）

2．赤外線位置天文観測衛星JASMINE（代表：国立天

平成24年度末，採択された上記研究課題につき成果
報告書の提出を求め，小型科学衛星専門委員会において

文台・郷田直輝）

3．小型重力波観測衛星DPF（代表：京都大学・安東
正樹）
4．ダークバリオン探査衛星 DIOS（代表：首都大学

その書類審査を行った．いずれの課題においても，計画
通りの活動が行われたことを確認した，

e．大気球研究委員会
平成24年度の大気球実験として採択された7実験の
成果報告書および研究代表者による口頭報告に基づき，

平成24年度大気球実験の評価が行われた．

第一次気球実験で実施した2実験については所期の目

的を十分に達成したと認められ，また気象条件不適合の
ため第二次気球実験で予定していた実験すべてが実施で
きなかったことはやむを得ないものと判断し，「A評価」
とすることとした．

f．宇宙科学プログラム技術委員会
提案を募り，宇宙科学研究所内外の委員によって書類お

3）ポリイミドフォームMLI
4）MLI排気特性測定

よび発表による審査を行い，支援する課題を決定してい

5）熱制御材料の劣化予想に関する研究

る。平成24年度は，22件の申請があり18件を採択した．

6）アウトガス評価
7）高機能ヒートパイプ，蓄熱デバイス，機械式ヒート

本委員会では，応募要件に掲げる性格の活動について

1．応募要件

スイッチ

8）極低温域における全半球放射率の測定
（1）開発的要素が高く，戦略的開発研究費や，国の所管

する競争的資金（科学研究費補助金等）の応募には
そぐわないが，宇宙科学プログラムの実現のために

9）SpaceWire上位プロトコルの試作等
10）衛星・ロケット等の大規模構造体における電磁界シ
ミュレーションの確立と高精度化

必要で，かつ特定のミッションに閉じない横断的に

11）準能動的防振サンドイッチパネルの開発

必要な技術的活動．

12）リチウムイオン電池用セルバランス回路の開発

（2）現在開発が行われている宇宙科学プロジェクト等に
横断的に必要な活動．

（3）宇宙科学プロジェクト等に横断的な技術課題解決の

13）惑星探査機用太陽電池の最適設計化
14）民生部品利用ガイドラインの作成等
15）低温で使用可能なリチウムイオン電池の開発

ための研究・開発宇宙科学プロジェクト等に横断

16）重イオン照射実験用ビーム検出器の開発

的な基盤技術の研究・開発（標準化活動，プログラ

17）衛星推進系の信頼性向上研究

ム化活動など）を対象とする活動

（4）宇宙科学研究所DEグループの技術の維持・向上に

3．年度末評価

資する活動

2．採択課題一覧

平成24年度末，採択された上記研究課題につき成果
報告書の提出を求め，宇宙科学プログラム技術委員会に
おいてその書類審査を行った．いずれの課題においても

1）CCSDSにおけるDDOR標準化作業

計画通りの活動が行われたことを確認した．またその審

2）多層膜型フレキシブルOSRの開発

査結果を平成25年度の採択審査の参考とした．
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1．科学研究費補助金による研究及び各種共同研究等
a．科学研究費補助金による研究
研究科目
1

2

3

新学術領域研究
i領域）（計画）

新学術領域研究
i領域）（公募）

新学術領域研究
i研究領域提案型）

研究課題

研究系

研究代表者

宇宙赤外線背景放射の観測によるダークエイジの探査

宇宙物理学研究系

松浦

周二

ガリレオ衛星食掩蔽を用いた宇宙赤外線背景放射の観測

宇宙物理学研究系

津村

耕司

宇宙X線・ガンマ線観測による中性子星研究の新展開

宇宙物理学研究系

高橋

忠幸

基盤研究（A）

磁気プラズマセイルの推進性能評価と最適化

宇宙飛翔工学研究系

船木

一幸

5

基盤研究（A）

太陽系外惑星の大気分光精査に向けた極低温デフォー
}ブルミラーの開発

宇宙物理学研究系

塩谷

圭吾

6

基盤研究（A）

X線透過法をもちいた天体衝突過程の新しい理解

太陽系科学研究系

加藤

學

7

基盤研究（A）

2機の金星探査機による相補的観測データを用いた金
太陽系科学研究系
ｯ大気物質循環の解明

中村

正人

8

基盤研究（A）

地球高層中性大気のグローバル・リモートセンシング
Z術に関する研究

宇宙飛翔工学研究系

國中

均

9

基盤研究（A）

スペース多波長観測に基づく激動期宇宙における銀河
ﾌ活動性の解明

宇宙物理学研究系

松原

英雄

10

基盤研究（A）

繰り返し使用のためのロケットエンジン燃焼室銅合金
ﾌ熱疲労解析による予寿命評価

宇宙飛翔一L学研究系

佐藤

英一

11

基盤研究（A）

無線情報エネルギー伝送技術を用いた再使用宇宙機用
純Cヤレス安全監視システムの研究

宇宙機応用工学研究系

川暗

繁男

12

基盤研究（A）

高精度ロケットを用いた太陽の硬X線撮像観測による
椛ﾎ論的現象の探査・解明

宇宙物理学研究系

高橋

忠幸

学際科学研究系

齋藤

芳隆

宇宙飛翔」二学研究系

安部

隆士

13

4

基盤研究（A）

14

基盤研究（A）

15

基盤研究（A）

16

基盤研究（A）

プラズマアクチュエータ制御における局時流れ機構と
ｧ御パラメータ策定に関する研究

宇宙飛翔1二学研究系

藤井

孝藏

17

基盤研究（B）

超低温サブミリ波・X線アレイ検出器の革新的な信号
ﾇみ出し方法の研究

宇宙物理学研究系

満田

和久

18

基盤研究（B）

ダークマター探索のためのエキゾチック原子を用いた
ｽ粒子宇宙線測定器の開発

学際科学研究系

福家

英之

19

基盤研究（B）

磁場印可によるX線CCD検出器の性能向L

宇宙物理学研究系

堂谷

忠靖

20

基盤研究（B）

宇宙飛翔一r二学研究系

八田

博志

21

基盤研究（B）

InGaSbおよびInGaAsの溶液成長における結晶面方位
ﾋ存性の解明

学際科学研究系

稲富

裕光

22

基盤研究（B）

成層圏パワードバルーンシステムの研究

学際科学研究系

井筒

直樹

23

基盤研究（B）

宇宙物理学研究系

和田

武彦

24

基盤研究（B）

宇宙物理学研究系

土居

明広

皮膜に網をかぶせた長時間飛翔用スーパープレッシャー気球の開発

電磁力による惑星大気飛行体周りの弱電離プラズマ流
ﾌ制御技術の確立とその先端的展開
宇宙機搭載を目指す推進系統合型燃料電池のシステム

J発

再使用型宇宙往還機の耐熱材料の試験評価技術に関す

骭､究

次世代遠中問赤外線検出器のための極低温読みだし集

ﾏ回路の開発
ブラックホール高精度位置決定による活動銀河核の根
ｹ的問題の観測的解明

宇宙飛翔1二学研究系

川口

淳一郎
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25

基盤研究（B）

26

基盤研究（B）

研究系

研究課題

研究科目

回転法を利用した高温高粘性浮遊試料の表面張力・粘

ｫ係数計測
新しい小天体探査を可能にする次世代移動探査メカニ

Yムの研究

研究代表者

学際科学研究系（ISS併任）

石川

毅彦

宇宙機応用工学研究系

久保田

太陽系科学研究系

佐藤

毅彦

孝

基盤研究（B）

太陽活動極大期、木星磁気リコネクションをハワイ高

i海外）

sx観測施設からとらえる

28

基盤研究（C）

宇宙科学教育のための、多次元宇宙科学データ閲覧・
析システム構築

学際科学研究系

三浦

昭

29

基盤研究（C）

「あかり」スペクトルに基づく褐色倭星大気構造の研究

宇宙物理学研究系

山村

一誠

30

基盤研究（C）

太陽系科学研究系

岡田

達明

31

基盤研究（C）

かぐや分光データを用いた月の地殻形成過程および二
ｪ性原因の解明

太陽系科学研究系

大竹

32

基盤研究（C）

宇宙機用放射率可変型ラジエータ材料の研究

熱・流体グループ

太刀川

33

基盤研究（C）

パーティクルフィルタによる宇宙用ロバスト制御の研究

宇宙飛翔工学研究系

森田

泰弘

34

基盤研究（C）

太陽大気での磁気リコネクション現象におけるエネル
Mー輸送の観測的研究

太陽系科学研究系

清水

敏文

35

基盤研究（C）

長周期連星系を用いた大質量星の進化の研究

宇宙物理学研究系

前田

良知

36

基盤研究（C）

超高屈折率酸化物ガラスにおける構造モデルフリー屈
ﾜ率計算法の提案

ISS科学プロジェクト室

荒井康智

37

基盤研究（C）

ガスシール型超高温耐酸化セラミックス複合材料の創製

宇宙飛翔工学研究系

後藤

健

38

基盤研究（C）

宇宙飛翔工学研究系

津田

雄一

39

基盤研究（C）

宇宙機の姿勢制御性能に影響を与える衛星内部状態量
ﾌ高精度推定と軌道上推定の研究

宇宙機応用工学研究系

齋藤

宏文

40

基盤研究（C）

天体分野学習の新時代：悪天時の観察もネットツール
ﾅwe1−CAM！

太陽系科学研究系

佐藤

毅彦

41

基盤研究（C）

日韓VLBI網で探る巨大ブラックホールからの相対論
宇宙物理学研究系
Iジェット噴流

紀

基樹

42

基盤研究（C）

エックス線分光による銀河団ガスの運動測定

学際科学研究系

田村

隆幸

43

基盤研究（C）

電波掩蔽による金星大気ミクロプロセスの解明

太陽系科学研究系

今村

剛

44

基盤研究（C）

磁気圏尾部ダイナミクスに対するプラズマ波動のエネ
泣Mー散逸への寄与の評価

学際科学研究系

篠原

育

45

基盤研究（C）

放射線による過渡的な局所昇温現象とそのソフトエラ
[耐性への影響

宇宙機応用工学研究系

小林

大輔

46

挑戦的萌芽研究

超高速線X線デュアルビーム撮影法の開発と歯科放射
?f断学への応用

ミッション機器系グループ

47

挑戦的萌芽研究

超低バックグラウンドX線CCDを用いたガンマ線未
ｯ定天体の研究

宇宙物理学研究系

尾崎

正伸

48

挑戦的萌芽研究 太陽観測に向けた超高精度X線ミラーの開発

太陽系科学研究系

坂尾

太郎

49

挑戦的萌芽研究

液体金属を推進剤としたバルブレス・レーザーアブレ
[ションスラスタの研究

宇宙飛翔工学研究系

船木

一幸

50

若手研究（B）

高感度の全天エックス線監視による巨大バイナリブラ
bクホールの探査

宇宙物理学研究系

磯部

直樹

51

若手研究（B）

銀河団プラズマへのエネルギー輸送の観測的研究

̀STRO−Hプロジェクトチーム

川原田

円

52

若手研究（B）

ナノオーダー精度を有する大型軽量熱安定CFRP製
ｾの開発

宇宙飛翔工学研究系

小柳

潤

53

若手研究（B）

柔軟インフレータブル構造の形状変形を積極的に利用
ｵた大気突入機の研究

宇宙飛翔工学研究系

山田

和彦

27

日印リモート蛍光X線探査による月面元素組成の決
閨F「粗さ効果」補正の適用

太陽光圧を積極的に利用した宇宙機誘導航法の実証的

､究

■

真紀子

長谷川

純孝

克也
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】V．共同研究等

研究課題

研究科目
54

若手研究（B）

55

若手研究（B）

56

若手研究（B）

57

若手研究（B）

58

若手研究（B）

59

若手研究（B）

60

固有直交分解を用いたパレート最適解群からの設計知
ｯ抽出法の確立と実証

研究系
宇宙飛翔工学研究系

研究代表者
大山

聖

ISS科学プロジェクト室

寺田

昌弘

（H241231廃止）学際科学研究系

峠

千尋

BepiColomboプロジェクトチーム

西野

真木

宇宙機応用工学研究系

福田

盛介

物体に干渉する超音速噴流から発生する非線形空力音
ｿ波のデータマイニングによる理解

宇宙飛翔工学研究系

野々村

若手研究（B）

中間赤外線用イマージョングレーティングの開発：回
ﾜ面への金属成膜技術の確立

宇宙物理学研究系

猿楽

祐樹

61

若手研究（B）

3次元太陽フレア数値シミュレーションによる粒子加
太陽系科学研究系
ｬモデリング

西塚

直人

62

若手研究（B）

X線星による銀河中心拡散X線放射へのエネルギー寄
ASTRO−Hプロジェクトチーム
^の解明

森

英之

63

若手研究（B）

成影

典之

64

若手研究（B）

小高

裕和

65

若手研究（B）

66

若手研究（B）

67

若手研究（B）

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

研究活動

Xタート支援

骨格筋萎縮メカニズム；ラット・マウス・メダカ骨格

ﾘを比較して
複数観測データを融合した太陽風擾乱伝搬のシミュレ

[ション
SELENE観測データによる月磁気異常と太陽風の相互
?pの解明
バイスタテイック・レーダポーラリメトリによる物理

ﾊ推定の研究

ライマンα線を用いた太陽大気磁場測定のための多層

SOLAR−Bプロジェクトチーム
訣tｽ射率偏光ミラーの開発
次世代高精度天体観測に向けたX線放射モンテカルロ
ASTRO−Hプロジェクトチーム
Rードの開発と観測的実証
複数衛星観測を用いた四次元時空間における宇宙プラ
Yマ構造の再現

拓

太陽系科学研究系

長谷川

宇宙機応用工学研究系

石上

不確かさの確率論的定量化法を用いたLESの非平衡壁
ﾊモデルの開発

宇宙飛翔工学研究系

河合宗司

2段式軽ガス銃を用いた開放系気相化学分析技術の確立

太陽系科学研究系

黒澤

包括的な力学モデルに基づく月惑星探査ロボットの走
sシステム設計に関する研究

，

洋

玄也

耕介

研究活動

火星探査航空機の実現に向けた低レイノルズ数三次元

Xタート支援

ンﾁ性の解明

研究活動

太陽系外惑星の精査に向けた赤外線天文衛星搭載コロ
iグラフの開発

宇宙物理学研究系

櫨香奈恵

電気推進・ソーラーセイルの運用性を考慮した深宇宙
T査機軌道設計ツールの開発

宇宙飛翔工学研究系
i受入研究者：川口淳一郎）

森本睦子

Xタート支援
特別研究員

ｧ励費
特別研究員

ｧ励費

極端紫外光をもちいた惑星プラズマ観測の新たな展開

宇宙飛翔工学研究系

太陽系科学研究系
i受入研究者：早川基）

安養寺

正之

村上

豪

空華

智子

北澤

留弥

宇宙物理学研究系

赤外線天文衛星「あかり」の分光データを用いた褐色
̀星大気構造の研究

g24．930退職）

特別研究員

宇宙用耐熱計量スラスター用耐環境コーティングの設

宇宙飛翔工学研究系

ｧ励費

vと実証

i受入研究者：後藤健）

特別研究員

電波データ解析と数値実験との融合による木星での粒
q加速解明とその普遍的展開

太陽系科学研究系
i受入研究者：藤本正樹）

木村

智樹

特別研究員

X線・可視光で探る活動銀河核電離領域ガスの化学組

ｧ励費

ｬの研究

学際科学研究系
i受入研究者：海老澤研）

鮫島

寛明

特別研究員

電磁イオンサイクロトロン波動の非線形解析に基づく
Wオ・スペースプラズマ環境の研究

太陽系科学研究系
i受入研究者：松岡彩子）

小路真史

太陽フレァ現象における粒子加速機構とプラズマダイ
iミクスに関する観測的研究

太陽系科学研究系

特別研究員

無容器プロゼッシングを用いた酸化物系準安定相及び

学際科学研究系

ｧ励費

ｨ性の研究

i受入研究者：石川毅彦）

特別研究員

ｧ励費

磁気圏観測衛星SCOPE搭載用高性能小型軽量低エネ
泣Mー粒子計測装置の開発

太陽系科学研究系
i受入研究者：齋藤義文）

（総研大）

磁気プラズマセイルの推力特性及び非定常現象に関す

ﾁ別研究員奨励費

骭､究

宇宙飛翔工学研究系
i受入研究者：船木一幸）

特別研究員

ｧ励費

ｧ励費

ｧ励費
特別研究員

ｧ励費

189

i受入研究者：山村一誠←村上浩

i受入研究者：清水敏文）

渡邉

恭子

MALAHA肌1，V．S．
Bedington

Robert

大塩祐哉
i船木一幸）
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N．共同研究等
研究課題

研究科目
82

83

84

85

86

87

88

89

go

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

（分担者）

研究系

学際科学研究系

V学術領域研究
（分担者）

超広帯域ミリ波サブミリ波観測による大規模構造の進

ﾁ別推進研究

ｻの研究

（分担者）

限界過冷却融体の動的密度揺らぎの観察とアモルファ
X合金形成機構の解明

学際科学研究系（ISS併任）

DNS解析に基づく高マッハ数混相乱流LESモデルの構築

宇宙飛翔工学研究系

蓄電機能を有するCFRP構造の開発

宇宙飛翔工学研究系

惑星探査機着陸時の衝撃応答制御に関する研究

宇宙機応用工学研究系

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

ｧ戦的萌芽研究
（分担者）

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

火星探査飛行機用低レイノルズ数、高マッハ数プロペ

赶ﾕ研究（B）

奄ﾌ研究

（分担者）

世界初の火星飛行探査実現に向けた基礎研究と高高度

赶ﾕ研究（A）

行試験

（分担者）

無容器溶融法による非平衡バルクガラス合成プロセス

赶ﾕ研究（B）

ﾌ研究

（分担者）

メカノクロミズム金属錯体を用いたスペースデブリ衝

ｧ戦的萌芽研究 ﾋ貫通穴の位置表示に関する研究
（分担者）

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

赶ﾕ研究（S）
（分担者）

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）

宇宙物理学研究系

宇宙飛翔工学研究系
宇宙飛翔工学研究系

ISS科学プロジェクト室
構造・機構・材料系グループ

ﾌ開発

（分担者）

ｧ戦的萌芽研究

聡
茂）

分担者：大山

聖

i代表者：永井大樹）

分担者：余野

建定

i代表者：小原真司）

分担者：下瀬

滋

i代表者：槙原幹十朗）

大気球実験室

小型衛星を目指した多素子X線マイクロカロリメータ

（分担者）

分担者：野中
i代表者：砂田

極周回成層圏テレスコープによる金星大気の研究

（分担者）

赶ﾕ研究（B）

進）

太陽系科学研究系

赶ﾕ研究（S）

（分担者）

i代表者：原

急速合体加熱と定常中性粒子ビーム加熱を駆使した球
トーラスの限界ベータ検証実験

赶ﾕ研究（A）

赶ﾕ研究（A）

分担者：大槻真嗣

宇宙飛翔工学研究系

MHz級デトネーションエンジンの物理機構解明：バル
u共振型と回転爆轟波型エンジン

（分担者）

博志

i代表者：福田博）

光ファイバグレーティングを用いた多点型水素漏えい
ﾄ視デバイスの開発

（分担者）

赶ﾕ研究（B）

分担者：八田

宇宙飛翔工学研究系

ﾌ応用

（分担者）

拓

i代表者：福田紘大）

ヘリコン源を用いた先進的無電極プラズマロケットエ
塔Wンの研究開発

粒子物性評価に基づく月面表層土堆積過程の解明とそ

赶ﾕ研究（B）

分担者：野々村

ASTRO−Hプロジェクトチーム

赶ﾕ研究（B）

（分担者）

純平

暗黒加速器のX線観測による宇宙線加速の解明

（分担者）

赶ﾕ研究（B）

分担者：岡田

i代表者：正木匡彦）

分担者：西堀

ISS科学プロジェクト室

（分担者）

英雄

ISS科学プロジェクト室

浮遊液滴の非線形ダイナミクスを用いた高機能無容器
vロセッシングに関する研究

赶ﾕ研究（A）

分担者：松原

i代表者：河野孝太郎）

固体天体内部探査地中レーダ用超広域アンテナの最適
ｻ設計に関する研究

赶ﾕ研究（B）

（分担者）

哲也

分担者：土居 明広
i代表者：紀基樹）

ミッション機器系グループ

赶ﾕ研究（B）

分担者：吉田

i代表者：羽澄昌史）

日韓VLBI網で探る巨大ブラックホールからの相対論
宇宙物理学研究系
Iジェット噴流

高速X線4Dイメージングによるパーキンソン病リハ
rリテーションの次世代モデル開発

（分担者）

研究代表者

太陽系科学研究系
宇宙飛翔工学研究系
宇宙物理学研究系

超高分解能X線検出器によるX線分光分析の革新

宇宙物理学研究系

超伝導サブミリ波リム放射サウンダ衛星観測にもとつ
ｭ中層大気微量成分分布の解明

PLANET−Cプロジェクトチーム

アルファ線スペクトルとLX線放射強度比を利用した
v新的プルトニウム同位体分析法

宇宙物理学研究系

月限石と「かぐや」月探査衛星データの戦略的融合研
?ﾉよる月バルク組成決定への試み

太陽系科学研究系

超高強度レーザー衝撃実験による惑星形成過程の解明

太陽系科学研究系

宇宙・地上の連携観測による高高度放電発光現象の発
ｶ条件とメカニズムの解明

PLANET−Cプロジェクトチーム

重力健康科学に基づく「身心一体科学」の提案

ミッション機器系グループ

俊幸

i代表者：真鍋武嗣）

分担者：森

英之

i代表者：松本浩典）

分担者：船木

一幸

i代表者：篠原俊二郎）

分担者：丸

祐介

i代表者：岡崎慎司）

分担者：清水 敏文
i代表者：小野靖）
分担者：荘司

泰弘

i代表者：田口

真）

分担者：長谷川

克也

i代表者：粂井康宏）

分担者：松本聡
i代表者：阿部

豊）

分担者：大竹真紀子
i代表者：松島亘志）

分担者：船木

一幸

i代表者：笠原次郎）

分担者：山崎

典子

i代表者：大橋隆哉）

分担者：満田

和久

i代表者：石崎欣尚）

分担者：鈴木睦
i代表者：塩谷雅人）

分担者：満田

和久

i代表者：前畑京介）

分担者：大竹

真紀子

i代表者：荒井朋子）

分担者：黒澤

耕介

i代表者：松井孝典）

分担者：鈴木

睦

i代表者：佐藤光輝）

分担者：長谷川

克也

i代表者：跡見順子）
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研究科目
111

112

113

研究課題

（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

V学術領域研究
（分担者）

V学術領域研究

研究系

ロケット・地L連携観測による中緯度電離圏波動の生
ｬ機構の解明

研究代表者
分担者：阿部

太陽系科学研究系

実験と観測で解き明かす中性子星の核物質

宇宙物理学研究系

重力波天体からのX線・γ線放射の探索

ISS科学プロジェクト室
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琢美

i代表者：山本

衛）

分担者：高橋

忠幸

i代表者：田村裕和）

分担者：冨田

洋

i代表者：河合誠之）

b．宇宙科学実験用設備を用いた共同利用研究
（1）スペース・プラズマ実験装置を用いた共同利用研究
所属

1−1

1．2

1−3

1−4

氏名

研究課題

東北大学

小野

高幸

観測ロケット搭載用インピーダンスプローブのプ
宴Yマ内動作確認、及び新型高時間分解能インピー
̲ンスプローブの実験

宇宙科学研究所∬AXA

阿部

琢美

観測ロケットS−520−27号機搭載用FLPの較正試験

宇宙科学研究所∬AXA

h野

京都大学

一一磨

小嶋

浩嗣

磁気プラズマセイルのシミュレーション実験

装置

大型スペースサイエンス

̀ェンバー
大型スペースサイエンス

̀ェンバー
大型スペースサイエンスチェンバー

i新設船木研専用チャンバー）

室内シミュレーションによる波動粒子相互作用の
ｼ接観測実験

大型スペースサイエンス

スペースチェンバー設置型インピーダンス・プロー

大型スペースサイエンス

uの改良

̀ェンバー

̀ェンバー

1−5

新居浜工業高等専門学校

若林

誠

1．6

高知工科大学

山本

真行

飛翔体搭載音波計測装置の開発・較正実験

雅夫

浮遊型プローブによるスペースプラズマ測定法に
ﾖする研究

大型スペースサイエンス

次世代小型衛星電源系要素技術実証システムの温

大型スペースサイエンス

1−7

1−8

東海大学

宇宙科学研究所∬AXA

磯村
久木田

明夫

̀ェンバー

D棟2階中型チェンバー

九州工業大学

豊田

和弘

2−1

研究開発本音防AXA

高橋

眞人

大型太陽電池アレイパネルにおける放電試験

2．2

宇宙科学研究所σAXA

田中

孝治

2−3

富山県立大学

石坂

圭吾

2−4

宇都宮大学

齋藤

和史

2−5

横浜国立大学

石原

修

2−7

東京農工大学

栗原

篠原
安藤

̀ェンバー
̀ェンバー

1−9

北海道大学

̀ェンバー

x校正試験
宇宙プラズマ中での電圧印加によるスペースデブ
鰹恚事@の開発

2−6

大型スペースサイエンス

薄膜発電システムの宇宙環境における帯電・放電に

ﾖする研究
S−520−27号機搭載用電場観測装置（EFD）の栄体真

試験
直流放電プラズマ中における帯電微粒チの相互作

pH

コンプレックスプラズマ中微粒子の電荷測定

純一

真空紫外共鳴散乱法による原子状酸素密度測定の
ｸ度向ヒに関する研究

俊二郎

ヘリコン波プラズマ生成と宇宙プラズマ中の電磁
g動現象のシミュレーション

利得

大Ll径電子ビームのカスプ磁場への入射とそれに
ｺうプラズマの変化の観測

大型スペースサイエンス

D棟2階中型チェンバー
D棟3階紫外線光源つき
̀ェンバー

D棟2階小型チェンバー
横国大コンプレックス

vラズマ装置

D棟3階ガラスチェンバー
高密度（磁化）プラズマ発生

葡u
高密度（磁化）プラズマ発生

2−8

金沢大学

3−1

東北大学

3−2

研究開発本部σAXA

川北

史朗

フレキシブルCIGS太陽電池モジュールの微小粒
q衝突試験

新型2段式軽ガス銃

3−3

研究開発本音防AXA

松本

晴久

宇宙機のデブリ衝突による電気的および機械的影
ｿに関する研究

新型2段式軽ガス銃

3−4

研究開発本部σAXA

松本

晴久

宇宙機搭載用デブリセンサの開発研究

新型2段式軽ガス銃

槙原

幹十朗

葡u

メカノクロミズム金属錯体を用いたスペースデブ
新型2段式軽ガス銃
鰹ﾕ突貫通穴の位置表示に関する研究
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装置

研究課題

氏名

所属

次世代先端宇宙服

最外層（断熱防護層）の耐

3−5

有人宇宙環境利用ミッシ
㏍当{部／JAXA

山口

孝夫

3−6

千葉工業大学

大野

宗祐

大気との相互作用による硫酸塩岩衝突放出物の蒸
ｭに関する実験的研究

新型2段式軽ガス銃

3−7

千葉工業大学

小林

正規

圧電性PZTによる微小衝突体のサイズ検出の研究

新型2段式軽ガス銃

3−8

東京大学

杉田

精司

炭素質阻石衝突による有機物質合成の模擬実験

新型2段式軽ガス銃

3−9

サレジオ高等専門学校

塩田

一路

多層複合材料を用いたデブリ防御の研究

新型2段式軽ガス銃

3−10

電気通信大学

柳澤

正久

衝突蒸気雲と固体壁の衝突

新型2段式軽ガス銃

3−11

東京薬科大学

横堀

伸一

鉱物、有機物、微生物の高速衝突による変性の研究

新型2段式軽ガス銃

3−12

法政大学

新井

和吉

荷重下における宇宙機構造材料の耐衝撃性

新型2段式軽ガス銃

3−13

研究開発本部∬AXA

多孔質アルミを用いた軽量デブリバンパの研究

新型2段式軽ガス銃

3−14

研究開発本部∬AXA

河本聡美

導電性テザーに対するデブリ衝突の影響評価

新型2段式軽ガス銃

3−15

研究開発本部乃AXA

東出

真澄

微小デブリに対するWhipple

新型2段式軽ガス銃

3−16

研究開発本部∬AXA

藤田

和央

3−17

月・惑星探査
vログラムグループノJAXA

岡本

千里

分化阻石母天体の衝突破壊実験

新型2段式軽ガス銃

3−18

宇宙科学研究所∬AXA

黒澤

耕介

二段式軽ガス銃を用いた開放系気相化学分析

新型2段式軽ガス銃

3−19

宇宙科学研究所刀AXA

佐藤

英一

3−20

宇宙科学研究所乃AXA

田中

孝治

3−21

宇宙科学研究所βAXA

田端

誠

3−22

宇宙科学研究所乃AXA

牧

3−23

宇宙科学研究所乃AXA

矢野

創

3−24

宇宙科学研究所乃AXA

矢野

創

3−25

静岡大学

三重野

哲

3−26

愛知東邦大学

高木靖彦

3−27

名古屋工業大学

西田

政弘

斜面および曲面に飛翔体衝突した際のクレータ形
とエジェクタ

3−28

神戸大学

荒川

政彦

フラッシュX線を用いた多孔質物質中への弾丸貫
新型2段式軽ガス銃
?ﾌその場観察

3−29

神戸大学

鈴木

絢子

堆積岩に対する衝突クレーター形成実験：大学院
ｶを対象とした人材育成のための衝突実験実習

新型2段式軽ガス銃
ﾜたは，藤原銃

3−30

神戸大学

中村

昭子

小惑星模擬高空隙率標的の衝突破壊強度の研究

新型2段式軽ガス銃

3−31

神戸大学

中村

昭子

小天体からの塵生成メカニズムの解明

新型2段式軽ガス銃

3−32

近畿大学

道上

達広

3−33

産業医科大学

門野

敏彦

小野瀬

直美

謙一郎

lMOD性評価試験

Bumperの基礎的研究

火星ダストを模擬したエアロゲル軽ガス銃打ち込

ﾝ試験

宇宙構造材料の超高速衝突破壊挙動における微細

¥造の影響

新型2段式軽ガス銃

新型2段式軽ガス銃

新型2段式軽ガス銃

超高速衝突による電位変動が宇宙機に及ぼす電気
I影響に関する研究

新型2段式軽ガス銃

シリカエアロゲルの超高速微粒子捕集性能評価

新型2段式軽ガス銃

マイクロ波による宇宙構造物へのデブリ衝突検出
ﾉ関する研究

新型2段式軽ガス銃

ソーラー電力セイル小型実証機搭載用PVDFダ
Xトセンサの校正試験
土星衛星エンセラダス・プルーム微粒子の非破壊捕

W装置の開発
ガス銃衝突反応による炭素クラスターの合成（アス
eロイド衝突のモデル実験）

衝突クレーター形成に関する強度スケーリング則

ﾌ再検証

はやぶさサンプル粒子の形状と室内実験における

j片形状
「はやぶさ2」SCIの地上較正実験

新型2段式軽ガス銃
新型2段式軽ガス銃
新型2段式軽ガス銃
新型2段式軽ガス銃
新型2段式軽ガス銃

新型2段式軽ガス銃
新型2段式軽ガス銃
ﾜたは，藤原銃
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（2）宇宙放射線装置を用いた共同利用研究
所属
1

2

研究課題

氏名

名古屋大学大学院

搖w研究科
愛媛大学大学院

搓H学研究科

金田

英宏

冷却赤外線望遠鏡の鏡支持方法の研究

赤外線装置

粟木

久光

非球面X線望遠鏡用基板の表面平滑化技術の確立

X線実験装概

郡司

修一

ｱ

D棟恒温恒圧槽

星周円盤を持つ前主系列星の変光観測

赤外線モニター観測装置

硬X線偏光度検出器PHENEXの方向制御装置の試

3

山形大学

4

大阪大学理学研究科

深川

美里

5

名占屋大学
ｻ象解析研究センター

松本

浩典

6

東京大学

ヒ塚

貴史

中間赤外線モスアイ光学素子およびメンブレンメ
bシュフィルタの開発

赤外線装置

常深

博

機械式冷凍機の冷却X線CCDカメラへの応用研究

熱真空試験装概

深沢

泰司

位置検出型硬X線ガンマ線検出器の開発

ボンディングワイヤ，微小電
ｬ系，恒温槽，高圧電源

7

8

理学部

装置

大阪大学大学院

搖w研究科
広島大学大学院

搖w研究科

ASTRO−H用硬望遠鏡搭載pre−collimatorのX線反射

ﾁ性試験

X線実験装慣

（3）高速気流総合実験設備を用いた共同利用研究
研究代表者所属

研究課題

研究代表者

装置1

名古屋大学大学院
中村

佳朗

超音速パラシュートの空力特性について

蜉w院工学研究院
@械知能L学研究系

坪井

伸幸

AGARD−B標準模型を使用したISAS超音速風洞の6
ｪ力計測試験

早稲田大学基幹理工学部

佐藤

哲也

極超音速インテークの始動特性に関する研究

1

H学研究科
q空宇宙工学専攻

2

3

九州工業大学

4
5

6

吹場

静岡大学工学部
東海大学工学部

q空宇宙学科
九州大学大学院

?@

1：学研

航空宇宙工学部門

九州大学大学院工学研

活佳

水書

稔治

麻生

茂

ノーズコーンからの姿勢制御ジェットと主流との干

ﾂに関する研究

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（汎用）

遷音速風洞

離脱衝撃波変曲部における音響擾乱発生に関する研

衝撃波干渉低減を考慮したTSTO型宇宙往還機に関
ｷる研究
モーフィング機能を有した宇宙往還機の空力特性改

超音速風洞
@（空力）

遷音速風洞

安部

隆士

インフレータブル構造体を有する高速飛翔体に関す
骭､究（3）

棚次

亘弘

舵面とエンジンを有する小型超音速飛行実験機の空
ﾍ特性の計測

大津

広敬

空気力を効率良く利用できるバルート形状の検討

平木

講儒

非定常衝撃波に関する研究（1）

遷音速風洞

平木

講儒

非定常衝撃波に関する研究（2＞

遷音速風洞

川添

博光

カナード付き有翼惑星探査機の空力特性

遷音速風洞

前野

一夫

三次元物体模型周りの超音速流密度場に対する
aOS画像定量計測

宇宙科学研究所∬AXA

野中

聡

再使用観測ロケット帰還飛行空力特性の研究

遷音速風洞

16 宇宙科学研究所∬AXA

野中

聡

イプシロンロケット空力特性の研究

遷音速風洞

17 宇宙科学研究所∬AXA

小川

博之

8
9
10
11

12

13

14
15

航空宇宙工学部門

宇宙科学研究所σAXA
室蘭工業大学

q空宇宙機センター
龍谷大学理工学部
九州工業大学

@械知能工学科
九州工業大学

@械知能工学科
鳥取大学大学院

H学研究科
千葉大学大学院

H学研究科

@（空力）

超音速風洞

泰寛

?@

超音速風洞

i空力・汎用〉

谷

7

装置2

Pの研究

再使用観測ロケット遷痔速／超音速空力特性の研究
iその1）

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力）

遷音速風洞

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力〉

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力）

遷音速風1同

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力）
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18 宇宙科学研究所πAXA

小川

博之

再使用観測ロケット遷音速／超音速空力特性の研究
iその2）

19 宇宙科学研究所πAXA

澤井

秀次郎

超音速流条件下におけるパラシュートの挙動の評価

20 宇宙科学研究所乃AXA

澤井

秀次郎

ウェーブライダー形状の設計に関する研究（非設計
̲性能の評価）

21 宇宙科学研究所∬AXA

澤井

秀次郎

気球を利用した飛行実験機の空力特性の評価

超音速風洞

遷音速風洞
遷音速風洞

@（空力）

超音速風洞
@（汎用）

超音速風洞
@（空力）

超音速風洞
@（空力）

22 宇宙科学研究所βAXA

藤井

孝藏

プラズマアクチュエータによる超音速キャビティ騒
ｹ制御（その6）

23 宇宙科学研究所乃AXA

藤井

孝藏

プラズマアクチュエータによる超音速キャビティ騒
ｹ制御（その7）

九州工業大学大学院
24 H学研究院 機械知能工
w研究系 宇宙工学部門

米本

浩一

遷音速風洞
遷音速風洞
超音速風洞

超音速飛行用フラッシュ型エアデータシステムの開

ｭ

@（空力）

（4）JAXAスーパーコンピュータを用いた共同利用研究
研究代表者所属

研究課題

研究代表者

1

国立天文台理論研究部

町田

正博

磁気星間雲中での回転円盤の形成

2

国立天文台理論研究部

銭谷

誠司

無衝突磁気リコネクションの運動論的研究

3

国立天文台理論研究部

高橋

博之

R3MHDコードを用いた相対論的磁気リコネクション研究

4

東北大学大学院理学研究科

野口

正史

宇宙初期における天体の形成過程

5

アラバマ大学ハンッビル校
F宙プラズマ・大気研究センター

鷲見

治一

シミュレーション解析による太陽圏の構造とダイナミックスの研究

6

東京大学大学院工学研究科

寺本

進

7

明石工業高等専門学校

梶村

好宏

3次元ハイブリッド粒子モデルを用いた磁気プラズマセイルの推力評価

8

青山学院大学理工学部

林

光一

多分散系も含めた多相デトネーションの基礎に関する数値シミュレーション

9

九州工業大学大学院工学研究院

坪井伸幸

ロケットエンジンおよび超音速飛翔体用エンジンに関する燃焼流体の研究

宇宙輸送に係る乱流流れの数値解析

バリスティックレンジを用いたD−SEND＃2近傍場圧力波形取得実験模型の

10 名古屋大学大学院工学研究科

佐宗

章弘

11

水田

晃

ガンマ線バーストジェットの放射機構に関する数値流体力学的研究

松清

修一

無衝突衝撃波におけるピックアップイオンの役割：パラメータ調査
ブラックホール候補天体のBright

12

高エネルギー加速器研究機構
九州大学大学院

麹∠搓H学研究院

ﾝ計

13

九州大学大学院理学研究院

町田

真美

14

シカゴ大学

松井

宏晃

15

九州工業大学大学院工学研究院

米本

浩一

低レイノルズ数流れの数値解析

16 岩手大学工学部

加藤

大雅

超音速衝動型ロケットタービン段における非軸対象流体力の数値的解析

17 横浜国立大学

宮路幸二

飛翔体の空力・構造・飛行力学連成解析に関する研究

18

後藤

発達した乱流の大規模数値シミュレーション研究

岡山大学大学院自然科学研究科

晋

hard

stateに関する磁気流体数値実験

地球および惑星磁場成因解明のためのSub−Grid

Scale（SGS）ダイナモシミ

?戟[ション

19 神戸大学大学院理学研究科

高橋芳幸

惑星大気大循環モデルg開発と気候の多様性に関する数値実験

20 国立天文台理論研究部

富阪幸治

高解像度輻射磁気流体計算による原始星形成過程の研究
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研究代表者所属
21

研究代表者

研究課題

仙田

康浩

22 北海道大学大学院理学研究科

倉本

圭

23 神戸大学大学院理学研究科

大槻

圭史

太陽系内小天体の起源と力学進化

24 九州大学大学院理学研究院

中島

健介

惑星大気の対流構造の比較数値モデリング

25 大阪大学基礎工学部

清水

雅樹

歳差運動により駆動されるダイナモ

26 大阪大学基礎1：学部

河原

源太

矩形ダクト乱流の直接数値シミュレーション

山口大学1二学部

195

マルチスケールシミュレーションによる材料強度に関する基礎的研究
水星の材料物質の起源，熱史，および磁場生成

c．国際共同ミッション推進研究
代表研究者所属

代表研究者

研究課題

1

宇宙科学研究所

福家

英之

大気球実験pGAPSの実施

2

国立天文台

鹿野

良平

量子力学的ハンレ効果を利用しライマンα線で太陽遷移層・彩層の磁場を
v測する日米共同観測ロケット実験Chromospheric Lyman−Alpha Spectro−
oolarimeter（CLASP）

3

宇宙科学研究所

藤本

正樹

ESA・Lクラス計画「JUICE」への観測機器搭載を協議するための海外旅費

4

宇宙科学研究所

羽生

宏人

昼間下部熱圏風の観測ロケット実験に関する日米国際研究協力

5

宇宙科学研究所

齋藤

義文

6

国立天文台

鹿野

良平

量子力学的ハンレ効果を利用しライマンα線で太陽遷移層・彩層の磁場を
v測する日米共同観測ロケット実験Chromospheric Lyman−Alpha Spectro−
oolarimeter（CLASP）のためのフライト品開発準備

7

宇宙科学研究所

松浦

周二

国際共同観測ロケット実験CIBER−2搭載用焦点面スター・トラッカーの開発

8

宇宙科学研究所

羽生

宏人

熱圏風の観測ロケット実験に関する日米国際研究協力

極域カスププラズマ擾乱現象の観測的研究：ノルウェーの観測ロケット
hCI−4への観測装置の搭載

d．所内教育職職員申請による共同研究
所属機関

研究課題

氏名

1

国立環境研究所

商橋

文穂

惑星探査用観測システムの研究

2

国立天文台

吉田

鉄生

超高光度X線点源の正体の探究

3

中央大学

水ヒ

憲明

月面探査のための車輪走行システムに関する研究

4

情報通信研究機構

久保田

5

東京大学大学院

森鼻

6

日本大学

桑原

卓雄

固体推進薬の原材料に関する基礎研究

7

横浜国立大学

π宅

淳巳

高エネルギー物質に関する研究

康文

久美子

研究期間
H24．4．1〜
g25．3．31

H24．4．1〜

g25．331
H24．4．1〜
g25．3．31

火星周辺の大気イオン流出と大規模磁場構造の

H24．4．1〜

̀成

g25．3．31

X線・近赤外線による銀河面リッジX線放射の

H24．4．1〜

､究

g253．31
H24．4ユ〜
g25．3．31

H24．4．1〜
g25．3．31

申請教員

阿部

琢美

海老沢

研

吉光

徹雄

齋藤

義文

海老沢

研

羽生

宏人

羽生

宏人
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】V．共同研究等
所属機関

研究期間

研究課題

氏名

H24．4．1〜

8

上智大学

田中邦翁

酸化剤粒子の防湿化に関する研究

9

京都大学大学院

白井

康之

新しいエネルギーインフラのための液体水素冷
p超電導機器に関する研究

H24．4．1〜

10 東京農工大学

西田

浩之

垂直離着陸型再使用ロケットの帰還飛行時にお
ｯる空力的課題の研究

H24．4．1〜

11 東京農工大学

新井

紀夫

学際シミュレーションによる高精度なパラシュ
[トの設計開発

H24．4．1〜

山内

千里

「あかり」データアーカイブの開発

12

国立天文台

13 東京電機大学

14

一

15

『

井上

浩三郎

TriwantoSn＞IANJUNTAK
中宮

賢樹

16 茨城大学

野口

17 会津大学

g25．3．31

g25．3．31

g25．3．31

g25．331
H24．4．11〜
g25．3．31

「あかつき」を用いた衛星無線回線の通信品質研究

H24．4．11〜

g253．31

深宇宙探査技騰ミッションDES㎜にお

H24．4．11〜

ｯる軌道設計に関する研究

g25．3．31

深宇宙探査技術実験ミッションDESTDqYにお H244．11〜
ｯる軌道設計に関する研究

g25．3．31

高明

惑星物質試料受入設備の機能性能確認とはやぶ
ｳおよびはやぶさ2試料取り扱いリハーサル

H24．5．9〜

奥平

恭子

2段式軽ガス銃の技術開発

18 京都大学

安東

正樹

小型加速度・重力波センサー用データ処理ボー
hの開発

H24．5．9〜

19 九州大学

岡崎

隆司

惑星物質試料受入設備の機能性能確認とはやぶ
ｳおよびはやぶさ2試料取り扱いリハーサル

H24，5．9〜

20 国立極地研究所

Adrian

Grocott

Joint

ground−and

spac6−basgd

g253．31
H24．5．9〜

g253．31

studies

of

magneto−

唐垂??窒奄メ@dynamics

21 首都大学東京

北園

幸一

発砲アルミニウムを用いた着陸衝撃吸収脚の研究

22 首都大学東京

覧

孝次

金属・合金の低温クリープ

23 千葉工業大学

秋田

剛

24 東京大学

前田

惟裕

小型衛星の通信・観測方式及び運用方法の研究

25 東京大学

小泉

宏之

電気推進に関する実験的研究

26 東北大学

中村

智樹

惑星物質試料受入設備の機能性能確認とはやぶ
ｳおよびはやぶさ2試料取り扱いリハーサル

27 東北大学

松永

哲也

金属・合金の低温クリープ

28 物質・材料研究機構

志波

光晴

非破壊信頼性評価

29 法政大学

新井

和吉

30 名古屋大学大学院

原

31

一

32

g25．3．31

g25，3．31

H24．5．9〜
g25．3．31

H24．5．9〜
g25．3．31

H24．5．9〜
g25．3．31

高精度大型構造システムの数値解析技術に関す

H24．5．9〜

骭､究

g25．3．31

セラミックスのメテオロイド衝突シミュレーシ

H24．5．9〜

g253．31
H24．5．9〜

g253．31
H24．5．9〜

g25．331
H24．5．9〜

g25．331
H24．5．9〜
g25．3．31

H24．5．9〜

㏍

g25．3．31

H245．9〜

進

惑星探査機着陸時の衝撃応答制御に関する研究

横田

力男

宇宙材料としての耐熱・高靱性かつ易成形性ポ
潟Cミドと耐熱複合材料の研究

H24．5．9〜

横田

力男

宇宙材料としての有機・ポリイミド薄膜と接
?E熱融着材の開発

H24．5．9〜

一

33

一

斎藤

靖之

未解析アポロデータの解読と整備

34

一

内山

泰伸

X線ガンマ線で探る宇宙線加速源

35 大阪大学

能町

正治

大規模SpaceWireネットワークの高信頼化

36 物質・材料研究機構

原

徹

電子顕微鏡のエネルギー分散型X線分光の高度
ｻに関する研究

g25．3．31

g253．31
g253．31
H24．5．9〜
g25．3．31

H24．5．9〜
g25．3．31

H24．5．23〜
g25．3．31

H246．13〜
g25．331

申請教員

羽生

宏人

成尾

芳博

稲谷

芳文

稲谷

芳文

海老沢研
戸田

知朗

川勝

康弘

川勝

康弘

安部

正真

佐藤

英一

高橋忠幸
安部

正真

藤本

正樹

佐藤

英一

佐藤

英一

石村

康生

齋藤

宏文

國中

均

安部

正真

佐藤

英一

佐藤

英一

佐藤

英一

大槻真嗣
八田

博志

森

治

田中

智

高橋忠幸

高橋忠幸
満田

和久
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氏名

研究課題

研究期間
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申請教員

上原

和也

コンパクト核融合炉の基礎研究とスペースプラ H24．6．13〜
g25．3．31
Yマへの応用

船木

一幸

38 国立天文台

山田

竜平

惑星地震探査ネットワークの設計と惑星探査用
L帯域地震計の開発

田中

智

39

栗原

宜子

低エネルギーイオンビーム発生装置の改良およ
ﾑ火星電離圏イオン観測用熱的イオン・速度分
z測定器の基礎開発

早川

基

40 横浜匡位大学大学院

樋口

丈浩

月面高精度着陸技術に関する研究

41

九州大学

外本

伸治

月面高精度着陸技術に関する研究

42 香川大学

能見

公博

月面高精度着陸技術に関する研究

43 首都大学東京

北薗

幸一

月面高精度着陸技術に関する研究

44 電気通信大学

高玉

圭樹

月面高精度着陸技術に関する研究

45 電気通信大学

服部

聖彦

月面高精度着陸技術に関する研究

46 順天堂大学

榊原

直樹

47 東北大学

永井

大樹

48 福井工業大学

宮崎

芳郎

49 名古屋大学

長野

方星

50 国立天文台

伊藤

孝士

37

日本原子力研究開発機構

一

H24．6．27〜
g25．3．31

H24．6．27〜
g25．3．31

H24．11．14〜
g25．3．31

H24．11．14〜
g25．3．31

H24．11．14〜
g25．3．31

H24．11．14〜
g25．3．31

H24．11．14〜
g25．3．31

H24．11．14〜
g25．3．31

レーザ計測および関連技術のレーザ医療への応 H24．12．12〜

p研究

g25．3．31

ループヒートパイプの衛星・探査機への応用に

H25．1．16〜

ﾖする研究

g25．3．31

自励振動ヒートパイプの研究（白励振動ヒート
pイプの作動限界の研究）

H25．1．16〜
g25．3．31

ループヒートパイプの衛星・探査機への応用に

H25．1．16〜

ﾖする研究

g25．3。31

近地球小惑星の軌道分布推定および地球との衝

H25．2．13〜

ﾋ危険予測

g25．3．31

澤井秀次郎
澤井秀次郎
澤井秀次郎
澤井秀次郎
澤井秀次郎
澤井秀次郎
水野

貴秀

小川

博之

小川

博之

小川

博之

吉川

真
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1V．共同研究等

2．各種共同研究等
a．受託研究
委託者

研究課題
1

2

「新しいエネルギーインフラのための液体水素冷却超電導機器に
ﾖする研究」

「現実的CNTアプリケーション技術による革新的超軽量強化複
㍾ﾞ料量産化技術の開発」

代表研究者

（独）科学技術振興機構

稲谷

芳文

（独）科学技術振興機構

後藤

健

3

「多ピクセルTES型X線検出器の開発」

国立大学法人九州大学

満田

和久

4

「革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発」

（独）科学技術振興機構

高橋

忠幸

「日本主導の超小型醒網㎜0田価versi幽mational

国立大学法人和歌山大学「地球観測システ
?､究開発費補助金」

松永

三郎

6

「先進的超小型衛星設計論と要素技術に関する研究」

国立大学法人東京大学「先端研究助成基金
武ｬ金（最先端研究開発支援プログラム）」

松永

三郎

7

「輸送機器・流体機器の流体制御による革新的高効率化・低騒音化
ﾉ関する研究開発」

国立大学法人東京大学生産技術研究所

藤井

孝蔵

8

「HPCIPF向け圧縮性流体解析プログラムUPACSの開発」

国立大学法人東京大学生産技術研究所

高木

亮治

9

「多目的設計探査による設計手法の革新に関する研究開発」

国立大学法入東京大学生産技術研究所

大山

聖

10

「惑星間航行システム開発に向けたマルチスケール粒子法の開発」

（独）科学技術振興機構

篠原

育

11

「超過冷却液体を用いたナノスケール複合材料の創製」

（独）科学技術振興機構

岡田

純平

12

「スピントロニクス材料・デバイスの放射線耐性の評価」

文部科学省

廣瀬

和之

13

「閉鎖循環型燃料電池の実用化検討」

（独）科学技術振興機構

曽根

理嗣

（独）科学技術振興機構

池田

博一

（株）IHI

佐藤

英一

5

14
15

eO㎞ation

Mission）の基盤技術研究開発と海外への教育貢献」

「エネルギー認識型X線画像検出器開発と機能材料3次元局所分
z分析への展開」

「宇宙材料に対する宇宙環境評価技術の研究」北澤幸人

b．民間等との共同研究
研究課題

民間等

研究代表者

1

「CdTe放射線検出器モジュールの実用化に関する共同研究開発」

三菱重工業（株）

高橋

忠幸

2

「MEMS技術を用いた宇宙X線観測デバイスの開発」

公立大学法人首都大学東京
i独）産業技術総合研究所

満田

和久

3

「テルル化カドニウムピクセル検出器による高エネルギー放射光
ﾀ験のフロンティア開拓」

（財）高輝度光科学研究センター

高橋

忠幸

4

「硫酸アンモニウム系ガス発生剤の燃焼機構に関する研究」

（独）産業技術総合研究所

堀

恵一

5

「N20／Ethanol無毒推進系の研究開発」

昭和電工（株）

徳留真一郎

6

「回転する物体まわり流れに関する研究」

横浜ゴム（株）

藤井

孝蔵

7

「宇宙構造物健全性評価への変位計測技術の適応」

（独）産業技術総合研究所
i株）IHIエアロスペース

佐藤

英一

8

「
uNi系合金の高温物性取得の研究開発」

（株）㎜

石川

毅彦
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研究課題

民間等

9

「シリコン結晶中の不純物濃度評価」

コバレントシリコン

10

「光ファイバ型電気光学プローブを用いたイオンエンジン内プラ
Yマ電界計測の実施」

11

（株）

199

研究代表者
豊田

裕之

日本電信電話（株）

國中

均

「高速気流中に置かれた障害物と境界層の干渉効果と空力痔発生
ﾉ関する研究（その7）」

東海旅客鉄道（株）

藤井

孝蔵

12

「固体ロケットのロバスト制御の研究開発」

（株）IHIエアロスペース

森田

泰弘

13

「i−Bal1データに基づく再突入環境評価」

（株）IHIエアロスペース

山田

哲哉

14

「加熱試験下における軽量アブレータの特性と計測法に関する研究」

（株）IHIエアロスペース

山田

哲哉

15

「X帯

NECネットワーク・センサ（株）

川崎

繁男

16

「RVT内無線伝送温度計測」

（株）チノーアーズ（株）

川崎

繁男

17

「空気力学的解析によるi−Bal1再突入データ評価」

安部

隆士

18

「宇宙輸送システムの非破壊信頼性評価」

（独）産業技術総合研究所
i独）物質・材料研究機構

佐藤

英一

19

「最先端粒子線ガン治療、医学・生物学応用のためのSVCdTe半導
ﾌコンプトンカメラの応用研究」

国立大学法人群馬大学
i独）日本原子力研究開発機構

高橋

忠幸

20

「光ファイバーによる固体ロケットモーターチャンバヘルスモニ
^リング試験技術の開発」

i株）IHI検査計測研究開発センター
i株）IHIエアロスペース

佐藤

英一

21

「GPRCSの開発及び宇宙実証に関する共同研究」

（財）無人宇宙実験システム研究開発機構

澤井秀次郎

22

「時空計測技術の開発及びその応用に関する研究」

（独）情報通信研究機構

吉川

真

23

「きのこの形態形成に関わる遺伝子・因子群の解析」

（独）森林総合研究所

東端

晃

高効率・大電力合成方式の研究」

（株）IHIエアロスペース

送ｧ大学法人北海道大学

（独）産業技術総合研究所

c．奨学寄附金の受入
寄附者

寄附金の名称
1

2

3

「宇宙科学に関する研究（高効率長寿命メカニカルバッテリーの創
ｻ）」

「宇宙科学に関する研究（純アルミニウムの低音域におけるクリー
v変形メカニズム（

10））」

「宇宙科学に関する研究（マランゴニ対流現象流体不安定性に関す
骭､究）」

担当教員

（財）稲盛財団

小柳

潤

（財）軽金属奨学会

佐藤

英一

三菱マテリアル（株）

依田

眞一

英…

4

「宇宙科学に関する研究（ロケットエンジン燃焼室用Cu−Cr−Zr系銅
㈲烽ﾌ熱クリープ疲労」

日本銅学会

佐藤

5

「宇宙科学に関する研究（太陽風データ同化研究）」

COSPAR

峠

（株）カネカ

八田

博志

東海旅客鉄道（株）

藤＃

孝蔵

北川

北川

幸樹

6
7

8

「宇宙科学に関する研究（宇宙環境耐久性に優れたポリイミド材料
ﾌ開発）」

「宇宙科学に関する研究（空気流による空力音響の発生・伝播に関
ｷる研究）」

「宇宙科学に関する研究（ハイブリッドロケットの新燃料に関する
､究）」

幸樹（財団法人宇宙科学振興会）

丁一尋

9

「宇宙科学に関する研究（飛翔する物体まわり流れに関する研究）」

（株）IHI

藤井

孝蔵

10

「宇宙科学に関する研究（将来の宇宙システムに関する研究）」

（株）IHIエアロスペース

森田

泰弘
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11

「宇宙科学に関する研究（熱制御材料の熱物性評価）」

宇部興産（株）

太刀川純孝

12

「宇宙科学に関する研究（宇宙用電源技術の研究）」

（株）ジーエス・ユアサテクノロジー

曽根

理嗣

d．理事長裁量経費による研究

1

2

3

4

瞳遮蔽問題等に対応した新しい系外惑星探査コロナグラフの開発
SpaceWire

Monitor

氏名

所属

研究課題

Cameraの研究・開発〜今後のSpaceWireベー

X衛星でのo宜一the−shelfな利用に向けて〜

太陽発電衛星のための自然エネルギーを利用したマイクロ波位相
ｧ御デバイスの開発
遠赤外線単一光子検出を可能にする超高感度赤外線検出器（CSIP）

ﾌ研究開発

宇宙物理学研究系

塩谷

圭吾

他

宇宙物理学研究系

湯浅

孝行

他

宇宙機応用工学研究系

牧

謙一郎

宇宙物理学研究系

川田

光伸

他

山崎

典子

他

5

宇宙用断熱消磁冷凍機用極小熱伝導の超伝導電流リード線の研究

宇宙物理学研究系

6

関数型言語を用いた高安全かつ低運用コストの衛星コマンドフレ
[ムワークの基礎開発

宇宙物理学研究系

小高

7

広角無歪みの超小型レンズの開発

宇宙機応用工学研究系

吉光徹雄

8

高速・高効率・低EMCな大振幅スイッチング回路の開発

宇宙物理学研究系

尾崎

正伸

9

中温域固体高分子膜を用いたリバーシブル燃料電池セルの研究

宇宙物理学研究系

嶋田

貴信

10

マイクロマシン技術を用いた光学フィルターの実用化

宇宙物理学研究系

11

極超音速航空機に関わる複合課題の技術実証 一周回軌道からの
g力体再突入による世界最高速・最長巡航のエアブリーザ飛行実

シニアフェロー

ﾘミツションー

和田

裕和

武彦

川口

ｼ

他

淳一郎

e．オープンラボ
研究課題
1

「高加熱に耐える3次元炭素繊維織布耐熱材の開発」

ユニットリーダー
北陸ファイバーグラス（株）

研究代表者
山田

哲哉
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3．シンポジウム等
名

称

開催日

参加人数

発表件数

世話人

1

第22回アストロダイナミクスシンポジウム

7／30〜31

200

75

2

第45回月・惑星シンポジウム

8／1〜3

199

40

3

第42回天文・天体物理若手

8／1〜4

406

327

海老沢

4

平成24年度大気球シンポジウム

10／16〜17

100

38

吉田

哲也

5

2012年度宇宙空間原子分子過程研究会

10／18

29

15

市村

淳

6

9th CKI China−KoreaJapan Workshop on Microgravity Sciences−
̀sian Microgravity Pre−Symposium

10／29〜11／2

140

101

夏井坂

誠

7

宇宙圏研究会2012：銀河系中心ブラックホールSgrA宰の2013
N事象の解明

11／7〜9

56

36

朝木

義晴

8

磁気圏・電離圏シンポジウム

11／12〜14

179

56

藤本

正樹

9

第28回宇宙構造・材料シンポジウム

12／4

64

34

小柳

潤

12／10〜12

89

45

小林

大輔

10

夏の学校

第10回宇宙用半導体素子放射線影響国際ワークショップ
i略称10th

RASEDA）

川口

淳一一郎

田中

ﾀ部

智

正真
研

11

宇宙航行の力学シンポジウム

12／13〜14

131

41

稲谷

芳文

12

第13回宇宙科学シンポジウム

1／8〜9

574

329

岡田

達明

13

第三回月と火星の縦孔・溶岩チューブ探査研究会

1／15〜16

60

26

春山

純一

14

平成24年度宇宙輸送シンポジウム

1／17〜18

405

169

國中

均

15

SELENEシンポジウム2013

1／23〜25

94

75

岩田

隆浩

16

平成24年度宇宙科学情報解析シンポジウム

2／15

68

25

海老沢

17

太陽研究シンポジウム

2／20〜22

99

72

清水

敏文

18

平成24年度スペースプラズマ研究会

2／26〜27

94

38

阿部

琢美

19

第27回大気圏シンポジウム

2／28〜3／1

74

51

今村

剛

20

第32回宇宙エネルギーシンポジウム

3／1

37

21

21

第3回小型科学衛星シンポジウム

3／7〜8

140

22

平成24年度衝撃波シンポジウム

3／13〜15

23

第23回高温エレクトロニクス研究会

3／14

研・

田中

孝治

A瀬

和之

84

申川

貴雄

220

150

安部

隆七

53

7

廣瀬

和之
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V．施設・設備
1．おもな研究設備
a．共同利用設備
測定断面

高速気流総合実験設備

本設備は宇宙飛行体やロケット等が大気中を高速飛行

60cm×60cm
30秒以上

気流持続時間

する際に生じる空気力学的諸現象の研究，空気力の測定
や流れ場の観測などを行うシミュレーション実験のため

変角範囲

1α1，

観測窓

φ60cm

1β1≦17度

の大学共同利用設備であり，大別して空気源設備，遷音
速風洞，超音速風洞及び計測装置で構成されており，こ
れらの諸設備は一部を除いていずれも風洞実験棟（鉄筋

計測装置

6分力内装天秤，圧力変換器，内装多点圧力測定器，側

コンクリート2階建，延べ床面積約900m2）内に収容さ

壁天秤，高速ビデオカメラ，シュリーレン装置，非接触

れている．

型変位計，天秤較正装置
（高速気流総合実験設備専門委員会）
宇宙放射線研究設備

現在では赤外線紫外線

X線を用いた宇宙観測が宇

宙を理解する上で必要不可欠となってきている．そこで

宇宙観測のための赤外線紫外線 X線の検出器や観測
装置の開発調整試験などを行うための設備が設置さ
れ共同利用に供されている．なお共同利用に供される装

置は，赤外線装置，X線実験装置，熱真空試験装置，赤
外線モニター観測装置，などである．個々の設備，装置
の説明はそれぞれの設置場所の項目に含む．
遷音速風洞（左）ならびに超音速風洞（右）

宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備
空気源設備

球形貯気槽
内容積
常用最高圧力

全国の大学・研究機関の宇宙科学研究者の共同利用設

直径 15m
1766m3

備であり，共同研究のテーマの公募，審査，研究スケジ

931．6kPa

行っている．毎年数十件の共同研究が実施され，その成

ュール調整等の運営は，スペースプラズマ専門委員会が
果は毎年年度末に開催されるスペースプラズマ研究会で

空気圧縮機
型式 スクリュー2段型3台
前段吐出圧力 930kPa
平均昇圧時間

10min（100kPaあたり）

電動機出力

450kW×3台（通常運転時）

報告されている．

（1）大型スペースチェンバー（特殊実験棟1階）
本体：直径2．5m，長さ約5mのステンレス製円筒状真空槽

排気装置：クライオポンプ2基，ターボ分子ポンプ
遷音速風洞

型

式

到達真空度：約2×1（）−4Pa（供試体による）

吹下し型

導入ガス：He，

マッハ数範囲

0．3〜1．3（連続可変可能）

後方拡散型プラズマ源：プラズマ密度103〜106Clrr3，電

測定断面

大口径紫外線光源：波長115〜400nm

変角範囲

60cm×60cm
30秒以上
1α1，1β1≦17度

観測窓

φ40cm

気流持続時間

Ar，

N2等

子温度0．1〜0．5eV

衛星などからの二次電子放出の影
響を調べることができる．

可変磁場装置：チェンバー内の磁場強度，方向を任意
超音速風洞

型

式

マッハ数範囲

に変化できる．

吹下し型（エジェクタ排気併用型）
1．5〜4．0（可変間隔0．1）

．

磁場強度は0〜60000nT（0〜0．6Gauss）．

磁場均一度は，チェンバー中心1m3に
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測器の基礎開発実験及び飛翔前の校正テストを行う

ことができる．低エネルギー荷電粒子とは，0．1〜
（2）中・小型スペースチェンバー2基（特殊実験棟2階）

本体：・中型チェンバー：直径約1m，長さ約2m，ス

（a）主チェンバー

テンレス製円筒状真空槽（1基）

・小型チェンバー：直径約0．6m，長さ約1m，
ステンレス製円筒状真空槽（1基）
到達真空度：約2×10

4Pa

30keVの電子及びイオンである．
②装置概要
（内部にジンバル台）
（b）主排気系

（供試体による）

900mmφ×1，050mmL

2，400

e／sターボ分子ポンプ

チェンバー内の到達真空度：1．3×1015Pa以下
（c）ジンバル機構i

（3）高密度プラズマ発生装置（特殊実験棟1階）
本体：直径75cm，長さ5m，プラズマ密度1011〜1014cm

3，

パルス放電1Hz繰り返し
排気装置：クライオポンプ＋ターボ分子ポンプ
到達真空度：1．3×10−

2軸回転可

c−1）

鵬売轍 o1誹

c−2）

Pa（供試体による）

磁場装置：ヘルムホルツコイル，本体中心付近に0〜

（d）イオン・ソース

60Gaussの一・様磁場印加用

oY軸、36。。
X軸：±15°

0．1〜20keV（30keVまで可）

永久磁石による質量選別付

（e）電子銃

160

e／s差動排気系付

0．1〜15keV（30keVまで可）

（4）大口径紫外線光源つきチェンバー（特殊実験棟3階）
①目的及び用途

（6）：：段式軽ガス銃（特殊実験棟3階5307号室）

電離層D，E層のシミュレーション．例えば，

NOガ

ヘリウムのガス圧を用いて飛翔体を加速する飛翔体加

スの電離各種ガス中でのエネルギー分布の研究，

速装置

クラスターイオンに関する研究分光によるN2振動

（（7）の装置の可動後はフライヤープレート専用化．）

温度の計測等．

最大運転速度

②装置概要

約4．5km／s（飛翔体質量0．2g）

飛翔体寸法

直径7mm（サボ使用により，30μm〜
3mmも可能）

直径90cm，長さ1．4mの円筒型チェンバーの一方に
紫外線光源，他方に後方拡散型プラズマ源が装着さ

れている．プラズマはジョバン320型分光計により

飛翔体質量

0．2−0．4g

飛翔体材質

ナイロン

石英ガラスの穴を通して分光できる．
（a）排気系

2，000

金属（フライヤープレート）

e／sターボ分子ポンプ

チェンバー内の到達真空度はベーキング後には

通常運転間隔

数発／日

実験用チェンバー

1．3×10−6Paになるように設計されている．
（b）ガス導入系

真空系

直径50cm×100cmのチェンバー
1台

加速装置本体，実験用チェンバーをロータリー

2種（現在N2，およびAr）のガスを同時に導入

ポンプ2台で数×10Paまで真空引き可能．

できる．

（7）二段式軽ガス銃（特殊実験棟3階5307号室）

（c）紫外線光源

円筒型の小型重水素ランプを16本点燈すると

水素・ヘリウム・窒素のガス圧を用いて飛翔体を加速

光源から30cm離れた場所で水素ライマンα線

する飛翔体加速装置．下記にスペックを示す．

では太陽光の10倍，2，000〜2S，OOOAでは太陽光

最大運転速度

の約1／5，1，200〜1，400Aでは太陽光の約300倍

飛翔体寸法

約7km／s（飛翔体質量0．2g）

の強度を得る事ができる．

（d）後方拡散型プラズマ源

約2×10

用できない）

4Pa以ドの圧力では新しく改良した傍

熟型カソード，数〜0．2Paでは0．2φのダングス

テンフィラメントを使用したプラズマ源であ
る．通常，電子密度は103〜105cm

直径7mm（サボ使用により，30ym〜
3mmも可能．フライヤープレートは使

3，電子温度は

飛翔体質量

飛翔体材質
通常運転間隔

ナイロン・ポリカーボネイト
数発／日

実験用チェンバー

直径100cm×200cmのチェンバー

1台

1，000〜3，000°Kの静かなプラズマが得られる．

直径45cm×30cmのチェンバー
1台が加速装置に接続可能にな

（5）低エネルギー荷電粒子計測器較正装置（特殊実験棟3階）

①目的及び用途

ロケット及び衛星搭載用の低エネルギー荷電粒子計

O．2−0．4g

真空系

っている
加速装置本体，実験用チェンバーをロータ
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リーポンプで約10Paまで真空引き可能．

「はやぶさ」の持ち帰った「イトカワ」サンプルは今
まで人類が取り扱った内でもっとも微小であって清浄度

が要請される惑星物質試料の内の1つに分類されるもの
であり，高度にクリーンな環境中で地球の大気成分やそ
の他の地球物質と極力反応させることなく微小な試料を
取り出し，試料を破壊・喪失することなく基本的計測を
行った後，外部研究機関による詳細分析のための供与に
備えて小容器に取り分け密閉して保管渉るとともにデー
タを保管することを目指している．このため，「イトカワ」

サンプル到着後もそのサンプルの状態に応じて，特殊な
装置の開発を行なって試料回収を実施する等，初めての
方法・手順などを考案し，必要な環境や機器を開発して
横型2段式軽ガス銃（左）ならびに縦型2段式軽ガス銃（右）

準備し，それらについて試験を実施して機能・性能の確
認を行ってから実サンプルに適応するという手順を通し
て，「イトカワ」サンプルの持つ特徴を極力失うことが無

（8）振動試験器（特殊実験棟3階5305号室）

搭載機器の小型部品の振動試験に供する装置で簡単に
操作できる．

加振力

サイン試験時
ランダム試験時

最大変位

20mmP

最大速度

150cm／s

振動数範囲

5．88kN（660kgf）
4．11kNrm，（420kgfh．、）

振動発生機i単体 1Hz−3500Hz
振動発生機単体

サイン試験時

904．Om／s2（92．2G）

ランダム試験時

総可動部質量

これらへの対応のために，現時点のキュレーション設
備は小惑星「イトカワ」のサンプルキュレーション作業

に専従している．2010年6月に帰還してきたサンプル容
器を収めたリエントリーカプセルを受入れ，サンプルコ
ンテナをCT検査の後，取り出し，洗浄して清浄環境に

P

無負荷最大加速度

最大搭載質量

い様に注意を払って作業を進めている．

632．8m／s2（64．5Gm，）

振動発生器機単体
振動発生器機単体

60kg
6．5kg

惑星物質試料受入れ（キュレーション）設備

我が国は世界に先駆けて小惑星サンプルリターン探査

移送し，開封して残留ガスサンプルを採集すると共に固
体微粒子サンプルを回収し，「イトカワ」起源であること
を確認している（2010年11月公表）．微粒子サンプルの

一部は2011年1月より，事前選別されている初期分析チ
ームへの配布が開始され，初期分析結果は2011年および
2012年の月惑星会議（ヒューストン），JPGU2011（特別
国際セッション），MetSoc2011，

NIPR2011，日本惑星科

学会において結果報告が行われたと同時に，科学雑誌
Scienceへの6編の論文掲載をはじめ計8編の査読論文と
して発表されている．

計画を実施し，2010年6月には探査機「はやぶさ」が小
惑星「イトカワ」で採取したサンプル粒子の地球帰還を

報（SEM／EDXスペクトル，

果した．これは人類初の始原天体からのサンプルリター
ンであり，人類が今まで入手していた始原的物質（限石

公開され，同時に第1回国際研究公募がアナウンスされ，

や惑星間塵など）とは違って，酸素や水による変成も受

2012年6月より採択者への配布がスタートしている．第

初期分析の分析結果とキュレーション設備での記載情

ESED／BSE画像光学観察像

など）はサンプルカタログとして2012年1月よりWeb

けておらず，地球突入時の熱や衝撃も受けていないリタ

2回国際研究公募のアナウンスは2013年1月に実施され

ーンサンプルの特色を持っている．これに続く次世代の

ている．

惑星探査計画においても，わが国は，小天体や月面など

これらの作業と並行してNASAへのサンプル提供も実

の天体からのサンプルリターンを志向している．惑星物

施された．サンプル輸送時に用いられた輸送容器はキュレ

質試料受け入れ設備（キュレーション設備）はこうした
サンプルリターン計画において，多様な太陽系天体から

で粒子の封入ができ，サンプル汚染を極力抑えることが可

ーション設備による新規開発品であり，高純度窒素環境下

の回収試料の受入れ設備（キュレーション設備）として

能になっている．国際研究公募で選抜された研究者への粒

全国の物質分析科学の研究機関と連携し，これら試料か

子分配もこの容器を用いて配分される予定である．

ら科学的知見を最大限に引き出すための共同利用設備で

あり，惑星物質試料を採取するための宇宙探査機に搭載

クリーンルーム

される清浄な試料カプセルを準備するための基礎研究，

総合研究棟の1階部分にあり，この運用のため天井部
分にフィルターファンユニット（FFU）が設置され，地
下に各種ユーティリティ機器（冷却水ポンプ，純水製造

宇宙探査機で採取・密閉して地球にもたらされる惑星物
質試料の入ったカプセルの受け入れ，惑星物質試料の初
期分析，分類 カタログ化，配布，保管などを担う．

装置，スクラバ装置，配電装置，ガス純化器，エァコン
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デイショナー．加湿器，圧搾空気製造装置，空気乾燥機，

察とX線分析が可能）．2011年度には，⑥レーザラマン

粗引き系真空ポンプ等）が設置されている．

分光計と新たにもう1台の⑦電界放射型走査電子顕微鏡

クリーンルームは試料処理室を最上流として，電子顕
微鏡室，試料準備室，加工洗浄室，更衣室，を経て最後

が，2012年度には，⑧イメージングプレートX線回折装
置と分析走査型電子顕微鏡（汚染粒子評価用として通常

に廊下に大気を流すことで，清浄大気を有効利用する構

の実験室環境に設置）が導入されている．

成である．大気導入は化学フィルタを介し，クリーンル
ーム内のフィルターファンユニット（FFU）のフィルタ

サンプルやレファレンス試料の処理装置

材質もテフロン系とするなど化学的清浄度にも注意を払

①大きな岩石（〜cm以上）等の試料を無歪で機械的

っている．試料処理室はグレーチング床を備えた一方向

に切断する，ダイヤモンドワイヤーソー（最小ワイヤー

流のクリーンルームで，その他は通常の導電性床と側面

径150ym），②小さな岩石（〜cm以下）等の試料を機械

にリターンパスを設けた非一方向流のクリーンルームで
ある．（更衣室でクラス100，000（Fed．Std．209E），加工洗

的に切断するダイヤモンドホイールソー，③岩石薄片試
料を機械的に研磨する薄片製作用ダイヤモンドフライ

浄室：クラス10，㎜，試料準備室・電子顕微鏡室・試料

ス，④顕微鏡薄片作成用，ラッピングツール

処理室：クラス1，000，試料処理室の中央部はクラス100）

有機溶剤による洗浄を実施するドラフトを備えた小部
屋，酸アルカリ薬液による化学洗浄処理を実施するドラ

上記の①〜④は通常の実験室環境に設置して運用．

⑤樹脂包埋した岩石質試料の超薄切片（厚さ150nm〜
20㎜）を窒素雰囲気，且つ，水無しの環境で製作できる

フトとエバボレータを備えた小部屋など，クリーンルー

ように改造したウルトラミクロトーム（超薄切片作成装

ム大気と遮断が必要とされるエリアは独立した排気機能

置：Leica

（一部エリアでは供給機能もある）を備えるなど，特殊な
仕様となっている．
各クリー．．ンルームには，超純水供給装置（18．2M

EM

UC7i）．

上記⑤はクリーンルーム環境の雰囲気遮断グローブボ
ックス内に設置．

9以

2011年度には⑥収束イオンビーム加工観察装置（FIB）

上），超清浄ドライ窒素供給系（不純物10ppb以下），低

と⑦真空デバイス製スパッタ装置が導入されている．こ

露点清浄圧縮空気供給系（−72℃以下）により，超純水，

れらの装置も，クリーンチャンバーから専用の試料ホル

超高純度窒素ガス，清浄高圧大気が供給されている．

ダーを介して移送され，大気汚染されることなく，蒸着・

P（F210線源を保有しているため，キュレーション設備の

加工を実現することができる．

クリーンルームの一部は放射線管理区域となっている．

キュレーション設備のクリーンルーム内に設置されて
いる，石英容器封止用の誘導加熱炉（400kHz，6．OkW）は

ハンドリング装置

クリーンルーム内の微小粒子試料の観察用に①金属顕

大出力のため，高周波利用設備（無線局）として許可さ

微鏡（透過，反射），②ユニバーサル実体顕微鏡（透過，

れている．

反射），③実体顕微鏡（透過，反射），④測長顕微鏡（透

過，反射）が利用できる．これらの観察装置には，市販
各種洗浄装置
①UVオゾン洗浄装置，②ドライァイスブラスト装置，

③大気圧プラズマ洗浄装置，④超音波洗浄装置，⑤熱真
空装置，⑥電気炉（有機物焼却用）．④の超音波洗浄装置

品マニピュレータシステム，2腕3セット構成を取り付
けることができる．現状では，この内の1セット⑤を静
電制御型に改造して負圧グローブボックス内の金属顕微

は卓上型の38kHzの他に，38kHz，100kHz，950kHz，38kHz

鏡に取り付け，もう1セット⑥は樹脂包埋用グローブボ
ックス内の実体顕微鏡，最後の1セットは電子顕微鏡室

から100kHzのデュアル振動型，及び，950kHzの超純水

の金属顕微鏡に取り付けてある．これらは必要に応じて，

流水型のものがある．

他の光学顕微鏡に取り付けての運用が可能である．

3台の超音波洗浄装置（1）100kHz（1．2kW），（2）950kHz

光学顕微鏡で扱いが困難な極微小粒子サンプル（10ym

（600W），（3）38kHz−100kHzデュアル振動型は大出力の

〜50㎜）をハンドリングするために，直交2プローブを

ため，高周波利用設備（無線局）として許可されている．

持つ静電制御型ウルトラマイクロマニピュレータ⑦があ
る．これは走査型電子顕微鏡（FE−SEM，測定装置⑤）に

各種測定装置

セットされており，顕微鏡試料室内の極微小粒子をBSE
（反射電子）像，ESED（低真空モードでの2次電子〉像

①接触型表面粗さ計，②微小硬度計，③接触角翫④
可視近赤外反射スペクトル装置（FTIR），⑤電界放射型
走査電子顕微鏡（FE−SEM，エネルギー・分散型X線分析装

などを見ながら，マニピュレータのブローブ（先端径
25㎜）及び試料台を操作して粒子サンプルのハンドリン

置（EDX）とサブミクロンサイズの微粒子サンプルを
SEM試料室内でハンドリングできる静電制御型ウルトラ

グを行なうことができる．

マイクローマニピュレータを備え，雰囲気遮断試料台と低

グに特化した静電制御型マイクロマニピュレータシステ
ム⑧の構成を以下に示す．左右2腕のハンドリング用の

真空機能により，高純度窒素雰囲気の無蒸着状態での観

クリーンチャンバー内でのサンプル粒子のハンドリン
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石英製静電制御用プローブとサンプルステージ（中央）

し，純化器を介した高純度窒素ガスが供給されてクリー

を備え，サンプルステージ内部には「はやぶさ」サンプ

ンな環境が実現されている．これらをモニタするために，

ルキャッチャーに特化した回転ステージを持つ特殊仕様
のマイクロマニピュレータシステムである．クリーンチ

超高真空計等の各種真空計，圧力計，質量分析計（四重

極質量分析計（QMS），作動排気QMS，大気圧イオン化

ャンバー内での作業時には上方向からプローブ先端とサ

質量分析計（API−MS）），露点計，パーティクルカウンタ

ンプル粒子を観察するチャンバー外設置のズーム顕微鏡

ーなどを備えている．

とチャンバー内部設置で別方向からこれらを観察する固

定倍率顕微鏡の両方を使う．これに照明用光源およびマ

はやぶさ試料コンテナ開封機構，秤量装置，石英封止
（高周波誘導加熱）装置，高倍率外部顕微鏡（QM−1），ズ

イクロマニピュレータのプローブやサンプルステージ等

ーム式外部顕微鏡（〜100倍），固定倍率内部顕微鏡真

の極性と電圧を独立に制御する複数の電源を組み合わせ

空回収機（付ビデオカメラ），極微小試料ハンドリング用

て使用する．2012年度には高分解能の固定倍率顕微鏡を

静電制御マイクロマニピュレータ（2腕1式，1腕1式）

新たに導入して，粒子の視認性を向上させている．

をチャンバー内部に備えている．

クリーンチャンバー等の清浄な窒素ガス雰囲気内で特
殊形状の封止用石英容器にサンプル粒子の挿入に使うこ

搬入出のためのエアロックを備えている．

試料保管用に3つの保管庫（非蒸発型ゲッターポンプ

とができるより小型の静電制御型マイクロマニピュレー

駆動の超高真空容器）が準備してあり，夫々の部屋に1

タシステム⑨もある．

台取り付けられる．

試験用負圧グローブボックス

第2室に可視近赤外反射スペクトル測定装置を取り付
け，紛体試料サンプルの分光分析も可能である（現在は

高純度窒素ガス雰囲気で，陽圧あるいは負圧における
グローブ操作が可能．グローブはクリーンチャンバーと

通常の実験室環境に設置中）．

グローブは化学的に安定なテフロンゴム（バイトン）

同じテフロンゴム（バイトン）製．クリーンチャンバー
よりも清浄度が低い環境でのサンプルハンドリングを行
なうことを目的としている．必要に応じて金属顕微鏡（ハ

製である．

ンドリング装置①），静電制御型マイクロマニピュレータ

Po−210α線、源による除電装置を備えている．

高純度窒素環境にある固体粒子サンプルには静電気対
策が必要になる場合が想定されるので，紫外線ランプと
Po−210α線

（ハンドリング装置⑤），撮像装置及びパソコン等をボッ

源を保有しているため，キュレーション設備のクリーン

クス内に持ち込むことで窒素環境下でのハンドリング環
境の実現などが可能である．オイルフリー真空系をドラ

ルームの一部は放射線管理区域となっている．

イスクロールポンプ（DSP）にて実現する．グローブ操

マニピュレータ用特殊プローブ製作装置

作時の大気圧窒素中の不純物濃度などは露点計の結果か
ら推定する．

石英ガラスあるいはボロシリケート（パイレックス）
ガラス製ピペットとプローブの製作・整形・観察装置；（マ
イクローマニピュレータ，ウルトラマイクローマニピュレー

クリーンチャンバー

タ等のプローブ製作に使用）

第1室と第2室の2室構成であり，第1室は超高真空

静電制御用マニピュレータのプローブは自作する必要

から大気圧高純度窒素雰囲気の任意の圧力が実現でき

があり，そのため炭酸ガスレーザ加熱方式のマイクロピ

る，また必要に応じて大気圧窒素雰囲気下でグローブ作

ペット製作装置（Model

業が可能である．第2室は高真空から大気圧高純度窒素

英プローブ製作装置を備えている．その他，ナリシゲ製

雰囲気が実現できる．大気圧窒素雰囲気でのグローブ操

のボロシリケートガラスプラー装置とボロシリケート製
ガラス針の整形装置（マイクロフォージ）等のプローブ

P−2000）を改造して製作した石

作によるサンプル取り扱いが主たる目的である．第1室
には「はやぶさ」搭載サンプルコンテナを開封するため
の開封機構を備え，開封後コンテナを超高真空環境で長

製作，整形装，組み立て用の実体顕微鏡，バーナーなど

期保管するための保管庫とコンテナ移動機構，コンテナ

ブ製作が行なえる．

があり，これらを組み合わせることで特殊形状のプロー

内の残留ガスサンプル回収ボンベを備え，内圧が不明で
戻ってくる搭載サンプルコンテナを差圧無しで開封する

炭酸ガスレーザ加工装置

ために超高真空から1気圧の間の任意の圧力の実現が可

サンプル粒子の保管には縦横に座標を入れ枡目とその

能である．真空雰囲気は磁気浮上型TMP（第1室は2台
直列構成，第2室は1台構成）とそれぞれの粗引きは地

中央に凹みを加工した合成石英製板を金属製容器に保持

下機械室に設置されたドライスクロールポンプ（DSP）

パターンを持つ合成石英製板の加工のために，炭酸ガス

によるドライ排気装置で実現する．複合電界研磨と超精

レーザによる加工装置を備えている．簡便な装置でパー

して使用している．比較的多種類の用途に応じて異なる

密洗浄及び150℃〜200℃での真空焼きだしされたクリー

ソナルコンピュータのDraw

ンチャンバーには高純度液体窒素から付属設備で気化

に従って炭酸ガスレーザで加工する．

S／Wのプリンターコマンド
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b．相模原キャンパス本館
小型衛星運用局設備（相模原局）

宇宙用電池評価設備

小型衛星運用のための地上局でt小型科学衛星れいめ
い（INDEX）の運用を中心に使用している．

衛星・ロケットに搭載される電池の評価試験を実施可
能とする下記のような宇宙用電池評価設備を有する．

新A棟屋上に設置されたパラボラアンテナと，新A棟4
階の運用管制室から構成されている．アンテナは2012年
度に直径3。8m，

S帯／X帯共用アンテナに換装され，

S帯

のコマンド送信・テレメトリ受信機能に加えて，X帯の
テレメトリ受信機能を整備中．

・充放電試験装置

リチウムイオンニ次電池あるいは電気二重層キャパシ

タについて5V〜60Vまでの制御能力を有する充放電装
置である．

・インピーダンス測定装置

アンテナ速度：3°／sec

直流でのカレントインターラプトおよび交流周波数測

s帯正面利得：36dBi

定の可能なFRA／ポテンシオスタット／オシロスコー

x帯正面利得：47dBi
S帯受信機雑音温度：351K
S帯コマンド送信1ksps（サブキャリア16kHz）， S帯
テレメトリ受信8〜131kbpsで運用することができる．

プ／電子負荷装置等を有する．

（水野研究室）

・恒温槽

電池の寿命評価試験に使用する恒温チャンバを有す
る．−40℃〜60℃までの温度制御を行うことができる．
・インキュベータ

電池の保管に使用するためのインキュベータを有する．

マグネトロンスパッタ装置

・燃料電池試験用設備

主に薄膜材料の表面コーティング，スパッタ処理を実

燃料電池への供給ガス制御に使用するためのマスフロ

施するもので，とくに薄膜太陽電池の表面熱光学特性の

メータ各種，熱制御用サーキュレータ等を有する．燃

改善を研究する装置である．マグネトロンを用いており，

料電池の閉鎖循環運転用の基本装備である．

金属にかぎらず酸化物まで広範囲な材料をターゲット

（曽根研究室）

に，スパッタ処理をおこなうことができる．

（川口研究室）

プラズマ推進実験装置（∬）

小型のパルスプラズマエンジンなど電気推進の基礎実
フーリエ変換赤外線分光計
薄膜コーティング材の熱分光特性を測定する装置で，

とくに薄膜太陽電池の表面熱光学特性の改善を解析する

験研究開発およびプラズマルームを用いた電磁流体力
学の実験を行う．真空チェンバーはステンレス製で
0．6mφ×1．2m，油拡散ポンプにより背圧1E−6Torr台．

装置である．

（國中研究室）
（川口研究室）

月面環境模擬試験装置
ガスクロマトグラフ

月面または惑星表面における高真空（＜10

気体に含まれる成分を分析する装置で，とくに宇宙機に

6Pa），かつ

搭載される燃料を触媒分解して得られるガスや，推進系の

低温から高温（約100〜400K）の環境を再現でき，その
中で観測機器の振る舞いを確認するための試験装置．内

噴射として得られるガスの成分を解析する装置である．

径900mm，高さ700mm以上の容積をもち，ターボ分子

（川口研究室）

オートグラフDCS−2000形

ポンプとロータリポンプによる真空排気系，液体窒素に
よる冷却系，熱赤外パネルヒータによる加熱系を装備
特に，岩石の研磨や切断等の可動部をもち，岩石片や砂

定速歪方式の万能試験機，容量：2000kg（秤量200gr）

礫が発生する機器の評価，レゴリスと呼ばれる砂礫付着

・クロスヘッドスピード：0．5〜500mm／min（13段）

状態での動作確認が可能である．多量のレゴリス層（シ

・クロスヘッドストローク

1000mm（つかみ具なし）
（峯杉研究室）

リカサンド等，真空度はIO

3〜10−4Pa程度）を模擬した車

軸回転，掘削等の試験にも利用した．土壌のみをこの環
境下に醸し，外部から窓越しに観察することで観測装置

結晶成長その場観察装置

の較正試験に用いる使用例もある．

成長中の結晶表面および内部，環境相をリアルタイム

（岡田研究室）

で光学的に評価するための顕微干渉計および結晶成長制
熱真空試験装置

御装置から構成される．

（稲富研究室）

10

6Torrの高真空で一20℃〜＋60℃の問の熱真空試験

を行うことができる．装置のベーキング用としても使用
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できる．

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

学特性測定装置（Wヒーター），最大荷重は1tonで，試
験環境は真空および不活性雰囲気．試験片全体を加熱す
るホットグリップ方式．接触式変位計により変位を測定
できる．（2000℃時の測定誤差±1pm）

赤外線モニター観測装置

衛星搭載赤外線観測器が軌道上で観測する際に，地上
においてその観測の援助や，較正用赤外線源のモニター

（八田研究室）

観測などを行うための赤外線観測装置．口径1．3mの経緯

超高温機械試験装置
炭素／炭素複合材料などの耐熱材料の3000℃までの力

儀式反射型望遠鏡であり，カセグレン焦点，およびナス
ミス焦点に観測装置を設置することができる．

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

学特性測定装置（炭素ヒーター）．最大荷重は1tonで，試
験環境は真空（2000℃まで）および不活性雰囲気．試験片
全体を加熱するホットグリップ方式．光学式非接触変位計
により変位を測定できる．（2㎜℃時の測定誤差±3μm）

超高温機械試験装置

（八田研究室）

炭素／炭素複合材料などの耐熱材料の2000℃までの力

ー

1

c．相模原キャンパス研究センター棟
計算機システム

宇宙科学研究所では，科学衛星運用支援システム，科

機能を満足する装置である．科学衛星データ処理システ
ムでは，データ処理・解析作業やデータ公開等の大学共

学衛星データ処理システムが稼働中であり，主なシステ
ム構成機器は研究センター棟に設置されている．科学衛

同利用業務をより効果的に実現する為に必要な相模原キ

星運用支援システム・科学衛星データ処理システムにつ

相模原キャンパスはインターネット及び他機関・他事業

いては2008年9月より新システムが稼働開始した．
科学衛星運用支援システムは科学衛星の運用に関わる

接続されている．

ャンパス独自のネットワークサービスも提供している．

所との高速通信のため，研究センター棟にてSINET4に

型計算機を中心としたシステムと㎜オペレーティン

スーパーコンピュータの運用は現在，情報・計算工学
センターが行っており，調布を中核とするJAXA統合ス
ーパーコンピュータシステムのローカルシステムが研究

グシステムを基本としたワークステーション・サーバ計

センター棟に設置されている．

データ伝送処理等に利用されるシステムである．システ

ムは，MSPオペレーティングシステムで稼働する汎用大

算機からなるシステムを併用している，現在運用中の科
学衛星の内，「あけぼの」，「GEOTAIL」衛星については
汎用計算機を用いており，「すざく⊥「あかり」，「ひので」

科学衛星管制運用設備

科学衛星・深宇宙探査機を運用管制する設備は，相模

衛星，および今後予定される科学衛星の運用業務には
㎜ワークステーション・サーバ群を供してV・る．科学
衛星から取得される膨大なデータの伝送に対応する為に

原キャンパスの研究センター棟2，3階に設置されてい
る．地上（アンテナ）局としては，地球周回科学衛星及
び近地球科学衛星に対しては鹿児島県内之浦宇宙空間観

大容量，高速，高信頼性が要求されている．衛星運用支

測所の34m，20mアンテナが用いられ，深宇宙探査機に
対しては，長野県臼田宇宙空間観測所の64mアンテナが
用いられる．現在，これに加えて，新宮原11mアンテナ
局においては「あけぼの」衛星の運用で利用を開始して

援システムは，相模原キャンパスと内之浦宇宙空間観測
所，臼田宇宙空間観測所間に設置され，局間の科学衛星
データの伝送等に用いる衛星運用ネットワークの構成に
必要なネットワーク機器も含んだシステムである．

一方，科学衛星データ処理システムは科学衛星のデー

おり，現在開発中の「SPRINT−A」衛星にて用いるための
対応も進めている．

これらの地上局と連携して，衛星・探査機にコマンド

タ処理・解析を目的とした計算機システムである．シス
テムは運用中の3つのデータベースシステム（科学衛星

指令を送る等の運用を行い，科学衛星・探査機からのテ

データベースシステム（SIRIUS），サイエンスデータベー

レメトリを受信しモニタしている．

スシステム（DARTS），衛星運用工学データベース

この運用管制システムは，科学衛星・探査機にコマン

（EDISON）），および，科学衛星プロジェクト共通データ

ドを送出する衛星管制装置，科学衛星・探査機からのテ

処理基盤（Reformatter），データ解析サーバ，そして，そ

レメトリをモニタする衛星状態監視装置，各データを要

れらのデータの保持・共有を実現する共有データストレ
ージシステムからなる．衛星データ処理システムを構成

装置，科学衛星・探査機のテレメトリ詳細状況を表示す

する装置については，衛星データ処理業務の要望に対し
て十分な処理能力・データ蓄積容量を供給できる性能・

で相互接続されている．

求された機器に伝送するデータ伝送（分配・蓄積機能）

るためのQL表示装置等から構成され，各装置は高速LAN
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観測機器の運用・モニタ，同観測器のデータ解析等を行

また，この運用管制システムは，各地上局に設置され
た各機器及びデータ伝送（分配・蓄積機能）装置等と高

う各ミッション運用室が，各ミッション毎に研究センタ

速光データ伝送回線で接続されているほか，統合追跡ネ
ットワーク技術部所轄の新GN局， NASA DSN網／ESA

ー棟2，3階に配置されている．

研究センター棟2階には，衛星運用支援計算機，デー
タ伝送（分配・蓄積機能）装置，取得した科学衛星・探
査機テレメトリ処理／データ解析用のデータベース機器

追跡網ともGW接続している．音声回線も，相模原／臼
田／内之浦・／筑波を接続している．

研究センター棟3階には，科学衛星・深宇宙探査機を

が設置されている．

統括運用するための衛星運用管制室があり，上記の衛星

研究センター棟1階には，その他，各プロジェクトや

管制装置，QL表示装置等の運用機器が並んでいる．

グループ・部等の小規模システムが設置されている．

さらに，各科学衛星・探査機毎の運用計画作成，搭載

d．相模原キャンパス飛翔体環境試験棟
電磁干渉（EMI）測定装置
飛翔体及びそのサブシステムが発生する各種の電磁雑

できる．最大90kgの供試体をO．5degp−pの振幅で12Hz
以上の帯域で揺動模擬できる性能を有する．システムは

音を自動的に測定する装置で，飛翔体環境試験棟3階の
電磁干渉しゃへい室に設置されている，放射性及び伝導

支援計算機により容易に制御させることができる．主と

性の電磁雑音を，100Hz〜20GHzの周波数に対して自動

行う目的で使用されている．

して，構造振動を含む飛翔体の，姿勢制御機能の模擬を

測定できる，

（川口研究室）
（齋藤宏文研究室・水野貴秀研究室）

大型衛星振動試験システム・7．9ton振動試験装置

衛星およびロケットの計装部と，そのコンポーネント

姿勢運動模擬システム

主に，観測ロケットや科学衛星打ち上げ用ロケットの

ット，テーブル本体，支援計算機より構成されている．

の振動・衝撃試験を行う．加振力30tonfの大型衛星振動
試験システムは，振動発生器2台を1組の電力増幅器を
切り換えて各々垂直および水平専用として用いる．操作
はデジタル制御により，正弦波，ランダム波振動試験の

油圧ユニットで発生した動力により，高い周波数帯域で，

他衝撃試験も可能である．

姿勢制御系の試験を行うための装置で，油圧で駆動され
る3軸のモーションテーブルである．装置は，油圧ユニ

テーブルをピッチ・ヨー・ロール3軸ごとに独立に揺動
試験装置仕様
r

30ton水平

ｬテーブル

蜒eーブル

30ton水

正弦波加振力

588m／s2（60G）

294m／s2（30G）

7．9ton水平

77470N（7900kgf）

54230N（5530kg廿ms）※1

588000N（60000kgfpeak）

最大速度
最大変位

U動台付

245600N（25，000kgfrms）※1

衝撃波
i無搭載時）

30ton垂直

294000N（30，000kgf）

ランダム波加振力

最大加速度

30ton垂直

980m／s2（100G）

一

294m／s2（30G）

1．8m／s

506m／s2（51．6G）
1．7m／s

49．9mmp−P

48．4mmp−P

50．8mmp−P

48．4mmp−P

25．4mmp−P

宴塔̲ム波

5〜2000Hz
T〜2000Hz

5〜500Hz
T〜2000Hz

5〜2000Hz
T〜2000Hz

5〜500Hz
T〜2000Hz

5〜2000Hz
T〜2000Hz

テーブル寸法

1000×1000mm

2000×2000mm

φ750mm

φ2000×400mm

500×500mm

最大搭載重量

5，000kg

10，000kg

5，000kg

4，000kg

4，000kg

振動数範囲

@正弦波

282kg

可動部重量
振動台重量

218kg
A結軸含む

718kg
A結軸含む

43kg
一

718kg

153kg連結軸含む

※1．ランダム加振力は振動発生機可動部重量の2倍程度を搭載し，ISO5344による加振パターン（100Hzまで6db／octで上昇，以降一定）に
より加振した場合，負荷質量。バンド幅PSD形状により変化することがあります．
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①重心位置測定（静的重心位置測定及）CG

制御／計測装置仕様

振動制御器K2（IMV社製）を用いて制御を行う．また

②慣性モーメント測定MOI

F2計測部を用いて128チャンネルのランダム振動・衝撃
試験のデータ収録および解析が可能である，また別途192

③慣性乗積測定（2面動的不釣り合い測定機能付）．

チャンネル計測解析装置（A＆D社製）を用いて正弦波・

供試体重量範囲（取付け治具重量含む）：

ランダム振動・衝撃試験のデータ収録及び解析が可能で

POI
23kg〜3，200kg

最大許容モーメント：3389Nm（34563kg・cm）

ある．

制御系

測定環境：通常の室内環境

me（44ch）

重心位置及び慣性乗積測定（CG・POI）

正弦波／ランダム波

入力チャンネル（リミットコントロール付き）44ch

①計測回転数範囲：30叩m〜200rpm
（20rpm〜300rpm）

衝撃波

入力チャンネル：制御1ch，モニタK2（43ch）
計測系（128ch計測解析装置，192ch計測解析装置）

②重心位置測定（CG）
［静的重心位置測定機能］：静止状態での

重心位置測定

（峯杉研究室）

最大測定可能静的モーメント：96．7kg・m

最小測定可能静的モーメント：9．3kg・mm

大型慣性賭量測定装置
重心位置，慣性モーメント，慣性乗積等の慣性諸量を高

静的重心位置測定精度：0．1％＋9．3kg・mm／重量

精度に測定する装置で，2面不釣り合い測定機能もある．

（SEI社）：MODEL

kg＋0．05mm
分解能：1．6kg・㎜

装置：スペース・エレクトロニクス社

③慣性乗積測定（POI）

POI−3200M

測定モード
［測定範囲］前提条件：重心ずれがない場合
︑

回転数（Spin

測定範囲（Pxy

Speed）

Max㎞㎜）

30rpm

95．9kg・m2

50rpm

345kg・m2

100rpm

8bkg・m2

150rpm

3．7kg・m2

200rpm

2，0kg・m2

④2面動的不釣り合い測定
［補正面設定範囲］（Correction

b＝0．508×

HL＝供試体搭載用テーブル上面から下補正面まで

Planes）

供試体搭載用テーブル（Interface

（254＋HL＋1．27×106）／n2

plate）上面から

の距離（mm）
n＝装置の回転数（rpm）

25．4mmから2540mm
［最小許容補正面問距離］（Plane

Separation）

次の式で決まる2つのbの値のいずれか大きいも
のとする．

慣性モーメント測定（MOI）

①測定範囲1．463kg・m2〜4970kg・m2
②測定精度読み値の0．10％＋0．0173kg・m2

b＝155㎜
最小到達不釣合量（Minimum
Rotation
@

Speed

Rallge

Two−Plane

iDynamic

indication

unbalance）

Achievable

Readout）ISO2953
C．G，Ofεset

iStatic

unbalance）

Product

iC・uple

of

Inertia

unbalance）

30〜55】Φm

0．76kg°mm

1．07kg・mm

980kg・mm2

56〜119rpm

0．15kg・mm

0．21kg・mm

190kg・mm2

120〜200rpm

0．04kg・mm

0．06kg・mm

53kg・mm2
（峯杉研究室）
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6000／500ポンド慣性諸量測定装置
動釣合，慣性モーメント，重量，重心位置等いわゆる
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から構成し，供試体重量により選択できる．

また，L型固定具を備え3軸の測定が可能である．

慣性諸量の高精度測定装置で，大小2台の測定ユニット
6000ポンド

500ポンド

最大搭載重量（kg）

2720

230

最大許容モーメント（kg−cm）

10600

500

最大計測モーメント（kg−cm）

2650

127

最大計測範囲（kg−cm）

2650

127

測定精度（kg−cm）

2．0

0．1

言懐順転数範囲（rpm）

3〜10

3〜10

計測範囲（kg−m2）

1。4〜1200

0．01〜500

重心位置測定

@

CG

慣性モーメント測定

@

MOI

測定精度

慣性乗積測定

@

POI

測定値の0．1％以下

測定値の0．1％以下

計測範囲（kg−m2）

4．8

0．23

測定精度（1201pmにて）

±1％以下

±1％以下

計測回転数範囲（rpm）

20〜180

20〜180
（峯杉研究室）

動釣合試験装置

科学衛星磁気試験装置

衛星および衛星打ち上げ用機体の動釣合試験を目的と
した，たて型動釣合試験装置で主軸に静圧軸受を使用し
て測定精度向上がはかられている．
最大搭載重量：2000kg

人工衛星及びそのコンポーネントの磁気モーメントを
測定並びに調整することを目的とする試験装置で次の機
能を有する．

（1）合成磁気モーメント（永久成分，誘起成分）の測定

測定回転数：60，100，180rpm

（被試験体寸法1．5mφ×1．23mH以下，被試験体重量

300kg以下，検出感度0．05Am2，測定磁気モーメント

つりあわせ面：2面
（峯杉研究室）

値±50Am2）

（2）消磁試験（最大消磁界強度500erstedDC）

（3）弱〜強磁界中での人工衛星の各種試験（磁界強度範

高加速度衝撃試験装置

パイロ衝撃を想定した高衝撃，微小作用時間の衝撃試

囲0．01〜500ersted）

（航法・誘導・制御グループ）

験ができる．

衝撃波形：半正弦波

衝撃加速度：15〜5000G

スター光シミュレータ装置

衝撃作用時間：0．1〜11msec

本装置は，ライトガイドとピンホールを使用してスタ

最大落下ストローク：43cm

ーチャート上に星野を作成し，人工衛星などの姿勢制御

最終落下速度：1016cm／sec（無負荷時）

に使用されるスターセンサの限界等級検出能力，二重星

試験回数：8回／分（最高）

に対する誤認の有無光学系のアライメントなどの各種

最大搭載重量：90kg

試験に使用できる．

（峯杉研究室）

太陽電池試験用スペース・チェンバー
本装置は，宇宙環境を模擬した熱真空環境において，

太陽電池をはじめとする各種小型部品の試験を行うこと
を目的とする．

650mmφ×800mmLの真空槽で，自由沸騰式のLN2冷
却系（シュラウド寸法は530mmφx600mmL）を備える．
また，排気系はターボモレキュラポンプを用い，真空度
は迅速に1．33×10

hPa以下に達する．また，155mm角の

範囲にXeランプによる擬似AMO光を照射し得る．
（田中孝治研究室）

送信像は一2〜＋6等級（1等級毎に可変，±0．5等級の

等級精度，等級偏差±20％，等級安定度±10％，色温度
約3，000K〜約6，000K），ピンホール数は一般星用20個，

ダブルスター用1組，送信レンズ（ApoNIKKOR）は有効
径127mm，焦点距離1，780mm，明るさF／14である．
（航法・誘導・制御グループ）

三軸モーションシミュレータ装置

人工衛星，ロケットなど宇宙飛翔物体の姿勢検出系及
び姿勢制御系の地上試験を高精度で行うことを目的とす

る．インナ軸，ミドル軸，アウタ軸の3軸回りに回転可

This document is provided by JAXA.
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能なジンバルを有し，被試験体に，任意の姿勢を与える

また，この定盤は周囲の振動の影響をなくすため，防振

ことが可能である．姿勢ダイナミクスは，ミニコン

対策が施されている．

（MS−140）を用いてリアルタイムで解き，その結果に基

寸法：3000×3000×400mm
材

料：花こう岩

したがって，ソフトウェアの改修により，広い範囲の飛

自

重：約10t

翔体の姿勢ダイナミクスに対応可能である．主な性能

i搭載可能荷重：約2t

づき，コントローラを介して，上記ジンバルを駆動する．

（航法・誘導・制御グループ）

は，以下のとおりである．
姿勢分解能：各軸とも，10

4deg

最大回転範囲：各軸とも無制限
最大回転レート：インナ軸1000degts，ミドル軸
750deg！s，アウタ軸400deg／s

（航法・誘導・制御グループ）

衛星等アラインメント計測用スタンド

搭載機器間のアライメントを計測する上で，オートコ
リメータ等を乗せて精密に移動できる．バーチカル移動

装置（BRUNSON社製），水平移動台，

X−Y微動装置な

どから構成される．

（航法・誘導・制御グループ）

科学衛星試験用一軸回転テーブル（大型）

本装置は科学衛星の総合試験（アライメント測定等を
含む）において衛星の一軸まわりの回転を精度よく実現

精密擬似太陽光光源

する機能をもつ回転テーブルであり，また姿勢制御系・

姿勢検出系等のサブシステムの機能試験を行うために使

本装置は高精度太陽センサの性能評価試験並びに機能
試験時に使用される擬似太陽光光源である．特に照度分

用することもできる．方位角方向を任意の角度及び速度

布の一様性，対称性及びリップルの低減等の性能が優れ

に設定でき，またそれらの値を表示並びに他の機器に出

ている．主な仕様は次の通りである．

力することが可能である．また，本装置は本年度に更新

光学系：軸外し反射型コリメータ

が行われた．主な仕様は次のとおりである．

光源：キセノンランプ（3kW）
ビーム径：160mmφ

1．供試体
（1）供試体寸法

最大2．Omφ×5．OmH

（2）供試体重量

最大2，000kg

（3）供試体慣性能率

最大1，000kgm2

電源／消費電力：AC100V／0．3kW

（1）位置精度

±7arcsec以内

（2）角度範囲

0〜360deg

（4）角速度

（航法・誘導・制御グループ）

最大120deglsec
±4arcsec

（2）速度変動率

（3）角加速度

可搬型簡易太陽光光源

有効照射面積

速度制御モード
（1）速度制御範囲

0．06〜1080deg／sec
0．1％以下

無負荷状態で最大1．67rpm（10．Odegl

照射距離
平行度
放射照度

85mmφ

100mm標準

64arcmin
140mW／cm2（仕様最大値）

放射照度の場所むら

sec2）

3．スリップリング
信号伝送用 20対（40本）以上，定格電流2A，

DC5V，抵抗値1Ω以下
電力伝送用 21対（アース用1本）以上，定格電
流20A，

AC200V（3相）／7kW
重 量：本体600kg ランプ電源150kg

1．8arcsec

（5）位置読取精度

B

最大放射強度：AMOフィルタ付きで0．02solar以上
照度均一性：±5％以下

照射距離：プロジェクタ端面から1500mm以上

2．動作モード
A 位置制御モード

（3）分解能

平行度：0．5

AC50V，抵抗値0．1Ω以下
（航法・誘導・制御グループ）

±5％以下

スペクトル Xeランプスペクトル
重 量 26kg消費電力 最大500W（120V）
（航法・誘導・制御グループ）
大型宇宙環境試験装置（縦型スペースチャンバ）

人工衛星・探査機および宇宙用機器の熱平衡試験・熱
真空環境試験をおこなう装置で，宇宙科学研究所が打ち

科学衛星アライメント測定用石定盤

本定盤は科学衛星及び搭載機器のアライメントを測定

上げるほぼ全ての衛星・探査機の試験に使われている．

ターボ分子ポンプとクライオポンプにより，油汚染の無

する場合の基準台として使用するものである．石定盤は

い高真空が得られる．主要諸元は以下のとおりである．

金属定盤と違って，温度等による歪みが少なく，一度面
出しがされていれば，長期間面精度が保持されている．

容器寸法4mφ×6．8m（縦置），有効空間3．5mφ×5m，

到達真空度1×10

5Torr以下／8時間以内，液体窒素冷却

This document is provided by JAXA.
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されるシュラウドを有する．低圧液体窒素貯槽15030

試験籠寸法：幅350mm

1iter，中圧液体窒素貯槽87301iter．シュラウド温度を上

温度範囲：−180〜＋250℃

昇させる（約80℃まで）こともでき，供試体のベーキン

圧

高さ250mm

213

奥行350mm

力：大気圧（窒素）

グが可能である．

鉄1kgの供試体がある中で30分サイクルの温度復帰時

温度計測はT型熱電対600点計測可能で，ヒータ用と
して800W×10台，400W×102台の直流安定化電源を有
する．その他，熱真空試験のための信号線インターフェ

間，−120→120℃

→250℃

5分以内，120→−120℃

20分以内，250→−180℃

5分以内，−180

20分以内の性能を有

する．

ース，フィードスルーを有する．

（小川研究室）

残留ガス分析のための質量分析計，コンタミネーショ

ン計測のためのTQCM，および供試体の熱光学特性の簡
易測定のためのTESA2000が装備されている．
（小川研究室）

宇宙ロボットシミュレータ

宇宙空間におけるロボットの動きを模擬する9自由度
のシミュレータ．ターゲットとチェイサを有し，回転6
自由度，並進3自山度を有する．3台のワークステーシ

小型宇宙環境試験装置

ョンで，サポートする．この装置は，宇宙ロボット以外

（内惑星熱真空環境シミュレーター）

にも，月・惑星・小天体への軟着陸ランデブ・ドッキ

内惑星軌道での高強度太陽光が照射される熱真空環境
を模擬する装置で，探査機のサブシステムの試験をおこ

ング，近接レーザレーダ等の諸技術の実証実験を地上で
行うことを目的とする．

なう装置である．

（久保田研究室）

真空系は容器寸法1．2mφ×1m（横置）で液体窒素冷却

シュラウド1mφ×1mを有する．シュラウド内に回転機

磁気シールドルーム

構（±90°）つき温度調節プレート（−100〜＋100℃）が備

科学衛星，観測ロケットの試験環境の一つとして，弱
磁場空間を作る為に設置されている．シールドルームは

わっている．真空排気系はターボ分子ポンプ，ドライポ
ンプから構成されており，クリーンな高真空（10曽3Pa以
ド）が得られる．

模擬太陽光照射装置は，250mmφの面積に平行度7°以
下の模擬太陽光を照射できる．アパーチャとインテグレ
ータの組み合わせにより模擬太陽光強度は1〜11solarま

で可変可能である．また遮光用シャッタ，スペクトル調

整用のAMOフィルタ，スペクトル解析用の分光器も装備
している．残留ガス分析用の質量分析計，コンタミネー
ション計測のためのTQCMも使用可能である．
T型熱電対50点，K型熱電対12点，信号線用（D−sub
25pin×3，

D−sub

10pin×2），電流導入用（8pin）等の各種

フィードスルーを有する．

（小川研究室）

内径6mの球形の空間であり，パーマロイの三重球殻に
より内部磁場はシールドルーム外の磁場に比して3千分
の1程度の10〜20nTとなっている．パーマロイを固定す
る為，厚さ10mmのアルミの1重球殻で構造が出来ている
が，このために，シールドルーム内は外部電磁界雑音に
対しても良好なシールド効果を示す．この二つの特性を
利用して，残留磁気モーメント測定，機器問相互電磁干
渉試験等に使用されている．

諸元

大きさ：内径6mの球形（外形8m）
磁気遮蔽率：3000分の1
交流電磁界遮蔽率：1万分の1程度
付属設備
回転テーブル：360°回転可能

大型恒温槽

磁力計移動レール：（円弧にそって＋90°〜−90°）

人工衛星・探査機およびその搭載機器，飛翔体等の温

磁力計：三軸フラックスゲート型

度試験をおこなう装置である．

三軸サーチコイル型

室内寸法：幅3．Om高さ2．6m奥行4．Om
温度範囲：−60〜＋80℃
圧
力：大気圧（空気）

空調：専用空調設備で100，000程度の清浄度の空間

鉄1tonの供試体がある中で，20→−40℃
→−60℃

120分以内，20→80℃

電界アンテナ：モノポール型
その他

60分以内，20

60分以内の性能を有す

となる．

消磁：専用消磁装置でシールドルーム全体の消磁を
行うことができる．

る．

（小川研究室）

熱衝撃試験装置
人工衛星・探査機の搭載機器等の温度試験をおこなう
装置である．

（早川・松岡研究室）

科学衛星試験設備

飛翔体環境試験棟のクリーンルームにおける科学衛星

の飛翔前試験（PM試験及びFM第一次かみ合わせ，

This document is provided by JAXA.
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FM総合試験）のため使用する地上試験設備である．地上

長さ22．7mであり，アンテナ最大測定距離は20m，クワ

からのコマンドを送出する衛星管制装置，衛星からのテ

イエットゾーンは鉛直方向に直径3m，長さ2mの円柱形
状である．使用周波数における測定空間領域内の不要電

レメトリを取得する衛星監視装置，データ蓄積装置，デ
ータ分配装置，多数のQL監視装置等から構成される．

波反射率は，1．OGHzで一

36dB，3．OGHzで一40dB，10GHz

実際の衛星運用に使用される科学衛星管制運用設備と同
等なシステムであり，飛翔前に飛翔後の状況に近い試験

で一43dB，35GHzで一 50dBである．電磁シールド特性
は30kHz〜30GHzに対して一60dB以上である．

が有効に行われるよう工夫がなされている．加えて，RF

（鎌田，川原）

装置，模擬電源装置も設置されている．クリーンルーム

内の3衛星に対して，同時に試験が可能なように3式の
試験装置が設置されている．

（山田隆弘研究室）

電波無響室

電波無響室は，主にロケットや科学衛星・探査機に搭
載される通信用アンテナの特性測定のための試験室であ
る．ここでは，様々なプロジェクトの特殊な宇宙環境と
要求に適合したアンテナの研究開発，さらに通信用送信
機と観測機器間の電磁干渉試験等も行われる．計測室と
準備室内には，アンテナ放射パターン測定装置及びイン
ピーダンス測定装置が設置されている．
電波無響室内の有効寸法は，底面の幅8．7m，高さ8．5m，

e．相模原キャンパス構造機能試験棟
の，長い距離の運動シミュレーションを行うことができ

材料試験機

機械式材料試験機AG−100kN

G（SHrMADZU）

るという利点を有している．

（川口研究室）

〜1100℃，〜1600℃の2種類の大気炉付属
機械式材料試験機AG−100kN X（SHrMADZU）
LHeクライオスタット付属
2軸材料試験機AG−20kN I（SHIMADZU）
高周波加熱装置付油圧サーボ疲労試験機
Servo

EFH−10−5。40

本試験装置はロケットやロケット搭載機器の展開及び
分離等の機能をスピン状態で確認試験を行う為の装置で

圧縮（引張）／ねじり式
Dynamic

スピン試験装置

（サギノミヤ）

ある．また，スピンによる遠心力を利用した静加速度試
験にも用いられている．0．3〜7Hzのスピン運動に，傾斜

高周波加熱装置（富士電波工機）真空チャンバ付

角0〜15°で0〜1Hzのプリセッション運動を重畳させた

画像解析変位測定器VAD−3R（東伸工業）

試験を行う事ができる．試験供試体は重量800kgで直径
1．Om，重量400kgで直径1．6mのものまで試験を行う事が

高温ひずみ計2632−055（INSTRON）
（佐藤英一研究室）

できる．

付属装置として分離試験時用の吊上げ装置がある．
（峯杉研究室）

並進運動模擬システム

主に，小惑星探査ミッション用の航法系の試験を行う
ための装置であり，移動台車，パラレルリンクマニピュ
レータ，搭載台，及び制御計算機で構成される．搭載台
に支持された疑似小惑星を対象として，相対運動のシミ
ュレーションを行い，航法系の確認を行う．供試体は，

吊上げ装置
本装置は分離試験時に試験供試体の上段側を吊上げ，
下段側との衝突を回避する為の装置である．

構造機能試験棟の天井走行クレーン上に設置されてい

移動台車先端部に取り付けたパラレルリンクマニピュレ

る油圧シリンダを使用して吊上げを行う．最大吊上げ能

ータ上に設置される．この2つの装置の組み合わせによ

力は1．5ton，吊上げ速度は1．5m／secである．スピンをと

り，衛星の運動を模擬する。装置の運動は制御計算機に

もなう分離試験はスピン試験装置と併用して行う．

より制御される．本装置は精度・応答性はやや劣るもの

（峯杉研究室）
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荷制御装置，計測装置（計測点数1000点）等で構成され

ロケット構造試験用テストスタンド

ロケットや衛星の構造強度・剛性の総合試験を主目的

として，水平（長さ12m，幅6m），垂直（高さ8m，幅
5m）のL型定盤，油圧ジャッキ5系統同時駆動の油圧負

ている。軸力200ton，曲げモーメント200ton・mまでの
試験を行う事ができる．

（峯杉研究室）

f．相模原キャンパス特殊実験棟
月ミッション運用・解析センター

小型アーク風洞

月周回衛星「かぐや」の管制運用及び取得データの解
析処理のため，相模原キャンパス特殊実験棟の4階に月

の，10kw級のアーク加熱型高エンタルピー風洞．輻射温

ミッション運用・解析センター（SOAC）が整備された．

度計，吸収分光計測装置などが準備されている．

高遠エンタルピー流れに関する基礎的実験を行うため

ここには「かぐや」を構成する主衛星，リレー衛星「お

きな⊥VRAD衛星「おうな」へのコマンド送信及びテレ
メトリ取得・処理を行う衛星管制システムの他，観測デ
ータの解析処理システム，データ蓄積システム，データ
公開システム等が設置されている．

なお，追跡管制局としては，臼田，内之浦局，新GN
局を用いるほか，クリティカルフェーズではNASA深宇

（安部研究室）

電気推進耐久試験装置

イオンエンジンの長時間連続試験を実施する真空チェ

ンバーであり，主タンクは2mφ×5mの大きさで副真空
槽2扉，クライオポンプ系により背圧1E−6Torr台を維持
できる．

宙ネットワーク（DSN）の支援を受けた，

（國中研究室）
プラズマ推進実験装置（1）

超伝導マグネット

模擬微小重力実験用の冷凍機直冷式マグネット（東芝

大型マイクロ波イオンエンジンなど電気推進の基礎実

製TM−6VH30）で，中心定格磁束密度6テスラ，ボア径
30cm，発生磁場方向は重力に対して0〜90°の範囲内で

験研究開発およびプラズマプルームを用いた電離気体
力学の実験を行う．20kJのパルス電源を有し，真空チェ

ンバーはステンレス製で1．5mφ×2．5mのもの1台と

任意に設定可能．

（稲富研究室）

1．2mφ×2mのもの1台，背圧はそれぞれ1E−6台と
1E．3Torr台．

材料科学実験用遠心機

（國中研究室）

可変重力実験用の円板回転式遠心機で，円板の半径
1．2m，最大発生遠心力10G，最大積載重量50kg．
（稲富研究室）

電子顕微鏡
電界放射形走査電子顕微鏡JSM−7100F（JEOL）

エネルギー分散型X線分析装置JED−2300FII（JEOL）

電子線後方散乱回折（EBSD）結晶方位解析システム

自由飛行発射装置

自由ピストンを利用したガス駆動方式による飛行体発
射装置．発射管内径5〜20mmf，管長116m，測定胴内径

DIGI

VIEW3

（TSL）

500mmf，測定胴内圧可変（常圧〜10−5Torr），飛行体最高

高分解能型分析電子顕微鏡JEM3010型300kV（JEOL）
エネルギー分散型X線分析装置DX−4（EDAX）

達成速度3km／sec．衝撃風洞としても使用可能．よどみ

試料準備設備

点温度1200K，持続時間3msec．超高速衝撃波発生装置

コンフォーカルレーザ顕微鏡（キーエンス）

としても使用可能．0．3Torrの圧力の大気中で，最高速度

クロスセクションポリッシャー（JEOL）

13km／sec．の衝撃波発生が可能．

ツインジェット電解研磨装置（Struers）

（安部研究室）

ディンプルグラインダー（VCR）
イオンミリング装置（VCR，

高速バルブ型ショック・チューブ

LINDA）

（佐藤英一研究室）

自由ピストンを用いた高速バルブの開閉によって衝撃

波を発生させる装置．降圧部10気圧，低圧部長5m，測

熱間圧延機

スラブ圧延用熱間二段圧延機i（ロール径252mm）

定部59mmf．

（安部研究室）

（佐藤英一研究室）
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定用大型真空槽で構成されている．真空槽内には精密移

電磁浮遊炉

富士電波工機の電磁浮遊溶解装置に高さ26mのドロッ
プチューブを付設したものである．高周波発生器（15kW，

動台が設置されている．その他に制御用，測定用計算機，

X線検出器，電子回路系を備えている．
（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

200kHz）により導電性材料を浮遊させ，無容器溶融・凝
固プロセスを調べることが可能．

（稲富研究室）

X線反射率測定装置
回転対陰極型X線発生装置からの特性X線（A1−Ka，
Ti−Ka，

炭酸ガスレーザー

浮遊させた半導体や高融点セラミックス試料を非接触

Cu−Ka）を用いてX線、反射鏡，分光素子等の性能

評価をする．装置にはθ一2θの回転機構が組み込まれて

にて加熱・溶解し，また冷却時の温度制御を行う．最大

おり，回転台に試料を，回転枝にX線検出器を取り付け，

連続出力1700W，

入射角に対する反射率を測定することができる．

TEMO1モード，波長10．6pm，ビーム

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

径18mm，パルス制御可能．．
（稲富研究室）

熱真空試験装置

熱真空恒温槽（800mm（W）×1000mm（D）×800mm

大面積平行光発生装置

赤外線観測器などの光学試験を行うための大面積平行

（H）），真空ポンプ，質量分析計等で構成され，IO

6Torr

光を発生する装置．直径1mの金属球面鏡により，焦点
におかれた光源の光を平行光に変換する．平行度は20秒

の高真空下で一40℃〜＋100℃の温度範囲において熱真
空試験を行うことができる．また，この装置はベーキン

角程度．

グ用としても使用できる．

（宇宙放射線宇宙物理学研究系）

（宇宙放射線宇宙物理学研究系）

飛翔体搭載望遠鏡の光学系を極低温環境で試験するた

X線望遠鏡較正用平行光源
高空間分解能のX線望遠鏡を可視光により較正するた

横型極低温試験槽

めの試験槽，内容積は30cm径×45cm長で，光軸を水平
にした状態で試験できる．液体窒素により50K，液体ヘ

めの装置で平行度は約2秒角である．
（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

リウムを用いると2Kまでの冷却が可能である．

（宇宙放射線宇宙物理学研究系）

赤外線黒体炉

赤外線波長域において，精度の良い標準光源となる黒
体炉（バーンズ社製）．設定温度は最高1000Kまで，放射

精密大面積球面鏡

飛翔体搭載望遠鏡の光学的性能を測定するための精密

球面鏡有効径60cm，曲率半径14m，精度1秒角の凹面

率98％以上，光源の口径は最大1インチまで．変調用チ
ョッパーも備えている．

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

球面鏡で，あおりを微調整する機構が付属している．

（宇宙放射線宇宙物理学研究系）
フーリエ変換赤外分光光度計
精密x−Y，q−zステージ

飛翔体搭載望遠鏡の光学的性能の測定，光軸のアライ

マイケルソン干渉計を用いたフーリエ変換型赤外分光
光度計（BOMMEN社製DA8．002）．試料室は真空にでき，

メント調整などに用いられる．耐荷重性能を備えた精密

最高O．003cm

ステージ．

波数範囲は47，000〜10cm
（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

iという高分解能の分光測定が可能である．

iで試料の透過率，反射率のほ

か，赤外線観測器の波長特性の測定もできる．

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

宇宙用低雑音受光実験装置

液体ヘリウム冷却容器（クライオスタット）とレーザ
ー干渉計から構成されており，口径80cmまでの凹面鏡，

磁気シールド付き真空チェンバー

ロケット及び衛星搭載用の低エネルギー電子分析器の

あるいは望遠鏡の結像性能を，常温から約10Kの極低温

基礎開発実験や電子ビーム実験に使用する為に，地球磁

にわたる温度範囲で精密に測定できる．

場等の影響を除去する目的で，2重の磁気シールドを内

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

部に持つ真空チェンバーである．磁気シールド内部の

X線実験装置
X線観測機器較正のためのX線平行ビーム装置で，固
定式，及び可動式X線発生装置，．40mビームダクト，測

低磁場になっている．また，3次元ジンバル及び電子銃

70mm（φ）×1400㎜（L）の領域で，約100nT以下の
可動装置も設置されている．主真空排気系は2400

e／sの

ターボ分子ポンプと1200〃sのクライオ・ポンプで，到
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7Torr以下である．
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環境試験装置である．また，プログラムで温度・圧力を

（早川・斎藤義文研究室）

自動に変更することもできる．本装置の内容積は幅1．5

m，高さ1．5m，奥行2mである．
低エネルギー荷電粒子計測器較正装置

（大気球実験室）

ロケット及び衛星搭載用の低エネルギー荷電粒子計測
器の基礎開発実験及び飛翔前の較正テストを行う．低エ
ネルギー荷電粒子とは，0．1〜30keVの電子及びイオンで
ある．主な仕様は以下のとおりである．

高エンタルピ風洞であり，惑星探査や将来型宇宙輪送シ

1050mmL（内部にジンバル台）

主排気系：

2400

2／sターボ分子ポンプチェンバー内の到達真空

度：≦1×10

7Torr

2）回転角読取精度

ステムにおいて不可欠な大気突入飛翔体の耐熱材料評価
試験，及び高エンタルピ気流の特性評価や計測手法の基
礎研究用に整備されている．アーク加熱器自体には，高
エンタルピ・高加熱率での作動が可能なセグメント型ア
ークヒータ（投入電力1MW，気流エンタルピ〜25MJ／kg）

ジンバル機構i：

1）2軸回転可

本装置は，アーク加熱による高温気流発生装置及び真
空排気系，冷却系，運転制御・計測系等から構成される

主チェンバー：

900mmφ

耐熱材料試験装置

X軸：±15°

が設置されている．低膨張ノズル装着によって，高圧・

Y軸：360Q

高加熱環境下での耐熱材料の加熱試験が実施可能であ

△X：0．1°

り，開口比300以上の高膨張ノズルの装着により，5km／s

△Y：0．1°

以上の気流速度を達成し，耐熱材料実験に加え，高エン

イオンソース：0．1〜20keV（30keVまで可）

永久磁石による質量選別付340〃s差動排気系付
電子銃：0．1〜15keV（30keVまで可）

タルピ気流に関する種々の研究環境を提供できる．また，

極超音速流れにおける熱的および化学的非平衡状態をは
じめとする種々の状態量の計測手法の研究のために，エ

（早川・斎藤義文研究室）

キシマレーザ，色素レーザ，分光器を装備し，各種気流
診断に対応している．

惑星環境風洞

（稲谷・山田哲也研究室）

測定部は直径1．6mの円形回流型，風路が密閉可能のた
め試験気体として空気以外に惑星大気の組成をもつガス

スピンテスター

を充し，その圧力を0．1気圧から1気圧まで変え得る．

円盤状の材料あるいは部材に100000rpmまでの高速回
転を真空チャンバー内で付与し，回転物の遠心力による

最高風速は0．1気圧の場合170m／s，1気圧の場合70m／s

である。なお密閉容量270m3の吸込み式風洞用の低圧槽
としても使用される．内装天秤による6分力計測，圧力
／温度計測，可視化計測（PIV）などにより低速域におけ

破壊過程を調べるための装置．テストピースの寸法及び

る流れの研究を行っている．細長物体大迎角流れの研究，

が設置されている．

重量は，直径400mmまで及び約3kgまでが測定可能で，
テレメータによる歪み計測装置と破壊時の写真撮影装置

プラズマアクチュエータ基礎研究，パラフォイル基礎特

（八田研究室）

性研究，再使用観測ロケットの空力特性研究，火星飛行
機の空力特性研究，微粒子採集研究など，基礎的な学術
研究からプロジェクト研究まで幅広く使用されている。
（稲谷研究室）

超高温真空ホットプレス

セラミックスや炭素材料成型用のホットプレス，最高
到達温度：2300℃，常用温度：2000℃以下，加圧力：5ton，

加圧可能面積：100mm直径，到達真空度：10

4Torr．炭

素ヒータを用いているため真空かまたは不活性ガス雰囲

低密度風洞

直径1．6m，長さ2．4mの横置円筒型で，内部に液体窒

気中でのみ使用可．

素冷却のシュラウドを備え，またソーラー・シミュレー

（八田研究室）

タで照射もできる．衛星及びその一部分の熱真空環境試
験に用いられる．またクライオパネルを附加して，モル・

シンクとして作動させ，真空中に噴射させたロケット・

大気ホットプレス

セラミックスや炭素材料の仮焼成用の大気雰囲気ホッ
トプレス，最高到達温度：1200℃（カンタルヒータ），最

プルームの相似試験を行う．
（稲谷研究室）

高プレスカ：100ton，プレス面：500mm×600mm，スト
ローク：50mm．

恒圧恒温器

（八田研究室）

本恒圧恒温器は，温度範囲が摂氏一70〜＋100℃，圧力

範囲が760mmHg〜1

mmHgまで設定することができる
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工作工場

超高温クリープ試験機

研究・実験用機器類の製作および，設計，試作，改造，

最高到達温度2800℃まで試験可能なクリープ試験機．
試験環境は真空（2000℃まで）および不活性ガス雰囲気，

修理などを行う．工作工場で機械加工を行う者に対して，

試験片全体を加熱するホットグリップ方式，2000℃まで

必要に応じてその技術指導を行う．旋盤，フライス盤，

は接触式変位計（2000℃時の測定誤差±1μm）により，

カットオフマシンなど工作機械を随時使用できるよう整

それ以上では光学式非接触変位計（2000℃時の測定誤差

備・保全を図っている．工作用工具類各種材料，ボルト
ナット類を多種にわたり常備し，各研究室の求めに応じて

±3pm）により変位が測定できる．

供給する．工作工場が所有する主な工作機械は次の通り．

（後藤研究室）
機

種

型

メーカー

高速旋盤

LS540

大隈
長谷川

高速精密旋盤

HPレ90

@械製作所

規

式

主軸回転数

格（能力）

5．5kW（最大540mm・350mm・835mm）

35〜1，800rpm

iベッド上）（往復台上）（センタ問）

3．7kW（最大240mm・140mm・360mm）

150〜3，000rpm

iベッド上）（往復台上）（センタ間）

ｳ段変速機構
60rpm

2．2kW（最大4．5t×1，250巾SS400）

スケヤーシャーリング

野ロプレス

NS−1504A

精密高速小型旋盤

エグロ

GL，−120

立型フライス盤

牧野

KGP

2．2kW（250mm（前後）×550mm（左右））

130〜2，200rpm

立型フライス盤

牧野

KG∫P−55

2，2kW（250mm（前後）×550mm（左右））

130〜2，200rpm

ラジアルボール盤

東亜機械製作所

TRD−600C

カットオフマシン

アマダ

H−250

折曲機

野ロプレス

U．440

コンターマシン

ラクソー

UR−600

マイコンボール盤

中根製作所

NX−13

マイコンボール盤
ワイドボール盤

中根製作所

NX−13

遠州工業

ESD−350S

2．2kW（最大240mm・140mm・390mm）

180〜2，600rpm

iベッド上）（往復台上）（センタ間）

0．75kW（アーム移動距離467㎜）（主軸端と

xッド面距離

75〜1，200rpm

最大1，035mm，最小275mm）

2．2kW（切断能力250mmφ，280mm×250mm）
@

（丸材）

折曲巾

（角材）

1，200mm（手動）

切断能力

10〜200m／分

高さ290mm，奥行600mm

Cンバータ変速

テーブルの大きさ角250mm×250㎜

300〜2，500rpm

葛

@無段変速

け能力

13m／m

テーブルの大きさ
葛 け能力

丸

280mm
13m／m

300〜2，500rpm

@無段変速

テーブルの大きさ 角250mm×250mm
恪sき
中心より
470mm

280〜2，500rpm

測機器を保守管理し，各研究室への貸し出しに応じてい

エレクトロニクス・ショップ

研究・実験用エレクトロニクス装置・機器の設計，試
作，修理を行うとともに，それらについての技術的相談

る．また，集積回路を含む利用度の高い半導体，種々の

電子部品・材料類の多種類を常備し各研究室の求めに応

に応じる．シンクロスコープ，ユニバーサルカウンタ，

じて供給する．エレクトロニクス・ショップが所有する

ファンクションゼネレータ，基準電圧発生装置などの計

主な計測機器は次の通り．

型

式

規

格（能力）

測定機器名

メーカー

標準信号発生器

YHP

8656A

0．1〜990MHz，プログラマブル，

ファンクッション

WAVETEK

178型

1MHz〜50MHz．50Ω20VP−P，ログラマブル，

シンクロスコープ

岩崎通信

SS−6200

DC〜200MHz，1ns／cm，5mV〜5Wcm，二現象

メモリースコープ

岩崎通信

MS−5103

DC〜10MHz，1ms／cm，5mV〜5V／cm，二現象

ロジックアナライザ

岩崎通信

Sレ4602

トランジェントメモリ

川崎エレクトロ

M−500T

@シンセサイザ

HP−IB

HP−IB

Aメモリ1，024bit×16ch，2，048bit×8ch
Bメモリ1，024bit×16ch，2，048bit×8ch

DC〜IMHz，10bit，1，024ワード，マスタスレーブ方式
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型

式

規

格（能力）

測定機器名

メーカー

ユニバーサルカウンタ

YHP

5328A

パルスゼネレータ

EHリサーチ

139B

サーモトレーサ

NEC三栄

TH9100

測定レンジ

オムニエース

NEC三栄

RA2300

16chペンレコーダ搭載

高分解能DCアンプ

NEC三栄

AP11−101

2ch，入力±100mV〜±500V，

テクトロニクス

TDS2004B

DC〜100MHz

キーエンス

NR−1000

イマダ

ZP200N

アビオトロ

NRW200A

デジタルストレージ

@オシロスコープ

USB対応PCカード型
fータ収集システム
イマダ標準型

fジタルフォースゲージ
溶接機

jックス

ナノボルト／マイクロ
@ オーム・メータ

アジレント

34420A

高圧電源

高砂

TMK1．050

DC電源

松定

PLM−18

フルーク

51／5211

AC／DC
Jレントプローブ

アジレント

1146A

放射温度計

フルーク

566／568

サーモカップル

Tーモメータ

219

0〜100MHz，100ns〜1s，1mV〜12．5V

DC，

8桁

10Hz〜50MHz，パルス幅10ns〜10ms，ダブルパルス

DC

ー40℃〜2，000℃，2倍望遠レンズ付

AID分解能16bit

OV〜1000V

一18V〜OV

10mV／A

OV〜＋18V

2A

100mV／A
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2．研究施設
a．能代ロケット実験場（Noshiro

Rocket

Testing

Center）

能代ロケット実験場全景

能代ロケット実験場（NTC）は，内之浦宇宙空間観測
所から打ちhげられる観測ロケット，科学衛鼠打上げ用L
ロケット，科学衛星，宇宙探査機打上げ用Mロケットの

固体ロケットモータ真空燃焼試験設備（真空燃焼試験棟）

研究開発に必要な各種固体ロケットモータの地上燃焼試

蓋部が油圧自走装置によって適宜退避できる構造になっ
ており，これにより槽内テストベンチでは，長さ10m，

験を行うため，1962年に開設された．1975年から液酸・
液水エンジンの研究開発が開始され，その基礎実験を行
うための施設設備が増設された．秋m県能代市浅内の日
本海に面した南北に細長い敷地に，固体ロケットモータ

の地上燃焼試験に必要な諸施設設備（大型大気燃焼試験
棟，真空燃焼試験棟，冷却水供給設備，高圧高純度窒素

棟内には，幅7．6m，高さ6m，長さ13．3m，内容積475m3

の大型真空槽が設置されている．重量60tonの真空槽天

直径3m，総重量30ton，推力150tonまでの固体モータの
真空燃焼試験及び大気燃焼試験を行うことができる．主
要付帯設備として，150m3横型冷却水槽，15ton．2連天
井走行クレーン，計測・操作・電源系準備室，実験班控
室等が完備しており，1982年の完1：以来今日まで，槽天

ガス製造気蓄設備，火薬庫，火工品操作室・接着剤調合

蓋を退避させた状態での大気燃焼試験，真空槽に大気開

室，エンジン準備室，第1・第2計測室，研究管理棟，
中央管制設備，データ集中処理装置，器材庫等），及び液

放拡散筒を結合して行う真空燃焼試験が頻繁に実施され

酸・液水エンジンのシステム試験を行うための諸施設設

かして，ペネトレータ貫入実験等，様々な理工学実験に

備（液化水素貯蔵供給設備，竪型燃焼試験棟，極低温推

も活用されている．

ている．また，同真空設備の大容量と構造上の利点を生

進剤試験棟，エアターボ・ラムジェットエンジン試験設
備等）の主要建屋が設概されている．
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大型固体ロケットモータ大気燃焼試験設備（大型大気燃

状に巻かれ，さらにそのヒに断熱フィルムを巻いて熱の

焼試験棟）

流入を防ぐ構造になっている．本貯槽は水素液化装置の

M−V型ロケット開発計画の始動に呼応して，総重量
82ton，薬量7L7ton，推力約400ton，可動ノズル推力方
向制御装置装備の第1段モータM−14の地上燃焼試験を

製造により液化水素を貯液でき，ATR試験ではタンクロ
ーリーにより液化水素を外部から供給貯蔵する方法を採
用している．各試験設備への送液は第2計測室に設置さ

行うための大型大気燃焼試験設備の建設工事が1990，91，

れた操作盤から遠隔で行うことができる．

92の3年度にわたって行われ，1992年6月に完工した．
同設備は基礎，モータ組立・分解塔設備，懸垂式テスト

ターボポンプ試験設備

スタンド設備，計測・操作・電源系準備室より構成され，

推力7〜10ton級液水／液酸ロケットエンジン用のター

テストスタンドを覆う固定及び移動ドームにより供試モ

ボポンプを試験する設備である．この試験設備は液水タ

ータを屋外気象条件から保護する．テストスタンドから

ーボポンプと液酸ターボポンプを同時に試験できる機能

約30mの距離に基礎と一体化して設置された耐火コンク

を備えている．主な機能は，ポンプ液体である流体水素

リート製火炎偏向盤により，排気プルームを上空に偏向，

及び液体酸素の供給・排液，タービン駆動ガスの供給，

拡散させて隣接海域の汚染を予防する．

ポンプ及び配管系のパージ，ポンプシールガスの供給で

付帯設備として，一一級火薬庫，危険物保管庫，火工品
操作・接着剤調合室建屋が新営された．

。

ある．この設備を用いて，ガスジェネレータサイクル及
びエキスパンダーサイクルのターボポンプの試験を行う
ことができる．

エアターボラムジェットエンジン試験設備

能代ロケット実験場に設置されている液水／液酸ター
ボポンプ試験設備に，後にエアターボラムジェットエン

ヘリウム回収・昇圧設備

ジン（ATREXエンジン）を試験するための機能を追加し

ウムガスを回収し，別の使用済みカードル（ボンベ）に
補充填するための設備である。昇圧装置はエア駆動の2

た。主な設備としては，ATREXエンジンテストスタンド，

液体水素供給設備，計測制御装置である．液体水素供給

設備は1，200

eの容量のランタンクを持ち，最高圧力

使用済みの低圧カードル（あるいはボンベ）からヘリ

段式圧縮機より構成されており，第1段目で9MPaまで
圧縮し，更に2段目の圧縮機で15MPaまで昇圧する．本

6MPa，最大流量10kg／sの液体水素を供給することができ

設備は180Nm3／day以上の回収・充填能力を有している．

る．この設備を用いて，ファン直径300mmのジェットエ
ンジンの燃焼試験を3分間行う仕様となっている．テス
トスタンドには，試験準備時の防風雨対策として，移動

中央データ処理装置
燃焼実験の際の計測データの較正，収録，リアルタイ

可能なドーム（7m×8m）が設置されており，燃焼試験
時には開放状態にして使用する．また，この設備は高温

ム表示，後処理及び予め設定されたシーケンスに従った

高圧空気供給設備（タンク最高圧力15kg／cm2，容量6m3，

室に設置されている．

1993年製造）を保有している．プロパンガスを燃料とし
た熱容量型蓄熱方式によって最高温度約1000℃までの空
気を0．4kg／sの流量で流すことができる（常温空気は
1．2kg／sまで）．この高温空気供給設備を用いて高空高速

リレー接点信号の出力等を一括して行う装置で第一計測

計測データはプリアンプ室に設置されたエンコーダに
よりディジタル化され光ファイバ経由で中央処理装置に

入力される．チャネル数は128であるが，オプションと

状態を模擬した小型の燃焼器試験やプリクーラの試験を

して16チャネルのアナログデータの取り込みも可能と
なっている．ディスプレイ等の周辺機器はLANケーブル

行ってきた．

によって接続されている．

管制本部は第一計測室にあり，燃焼試験全体の管制を
行っている．第二計測室には，液化水素貯蔵供給設備，
液化窒素貯蔵設備，ランタンク設備，ATR試験スタンド，

供試体，高温空気供給設備等の操作制御盤が設置されて
いる．試験の遠隔操作，モニタはここで行われる．

計測設備
主要な建物間，部屋間に同軸（BNC）・キャプタイヤ（6

芯シールド多治見7ピン）ケーブルが敷設されていて，
中継盤（コネクタは雌）が用意されている．

各種試験に汎用的に使用される装置として，動歪みア

10m3液水貯槽
液水エンジンの開発試験の進展に伴って，より大量の

ンプ（80台80チャンネル），直流アンプ（10台20チャ
ンネル）が用意されている．また，アンプとセンサーの

液体水素を各試験設備に供給する必要が生じたため，容

接続用にK型補償ケーブル・キャプタイヤ（6芯シールド

量10m3の液化水素貯槽を1979年度に新設した．本タン

多治見7ピン）ケーブルが用意されている．

クは真空二重槽構造になっており，内槽に予冷管が螺旋
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b．あきる野実験施設（Akiruno

Research

Center）

ま『
5
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＼1−

■■i−：1糧
、，

F

工
●

日

欝饗調

あきる野実験施設（ARC）は，従前，駒場キャンパス

建相当の天井高を持ち，これに隣接する2階建部分の試

の耐爆実験室等で行われていたロケット・探査機搭載推
進系に関わる基礎的・教育的実験研究を継続的かつ発展

験準備室建屋の1階には，試料準備室，機械加工・試験
機器機材保管室および試験管制・計測室が，2階には化学

的に推進するための付属施設として，同キャンパス撤退

実験室，小会議室を兼ねた研究室および人員控え室が設

時期に合わせて1997年8月から足掛け2年の工期の後，

けられており，厚生設備として各階に洗面所，2階に給

1998年11月に開設された．東京都あきる野市菅生の自
然林に囲まれた山間の約2，000m2の敷地に，建築面積約

湯・洗濯・入浴設備が完備している．

500m2，延床面積約700 m2の鉄筋コンクリート造2階建
の総合試験棟が設置されている．容量2ton・2連の天井

大学共同利用の枠組みの中で本施設を運用することとな

走行クレーンを備えた床面積260m2の耐爆試験室は3階

の利用が始まっている．

2012年度からJAXA内の宇宙推進関連の実験に限らず，

り，2013年度から実際に大学の推進・輸送関係の研究者
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c．内之浦宇宙空間観測所（Uchinoura

内之浦宇宙空間観測所

Space
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Center）

M台地
1．管理棟

2．宇宙科学資料館

3．M台地

4．KS台地

5．コントロールセンター
7．20mアンテナ

6．衛星追跡センター

2．M台地等

34mアンテナと20mアンテナ（衛星追尾）

ロケット射場設備

M型ロケット発射装置
M−Vロケット用に整備された本発射装置の改修を行い
イプシロンロケット打上げに対応した．主な変更点は，
以下の通りである．

【宇宙輸送ミッション本部／統合追跡ネットワーク技術

・整備塔クレーン容量を100tonに増強

部所属】

・垂直発射方式に対応

観測ロケット及び衛星打上げとその追跡データ取得の

ための実験場で，1962年2月に開設された．観測所は鹿
児島の東南岸，肝付町の太平洋に面した長坪地区にあり，

・各階にイプシロン組立対応のための作業台を設置
・煙道を設置

イプシロンロケットの各セクションは，門型クレーン

丘陵地を切り開いて造成された数個の台地で構成されて

で整備塔に運ばれ，下段側より，整備塔クレーンで整備

いる．観測ロケット打上げのためのKS台地と，イプシ
ロンロケット打上げのためのM台地の二つの発射場をも
ち，また観測ロケットの発射管制のためのコントロール
センター，観測データ受信記録及びロケットを追跡し飛
翔経路を測定するレーダテレメータセンター，衛星の整
備調整のためのクリーンルーム，衛星の追跡データ取得

塔内に吊り込まれ，ランチャ上で設置・組立を行う．

のための衛星追跡センターなど各種の施設・設備がおか

ンピュータで集中制御される．

ロケット用発射管制設備

宮原地区にイプシロン発射管制センター（ECC）を設
置し，その中の管制室からM台地から打上げられるイプ
シロンロケットの発射管制を行う．発射管制は数台のコ

れている．敷地総面積約70ha，建物数41，棟建屋延面積
15，718m2となっている。

尚，科学衛星運用設備は，統合追跡ネットワーク技術
部管轄となっている．

ロケット集中電源供給装置

イプシロンロケットの動作チェック時等に外部より搭
載機器に対し，適切かつ安全に電力を供給する装置であ
る．

1．宇宙科学資料館
門型クレーン

宙探求の理解を深めてもらう目的で建設されたものであ

M台地には，イプシロンロケットの組立，運搬用とし
て，全天候型50tonクレーンがある．50tonクレーンは，
ロケットの組立や整備塔までのロケットの運搬作業に使

る．

用．

ロケット，人工衛星，宇宙観測器，実験場設備などの
実物，模型あるいは写真を展示し，広く一般の方々に宇

50tonクレーン：揚程11．5m，走行速度1．25〜25m／min，

巻上基50ton×2台
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SJヒドラジンエンジン整備装置

ッチを発射側にして，コントロールセンターの発射管制

イプシロンロケット第2段及びPBSには，ヒドラジン

装置をX−60秒に手動操作して本装置と光学・記録カメラ

を燃料とするサイドジェット（SJ）装置が搭載され，第2
段の推力飛行中はロール制御を，その後の慣性飛行中は

用のタイマ装置を起動する．X−30秒に搭載タイマをスタ

3軸制御を行う．本整備装置は，ロケット発射前のヒド

体で搭載タイマを起動する事も出来る．

ートさせて観測ロケットは打上げられる．また本装置単

ラジンエンジンの点検整備に用いる．

ヒドラジン，四酸化二窒素（NTO）供給装置

衛星の姿勢及び軌道制御用として搭載される二液式
（ヒドラジン，NTO）方向制御装置にそれぞれの液を供給

KS用発射管制司令装置
本装置はコントロールセンターに設置し，KS台地にお
ける観測ロケット打上げ作業に関する作業進行の管制を
行う．

発射時刻の設定及びカウントダウン，各サブシステム

する装置．

の作業司令並びに進行状況監視，発射回線の保安状況監

ヒドラジン，NTO検知警報装置
イプシロンロケット・衛星の姿勢及び軌道制御用燃料
であるヒドラジン，NTOによる危害を防止するため，検
知警報システムを設置している．検知機は整備ng

7，9階

とM組立室クリーンルーム内に，M警報機は警備塔をは

視並びに着脱コネクタの離脱制御，搭載機器のON／OFF
制御並びに電源の外部／内部切換，指令電話設備の回線
交換，等の機能を有し，発射時刻の所定時刻前に発射管

制装置のスタートボタンを押すことによりKS台地の点
火タイマ管制装置を起動し，ロケットを打上げる．

じめとして各要所に設置しており，観測所受付において
は24時間体制で監視している．

外部電源，充電電源装置（観測ロケット用）

高圧窒素ガス製造整備

供給する装置充電電源はロケット搭載バッテリー（集

外部電源は搭載機器の発射前のチェック時等に電力を
窒素ガスを製造，供給するための設備で，液化窒素貯

中電源）を安全に充電する装置．

槽，高圧液化窒素ポンプ，蒸発器，操作盤からなる．

4．ロケット系共通設備
3．観測ロケット関係
宮原精測レーダ装置
S−520型ランチャ
S−520型ロケットの打上げ用で，ディーゼルエンジンを
動力源とした自走式のランチャである．ブーム長9．8m，
全重量約22ton，上下角0〜85°，旋回角±15°，油圧駆動
方式．

中型ランチャ

直径110㎜φ以上310mmφまでの中型ロケット発射

観測ロケット，イプシロンロケット等の飛翔経路の精
密標定と誘導制御等に用いる指令信号を送信する．送信

出力1MW（クライストロン），200kW（TWT），主アンテ
ナ直径7m，初期補足レーダ平面アレーアンテナ（直径
90cm）．測崩度0．003°rms，測距簸4㎜s，追跡デー
タは，光モデムを介してRGとRS計算機システムの他，
各アンテナ設備（テレメータ，コマンド等）へ送出する．
搭載テレビの受信もおこなう．

用で，ブーム長9m，油圧駆動方式．

KSロケット用天蓋開閉式発射保護装置
本装置は，小型及び中型観測ロケットの屋内打上げを
目的とした鉄筋コンクリートの建築構造物（発射室高さ

テレメータ受信用11mアンテナ
観測ロケット，イプシロンロケット，H−HA及びH−HB
ロケットのテレメータ電波の受信に使用．また，衛星「あ
けぼの」の運用にも使用する．

16．6m，長さ17m，幅9m）である．本室内での発射可能
な角度は，上下角70°〜80°，方位角N＋130°からN＋160°
である．

高速PCMテレメータ受信・データ処理装置
ロケットテレメータ受信記録装置からのデータ取込み

と各種計測データ等のリアルタイム処理，及びQL表示
観測ロケット点火タイマ管制装置

機能を有する．

本装置はKS台地半地下室に設置し，観測ロケットに
搭載しているタイマ点火系機器の操作及びアンサーの監

lTV装置

視と，点火系の導通抵抗測定，及び地上系操作ラインの

作業状況，

ロケット発射状況を監視する．

チェックをCPUで自動測定し，判定する機能を有してい
る．

本番当日はタイマ電源，安全スイッチ，点火電源スイ

標準時刻発生装置
GPS電波により較正，±1×10

11／月の安定度を持つビジ
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ウム発振器を用いている．本装置で作られた標準時刻信

用．S帯及びX帯の2系統の受信装置は，いずれも偏波

号は伝送装置により所要の装置に供給．

ダイバシティ受信方式．それぞれのテレメータシステム

雷検知予報装置

にコンボリューショナル符号の復号機能を有する．コマ
ンド信号の送出は，S帯で10kW（最大）．また，アップ

ロケット・衛星作業時の安全性確保の一環として設置，

リンクにS帯，ダウンリンクにS帯及びX帯の周波数を

半径50km程度の雷発生点を求める．宮原及び気象台地
に設置された雷電波の到来方位測定器による方位情報を
リアルタイムで処理し，雷発生地点をもとめ，雷雲の位

用いた距離及び距離変化率計測を行う機能を有し，PN

置，移動方向予測等に使用．

科学衛星管制装置

コード方式により最大50万kmまでの距離計測が行える．

本装置は，衛星運用に必要な指令信号の編集，送出，
射場管制・運用連絡用音声システム（指令電話）

照合を行う．衛星テレメトリデータより衛星運用管制に

ロケット系射場連絡及び衛星運用連絡用システム．

必要なデータの抽出と表示の機能を有することで，衛星
に対する司令が正しく実行されていることを確認する．

光学観測装置

3箇所の観測点に各種の観測装置及び高速度カメラが

7．34m

科学衛星運用設備

配置されている．

科学衛星追跡用大型アンテナ設備
（非常用）自家用発電設備

主鏡34mφ，

商用が停電した場合や，台風等災害時向け設備．

5．新宮原11m

科学衛星運用設備

S帯捕捉用2mφ，

X帯捕捉用1mφのパ

ラボラアンテナ系で構成．アンテナの自動追尾はS／X帯
受信周波数で行い，同時にKa帯の受信機能を有してい

る．送信周波数帯域はS帯とX帯である．主に高速デー
タを必要とする科学衛星に用いる．

ダイバシティ受信装置

また，臼田64mアンテナのバックアップ機能をあわせ

本装置は衛星からの水平一垂直（直線偏波時）または，

もつ．

右旋一左旋（円偏波時）を組とする受信波を中間周波段
階において最適化合成し，ベースバンド復調用信号とし
て送出する機能を有する．

S／X帯追跡管制設備
本装置は送信設備，受信復調復号装置，距離計測装置，

試験較正装置，局，及び衛星運用管制装置等で構成．通
科学衛星データ受信，復調装置

常は34mアンテナ設備を接続され高速データレートを必

科学衛星テレメータ受信，復調記録装置，いずれもダ

要とする科学衛星や，惑星探査機等の追跡運用に用いる．

イバシティ方式を採用．

最高速の復調データレートは10Mbps．衛星からの電波を

科学衛星コマンド送信装置

受信する直径20mと34mのアンテナで地球周回軌道に打
上げられる科学衛星を追跡運用．34mアンテナは臼田宇
宙空間観測所の64m深宇宙用アンテナのバックアップも

コマンド符号発生装置と送信装置で構成されている15

ビットの循環PN符号によるコマンド符号をS帯，送信

行えるようになっている．人工衛星からの電波を受信し，

周波数で送出する．

人工衛星が正しい軌道，位置及び姿勢を保っているか監

11mφパラボラ空中線装置

視する．衛星からの電波を受信する直径20mと34mのア
ンテナで地球周回軌道に打上げられた科学衛星を追跡運

主として地球周回衛星の追跡に使用．本装置はアンテ
ナ角度の追尾並びにコマンド送信が可能．

用．搭載機器が正しく機能しているかどうかについても，

必要な信号を受信している．また，衛星に指令信号（コ
マンド）を送信して，軌道・姿勢制御や搭載機器調整も

6．20m

科学衛星運用設備

行う．

20mφパラボラ空中線装置
主として地球周回衛星の追跡用として使用．衛星から
のS帯，X帯信号によるアンテナ角度の追尾，
ンド送信10kWが可能．

S帯コマ

科学衛星追跡用S／X帯送受信設備
地球周回軌道に打hげられる科学衛星の追跡受信に使

8．科学衛星運用

共通設備

データ分配・蓄積装置

相模原と内之浦宇宙空間観測所とを結び，衛星軌道予
報値の受信とレンジデータ／レンジレートデータ／設備
制御データの伝送を行うほか，科学衛星のテレメトリの
伝送も担当する．
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科学衛星運用専用回線，衛星運用ネットワーク
相模原と内之浦宇宙空間観測所とを結ぶ専用回線．

衛星試験設備

M台地にクリーンルーム，クリーンブース，衛星チェ
ックアウト室，衛星システム室，衛星データ処理室を有

する．打ヒげ前の試験に使用される．衛星運用設備の

共通QL装置
サーバ・クライアント方式で，科学衛星HKデータの

11m／34m／20m系との間にRD（有線）回線を有する．

表示等をおこなう．

d．臼田宇宙空間観測所（Usuda

Deep

Space

Center）

臼田宇宙空間観測所
Fl田宇宙空間観測所

所内マップ

64mアンテナ（後方は研究棟等）

【宇宙輸送ミッション本部／統合追跡ネットワーク技術
部所属】

臼田宇宙空間観測所は，「深宇宙探査の窓」として，1984

0．3°／secである．

S帯の受信利得約62dB，アンテナ雑音温度29K（天頂
指向時，LNA入力端）であり，

X帯の受信利得約73dB，

年10月に開所した．この施設は，超遠距離にある探査機

アンテナ雑音温度39K（天頂指向時，

に指令を送るとともに，探査機からの微弱な信号を受け

る．送信利得は，S帯：約62dB，

LNA入力端）であ

X帯：約72dBである．

るため，都市雑音の少ない長野県佐久市（2005年4月1
日に臼田町から佐久市となる）に建設されている．

S帯受信設備

本施設は，我が国最大口径の64mパラボラアンテナを

受信周波数2．20〜2．30GHz（宇宙通信バンド）で，電子

有し，S帯及びX帯の送受信設備を持ち，宇宙工学と宇

冷却LNA（雑音温度は40K以ド）を使用している．最小
受信可能レベルは一155dBmである．また，テレメトリ信
号復調方式は，PCM／BPSK，PCM／QPSK，PCM／PSK／PM又
はPCM／PMであり，リードソロモン／畳み込み連接符号

宙理学の一致協力のもと，「はやぶさ」，「かぐや」等の探

査機運用を行ってきた．「はやぶさ」の姿勢異常で発生し

た信号喪失時には本施設による信号探索が大きな役割を
果たし，奇跡の地球帰還が実現した。「かぐや」の追跡運

化に対応している．

用では，高いアンテナ性能を活かし，遠距離ながら
10Mbpsの高速ダウンリンクを実現し，数々の月面のハイ
ビジョン動画の取得に成功した．現在は磁気圏尾部観測

X帯受信設備
受信周波数8．40〜8．50GHz（宇宙通信バンド）で，ガス

衛星「GEOTAIL⊥金星探査機「あかつき⊥小型ソーラ

ヘリウム冷却式HEMT

LNAを使用している．システム雑

ー電力セイル実証機「IKAROS」の追跡管制を行っている．

音温度は51K以下，最小受信可能レベルは一170dBmで

また，Ku帯の10mアンテナ設備も持ち，「はるか」への

ある．また，テレメトリ信号復調方式は，PCM／PSK／PM

リファレンス基準信号送信および観測データ受信運用を

またはPCM／PMであり，リードソロモン／畳み込み連接

実施していたが，2005年11月の「はるか」ミッション

符号化に対応している．

の終了に伴い，運用を終了している．

S帯送信設備
直径64mφ大型パラボラアンテナ
ビーム給電型カセグレン方式で，Az−EL駆動．右旋円
偏波と左旋円偏波切換え可能で，アンテナ予報値による
プログラム追尾機構を持つ，運用上の最大駆動角速度は，

送信周波数2．025〜2．120GHz（宇宙研究用バンド）で，

最大送信電力20kWである．最終段増幅器にはクライス
トロン管を使用している．コマンド信号変調方式は，
PCM／PSK／PM（CCSDS対応及びPNコード付き）である．

This document is provided by JAXA.
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トリームを1Mbpsから15Mbpsに変更していたが，2009
年6月「かぐや」運用終了後，帯域を2Mbpsに変更して
いる．データ回線では，帯域分割を行い，回線伝送効率

送信周波数7．145〜7．235GHz（宇宙研究用バンド）で，

の向上を図っている．Etherアークストリーム回線では衛

最大送信電力20kWである．最終段増幅器にはクライス
トロン管を使用している，コマンド信号変調方式は，
PCM／PSK／PM（CCSDS対応）である．信頼性をあげるた
め，2005年3月に，20KWの送信設備を新たに追加整備

星テレメトリデータ，コマンドデータ，追跡データ，ア

Etherアークストリーム回線、（2Mbps）に移行し，3．4KHz

し，2台の冗長構成となっている．

アナログ回線を廃止．

S／S帯測距設備
PNコード方式による測距方式を採用し，最小1秒毎の

掩蔽実験システム

計測が可能である．アンビギュイティを考慮しない場合
の装置としての最大計測距離は200万km（軌道推定ソフ

1989年8月25日に行われたボイジャー2号海王星掩蔽

トウェアでその先の距離まで計測可能）である．ドップ

深宇宙探査機による太陽掩蔽実験や「かぐや」による月

ラ計測は，インテグレーテッドドップラ計測方式により

電離層観測実験等に使用されてきた，最大の特徴はAGC
やPLLを持たないオープンループ型受信系となっている
事であり，これにより純粋に科学的な振幅変動，位相変
動の計測・記録が可能となっている．受信系ダイナミッ

最大±10km／secまで可能である．（2007年3月更新）

X／X帯測距設備
測距方式として，探査機側で受信した測距信号を折り
返す従来型と探査機側で測距信号を再生して折り返す再

生型の2種類の測距方式に対応している．従来型および
再生型は，コード内容は異なるがともに積分型の組み合
わせPNコード方式による測距方式であり，最高99回ま
で連続計測可能である．ドップラ計測は，インテグレー
テッドドップラ計測方式により最大±30km／secまで可能

ンテナ予報値，設備制御・監視データなどの授受を相模

原と行っている，指令電話関係は2009年12月から専用

探査機掩蔽電波科学実験のための専用設備として，
実験をきっかけに整備された．その後改修が加えられ，

クレンジの調整等はすべてマニュアルで行う．IFハXF変換
装置とデータ記録装置から構成される．

標準周波数設備および時刻設備

標準周波数設備は，水素メーザ装置4台とレーザ励起
セシウム原子発振器1台より構成され，3台の水素メーザ
同士の位相比較により健全性の確認が常時可能で，周波

である．

数安定度10

15台の超高安定周波数基準信号を観測所内各

衛星管制設備

互比較を行いつつ，この標準周波数を元に各種時刻信号

設備に供給している．時刻設備は，GPSの時刻信号と相
探査機の状態表示，送出コマンドの編集および実行管

理を行っている．2台のUNIXワークステーションで構成
されており，「GEOTAIL⊥「あかつき⊥「IKAROS」で運
用されており，相模原管制センターからの遠隔制御が可
能である，

を作り，各設備に供給している．

気象観測システム

臼田局周囲の気象観測を行い，局の運用に利用するほ
か，アンテナ予報値の大気補正データを取得するための

．

システムである．気象観測装置とデータ処理用パソコン
から成り，JAXAnet内でデータ表示可能である．

局運用管制設備

3台のUNIXワークステーション（1台は相模原）で構
成され，探査機軌道予報値に基づく局運用計画の立案・実
行と地上機器の制御・監視及び追跡データの取得・編集を
行なっている．

VLBI受信・記録設備
K3ベースバンド変換装置・フォーマット装置・磁気テ
ープ記録装置及び制御計算機iを用いて各種VLBI実験を
行ってきたが，現在は，これらのうちベースバンド変換

Etherアークストリーム（データ伝送用2Mbps1回線新

装置のみを利用して，ディスクへのVLBI記録装置であ
るK5／VSSPに接続し，軌道決定VLBI観測，臼田64m局
位置のVLBIによる高精度測定のための測地観測および

指令電話用2Mbps

天体のスペクトル線観測を行っている．

データ伝送設備

相模原管制センター（SSOC）との間の地上回線は，
l回線）の計2回線で運用中．データ伝

送Etherアークストリーム回線には，臼田／相模原に設

測地VLBI観測では，16チャンネル必要で， K3のベー
スバンド変換装置のチャンネル数が足らないうえ，老朽

置されているデータ分配／蓄積（現在は，両機能を合わ
せたデータ配信システムに移行している）が接続され，

化による故障チャンネルも増えていることから，8チャン

常時データ伝送を行っている．

ネルのK5対応ベースバンド変換器を導入し，

2006年11月SELENEの準備のためにEtherアークス

K3，

K5の

2つのベースバンド変換装置を併用している．そのほか，
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各大学および国立天文台との共同で行っている，大学連
re VLBI観測のために「はるか」で配備したVSOP対応

広帯域VLBI記録装置
連続波VLBI観測の感度を向上するためには，受信記

型VLBI記録装置を利用して観測を行っている．

録帯域の広帯域化が必須である．このために，最大2Gbps

に対応可能なA／D変換器を装備している．また，国立天
電波天文観測設備

＃7ミラー系にL／C帯共用ホーンが設置されており，L

文台との協力でディスクを利用した広帯域VLBI記録装
置を現在装備している．2007年度までは，国立天文台，

帯及びC帯の2偏波冷却受信機，及びKa帯冷却受信機

NICT，

が設置されている．Cバンドについては，メタノール分
子のスペクトル線の単一鏡観測およびVLBI観測を行う
ために，6．7GHzまでの観測が可能となるよう給電系の交

三鷹キャンパス間が大容量（2．4Gbps）のNTTの実験線
を利用した光回線で接続されており，VLBIデータをリア
ルタイム三鷹に伝送し，光結合リアルタイムVLBI観測

換により観測帯域を拡張している．さらに探査機運用で

や，臼田のデータの三鷹での記録が可能となっていた．

使用している，S／X帯の信号処理系も持っており，すべて

2008年度からは，NTTの実験線の維持が困難になり回線
が途切れている，VLBI観測データの広帯域化は感度向上
のために必須であり，最大で2−8Gbpsのデータ発生率が
将来想定されており，広帯域回線の復活をさせる努力も

の帯域の信号は，100−500MHzの中間周波数に変換され局

舎へ伝送される．また，周波数切り替えや較正を簡易に
するために，周波数切り替え装置，自動較正システムの
開発を行い，これにより，すべての周波数帯で準自動観
測が可能である．また，昨年度は，較正信号のリモート
切替や，2偏波VLBI観測対応のための改修も行い，観測

NTTとの協力で臼田宇宙空間観測所と国立天文台

進めている．

精密角度設定機能付き日周運動追尾装置

本装置は太陽及び星センサ並びに光学航法装置等の屋

を実行した．

外試験時に使用する日周運動追尾装置であり，既存の装

Ku帯送受信設備
敷地内に建設された10mアンテナを使用したスペース

置に比較して改良された点は，追尾精度の向上，計算機

VLBI天文衛星「はるか」専用の送受信設備である．アッ

架台形式：改良ドイッ型

プリンク15．3GHz，ダウンリンク14．2GHzを使用し，「は

追

るか」を相手に128Mbpsの高速ダウンリンク受信を実現

被測定物量：60kg

した．地上局側の位相変動を極力抑えた設計とし，「はる

本体重量：200kg

か」に超高安定の基準信号を供給し，世界初の本格的ス

計算機による指向制御が可能

による指向制御並びに搭載重量の増加等である．
尾

精

度：±2．5秒角

ペースVLBI観測を成功させた．「はるか」の運用停止に
伴い，現在は再利用の用途を模索中である．
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V．施設・設備

e．筑波宇宙センター（Tsukuba

Space

229

Center）

筑波宇宙センター全景

1．宇宙実験棟

レーザー顕微鏡

試料表面の凹凸をサブミクロンレベルで検出すること
低プラントル数マランゴニ対流実験装置

液体金属に発生するマランゴニ対流を観察・計測する
装置である．金属表面の酸化を防止するために，真空チ
ャンバ（10 5Pa程度）を備え，わずかに残存する酸化物
層をAr＋ガンにより除去することが可能である．温度計
測は，チャンバの窓を通して放射温度計により液柱表面

が可能な顕微鏡．結晶表面の観察（表面モルフォロジー・
欠陥観察等）を行うことができる．

大型半導体結晶成長装置

直径50mmの対流を極小化した薄型半導体結晶を行え
る実験装置．

の温度を測定すると共に，液柱支持ロッド内部の熱電対

2．曝露部利用ミッション実験棟

によりそ了う．

全天X線監視装置用X線放射試験設備

静電浮遊炉

直径2mm程度の試料表面を帯電させ，周囲に配置した

国際宇宙ステーション日本実験モジュ・一・・一ルに搭載され

電極と試料間に働くクーロンカを利用して試料を浮遊さ

た全天X線監視装置（MAXI）の検出器であるGas

せる装置．浮遊させた試料をレーザー加熱することによ
り無容器で溶融することが可能．これまでに3，000℃を超

Camera（GSC）およびSolid−state

Slit

Slit

Camera（SSC）の

える融点を持つ金属の浮遊溶融実績を持つ．また，試料の

地ヒ較IE試験を行なうために構築したX線放射設備であ
る．ふたつの検出器の試験を並行して行なえるよう，ふ

密度・表面張力・粘性係数等を測定する機能を備えている．

たつのX線ビームラインをそなえている．一つめのビー

原子間力顕微鏡

ムラインはビーム長が17mであり， X線の平行度が必要
な測定に使用する．リガク製の高出力（1．8kW）のX線発

表面の凹凸をナノメートルレベルで検出することが可
能な顕微鏡

タンパク質結晶表面の観察（表面モルフォ

ロジー・欠陥観察，ステップ前進速度計測等）を行うこ
とができる．

大型3次元クリノスタット
地上における重力ベクトル変化環境を作り出す装概で
ある．植物，培養細胞，小動物などが搭載可能で，人i二

生装概を使用することで，1畠分なX線強度が得られるよ
うになっており，1次ターゲットとしては，Mo， Cu， Ti

を備えている．二つめのビームラインは，Kevex製のX
線発生装置（50W出力，1次ターゲットはタングステン）
を使川し，発生装置からのX線を回転式2次ターゲット
照射することで，様々な物質からの特性X線を発生出来
るようになっている．

気象室により温度，湿度，照度が制御できる．

This document is provided by JAXA.
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f．大樹航空宇宙実験場（Taiki

図1

Aerospace

Research

Field）

大樹航空宇宙実験場全景

1．はじめに
大樹航空宇宙実験場（TARF）は，北海道広尾郡大樹町

表1

緯度・経度
（代表位置）

とJAXAの問で締結された連携協力協定に基づく連携協

標高

力拠点として，大樹町多目的航空公園内におかれている．

住所

1997年に北海道大樹町と旧航空宇宙技術研究所（現

により航空公園の拡張と施設の整備が行われた．

北緯42度30分00秒
東経143度26分30秒
19m
〒089−2115

北海道広尾郡大樹町字美成169番地
大樹町多目的航空公園内

JAXA研究開発本部）との間で大樹町多目的航空公園の利
用に関する協定が結ばれ，実験用航空機を用いたさまざ

まな飛行実験が始められた．2001年から2004年には成
層圏プラットフォーム定点滞空飛行試験を行うために大
樹町，JAXA及び通信総合研究所（現情報通信研究機構）

大樹航空宇宙実験場概要

2．主
2．1

な

設

備

大気球指令管制棟（図3）

大樹航空宇宙実験場において大気球実験を実施するた

2008年からは，1971年から岩手県大船渡市の三陸大気

めに2007年度に建設された．地上4階の建屋および屋上

球観測所において実施していた大気球による宇宙科学実

に設置された地上高35mの鉄塔からなる．鉄塔最上部に
主系送受信アンテナが，建屋屋上に副系受信アンテナが

験を大樹町多目的航空公園にて実施することになり，大

気球指令管制棟およびスライダー放球装置等を設置し
た．より広範な航空宇宙実験を円滑に実施していくため
に大樹町との連携強化が必要とされることから，2008年
に連携協力協定を締結し，JAXAの実験施設のおかれるエ
リアを「大樹航空宇宙実験場」と称することとした．
E142°

設置されている．天井高約12mの気球組立室をはじめ，
観測器組立室，放球指令室，受信管制室，会議室など20
以上の部屋があり，JAXA標準ネットワークと観測データ
配信システムが敷設されている．三陸大気球観測所では

放球台地，受信台地，大窪山受信点の3か所に分散され
ていた諸機能が全て大気球指令管制棟内に集約されたた
め，総床面積（約1，200m2）は三陸大気球観測所とほぼ同

じであるが，より一層効率的な実験運営が可能となって
いる．

2．2

遠距離長時間追尾受信装置

気球から送信されるテレメトリ電波を受信し，観測デ
ータを得ると共にコマンド送信装置を併用して測距を行
い，気球の航跡計算，表示を行う気球追尾受信システム
である．直径3．6mのパラボラアンテナ（主系），直径1．8m
図2

大樹航空宇宙実験場の位置

のパラボラアンテナ（副系），自動追尾受信装置，復調装

This document is provided by JAXA.
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置，データ記録装置，コマンド変調装置，コマンド送信
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スライダー放球装置（図4）

装置，測距装置及び非常用電源装置などから構成されて

観測器を保持t・開放する放球装置台車及び気球頭部を

おり，大気球指令管制棟に設置されている．主系アンテ
ナ，副系アンテナにおいて受信された信号は中間周波数

保持，開放するローラー台車から構成される世界でもユ

へと変換されて受信室へと伝送されており，それぞれに

（3トン未満）を保持したまま，2台の台車が同じ速度で

ニークな大型気球放球装置である．気球に充填した浮力

接続された二台のテレメトリ用受信機と一台のITV用受

レールhを同期走行し，JAXA格納庫内でガス充填された

信機によって同時に三周波の受信が可能である．

気球を屋外に引き出して放球できる．

コマンド送信装置の制御方式はFSK方式が用いられて
いる．測距装置は2波の正弦波をコマンド回線及びテレ
メトリ回線を経由して往復させ，300m以下の精度で気球
までの直距離を計測する．データ記録受信信号をアナロ
グ記録およびデジタル記録する装置を有している．瞬時

2．6

ヘリウム充填装置

減圧器を用いた充填装置ではなく，流量調節弁による
大気開放型の充填装置である．装置は小型・軽量化され，

操作も簡単化されている．流量調節弁は電流コントロー

及び長時間の停電に対応するために，非常用電源装置と

ルにより遠隔操作でき，ガス充填者が気球の状態を見な

してUPS（無停電装置）及び55kVAの水冷ディーゼル発

がら充填流量を操作できる．充填口は独立に二系統あり，

動発電機を備えている．

気球の二つの注入口から同時に充填可能で，充填時間が

短縮できる．注入ガス量は二注入口同時使用時で毎分
50kgである．

2．7

大気球チェックアウト装置

気球放球時の地上気象の監視，ガス充填中のガスの圧
力・温度，浮力のモニタリングなど放球のための総合指
令を支援するシステムである．
2．8

実験監視システム

気球実験準備作業や放球作業の安全かつ円滑な実施に
不可欠な視覚的な情報共有を目的として，大気球チェッ
クアウト装置の一部として，大気球指令管制棟内やJAXA

格納庫内，実験場屋外に計9台のテレビカメラを設置し
てきた．平成24年度にこれらのカメラをアナログカメラ
からハイビジョンデジタルカメラに更新し，うち屋外の2
台については夜間作業時にも鮮明な映像を得られるよう

に近赤外線カメラを設置した．さらに大気球指令管制棟
図3

大気球指令管制棟

内に設置されたすべてのモニタでこれらの映像を共有で
きるように棟内放送設備もデジタル化し，新たな実験監

2．3低高度宇宙通信実験システム（LASCOS：Low
Altitude

Space

Communication

視システムを構築した．

System）

気球追尾受信可能範囲を常設気球基地の見通し圏外ま
で拡大するためのコンテナに収納された通信実験装置で

ある．直径2mのパラボラを持つ自動追尾受信装置，広
帯域受信装置，コマンド送信装置，測距装置，GPS受信
装置，データ記録装置，遠隔制御監視装置，自家発電装
置等を積載している。本装置は，データの取得，装置及
び気球のコマンド制御を，イーサネットなどを経由した
遠隔操作で行うことができる．

2．9

ドップラー音波レーダ装置

気球を安全・確実に放球するために地上から200m程
度までの地上風の風向・風速を等間隔に連続測定してい
る．

2．10

海上監視レーダ

大樹航空宇宙実験場周辺海域の海上保安を確保するた

めに9．7GHz帯，空中線尖頭電力25kWの海上監視レーダ
を大気球指令管制棟鉄塔に設置している．

2．4

時刻管制装置

各種計算機の時刻を同期させると同時に，IRIG信号を

受信信号記録装置に供給するために，GPS信号を時刻基

2．11天井走行クレーン
観測器の組立調整等を容易に行うために，気球組立室

準信号とするNTPサーバーを設置している．

に2機，観測器準備室に1機の2トン天井走行クレーン
を設置している．
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2．12

V．施設・設備
ントロールで，前進，後進及び左，

観測器移動台車

観測器の移動および放球時の観測器設置位置変更等に

右回転ができるほか

走行速度も可変である．

用いるバッテリー駆動の電動台車である．台車は有線コ
︑．ー

ヨ

窺

111墜．、
t

図4

JXt

ヤ

l

スライダー放球装置による放球作業
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V［．教育・広報
1．大学院教育及び人材養成
a．大学院教育
JAXAの母体の一つである宇宙科学研究所（宇宙研）

を基盤とする，我が国初の大学院大学．

が，大学共同利用機関として国公私立の大学院学生を受

宇宙研は平成15年から宇宙科学専攻を組織し，5年

け入れて教育及び研究指導等を行ってきたことを継承
し，現在はJAXA宇宙科学研究所において，実験的・理
論的研究，及び先端的な開発研究の実践を通じた高度な
専門的教育を行う体制を築いて大学院教育を行ってい

一貫制博士課程及び博士後期課程の学生へ教育・指導を
行っている．
実施根拠：独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（機構法）

第18条9号，業務方法書第11条1項

る．また，JAXAと大学との個別協定書に基づき，相手
表2

方の大学院教育に協力している．

とそれらに支えられた宇宙理学について包括的研究指導
らせることにより，豊かな学識のみならず先端科学衛星

志願者数

入学定員

宇宙研は大学院教育を通して学生たちに先端宇宙工学
を行い，大規模プロジェクト型研究の遂行に直接かかわ

平成24年度入試状況
合格者数

5

0（10月入学）

0（10月入学）

i内3名は
@ 博士後期課程）

X（4月入学）

S（4月入学）

プロジェクトの企画・立案能力を習得させており，将来
の宇宙科学及び宇宙航空分野全体の研究を先導する人材
をはじめ，宇宙航空分野の機器産業・利用産業・ユーザ

1．2

ー産業において研究開発利用を支える人材，さらにはプ

（東大学際講座）

ロジェクト全体をまとめあげる総合力を有する人材の育

大学院教育への職員の担当状況（2013年3月31日現在）

宇宙科学研究所

総合研究大学院大学

東京大学の8専攻（理学系研究科の物理学，天文学，
地球惑星科学及び化学の各専攻．工学系研究科の航空宇

成及び確保に貢献している．
表1

宙工学，電気系工学，マテリアル工学及び化学システム
工学の各専攻）に宇宙研の教員が参画し，修士課程及び
博士課程の学生へ教育・指導を行っている．

教授

准教授

助教

計

14

39

30

83

実施根拠：機構法18条9号，業務方法書11条1項

1．3
東京大学大学院
@ 理学系研究科／

@

19

7

22

48

連携大学院

特別共同利用研究員

大学院設置基準（文部科学省令）第13条第2項に基
づき，大学共同利用機関と大学共同利用機関の機能を引

工学系研究科

特別共同利用研究員

東京大学大学院理学系研究科／工学系研究科

12

10

i＊12）

i＊10）

11

7

i＊9）

i＊6）

0
0

22
i＊22）

18
i＊15）

＊総合研究大学院大学又は東京大学と併せて担当している教員数

き継いだ宇宙研が，国内外の大学からの委託を受け大学
院学生を研究指導する制度．

宇宙研は，修士課程及び博士課程の学生へ宇宙科学プ
ロジェクトの最前線での実践的な教育・指導を行ってい
る．

（内数）

実施根拠二機構法18条9号，業務方法書11条1項

主な大学院教育とその特徴は以下のとおり．
1．4

1．概要

連携大学院

JAXAと大学との間で締結した個別の協定書に基づき，
JAXAの教職員が相手方大学院の教員に発令・委嘱され，

1．1

総合研究大学院大学物理科学研究科宇宙科学専攻

（総研大）

総研大は，国立大学法入法に基づき，全国の大学共同
利用機関と大学共同利用機関の機能を引き継いだ宇宙研

相手方の大学院教育に協力する．

宇宙研は他本部等と一一部合同で8大学11研究科と連
携し，修士課程及び博士課程の学生へ教育・指導をして
いる．

実施根拠：機構法18条9号，業務方法書11条2項
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表3

大学院教育における学生指導状況

（2012年度実績）

修士 博士 小計
総合研究大学院大学

物理科学研究科宇宙科学専攻

東京大学大学院

@
@

合計 修士 博士 小計

研究生

合計 修士 博士 小計

研究生

合計

7

32

39

2

41

0

2

2

1

3

0

5

5

0

5

75

35

110

6

116

7

3

10

6

16

5

1

6、

1

7

30

15

45

4

49

0

工学系研究科

45

20

65

2

67

7

31

@

45

14

一

45

0

0

0

3

10
2

2

4

4

5

1

6

1

7

2

12

0

0

0

0

0

3

2

一

4

1

東京大学大学院
横浜国立大学大学院，

国立：

@

埼玉大学大学院

11

10

21

一

21

0

0

0

一

0

2

0

2

2

静岡大学大学院

@

公立：首都大学東京大学院

5

1

6

一

6

0

0

0

｝

0

0

1

1

一

@
@
@

早稲田大学大学院
私立：東海大学大学院
慶磨義塾大学大学院

15

1

16

一

16

0

0

0

一

0

1

0

1

一

0

2

2

一

2

0

2

2

一

2

0

0

0

一

@

海外：カリフォルニア大学大学院（UCLA）

@
@ 東京工業大学
@

24

9

15

連携大学院

@

4

一

主要委託大学名

@
@

研究生

理学系研究科

特別共同利用研究員

内，女性

内，外国籍

指導学生数

一

24

0

2

2

15

一

15

0

2

2

一

2

1

0

1

一

大学院総合理工学研究科

0

1

1

一

1

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

大学院医歯学総合研究科

0

1

1

一

1

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

2

一

2

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

2

一

2

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

一

1

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

1

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

一

0

0

0

0

一

0

一

0

0

0

0

一

0

2

0

大学院基礎工学研究科

2

0

@
@ 北海道大学
@

大学院理学院

0

0

0

大学院工学院

1

0

1

0

1

1

一

大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

0

0

0

一

大学院システム情報工学研究科

0

0

0

一

0

0

0

0

1

0

1

一

1

0

0

0

徳島大学

@

筑波大学

@

青山学院大学

1

一

6

大学院理学研究科

@

1

0

9

@
@ 東京理科大学
@

首都大学東京

0

1

1

大学院理工学研究科

鹿児島大学

@

2

一

1

大学院理工学研究科

大学院理工学研究科

90

128

合計
※研究生＝正規課程学生に準じ研究指導を受ける者．

8

218

226

7

（総研大）研究生，特別研究学生

9

16

23

7

9

7

16

1

17

1

（東大）＝外国人研究生，特別研究学生．

※総研大は5年一貫制博士課題だが，便宜上，D1〜D2を修士（課程），D3〜D5を博士（課程）の欄に記載．

2．学位取得状況
H25．3取得者

H24．9取得者

合計
計

修士

博士

計

修士

博士

総合研究大学院大学

0

1

1

2

4

東京大学大学院

0

0

0

31

7

修士

博士

計

6

2

5

7

38

31

7

38

内理学系研究科

0

0

0

16

3

19

16

3

19

内工学系研究科

0

0

0

15

4

19

15

4

19

特別共同利用研究員

0

0

0

22

2

24

22

2

24

連携大学院

0

0

0

5

2

7

5

2

7

0

1

1

60

15

75

60

16

76

計
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学位取得者一覧
（総合研究大学院大学物理科学研究科）

取得学位

謫ｾ年月
修士（理学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
博士（理学）

g25年3月
博士（工学）

g24年9月
博士（丁学）

g25年3月
博士CI二学＞

g25年3月
博士（工学）

g25年3月

※取得学位，取得年月，指導教員名，学生氏名の順

氏名

学位取得論文

佐々木智香子

すざく搭載硬X線検出器（HXD）を用いた地磁気異常帯束縛粒∫の研究

国分

紀秀

小型月着陸機の精密着陸における障害物検知手法

森田

泰弘

堂谷

忠靖

金澤

慧

松田

桂子

森井

雄飛

爆轟伝播形態の反応特性依存性に関する研究

小川

博之

長岡

洋一

宇宙機の薄型パネル構造への超高速衝突における電気的現象の研究

田中

孝治

大塩

裕哉

太陽風を利用した磁気プラズマセイル推進の推進特性に関する研究

船木

一幸

佐藤

博紀

水素MPDスラスタ内部における電磁流体のモデリングと数値シミュレー
Vョン

船木

一幸

ASystematic
w−ray

Study

A11−Sky

of

Local

Active

Galactic

取得学位

g25年3月
修上（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
博士（理学）

g25年3月
博士（理学）

g25年3月

Nuclei

with

Infrared

and

Hard

Surveys

（東京大学大学院理学系研究科）

修士（理学）

指導教員

※取得学位，取得年月，指導教員名，学生氏名の順
学位取得論文

氏名

樋口

武人

宮本

麻由

堀川

大和

山崎

潤

一戸

悠人

指導教員

金星の雲層における対流の数値実験

今村

剛

今村

剛

月惑星熱流量の精密観測手法に関する検討と測定プローブの基礎開発

齋藤

義文

次世代惑星探査に向けた高エネルギー粒子観測器の開発

齋藤

義文

ASTRO−H衛星搭載軟ガンマ線検出器におけるコンプトン再構成アルゴ
潟Yムの開発

高橋

忠幸

山lI健太郎

JAXA臼田64mアンテナ用Xバンド冷却受信機の開発

坪井

昌人

矢野

健一

「あかり」近赤外線分光観測による超高光度赤外線銀河の星形成の研究

中川

貴雄

横田

英博

あかり全天サーベイによる残骸円盤の研究

中川

貴雄

有本

龍三

中村

正人

伊藤

清貴

月トリウム高濃度岩石相の成因及び厚さの推定

中村

正人

小川

真帆

粉体の低熱伝導率を考慮した微惑星の熱進化

中村

正人

中村

正人

中村

正人

木星磁気圏の太陽風動圧への応答に関する統計解析

藤本

正樹

検出効率の飛躍的向上を目指したマッシュルーム型吸収体TES型X線マ
Cクロカロリメータの開発

満田

和久

山崎

典子

片坐

宏一

中村

正人

栗山祐太朗
八亀

彰吾

北川

普崇

永吉賢一郎
山本

亮

槙坪

宏展

安藤

紘基

Spectral

analysis

狽≠奄獅?п@by

of

radio

the

electron

occultation

月全球に露出するDark

density

experiments

Mantle

fluctuation
using

the

in

the

Akatsuki

solar

corona

ob−

spacecraft

Depositの分光解析によるマントル組成の

s均一性推定

月面クレーター中央丘上の衝突メルトの解析：中央丘形成タイムスケール

ﾖの制約
微小阻石試料中の衝突変成組織に基づくイトカワ粒子形成過程に関する

､究

交流駆動下でのTES型X線マイクロカロリメータアレイの信号多重
ｻ読み出し法の研究
AI1−silicon
狽浮窒?@toward

Vertical
垂??窒?

multi−1ayer

interference

high−sensitivity

wavenumber

spectra

of

optica1且1ter

terahertz−wave

gravity

waves

with

astronomical

in

sub−wavelength

struc−

observation

terrestrial

planetary

atmos−
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博士（理学）

井筒

H25年3月

智彦

Study

of

plasma

transport

near

the

（東京大学大学院工学系研究科）

取得学位

佐々木

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月

石村

康生

宇宙輸送機における推進エネルギーシステムの統合化に関する研究

稲谷

芳文

稲谷

芳文

昌道

大谷

翔

地福

亮

松本

純

天体間飛行の変動回転座標系における表現とその応用

川口淳一郎

清水

拓

相互情報量に基づく解像度変化にロバストなマッチング手法に関する研究

久保田

孝

神田

大樹

電荷交換衝突を用いた原子状酸素密度の測定

國中

均

班

太郎

テフロンシート供給式パルス型プラズマスラスタの実験的研究

國中

均

アクティブフローコントロールによる大迎角飛行時の横力抑制の可能性
ﾉついて
宇宙機ヒータ用リソース制約付き分散化制御の地上電力システム適用実

ﾘ研究
スピン展張型ソーラーセイルの分布入力による形状制御とその応用に関

ｷる一考察

g25年3月
修士（工学）

光

バイスタティックレーダーに向けたGPS反射波を用いた偏波情報計測の
ﾀ験的評価

齋藤

宏文

谷口

聡

酸化物分散強化型鋼を用いた超塑性変形における二次元粒界すべり観察

佐藤

英一

足立

将基

嶋田

徹

ﾍ（Instability

修士（工学）

g25年3月
博士（工学）

g25年3月
博士（工学）
博士（工学）

g25年3月

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月

hybrid

rocket

fUels

under

橋本樹明

阿部

圭晃

iet Devices（日本語：シンセティックジェットを用いた翼周り剥離流れ制
艪ﾌメカニズム）

藤井

田中

啓太

AStudy

川口淳一郎

ｳ岡

範純

月崎

竜童

宋
iSong

on

the

Mechanism

Pehodic

Orbits

of

Airfoi1−Flow

around

Collinear

Separation

Libration

Control

with

Synthetic

Points

重力モデルを介した小惑星形成に関わる一考察
Plasma

Diagnostics

of

the

Microwave

Ion

Eun）

Study on Gesture based Human−Robot
oerception for Remote Collaboration

Thruster

Interface

孝藏

川口淳一郎
Utilizing

Optical

Fiber

orobes

泳恩

Young

of

（特別共同利用研究員）

修士（理学）

lique頓ng

惑星探査ローバの経路計画のための地形分類法

博士（工学）

修士（理学）

of

conditions）

関口頒一朗

■

g25年3月

g25年3月

o伍quid丘1ms

橋本樹明

良介

Analysis

修士（工学）

g25年3月

analysis

月惑星探査機の着陸時における姿勢最適化

梶原

g25年3月

修士（理学）

川口淳一郎

江川

唐浮垂?窒モ窒奄狽奄モ≠戟@operating

g25年3月

取得学位

川口淳一郎

超臨界状態におけるハイブリッドロケット液化燃料の液膜の不安定性解

修士（工学）

g25年3月

モード分解の手法に基づくスマートリフレクタのアクチュエータ最適配置

中村

修士（工学）

修士（工学）

要
禎章

g25年3月
修士（工学）

指導教員

学位取得論文

中上

g25年3月

g25年3月

正樹

※取得学位，取得年月，指導教員名，学生氏名の順

氏名

修士（工学）

藤本

magnetopause

with

Multimodal

Cognitive

國中

均

久保田

孝

※取得学位，取得年月，所属大学院名（国公私立別），指導教員名，学生氏名の順
所属大学院

氏名

川田

智之

武田佐和子
西田

瑛量

市原

昂

榎島

陽介

茨城大学大学院

学位取得論文

担当教員

イメージスライサ搭載型中間赤外線分光器MIRSISにお
ｯる高額調整

片坐

宏一

搓H学研究科

ASTRO−H衛星搭載SXSデジタル波形処理部の性能実
ﾘ機の評価試験

満田

和久

東京大学大学院

宇宙X線衛星ASTRO−Hに搭載するBGOアクティブシー

搖w系研究科

泣hの製作手順とその検証

首都大学東京大学院

X線望遠鏡性能評価システムの高性能化とすざく型望遠
ｾを用いた性能実証試験

石田

学

TES型X線マイクロカロリメータの放射線耐性と多素子
ｻに関する研究

石田

学

搓H学研究科
埼玉大学大学院

搓H学研究科
首都大学東京大学院

搓H学研究科

国分紀秀
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修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
博士（理学）

g25年3月
博士（工学）

g25年3月

小川

智弘

今井

済

池田

沙織

泉

雄大

松本

大地

小石

哲也

小林

信貴

足立

文也

田窪

将也

今井

周平

高木

龍一

布施

理

軽部

智光

赤堀

敬法

石渡

薫

里深

優

服部

盛正

石川

久美

平野

梨伊

首都大学東京大学院

修士（理学）

g25年3月
修士（理学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
修士（工学）

g25年3月
博士（理学）

g25年3月
博士（工学）

g25年3月

X線望遠鏡の開発研究

石田

学

静電浮遊法による高粘性材料の熱物性測定に関する研究

石川

毅彦

金星・地球スイングバイ（VEGA）軌道の特性解析，およ
ﾑミッション設計への応用

川勝康弘

ドラッグフリー衛星のための高精度・連続可変推力小型
Cオンスラスタに関する研究

國中

均

H学研究科

太陽発電衛星用大型展開アンテナ形状維持のためのカー
{ンナノチューブアクチュエータの開発

田中

孝治

長岡技術科学大学

細線放電法によるNi−Al系金属間化合物ナノ粒子の作製

H学研究科

yび電極損耗解析

横浜国立大学大学院

超軌道速度を持つ再突入機の耐故障性を持つ誘導手法に

ﾂ境情報学府

ﾖする研究

搓H学研究科
学習院大学大学院

ｩ然科学研究科
九州大学大学院

H学府
静岡大学大学院

H学研究科
静岡大学大学院

横浜国立大学大学院

H学府
横浜国立大学大学院

H学府

船木一幸
山田

哲哉

大型マイクロ波放電型イオンエンジンμ20の点火特性

國中

均

直交外部磁場型2次元MPDスラスタに関する研究

國中

均

佐藤

英一
和之

首都大学東京大学院
Vステムデザイン研究科

応力保持型クリープ疲労によるCu−CをZr合金の劣化損傷

慶慮義塾大学大学院

ポリイミドフォームの熱伝導率測定および宇宙用断熱シ
Xテムの提案と性能評価

廣瀬

金属薄膜を用いた真空仕様超音波モータの膜厚および時
ｪ割駆動システムの検討に関する研究

久保田

搓H学研究科
中央大学大学院

搓H学研究科

@構の解明

ウェーブライダー効果を有する二段式スペースプレーン

帝京大学大学院

ﾌ空力設計

東海大学大学院

孝

澤井秀次郎

膨張波管における試験気流予測に関する数値的研究

安部

隆士

H学研究科

超微細粒から粗大粒アルミニウムの低温領域におけるク
梶[プ変形挙動

佐藤

英一

早稲田大学大学院

弱電離プラズマ気流と印加磁場との干渉効果に関する実

誧ｲ理工学研究科

ｱ的研究

安部

隆士

早稲田大学大学院

誧ｲ理工学研究科

膨張波管を用いた高エンタルピー流れにおける電磁シー
泣h効果に関する実験的研究

安部

隆士

首都大学東京大学院

Suzaku

搓H学研究科

唐奄盾視uom

石田

学

H学研究科
法政大学大学院

慶磨義塾大学大学院

搓H学研究科

Study

of

the

Solar

Earth

s

Wind

Charge

Exchange

X−Ray

Emis−

Exosphere

廣瀬和之

4H−SiC中の転位のフォトルミネッセンス解析

※取得学位，取得年月，所属大学院名（国公私立別），指導教員名，学生氏名の順

（連携大学院）

取得学位

衛星搭載を目指すMEMS
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氏名

中禮沙也加

岩井

將親

新宅

健吾

西原

俊幸

森井

翔太

藤永

貴久

金子

将士

所属大学院

東京工業大学大学院

搓H学研究科

学位取得論文

指導教員

可視分光観測から探る「あかり」北黄極領域サーベイで
ｭ見された赤外線銀河の星形成率評価

石田

学

東京工業大学大学院

荷電粒子バックグラウンドの除去効率を飛躍的に高めた

搓H学研究科

w線CCD検出器の開発せ中

堂谷忠靖

構造非対称性を有する膜面のスピン展開に関する研究

松永

三郎

松永

三郎

松永

三郎

堂谷

忠靖

依田

眞一

東京工業大学大学院

搓H学研究科
東京工業大学大学院

IKAROS分離カメラ画像を用いた3次元形状解析に関す

搓H学研究科

骭､究

東京工業大学大学院

次期小惑星探査機のための粘着式サンプリングシステム

搓H学研究科

ﾌ研究

東京工業大学大学院

An

搓H学研究科

oulsar

東京工業大学大学院
麹∠搓H学研究科

無容器凝固法による高屈折率LaTiZrO系ガラスの形成

X−ray

Study

Wind

of

Nebulae

Very

and

High

Energy

Related

Gamma−ray

Selected

O司ects
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3．学位取得者の進路・就職先

博士
16

計

民間企業

政府

計

その他

航空宇宙

一般

@関等

航空宇宙

一般

E未定

計

1

2

2

2

20

17

0

60

2

3

1

0

4

5

1

16

3

5

3

2

24

22

1

76

i大学等）

16

修士

研究開発機関

教育機関

進学

進学

民間企業等

東京大学大学院理学系研究科，東京大学大学院工学系研

（航空宇宙）

三菱電機i，IHI，日本電気（NEC），三菱重

究科，総合研究大学院大学，埼玉大学大学院理工学研究

工，IHI，新日鐵住金，富士通，三菱プレシジョン，

科，首都大学東京大学院理工学研究科，東京工業大学大

エアロスペース，川崎エンジニアリング，新日鉄住金エ

IHI

学院理工学研究科

ンジニアリング，東芝，東芝プラントシステム，本田技
研工業

教育機関

（一般）

NTTデータ，キャノン，京セラ，サムソン，

東京大学大学院工学系研究科（日本学術振興会特別研究

津田駒工業，東海旅客鉄道（JR東海），東急テクノシス

員PD），千葉工業大学惑星探査研究センター，新潟県公

テム，新潟原動機ニコン，日揮，日本IBM，日本プロ
セス，日本放送協会（NHK），日本モレックス，野村総合

立学校

研究所，冨士ゼロックス，プレテック，HOYA，三井住
友銀行，三菱化学

研究開発機関等
（航空宇宙）
（一般）

（独）宇宙航空研究開発機構
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構，
※分類は日本標準産業分類を参考に修正を加えている．
※航空宇宙分野に掲げた法人は，定款・業務内容・加盟団体・親会
社との関係等から航空宇宙に係る事業を実施していると総合的に
判断したもの

（独）石油天然ガス金属鉱物資源機構

政府機関等
経済産業省，神奈川県警察

4．大学院生の受賞歴等
賞

指導教員

氏名

小林

雄太

SOKEN

gALIL

ERSD曙

所属大学院

繁男

総合研究大学院大学

坂井真一郎

総合研究大学院大学
総合研究大学院大学

川崎

ICSANE
Best

Best

Paper

Award

hnternational

The

Paper

Award

for

the

Carpathian

Best

Poster

Award

vorkshop

Cosmic

Dust

presentation

Control

for

at

Young

Scientists

平井

隆之

吉川

真

船越

裕亮

石村

康生

東京大学大学院

松本

純

川口淳一郎

東京大学大学院

月崎

竜童

國中

均

東京大学大学院

日本学術振興会育志賞

月崎

竜童

國中

均

東京大学大学院

日本航空宇宙学会第43期年会優秀講演賞

月崎

竜童

國中

均

東京大学大学院

久保田

孝

東京大学大学院

RiTA

学生セッション優秀発表賞

Peshala Gehan
iayasekara

高山

明正

嶋田

徹

東京大学大学院

船見

祐揮

嶋田

徹

東京大学大学院

ICCC

2012（13th

Conference）

Intemational

第21回スペース・エンジニアリング・コンファレンスポ
Xター部門優秀賞
13th

International

rTUDENT

Space

SESSION

Conference

of

Paci

c−basin

平成24年度電気学会優秀論文発表A賞（IEEJ
oresentation

Best

Student

Excellent

Award）

Conference，

獅??窒奄獅〟C

Societies，

AWARD（BRONZE）

The

Paper

Aerospace

Best

Poster

Paper

Award：Mathematical
and

Award

Problems

in

Engi−

Sciences
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阿部

圭晃

藤井

孝藏

東京大学大学院

航空宇宙学会優秀発表賞

阿部

圭晃

藤炸

孝藏

東京大学大学院

工学研究科長賞受賞（修上）

藤里

公司

堀

恵一

東京大学大学院

火薬学会優秀講演賞受賞

永吉賢一郎

満田

和久

東京大学大学院

ASTRO−H

今井

済

石川

毅彦

学習院大学大学院自然科学研究科
i特別共1司利用研究員）

日本マイクログラビティ応用学会第26回学術講演会毛利
￨スターセッション優秀賞

立川愛弥子

石村

康生

神奈川大学大学院1二学研究系
i特別共同利用研究員）

第21回スペース・エンジニアリング・コンファレンスポ
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慶慮義塾大学大学院理工学研究科
i特別共同利用研究貝）

慶懸義塾大学大学院理工学研究科
i特別共同利用研究員）
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第1回TIAパワーエレクトロニクス・サマース

軽金属希望の星賞（軽金属学会）

日本機械学会若手優秀講演フェロー賞

5．大学院生の研究費獲得状況
氏名

指導教員

井出雄一郎

徳留真一郎

総合研究大学院大学

大塩

裕哉

船木

総合研究大学院大学

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

田中

啓太

川口淳一郎

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

月崎

竜童

國中

均

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

斉藤

新也

高橋

忠幸

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

萩野

浩一

高橋

忠幸

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

矢野

健一

中川

貴雄

東京大学大学院

フォトンサイエンス・リーディング大学院

安藤

紘基

中村

正人

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

L本

季更

中村

正人

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

藤里

公司

堀

恵一

東京大学大学院

火薬1二業技術奨励会研究助成金

藤里

公司

堀

恵一

東京大学大学院

東京大学学術研究活動等奨励事業

関谷

典央

山崎

典了・

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

石川

久美

石田

学

下田

優弥

満田

和久

武田佐和子

満田

和久

野田

†専文

国分

紀秀

石川

久美

石田

学

藤永

貴久

堂谷

忠靖

一幸

所属大学院

首都大学東京大学院理工学研究科
i特別共同利用研究貝）

埼K大学大学院理工学研究科
i特別共同利用研究員）

埼玉大学大学院理工学研究科
i特別共同利用研究員）

東京大学大学院理学系研究科
i特別共同利用研究員）

研究費の名称

総合研究大学院大学

コース別教育プログラム研究

竢赴

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

口本天文学会早川幸男基金
科学研究費補助金（特別研究員奨励費）
科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

首都大学東京大学院理1二学研究科
i特別共同利用研究員）

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

東京工業大学大学院
搓H学研究科（連携大学院）

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）
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6．特許権等
なし

b．大学院教育推進センター
大学院教育推進センターは，宇宙研における大学院教育

に関する事項等を所掌とする．

大学院教育推進センター運営委員会を置き，センター

への協力を推進するため，所長決定にて設置されている．

大学院教育協力に係る基本的な方針，総合研究大学院

運営に係る重要事項の審議にあたる．

大学及び東京大学との大学院教育協力並びに連携大学院

c．人材養成
その根拠は，旧航空宇宙技術研究所の設置法を引継い

JAXAでは，大学院教育に含まれない研究者及び技術者
の養成に関する業務を，大学・研究機関連携室とりまと
めのもと，全本部等で実施している．
宇宙研が中核となる大学院教育と異なり，人材養成は，

民間企業，関係機関，大学等の研究者及び技術者を対象

だ機構法第18条8号及び業務方法書第10条にて定義さ
れている．

宇宙研では人材養成への協力も行っており，具体的に
は技術研修生制度に基づき，国内外の大学，大学院の学

に，機構の業務の実施研修等により要請し，その資質

生であって，当該大学の申請があった者について，宇宙

を向上するものである．

研内で研修指導を行っている．

表4技術研修生の指導状況
内，外国籍

技術研修生数

内，女性

学部

修士

博士

研究生

計

学部

修士

博士

研究生

計

学部

修士

博士

研究生

計

国立

4

6

1

1

12

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

公立

6

2

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

私立

33

゜20

0

0

53

1

1

0

0

2

2

0

0

0

2

海外

4

4

1

0

9

4

3

1

0

8

1

0

0

0

1

計

47

32

2

1

82

5

4

1

1

11

3

0

0

0

3
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圭
日

2．図

1．図書室

208種
98種
38種
11種
61種

うち2012年受入雑誌種数
洋雑誌

本図書室は，宇宙科学及び関連分野の図書・雑誌・レポ

電子ジャーナル

ート等の情報資料を積極的に収集し，広く研究者の利用

国内欧文誌

に供してきた．平成15年4月から総合研究大学院大学の
基盤機関図書室となり，電子資料の共同購入等により大

和雑誌

学院教育にも広く貢献している．さらに，平成15年10
月1日のJAXA発足に伴い，宇宙科学研究本部図書室と

電子ジャーナル

約4，300種

IEL

Online

181種

して，新たにホームページの公開，電子資料の共同利用，

IOP

Joumal

53種

外部利用者への各種サービス等の実施も含め，機構内の

Elsevier

Science

他の図書室等との連携を図りながら，平成22年4月1日
より宇宙科学研究本部の名称変更により，宇宙科学研究
所図書室と改め，より一層の資料の充実・利用者サービ

Springer

Journal

約1，690種

Wiley−BlackwelI

約1，370種

JSTOR

スの向上に努めている．

その他

Direct

222種

約680種

なお，平成25年3月末現在の蔵書数・学術雑誌等は次
電子ジャーナルダウンロード件数（年別）

件数

のとおりである．

60000

・AGU

50000

蔵

書

数

90，560冊（増加内訳）

洋

書

74，970冊（図書134製本雑誌539）

和

書

15，590冊（図書351製本雑誌97）

所蔵雑誌種数
洋雑誌
和雑誌
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）

圏一一『 @Hi：：k°；
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DireCt
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電子ブック
AGU

Geophysical

AIAA

Monograph

Education

AIP

Conference

・Net

Library

Oxford

Series

596冊

69冊

Proceedings

1，509冊

536冊

Scholarship

Springer

Series

Online（Physics）165冊

eBOOK

件数

検索データベースアクセス件数（年別）

25000
．Japan

Knowledge

20000

OScopus

15000

OProQuest

36，480冊

理科年表プレミアム

10000

データベース

OEngineering

ProQuest（CSA
Engineering

Technology

Research

Database）

Village

5000

回Web

Village

of

Science

0

GeoRef

2008

Scopus

Web

（GeoRef以外）

■GeoRef

of

2009

2010

2011

2012

Science

Japan

Knowledge

購読雑誌リスト
欧文雑誌
所蔵巻号

タイトル
AIAA

Jo㎜a1．

AIAA

Meeting

Acta
Acta

口内は欠号あり．

1（1963）−50（2012）＋

オンライン購読中

1963−1995（MF）

オンライン購読申

Astronautica．

1（1974）−18，［19］，20−69（2011）

オンライン購読中

Materialia．

44（1996）−58（2010）

オンライン購読中

1（1981）−46（2010）

オンライン購読中

Paper．

Advances㎞Space

Research．

Aeronauti副Jo㎜al．
Aerospace

72（1968）−83，［86−108］，111−116（2012）＋

Am［erica．

22（1984）−50（2012）＋

Amedcan

Ceramic

Society

Annales

Geophysicae．

Annual

Reviews．

ApPlied

Optics。

Applied

Physics．

61（1982）−65，［66−82L83−91（2012）十

Bulletin．

オンライン購読中

6（1988）−30（2012）十

オンライン購読中
A．

Laser

and

Science＆Processing．

Optics．

オンライン購読中

60（1995）−81（2005）
58（1994）−81（2005）

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

Applied

Physics．

Applied

Physics

Express．＊

1（2008）−5（2012）十

Applied

Physics

Letters．

1（1962）−9，［10−11L44−101（2012）＋

オンライン購読中

50（1942／44），71−144（2012）十

オンライン購読中

1（1969）−47，［48−422］，423−548（2012）＋

オンライン購読中

Astronomical

B．

Materials

11（1972）−18，［19］，21−51（2012）十

Jo㎝a1．

Astronomy＆Astrophysics．

10（2000／2002）−12，15，17−20（2012）十

オンライン購読中

1（1895）−93，100，103−147（1967）

オンライン購読中

Pt．1．

148（1967）−761（2012）＋

オンライン購読中

As住ophysi副Jo㎜al．軌．2．

148（1967）−761（2012）十

オンライン購読中

Astrophysi戯Jo㎜a1．

［7（1962）−15］，16−203（2012）十

オンライン購読中

［1（1965／67）−3］，4−54（2011）

オンライン購読中

Astronomy

and

Astrophysics

Astrophysical
Astrophysical

Review．

JournaL

Journal．

SupPlement．

Astrophysics．
Astrophysics

and

Autonomous

Robots．

Aviatlon
Bulletin

Science．

the

Chemical

Mechanics

1（1968）−342（2012）＋

Technology．
S㏄iety

and

of

Japan．＊

Dynamical

Astronomy．

Chaos．

Combustion，

Explosion

Combustion

and

Composites

Science

ESA

and

Moon，

Shock

Waves．

Flame．
and

Bulletin．

Earth，

オンライン購読中
オンライン購読中

Week＆Space

of

Celestial

Space

Tec㎞010gy．

［72（1960）−125］，126−174（2012）十

［53（1980）L54−85（2012）十

オンライン購読中

46（1989）−114（2012）十

オンライン購読中

6（1996）−22（2012）十

オンライン購読中

1（1965−67）−15，18−48（2012）十

オンライン購読中

1（1957）−12，［13−39】，44。144（2006）

オンライン購読中

22（1985）−56（1996）

オンライン購読中

no．41（1985）−83β9−137（2009）
and

Planets．

30（1984）−109（2012）＋

オンライン購読中
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タイトル

所蔵巻号

Ear｛血Planets

and

Experimental
Fluid

Space．＊

．

Astronomy．

Dynamics，

Geophysical

Jo㎜al

Intemationa1．

Geophysical

Research

Hlgh

Temperature．

IS】J

Intemationa1．＊

1【血ared

Physics

I￡tters．

・

and

Technology．

㎞temado剛o㎜組of
111ternadonal
Intemational

AppHed

Jo㎝al

of

Journal

Intemational

Applied

of

㎞temado剛o圃of
Joumal

Ce㎜ic

Technolo卵．

Glass

Science．

Contro1．

Heat孤d剛d
of

Heat

and

Journal

Internadonal

Joumal

Intemational

Joumal

of

Intemational

Jo㎜al

fbr

Numerlcal

Intemational

Joumal

of

Themlophysics．

Japanese
Jo㎜al

Joumal

of］E【ydrogen

Transfer．

International

of

of

Impact

Mass

ApPlied

of

ApPlied

Jo醐of止e
of

the

Atmospheric

Journal

of

the

Bdtish

Jo圃of

Chemical

Joumal

of

Methods

in

Engineering．

Joumal

of

Joumal

of

Joumal

of

Sdences．

1（1963）−7，［9−10】，11−36，38−50（2012）十

オンライン購読中

29（1989）−52（2012）十

オンライン購読中

35（1994）−53（2010）

オンライン購読中

1（2004）−9（2012）＋
1（2010）−3（2012）＋

オンライン購読中
オンライン購読中

1（1965）−85（2012）十

オンライン購読中

1（1960）−22，25−48（2005）

オンライン購読中
オンライン購読中

176（1998）−250（2006）

オンライン購読中

2（1970）−26，【27］，28−64，［65L66−92（2012）＋

オンライン購読中

47（2008）−51（2012）十

オンライン購読中

3（1966）−4，8−26，［27L28d49（2012）十

オンライン購読中

65（1982）−95（2012）＋

オンライン購読中

24（1953）−48，53−112（2012）十

オンライン購読中

20（1963）−69（2012）＋

Society．

Physics．
Materials．

Mechanics．

Geophysical

オンライン購読中
オンライン購読中

7（1960＞58（2011）十

Cryst謡Growth．
Fluid

1（1974）−13，［14】，15−39（2012）十

オンライン購読中

S㏄ieW．

Interplanetary

Composite

オンライン購読中

オンライン購読中

Spectrometry．

Sciences．

Joumal

1（1966）−14，17−46（2011）

98（1989）−133，［134］，135−191（2012）十

オンライン購読中

Physics．

As仕onautical

オンライン購読中
オンライン購読中

Energy．

ofノ批craft．

Jolmal

1（1989／91）−18，21−34（2012）十

Engineerl血9．

Physics．＊

Jo圃of止e㎞ed㎝Ce㎜ic

口内は欠号あり．

50（1998）−64（2012）十

How．

Mass
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Research．

オンライン購読中

［17（1959）。42］，43−65（2012）十

1（1933）−137（2012）＋

オンライン購読中

16（1982）−42，44−46（2012）＋

オンライン購読中

2（1968）−21，［22］，23−47，56−285（2005）

オンライン購読中

［31（1968）−32L33−50，【51−63］，64−713（2012）十

オンライン購読中

54（1949），63−82（1977）

Jo㎝a互of

Geophysical

Research．

A．

83（1978）−117（2012）十

オンライン購読中

Jo田捌of

Geophysical

Research．

B．

83（1978）−117（2012）十

オンライン購読中

Geophysical

Research．

C．

83（1978）−84，【85L86−117（2012）十

オンライン購読中

Geophysical

Research．

D．

89（1984）−117（2012）十

オンライン購読中

Geophysical

Research．

E．

96（1991）−99，【1001，101−117（2012）十

オンライン購読中

Journal

of

Jo㎜al

of

Journal

of

Joumal

of

Geophysical

Research．

F．

108（2003）−117（2012）十

オンライン購読中

Joumal

of

Geophysical

Research。

G．

110（2005）−117（2012）十

オンライン購読中

Jo㎜al

of

Guidance，

Control，

5（1982）−20，【21L22−35（2012）十

オンライン購読中

Joumal

of

Materials

Sdence．

17（1982）司47（2012）十

オンライン購読中

Joumal

of

Electronics．

1（1990）−15，17−22（2011）

オンライン購読中

Medicine．

1（1990）−15，17−22（2011）

オンライン購読中

［7（1966）−9］，10−53（2012）＋

オンライン購読中

Materials

Science．

Journal

of

Materials

Science．

Joumal

of

Mathemadcal

Jo圃of

the

Dynamics．

Materials

in

Materials

in

Physics．

Socie砂of㎞ehca．

A．

1（1984）−29（2012）十

オンライン購読中

OptiωSocie砂of㎞edca．

B．

1（1984）−29（2012）十

オンライン購読中

13（1974），15。16，19，24−26，30。155（2012）十

オンライン購読中

32（1972）−45，48−81（2012）十

オンライン購読中

Optical

Jo㎜組o紬e

and

Joumal

of

Optimization

Theory

and

Journal

of

the

Society

of

Journal

of

Physics．

B．

1（1968）−43（2010）

オンライン購読中

Physics．

D．

1（1968）−43（2010）

オンライン購読中

1（1967）−78（2012）十

オンライン購読中

1（1985）−7，［8L9−28（2012）十

オンライン購読中

Jo㎝al

of

Jounlal
Jourllal

of
of

Physical

Plasma

of

Sound

Journal

of

Spacecraft

Jo㎜al

of

of

Joumal

of

Joumal

of

Materials

Japal1。＊

Physics．

Propulsion

Jollmal

Jo加由al

Applicatiolls．

and

and

Power．

Vibration。

80（1982）−191，［192］，193−289（2006）

オンライン購読中

and

1（1964）−3，［4−5L6−49（2012）十

オンライン購読中

R㏄kets．

オンライン購読中

Terramechanics．

Thermophysics

alld

Heat

Transf6r．

24（2010）−26（2012）十

オンライン購読中

Science＆Technology．

A．

1（1983）−30（2012）十

オンライン購読中

Vacu㎜Science＆Tec㎞010gy．

B．

1（1983）−30（2012）十

オンライン購読中

101（1988）−417（2006）

オンライン購読中

Vacuum

Science＆Engineering，

A．

■
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所蔵巻号

タイトル

日内は欠号あり．

オンライン購読中

Materials

Science＆Engineering．

B．

1（1988）−125（2005）

Materials

Science＆Engineering．

C．

［1（1993）］，2−25（2005）

オンライン購読中

Materials

Science＆Engineering．

R．

10（1993）−51（2006）

オンライン購読中

Materials

Science

Materials

Transactions．＊

and

1（1985）−22，24−28（2012）十

Tec㎞010gy．

42（2001）。53（2012）十

Mercury．
Metallurgical

and

Materials

Meteoritics＆Planetary
Microwave
Monthly

NASA

Transactions．

A．

Tech

オンライン購読中

オンライン購読中
オンライン購読中

31（1996）−35，［36］，37−47（2012）＋

Science．

6（1963）−10，［11】，12−49，51−55（2012）十

Jouma1．

Notices

12（1983）−36（2007）

25（1994）−43（2012）十

of

the

Royal

Astronomical

110（1950）−129，［131−229］，230−427（2012）十

Society．

オンライン購読中

［15（1991）］，16−31，33−36（2012）十

Briefs．

213（1967）−215，［216−452］，453−492（2012）十

Nature．

オンライン購読中

Nature

Geoscience．

オンライン購読中

Nature

Materials．

オンライン購読中

Nature

Physics．

Opdcal

オンライン購読中

Engineehn魯

Ohgins

of

L焔e

and

PASI：Publications

Ph虹osophical

Evolutioll

of

the

of

Biospheres．

Astronomical

Society

of

Japan．＊

Magazine．

11（1972）−18，21−45，［46］，47。51（2012）騨←

オンライン購読中

15（1984）−42（2012）十

オンライン購読中

1（1949）−64（2012）十

オンライン購読中

1（1926）−92（2012）十

オンライン購読中

25（1982）−52，［53］，54−82（2010）

オンライン購読中
オンライン購読中

Physica

Scripta．

Physical

Review．

A．

1（1970）−86（2012）十

Physical

Review．

B．

1（1970）−6，［7−9］，10−85（2012）十

オンライン購読中

Physical

Review．

C．

1（1970）−86（2012）＋

オンライン購読中

Physical

Review．

Physical

Review．

Physical

Review

Physics

of

the

1（1970）−7，［8］，9−86（2012）十

オンライン購読中

E．

47（1993）−86（2012）十

オンライン購読中

Letters．

1（1958）−75，【761，77−109（2012）一←

オンライン購読中

［43（1986）−58］，59−183（2010）

オンライン購読中

1（1989）−24（2012）十

オンライン購読中
オンライン購読中

D．

Earth

Physics

of

Physics

of

Physics

Today．

and

Planetary

Intedors．

Fluids．

Planetary

1（1994）−19（2012）＋

Plasmas．

and

［19（1966）］，20−28β9−65（2012）＋

Space

Plasma

Chemistry

Plasma

Sources

and

Plasma

Science

of

the

オンライン購読中

Technology．
Physical

Combustion

and

Engineering

Sciences．

オンライン購読中

Institute．

Aerosp傘ce

Progress

of

Theoredcal

Physics．＊

1（1946）−128（2012）〃

Progress

of

Theoretical

Physics．

78（1984）−197（2012）〃

Publications

Radio

of

the

Science．

Supplement．＊

Pyrotechnics．

Astronomical

Society

of

the

Science．

Review

of

Scienti丘c

オンライン購読中

11（1970）−33，［34（1998）］

in

Explosives，

オンライン購読中

381（1982）−468（2012）＋

Progress

Propellants，

IIls㎞mellts．

Pacific．

7（1982）−37（2012）十

オンライン購読中

85（1973）−89，95−124（2012）＋

オンライン購読中

1（1966）−2，［3］，4−32，［33］，34−47（2012）十

オンライン購読中

1（1930）−83（2012）十

オンライン購読中

Reviews

of

Geophysics．

1（1963）−4，［5］，6−50（2012）十

Reviews

of

Modem

Q（1930）−84（2012）十

Robotics

S㎜Jo㎜al

and

Physics．

Autonomous

on

Con杜01

Opdmization．

Science．
Scienti丘c
Scripta

Shock

ノ

American．

オンライン購読中

【103（1946）−275］，276−338（2012）十

オンライン購読中

［126（1922）−276］，277−307（2012）十

Materialia．

34（1996）−64（2011）

オンライン購読中
オンライン購読中

Sky＆Telescope．
Solar

Energy

Solar

Physics．

Materials＆Solar

Electronics，

Space

Research

Today．

Space

Science

Reviews．

Space且ight．

オンライン購読中

20（1982）−50（2012）十

Waves．

SoHd−State

オンライン購読中
オンライン購読中

Systems，

and

オンライン購読中
オンライン購読中

Processing．

and

Proceedings：Mathematica1，
Proceedings

1（1959）−42，［43］，44−58（2010）

Science．

33（1967）−52，【53−81］，82−124（2012）十

Cells．

25（1992）−45，［46］，47−49（1997）

オンライン購読中

1（1967）−220223−281（2012）十

オンライン購読中

8（1965）−39，［4046（2002）】

オンライン購読中

170（2007）−179（2009／10）

オンライン購読中

1（1962）−7，［9−110］，112−173（2012）十

オンライン購読中

2（1959／1960）−6，［7］，8−47，49−54（2012）＋
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タイトル

所蔵巻号

Transactions

of

the

Transac恒ons

of

the

高?撃撃煤@and

ASME．

Joumal

ASME．

of

Journal

ApPHed

of

Mechanics．

Dynamic

Systems，

Measure−

Control．

T㎜sactions

of

the

ASME．

Joumal

of

Fh逝ds

Transactions

of

the

ASME．

Joumal

of

Heat

Transacdons

of

Trallsactions

the

ASME．

of

tlle

Japan

of

tlle

Japan

Joumal

of

Society

Transfer．

Vibration

fbr

Engineering．

and

Aeronaudcal

Acoustics．
alld

Space

口内は欠号あり．

49（1982）−79（2012）＋

オンライン購読中

104（1982）−134（2012）＋

オンライン購読中

104（1982）−134（2012）＋

オンライン購読中

104（1982）−134（2012）＋

オンライン購読中

112（1990）−134（2012）＋

オンライン購読中

Sc三一

オンライン購読中

?獅モ?刀D

Transactions
?獅モ?刀C

Aeros㏄Tec㎞010gy

Society

fbr

Aeronaudcal

and

Space

245

Sci−

オンライン購読中

Japan．

（＊印は国内欧文雑誌）

和文雑誌
タイトル

所蔵巻号

朝日新聞縮刷版
分光研究
大学図書館研究
大学図書館協力ニュース ー

355（1951／s26）−495，497−1098（20121h．24）＋

電子情報通信学会論文誌
電子情報通信学会論文誌
電子情報通信学会論文誌
電子情報通儒学会論文誌
電子情報通信学会誌

70（1987／sβ2）−95（2012／b．24）十

A
B
C
D

35（19861sお1）−61（2012／h24）十
8（1976〆s．51）−96（2012／h24）＋

継続購読中
70（1987／sま52）−95（2012／h．24）十

70（1987／sβ2）−73，［74］，75。83（20001厄12）−95（20121h24）＋
70（1987／s減52）−95（2012！h24）十

70（1987／sβ2）−95（2012！h24）十

EXPLOSION

1（1991／h3）−22（20121h．24）十

Electr㏄hemistry（電気化学及び工i業物理化学）

［29（1961／s36）−40］，41−80（20121h．24）十

ふえらむ：日本鉄鋼協会会報
JIS（日本工業規格）追録 A
JIS（日本工業規格）追録 B
JIS（日本工業規格）追録 C
JIS（日本工業規格）追録 G

1（1996〆h．8）−17

土木及び建築
一般機械
電子機器及び電子機械
鉄鋼
∬S（日本工業規格）追録 H 非鉄金属
JIS（日本工業規格）追録 K 化学
JIS（日本工業規格）追録 W 航空
JIS（日本工業規格）追録 X 情報処理
JIS（日本工業規格）総目録
時刻表
情報の科学と技術
情報処理
科学

（2012！h．24）十

継続購読中
継続購読中

継続購読中

継続購読中

゜

継続購読中
継続購読中
継続購読中
継続購読中
継続購読中
継続購読中
継続購読中
［11（19701s45）−25】，26−53（2012／h．24）十
1（1931／＆6）−29，［30−70］，71−82（2012ゆ24）十

軽金属

10（1960／s．35）−18，［19−37］，39−62（2012加24）十

計測自動制御学会論文集

22（1986／s蓋51）−48（2012！h24）＋

計測と制御

［8（19691a44）−24］，25−51（2012血24）十

高分子論文集

37（198（ys．55）−38，42凝59（2012！玩24）十

航空宇宙技術
固体物理
まてりあ 日本金属学会会報

15（198（ys55）−16，［20−41L43−47（2012！h．24）十

33（1994！hβ）−51（20121匝24）十

ニユートン

継続購読中

日経サイエンス

継続購読中

オンライン購読中

日本物理学会誌

1（19461s21）−67（2012刀血24）十

日本エネルギー学会誌

71（1992／h．4）−91（2012／h．24）十

日本複合材料学会誌

6（1980／s．55）−38（2012／h24）＋

日本原子力学会誌

6（1964／s39）−19，［20L21−54（2012！h24）＋

日本ゴム協会誌

1（192εγs3）−53，［58−72］，73−85（2012！L24）十

日本建築学会環境系論文集

566（2003／h．15）−682（2012／h24）＋

日本建築学会計画系論文集

455（1994／hβ）−682（2012瓶24）十

日本建築学会構造系論文集

455（1994！h．6）−682（2012！h24）十

日本機械学会誌

49（1946／s21）−115（2012！L24）＋
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タイトル

所蔵巻号

日本金属学会誌

32（1968／s．43）−76（2012／h．24）十

日本航空宇宙学会誌

16（1968／s．43）−60（2012／h．24）＋

日本航空宇宙学会論文集

47（1999／h．11）−60（2012／h．24）十

日本ロボット学会誌

［2（1984／s．59）−10］，11−30（2012／h．24）十

応用物理

40（1971／s．46）−47，［48］，49−81（2012／h．24）十

パリティ

6（1991／hr3），［7］，8−27（2012／h．24）十

繊維学会誌

31（1975／s．50）−44，［45］，46−68（2012／h．24）十

真空

［5（1962／s．37）−23］，28−55（2012／h．24）＋

数理科学

29（1991／h．3），32−50（2012／h．24）＋

天文月報

77（1984／s．59）−105（2012／h24）＋

図書館雑誌
有機合成化学協会誌
遊星人

21（1927／s．2）−38，［40−90］，91−106（2012／h．24）十

材料とプロセス

7（1994／h．6）−25（2012）＋

新

1（1943／s．18）−13，15−21，23−70（2012／h．24）十

1（1992／h．4）−21（2012／h24）十

聞
Japan

日刊工業新聞

Times

朝日新聞

日経産業新聞

科学新聞

東京新聞

毎日新聞

東京大学新聞

日本経済新聞

読売新聞

2．JAXAリポジトリ

【：［，

−

回ゴ曜

T

コ

」繭

JAXAリポジトリ（図1）では，おもにJAXAが刊行す
る文献や学術雑誌論文，学位論文等を公開しており，研
究開発の成果をまとめた文献等の書誌情報や本文（一部
除く）を閲覧することができる．

平成21年の開始以来，アクセス件数は年々増加してい
る．（図2）
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図1JAXAリポジトリ

http：／／repository．tksc．jaxa．jp／

一二＿

む．

2．9ト●驚籔費新箒

図書・情報係では，JAXAリポジトリのシステム立ち上
げ時から参加・協力している．図3の通り，多岐に渡る

レ竃コ随．
レゴ・二急：二、一こ拍一二

カテゴリの文献を登録しており，平成21年1月5日の運
用開始から平成25年3月末までに論文等のデータ提供お
よび登録件数は，10，441件となっている．（図4）
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カテゴリ

登録数
i本文あり）

旧機関資料
@

（宇宙科学研究所）

5，778
i5，776）

結梠蜉w宇宙航空研究所報告を含む．

学術雑誌論文
８割が本文データへのリンクまたはDOIあり．

学位論文
@

（ISASリサーチノート含む）

i一）

900
i19）
2︵一︶

図4

また，教育職職員が発表した学術雑誌論文のリクエス
ト登録を受付け，平成24年度末現在で教育職職員の約半

数がISASホームページにJAXAリポジトリ論文リストの
リンクを持っている．

3761

Q010年度以降のRNより本文データあり．

会議発表論文

247

毎年，査読付き論文の登録，リクエスト登録の受付を
行っており，今後はISAS主催のシンポジウムをリポジト
リにて公開（本文データ含む）するため，現在準備を進
めている．

JAXAリポジトリISAS登録件数内訳
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3．広報・普及
表2

団体見学の来場者数の月別分布と団体別の内訳

月

1．はじめに

あまり接点を持たなかった層に広く門戸を開くことに優
先的に取り組んだ，

2．活

動

内

容

組数

団体

人数

平成24年度も，施設公開，地域連携，科学館連携を
柱に，産業連携も活動に取り入れつつ，従来宇宙科学に

人数

4月

611

幼稚園・保育園

10

503

5月

737

小学生

40

2，546

6月

2，314

中学・高校

71

2，331

7月

976

大学・専門

30

768

8月

1，622

研究関係者

10

307

9月

1，387

企業・官公庁

100

2，801

10月

2，325

教員

17

518

展示室や屋外見学コースの内容を拡充するとともに，

11月

2，315

福祉・医療関係

11

244

特別公開，団体見学，自由見学を通じて施設公開の充実

8

413

138

4，835

2

92

2．1

施設公開の拡充

12月

903

日本宇宙少年団

を進めている．

1月

536

一般

展示室を含む見学コースの土日を含む常時公開の継続
と周知によって，団体見学と自由見学の総数を71，848名

2月

921

旅行会社ッアー

3月

711

と，「はやぶさ」帰還ブームに沸いた平成22年度の58，648

名をもはるかに上回る水準に高めた．これは，自由見学者
数・団体見学者数ともに着実に伸びていることの反映であ
る．団体見学者数は15，358名と，平成19年度以前の2，000

合計

15，358

60000

中自由見学

名弱のレベルからほぼ1桁増とした．団体見学者数の伸び
率がやや頭打ち傾向にあるが，これは見学対応者（派遣職

1

｛jOOOO

黶｡一団体見学

員）のマンパワーに制限があるために一定量以上の団体見
学申し込みを断っているためであり，体制を強化できれば

UOOOO

増やすことができる．これを補うために平成22年度から
学生アルバイトを用いて開始した土日祝日のガイド付き

30000

見学は順調で，来場者の満足度も高い．学生に広い見識を
修得させるための教育効果の点でも有効である．展示室の

00000

談話スペースの改修も行い，より長い時間くつろいで見学
できるような環境も整えた．また，土日祝日限定で実施を
開始したロケット発射音響体験が好評であり，繰り返し来

10000

場する例もみられるようになった．
0
表1

2004

自由見学の来場者数・来場組数の月別分布

月

人数

組数

市内

市外

県外

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20¶1

2012

図1見学者数（特別公開以外）の最近9年間の推移

4月

4，360

1，572

623

488

461

5月

5，992

2，249

945

665

639

このように飛躍的に増大している見学者のニーズに対

6月

5，288

2，032

709

712

611

応するとともに，多岐にわたる宇宙科学の研究開発の成

7月

4，937

1，767

676

599

492

果などをまんべんなく紹介するために，新たに展示館を

8月

10，665

3，422

1，275

1，054

1，093

設置すべく，展示館検討委員会を組織し，意見交換と建

9月

4，278

1，496

517

527

452

設に向けた具体的な検討を進めた．この結果，相模原キ

10月

3，470

1，161

443

406

312

ャンパスの展示エリアの拡充について次期中期計画に盛

11月

3，055

901

340

298

263

り込まれることとなった．

12月

2，610

885

351

257

277

1月

2，689

985

355

329

301

特別公開では7月末の金土の2日連続開催を継続し，
13，845名（＝6，146＋7，699）の来場を実現した．日程を

2月

4，246

1，458

468

504

486

固定化することにより，遠方からの来場者が計画的に参

3月

4，900

1，692

595

552

545

加できるようになり，主催者側の夏季休暇の取得も計画

56，490

19，620

7，297

6，391

5，932

的に行えるよう配慮した．また，会場の分散化や動線の

合計
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確保等の工夫により，来場者数の割には混雑感を軽減す

模原市立小学校全校の始業繰り上げ，教員研修

ることができた．なお，L記の来場者数の把握は配布物

観望対応などを行い，全国でもまれな取り組みとして多

の部数によっており，2日間とも来場した人などの分に

くの注目を集めた．

当日の

ついては把握し切れていない可能性がある．

839
図2

平成24年度の相模原キャンパス特別公開のようす

図3

相模原市内の小学校で行われた金環H食の観望会のようす

また，能代ロケット実験場については50周年記念事

神奈川県や相模原市をはじめとする県内の自治体，関

業を実施した．これにあわせて能代ロケット実験場の特

連団体との連携を通じて，産業面での地域連携と，それ

別公開を初めて行い，2日間で779名の来場を実現した．

による広報も進めた．特に，「モノづくり企業のための宇

平時の見学者数も昨年度に比べてほぼ倍増とした．

宙科学研究会」を発足させて3回実施するほか，県が進

2．2

択につなげるとともに，特に宇宙工学の広報普及活動に

めるさがみロボット産業特区の申請にも深く関わり，採
地域連携の強化

相模原市および東京国疏近代美術館との協定のもと，

道を開いた．

特に相模原市との合同イベント（お祭りでの観望会や公

Ψel■■■■■■■■■■■■■■■■N■ti

民館での講座など）や市立学校向け講座を多数実施する

1

念式典

とともに，市立博物館とセットでの見学を実現し，宇宙
科学になじみのない層への興味喚起を図った。市立博物
館との合同企画展として糸川生誕百年関連事業を実現し
た．市や中央区の行事にも深く関与し，「宇宙に…・番近い

ゆ

街」としての街づくりに協力した．市のコミュニティー

FMへのレギュラー出演（2本）や，地域のスポーツ施
設などを通じた広報普及活動も行った．また，神奈川県

じて神奈川県全域との連携も進めた．

5月の金環日食では宇宙教育センターとも協力して相

〆

青少年教育連携協議会のイベント（県内3か所でのtど
もサイエンスフェスティバルやロボフェスタなど）を通

能代市
図4 能代ロケット実験場開設50周年記念式典にあわせて行われ
た能代市との連携協定締結式のようす

This document is provided by JAXA.

250

VI．教育・広報

能代市とは協力覚書を締結し，能代市子ども科学館の2

岐阜県瑞浪市，石川県野々市市，福井県福井市の全国9

階部分の宇宙コーナーへのリニュ・一一一・アルを実現した．ま

か所（平成19年度以前は3か所）で実施し，これを通

た，「銀河フェスティバルin能代」を能代ロケット実験場

じてこれまで見落とされていた連携拠点を開拓した．

50周年記念事業にあわせて9月8LI・9日に実施した．

科学館や公民館，学校などからの講師派遣依頼にも積

内之浦宇宙空間観測所についても50周年記念事業を
11月10日・11日に実施した．また，鹿児島市の天文館
に民間が設置する宇宙情報館の企画立案を進め，2013年

極的に対応した．平成24年度の宇宙科学研究所として
の講師派遣（宇宙科学研究所職員が広報部や月・惑星探

4月の開館に向けて準備を進めた．

及事業に協力するケースは除いたもの）は218件で，聴

査プログラムグループ，宇宙教育センターなどの教育普
講者数は延べ約41，700人となった．

2．4

独自媒体による広報普及

広報誌『ISASニュース』を年度内に131・1（号外1回
を含む）発行するとともに，その内容やプレスリリース
の内容等を軸にホームページの更新を行った．

さらに，ISASメールマガジンを毎週火曜日に発行し
た．年度末の時点で通算444号，登録者は11，462名を数
えた．

また，公式のツイッターアカウントであるISAS」AXA
の定常運用を行った．平成22年度末に11，473名，平成
23年度末に22，831名であったフォロワーの数は着実に
図5 内之浦宇宙空聞観測所開所50周年記念式典にあわせて行わ
れた糸川英夫像除幕式のようす

2．3

伸び，平成24年度末の時点では32，315名を数えた．

宇宙教育センターと協力してUSTREAMヒに開設し
た「JAXA相模原チャンネル」では，過去に制作した宇
宙科学関連の映像を配信するとともに，プレスリリース

科学館連携の推進

全国の科学館・博物館や百貨店などで行う特別展や企

の新たな形として運用を開始した．

画展のための模型やパネルの貸し出し依頼に対応するほ
か，企画自体の立案にも参画した．

2．5

マスメディアとの連携

また，全国科学館連携協議会と連携し，新たに加えた

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などのメディアとの連携

1種類を含む6種類の巡回パネル展（合計26か所で開催）

を通じた広報活動を精力的に推進した．特にテレビ東京

などを通じて全国の科学館の宇宙科学関連企画展を支援

の「宇宙ニュース」と密接に連携して広報普及を進めた．

また，報道・科学系のメディアばかりにとらわれず，

し，拠点化を進めた．

さらに，主催行事である「宇宙学校」の共催団体を公

募することで，東京（駒場）と，T葉県東金市，長野県
佐久市，福島県三春町，

情報バラエティー番組や週刊誌若者向け情報誌などへ
の露出を広げた．

佐賀県武雄市，愛知県豊III町，
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される．JAXA出版物の種類としては，「研究開発報告
（JAXA

Research

and

Development

「研究開発資料（JAXA

Research

告，成果報告，研究会議の前刷集や後刷集など．

Report：略称RR）」や

and

Development

randum）：略称RM」，「特別資料（JAXA

Special

本年度，出版なし

Memo−

Publica−
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Research
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pp．471−482：（2012）

水上憲明ほか：動的沈下を考慮に入れたテラメカニク
スに基づく車輪モデルの提案：日本機械学会論文

et
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3．ISAS主催のシンポジウム
ISAS主催のシンポジウムリストはIV−3（p．201）参照
（発表内容は電子版に掲載）

4．外部の国内，国際会議等に発表のもの
（電子版に掲載）
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第15回エレクトロニクスソサエティ賞 「高機能化合物集積回路の開
ｭと宇宙応用への展開」，電了情報通信学会

2012

字宙飛翔工学研究系

第21回U本航空宇宙学会技術賞［プロジェクト部門］，森治，IKAROS
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津田

雄一

宇宙飛翔工学研究系
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上杉

邦憲

名誉教授
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D．

Emil記念賞
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6．特許権等
出願公開

発明の名称

機構内発明者

出願公開日

特許出願公開・番号

（国内）

サプミリ波反射損失の測定方法及び測定装置

西堀俊幸

2012年4月19日

特開2012−078249

中性子光学系

高橋忠幸，満田和久

2012年5月10日

特開2012−088251

ガラス及びガラスの処理方法

余野建定，依田眞一

2012年5月31日

再公表10．071202

高精度非接触位置測定機構を持つサブミリ波近傍界測定装置

西堀俊幸

2012年8月9日

特開2012−149901

粒子線モニタリング装置、粒子線モニタリングプログラム及 高橋忠幸，渡辺 伸，
ﾑ粒子線モニタリング方法
装ｪ紀秀

2012年9月10日

特開2012−170655

太陽光反射を利用した地上への閃光装置及び方法

國中

2012年9月27日

特開2012−183855

直列接続された蓄電セルの一石式電圧均等化回路

久木田明夫

2012年9月27日

特開2012．186881

2012年10月18日

特開2012−197237

均

2一フェニルー4，4一ジアミノジフェニルエーテル類を用いた
ｬ形性に優れたレジントランスファー成形用末端変性イミド
Iリゴマー，その混合物およびそれらを含むワニス，ならび 横田力男
ﾉ，レジントランスファー成形により作製された耐熱性に優れ
驍ｻれらの硬化樹脂およびそれらの繊維強化硬化樹脂
チューナブル素子及びチューナブルアンテナ

余野建定，依田眞一

2012年12月10日

特開2012．243841

直並列切り替え式セル電圧バランス回路のスイッチを
lOSFETで構成した回路及びその駆動回路

久木田明夫

2012年12月27日

特開2012−257440

嵌合型シート

石村康生

2013年1月7日

特開2013−000982

高速応答性を実現するロケットエンジンシステム

成尾芳博，徳留真一郎，
ｪ木下 剛，山本高行，

2013年2月7日

再公表11−030719

竹内伸介，佐藤英一

2013年3月21日

再公表11−052714

成尾芳博

2012年4月4日

RU2012113229

賴J芳文
金属部材と複合材部材の接合構造
（国外）

高速応答性を実現するロケットエンジンシステム

特許登録
発明の名称

機構内発明者

特許登録日

特許登録番号

（国内）

小型発振∫

三田

放射線検出器及び放射線撮像装置

高橋忠幸

資源の制約をともなう自律分散型制御

信

川口淳一郎，森

治，

ﾃ田雄一，中谷幸司

2012年7月6日

特許5028646

2012年7月27日

特許5044809

2012年8月10日

特許5057361

半導体変調器

木ド恭一，依田眞一

2012年8月17日

特許5062732

光学装置及び光学設計方法

水野貴秀，三田

2012年9月28日

特許5092159

直並列切り替え式セル電圧バランス回路のスイッチを
lOSFETで構成した回路及びその駆動回路

久木田明夫

2012年10月5日

特許5099569

ガス発生剤組成物

堀

2012年10月19日

特許5110256

イオン噴射装置，推進装置及び人工衛星

國中

2012年11月2日

特許5119514

信

恵一

均，西山和孝

略称
RU：ロシァ
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V皿［．宇宙科学研究に関する外部評価

「皿．宇宙科学研究に関する外部評価
外部評価対応委員会
JAXAでは，第2期中期計画で「海外の有識者を適宜

に外部評価を行った．なお，これまで旧宇宙科学研究所

活用した外部評価を実施して業務の改善等に努める」と

時代を含め，2007年度，2001年度，1993年度に外部評

定め，第2期中期計画最終年度である2012年度の年度

価を実施している．

計画にて「大学共同利用システムを基本とする宇宙科学

以下，表1に外部評価委員の名簿，表2に外部評価委

研究については，本中期計画期間中の成果について海外

員会の活動状況を示す．また，参考として，外部評価委

の有識者を交えた外部評価を行う」としている．これに

員会報告書（2013年1月）の日本語版（報告書は英語版

基づいて，ISASの大学共同利用システムを基本とした宇

を正とし，日本語版はその翻訳という位置づけ）から，

宙科学研究とそれに関連する活動等について，2012年度

前書き及びエグゼクティブサマリーを転載する．

表1

宇宙科学研究所外部評価委員会委員

（海外委員）

BAUMJOHANN，
BONNAL，
GU，

Wolfgang

Christophe

Olivier

SCHRIMPF，
SQUYRES，

URRY，

ZARKO，

W．

コーネル大学教授
イェール大学物理学部長／教授

C．

Vladimir

欧州宇宙機関有人飛行局物理科学部長
ヴァンダービルト大学教授

Ron

Steve

Megan

フランス国立宇宙研究センター技術局次長／シニアエキスパート

中国科学院宇宙科学応用総局高級顧問／教授

Yidong

MmSTER，

オーストリア宇宙科学研究所所長

E．

ロシア科学アカデミー化学動力学燃料研究所凝縮系燃焼システムラボラトリー所長／教授

（国内委員）

保症

和夫

東京大学大学院工学系研究科教授

釜江

常好

東京大学名誉教授，スタンフォード大学名誉教授

河村

洋

諏訪東京理科大学学長

小畑

秀文

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長

室山

哲也

日本放送協会解説主幹

岡野

章一

東北大学名誉教授，ハワイ大学天文学研究所

相馬

芳枝

神戸大学特別顧問

八坂

哲雄

九州大学名誉教授
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外部評価委員会活動

2012年8月
外部評価委員に対する評価資料の送付

2012年9月
外部評価委員から事前評価脅の提出

外部評価委員会開催

1日目：2012年10月241｛（水）
09：30−09：40

開会の辞

小野田

09：40−10：00

メンバー紹介

藤井

淳次郎
孝蔵

委員長及び副委員長推薦
委員会の進行について

一ISAS全体説明（130 分）一
全体概要

10：00−11：00

淳次郎

小野田

研究系概要

中村

正人

11：00−11：50

宇宙科学プログラム概要

稲谷

芳文

11：50−12：10

2007年度外部評価報告詳の対応状況

藤井

孝蔵

12：10−13：00

昼食

一ISAS研究成果等の説明（300分）

一

13：00−13：30

宇宙物理学及び天文学

満田

和久

13：30−14：00

太陽系科学

藤本

正樹

14：00−14：30

宇宙飛翔工学

森田

泰弘

14：40−14：45

休憩

14：45−15：15

宇宙機応用工学

橋本

樹明

15：15−15：45

学際科学

吉田

哲也

15：45−15：55

統計から見た活動状況

嶋田

徹

16：00−18：00

ポスターセッション

18：00

閉会

2日目：2012年10月25日（木）
09：30−12：00

白由討議

12：00−13：00

昼食

13：00−14：30

所内視察

阪本

14：30−16：00

報告書ドラフト作成（クローズド）

全委員

16：00−16：10

評価講評

委員長

16：10−16：20

評価講評

副委員長

16：20−16：25

報告書（案）提出

委員長

16：25−16：30

謝辞・閉会の辞

16：30

閉会

全貝

成一

月

2012年12
外部評価委員から最終報告書提出

2013年1月
外部評価委員会報告書編集

2013年3月
外部評価委員会報告書

公式公表
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外部評価委員会報告書より
前書き
2003年10月，旧宇宙科学研究所（ISAS），旧宇宙開
発事業団（NASDA），旧航空宇宙技術研究所（NAL）の

た，委員会は，いくつかのサブグループに分かれ，「エグゼ

宇宙三機関統合により，日本の宇宙開発に責任を担う独

クティブサマリー」と「意見および勧告」の一次案作成に

立行政法人である宇宙航空研究開発機i構（JAXA）が誕生

取り組んだ．そして後日，全委員からの意見を集めた上で，

し，ISASはその一部となった．

評価報告書の最終案を調整することを合意した．

独立行政法人であるJAXAは，毎年度及び中期計画期

ら一日目に出された質問に対してISASから回答が行われ

間の後に，日本政府内に設置された独立行政法人評価委

エグゼクティブサマリーに対する委員からの意見は
11月末までに集められ，副委員長がまとめた原案に反

員会による評価を受ける．JAXAの中期計画では，中期
計画の最終年度までに，ISASの活動に対して外部評価

映された．この修正された原案は，全委員及びISASの
主要なメンバーに回覧され，外部評価報告書英語版が完

委員会による評価を受けるよう定めている．JAXAの研

成した．

究所として最初の外部評価は，第1期中期計画期間の
2007年に行われた．そして2012年度は，第2期中期計

によるドラフトが作成され，日本人委員による査読を経

画期間（2008年4月から2013年3月）の最終年度と

て，最終版が完成した．

外部評価報告書日本語版は，英語版の翻訳としてISAS

なっている．

ISASの学術研究及びそれに関連する活動等につい

日本の宇宙理学及び宇宙工学の中心組織として，旧宇

て，日本の宇宙科学の長期的な視野に立って評価するた

宙科学研究所時代を含めてISASは，その始まりから，
世界レベルのオリジナリティの高い理学研究及び工学研
究を行ってきた．真に興味深い宇宙プロジェクトの仕事

めに，小野田淳次郎宇宙科学研究所長により，ISASの
外部評価委員会のメンバーが招集された．

評価の最初のステップとして，ISASは「宇宙科学研
究所の活動報告書」を準備し，外部評価委員会に他の関
連文書と共に提出した．外部評価委員会は，報告書は適
切に書かれ，評価に役立つと判断した．外部評価委員会
の各メンバーは，活動報告書を点検し，事前にE−mailで
評価書を提出した．

は，困難とリスクを伴う，このような使命に取り組むに
は，勇気が必要である．しかし，リスクある困難な仕事
であっても，強い責任感を持ち取り組まないと，仕事は
ルーチン化し，陳腐化しかねない．外部評価委員会は，

ISASが長年に渡り輝かしい記録を積み上げることを支
えてきたものが，いくつかの変化にさらされているよう

そして2012年10月24日と25日の二日間にわた

に感じた．ISASの職員は，常にプライドと責任感を持

り，JAXA相模原キャンパスにおいて外部評価委員会が

って，必要な役割を果たしてきた．ISASがJAXAの一

開催された．日本国内から8名，海外から8名の全16名

員として，これまでの素晴らしい実績を将来さらに発展

の委員全員が出席した．

させることを，外部評価委員会は心から期待する．

ISAS所長による開会の辞の後，委員会は評価方法に
ついて議論した．続いて，ISASの代表が，現在の研究

2013年1月

活動の内容とその成果，将来計画そしてISASのいく
つかの統計情報についてプレゼンテーションを行い，委

外部評価委員会

員からの質問に答えた．

外部評価委員会は二日目も評価作業を継続し，相模原キ
ャンパスの施設視察も行った．二日目の朝には，委員会か

委員長

八坂哲雄

副委員長

メグ

ユーリィ

エグゼクティブサマリー
1．成果
ISASの成果は，絶対的に見ても世界中の研究者との

（c）日本主導による国際協力の拡大

2．ボトムアッププロセスと大型ミッション

比較においても，非常に高いレベルにある．この結論は，
次の点から裏付けられている．

プロジェクト遂行のために大学共同利用によるISAS

（a）理学及び工学論文の高い生産性

の長年のボトムアッププロセスの成功は特筆すべきであ

（b）世界を主導する多数の競争力あるミッション

る．これによりISASは，日本の宇宙科学において最適

This document is provided by JAXA.

V皿．宇宙科学研究に関する外部評価

273

な研究目標を設定するよう導かれている．同時に，理学

及び宇宙工学の国際化において，極めて費用対効果の高

的及び工学的な課題を予見し軽減させるような専門的知

い方策となっている．

識を求めるトップダウンアプローチも効果的であるよう

6．外部研究資金

に思われる．いずれにしても，ISASの固定的な（ある
いは減少しつつある）予算は打上げ機会の減少を意味す
るため，大規模な大型ミッションは難題となるであろう．

ISASは例えば日本学術振興会（JSPS）といった外部

いかなる場合でも，新規の活動やミッションが，最も高

研究資金を効果的に獲得してきた．しかしながら，世界

い科学的優先度や実現可能な技術を確実に反映するため

トップレベル研究拠点プログラム（WPI）のような大型

には，理学と工学グループのより密接な協力が必要であ

助成金は，より大学向けのものとなっている．もしISAS
と密接に協力している大学がそのような主要な助成プロ

る．

グラムに選定されれば，ISASもまた間接的に恩恵を受

3．大学共同利用システムーさらなる向上

けるだろう．

ISASは宇宙科学分野の共同研究における大学共同利
用モデルを切り拓いてきた．これは，できる限り多くの
アイデアを集約するボトムアッププロセスにおいて，多

7．パブリックアウトリーチー
一般市民にストーリーを語る

くの教授や学生たちの宇宙プロジェクトへの参画をもた

ISASはこの数年で一般の認知度を大きく増加させて
きたが，それでもなお，さらにISASの活動を一般市民
に見せる必要性は残されている．実際の宇宙科学プロジ
ェクトがどのように進められているのかを目に見えるよ
うにすることは，一般市民にとって興味深く，かつ有益

らした．

（a）事実上利用可能な人的資源を考慮すると，現在
ISASで実行されている任務の多くは，大学の研究
者によってはるかに高度なレベルで責任を持つ形
で実行できるだろう．その他の多くの利点の中で
も，マンパワーの減少をいくらかでも補う利点が
ある．

（b）ISASと協力して活動を行っている大学研究者は，

ISASのために働いていると見なされてしまい，そ

であろう．我々は，ISASがこのような話題を一般市民
に伝えることを検討するよう提案する．それにより一般
市民の宇宙科学に関する幅広い理解を増進するととも
に，資金がいかに注意深く，かつ厳しい選定の上で使用
されているか，納税者に理解されるだろう．そのために，

の協力について所属元の大学に十分に認識されて

内部委員会の審議を公開できるようにすることも考える

いないケースがある．この大学共同利用のスキー

べきかもしれない．

ムを成功裏に進めるならば，大学からの対等な協
力が必要なのは明らかである。

4．国際協力

8．予算と研究者数の減少
2007年度の報告書では，実質予算が着実に減少して
いることが主要な懸念事項であると指摘されていた．

ISASはこれまで，すばらしい国際協力の伝統を確立

我々もその懸念を繰り返す．さらに，JAXA他部門への

しており，日本のリーダーシップは益々重要となってい

る．ISASのESAやNASAのプロジェクトへの参加，

参画によって，事実上のISASの研究者数はますます減
少している，これら2つの流れが組み合わさり，進行中

およびその逆の形態の協力は，国際的な宇宙科学におけ

のミッション成功や打上げ後の研究実施に対して，現在，

る日本の卓越した役割を証明している．国際的な立案プ

重大なリスクを及ぼしている．

ロセスを効果的にするためには，日本の優先事項や日本

が重点を置く項目について，ISASとESAやNASA等

9．上位組織との関係

との二国間協議を進めることが重要である．

JAXA他部門，文部科学省（MEXT），日本政府組織と

5．インターナショナルトップヤング
フェローシッププログラム

のISASの関係について，我々委員会メンバーは完全に
は理解できない部分が残った．その一つの理由は，個々
の事業体の役割と人員に重なりがあるためである．

ISASの実績はすでに極めて高いことを認めるが，他組

ISASのインターナショナルトップヤングフェローシ
ッププログラムは，非常に成功している．これはISASに
才能あふれる科学者をもたらし，研究所としての科学的

織との関係を明確にすることは様々な面で価値があると

な生産性を高め，より多くの訪問者や交流を通じたISAS

が，この確立した成功レベルを危険にさらさないか懸念し

の国際的な認知度を高めている．これは日本の宇宙理学

ている．我々は惑星ミッションの実行における，ISASと

思われる．我々は宇宙開発や宇宙利用の体制の大きな改革
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月探査グループとの役割を明確にするよう勧める．

10．JAXAにおけるISAS
ISASは，

JAXA全体の制度である，多様な任務を通じ

礎研究分野が存在する研究開発についてはJAXAレベル
で項目ごとの適切な担当者を見つけ出し，ISASはJAXA
を代表して基礎研究を実行する役割を担うべきである．

11．結び

た新人職員の人事ローテーションを行うよう，これまで
以上に求められている．これは一般的には多くの長所が

外部評価委員会は，ISASが，その意思決定やマネジ

あるが，これまでの成功例が示すように，専門知識が必

メント，及び大学との協力における海外では他に類を見

要となるプロジェクトにはダメージを与える可能性があ

ないシステムによって，その創設以来，理学と工学の両

る．日本では，人事ローテーションが政府機関や主要な

面において世界レベルの独創的な研究を続けてきている

企業で一様に行われている．ISASにおいて，人事ロー
テーションのようなスキームを強いることは，少数の人

と評価する．そのシステムは，いかなる変化の基におい

ても，親組織であるJAXAのもとで今日において何より

材（場合によっては唯一の人材）によって維持されてき

も継続・発展すべきものである．外部評価委員会は，ISAS

た鍵となる専門知識をいとも簡単に失わせてしまう．プ

が宇宙プログラムを進めるにあたり，高水準の実績を上

ロジェクトの成功を確実なものとするためには，経験豊

げ続ける多くの要因と同時に，すでに確立されている世

富な専門家，技術者及び科学者が必要不可欠である．

界有数の宇宙科学機関であるとの名声をさらに高める要

大学院生を教育するISASの役割は，

JAXA全体の若

手技術者や科学者の育成・教育に拡大することができる．

素を見いだした．外部評価委員会は，ISAS職員の専門
的知見と献身によって，これまでの輝かしい業績をさら

具体例としては，若手研究者が宇宙プロジェクトの手順

に発展させ，宇宙科学の驚異の世界を明らかにし，全て

を最初から最後まで学ぶことができる科学気球や観測ロ

の人類に恩恵をもたらすことを期待する．

ケットがある．JAXAの異なる部門間で重複している基
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