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宇宙航空研究開発機構

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研究系，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研究系，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ための工学研究を行う宇宙飛翔工学研究系と宇宙機応用工学研究系があります．
この他に，宇宙科学の複数の分野や宇宙科学と周辺領域にまたがる学際領域，新たな宇宙科学分野，これらの学
術研究の推進基盤となる技術やシステム等の研究を行う学際科学研究系があります．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
適進していきたいと考えています．

2013年度には，宇宙輸送ミッション本部との協力により，イプシロンロケット試験機iの打上げに成功し，小型
科学衛星「ひさき」を軌道に乗せることができました．軌道投入精度，音響・振動環境などの乗り心地も予想以
上であり，今後の打上げオペレーションの簡素化にも道を付けることができました．小型衛星標準バスの確立も
大きな成果です．「ひさき」衛星のファーストライトに引き続き，ハッブル望遠鏡などとの共同観測が行われ，新
発見を期待する状況です．「ひさき」を含めて，現在，「あかつき」，「ひので」，「すざく」，「GEOTAIL」，「あけぼ

の」の6機の科学衛星の運用を行っており，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年度
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．
「ひさき」に続いて2番目の小型科学衛星「ジオスペース探査衛星（ERG）」の開発が行われています． ERG
には，新開発の「プラズマ波動粒子相互作用解析装置」が搭載されており，放射線帯での相対論的粒子加速現象

の解明とそれに基づく宇宙天気予報への貢献に期待しています．2013年度には，イプシロン搭載宇宙科学ミッ
ションの公募を出しました．宇宙研の小型衛星は，大きな成果を挙げてきたNASAのSMEXシリーズに対応し，
これに匹敵する成果を上げていく必要があります．競争的公募により，すぐれたミッションが選定，そして育成
されることを期待しています．

月・惑星探査プログラムグループqSPEC）と共同で，小惑星探査機「はやぶさ2」の開発が行われています．
自然科学研究機構1・国立天文台の協力によりバックアップ天体の探索が行われましたが，1999JU3以外のC型小
惑星は見つかっておらず，2014年度打上げを目指して背水の陣で臨んでいます．「はやぶさ2」は，2018年に小
惑星199gJU3に到着し，2020年の東京オリンピックの年に地球に帰還する予定です．「はやぶさ2」の打上げに
引き続いて，X線天文衛星（ASTRO−H）とERGの打上tl） ．水星探査を行うBepiColomboの欧州宇宙機関による
打上げが予定されており，気を許すことのできない状況が続きます．ASTRO−H衛星には，非常に高いエネルギー
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分解能をもつ「軟X線分光検出器」が搭載され，世界の天文学者が大きな期待を寄せています．BepiColomboの
欧州宇宙機関による打上げは2016年，水星軌道到着は2024年の予定です．BepiColomboは水星磁気圏と表面の
詳細な観測を初めて行い，大きな成果が期待されています．

これからのミッションは，国際協力で開発されていく流れにあります．国際協力は，世界のすぐれた技術，優
秀な人材，予算を持ち寄って一つの衛星を共同して作り上げるため，その効果は大変大きなものがあります．

NASAとESAは，観測装置の開発・衛星バス・打上げロケットなど，ほとんどすべてのミッションにおいて縦横
に協力しています．ASTRO−H以降の国際協力の新規立ち上げを図るため，宇宙科学研究所は，外国の主要宇宙
機関との相互訪問等による交流強化を積極的に進めています．特に，今年は，世界の天文研究者が大きな期待を
寄せる次世代赤外線天文衛星SPICA計画の立ち上げに努力してきました．日本の誇る極低温冷却技術と欧州の大
型望遠鏡技術の融合により，大口径望遠鏡を摂氏一267度まで冷却して運用するという技術的なチャレンジをJAXA
と欧州宇宙機関との共同開発で実現するものです．宇宙科学研究所は，国内の大学・研究所ならびに欧州宇宙機
関と協力して，SPICAの全体計画をとりまとめる重大な責務を担っています．
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．また，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．世界の最先端の研究所は，優秀な研究者を競って奪い合う状況にあります．当研究所の「国際トッ
プヤングフェロー」制度により，優秀な外国人若手研究者が宇宙研に長期間滞在し，大きな研究成果を挙げてい
ます．

2013年度には，当研究所の将来について多くの議論が行われました．「宇宙科学ロードマップ」が内閣府宇宙
政策委員会で認められました．今後も，JAXA内外で，宇宙科学ミッションの在り方が広く深く議論されるでしょ
う．宇宙科学は，JAXAの他の事業と並んで， JAXAの戦略を支える中核の一つとなっていることを認識する必要
があります．困難なプロジェクトに日々立ち向かう職員および所内外の研究者が，苦しい中にも充実した仕事が
できる環境であらねばならないと強く思っています．
研究所の事業計画の遂行，大学共同利用，外部資金，国際協力のとりまとめなど広範な業務を担当する科学推
進部と連携して，所内の諸改革に取り組んできました．所内改革と対外的活動の両方において，機動的で施策提
案能力のある科学推進部の存在は，当研究所の研究活動の発展にとって非常に重要です．また，宇宙研の学術的
成果について，学術論文数・引用数・外部資金獲得の実態調査を初めて系統的に行いました．その中間報告によ
ると，理学工学とも国内同規模の研究所と互角の成果を挙げています．また，研究職員の年齢分布，昇格人事に
よる転出数などの統計データによって示された職員の高年齢化と転出数がやや少ないことに危惧を抱いておりま
す．これらについては，今後改善の努力が必要な状況と認識しています．教育職員の適切な人事は，いうまでも
なく，研究所の活性化にとって極めて重要です．2013年度は，かなりの数の新規人事を立ち上げました．宇宙科
学ロードマップに示された研究所の方向性と今後のプロジェクトに必要な人材の観点から，長期的ビジョンを
持って，今後も慎重に人事を進めるつもりです．
文部科学省宇宙科学小委員会からは中間報告が出されました．そのなかで，宇宙研と大学の連携の強化が提言
されています．これまで，宇宙研のミッションに大学や外部の研究所の研究者が，その提案から運用まで加わり
成果を挙げてきました．これは今後も強力に維持発展すべき仕組みであり，大学の強化，特に個人の研究者を超
えた大学レベルでの拠点形成が重要な課題であると認識しています．
大学のみならずJAXAの中でも宇宙科学研究所はよりいっそう開かれた組織として機能する必要があります．
宇宙輸送ミッション本部との協力はイプシロンの発展に向けて，深化させていく必要があります．また，統合追
跡ネットワーク技術部や国立天文台と協力しての新深宇宙大型アンテナの検討も始まりました．研究開発本部と
の不断の協力も非常に重要です．

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，2013年度の研究所全体の活動状況をまとめたものです．所長に着
任し，皆様のご支援と励まし，忌揮のないアドバイスに支えられ，1年が経ちました．今後も宇宙研内外の方々
とできるだけお話し，皆さんのお考えを拝聴し，私の考え方も知っていただきたいと思っています．進行中のミッ
ションの完遂と並んで，新規ミッションの立ち上げ，所内外に対応すべき課題は多く，職員一丸となって取り組
みたく，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．

2014年4月
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一表紙／裏表紙図説明
内之浦宇宙空間観測所M台地から打上げられたイプシロンロケット試験機【表紙図】

イプシロンロケットの初号機は，2013年9月14日14時に鹿児島県肝属郡肝付町にあるJAXA内之浦宇宙
空間観測所から打上げられた，おりしも台風が接近中の厳しい天候条件の中，美しい飛跡を描きながら排気
音を轟かせて上昇してゆくロケットを，国民の多くが高い関心を持って見守った．

イプシロンロケットのすべてのシステムは正常に動作し，計画通り衛星「ひさき」を地球周回軌道に投入
し，打上げは成功した．イプシロンロケット開発時に設定した目標，すなわち，軌道投入精度の向上，運用

の簡素化，衛星搭載環境の改善等，多くの技術課題について目標を達成した．試験機打上げ結果を踏まえ迎
える2号機はさらなる改良を加えるべく，2段階目の開発の準備が並行して進行中である．
宇宙科学研究所（相模原）における機能確認試験を終え，内之浦宇宙空間観測所への搬出を待つ
「ひさき（SPRINT−A）」（2013年6月）【裏表紙図】

2013年9月14日にイプシロンロケット試験機によって内之浦宇宙空間観測所から打上げられた「ひさき
（SPRINT−A）」は，世界初の惑星専用宇宙望遠鏡として地表高度約1000kmを周回しながら，金星や木星等を
観測している．「ひさき」の観測波長帯は極端紫外と呼ばれ，惑星の大気やプラズマが発する輝線の多くが集
まっている領域である．しかしこの波長帯は，光学系や検出器の開発上の技術的障壁が高く，これまで未開

拓の領域であった．「ひさき」に搭載されている極端紫外線望遠鏡（EXCEED）は，検出効率，空間・波長分
解能，指向精度などの様々な面で技術的困難を克服し，地球近傍からのリモート観測で最先端の科学データ
を取得する能力を有している．2013年12月に定常観測を開始し，強磁場惑星の代表格である木星近傍のプラ
ズマダイナミクスや，非磁化惑星の代表格である金星の大気進化の謎に迫る観測結果をもたらしている．
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1．宇宙科学研究所の活動
1．1

を主な目的としており，新たな宇宙科学研究の可能性を

目的と組織

拓く萌芽的な研究，将来の宇宙科学研究を創出する先端

宇宙科学研究所（ISAS）は宇宙航空研究開発機i構

的な研究，宇宙科学プロジェクトの実験・観測の結果に

（JAXA）の中にあって，宇宙科学研究を推進する我が国

基づいた学術研究等の様々な研究を，宇宙科学の大目標

の中核機関として，大学等の機構外の研究機関と協力し

を念頭においた上で，研究者の自由な発想に基づいて行

て宇宙科学研究を遂行している．ここで宇宙科学研究と

っている．研究系に所属する研究者は，新たな宇宙科学

は，大気の上層部あるいは大気外に出ることで実現可能

プロジェクトを創出するワーキンググループ活動，宇宙

となる科学研究領域および，そのような研究活動を可
能とするための研究と定義される．従って，宇宙空間に

科学プロジェクトの実施の中核メンバーとしても活動し

出ることで可能となる理学的研究，工学的研究，さらに

専門技術グループは宇宙科学プロジェクトの実施に必

これらを可能とするための地上研究を含む総合的な研究

要な技術開発を行うグループと宇宙科学プロジェクトを

である．ISASは，

ている．

JAXAへの統合以前から有していた大

支える基盤的な活動を行う組織からなる．開発中の宇宙

学共同利用の仕組みを維持・発展させ，研究所の意思決

機プロジェクトを専門技術から支えるとともに，将来の

定に反映するとともに，その枠組の中で宇宙科学プロジ

プロジェクトに必須となる機器の開発も行なっている．

ェクトを実施し，同時に，研究領域の育成，宇宙科学プ

宇宙機プロジェクトについては，それぞれに対して時

ロジェクトの育成と立ち上げを行なっている，また，大
学等と等質な研究を行う研究機関として，自ら宇宙科学

限的なプロジェクトチームが定義されて，開発と運用に

の学術研究を実施している．

宙実験については，定常的な実行組織である実験室がそ

宇宙科学プロジェクトとしては，JAXAが主体となっ

あたっているが，観測ロケット・大気球・ISSによる宇
れぞれ定義されて実験の実施主体となっている。

て開発する宇宙機（衛星および探査機）プロジェクト（4

宇宙機プロジェクトの立ち上げ活動，プロジェクトの開

機の開発と6機の運用中のプロジェクト）に加えて，観

発を支援する組織として，SE推進室，プログラム・オフ

測ロケット・大気球・国際宇宙ステーション（ISS）をプ

ィス，品質保証室の3つの組織があり，それぞれ，システ

ラットホームとする宇宙実験や，再使用観測ロケットの

ムズエンジニアリング，プロジェクト・マネージメント，

開発等の所内プロジェクトを実施している．さらに，今

信頼性・品質保証の観点から，支援を行なっている．

年度は海外機関が主体の宇宙科学プロジェクトへの参加
を充実させることによって，様々な機会を利用した宇宙
科学研究を実現する試みを開始した．

ISASの研究およびプロジェクトの実行組織は，大きく
分けて研究系，専門技術グループ，実験室，プロジェク
トチーム，プロジェクト立ち上げ及び実施支援組織

さ

1．2

2013年度のハイライト

今年度の研究・プロジェクトの成果をいくつか以下に
まとめる．

（a）惑星分光観測衛星（SPRINT−A）は，イプシロンロ

らにこれら全ての活動を支える実務組織からなる．大学

ケットにより打上げられて「ひさき」と命名された．

共同利用の理念に基づいて，宇宙科学研究所長の諮問機

年度内に初期機能を確認し，科学観測を開始した．

関として研究所の大きな意思決定を諮問する運営協議会

NASAのハッブル宇宙望遠鏡と木星の協調観測を実

および，研究の方向性を議論しプロジェクトの選定に関

施し大きな成果が得られている．

与する宇宙理学委員会，宇宙工学委員会，宇宙環境利用

（b）宇宙天気把握のための磁力線構造の解明（太陽観

科学委員会の三研究委員会を設置している．これらは，

測衛星「ひので」による成果）：太陽フレアが，どの

外部の研究者を約半数含む外部に開いた協議会および研

ような磁力線構造で大規模に発生するのかを解明し
た．「ひので」データの解析により，太陽フレアがト

究委員会であり，大学共同利用による宇宙科学研究の推
進に重要な役割を果たしている．特に新たな宇宙科学プ
ロジェクトの立ち上げをめざすワーキンググループ組織

リガーされた場所での磁力線構造を同定することに
成功した．この成果は，太陽物理学上の成果であるだ

は三研究委員会の下に置かれており，競争的環境の中で

けでなく，人類の活動の場となりつつある太陽系空間

研究開発を行なっている．

の環境「宇宙天気」を把握する上での成果でもある．

5つの研究系からなるISASの研究系は主に教育職か

（c）小惑星表面の物理的進化過程を解明（小惑星探査

らなる組織である．宇宙科学の学術研究を自ら行うこと

機「はやぶさ」による成果）：「はやぶさ」が持ち帰
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ったイトカワ試料の分析により，宇宙線による粒子

大学研究員やISAS研究者らが，「すざく」を用いて地

表層の風化メカニズムや太陽風の影響の強さが判明

球近傍にあるペルセウス座銀河団を観測した結果，

し，小惑星表層の物理進化過程が考えられていた以

100億年以上前の太古に，鉄等の重元素が宇宙全体に
ばらまかれた時代があり，それが現宇宙に存在するほ

上に活発であることを初めて明らかにした．また，

今後，地上からの遠隔観測においても，小惑星表層

とんどの重元素の起源であることを確認した．今後，

の進化過程を考慮して，より正確にデータを解釈す

複数の銀河団を含む大規模構造全体ではどうなのか

るのに有用なデータを得た．

等を調査することで，重元素の生成とその拡散の歴史

（d）月の組成や進化の解明へ前進（月周回衛星「かぐ
や」による成果）：「かぐや」の分光データの解析に

より，月面上でこれまで見つかっていない組成の火
山砕屑物を発見した．この砕屑物は，ダークマント

に関する理解がさらに進むことができる．

（D高高度気球の高度世界記録更新（2013年度第一次
気球実験からの成果）：世界で最も薄い気球用フィル
ムである厚さ2．8μmのポリエチレンフィルムを用い

ル堆積物（爆発的な噴火によってマグマの飛沫が堆

て製作された超薄膜高高度気球の飛翔性能試験を実

積した火山砕屑物）の中に大量に含まれ，月深部か
ら噴出した物質である可能性が高いことを明らかに

施し，無人気球到達高度世界記録を11年ぶりに更新
する高度53．7kmを達成した．さらに，最高高度での

した．さらに，この物質のサンプルリターンを行え

ば，今後，月のマントル・地殻の組成や熱的進化の

水平浮遊および指令無線による気球破壊，飛翔終了
を実現し，超薄膜高高度気球あ設計・製作・放球の

解明につなげられることを明らかにした．

一連のプロセスの妥当性を実証した．これは，より

（e）「すざく」が初めて明らかにした鉄大拡散時代（X

幅広い中間圏下部（高度50〜60km周辺）における

線天文衛星「すざく」による成果）：スタンフォード

大気科学等の「その場観測」の実現に役立てられる．

2．沿

革

2003年10月1日に，それまで我が国における宇宙及

（当時）宇宙科学研究所が大学共同利用機関として設立さ

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

れた．文部省宇宙科学研究所の目的は，「宇宙理学・宇

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

宙工学の学理及びその応用研究を行うとともに，この研

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

た，国公私立大学の要請に応じ，大学院における教育に

るため，これらの機関を統合し，宇宙航空研究開発機構

qAXA）という単一の機関が独立行政法人として設立さ

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段と効

れた．JAXAの中で，大学共同利用の機能を実体的に担

率よく効果的に推進する体制を構築するためJAXAが設

い宇宙科学の発展及び大学院教育に資する部門として，

立され，JAXAの中で大学共同利用の機能を実体的に担

当初宇宙科学研究本部が設置されたが，2010年4月1日

い宇宙科学の発展及び大学院教育に資する部門として，

より宇宙科学研究所に名称が変更された．

JAXA宇宙科学研究本部（現JAXA宇宙科学研究所）が設

日本の宇宙開発の端緒は，東京大学生産技術研究所内

に結成されたAVSA研究班が1955年に行ったペンシル

究に従事する国公私立大学の教員等の利用に供する．ま

置された．

JAXAの研究開発部門は，当初は宇宙基幹システム本

ロケットの発射実験により開かれた．その後東京大学航

部，宇宙利用推進本部，総合技術研究本部，宇宙科学研

空研究所（1918年に東京帝国大学航空研究所として設
置，1946〜1958年東京大学理工学研究所，1958年より
東京大学航空研究所）と，東京大学生産技術研究所観測

究本部の4本部が設置され，その後，数次の組織改正や

ロケット関係部門が母体となり，「宇宙理学・宇宙工学及

本部，研究開発本部，宇宙科学研究所，航空プログラム

名称変更を経て，2010年4月からは，宇宙輸送ミッショ
ン本部，宇宙利用ミッション本部，有人宇宙ミッション

び航空の学理及びその応用の総合研究」を行う目的で

グループ，月・惑星探査プログラムグル・一…プ，情報収集

1964年には，東京大学宇宙航空研究所が設置された．

衛星システム開発グループの8部門となっている，

以来，飛翔体に関連した宇宙工学の研究開発並びに宇

その中で宇宙科学研究所は，宇宙科学の発展及び大学

宙理学研究は，宇宙航空研究所を中心とし，国公私立大

院教育の中枢を担う研究所として位置づけられている．

学等多くの機関の研究者の協力の下に，自由な発想に基

文部科学大臣から提示される中期目標に従い，「研究者の

づく一貫した研究プロジェクトとして進められ，1970年

自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学研究」と「衛星

に我が国初の人工衛星「おおすみ」を打上げるなど多大

等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進」をと

の成果を収めた．このような宇宙航空研究所を中心とし

もに重点的に推進している．前者は，研究者が個人ある

た我が国の宇宙理学・宇宙工学研究の発展を踏まえ，1981

いはグループを作って行う研究で，萌芽的な性格のもの

年に東京大学宇宙航空研究所を発展的に改組し，文部省

であり，後者は，科学衛星プロジェクトに代表される研
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究で，衛星の開発からデータ解析，成果の公表までの一

JAXA設立当初11研究系及び4センターであったが，2012

連の作業を含む活動である．これらは，文部科学省宇宙

年2月に，宇宙物理学研究系，太陽系科学研究系，学際

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

科学研究系，宇宙飛翔工学研究系，宇宙機応用工学研究

のとなっている．なお，宇宙科学研究所内の研究部門は，

系の5研究系に再編された．

3．設置目的
独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）は，大学

大学共同利用システムとして継承し，全国の大学や研究

との共同等による宇宙科学に関する学術研究，宇宙科学

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

技術（宇宙に関する科学技術）に関する基礎研究及び宇

共同活動を行う研究体制を組織して，科学衛星・探査機

宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星の開発，打上

による宇宙科学ミッション，大気球・観測ロケット，小

げ，追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を，宇宙

型飛翔体等による小規模ミッション，宇宙環境を利用し

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
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
これらに関連する業務を総合的に行うことにより，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
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
ることを目的としている．

JAXA宇宙科学研究所の設置目的は，その前身である
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

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
学研究所の実験施設・設備を利用させることを行ってい
る．また，国公私立大学の研究者や外国人研究者を客員
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
院における教育に参加・協力することになっており，こ
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．

4．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

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

向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

2

将来の宇宙開発利用の可能性の追求
（1）宇宙科学・宇宙探査プログラム

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

い芽をもたらす可能性を秘めた革新的・萌芽的な技術

人類の知的資産及び我が国の宇宙開発利用に新し

画（平成25年1月25日決定）において，JAXAは政府

の形成を目的とし，宇宙物理学，太陽系科学，宇宙飛

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

翔工学，宇宙機応用工学及び学際科学において，長期

に位置付けられている．

的な展望に基づき，また，一定規模の資金を確保しつ

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

つ，我が国の特長を活かした独創的かつ先端的な宇

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
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
中期目標を定め，又は変更するに当たっては，研究者の

宙科学研究を推進し，世界的な研究成果をあげる．

また，多様な政策目的で実施される宇宙探査につ
いて，政府の行う検討の結果を踏まえて必要な措置
を講じる．

①大学共同利用システムを基本とした学術研究
宇宙科学研究における世界的な拠点として，研

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

究者の自主性の尊重，新たな重要学問分野の開拓

ればならないとされている．

等の学術研究の特性に鑑みつつ，大学共同利用シ

平成25年3月29日に認可された第三期中期計画のうち，

ステム※を基本として国内外の研究者の連携を強

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．

化し，宇宙科学研究所を中心とする理学・工学双
方の学術コミュニティーの英知を結集し，世界的
に優れた学術研究成果による人類の知的資産の創

「独立行政法人宇宙航空研究開発機構の中期目標を達成

出に貢献する．このために，

するための計画（中期計画）（平成25年4月1日〜平成

宇宙の起源とその進化についての学術研究を行

30年3月31日）」【抜粋】

う宇宙物理学，

太陽地球を含む太陽系天体についての学術研
1．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

究を行う太陽系科学，

This document is provided by JAXA.
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（j）ジオスペース探査衛星（ERG）

宇宙飛翔技術及び宇宙システムについての学術

（k）小惑星探査機（はやぶさ2）

研究を行う宇宙飛翔工学，

※

宇宙機技術，地上システム技術及びその応用

に係る研究開発・運用について国際協力を活用しつつ

についての学術研究を行う宇宙機応用工学，

行うとともに，将来の科学衛星・探査機や観測機器に

宇宙科学の複数の分野にまたがる，又は宇宙科

ついて，国際協力の活用及び小規模プロジェクトでの

学と周辺領域にまたがる学際領域，及び新たな

実施も考慮しつつ，研究を行う．これらのうち，金星

宇宙科学分野の学術研究を行う学際科学
の各分野に重点を置いて研究を実施するととも

探査機（PLANET−C）については金星周回軌道への投
入を目指し，次期X線天文衛星（ASTRO−H：宇宙の進

に，将来のプロジェクトに貢献する基盤的取組を

化におけるエネルギー集中と宇宙の階層形成の解明を

行い，また，人類の英知を深めるに資する世界的

目指す．），惑星分光観測衛星（極端紫外線観測による

な研究成果を学術論文や学会発表等の場を通じて

惑星大気・磁気圏内部と太陽風相互作用の解明を目指

提供する．

す．），ジオスペース探査衛星（ERG：放射線帯中心部

また実施にあたっては，新たなプロジェクトの

での宇宙プラズマその場観測による相対論的電子加速

核となる分野・領域の創出，大学連携協力拠点の

機構の解明を目指す．）及び小惑星探査機（はやぶさ2：

強化，大学研究者の受入促進，及び人材の国際的

C型小惑星の探査及び同小惑星からの試料採取を目指

流動性の確保により，最先端の研究成果が持続的

す．）については打上げを行う．また，水星探査計画／水

に創出される環境を構築する．

星磁気圏探査機（BepiColombo／MMO）については，海

大学共同利用機関法人における運営の在り方を参

外の協力機関に引き渡し，打上げに向けた支援を行う．

考にし，大学・研究所等の研究者の参画を広く求

イ

国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置及び小型飛翔

体等に関する研究

め，関係研究者の総意の下にプロジェクト等を進

ア．に加え，多様なニーズに対応するため，国際宇

めるシステム

宙ステーション（ISS）搭載装置や小型飛翔体（観測ロ

②宇宙科学・宇宙探査プロジェクト

ケット及び大気球）による実験・観測機会を活用する

大学共同利用システム等を通じて国内外の研究
者と連携し，学問的な展望に基づいて科学衛星，

とともに，再使用観測ロケットや革新的な気球システ

国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置及び小型飛

ムの研究などの小型飛翔体を革新する研究を行う．

翔体等を研究開発・運用することにより，①に掲

ウ

観測データや回収サンプル等の蓄積・提供

げた宇宙物理学，太陽系科学，宇宙飛翔工学，宇

宇宙科学プロジェクト及び宇宙探査プロジェクトに

宙機応用工学及び学際科学の各分野に重点を置き

おける観測データや回収サンプル及び微小重力実験結

つつ，大学共同利用システムによって選定された

果などの科学的価値の高い成果物については，将来に

プロジェクトを通じて，我が国の独自性と特徴を

わたって研究者が利用可能な状態にするためのインフ

活かした世界一級の研究成果の創出及びこれから

ラ整備を引き続き進め，人類共有の知的資産として広

を担う新しい学問分野の開拓に貢献するデs−一・・タを

く世界の研究者に公開する．

「はやぶさ⊥「はやぶさ2」及び「かぐや」を通じ

創出・提供する．その際宇宙探査プロジェクト

て得られた取得データについては，宇宙科学研究等の

の機会も有効に活用する．

発展に資するよう提供するとともに，将来の宇宙探査

また，探査部門と宇宙科学研究所（ISAS）でテ

等の成果創出に有効に活用する。

ーマが重なる部分に関しては，機構内での科学的

な取組についてISASの下で実施するなど，適切

工

多様な政策目的で実施される宇宙探査
多様な政策目的で実施される宇宙探査については，

な体制により実施する。

有人か無人かという選択肢も含め費用対効果や国家戦

具体的には，以下に取り組む．

ア．科学衛星・探査機の研究開発・運用

略として実施する意義等について，外交・安全保障，

（a）磁気圏観測衛星（EXOS−D）

産業競争力の強化，科学技術水準の向上等の様々な観

（b）磁気圏尾部観測衛星（GEOTAIL）

点から，政府の行う検討の結果を踏まえて必要な措置

（c）X線天文衛星（ASTRO−E

を講じる．その検討に必要となる支援を政府の求めに

H）

（d）小型高機能科学衛星（INDEX）
（e）太陽観測衛星（SOLAR−B）
（f）金星探査機（PLANET−C）
（g）水星探査計画／水星磁気圏探査機

（BepiColombo／MMO）

（h）次期X線天文衛星（ASTRO−H）
（i）惑星分光観測衛星

応じて行う．

4

横断的事項
（6）人材育成

宇宙航空分野の人材の裾野を拡大し，能力向上を
図るため，政府，大学，産業界と連携し，大学院教
育への協力や青少年を対象とした教育活動等を通じ
て外部の人材を育成するとともに，外部との人材交

This document is provided by JAXA.
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大学院大学，東京大学大学院との協力をはじめ，

大学院教育

大学共同利用システム等に基づく特別共同利用研

先端的宇宙航空ミッション遂行現場での研究

究員制度及び連携大学院制度等を活用して，機構

者・技術者の大学院レベルでの高度な教育機能・

の研究開発活動を活かし，大学院教育への協力を

人材育成機能を継承・発展させるため，総合研究

行う．

内閣官房

宇宙開発戦略本部

（宇宙基本計画）

内閣府

総合科学技術会議（CSTP）

（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
宇宙航空研究開発機構（JAXA）

内

文部科学省住務省】

閣

総

務

省

（独）情報通信研究機構i（NICT）

経済産業省

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

蒼y交通省
環

境

気

省

象

庁

（独）国立環境研究所
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5．組織及び運営
a．

組

織
プログラムディレクタ及び専門技術統括が置かれてい

JAXAには，宇宙科学研究所の他，6本部1プログラム
グループ及びその他共通部門が置かれている．（組織図1）

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
プログラム・オフィス，SE推進室， S＆MAマネージャ，
衛星運用・データ利用センター，14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，所長のもとに副所長，研究総主幹，宇宙科学

機構には宇宙科学関連業務に関して理事長に助言し，
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
同利用システムの円滑な運営を行うため，宇宙科学運営
協議会が置かれている．

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
る重要事項等についての助言を得るための制度として，
宇宙科学評議会と宇宙科学運営協議会が設置されてい

運

営
このほか，所内だけで構成する各種の所内委員会＊や，
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．

＊9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・2014年3月31日現在）
青木
岡田

慶磨義塾大学教授
自然科学研究機構
新分野創成センター長
岡村 定矩 法政大学理工学部創生科学科
教授
川合 眞紀 理化学研究所理事
北川源四郎 情報・システム研究機構長
（会 長） 河野 通方 大学評価・学位授与機構教授
小畑 秀文 国立高等専門学校機構理事長
佐藤 勝彦 自然科学研究機構長
鈴木 厚人 高エネルギー加速器研究機構長
高畑 尚之 総合研究大学院大学長
柘植 綾夫 日本工学会会長
土屋 和雄 京都大学名誉教授
永原 裕子 東京大学大学院理学系研究科
教授

運営協議会名簿（50音順・2014年3月31日現在）

節子
清孝

（副会長）

観山

室山
八坂
安岡

良一
紘
正見

（副会長）

哲也
哲雄
善文

日本放送協会解説委員
九州大学名誉教授
情報・システム研究機構監事

（備考）任期は平成25年4月1日〜平成27年3月31日
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∠m介小
ﾑ大輔豊
c裕之坂
倹M尚大
ﾎ真嗣竹

@客員准教授

3名

5名

一一
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田雄…成

i客）和田元
i客）榎学

@客員教授

要

q）姫野武洋（

q）船瀬龍

8名

一一

y教授 8名
赴ｳ
9名客

?^田
?F治戸
c知朗吉
徹雄（

煢尓y
ﾘ淳史牧

ｪ…郎

教授一一4名

q員准教授ユ各

q）西川健二郎（

q）高橋正樹（

q）和田智之（

q）廣川二郎

q）柴田直（
q）ヨサファットテトオコスリスマンティヨ

員数

134名（

6名（

6名（

q）客員教員（33名）（

Q0名）（

P3名）

黶j専任教員（1名）

P名）

2名

際トップヤングフェロー（ITYF）

宙物理学研究系

宙物理学研究系
宙物理学研究系
宙物理学研究系

mitriy

Khangulyan

Stawarz

Lukasz

imionescu

Aurora

陽系科学研究系
宙飛翔工学研究系
宙飛翔工学研究系

Masters

Adam

河合宗司
ampagnola

Stefano

井上芳幸

．予算
013年度予算額（宇宙科学研究所）

4，563，065千円

営費交付金
設整備費補助金

4，333，551千円

229，514千円

科学研究費補助金

19，150千円）

その他（日米科学技術協力事業費等）

9，350千円）
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6．研究所の位置・敷地・建物
宇宙科学研究所施設

関遅施設

①相模原キャンパス

①内之浦宇宙空間観測所

位

置

位

神奈川県相模原市中央区由野台3丁目1番1号

置

北緯35°33

30

東経139°23

敷地・建物
敷地

敷地

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

：61，941㎡

延面積：3，417㎡

③あきる野実験施設
位

置

東京都あきる野市大沢1918番地1
14
東経139°16 24

北緯35°45

：712，922㎡

延面積：19，072㎡

能代ロケット実験場
位

北緯31°15
敷地・建物

：73，001㎡

延面積：56，493㎡

②

鹿児島県肝属郡肝付町南方1791番地13
05
東経131°04 34

43

置

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

敷地

：97，111㎡

延面積：3，089㎡

③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

敷地・建物
敷地 ：2，050㎡

敷地・建物
敷地 ：90，357㎡

延面積：698㎡

延面積：4，396！㎡

東経143°26

30

This document is provided by JAXA.
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皿．研究系
1．宇宙物理学研究系
教職員：堂谷忠靖

満田和久

高橋忠幸

石田

学

中川貴雄

松原英雄

坪井昌人

山崎典子

国分紀秀

紀伊恒男

片坐宏一

山村一誠

川田光伸

村田泰宏

北村良実

岩田隆浩

尾崎正伸

前田良知

竹井

辻本匡弘

渡辺

朝木義晴

土居明広

和田武彦

松浦周二

塩谷圭吾

Aurora
湯淺孝行

洋

崎本一博

市村

淳

伸

Dmitriy

Khangulyan

Lukasz

Stawarz

Simonescu高田広章藤本龍一尾中敬金田英宏前澤裕之吉田直紀
小高裕和

林

克洋

川原田円

飯塚

亮

林多佳由

武田伸一郎

原山

淳

巻内慎一郎猿楽祐樹江草芙実津村耕司瀧田怜紀基樹櫨香奈恵磯部直樹
白籏麻衣

大井

渚

宇宙研院・学生：斉藤新也

福山太郎

佐藤

有

萩野浩一

一戸悠人

東郷

淳

内田悠介

関谷典央酒井和宏永吉賢一郎菊池貴大千葉旭山本亮林佑
太田方之

石川真木

岩井將親

井澤正治

近藤恵介

古関

羽賀崇史

森光智千

長勢晃一

村田一心

鳥羽儀樹

小川美奈

石川久美

榎島陽介

小川智弘

市原

昴

二瓶亮太

有松

亘

佐藤拓郎

新井俊明

山下拓時

横田英博

矢野健一

大西陽介

白井

博

山本啓太

上原顕太

Aldyyarov

Sibagat公地千尋

馬場俊介

小山舜平

優

佐藤寿紀

楠野こず枝

生田昌寛

山口静哉 佐藤真柚 菊地直道 小山翔子
共同研究員：富川和紀 垣内巧也 飯島律子 井上真奈

1．宇宙物理学研究系の研究活動
宇宙物理学研究系では，宇宙物理学の学術研究を進め

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．

独立の節を設けて記述するため，ここでは割愛する．

2．1

軟X線背景放射の起源

軟X線背景放射の起源の解明を目指し，すざくXISに
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．2013年度は時間的に変化しないバックグランドと思

2．X線グループの観測研究活動
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，

われていたロックマンホール方向の観測について2006
年から2011年のデータを詳細に調べることで，酸素輝
線強度の変化を発見し，太陽風による電荷交換反応が背
景放射に寄与していることを示した．また地球近傍にお

データ処理を行うとともに，そのデータを用いた観測的

いても，地球大気からの中性酸素輝線の寄与が長期的に

研究を行っている．また，フェルミ衛星，Swift衛星など

みると変化していることを示した．これらは真の背景放

の海外の衛星や太陽撮像観測実験FOXSIなど，海外の高

射成分を正しく評価する上で重要な知見である．

エネルギー天文実験のプロジェクトに参加し，観測的研
究を行っている．

2．2

銀河，銀河団，超銀河団の観測

並行して，2015年度打上げ予定の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と

学進化と化学進化を探る研究を継続している．2013年度

もに，ASTRO−Hで行うサイエンスの検討を進めている．

は，近傍の渦巻き銀河NGC253の中心付近からのアウト

これら2つの衛星実験の進捗，成果については，それぞれ

フローにおける超新星由来の重元素量の同定，銀河団

銀河，銀河団中の高温ガスの観測を通して，宇宙の力

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（含外部資金博士研究員），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tWGメンバー
他大学院・学生

JAXA他本部職員
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A1246の外縁部までのエントロピー分布の評価，可視光

2．6

降着駆動パルサー−Vela

X−1の観測

での銀河分布から大構造のフィラメントの同定と，そこ

強磁場を持つ降着中性子星からのX線放射は理解が進

におけるX線放射の確認による重力ポテンシャルの評価

んでおらず，激しい時間変動の原因も未解明である．最

などを行った．様々な規模での高温ガスの形態と相互作

も明るい星風降着型中性子星Vela

X−1の「すざく」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

用を探る試みを続けている．

のスペクトルの変動を取得し，時間変動の原因および降
2．3

着プラズマの物理パラメータの変動を議論した．中性子

新しい銀河団の発見

銀河バルジ方向に隠れた未同定X線天体の正体解明を

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

「すざく」などを用いた分光観測により進めている．可

と考えて矛盾はないことを示した．また，モンテカルロ

視・赤外では星の光に埋もれて見えなかった銀河団を銀

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

河バルジ方向に発見した．

ン散乱で放射されるX線スペクトルのモデルを構築し
た．観測との比較により，スペクトルの形成には熱電子

2．4

による散乱が重要な役割をになうこと，質量降着率と降

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）

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

では，磁気圏で生成加速されたペアプラズマがパルサー
風として星間空間に流れ出し，パルサー星雲を形成する．

明らかにした．このモデルを用いて中性子星降着流のサ
イズなどの基本パラメータを推定することに成功した．

近年，TeVガンマ線領域でパルサー星雲が多数見つかっ
ており，X線観測との比較が可能になった．それにより，

2．7

高精度X線観測に向けた放射輸送計算コード

高エネルギー電子が星間空間に拡散していく過程を調べ

MONACOの開発と関連素過程の理論的研究

ることができる．そのようなパルサー星雲のひとつ，

「すざく」，「チャンドラ」などの新世代のX線観測衛

J1356−645を「すざく」で観測したところ，低表面

星やASTRO−Hによる次世代の高精度観測に向けて，従

輝度のX線放射が約10pcまで広がっていることが判明

HSSS

した．一方，X線スペクトルのべキに場所依存性はなく，

来よりも精密なX線放射モデルが必要となっている．天
体の非対称な形状や光子の複数回反応を考慮したモンテ

特性年齢（7．3kyr）の間に，あまりエネルギーを失う事

カルロシミュレーションにより天体からのX線放射を計

なく電子が拡散したものと考えられる．また，広がった

算するフレームワークMONACOの開発を行った．この

X線放射の中心はパルサーにほぼ一致していたのに対
し，TeVガンマ線放射の中心からは7分角ほどずれてい

「すざく」衛星の観測結果を解釈するモデルを構築した．

コードを用いて降着中性子星からのX線放射を計算し，

た．ずれの方向は，パルサーの固有運動の方向と一致し

さらに降着流モデルをブラックホール連星に適用し，時

ている事から，TeVガンマ線放射はパルサー誕生直後に

間変動や偏光を計算することが可能になった．また，物

加速されエネルギーを失いつつある電子からの放射であ

質とX線の相互作用を精密にモデル化し，MONACOに

り，X線は最近加速された電子からの放射と考えられる．

取り込むことで活動銀河核からのアウトフローや分子ト

これは，「パルサー星雲の名残（relic

ーラスからのX線放射の精密なモデルを構築することに

PWN）」という考え

方を支持する結果である．

成功した．

並行して，宇宙での黒体放射の中での逆コンプトン散
2．5

中性子星の質量半径への観測的制限

中性子星は，中性子の縮退圧によって支えられた天体

乱の解析的な定式化など，宇宙の高エネルギー現象を解
析する上で必要な素過程の理論的研究を進めた．

で，太陽と同程度の質量を持ちながら半径がわずか10km
程度という，きわめて小さな天体である．中性子星は原

2．8

活動銀河核ジェットの観測

子核と同程度かそれ以上の密度を持つため，中性子星を

「フェルミ」を用いて活動銀河核ジェットの解析とモ

調べる事で，いまだ良くわかっていない核物質の状態方

デル化を行い，ガンマ線放射機構に新たな制限を課した．

程式に制限を与えることができる．それには，中性子星

活動銀河核ジェットにおいては，中心ブラックホールか

の質量と半径が測定できれば良い．質量は，ある種の中

ら輸送されるエネルギーが，ジェットのどこで粒子加速

性子星では精度良く測定できるものの，半径は難しい．

に消費され，放射に変換されるかは依然未解明のままで

そこで，質量と半径の比，つまり中性子星表面の重力加

ある．この課題の解決を目指して我々は，ジェットから

速度の測定を試みた．そのため，低質量X線連星GRS
1747−312から「すざく」で観測された巨大X線バースト

の大部分の放射エネルギーを担うガンマ線帯域におい
て，統計の許す限り時間分解した解析と変動のモデル化

のデータを解析した．光球膨張時と光球が中性子星に一

という新たなアプローチを試みた．

致した時の見かけの光度差から，重力赤方偏移の大きさ

はじめに，我々が「フェルミ」の観測により発見した

を1＋z＝1。4±O．2と決定した．データの統計不足から誤

ブレーザーにおける1時間程度のガンマ線短時間変動を
ふまえ，さらに短い時間スケールでの変動を探査した．

差が大きいものの，今後有望な方法と考えられる．
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2．11ペルセウス座銀河団の研究

して「フェルミ」の系統的データ解析を行った．その結

ペルセウス座銀河団の観測を行い，鉄などの重元素が

果，一部の例外的な天体をのぞいて1時間以下での有意
な変動は見つからなかった．これは，GeVガンマ線放射

100億年以上前に，宇宙全体にばらまかれた事を発見し，

の変動の時間スケールが中心の大質量ブラックホールの

銀河団の広い範囲にわたって鉄の割合を調べ，そのばら

光速横断時間によって規定されているロ1能性を示してい

つきが極めて小さいことを発見した．実際得られたデ
ータは，そのようなばらつきが全くないと考えて説明で
き，銀河の分布と相関していない．1000万光年にも及ぶ

る．

さらに，本解析で発見されたガンマ線フレアの短時間

記者発表をおこなった．「すざく」を用いてペルセウス座

変動のプロファイルを単純な内部衝撃波モデルに基づい

広い範囲について鉄の割合がほぼ一様であることから，

てモデル化したところ，本研究で解析したいずれのフレ

鉄のほとんどは，銀河団が形成された時代よりも前に，

アについても，ジェットからの放射が，中心から1パー
セク程度の位置で発生していることを示唆する結果を得

宇宙に大きく広がりよく混ざっていたと考えられる．今

た．

から100億年以上前に，鉄などの重元素が星々から大量
にまき散らされ，宇宙に拡散した時代があったこと，現
在の宇宙に広がるほとんどの重元素はその時代にまき散

2．9 遠方のAGNからのGeVガンマ線の検出と背景放
射への制限
「フェルミ」ガンマ線衛星を用いてz＝1．1とこれまで

で，もっとも遠方の活動銀河核PKS

O426−380からの

100GeV以上のガンマ線の検出に成功し，記者発表を行
った．このような遠方の天体からの100GeVものエネル
ギーを持つガンマ線は背景放射の紫外線により強い吸収
をうける．実際に検出できたことにより，紫外線領域の
背景放射の光の量が銀河の足し合わせで説明できる量で

らされたものであることが分かった．数多くの星が生ま
れ，巨大ブラックホ・一・・一ルが急成長したこの時代，星々か

ら生み出された重元素は，銀河からの強い風に乗って宇
宙中に拡散していたのである．

また，ペルセウス座銀河団のホットガスの速度を精密

に評価した．中心部に近い，コールドフロント付近で
150−300km／sのバルクモーションを示唆する結果が得ら

れた．これ以上の詳細な研究はASTRO−Hを待つことに
なろう．

あることを明らかにした．

2．10

太陽からの非熱的放射のロケット観測実験FOXSl

2．12 強磁場激変星からのX線放射の研究
近接連星系にあって，伴星からの質量降着を受ける磁

太陽表面における小規模フレア（ナノフレア，マイク

場の強い白色倭星が発するX線のエネルギースペクトル

ロフレア）からの非熱的放射を観測するために，2014年

から，その白色媛星の質量を求める新しいモデルを構築

度実施予定のロケット実験FOXSI2の準備を進めた．硬
X線望遠鏡と高分解能半導体検出器を導入して2012年
度に我々が実施したFOXSI実験では，従来の衛星をは

した．それまで用いられていた標準モデル（旧標準モデ
ル）は，白色綾星への質量降着率が高い場合にしか適用
できなかった．これに対して，質量降着率が低い場合に

るかに上回る感度でマイクロフレアの撮像分光に成功し

も適用できる，いわば「新標準モデル」と呼ぶにふさわ

た（図1）．

しいモデルを新たに開発した．質量降着率が高い場合に

FOXSI2実験では，硬X線望遠鏡等の改良により有効

は，X線を放射するプラズマは白色倭星表面のごく近傍

面積をさらに向上させて，太陽からの非熱的放射のより

にできるので，降着流は一次元の一流体プラズマとして

詳細な観測を目指す．カリフォルニア大学バークレー校

記述でき，解析解が存在するが，質量降着率が低い場合

と共同でFOXSI2実験の準備を進めるなかで，焦点面検
出器である75μmピッチシリコンストリップ検出器の

には，プラズマが白色倭星上空の高い位置にできるため，

双極子磁場の幾何学や，電離非平衡電子一イオンニ流体

開発を担当し，FOXSI2用検出器ボードの評価を完了さ

の効果，重力エネルギーの解放といった様々な効果を取
り込まねばならず，問題は一気に複雑化する．この困難

せた．
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ロカロリメータの開発を行っている．2013年度は，多画

素TESアレイの製作に加え，

TESを上下に重ねること
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で検出エネルギーバンドを広げる試みとして立体的なア

角度分解能が実現できていることを確認した．小型衛星

センブルを行った．それに合わせて超伝導体のプリント
性能評価，また極低温フィルタ回路の製作を行った．複

搭載あるいはピギーバック衛星としての実現をめざし
て，硬X線全天サーベイを行い，ガンマ線バーストを始
めとする高エネルギー天体の突発現象の検出を行うこと

数素子の信号を多重化して読み出し，復調するベースバ

を検討している．そのため，モンテカルロシミュレーシ

配線を試作した．また，低発熱のSQUIDの設計製作，

ンドフィードバック回路について，FPGAによるディジ

ョンによるモジュールの最適化と，軌道上での到達感度

タル復調の開発を進め，処理の最適化をおこなった．

め見積もりを進めている．

3．2

3．5

誘電体マイクロカロリメータの開発

X線望遠鏡測定用X線ビームラインの開発

をGHz帯共振器として組み込み，はじめて極低温下での

昨年度までに開発したビームラインシステムにおい
て，検出器を拡散光の焦点位置に置き，望遠鏡と検出器
を別々のスケールで動かす事で，像のコアまで精密に測

エネルギー照射に反応した共振周波数の変化を検出する

定できることを実証した．

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，開発を続けている．2013年度は誘電体

ことに成功し，ボロメータとしての動作を予想通り行っ
ていることを確認した．

3．6

偏光X線観測を目指した湾曲結晶の開発

X線天文学の新たな局面を切り開くために，曲げられ
3．3

Si／CdTeコンプトンカメラを用いた超広角コンプ

た大きなシリコン単結晶を用いた，鉄輝線に特化する偏

トンカメラの開発

光感度の極めて高いブラッグ反射型偏光計の開発を行っ

シリコン（Si）とテルル化カドミウム（CdTe：カドテル

ている．2013年度は，CVD法を用いて，ダイヤモンド

と呼ばれる）の半導体のイメージング素子を組み合わせ

ライクカーボン薄膜をシリコン結晶に蒸着し，その間で

たSYCdTeコンプトンカメラの概念を提唱，開発を進め

生まれる残留応力を積極的に利用することで，円筒型・

ている．

放物面型の2次元に曲げることに成功した．

ASTRO−H衛星搭載の，硬X線撮像検出器（HXI）と
視野をもち，コンパクトで角度分解能の優れたガンマ線

3．7 X線CCDカメラの性能向上に向けた基礎開発
X線CCDカメラの，バックグラウンド除去効率の向

可視化装置の開発を行った．試作機を用いた福島実地試

上およびエネルギー分解能の向上を目指した基礎開発を

験で得た知見をもとに，販売モデルを設計，GUIソフト
ウェアの開発を行った．我々が技術移転を行う事で，世

行っている．今年度は，以下の2項目の開発研究を行っ

界で初めての商用コンプトンカメラ「ASTRO−

を印加する事で電荷の拡散を抑制し，エネルギー分解能

CAM7000HS」が三菱重工からリリースされた．

やバックグラウンド除去効率を改善しようというもので

軟ガンマ線検出器（SGD）の要素技術を応用して，広い

た．ひとつは磁場印加である．CCDの表面に垂直に磁場

続きおこない，除染の場においてコンプトンカメラをよ

ある．約0．3Tの磁場を印加し，電荷転送に影響しない
事，グレード分岐比に変化が見られることを確認した．

り有効に活用するために，測定方法の検討や解析アルゴ

2つ目は，2−layer

この「ASTROCAM7000HS」を用いた実地試験を引き

リズムの改良を進めている．

CCDである．

CCDでは反同時計数が

使えないが，2枚のCCDを重ねる事でイメージ上で荷電
粒子イベントを同定し，除去しようというものである．

3．4

超小型・高角度分解能コーデットマスクイメージャ

ーの開発
独自のCdTe半導体検出器の革新的な技術的進歩を
背景として，超小型・高角度分解能コーデットマスクイ

2−layer

CCDを試作し，近接した2枚のCCDが正しく動
作する事を確認した．試作品ではチップ間隔が2mmと
大きく，荷電粒子イベントの除去にはチップ間隔を桁違
いに縮める必要があることがわかった．

メージャーの開発を進めている．小型モジュール化によ

4．赤外線グループの観測研究活動

り，小型衛星等への搭載による観測機会の拡大が図れ，

また低コスト化という点にも利点がある．加えて，複数
のモジュールを並べることで，視野と感度の観点からの
装置の最適化も可能である．

概念実証のために，硬X線撮像検出器（HXI）の要素

4．1

宇宙赤外線背景放射（CIB）の研究

宇宙初期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

Background）を，

検出器である250μmピッチのCdTeストリップ検出器

「あかり」やロケット実験Cosmic

と，新規に開発した350μmピッチのマスクパターンを
もつマイクロ・コーデットマスクとを組み合わせた，

Ex−periment（CIBER）により観測的に研究した．また，

Infrared

Background

20cm角サイズの試作機を製作した．点線源を用いた実

「あかり」による観測では，近赤外線の低分散分光機

験を行い，硬X線に対して13arcminの設計値どおりの

能を用い，全天の離散的な観測点における，波長

将来の観測計画を推進した．
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している．

性を利用した黄道光の差引や，遠赤外線強度から得られ

この研究は，中間赤外領域にみられるダスト粒子の分

るダスト柱密度を用いた銀河拡散光の差引を行なった結

果，観測値から等方なCIB成分を得ることに成功した．

光学的な特徴の観測と地上大望遠鏡の高い解像力を生か
した空間構造の撮像観測を組み合わせ，さらに「あかり」

得られたCIBの輝度レベルは，

およびHersche1，

COBEやIRTSによる過

去の観測値と一致し，系外銀河の重ね合わせでは説明で

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．

きない余剰放射成分の存在を示している．これらの前景

平成25年度は，「あかり」の遠赤外線マップデータを

放射の評価とCIBの観測結果を3本の学術論文として発

用いた研究を主に推め，スタッキング法による高感度の

表するとともに，報道発表を行なった．

星周構造の検出手法を開発した．

CIBERは，可視・近赤外波長におけるCIB検出を目指
す日米韓の国際共同ロケット実験である．これまでに，

この手法を用いた太陽系外の微弱な遠赤外線構造の検
出についても研究を進めている．

3回の打上げ実験により，波長0．8−1．8μmにおけるCIB

の検出に成功した．平成25年度は，4度目の打上げとな
る最終実験として，それまでのホワイトサンズ実験場で

4．3

赤色巨星からの突発的質量放出の観測的研究

太陽の数倍以内の質量の恒星の進化末期には，内部の

の2段ロケットによる最高高度330km程度の実験から，

ヘリウム層の暴走的核燃焼（ヘリウムシェルフラッシュ）

ワロップス基地での4段ロケットによる実験へと変更し

により，突発的に大量の質量を放出する現象が起こると

た．これにより，最高高度が550㎞に達し，より長い観
測時間を得るとともに，より詳しい残留大気放射の評価

予想されている．これまで，数千年前に起きた突発的質
量放出で出来たダストエンベロープの観測が，「あかり」

を行なうことができた．これまでの実験データと併せ，

などで精力的に行われていたが，放出現象自体の観測例

CIBスペクトル強度を検出することに成功し，予想され

は無かった．

る宇宙初期天体の放射スペクトルとの比較に足る精度の

平成24年に，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

観測値を得ることができた．CIBのゆらぎの撮像観測や
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．これらの結果に関する学
術論文の作成を進めた．

ログの相互比較から，過去30年の間に赤外線で大きな
光度およびエネルギー分布の変化を起こした天体を同定
した．その解釈として，この天体は太陽程度の質量の進

CIBERの後継実験として，

CIBER−2計画を日米韓台の

化末期の星で，内部のヘリウム層の暴走的燃焼により突

共同で進めている．CIBER−2では，口径30cm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

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

らぎ観測，および，リニアバリアブルフィルター（LVF）

起こした直後の天体としては初めての観測例であり，恒

による分光観測を実施する．平成25年度は，望遠鏡の

星進化末期の理解を大きく進める重要な情報が得られる

製作やレンズ光学系の詳細設計を実施した．

を提議した．この仮説が正しければ，突発的質量放出を

と考えられる．ESAの遠赤外線天文台Herschelによる

また，CIBの地上観測手法として，ガリレオ衛星食掩

緊急観測，および近赤外線地上観測の結果は，上記のシ

蔽法を発案し，すばる望遠鏡ハッブル宇宙望遠鏡ス

ナリオを裏付けた上に，放出された質量が0．1太陽質量

ピッツァ宇宙望遠鏡等で観測を実施した．その結果，木
た．この現象の探索は木星大気の新たな研究を拓く可能

にも及ぶ可能性を示唆している．平成25年には，すば
るによる中聞赤外線分光・測光観測を行い，シリケイト
ダストの存在を確認した．このことは，本天体の進化を

性がある．今回は，ガリレオ衛星の予想外の明るさによ

考える上で重要な情報となった．また，エンベロープの

星の影中のガリレオ衛星が予想外に明るいことを発見し

りCIBを有為に検出できなかったが，今後のCIB観測に

質量のモデル計算による見積もりも行っている．今後

ついて最適な食条件に関する情報が得られた．

ALMA，

CIB観測の将来計画として，

SPICAによるCIB観測の

Mopra等による追観測を予定されており，多波

長での総合的研究プロジェクトを進めている．

科学検討を行なった．さらに，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を観測する

4．4

Exo−Zodiacal

る．次世代探査機ソーラー電力セイルへの観測装置搭載

米国のGOALSプロジェクト（代表者：米国スピッツ
ァ科学センターのArmus博士）は，合体中の銀河が銀河

In丘ared

Telescope（EXZIT）計画も進めてい

GOALSプロジェクトによる銀河進化の研究

を目指し，平成25年度は，光学系や冷却系の検討を行

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

なった．

たしているかを，近傍宇宙の高光度赤外線銀河のX線〜
赤外線にわたるスペースからの観測（チャンドラX線望

4．2

遠鏡，ハッブル宇宙望遠鏡，スピッツァ赤外線宇宙望遠

惑星系の形成およびその進化の観測的研究

惑星系の形成と進化に伴う円盤構造として，原始惑星

鏡）をもとに解明するプロジェクトであり，赤外線グル

系円盤やデブリ円盤等の構造とその進化を観測的に研究

ープからも研究者が参加している．平成25年度は，高

This document is provided by JAXA.
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光度赤外線銀河からの近中間赤外スペクトル輝線比等を

4．7

活動的銀河核の研究

用いたGOALSサンプル銀河の物理化学状態に関する論

「あかり」分光観測により，活動銀河核の研究を進め

文発表を行うと共に，44の高光度赤外線銀河システムの

ている．平成25年には，赤方偏移が3．5を超える電波銀

一酸化炭素分子ガスサーベイ観測結果についてGOALS

河（8C1909＋722

プロジェクトと共同で成果のとりまとめを行った．

を報告した．これは，Hα輝線の検出としては，今まで
で最も赤方偏移の高いものである．検出されたHα輝線

4．5

ミリメートル波広帯域分光装置Z−Specによる銀河

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

and

4C60．07）からのHα輝線検出結果

は線幅が広がっており，ダストに覆われたクエーサーの

存在を強く示唆している．一方，Hα輝線強度から示唆
された星形成率は，遠赤外線から導かれた星形成率より

ブミリメートル波銀河は，宇宙初期の原始銀河である可

も，・一一一桁低く，赤方偏移1から2．7にある銀河と同様に，

能性がある．Z−Specは，サブミリメートル波銀河のスペ

塵により大きな減光を受けていることが示唆されてい

クトルを広い波長域（1−1．5mm）にわたり一挙に分光し，

る．

一酸化炭素，シアン化水素，炭酸イオンなどが出す輝線

さらに，「あかり」中間赤外線全天サーベイを用いても，

を同定することで，天体の赤方偏移や物理状態を決定す

活動銀河核の研究を進めている．平成25年には，赤方

るための分光装置であり，NASAジェット推進研究所，

偏移0．006から0．8の銀河について，9および18μmでの

カリフォルニア工科大学，コロラド大学等と共同で開発

光度関数を求めた．これらの銀河のうち，スローン・デ

した．／i．成25年度には，チリのAPEX望遠鏡から米国
カリフォルニア工科大学に復帰したZ−Specの故障箇所

ジタル・スカイ・サーベイ（SDSS）の分光データのある
ものについて，分光データに基づき，銀河の分類を行っ

の修理のその後の再組立て及び動作試験を行い，次年度

た．この結果，18μmの光度が上がるにつれて，Type

の新しい観測に備えた．

2／Type

4．6

の光度が上がるについて，活動的銀河核周りのトーラス

1活動的銀河の割合が減少することがわかった．

これは，活動銀河核の統一モデルによれば，中間赤外線
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

のカバー率が減少していくということを示している．

成史研究については，前年度に取得したハーシェル宇宙

天文台およびJCMTによるサブミリ波観測データを解析
しカタログを作成したこと，紫外線衛星GALEXのデー
タの性能検証や，CFHTやすばる望遠鏡による新たな深
い地上可視・近赤外多波長データの解析とカタログ作成

5．赤外線観測技術の基礎開発
5．1

イメージスライサー分光装置の開発研究

茨城大学と共同でイメージスライサーを用いた観測装

等の進展があった．「あかり」中間赤外線データについて

置を開発している．このイメージスライサーは焦点面の

は，地球散乱光や明るい光源に伴うゴースト等人工的な

画像を分割し，1つのスリット上に再配置するものであ

画質汚染を同定・除去することで，深さが約20％改善し

り，次世代赤外線天文衛星のみならず，小型衛星や地ヒ

た．これにより天体数がはるかに増加した天体カタログ

望遠鏡でもきわめて有用になる技術である．

F成25年度は低温環境ドでの機構部の開発を行い，

を作成・公表した．この新カタログを川いて，赤方偏移
1．4の宇宙（星形成最盛期）から現在までの銀河進化／星

フィルタ交換機構とミラー挿入機構を実現した．

形成の特徴についての研究を行った．
5．2

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

作する高機i能赤外線光学素子の開発を，MEMS技術など
の新技術を用いて行っている．

ri成25年度も引続きサブ波長構造を利用した遠中間
赤外線多層膜干渉フィルター（SWS

filter）の開発を進め

た．その結果昨年度宇宙研マイクロマシンクリーンル
ーム施設にて試作に成功した単一材料多層干渉光学フィ
ルタに関して，サブ波長構造を工夫することで透過率／
遮断率を高めることができることが明らかとなった．

5．3

次世代衛星搭載に向けたBIB型Ge遠赤外線検出器

の基礎研究
図2

北黄極ディープサーベイ領域の「あかり」近赤外（2。4−5．OliM）

画像．

14成24年度までの再解析で，画質が大きく向ヒし，検出さ

れた天体の信頼性が向上した．

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
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Band）型Ge検出器は，30−200μm帯の新しい検出器とし
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許容範囲内に収まることを示した．

て注目されている．100・200ym帯では圧縮型Ge：Ga検出
器が広く使われて来たが，大きな加圧機構が必要なため
大規模アレイ化が困難であった．また，衛星環境におい
て放射腺の影響を受けやすく，深刻な光過渡応答を示す

5．7

遠赤外線CSIP検出器の開発

Charge

Sensitive

Infrared

Photodetector

（CSIP）は

などの問題点もかかえる．本研究では，過渡応答や放射

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

線の影響を低減でき，

当該波長帯をカバーするのに圧縮

外光子により励起され，チャンネルの量子井戸の電流変

の必要がないBIB型Ge検出器の国内開発を行っている．

化として光検出する．ゲートを浮遊することにより，チ

BIB型検出器は，光感度を担う高濃度領域と，暗電流を
低減するブロック層からなる．現在，2つのデバイス構

ャージ・アンプとして動作させる．これまでに15ym付
近の中赤外波長において，単一光子検出を実現する同波

成方法，MBE（Molecular−Beam

長での世界最高感度が実証されている．

Epitaxy）法と表面活性

化接合法を並行して研究している．

平成25年度には，ブロック層を薄膜化することで光
応答率を向上させることに成功した．その結果を国際学
会WOLTE・・10にて発表した．

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

ている．平成25年度は，波長45μm帯のCSIPデバイス
として従来の縦脱出方式（励起電子をウェハ垂直方向に
取り出す）に加えて，結晶構造がシンプルな横脱出方式

5．4

スペース天文用赤外線画像センサのための基礎研究

（ウェハ水平面内に励起電子を取り出す）の試作を行い，

スペース天文用赤外線画像センサに必要となる，極低

赤外線光子の検出に成功した．また，CSIPの性能を大き

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，高エネルギー加速器

く左右する結晶構造について，N【CTと結晶構造と結晶

研究機構と共同で行なっている．CMOSプロセスで作ら
れた従来のROICは極低温（＜30K）で性能が劣化するこ
とが知られている．われわれは完全空乏型（FD−）CMOS

成長に関する共同研究を結び，CSIP用ウェハ基板の改善

を進めている．N【CTとの共同研究による結晶改善に加
えてデバイス構造を最適化し，波長50μm帯での単一光
子検出を目指す．

プロセスで作られた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25年度は，多画素化に必要なアナログスイッチ
の開発を行ない，極低温でも十分な性能を有することを

確認した．その結果を国際学会WOLTE−10にて発表し

6．電波天文グループの観測研究活動
6．1電波天文観測装置の運用／整備／開発
電波天文グループは国立天文台，山口大，北大，岐阜
大，鹿児島大，筑波大，茨城大，大阪府立大，情報通信

た．

研究機構，および国土地理院と協力して，「大学VLBI連
5．5

自立型コロナグラフマスクの開発

携観測事業」（JVN）を運営している．これに臼田64m

中間赤外域での実用に向けたコロナグラフマスクの開

アンテナ（L，C，X帯），内之浦34mアンテナ（S，X帯）を

発を進めた．以前に行った，基板状に構築したマスクに

参加させ，JVN参加機関から提案された活動銀河核や星

よる原理実証の成功を受け，基板を用いない自立型マス

形成領域に関するテーマについて共同観測を行った．ま

クの製造プロセスを確立した．また，得られたマスクの

た，臼田，内之浦のアンテナの電波天文観測装置として

製造精度を可視光波長域の実証実験を完遂し，論文にま

の整備も行った．高感度化を目指して臼田64mアンテナ

とめた．

用に新規開発した8GHz帯2偏波冷却HEMT受信機を搭
載した．大気込みシステム雑音温度で25Kの低雑音を達

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…一ティング（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

成した．またさらに広帯域観測の立ち上げ作業を行った．

これらにより従来のVLBI観測に対して2倍以上の感度
向上が期待できる．

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

科学気球を利用する飛翔体電波望遠鏡による天文

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

VLBI観測のフィージビリティスタディを始めた．地上
では大気の影響を受け長基線干渉計を確立することが困

性（精密溝加工），大型インゴットの入手性があり，また，

難な高周波電波帯での観測の可能性を検討する．上空で

さらに天文観測用として実用化するには，回折面の反射

の技術的な評価をおこなうための，口径1．5mの22G】晩

膜，入射出面のAR膜といった課題がある．

VLBI電波望遠鏡ゴンドラの開発をおこなっている．受
信試験，干渉試験を終え，望遠鏡としての基本的な性能

これまでの評価で最適であると判断されたCdZnTeに
ついて，平成25年度には透過率の実測を行い，イマー
ジョングレーティングとして用いた場合の吸収・散乱が

を確認した（図3）．
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からの放射という仮説の証拠とされていた．しかし国立

天文台野辺山ミリ波干渉計を用いて行った3mm帯の観
測では変動の大きい波長帯にもかかわらずそのような時
間差は観測されなかった．
6．3

銀河／星間空間の電波天文学

国立天文台野辺山45m鏡を用いて行った銀河系中心
分子雲の衝撃波トレーサと考えられるSiO輝線での観測
から，分子雲一分子雲衝突の候補天体を見つけた．この衝

突は大量の分子ガスを強く圧縮することができ，激しい
図3

試作した22GHz

乱流状態にある銀河系中心分子雲でも大質量星を作るこ

VLBI電波望遠鏡

とのできるプロセスの1つと考えられる．
6．2

銀河核／コンパクト天体の電波天文学

近傍の活動銀河NGC4261を米国VLBAで観測を行い，
電波での吸収量の高分解能観測を行い，ブラックホール
の正確な位置を決めるとともにその周りの降着円盤の構
造を明らかにした．

銀河系中心ブラックホールSgr

A＊から2000シュバル

6．4

スペースVLBIの研究

2011年7月に打上げられたロシアのスペースVLBI衛
星「RadioAstron」による研究に参加した．平成25年度
は臼田64mアンテナでVLB観測をした．
今後のスペースVLBI，もしくはスペース電波天文ミッ

ツシルト半径という距離を2014年3月にガス雲が通過

ションの方向性を探るために，国内で興味を持っている

するという現象が予報されていた．近心点通過に伴いガ
ス雲がブラックホールの周囲のガスに衝突して衝撃波が

研究者と議論を行うとともに，中国のスペースVLBI計
画の関係者，米国JPLの低周波ミッションの関係者との

発生すると予想される．数値シミュレーションを実施す

議論を行った．

るとともにこの現象を捉えるために22GHz帯短基線

7．理論グループの研究活動

VLBモニタを今年度も継続した（宇宙研，国立天文台．
茨城大，筑波大，国土地理院，岐阜大，情報通信研究機
構，慶応大，東京大，鹿児島大，放送大が参加する）．近

7．1

物質と反物質の反応

心点通過したはずの2014年3月末でも電波領域ではフ

宇宙には反物質の世界が存在しないように見える．宇

レアは起らなかった（図4）．これはガス雲の構造やブラ

宙の生い立ちを知るには，この消えた反物質の謎解きを

ックホールの周囲のガスに予想とは異なることがあるこ

しないといけない．そこで多くの研究者が関心を持って

とを意味している．

いるのは，物理の基本法則に関する検証として，CPT対

国立天文台VERAによるカシオペア座PZ星の観測に

称性は成り立つのか，物質と反物質との間に重力はどの

より，この星までの距離を正確に求め，この星が所属す

ように作用するのか，といったことである．実験室でも，

るOBアソシエーションの運動をより高い精度で示した．

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

銀河系中心ブラックホールSgr

A＊のミリ波帯の放射が

れるエキゾティック原子が調べられるようになり，反物

どこから放射されているかは良く分かっていない．米国

質の物理は身近なものになりつつある．反陽子が物質と

VLAの観測で7mm帯の電波は波長が短くなると変動時

衝突すると直ちに粒子・反粒子の対消滅が起こるわけで

刻が速くなるという報告があり，断熱膨張するプラズマ

はない．多くの場合，反陽子はまず原子に捕獲され反陽
子原子が生成される．生成される反陽子原子は一般に非

6．0

SrAt

MONITOR

at

22

GHz

b

JVN

常に高い原子的内部状態にあり，このため消滅に対して

0

5

ある程度の寿命を持つ．物質と反物質の相互作用を考え

4

0

本研究では反陽子と水素原子の低エネルギー衝突で直

3

0

接対消滅が起きる可能性を調べてみた．この系では反陽
子と陽子のクーロン束縛系である反陽子水素原子（別名

Z

0

protonium）ができる組換反応のチャネルもある．対消滅
L

0

︵﹀﹁︶NエONNお孟ω＝o℃×コ一﹂

るときには，この反陽子原子の生成過程を理解する必要
がある．

過程を理解するには，この組換反応も正しく記述できな

0．0

100

200

DOY（from

図4

Sgr

300

400

2013Jan．1）

A＊の22GHz帯短基線VLBモニタ

500

いといけない．そこで，反陽子水素生成チャネルと消滅
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
的手法を開発し計算を行った．
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この計算を行った際に，反陽子水素生成断面積に小さ

標的が希ガス2量体の場合に適用して解析を行った．共

いピ…一ク構造が表れることを発見した．これを説明する

有結合分子と異なり，希ガス2量体では2個の希ガス原
予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

ために，WKB近似とuniform近似を導入した．そして，
生成断面積のピークはover−barrier共鳴によるものであ

ることがわかった．さらに，ここで導かれた表式は

況を記述するようにモデルを定式化し，希ガス2量体に

tunneling共鳴も含む一般の（原子衝突，化学反応，核衝

特徴的な多重電離の機構を見いだした．

突，外場効果など任意の系の）形状共鳴に適用すること

最近，希ガス2量体の解離イオン対分布に関する初め

ができる非常に便利なものである．

ての実験（9価イオンとアルゴン2量体の衝突）がフラ

ってクーロン爆発を起こし解離する．最近，このような

ンスのGANILで行われ，その結果をわれわれのモデル
で説明することに成功した．その際衝突の途中で多数
の電子が順に電離する過程において，準分子を形成して
いる電子が標的内のイオン芯電荷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た。その後さらに20
価イオンを用いて同様の衝突実験が行われ，それに対し

現象が，散乱イオンと解離イオン対の3重同時計数測定

てもモデルに基づいて同様の解析を行った．入射イオン

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

の価数が大きいほど上述の遮蔽効果は小さくなると予想

7．2

多価イオンによる希ガス2量体の多重電離

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

れようになった．われわれは，実験から得られようとし

していたが，実験の結果はそれと逆の傾向を示している．

ている新しい知見を予言あるいは解釈するため，標的が

この矛盾を解決するための試みとして，標的内のイオン

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

だけでなく入射イオンに対しても遮蔽効果を考慮するよ

デル（3−center

うにモデルを拡張し，検討を進めた．

Coulombic

over−barrier

model）を開発して

理論的研究を行ってきた．さらにこのモデルを拡張して，
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1．太陽物理学

組み，さらには，太陽と太陽系との物理的つながりの理
解に向けた貢献を目指している．また，次世代の先進的

1．1概要
太陽グループは，太陽系空間に様々な形で影響を与え
支配する「太陽」を主な研究対象として観測的研究を推

な観測の実現に向け，飛翔体や搭載する望遠鏡の技術開
発研究を推進し，2020年代前半に実現を目指す次期太陽
観測衛星計画の立案企画等も先導している．

進している．太陽大気プラズマガスは，フレアや噴出・
ジェットなど多種多様な磁気流体現象に満ちあふれた想

1．2

像以上にダイナミックな世界である．空間的に解像でき

1．2．1

太陽物理学の研究
太陽観測衛星「ひので」の観測運用

る唯一の天体プラズマとして，磁場とプラズマが造り出

太陽観測衛星「ひので」の観測運用を研究活動と密接

す大気ダイナミクス，フレア，コロナ加熱，周期的磁気

にリンクして行っている．詳細は，SOLAR−Bプロジェク

活動など，太陽・天体プラズマの基本問題の解明に取り

トの研究活動報告の項を参照のこと．
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1．2．2

「ひので」−IRISの共同観測による波動散逸現場

2013年6月末．NASAの太陽観測衛星IRISが打ヒげ

線観測より見積もられる白色光カーネル上空のド降流
（電子密度の変化）との関係など詳細な解析を行っている．

られ，8月末より「ひので」との共同観測を開始した．
「ひので」可視光磁場望遠鏡（SOT）が得意とする高空間

541

分解能における動画観測と，それに匹敵する分解能で分

540

光観測が可能なIRISの組み合わせにより，これまで「ひ
ので」単独では測定できなかった視線方向速度やライン

奮

幅の広がりが得られるようになった．この性能と特徴を

塁538

539

ジ

活かし，太陽縁におけるプロミネンスデータを取得し解
析を実施した．「ひので」の画像からは，過去にも観測さ

537

れている振動現象が見られた一方，IRISの視線速度情報

536

からも同様の振幅，周期の振動が観測された．また，振
動振幅の大きい場所（特にプロミネンス上部）ではライン

535
807

幅も広いという傾向が見られ，これは視線方向の重なりの
効果を含めても，乱流などの非熱的成分の存在を示唆して
おり，コロナ加熱の一端を捉えていると考えられる．
また，「ひので」のカルシウム線（低温プラズマ）とIRIS

のシリコン線（やや高温のプラズマ）の位置一時間関係

808

809

8tO

811

812

813

X｛arCS㏄S｝

図1太陽リム付近で発生した白色光フレアについて，3色の連続
光（Red，

Green，

Blue）の測光から温度を診断

参考文献［K。Watanabe，
Disnibution
the

2012

of
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et

al．「IEmission

White−Light
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Solar

Flare
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Observed
，

by

and

Temperature

Hinode／SOT

ApJ，776，123，2013］

from

より．

を調べてみると，低温から高温に遷移する様∫・が明らか
となった．さらに，微細構造の鉛直振動（カルシウム線）

1．2．4

太陽表面対流による水平方向磁場輸送過程の解明

と視線方向（マグネシウム線）の振動に着目し，その位

太陽の周期的磁気活動（太陽ダイナモ）を理解する上

相差を詳細に調べたところ，通常考えられるMHD振動

で，太陽表面対流による磁場輸送は重要過程の一つであ

（キンクモード）では説明できないものが見つかった．そ

る．現在の理論モデルでは，対流による磁場輸送は単純

こで，理論研究者と協力し，3次元MHD数値計算によ

拡散項として取り扱われている．個々の磁極運動を解析

りこの振る舞いについて詳細に検討した．その結果，マ

することで，その取り扱いが正しいのかの検討を行った．

グネシウム線のスペクトルは微細構造表面の局所的な運

本研究では，1）「ひので」可視光磁場望遠鏡（SOT）の

動を反映していることがわかった．また，このような振

高空間分解能により．個々の磁極を安定して捉えられるこ

動は微細構造表面でさらに細かい乱流的な構造を発生さ

と，2）地上観測よりも長時間同じ領域を観測できる衛

せ，この乱流が振動のエネルギーを散逸させる働きがあ

星観測の利点，3）大量の観測データ処理をロ∫能とする

ることを見出した．この観測結果とシミュレーションの

画像認識の利用，によって可能となった．解析の結果か

組み合わせにより，波動の散逸現場を特定したと考えら

ら，少なくとも水平方向輸送について，単純拡散として

れる．詳細については引き続き解析中である．

の取り扱いは正しくないことが示された．来年度以降で

1．2．3

数値計算との比較などにより，さらにその理解を深める

は，異なる特徴を持つ領域の解析や磁気対流の磁気流体
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（SOT）がとらえた太陽

予定である．

フレアの白色光発光に注目し，粒子加速機構を探ってい
る．まず，白色光発光がどのような条件で発生するのか，

その物理条件を探るために，ひので／SOTが観測した白色

1．2．5

活動領域コロナ構造の分光診断

極紫外撮像分光装置（EIS）が2007年3月7日に取得

光フレアと非白色光フレアについて，統計的な解析を行

した極紫外分光データを解析し，太陽リムに位置する活

った．白色光フレアでは非白色光フレアと比べてフレア

動領域に見られた暗い筋（dark

の継続時間が短いことや，硬X線の放射強度が大きいこ

ループ（cool

と，また2本のフレアリボン問の距離が短いなどの解析

T＝5．4−6．4）の輝線のスペクトルを用いて，電子温度，

lane）および低温コロナ

loop）の物理診断を行った．異なる温度（log

結果より，自色光フレアは大量の加速電子が短時間にコ

ドップラー速度非熱的速度を太陽リムからの高さの関

ンパクトな領域に降り込むことによって発生しているこ

数として求めた．また，等温静水圧平衡状態にあるプラ

とが分かった．

ズマを仮定して，密度スケール長から温度を決定した．

また，2012年10月23日に発生したX1．8クラスフレ

密度スケール長からの温度を輝線形成のピーク温度と比

アに伴った白色光の増光については，ひので／SOTだけで

較した結果，低温ループと暗い筋の構造は，スケール長

なく極紫外撮像分光装置（EIS）のデータも用いて，各

からの温度で最もはっきりと見えることが分かった．低

白色光カーネルにおける白色光放射の温度分布や白色光

温ループの非熱的速度はループに沿ってゆっくりと減少
する（＜7km／s）が，黒い筋構造では高さと共に非熱的温

放射と非熱的電子の放出エネルギーの比較そして紫外
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度が急激に減少している．このように構造に沿った非熱

とX線画像（XRT）を用いて極域ジェットの元素組成比

的温度の振る舞いの違いは，太陽表面近くでの波動の減

を調べることによって，その組成比が高速太陽風の組成

衰もしくは磁気リコネクションによる擾乱でそれぞれ説

比と同じであるかを検証した．第一イオン化ポテンシャ

明できる可能性を示唆している．
IYb．Izロ

くゆりにわ2）
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高速太陽風との関係が示唆された．今後様々なジェット
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…一顎

聖●rq、

ゆ5
讐

非常に強力なフレア（Xクラス）の多くは，δ型とよ

1。。

配f鷺の門、

翼

ばれる黒点の発達と密接に関係して観測される．δ型黒

剛F，qp門、

高さの関数としてプラズマ診断を行った2つの活動領域コロ

ナ構造．
参考文献［K．−S．Lee，

Cool

Loop

in

a

Solor

177，2014コ

よ

り．

et

a1．

Limb

Spectroscopic

Active

Region

Study

by

磁気中性線に沿った光球高速流と大フレア発生

of

a

Dark

Hinode／EIS

，

Lane

and

a

ApJ，780，

点は，異なる極性の磁束が近接して存在し，それらが一一

つの共通の黒点半暗部によって取り巻かれている黒点で
ある．異なる極性の問には，

シア

した磁場トポロジーが

形成され，これがフレアで解放される磁気エネルギーを
蓄えている．このような構造にて，普段は見られないよ

1．2．6

EUV波動に対する低温度プラズマの応答

うな顕著な高速ガス流が観測されることには，それほど

極紫外撮像分光装置（EIS）およびSDO衛星搭載紫外
線望遠鏡（AIA）のデータ解析により，2011年8月4日

意外性は感じられない．

のフレアで発生したEUV波（極紫外線で観測される伝
播する構造）を調べた．EUV波は太陽面に広がるように

場構造と関連して高速の流れが存在するか，またその顕

伝わり，波面の…部が離れたところに位置した活動領域

については観測的にも理論的にも理解が乏しい．

（AR11263）を通過した．その瞬間をEISが分光観測でと
を使って調べられていたが，波動に対して低温プラズマ

太陽観測衛星「ひので」は，2011年以降活動度のL
昇に伴いXクラスフレアをとらえ始めた．可視光磁場望
遠鏡（SOT）のストークス・ポラリメータ（SP）による

がどのように応答するかは今まで調べられていない．

磁場・視線速度場の精密計測は，その観測的な理解を初

EISとAIAデータの解析によって，輝線強度やドップラ
ー速度成分の変化について，低温から高温にわたる異な
る温度で比較することが初めて行われた．コロナ温度に

めて可能にする．2012年3月7日のX5．4フレアは，

観測を主体とする観測中に初めて発生した大フレアであ

て輝線強度の増加が起きる前に，より低温の温度にて強

に関連して発生した．フレア中心付近を通る磁気中性線

らえていた．今まで行われた解析では，コロナ輝線のみ

しかし，δ型黒点が現れる頻度

が少ないため，δ型黒点の内部において，どのような磁
著な流れがフレア発生とどのような因果関係をもつか，

SP

る．このフレアは，δ型黒点内に形成された磁気中性線

度増加が発生することが明らかとなった．さらに，コロ

では，光球層において太陽面に対して水平に配向した磁

ナ輝線では3km／s程度のドップラー速度が見られたのに

場がフィラメント状に形成されていた．フレアのループ

対して，より低温の輝線ほどドップラー速度（10km／s）

足元である彩層リボンはこの磁気中性線の両端から成長

が顕著に起きていることが分かった．今後この観測結果

した．この水平磁場は，中性線にほぼ沿って存在し，ま

が物理的にどう意味するかを検討していき，EUV波の物

た2−5km／sと大きなドップラーシフトが観測された．局

理的正体を明らかにしていく予定である．

所的に磁束の増加が見られないことから磁気浮上という

1．2．7

励起されていると解釈できる．太陽面上の発生位置

よりも，磁気中性線に沿った水平磁束に高速のガス流が
紫外線分光による極域ジェットの元素組成比の

決定

（N18E31）を考慮すると，4−7km／sと光球での音速に匹

太陽極域に広がるコロナホールは，高速太陽風の源泉

敵する高速流である．高速流はフレア発生の何時間も前

と考えられているが，コロナホールで観測されるどの構

からフレア後まで長時間にわたって観測され，準恒常的

造が高速太陽風の駆動源であるかは特定できていない．

な流れである．この準恒常的な流れの先には立った磁場

特に，コロナホールで頻発する極域ジェットが駆動源の

が集積した磁極があり，この流れは磁極をゆっくりと押

一候補として指摘されている．地球付近で行われる
場

その

し，

シア

した磁場をさらに

シア

させ，またエネルギー

観測からは，高速太陽風の元素組成比は光球の組成比

解放のトリガーを起こしやすい磁場配意を形成するのに

に近く，一方低速太陽風はコロナの組成比に近いと言わ

重要な役割を果たしたことを発見した．類似の高速流
は，他のXクラスフレアを発生させたδ型黒点にも見ら

れている．今回「ひので」の紫外線分光データ（EIS）
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れるようであり，今後このような光球高速流がフレアの

では，これらの蓄積された科学データを最大限利用する

エネルギー蓄積やトリガーにて果たす役割を詳しく調べ

ことが必要となる．データ解析を行う上で問題となるの

ることが，フレア発生機構の解明や発生予測のために重

は，蓄積された観測データから，ある研究を進めるのに

要であることが分かってきた．

適した観測データが取得されているのかを容易に知る手
shift

段である．取得されたデータを容易に把握できる仕組み

婚

Doppler

Magnetic行eld

℃ε三〇110に

3D

る．この目的のために，可視光磁場望遠鏡（SOT）によ
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観測データについて，撮像間隔，観測波長や観測対象な
どの観測情報をまとめた観測リストを作成した．また，

本観測リスト作成について，来年度の名古屋大学データ
を行うッール開発や研究コミュニティへの公開を行うこ
とを予定している．

と顕著な光球高速流（右）．
et

る2007年10月から2013年12月までのおよそ6年間の

ベース作成共同研究に採用され，観測リストの自動更新

δ型黒点内の磁気中性線に沿って形成された水平磁場（左）

参考文献［T．Shimizu，

は，蓄積されたデータを最大限に活用した研究を促進す

2012

，

speed
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flow
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press，2014］より．

「ひので」観測と実験室プラズマ実験との共同研究

「ひので」観測がとらえたフレアや彩層ダイナミック

1．2．11

X線望遠鏡（XRT）のコロナ温度診断能力の向上

X線望遠鏡（XRT）は，100万度から1000万度以上の
コロナプラズマの温度診断をする能力をもつX線イメー

ジャである．この温度診断を可能にするために，

スは，磁気リコネクションが中心で働いていると信じら

Narukage

et

al．（Solar

Phys．269，169，2011）は，打上げ

れている．太陽フレアの磁気リコネクションは，「ようこ

前に取得した地上較正データを用いて焦点面X線フィル

う」のX線観測で得られた観測的証拠で揺るぎないもの

タの厚みを精度良く決定した．しかし，活動領域やフレ

であるが，なぜリコネクションが高速に働くのか？など

アの観測に良く用いられる厚めのフィルタ（med−Be，

基本的な物理的仕組みには未知な点が多い．「ひので」観

med−Al，

測によって，高解像度かつ高精密な磁場観測が可能とな

光量が弱く，精度が劣るものであった．そのため，飛翔

thick−A1，

thick−Be

filters）は，較正データのX線、

り，磁気リコネクション現象の磁場構造や動的な振舞い

データを用いてX線フィルタの再較正を行った．複数の

を観測的に探ることができるようになった．しかし，磁

X線フィルタで取得した静かな活動領域のデータを用い

気リコネクションのX点は，構造が小さすぎて，「ひの

ている．この較正によって，XRTのコロナ温度診断がよ

で」の高解像度観測でもX点付近の物理診断は極めて難
しく，磁気リコネクションの核心に「ひので」観測のみ

り向上した精度で行うことができるようになった．

：
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図42011年6月7日に発生したMクラスフレアのX線観測．（c）
が再較正後の温度マップ．

で，東京大学大学院新領域創成科学研究科小野・井研究

参考文献［N．
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研究の視点や基礎物理の視点など多角的に討議してい
る．「ひので」観測による物理量をもとに実験室プラズマ

1．3

による再現実験（「ライトブリッジ」における彩層ジェッ

1．3．1

装置開発と将来計画
次世代太陽観測衛星の概念検討

ト現象に着目し，東京大学TS−4球状トーラス実験装置

「次世代太陽観測衛星（SOLAR−C）」は，世界初とな

を用いてスフェロマク磁場と外部磁場との磁気リコネク

る彩層（プラズマβがほぼ1の大気）の磁場観測と，彩

ションによって再現を試みる実験計測）などから成果が

層〜コロナの高解像度観測によって，太陽の磁気活動の

得られつつある．

全貌を明らかにする衛星計画である．SOLAR−C

WGは，

国内太陽物理コミュニティが参加して組織され，米国・
1．2．10

可視光磁場望遠鏡（SOT）観測のリスト生成

欧州の主要研究者の協力も得て，ミッションの概念検討

「ひので」衛星による観測期間は7年を超え，そのデ

を進めている．光学磁場診断望遠鏡（SUVIT）は解像度

ータは多種多様なものとなった．これからの科学的研究

の高い偏光分光観測によって，光球のみならず，これま
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で困難であった彩層の磁場を測定する1mを超える望遠
一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

ある．紫外線高感度分光望遠鏡（EUVST）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な0．3

副夢ザ

鏡である．また，太陽の活動現象を理解するには，光球

秒角で彩層一遷移層一コロナの大気をシームレスに分光
撮像観測を行う．X線撮像分光望遠鏡（XIT）は，0．2−0．3

秒角のこれまでにない高い空間分解能でコロナの広視
野・高頻度の撮像観測を行う．前年度に引き続き，ミッ
ション提案に備えサイエンス目的の明確化などを進める
とともに，高精度観測を実現するヒで要となる姿勢制御
系などのシステム検討を継続して行っている．

図5 長寿命駆動試験を行う小型チャンバ内部：温度制御用箱内に
回転駆動機構1号機を設置し，連続回転駆動させている．右上の側

面にTQCMを設置．

り，動作回数を延ばす取り組みを継続した．2012年度の
液体潤滑軸受の駆動機構に対する試験で，軌道上1．1年

1．3．2

SOLAR−C大型望遠鏡開発の技術的検討

光学磁場診断望遠鏡（SUVIT）は，［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

運用に相当する3500万回まで回転動作した後回転トル
クが増大した事象が発生したが，検討により不具合要因
を特定した．これを受けて，回転駆動機構は，超精密な

ら紫外線域までの広範な波長範囲をカバーする．コリメ

薄肉大口径軸受を導入した設計変更を施した．この機構

ート光学系について，3枚の非球面ミラーによる構成を
選定して保持構造の概念検討をおこない，グレゴリアン

速条件で2年近く連続駆動させる予定），順調に進行し

に対して，第3回の連続駆動・寿命検証試験を開始し（加

望遠鏡と組み合わせた光学性能の実現性に目処をつけ
た．望遠鏡は1．4mの［径をベースラインとして構造の
概念検討をすすめ，衛星とのインターフェースの最適化

機構から発生するアウトガスを定期的に計測している．

をおこなった．また，望遠鏡主鏡の排熱について，これ

また，同じく超精密軸受に交換した回転駆動機構試作品

ている．同試験では，駆動機構から発生するアウトガス

レートを正確に計測できるTQCM計測系を開発し，駆動

までの放射による排熱方式とヒートパイプによる排熱方

（2号機）を観測ロケット実験CLASP用フライト品とし

式を比較検討し，後者がよりリスクが少ないという結果

て国立天文台にデリバーした．

を得た．基本的な構成を絞り込むことにより，今後の望
遠鏡全体の具体的設計を可能とした．

また，口径1．4mの光学望遠鏡の結像性能を保証する
ためには，焦点面観測装置内部に焦点調節機構が必要と

日本が製作を目指す焦点面観測装置部（偏光分光器）

なる．焦点駆動機構は，結像レンズを焦点方向に移動さ

に関し，ダイナミックな彩層を診断する上で2次元的な

せるリニアステージである．2012年度に寿命性能評価用

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

の機構モデル（BBM品）を制作し，本年度から真空環境

討をすすめた．接着剤で固定した試作ファイバーリボン

下での連続駆動試験の実施を始めた．±30mmのフル往
復運動を2万回実施し，トルク計測から動作特性に変化

が温度に依存する有意な偏光を示すことが明らかとな
り，改善策の検討をすすめている．また並行して，細い
鏡の集合からなるイメージスライサーも面分光素子の候

のないことを確認し，駆動機構として設計通りのものが
実現していることを確認している．

補として検討，試作を開始した．近い将来には採否の判
断をおこなう．面分光装置を収容する焦点面観測装置の
光学系については，全系のベースライン光学設計案を得，

構造検討に向けて誤差配分の考え方を確立した．
1．3．3

高信頼性回転駆動機構・焦点調節機構の開発

数秒以下の時間スケールで変化する現象を継続して観
測するためには，望遠鏡の光路中に入れる回転波長板（磁
場測定に必要）など，ミッションライフを通じて真空一ド

で数100万一1000万回以上動作できる回転駆動機構が必
須であるが，国内で開発されておらず，焦点面観測装置
（SUVIT偏光分光器）の国内開発上，最大の障害となる．
必要な回数動作する回転駆動機構を手に入れるために，

国内メーカと共同で回転駆動機構の開発に取り組んでき
ている．本年度は，試作品の真空での駆動寿命試験によ

図6 焦点調節機構の真空環境ドの駆動寿命試験．上部は焦点調節
機構をチャンバ外部から駆動するモータおよびトルクメータ．
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1．3．4

の高解像度を実現するには，衛星擾乱による画像ぶれを

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，0．5keV
から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線望遠鏡を実現する上で鍵となる，（a）サブ秒角の
空間分解能を持つ斜入射ミラーと，（b）良好なX線スペ

抑える焦点面像安定化装置が重要である．特に，高速撮

クトロスコピー性能をもち，かつ高速・低ノイズの読み

用いて，50x50画素を約1500椥秒で連続取得する回路

出しが可能なCMOS検出器，の2項目についての実現性

である．高速での画像の取得に成功し，今後取得画像の

を見極めるための検討を進めた．光子計測機能付き高分

ノイズ等の評価を行う予定である．また，製作した回路

解能X線望遠鏡を実現する上で鍵となる，サブ秒角斜入

をベースとして高速化の限界速度についても機h検討

像・画像相関処理により画像ズレをリアルタイムに検出
する「コリレーション・トラッカー」の高速化が重要で

あり，その実現を目指したCMOSセンサ回路の開発を行
っている．宇宙機搭載も視野に入る民生CMOSセンサを

射ミラーについて，試作ミラーを完成し，SPring−8にて

し，約2000枚／秒まで速度を上げられることが分かった．

X線（8keV）結像性能評価を行った．これにより性能改

「ひので」搭載の像安定化装置が580枚／秒であったのに

善項目を洗い出し，精密研磨工程の改善など，次年度の

比べると，約4倍の向上が見込める．この性能は，0．1

研究内容の具体化を進めた．また，CMOS検出器は，検

秒角の高解像度をもつスペース望遠鏡の実現に向けた大

出器メーカと技術協議を継続した．

きなステップである．

2．宇宙プラズマ
2．1概要
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
組みでプラズマ宇宙観の構築に貢献する者から構成され
る．研究活動は，理論・シミュレーション研究，データ
解析，データを取得するための観測機器開発と広く展開
されている．さらに，衛星計画の企画等にも関わってい
る．

図7Wolter I型試作セグメントミラー．
回転放物面部，手前が回転双曲面部．

Pt蒸着後の写真。奥側が

2．2

科学衛星データ解析

2．2．1

1．3．5

国際共同観測ロケット実験CLASP

「あけぼの」

2014年2月に，25年間のデータ取得を達成した．現

「ひので」の詳細な観測により，彩層はダイナミック

在の太陽の活動サイクルの上昇が遅れたので，太陽の活

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

動周期（通常11年）2サイクル分のデータ取得は2013
年8月に達成された．「あけぼの」衛星やその他の人工

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

衛星の長期観測データを用いて，地球にやってくる太陽

定は，ほとんど行われていない．そこで，彩層磁場構造

風とエネルギーの高い電子の関係が統計的に解析され

の解明こそが太陽物理学のフロンティアであると考え，

た．その結果，宇宙嵐時に電子の数が増えるためには，

ライマンα線（波長1216A）の直線偏光を〜0．1％とい

スピードの速い太陽風の中に南向きを向いた磁場が含ま

う高い精度で検出し，量子力学的ハンレ効果を用いて彩

れていること，オーロラの活動も数日間にわたって活発

層・遷移層の磁場を直接計測することを目指した観測ロ

になること等が示された．長期間蓄積したデータを生か

ケット実験Chromospheric

した，放射線帯の電子増大過程に関わる成果が論文等で

Lyman−Alpha

SpectroPolar−

imeter（CLASP）を日・米・スペイン・ノルウェー・フラ

発表された．

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．
2015年のフライトに向けて，技術開発や検討を進めた．

2．2．2

「GEOTAIL」

1992年の打上げ以来，「GEOTAIL」は素晴らしい成果
を出し続けている．時間分解能等の点においては後続の
欧米による衛星（ESA

1．3．6

高速CMOSセンサ回路の開発

「SOLAR−C」の光学磁場診断望遠鏡で未踏の0．1秒角

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
て観測してきたメリットは大きく，例えば，その空間サ
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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

2．2．4

対し，エンジン部のサイズは100〜1000kmである）通過

や惑星の自転速度，内部プラズマ源の違いを反映して，

し，そのコアでのデータを取得し，その物理の解明に大

多様なケースをもちうる．特に，木星・土星では，地球

きく貢献している．

と比して自転速度が大きいことや，太陽風のプラズマ

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

惑星探査機観測データ解析による木星・土星磁気

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

β・マッハ数が大きいことなどにより，プラズマ環境は
地球のそれと異なる面が多い．

ある．これは，長年の課題であった「時空分離」を可能

例えば地球においては，昼側の磁気リコネクションが

にする多点観測が可能であることを意味する．

磁気圏のダイナミクスを駆動する端緒となっていると考

「GEOTAIL」は，

Cluster，

THEMIS等による多点同時観

えられるが，今年度，CASSINI衛星のデータを用いて土

測に参加することで，磁気圏現象の時空発展を理解する

星における昼側磁気圏界面リコネクションを解析したと

研究にデータが提供されている．さらに，2015年には

ころ，典型的なリコネクション電場は小さく，土星の電

NASAがMMSという4衛星から成る編隊観測計画を開

離圏・磁気圏対流を駆動する主要因にはなりえないであ

始する．この計画では，衛星間距離を小さく取ることで

ろう事が明らかになった．

電子スケールでの物理を分解し，磁気リコネクションと

また，土星の昼側磁気圏界面では，地球の場合と同じ

いう物理プロセスのエンジン部分を真に解剖しようとす

く，plasma

るものである．「GEOTAIL」はMMSが観測する領域の
周辺状況（マクロ物理的境界条件）を観測し，MMSの

現象の発現が，地球の場合と異なり，太陽風の磁場の向

depletion

layer（PDL）と呼ばれるプラズマ密度

の小さい（磁場強度の強い）領域が観測されるが，この

観測を支援するだけでなく，データの相互参照からマル

きによらないという事がわかった．これは，土星磁気圏

チ・スケール物理観点からの新しい研究テーマの発掘を
可能にする．現在は，この準備を進めている段階にある．

界面が地球に比べてリコネクションを起こしにくいとい
う事を示唆しており，先の結果とも整合的である．

2．2．3

いて，木星磁気圏夜側プラズマシートの共同研究を進め

木星磁気圏に関しては，GALILEO衛星のデータを用
「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

た．一見分厚い（イオンの慣性長やジャイロ半径に比し

粒子分析器を用いて，オーロラ微細構造を観測し，その

て）木星夜側プラズマシート内の電流層が，実は内部に

成因を解明することを目的としていたが，2008年夏に電

薄い構造を持つ，という事実は，木星磁気圏夜側のリコ

子分析器（ESA）が機能停止して以降，中・低緯度の大

ネクションを考えるにあたって重要な結果であり，特筆

気光・スプライト発光観測による，高層大気の物理化学

に値する．

過程の解明にシフトした．2011年2月から11月まで，Z

これらのデータ解析の他，ISSIワークショップ（GIANT

軸光ファイバジャイロセンサ（FOG−Z）の故障のため，

PLANET

理学観測は停止した．新姿勢制御アルゴリズム実装によ

て，GALILEO， CASSINIのデータ解析結果を多く盛り込
んだ木星・土星のレビュー論文を出版した．

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

2．2．5

MAGNETODISCS

AND

AURORAE）の産物とし

「かぐや」MAP−PACE

関して，2012年度までにほぼ全地球経度を網羅し，汎地

宇宙空間には様々な天体があり，その天体周囲のプラ

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

ズマの様子は固有磁場を持つ／持たない，濃い大気を持

している．それ以外にも，運用延長申請した際に設定し

つ／持たないで大きく異なっている．月はグローバルな

た観測目的をすべて達成し，必要なデータの取得を完了

固有磁場を持たず，濃い大気も持たない天体の最も身近

した．このため，2013年3月に宇宙理学委員会にて理学

な例であるが，その周囲のプラズマについては低エネル

観測終了審査を受け，理学観測の終了が認められた．観

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

測データはアーカイブ化され，DARTSにより公開され

くわかっていなかった．「かぐや」衛星搭載プラズマ観測

ている．2013年度は，極域において，「れいめい」衛星

装置MAP−PACE（MAgnetic

MACリム方向観測と地上レーダー（EISCAT等）との同

Plasma

energy

Angle

field

and

and

Plasma

Composition

experiment

−

Experiment）は「か

時観測によるイオン上昇現象ならびにオーロラ高度分布

ぐや」に搭載された14の観測装置のうちの一つであり，

の観測を行った．太陽風中のCME影響下における時期
擾乱時（Kp指数5＋〜4）において， N2＋上昇流に伴
うN2＋増光の観測に成功した．同時のEISCATデータに

低エネルギー電子とイオンの3次元分布関数の観測を，

おいてもイオン上昇流が観測されていた．

年度に得られた新たな成果の一つに，地球磁気圏中にお

100km高度，50km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25
ける月周辺プラズマに関する観測成果が挙げられる．月
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は1ヶ月に3−4日の間地球磁気圏内に滞在する．地球

高時間分解能で降り込み電子データを調べたところ，時

磁気圏尾部領域には，暖かいプラズマの存在するプラズ

間変化によって生じると考えられる，降り込み電子検出

マシートと呼ばれる領域が赤道付近にあり，プラズマシ

開始時間のピッチアングル依存性が観測される場合のあ

ートを挟んで南北に希薄で冷たいプラズマの存在するロ

ることが明らかとなった．これらのデータを詳しく解析

ーブと呼ばれる領域がある．月が地球磁気圏中に滞在す

する事で，ロケット1機の観測でも，得られたデータが

る間，多くの時間は磁気圏尾部のローブ領域に滞在する

時間変化であるのか空間変化であるのか区別を付ける事

が，磁気圏尾部がフラッピングと呼ばれる運動で月に対

に初めて成功した．

して移動することから，頻繁にプラズマシート領域にも

出入りする．「かぐや」が月の昼側に滞在していた時に

2．2．7

1SS搭載IMAP−GLIMS

は，プラズマシート，ローブの間の遷移領域では地球から

国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟船外実

磁気圏尾部に向かうローブ領域の冷たいイオンや，プラズ
マシートーローブ境界における冷たいイオンの加速，プラ

験プラットフォームに設置する「ポート共有実験装置
（MCE）」に搭載された5ミッションのうち， IMAPと

ズマシートの暖かいイオンなどが観測された．これらは過

GLIMSの2ミッションを担当する．定常観測を一年間継

去に地球磁気圏尾部の月軌道付近で「GEOTAIL」衛星が

続し，フルサクセスクライテリアを達成した．詳細はISS

観測したプラズマのデータとよく一致している．しかし

科学室IMAP−GHMSプロジェクトの研究活動報告の項

ながら，「かぐや」が月の夜側に滞在していた時には，「か

を参照のこと．

ぐや」が観測したデータは過去に地球磁気圏尾部で得ら

また，宇宙飛行士による夜間地球大気撮影を開始した．

れた観測データと異なり，月の夜側ではローブ領域の冷た

ISS与圧部からデジタルカメラを用いたリム方向撮影と

いイオンは月に遮蔽されて観測されないということが初

IMAP／VISIの天底方向を視野とした広視野・広波長域の

めて明らかになった．そのかわり，衛星自体の静電ポテ

撮影を同時に行い，超高層大気の構造の3次元構造と時

ンシャルによって加速されたイオンと，衛星と月面の間

間変化を観測する事が目的である．

のポテンシャル差によって加速された電子が同時に観測
されることのあることもわかった．これらの加速された

2．2．8

「ひさき／SPRINT−A」

イオンと電子のデータを用いて，初めて月の夜側領域で

「惑星分光観測衛星（ひさき／SPRINT−A）」は，地球周

観測データのみから衛星自体の静電ポテンシャルと，月
表面の静電ポテンシャルの両方を同時に決定する事がで

回軌道から極端紫外光領域で惑星大気・プラズマを高分
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

きた．これは，将来人類が月面で活動する際に重要となる

る．観測対象は地球型惑星の流出大気と木星型惑星の内

月表面の静電ポテンシャルについての新しい結果である．

部磁気圏プラズマの発光現象であり，大気進化プロセス

以上のようにMAP−PACEの観測によって月周辺プラズマ

や高速回転系磁気圏内でのエネルギー輸送メカニズムに

環境が次第に解明されようとしており，これらの理解は，

迫ることが目的である．

大気をもたない天体と太陽風／磁気圏との間の相互作用

衛星は2013年9月14日にイプシロンロケット試験機

についての普遍的な理解につながるものである．

にて打上げられ，所定の軌道に投入された．初期チェッ

2．2．6

クアウト，初期運用を無事終了し，11月19日に木星お
よび金星のファーストライトを取得した．定常観測運用

1CI−3

2011年12月3日にノルウェー・スピッツベルゲン島
のニーオレスンロケット実験場からRFE（Reversal

Flow

を開始し，主に木星と金星の連続観測を実施した．同時
に観測計画系およびデータ処理系を実稼働させ，計画的

Event）に向けて打上げられたノルウェーの観測ロケット

な観測運用を開始した．また，2014年1月にはハッブル

ICI−3に搭載した低エネルギー電子計測装置LEP−ESAに

宇宙望遠鏡などと木星協調観測を実施した．木星オーロ

よって取得されたデータの解析を行なった．ICI−3の主要

ラの空間構造と，「ひさき」によるオーロラとイオプラズ

目的は，極域電離圏カスプ領域のRFE発生メカニズムの

マトーラスの極端紫外発光量の時間変化を捉えることに

解明，およびこれにより駆動されるプラズマ不安定性や

成功した．

波動現象，イレギュラリティの因果関係を解明し，電離

圏プラズマに関する我々の理解を深める事にある．

2．3

LEP−ESAは10eV−10keVのエネルギー範囲において電子

2．3．1

エネルギー分布関数を，方位角方向の分解能22．5°，時
間分解能11msec／16energy

step）で測定できる．

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

step（または22mse（Y32energy

するには，衛星データの解析だけではなく，その内部磁

LEP−ESAは打上げ180秒後の高圧

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

印加後正常に観測を行い，inverted−V構造の加速電子や

や，数値モデリング研究との連携を強めていくことが必

1秒以下の非常に短い時間スケールのエネルギー分散を

要である．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

持った電子などの興味深い観測結果が得られた．特に，
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して設置された．ERGサイエンスセンターでは，研究者

ネクション過程を再現できるか」というテスト問題にチ

が快適なデータ解析研究を実施できるよう，高機能なソ

ャレンジしている．

フトウエアや相互参照性の高いデータベースといった環
境整備を行いつつ，新しい視点による研究スタイルを促

2．3．4

プラズマ粒子コードによる成果

進するためのソフトウエアの作成とそれを活用しての研

宇宙プラズマガスが，全体としては大規模に振る舞う

究が実践されることになる．初学者・若手向けにソフト

ときでも，その中に埋め込まれた鍵となるミクロ領域が

ウエア利用のためのワークショップを開催する等，ERG
の打上げ直後からデータ解析成果を出すことの可能な環

あり，そこで卓越する物理はMHD近似では扱えない，
ということはしばしば起こることである，そのような場

境を整備すべく，活動が行われている．

合には，プラズマ粒子コードでの研究を実施する必要が
ある．磁気リコネクションは，その典型例である．ここ

2．3．2

原始惑星系円盤

では，粒子コードを用いて大規模な数値実験を行い，磁

惑星系形成論における最大の難問は，ダスト落下問題

気リコネクションのエンジン部分とその周辺領域がどの

と微惑星形成である．原始惑星系円盤内では，ダストが

ような相互作用をするのかを調査した．磁気リコネクシ

集積して微惑星となり，それが集積して原始惑星，そし

ョンの開始後，その効率はある期間の間に上昇するが，

て惑星へと成長するとされている．ダスト落下問題とは，

リコネクション率が最大となるときにリコネクション・

ダスト粒子が微惑星を形成する以前に，円盤ガスとの相

エンジン内に溜まっていた磁束が急速に吐き出されてエ

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

ンジン境界での磁場強度が下がること，その後もリコネ

うというものである．微惑星形成問題は，自己重力不安

クション・ジェットに伸長とともにエンジン境界での磁

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

場強度は下がり続けること，ジェットが周囲のガスを押

を集積させることは出来るのか，ということである．わ

しのけることができなくなってリコネクションが終焉を

れわれは，ダスト段階ではそのダイナミクスに対する円
盤ガスの影響が無視できないこと，一一方で，ダストがあ

迎える際には，短くなり続けるジェット中に磁場が溜ま

る程度集積すればガス・ダイナミクスへの反作用が無視

ること，それがリコネクション・エンジンのサイズを小
さくすること等がわかった．つまり，磁気リコネクショ

できないことに注目し，プラズマ物理において活用され

ン率の時間変化が周辺ガスとの相互作用で起きることは

てきた数値モデル化のテクニックを活用したシミュレー

想定されていたが，より具体的に，エンジン部分の内部

ションを実施して，ダスト段階での原始惑星系円盤の物

構造やサイズが周辺との相互作用で決まる様相が同定で

理の解明を目指している．具体的には，現在は円盤ガス

き，それがリコネクション率を決めることを理解できた．

中に圧力バンプが存在する場合でのダスト濃集過程を調
査している．ダストの質量密度がガスのそれと同程度に

2。4

なるとガス圧力の空間分布を変形させる効果があるこ
と，その結果，圧力崩壊が起きダストをさらに濃集させ

2．4．1

るような流れ場が形成し得ること等を見出している．

月にノルウェーから打上げられる予定であった．しかし

2．3．3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

合をおこしたため，

な振る舞いを「要領よく」記述する便利な体系である．

の計測装置LEP−ESAの開発は2012年度に行なった．

MHD計算での最大の挑戦は，ミクロ物理（非MHD物

ICI−4の主要目的は，

理）の効果を如何に取り込むのかということにある．ミ

現象・プラズマ擾乱の生成メカニズムを明らかにするこ

クロ物理過程は，向きの異なる磁力線が短い間隔を挟ん

とである．Flow

で向かい合う，薄い電流層中で発動する．そのため，MHD

磁力線再結合によって生成されるFTE（Flux

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

Event）を含む磁力線のフットプリントで起こると考え

算ができる必要があり，その上で，（2）計算上は解像し

子エネルギー分布関数を測定する．センサーはトップハ

ないミクロ物理の効果を，散逸として取り込むサブグリ

ット型の静電エネルギー分析器で，主な構成は入口にコ

ッドモデルを構築する必要がある．本研究では，数値流

リメータ，内側にはエネルギー分析器トロイダル電極と

観測機器開発
1CI−4

1CI−4はノルウェーの観測ロケットであり，2013年12
ながら，ICI−4で使用する予定のロケットモーターが不具
ICI−−4の打上げは2014年10月に延期

されることとなった．ICI−4に搭載する低エネルギー電子
Flow

Channel

Channel

Eventに伴う後方散乱

Eventは，地球磁気圏昼間側の

Transfer

られており，上空では強い擾乱が発生する．開発を行っ

たLEP−ESAは10eV−10keVのエネルギー範囲において電

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

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．

ダル条件の維持ということにも効果的であることから，

360度の視野角で，方位角方向の分解能は22．5°で，時間

それを応用したMHDコードを開発した．さらに，乱流，

分解能は11msec／16energy

ショックといったテスト問題を経た上で，「高速磁気リコ

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
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ンネルの高速アンプ及びカウンタを内蔵したASICを電

質量分析器イオン光学系とマスゲート用スイッチング電

子の検出器部分に使用している他，高速掃引可能な掃引

源に加えて，本年度は制御ボードと治具を準備し，全て

型高圧電源も開発した．2013年度はこの観測装置の単体

を組み上げた質量分析装置を用意した，これを真空チャ

環境試験較正試験を実施した後 ロケットに組み込ん
での噛み合わせ試験を実施し，2014年度のフライトに向

ンバー内にセットし，残留ガスを使って性能試験を行った．

けての準備を完了することができた．

2．4．5

2．4．2

ズマのエネルギーレンジのうち，中間エネルギー帯と呼

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
衛星搭載用磁力計の開発と試験

ジオスペース探査衛星ERG搭載磁力計（MGF）の
BBMの製作と試験を行った． ERG搭載MGFは，
BepiColombo MMO搭載磁力計の一つであるMGF−1を
元に設計したものである．ERGとMMOはともに高い耐
放射線性が求められ，MGFの設計の大部分は共通と出来

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

った磁気圏探査に向けて中間エネルギー電子・イオン分

析器を開発している．2013年度は，両分析器のEM（エ
ンジニアリングモデル）を製作し，性能評価を実施する

るが，ERGが測定する背景磁場はMMOよりも強く，ま

とともにERG衛星を想定した環境試験（音響試験振

た大きく変動すること，低周波の電磁波観測の観点から

MMOよりも高いサンプリング周波数が求められるこ

動試験など）を実施した．EMの試験は次年度も引き続
き（温度サイクル，熱真空・熱平衡衝撃試験等）実施

と，電源の仕様が異なることなどから，磁力計としての

する予定である．

性能を損なわずに設計を変更する必要が生じた．これら

の変更箇所が，所定の性能を発揮することの確認が，
BBMの目的である．ノイズ特性，周波数特性，時間遅れ，

大振幅入力に対する反応は，所定の性能を満足すること

2．4．6観測ロケット搭載用高速ラングミュアプローブ

の開発
平成26年度夏期に打上げが予定されている観測ロケ

が確認された．一方，△Σ方式のアナログーデジタル変

ットS−520−29号機に搭載する高速ラングミュアプローブ

換器の直線性は，ERG磁場観測に必要な精度が出なかっ
た．直線性誤差の再現性が良いことから，地上較正の結

の開発を行なった．この観測ロケット実験では紫外線
電波，プローブを用いた測定という3つの相補的手段を

果で補正する方針を取ることとした．この結果を元に
2014年2月に詳細設計審査を受け，適切に検討・設計が

組み合わせて，電離圏下部のスポラディックE層の空間
構造を立体的に観測する．この中で，高速ラングミュア

行われているとの審査結果を得た．

プローブはロケット位置における局所的な電子温度と電
子密度を測定するという役割を担っている．ラングミュ

2．4．3低エネルギーイオン分析器の開発

アプローブは過去に数多く観測ロケットに搭載されてき

10eV／q−25keV／qを対象としたイオンエネルギー質量分

たが，今回の測定器は1秒あたり8回の三角波電圧掃引
を行い，16個／秒の電子温度・電子密度推定を可能にす

析器（LEPi）を開発している．このエネルギー領域の粒

る高速サンプリングを行うことに特徴がある．典型的な

子観測はこれまで精力的に行われてきた．しかし，ERG
衛星が観測を行う放射線帯内における観測は少ない．こ

スポラディックE層の鉛直方向の厚さは1〜3km程度と

ジオスペース探査衛星（ERG）への搭載を念頭に

されており，空間分解能に優れたデータを取得すること

れは高エネルギー粒子起源のノイズが問題となるからで

で，詳細な空間構造についての議論を可能にすることが

ある．そのため，検出領域を小さくできるような観測器

重要である．平成25年度は本高速ラングミュアプロー

構造を考案するなどの対策を行っている．本年度は詳細

ブの設計および製作を行った．

設計フェーズとなり，観測器試験モデル（EM）に対し
イオンビーム照射による粒子通過特性の取得，重水素ラ
ンプを用いた紫外線除去特性の取得のほか，各種環境試

2．4．7

惑星大気圏・電離圏撮像のための迷光除去技術の

開発

験を行い良好な結果を得た．また，衛星バス機器との電

非磁化惑星である火星の大気と太陽風の相互作用の理

気インターフェース試験熱試験モデル（TTM）による

解をすることは，火星が過去に経験した劇的な気候変動

熱真空試験を行った．

の結果，二酸化炭素と水表が層環境から失われた理由を
探るうえで解決すべき課題である．そのためには，これ

2．4．4

同位体計測用質量分析器開発

まで提案されてきた多様な大気散逸機構を観測的に分別

惑星電離圏を始めとする惑星圏での同位体計測を目標

し，各機構の太陽変動への応答を理解することが必要不

とする質量分析器の開発を行った．そこで大阪大学大学

可欠である．太陽風と火星電離圏との相互作用領域にお

院との共同研究により，マルチターン方式を用いて

ける散逸する大気のグローバルイメージングが本質的な

m／dm＞3，000の質量分解能を有した分析器の開発に取
り組んでいる．昨年度までに準備した，マルチターン型

観測である．しかし，惑星本体からの強烈な迷光を除去
し，微弱な拡散光を検出する技術が必要である．
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迷光除去システムとして，NASA太陽観測衛星
STEREOなどで既に実績のあるベーン構造バッフル技
術［e．g．，

Buffington

et

al．，1996；2000］に着日した．ベーン

2．4．9
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ERG衛星搭載：波動粒子相互作用解析装置

ERG衛星に搭載される「波動粒子相互作用解析装置
（WPIA：Wave−Panicle

lnteraction

Analyzer）」のソフトウ

構造バッフルの試作品を設計・製作し，要素実験を開始

ェア開発に着手した上で，ERG衛星のEM総合試験に参

した．ナイフエッジ型ベーン3枚を用いて，要求値であ
る離角1Qで10『7を達成することに成功した．

加し，そのハードウェア・ソフトウェアインターフェー

これまで観測が困難であった希薄な惑星外気圏の境界

めて捉えることを目的とした観測装置である．このため，

スの確認を行った．WPIAでは，波動と粒子の位相を初

領域の．1次元撮像を可能とする鍵は，ノイズとして混入

プラズマ波動データとプラズマ粒子データに付される時

する明るい迷光源を除去するこのような技術である．次
世代惑星観測機器に応用可能な技術としても期待できる．

刻の相対精度が10μsecで補償される必要がある．そのた

2．4．8

たカウンタを各センサーに持たせることによって時刻精

めにプラズマ波動観測装置が生成するタイミングクロッ
クを各プラズマ粒子センサーに配信して，それに同期し

BepiColombo

MMO搭載プラズマ波動観測装置

の総合試験とEMC試験
BepiColombo

MMOに搭載され，初めて水星磁気圏で

度を実現させている．EM総合試験では，プラズマ波動
観測装概のデジタル部と各粒子センサーデジタル部を，

のプラズマ波動計測を目指すプラズマ波動観測装置

ミッション部ネットワークおよび，タイミング配信のた

（PWI：Plasma

めの専用線で結び，同期信号が設計通り配信されている

Wave

Investigation）のフライトモデルを衛

星に組込んだヒでの総合試験に参加している．機能試験

こと，そして，その信号によって各粒fセンサー内の時

を繰り返し，ハードウェアの健全性，オンボードソフト

刻カウンタが同期してインクリメントされ相対時刻精度

ウェア動作の検証を行い，順調な動作が確認された．一

が実現できることを確認した．

方，プラズマ波動観測装置および，磁場観測装置が衛星

一方，オンボードのソフトウェアで実現されるWPIA

ヒでト分な観測性能を発揮できる環境が実現できている

では，プラズマ波動の機ヒでのcalibrationも重要な課題

ことを確認するシステム電磁適合性試験（システム

であり，そこにおける位相エラーを最小にするためのア

EMC）を行った．これは機上に搭載されたバス機器，お

ルゴリズムの開発が重要であった．特にERG衛星の重

よび，ミッション機器から発生するノイズが，プラズマ

要なターゲットであるコーラス波動はその周波数が連続

波動観測や磁場観測に悪影響を与えないことを確認する

的に変化するため，十分短い時間のデータによって，

試験である．これまで，各単体のEMC試験を行い，必

calibrationを実行する必要がある．そこで平成25年度は

要に応じて改修を行ってきた各機器が，衛星に組み込ん

このcalibrationアルゴリズムを開発した上で，計算機シ

だ状態で，サイエンスのための計測に致命的な影響をあ

ミュレーションで得られたコーラス波動に対して適用さ

たえてしまうノイズを発生しないことを確認する最後の

せることによりその動作の妥当性評価と検証を行った．

機会となった．試験ではISAS磁気シールドルーム内に

MMO衛星を設羅し，その周辺に，電界，磁界ノイズを
計測するEMCセンサーを配概することによって行われ

2．5

将来計画の準備

2．5．1

水星探査計画

た．そして衛星の、kちヒげ，定常計測の状態において衛星

水星探査「BepiColombo」計画をESAとの共同で実施

から発生するノイズとその変化に関する計測を行った．試

するため2016年の打ヒげを目指して開発が進められて

験の結果，観測に大きな影響をあたえるノイズの発生は認
められず，現状の状態で研究に供する観測データを産み出

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

す電磁環境にあることを確認することができた．

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．

2．5．2

ERG

ERGは，小型科学衛星第二号機として開発・製造がす
すめられている地球内部磁気圏探査機である．その目的
は，内部磁気圏における相対論的粒子を作り出す加速機
構を，「宇宙嵐」の文脈において理解することにある．

2016年頃までの打上げを目指して開発が進められてい

る．ERGが期待されている役割は，2012年のNASA・
Van

Allen

Probes（RBSP）衛星の打上げを契機とする，

次期太陽活動最大期における「全世界的内部磁気圏観測
図8 1SAS磁気シールドルーム内に設置されたMMO衛星（左）と，
発生するノイズを観測する各EMCセンサー（右）．

キャンペーン」の最後期と，その後のフォローアップ観
測を担当することにあり，世界の動向における位置づけ
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も重要となっている．今年度は構造モデル・熱モデル・

構を観測的に分別し，各々の大気散逸機構の太陽変動へ

エンジニアリングモデルを製作し各種試験を実施した．

の応答を理解することによって，私達は初めて過去の大

その結果を反映し衛星・観測機器の詳細設計をすすめ，

気散逸量を推定する根拠を手にすることができる．この

詳細設計確認会を実施し，フライトモデル製造フェーズ

目的は，2機のオービター，すなわち散逸の「その場」

への移行が了承された．今後，フライトモデルの製造な

観測を担う衛星Aと，散逸する大気の「グローバルイメ
ージング」および「太陽活動のモニタリング」を担う衛

らびに噛み合わせ試験をすすめていく．

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
2．5．3

きると期待されている．

MMS

MMS衛星計画は，米国のSun−Earth

Connection（SEC）

火星からの大気散逸は，「のぞみ」の主な科学目標の…

Roadmap上に載っている衛星計画であり，2015

つであったが，火星周回軌道への投入を果たせなかった

年3月の打上げを目指して準備が進められている．同一
構成の4機の衛星から成る編隊飛行衛星計画で，地球磁

ために，今まで未解明の部分が多い課題として残ってい

気圏の様々な領域において，複数衛星を用いた時間と空

て，火星周辺のプラズマの総合的な観測が初めて実施さ

Mission

る．2014年秋に火星軌道投入予定の米国MAVENによっ

間を分離した観測を行なう．MMS衛星計画は，地球磁

れ，物理メカニズムを理解する時代へと移行していくこ

気圏昼間側の磁気圏界面で発生する磁力線再結合の物理

とが期待されている．しかしながら，MAVEN搭載のイ

素過程の解明を行なうことを最大の目的としている．

オン観測装置では散逸イオンの粒子種を完全に弁別する

MMS衛星搭載FPI（Fast

には不十分である．また，過去に演繹する為には，太陽

Plasma

Instrument）を構成する

センサーのうち，イオンのエネルギー分布を測定する

フレア，CME，

DIS（Dual

Sensor）の設計，製作，アセンブル，単体

の大気散逸機構に与える影響を理解することが不可欠で

環境試験初期性能確認試験を担当したが，平成25年

あり，太陽変動を同時観測することが本質的に重要とな

度は米国においてDISを衛星に組み込んで，総合試験を

る．しかしMAVENは，電離圏観測時と同時に太陽風パ

実施した．

ラメータを全く抑えられないなどの単機プロジェクトで

Ion

CIRなど，特徴的な太陽活動現象が各々

あるが故の制約を抱えている．

2。5．4

SCOPE

本探査計画の特徴は，こうした制約を打破するため，

SCOPE衛星計画は，親衛星1機と子衛星4機の計5

大気散逸の全体像と詳細特性を同時に捉える観測を衛星

機からなる編隊飛行衛星であり，地球周辺宇宙空間を宇

2機構城によって世界で初めて実現し，空間構造と詳細

宙プラズマ物理現象の実験室と見倣し，そこでの精密な

特性を同時におさえ，散逸メカニズムの同定と総散逸率

「その場」観測から宇宙空間ダイナミクスの根源的理解へ

の瞬時値の推定を可能にする．また，定常的に太陽風と

と迫ることを目指したミッションである．SCOPE編隊は
親一近子衛星ペア（中心の二機）とそれを取り囲む遠子3

太陽放射パラメータをモニター観測することによって，

確度をもった過去への演繹を実現し，火星大気の散逸と

衛星からなり，親近子問距離を10〜100km，親一遠子衛

気候変動の関係を明らかにすることを目指している．

星間距離を10〜5000kmとすることで，プラズマ物理に

MAVEN以前のミッションによってもたらされる「統計

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
ったため，平成25年度には，超小型衛星を子衛星に用
いてSCOPEを実現する可能性についての検討を実施し
た．その結果，現存する100kg級の超小型衛星を用いて

すぐにSCOPEを実現する事は困難ではあるものの，今
後100kg級の超小型衛星の開発を進めれば， SCOPEを
実現できる可能性のある事が明らかとなった．

的描像」から，本探査計画でもたらされる極端現象も記
述できる「瞬時描像」への質的転換は，幅広い時空間ス
ケールを内包する多様な散逸メカニズムの切り分け・解
明を可能とし，現在の観測から過去を推定するために不
可欠なブレークスルーとなると考えている．

平成25年度に行った主な検討とその内容・結果は以
下の通りである．

①ミッション目的を達成するための軌道条件の成立性
本ミッションの科学目的は，火星に対し衛星を適切な

2．5．5

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

位置に配置することにより達成される．衛星Aおよび衛
星Bそれぞれ単体では，軌道パラメータを適切に選択し

る火星と太陽風の相互作用の理解は，海外の多くの探査

て投入すれば，科学目的を達成するための軌道の実現は

機が火星を踏破した現在でさえ，未だに成し遂げられて

十分に可能性があることが結論付けられた．衛星A・B

いない課題である．火星が過去に経験した劇的な気候変

相対位置の実現検討を次年度に行う予定である．

動の結果，表層環境から失われた二酸化炭素と水の行方
を明らかにするためには，太陽風が直接吹きつけること
による大気のはぎ取り（大気散逸）を理解することが不
可欠である．これまで提案されてきた多様な大気散逸機

②衛星システムメーカの支援を受けた，衛星システム
の概念設計

現在想定している観測機器およびそれを運用するのに

足るバスシステムを搭載した衛星を2024年9月にH2A
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で打上げることを仮定して，検討を行った．衛星Aはス

41

め，提供のロ∫否についての検討も実施した．

ピン軸方向二HGAの指向ノ∫向であるスピン衛星，衛星B
はクローズアップ撮像のためのサンシェードを持つ三軸
安定衛星となった．観測機器配置，重量，電力には実現

2．5．8

HISAKI／EXCEED

小型科学衛星1号機（HISAKIIEXCEED）は，極端紫

可能性の見込みがあることが確認された一ノiで，ミッシ

外光領域にある惑星大気光を地球の周回軌道から分光撮

ョン目的を達成するためのデータのダウンリンクおよび

像する計画である．観測の対象は，地球型惑峯から流出

巡航軌道中の熱設計に検討が必要であることが明らかに

する大気と木星型惑星の磁気圏プラズマである．

なった．これらの課題を次年度に検討する．

年9月にイプシロンロケットにより打ヒげられた．

13沐ミッション計画のi−1要機器の一つである，クロー

ズアップカメラの迷光除去システムの要素試験
クローズアップカメラの要素試験を行い，ナイフエッ

F成25

観測機器は正常に動作し，2013年12月から定常観測
に入った．2014年1月にはハッブル宇宙望遠鏡と協調観
測を行った．木星のオーロラとイオプラズマに関するデ

ジ型ベンを3枚配置することによって離角1度でIO 7の
減光率を達成し，本ミッションの観測要求を満たすこと

ータを得，2014年3月から金星大気の観測を行っている．

を確認した．

気圏内の高温電rの割合を導き出すことに成功し，成功

木星の観測から得られたスペクトル画像から，内部磁
基準のひとつを達成した．また，オーロラとイオプラズ

2．5．6

観測ロケットS−520−29号機実験

電離圏下部に発生するスポラディックE層の空間構造
の立体観測を目的として，観測ロケットS−520−29号機実

マトーラスの増光の時間差を図ることにより，木星磁気
圏内の動径方向のエネルギー輸送プロセスについて新し
い知見を得た．ミッションのフルサクセスに該当する．

験が平成26年度夏期に予定されている．この実験では
紫外線および電波によるリモート観測，プローブによる
「その場」観測という3つの相補的な測定手段を組み合
わせて，スポラディックE層の詳細な空間構造を観測す
る．平成25年度は実験の関係者を召集しての計画会議，
設計会議，確認会議を開催し，その後にロケットに搭載
する観測機器の設計と製作を行った．
図9

2．5．7

JUICE

金星ファーストライト．ジオコロナのほかに，炭素原

r−，炭素イオンCOのfourth

positive

bandが見える．

JUICEとは，欧州を中心とする科学コミュニティによ

って提案され，ESAが2012年2月に選定した木星系探
査計画である．探査対象は，（1）ガス惑星・木星そのも
の，（2）木星周辺の宇宙空間，（3）ガニメデ，エウロバ

らの氷衛星，である．2020年の打上げ，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提案評｝：の作成
には，日本からの少なからぬ貢献があった．当時は，ESA

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

図10 木星のファーストライト．縦に見える筋はジオコロ
ナ．それ以外は木星のイオトーラズまたはオーロラ光．

供することが現実的となってきたことから，ESA機に搭
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火星，水星と観測ターゲットを変更してゆく．
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ハードウェア提供部分のそれぞれの要素開発を実施した

ob、

、、1ヒhHsr

0

ア提供4チームについては，欧州PI側との調整を進め，

．k，mt

に

5

ハードウェア提供4チームの開発進捗状況を把握すると
共に，各機器の開発支援を実施した．また，ハードウェ

11

ヨ

2013年度は，小規模プロジェクトの募集に対して
JUICEの提案を行った．並行して，プリプロジェクト化
の準備として，プロジェクト計画書の作成を進めた他，

︻OO﹂離三2凶＝O毎凶詰トー﹂①♪﹂Oの﹄Oと3の

企画活動の重心は移った．

180

﹂O＞OU低∪〜〜⊂OαO

載される観測機器に日本から貢献することへ，探査計画

ひさき（EXCEED）の観測f定．木星に続き，金歴，
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3．惑星大気

まず各位相角毎に赤道域（緯度±20°），北極域（＋60°

以北），南極域（−60°以南）について偏光度を積分した．

3．1金星大気

さらに各観測ランで利用可能なデータ（たとえば2013

3．1．1

年7月なら5セット）を平均化することでS／Nを高める．

地上からの偏光撮像観測

金星雲層構造はダイナミックに変化するもののそれら
の駆動源はよく分かっていない．トランジェントな現象

こうして得られた偏光度の位相角依存性（位相曲線）の
うち極域に対するものを図13に示す．

を捉えそのメカニズムを解明するために，金星大気を継
続的にモニターする観測が必要である．「偏光観測」は，

る
り

Polarimetry

り

Optical

の

装着して観測を行う二HOPS（Hida

System）は川端潔（現東京理科大学名誉教授）を中心と

れ

ある．飛騨天文台（京都大学大学院理学研究科附属天文

台）の口径65cm屈折望遠鏡にHOPSと呼ばれる装置を

︻訳︼02留O﹁窟届N＝O石α

大気上層のエアロゾルの性質や分布に特に敏感な手法で

したグループが2000年頃から開発を手がけた装置で，

1卿OO

の更新に伴い）若干手直しし，2012年5月から連続観測
を開始した（同天文台技術職員仲谷善一氏のご協力によ
る）．

2012年は5月，8月，10月に観測を実施．続いて2013

Angb【Deg．】

︻承︼①憩0ΦOに6一冨セOで巳

星大気グループの手によりこれの光学系を（CCDカメラ

Phase

Phas②Angb【Deg．】

惑星の二次元偏光度マップを得ることができる．ISAS惑

年には7月，8月に観測を行った．これにより太陽位相
角39°〜129°の範囲をカバーするデータセットを取得し

た（図12）．観測波長は青（438nm），緑（546nm），赤

（650nm），赤外（930nm）の4種類であるが，2012年5

1の口

Phase

o

Phase

Angね【Deg．1

AnglaIDeg．］

図13 北極域，南極域に対する偏光の位相曲線サマリー．930nmに
対しては位相角129°データが欠けている（観測がない）．

月の観測のみ赤外が欠けている．図に示したのは赤
次に，得られた位相曲線を再現するような雲層モデル

（650nm）における金星偏光度マップである．
Observation
@
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9

Q012
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1

の構築を行った．半無限の雲層（粒子はHansen＆

Phase

APP．
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cia．r】
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Hovenierにしたがい，有効半径1．05μmのもの）の上に
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Fair

薄いヘイズ層を置いた．このヘイズ粒子の有効半径r，ff，h

140P奴

と光学的厚さτhの二つを自由パラメータとして変化さ
＋5％

Aug．21−23

@

2012

3

〜85°

〜21

2，39°

Fair

70P旗

さτhは波長につれて変わるので，赤外（930nm）に対す
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Q012
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Fair

粒子は球形と仮定し，Mie散乱を用いている．

結果は図14に示すとおりで，北極域に対してはτh＝

モ撃n

Aug．20

る値を主パラメータとし，他の波長については各々に応
じた値に換算し放射伝達計算を実行している．すべての

F81r

Jul．8−11

図12

せ，観測データとの合致を評価したのである．光学的厚

70P

HOPSによる金星二次元偏光度マップ（2012〜13年の観測

期，波長650nm）。ストークスパラメータ（1，Q，U，V）のうち一（Mをカ

ラー表示している．内合に近く視直径の大きかった2012年5月だ
け半分に縮小してある．

昨年度はこのうち2012年度のデータ（赤道帯と極域）
を調べた結果，偏光の中立点位相角（直線偏光度がゼロ

になる位相角）が1980年代のパイオニア・ビーナス周
回機（PVO）による観測結果と異なっていたことを報告
した．今年度は新たにデータ点が加わり位相角をカバー
する範囲が増えたこと，偏光ベクトルを扱える放射伝達

0．09が，南極域に対してはτh＝0．05がベストフィットと
なった．このときのヘイズ粒子有効半径r，ff，hは北極域で

0．22μm，南極域で0．20μmであり，大きな差はない．PVO
期間の値（Kawabata

et

al．，1980；Sato

et

a1．，1996）と比較

1．極ヘイズ粒子の有効半径r。ff，hは，

PVO期間（0．23−

すると，次のようなことがいえる．
0．25μm）とHOPS期間（0．20−0．22μm）でほぼ同じ
である（誤差バーの範囲）．

2．極ヘイズの光学的厚さτhは，PVO期間のうち
Medium（0．10程度）またはThin（0．05程度）とさ
れるものに近い値を得た．

この「比較的に薄い」ヘイズは，雲層より上のSO2が

計算プログラムが完成したことにより，詳細解析を行っ

近年減少傾向にあるという報告（Marcq

た．

合的である．われわれはその後の観測で，ヘイズはさら

et

aL，2012）と整
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モデル位相曲線と観測との比較赤色の曲線がベストフィット（詳細はテキストを参照）．

に減少しほとんどその存在を確認できないほどになって
いる様子をとらえている．さらなる偏光データ取得の継
続とこうした現象が金星大気に対してもつ意味を明らか
にすべく研究してゆく予定である．

なお本項の成果は，榎本孝之修士論文（総合研究大学院

190Kを実現．
＊観測用ブイルターはJ，H，K，H3＋（波長3．4μm），金星
（2．26μm）を備える．

＊全重量30kg程度と比較的小型であり，［径のさほ
ど大きくない望遠鏡にも適合する．

大学物理科学研究科宇宙科学専攻）としてまとめられた．
3．1

．2

地上からの近赤外線撮像観測

金星探査機「あかつき」は2015年末に金星に再会合
する．当初の軌道計画とはだいぶ異なる周回軌道となる
ことが予想され，サイエンスの作戦も練り直しが必要で
ある．一方，地上からはさまざまな機器で多様な波長で
の観測が可能となっており，「あかつき」の補佐となり得

るだろう．たとえば周回軌道の大半で「金星昼面が多く

見える」場合，IR1カメラやIR2カメラの夜面観測には
とても不利である．軌道周期が1週間にもなれば「昼面
しか見えない」状態が何日も持続するわけで，地上から
バックアップとして夜面観測をするような補佐は十分に
考えられるのである．

その観点から，波長2．26μmで金星夜面を観測できる

図15NIIHAMAカメラと真空ポンプ．小型ポンプの排気容量でt
分なため，山頂天文台で観測直前まで真空引きを行うことができる．

手段を開発した．オリジナルは木星の赤外線オーロラ（波

長3．4μm）を観測するために開発してきたNIIHAMAカ
メラ（図15）に波長2．261tmフィルターを装着したので

に向けて輸出した．受け入れ先はハワイ大学天文学研究

ある．NIIHAMAカメラの特徴は以下の通り．

所（マウイ島）である．マウイ島のハレアカラ山頂天文

このNIIHAMAカメラを2013年11月，米国ハワイ州

＊あかつきIR2カメラと同じPtSi検出素子（三菱電機
製，1024×1024画素）を使用．

Prof．

＊読み出しエレクトロニクスとして汎用性の高い
COGITO3を使用（制御用PCと1まWEバスインタ

SOLAR−C望遠鏡は口径45cmの軸外しグレゴリアン式
というやや変わった反射望遠鏡である．この望遠鏡は名

ーフェイスにより接続）．

台施設にあるSOLAR−C望遠鏡への装i着を，同研究所の
Jeff

Kuhnが了承してくれたのである．

前が示すとおり太陽観測を目的に作られたもので，高い

＊住友重機械製スターリング冷凍機（民生品）を2台

コントラストを実現するため「散乱光の原因となる」光

使用（1台は検出器冷却，もう1台は光学ベンチ全

路中の障害物を取り除く意図からこのような構造をとっ

体を冷却）．これにより検出器温度65K，光学系温度

ている．実は光路中の障害物は熱赤外線領域では大きな
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ノイズ発生源となるもので，その意味で木星赤外線オー

口径45cm望遠鏡による金星夜面撮像は，ほとんど「最

ロラ観測にもこの構造は適しているのである．そのこと

小口径」記録ともいえるものであり，望遠鏡時間が比較

が大きな理由となって，NIIHAMAカメラをSOLAR−C望

的多くとれること，標高3000m級の山頂にあることなど

遠鏡に装着して使う交渉が始まり，それが実現したので

から，「あかつき」に対する有力なバックアップ装置とな

あった．

ることが期待される。

2013年12月，米国での輸入通関手続きにやや手間取

なおNIIHAMAカメラの開発・設置は科学研究費補助

ったが現地でNIIHAMAシステムー式を受領．山頂望遠

金基盤研究（B）（2012〜2014年度，課題番号24403009）

鏡への装着作業に入った．望遠鏡の機械部分に合わせた

により行っている．

インターフェイスプレート，鏡筒中に置く光路折り曲げ
用のミラー，リレーレンズ（CaF2材）やそのフォルダー

32

（角度調整機構付き）などは事前に打合せをし，適合する

3．2．1将来着陸探査のためのダストイメージャ開発

ものを製作しておいた．幸い，致命的なインターフェイ

火星の気候と気象を大きく支配するダストについて
は，その重要性は認識されているものの，形状やサイズ

スの齪酷が発生することはなく，無事にNIIHAMAカメ

火星大気

などに関する知見は少ない．ダスト粒子を直接に撮影し

ラはSOLAR−C望遠鏡へ取り付けられた（図16）．

たのは過去，Phoenix着陸機搭載の原子間力顕微鏡AFM
によるわずか一例があるのみである．多数のダスト粒子
について直接にその形状を撮像したりサイズ分布を計測

NllHAMA on
SOLAR−C Telesoope

する，そのような装置開発を目指し基礎実験を行った．

基本構造は極めて単純で，「裸のCMOSセンサを上向
きに放置し，そこに沈降したダストを太陽光を光源とし

潤

シルエットとして撮像する」のである．今日では携帯デ

バイス搭載のカメラ用に小型で多画素のCMOSが多く
流通している．実験に用いたOmniVision社OV2640は
2MピクセルのCMOSセンサで，ピッチは2．2μmである．
したがって，数ミクロン以上の大きさのダスト粒子なら
ば，その姿を捉えられるであろうと考えた．

実験装置を図18に示す．Arduinoという実験ボード，
図16

SOLAR−C望遠鏡に装着したNIIHAMAカメラ．赤道儀の東

側フォークに取り付けている．

ArduCAM

Shieldというアドオンボード，そしてOV2640

CMOSセンサボード，すべて極めて安価な市販品の組み

ファーストライトでは木星・金星の撮像を行った．図
17に波長2．26μmにおける金星画像を示す．左側がオリ
ジナル画像であり，これだけからは夜面の発光はほとん

ど分からない．そこで，波長の近いKバンド・フィルタ
ーを用いた撮像も実施し，2．26μm画像からKバンド画
像を差し引く処理を施した．こうすることで明るい昼面
から夜側へもれだす迷光を軽減することができ，夜面の
発光（下層大気からの熱赤外線で雲の濃淡ムラがシルエ
ットとして見える）を示すことができた．
NIIHAMA

First

Light：Venus（23＆24

Dec

2013）

図18

ダストイメージャBBM：ArduinoにArduCAM

アドオンし，OV2640

Shieldを

CMOSセンサを搭載している．

合わせだけからなる．CMOSセンサはレンズ，レンズハ
ウジング，そしてセンサ直上のカバーガラスを取り外し，

完全に「裸のCMOS」としてある．これに試料（サハラ
砂漠の砂）をまき撮像した作例を図19に示す．驚くほ
図17NmAMAファーストライトで取得した金星．
を引くことで，夜面模様が見えた．

Kバンド画像

ど明瞭に粒子が写り，拡大してゆくと4〜5μmレベルま
で分解できている．この分解能は実は，極めて妥当な結

This document is provided by JAXA.

皿．研究系

▼

45

できる．

・本実験で得られたデータを用いて，1）電離圏E領
域およびF領域に発生するプラズマ擾乱発生の因果
関係，2）電離圏E領域一F領域問の電磁気的つなが

Y7。pm

り，が詳しく議論される．

η

●卿

Oh

X50

4．固体惑星
平成25年度は，「かぐや」のデータを利用した月の科学，

「かぐや」後継機SELENE−2の科学観測機器・着陸地点及
びミッションシナリオの検討，ペネトレータ技術開発とミ

翫

図19試料（サハラ砂漠の砂）をCMOSセンサ上にまき，それを

ッション検討を行った．また小惑星探査関係では，キュレ

シルエットとして撮像した作例．右の画像を10倍に拡大したのが
左上，さらに5倍（トータル50倍）拡大が左下の画像である．4〜
5pmサイズまで分解している．

ーション設備の実運用及び国際公募研究の推進「はやぶ
さ」後継機「はやぶさ2」搭載観測器の開発を行った．

果である．というのは，カラーCMOSセンサはベイヤ配
列と呼ばれるRGBのフィルタがセンサ面に取り付けら

4．1

れており，2×2のマトリックス（Gが2画素，BとRが

4．1．1．1

月探査

4．1．1

かぐやのデータを用いた月科学
月光学撮像観測（LISM）

1画素ずつ）を用いてカラー化，それを再び元の画素数

「かぐや」に搭載された，月光学撮像観測（LISM）の

に直している．したがって，実際の分解能は画素ピッチ

データ解析を継続した．結果として以下のような成果を

の2倍になっているからである．

あげている．

この結果から，ダストのシルエットイメージングは有
望な手段であると考えられる．今後は，ベイヤ配列の各

1）月表面に存在する縦穴について温度構造や被唄石衝

画素を（CMOSのオンチップ演算を経ない）RAW画像

2）LISMデータの補正・校正精度に関する評価を引き続

として読み出すこと，各種の環境耐性を調べる試験を行
うなどして，将来の火星着陸ミッションに対する測器と
しての実現性を高めてゆく．

突確率などを評価した．
き行うとともに，ヂャンドラヤーン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．

3．3地球大気

4）月面のクレータ分布関数を再評価した．

3．3．1観測ロケット実験

5）月面オリエンターレ盆地の年代を評価した．

電離圏E領域（高度70〜130km）とF領域（130〜
300km）の相互作用の解明を目的とし，

S−310−42号機と

S−520−29号機の2機の観測ロケットを用いて電離大気と

中性大気の総合観測を行う実験を2013年7月に実施し
た．主な実験結果は次の通りである．
・中性大気風の推定を目的として，S−310−42号機では

ロケットの上昇時および下降時の高度60〜140km

6）地形カメラデータを基にした月面標高データと，
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・高度精度を向上させ
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．

付近においてTMA（トリメチルアルミニウム）を，
S−520−29号機では下降時の高度120〜100km付近に

4．1．1．2

月重力場観測（RSAT／VRAD）

おいてリチウムをそれぞれ放出し，これらの発光を

「かぐや」および子衛星「おきな」「おうな」に搭載さ

地上観測点（内之浦，種子島）及びJAXA実験用航

れたリレー衛星中継器（RSAT），相対VLBI用電波源

空機「飛翔」から観測することに成功した．
・ロケットに搭載した観測機器により，局所的な電場，

（VRAD）による月重力場のデータ解析を継続し，高度計
データ等との比較による月の内部構造の解明を行った．

磁場，電子密度，電子密度擾乱の観測を行うととも

またこれらの解析結果に基づいて，次期月探査

に，ロケットから送信されるビーコン電波を地上局

SELENE−2計画における相対VLBI観測，火星複合探査
MELOS計画における火星回転計測等の，宇宙測地観測

で受信することでロケットー地上間の全電子数の観
測を行った．

・リチウムが月光の散乱光により発光する様子を撮影

したのは世界初で，今後は夜間電離圏F領域での中
性大気風観測手法として様々な実験への適用が期待

における回転変動の推定精度解析を行い，ランダの着陸
地点やオービターの軌道・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
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モデルを粘弾性変形の解析に取り込むことにより，衝突

2．「その場」観測による月の科学探査と月の利用可能

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

性調査「その場」観測による月表面物質の科学探査

た．また，次期月探査計画SELENE−2において，月重力
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，特に技術的キーとなるアンテナの耐低温性設計を行

と月の利用可能性調査，

と定義されている．固体惑星グループでは科学探査の部

った．

分について，科学的目標と各観測装置候補の機能・性能

4．1．2

ペネトレータ技術開発とミッション検討

補である月震観測システム，分光カメラを国内外の大学，

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

研究機関との連携のもと，主導的に開発・研究を推進し

3．ヒ記を通じての国際貢献と国際的地位の確保，

のとりまとめや調整を行っている。また主力搭載機器候

ている．

プローブである．2010年の3月にペネトレ・一・一・タ本体部の

SELENE−2では着陸機・ローバによる地質精査と内部

技術開発を完了させた後，国際ミッション共同で実現す

構造探査を行う事で検討を進めており，本ミッションを

るために重要な技術要素である，3軸姿勢制御衛星から

通じて以下のような科学データが得られると期待される．

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

1．分光撮像などによる着陸地点近傍の詳細な地質，

器の開発を進めてきた．

国際共同ミッションでペネトレータネットワークによ

る月惑星の内部構造探査を優位に進めるため，
end−to−endの技術実証を目的とした2013年度イプシロン

搭載科学ミッションに提案すべく，単機による先鋭化さ

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
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

れた科学目的，衛星システムの軽量化などを検討した．

4．放射線

従来のスピン分離方式，SLIMで検討を進めているバス
系技術の取り込みによりペネトレータ単機での成立解を

なお，地質構造の正確な年代決定や物質進化過程の精

示すことができた．しかし，単機ではミッションのリス

密化にはサンプルリターンを行い，月の石を分析するこ

クが高いため2機搭載に向けて更なる検討を進めてい

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

る．

ダストなどに関する月面環境の様相

ンを行う必要があると考えられる．SELENE−2ではこの

プリカーサーになる技術科学的知見を得ることも視野
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20

4．1．3

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．
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．

図21SELENE−2ミッション想像図

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
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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f

が提供された．引き続き2013年1月
には第2回の国際研究公募の募集を行い約50個の粒子
を提供した．また2013年度よりキュレーション専門委

員会の承認のもとコンソーシアム研究を開始し，最大粒
子や特異鉱物を含む粒子の分析検討がスタートした．粒
子分析およびキュレーション活動に関する査読付き論文
は2014年2月号のMeteoritics

＼ご

δこ

図22 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

and

Planetary

Science誌で

特集号として7編発表されている．

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，試料の汚染低滅を意識した雰囲気遮断での
試料分割法の開発や，試料ハンドリング技術および汚染

4．2

小惑星探査

4。2．1

管理技術についても研究開発を続けている．

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
チェンバーと，超高真空下で試料を長期保管する保管庫，

試料の観察・分類用の電子顕微鏡

コンテナ取り出し作

業や器具類の洗浄を行う加工・洗浄機能，真空排気系や

4．2．2

はやぶさ2検討

小天体の科学探査と日本独自の深宇宙探査技術の確立

のために，C型小惑星からのサンプルリターンを行う探
査として，はやぶさ2計画を進めている．はやぶさ2の

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

ミッションは，「太陽系の起源・進化の解明や生命の原材

り，全体がクリーンルーム内に含まれる．また，採取針

料物質を調べる」ために，

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．

・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，

・「はやぶさ」で試みた新しい技術について，ロバスト

性，確実性，運用性を向上させ，技術として成熟さ
せる．

・衝突体を天体に衝突させる実証を行う．

と定義されている．固体惑星科学研究においてはこれら
の中で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・性能の取り纏
めや調整，開発協力，
図23

キュレーション設備内のクリーンチェンバー

「はやぶさ」試料はキュレーション設備内で初期記載
が行われた後に，国内の各大学，研究施設で行われる第

・一部の搭載観測機器（近赤外線分光計，中間赤外カ
メラ，サンプリング装置，衝突装置，小型ランダー）
について，各大学や国際協力のもと主導的に開発，
研究を推進している．

1回初期分析用として石英板から採取した約50個の粒
子試料が配布された．粒子の3次元構造による鉱物や空

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

隙率の分布，鉱物・元素組成分析による岩石種同定，超

科学コミュニティと議論されている．

はやぶさ2における科学的なアプローチは，はやぶさ

薄切片の微細観察および宇宙風化現象の観察，希ガス分

現在機器の詳細設計が完ゴしフライト品の製造段階で

析による進化史，同位体分析による成因・年代，放射化分

あり，フライト品製造後の検証←一次噛合せ試験）が2012

析による重元素組成，有機物検出などが実施された．こ

れらの結果は米国で開催された第42回および43回月惑

年12月から開始され，2013年11月から最終総合試験が
開始されている．詳細な運用計画の議論と立案作業も始

星科学会議で報告された．ほか，サイエンス6編を含む

まっている．

計8編の査読付き論文で発表されている．また2011年

また，サンプル地球帰還後の初期分析作業のうち，試

のサイエンス10大ニュースの2番目に選ばれている．
初期分析結果を含めて，回収粒子の形状，サイズ，元

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．
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1．研究系
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

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工学実証と，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
図24

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

はやぶさ2ミッション想像図

る目途が立ってきたためである．また，火星表層での気
象・大気組成分析も重要項目として検討されている．火

5．火星探査計画

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

火星周回機と着陸機を用いる探査を火星複合探査ワー

囲の土壌元素分析，地震や火星回転運動や熱流量観測に

ことからダストの顕微観察も重要な目標としている．周

キンググループ（MELOS計画）のもとで検討している．

よる内部構造，周辺分光撮像観測，ガス分析についても

火星周回機による気象観測，大気散逸過程の探査，火星

引き続き検討中である．オプションとして周回衛星から

着陸機による表層地質探査・生命探査，火星内部構造探

の観測，航空機を用いた広域観測，着陸機からの定点観

査，および無着陸での大気・ダストのサンプルリターン，

測についても検討を継続している．

さらに飛行機やローバなど工学実験について，科学目標
や探査方法を並行して検討してきた．固体惑星分野とし
ては，着陸探査関連が主な対象となる．

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

探査機1機とEDL（大気突入・降下・着陸）の工学実証
を中心とする方針とし，周回機探査に関してはランダー
とのシナジーの観点から気象観測を採用することとし
た．着陸探査は継続して各検討を進めることになったが，

図25

EDL実証を目指す工学実験を主目的とし，熱シールドを

MELOS探査で検討中のローバおよび蛍光顕微鏡撮

像部の初期検討モデル

3．学際科学研究系
教職員：石岡憲昭 石川毅彦

稲富裕光

海老沢研

阪本成一

吉田哲也

足立

聡

黒谷明美

高木亮治

橋本博文

松崎恵一

井筒直樹

岡田純平

田村隆幸

三浦昭矢野創山本幸生今井弘二高井研真下茂

山岸明彦

齋藤芳隆 篠原
福家英之

依田眞一 Oleg

育

Gusev

久保田晃弘

学振特別研究員 ：鮫島寛明
宇宙研院・学生： 西村

共同研究員：関

真也

遼

橋本栄尭

高橋里佳

森

雄飛

橋爪藤子

和田師也

馬嶋秀行

1．はじめに

山本未知彦

田中

結

水本岬希

岩田直子

吉田鉄生
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
いる．また，学際科学研究系の取り組みとして，重力を

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

パラメータとした物質科学研究および極限環境微生物学
を軸としたアストロバイオロジー研究を推進している．

研究系のメンバーを中心に再編された研究系である．本
研究系は，宇宙科学の複数の分野にまたがる，又は宇宙

2．宇宙環境利用科学に関する研究

科学と周辺領域にまたがる学際領域，及び新たな宇宙科
学分野の学術研究と，こうした学術研究の推進基盤とな

宇宙環境利用科学の主要な分野である物質科学，基礎

This document is provided by JAXA.

皿．研究系
科学，生命科学について以下の研究を行った．
【物質科学】
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・高粘性融体の表面張力および粘性係数測定法の確立：

金属ガラスや準結晶など，準安定相を創製する物質は

1）静電浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究，

一般に粘性係数が高い．これまでに確立した計測法で

2）放射光を用いた高温融体の観察，

は高粘度の液体を取り扱うことが困難であるため，試

3）地上用静電浮遊炉を利用した研究，

料の回転による変形を利用した新たな測定法の確立を

4）結晶成長に関する研究，

目指している。今年度は表面張力測定法を検討して，

5）ガス浮遊法による大型ガラス準安定相の研究．

実験的検証を行った。

【基礎科学】

・高圧雰囲気対応静電浮遊炉の開発：主に酸化物融体を

1）ダストプラズマ研究
【生命科学】

ターゲットとした加圧型装置の開発を行っている．
Ca20−Al203の浮遊溶融及び密度測定に成功した．

1）閉鎖環境における植物の温熱効果の利用，
2）動物の発生・形態形成及び行動と重力とのかかわり，

3）宇宙飛行マウスの皮膚の遺伝子解析一抗酸化と細
胞老化一，

4）アストロバイオロジー研究

2．1．1。4

大型試料ガス浮遊炉の開発とBaTi205ガラス準

安定相形成機構解明

過冷却を非常に大きくした状態から，BaTi205を急速
凝固させると，高屈折率ガラスとなることが分かってい

る．本研究では，ガス浮遊法を用いて直径8mmの大型
2．1物質科学
2．1．1

浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究

2．1．1．1

試料を得ることを目的としている．ところが，従来のガ

ス浮遊法では直径3mm程度が浮遊限界であったため，

静電浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究

新しいガス浮遊装置の開発を進めた．当年度では，直径

2015年頃国際宇宙ステーション（ISS）に搭載予定の

6mmの試料を浮遊させ，溶融・凝固に成功した（図1参

静電浮遊炉を用いて多くの科学的成果を収めるべく，地

照）．次年度では，加熱方法を改良し，直径8mmの溶融・

上研究を進めている．静電浮遊法がもたらす無容器プロ

凝固を試みる．

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，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℃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．

図1

ガス浮遊法で得られた直径6mmのBaTi20sガラス

今年度は，ISSで実験を行う酸化物試料（金属元素一酸

素の2元系）について，加熱レーザーとの適合性確認等
を行った．また，関連する研究者とともにISS実験に向

2．1．2

けた提案をまとめるとともに，研究会を開催してその具

1）「きぼう」1期利用テーマ「ファセット的セル状結晶

体的な内容や進め方について検討を深めた．

結晶成長に関する研究

2．1．2．1

結晶成長機構の解明

成長機構の研究」実験に関して，昨年度に引き続きデ
ータ解析を行った。その結果，微小重力環境で成長界

2．1．12

放射光を用いた高温融体の構造物性研究

放射光施設（spring−8）と静電浮遊炉を組み合わせ，

面の不安定化が起こるのはカイネティクス過冷度が
最大の箇所であること，不安定化後にセル境界での溶

高温融体の構造物性研究を進めている．これまでは実験

質の濃化のために成長速度が低下してブレークダウ

毎に静電浮遊溶解装置一式をSPring−8へ運搬し，装置を

ンに至ることを明らかにした．

組み立てていたが，非効率であるために，今年度SPring−8

2）静岡大学，大阪大学と共に半導体結晶成長に関する

専用の静電浮遊溶解装置を組み立てSPring−8に常設し
た．これにより，SPring−8を用いた静電浮遊実験の実施

共同研究を行った．その結果，成長界面でのカイネテ

が容易になり，高温融体の構造物性研究の一層の進展が

ィクスが界面形態および成長速度に及ぼす影響を定
量的に評価した．そして強い対流抑制効果が期待され

期待される．

る強い静磁場中でのInGaSb結晶成長を行い，データ
の蓄積を行った．

2．1．1．3

地上用静電浮遊炉を利用した研究

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．

3）早稲田大学と共に融液中の熱拡散現象に関する共同

研究を行った．その結果，融液中の2波長光干渉法
による新たなSoret係数の高精度測定法を確立し，有
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fi．研究系

機化合物融液における地上データの蓄積を行った．

4）帝京科学大学と共に遠心機上で熱フィラメント法に

値が高めになった可能性があることから，次年度に高解
像度カメラを導入し，再度計測を試みる．

上でのダイヤモンドの被覆率に及ぼすガス種分圧，反

粒子温度が室温よりも高い温度であることはほぼ明ら
かになりつつあるので，粒子の加熱機構についても次年

応温度基板表面処理の影響を明らかにした．

度に検討を開始する，

よるナノ・ダイヤモンドの合成を行い，シリコン基板

2．1．2．2

宇宙空間での結晶成長

2．2．2

次期ダストプラズマ研究

東北大学と共に観測ロケットS−520−28号機iにより得ら

ESAが次世代装置PK−4を2014年に打上げ予定であ

れた鉄および酸化タングステン固体微粒子の核形成実験

る．日本独自のアイデアに基づく実験提案を行うべく，

データの解析を進めた．その結果，微小重力環境下の方

研究チームを作って研究を続けている．平成25年度で

が核生成は起り難く過飽和度は地上よりも8桁も大きい
こと，吸着係数が4桁小さいことを明らかにし，宇宙ダ

は，PK−4と同様の装置を用いて航空機実験を行った際の

三次元粒子分布のデータ処理法，および粒子が存在しな

スト生成のモデルを見直す必要を迫る成果が得られた．

い領域（ボイド領域）が形成されない条件について研究

2．1．3

データの取得結果を示す．個々の粒子座標が概ね取得で

を進めた．図2に航空機実験データから三次元粒子座標
マランゴニ対流研究

マランゴニ対流が層流から振動流に遷移するメカニズ
ムに関する新しいモデルの構築を進めている．このモデ

きたと考えられるが，検出漏れや重複が無いか等を次年
度に引き続き検討する．

ルでは，高プラントル流体における温度境界層形成に着

5

目している．平成25年度では，モデルに基づいて数値
解析を行ったところ，従来のモデルよりも遷移現象をよ

4

へ乙

冒三﹀

3

り良く説明できるとの結果が得られた．次年度に結果を
まとめて公表する予定である．

1

2．2

ダストプラズマ研究
0

ダストプラズマとは微粒子が混在したプラズマであ
る．クーロン相互作用が非常に強い状態，即ち強結合プ

一且
2

ラズマを容易に得ることができる特徴がある．平成25
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研究を前

4

5

X
図2

年度に引き続き進めると共に，ESAが開発を進めている

2．3

次期ダストプラズマ実験装置PK−4における国際研究協

2．3．1

力の可能性を探索した．

3

6

7

8

【mm】

航空機実験で得られた三次元粒子座標データ

生命科学

閉鎖環境における植物の温熱効果の利用

将来の有人宇宙探査では，宇宙ステーションや月面基
地といった閉鎖環境に人間が暮らすことが前提となり，

2．2．1

粒子温度計測

いかに人間に適した自然な熱環境制御を行うかがカギと

粒子の速度分布関数から粒子温度を求める方法が一般

なる．そこで植物の蒸散が温度の上昇を抑える効果があ

的である．しかし，統計的に信頼できる粒子数を確保し

ることに着目し，その効果を定量的に評価する実験を行

つつ，速度分解能を向上させることはしばしば困難であ

い，12種類の植物について植物が存在する準閉鎖環境内

る．平成25年度では，新しい方法である粒子運動追跡
法をさらに発展させ，クーロン結晶中に伝播する波の分
散関係について調べた．分散関係は，クーロン結晶が通

測定例を示す．

常の結晶と同様にデバイモデルで説明できるのかを示す

の冷却効果および温度調整機能を評価した．その結果，

ための必須データである．

以下の知見を得た．

クーロン結晶における分散関係は，振る舞いとしては
フォノンの分散関係に似た結果が得られた．今後，この
結果の妥当性および異なる分散関係は存在しないのか等
の探索を行う．また，伝播する波から温度を求めた結果，

の温度を測定した．図3にオキシカルジュームの温度の
さらに，これらのデータを定量的に解析し，温熱環境

1）多くの植物の場合，植物が存在することにより周囲
の温度が低く保たれ，温度変化が緩和される．

2）さらに，周囲の温度が高くなるのにともない，植物
による温度降下が大きくなる．

0．13eVの結果が得られた．この値は室温よりも4倍程度

3）これらの植物温熱効果を解析することにより，植物

高い．さらに，速度分布関数法に関してもデータ処理法

の冷却効果と温度調節機能を一般化でき，その有無に

を改良したところ，0．22〜0．56eVとさらに高い値が得ら
れた．しかし，低速度域での速度分解能が不十分なため，

より3種類の型に大別することができる．
4）基準温度30℃における冷却効果は，チンゲンサイ，
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フユシラズ，マリーゴールド，ハボタン，ミニトマト，

遺伝子群の発現変動をDNAマイクロアレイおよびリア

ベゴニア，オキシカルジューム，パンジー，バジルの

ルタイムPCRなどによって分析した．その過程で，老化
に関わる遺伝子としてサーチュインの発現変化はほとん
ど見られないが，抗酸化に関わる酵素類，特にスーパー

順に大きく，ゼラニウム，ポトス，アスパラガスでは
小さい．

5）温度調節機能は，オキシカルジューム，チンゲンサ

オキシドアニオンを過酸化水素に変換するスーパーオキ

イ，ミニトマト，マリーゴールド，フユシラズ，ベゴ

シドジスムターゼ（SOD），過酸化水素を除去するカタ

ニア，ハボタン，パンジーの順で強く，ゼラニウム，

ラーゼ，グルタチオンペルオキシダーゼ（GPx）の遺伝

ポトス，バジル，アスパラガスにはほとんど見られない．

子発現が有意に増加していることを見いだした．さらに，

グルタチオン転移酵素（GST）やNAD（P）Hキノン還元
酵素（NQO1），ヘムオキシゲナーゼ1（HO1）などの抗

34
33

rc
9し ＃ご・．﹂﹂魯＝診

7」

0

7B

これらの結果は，宇宙環境での酸化ストレスの増大に対
応する生体防御機構が働いていることを示すとともに，

老化要因の…つとして考えられる加齢に伴う活性酸素障

28

害の蓄積の進行を示唆していた．宇宙飛行マウスから抗

ユ7

酸化酵素だけでなく栄養状態やエネルギー制限などによ
って誘導される遺伝子群の発現変化も観察されており，

：6

0
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360

4SO
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7ユ0

84⑪
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図3

2．3．2

酸化酵素の遺伝子も明らかに増加していた（図4（C））．

植物（オキシカルジューム）の温熱効果

動物の発生・形態形成及び行動と重力とのかかわり

宇宙飛行マウスの皮膚細胞の老化様現象が誘導されたこ
とを示唆していた．
（A》

（B）

動物の形態形成のモデルとして，棘皮動物パフンウニ
及び脊索動物ベニボヤの発生における骨片形成を取り上
げ，骨片形成に関与した培養細胞系を用いて，形態形成
に重力がどのような役割を果たしているのかについて調
べている．ウニ胚での骨片形成では，引き続き，宇宙実
験に適合化するための検討を深めた。ベニボヤは，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

（C｝

亀パ
しF．SFで髭現

と脊椎動物のそれぞれの情報を橋渡しすることを期待し
て昨年度より取り上げ，骨片形成に関わるウニの単離細

LFで髭現増

@

胞の培養系にあたるような実験系の確立を試みている

α幽〃勘

イクリン噂COK2！、4闇霞台体の活惟隠療｛S潮

P21

卸

LF．SFともに

阜ｻ識少

大型遠心機による，より長い時間の過重力実験を行う

兜現に差が
ﾙとんどない
ｩしFで滅少

実験系について，今年度はヒトデ成体などの個体レベル
システムの整備を行い，詳細な行動の記録の試行を行った．

6贈
α爵必

が，まだその確立には至っていない．

の海産動物における「起き上がり行動」の観察・記録の

髄A臨、柵替．㎜、CO熾轍

@領向

図4

ハ㎜塑

化ストレス適応反応

鱒r砲
ミ

コも

．1

口1

7ψ53

953

−

．°

ポトーシス．緯馳老化侃避、●晦の守譲御

（A）ISS／きぼう内のマウス飼育実験装置（MDS）（NASA提

供），（B）国際サンプルシェアの様子，（C）細胞老化に関わる遺伝

f群の発現変化例のリスト（LF：長期間飛行SF：短期間飛行）

2．3．3

宇宙飛行マウスの皮膚の遺伝子解析一抗酸化と細

胞老化一

2．3．4

アストロバイオロジー研究

昨年度に引き続き，ISSでのイタリア宇宙機関（ASI）

「宇宙における生命の起源，進化，伝播および未来の研

とシャトルでの米国航空宇宙局（NASA）が実施したマ

究」を標榜し，天文学，太陽系科学，宇宙物質科学，地球

ウス宇宙実験のサンプルシェア研究に参加して（図4（A），

化学，極限環境微生物学などを学際的に繋いで推進される

4（B））得られたマウスの体毛付皮膚（3ヶ月と2週間の

アストロバイオロジー研究が，20世紀終盤より国内外で

宇宙飛行：オスのC57BL／10」マウス）や，ロシアの回収

発展してきている．本年度の本研究系では，特にISASに

衛星を利用した共同研究によって得られたげっ歯類の皮

優位性がある宇宙実験や宇宙探査の機会に絞り，宇宙物質

膚を分析し，長期および短期の宇宙飛行の遺伝子発現に

科学と極限環境微生物学の両面から以下の研究を行った．

及ぼす影響について検討している．過去の宇宙実験で宇

1）地球〜金星領域の大型宇宙塵の分布構造の研究

宙飛行したラットの筋肉や皮膚の分析から抗酸化に関連

有機物や含水鉱物を惑星表面にもたらす主因と考えら

するタンパク質の変動が報告されており，今年度は，酸

れる大型宇宙塵のフラックスを実測するため，ソーラー

化ストレス応答関連タンパク質や細胞老化などに関わる

セイル小型実証機「イカロス」に搭載されたALADDIN
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ダスト計測器の実データを解析した．結果，地球と金星双

3．情報科学・情報工学に関する研究

方の周太陽ダストバンドを検出し，各惑星近傍には平均運

動共鳴によって分布の濃集域と減衰域が形成されること

計算機工学，宇宙工学，天文学，太陽地球系物理学，

を発見した．従来の地球近傍のダストフラックスモデルの

月惑星科学等さまざまな背景を持った研究者が，各専門

限界を指摘し，新ダスト収支モデルの構築を開始した．

分野の研究を遂行すると同時に，それらの専門性を宇宙

2）パンスペルミア仮説・化学進化仮説検証の研究

科学情報の解析に生かし，データアーカイブに関する研

有機物・微生物の宇宙曝露と，有機物含有宇宙塵・地
球微生物含有エアロゾルの捕集試料の地上分析は，生命

究数値シミュレーションの研究，ソフトウェア・デー
タに関する研究などを行った．

前駆体の化学進化仮説とパンスペルミア仮説の両方を検
証するうえで重要である．これらをきぼう曝露部で実施
する喫緊の計画が「たんぽぽ」実験であり，将来の彗星

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アーカイブ

や氷天体の噴出試料サンプルリターン構想にも資する．

は，DARTS

本年度は独自に開発した捕集パネルと曝露パネル双方の

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

宇宙環境実証試験を行い，たんぽぽ実験のFM設計確定
に貢献した．同時にエアロゲル中に捕獲された10μm以
上の固体微粒子を汚染・変成・紛失させずに自動的に観

いは公開予定である．

3．1．1

（Darts

Archive

and

Transmission

System，

アポロ月震データのアーカイブ化

察・摘出する装置（キーストーンマシン）のBBMを製

NASAが行ったアポロ計画の中で，月の地震（月震）

作し，密度0．01g／ccのエアロゲルを最大要求サイズの

データのアーカイブ化を実施した．アポロ月震データは

10mm角に掘削することに成功した．また微生物コロニ
ーを含む粘土鉱物をエアロゲルに超高速衝突させ，掘削

約40年前に取得され，約20年前にテキサス大学の中村

試料のDNA蛍光観察を行い，速度4km／sでも一部生存

へと移行した．このテープを掘り起こしアポロ月震iデー

することを示した．

タをインターネット上で公開した．単なるデータの公開

3）有機物含有微粒子の高分解能質量分析計の研究
内部海に未知の生命圏が予想される氷天体から噴出さ

教授と宇宙研の水谷教授が協力して8mmの磁気テープ

に留めず，解析に必要な全ての情報を含めた，世界で初
めてのアポロ月震サイトとして公開を実施した．さらに，

れる有機物や揮発成分を含む固体粒子は，サンプルリタ
ーンの過程で化学的・物理的変成が起こるリスクがある．

今年度はシステムを高速化し，表示の高速化を行った．

そのため，高い質量分解能を有するその場質量分析の実

3．1．2

「かぐや」HDTVデータのアーカイブ化

現も期待されている，本年度は大阪大学と共同で小型マ

月周回衛星「かぐや」（SELENE）のハイビジョンカメ

ルチターン質量分光装置（MULTUM−II）に，微粒子試料

ラHDTVにより取得された全ての静止画，映像のフレー
ム画像をアーカイブ化し，Webサーバを通じて研究者な
らびに一般向けに公開するシステムを構築した．サービ

を段階加熱してイオン信号を導入するための小型試料オ

ーブンを製作した．図5に示すように，マーチソン阻石
微粒子を室温から300℃強まで加熱することにより，各

スとデータ配信を分離し，長期間の運用性，アップグレ

成分が段階的に検出できることを確認した．

ードの容易さ，複数機関での相互利用性，第三者による

これら以外に，日本アストロバイオロジーネットワー

アプリケーション開発可能性などを実現している．アプ

クと協力し，2013年11月28−30日に国際アストロバイ

リケーション開発はWMSに対応し，かぐや用WMSサ

オロジーワークショップを相模原キャンパスにて開催し

ーバと接続して複数のレイヤー表示に対応した．関係部

た．8力国から157名の研究者の参加を得た．翌日には

署と調整し，公開準備を進めている．

相模原市立博物館大講堂にて，一般講演会を開催した．
3。1．3

イオン強度の変化

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
へ＼

徽＿L＿LL⊥＿一
グワシン
tVt 59

−一尋一一一←一一一一｛一一一一t−一一一一一

データおよび月周回衛星「かぐや」の取得した観測デー

タに関して，対象天体の地理座標に基づくGIS表現およ
び解析手法の研究を会津大学教員と連携して進めた．イ

トカワは典型的な不規則形状天体であり，緯経度1度の
盤ζ
クリシン

nt

253

tfj

実距離も不規則に変化するため，回転楕円体で記述でき
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
−

ワ・・−b

tu；

t

り

い．そのため，3D−GISと称するコンピュータグラフィッ
クに基づいた可視化ツールを開発している．一方，「かぐ

轟劇【】
図5

マーチソン阻石微粒S一の段階加熱質量分光実験

や」の月データについてはOpen

Geospatial

Con−sortium

（OGC）で行われている標準化作業に基づく可視化・解
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析環境の開発・研究を同じく会津大学教員と連携して進
めており，WISE−CAPS（Web−based
Envirorrment

for

Collaborative

lnteractive

Analysis

of

Secure

Planetary

Sci−
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がある為に，莫大な演算能力を必要とする．例えば，イ
オン・電子の双方を粒子で扱う完全粒子法で，本格的に

ence）の試験運用を行っている．また，国際的な研究者

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

コミュニティ内で進行中のOGC標準自体の月惑星デー

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

タへの対応作業にも引き続き協力しており，lnternational

められる．我々はこのような計算が実施できるように，

Planetary

Allianceでの活動成果も取り込んで，研究

完全粒子法，イオンを粒子，電子を流体として扱うハイ

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

ブリッド法，イオンのみを扱うOne−CompOnent−Plasma

Data

している．

モデル，完全粒子法だが電磁波を無視できる近似をした
magnet（）．staticモデル等，各種のシミュレーション・コー

3．1．4惑星科学データ共有のための国際標準プロトコ

ドを開発し，理学・工学にまたがるプラズマ研究への応

ル開発

用研究に利用できるように整備している．

小惑星探査機「はやぶさ」や月周回衛星「かぐや」，金
星探査機「あかつき」，水星探査機「BepiColombo」なと㍉

日本の惑星探査機で取得したデータを，他の国で打上げ

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，
tional

ESAなどを含む国際惑星データ連合（lnterna−

Planetmry

めた．中でもWeb

Data

Alliance；IPDA）と協力して開発を進

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

その場

観測のデータ解析研究には，

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

APIと位置づけられるPlane−

多い．我々は，人工衛星データによる現象解析に立脚し

Protocol（PDAP）を用いた検索サービス

て，物理過程の理解の為に，数値シミュレーション，理

の提供を進め，かぐやデータのPDAPによる検索システ

論計算を通して，宇宙空間プラズマ現象を支配するプラ

ムを構築した．

ズマ素過程・物質輸送過程・エネルギー変換過程につい

tary

Data

Access

SerVice

3．2．3数値シミュレーションによる衛星データ解析研

て研究を行っている．例えば，観測データで明らかにな

32

数値シミュレーション研究

った，衝撃波における非熱的粒子の生成プロセスを研究

3．2．1衛星開発へのデータ同化手法

しており，数値シミュレーション解析と観測事実を総合

近年，数値シミュレーションと観測・実験データを融

的に解釈することで，新しい知見が次々に見つかりつつ

合する手法としてデータ同化手法が注目を集めている．

ある．衝撃波の他にも，磁気リコネクションや境界層混

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

合過程等，宇宙空間プラズマでの重要なプラズマ素過程

一つの方法論である．ここでは衛星熱設計に必要となる

の研究を進めている．

熱数学モデルの高度化および衛星運用時の異常監視・診

無衝突プラズマにおける散逸スケール（電子運動のス

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

ケール）と大規模構造（イオン運動のスケール以上）の

る研究を行っている．これまで開発してきた衛星の熱数

問に大きな隔たりがあることが，現象の理解を本質的に

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

難しくしている理由であるが，これをカバーするように

化手法の一つである粒子フィルタープログラムに対し

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

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

ることで，データ解析研究に新しい視点を導いている．

確認した．また，GPGPU（General−Purpose

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

Graphics

Processing

computing

on

Units）を利用した解析速度の高速化

このような成果を得るには，粒子シミュレーションの計
手法の開発も欠かせない．

を実施した．今後は実データを用いたさらなる検証を行
う予定である．

3．2．4

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
3．2．2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，今後の高性能計

列計算技術に支えられている．宇宙科学の様々な局面に

算機の技術的な問題として，B！F（メモリ性能と演算性能

現れるプラズマについて，数値シミュレーションが活用

との比）の減少傾向が挙げられる．流体解析はメモリ性能

されているが，プラズマを構成する粒子効果を取り扱う

を要求するアプリケーションであり，B／Fの減少ととも

為には粒子法（Particle−ln−Cell法）が用いられる．粒子

にプログラムの実行性能は低下する．今後は更なるB／F

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

比の減少が予想されるため，小手先のチューニングでは
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なく，これまでのプログラミングモデルを見直して，低

Baseversion

B／Fを前提とした圧縮性流体解析プログラムを開発する

Interface）の機能を拡張するプログラムである．いずれ

2）を編集するツール，

SIB2UI（SIB2

User

必要がある．従来型のベクトル計算機を意識したループ

のツールも，衛星開発における単純作業を削減し，衛星

構造（A）とスカラー型計算機を意識したループ構造（B）

や搭載機器の開発者を試験手順の作成や設計の中身に集

の比較を行い低B／Fにおける優劣を確認した．また，構

中させるためのものである．我々は，これらのツールの

造体を有するデータ構造，ループ構造などスカラーCPU
向けの性能評価を行い，高速化のための指針を得た．
「京」を対象として，圧縮性流体解析プログラムUPACS

メリットをツールの試用から評価した．SIB2PlanEditor

の仕様により，試験手順の入力時間は1／3から1／2に
削減された．これらのツールは，衛星・搭載機器の設計

能評価を実施した．ウィークスケーリング（ノード当た

の初期段階からSIB2への入力を促すことで，衛星のイ
ンテグレーションや電気試験の時間を削減することが期

りの問題規模を一定にしてノードを増加させる）では8

待される．

の高速化チューニングを実施し，大規模分散並列での性

万ノード規模まで，高い並列性能を維持できることが判
3．3．2

明した．

宇宙データの横型展開

人工衛星から地球の様子を捉えた観測データや，天体
3．2．5

自励振動ヒートパイプの数値シミュレーション

近年宇宙機の熱制御システムとして注目されている自

や宇宙空間の現象を捉えた科学データなどをインターネ
ット等を介して公開することで，科学技術の専門家だけ

励振動型ヒートパイプに関する数値シミュレーションを

でなく，人文系や美術デザイン系の視点から，新たな価

試みた．幾つかの物理的な仮定を前提とした簡易的な物

値を見い出そうとする試みが始まった．JAXA第一衛星

理数学モデルを構築し，数値実験を行った．簡易的な蒸

利用ミッション本部においても，JAXAが所有する膨大
な地球観測データを，異分野の人たちが身近に活用する

発・凝縮モデルを用いているが，基礎的な現象を再現す
ることができた．今後は検証およびモデルの高度化を実
施する．

ための「JAXA OPEN API」を2013年から提供し，それ
をスマートフォン等のアプリケーションのコンペ等へと
展開している．

3．3

宇宙データを知覚化することは，それだけでも科学技

ソフトウェア・データに関する研究

3．3．1

効率的なツール開発

衛星と搭載機器の開発の工程を減らすため，我々は，

術研究のために有用だが，可視化することでグラフィッ
クスやアニメーション，可聴化することで音響や音楽と

SIB2PlanEditorとSIB2Viewerと呼ばれる二つのツー

いった，科学技術の枠組みを越えた多様な形式の表現を

ルを開発した．SIB2PlanEditorは，試験手順の専用エデ

創作することができる．当研究系では，今年度「宇宙の

ィタであり，ISASで使用しているコマンド計画と呼ば
れる言語を記述するためのものである．SIB2Viewerは，

小箱」（http：〃www．isas．jaxa．jp／home／showcase）と題した

衛星情報ベースバージョン2（Spacecraft

異分野への活用事例の発信を開始した．近年，メディア

Information

ウェブページを新たに立ち上げ，こうした宇宙データの
アートやデジタルエンターテインメントの世界でも「デ

1

Thraad

ータ」を用いた表現がトピックとなっている．そこで超

0．2

Intel）−o−

小型衛星からのテレメトリーデータを用いたメディアア

8（3960X lntel）十
A（3960X GNU）一紐

ート作品の制作展示を行なった．芸術とのコラボレーシ

A（3960X

0．18

8（3960X

GNU）十

0 6

8｛JSS）

3．3．3

コ

A｛965GNU）
B（965GNU）

ョンによる宇宙データの横型展開は，今後ますます重要
な研究テーマとなっていくだろう．

つ

︵ω§﹂O建鴇望敏聾こ85εδt8

A｛JSS）一一くy−

には，複数の観測データを用いた総合的な研究を行う必

0 4

分野横断型研究のためのウェブサービス開発

様々な現象が複雑に絡み合うような系を理解するため

O 2

要がある．しかしながら各分野で基礎となるデータが蓄
積されてはいるものの，それらの高次プロダクトを統括

ω

したアーカイブは存在しない．そこで，各分野の観測デ
ータをアーカイブ化し，それらのデータを容易に比較す

0．08

ることを目的として，ウェブサービス（C3；Cross−Cutting
O．06

00．511522．533．54455
ByteMops
図6

Comparisons）の開発を始めた．現在はDARTS LABSか
ら試験的に公開している．今後は取り扱う観測データや
比較・解析ツールを増やして行く予定である．

、

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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天文学や宇宙プラズマに関する研究

3．4．1
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た．この銀河団の中心領域は，「すざく」のCCD検出器

X線蓮星系の研究

の較正のために，何度も観測されている，また，オフセ

現在稼働中の「MAXI」，「すざく」や「ぎんが」衛星

ット領域での観測も豊富である．以上から，これまでに

のアーカイブデータを用いて，ブラックホールや白色倭

星を含むX線連星系の観測的研究を行った．今年度は，

ない統計精度で，測定が可能になった．加えて，CCD検
出器のエネルギー決定精度についても，詳しく調べた．

「㎜」が発見したブラックホール天体㎜」1305−704

その結果，この天体において，有為なガスの運動は見ら

の観測結果を発表した．また，ぎんがアーカイブを用い

れなかった．これは，この銀河団の中心領域では，銀河

て，過去に観測されたブラックホール天体GS

1124−683

団衝突などの影響がガスには残っていないこと，したが

のデータに最新のモデルを適用し，ブラックホールのス
ピンに制限を与えた．また，「すざく」衛星が観測した倭

って，静水圧平衡の仮定による質量推定の誤差は小さい

新星の性質を統一的に研究し，修士論文としてまとめた．

㎞／s程度のガス運動のヒントを見つけた．これは，過去

ことを示している．ただし，銀河団の中心付近に，300
の銀河団衝突の跡であるかもしれない．加えて，次期X

3．4．2

活動的銀河中心核の時聞変動の研究

線天文衛星ASTRO−H衛星による銀河団の動力学測定に

非周期的かつ激しいX線時間変動は活動的銀河中心核

ついても，観測の検討を行っている．

の特徴であるが，その起源は明らかになっていない．活

動的銀河中心核の1カテゴリーであるセイファート銀河

4．大気球に関する研究

において，多くの天体から広がったように見える鉄輝線
が検出されている．また，強度変動率のエネルギー依存

大気球実験で使用する次世代技術の研究と大気球によ

性を調べると，鉄輝線領域で極端に小さくなる，という
特徴がある．それらを説明する有力なモデルとして，当

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

研究系はVariable Pa翻Cove！jng（VPC）mode1を提案
し，検証を行なっている，過去の研究からセイファート

層圏を超えて申間圏に至るための軽量な気球や，長期間
成層圏た滞空できる気球の研究開発を行った．また，過

銀河MCG−6−30。15についてVPCモデルが成功すること
はわかっていたが，今年度は，特に激しい時間変動と特

去の大気球観測実験で得られたデータの解析や，将来の

異なスペクトルとを示すことで知られている狭輝線1型

った．

セイファート銀河1HO707−495について，

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

VPCモデルが

適用可能かどうか，検討してみた．その結果，同じ部分

4．1

吸収率と異なる電離吸収度を持つ二つの部分吸収体を導

4、1．1

入する（Variable

ことによって，部分吸収率という一つのパラメータの変

LObed−pump㎞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

化だけで，観測された複雑なスペクトル変化の大部分を

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

Double

Panial

Covering［VDPC］mode1）

説明することに成功した．

気球についての研究
網をかけた圧力気球の開発

の開発を進めている．本年度は，以下の研究を行った．

1）昨年，判明した気球の極部の構造の問題点に対する
3．4．3X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

対策を施した直径3mの気球を製作して飛翔性能試
験を実施し，成層圏の低温環境下において，最大差圧

である．そこでは，暗黒物質の重力エネルギーが，ガス

6，280Paに耐えることを実証し，改良の有効性を確認

と銀河の運動を経由して，ガスを加熱し宇宙線を加速す

した．

る．我々は，X線衛星「すざく」を用いて合体途中の銀

2）放球時にスプーラーとの干渉が懸念されていた網と

河団において，X線ラインの赤方偏移を用い，合体にと
もなうガスのバルクな運動（約1500㎞／s）を世界で初め

フィルムとの結合部の改良案としてミシンで縫い付
ける結合方法を見出し，地上での要素試験により結合

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．それによって，衝

強度を確認した．

3）引き裂き機構と気球尾部構造との干渉を避けること

突と合体の物理を理解し，その力学を支配している暗黒

ができ1トンの荷重を吊り下げることが可能な尾部

物質の分布を制限する．他の銀河団では，A2256で見ら

構造を検討し，その有効性を地上での要素試験によっ

れたガスの運動が見られるだろうか．A2256の運動は，
成長のどの段階を示しているのだろうか．ガスと銀河は
いつも一緒に動いているのか．暗黒物質は，ガスや銀河
と同じように分布し，同じ速度を持っているのか．この

ような疑問に答えるため，我々は，全天でX線で最も明

て確認した．

4）気球製作時の網の取り扱いを容易にする網の改良を
行った．
5）来年度に飛翔試験を実施するため，体積5，000mi3の気

球の開発を開始した．

るい「ペルセウス座」銀河団でのガスの運動測定を試み
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1．研究系
タイプ測定器による技術実証気球実験のデータ解析をよ
り詳細に行い，測定器性能や環境バックグラウンドへの
理解を深めた．そのほか実験室レベルでの各種実験デー
タや計算機シミュレーションも交えて，測定器設計の詳
細検討を一層進めた．

GAPS熱制御系への採用を検討している自励振動ヒー
トパイプ（OHP）の世界初の飛翔環境下での動作実証や
更なる改良に成功するなど，GAPS以外に応用可能な工
学的成果も得た．

4．2．2超伝導スペクトロメータを用いた宇宙線の観測
反陽子などの宇宙線の精密観測を通じて初期宇宙にお
図7

ミシンで網と皮膜とを結合させた気球

ける素粒子現象を探求すべく，米国と共同で気球搭載型

4．1．2成層圏パワードバルーンシステムの研究

成層圏に滞空し飛翔経路を制御可能な気球の研究を行

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

っている．これまでに研究・開発を行ってきた俵型気球

と29．5日間）によって得られた宇宙線事象データの詳細

のアスペクト比を大きくすることにより空気抵抗の少な

な解析を進めている．今年度は宇宙線中の陽子とヘリウ

いスーパープレッシャー型気球を実現し，また，推進機

ムの同位体比の観測結果に関する成果を発表したほか，

を保持するための構造をインフレータブル素材で構成す

反重陽子の探索解析も進めている．

ることにより，放球時の困難さの軽減を図る．今年度は，

一対の模擬推進機とこれを支えるインフレータブル構造
を昨年度に製作した直径5．7m，アスペクト比2．72の俵
型気球に取り付け，ペイロードの吊り下げ方法，放球時
の状態から気球の膨張，飛行モードへの姿勢変更過程等
を検証し，概念の有効性を確認した．

4．2．3

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

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

4．2

気球を用いた宇宙科学の研究

4．2．1

ルギーの電子・陽子・原子核の起源の解明を目指してい

エキゾチック原子を用いた宇宙線反粒子の研究

宇宙線中に極僅かに存在している可能性がある反重陽

る．これまでに詳細設計を終え，今年度より搭載装置の
製造・試験を開始した．つくば宇宙センターにおける運

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

用システムや早大における運用・データ解析システムの

質などに関する知見を獲得すべく，米国と共同でGAPS

構築も進めている。打上げは平成26年度中の実現を目

気球実験の準備を進めている．

指している．

本年度は，これまでの研究成果をさらに発展させ，

GAPS測定器の詳細設計や要素技術の改良を進めた．平

成24年6月に大樹航空宇宙実験場にて実施したプロト

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

100
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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，システム検討を継続するととも

60
睾：：

に，地上での宇宙マイクロ波背景放射偏光測定を推進し

蕃、。

ている研究者を招聰して測定器に関する議論を行った．

§、。
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5．科学コミュニケーションに関する研究
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図8

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

lme

8．5

95

105

｛hr｝

GAPS技術実証気球実験のフライト全般に亘る熱解析結果

シーの向上を目指し，科学コミュニケーション技術の開
発研究と実践，及び実践成果の解析研究を行った．
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5．1文理融合のプラネタリウム番組の科学コミュニケ
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ーションツールとしての評価

上げ10周年記念イベントや国際科学映像祭等に出品し
た．国際科学映像祭では，審査員特別賞や会場特別賞を

近年の博物館では，より高度な資料活用を目的として，

拝領し，来場された方々の関心も高かったと考えられる

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．博物館教育においては，学び手の個性や社会文化的
背景を生かし，学びの主体性を促す手だてを模索する意

が，一方で，全天周映像との適合性や，ストーリー性の

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

インタラクティブに可視化するツールを試作した．係る
ツールは試行段階であるが，映像制作の補助に留まらず，

考慮等の課題も見受けられた．また映像制作の補助とし
て，「はやぶさ」やイトカワ等を，軌道データに基づいて

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

コミュニケーションツールとしても有用であると考えら

働により文理融合の観点からコミュニケーションツール

れる．

の製作を昨年度に引き続いて進めている．平成25年度
は「はやぶさ」打上げ10周年を迎えるにあたり，「はや
ぶさ」が小惑星イトカワ周辺でどのような軌跡を辿った
かについて映像化を行った．この映像化は，広報・アウ

5．2

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

本の宇宙科学史の研究を進めている．平成24年度は，

トリーチの一翼を担うとともに，記録映像としての側面

戦後日本初のロケットであるペンシルロケットを中心に

も有している．映像化にあたっては，例えば広報カメラ

まとめた．今年度も引き続いて調査を行った．

による画像データとのマッチングによる位置データの整
合性確認や補正を行うなど，残されたデータに基づいて

5．3

実際の軌跡を極力忠実に再現する事に努めた．またカメ

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

ラワークで補いきれない視覚ヒの遠近感の欠如を補うた

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

めに，各種位置情報等を映像に挿入した．映像は平面版

するために，「サイエンスとアートとの対話」という総合

と全天周映像（ドーム映像）版を制作し，「はやぶさ」打

研究大学院大学の取り組みを通じて，活動を行っている．
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1．研究系
他大学院・学生：宮里和良

JAXA他本部職員：篠原主勲

石澤淳一郎

伊藤勝広

1．はじめに
宇宙飛翔工学研究系では，宇宙飛翔技術及び宇宙シス

自石紀子

森下拓往

力特性ベースラインを設定した．また打上げ後75秒以
降に行われる大迎角フェーズにおける空力特性をマッハ

数4において風洞試験を実施し，迎角40度までの大迎

テムの基盤となる宇宙システム工学，輸送工学，構造・

角空力特性を設定した．これらの設定された空力特性は

材料工学などに関する基礎と応用の研究，及びこれらに

2013年9月に打上げられたイプシロンロケット初号機の

関する搭載機器や地上システム等の研究，さらにプロジ

軌道設計，誘導制御解析に使用された．初号機の飛翔結

ェクトの提案と実行などを通して，大学共同利用システ
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

果から設定した空力特性ベースラインの妥当性を評価
し，各空力特性が設定した誤差範囲に収まり妥当である

を行っている．

ことを確認した．

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，

2．2

イプシロンロケットの誘導制御系の研究

イプシロンは未来を拓くロケットとして，機体の高性

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

能・低コスト化だけでなく，射場設備のコンパクト化や

は内容を異にする．主として，惑星探査機先進的科学

運用の少人数・短期間化，さらにはユーザーインターフ
ェースの向上など，打上げシステム全体の改革を推進し

衛星等の宇宙機およびそれにかかわる航行，誘導制
御に関する研究と，実験的手段をもちいたロケットなど

ている．このようなコンセプトは，誘導制御系の設計思

の飛翔体システムの研究を行っている．具体的にはそれ

想にも大きな影響を与え，M−Vロケットに比べても，格

らに関連する計画立案とミッション解析，軌道設計，シ

段の進化を求めている．特に，第1段および第2段ステ
ージの制御論理においては，発射当日の解析プロセスの

ステム設計ないし，小型ロケットによる実験・試験計

化学推進，電気推進等の推進系や空気力学，気体力学に

効率化を図るとともに打上げの可能性を拡大する目的
で，M−Vロケットで開発したH無限大制御論理を発展的
に拡張し，機体ダイナミクスの不確定性や突風応答に対

関する基礎及び応用の研究を行い，宇宙科学ミッション

するロバスト性能（制御の頑強性）の強化を行った．

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

の推進を図っている．

宇宙構造・材料工学においては，将来ミッションにつ

2．3

イプシロンロケットの構造系開発

ながる先端的構造や材料，検査方法などの研究を行うと

構造ワーキンググループとして，イプシロンロケット

ともに，宇宙研のほとんどのプロジェクト，プリプロジ

の射場作業に協力した．ロケットの組立の立ち合いを行

ェクトと協働してこれらの活動の推進を図っている．

い，組立後は全機振動試験を実施して機体及び射座の動
特性データの取得を行った．

2．イプシロンロケット

3．再使用高頻度宇宙輪送システムの研究
2．1

イプシロンロケット空力特性の研究

イプシロンロケット初号機最終全機形態での風洞試験

将来の宇宙輸送システムは，高頻度大量の輸送が行わ

を実施して空力特性を取得し，初号機フライト向けの空

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
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．

機体システム知能化研究として，ヘルスマネジメント
に関する研究を行い異常検知ロジックに拡張カルマンフ
ィルタを適用し検知能力の高度化を行った．リアルタイ
ムシミュレーションとして，エンジン燃焼モデル，燃料・

酸化剤の充填モデルについてシミュレーション機能を構
築した．機能確認試験において充填の模擬地上運用，エ
ンジン燃焼の模擬を実施しf一ソフトウェア機能を実証し

た．地上運用効率化研究として，運用の進捗状況や推進
図1

イプシロンロケット風洞試験

点検結果を反映した運用管理システムの作成を目標に，
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その構築方法を検討し試作した．将来の高頻度運用及び

流の主要因となっており，デブリ生成の一因とされる．

システム高性能化に必要な要素技術研究として水素酸素
RCS，統合推進システム，高度補償ノズル，ワイヤレスヘ

そこでデブリを生じない推進薬組成として，Alを含まな
い組成が一つの候補となるが，単純にAlを除去した場合，

ルスモニタセンサ，光ファイバセンサ，液体酸素複合材タ

固体推進薬の燃焼性能の低下を招く．そこで，高エネル

ンク，液体水素複合材高圧タンクの各要素研究を行った．

ギー物質であるGAPをバインダとして適用し，

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．

4．4

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，
図2

再使用高頻度宇宙輸送システムの研究

4．固体ロケット推進に関する研究

樹脂の改質に努め，金属材料，ライナ材などとの接着性
を向上することに成功し，実現に向けて前進した．
4．5

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
4．1

高エネルギー物質を適用した固体推進薬

固体推進薬の内部微細構造が燃焼にどのように影響す

実用酸化剤である過塩素酸アンモニウム（AP）に替わ

るかを明らかにする研究を行っている．酸化剤粒子の傾

る新たな酸化剤に関する研究を行っている．APはコン
ポジット推進薬が登場して以来，世界中で広く使用され
ている．しかし，環境負荷低減の観点あるいはより高性

きが燃焼速度にどのように影響を与えるかを調べるため
に，推進薬表面の燃焼伝播の単純な二次元シミュレーシ

能化を目指すためには新たな物質の適用が求められる．

一定として，酸化剤粒子の配向が，後退方向と同一の場

固体推進薬の性能向上を狙うには，酸化剤やバインダな

合と垂直の場合の数値計算を行った結果，配向が後退方

どの組成に高エネルギー物質を適用する方法がある．本

向に対して垂直の場合の方が，推進剤の後退速度が速く

研究では，ハロゲンを含まない高エネルギー物質の一つ

なることを明らかにした．

ョンを行った．酸化剤とバインダの後退速度はそれぞれ

であるアンモニウムジニトラミド（ADN）について，そ
の合成方法，結晶の物性および推進薬に適用した場合の

5．ハイブリッドロケットの研究

燃焼特性について研究している．

推力5kN級の技術実証用ハイブリッドロケットエン
4．2

補助推進系用新型ガスジェネレータ固体推進薬

ジンに関して，酸化剤旋回流方式供試体の気体酸素を用

次世代の固体ロケットシステムは軽量化と低コスト化

いた着火試験，推力1．5kNで燃焼時間20秒までの長時

が強く求められている．現用の補助推進系用ガスジェネ

間燃焼に成功．推力4．5kN，燃焼時間2秒および5秒の

レータ固体推進薬は，組成に国内で調達できない原料を

燃焼試験を実施．

用いており，低コスト化の障害となっている．硝酸アン

燃焼性能向上技術の研究として，多段面対向噴射方式

モニウム（AN）は，化学肥料や産業爆薬などで広く用い

のインジェクタ断面数数の影響を確認した．また，複
数の旋回器を並列に配置することで混合を促進する手法

られる物質であり，古くから低コスト酸化剤として知ら

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
行っている．

について，その混合性能を数値解析により調査した．

WAX燃料を用いて酸化剤流旋回の影響およびバッフル
プレートによる燃焼促進の効果を実験的に調査した．

数値解析手法の開発研究として，昨年度開発した内部
弾道特性データベースを効率よく作成可能な解析ツール

4．3

デブリレス固体推進薬

を用いて設計パラメータに関するパラメトリック解析を

スペースデブリ抑制に関する研究が宇宙機に関わる広

実施した．また，着火の数値解析について動的負荷分散

い分野で行われている．固体ロケットモータについては，

の導入を実施した．さらに，WAXなどの燃焼時に液化す

推進薬の組成として用いられる金属燃料のAlが燃焼残

る燃料に関して，エントレーメント現象のプロセスの一
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7．空力性能の革新を目指した研究

つである液膜の挙動の不安定性の解析結果を得た．

理論解析のアプローチを用いて，ハイブリッドロケッ
ト固有の燃焼不安定モードを含めた燃焼室線形安定解
析，酸化剤供給系のカップリングによる燃焼不安定性の

流体制御デバイスの研究を行っている．本年度は，大規

解析を行った．

模ラージエディシミュレーションを実施し，実機に近い

宇宙輪送機や流体機器の設計思想を革新するマイクロ

多目的最適設計の研究として，遺伝的アルゴリズムを

スケールの流体機器の剥離制御効果を調べた．結果より

用い，単段式ハイブリッドロケットおよび三段式クラス

レイノルズ数が5乗よりも低い場合は，乱流遷移を促す

タハイブリッドロケットの概念設計を行った．

燃料の開発・評価の研究として，低融点熱可塑性樹脂
（LT）の燃焼実験を行い，燃焼性能に対するL＊の影響を

ことで効率的なアクチュエーションが実施できるが，レ

イノルズ数が6乗の場合は大規模渦を利用した制御が有
効であることを示した．

調べた．また，TNT換算率計測の予備実験として，爆薬
量の影響を確認した．

その他，エジェクタロケットコールドフロー実験の燃

焼部が及ぼす影響の研究ハイブリッドロケットを用い
たデブリ除去の可能性についての検討，ハイブリッドロ
ケットのロケットスレッドへの適用のための燃焼実験を
実施した．

図4実機スケールに近い流体制御シミュレーション結果

8．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
方法の確立を目指した研究を進めている．本年度はJEDI
センターと協力してイプシロンの低騒音射点形状を提案

し，実際に打Eげ時13dBの低騒音化につなげた．また
図3

CFDによる旋回流中の火炎形状の可視化

予測方法の確立のため，進化アルゴリズムを用いた多目
的設計探査を行い，単純かつ音響放射の少ない射点形状

6．スペースプレーン技術実証システムの研究

が持つ流体音響特性を明らかにした．これらの知見を，

今後の射点設計に活かすとともに，更なる音源構造の理
スペースプレーン技術をフライト状態で実証する枠組

解につなげて予測精度向上を図っていきたい．

みを開発し，そこで新規技術の研究をすることでスペー
スプレーン実現に貢献する．スペースプレーン技術をフ
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ライト状態で実証する枠組みとして，気球を利用した効
率的なシステムを検討している．システム構築に向けて

は，気球からの落下により加速するマッハ2までのシス

テム実証を第1段階気球からの落下に加え，ブースタ
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段階と位置づけて研究
を進めている．

今年度は，小型機体によるマッハ2機体の設計・製作を
行い，胴体部および主翼の主構体を完成させた．それと並

図5

行して，第2段階で使用するブースタの検討や，空気吸い

射点形の空力音響設計探査

込み式エンジンの検討を他大学と共同して実施した．

また，同実験技術の応用のひとつとして，気球から落
下する機体を使った無重力実験システムの検討を，他の

9．宇宙輸送機等における多様な空力課題に関す
る研究

研究系と協力して実施し，主として機体システムの研究
開発・製作を担当した．

昨年度に引き続き非構造格子とそのソルバーを利用す
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ることで，複雑な形状のフラップを含む再使用観測ロケ

の立ち合い及び全機振動試験の立ち合いを行った．また，

ット周りの流れ場の解析を行い，その特性を明らかにし

2号機相当であるERGのミッション部のMTM試験を実

た．また将来の非定常解析に期待される構造格予および

施し，動特性データを取得して数学モデル・搭載機器の

非構造格子上での高次精度手法の開発を行い，幾何形状

機械環境等を更新した．

を正しくモデル化した上で従来手法の100倍程度の計算
効率ができる手法を提案した．合わせて種々の流体関連

11．2

研究を進めている．

はやぶさ2の構造系開発
昨年度までに，はやぶさ2構体を製造し，構造モデル

による機械環境サーベイ試験を行い，搭載機器の機械環
境を計測した．その結果を用いて，各搭載機器の機械環

境条件の設定と調整を行った．また，衝突装置SCIの分
離衝撃の低減対策や推進系タンク・スラスタの振動試験
などに対する支援を行った．

、

11．3 MMOの構造系開発
水星磁気圏探査機MMOのフライトモデル（FM）（図
7）の製作を行った．構造試験モデルとは太陽電池パネ

f

j
図6

フラップ付き再使用観測ロケットのシミュレーション結果

ルの拡張等の設計変更を行ったため，解析による妥当性
を確認した上で，試験検証を行うための準備を実施した．

10．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
科学衛星は要求が多様であり，そのために設計，解析，

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．

将来必要とされる熱制御技術はいくつかあるが，将来
の科学衛星において最も有用と考えられるループヒート

図7

MMOのフライトモデル

パイプと自励振動ヒートパイプ，展開型ラジエータにつ
いて試作研究をおこなった．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．

11．4

ASTRO−Hの構造系開発

次期X線天文衛星ASTRO−H衛星（図8）の擾乱試験

科学衛星の熱設計・解析・試験技術の研究を科学衛星

を実施し，擾乱バジェットを満たすことを検証した．ま

開発，主として水星探査機BepiColombo MMOの開発を
通しておこなっている．得られた成果や知見は他の科学

性，構造数学モデルの妥当性，各種搭載機器に設定され

衛星開発に展開・利用している．

た機械環境条件の妥当性を検証した．

水星探査機BepiColombo

た，MTM試験を通じて，機械環境に対する主構造の耐

MMOの太陽電池の技術上の

問題について，太陽電池パネルの熱真空試験クーポン
パネルの試験ベーキング等をおこない，課題を解決し
た．また分子状コンタミネーションについて，アウトガ
ス試験及びコンタミネーション物質輸送解析をJAXA研
究開発本部電子部品・デバイス・材料グループと共同で
おこない，打上げ後の分子状コンタミネーションによる
劣化評価をおこなった．

11．現行科学衛星プロジェクトの構造系開発
11．1

小型科学衛星の構造系開発

小型科学衛星（SPRINT）については，

SPRINT−Aは射

場での打上げ準備作業に移行し，ロケットへの組付まで

図8

ASTRO−H音響試験
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15、高精度大型宇宙構造システムの研究開発

12．環境試験方式の開発研究
搭載機器の計装と関連して振動・衝撃・スピン・動釣

次世代の高精度大型宇宙構造システムの実現に向け，

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

特に，アンテナシステムに対して，（1）鏡面系の高精度

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

化と（2）支持構造及び展開ラッチ機構の高精度化を行
うと同時に，基盤技術として，（3）高い形状安定性を有

御およびデータ取得の方式について研究を行っている．

する材料開発，（4）高精度な設計／解析／試験技術の開発，

本年度は観測ロケットS−520−27号機・S−310−42号機は

（5）大型構造物の計測精度の高精度化を行った．

具体的には，（1）ケーブル・メッシュ・リブ方式のア

やぶさ2衝突装置・再突入カプセル，水星探査機MMO
全機の振動試験イプシロンロケットB2PL， B3PL，

ンテナについて，CFRPリブの軌道ヒ物性変化の要因を

SPRINT・−A全機はやぶさ2衝突装置・再突人カプセル，

同定し，さらにその改善手段を明らかにした．さらに，

はやぶさ2全機等の慣性諸量測定／動釣合試験等を実施

同アンテナにも利用されていたケーブルアセンブリの高

精度化と懸案であったその振動耐性を，EMアンテナの

した．

13．柔軟構造物の振動制御の研究

正弦波振動試験によって示した．一一一昨年度の研究成果で

ある鏡面精度への影響の高い部位の摩擦低減と合わせ

て，5m規模の大型アンテナの1mmRMS以ドの鏡面精度

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

電波観測にむけたソリッドアンテナに対して，スマート

する受動的制振法，そして能動的制振について，トラス

副鏡を組み込んだアンテナシステムの性能評価を行い，

構造・板・弦等を中心として理論的および実験的研究を

電波特性の向ヒが可能であることを示した．（2）支持構

行っている．

造の高精度形状制御を行い，2mの規模のトラスを10μm
以下の精度で制御可能なことを示した．展開ラッチ機構

の実現の技術的な見通しを得た．また，更なる高周波の

の高精度化を試み，適切な設計によって，4秒角以下の
展開再現性を実現できることを示した．

16．耐熱複合材の研究
騰霧翼。。ン；

．．巳

16．1TPS用耐熱コーティングの酸化特性
（a）高精度軽量パネル（38nmRMS）（b）高精度大型展開リフレクタ

図9

高精度大型宇宙構造システム

高温酸化速度を計測するための熱天秤内の流れ・拡散・

温度分布を求め，計測に必要な条件を明らかにした．SiC

試験片周りのActive酸化条件下における酸素分圧分布の

14．科学衛星打上げ用ロケットの構造・機能・動
力学に関する研究
科学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

解析結果より，計測に当たり表面の酸素分圧の決定が重
要であることがわかった．

16．2

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

を燃焼器

ノズルへ適用する研究を実施している．カー

いる．ロケットの性能・信頼性向Eを目的とし，設計計
算手法の提案・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打
上げに向けて，組立・全機振動試験の支援を実施した．

また分解型スラストチューブの荷重試験を実施し，破壊
モード（座屈）が分解製造に依存しない事を確認した．
またS−310−42号機の打上げで振動計測を実施し，貴重な

フライト中の振動データを得る事が出来た．また機体の
動特性の評価を行い，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
重について研究を行っている。引き続きS−310−43号機の
PI部構造検討支援を行った．
図10燃焼中のSic／Sic耐熱複合材燃焼器
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る原因を分析し，解像度向上の方策を提案した．

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．

17．3

耐熱性ポリイミド樹脂の開発

SiC／SiC複合材料については，N20エタノールエンジン

イカロスの帆に使う熱可塑性ポリイミド樹脂を既に開

用の燃焼器およびノズルを試作し，地上燃焼試験を実施

発しているが，将来のより大型のプロジェクトに向けて，

している．これらの試作試験を通じて，各種耐熱複合材

大面積化が可能な樹脂の改良を行った．また，従来品に

料による各種エンジン部品の設計・製作技術の確立を目

比べて耐熱温度が高いISASで開発した熱可塑性ポリイ

指して研究開発を進めている．

ミドに関して，この樹脂をマトリックスとするCFRPの
成形を実施した．

16．3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

将来の固体ロケットの高性能化，低コスト化に寄与す

17．4

高精度大型宇宙構造に使用する高精度複合材に関

する研究

るために，新しいコンセプトに基づくより軽量で低コス

本研究では各種複合材を用いた軽量構造体を高精度化

ト成形が可能なCFRPノズルライナーの開発を進めてい
る．密度と熱伝導率の低減によりライナー素材重量を約
半分にし，軽量化による上段ロケットの高性能化を実現

するために，様々な炭素繊維樹脂による複合材の高精
度に関連する特性の変化を調べるとともに，これらの特
性変化機構を解明し複合材設計手法を確立することを目

する．M−14などでノズルの高開口部に使用されているシ

的としている．また，熱可塑型複合材の高精度衛星構造

リカ繊維系ノズルライナー部分や上段モータの高開口部

部材への適用を検討するために熱可塑型ポリイミド，低

からの適用を想定している．

吸水樹脂ポリメチルペンテンについて複合材としての特
性の取得と特性を発揮するために必要な界面設計などの
複合化設計方法を探索している．

尋2
ヤング率変化曲線
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図11TM−250モータによる燃焼試験
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16．4

アブレータ用CFRPの高温劣化特性

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
て観察し，劣化機構を検討した．

図12

17．5

熱サイクルによる引張り弾性率の変化

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

最新のナノ技術の研究成果と炭素繊維強化プラスチッ

17．高分子および高分子基複合材の研究

クス（CFRP）製造技術を利用し，現在最も比強度・熱
伝導特性に優iれるCFRPの性能を向上し，構造重量の飛

17．1 高速回転CFRP円板の開発
三次元強化のCFRP円板に関して，回転速度（周速度）

躍的な軽減（10年後には半減）を目指した研究開発を行

を最大化することを目的として最適化を図るとともに，

度化と一方向CNTシートを用いた高体積含有率一方向

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

CNT積層板の開発を行っている．

う．カーボンナノチューブ紡績糸とその複合材料の高強

験を実施し開発を進めている．

18．金属系材料の強度・破壊
17．2
Pulse

CFRP用簡便非破壊技術の開発
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

18．1

金属・合金の低温クリープに関する研究

チタン合金は高比強度材料として宇宙機に数多く使用

エ変換して得られる位相成分に注目し，特にその低周波

されているが，室温で顕著なクリープ現象を起こす．この

数に注目すると，これまで以上に深い欠陥の検知が可能

現象は，我々が「はやぶさ」の推進剤タンク試験中に再発

であることを見出した．また，後者に関しては，従来か

見し，hcp金属特有の新たなクリープ変形様式であること

ら行われている水中浸漬に比較して解像度が大幅に落ち

を明らかにした．その後fcc金属においても同様の低温変

This document is provided by JAXA.

64

1［．研究系

形領域が存在することを見い出した．超微細粒金属は，超

おいて，衝突により生じた衝撃波の干渉により，試料内

強加工により高強度・高靱性化されたものだが，低温環境

部の積層界面にクラックが発生・進展する様子の実時間

での信頼性に低温クリs−一・プは重大な問題となる．そこで本

観察である．

研究では，超微細粒から粗大粒のfcc金属について，粒径

20．非破壊信頼性評価

と温度に応じた変形メカニズムの解明を行っている．

18．2

ロケットエンジン燃焼室銅合金のクリープ疲労

固体ロケットモータの大型化に伴い，定量的な非破壊

液酸・液水ロケットエンジンの信頼性向上のため，燃

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

焼室銅合金の熱疲労・予寿命評価研究を行っている．応

なってきており，イプシロンロケットでは設計段階から

力保持クリープを重畳させた高温疲労試験を実施し，単

効率的な品質保証方法を検討している．特に上段モータ

純疲労とクリープの線形損傷則では説明できなかった地

推進薬の品質保証として，SRB−Aで採用している放射線

上燃焼試験での損傷を再現した．試験後のSEM−EBSP

検査（RT）から，超音波検査（UT）へ移行するための

観察により，疲労損傷蓄積を評価している．本件は，非

研究開発を行っている．また，地上試験等でのヘルスモ

破壊信頼性評価研究に関するNIMS−AIST−JAXA研究協力

ニタリング用に，ファイバー・ブラッグ・グレーテイン

協定に基づき，物材機構の協力を得て実施している．

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

18．3

低温超塑性チタン合金開発と粒界ヒり直接観察

科学衛星では，超塑性成形によりチタン合金製推進剤
タンクを製造している．このプロセスの信頼性向上のた

開発している．なお本件は，非破壊信頼性評価研究に関

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

め，超塑性低温化に必要な材料学的諸元を明らかにする
ことが求められており，鉛筆を束ねたような伸張粒組織

21．国際標準化のための活動

をもつODS鋼を横方向に引張り，素過程としての2次
と共同で，低温超塑性に必要な熱間加工条件と超塑性特

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）の地上実

性の関係を明確化し，量産可能な適正プロセス条件を提

験方法について，国際標準化（ISO11227）のための活動

案することを目標としている．

を行っている．

元的粒界たりを観察している．最終的には，素材メーカ

19．セラミック系材料の超高遠衝突損傷

22．極低温推進剤用複合材要素の研究

衛星推進系スラスタの耐熱温度（比推力）向上と国産

将来輸送系では抜本的軽量化のために推進剤（LH2，

技術化をめざして，窒化珪素製スラスタを開発し，「あか

つき」に搭載した．脆性セラミックス部材に対し，多軸

LOX）タンクの複合材（CFRP）化が不可欠である．再
使用ロケット実験機（RVT）プロジェクトにおいて，液

破壊統計論に基づく厳密な破壊確率評価を行うととも
に，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耐メテオロイド衝突性の評価を行

晶ポリマライナ付複合材LH，タンクの開発に成功してお

った．その後，超高速衝突破壊機構の解明のため，超高

いた複合材要素を開発しており，試験片によるライナ基

速度ビデオカメラによる透明物質の損傷進展過程の直接

本特性の取得フィラメントワインディングによるタン

観測を行っている．図13は，積層ポリカーボネートに

クの試作・試験を実施した．

り，地上燃焼試験において燃料タンクとして運用中であ
る．また現在，ライナに電鋳あるいはテフロン樹脂を用

23．クーロンカを用いた軌道上監視システムの航
法誘導制御則に関する研究
近年，スペースデブリの増加や大型展開構造物を持つ
宇宙機の増加に伴い，軌道上監視の需要が高まっている．

本研究では主衛星の周囲を広く自由に監視するために，

監視デバイスを搭載して主衛星から分離された副衛星の
運動をクーロンカで制御するシステムを考える．太陽電
）u

（b｝Horizontal
F醜urO

図13
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透明積層体への超高速衝突による動的破壊の実時間観察

主衛星に搭載された複数の電荷制御装置によって制御さ
れるものとし，制御に適した両衛星モデルを提案した．
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副衛星を監視位置に誘導し，主衛星を指向しながら監視
を行うための一連の位置・姿勢制御則を考案し，数値シ
ミュレーションを用いて制御精度や消費電力の観点から
有用性を評価した．

24．超小型衛星の研究開発
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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

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
スクロマトグラフィー）の測定結果により数値計算結果
を検証している．化学反応機構の精緻化，ならびにバイ
オメタノール燃焼における不純物の影響評価が目的であ

24．1

超小型衛星の研究開発

る．今年度は実験手法確立のため純エタノールを用いた

数kgから100kg未満の超小型衛星は，1）挑戦的宇宙
システム工学の実践的教育・人材育成，2）部品・機器
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，4）
新しい宇宙工学や高価値ビジネス分野の発掘・開拓，な

検証を実施した．実験・計算結果に相違がみられるため，

どに有効なツールとして現在大いに注日を集めている．

期待されるHAN（Hydroxil

松永研では，50kg級地球・天体観測技術実証衛星

用いたスラスタの研究を行っている．HAN推進剤にメ
タノールを添加したSHP−163と名付けた推進剤を考案

TSUBAMEを研究開発しており，その主要ミッションは，
超小型のCMG（Control

Moment

Gyro）を用いた高速姿

勢変更技術実証，ガンマ線バーストの硬X線偏光観測，
小型光学カメラを用いた地ヒ・海上及び雲の高解像度可

視観測である．TSUBAMEはロシアのドニエプルロケッ
トにより，2014年に打上げ予定である．

その考察・評価を行っている．

25．2 HAN系1液推進剤を用いたスラスタの研究開発
低毒性の推進系として，将来の衛星推進系への適用が
Ammonium

Nitrate）系燃料を

した．地上燃焼試験の他，気球実験としてフライト状態

システムで高高度での安定燃焼試験を成功裏に実施し
た．スラスタ触媒寿命について，考察が必要であるもの
の従来の毒性の強い1液推進系と同等以上の性能を有す
ることを示している．

今年度は，宇宙システム開発推進機構との共同研究と

24．2 小型CMGシステムと磁気トルカを用いた超小型
衛星の姿勢制御システムに関する研究

して，小型衛星への実験的搭載に向けたシステム検討を
実施した．

近年，超小型衛星の姿勢制御装置としてCMGが注目
されている．CMGは出力トルクが大きいという利点を

25．3

セラミックスラスタの開発研究

持ち，慣性モーメントの小さな超小型衛星に搭載するこ

衛星・惑星探査機のスラスタは，従来ニオブ合金で作

とで高速な姿勢変更が可能となる一方，不適切な制御が

られてきたが，耐熱温度（比推力）向上と国産技術化を

行われると衛星の姿勢を大きく乱す可能性があるリスク

めざして，500N級窒化珪素製スラスタを開発し，金星探

の高い姿勢制御装置でもある．本研究では，超小型衛星

査機「あかつき」に搭載して軌道上での動作を確認した．

「TSUBAME」を題材として， CMGおよび磁気トルカの
二つの姿勢制御装置を用いた安全性かつロバスト性の高
い姿勢制御システムを提案し，数値シミュレーションや

Preparation

CMG実機および衛星に搭載する計算機を用いた動作実

い，英国にて成功裏に地上燃焼試験を実施した．

その後，ESAのM−REP（Mars

Robotic

Exploration

Pre−Programme）における1100N級メインス

ラスタ候補のひとつとして，スラスタの大型化開発を行

験によってその性能を検証する．
25．4

24．3

超小型CMGの発生する擾乱力の測定と評価に関

する研究

高トルク出力アクチュエータCMGを搭載して姿勢制
御を行う衛星に関して，CMGは回転体を持つため擾乱

N20／エタノール推進系の研究

常温貯蔵が可能な無毒液体推進系であるN20／エタノ

ール推進系をPBS形態搭載を念頭に置いたBBM供試体
を用いたシステム検討を実施する．噴射器の性能向上に
向けた噴射器エレメント試験を実施し，高性能なエンジ

を発生し，衛星の観測機器等へ悪影響を与える懸念があ

ンを開発する．上段用液体ロケットの構造重量を軽減し

る．本研究では超小型CMGの擾乱を測定し，ホイール

性能を向上するためには，より軽量で使用温度が高い素

の不釣合より発生する振れ回り運動に起因する擾乱力を

材を用いた放射冷却式燃焼器，ノズルを耐熱複合材料

主に含む，ホイール回転周波数と同じ周波数に発生する

SiC／SiCで実現する．耐熱複合材料燃焼器を用いたシステ

擾乱に着目して解析を行うことで，超小型CMGが発生

ム燃焼試験を実施し，30sの燃焼試験を実施した．耐熱

する擾乱力の大きさおよび特性を評価した．

複合材料燃焼器はスロート部で最高温度1250℃となり，

燃焼後のスロート径の拡大もなく良好であった．真空比

25、液体推進系に関する研究

推力は276sとなり，f想起動時の内圧上昇もなく安定し
た燃焼を維持した．

25．1バイオアルコール燃料の燃焼研究
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加速されて内部壁面に衝突して発生する飛沫が汚染を引

昇

t

き起こし，性能低ドの要因と推察される．
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㌔一

﹁
7

図14

25．5

耐熱複合材燃焼器を取付けたN．O／エタノールエンジン

気液平衡調圧系

調圧系に気液平衡システムを適用した気液平衡調圧系
は，高圧部およびバルブを排除することで安全性・信頼
性を高めることを目指している．

図15

はやぶさ2搭載用マイクロ波放電式イオンエンジンの作動

状況

気液平衡の液化ガスとしてHFC−218（代替フロン）を

選定した．ダイヤフラム（EPDM膜）を介した推薬（ヒ
ドラジン）への溶け込みデータを取得したところ，長期

26．2 MPDアークジェット
メガW級電力に対応する大電力／大推力電気推進とし

間（125日以ti）溶け込みがないことが確認できた．

てMPDアークジェットは期待される．これまでは，オ

また，液化ガスの搭載量を減らし軽量化することを念

イルコンデンサを組み込んだLC梯f・

ii

il路にて1ミリ秒

頭に，液化ガスと高圧ガスを組み合わせるハイブリッド

程度の短時間の準定常作動にて試験実施してきた．さら

調圧系も提案した．

に放電時間を長くするために，電気二重層コンデンサに
よる放電回路の試作を行った．その電気素子は，電気自

25．6

動車などへの応用に関連し，性能向hが著しい．静電容

固気平衡スラスタ

昇華現象を用いることで，推進薬をタンク内で固体とし

量がたいへんに大きいので，時定数にて数秒規模のRC
放電が実現できるので，当初の100ミリ秒は，ほぼ一定

て保持し，気体（蒸気）として噴射する．宇宙空間での

の放電とみなせる．試作した回路をMPDアークジェッ

気液分離に比べ，固気分離が容易であるため，システム

トの外部磁場発生コイルに通電して，テスラ規模の磁場

固気平衡スラスタは，気液平衡スラスタの応川であり，

全体が簡略化できる．

推薬としてナフタレンを選定し。その基礎特性（推力・

発生を実証できた．今後は，プラズマ発生同路へも電気
二重層コンデンサ応用を目指す。

比推力）を理論値により見積もった．また，基本特性を
計測するための試験装概を製作しデータを取得した．こ
れによりタンク圧はタンク外壁温度から算出した値とは

26．3

DCアークジェット

10kWDCアークジェットの試運転を行った．中空陰極

完全には一致せず，噴射の昇華熱にも影響を受けるが，

にて電流分散化を目指したが，芳しい結果とならなかっ

ヒータで直接制御ロ∫能である等の知見を得た．

た．また陰極先端を赤外線式温度計にて観測することに
成功した．プラズマ発生中も支障なく計測がロ∫能であっ

26．非化学推進
26．1

イオンエンジン

月・惑星探査プログラムグループが開発し打上げを目

た．

26．4

パルス・プラズマ・スラスタ（PPT）

従来のPPTはテフロンブロックを推進剤として用い

指す，「はやぶさ2」小惑星探査機に提供するマイクロ波

るが，昇華によって放電室形状が著しく変形するため，

放電式イオンエンジンの開発に貢献した。この技術は，

長時間に渡り高い性能を維持し続けることができなかっ

当研究部門が研究開発した技術であり，「はやぶさ」以降

た．当研究部門の発案として，放電室形状を維持したま

も引き続き技術開発を行ってきた．これまでに実施して

ま外部からテフロンシートを供給する方式の研究を行っ

きた関連部品の国産化や性能向上の成果を統合して搭載

機器を組みEげ，作動試験を実施し，所定の性能を有す

ている．これまでの1重巻き供給では，昇華しきれず残
渣が発生して連続作動の妨げとなっていた．本年度は螺

ることを確認した．

旋巻きにして，排出機構を設けた．

マイクロ波放電式中和器に関して，性能劣化機構の解
明を行うとともに，高性能化／長寿命化研究を行った．プ

ラズマ中わずかに存在する2価イオンが作動電圧により

26．5

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
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により飛行・飛翔体再突入時の溶融落下性の研究を進め

の研究開発を継続して実施した．スーパーコンピュータ

ており，より精度の高く汎用的な飛行解析，溶融解析へ

ならびに地上実験を駆使した磁気プラズマセイルの推力

応用することが可能になる．

特性評価が進み，宇宙機周囲にプラズマ電流を励起して

帆を拡大する方式により，地上実験では従来比の最大4

28．電磁力による流れの制御とその応用

倍・数値解析では最大40倍の推力増加を達成した．ま
た，超伝導コイルの特性のモデル化と最適設計を進め，

28．1

高速流れに関する研究

特に，遮蔽電流と交流電流損失の物理モデルにより，第

電磁力を利用した流れの制御は多方面で注目を集め研

2種超伝導体が持つ非線形特性の精密な予測が可能とな

究が進められているが，我々は，再突入飛行に係わる高

った．

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
について研究開発を進めている．研究は，高エンタルピ

26．6

マイクロスラスタのための高感度推力スタンドの

開発

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
ず，数値解析の手法を用いた研究も進められている．こ

推力1μNといった微小推力とその安定性（推力ノイズ）

の制御は，特に大気が低密度となる高高度飛行において

を評価可能なねじり振りf一式スラストスタンドを開発

特に有効であると考えられるため，低密度における流れ

し，1〜100μNの広い推力領域において推力感度

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

1x10−6N／（Hz）1／2を達成した．

っている．また，これらの研究は，高エンタルピー流れ
の磁力による制御の可能性があることを示しており，実

26．7

飛行環境においての実証の可能性を示している．この実

ホールスラスタ

次世代惑星探査機の主推進機用途として期待される

証には，超軽量の超電導マグネットが必要とされるが，

2kWクラスホールスラスタのに関する数値シミュレーシ
ョンによる設計とア備実験をIHI・IHIエアロスペースな

5Tの着磁可能なエンジニアモデルを試作し（図17），そ

らびに航空本部・JEDIセンターと共同で実施し，ホール

観測ロケット等を利用したフライト実証試験の準備を進

スラスタとしては最高クラスのIspと推進効率2，500s／60％

めている．

のマグネットに着磁を行う装置も併せて開発するなど，

を達成するなどの成果を得た．

吐「窪IJ覇婁

＼1「2

図17超軽量超伝導マグネット（左）とその内部構造（右）

図16

キセノンを推進剤とした高比推力ホール

スラスタの実験

28．2

低速流れに関する研究

低速な流れの制御にも電磁力の効果は有効であり，

27．再突入・惑星突入に関わる研究

DBDプラズマアクチュエータとして知られる放電プラ
ズマによる流れの制御は，低速飛行する飛翔体まわりの

有人・無人を問わず，月惑星探査に必要な基盤技術と
しての再突人・惑星突入技術は近年益々重要になってい

流れの制御に有効であると考えられる．この研究では，

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

る．また，社会的にも関心が高い周回衛星の軌道減衰落

ると同時に，実験的に解明された効果を取り入れた数理

下も，再突人の研究分野の一部を構成している．

モデルを開発し，さらに高効率のプラズマアクチュエー

将来の有人・無人帰還機，惑星突入プローブ等に必要

タの可能性を追求している．

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

29．展開型柔軟構造体による再突入機の開発

を実験的，解析的に行う．「はやぶさ」等，これまでのプ
ロジェクトで培ってきた熱防御技術研究の一環として，

再突入機が直面する厳しい空力加熱を緩和する手段と

従来型より軽量の耐熱材料の試作・試験・解析評価を行

して，低弾道係数化がある．これを実現する構造として，

い，研究開発を進めており，宇宙探査の可能性を拡張す

展開型柔軟構造体による再突入機を研究開発している．

ることに貢献すると考えられる．また，主に数値的手法

大型低速風洞，極超音速風洞など各種風洞試験や，流体
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力学的，及び，構造力学的観点からの数値解析などを利

大型低速風洞試験を実施し，通常のラムエア型のパラグ

用した要素研究を始めとして，大気球を利用した自由飛

ライダーに比べて大きく揚抗比が向上することを確認し

行環境での強度試験を行ってきた．2012年に実施した
S−310観測ロケットによる再突入飛行試験成果を踏まえ

度環境での空力特性取得試験を実施し，パラグライダー型

て，柔軟エアロシェルのさらなる高度化（大型化，軽量

飛翔体の火星環境における飛行特性の理解を深めた．

た．さらに，惑星環境風洞にて，火星環境を模擬した低密

化）を進めると共に，次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の準備を開始した．

図20

火星探査用飛行機周りの数値流体力学解析結果

図18現在開発を進めている大型，軽量，高耐熱エアロシェルの
試作品（直径2．5m）

図21

火星探査用飛行機の大気球用試験機

図191CP加熱器で生成されたプラズマ気流を用いたインフレー
タブル構造体の加熱試験の様子

図22

密閉型パラグライダーの試作機の風洞試験の様子

30．火星探査用航空機に関する研究
31．天体着陸航法誘導システムの研究
火星大気中での気象観測や高精度残留磁場観測などを
「ピンポイント着陸技術」は，将来の天体着陸探査で

可能にする火星探査用航空機に関する研究を行ってい
る．本年度は飛行機型の探査機と密閉型パラグライダー

の必要性は広く認識されているものの，世界的にも未だ

型の探査機の研究開発を行った．

達成されていない．SLIMミッションは，月面を対象に

飛行機型探査機については平成26年度に実施予定の
高高度飛行試験機の機体改修，ソフトウェアの高信頼性

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

た．また，低レイノルズ数における3次元翼の特性につ

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，探査機の小型軽量化を含めた検討を他の
研究系，大学等と共同して実施し，ミッション提案書と

いても風洞実験により明らかにした．

して取りまとめた．

化，耐環境試験などを行った．数値流体力学を用いて，

火星探査用飛行機の飛翔レイノルズ数（翼弦長基準で2
万程度）における全機形状の空力的な特徴を明らかにし

密閉型のパラグライダー型探査機は，制御が容易であ
り，目的地にピンポイントの着地ができることが特徴で
ある．これを利用した基本的な飛翔計画を検討するとと

32．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

もに，その航法に必要な要素技術についても検討を行っ
た．密閉型のパラグライダーに関して，試作機を製作し，

我が国が主導的に行う月惑星探査計画を推進するため
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には，必要な新規の飛行技術を開拓し，それを現実のも
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続的に検討を行っている状況である．

のとする必要がある．新たなミッションを理学コミュニ
ティならびに工学コミュニティとともに作案し，その飛
行計画を具体化する過程で，天体力学，姿勢ダイナミク

34．IKAROSの運用成果を踏まえたソーラー電力
セイル基盤研究

ス，誘導，航法に関わる応用飛行力学の総体（アストロ
ダイナミクス）を駆使して，具体的な飛行計画（ミッシ
ョンシナリオ）を構築する．いわゆる，スウィングバイ

34．1

1KAROS探索運用
IKAROSは2011年11月に推薬枯渇の兆候が見られた

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

後は姿勢制御を行わずに挙動をモニタする方針としたた

を行わせる手法は，一応の完成をみている．また，いわ

め，IKAROSは冬眠（搭載機器シャットダウン）と冬眠

ゆる主たる重力源まわりの2体運動を接続して飛行計画

明けを繰り返している．

を立てる手法も，完成をみている．当課題が解決をはか

IKAROSは2012年11月22日までに2回目の冬眠モー

っているものの1つは，主として低推力推進機関を用い

ドに移行した．1回目の冬眠明けのフライトデータは予

て，それをスウィングバイと併用し，非線形効果を活用

測値とほぼ一致していたが，若干の誤差があった．これ

して加速させる方法で，我が国が，「はやぶさ」計画で，

実用性を証明した日本独自の手法である．もう1つは，

が1回目の冬眠明けの探索に時間を要した原因であると
考え，この誤差をなくすように運動モデルを修正した．

太陽月，地球に探査機を加えた4体問題で軌道計画を

これを用いて探索を行ったところ，2回目の冬眠明け直

作案する手法で，これについては，大きな加速効果を得

後の2013年6月20日にIKAROSの電波の捕捉に成功し，

られるものの，有効な設計手法は未だ確立されていない．

運動モデルの修正の効果が確認できた．

他に，太陽地球系，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

く十分な通信回線を確保することができなかったため，

いる場合の軌道設計手法の研究を進めている．これらの

ビーコン運用にて姿勢やHKデータを取得した．

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．

球距離が小さくなり，テレメトリやレンジングの回線が

1，2回目の冬眠明けでは，

IKAROSと地球の距離が大き

IKAROSは今後，2016年8月の地球最接近に向けて地
成立する可能性が高くなる．これにより，2011年秋以降

33．「はやぶさ2」における研究
33．1

「はやぶさ2」ミッションの軌道・誘導・航法・制

御解析

「はやぶさ2」は，小惑星サンプルリターンを目指す

のカメラ画像データや2011年夏以降の薄膜太陽電池発
電データを取得できれば，セイル・薄膜太陽電池の性能
評価が可能となり，今後のソーラー電力セイルミッショ
ンにフィードバックできる．また，テレメトリやレンジ
ングの回線が成立しない場合でも，スピンモジュレーシ

探査機であり，「はやぶさ」の後継機である．軌道計画に

ョンを除去したデータデコードによってこれらのデータ

おいては，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

がる．

を取得することを試みており，運用技術の向上にもつな

細解析を行っている。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

34．2

確実性を高めた小惑星相対誘導航法等の研究を行ってい

IKAROSの運用成果を活用して，太陽光圧の影響が非
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

る．

深宇宙ソーラーセイル航行のための誘導航法

行っている．たとえば，誘導の観点でロバストな軌道決
33．2「はやぶさ2」におけるアストロダイナミクス研究

定手法の模索や，姿勢ダイナミクスを加味した新たな軌

「はやぶさ2」は，小惑星サンプルリターンミッショ

道決定手法の検討等を行うことで，将来の本格的なソー

ンであり，そのミッションフェーズの随所でアストロダ

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

イナミクスの高度な知見や技術を要求される．また，小

導技術に貢献することを目指している．

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

本年度は特に，IKAROSの航法誘導データから，ソーラ

の知見を得られる可能性がある．それらの研究を，「はや

ーセイル航行に重要な航法パラメ・・一一タの抽出を行い，

ぶさ2」という具体的なミッションを題材に実施してい

IKAROSの軌道決定の再評価を行った．また，有限要素法

る．たとえば，小惑星ランデブー時の画像・電波複合航

を用いて光学理論に忠実な探査機光学特性解析法を構築

法，小惑星の重力モデル推定，小惑星近傍の軌道解析，

し，探査機詳細形状を考慮したIKAROS・はやぶさ2・将

小惑星の形成過程の軌道力学的な考察，地球リエントリ

来のソーラーセイル機の軌道上擾乱特性の解析を行った．

誘導の計画法，「はやぶさ2」ミッションの後期運用のた
めの軌道計画等が題材となっている．これらについて，

アストロダイナミクスの研究コミュニティを組織して継

34．3

膜構造物の展開挙動

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

サンプルの引き渡しが課題であるものの，サンプリング

よって，展開挙動を系統的に検討している．昨年度に引

の実現性や消費燃料の点で有利であることを示した．

き続き，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

pneumaticドリルでN2を噴射して小惑星表面を掘削後，

子機のサンプル採取・親機への引き渡しの方法として，

による数値シミュレーションと真空槽内での小型モデル

子機のコンベックステープを伸展させて親機のカプセル

の展開実験によって検討した．多粒子系モデルでは，膜

にサンプルを入れる方式を第一案とした．より確実な弾

の座屈強度や折り目の剛性を考慮することにより，実験

丸（はやぶさ）方式等についても検討中である．

モデルの挙動をよく表現できることを確認した．また実

サクセスクライテリアとして，子機でサンプリングし

験においては，IKAROSの運用でも確認された著しい非

て，その場分析を行うまでをフルサクセス，親機にサン

対称展開となる場合の原因について検討した．

プルを渡して地球に帰還し分析をするまでをエクストラ
サクセスと定義した．

34．4

膜構造物の展張形状

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の波打

35．2

ち，しわ，折り目，貼付部材の反りなどを取り込んだFEM

電池，液晶デバイスなどのデバイスが占める．

セイル試作

セイルは面積3000m2であるが，ほぼ全面を薄膜太陽

解析を行い，それぞれの剛性への影響を評価した．特に，

薄膜太陽電池については，アモルファスシリコン型か

薄膜太陽電池と液晶デバイスの反りを考慮した非線形
FEM解析により，セイルのスピンレートが低く膜の張力
が微小であっても，太陽光圧による面外へのたわみが大

らCIGS型に変更した．開放電圧約20V，約200mm×
600mmのモジュールを8直列に接続したものを1ユニッ

きくならないことを確認した．

果，セイルの供給可能電力は約5kW＠5．2AUと算出され

35．ソーラー電カセイル探査機による外惑星領域
探査計画

トとし，折幅を0．45mとしてレイアウト設計を行った結

た．液晶デバイスについては，IKAROSの故障モードを
想定して長期動作試験と電圧印加試験を実施し不具合が
再現しないことを確認した．

セイル製作方法は，強度維持の観点から，セイルのべ
35．1

計画策定

ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域探査計画

一スフィルムを帯単位で製作し，周方向に接続する方針

とした．製作場所縮小の観点から，1ペタルをさらに2

として，これまで，木星周回機＆トロヤ群ランデブミッ

分割して製作し，最後に接続する方針とした．さらに，

ションを検討してきたが，海外ミッションの状況も考慮

接着剤を熱融着ポリイミドに置き換えるため，ISAS−TPI

しつつ，これを発展的に見直し，ソーラー電力セイルの

を熱融着層とする非可塑性ポリイミドの多層膜化を行

技術的優位性をより生かした外惑星領域往復＆サンプル

い，熱融着・接着層として機能することを確認した．

リターンミッションの検討を開始するに至った．

まず，システム設計において，シングルスピン方式と
デュアルスピン方式のトレードオフを行い，前者をノミ

セイルの試作試験では，マーカーの付与，セイルのカ
ッティング時にレーザー墨出し器を新たに導入し，製作
精度・作業効率を向上させた．

ナルとし，スピンレートを0．1rpmとした．また，セイル

面積を3000m2，セイル発電量を5kW＠5．2AU，イオンエ
ンジン比推力を8000秒とした．

軌道計画では，復路の燃料は往路のマージン燃料と兼

35．3

セイル展開機構試作

展開機構の大幅な軽量化が見込めることからデュアル
スピン方式からシングルスピン方式に変更した．また，

ねることとし，木星スイングバイによって△Vを小さく

大型ベアリングの軽量化のためローラー＆レール方式を

し，かつ，軌道傾斜角を変更することで，往復可能なト

採用した．

ロヤ群小惑星の解を見出した．これに対し，トロヤ群小

打上げ振動環境に対するセイルのゆるみ・こぼれ防止

惑星の軌道・サイズ・滞在期間等の条件を考慮し，候補

機構として，フランジ幅に余裕を設けることでセイルの

天体を絞り込んだ．

打上げ時の軸方向のずれを解消し，周方向のずれはロン

小惑星滞在中の運用として，消費燃料を軽減するため

チロックで拘束する方針とした．

HPにて小惑星の情報を取得した後，周回軌道に入れる
シナリオを考案した．IESを用いたホバリングについて

み込める包絡域の中で非接触給電のコイル設計を行い，

も検討した．

アクチュエータを動作させる十分な電力を供給できるこ

ミッション解析では，子機の帰還について，電気推進
の場合，システム重量が大きくなり，化学推進の場合，

とを確認した。大型スリップリングの開発では，電気モ
デルを用いた電気試験において，ブラシ，リングの組み

燃料重量が大きくなるため，親機の帰還よりも不利であ

合わせによる電気抵抗変化，ノイズ，摩擦，摩耗の評価

ることを明らかにした．一方，子機の着陸については，

を行い，機械モデルを用いた機械試験において，製作精

相対回転部への給電システムについて，展開機構に組
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度，回転精度の評価を行った．
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性が強いため一一定の曲率を維持することが難しく，座屈

その他，損傷同定，画像による形状解析，伸展ブーム

が発生してしまうことが判明した．このため，一・つの折

展開方式についても検討を行っている．

り幅を同時に折り畳む方針とし，作業人員を減らせるよ

35．4

効に機能することを確認した．

う，一人で広い範囲を折り畳める補助治具を開発し，有
セイル収納装置試作

薄膜太陽電池等の膜厚の影響を考慮したセイル収納方
法として，巻き付け位相管理方式，区分直線近似折り方

36．需給状況に応じた電力制御システム

式，折線分割方式の3つを考案した．

この中で巻き付け位相管理方式に対応した収納装置を
開発して，検証試験を行ったところ，折線のずれを抑え

分散化HCEのコンセプトを非宇宙分野の電力制御に
適用・応用した研究の一つとして，EV充電システムに

つつ，再現性のある収納が可能であることが確認できた．

おける充電制御を検討した．

一方で，収納作業中にハーネスがこぼれる，押しつけ治

カードゲーム方式（分散化HCEで考案），先取り方式

具が十分セイルを抑えられないなど保持方法に関する課

（接続された順に満充電になるまで充電する），均等方式

題が明らかになった．

（接続されているものを均等に充電する）の3つを比較

膜面の折り畳み支援装置についても検討した．特に，

し，カードゲーム方式の破綻確率が最も低いことを明ら

セイルを蛇腹状に折り畳む際は，セイルhの薄膜太陽電
池を破損しないよう，一定以上の曲率に曲げないように

かにした．また，ユーザの台数・使用状況が変化しても
パラメータ（しきい値）を調整することで満足度を最大

取り扱う必要がある．当初，曲率を管理しながら逐次的

限引き上げることができることも示した．

にセイルを折り畳む方法を考案したが，セイルの圧縮剛
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1．はじめに

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

宇宙機応用工学研究系は，ロケット・人工衛星・惑星

研究を行っている．搭載電子機器の研究には，月・惑星

探査機・探査ロボットなどの宇宙機，地上システム，お

着陸機の高度・速度検出用パルスレーダ，レーザーレー

よび宇宙機を応用した工学技術に関し，主として電気・

ダ，通信機器，アンテナ，宇宙用GPS受信器，宇宙機搭

電子工学，計測・制御工学，応用物理学，エネルギー工

載用組み込みシステムの研究が含まれる．電源系に関し

学などの立場から研究を行っている．具体的には以下の

ては，宇宙機用のリチウムイオンニ次電池の性能向上研

ような研究を行っている．

究や，蓄電用キャパシタ，燃料電池の宇宙機への適用に
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著しい特性低下を招く．そこで高強度なSUSラミネート
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

どに用いるセンサの開発や，高精度姿勢指向技術，画像

ている．一般に電池は小容量ほど低エネルギー密度にな

を用いた自律航法，障害物検知・回避のためのアルゴリ

るが，11Ahと小容量ながら129Wh／kgという高エネルギ

ズム，月・惑星着陸のための誘導制御則などの研究ほか，

ー密度を達成した．

制御用高性能アクチュエータの開発をも行っている．ま

さらに，この電池を衛星構体に取り付ける治具を

た，宇宙探査機のインテリジェント化・自律化，移動ロ

CFRPを用いて試作し，振動試験を実施した．その結果，

ボット（ローバ）による月・惑星自律探査技術に関する

治具質量を含めたエネルギー密度は，現状の技術で115

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

Wh／kgを達成できることを確認できた．また，振動環境

ステムの高度情報化などを行っている．また，小型科学

プによる固定のみでも十分な強度を得られることを確認

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

した．

どの宇宙エネルギーシステムの研究を行っている．

耐性のみを考慮するならば，治具を一切使わず両面テー

2）リチウムイオンキャパシタの宇宙機適用性検討

リチウムイオンキャパシタ（LIC）は，動作温度範囲

2．研究活動

が広く，高レートで充放電可能で，充放電サイクル劣化
がきわめて小さく，さらに釘差しでも発火しない高い安

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

全性を持つ，新しい蓄電デバイスである．将来のミッシ

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

水星探査機MMOの太陽電池パネルの開発過程におい

真空中で膨張するものの，電気特性の低下はほとんどな

て，太陽電池セルにカバーガラスを固定する接着剤の光

いことがわかった．この特性を生かし，簡素な拘束治具

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

で衛星構体に取り付け，軽量化を図った．この成果を生

かとなった．さらに詳細な特性を得るため，接着剤単独

かし，2013年9月14日に打上げた「ひさき（SPRINT−A）」

の評価を進めた．その結果，250℃以上の高温で紫外光

に付帯するサブミッションであるNESSIEの蓄電デバイ

が照射された場合に，透過率の低下が劇的に大きくなる

スとしてLICを搭載し，軌道上での運用可能性を評価し
ている．これまでのところ，正常な充放電挙動を確認し

ことが判明した．

一方で，太陽電池セルそのものの劣化特性も正確に把

握されてはいない．宇宙用3接合太陽電池セルは，地上

ている．

3）燃料電池／水電解技術の高度化検討

でも集光発電システムの中に用いられており，これの長

固体高分子形燃料電池は水素と酸素の反応により水を

期劣化特性を予測する手法を確立することは重要であ
る．高照度の長時間照射試験は難しいが，通電試験は容
易であることに注目し，光照射と順方向通電が太陽電池

生成する過程で，電力を取り出す技術である．宇宙の微
小重力のもとで燃料電池を運転するには，発電に伴い発

セルに与えるストレスの評価を進めている．これまでに

なる．また，未反応のガスは循環させて反応系に戻すこ

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

得られた結果では，順方向通電がより大きな劣化を引き

とにより，燃料消費効率の高い発電システムを構築する

起こすことが明らかとなっており，そのメカニズムを探

ことが可能となる．

このための閉鎖環境用燃料電池として，燃料電池メーカ

っている．

2）低温・低照度環境における特性評価

の協力を受け，図1に示すような100W級燃料電池システ

外惑星探査機を想定し，メタルフォイル基板CIGS太

ムを試作している．このシステムでは，水素ガスは出口を

陽電池セルの，低温・低照度環境における特性評価を進

閉塞し，酸素ガスは循環させるための回転式ポンプを有し

めている．温度依存性を評価した結果，−100℃程度で効

ている．このポンプ内部には遠心力により水を除去するた

率が最大となることがわかった．また，長期の連続照射

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

による特性変化も追跡している．

た上でガスを循環させる機能を付与している，

2．1．2

平成25年度には，このシステムを起動し連続動作に
至るためのシーケンスの検討を進め，自動動作可能なシ

宇宙用蓄電デバイスの研究開発

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，打上げ時の振動・衝撃，真空中での長

通じて，連続運転の中で酸素側からのみ水を除去しつつ

期充放電サイクルに耐えるため，きわめて頑丈な構造を

安定な状態を保持する技術の確立を進めた．

もって作られており，そのことがエネルギー密度

また，平成24年度に開始した長岡技術科学大学との
共同研究を継続した．特に，固体高分子形燃料電池の応
用技術として，酸化剤として炭酸ガスを，還元剤として

（Wh／kg）の低下を招いている．地上では軽量なA1ラミ

ネート電池が広く用いられているが，真空中では膨張し

ステムとして確立するための作業を進めた．この試験を
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ついても研究を進めている．航法・誘導・制御に関する
研究領域では，姿勢検出，相対位置検出，障害物検知な
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水素を供給しつつ，メタン，メタノール，エタノール等を
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合成する炭酸ガス還元リアクターの研究を行った．既に，

生成物の電位依存や選択性が存在することが解ってお
り，生成収率の向上を目指した触媒の研究を進めている．
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閉鎖循環型燃料電池システムの試作品
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4）蓄電池劣化機構の解析と，衛星運用手法への反映
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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

図2
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試作ワイヤレス温度センサユニットと計測例

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

2）GaN

HEMTを用いた深宇宙ミッション用RF増幅器

GaN（Gallium

Nitride）はGaAs（Gallium

Arsenide）や

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

InP（Indium（IH）Phosphide）に比べ耐圧・耐熱特性に優

果が解析から求まっている．「はやぶさ」カプセルに搭載

れ，高周波パワーデバイスとして利用が進められている．

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

更に，耐放射線性にも優れているため宇宙機搭載用デバ

験および放射線照射後の電池の分解調査を実施した．

イスとして期待される．

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
ラメータとして把握することを目指し，大学と連携して，

平成25年度は深宇宙ミッション用のX帯オンボード
SSPA（Solid

State

Power

たSSPA内において，
Power

Amplhier）を開発した．開発され

GaN

HEMTは最終段のHPA（High

Amplifier）に用いられた．開発されたGaN

HPAを

電池劣化に伴う反応活性化エネルギーの推移と，電池内

図3に示す．GaN

部劣化傾向との比較検証等を進めている．

荷効率は45％以上をそれぞれ実現した．また，X帯搭載用

2．2

GaN HEMTデバイスに対して宇宙環境耐性評価を行い，
熱真空試験および放射線試験共に良好な結果を得た．

通信技術

2．2．1

HPAの出力電力は42dBm以上，電力負

ワイヤレスセンサおよび高効率回路技術

1）RVT内ワイヤレスヘルスモニタリングシステム
高度な制御機能を持ち安全に高速飛行する宇宙船など
の内部で必要な速度，圧力，温度等のセンサと，その情
報を収集する信号処理部（OBC）の間での高速な情報伝
送を，ワイヤーハーネスを取り除き高性能で軽量・省電
力安価なワイヤレスセンサネットワークシステムの実現

Input

matching

circuit

●x●

Output

●

matching

circuit

●碑℃

t

鴛礁齢硝

RFin

＼

RFout

のための研究を行っている．

平成25年度はセンサデータの通信に加え，電力も無
線で伝送するため，マイクロ波帯の電波を用いたシステ
ムの実現性に関する検討を行った．提案システムの有効
性を確認するため，本年度はハードウェア面ではアンテ
ナ，電力増幅器などのマイクロ波デバイスの設計，試作，

GaN
図3X

band

GaN

HEMT
High

Power

Amplifier

評価を，ソフトウェア面ではタイムシェアにより通信と
電力伝送を両立させる通信システム方式の検討を行い，
その実現性を示した．

3）ナノRF技術の研究
少数品であるが最高性能のチップや高密度実装集積回
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路小型アンテナを内製することを目的に，重点研究「ナ

ESA深宇宙ネットワークとの適合性も確認されたこと

ノRF技術の研究」を平成25年度より開始した．最終目
標は，100ナノプロセスによるナノRF技術を用い，今
後利用が増すX帯を中心にKa帯まで動作する通信機や

によって，機関間にまたがるミッション運用において，

これら標準的な通信機器が十分に適合することの実証を
完了した．

センサ開発を，インハウスで行うことである．

本年度は，それらの研究開発用の半導体プロセス装置

2．2．3

搭載近地球通信技術

設置のため，国内トップレベルである約100m2以上の占

長楕円軌道，月およびL点探査にも対応可能な次世代

有面積に，ISOクラス1の宇宙ナノエレクトロニクスク

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

リーンルームを整備した（図4，図5参照）．

で実施している．開発予定のトランスポンダは，現行の
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
ら，編隊飛行衛星を除く全ての近地球将来ミッションの
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

能な内容となっている．小型科学衛星3号ミッション候

補であるDESTINYミッションへ向けて開発を進める計
画である．2012年度から，研究開発本部で戦略開発コン

ポーネントとして採用するGaN高効率固体増幅器と組
み合わせて最適に機能するよう連携した開発も進んでい
る．

図4

宇宙ナノエレクトロニクスクリーンルーム

2．2．4

宇宙機内ワイヤレス通信技術

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

2013年度より産学連携オープンラボテーマとして採用
され（http：／／aerospacebiZ，jaxa．jp／jp／topics／2013／topics131220．html），

実用化へ向けた研究へ踏み出した．適用範囲は，地上環
境試験から搭載機器のバス無線化まで幅広い．
2．2．5

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． RF
通信への相補技術として次世代の光通信技術（地上局と
図51SOクラス1環境実現のための高性能フィルタ

宇宙機間の直接通信）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．その

する．将来，共同利用研究設備として，宇宙マイクロ・

ため，現実的な口径1m程度の光地上局を想定すると
月・L点ミッションまでRFに対して有利に立つと推定
され，適用範囲を月・L点ミッションまでと決めて，国

ナノエレクトロニクス技術者・研究者の育成を行ってい

内技術として伝搬過程での確率的な大幅な回線劣化の予

く予定である．

測とその救済技術の研究を進めている．このための拠点

来年度以降は，クリーンルーム利用講習会やワークシ
ョップを開催し，利用者全体のレベル向上や教育も実施

として相模原キャンパス屋上の赤外モニタ実験設備に着
2．2．2

搭載深宇宙RF通信技術

目し，光通信への応用を展開してきた．

深宇宙探査に標準的な搭載通信機器について「あかつ
き」での長期的な軌道上実証を継続している．打上げか

2．2．6

次世代深宇宙地上局技術

ら4年を経過しても機器に異常は全くない．再生測距方

臼田64m地上局の後継局検討を2013年度末から立ち

式のみによる長期間の軌道決定も問題なく継続してい
て，「MMO⊥「はやぶさ2」からは再生測距方式を国内局

上げた．従来のX帯に加え，Ka帯（「はやぶさ2」への適
用も射程に入れる）にも対応可能な局として構想される．

の標準測距方式としてよい実績が積み上げられている．

「あかつき」から標準的に採用されてきた搭載通信機

器について，「あかつき」ではNASA深宇宙ネットワー
クとの適合性が確認できていたが，「MMO」へ向けて

2．3

情報データ処理技術

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

This document is provided by JAXA.
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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

2．3．4
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自律遠隔システムのソフトウエア技術要素

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

宇宙機も自律遠隔システム（ARS）に含まれるが，こ

開発できれば，衛星毎の作業は大幅に削減することがで
きるが，実際には衛星毎にミッションが異なるために，

艇（AUV），無人飛行機（UAV），探査ローバなど現実に

の研究では宇宙機だけを対象とするのでなく，自律潜水

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

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

ならなくなり，現実的ではない．

術，特に搭載ソフトウエアについて研究している．具体

そこで，本研究では，個々の衛星に柔軟に対応でき，

かつ，ある程度の標準化も行えるようなデータ処理シス

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

テムの構成法（アーキテクチャ）の研究を行っている．

テクチャの提案，運用者の意図をソフトウエアとして実

このアーキテクチャは，以下のような特徴を持っている．

現させるための運用計画（プランニング，スケジューリ

（1）データ処理システムを複数の要素（コンポーネント）

ング），計画の動的変更（リプラン），ARSの状態監視（モ

から構成し，汎用の機能は標準要素として開発し，固有

ニタリング）のアルゴリズム考案およびソフトウエアへ

の機能は固有の要素として個別に開発できる．これらの

の実装である．

要素を自由に組み合わせて使用できる．（2）衛星毎の規
模の違いは使用する要素の数の違いとして吸収できる．

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，

どのような規模の衛星でも，同一の標準要素を使用でき

そうしたモデルを無理なく扱え得るソフトウエア・アー

る．（3）物理的な要素（プロセッサ等）と機能的な要素

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

（アプリケーション等）を切り離して開発し，同じ物理要

いる．また，研究成果物の机上空論化を避けるべく，小

素を異なった機能に使用できる（例えば，同一のプロセ

型AUVを試作，運用実験を重ねて行い，アイディアの

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

現実性を検証しながら活動している．

サとしても使用できる）．

深宇宙探査ミッションへ直接研究結果を寄与させるべ

このアーキテクチャは，SPRINT−AやASTRO−H等に

く，小型科学衛星シリーズへのミッション提案DESTINY

おいて実際に使用されている．

において，r．学実験テーマとして搭載ソフトウエアのス

2．3．2衛星搭載ネットワーク

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

クリプト化の提案を行っている．これまでの成果で効果
上記のアーキテクチャの一一4部として，衛星内のネット

目標である．

ワークの開発を行っている．ネットワークの基本部分は，

ヨーロッパで開発されたSpaceWireという規格を使用し

2．4

ているが，SpaceWireを以下の点において拡張するため

2．4．1

航法誘導制御技術
宇宙機の姿勢決定・制御

の研究を行っている．（1）リアルタイム処理に使用でき

宇宙機の姿勢決定・制御に関して，制御アルゴリズム

るようにするため，データの流れの制御を行えるように

の基礎研究から実際の衛星への応用，およびその飛翔デ

する．（2）データ伝送の信頼性を高めるために，再送制

ータの解析まで，幅広い研究を行っている．特に本年度

御を行えるようにする．これらの研究成果に基づいて，

は，以下の研究を，他研究系の教員，学生，JAXA一般

SpaceWireの国際委員会に対する提案も行っている．

職員らと共同して実施している．

1）柔軟構造物を有する宇宙機の姿勢を高速に変更する
2．3．3

モデル化技術の衛星開発への応用

ための制御則の研究

宇宙研の衛星では従来から衛星情報ベース（SIB）と
いうデータベースを用いて，各衛星のテレメトリやコマ

2）観測装置と協調して熱歪みを軌道上でリアルタイム

ンドに関する情報を管理してきたが，このデータベース

究と，そのSPRINT−A衛星の軌道上評価，
3）絶対姿勢情報を用いずジャイロセンサのみを用いて

に衛星の各種情報を格納できるようにするための研究を

に推定し宇宙機の姿勢を補正する技術についての研

行っている．情報をデータベースに格納するには，格納

磁気センサのバイアス誤差をリアルタイムに推定する

すべきデータの構造を決め，それに合わせて情報をデー

新しいアルゴリズムの研究，ならびに大気球を用いた飛

タとして表現する必要がある．本研究では，データの構
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

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

術を応用している．まずは，衛星の機能に関する情報の

ルタの一種であるUKF（Unscented

構造（機能モデル）をソフトウエアのモデル化技法を参

磁気バイアス推定への応用，

Kalman

Filter）の

考にして開発し，衛星情報ベースに衛星の機能に関する

5）飛翔中の「れいめい」姿勢制御系の評価，および2011

情報を格納できるように拡張した．このデータベースは

年2月に発生したジャイロ故障に対応するための，

SIB2と呼ばれており，

SPRINT−AやASTRO−H等におい

て実際に使用されている．

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〜

This document is provided by JAXA.
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ローバの自律移動には三次元の地形環境認識が必須

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．

である．距離画像センサには，比較的長距離を測定す

2．4．2

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

月惑星探査機の航法誘導制御

積型がある．ローバでは10m程度を10cm以下の精

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

度で測定する要求があることから，電荷蓄積型のセン

た，各種誘導則の比較検討を行うために，着陸シミュ

サを採用して，ローバ搭載用の小型低消費電力のレー

レータの開発も行っている．

ザ距離画像装置（Laser

Range

Imager：LRI）のBBM

開発を行った．

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

デバイス：S11962−01CR（浜松ホトニクス）

の先験的知識からその大きさを推定する手法を研究

受信系：FOV

した．

送信系：LD波長880nm，繰り返し50〜100kHz

2）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

10×10deg，画素64×64

pixel

フレームレート：1〜30Hz
図6に示すように，室内の試験施設での測距試験を実
施したほか，太陽光下での試験を実施している．本セン

に決定する研究を行った．

サを用いることによって，従来のステレオカメラによる

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

手法よりも，高速かつ安全な自律移動が可能になると期
待される．

防止効果の研究，1本脚着陸方式の研究，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（Llght

Detection

And

Ranging）と

図6

LRI試験状況および距離画像

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

2．5

自律化・ロボット技術

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

2．5．1

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

に，近距離用のレーザ距離計を必要とする場合があり，

テリジェンスが要求される．そこで，未知環境である月

スキャン型またはスキャンレス型のLRI（Laser

や惑星表面を．無人探査ロボットが自由自在に探査を行

Range

LRIは自律移動するローバか

うための研究を推進している．今年度は，主に月惑星探

らの期待もある．これらの要求に対応して，今年度は以

査ローバの自律移動とフィールド試験ロボット要素技

下の項目について研究活動を行った．

術開発に関する研究などを行った．

㎞ager）が望まれている．

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タイ
ミングと波高値を測定する回路であり，デジタル系ク

ロックを低く抑えるためのTAC（Time
Converter）も有している．今年度は試作IC

to

Analog

LIDARXO4

を「カスタムASIC適用ガイドライン」に沿って，

i塔

特に以ド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
月惑星表面での移動効率化のため，移動性能の向上，
自律機能のロバスト化，環境認識の高度化に関する課
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）の開発とフィール

ドにおける評価，地形対応移動制御システムの構築と

載品として仕上げるために，以下を実施した．

フィールドでの走行，複数ロボット協調探査技術とし

・民生シャトルサービスを使った搭載品製造管理の手

てのスケールに依存しない画像による位置推定，スカ

法の確立

イラインマッチングを用いた絶対位置推定，ライトフ

・搭載パッケージの選定

ィールドカメラ等の人間の感覚を超えたセンサによ

・搭載品製造のための試験方法の確立，試験のための

る環境認識の評価，単一画像による地形分類，消費電

基準データの取得

力・発電量ベースの経路計画，自律機能の評価基準の

・搭載品製造のための仕様書の作成

策定，自律機能の評価に使用するツールの整備（ダイ

2）LRI

BBMの開発

ナミックシミュレータ開発）を行った．

This document is provided by JAXA.
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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，自律移動
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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。

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

2．6

デバイス技術

2．6．1

アナログ集積回路の研究開発

の耐環境性の向上はシステムへの要求を軽減するこ

宇宙機における観測機器等に必要とされるディジタ

とにつながる．本研究では，モータユニットを構成す

ル・アナログ混載型集積回路に関する開発研究を推進し

る，モータ，角度センサ，ベアリング，ギヤについて

ている．将来の宇宙機においては，高度な観測機器を実

新規開発を行い，＋200〜−50度（駆動温度），＋200

現するために，高精度かつ高信頼性を有する集積回路の

度〜−200度（保存温度）の温度範囲を持つモータユ

開発が求められている．この要求の解決手段としては，

ニットを実現した．特に角度センサとして使用する変

いわゆるディープサブミクロンCMOSを用いた集積回

調波レゾルバは，真空環境で＋200度〜−200度での活

路が有力な候補である．耐放射線性，低電力，ゲート遅

動をJSPECが所有するチャンバにて確認し，ドライ
バについてもシングルイベントならびにトータルド
ーズに対する放射線試験評価を行った．レゾルバの分

延の短縮といった優れた性能が期待できるからである．

解能を25万分割としたものがJUICE／SWIミッション

しかし，アナログ部の回路方式，デジタル回路との干渉，

さらには歩留まり水準等の自明でない課題が存在する．

2013年度においては，硬X線領域に特化した半導体検

への搭載候補となっている．

出器用の低雑音信号処理回路を，より広い領域のX線に

4）極限環境における衝撃吸収

対応すべく開発が行われた．これには小型衛星を用いた

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

高い赤方偏移を受けたx線の観測（HiZ−GUNDAM）や，
ISSでのX線源の全天サーベイの実験提案（WF−MAXI）
に向けたものが含まれている．一・一方当該集積回路のダイ

ルギー交換型ダンパを用いることで，小型で大きな衝

ナミックレンジをMeV領域まで広げることにより，高

撃吸収ならびにリバウンド低減を図るとともに，環境

橋研究室で開発されたコンプトンカメラを用いた放射性

条件に対して高いロバスト性を示すことができた．

物質の環境汚染可視化装置への適用を進めている．当該
ASICは，

X−FAB社の0。35一μm

CMOSを用いて制作され

たものである（図9）．実際ショットキー型のCdTe半導
体検出器を用いて6°Coの1．33MeVのガンマ線のスペク
トルを確認している（図10）．

1
図7LRI搭載の探査ローバ（左）と撮像画像の一例（右）

司

図8

2．5．2

フィールド試験

図9

セラミックパッケージに実装され64チャンネル構成のASIC
le

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
・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

1

ωだコoO

研究を進めた．

10

し，試作による検証を行った．
・自律探査手法
1

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．
・ローバ分離メカニズム
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図10

CdTeを用いたα｝Coのエネルギースペクトル
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2．6．2

2．6．3

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
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

宇宙用マイクロマシンに関する研究

1）カンチレバー型多機i能MEMSデバイス
ー本のカンチレバーを用いて発振子や乱数発生器論
理素子など様々なデバイスを実現することができる．

る．このような，民生半導体デバイス開発とは一線を画

例えば，DC電源だけで発振する自励発振デバイス等

す耐環境性半導体デバイス開発のための基盤研究とし

では，平行平板型アクチュエータで起こるpull−in（引

て，本年度は以下の研究活動を行った．

き込み）現象などの不安定現象を積極的に利用するこ

（1）半導体集積回路を構成する基本トランジスタである

とで発振現象を引き起こしている．また，この不安定

MOSFETは，微細化に伴い，これまでの2次元形状
から3次元形状に変化しようとしている．そのため

現象を利用することで乱数発生器など今までになか

動作の要であるSiO／Si界面は従来のSi（100）基板

に，カンチレバーを一本しか使用しない非常に単純な

面方位だけでなく，他のSi面方位上にも形成される

構造のMEMS論理デバイスを開発した．従来の手法

ったMEMSデバイスを実現することができた．さら

に熱酸化法で膜厚1nmほどのSio2極薄膜を形成し，

ではNOTデバイスのみか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

SiO2膜の原子構造を反映するオージェパラメータと

ていたが，本研究では，一つのデバイス（カンチレバ

いう値と，SiO2膜中の欠陥（電荷トラップ）密度を

x線光電子分光法で測定した．その結果，SiO2極薄

ーが一本）でNOTはもちろんのこと，NANDやXOR，
XNORなどより複雑な論理デバイスを開発した．単

膜はアモルファス構造であるにもかかわらず，オージ

純な構造であるため，デバイスのフットプリントも小

ェパラメータの値および電荷トラップ密度がSi基板

さく，3次元化による高密度集積化が容易になる．宇

ことになる．我々は！−si（100），

si（110），

si（111）基板上

面方位に依存して変化するという3次元MOSFETの

宙応用を考えた場合，MEMSは高い耐環境性能を持

信頼性に深く関わる興味深い知見を得た．

つため，これらの技術を用いて宇宙用の発振子や論理

（2）エレクトロニクス技術で今日主流となっているもの

デバイスが実現できることになると期待できる．

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

カンチレバーデバイス

慣性駆動型アクチュエータ

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

i／シミュレ＿シ。ンシステム

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15MeVに
加速したシリコンイオンを238個照射した所，予め

／

記憶させておいたデジタル情報をそのまま保持でき
ているが，わずかに1．4％ほどにトンネル抵抗が低下
することを見いだした．

a）

Devrce

監

されていることが良く知られているが，最近では「テ

r

i〆
b）After

（3）赤外光は普段の生活では熱源やセンサーなどに利用

，：

：二ilゴ猷

20

secon

s

L

b）Smlaauon

L唖

model

図11研究開発中のMEMSデバイス

ラヘルツ光診断」，「多光子励起過程によるPL観察⊥

「超短パルスレーザーを用いた機能性材料の動的過
程の観測」，「次世代遠赤外イメージセンサー⊥「カ

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力

ーボンナノチューブ高分子複合材料を用いたフレキ

を上昇することを目的として慣性駆動型のアクチュ

シブル熱電変換素子⊥「スピンゼーベック効果によ

エータを開発し，動作の確認を行った．駆動方式とし

る熱電変換素子」，「ペロブスカイト型Mn酸化物を

ては耐環境性に優れた静電式アクチュエータを利用

応用した放射率可変素子（SRD）」など，分析技術や

し，バネで吊られた重りを駆動させ，壁に衝突させる

新機能素子分野での新たな利用が幅広く研究されて

ことで発生する衝撃力を利用し大きな力を発生して

いる．本年度はそのような

いる．今までに通常使用されるMEMSアクチュエー
タの100倍から1000倍以上の発生力を得ることに成

赤外光

に焦点を当てた

「第24回高温エレクトロニクス研究会」を開催した．

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．

This document is provided by JAXA.
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3）回路シミュレータを用いたMEMSデバイスのシミュ

レーション
回路シミュレータを用いてMEMSデバイスのシミュ

2．7．2
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オープンループ受信機による「IKAROS」の軌道

レーション行う手法を開発し，デバイスの研究開発を

決定
2010年に打上げられた「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

行なった．この手法は回路シミュレータ内で手軽に電

た．「IKAROS」はこれまでの探査機より一桁以上大きな

気と機械の連成シミュレーションが可能で，今までに

面積質量比を持つため，太陽輻射圧の推定が重要となる．

開発したデバイスの挙動を解析できることを確認し
た．本手法を用いて新たなデバイスの解析を行い，実

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

際にそのデバイスを作成し，解析どおりに動作するこ

大きい．本年度は，「IKAROS」の姿勢状況が悪く信号が

とを確認した．また，本手法により周辺電気回路を含

微弱な上に，スピンレートが早すぎるため通常の運用系

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

では「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

したデバイスの研究・開発のシミュレーションが可能

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昨年度ま

になった．
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」，

でに開発していたが，本年度の作業によりソフトウェア

「IKAROS」の軌道決定に関する運用作業や研究を行なっ

の高速化を図り，実運用で容易に使用出来るようになっ

た．「はやぶさ2」，「MMO」における海外機関の運用支

た．得られたデータを用いて冬眠運用中の軌道予測の候

援に対応するため，軌道関連データのインターフェース

補を絞り込み，2013年6月の冬眠運用後の「IKAROS」

整備を行なった．また，深宇宙軌道決定ソフトウェアに

の再捕捉も問題なく行う事ができた．

使用されている各種モデル・アルゴリズムを全面的に更

新し，DDOR計測を用いる高精度の軌道決定に対応でき

2．8小型衛星システム

るよう改良した．

2．8．1小型科学衛星

2．7．1

して，イプシロンロケットを用いた小型科学衛星の打上

ISASでは，従来の中型科学衛星の補完的な位置づけと
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

Dr血erential

げを行っている．1号機である惑星分光観測衛星「ひさ
き（SPRINT．A）」は，2013年9月に打上げられた．

Range）の，国際的な相互運用性を確立するた

「ひさき」の開発においては，多様なミッション要求

めに，宇宙データシステム諮問委員会（CCSDS）にて国

を有する後続の衛星を，同様の衛星バスを用いて低コス

際標準規格・推奨規格の作成を行っている．JAXAは海
外深宇宙局を有さないため，国際的な相互協力体制を確

トで高頻度に打上げるため，「柔軟な標準バス」のコンセ

立する事が，JAXAがDelta−DOR計測を行う上で本質的

プトのもとに，「セミオーダメイド」なSPR【NTバスを
構築した．そこでは，SpaceWire等の標準インタフェー

に重要である．CCSDSにおけるNASA，

ESAとの議論を

スを基盤とし，衛星間の機器換装が容易な構成を実現し，

通じて，昨年度までにDelta−DOR

data

次号機のジオスペース探査衛星「ERG」でもSP㎜バ

formatのBlue
Blue

raw

exchange

b（めkの第1版候補が確定していたが，

bookが正式発行されるためには，

Blue

bookに準拠

スが利用に供される．

また，さらに将来の小型衛星バスの発展に備え，宇宙

したDelta−DORデータのデータ処理を異なる複数の
Agencyで独立に行い，結果を比較の上Yellow bookに
まとめる必要があった．M−JAXA間（「IKAROS」のデ

織し，「多彩なコンポーネントのプラグイン化」，「革新的

ータを使用），及び，JPL−ESA間（Junoのデータを使用）

に，他研究系と連携して研究を進めた．当研究系に関わ

にて相互比較を行った結果，JPL−JAXA間では30ps程度，

るエレクトロニクス関係の研究としては，MEMSジャイ
ロの衛星IRU化検討や，「状態遷移表設計」をキーワー
ドとした衛星搭載ソフトウェアのモデルベース手法・プ

JPL−ESA間では130ps程度の精度で機関間のデータ処
理結果の一致が見られた．精度評価の詳細を記載した
Yellow bookが2013年4月に発行されたのを受けて，
2013年6月にはDDOR標準データ形式の推奨標準規格
（Blue

book）がCCSDSから正式に発行された．2013年5

工学委員会の下に「次世代小型標準バス技術WG」を組
な熱構造」，「簡便で標準化された検註方法」などを目標

ロセスの開発などを行った．

一方，イプシロン級の小型工学実験衛星の実現を目指
し，小型月着陸実験機「SLIM（Smart

Lander

for

inves−

月にはDDORの技術的側面の詳細を解説した文書

tigating

（Green

的な小型探査機システムの研究に加え，本研究系のバッ

book）を発行した。

Moon）」の検討に深く参画した．そこでは，革新

クボーンであるエレクトロニクスを背景に，ピンポイン

This document is provided by JAXA.
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ト着陸の肝となる画像航法や着陸レーダの研究を行って

2．8．3

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

いる．

さらには，将来，これら小型衛星システムを用いて実

合成開ロレーダの検討と一部試作研究を行なっている．

現する先進的なミッションの基礎研究として，多偏波レ

ロケット収納サイズが0．7mxO．7mxO．7mのピギーバッ

ーダやバイスタティック・レーダの研究も実施している．

ク打上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
2．8．2

小型衛星高速通信システムの開発

小型地球観測衛星や惑星ローバなど電力リソースが限
られた宇宙機によるミッション成果を最大限に大きくす

2013−128851）で給電を行う方式を考案した．図13には，

ロケットに収納された状態と，軌道上で4．6mxO．7mに
アンテナを展開した状態での合成開ロレーダ衛星の外形

るために，これらの小型システムからの観測データを数

を示す．システム検討の結果，600WのGaNパルスアン

100Mbps程度の高速で伝送するための小電力な高速通信
技術の開発を実施している．図12には開発した衛星搭

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する．

載系と地上系の写真を示す．

表1は，開発した小型衛星用の高速通信システムの仕

κ
肺

様である．16QAM変調方式で，100Msps，200−300Mbps
のデータレートを持ち，GaN−HEMTアンプの開発により
衛星搭載送信機の消費電力を20Wに抑えた．この高速送
信機は2014年に打上げられる重量60kgの小型衛星，「ほ
どよし4号」機に搭載される．

搭載通信機器に加えて，高速なダウンリンクのために
は，地上受信装置の開発も重要である．2012年度に相模

原に設置した地上受信用の3．8mのS／X帯共用パラボラ

アンテナに，X帯RFフロントエンド装置と復調復号装
κ！

置を設置する整備を行った．青山学院大学淵野辺キャン

パスからX帯試験電波を発射してコリメーション試験を
実施した．搭載高速送信機との噛み合わせ・適合性試験

図13

100kg級小型衛星に搭載できるマイクロ波合成開ロレー

ダ．左上

0．7xO．7xO．7mのピギーバック形態でロケットに搭載

右F軌道上で4．6mxO．7mの観測アンテナを展開

を実施した．2014年には，「ほどよし4号」衛星を利用
して，300Mbps程度の高速通信実験を実施する予定であ

本年度は東工大，安藤・廣川研究室と共同研究にて，
70cm

る．

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

軌道高度

静募
購繍

送信RFG41カ

70cmのハニカムパネルスロットアレイ・アンテ

ナを設計製作した．70cm

x

70cmのX帯ハニカムパネル

スロットアレイ・アンテナを電磁界設計した．図14は
設計結果の一例であり，1／4部分のアンテナ開口効率の

250Mbps
600km

周波数依存性を図示している．アンテナ効率は60％を達

2W

成している．図15は，試作した70cm

域

搭載通信機消費電力約20W
150MHz＠8GHz

x

70cmのハニカ

ムパネルスロットアレイアンテナの外観を示す．

16QAM

凶2一

MGA（15dBi｝

直径3．8m

小型搭載送信機

x

1露

相模原小型受信局

》

書翻

．敵ε曾．㈱

1

翻，
27，B撃

9S9

t、、t＋…一．．一．
・1

今60

・

一
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皇63

・

…

黛65
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綿8潴

−

虫70

食n

触P鱒り圓
図12 開発した小型衛星用300Mbps通信システム．
左：小型衛星搭載用高速送信機
右：相模原3．8mS／X帯アンテナ設備

図147（iCm x 70cmのX帯ハニカムパネルスロットアレイ・アンテ
ナを電磁界設計した．図は1／4部分のアンテナ開口効率の周波数依
存性．
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にSPSユニットの建設方法を示す．
△

・i

Bus

System

騨
▼／。tb
「↓・

図15 試作した70cm
ァレイ・アンテナ

2．9

x

70cmのハニカムパネル製スロット

「」

：

「L

■

メ．
・・照ガ穐

Microwave

＼

B腫ildup

宇宙エネルギーシステム

2．9．1太陽発電衛星システム

太陽発電衛星（SPS）とは，衛星軌道ヒで太陽光によ
り発電した電気エネルギーを無線で地上に送り，利用す
図16

る新しいエネルギーシステムである．地Lでの太陽光発

テザー型太陽発電衛星（SPS）

電と比較して，24時間天候に左右されずに発電が可能で
あり，安定かつ大電力のエネルギーを供給できる特長が
ある．衛星軌道上から地上ヘマイクロ波を用いた無線送
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・高効率無線送電技術，（3）耐宇宙環

曝■

境性，（4）軌道上システム実証，である．この内，（2）

の一部であるマイクロ波送電については，Jspacesystems

とJAXA研究開発本部が地上技術実証のプロジェクトを
進めているが，大規模化や高いビーム指向精度の実現は
基礎研究が必要な段階にある．先端的かつ系統的な研究

開発と実証実験を積み重ねてSPSの実用化を実現するた

一

一

一

めの技術体系を確立する．
1ヒ脚er

Gen已a口on＆Ts

ansmtss旧n

rl：c−e

2．9．1．1

軌道上大型構造物技術

・Irl

X∠m

・≧匿〜60．1：・：1：moく一已5

テザー型SPSに関して，軌道上建設方法と形状維持技

・Fre

術の研究開発を実施している．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

図17

1＿∈m，：ド

5．6〔ヨHz

テザー型太陽発電衛星の構築シナリオ

は，現在は存在しない．本研究ではkm級パネルの建設
方法を考案するとともに，それに必要な超軽量の展開機

Pt

ソm

ハt

rebot

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

P蜘m
bunch

った．これによりまずは100m級の軌道上実証実験を可
能とする技術の確立を目指している．図16にモジュー

q）eCt薗㎝

T猷㎞
9】don働pn
PlaborTn

P㎝ol

OePloyrnent

ル構造からなるテザー型SPSの概要を示す．現在の検討

では，100mサイズのSPSユニットを展開し，それらを

連結して，kmサイズのSPSを構築する．図17にSPS
ユニットの連結によるSPSの構築シナリオを示し，図18

Pand

provrsゆn
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dep｝oyTTient
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mmove
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P8nd輌m㎝t

図18

SPSユニットの展開建設方法
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2．9．1．2

図21に超高速衝突実験の

銃を使用して実験を行った．

高精度・高効率送電技術

本研究ではSPSの特有の技術である無線送電に関し
て，C帯（試作は5．7GHz帯）マイクロ波でのビーム形
成，方向制御に関する実験的研究を実施している．近未

構成を示す．

鵬」＝＿

来の小型軌道上実証を目指した試作研究を実施した．電
力付加効率70％以上のパワーアンプを用い，ドライバー
アンプ，位相器を含む位相制御増幅基板を試作し，シス
テムの総合効率，位相や出力の安定性，環境試験等に着

手した．図19に位相制御増幅器基板を示す．また，上
記回路の試作試験をもとに，小型衛星を用いた場合の回

・uく一）

路検討を実施した．図20に小型衛星搭載を目指したマ

t【

｝JJ）Jナ

図21実験構成

イクロ波無線送電システムのブロック図を示す．
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また，SPSのコアー部を防御するための軽量デブリシ
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ールドに関する研究を実施している．斜め衝突を用いる
畠轟垂一，「「
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ことでシールドを薄くして，軽量化を目指している．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

．nL

いる．図22に斜め衝突実験のターゲットと斜め衝突の

s−・t

シミュレーション結果を示す．
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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
ョンの次の実証フェーズとして，小型科学衛星を用いた

⁝
移相馴御ノ「

ぐ

図22 （a）斜め衝突実験用ターゲットと（b）斜め衝突現象のシミ
ュレーション結果
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位相制御増幅基板
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マイクロ波無線送電システムブロック図

宇宙実証実験の検討を実施した．本実証実験の目的を以

下に示す．オプション案（D）として世界初の子衛星を
用いた宇宙機間無線送電実験を検討している．

A．衛星軌道上から地上へのマイクロ波ビーム制御能力
実証

2．9．1．3

耐宇宙環境性

kmサイズとなるSPSの発送電パネルではデブリによ
る衝突破壊は不可避である．超高速衝突では，物理的破

B．マイクロ波の電離層通過実証
（パイロット信号の位相擾乱と主ビームの非線形現
象の評価）

壊以外に，プラズマの発生，電位変動，電磁波放射が生

C．宇宙一地上間マイクロ波電力伝送効率の定量的評価

じる．このような，超高速衝突における電気的現象は，

D．子衛星を用いた宇宙機間無線送電技術実証（オプシ

搭載機器の動作に影響を与える可能性がある．また，衝

ョン案）

突による電磁波の放射を検知することで，大型パネルに

実証実験で得られる技術データに基づき，実用太陽発

おけるデブリ衝突の検知，位置の特定，衝突規模の推定

電衛星の電力システムとしての総合電力効率の評価，既

を行える可能性がある．電磁波発生のメカニズムを解明

存の通信インフラに与える影響の評価を行うとともに，

し，応用を検討するために，ISAS刀AXAの二段式軽ガス

次フェーズの技術的な課題を明らかにする．
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主要搭載ミッション機器は，2kW（Typ．）のマイクロ
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コーティング無し

波放射が可能な送電システムとプラズマ計測装置，波動

受信機である．電離層プラズマ中で商用SPSにおいて想
定される電力密度1，000W／m2を数卜mの範囲で実現し，
地上ではマイクロ波ビーム強度と放射パターン計測を実
施し，電離層中では，プラズマパラメータの計測と励起

される波動計測を行う．実験モードを図23に示す．ま
た，衛星の搭載案を図24に示す．
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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

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電

図23

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

実験モード

ネルギーシステムだけではなく，推進系や生命維持システ
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x2アンテナ部x3

マイクロ波送電アンテナ（直径1．9m）
ングミュアプローブ（×2）

←波動受信アンテナ（1m／本x4）

＼

ミッション機器収納部

ム，惑星における鉱物精製システムへの応用も検討して
いる．燃料電池と水の電気分解装置からなる閉鎖系シス
テムにおける，無重力環境下での使用を考慮した加湿器
の開発を行った．また，無重力環境下での動作確認の一
つとして，重量方向を変えて動作試験を行う装置を試作
し，実験を実施した．実験システムを図26に示す．

ミッション系バス

（a）水平モード

＿標準小型衛星バス

／灘襲1凝固定翼、
図24SPS小型衛星搭載案

2．9．2

薄膜発電システムの研究

平成23年度から3年計画で，重点研究「超軽量大面
積薄膜発電システムの研究」を実施した．「IKAROS」で
実現した性能と木星圏探査ミッションにおける要求の間
の面積・重量電力比・コスト要求のギャップを埋めるた

（b）垂直モード

めの技術開発である．木星圏等の外惑星探査をターゲッ
トミッションとするが，将来薄膜構造搭載化研究を行う

ことで，地球周回衛星への低コスト発電システムへの応
用も目指している．今年度は最終年度であり，反りのな
い大面積薄膜太陽電池と熱融着層付き集電路を試作し，

大面積発電システムの評価試験を行った．図25に，長
辺が80cm程度のそり取り前後太陽電池を示す．

図26

水サイクルエネルギーシステムの実験装置
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1．宇宙科学プログラム・オフィス
上野宗孝（室長）

大汐一夫

吉原圭介

1．宇宙科学プログラム・オフィスについて

小川恵美子

栗山悦宏

淺野聡子

（4）プロジェクト・実験等に関する対応（情報連絡含む）

するためJAXAインテグレーション（とりまとめ）方式
を基本としている．今後，より着実にプロジェクトを遂

JAXA内説明，対外報告等の調整，資料とりまとめ
プロジェクト，実験等に関する情報連絡・プロジェク
ト側の立場としての危機管理対応
プロジェクト・実験が抱えている問題解決支援
プログラム共通問題，プロジェクト固有問題対応

行するためには更なる支援とボトムアッププロセスの中

試験設備・運用設備の調整作業

におけるプログラム戦略的な活動が重要である．人的リ

宇宙科学プログラムの実行改善活動

宇宙科学プロジェクトは，相対的に少数精鋭のチーム
体制で実施しており，さらに挑戦的なミッションを実現

ソースが限られている状況において，プロジェクトチー
ムを横断的に支援する組織として「宇宙科学プログラ

2．昨年度の活動の総括

ム・オフィス」が設置されている．

「宇宙科学プログラム・オフィス」は，プロジェクト
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．

観測ロケット実験大気球実験などの実行支援（各種
実験の総務班対応など）は，科学推進部とも連携を行い
実行した．宇宙科学プロジェクト・実験活動における問

・プログラム戦略に関すること

題解決においては，プログラムの共通的な課題の解決に

・プログラムに係わる企画調整

加えて，個別問題の解決支援の必要性が高くなり，横通

・内外への報告業務や計画管理対応の支援

し活動に加えて個別支援も重視し，各種相談窓口として

・プロジェクト・実験等の情報連絡対応等

の機能を強化しつつある．宇宙研内にプロジェクト実行

（1）プログラム戦略に関すること

宙科学プログラム・オフィスのページを立ち上げ，JAXA

時のノウハウの蓄積を行うための活動の一環として，宇
ミッションロードマップの作成・改訂とりまとめ対応

全体に対して，顔の見える組織となるよう，発信力強化

宇宙科学ロードマップに関する検討を宇宙理学・宇宙

を行った．

宇宙科学プログラムの実効改善タスクフォースの事務

工学委員会の議論と連携
設備整備要求とりまとめ，関係本部との調整（地上局

局として，アクションプランの取りまとめに続いて，宇

整備とりまとめ，将来計画，輸送本部・イプシロンロ

宙科学プログラムの活動をより良くする指針として，提

ケットプロジェクトチームなど）

言にそった活動を開始した．

臼田後継局に関しては，要求の取りまとめを行い，建

（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

設に向けた準備を進めた．また年度末には，臼田後継局

プロジェクト活動に関する相談窓口→関係部署との

建設に向けた準備チームを発足させ，その事務局として

四

要求の整理と技術検討にかかわる事務局活動を行った．

2013年9月に打ち上げられた，「ひさき」に搭載され

その他プロジェクト推進に関わること
実行資金取りまとめと調整支援（計画ラインと連携），

た計算機の軌道上リセット問題に端を発した，SOI−ASIC

各種経営審査対応

デバイスの放射線耐性不適合問題に関しては，調査チー

（3）PD配下の組織（プロジェクトチーム，実験室等）

ムを全JAXA的な形で立ち上げるとともに，そのとりま
とめを行った．

の運営および運営支援

2．SE推進室
紀伊恒男（室長）
小川美奈

中谷幸司

満田和久
廣瀬史子

児子健一郎
小川恵美子

飯嶋一征
橋本樹明

池田知栄子

前島弘則

仁田工美

川勝康弘

東原和行

渡辺次男
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1．概

要
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PROCYON，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），

SE推進室は，宇宙科学プログラム／プロジェクトにお
けるシステムズエンジニアリング（SE）の強化を図るた

C−SODA地上系，初期運用中のPLANET−C，観測ロケッ
ト，大気球から主にSE推進室の併任者がメンバーとし

めに，開発中のプロジェクトおよび検討中のプロジェク

て参加した．

トに対して，技術的事項の調整SE能力の強化施策
SE活動および技術開発戦略の策定に関する活動を行っ
ている．特に，開発中の宇宙科学プロジェクトのSE活
動強化を図るために，プロジェクトの担当者をSE推進
室に併任することでSE推進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．

2．2013年度の活動内容

（4）

SE・PM支援チームによるプロジェクト支援

有識者による「宇宙科学プロジェクト横断システム設
計支援チーム」を前年度に引き続き，SE推進室に設置し，

プロジェクトの設計段階におけるSEの強化を図るため
に，設計支援チーム員としてプロジェクト主催の衛星シ
ステム設計関連会合や試験立ち合いへの参加をお願いし
た．その場で直接指摘や提言をしていただいたり，会議
終了後に意見を文書としてまとめて提出し，SE推進室か

SE推進室の主な活動をSE推進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

らプロジェクトにフィードバックした．チーム員は主に
衛星・探査機のシステム設計を経験されたJAXA退職者

に活動の目的別に整理した．

で，プロジェクト毎に担当を決めて，下記の設計会議，
審査会等に参加していただいた．

2．1プロジェクトにおける問題発生を防止するための

・Bepi−Colombo（3／28）

活動（SE推進室主体の活動）
2．1．1開発中のプロジェクトに対する支援
（1） 開発中のプロジェクトの課題等の把握

・ASTRO−H
・SPRINT−A

・ERG

（7／18，11／21，2／14，3／11〜13）
（6／7）

（6／6，11／27，3／7，3／14）

開発中のプロジェクトの進捗，課題，リスク等をタイ
ムリーに経営層が把握すること，プロジェクト間で情報
共有することを目的として，所長，副所長，プログラム
ディレクタを構成員として含む所内月例会として「宇宙

（5）

宇宙科学プロジェクトの審査・評価への協力

SE推進室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．

科学プロジェクト開発状況確認会議」を新たに開催する

・SPRINT−A射場輸送前確認会（6／7）

こととした．

・ERG詳細設計確認会

（3／7，14）

・SPICA全体会議

（2／12）

2012年度末から準備を開始し，当該実施

要領を運営連絡会（4／15）に諮り，第1回目の会合を5
月に開始し，当該年度においては計8回の開催となった．

・Bepi−Colombo△CDR

（11／14〜17，

ESTEC）

なお，本会議は「宇宙科学プログラム実行上の改善に
関するタスクフォース」の提言に基づくものである．

（6）

科学衛星・探索SE／PM点検チームとの協力

「科学衛星・探査機SE／PM点検チーム（中村点検チー
（2）

科学衛星の特質に合わせたプロジェクト実施方法

の検討

ム長）」はCEOの基の組織であり，科学衛星のミッショ
ン達成をより確実にするために独立的技術評価を行い，

タスクフォース提言に基づき，宇宙科学プログラムに

開発上のリスクの早期検出，低減することを目的として，

適したプロジェクトの実施方法の検討を行い，その成果

を公知するためにSE・PM関連文書の充実を図った．新

2013年度に新たに相模原キャンパスに設置された．SE
推進室は点検チームと情報共有を図るとともに，必要に

たに以下の文書を制定した．

応じて協力して活動した．また，点検チームの活動に必

・宇宙科学研究所のプロジェクトにおける詳細設計審査

要な庶務的支援を行った．

（CDR）実施要領ガイドライン
2．1．2

（3）

SEマトリックスによる状況把握と情報交換

検討中のプロジェクトに対する支援

宇宙理学／工学委員会の下に設置されたワーキンググ

SE／PO定例会
前年度に引き続き，SE推進室，各プロジェクトのSE
担当者およびプログラムオフィス（PO）で構成する

ループ（WG）は，将来の宇宙科学プロジェクトの検討

SE／PO定例会（毎週，非公式会合）を開催し，相互のタ

が少ない，JAXA外の多くのメンバーで構成されるもの
もある．プロジェクト化に向けた検討においては，検討

イムリーな情報共有を行った．月惑星SE推進室からも
参加を得て相互の情報共有を図った．プロジェクトとし
ては，Bepi−Colombo／MMO，

ASTRO−H，

SPRINT−A，

ERG，

を行っている．

WGの中には，これまで宇宙科学プロジェクトの経験

の当初からSE的な考え方を取り入れることが，将来の
プロジェクト開発フェーズでの問題発生の最小化などに

This document is provided by JAXA.

86

皿．実験室及び専門技術グループ等

不可欠である．そこで，SE推進室はWGによる検討の

し，HP上に提供した．

初期段階の支援，すなわち，科学目的の明確化，科学目
求の適切な選択，課題・リスクの抽出とその対策の検討

（3） 有用なJAXA文書をWGに提供する手順の確立
WG活動に有用であるが情報セキュリティー上限定開

などを中心に支援している．

示となっている文書については，情報セキュリティー規

的からミッション要求へのフローダウンと，システム要

定に基づきWG関係者の内，用件を満たす者に限定し閲
（1） WGによる検討の支援
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，

火星大気散逸観測ミッション，HiZ−GUNDAM，

覧可能とするための手続きを確立し，WGからの要求に
基づき，JAXA文書の提供を開始した．

WISH，

JUICEな

2．2

SE推進室／CEOの活動への協力

は，つくばのMSDG（CEO・ミッションデザイン支援グ

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

ループ）に支援主体をお願いし，ISAS

／CEOに協力した．

どのWGであった．この中で，

HiZ−GUNDAM，

LiteBIRD

SE推進室はそれ

を支援する形で，支援活動を行った．LiteBIRD，火星大
気散逸観測ミッション，SOLAR−Cについては，ミッショ
ン成立性とシステム要求の適切な選択のための活動とし

（1）

て，メーカーによるシステム検討の支援まで行った．

験と知識（ナレッジ）を継承する目的で，知識共有シス

また，今年度公募されたイプシロン級科学衛星に提案予

知的共有システム（LINKS）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
テム（LINKS）に反映するナレッジの収集に協力した．

定の複数のWGに対し，要請に応じ，提案に向けた支援

2013年9月に打上げられたSPRINT−A「ひさき」のプ

活動を実施した．この支援活動にもMDSGに協力を得た．

ロジェクトマネジャへのインタビューを通して，「戦略コ

（2）

置いた設計思想」「プロジェクトの規模等に応じたコミュ

ンポーネント・戦略部品の積極活用」「短期開発を念頭に

公開ホームページ（HP）の維持，更新

SE推進室によるWG活動への支援およびSEに関する

ニケーション」「新規開発ロケットに搭載されるペーロー

情報をタイムリーに提供することを目的として，2012年

ドは大きなリスクを取る覚悟が必要」の4つの新しいナ

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，2013年は適切に維持・管理した．本HP

レッジが抽出され，LINKSに反映された．

ではSE推進室が宇宙科学プロジェ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介すると共に，WG

（2）

活動に有用な公開JAXA文書を紹介するために更新した．

ロードマップ（第3期中期計画期間）」の制定のうち，
宇宙科学分野のロードマップの制定に協力した．

また，WG活動などに有用な文書をSE推進室で作成

技術ロードマップ（TRM）の改訂

CEOが中心となって今年度実施した「JAXA総合技術

3．安全・品質保証室（S＆MAマネージャ）
清水幸夫（室長）

大串義雄

矢嶋季郎

上戸有紀

杉山由香

要

1．概

事故・不具合の低減を図る．
である．

宇宙航空研究開発機構の第三期中期事業計画が策定さ

宇宙科学研究所の安全・品質保証室は，第二期中期事

れ，平成25年度はその初年度にあたる．策定された第
三期中期事業計画の安全・品質保証室に係わる事項はお

業計画期より安全に関わる業務が付加され，宇宙科学研

よそ第二期中期事業計画と同様に，

位置づけられた．宇宙科学研究所の品質マネジメント活

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．

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
ースを整備し，データ分析を行い，予防措置を徹
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，

究所の安全・信頼性・品質保証活動の中核を担う組織と
動は機構に横断的な「品質マネジメント規程」により行
われ，同じく機構に横断的な下位文書により実施される．

また，今年度は信頼性統括の強い指導により各本部の安
全・ミッション保証室（宇宙科学研究所の場合は安全・

品質保証室）を廃止し，新しくS＆MAマネージャを配し
その依頼により安全・信頼性推進部より専門家を派遣す
る方式が試みられている．S＆MAマネージャの配置は11
月からであるため，以降の記述は安全・品質保証室とし
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た．適宜S＆MAマネージャと読み替えるものとする．
次に，宇宙科学研究所の安全・品質保証室の独立した
活動は，

2．3

87

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・

品質保証室は毎月1回の頻度で宇宙科学研究所信頼性品

一，定常組織としての安全・品質保証室の活動，

質会議を主催した，

一，宇宙科学研究所信頼性品質会議の定期開催，

会議では，

一，安全・信頼性推進部との共通活動の推進，

（1）宇宙科学に関する衛星及び飛翔体等の企画（以下

一，宇宙科学研究所のプロジェクト固有の品質保証活

「企画」という．）の遂行に必要な所固有の品質マ

動関連文書案の起草・制定および支援，

ネジメントに関わる規則・基準類の整備

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）企画における信頼性管理及び品質マネジメントシ

である．また，宇宙科学研究所の安全・品質保証室は月・

惑星探査推進グループ（JSPEC）の安全・品質保証室を

（3）企画の実施に伴い発生する信頼性管理情報の収
集，記録等

兼務し，その所掌するプロジェクトについても同様の業

（4）その他品質マネジメントに関して必要な事項につ

ステムの整備

務を実施している．

いて調整・水平展開・意見交換を行った．

安全・信頼性推進部との共通活動の推進では，統合安
全ミッション・保証会議がそれまでの安全・信頼性計画

2．4

宇宙科学研究所会議・月惑星探査推進グループ会議

分科会を引き継ぎ第1回が平成25年11月より開催さ

（JSPEC会議）等出席

れ，その構成員として信頼性品質向上活動に努めた．

安全・品質保証室として，職位で指定された宇宙科学

なお，電子部品・デバイス・電源グループより池田雅
彦氏の多大な支援を得ている．

平成25年度の安全・品質保証室の個々の活動を以ド

研究所会議，JSPEC会議，プログラム開発状況確認会，
プログラム会議，技術評価専門部会等に参加し，必要に
応じて意見の発言・各種調整を行った．

に示す．

2．5

2．活

動

本部との情報の共有化

宇宙利用ミッション本部にて開催されているプロジェ
クト品質保証専任者会議に出席し，会議にて報告された

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

品質保証情報において，水平展開が必要と判断される品
質保証情報を宇宙科学研究所内に展開をはかった．

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

2．6

て宇宙科学研究所における品質を確保するとともに，信

定のプロジェクト・プリプロジェクトについて，そのプ

科学衛星プロジェクトに関する審査会等支援活動

宇宙科学研究所およびJSPECが計画し，今後打上げ予

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

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

している．

審査実施の支援を行っている．また，審査員として招集

宇宙科学研究所のQMSは，品質マネジメント規程に
基づく自主管理によって実施している．宇宙科学研究所
の品質方針の設定（RQA−XOOO3），品質マネジメント活動
実施規則（RQA−AOOO5）に基づき，プログラム計画，プロ

された場合はそれらに参加し審査に加わっている．平成
25年度に参加した主な審査会等は下記の通り，

H25．05．311SS科学ExHAM SRR／SDR本審査
H25．06．17高機能薄膜デバイスMDR／SRR／SDR

ジェクトマネジメントのPDCAプロセスの実施内容を確
認し．QMS活動の実施状況に対するマネジメントレビュ

H25．06．10

ーを行い，品質マネジメント評価を行った．

H25．08．28はやぶさ2デルタフェーズII
システム安全審査（その2）

2．2

H25．09．10

JAXA信頼性推進会議および信頼性計画分科会へ

の参加
機構全体のS＆MA活動の重要事項調整，方針決定を行

S520−27

LES打上げ前確認会

H25．07．04観測ロケット実験確認会

ASTRO−H電源系CDR

H25．11．05小型SSデルタ計画審査会

H25．12．12小型スタースキャナーCDR

うため，今年度より統合安全ミッション・品質保証会議

H26．03．13

が信頼性推進会議および信頼性計画分科会を統合する形

H26．03．14

ASTRO−H

SXS

CDR

ERGシステムCDR

で実施されることになった．同会議において，宇宙科学

研究所およびJSPECとして参加し，宇宙科学研究所およ

びJSPECのS＆MA活動について調整，意見交換などを
実施している．

2．7

安全審査委員会等出席並びに安全性打ち合わせ

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
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重要な時期に開催されるJAXAの安全審査委員会および
宇宙研安全審査会の審査支援を行なっている．また，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て
意見調整などを実施した．平成25年度に実施した主な
安全審査委員会等は次の通り．（安全検討確認会を除く）

不具合が発生した場合には，各プロジェクトからの要
請に基づき，発生した不具合の原因究明・現品処置策・

是正処置策の対応について，信頼性，品質保証の観点か
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

H25．4．1g

JAXAシステム安全審査部会＃25−1，

具合情報システムに登録し，他プロジェクトへの水平展

H25．4．26

1SAS安全審査会（あきる野実験施設安全審査）

開を図っている．

H25．5．27

JAXAシステム安全審査部会＃25．2，

（SPRINT−Aフェーズ3）
H26．3．19

1SAS安全審査会＃19．

2．12

不具合原因究明委員会などへの参加

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，あるいは既に軌道上

2．8

信頼性に関わる訓練・教育活動

に投入された衛星・探査機などについて発生した不具合

JAXA発足以降宇宙科学研究所においても品質保証室

や異常の原因究明を図るべく，委員会委員への委嘱指名

が主催して信頼性品質向上に関わる訓練・教育活動を行

があった場合には参加し，原因究明のための意見を発し

なっている．平成25年度は安全・信頼性推進部が主催
する計測器等取り扱いセミナー「スペアナ使いこなしセ
ミナー」を案内し，相模原地区からも積極的な参加が有

ている．

2．13

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

った．

調達の指針となるべく宇宙科学研究所電子部品・デバイ
2．9

不具合情報システムの構築ならびに不具合情報の

ス・電源グループとともに科学衛星部品プログラムを定

登録

め，維持・改訂を実施し，各プロジェクトを支援してい

各プロジェクトと共同で，発生した不具合情報の収集

る．

を行い，収集した軌道上ならびに衛星地上試験における

また，安全・信頼性推進部，研究開発本部部品グルー

不具合情報を，宇宙科学研究所の不具合情報システムに

プ，宇宙科学研究所電子部品・デバイス・電源グループ

登録し，必要な部門へ水平展開が図れるよう不具合情報

と連携し，科学衛星・探査機の海外部品・コンポーネン

システムの推進を行った．

トに関わる情報交換を実施した．

軌道上で発生した不具合，地上試験の一環として行わ

さらに宇宙用部品プログラム標準（JMR−012）につい

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，ならびに契約相手先において発生した重要な不

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．

具合に対する原因究明・現品処置策是正処置策などを
収集し，宇宙科学研究所の不具合情報システムへ登録を
行っている．

2．14

科学衛星部品プログラム活動

宇宙科学研究所の電子部品・デバイス・電源グループ
と協力し，科学衛星・探査機に必要な部品プログラム活

不具合情報システム皿への不具合情報の登録

動を実施している．活動は，科学衛星部品プログラム文

安全・信頼性推進部と連携し，科学衛星に対する重要

書の維持改訂，JAXA研究開発本部電子部品・デバイス・

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

材料グループと連携したJAXA部品プログラム標準の維
持等である． また，平成24年度の科学衛星部品選定ガ

2．10

報をJAXA不具合情報システム皿に登録し，JAXA内へ不
具合情報の内容について水平展開を図っている．

イドライン，科学衛星PAPDB利用ガイドラインの発行
に続き，平成25年度には科学衛星部品の信頼性保証プ

2．11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
契約相手先が実施する一次噛み合せ試験総合試験
および射場作業における品質保証活動として，朝会およ

ログラム概要の発行を行った．

宇宙利用ミッション本部からの水平展開として，陽子

によるSEU解析を，開発中の科学衛星に対して実施し
た．

び夕会への出席，試験前後に開かれるタスクブリーフィ
ング，タスクレビュー一一．への出席，ならびに主要な試験の

立会いに参加し，試験手順書に基づいて作業が行われ，

適切な試験結果が得られていることを，信頼性，品質保

2．15

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

証の観点から確認している．また，契約相手方において

（CREME−MC，

生産開始前に行われる製造開始前審査会に出席し，生産

の展開活動を実施している．

SPENVIS）を収集し，関係者にその情報

開始前の準備状況を確認している．
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部品適用審査会参加とプロジェクト支援

89

延期されていたものである．次回会合はESA主催により

プロジェクトの使用候補である輸入機器の部品適用審

2015年5月にイタリアのESA／ESRONにおいて開催予定

査会資料を検討し，その是非についてのコメントや科学

である．JAXA主催で開催しその準備委員として活動を
行った．その後ESA／NASA／JAXAの三極会合を京都で実

衛星搭載機器の部品品質設定の支援を継続している．

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．

2．17

JAXA設計基準策定の支援

以下のJAXA設計基準策定の審議i・支援を実施し，一

施した．

開催されたESA／JAXA／NASA三極の安全・ミッション

保証（S＆MA）に関するNASA／ESA／JAXA技術情報交換
会議に安全・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。

部文書の制定・改訂を行った．

JMR−012A

電気・電子・電気機構部品プログラム標準

改訂

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−O−039A

宇宙用はんだ付工程標準改訂

JERG−0−043A

宇宙用表面実装はんだ付工程標準改訂

JERG−O−054 BGA／CGA実装工程標準制定
JERG−0−055 海外部品調達 標準作業要求書制定
JERG↓010

2．20

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
る．最新情報を常に更新し，宇宙科学研究所・月惑星探
査推進グループのプロジェクト活動等の信頼性・品質保
証活動に供している．

宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブック
（ロケット編）制定

JERG−2−023

宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブック

（長寿命衛星編）制定
JERG−2−100−HBOO1

JERG−2−130

システム設計標準ハンドブック制定

宇宙機一般試験標準Notice−2発行

JERG−2−130−HBOO1

衝撃試験ハンドブックNotice−2

2．21

外国参考文書の翻訳と登録

宇宙科学研究所科学衛星プロジェクトに有用な海外の
参考文書の翻訳・整備を行なっている．現在139件の翻
訳文書を維持しているが，さらに利用しやすいよう今後
も引き続き翻訳精度の向上を図る．また，翻訳すべき文
書の選定・追加を行なう．

発行
JERG−2−130−HBOO2

音響試験ハンドブックNotice−2

発行
JERG−2−130−HBOO5A

熱真空試験ハンドブックNotice−2

発行
JERG−2−143

耐放射線設計標準Notice−2発行

2．22

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

約相手方に対する品質監査の支援を実施した．平成25

JERG−2・・143−HBOOIA

耐放射線設計ハンドブック改訂

年度に安全・品質保証室が参加した監査は，日本電気㈱・

JERG−2−144−HBoo1A

スペースデブリ防護設計マニュ

NTスペース㈱および三菱重工業㈱長崎造船所（現在は

アル改訂
JERG−2−153 指向管理標準制定

防衛・宇宙ドメイン）に対する特別監査であった．

JERG−2−310熱制御系設計標準Notice−3発行

（Bチーム）において行われた，『信頼性・品質保証監査

JERG−2￡340A

宇宙機用推進系設計標準改訂

JERG−2−400−HBOO2A

JERG−2−700

通信設計標準利用ガイドライ

また，S＆MA

の成果及び課題などについて』のとりまとめに参画し，

過去に行われた監査の成果及び課題をもとに問題点を洗

ン（AOSデータリンクプロトコ

い出し，問題点の対処策の方向性を見きわめ，今後の品

ル編）改訂

質監査に反映を行う．

運用設計標準Notice−1発行
2．23

2．18

信頼性関連文書に関する制定および制定支援活動

宇宙科学研究所各プロジェクトの遂行に必要な文書の
抽出・文案起案・紹介などの手順を踏み技術文書として
の準備を進めた．

2．19

品質調査／監査計画案実行推進チーム

JAXA／NASA／ESA三極会合開催準備と出席

連携活動状況

安全・品質保証室の活動として，平成25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37回
②S＆MA関連会議への出席計34回
③部品関連会議への出席計9回
④講演会・セミナーへの出席計5回

平成25年12月18日〜12月20日の3日間，米国ワシ
ントンDCに於いてTRISMAC 2013が開催されS＆MA

⑤プロジェクト関連会合への出席計798回
⑥研究所会議他への出席計67回

マネージャが参加した，本会合は平成25年10月に開催
予定であったが，米国政府予算のシャットダウンにより

その他の会議へ合計1118回出席し，情報の交換，収
集・分析，展開を実施した．
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2．24

館

惑星保護（プラネタリープロテクション）に関わ

2013年11月6日若年技能者人材育成支援等事業シン

る活動

ポジウム＆技能検定試験成績優秀者表彰特別講演「日本

平成23年度に制定されたプラネタリープロテクショ
ン安全審査部会の事務局として，平成24年12月26日
に安全審査部会の審査会に係わる調整準備作業を実施

の宇宙開発を支えるものづくり技能⊥＠東京都江戸東京
博物館ホール．

2013年11月12日2013年度サイエンスパートナーシ

し，今後安全審査部会が招集される場合を想定した審査

ップ・プログラム「宇宙開発における素粒子・粒子の応

員の仮選定を実施した．

用」，＠東海大学付属望洋高等学校

2013年11月22日岐阜県高等学校教育研究会工業部

3．研究成果等の発表

会電気・通信系分科会主催「缶サットチャレンジ岐阜
2013大会」缶サット降下性能実験競技審査委員，＠可児

安全・品質保証室長清水幸夫の研究成果の発表は次の
通り．また，宇宙輸送工学研究系の研究成果の発表も参

市ふれあいパーク．

2014年1月16日島根県奥出雲町教育委員会主催夢授

照の事．

業，宇宙に夢中1「はやぶさの成果と科学者が目指した
もの⊥＠奥出雲町三成カルチャープラザ仁多．

2013年6月3日一6月4日ISTS出前授業「君たちが作
るこれからの日本の宇宙開発と未来⊥一宮市立大徳小学
校，尾西第三中学校，岡崎市立矢作南小学校，羽根小学

4．その他

校，南中学校．

2013年6月8日豊橋市教育委員会生涯学習講座，「小

平成25年度のS＆MAマネージャの定年退職および長

惑星探査機はやぶさと日本の宇宙開発」，＠豊橋市自然史
博物館．

年多大なご支援を戴いた大串義雄氏の一旦離職に伴い，

2013年11月1日大学生のための科学技術史講座，「日
本の宇宙科学研究の成果と将来計画」，＠国立科学博物

体制発足予定．

平成26年度より新S＆MAマネージャが赴任され新しい

4．大気球実験室
吉田哲也（室長）
田村

誠

梯

斎藤芳隆

友哉

井筒直樹

荘司泰弘

濱田

飯嶋一征

松坂幸彦
2．

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

福家英之
要

山田和彦

ｽ成25年度大気球実験

平成24年11月の第23回大気球研究委員会において，

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

国内気球実験として，理学観測3実験，工学実証2実験，

いる．

微小重力実験1実験が採択され，大気球実験室による超

大気球による宇宙科学実験は，昭和41（1966）年に東

薄膜高高度気球飛翔性能試験と併せて，合計7実験が計

京大学宇宙航空研究所に気球工学部門が設立され，ロケ

画された．このうち4実験は，平成24年度の第二次気

ット，人工衛星と並ぶ飛翔体の研究として活動を開始し，

球実験で天候不良のため実施できなかった実験であっ

昭和56（1981）年の宇宙科学研究所への改組，平成15

た．

（2003）年の宇宙航空研究開発機構iへの統合後も活動を

第一一次気球実験は5月7日から連携協力拠点大樹航空

継続している．

宇宙実験場において実施された．小型気球による2実験

茨城県大洋村，福島県原ノ町そして30余年の間に
約400機を放球した岩手県気仙郡三陸町（現岩手県大

施に向けた放球準備作業を実施したが，気球を放球する

を5月後半に実施し，6月5日早朝にはB13−01実験の実

船渡市三陸町）の三陸大気球観測所を経て，現在は北海

際に気球部と搭載機器部の間の切離しロープカッターが

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

誤動作した．本不具合は，気球の飛翔安全に関わる可能

実験場において大気球実験を行っている．また，海外に

性がある事象であり，原因究明及び対策に時間を要する

おいてもアメリカ，インド，オーストラリア，インドネ

ことが判ったため，第一次気球実験で予定していた残り

シア，ブラジル，ノルウェー，カナダ，ロシア等での海

の実験の実施を見送ることとした．

外気球実験を併せて推進してきた。

また，8月26日から実施した第二次気球実験について
も，不具合対策や地上検証試験の準備に一定の時間を必
要とすることから，大型気球の飛翔に適した8月下旬ま
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でにト分な対策を講じることが困難であったため，f

定

していたB13−04実験も実施を見送ることとし，第二次
気球実験ではB13−01実験不具合原因究明のための地it
試験と超薄膜高高度気球飛翔性能試験（BS13−08実験）
表1
放球日時

5月15日
第…次気球

@実験

2．1

目的

成層圏オゾン・大気重力波・二酸化窒素の観測

aS13−03

飛翔時間

32．Okm
S3．Okm

2時間17分
Q時間53分
3時間32分

6月5日

B13−01

大気球を利用した微小耐」実駒燃競実験）

ロープカッター誤動作のため放球中止

B13−02

気球搭載望遠鏡による惑星大気観測

B13−01不具合原因究明のため見送り

B13−03

火星探査用飛行機の高高度飛行試験

B13−01不具合原因究明のため見送り

B13−04

成層圏大気のクライオサンプリング

B13−01不具合原因究明のため見送り

9月20日

BS13−02／03

皮膜に網をかぶせたスーパープレッシャー気球の飛翔性能評価

成層圏オゾン・大気重力波・二酸化

5月15日

24．7km

超薄膜高高度気球飛翔性能試験

BS13−08

表2BS13−02／03実験概要
気球満膨張体積

高度

BS13−04

窒素の観測
放球日時

平成25年度に実施した気球実験の飛翔概要を表1に
示す．

5月25日

第二次気球

@実験

を実施した．

平成25年度大気球実験飛翔概要

実験番号
BS13−02
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53．7km

3時間07分

い装置で初めて実際に観測したことで問題点を把握で
き，次回の観測に向けて装置・解析方法ともに改良をす
るための貴重なデータを得ることが出来た．

4時50分／5時41分

ゴム気球／10，000

m

s薄膜気球

飛翔高度

32．0㎞／43．Okm

飛翔時間

2時間17分／2時間53分

担当機関

東北大学など

2．2

BS13−04

皮膜に網をかぶせたスーパープレッシ

ャー気球の飛翔性能評価
表3B13−04実験概要
放球日時

5月25日

気球

ゴム気球2機SP気球（10m3）

ン高度分布と大気重力波等によるその微細構造の観測を

飛翔高度

24．7km

目的として，電気化学式（ECC）オゾンゾンデと光学オ

飛翔時間

3時間32分

ゾンゾンデの2種類のオゾン観測器を用いて，オゾン，

担当機関

宇宙航空研究開発機構

5月15日に，地表付近から上部成層圏にかけてのオゾ

1時51分

風速，気温，気圧の精密観測を行った．なお，BS13−03

5月25日に，皮膜に網をかぶせたスーパープレッシャ

に高度30km以上で測定精度が良い光学オゾンゾンデを

ー気球を2kgのゴム気球から吊り下げて飛翔試験を行

搭載し，一方高度30km以下で非常に高い精度を持つECC
気球に搭載した．また，光学オゾンゾンデには小型の分

った．このスーパープレッシャー気球は，平成24年に
実施したB12−02実験において発生した飛翔環境下での
耐圧性能の劣化への対策として，フィルム長と網線長を

光器を搭載し，オゾン以外に二酸化窒素等も測定できる

一致させる改良を施した直径3mの気球である．日昇を

オゾンゾンデを50分ほど先行して放球したBS13−02ゴム

よう改良した．実験の結果データの取得は順調に行われ

またがって飛翔させる実験を実施し，低温環境下で6，280

たが，新型光学オゾンゾンデにはいくつか問題点がある

Pa以上の耐圧性能を有し，2時間にわたり5，600

ことが分かった．オゾンについては分光器の波長感度特

圧に耐えること，地上実験でも観測されていた微小なガ

性の補正の問題でこれまでのフィルター式に比べて低め

ス漏れが発生しており，その量が変化しないことを確認

Paの差

のオゾン量が導出された．二酸化窒素に関しては気球上

した．この最大差圧印加時には，フィルム，および網に

昇中の温度変化による分光器の波長ずれや分解能変化に
よりかなりノイジーな上，そもそも吸収量が少なくS／N

対して，本研究において最終目標とする体積30万m3の
気球において想定される応力の63倍，および，1．6倍が

が足らないようである．温度変化に関しては，本観測器

かかっており，その応力に耐えることが確認されたこと

の利点である小型・軽量を生かしたまま温度安定化させ

を意味する．また，日昇後の上昇速度は0．4m／secと緩や

るための改良を現在検討中である．二酸化窒素の吸収量
を増やすには，放球時間を早めて口出前後の時間帯をね

かであり，気球内ガスの温度上昇に起因すると考えられ
る圧力h昇が観測され．その時定数は3，000秒であり，

らい，それに合わせて入射光学系を改良する方法が考え

20度の温度上昇に相当することが判明した．この試験を

られるが，一方でオゾンに関しては太陽高度が高い方が

通じて，改良を加えた気球が成層圏での飛翔にあたって，

有利なため，オゾンについてはこれまでとは違う波長帯

微少なガス漏れを除き，問題がないことが確認された．

を利用することも含めて検討中である．このように新し
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●

図2

2．4

BS13−08の放球

Bl3−Ol実験で発生した不具合

6月5日のB13−01実験で発生した不具合は，その後の
テレメトリデータの精査などの結果，ロープカッターの
誤動作を生じさせた直接的な原因は，今年度から飛翔実
験に供した新規開発の気球バスシステムを構成する 卜導

体フォトMOSリレーの短絡故障であり，このICの開封
検査により，静電気放電（ESD）による破壊であるli∫能
図1

BS13−04の放j求

性が強く示唆された．今般の気球バスシステムの新規開
発にあたっては，搭載システムの耐衝撃性の向上と1苓1〜品

2．3

BS13−08

枯渇への対応のために，メカニカルリレーを半導体リレ

超薄膜高高度気球飛翔性能試験

ーに置き換えてきた．このため，メカニカルリレーでは

表4BS13−08実験概要
放球L塒

9月20日

気球

80，000

飛翔高度

53．7

飛翔時間

3睡芋1昔jo7ク♪

担当機関

宇宙航空研究開発機構

極めて大きかったESD耐性が失われて，

5隊㌻22ラ｝

されていなかった

m3

ESD対策がな

卜導体リレーが破壊に至ったものであ

る．ポリエチレン気球の放球にあたり静電気がさまざま

km

な不具合の原因となることはこれまでも指摘されてお
り，日本でも過去いくつかの不具合が報告されてきた．

9月20日に，気球用フィルムとして世界で最も薄い，

気球バスシステムの新規開発にあたっては，当然ESD対

厚さ2．8μm，折径140cmのポリエチレンフィルムを用

策を考慮しなければならないところであったが，設計の

いて製作した容積80，000m：sの超薄膜高高度気球の飛翔

観点から抜け落ちてしまっていた．その他．小型・軽量

性能試験を実施した．この気球は，放球作業時に発生し

化を図るあまりに，回路上のグラウンドの処理が不適切

得る気球フィルムへのダメージを軽減し，同時に放球時

であるところもあり，気球立上げ時に生じた静電気によ

のスプーラーとの摩擦から気球を保護するため頭部に
11mのキャップフィルムが被せられているという特徴

次気球実験期間中に，これらの不具合の原因究明と対策

りさまざまな不具合事象が誘発された．このため．第二

F浮遊

の妥当性検証を目的とした地L検証試験を実施した．試

を可能にする改良が施された気球である．放球は大型気

験の結果，不具合の原因がポリエチレン気球の立ちヒげ

球と同様のスプーラーとカラーを川いる方法で問題なく

時に発生した静電気の放電に伴う電

実施された．気球はIE常にヒ昇し，高度53．7

と考えて無矛盾であり，当該電子回路に静電気放電破壊

を持ち，ホーステール型の排気rlを取り付け，水

kmにて水

回路の故障による

平浮遊に入り，以後，指令竃波により破壊機構を駆動す

対策を講じることで再発を防止できることを確認した．

るまでの12分間に渡り水 F浮遊を行った．搭載ITVカ
メラの映像からは，気球が正常に展開していること，ガ
スが排気日から正常に排気されていること，破壊機構に

再開する所存である．

本対策により，平成26年度より大型気球による実験を

3．国際協力

より大きな穴が開けられること，が確認された．

本実験で気球を高度53．7kmに到達させたことによ
り，

F成14年にISASが樹、乞した気球到達最高高度の世

国内で実施困難な長時間気球実験を実現するために，

界記録53．Okmが11年ぶりに更新された．また，水平

国外での飛翔機会の確保が不可欠となっており，平成24

浮遊が可能となったことで，中間圏でのより長時間に渡

年度よりオーストラリアでの気球実験の可能性の検討を

るその場観測への利用がiiJ

程度の搭載機器を高度50km程度で飛翔させることを目

開始している． F成25年3月には，候補となる実験グ
ループと共にアリススプリングスの視察を行い，また放

標とした開発を開始する．

球場に設置した小型気象観測装置とドップラーソーダに

能となった．今後は，10

kg
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よる連続観測を開始した．さらに，オーストラリアで気

球実験を実施するために必要な実施取決め（MOU）やオ

ーストラリアに設置されているNASAの施設を利用する
ための書簡取決め（LOA）も宇宙科学研究所科学推進部
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いる．

新テレメトリコマンドシステムは，平成26年度から
新しいシステムの運用を開始する予定である．

の協力を得て締結された．

オーストラリアでの気球実験で使用する放球装置，ヘ
リウムガス供給装置の開発も進み，本年度中に完成した．

さらに，長時間飛翔実現の要となる移動地上局4式も完

成した．また，高速データ転送を可能とする800kbps
QPSK高速テレメトリシステムの開発も進め，試作した
送信機をゴム気球で飛翔させ，ビットエラーレートなど
の性能を飛翔環境において検証した．

一方で，第一次気球実験での不具合原因の究明をうけ
て，これから対策を講じた改修型バスシステムの製作を

行うため，来年度少なくとも1機は国内で大型気球を放
球し，新レいバスシステムの健全性を確認する必要があ

ると考えている．そのため，当初計画した平成26年4
〜6月のオーストラリアでの実験は見送り，同年10〜12
月に実施する方向で調整を進めている，

図3新テレメトリコマンドシステムの外観

4．2

主副系アンテナ更新

既存の主系と呼ばれる3．6mφパラボラアンテナと副
系と呼ばれる1．8mφパラボラアンテナの老朽化が進ん
でおり大気球実験の安全性・信頼性を確保するための更

4．研究開発

新を進めている．新規に導入したパラボラアンテナには
以下の特徴がある．

4．1

新テレメトリコマンドシステム

1．アンテナの制御ラインにはEthemetを採用し，

統一された使い易いユーザーインターフェースを持つ
新しいテレメトリコマンドシステムを開発した．

ルされた端末があれば複数個所でパラボラアンテナ

従来のシステムは，長期にわたって使用されており，

部品の枯渇によってシステムの更新が難しいという問題

LAN

ケーブルの接続先とアプリケーションがインストー
の状態を監視することが可能となり，今後の拡張性
が向上した．

があった．また，気球工学側が，ユーザーの様々な要求

2．従来，IF周波数が一定値となるよう，ミキシングす

に応える形で開発されてきたため，テレメトリ・コマン

る周波数を変更して受信していたが，一定の周波数

ド共に様々なフォーマットが存在していた．これらフォ

をミキシングし，IF周波数を変更して受信する方式

ーマットの多様化は，ユーザー側に対し，観測機器設計

とした．これにより，システム構成を簡略化するこ

の初期段階から気球工学側との調整を必要とし，気球工
学側に対しては，多様なフォーマットに応じた機器の運

とができた．

3．電界追尾をモノパルススイッチング方式の一次放射

用を必要としていた．さらに，近年の大気球実験では，

器へ変更した．従来，副系で利用していたコニカル

大型気球を用いる実験が主流となり，観測機器の大型化

スキャン方式では可動部が存在しており，モノパル

や，複雑化，開発にかかる時間やコストの肥大化という

ススイッチング方式にすることにより可動部は無く

問題が生じていた．

そこで，ユーザー側の観測機器と気球工学側の機器と

なり，メンテナンス性・信頼性が向上すると共に追
尾性能が向上した．

のインターフェースをRS−232Cへ規格・統一させ，ユー

副系の更新は平成24年度中に完了しており，本年度

ザー側の観測機器と気球工学側の機器の開発性向上，信

の飛翔実験において，所期の性能が発揮されていること

頼性・メンテナンス性の向上を目指した開発を行った．

を確認した．また，主系の更新は本年度中に完了した．

また，新テレメトリコマンドシステムでは，大規模で複

今後，平成26年度に気球の追尾試験による性能確認を

雑な観測機器に対応するために，機器開発の自由度を向

行った後，気球実験での運用を開始する予定である．

上させることを目指した．具体的には，ユーザー用に3
系統のポートを用意し，最大3つの観測機器をサポート

4．3

豪州実験用移動観測局

可能なシステムを構築した．新テレメトリコマンドシス

老朽化の進んだ低高度宇宙通信実験システム

テムにより，地上局〜ゴンドラ間の気球工学の装置を意

（LASCOS）に代わる移動観測局の開発を行った．長時間

識せずに，開発・実験することを可能にした．さらに，

の飛翔実験を実施するためには見通し通信距離を越えて

新テレメトリコマンドシステムは，機器を搭載する際の

気球を追尾する必要があるため，メイン局用に1局，ダ

制約を軽減するために，軽量・コンパクトな設計として

ウンレンジ局用に2局を製作した．また，海外で実験す
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る際に海上輸送が必要となることを念頭におき，海上コ

十分に吸収，緩和する衝撃吸収機能を有する．また，台

ンテナ（20

車上にHeガス充填装置の搭載スペース，ローラー初期

ft

DRY

9

6

）の外周部を加工せずに製作を行っ

た．LASCOSよりも天井高を1feet高くすることで，テ

セット補助機構，安全ロック機構も設けた．

レメトリ受信用パラボラアンテナを取外す事なく収納さ

〈放球装置〉

れている．移動観測局の内部には気球の追尾，テレメト

放球装置はアタッチメントを介して大型クレーン先端

リ受信，気球へのコマンド送信，データの収集，モニタ

に取り付ける構造（着脱可能）とした．気球総浮力6ton

ーに必要となる機材，及び良質な電源を確保のための発
動発電機耐雷トランスを格納した．テレメトリ受信用
パラボラアンテナ装置，発動発電機を積み降ろして運用

に耐えうる構造とし，2〜3tonの観測器を吊り下げた状
態でも安全・確実に放球が行える構造とした．放球ピン

する方式を採用し，従来のLASCOSに比べ約2倍の作業
用床面積を確保した．今後，平成26年度に国内で動作

引き抜き機構は電動油圧ポンプ方式を採用した．気球お
よび観測器を保持する放球プレートは大樹町と同じく，

確認を行った後，豪州での気球実験における観測局とし

十分な駆動能力，安全機能を有する放球プレートロック
機構により固定され，気球の振れ角度（±40度程度）の

て利用する予定である．

範囲でリリース可能とする．放球装置走行部は現地レン

タルの100ton級大型クレーンを想定し，放球時の観測
器の旋回（風下調整）はクレーン機能を使用する．
〈ガス充填装置〉

気球へのヘリウムガス充填に用いるガス充填装置を大
樹町で現在使用しているものからスペックアップして開
発製作した．ヘリウムガスコンテナの高圧ガスを流量調
節弁にて減圧し大気開放圧で気球内へ充填する．オース
トラリア実験で予定している大浮力を比較的短時間で充

填するため，従来機の2倍に相当する最大100Nm3／min
の出力流量を確保した．ヘリウムコンテナ2台の並列接
続による効率的な運用を可能にするため，入力口を2口
設けた．コリオリ式質量流量計などを有し，従来機より
も高精度での状態モニターも可能とした．従来機よりも
図4

移動観測局外観

輸送しやすい構造設計としており，跳ね上げローラー装
置の台車上に搭載できる．

4．4

豪州実験用放球装置

平成26年度に計画しているオーストラリア気球実験
において使用する放球システムを開発した．現地飛揚場
は大樹実験場のように気球実験専用の施設設備が一切な

今回開発製作した放球システムは平成26年度のオー
ストラリア実験にて実際に使用する予定である．
4．5

俵型気球の開発

いため，荒地土壌の屋外での放球運用を想定し，日本で

成層圏に長時間滞空することを目的としたスーパープ

経験実績のあるセミダイナミック放球法を用いたオース

レッシャー気球の研究・開発を行っている．ローブドパ

トラリア実験用放球システムを開発製作した．

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

放球システムは大樹町と同じく跳ね上げローラー装置

た円筒状部分を有する俵型気球は，不完全展開を抑制し

と放球装置で構成し，各台車は現地飛揚場に合わせて荒

全ゴアが正常に展開する．しかし，シェルに使用してい

地走行仕様とする．大樹町のような備え付けの設備は作

るフィルムBH25が飛翔終了時の気球破壊の際に低温環

れないので，重要なローラー開放，放球機構部分のみを

境下で飛散する可能性があり，また，フィルムと補強ロ

日本で製作し，荒地を走行する重機部はオーストラリア

ープの比重が海水の比重より大きいため気球の海上回収

現地でレンタルする．オーストラリア実験では日本での
気球実験に比べてより大重量の観測器，気球を用いた実

を困難にしている．そこで，前年度に製作した，ポリエ
チレンフィルム（厚さ30μm）とスペクトラ製ロープ（ダ

験が予定されており，各装置の耐荷重，仕様も合わせて

イニーマ）を用いた容積5，000m3の俵型気球を用いた地

スペックアップした．

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

〈跳ね上げローラー装置〉

跳ね上げローラー装置は，平成25年に大樹町跳ね上

で実施し，実機での要求値の2．5倍以上の耐圧性能を確
認した．また，ゼロプレッシャー気球用引き裂き機構を

げローラー装置を改良したB1000クラス気球まで放球可

スーパープレッシャー向けに改良を行って取り付け，気

能なローラー機構をベースに開発製作した．台車は牽引

密試験および動作試験により問題ないことを確認した．

可能とし，総浮力6tonの気球を保持したまま走行可能
であり，総浮力6tonでもローラー開放時による衝撃を

翔試験に向けてさらに検討を行っていきたい．

これらの改良により海上回収に目処がついた．今後の飛
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のため，ゴンドラの方向制御システムの構築はユーザー
によって行われる．しかし，特に新規のユーザーにとっ
て必ずしも専門ではない制御システムの構築は負担とな
ることから，新規に開発する際の参考となるゴンドラ方
向制御システムのガイドラインを提言することを目指し
ている．

本年度は，過去の飛翔データからBO9−01実験で得ら
れたゴンドラの姿勢履歴データを，特に振動周波数と高
度の関係に着目して詳細に解析し，高度帯ごとに特徴的
な傾向があることを見出した．また，気球〜ゴンドラに
至る力学モデルを構築することを目指し，ゴンドラの姿
図5

勢変動に対して支配的な吊り紐の機械特性を測定する実

俵型気球の地L試験の様f一

験を行った．今後，気球のダイナミクスシステムのモデ
4．6

超薄膜高高度気球の開発

ルを構築し，飛翔データと合わせて検討することで，気

薄膜高高度気球開発は本年度の飛翔性能試験の実施で

球〜ゴンドラに作用する外乱力と姿勢挙動について理解

一定の成果を得られた．今後の方向性としては，より薄

を深める．これにより，将来ユーザーが個々のゴンドラ

いポリエチレンフィルムでより大きな気球を開発し，さ

に応じたシステムを製作するベースとなるような方向制

らなる高高度を目指すことも考えられるが，当面は薄膜

御システムの構成要素や制御アルゴリズム等について，

高高度気球の搭載重量の増大を図り，到達高度は若干犠

2〜3年程度以内にとりまとめることを目標に検討を行

牲となるものの，より宇宙科学実験に使いやすい気球へ

っていく．

の転換を図りたい．このためには，気球そのものの開発
研究に加えて，航空法上の重気球への要求を満足するた

5．ま

と

め

めに，小型軽量のATCトランスポンダの調達や気球シ
ステムの二重化などの技術開発も必要となる．

気球バスシステムの新規開発において，ESDに関する
短慮のために本年度のすべての大型気球による実験を見

4．7

気球ゴンドラの姿勢制御に関する研究

送ることとなり，実験準備を進めてこられた実験グルー

ゴンドラの方向制御は，従来から天体の観測を行うゴ

プの皆様に深くお詫びしたい．宇宙科学研究所では今回

ンドラに搭載されてきたほか，近年では大気球による工

の不具合原因究明に留まらず，関連する大気球実験のシ

学実験等でも必要とされることがあり，数度程度の精度
でのゴンドラ方位角制御に対する要求がある．一方大気

ステム開発の技術課題 リスクの抽出と，その解決法の
妥当性の検討を目的としたタスクチームを設置してお

球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，タスクチームの報告を生かして確実な実験運営を図

り，また要求される気球の飛翔様態も多岐にわたる．こ

っていきたい，

5．観測ロケット実験室
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1．概要

中塚潤一

村上亜矢

上村正子

用いて，高層大気物理，地球環境，宇宙プラズマ物理学，

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
衛星や探査機に比べて機動的で迅速な飛翔実験機会の

学研究を行うとともに，飛翔手段の洗練及び搭載機器／

提供ができる長所を活かし，年数機程度の打上げ機会を

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
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の開発を目的として，S−310−43号機の開発を進めている．

究など，宇宙飛翔体に関する実験的工学研究を行う．

本実験では，極低温推進剤として液体窒素（LN2）を用

2．平成25年度の活動概要

い，エンジンとタンクを模擬した供試体にLN2を流した
時の液面挙動や沸騰を伴う気液混合流体（2相流）の伝
熱特性を搭載の小型カメラと温度計，圧力計，ボイド率

2．1S−310−42号機及びS−520−27号機の打上げ

計などによって計測し，ロケット慣性飛行中の熱流動解

2機の観測ロケットS−310−42号機とS−520−27号機は，

析モデルと比較検証する予定である．

高度70〜300kmに渡る幅広い高度領域における超高層

当初，S−310−43号機の打上げは，平成25年度冬に予

大気の擾乱に関する観測を目的として開発された．

定していたが，実験装置の開発に時間を要することから，

S−310−42号機は2013年7月20日23：00に，S−520−27
号機は，同日23：57に打上げられた．S−310−42号機では，

平成26年の夏に打上げることとした．

打上げ後72秒から240秒間に渡って，高度60〜140㎞
付近でTMA（トリメチルアルミニウム）を放出， TMA

2．3

S−520−29号機の開発

電離圏E領域（高度70〜130㎞）に突発的に発生する
高電子密度層（スポラディックE層）の立体観測を目的

白色雲が生成された．また，S−520−27号機では，打上げ

後497秒から20秒間に渡って，高度120〜100㎞付近で，
リチウムを放出，月光により散乱した赤い帯状の発光雲

にS−520−29号機の開発を行っている．ロケットに搭載し

が生成された．それぞれ，異なる高度で発生した発光雲

た観測装置によるロケット飛行経路に沿った垂直構造の

は地上観測に加えて，JAXA航空本部の協力により上空
で待機していた実験用航空機「飛翔」からも撮像に成功

観測に加えて，紫外線イメージャを使って，電離層上方

し，長時間に渡って中性大気の運動を観測した．

体的な密度分布を測定する予定である．

から水平面内での密度分布を計測することによって，立

ロケットに搭載した観測機器により電場，磁場，電子

このため，太陽光が電離圏E領域を照射し，成層圏（高

密度電子密度擾乱の観測及び姿勢決定のための地磁気
と月光の観測も予定通り行われ，また，ロケットから送

打上げる必要があると同時に，ロケット頭胴部を分離し，

信されたビーコン電波を地上局で受信した．

ガスジェット装置によりロケットが鉛直となるような姿

度50km）より下方が日陰となる日没直後にロケットを

勢制御が要求されている．S−520−29号機の打上げは，平

異なる高度で発生する2つの擾乱現象の同時観測及び
夜間の月光によるリチウム発光雲観測はともに世界初で
あり，夜間に超高層大気の風向風速を推定する手段を確

成26年夏を予定している．

立する事が出来た．

2．4

S−31044号機の開発

冬季日申，電離圏下部に時折発生する高温度層（Sq電
流系）の発生メカニズム解明を目的としてS−310−44号機

2．2S−310−43号機の開発

の開発を行っている．S−310−44号機の打上げは，平成26

将来の極低温推進剤を用いた軌道間輸送システムや長

年冬を予定している．

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
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1．はじめに

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実験・観測を計画・推進しており，研

ISS科学プロジェクト室では，微小重力環境などの宇宙

究分野は，生命科学・物質科学・基礎科学・地球大気観測・

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．

天体観測など多岐に渡る．平成25年度の活動の概略を，

国際宇宙ステーション・日本実験棟（以下，ISS・きぼう）

前後の年度の実績・予定と併せ，図1に示す．
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図11SS科学プロジェクト室の活動概要

ISS・きぼう船内実験室利用；生命科学分野では，植物

実験室利用の宇宙実験を実施した．また，基礎科学分野

ため，レベル2処理研究を進めるとともに，平成25年9
月にISAS宇宙理学委員会による科学成果の評価を取り
纏め，これを受けて平成25年度末，ミッション終了審
査を実施した．船外実験プラットフォーム第2期利用装

では，国際協力による露モジュール利用のダストプラズ

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

マ実験の実験運用が平成25年6月に終了し，飛行後解

内の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
打上げられ，現在，観測運用2年目を実施，順調にデー

学研究分野の実験を2件，物質科学分野では流体科学研

究分野2件，結晶成長科学分野1件のISS・きぼう船内

析に着手した．その他，これまでに実施した宇宙実験の

飛行後解析を継続，また，供試体開発を含む，平成26
年度以降に実施する宇宙実験ミッションの準備を行って
いる．

タを蓄積している．

ISS科学プロジェクト室では，

ISS・きぼうを利用した

ISS・きぼう船外実験プラットフォーム利用；MAXIは，

宇宙実験・観測ミッション以外に，ISS露モジュール利

後期運用段階の2年目の観測を実施引き続き順調な観
測運用を継続している．SMILESは，後期運用を継続実
施し，平成25年度末にこれを終了．また，観測運用で

用や中国回収衛星利用ミッションなど，国際協力による

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

宙実験ミッションの詳細を述べる．

実験機会の獲得に向けた活動を積極的に行っている．

以下の各項に，ISS科学プロジェクト室が推進する宇
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2．生命科学分野

における表面変形効果の実験的評価」に関する宇宙実験
2．1

をISS・きぼうの微小重力環境下で実施し，液柱形状や

植物生理研究プロジェクト

植物が外部環境に対して応答・適応するときに働くオ

温度条件を様々に変化させた実験条件ドで高精度なデー

ーキシンの微小重力下での輸送機構を調べる「植物の重

タの取得に成功している．一方，沸騰二相流研究につい

力依存的成長制御を担うオーキシン排IHキャリア動態の

ては，ISS・きぼうでの宇宙実験に向けた実験装置が開発

解析（CsPINs）」では，すでに軌道k実験が終了してい
る一部の宇宙実験サンプルについて，蛍光イメージング

段階にある．平成25年度は実験装置のエンジニアリン
グモデル（EM）による機能試験環境試験を完∫し，

や分子生物学的な手法により解析を進めた．さらに，平

詳細設計を進めた，

成26年度初頭にRun

3の宇宙実験を実施し，フライトサ

ンプルを回収し，解析を進める予定である．

「植物の抗重力反応機構一シグナル変換・伝達から応
1答まで（Resist

Tubule）」については，

HTV−4によって

実験サンプル・器具類を打上げ，Run3の実施を完∫して

マランゴニ対流宇宙実験では，国際宇宙ステーション
（ISS）での長時間微小重力環境を最大限に活用しながら，

地上では実現不可能なサイズ（直径30mmないし50mm，
最大長さ62．5mm）の液柱を形成し（図3），流れ場，温
度場の観測を実施した．

おり，SpaceX−3でフライトサンプルを回収する予定であ

る．Run1の実験サンプルは平成26年度当初にSpaceX−3
で打上げ，平成26年5月頃に実施f

定である．

平成27年度以降に実施を予定している「宇宙環境を
利用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（Auxin

Transport）」のプロジェクト移行を完了し，

平成26年度から供試体開発などの具体的な実験準備を
進める計画である．

図3

1SS・きぼう内で形成した液柱

（直径30mm，長さ60

mm）

平成25年度の実験により得られた主な成果は以下で
ある．

（1）液柱マランゴニ対流におけるカオス・乱流遷移につ

いて，これまでの表面温度変動だけでなく，液柱内
の時空間構造についての一部データ取得に成功した
（図4）．本データを解析することにより，速度場と
図2

Resist

Tubule実験で生育したシロイヌナズナ（μG環境）

温度場の相関関係を明らかにすることができ，マラ
ンゴニ対流のカオス・乱流構造の特異性を見出すこ
とが期待される．今後予定されている宇宙実験によ

2．2

細胞生物学研究プロジェクト

平成16年に実施した第1回線虫国際共同実験

り，更なるデータ取得を行い，時空間構造の遷移過
程を体系的に捉える計画である．

（ICE−First）につき，宇宙環境下では筋肉を構成する成

（2）振動流状態における動的界面変形を計測し，理論的

分であるミオシン類のタンパク質発現が大幅に減少する

に予測されていたスケーリング則が成立する可能性

ことを明らかにした研究結果を報告した学術論文が

を見いだした．今後は，理論の実験的検証を確実に

Current

Biotechnologyに掲載された．

するために，大きさの異なる液柱でのデータを取得
する．

3．物質科学・基礎科学分野

（3）自由表面での熱授受が対流不安定性に及ぼす影響に

ついてデータを取得した．これは，液柱に発生する
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

マランゴニ対流で顕著に発現する現象である．表面
から外部に対して熱が散逸する状況では，対流は安

相流現象に関する研究を行っている．マランゴニ対流研

定化し，定常流は振動流へと遷移しづらいことが分

究については，「マランゴニ対流における時空間構造」お

かってきた．
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液柱内流動の時空閥構造

以上のように，広範かつ高精度な実験データの取得に
より，現象の全体像を把握するに至り，対流不安定性の
物理モデルの構築・検証に寄与した．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．

図5Hicari宇宙実験で育成したSiGe結晶の外観（上）と， SiGe
結晶中のGe濃度分布（下：濃度分布を色の違いで表現）左から右に
結晶が成長し，その組成が地上実験では得られない均一組成となっ
ている．

マランゴニ対流研究のレビュ記事として，International
Joumal

of

Microgravity

Science

and

ApPlicationに掲載さ

れた．これまでのマランゴニ対流研究の歴史的背景や，

過去の地上および宇宙実験結果についてまとめられ，更

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

に「きぼう」での宇宙実験で明らかになった内容が述べ

めの以下の2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，実験の準備などの研究開発を行

られている．

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
3．2

結晶成長研究プロジェクト

ニズムの解明（Group

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（Ice

・

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

Crysta1）

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
晶育成の研究（Hicari）

・

Semiconductor）
Crystal，

（2）宇宙火災安全性評価の基礎となる重力条件による固
Combustion）：

実験計画の詳細化，供試体の概念設計，要素試作試
験
ISS・きぼうで行われる最初の燃焼実験になる燃料液滴

群の燃焼実験Group

Combustionについては，平成24年
度末に詳細設計審査（CDR）を終え，平成25年度はき
ぼう多目的実験ラックに搭載する実験供試体の維持設計
を進めた．また，軌道上実験条件最適化等のために供試

微小重力環境下における混晶半導体結晶成長（Alloy

この中でIce

細化，供試体EMによる試験供試体の維持設計，
供試体PFMの製作・試験
体材料燃焼性変化の定量的把握（Solid

・

・

Combustion）：実験計画の詳

体エンジニアリングモデル（EM）による航空機実験等の
試験を行った（図6）．さらに，供試体プロトフライトモ

Facet，

NanoStepは宇宙実験を実

デル（PFM）の製作に着手し，機能・性能および耐環境

施済みで，昨年度に引き続き解析や論文発表などを行っ

性の確認試験の大半を完了させた．きぼうで実施する固

た．Hicariについては，1〜3本目の試料の宇宙実験を実

体燃焼実験Solid

施し，液体中の対流抑制による軸方向均一組成領域の伸

細化を進めるとともに，多目的実験ラックに搭載する実験

長を確認し，結晶成長原理の検証が進展した（図5）．ま

装置の概念設計および要素試作試験を引き続き行った．

Combustionについては，実験要求の詳

た，径方向組成均一性が成長界面形状に依存せずに実現
できることが判明し，地上での大型結晶製造に役立つデ
ータも取得できた．Alloy

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

Ig囲詮●r

SemiconductorはHicariに続いて第一回

目の軌道上実験が実施され，地上での参照実験と併せて
解析等を行った．その結果，地上と異なり微小重力環境
では（111）A面の成長界面形状がほぼ平坦となることが

明らかになった．平成26年度は残り三回の軌道上実験
と飛行後解析を実施予定である．

図6Group

Combustion実験供試体EMによる航空機で

撮影されたSiCファイバー格子上液滴群の燃え拡がり
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3．4

ダストプラズマ研究ミッション

素の小型化等の技術研究を進めている．平成25年度は，

ロシア，ドイツを中心とする国際研究チームに参加し，

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

ISSに搭載されているダストプラズマ実験装置PK−3

Plus

めるISS搭載機器の開発プロジェクトを支援した．具体

を用いた共同研究ミッションを行っている．PK−3

Plus

的には，表面張力及び粘性係数を取得する「液滴振動計

は，平成25年6月の実験を最後に運用が終了した．平
成26年度に予定される最終報告に向け，成果の取り纏

測」におけるセンサーの最適化，浮遊に失敗した試料を

めを進めている．

重力実験）の支援（実験コンフィギュレーションの企画

ダストプラズマとは，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．日本から

回収する機構の確認試験（航空機実験による短時間微小
及び装置の組み立て）を実施した．また，試料と装置の
適合性を確認する試験装置の設計・製作を行った．

は，JAXA宇宙科学研究所，岡tll大学，京都工芸繊維大
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

4．船外実験プラットフォーム利用科学観測

Plusでは高周波を用いてプラズマ

を生成する．生成可能な最大電子密度は，地上実験の結

4．1

果から4〜5×108cm−3程度と推測される．微小重力ドで

4．1．1概要

観察されるダストプラズマの例を図7に示す．白い輝点
は投入した微粒子である．図の中央付近に粒子の存在し

全天X線監視装置（MAXI）

全天X線監視装置（Monitor

of

All−sky

X−ray

Image：

ない領域（ボイド領域）と呼ばれ，微小重力実験におい

MAXI）は国際宇宙ステーションに搭載された天文観測
装置で理化学研究所との共同ミッションである．比例計

て解決すべき重要課題の一つである．

数管を用いたカメラ（GSC）とX線CCDカメラ（SSC）

平成25年度における本研究プロジェクトの年度目標

により全天をスキャン観測し，X線天体の増光や新天体

Plus国際科学シ

の出現などを監視している．これらを発見した場合はイ

ンポジウムに向けたデータ解析を進めること，（2）臨界

ンターネットを通じてその発見を通報し，世界中の望遠

点に近づいた度合いを定量的に表すことについて検討を

鏡でのフォローアップ観測を促す．また既知天体につい

進めること，（3）成果のまとめを進めることである．（1）

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

に関しては，日本から提案の3件とも［頭発表すること

を通じて世界へ公開している．

は，（1）10月に開催された最後のPK−3

ができた．（2）に関しては，相図上での位置以外に，構

MAXIは2009年8月に観測を開始し同年10月から2

造因子を用いることができないか検討を進めている．

年間の定常運用を開始した．2011年度に定常運用を終え

（3）に関しては，10月の国際シンポジウムを含め，国際

ると同時にフルサクセスの達成が確認され，2012年度か

会議に10件の発表を行った．

当年度のその他の成果としては，図7の中央部付近に

ら後期運用を開始した（2014年度末までの運用が承認
済）．

存在する粒子がほとんど存在せず暗い領域（ボイド領域）

の発生を抑制できる条件が明確になりつつある点が挙げ
られる．微小重力下において，ボイドにより観察範囲が

4．1．2

MAXIによる科学成果

MAXIで突発的天体現象が発見された時は2つの国

大きく減少することは大きな問題となっている．ボイド

際機関へ通報している．1つはATEL（http：／／www．

発生を抑制する条件の明確化は，将来の新型装置の設計

astronomerstelegram．org）で平成25年度は26件報告し

に大きく貢献できるであろう．

た．もう一方はGCN（http：／／gcn．gsfc．nasa．gov）で，ガン

マ線バースト（GRB）と考えられる現象について10件
を報告した．平成25年度末で累計はATELが145件，

GCNが50件である．

ATEL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われていることを示してい
る．発見した現象で重要なものは論文として発表してい

る．平成25年度はMAXIチーム（JAXA・理研をはじめ
とする国内機関で構成）による10件のレフェリー論文
が受理された．また，平成25年度にはMAXIのデータ
を利用した博士論文1件が東京工業大学で受理された．
図7

微小重力実験により観察されたダストプラズマの一例

4．1．2．1MAXIによるγ線バーストの観測
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立・要

2013年4月27日にGRB130427Aが複数の観測装置で
とらえられた．MAXIは爆発から約3260秒後と8820秒

This document is provided by JAXA.
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のX線を捉えたが，このγ線バーストは40億光年の距
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常の超新星残骸に比べると2ケタ程度大きい．OB型星

離で発生しており，これは異例な近傍での発生で過去23

からの星風モデルでも説明が難しいことから，これは極

年で最も強いγ線バーストである．その明るさ（近さ）

超新星爆発の痕跡であると考えるのが最も妥当である．

ゆえγ線・X線だけでなく，可視・赤外・電波での観測

つまりMAXIは銀河系内で初めて極超新屋爆発の証拠を
見つけたことになる．この結果はJAXAの記者レクチャ

でも高精度のデータが得られ，ガンマ線バーストの放射

機構解明が進み，多数の論文が出版された．MAXIの観
測成果はサイエンス誌の論文に寄与し，新聞等にも掲載

で紹介され，新聞等にも掲載された．

された．

4．2

4．1．2．2

MAXIによる「火の玉X線閃光」の発見

MAXIは小マゼラン星雲の方向に新星爆発の約100倍
明るい軟X線閃光を放射する天体（MAxI

Jo158−744）を

発見した．この発見を受けて宇宙や地hの各種望遠鏡で

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1義成分のグローバルな時空間分布の観測実験」とい
う一1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．

の観測とその解析の結果，この閃光は非常に重い白色綾

機械式冷凍機により4Kにまで冷却し，理論的な限界

星で起こった新星爆発初期に星全体を包み込んだ「火の

近くにまで雑音を抑制した超伝導ミクサにより，大気微

1剣からの放射と結論した．このような放射は理論的に

量分子が発する微弱なサブミリ波帯の電磁波を検出し，

はア言されていたが，実際に観測されたのは史上初めて

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

である．軟X線での監視を続けるMAXIの特色が最大限

量分r一の高度プロファイルを同時に算出する．

に生かされた成果と言える．またエネルギー分解能に優

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

れたCCDカメラでもこの現象をとらえており，そのス
ペクトルからネオンの輝線を発見した．既存の新呆爆発

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

理論では説明できないため，その理論に大きな影響を与

を輝度温度スペクトルとして観測する．このスペクトル

えている．

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f一の高度プロファイル

4．1．2．3

MAXIによる「極超新星残骸」の証拠

MAXIの全天モニターデータを積分をすることで全天

を導出する．観測の高度分解能は約3km，高度範囲は対
象となる微量分子によって異なるが，上部対流圏からド

図を描くことができる．図8はMAXYSSC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）側

部熱圏（15km〜100km）が主なターゲットとなる．

に感度があり，GSCではみえない銀河系に付随して大き

以降，軌道ヒの地球大気観測は実施不能となっているが，

2010年4月に発生したサブミリ波局部発振器系の故障

く広がった構造がみられる．このうち白鳥座付近に広が

冷凍機の再冷却に伴う温度特性データの取得や，分光系

る構造についてスペクトル解析した結果，世界で初めて

の周波数特性データの取得などを年度末まで実施した．

輝線構造を発見し，これが希薄で高温のプラズマである

4K級ジュール・トムソン機械式冷凍機は，軌道上約7800

ことを示した．構造は複数のクランプに分かれて見える

時間の運転後の再冷却時において，冷凍機系内のコンタ

が，スペクトルに大きな差がなく，星間吸収量にも差が

ミネーションの固化による配管閉塞が発生し，4Kへの冷

ないことからこれらは単・の天体と考えることができ
る．すると熱エネルギーが9×1051ergと見積もられ，通

却が不能になった．本事象に対して，原因究明・検討チ

ームを発足させ，SMILESで使われている冷凍機材料の
オフガス試験と詳細な解析を通じて，閉塞の直接原因の
推定とコンタミネーションの発生プロセスについて調査

し，SMILESとほぼ同じ4K級ジュール・トムソン冷凍
機を搭載するASTRO−H冷凍機への影響について検討結
果をまとめた．さらに，この検討で得られた知見は，後

続する冷凍機搭載ミッションであるSPICA等の1K及び
4K級ジュール・トムソン冷凍機に対しても活用が見込ま
れる．

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
分布を導出する計舞（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
した．これらのサブミリ波スペクトルや高次データの最
図8

MAXIJo158の発見．

新の解析結果について議論するため，国内外の学会にお

This document is provided by JAXA.
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いて成果を発表した．また，これまでの科学的成果につ

ライト，エルブス，ブルージェット）の空間分布と発光

いて，宇宙理学委員会の諮問による専門委員会において

の時間変動とを観測することで，スプライトの発生メカ

外部評価を受けた結果を，理学委員会に報告した．高次

ニズムの理解，スプライトや雷放電の全地球的な分布と

データについては，大気科学研究に利用できるという判

その変動の理解を目指す．さらに，雷放電を光学観測だ

断に基づき，一般の研究に供するために高次データ配布

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

サーバ及び，科学衛星運用・データ利用センター

で，世界初となる宇宙空間からの位置評定や，雷雲地上

（C−SODA）が運営するData

間放電（CG）と雲内放電（IC）との識別も試みる．

ARchives

and

Transmission

2013年度は，昨年11月に開始した定常運用を継続し

System（DARTS）において，アップデートした高次デー

ており，観測データを順調に蓄積している．

タを随時公開している．

4．3

5．国際協力による宇宙実験計画推進

地球超高層大気撮像観測（ISS−lMAP）及びスプラ

イトおよび雷放電の高速測光撮像センサ
5．1

（JEM−GLIMS）

インド回収衛星利用国際協カ

Consolidated

インド回収衛星（SRE−II）を利用した日印国際協力プ

Equipment）は， JEM曝露部第2期利用ミッションとし
て選定された5つのミッション機器を混載して，JEM曝

宇宙空間で成長率や代謝が変化しないか，宇宙での継代

ポート共有実験装置（MCE；Multi−mission

ロジェクトを推進中である．軌道上で微生物を培養し，

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

によって遺伝子変化が起こらないか等を調べ，微小重力，

る．2012年7月21日にこうのとり3号機（HTV3）／H−IIB

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

ロケット3号機で打上げられ，船外実験プラットフォー

ションである．日本が装置提供，インドが回収衛星によ

ムに取り付けられた．搭載ミッション機器のうち

るフライト機会を提供し，日印の研究者が協力して実験

ISS−IMAPとJEM−GLIMSの設計・開発及び観測運用・デ
ータを利用した科学研究をISS科学プロジェクト室が他

を行う．平成22年5月にフライトモデルの製造を完了

大学・他研究機関と共同で遂行する．

いる．継続的にインド側に状況確認を行うとともに，フ

しているが，インド側の都合により打上げ延期となって
ライトモデルの維持管理を行っている．

ISS−IMAPは，中間圏，熱圏・電離圏およびプラズマ
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

5．2

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

中国回収衛星利用国際協力

置の撮影により，地球大気と宇宙空間との境界で起こっ

半導体結晶成長実験を，ISASと中国科学院上海珪酸塩

ているプラズマと大気の乱れを観測することで，GPSや

研究所の協働で進めるという国際協力である．前年度に

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

引き続き協力の範囲などについて協議し，平成25年6
月に中国回収衛星（実践10号，平成27年打上げ予定）

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．

に係る地上研究交流についての合意を得た．以降，飛行

JEM−GLIMSは，雷雲と地上間で起こる雷放電と成層
圏・中間圏・下部熱圏で発生する高高度放電現象（スプ

後の試料分析に関する地上研究および将来の材料科学に
関する日中学術交流を行っている．

7．科学衛星運用・データ利用センター
菅原正行（センター長）
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1、概要

ステム開発グループ員の再配置を受けて統合した組織と
して発足した．宇宙科学研究所及び月・惑星探査プログ

科学衛星運用・データ利用センター（C−SODA）は，

ラムグループ管轄の科学衛星・探査機に係る試験運用設

平成20年4月，それまでの宇宙科学情報解析センター

備の整備から管制運用，並びに科学データのアーカイブ

のデータアーカイブ担当部署を母体とし，システム開発

まで一括して担当する部門として，計画調整グループ，

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

衛星運用グループ，科学データ利用促進グループから構
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成される．
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時により使いやすくするための工夫や一括登録用プログ

計画調整グループはC−SODA全体を取りまとめ，事業

ラムの改良，宇宙科学資料サーバの換装，共有データス

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

トレージへの専用領域確保により，システム全体として

ともに，C−−SODA発足の経緯から技術情報システムチー

の機能性を充実させた．

ムと情報基盤チームを内包している．

平成25年度に新しく追加した技術資料は，観測ロケ

衛星運用グループは，プロジェクトと連携して科学衛

ットS−310−41号機およびS−520−28号機飛翔実験の実験

星・探査機の運用を調整手配している．また，試験・運用

報告書，S−310−42号機およびS−520−27号機飛翔実験の

設備の開発並びに維持管理を実施し，プロジェクト間で

実験計画書およびその撮影動画・静止画，ハイブリッド

共通・汎用的な運用システムを目指し，より効率的でよ
り信頼性の高い設備の開発を推進している．これらは，

ロケット研究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へのデータ登

衛星設計の共通化にも繋がり相乗効果が期待される．

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，昭和30年代から平成元年までの映像記録（16mm

多様化，高度化，国際化に鑑み，組織的なデータベース

フィルムの映像を簡易テレシネでminiDVCAMテープに

や高速ネットワークなどの計算機資源が，今や研究活動

記録したもの）の劣化を防ぐため，ディジタル化を行い，

の生命線となる認識のもと，情報基盤チームと一体とな

1990年から2010年までの映像記録（MOVファイル）を

って計算機・ネットワーク環境を整備・提供すると同時

パソコンで扱いやすいMPEG−4ファイルに変換した。

に，各種ツールを開発することによって研究活動を積極
的に支援している．

これら業務と平行して，資料の保存と開示範囲に関す
る将来の方向性を検討した．

平成25年4月，プロジェクトチームの解散後も引き
続き業務する宇宙科学研究所内暫定チームとして「あか

2．3

りデータ処理・解析チーム」及び「はやぶさキュレーシ

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

ョンチーム」が構成され，C−SODAの下に概かれた．

に対する技術支援業務

情報基盤チーム

相模原固有情報基盤システム（相模原キャンパスにお

2．計画調整グループ

いて共通的に使用される情報システムのうち，JAXA共
通ネッ1・ワークシステム（JAXAnet）に含まれない，相

2．1

計画調整業務

前年度に引き続き，計画調整グループの本来業務であ

るC−SODA内の業務の進捗管理，資金管理等を円滑に行
うとともに，C−SODA内の情報共有や認識合せの促進の

ためC−SODA所属職員で構成するセンター定例会を毎

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
システムおよびネットワークサービス）について，安全
かつ確実な運用を図るべく，システムの運用管理及び技

術支援業務を実施している．また，相模原固有部分
JAXAnet部分のネットワークやネットワークサービス

月開催した．また，センター内の意思疎通をより円滑に

に対する技術支援に関して，関係者間で情報共有の場を

し職員の増員に対応するため，6ヵ所に分散していた
C−SODAの執務室について一部模様替えを行い，グルー

持つことによって業務を調整し，円滑にユーザサポート

プ単位になるよう4ヵ所に集約した．

C−SODA外との係わりでは「プロジェクト対応計画書
調整要領」を策定し，C−SODAと各プロジェクトの協力
関係について，資金面を含む業務分担の基本的パターン
及び業務担当者一覧を整理した．

2．2

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
宇宙科学研究所における技術情報の蓄積・利活用を目

ができる体制を作っている．

相模原キャンパスは学術情報ネットワーク（SINET4）
の拠点機関となっていて，そのアクセス回線が整備され

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
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

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・
削除をサポートしている．

的として，研究開発過程における文書（実験計画書・報

東日本大震災直後の計画停電の際に，筑波共通サーバ

告書を含む），画像（写真，静止画），映像（動画）等，広

範囲にわたる技術情報を体系化した上で共有する科学情

上に立ち上げた，相模原在勤の役職員向け広報WEBペ
ージは，所期の目的を達成したことから，平成25年5

報デジタルァーカイブズの基盤整備を継続的に実施した．

月末をもって閉鎖した．

平成25年度は，保有する資料のデジタル化と検索シ

前年度までの，B棟1Fの大型計算機室内の電源系統

ステム（宇宙科学資料サーバ）への登録をさらに進める

の整理やラックの移設・撤去等の環境整備及び入札手続

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

きを踏まえて，平成25年4〜8月に科学衛星データ処理

ータの付加作業を全画像コンテンツを対象に開始し，同

システム・新システムの据付調整（データ移行，システ
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ム移行を含む）を行い，9月1日より新システムの運用

理系に関する試験対応を現地にて実施した．

を開始した（新システムの特徴については4．8節参照）．

たバグ管理システム，プロジェクト管理ソフトウェア，

3．3 汎用衛星試験運用ソフトウェア（GSTOS）の開発
衛星の機能モデル，衛星監視制御プロトコル，衛星情

仮想化用ソフトウェア，分散処理用ベースシステム装置

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

の運用管理を情報基盤チームが引き継いだ．なお，旧シ

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

ステムのi撤去作業は10月から11月にかけて行った．

できる汎用の衛星試験運用ソフトウェアであるGSTOS
については，維持管理を継続的に実施した．「ひさき

その際データ利用促進グループが試験的に運用してき

B棟1Fのネットワーク室は秋から冬にかけて湿度が
極端に低くなるので，12月に加湿器の設置工事を行っ
た．平成24年度に導入したWEB改ざん検知システムの

運用に初適用されたことは開発活動における大きなマイ

運用を継続した．

ルストーンとなった．また当初想定の「BepiColombo⊥

平成25年度には相模原キャンパスの非常用発電機の

（SPRINT−A）」の打上げ・運用開始を迎え，

GSTOSが実

「ひさき⊥「ASTRO−H⊥に加え，「はやぶさ2」ならび

交換などのため計画停電が3回（10月，1月，3月）あっ

に「ERG」を対象とした試験および運用への対応を滞り

たので，その都度，停電前に全システムをシャットダウ

なく実施「はやぶさ2」についてはプロジェクト要望に

ンし，復電後に起動する対応を行った．その際バック

対応して機能追加を実施した．

アップの取得，セキュリティパッチの適用なども行った．

4月に発生した有人本部のサーバへの不正アクセスな
どをきっかけとして，JAXA全体の情報セキュリティ強
化が図られ，公開サーバの総点検，情報システムに関す
るヒヤリングや台帳の作成，ID・パスワードの管理状況

3．4

衛星診断および自動運用方式の検討

の調査，メーリングリストの棚卸，インターネットに向

し，衛星状態の修正ができるようシステムのレベルアッ

運用中の衛星の健康状態をチェックし，問題がある場
合は，それを運用者に知らせ，事前に確認したコマンド

もしくはコマンド群について自動的にコマンドを発行

けた通信プロトコルの制限，不審なアクセスがないかの

プを行い，小型衛星「れいめい」衛星運用系の実機を用

ログ解析などが行われ，それぞれ対応した．また，セキ
ュリティ講習と標的型不審メール訓練に参加した．

いて試験運用を実施した．

4．科学データ利用促進グループ
3．衛星運用グループ
3．1

衛星運用の支援，科学衛星・探査機運用システムの

管理・運用
科学衛星プロジェクトの中期計画および年度計画に従

4．1科学衛星テレメトリデータベース（SIRIUS）の開
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
し，時刻較正・ソート・重複除去等の処理を行い日々登録

い，既存衛星及び惑星分光観測衛星「Sprint−A」の打上

している．平成25年度は「ひさき」データの提供を開始

げから初期運用，定常運用に至るまでの衛星運用を滞り

した．また，科学衛星データ処理システムの更新に対応し

なく実施し，各プロジェクトからの運用要求及び設備利

てサービスを中断することなくシステム移行を行った．

用要求を調整円滑な運用を実現した．また，地上局の
不具合発生時には，原因調査・切り分け処置を関係部署
と連携して行う一方，各衛星プロジェクトに対する影響

4．2

が最小になるように運用に使用するアンテナ・実施体制

レメトリデータの時刻較正を共通化・明確化し，システ

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

を調整した．さらに，管制室に「はやぶさ2」運用にも

ム開発の効率化を図るため，衛星時刻較正システムを整

対応できるよう管制システムを追加した．

また，はやぶさ2・BepiColomboへの対応を中心に「新

備している．平成25年度はこれまで開発を進めてきた
時刻較正ソフトウェアを時刻較正システムとして運用す

SLEゲートウェイシステム（SSG）」の構築作業を開始，

る準備を進めた．時刻較正システムは平成26年度から

プロジェクトの要求のとりまとめ・開発スケジュールの

運用開始する予定である．

調整ならびに開発作業を進めた．

4．3
3．2

衛星試験の支援，衛星試験設備の整備・管理

サイエンス・データベース（DARTS）の開発およ

び運用

衛星の試験で使用される設備を維持するほか，試験実

宇宙科学研究所の科学衛星の観測データを広く国内外

施中のプロジェクトに対しては，設備や使用場所の調整

の研究者に公開し，データ解析研究を推進する為にサイ

を行う他，設備の信頼性の確保と試験の効率化を図った．

エンス・データベース（Data

また，筑波宇宙センターにて試験を実施している

System，

「ASTRO−H」については，衛星試験装置と衛星データ処

単にデータを公開するだけでなく，研究支援のためのデ

ARchives

and

DARTS）を開発・運用している．

Transmission

DARTSでは，
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一タ検索機能や早見機能も提供している．また，DARTS

ムの更新に対応してサービスを中断することなくシステ

では宇宙科学研究所の科学衛星にとどまらず，海外の主

ム移行を行った．

要宇宙科学デ・・一一・タベースのミラーサーバの運営を行なう

など，機能拡張を続けている．DARTSの利用は，ホー
ムページ（http：／／darts．isas．jaxa．jp／）によりネットワーク

4．6

科学衛星異常監視・診断システム（ISACS−DOC）

を通して行なうことができる．平成25年度は既存の天

の開発および運用
複雑で高度化する科学衛星，探査機の定常的な運用を

文学，太陽物理学，太陽地球系物理学（STP），月惑星科

運用担当者の数を抑制しつつ，長期にわたって安全に実

学向けサービスを継続すると共に，新規データの追加，

行することを目指した運用支援システム「ISACS−DOC」

新規サービスの開発や既存サービスの改良を実施した．

を開発している．本システムはこれまで「GEOTAIL」お

平成25年度中には科学衛星データ処理システムの更新

よび「のぞみ⊥「はやぶさ⊥「あかり⊥「ひので⊥「あ

があり，サービスを中断することなく，システムの移行
を実施した．また，「きぼう」で行われている実験データ

かつき」対応のものが試験開発され，宇宙科学研究所の
管制室にて日々の定常運用に利用されてきた．

（流体物理研究と結晶成長研究）をISS科学室より引き受

け，DARTSから公開開始する準備を進めている．

平成25年度は既存システムである「ひので⊥「あか
つき」向けISACS−DOCの運用を行った．

4．4

4．7

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
けられてきた．全体として，さまざまな技術を用いて構

レベル1時系列データフォーマット変換ツールの

開発
現在，宇宙科学研究所では，GSTOS（Generic

Spacecraft

築された，多岐にわたる学問分野をサポートする複雑な

Test

データベースへと成長してきた．プロトタイピングを重

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

視し，高い機能をユーザにタイムリーに提供することに
重きが置かれることが積み重なってきた結果，開発や運

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

用に必要な情報の明文化が進んでおらず，安定したサー

データや，観測機器のステータスから各科学コミュニテ

and

Operations

Software）の整備を進めているが，

ビス提供や，ちょっとした改善，今後生じる計算機換装

ィーが使用するファイルフォーマットにてデータ・ファ

への障害となっている．そこで，（アプリケーションを束

イルを作成する汎用なツール（レベル1時系列データフ

ねた）DARTSシステムの設計の見える化，改善活動を
備や設計の整理を進めると共に，Webページについて，

ォーマット変換ツール）を開発した。平成25年度はこ
れまで逐次アップデートを重ねながら開発を進めて
FITS対応版CSV対応版， SPICE対応版をGTAPIを用

学問分野担当毎の責任の明確化を図ると共に，コンテン

いて共通化する改修を行い，ソフトウェアのメインテナ

進めている．本年度は，昨年度に引き続き設定書類の整

ツの構成・履歴管理を開始した．また，第三者的な視点

ンス性や拡張性が大幅に向上した．「ひさき」，

からDARTSのコンテンツ全体の見直しを実施し，日本

「ASTRO−H」チームが本格的な利用を開始している．

語コンテンツを用意する範囲の明確化など，品質の向上
を実施している．

4．8

科学衛星データ処理システムの更新

科学衛星データ処理システムは，年々，多様化・高度

4．5衛星運用工学データベース（EDISON）の開発およ
び運用
宇宙科学研究所が打上げる衛星や探査機の円滑な運用

化・大容量化する科学衛星データのデータ処理に対応す

を支援することを目的とし，衛星運用工学データベース

行った（2．3節参照）．

る為に，約5年に一度の頻度で，新しいシステムへの更

新を行っており，平成25年度に新システムへの更新を

の開発および運用を行なっている．日々の運用や運用後

旧システムと新システムを比べると，ラック本数は13

のデータ解析に有益な広範囲の情報として，電圧，電流，

温度，圧力，姿勢などの衛星自身のデータを始め，受信

架から8架へ，対外ネットワーク速度は1Gbpsから
10Gbpsへ，共有データストレージ容量は484TBから

レベルなどの地上局情報や，軌道情報天候，コマンド

2，058TBへと，よりコンパクトで，より速く，より大容

記録，などを含んでいる．

量となった．また，新システムでは，13台の物理サーバ

平成25年度は，既存EDISONである「はやぶさ⊥「す
ざく」，「あかり⊥「ひので」，「あかつき⊥「イカロス」

上で約100台の仮想サーバが稼働する仮想計算機環境を
新技術として導入した．

対応EDISONの安定的運用を行なった．また，次期
EDISONとしてRDBを利用した新しいシステムの開発
を進め，「ひさき」向けEDISONを次期EDISONシステ
ムによってサービスを開始した．平成25年度中は，こ
れらのシステム運用と共に，科学衛星データ処理システ

5．「あかり」データ処理・解析チーム
5．1

赤外線天文衛星「あかり」

平成18年2月に打上げられた「あかり（ASTRO−F）」
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は，液体ヘリウムと機械式冷凍機により極低温に冷却さ

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・

星・惑星系の誕生と進化を探る日本初の赤外線天文衛星
である，「あかり」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台の観測装置が搭
載され，波長2μmから180μmに至る赤外線のほぼ全域

平成25年3月31日をもって「ASTRO−F」プロジェクト
が終了し，翌4月1日付けで「あかり」データ処理・解
析チームが発足した．本チームは，5年の時限付きプロ
ジェクトで，最初の3年がデータ作成フェーズ，その後
2年がメンテナンスフェーズと位置づけられている．デ
^作成フェーズでは，職員1名，招聰研究員3名と技
術派遣2名からなるチームが，データ作成・評価・公開
・・…

作業を担当し，これ以外に関連大学の研究者がデータ作

での観測を可能にしている．極低温冷却状態での1年4
ヶ月の観測期間を実現し，液体ヘリウム全量を消費した

成に参加している．

後も，機械式冷凍機のみによる冷却で約20ヶ月の近赤

5．3 平成25年度の主な活動
5．3．1データプロダクト作成作業

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

上記に述べた計画に従い，「あかり」のデータプロダク

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．「あかり」衛星の停波に伴い，
「ASTRO−F」プロジェクトの終了に向けて宇宙理学委員

グについては，天体検出の完全性・信頼性の向上を中心

会および宇宙科学研究所によって審査が行われた．この

測データの非線形感度特性の補正，荷電粒子による疑似

結果は，平成25年1月29日の理事会議にて報告された．

信号の除去プログラムの性能向上に取り組み，一定の成

ト作成を行っている．（1）遠赤外線全天サーベイカタロ

に処理システムの改善に取り組んだ．また，スキャン観

その後，平成25年7月10日に文部科学省宇宙開発利用

果を得た．この活動は次年度に継続している．（2）遠赤

部会にて，「あかり」のプロジェクト終了の事後評価が行

外線全天イメージマップの作成は，東京大学・東北大学

われ，学術的にも，技術的にも，当初の目標を十分に上
回る成果を出したとの評価を受けた．

完成した．現在，チーム内ユーザーによって評価・検証

5．2

業務委託契約によって名古屋大学のチームが実施してお

のチームを中心に行われ，公開候補となるバージョンが
が行われている．（3）中間赤外線全天イメージマップは，

「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

り，黄道光の除去精度の向上，装置由来の疑似信号の除

学的成果として発表されたものはごく一部である．その

去精度の向上などの成果が上がっている．（4）近・中間

理由として，データ処理に専用のソフトウェア，専門的

赤外線撮像データの処理は，暗電流の差し引き，感度補

な知識と経験が必要なため，他波長との比較や新しい研

正などの系統的な評価を行い，また全データの処理を安

究アイデアをすぐに試せないことなどがある．そこで，

定して行う体制を整えた．（5）近・中間赤外線分光デー

「あかり」でしか得られない貴重な情報を，理論家を含む

タは，業務委託契約によって東京大学のチームが実施し

一般の天文学者に広く簡単に利用してもらうために，デ

ている．平成25年度は8月から活動を開始し，様々な

ー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

モードで取得されたデータから，有意なスペクトル情報

することが望まれる．平成24年6月の第36回宇宙理学

の観測データについても，技術的検討を進めている．

を取り出すための，技術的検討を行った．（6）これ以外

委員会で報告・了承された終了審査においても，この点
が強く推奨され，今後作成するプロダクトとその優先順
位のリストが確認された．

「あかり」プロジェクトでは，「あかり」の取得したデ

5．3．2

データ公開作業

平成25年度は，以下の3種類のデータの新規公開作
業を行った．（1）北黄極深探査点源天体カタログ第2版

ータの処理・アーカイブを進める計画を作成し，宇宙科

（平成25年10月16日公開）．南北黄極領域は，太陽同

学研究所による終了審査と合わせて評価が行われた．上

期軌道で観測を行った「あかり」からの可視性が良く，

記の作成データプロダクトのリストに基づき，（1）全天

繰り返し観測して高品質・高感度のデータが得られるこ

サーベイにおいては，遠赤外線カタログの改良，遠赤外

とから，プロジェクト主導の大規模サーベイを行った．

線

中間赤外線の双方で微光天体カタログの作成，並び

そのうち北黄極領域は，銀河進化を研究するための遠方

に全天イメージマップの作成，（2）指向観測データにつ

銀河の観測に適した領域であり，近・中間赤外線カメラ

いては，技術的に可能な範囲ですべてのデータの統一的

により2，3，4，7，9，11，15，18，24μmの9波長で観測が行

な処理を行い，その結果をアーカイブする，ことを目標

われた．データ作成は，北黄極サーベイチームによって

とした体制と実行計画が承認された．

行われた．第2版では，27，770天体について「あかり」

本事業は科学衛星運用・データ利用センター

9波長帯と，地上観測による可視領域14波長帯での明る

（C−SODA）の下に，「あかりデータ処理・解析チーム」

さを掲載している．そのほとんどが遠方の銀河であると

を設置し，大学研究者と協力して実施することとなった．

考えられる．初版に比べ，検出数の増加，情報の精度が
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大きく向上した．「あかり」の連続した波長バンドによる

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

観測によって，これらの天体の赤外線光度が精密に測定

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

できるため，過去数10億年に遡って星形成率の進化を

であり，高度にクリーンな環境中で地球の大気成分やそ

推定することが可能になった．（2）近赤外線拡散光分光

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

カタログ（平成25年6月27日公開）．全天278箇所の

取り出し，試料を破壊・喪失することなく基本的計測を

近赤外線観測による，特定の天体を含まない拡散光のス

行った後，外部研究機関による詳細分析のための供与に

ペクトルデータが与えられている．このデータは，拡散
光の成分分離（黄道光・銀河系内拡散光・赤外線背景光）

備えて小容器に取り分け密閉して保管するとともにデー
タを保管することを目指している．このため，「イトカワ」

を行う研究プロジェクトの一環として作成されたもの

サンプル到着後もそのサンプルの状態に応じて，特殊な

を，ユーザー作成カタログとして，「あかりデータ処理・

装置の開発を行なって試料回収を実施する等，初めての

作成チーム」が評価・検証し，公開したものである．ま

方法・手順などを考案し，必要な環境や機器を開発して

た，本データは，「あかり」の複数の観測プログラム（そ

準備し，それらについて試験を実施して機能・性能の確

れぞれが別の科学的目的を持って提案されたもの）のデ

認を行ってから実サンプルに適用するという手順を通し

ータから作成されたという点で，初めての例である．（3）

て，「イトカワ」サンプルの持つ特徴を極力失うことが無

系内電離領域の近赤外線分光カタログ（平成26年3月

い様に注意を払って作業を進めている．

10日公開）．銀河系内の電離領域36箇所の2．5−5．4μmの

スペクトルを系統的に解析したデータで，ダスト微粒F，

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

分子，原子，イオンから発せられる特徴的なパターンを

に専従している．2010年6月に帰還してきたサンプル容

多く含み，これらの領域の物理・化学状態を研究するた

器を収めたリエントリーカプセルを受入れ，サンプルコ

めの重要な情報となっている．本カタログも，ユーザー

ンテナをCT検査の後，取り出し，洗浄して清浄環境に

によって作成したものを，「あかりデータ処理・作成チー

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

ム」が検証し公開しているものである．

を確認している（2010年11月公表）．微粒子サンプルの

6、はやぶさキュレーションチーム
我が国は世界に先駆けて小惑星サンプルリターン探査

・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

計画を実施し，2010年6月には探査機「はやぶさ」が小

（特別国際セッション），MetSoc2011，

惑星「イトカワ」で採取したサンプル粒子の地球帰還を

惑星科学会において結果報告が行われたと同時に，科学

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（阻石

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．2014年2月にはMeteorite

や惑星間塵など）とは違って，酸素や水による変成も受

and

けておらず，地球突入時の熱や衝撃も受けていないリタ

文が発表されている．

ーンサンプルの特色を持っている．これに続く次世代の

Planetary

NIPR2011，日本

Science誌に特集号が組まれ7編の査読論

初期分析の分析結果とキュレーション設備での記載情

惑星探査計画においても，わが国は，小天体や月面など

報（SEIWEDXスペクトル，

の天体からのサンプルリターンを志向している．惑星物

像など）はサンプルカタログとして2012年1月よりWeb

ESED／BSE画像，光学観察

質試料受け入れチーム（キュレーションチーム）はこう

公開され，同時に第1回国際研究公募がアナウンスされ，

したサンプルリターン計画において，多様な太陽系天体

2012年6月より採択者への配布がスタートしている．第

からの回収試料の受入れ設備（キュレーション設備）と

2回国際研究公募のアナウンスは2013年1月に実施さ

して全国の物質分析科学の研究機関と連携し，これら試

れ，2013年6月より採択者への配布がスタートしている．

料か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

これらの作業と並行してNASAへのサンプル提供も実
施された．サンプル輸送時に用いられた輸送容器はキュ

搭載される清浄な試料カプセルを準備するための基礎研

レーション設備による新規開発品であり，高純度窒素環

究宇宙探査機で採取・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

境下で粒子の封入ができ，サンプル汚染を極力抑えるこ

の初期分析，分類，カタログ化，配布，保管などを担う，

者への粒子分配もこの容器を用いて配分されている．

とが可能になっている．国際研究公募で選抜された研究

「はやぶさ」の持ち帰った「イトカワ」サンプルは今
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8．ミッション機器系グループ
上野宗孝（グループ長）

山本高行

川原康介

1．ミッション搭載機器の開発

武田伸一郎

長谷川克也

長谷川

直

させている．その結果，新たな共同利用ユーザーを開拓
し，共同利申請書数も大きく増加している．超高速衝突

・「ASTRO−H」・HXIの開発

実験施設は大学共同利用施設として，大学・大学院教育

・「はやぶさ2」搭載通信機器

に貢献するようになり，多くの若手研究者の育成にも貢
献している．その結果，数多くの先端的な研究成果の創

2．戦略コンポーネントの開発

出に貢献をする装置となった．また，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開発にも貢献するよう

誘導制御グループと連携し，JAXA戦略コンポーネン
トのフレームワークを活用する形で，小型スタースキャ

になりつつある．

ナの開発を推進した．本コンポーネントは，「ジオスペー

今年度も施設運営のとりまとめを行い，スペースプラ
ズマ共同利用に関連した過去17年間の実績レベル（シ

ス探査衛星（ERG）」への搭載が予定されている．

ョット数：100発，国際学会論文数：5本，査読論文数：

3．スペースプラズマ実験設備

2本以上）を大きく上回る，ショット数：200発，国際
学会論文数：10本，査読論文数：4本以上の実績を達成

宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備・超高速衝

した．

突実験施設の運営を行った．2004年度以前の超高速衝突

また既存の飛翔体加速器の消耗品・計測系の新規開発

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

に，詳細な衝突現象を捉える事が可能な観測機器運用シ

用時と比較して運転人員・維持費の削減にも関わらず，

ステムの開発を行った．

を行い，より効率的・機能的な運用を可能にするととも

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

9．基盤技術グループ
餅原義孝（グループ長）
下瀬

滋

小川博之

中島

富澤利夫

伊藤文成

潔

八木下剛

矢田

田中孝治

船木一幸

松岡彩子

達

鈴木直洋

石田

学

水野貴秀

徳永好志

嶋田

徹

村田泰宏

1．プロジェクト等への支援

堀

小林清和

鎌田幸男

松坂幸彦

恵一

阿部琢美

安部正真

竹前俊昭

津田雄一

森

治

安田誠一

岡田達明
矢野

創

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研

究開発において，試験計測・解析技術をもって支援

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．

した．

（7）ロケット・衛星開発試験に係わる電気・通信設備（指

（1）将来型推進系の開発業務において，エンジン，推進

令電話・ITV・放送他）の更新計画，設計，製作，運

薬，スタンド，供給，計測系に関する設計，試験，

用全般の業務を行った．指令電話設備については全

解析を行った．

面更新を行った．

（2）環境試験方式の開発業務において，振動・衝撃試験

（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．

の小型計算機を用いた制御およびデータ取得の方式
検討支援等を行った．

2．主な研究開発支援活動

（3）大気球観測実験における，気球搭載機器の開発，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・あ
きる野実験施設他多数の設備）を用いて，ロケット・

一再使用型エンジンの研究開発

一N20／エタノール推進系を利用した飛翔機体システム
及び噴射エレメントの研究開発

衛星のシステム開発及び試験支援業務を行った．
（5）超・遷音速風洞による研究開発において，試験・計測・

一

LOXYLH，推進系の統合化へ向けたGH2／GO2−RCSの実
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一開発研究

一ハイブリッドエンジンの研究

一イプシロンスピンモータ地上燃焼試験

一飛翔体の機体計測に関する研究
一環境試験方式の開発研究

※本項にある研究設備及び基盤技術Gの管理下にある工

一柔軟構造物の振動制御の研究

作工場，エレクトロニクスショップの詳細は，【おもな

一エアーブリージングエンジン推進系加圧用チャージャ

研究設備】の項を参照願いたい．

10．航法・誘導・制御グループ
石井信明（グループ長）

照井冬人

1．概

志田真樹

山本高行

廣瀬史子

清水成人

佐藤峻介

市川

勉

田村

誠

要
3．基盤技術研究，要素技術開発

航法・誘導・制御グループでは，現在進行中のあるい
は将来の実現を目指して精力的に検討が進められている

（1）小型スタースキャナの開発と性能評価試験の実施

宇宙科学ミッション，特に月惑星探査計画を中心とした

（2）高精度ポインティング制御のためのチップチルトミ

幅広いプロジェクトに対し，軌道解析，航法，誘導制御

ラー（可動鏡駆動方式）の開発と性能評価試験の実

に関する側面からの技術支援を行？ている，プロジェク

施

ト，プリプロジェクト，ワーキンググループ等の活動に

（3）衛星構体における微小擾乱解析，擾乱伝達特性の実

参加するとともに，内在する技術課題を抽出し，個別研

験的検証

究へと発展させている．

（4）次世代推進系（GH、／GOX統合化推進系，

HAN系推

進系，エタノール系推進系など）のサブシステム解

2．プロジェクト支援

析，性能評価試験の実施

（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

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

（6）深宇宙探査機の高精度軌道決定技術の研究，DDOR

と軌道制御計画の立案．金星再会合に向けた長期軌

技術の開発

道解析の実施

（7）月惑星探査のための移動機構，探査ローバ，歩行ロ

（2）「BepiColombo⊥「ASTRO−H⊥「SPICA⊥「はやぶさ

ボット等の概念検討，トレードオフスタディ，歩行

2⊥小型科学衛星（共通バスおよび1，2号機），
FFAST，小型ジャスミン，

シミュレーションの実施

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

4．研究設備の維持管理

道解析，軌道決定，誘導制御，姿勢軌道制御系サブ
システム検討，推進系サブシステム検討の実施

姿勢系センサや誘導制御装置の性能評価試験等に供す

（3）観測ロケット，再使用観測ロケット，イプシロン等，

る地上試験装置および軌道解析サーバ類，推進系地上試

宇宙輸送システムの打上げ軌道解析，飛行安全評価，

験装置，小型飛翔体打上げ管制システムなどの維持管理，

機体システム検討の実施

保守点検等を行い，効率的な研究開発を行っている．

（4）大気球実験機の姿勢決定システムの構築と検証

11．推進系グループ
成尾芳博（グループ長）

志田真樹

八木下

徳留真一郎

西山和孝

小林弘明

澤井秀次郎

1．はじめに
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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
っている．このうち衛星推進系に関しては，化学推進や

推進系グループは，科学衛星や探査機の軌道制御や姿

電気推進に関わる機器開発を行うだけでなく，射場作業，

勢制御に用いる衛星推進系の研究開発，及び将来型宇宙

地上運用，軌道運用に至る全てのフェーズに寄与してい
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3．電気推進の研究開発

る．また，輸送システムの推進系に関しては，将来の再
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
ジンや空気吸い込み式エンジンに関する基礎開発研究，

3．1

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

電気推進の研究開発

究活動を行っている．さらに，衛星推進系のGSE保全管

「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μIOに関し，宇宙運用から得られ
た知見を元に性能や有用性の改良，さらには応用範囲の

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

拡大を目指した研究開発を行っている．「はやぶさ2」に

備の維持管理にも従事している．以下に平成25年度の

は，これまでの8mNから10mNに推力向上したマイク

活動概要を記す．

ロ波放電式イオンエンジンを投入すべく開発を進めた．

研究，次期固体ロケットに関する研究開発等，幅広い研

また，20cm級や1cm級のイオンエンジンの研究も進め

2．衛星推進系（化学推進）の研究開発

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，

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

これに向けてDCアークジェット，MPDアークジェット，
ホールスラスタの研究開発も進めている．

衛星・惑星探査機の研究開発において，初期のミッショ

4．将来型推進系の研究

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
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
を行っている．

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
4．1．1

再使用高頻度宇宙輪送システム用推進系の研究

平成25年度はすでに打上げられている科学衛星の運用

再使用高頻度宇宙輸送を目指した研究として，機体シ

に参加するとともに，「BepiColombo（MMO）」，

ステムの知能化，地上運用効率化，水素を安全に取り扱

「ASTRO−H」，「はやぶさ2」，「ERG」の姿勢，軌道を制

う技術など，航空機のように繰り返し運用が可能なシス

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

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

行った．また，小型科学衛星，月・惑星探査機に搭載す

いる．

る推進系の初期検討及び，東京大学との共同研究ミッシ

平成25年度は，昨年度までの研究により明らかとな

ョンである超小型深宇宙探査機技術実証機PROCYONの

った課題を反映し，ヘルスマネジメントの高度化及びリ

推進系開発に参加した．衛星推進系に関する先進的な研

アルタイムシミュレータの試作を行いOBC／HMC／GSC

究活動に関しては，4．3項及び4．4項に示す。

の機能に関して模擬試験による事前検証を可能とする環
境を構築し，また運用効率化のため推進系ステータスの

2．2

衛星推進系の信頼性向上活動

情報管理システムを新たに構築し，それらの機能実証を

平成25年度は，「あかつき」の金星周回軌道への投入

行った．また，高頻度運用・システム高性能化のための

失敗で得られた教訓への対応を最初のトリガーとして

要素研究として水素酸素RCS，統合推進システム，高度

ISAS内に発足した「科学衛星・探査機推進系改善チーム」

補償ノズル，複合材液体酸素タンクの各研究を実施し，

というフレームワークで活動を行った．

システムへの適用に向けた基礎特性と課題を把握した．

その中で，過去の衛星推進系に関する不具合を調査・

分析し，海外調達品の調達方法やコンタミネーション管

4．1．2

再使用観測ロケット用推進系の研究

理の方法が，不具合の発生に大きな影響を与えているこ

再使用観測ロケットに係る研究は，平成22年度より

とを明らかにした．その結果を受け，主としてこれらの

「再使用観測ロケット技術実証」として宇宙科学研究所の

観点から国内推進系メーカに対してヒアリングを実施
し，不具合を防止するための取り組み状況を把握，メー

所内事業として位置づけられ，研究を進めている．

平成25年度は，再使用観測ロケット技術実証エンジ

カに対する改善要望をまとめる共に，JAXAが取り組む

ンの液体酸素ターボポンプ（OTP），液体水素ターボポン

べき改善策をまとめた．

特に，コンタミネーション管理については，半導体製

プ（FTP）の単体試験を行い，再使用観測ロケットのエ
ンジンに求められる広範な作動領域（推力40−100％）に

造プロセスでの洗浄手法を参考にして推進系の洗浄方法

おけるポンプ揚程特性の確認及びポンプ／タービン効率

に関する改善案を検討した．また，その改善案の妥当性

の設計予測の妥当性を確認するとともに，軸推力バラン

を評価するための基礎実験冶具類の整備を行った．

ス機構や軸振動特性など広範囲におけるターボポンプの
安定作動を確認した．さらに，高頻度再使用運用を実現
するためにターボポンプに対して盛り込んだスタンド取
り付け状態におけるプッシュプルやトルクチェック，気
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密検査，点検ポートからの内部点検など，各種の設計上

部弾道特性データベースを効率よく作成可能な解析ツー

の工夫に対する有効性の確認，及び100回再使用を実現

ルを世界初で開発した．多目的最適設計ツールを用い，

するための運用計画についてその妥当性を確認した．ま

クラスタ三段式ハイブリッドロケットの概念設計を実施

た，エンジンシステムを構成する，エンジンバルブ，配

し，打上げ可能な解を取得した．開発したCFDツール

管類バルブ駆動系，計測制御系，燃焼室，噴射器，点
火器の各コンポーネントを製作し，エンジンシステム試
験へ向けてエンジンのセットアップを実施，システム燃

的に予測できることを実証した．

焼試験の準備を整えた．

ナイズドセツションを企画し，JAXA，大学，固体ロケッ

その他，推進システムとしては，再使用観測ロケット
のミッションにおける技術課題を解消することを目的と

して，極低温スロッシング試験

を用い，非定常燃焼解析を実施し，燃料後退速度を定性

第10回ICFD，第57回宇宙科学連合講演会でオーガ
ト製造業者，外国研究機関等による活発な意見交換を行
った．

タンク排液試験ヘル

スモニタセンサの開発及び機能実証，リサーキュレーシ

4．3

ョンポンプによるエンジン予冷方式の検討，供試体・治

4．3．1

具設計及び技術実証試験等を行った．

低毒性推進系の研究

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
4．1．3

スペースプレーン技術実証機及び極超音速推進

系の研究

ラスタを用い，比推力が250秒に達することを確認した．

また，貴金属を中心とする触媒の検討を行い，イリジウ

スペースプレーン技術をフライト状態で実証する枠組

ム，白金などの高濃度触媒が有効であることを確認した．

みを開発し，そこで新規技術の研究をすることでスペー

多成分系のHAN系推進剤はヒドラジンと比較してパル

スプレーン実現に貢献する．スペースプレーン技術をフ

ス特性に留意する必要があるため，触媒層の各種パラメ

ライト状態で実証する枠組みとして，気球を利用した効

ータの影響を確認中である．また，J−Space

率的なシステムを検討している．システム構築に向けて

は，気球からの落下により加速するマッハ2までのシス

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，熱解析等を反映してスラスタの設

テム実証を第1段階，気球からの落下に加え，ブースタ

計見直しを行った．

Systemsの

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段階と位置づけて研
究を進めている．

本年度は，小型機体によるマッハ2機体の設計・製作，

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

第2段階で使用するブースタの検討を実験システムの観

用性・即応性に優れる多目的な二液推進系の構築を目指
して，液化亜酸化窒素（N．O）とエタノールを推進剤と

点で進めた．また，飛行実験に供する空気吸い込み式エン

する無毒液体推進系の実証研究を行っている，イプシロ

ジンの検討を行い，試作したエンジン要素（インテーク，

ンロケットのポスト・ブースト・ステージ推進系等への
適用を目標としており，平成25年度は，噴射器要素試
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．また，新製した

ラム燃焼器）を用いて要素特性を取得する実験を行った．

また，同実験技術の応用のひとつとして，気球から落
下する機体を使った無重力実験システムの検討を，他の
研究系と協力して実施した．このシステムには，機体姿

ノズル開口比25のノズルを持つセラミック複合材燃焼

勢を制御するためのコールドガスジェットシステムが搭

器を使用したエンジンの性能を取得することを目的とし

載されており，この設計・製作及び気球実験における運

て，推力2kNクラスのエンジン試験を実施した．

用を行った．

4．4
4．2

ハイブリッドロケットの研究

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

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

20Nスラスタによる真空低温燃焼試験を実施し，推進剤

ッドロケットエンジン（HTE−5−1）試験設備を用いて，

の着火及び燃焼特性評価を実施した．常温から一40℃の

酸化剤旋回流方式供試体（HTE−5−1−240202−103）のGOX

温度範囲で試験を実施し，着火遅れ時間について評価を

を用いた着火試験に成功した．また，推力1．5kNで燃焼

実施した．同燃料・酸化剤による燃料電池システムにつ

時間20秒までの長時間燃焼に成功し，供給系を増強し

いて，セルの大型化及び連続発電に向け試験装置・設備

たkで，推力4．5kN，燃焼時間2秒及び5秒の燃焼試験

の改修・整備を実施した．

凝固点一50℃以下の非凍結型液体推進剤について，

を実施した．多段面対向噴射方式のインジェクタ断面数

数の影響を確認した．プラズマジェットイグナイタを新
規に開発し，再着火に成功した．設計に必要な膨大な内

4．4．2

セラミックスラスタの研究

耐熱性能の高いセラミックをスラスタ材料として使用
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するスラスタの研究を行っている，「あかつき」搭載以降，

合と垂直の場合の数値計算を行った結果，配向が後退方

さらなる性能向上を目指して研究を継続しており，実験

向に対して垂直の場合の方が，推進剤の後退速度が速く

をもとにした数値解析コードの整備と噴射器の改良によ

なることを明らかにした．

る性能向上研究を行っている．また，セラミックスラス

タには欧州宇宙機関（ESA）からも関心が寄せられてい
る．M−REP（Mars

Robotic

Exploration

Program）と呼ば

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））

れる火星探査ミッション構想の火星着陸ランダなどに搭

イプシロンロケットプロジェクトは，平成25年9月

載される1．1kN級の新型スラスタであるHTAE（High

に初号機打上げに成功した．推進系グループは，イプシ

Thrust

Apogee

Engine）についてESA／ESTECで研究開発

を進めており，その候補としてセラミックスラスタが上

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．

がっている．そこで，1．1kN級のセラミックスラスタを
試作し，英国にて燃焼試験を実施し，要求された性能を
十分に発揮することが確認された．

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

（HEM）の固体推進薬への適用研究を進めている，アン
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

モニウムジニトラミド（ADN）はハロゲンを含まない物
質であり，酸素バランス，生成熱の点で魅力的な物質で

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

ある．ADNは今のところ基礎物性の点で固体推進薬への

材である炭化珪素繊維強化セラミックスSiC／SiCの基礎

適用にはいくつかのハードルがあるため，幅広く知見を

開発研究を進めている．これまでにN20／エタノールエン

得るべく基礎研究を進めている．本研究では，ADNの合
成技術を洗練させ，より安価に精製する技術やプロペラ

ジン用燃焼器を試作し，1600℃以上1750℃未満の耐熱性
を実証した．長期信頼性の評価に向けた基礎データの蓄

ントとしての燃焼特性に関する研究を進めている．その

積を継続している．

他，高度化した化学合成技術を基礎として，FOX−7や

FOX−12などの他のHEM合成に関しても幅広く知見を
4．4．4

耐酸化剤ダイヤフラムの開発

蓄え，次のターゲット物質の抽出も精力的に進めている．

加速度の方向や大きさの変化に影響を受けず，かつ酸
化剤の排出効率を高くするための気液分離機構として，

4．6

耐酸化剤ダイヤフラムの研究を行っている．本年度は，

持運用
衛星推進系GSEの保全管理ならびに，各種科学衛星の
開発に伴ったGSE機材の追加，及び能代ロケット実験場

特にシール部の研究を進め，シール部を膜材に融着する
技術を開発した．また，これを応用して燃料・酸化剤を
共通球殻に納める一体型タンクの研究も行っている．

衛星推進系GSEの保全管理，推進系試験設備の維

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
維持管理・運用及び老朽化更新を行った．さらに，イプ

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

シロンロケットの内之浦設備系（ヒドラジン・高圧ガス
など）の改修作業に協力した．

し，液体状態でタンクに貯蔵し，推進薬自身の蒸気圧を

5．そ

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

の

他

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
いる．また，気液平衡スラスタを調圧系に適用すること
や昇華現象を活用した固気平衡スラスタについても検討
している．

5．1

DE連携活動

平成25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．

・電気推進のJAXA横断的研究
・SDS− 4搭載QCMの宇宙実証
・科学衛星推進系の信頼性向上研究

4．5

固体ロケット及び固体推進薬に係る研究

4．5．1

固体ロケットの信頼性向上の研究

・セラミックスラスタの研究
・高温耐性バルブの研究

固体推進薬の内部微細構造が燃焼にどのように影響す

・バルブ信頼性の研究

るかを明らかにする研究を行っている．酸化剤粒子の傾

・低毒性推進系の研究

きが燃焼速度にどのように影響を与えるかを調べるため
に，推進薬表面の燃焼伝i播の単純な二次元シミュレーシ

・再使用観測ロケット推進系の研究
・N20／エタノール推進系の研究

ョンを行った．酸化剤とバインダの後退速度はそれぞれ

・イプシロンロケット

一定として，酸化剤粒子の配向が，後退方向と同一の場

・イプシロンロケット

RCS・PBS関係
内之浦設備系（ヒドラジン・
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・はやぶさ2プロジェクト
・SDS4プロジェクト

5．2

プロジェクト活動

・ERGプロジェクト

推進系グループメンバーが平成25年度に参加したプ

・PROCYONプロジェクト

ロジェクト及びプリプロジェクトを以下に示す．
・ASTRO−E

Hプロジェクト

・SOLAR−Bプロジェクト

5．3 WG活動
推進系グループメンバーが平成25年度に参加したワ

・MMO（BepiColombo）プロジェクト

ーキンググループを以下に示す．

・ASTRO−Hプロジェクト
・小型科学衛星プロジェクト（SPRINT−A，

・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

ERG）

・SPICAプリプロジェクト

・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
・小型月着陸実験機WG
・深宇宙探査技術実験ミッションWG

・観測ロケット

・再使用観測ロケット技術実証
・イプシロンプロジェクト

・IKAROSプロジェクト

12．熱・流体グループ
小川博之（グループ長）
野中

聡

大山

聖

太刀川純孝

高木亮治

岩田直子

船木一幸

1．プロジェクト等への参加

岡崎

野々村拓

峻

柴野靖子

山田哲哉

下田孝幸

中川貴雄

山田和彦

スイッチ特性評価⑤熱制御材料の劣化予測に関する研
究，⑥アウトガス評価の研究課題を申請し採択された．

プロジェクト・プリプロジェクト，およびワーキング

3．DE連携

グループ活動等（あかつき，はやぶさ2，BepiColombo／
MMO，ひさき，

ERG，

ASTRO−H，

SPICA，イプシロン

ロケット，再使用観測ロケット，GAPS，火星飛行機
SLIM，

Destinyなど）に，熱・流体に関する専門技術をも

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（WG6，

WG6T，

WG17）において連携した．

って参加した．それぞれにおいて，設計や開発，試験

4．専門技術インフラ整備

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，ひさき打上げ，ERG熱モデル試験MMO太陽電
池パネル熱真空試験を主体的に実施したほか，ASTRO−H

冷凍機微小擾乱やMMO太陽電池，

ERG熱制御材，

MMO

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．

の軌道上コンタミネーションなどの課題解決に貢献し
た．また，熱制御材料の紫外線照射試験や熱光学特性の

JAXA内外のユーザーが利用しやすいように環境整備を

測定をおこない，あかつき，はやぶさ2プロジェクト等

おこなった．

また，アーク加熱風洞の保守・整備を行うとともに，

に貢献した．機械式冷凍機に関しては，研究開発本部熱
グループと連携し，プロジェクト横断的（SPICA，

AS−

5．ループヒートパイプの研究

TRO−H）に協力している．またイプシロンロケットおよ
び再使用観測ロケットの空力，熱の課題解決の支援をお

①MLHPの特有の現象である片側熱負荷時の逆転流
動，多孔体フローレギュレーション機能を確認できる熱

こなった．

解析モデルを構築し，実験との比較によりモデルの有効

2．専門技術の維持・向上

性を確認した．これによりこれまで確立されていなかっ

たMLHP熱流動モデルを独自に構築し，全ての動作モー
「工学委員会戦略的基礎開発研究」に「高機能熱輸送

ドでの特性予測が可能となった．

宇宙科学プログラム技術委員会には①多層膜型フレキ

②独自の高性能SUSウィックを用いた内部可視観察
用MLHP実験システムを新規構築，これをパラボリック

シブルOSRの開発，②MLI排気特性測定，③熱制御材評

フライト試験に供し，地上環境下と微小重力環境下での

価，④高機能ヒートパイプ・蓄熱デバイス・機械式ヒート

蒸発器内気液分布・熱流動挙動および凝縮器二相流様式

制御の研究」の研究課題を応募し採択された．

This document is provided by JAXA.

114

1H．実験室及び専門技術グループ等

の違いを明らかにした．微小重力環境でのMLHPの内部

アイルを模擬した減圧試験とMLI層間気体の排気特性

流動を世界で初めて観察し，気液分布を明らかにした．

を取得する試験（以下，定常試験）を実施している．今

③セカンダリウィックの形状がLHPの動作に与える

年度は，近年需要の高まってきている「最外層銀蒸着テ

影響を調べ，低熱負荷時のスタートアップ特性の改善を

フロンMLI」に着眼を置き，

確認したほか，性能向上およびロバスト性を目指したセ
カンダリウィック最適化の方向づけをすることができ，

ング内減圧に伴うMLIの剥離防止のための設計データ
取得を行った．最外層を銀蒸着テフロンとすることで太

LHP高性能化に向けたセカンダリウィックの基本技術

陽光が直射する場合の衛星内部への熱流入量を通常の

を取得できた．

MLIよりも小さくすることができ，「ASTRO・・H」など熱

④独自の高性能SUSプライマリウィック機械加工時
のウィックの健全性を確認し，プライマリウィック製造
上の機械加工問題が解決できた．

H−IIA打上げ時のフェアリ

設計要求の厳しい科学衛星で使用予定である．

銀蒸着テフロンはポリイミドフィルムに比べてリジッ
ドな上，テフロンの劣化の観点から最外層に空気抜け穴

を設けるのが難しいため，通常のMLIよりも排気特性が

6．自励振動ヒートパイプの研究

悪く剥離しやすいと考えられる．

MLI剥離防止標準等でもこれまで全く調べられてこな

①OHP内部流動を可視化できるOHPの開発とそれを

かった最外層銀蒸着テフロンMLIの排気特性について

用いた実験をおこない，1gおよび無重量環境下での内部

知見を得，今後の科学衛星の熱設計に活かすことを目的

流動を計測した．

とした．

②OHP内部流動の熱流体数値解析モデルを構築した．
これにより初期気液分布とスタートアップの実験結果を

最外層銀蒸着テフロンMLIの定常試験H−IIAの最悪
減圧プロファイルの減圧試験を実施した．

再現できた．

10．熱制御材特性評価
7．次世代多機能型展開ラジエータの研究
塗料やサーマルフィラ，接着剤等の熱制御材はこれま
①高熱伝導性グラファイトシートをフィンとする多機

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

能展開ラジエータを設計製作，形状記憶合金とバイアス

市販されており，海外の衛星では使用されている．また

ばねを併用した独自の受動型可逆展開アクチュエータ，

衛星によっては，極低アウトガス特性やシロキサンフリ

および能動的電動アクチュエータを新規開発し，試験を

ー，取り外し・再施工のような，これまで使用してきた

実施した．

材料では対応できない要求がある．将来の科学衛星にむ

②アクチュエータを電動型，受動型と容易に変更可能
なデバイス形状へと改良した．

③課題はいくつか残されたものの，本手法の有効性・
多機能性を確認した．

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
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
である．

①「ASTRO−H⊥「ERG⊥「MMO」など開発中のプロ

8．アンモニア充填設備の整備

ジェクトへの熱制御材（粘着材Y9703，

ITOコート付き

銀蒸着テフロン，接着剤RTVS692など）提供及び技術
宇宙用二相流体デバイス開発のためのアンモニア充填
設備を整備した．

支援を通じてプロジェクト支援を行った．

②粘着材は多くの場合，熱制御フィルム同士の貼り合
わせなどに使用することが多く，深宇宙外表面に近いた

9．多層断熱材の排気特性に関する研究

め軌道上では一100℃以下の極低温から100℃以上の高温
までの環境に曝されるケースが多いが，メーカで保障さ

JAXAにおける「MLI剥離防止技術標準」の策定活動

れている許容温度下限は通常一40℃程度である．そのた

において，H一皿A打上げ時のフェアリング内減圧に伴う

め，軌道上で使用するためには独自に熱サイクル試験や

MLIの剥離防止のための設計データ取得を行っている．

極低温試験を実施する必要がある．今年度は，

各種MLIについてフェアリング減圧プロファイルを模
擬した減圧試験とMLI層間気体の排気特性を取得する

「ASTRO−H」のシステムTTM試験中に粘着材Y9703で
貼付けた10mil銀蒸着テフロンが剥離した問題を受け

試験（以下，定常試験）を実施している．宇宙研はこの

て，ITOコート有／無しの銀蒸着テフロンの極低温試験を

活動に積極的に参加している．特に，MLI層間の排気特

実施した．結果，Y9703は液体窒素温度では剥離してし

性を取得する試験とMLI層間圧力の物理現象の解明と

まうことが明らかになった．

解析モデル化については中心になって試験及び検討を実

③「ASTRO−H」や「ERG」で，導電性や耐放射線要求

施してきた．各種MLIについてフェアリング減圧プロフ

を満たすために使用が検討されている，これまで科学衛
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星で十分な使用実績の無かった熱制御材などを購入し，

のチャンバ空ベーキング時にコンタミネーション物質を

アウトガス試験や熱サイクル試験を実施しプロジェクト

採取し成分分析を行った．成分とその質量比を同定する

支援を行うとともに新たな熱制御材の知見を得ることが

ためには，従来行って来たFT−IRによる分析に加え
GC−MS分析を行うことが有用であることが判明したた
め，「ERG」については両方の分析を実施した，どちら
の衛星においても空ベーキング時のFT−IRによる定性分

できた．

④「ERG」，「ASTRO−H」等で使用予定であるもののア

ウトガスデータの無かった粘着材9703，9704や，科学衛
星では使用実績の無いサーマルフィラー・白色塗料（宇
宙用・民生用どちらも）・接着剤などのアウトガス測定を

析ではフタル酸エステルとシリコーンが検出された．こ

行い，今後の宇宙機用熱制御材の可能性を広げた，

データとも同じ結果であり，衛星が異なっても接着剤等

れはFY24に取得した「SP㎜一A」や「ASTRO−H」の

⑤衛星に使用されるガラスクロステープのアウトガス

の主コンタミネーション源の成分はこの2種（及び複数

の過去データが20年以上前と古かったため再測定を行

の衛星で確認されているパラフィン）であることが確認

ったところ，過去データと異なりアウトガス量がASTM

された．

基準を満たさないことが判明．これをきっかけに「ERG」
はテープを見直すなど，プロジェクトに直接貢献した．

13．高機能ヒートパイプの研究

⑥粘着材9704（「ERG」で使用予定），9703（「ASTRO−H」
で使用予定），

9709S，9725，接着剤RTVS692（「ASTRO−H」

海外の衛星では有用な熱制御デバイスとして注目・使

での使用候補）などを使ってポリイミドフィルムを貼り

用されている可変コンダクタンスヒートパイプ，ヒート

合わせた供試体にて，−150℃〜＋120℃の熱サイクル試験

スイッチ，蓄熱デバイスの設計・製作をし，その特性を

を約1000回実施した．

調べることで，その基礎技術や応用技術を習得し，衛星

⑦導電性要求がある衛星について，熱制御材を貼る粘

プロジェクトへの適用検討や信頼性確保に資することが

着テープにも導電性が要求される．通常よく使用されて

目的である．衛星メーカにはない技術を得る，また地上

きたテープは非導電性（Y966）であるため，導電性であ

試験における動作特性を把握し，衛星システム試験時に

るY9704について熱衝撃と放射線耐性があるか検証を行

生じうる現象を把握し，検証方法についての知見を得る

った．

ことも目的とする．

11．ロケットフェアリング内衛星構体排気の検討

と矩形グループのヒートパイプの試作を行い可視化実験

ロケット上昇中のフェアリング内減圧に伴う衛星構体

測によってヒートパイプの動作と内部流体が起こす現象

高機能ヒートパイプについて，今年度はΩ型グループ
に供する供試体の制作を行った．今後，可視化と温度計
内の空気の排気についての検討を行っている．イプシロ

を解明し，衛星実運用での対応策，将来衛星に資する開

ンロケットおよびH−HAロケットについて，衛星構体内

発を行う．また，宇宙用ヒートパイプの動作特性取得試

空気およびMLIの排気設計で使用するロケット上昇時

験をおこない，地上試験独特の現象について調べた．

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
と協議検討している．

機械式ヒートスイッチ，蓄熱デバイスについては，今
までは制作の容易性から実験室で実験できる供試体を制
作してきたが，本年度は宇宙での使用を想定し軽量化し

12．アウトガス評価

た容器の制作を行った．また，これら今までの研究成果
を用いて，実衛星に搭載した場合にどのような効果があ

軌道上で衛星をコンタミネーションによる性能劣化か

るかを検証した．目的に応じて，これらデバイスの使用

ら防ぐために，衛星の開発段階からコンタミネーション

方法も変わる．そこで，従来の深宇宙に向いたラジエタ

を管理する必要がある．分子状コンタミネーション管理

ーに機器を直に取り付ける熱設計では，200W必要なヒ
ータ電力を削減する目的で解析を行った．結果，PCMで

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

は重量が5kg増加する代わりにヒータ電力はOWにでき

類推するだけでなく実測することが重要であるが，これ

る結果を得た．また，機械的ヒートスイッチにおいては

まで，衛星熱真空試験やベーキングの際にアウトガス量，

本研究で作成したヒートスイッチで400gの質量増加で
ヒータ電力をOWにできる結果を得た．

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
った．現行開発中の衛星の地上試験の際にアウトガスデ
ータの取得，分析を行い，分子状コンタミネーション管

14．GAPSセンサ部の熱制御に関する研究

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

発に活かすことを目的とする，今年度は，科学衛星
「ERG」と「MMO」について，熱真空試験時及びその後

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．また，惑星周
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回軌道上と異なり重力の影響があるため，気球特有の環

16．MEMSを使った赤外放射可変デバイスの研究

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）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

テムリソース削減を目指している．そのため，宇宙機の状

ラジエータの高機能化によって，電力および重量のシス

成は，検出器の発熱を低温のラジエータパネルまで輸送

況（宇宙機の温度熱環境ミッションフェーズなど）に
より赤外放射率を自由にコントロールできるような熱制

一35℃以下に保つ必要がある点である．冷却システムの構
し，宇宙空間へ輻射放熱することを計画している．現在，

御デバイスの開発を行うことを目的としている．放射率の

観測とシステムの要求を満たす熱輸送デバイスとして有

制御に電気を使う点が短所であるが，軌道上において放射

力視しているのは自励振動型ヒートパイプ（OHP）であ

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

る．そこで，ターン長が6mクラスの大型OHPを作成し，

ような用途も多い，今年度は，昨年度に引き続き，MEMS

恒温槽を利用した実験によって実機クラスでの熱輸送を

シャッターを応用した放射率可変デバイスを試作し

確認している．熱輸送システム開発に伴い，逆止弁の開

た．設計目標がε

発，逆止弁の効果，作動流体の最適化，リザーバの動作

のに対し，今年度の試作品の性能は，ε

に与える影響，配管経路の最適化を行い，大型の熱輸送

ε

eff，close＝0．14，εeff，open＝0．52である

eff，close＝0．40，

eff，open＝0．81であった．

システムとしてGAPSにOHPを適用するための開発を
17．多層膜によるフレキシブル熱制御材（COSF）

おこなっている．

の研究

15．放射率可変素子（SRD）の高機能化に関する
研究

本研究は，軌道上での使用実績が十分にあるポリイミ
ドフィルム上に多層薄膜を施すことにより，設計によっ

力の削減および軽量化の観点から重要である．そのため，

て太陽光吸収率αSや全半球放射率εHを自由に選択で
きるフレキシブル熱制御材COSF（Controlled Optical

高温で放射率が高く，低温で放射率が低くなる自律型熱

Surface

制御デバイスの開発を行っている．放射率可変素子

徴は，形状がフレキシブルである他，従来のようなガラ

（SRD）は，小惑星探査機「はやぶさ」，小型工学実験衛

スやフィルムの光学特性に制約を受けることなく，熱光

星「れいめい」に搭載され，軌道上実証試験を行い，長

学特性の設計が自由に行えること（性能のフレキシビリ
ティ），多層薄膜に使用する材料を予め紫外線・放射線等

宇宙機の熱制御において，ラジエータの高機能化は電

期間におよぶ軌道上動作が確認されている。この熱制御

Film）の開発を目指している．この熱制御材の特

デバイスは，機械的な要素と電力を必要としないため，

に耐性のある材料を選定できること，αSの入射角度依

軽量かつ高い信頼性を備える，現在，さらなる高性能化・

存性が調整できること等が挙げられる．また，従来の
OSRのように金属（アルミ，銀など）を用いて太陽光を

高機能化を目指して開発を継続している．具体的には，

反射させていないため，電波透過性があることも大きな

強磁性材料であるペロブスカイト構造Mn酸化物（従来
のSRD）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

特徴である．具体的には，誘電体多層膜を遺伝的アルゴ

射率可変素子（SRDM：Smart

帯域（0．25〜100μm）の反射率をコントロールしており，

tilayer

Radiation

Device

with

Mul−

film）の開発を行っている．現在までに開発され

たSRDMは，室温付近を境に，低温側で0．36，高温側で

リズムにより設計，膜構成を最適化し，少ない層数で広
そのための設計手法の開発も行っている．ラジエータ材
料としてCOSFを設計した場合，設計目標をαS＜0．10，

0．78の放射率変化を有し，太陽光吸収率は0．22である．

εH＞0．80と設定したのに対し，今年度の試作品の性能

開発要素と手法は以下のとおりである．

はαSニ0．11，εN＝0．71であった．これまでに，誘電体

①バルク材料の性能向上：現材料（LSMOおよびLSCMO）

多層膜の境界付近における光学定数の不確定性につい

以外の候補材料について単結晶を製作し，電気抵抗率

て，以下の2つの方法を使った改良を検討している．

の温度依存性を測定することによって，赤外放射率の

①境界層付近に生成される中間層の光学定数を把握（測

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

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
施する．

②中間層が生成されないような成膜方法の採用する．具

体的には，新対向ターゲット式スパッタ（NFTS）に
よる多層薄膜を試作する．

射率の変化量が大きくなるような多層膜の設計を実
施．
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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

117

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．具体的には，金属お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って励起された表面波を

大気中，真空中における多孔質断熱材料のふく射・伝

レーザー干渉計（非接触式）で検出，表面波位相速度の

導伝熱挙動を実験的，理論的に明らかにし，宇宙機の断

温度依存性を測定する．今年度はSi3N4などの材料に対

熱設計の革新的な技術の向上を図ることを目的としてい

し，約1500Kまでの表面波の温度依存性の測定を行い，

る．使用する断熱材には，アウトガス，電気絶縁性，耐

その測定手法が有効であることを示した．

熱性，耐紫外線性，耐放射線性等に優れ，かつ軽量化が
熱伝導をカットするための両面アルミ蒸着フィルムを挿

21．科学衛星に使用する熱制御材料の劣化評価お
よび予測に関する研究

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

科学衛星に使用および使用予定の様々な熱制御材料に

図れるポリイミドフォームを使用し，多層構造（ふく射

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，これ

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，軌道上での熱光学特性の劣化を

まで，複雑な多孔質断熱材料のふく射・伝導伝熱を理論

評価している．地上で照射試験を行う場合，大気中では

的に明らかにすることを目的とし，SPring8のX線ビー
ムラインを使用し，CTによる構造解析を行うことによ
って，3次元熱解析モデルの構築を行い，格子ボルツマ
ン法を用いた熱伝導率計算コードを作成し，熱伝導率の
計算を行ってきた．また，多孔質断熱材の熱伝導率を定

時間の経過とともに劣化の回復が生じるため，簡易型太

る．また，劣化の回復現象についても観察している．今
年度は，昨年度に引き続き，熱制御材料の劣化予測につ

常法で測定し，格子ボルツマン法を用いた推算値と比較

いての検討を行った．また，サンプルを大気に曝すこと

を行ってきた．現在まで，それらの結果をもとに高性能

なく，真空のまま熱光学特性の測定が可能な装置の開発

なポリイミドフォームMLI（PF−MLI）を製作し，その断

を行い，照射試験設備との噛み合わせ試験を行った．

陽光吸収率測定装置を開発し，それを照射試験設備に設
置，照射後，すぐに材料の熱光学特性の測定を行ってい

熱性能を測定している．その結果，従来のMLIと比較し，

22．極低温衛星用の高性能断熱材の開発

軽量で断熱性能が高くなることを明らかにした．

19．宇宙用ハイブリット光・熱エネルギー変換素
子の研究

本研究は，極低温で使用される高性能なMLIの開発を
目的としている．MLIの断越性能が評価される指標であ
る実効輻射率は境界温度によって変化する．しかし，こ

本研究は，熱光起電力（Thermophotovoltaic：TPV）と，

熱電発電（Thermoelectric：TE）の一体化を図ったハイ

ブリット光・熱エネルギー変換素子（Hybrid
Conversion

HECDは，

Energy

Device：HECD）の開発を目的としている．

TPVによる光エネルギーから電気エネルギー

への変換と，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

の点に関して宇宙機用のMLIで詳細な検討を行った研
究は無く境界温度を150K以下の低温に境界温度を有す
るMLIの正確な断熱性能予測が困難である．
①ボイルオフカロリメータ法を使用した高精度な断越

性能計測と解析によって，極低温でのMLIの断越性
能を予測する事を可能にした，

②過去の文献などの調査と実験によって，ベルクロ，通

高めることを狙っている．TPVに効果的な波長を選択す

気孔など機械環境などに適用するための施工が断熱

るフィルターの開発，TPVとTEの適切な配置などを含

性能に与える影響を評価した．

めたシステム検討を行い，試作を行っている．

③ロケットによって打上げられる宇宙用MLIの層数な
ど最高性能が出せるように設計の最適化を行った．

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

④極低温での断熱性能を決める支配的要因が明らかに

なると共に，高断熱性能MLIの管理方法も確立する
事を可能にした．

本研究は，大気圏再突入機の熱防御材など，真空・高
温下における材料表面の垂直分光放射率，光学定数，膜

23．極低温高放射率ラジエター材料の開発

厚等の時間的変化を同時に測定し，高温下での表面状態
の変化および熱光学特性を明らかにすることを目的とし

放熱面に使用される塗料などは，常温では高輻射率を

ている．これまで，分離黒体法による試料表面の垂直分

実現するが，多くの塗料は20K以下の極低温で放射率が

光放射率と偏光解析法による光学定数・膜厚等の同時測

急激に低下する事が知られている．また，様々な塗料の

定装置の構築を行い，測定技術がほぼ確立できた．現在

測定を行った前例が多くはなく，データベースから宇宙
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一タを用いて反射率による測定の評価を行った．

機の熱設計を行うことは困難である．

幾何学的に光をトラップする形状のラジエターを設

⊃極低温で高輻射率見込みのある塗料を塗布した表面
の，各波長の反射率測定によって任意温度での輻射率

計・開発し，その評価を液体窒素温度で行い，20K以下
の極低温で表面の塗料の輻射率に依らず輻射率が0。7以

の測定を行った．

上の高輻射率を実現できることを示した．

②液体窒素温度以上でカロリメトリックに測定したデ

13．構造・機構・材料グループ
佐藤英一（グループ長）
後藤

健

石村康生

下瀬

奥泉信克

滋

河野太郎

竹内伸介

小松敬治

松永三郎

峯杉賢治

伊藤文成

2．専門技術の維持・向上

1．プロジェクト等への参加

工学委員会戦略的基礎開発研究として，高精度大型宇

専門技術をもとに，開発中のプロジェクト（SPRINT−A，
ERG，イプシロン，

宙構造システムの開発研究，宇宙科学プログラム委員会

再使用観測ロケット），プリプロジェクト（SPICA），実

の元での活動として，準能動的防振サンドイッチパネル

はやぶさ2，ASTRO−H，

BepiColombo，

験室（大気球，観測ロケット）に，構造系担当その他と

の開発及びサーマルスナップの予測評価手法の研究を実

して参加している．また，ワーキンググループ（先進的
固体ロケットシステム，SLIM，中型ソーラー電力セイル，

施している．

今後の衛星の微小擾i乱試験および先進的擾乱アイソレ

火星飛行機FRV，次世代標準バス）の活動に，構造担

ーション構造の開発のために，微小擾乱試験用資機材を

当その他として参加している．

整備した．

14．電子部品・デバイス・電源グループ
廣瀬和之（グループ長）
三田

信

齋藤宏文

梯

友哉

久木田明夫

伊藤大智
豊田裕之

1．電子部品・デバイスに関する活動

池田雅彦
川崎

治

池田博一
村島未生

1．3

嶋田貴信

高島
高橋

健
優

尾崎正伸
田中孝治

部品不具合対策・タスクフォースへの参加

HR5000S，
1．1

小林大輔

SP5003のアップセット発生確率をシミュレ

ーションコードCREMEを用いて算出した．

プロジェクト等への参加

（1）科学衛星への民生部品の適用検討

（2）MMO（APL／NSPAR審査，
（4）ASTRO−H（APLの作成，
（5）はやぶさ2（APLの作成，

1．4

PAPDB登録）

（3）SPRINT−A（APL／NSPAR審査，

PAPDB登録）

APL／NSPAR審査）
APL／NSPAR審査）

（6）科学衛星部品の国産化／つくば部品Gの進捗管理
（FPGA，

（8）プロトンによるSEU問題の検討（はやぶさ2，

1．5 JAXA委員会での審議
（1）宇宙用部品総合対策推進会議での審議
（2）宇宙用部品技術委員会での審議

PoL）

（3）電子部品分科会での審議

（7）ひさきSC2リセット（SP5000S）検討委員会
ERG

へ検討資料展開）

（9）部品技術の蓄積（元NEC，元日立の招聰研究員と
の定例勉強会，若手教育）

1．2

部品に関するWeb情報を関連プロジェクトへ展開

した．

科学衛星用部品の信頼性保証プログラム概要の作

成（所内配付）

科学衛星部品プログラムの背景となる宇宙用部品の信

（4）部品推進会議での審議
（5）部品入手安定化検討会での審議

（6）宇宙転用ハンドブック（科学衛星編）での審議
（7）部品開発検討分科会での審議

1．6JAXA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
の審議（USEF）

頼性保証プログラムの考え方を解説した文章を作成して

（2）最新デバイス委員会での審議（HIREC）

制定した．

（3）Nuclear

and

Space

Radiation

Effects

Conferenceで

This document is provided by JAXA.
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の発表（1件）
（4）CMSE：Components

tronics

2．3
for

Conference

Military

and

and

Space

Elec−

Exhibitionへ参加（NASAプ
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充放電器とバランス回路を統合したバランス充放

電器の開発

ログラム，民生部品利用，実装技術，信頼性等の

バッテリを用いる従来の蓄電源システムでは，バッテ
リ制御のためには「充放電器」と「バランス回路」の2

最新情報の調査．）

つのコンポーネントが必要となる．本研究ではこれら2
つのコンポーネントを1つに統合することで蓄電源シス
テム構成を大幅に簡素化することが可能な「統合型バラ

2．電源に関する活動

ンス充放電器」の開発を行った．

2．1

プロジェクト等への参加

あかつき，BepiColombo／MMO，

PWMコンバータと共振形多段倍電圧整流回路の組合
SPRINT−A，

ASTRO−H，

ERG，はやぶさ2， SPICA，エアロキャプチャ，火星複
合探査MELOS， SLIM， APPROACH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

せにより統合型バランス充放電器を導出した．本統合型

バランス充放電器では，PWMコンバータが主に充放電
器として動作し，多段倍電圧整流回路がバランス回路の

機能を実現する．PWMコンバータは従来のコンバータ
とほぼ同様の原理で動作する一方，PWMコンバータ内

てその活動に協力した．SPRINT−Aではフライトオペに
参加し，打上げからクリティカルフェーズまでの異常時

路を駆動する．一般的に，多段倍電圧整流回路を駆動す

対応計画を立案した．BepiColombo／MMOでは，太陽電
池パネルの熱真空試験を実施し，高照度高温環境ドで耐

充放電器では交流電圧発生回路を用いることなく倍電圧

性を有する設計に指針を与えた．ERGにおいては，電源

回路を駆動することができる。言い換えると，従来のシ

で副次的に発生する交流電圧を用いて多段倍電圧整流回
るためには交流電圧発生回路が必要となるが，本統合型

サブシステム担当として，またミッション部電源系担当

ステムと比較して交流電圧発生回路を削除することが可

として開発を進め詳細設計確認会を実施し，EMC担当と

能なため，回路構成を簡素化することできる．このよう

してはEMC計測および対策を行いプロジェクトに貢献

にt副次的に発生する交流電圧を有効利用することで回
路素子数の増加を招くことなく2つのコンポーネントを
統合できるため，蓄電源をシステムレベルで簡素化する

した．

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．

ことができる．

また宇宙用電池のエネルギー密度は，民生品のそれより

て詳細な動作解析を実施し，動作条件の一一般化を行った．

PWMコンバータと共振形多段倍電圧整流回路に対し

も数割小さい値に留まる．これは，打上げ時の振動・衝

更に，6直列のセルに対して統合型バランス充放電器を

撃や真空中での充放電に耐える頑丈なケースや電極が，

試作した．初期電圧を意図的にばらつかせた状態から充

重量増を招くためである．そこでステンレス箔をケース

放電サイクル実験を行った結果，本統合型バランス充放

に用いた軽量なラミネート電池（以下，SUSラミネート

電器により電圧ばらつきを解消しつつ充放電サイクルを

リチウムイオン：：次電池と表記）を試作し，宇宙機への

実施可能なことが示された．

適用性評価を進めている．

本活動における成果は，国内学会発表1件，国際会議
発表1件，学術論文（IEEE）掲載1件，特許出願1件，

試作したSUSラミネートリチウムイオンニ次電池は，
あかつき用電池と同じ内部構成材料を用い，11Ahの小容

である．

量でありながら129Wh／kgの高いエネルギー密度を達成
した．これを真空中で充放電サイクル試験に供したとこ

2．4

火星表面探査に最適化した太陽電池セルの開発

ろ，通常のAIラミネートリチウムイオンニ次電池は膨張

火景着陸探査技術実証（MELOS）WGでは，2020年

して使用不能となったのに対し，SUSラミネートリチウ
ムイオンニ次電池には変形が見られず，正常に運用する

代初頭の火星探査を目指している．JAXAはシャープと
協力し，次世代の宇宙用太陽電池として，逆積み格子不

ことができた．

整合型3接合（IMM3J）太陽電池セルを開発している．

また，CFRPを用いた軽量の取り付け治具を試作し，
振動試験を実施した．加振中の放電挙動に異常はなく，

試験前後で電池の特性が変化しなかったことから，十分

これは厚み10μm程度と薄く柔軟で，30％を大きく上回
る高い変換効率を実現する太陽電池である．

IMM3Jを含む多接合太陽電池は，異なる波長に感度を

な機械環境耐性を持つことを確認した．現在の技術で直

持つ太陽電池（サブセル）を直列接続して構成される．

ちに実現可能なエネルギー密度は，115．5

火星大気は700nmより短い波長の光を大きく減衰させ

Wh／kgである．

これにより宇宙用電池の大幅な軽量化を実現し，宇宙
機の軽量化に寄与できる見込みを得た．

るため，AMOスペクトル用のIMM3J太陽電池を火星表
面で使用すると，サブセル問の発生電流バランスが崩れ
る．そこでサブセル構造を火星表面の太陽光スペクトル
に最適化することで，変換効率を高めることができる．

This document is provided by JAXA.
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平成25年度は，700nm以下の光を吸収するTopセル
の厚みを増し，発生電流が過剰になるBottomセルのバ

10月の初期チェックアウト以降，継続して実証データを

ンドギャップエネルギーを増すことで電流を絞りつつ発

取得した．来年度も継続して実証データの取得を行う予

生電圧を向上させた．その結果，AMOスペクトル用

定である．

今年度は9月に「ひさき」に搭載されて打上げられ，

IMM3Jセルに比較して，火星表面での発生電力を約1割
向上させることに成功した．

2．7

2．5

ボトムセルに格子不整合材料であるInGaAsを用いた構
造とすることで，従来のリジットタイプに比べ，30％以

プラズマ環境下でのアーク放電コネクタ分離・結合時
の勘合不良による短絡や給電不良の原因を排除できると
ともに，スリップリングへの応用においては接点の摩耗
粉による短絡，接触抵抗の変動等の耐久性を中心とした
問題を解決できる．また，給電側と受電側の位置決めに

上の高い変換効率が実現可能であり，パドルの軽量化・

自由度があるため，コネクタ勘合に比べて無人・無重力

省スペース化に寄与できることから，将来，様々な惑星

の環境での信頼度が向上できる．

非接触電力電送の宇宙適用性の研究

非接触電力伝送技術は金属接点を有さないため，宇宙
惑星探査機適用に向けた薄膜3接合太陽電池セル

の耐性評価
逆積み格子不整合型（IMM）3接合太陽電池セルは，

探査ミッションへの搭載が期待されている．例えば内惑

このように非接触電力伝送技術は，将来の宇宙共通イ

星探査であれば高光強度高温，外惑星探査であれば低光

ンフラとして基盤技術向上が期待できるため，本年度は

強度低温環境など，地球から遠く離れた深宇宙環境下で

民生用で応用が進んでいる電磁誘導方式に着目し，コイ

は，地球周回衛星とは異なる太陽電池セルの設計・評価

ルの試作と伝送能力の予備的評価を行った．コイルにつ

が必要となる．特殊かつ非常に広範囲に渡る環境に晒さ

いては宇宙用としての省スペース化及び実装のフレキシ

れることから，将来の探査ミッションへのIMMセル適
用に向けては実環境下での耐性評価が必要不可欠とな

ビリティを意図し，銅の表皮効果を利用してコイル厚み
を薄くするため，ポリイミドのフレキシブル基板上に銅
箔により形成したコイルを試作した．また磁束を集中さ

る．

そこで本年度は，惑星探査機が宇宙空間で曝される低

せ伝送効率を向上するために磁性シートとの組み合わせ

光強度低温（−90℃，0．2sun）および高光強度高温

を検討し，コイル位置及び距離に応じた伝送効率を計測

（220／150／100℃，5／2sun）環境下において，1000時間以上

し，基本的特性の把握を行った．引き続き伝送効率向上

の連続照射試験を行い，各種環境における出力および劣

のためのコイル形状，共振特性，伝送周波数の検討を進

化特性を取得した．その結果を基に，性能予測手法を確

めている．

立しパドルの設計最適化への寄与，また性能低下に対す
る温度および光強度の依存性・劣化メカニズムの解明を
目指す．

2．8

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
宇宙用太陽電池は高温・高照度環境で劣化することが，

2．6

次世代小型衛星電源系要素技術実証システム

NESSIEは，主に将来科学衛星や探査機iにおいて，今
後利用が予想される，高効率多接合薄膜太陽電池アレイ

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
さえ技術的な困難を伴った．今後来るべき将来ミッショ

シート（SSS：スペースソーラーシート）を機能構造膜化

ンに備え，高温・高照度での劣化評価方法を確立する必

した薄膜セル応用機能構造パネル（KKM−PNL），リチウ

要がある．

ムイオンキャパシタ（LIC）及びその充電回路の宇宙実
証を目的とする。

MMO用太陽電池パネルの開発初期段階では，光照射
試験ではなく，簡易に実験を行える順方向通電による試

KKM−PNLは，現在使用されている太陽電池パドルの

験も行った．しかし，光照射試験による劣化と順方向通

重量に比べ，半分程度の重量へと軽量化が期待出来，様々

電試験による劣化の程度は同じにならなかった．劣化の

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

違いが生じるメカニズムを明らかにすれば，高集光での

量化が期待されている．

太陽電池セルの長期劣化特性を，順方向通電試験によっ

LICはリチウムイオンニ次電池等に比べ安全性が非常
に高く，広い動作温度範囲を持つ．また，リチウムイオ
ンニ次電池に比べ容量劣化が非常に少ないため，太陽発

て比較的容易に予測することが可能となる．

今年度は，10倍，100倍，1000倍の順方向通電を2000h
行い，劣化の程度を評価した．

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
が期待出来る．また，キャパシタなので規定電圧に到達

2．9

X線天文衛星「すざく」太陽電池パドルの軌道上発

した段階で充電完了するため，定電力充電が可能であり，

生電力解析

充電電力を一定にすることで日照中の必要な電力の平滑

X線天文衛星「すざく」は，2005年7月の打上げ以降，

化が可能である．

順調に観測を続けてきた．しかし，2011年中頃以降，

This document is provided by JAXA.
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太陽電池パドルの発生電流がそれまでとは異なる傾きで

等の影響による放射線劣化量の増加に起因していること

1年以上に渡り低下していることが確認された．そこで，

を疑い，更なる検討を進めた．

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

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

前者については，打上げから6年経過後に太陽電池セ

ルが通常の運転温度から20℃程度上昇したと仮定する
と軌道上での低下を説明できることが示された．一方後
者では，新たに提案された宇宙環境モデルAP−9／AE−9を

陽電池アレイの劣化量は，本予測手法に基づいて算出さ

用いて1年間の等価1MeV電子換算被曝量を計算すると

れた性能低下に比べて大きいことが示唆された．今回確

3．0×1014／cm2程度と見積もられ，本放射線環境条件下で

認された軌道上での発生電力低ドに対する要因として，
（1）太陽電池セル温度の上昇，または（2）太陽フレア

流低下と一致する解析結果を得た．

は，打上げから6年以降に観測された軌道上での発生電

15．通信・データ処理グループ
川暗繁男（グループ長）

坂井智彦

小林雄太

冨木淳史

吉田賢史

1．はじめに

に効率の改善がなされ，過去のJAXAの探査機用のSSPA

平成25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

EMの環境試験として，60Coを用いたトータルドーズ試
験（15krad），−20℃〜＋60℃（＜1E−3

系並びにプロジェクトと密接に関連しているものが多

験振動試験（正弦波・ランダム波），準静的加速度試験

く，厳密にこれらと区別することは難しいが，研究より

衝撃試験等を実施し，宇宙環境耐性を有することを確認

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

した．平成26年度以降は，FMの製作・評価を行い，
PROCYONプロジェクトにおいて，搭載実証を実施して

告を行う．

いく予定である．

2．活
2．1

動

内

と比較しても，10％以E高い効率を実現している．また，
Pa）での熱真空試

容

衛星搭載高性能GaN固体電力増幅器の研究開発

HPAし・Lt「iaN」

現在，衛星搭載用の大電力増幅器として，TWTA
（Traveling

Wave

Tube

Amplifier）および，

Arsenide）を用いたSSPA（Solid

State

Power

図1

GaAs（Gallium

Amplifier）

が搭載されている．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

GaN衛星搭載高性能GaN固体電力増幅器EM外観

表1GaN衛星搭載高性能GaN固体電力増幅器EM電気的性能
Size

150＊120＊62mm

Weight

1．47kg

TWTAと同等の出力，効率を実現できれば搭載増幅器の

Output

大幅な小型化・低質量化を実現できる．また，GaN

Power

（Gallium

Efficiency

Nitride）を使用したSSPAは効率50％以上が可

power

consumption

41．8dBm
44．6W（＋36V）
33．8％（＠＋20degC）

能と考えられ，従来のSi，GaAsデバイスの効率と比較し
て高出力，高効率化が期待でき，広いバンドギャップ特
性から放射線にも強く，TWTAと比較すると小型，軽量，

2．2

PROCYON搭載軽量X帯深宇宙通信システムの開発

PROCYONは，超小型衛星による小惑星フライバイ探

低消費電力化が期待できる．

査ミッションを目的として，「はやぶさ2」のピギーバッ

平成25年度は，昨年度までの成果を活かして，超小
型深宇宙探査機PROCYONへの搭載を目指し，主にX帯

る深宇宙探査ミッションは，大型衛星とは異なる信頼性

の搭載用固体電力増幅器の研究開発を進めた．

基準，コストのバランスによって成立させる必要がある．

①X帯SSPA EM製作・評価
②X帯SSPA EM環境試験
③X帯SSPA FM設計
SSPA EMの外観を図1に，電気的性能を表1に各々示
す．表1に示すように，既存の搭載系SSPAよりも大幅

ク搭載機会での打上げを目指している．超小型衛星によ

特に搭載重量や発生電力の制約条件は大きく，従来の宇
宙用通信コンポーネントの設計概念を大きく変えて積極
的な民生部品の活用と小型軽量化に最適な技術の導入が
不可欠である．そこで，これまで宇宙研と東大超小型衛
星組合で行ってきた通信技術をコンバインして小型デジ
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タルトランスポンダ，GaNを用いた高効率SSPA，超軽

正常に通信が行えていることを確認した．エアロシェル

量アイソフラックスLGA（Low

Antenna），送受共

によるマルチパスの影響が懸念されたが，エアロシェル

Antenna）・HGA（High

なしの場合に比べRSSIは上昇し， PERが依然0である
ことから今回のシステムの場合，エアロシェルによる悪

用広帯域平面MGA（Medium
Gain

Gain

Gain

Antenna），低損失BPF（Band

Pass

Filter）・DIP

影響はないことを確認した．

（Diplexer）の開発を進めて来た．

平成25年度は，通信系構成の検討，各コンポーネン

トの設計，EM開発環境試験を実施した．

IM

PROCYON

Aero

shdl

の外観と通信系サブシステムのブロックダイヤグラムを

図2に示す．平成26年度以降，FMの開発を進め，
PROCYONプロジェクトでの搭載実証を経て，革新的な
超小型深宇宙搭載通信システムが完成することで，通信
に起因する制約を解き放って，新たな科学衛星ミッショ
ンを創出する突破口を切り開くことが可能になる．
ContrC

図3
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2．4

X卜幡A

ロケットアビオニクス低コスト化研究

ロケットアビオニクスの低コスト化に向けて，民生部
図2PROCYON外観通信系サブシステムブロックダイヤグラム

品の活用，システム構成の検討，ロケット追跡管制シス

2．3

いては，車載・産業品の中心とした民生部品の適用，ま

テムの簡素化の3つの取り組みを行っている．部品につ
RVTロケット内ワイヤレスヘルスモニタリングシ

たその品質管理手法，試験方法についてプロジェクト横

ステム
高頻度再使用ロケットの実験機RVT（Reusable

Vehicle

Test）内部における完全ワイヤレスセンサネットワーク

断的に検討を進めている．システム構成は，これまでの
モジュラー型アビオニクスの考え方に加えて，今後は民

システムを実現するため，従来の通信機能のみではなく

生部品を積極的に活用することにより，より小型・分散

電力伝送機能も付加したワイヤレスヘルスモニタリング

化する方向である．ロケット追跡管制システムは，衛星

システムを提案している．本年度はシステム実現性を検

通信回線を用い地上局に依存しないシステム構築の検討

証するため，マイクロ波電力伝送（MPT：Microwave

を進めている．

Power

Transfer）システムおよびZigBeeシステムを統合

し，制御するハードウェアおよびソフトウェアの設計，

これら上記3つの実現に向けて，必要な通信機器の開

試作，評価を行った．図3に実機を用いた通信機能のみ

発ネットワークの基礎評価を行った．ロケットではこ
れまで個別配線が主体であったが，冗長系システムを構

の評価を行っている様子を示す．基地局とセンサ局を機

築し信頼性の確保を行うために，ネットワーク化が重要

内に設置し，センサ局の位置を10箇所変えて様々な場

な要素となる．車載，鉄道，航空機分野などでの採用が

所で通信ができるかどうかRSSI（Received

進み，低コストで実現可能なネットワークとして

Strength

Indicator）およびPER（Packet

Error

Signal

Rate）を測

定した．エアロシェルがある場合と無い場合で測定を行

Ethemetに着目し，

TCPAPを用いた汎用Ethemetと，
産業用リアルタイムEthemetとの併用を視野に各種評

い，エアロシェルのマルチパスが与える影響も評価した．

価を行っている．地上と搭載との通信にはIPを用い，シ

表2に測定結果を示す．全ての位置でRSSIの規定値で
ある一93dBm以上の値を示し， PERも0であることから

ームレス接続する通信機の開発を進めている．本通信機

は無線LANモデムの延長であり，衛星・ロケットで割り
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当てられているS帯の周波数を使用し，最大数百kmま

コープシェルやバッフルの材料物性値として，CFRP

でカバーしていることである．また双方向の通信コード

の値を適用したところ，計算時間が3．5〜4倍に増大し

を用いて中精度の測距を行い，TCPAPに加え独自のネッ

た．「SPICA」の衛星構造体の大規模電磁界シミュレーシ

トワーク層による再送機能を有している．衛星経由の通

ョンは，ワークステーションレベルのリソごスにおいて

信機には，ロケット搭載に適した通信衛星の比較・検討

H

も十分な計算コストとして成立することが分かった．

を行い，また宇宙研で実績のあるイリジウム通信機につ
表4

いての評価を行った．通信方式，地上を介さないモジュ
ール間の直接通信により飛翔保安に適用できる範囲内で
の遅延時間を得られる見通しを得ている．今後は衛星経

由の通信と直接通信との独立した2系統の通信路を確保
し，EthemetとIPで統一したコンパクトなシステムの構
築を行う予定である．また，電磁干渉しゃへい室に設置
されている電磁干渉（EMI）測定装置の利用も検討する．

oッフル素材

PEC
PEC
CFRP
CFRP

次期赤外天文衛星（SPICA）の電磁環境両立性

開口部の有無 メツシュ数

計算時間

あり

3，598，806

なし

3，457，304

13h，52m，54s

あり

3，598，806

46h，58m，56s

なし

3，457，236

56h，23m，39s

14h，00m，46s

Notes
OS：Windows Server 2008 R2
CPU：Intel

2．5

設定条件とメッシュ数および計算時間の関係

テレスコープシェル，

メモリ

Xeon

E5−2670＠2．60GHz

x2

192GB

（EMC）の検討と予測ツールの整備
通信・データ処理グループではアナログ高周波技術と
その知見を生かして，「次期赤外天文衛星（SPICA）」の
電磁環境両立性の検討に取り組んでいる．

「SPICA」のEMCはリスク低減計画により表3の通
り抽出され，リスク低減フェーズ（RMP）の中で検討が
実施された．

表3

識別されたSPICAのEMCリスク

想定しない雑音源の判明

1

2

ダウンリンク電波干渉による検出器性能劣化

3

冷凍機磁場による検出器性能劣化

4

衛星電源雑音による検出器性能劣化

5

DC−DCコンバータ雑音などによる検出器性能劣化

6

信号／電源の不平衡電流などによる検出器性能劣化

7

冷凍機配管の誘導電流による検出器性能劣化

（a）

この中で，表3に識別された「SPICA」のEMCリス
ク項目2のバス部のX帯高速ダウンリンク電波と超高感
度のボロメータ観測センサーへの電磁干渉ついて，電磁
界シミュレータによる数値解析を使用して干渉レベルの
検討をおこなったので，本報告ではこれについて取り上
げる．

RMP＃2では光学系において設計に進展のあった副反
射鏡やバッフルチューブ，10Bを加えX帯においてシー
ルドに寄与しないトラス構造，リブ類の削除しメッシュ
数を削減した上で，電磁界に影響を及ぼす開口部の有無
（主にバス部）や，テレスコープシェルにCFRP

Hの導

（b）

図4 SPICA衛星構造体の電磁界解析結果：（a）PEC開口部なし，
（b）CFRP H開口部なし

電率（2．857e4）を適用した場合の解析をおこなった．そ

れぞれの設定条件において計算コストを割り出した結
果，表4の通りとなった．

衛星構造体の電磁界解析結果を図4に示す．ペイロー
ドモジュール内に発生する電界強度は，テレスコープシ

「SPICA」の衛星構造体はMLIでシールドされ開口部

ェルとバッフルに与えた導電率や開口部の有無に関係な

を積極的に塞ぐ方針である．このため開口部を減らせば，

く似た電界分布となることが分かった．PLM周辺や内部

メッシュ数が減ることから計算時間も短縮出来ると考え

の電界強度に詳細な比較については，引き続き検討をお

られるが，大幅な時間短縮はなかった．一方で，テレス

こなう予定である．
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1．あけぼのプロジェクト
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坂野井健
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利根川豊
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彰

育
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亙
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寛
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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」

を行った．2013年4月から2014年3月までの実績は総
計610パスであった．取得したデータはオンラインで宇
宙科学研究所に送付し，SIRIUS（テレメトリデータのデ
ータベース）に格納した．

を主目的としていた．その後の科学コミュニティからの

「あけぼの」衛星のデータの一部は，サイエンスデー

要請，搭載観測機器の性能維持状況等により，2011年度

タベース（SDB）およびDARTSデータベースによって

以降の観測計画では，主目的を「放射線帯等の内部磁気

国内外の研究者に提供されている．

圏領域を重点的に観測し，次の太陽活動極大期までのデ

3．科学成果

ータの取得を行い，太陽活動変動の全てのフェーズのデ
ータを取ることによって，内部磁気圏現象と太陽活動と
の関連を解明すること」とした．

3．1

長期間データを用いた，放射線帯の高エネルギー電

子を増やす太陽風の条件の解明

2014年2月に，25年間のデータ取得を達成した．現

Miyoshi

在の太陽の活動サイクルの上昇が遅れたので，太陽の活

et

aL［GRL，2013］は，「あけぼの」衛星や

動周期（通常11年）2サイクル分のデータ取得は2013

GOES，

年度8月に達成された．

までの長期観測データを用いて，地球にやってくる太陽

POES衛星等の人工衛星の1994年から2008年

風と放射線帯中のエネルギーの高い電子の関係を統計的

2．衛星運用及びデータ取得

に解析し，放射線帯の電子の数を増やすために必要な太
︶

陽風の条件を明らかにした．
2．1

衛星の運用

速い太陽風の中に南向きを向いた磁場が含まれてい
︶

「あけぼの」衛星は，1989年の打上げ以来25年にわ
たり，順調に科学観測を続けている．電磁場・波動・プ
ラズマ・放射線帯粒子などのデータを取得する9種の観

宇宙嵐時に電子の数が増えるためには，スピードの

1

2

ること

このとき数日間にわたってコーラスと呼ばれる宇宙

測機器を搭載し，オーロラ現象等に関連する地球電離

の電波が強く発生しやすい状況になり，電子の数が

圏・磁気圏の観測および放射線帯の観測を行っている．

増えること

「あけぼの」衛星は現在，主に内之浦宇宙空間観測所

の宮原11mアンテナを使用して運用・追跡・データ取得

を示した．

また，オーロラの活動も数日間にわたって活

発になることを示した．

を行っている．日曜を除くほぼ毎日，データ取得を行い，

図1は，高速太陽風イベントにおける放射線帯中のプ

2013年4月から2014年3月までの実績は総計674パス

ラズマや波動の様子の時間変化を，太陽風の磁場が南向

であった．（1パスの時間は季節によって変わり，10分

きの時と北向きの時に分けて統計的に解析した結果であ

程度〜54分の問である．）

る．太陽風の磁場が南向きの時に，L＞4の放射線外帯領
域で熱的電子の密度が減少（プラズマ圏境界面が内側に

2．2

データ取得

入ったことを示す），また高温の電子がプラズマシートか

前述の内之浦における運用のほかに，スウェーデン宇

ら注入され，ホイッスラーモードのコーラス波を立てて

宙公社と協力し，オーロラに特に関連した極域における

いることがわかる．図2は，この解析結果を模式的に示

データを取得する目的で，エスレンジ局でのデータ取得

した図である．
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バンド）を経てLモード（0＋バンド）にモードが変換
していく様子を明らかにした．また，周波数が時間とと

et

a1．，［GRL，2013］は，「あけぼの」衛星によ
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他GEOTAILプロジェクトチーム

1．はじめに
1角：9

磁気圏観測衛星「GEOTAIL」は，1992年7月24日に
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

も3

−d

を

．ro

l

l二睡ジ1コ

x

㌧蜘

で打上げられた日米共同プロジェクトの衛星である．そ
の研究目的は，地球磁気圏尾部の構造とダイナミックス
および磁気圏の高温プラズマの起源と加熱・加速過程を

明らかにすることである（図1）．この目的のために特

有の軌道計画が実行された．1994年11月までの2年余
りの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

m：

g
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図2

GEOTAIL衛星の軌道

磁気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，衛星

搭載観測装置としては日米双方から合計7個，即ち，

軌道の遠地点距離を30倍の地球半径にドげ，現在に至

磁場計測装置（MGF），電場計測装置（EFD），2組（日

っている．なお，衛星軌道の近地点距離は9−10倍の地球

米各1組）のプラズマ計測装置（LEP，

CPI），2組（日

半径で，この近地球軌道は昼間側の磁気圏境界面や地球

米各1組）の高エネルギー粒子計測装置（HEP，

前面の定在衝撃波やそのヒ流域などの観測に適したもの

およびプラズマ波動観測装賃（PWI）である．日本側が

EPIC）

になっている．近地球軌道に入ってからは，本影持続時

間が3時間以hにもおよぶ長時間H陰が発生している

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

が，その対処のための特別なOPを用いて問題なく切り抜

製，残りの2／3が日本製である．

さらに，日本製の観測装置にはヨーロッパ（ドイツ，

けている．

ESA）提供のものも一部に含まれている．日本側の観測
装置は，宇宙科学研究所を中心に，東京大学，京都大学，
金沢大学，富III県立大学，名古屋大学，早稲田大学，、Z

教大学，愛媛大学，などの研究者の協力のもとに開発さ
れた．衛鍵運用やデータ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の研究者が参加し，数々の研究

成果が得られている．2013年中までに出版された
「GEOTAIL」関連の原著論文数は1090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
図1

GEOTAIL衛星による磁気圏尾部の観測

もの）である．（図3）
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Linux計算機による新システムでの運用に切り替えを行
った．これにより，地上系機器の老朽化に伴うリスクが
大幅に低減できたと考えている．

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

GEOTAIL衛星の査読付き国際論文出版数の推移

いて2013年度には以下の項目について「GEOTAIL」の
運用が行われた．

2．衛星の運用状況
・米国NASAとの協力関係の下に国内局・米国JPLの
2013年度末現在で打上げ後21年8ヶ月を経過したが，

深宇宙ネットワーク（DSN）局にて衛星運用．

（当初からの計画に従って）衛星の運用・管制は宇宙科学

・追跡管制およびデータ取得を行った．

研究所が責任をもち，データ受信は日米双方で行ってい

・米国NASAゴダード宇宙飛行センターとデータ交換

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間連

を行い，日米双方で取得したデータを共有している．

続データ）はNASAゴダード宇宙飛行センターで一次処
理され，Key

Parameter

Dataは世界中の研究者に公開さ

れている．また，高時間分解能のプラズマおよび磁場デ
ータは宇宙科学研究所の科学衛星データベース・システ

現在では日米のデータ交換はSINETの日米回線を
通して行われており，DSN局で受信されたデータは
受信後，平均約3日以内に宇宙科学研究所のSIRIUS
データベース・システムに登録される．

・日本側の観測機のデータの一部については，日本側

ム（DARTS）から一般公開されている．（科学衛星運用・

で較正され，主任研究者から公開許可が出た後，宇

データ利用センターの項を参照のこと．）また，IACGに

宙科学研究所の公開用科学衛星データベース

おける協議を軸に，米国の「WIND」衛星，

（DARTS）システムから公開される．公開データセ

ESAの「Cluster−

II」などとのISTP共同観測も精力的に行われている．

2007年2月に打上げられた米国の「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年以ヒ
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

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
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．

上記の衛星運用項目以外にも，先に述べたように，米
国，欧州とともに地球磁気圏の国際共同観測を行なうこ

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

2013年中に国際的な査読付き論文雑誌に掲載された

くなった．この1機の故障の為に途切れない観測データ

「GEOTAIL」関連論文の数は32本であり，打上げ後，20

の取得は不可能になったが，もう1機をフルに運用する

年以上を経た現在も科学的な活動は衰えていない．

とによって，着実に科学的な成果を上げ続けている．

ことで，データカバー率は80〜90％程度を実現し，科学

「GEOTAIL」はこれまで，磁気圏尾部のプラズマシー

観測としてのダメージを最小限にできた．（従来，2機の

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

データレコーダを交互に運用することでカバー率100％

の運動論的効果の重要性を初めて実証的に示してきた．

の時間的に連続したデータを取得していた．）

また，静電孤立波の発見など宇宙プラズマ中の波動一粒

上記，データレコーダの以外の衛星システム状態は良
好であり，（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．

また，衛星運用の地上系システムは，打上げ当初から
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，他の

子相互作用研究の新しい展開のきっかけを作る，など，

単独の観測結果で世界第一級の研究成果をあげている
が，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．

「GEOTAIL」の科学的研究活動の詳細や成果報告につ

新しい科学衛星と同様にLinux計算機を利用したシステ

いては，太陽系科学研究系の項などに関連記述があるの

ムへの移行が望まれていた．こうした中，2012年度には，

で，そちらを参照されたい．
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2013−2015年の3年間は，第24太陽活動の極大期を迎

面を迎える．こうした宇宙プラズマ研究をとりまく環境

えることが想定され，日本を含む国際的な内部磁気圏観

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

打上げられ磁気リコネクションの観測的研究が新たな局

3．ASTRO−E
所内：満田和久（プロジェクトマネージャ）
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誠

Pottschmidt（ゴダード宇宙飛行セ
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1．はじめに
「すざく（ASTRO−E

H）」は動的な視点から宇宙の構

・銀河中心とバルジ領域のマッピング観測
・ペルセウス銀河団のビリアル半径までの系統的マッ
ピング観測

造形成やブラックホール周辺現象の理解を目指して，平

・超新星残骸プラズマ進化の新しいシナリオ

成17年7月10日に打上げられた．打上げ後は，国際公

・近傍銀河団のビリアル半径までの温度・エントロピ

募観測等による観測を進めている．主観測装置の1つで
あるX線マイクロカロリメーターについては，打上げ約
1ヶ月後に寒剤であるヘリウムを失い観測を行うことが
できなかったが，残された2つの観測装置は順調に作動
しており，観測を続けている．

ー分布の観測
・太陽風電荷交換反応の検証

プロジェクトチームは，国際公募観測の運営，衛星の
運用に加えて，データのパイプライン処理とデータの配
布と公開，観測装置の状態監視と観測装置の動作パラメ

2．主な活動

ータの調整，較正観測の立案と軌道上較正データの更新，
データ解析ソフトウエアの更新を引き続き行なっている．

平成25年度には，第8期国際公募観測を実施した．
さらに第9期国際公募観測の公募と選定，観測に向けた
準備を行った．これまでの米国チャンドラ衛星との共同

「すざく」も打上げから8年が経過し，いくつかの機
器に経年変化が見られている．太陽電池パドルによる発

観測に加えて，第7期国際公募観測に開始した米国フェ

電量については，平均して20W／年ほどの減少だったが，

ルミ衛星との共同観測提案に基づく観測を実施した．ま

2011年8月から2012年7月にかけて大きく低下し，2013

た平成22年2月より，突発天体観測時間（国際公募観

年度中は小康状態を保っていた．一方，バッテリの劣化

測とは別枠）を使った宇宙ステーション曝露部ミッショ

により，2013年2月頃より，2系統のバッテリの片系に

ンMAXIとの協力を開始し，平成25年度中には，この

おいて，充電量を増やすと発熱する兆候が見られた．充

枠組による2つの突発天体の観測が行われた．

電量の制御により対応していたが，2014年1月に，片系

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

の充電能力90％程度が失われたために，日陰中に十分な
電圧が確保できずに，衛星の自動制御により観測を停止

行う観測枠としてキープロジェクトを開始した．一般の

した．その後バッテリをトリクル充電する，日陰中の電

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

力を下げるなどの工夫で1月末に3軸制御とCCDカメ

出されつつある．第8期公募観測に実施したキープロジ

ラによる観測を再開，2月中に硬X線検出器も再起動し，

ェクトは以下の通りである．

公募観測を再開した．

This document is provided by JAXA.

IV．プロジェクト・ワーキンググループ

3．主な成果の紹介

129

「すざく」の観測から，SN1006は鉄などの元素がある方
向に偏った非対称爆発だったことがわかった．宇宙の標

平成25年度には，以下の5件の結果を報道やHPを通

準光源に使われるIa型超新星は予想外に「ゆがんだ」爆

じて公開した．より詳しくは以下のURLを参照のこと．

発をしていたのである．

今回の発見は，Ia型超新星を標準光源として用いる多

http：〃www．astro。isas．jaxa．jp／suzaku／flash／

くの研究に…石を投じるものである．さらに天文学上の
3．1

ブラックホールに落ち込む最後の1／100秒の解明へ

大きな未解決問題，「星の爆発のメカニズム」を解き明か

代表的なブラックホール天体である「はくちょう座
X−1」をX線観測衛星「すざく」で観測し，ブラックホ

す重要な手掛かりを与えるものである．

ールに高温ガスが落ち込む最後の100分の1秒に，10億

3．4鉄はどこから来たのか？

度以上にまで急激に加熱され，高エネルギーX線を出す

高い感度と分光性能を誇るX線天文衛星

ことを突き止めた．

「すざく」

を用いてペルセウス座銀河団の広い範囲にわたって鉄の
割合を調べたところ，そのばらつきが小さいことを発見

3．2

ケプラーの超新星爆発は金属を多く含む星の爆発

した．実際得られたデータは，そのようなばらつきが

だった

全くないと考えて説明でき，°銀河の分布と相関していな

「すざく」は，ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラー

い。1000万光年にも及ぶ広い範囲について鉄の割合がほ

が1604年に観測したことで知られる「ケプラーの超新
星爆発」を引き起こした星が，太陽よりも数倍多くの割

ぼ一様であることから，鉄のほとんどは，銀河団が形成

合で重い元素を含んでいたことを明らかにした．400年
以上前に爆発した星の残骸を調べることで，爆発する前

っていたと考えられる．銀河団の誕生は宇宙誕生から約

40億年後（いまから約100億年前）だと考えられている

の星の素性を探りあてた．この発見は，宇宙の標準光源

ので，いまから100億年以上前に，鉄などの重元素が星々

として用いられるIa型超新星爆発の明るさに予想外の

から大量にまき散らされ，宇宙中に拡散した時代があっ

された時代よりも前に，宇宙に大きく広がり，よく混ざ

バラつきがある可能性を示唆する．

たこと，現在の宇宙に広がるほとんどの重元素はその時
代にまき散らされたものであることが分かった．

3．3

藤原定家の超新星爆発は非対称爆発だった

「すざく」は，藤原定家が記録した1，000年前の超新

3．5

星爆発の非対称な形状を明らかにした．

宇宙の瞬間湯沸かし器

この超新星は史上最も明るく輝いた核暴走型超新星とい

西暦1572年に爆発した「ティコ・ブラーエの超新星
残骸」の衝撃波において，気体中の電子が約2億度まで
瞬間的に加熱されている証拠を世界で初めて捉えた．こ
れは，X線天文衛星「すざく」による良質な観測データ

われている，この型の超新星はIa型と呼ばれ，明るさが

と，最新の物理学を駆使して開発した理論的手法の組み

一定のため，標準光源として宇宙の加速膨張の発見に寄

合わせによって得られた画期的な成果であり，宇宙空間

藤原定家は1006年に超新星爆発があったことを「明
月記」に記録として残した．その記録と現在の研究から，

与してきた．明るさが一定の標準光源であるためには，

で普遍的に存在する「無衝突衝撃波」の理解に大きな進

爆発がすべて一様対称でなくてはならない．ところが，

展をもたらすものである．

4．SOLAR−Bプロジエクト
所内：坂尾太郎（プロジェクトマネージャ）
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加藤成晃
今田晋亮（名大），

他「ひので」チーム

1．

「ひので」の概要

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

「SOLAR−B」は，可視光を用いた太陽表面磁場の精密測

る磁気的活動や加熱の全貌をとらえ，宇宙プラズマの素
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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

様々な観測提案が多数寄せられている．観測運用は日米

源を調べることを目的として開発された．可視光望遠鏡

SOTチームより半々の割合で運用を担当し，日本の担当

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

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

週では，上記の研究者の他，国立天文台，京都大学，東

望遠鏡，極紫外線撮像分光装置もそれぞれ日米，日英米

を実施している．毎週国際電話会議を通じて日米チーム
として観測対象の協議や望遠鏡の健全性の議論を行い，

の国際共同開発で，「ようこう」やSOHO衛星に搭載され

SOTが長く観測可能なように努めている．

陽表面の磁場ベクトルを精密測定する性能を誇る．X線

た同種観測装置を大幅に上回る性能を誇る．「SOLAR−B」

は，2006年9月23日6時36分（日本標準時）にM−V

2．2

「ひので」搭載X線望遠鏡の運用

ロケット7号機により打上げられ，初期投入軌道に予定

国立天文台および米国スミソニアン天文台（SAO）と

どおり投入され，「ひので」と命名された．衛星はロケッ

協力して，「ひので」に搭載するX線望遠鏡（XRT）の開

トから分離後，打上げからおよそ17分後に太陽捕捉を

発・製作を実施し，観測運用を継続している．この望遠鏡

完了，その後太陽電池パドル展開・太陽再捕捉完了した．

は，「ようこう」に搭載された軟X線望遠鏡と比べて，太

その後計4回の軌道マヌーバを実施し，最終的に，高度

陽コロナ中の100万度程度の低温プラズマにも感度を持

約680km，傾斜角98．1°の太陽同期極軌道に投入された．

姿勢制御系の機能・性能確認の後，3つの望遠鏡の電源投

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

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

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

解像度など所定の性能を有していることが確認され，現

ムより半々の割合で運用を担当し，週例の国際電話会議

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

を通じて観測対象の協議，望遠鏡の健全性の議論，およ

画像データが得られている．2007年年末よりX帯での科
学データダウンリンクが不安定となる事象が発生し，

活発化している太陽活動を十全に観測するための観測計

2008年2月よりS帯でのデータダウンリンクへの移行作

画内容を，日米合同で協議・策定し，観測運用に反映させ

業に着手した．以降，望遠鏡側で観測の効率化を図り，

ている．

び観測担当者間の確実な引き継ぎを図っている．また，

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帯地上受信局の効率的な確保やJAXA地

2．3

「ひので」搭載X線望遠鏡の軌道上較正

上局の増強伝送回線の保持を含む）を行なっており，世

「ひので」X線望遠鏡（XRT）の焦点面CCDカメラ上に，

界め太陽コミュニティーに対する観測提案の受付・実施

コンタミネーション物質の堆積が確認され，また，コン

に基づく，高い科学的価値をもつ観測・データ取得を引き

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

続き行なっている．2010年度に続き今年度（2013年度），

宇宙理学委員会によるミッション延長審査を受け，
2014−2016年度の3年間の運用延長を認めていただいて

められた．このコンタミ事象に対し，X線可視光撮像デ

いる．

ル（DEHP）または類似の成分）や，

ータを用いた堆積物質の特定（フタル酸ジエチルヘキシ

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

2．搭載機器の状況等

方向の同定（CCD前方の鏡筒方向より到来）を行なった．

なお，ベーキングによりCCD感度は回復する．可視光
「ひので」に搭載されている3台の観測機器の運用状

チャンネル（Gバンド）の太陽像の輝度変化からCCD

況のうち，宇宙科学研究所を中心に行われている活動を

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

以下に記す．なお，「ひので」による今年度の科学成果に

でき，これと実際の太陽観測データとの比較から，CCD

ついては，太陽系科学研究系の要覧としてまとめてある

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

ので，そちらを参照されたい．

が付着している可能性の高いことが判明した．これらの

2．1

化し，解析ソフトウェアへの組み込みが行なわれた．こ

コンタミネーションのXRT感度に与える影響をモデル
「ひので」搭載可視光磁場望遠鏡（SOT）の軌道上

運用

のソフトウェアは，世界の太陽コミュニティーヘリリー

国立天文台およびロッキードマーチン太陽天体物理学

スされているとともに，コンタミ物質の堆積状況データ

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．

ベースの維持・改訂に努めている．

また，2012年5月より，望遠鏡先端部の薄膜金属フィ

この望遠鏡は，解像度0．2−0．3秒角で太陽表面の磁場を精

ルターに微小なホールがあいたためと考えられる可視迷

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

光が，一部のX線画像に混入するようになったため，こ

光望遠鏡であり，世界や国内の研究者や大学院生から

れを補正するための画像を定期的に取得し，迷光成分の
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除去を試みている．

学運用を実施している．科学観測は，科学運用チームが

2。4

究者からの提案に基づく観測提案プログラム（HOP，

主体的に提案・実施するコア観測プログラムと，世界の研
「ひので」搭載極端紫外線撮像分光装置（EIS）

「ひので」搭載の極端紫外線撮像分光装置（EIS）もま

Hinode

Operation

Plan）に基づいて行われている．観測

た，打上げからこれまで順調に観測が継続されており，

提案の採択および採択後の観測実施スケジュールは，日

取得された遷移層・コロナからの極端紫外線スペクトル

米欧から選ばれたSSC（Science

Schedule

Coordinators）

や極端紫外線像から数多くの成果が得られている．観測

を中心に月1回開催される月例会議（電話会議）で調整

波長域の未同定輝線の同定という分光学的なものから，

が行われている，他に月例会議では，太陽活動が活発し

MHD進行波の検出，太陽極領域ジェット磁気構造の特

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

定のほか，活動領域端に発見されたアウトフロー領域の

た観測提案の取り扱い方法などの取り決めを明確にし

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
速フローなどについて理解が進んでいる．これらの新た

て，Webを介して世界に周知するなど，太陽の活動状況
に応じた運用方法や科学運用上問題となる事項がある場

な観測結果をもとに，太陽コロナの加熱機構や太陽フレ

合の対応策などを議論している．

ア発生機構について活発な研究が進められている．

一方，NASAの運用経費削減による米国の観測運用マ
ンパワーの削減予定を受け，これに対応した観測運用形

3．観測運用

態を2014年1月に1ヶ月間試行し，問題の有無や改善
点の抽出を行った．同様の運用試行を同年6月にも実施

3．1

「ひので」データ伝送・コマンド計画・データ処理・解

し，引き続き課題の検討を進める．

析システムの運営
「ひので」の科学運用からデータ解析に用いられる計算

3．4

「ひので」フレアリストの作成

機システムは，その科学的成果を産み出す基盤となるも

名古屋大学太陽地球環境研究所との協力により，「ひの

のである．これまでに，構成や問題や変更を系統的に管

で」の視野内で発生し，また「ひので」が観測することがで

理する手法の整備を行い，平成21年度より，問題が発

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

生した際に，一次切り分けをする手段を確立することで，

ている．作成したカタログはWeb上に公開しており，ひ

オペレーター名のみの常駐による運営体制を確立・継続

ろく太陽研究者の便に供されている．また，このフレア

している．

カタログを用いて，可視光磁場望遠鏡で観測された白色
光フレアの統計的な解析を進めている．

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

3．5

「ひので」デブリ回避運用の検酎および準備

が減少したが，現在では，受信局の増加や観測の工夫に

軌道上のデブリや小物体の数が近年急速に増加してい

より有意義な観測が行われている．太陽活動は「ひので」

る．高度約680kmの極軌道の「ひので」においても，デブ

の打上げ以降続いた長い低調期を脱して活発になってき

リとの異常な接近や最悪の場合，衝突の危険性が高まっ

ており，限られた衛星テレメトリ資産条件のもとで，科

ている．他のJAXA衛星でも接近からの回避運用の事例

学的に有効な活動領域やフレアなどダイナミックスに富

も見られ始めたため，「ひので」について回避運用の検討

んだ対象を重点的に観測することを目指している．この

および詳細手順の確立作業を行った．「ひので」の可視光

ためには，活動領域・フレアに対する汎用性の高い観測プ
要がある．「ひので」の中でも取得データの大部分（70％）

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上になると，太陽光の
斜入射による望遠鏡の破損の危険性がある．またデブリ

を占めるのが可視光磁場望遠鏡（SOT）であるため，

ランを立案し，できるだけ多様な研究活動に提供する必
SOT

の接近はいつ発生するかは予知できないが，接近予報が

の活動領域・フレア観測計画は特に重要である．SOTで

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

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

短時間にかつ安全に実施する必要がある，これらの点な

を軸に，できる限り可視光のイメージも取得し，フレア

どを考慮して，デブリ回避のための軌道マヌーバの方針

や活動領域による磁場とその上空のプラズマの変化を詳

や回避運用実施までの運用プロセスの検討などを行い，

細に観測している．その他の観測機器（XRT・EIS）につ

詳細手順を確立した．2012年3月にデブリの異常接近に

いても，具体的な計画が策定され，フレアや活動領域の

より，実際にこの回避運用を実施し，無事デブリとの衝

観測を行っている．

突を回避することができた．また，回避運用の過程で識

3．3

様に回避を行う必要のある場合に備えている．2012年3

別された手順の不備に対して，修正検討を行い，今後同
「ひので」軌道上太陽天文台としてのサイエンス計

画調整

月の事例以降は，まだ回避運用に至ったケースは生じて

「ひので」は世界に開かれた軌道上太陽天文台として科

いないが，注意深く経過をモニターする必要のあった接
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近事例は複数回生じており，今後もデブリ接近に対する

回転数のドリフト傾向は継続しており，2016年ころに再

慎重な対応が必要である．

び回転数の戻し運用を行う必要が出るものと思われる．

3，6

3．7

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

Z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

いため，モーメンタムホイールは，SOTへの擾乱伝達が

検知するZ軸ジャイロの出力（ドリフトレート推定値）

低く抑えられる回転数に設定されている．打上げ後，4

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

台あるモーメンタムホイールの回転数が打上げ時の
1800rpmから徐々にドリフトを示し，それによる擾乱が

く変動する現象が観測され，また同ジャイロの感度低下

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

も確認されたため，2013年1月にバックアップのスキュ

実施され，切替後のジャイロセンサはX軸・Y軸ジャイ

乱は打上げ直後のレベルに回復した．この戻し運用後も

ロもあわせ，健全に動作している．

ージャイロへの切り替えを実施した．切替運用は正常に

5．INDEXプロジエクト
所内：齋藤宏文（プロジェクトマネージャ）

水野貴秀

坂井真一郎

福島洋介

永松弘行

福田盛介

坂井智彦

曽根理嗣 田中孝治 鵜野将年 淺村和史 山焙 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（三菱電機）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

1．概

要

福田陽子（極地研）秋谷祐亮（京大院生）

衛星プロジェクトの学術成果の発表としては，1件の
査読付き論文，1件の修士論文が出版された．学会発表

2005年8月に打上げられた「れいめい（INDEX）」は，

については，1件の国際・国内学会発表がなされた．

重量70kgの日本を代表する高機能な小型3軸衛星であ
り，世界初の高空間・高時間分解能のオーロラ粒子・発

2．理学観測の概要

光の同時観測を成し遂げた．電離圏・磁気圏結合，磁気
圏尾部でのプラズマダイナミクスに関する新たな知見を

れいめい衛星は，元はオーロラカメラとプラズマ粒子

得てきた．これらの成果により，2010年度日本航空宇宙

分析器を用いて，オーロラ微細構造を観測し，その成因

学会技術賞を受賞している．2013年度には，れいめい衛

を解明することを目的としていたが，2008年夏に電子分

星の開発と長年の省力化運用に対して宇宙科学研究所所

析器（ESA）が機能停止して以降中・低緯度の大気光・

長表彰を受けている．

スプライト発光観測による，高層大気の物理化学過程の

第2章には理学観測の2013年度の内容を紹介する．

解明にシフトした．2011年2月から11月まで，Z軸光

極域オーロラと粒子観測，中緯度域の大気光，スプライ

ファイバジャイロセンサ（FOG−Z）の故障のため，理学

ト観測についての所定の目的を達成したため，理学委員

観測は停止した．新姿勢制御アルゴリズム実装により，

会と連携しつつ，2012年度を以って，「れいめい」の理

2011年12月に観測を再開したが，直後にイオン分析器

学観測を終了した．第2章では，これまでの観測データ

（ISA）に不具合が生じた．以後，多波長オーロラカメラ

に基づいた理学的な成果を報告する．

（MAC）を用いた理学観測を継続した．大気光に関して，

2013年度以降は，バッテリなどのi搭載機器の軌道上性

2012年度までにほぼ全地球経度を網羅し，汎地球的な分

能，寿命評価及び，地上運用の省力化，自動運用，遠
隔運用システムの工学的な研究のために「れいめい」を

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

運用して，定常的には相模原局のみで行なっていく予定

目的をすべて達成し，必要なデータの取得を完了した．

である．第3章，第4章には，搭載バッテリの評価，地

このため，2013年3月に宇宙理学委員会にて理学観測終

上運用局の研究開発の状況を紹介する．

了審査を受け，理学観測の終了が認められた．観測デー

第5章には，「れいめい」のプロジェクト特定設備とな

タはアーカイブ化され，DARTSにより公開されている．

X

現在も，公開データを用いた国内（東北大，京都大，名

帯受信機能の整備，及び，大学等の他機関が打上げる小

古屋大，高知高専他）ならびに国外（米国，ノルウェー

型衛星の運用受信ができるように局設備の機能拡張を行

他）との共同研究が進行中である．また，海外研究者か

っている現状を紹介する．

らのデータリクエストもあり，共同研究を進めている．

っている相模原局の3．8mアンテナの機能拡張として，
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これらの研究成果は国内・国際学会にて報告されている．

いてもイオン上昇流が観測されていた．これにより，従

2．1

N2＋上昇流にともなう増光を7年ぶりに捉えることがで

来通り，オーロラの分布が良好に捉えられており，かつ
理学観測終了

2008年8月のESAの不具合発生以前のれいめい衛星

きた．これらにより，高度分布モードならびに詳細観測

の理学目的は，画像・粒子によるオーロラの高時間・高

モードについていずれも，理学目的に向けた研究が依然
として性能を維持していることが確認された．

空間分解能同時観測によって，オーロラ微細構造に対応
するプラズマ構造を明らかにし，微細構造の成因を解明

Vp

することであった、ESAに不具合が発生し，電子観測が

427．8nm

不可能になった後の主な理学目的は，これまで衛星観測
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

557

7nm

ことであった．大気光に関して，2012年度までにほぼ全

オ

臨

tJ

拶吻

例が乏しい大気光やスプライト発光，また極域において

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

図12014年2月28日〜00：36UTに取得されたMACリム方向
モード（高度分解能約5km

要なデータの取得を完了した．

X

5km）のオーロラ高度分布観測例．

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IMAP，スプライトを観測するためのGLIMSが
ISSに設置されて稼働を開始し，着実にデータを蓄積し
ている．また，太陽活動度は極大期を過ぎ，今後は低ド
傾向となると予想される．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r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
率よく同時観測を行うことができることを示した．また，

557．7nm

670nm

図2．2013年4月3日〜08：15UTにMAC詳細モード（空間分解
能約0．6km）で取得された下向きオーロラ画像例．

粒子観測器を高時間分解能化するとともに，670nm（N2
1st

positive

band）を撮像波長として選択することで1km

3．搭載リチウムイオン電池の軌道上評価

スケールでの空間分解を可能にした．これによりオーロ
ラシアードリフトと慣性アルフベン波との関係など，オ

「れいめい」に搭載されたリチウムイオン2次電池は，

ーロラ微細構造の成因についての理解が進んだ．しかし，

既に軌道上で7年間動作し，4万サイクルを超える充放
電サイクルを経験している．軌道上の長時間のデータが
精密に計測されているリチウムイオン電池として，国際

れいめい衛星には電磁場・波動観測器が搭載されておら
ず，解析には制約があった．将来的にはオーロラ撮像と
共にプラズマ粒子観測，電磁場波動観測を可能とする衛

的に数少ないものであり，軌道上の寿命評価のための観

星計画が望まれる．

測を継続している．「れいめい」では，アルミラミネート

材を外装に使用したリチウムイオンニ次電池が使用され
2．2

ている．この電池では，正極にスピネルマンガン酸リチ

極域におけるオーロラ観測

2013年度は，極域において，れいめい衛星MACリム
方向観測と地上レーダー（EISCAT等）との同時観測に

ウム，負極にグラファイト系カーボンが使用されており，

題を行った．特に，2014年2月28日から3月6日にか

公称エネルギー密度は160Wh／kgを超える電池であっ
た．バッテリとしては，これを7直列とし，更にこれを
2並列を搭載していた．ラミネート外装を減圧環境下で

けて，EISCAT特別観測を7日間（計7パス，

補強するために，アルミ容器に格納し，内部はエポキシ

よるイオン上昇現象ならびにオーロラ高度分布の観測課

EISCAT特

別観測時間計5時間）実施した．図1に，2014年2月28

系樹脂でモールドを施し，衛星へ実装した．

日00：36UT付近におけるMACリム観測によるオーロラ
高度分布（レーダーとの共同観測時に実施）と，図2に

させる下限電圧（UVC：Under

詳細モードによる下向き観測例をそれぞれ示す．図1の

程度であり，この電圧を加味して，必要に応じて科学観

イベントでは，太陽風中のCME影響下における磁気擾
乱時（Kp指数5＋〜4）において， N2＋上昇流に伴う

測機器（特にカメラ）の運用時間と台数制限を行ってきた．

N2＋増光の観測に成功した．同時のEISCATデータにお

近づく傾向があることから，充電時電圧を，これまでの

運用においては，衛星をセーフホールドモードに移行
Voltage

Contro1）が26．5

V

特に2012年度には，放電末期の電圧がUVC電圧値に
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V／cel1に設定し，運用を継続してきた．

2012年度後半に発生した地上アンテナの不具合等に

図3と図4には，充放電時のバッテリの電圧を，それぞ

よる衛星の緊張運用期間には，4．2V／cel1での充電を継続

れ4．11V／cellと4．2

V／cel1で充電した場合に対して示して

していたが，2013年度には，定常的運用への移行を受け

いる．図3と図4を比較すると解るように，この際の充

てコマンド運用を回復し，バッテリの延命処置を進める

電電圧の上昇幅に対して，放電時電圧の増加量は小さく，

ため再度充電電圧を4．1V／cellに戻す作業を実施した．

4．1V／cellから4．2

電池の内部抵抗の増大が危惧される．図5は，打上げ後

また，劣化傾向をインピーダンスの面から理解を図る

7年間に及ぶ電池の運用データとして，放電末期の電圧

ため，放電時のUVC制御を解除した状態で，科学観測

と，このときの負荷電流を示している．別途，充放電サ

用のカメラを動作させ，ステップ上に負荷を変動させる

イクル中の温度推移を確認しているが，打上げ当初から

実験を行った．図6および図7には，負荷変動に伴う電

大きな変化はなく，劣化を助長する電池内部抵抗の上昇

圧変化を，2系統ある直列組それぞれについて示した．

に伴う発熱等は今のところ認識されていない．今のとこ
ろ，電源系に係り通常の衛星運用に支障を来す状況はな

本評価から，UVC制御を解除した状態であれば，カメラ
の使用が可能であることが示唆されている．また，負荷

く，健全性は打上げから7年を経て，依然として確保さ

変動時の電流が均等にそれぞれの直列接続同士に分配さ

PO﹂4

22

れている．
30．0
29．5

れており，また到達した電圧レベルも同定度であること
から，二系統の直列接続それぞれの問で劣化傾向に大き
な差異はないことが示唆された．
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バッテリ放電末期電圧のトレンド

「れいめい」の定常運用におけるオペレータの負担軽
減を目的に，自動運用システムを開発，実機による検証
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実験を行っている．自動運用システムでは，「スケジュー

ラ」と呼ぶソフトウェアが，運用計画ファイルより生成
されるスケジュールファイルに基づいて，オペレータの

一s三＿＿JL＿＝＿−」

闘匡コ

代わりに運用シーケンス全体を管理・統括・制御し，オ
ペレータの代役を果たす．「れいめい」実機を用い，当初

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．

一方，ユーザが衛星や地上局の状態を監視したり，緊急

号量量

時の対応をせざるを得なかったり，というケースも考え

』

られる．人間が極力運用システムに拘束されずに自動運
用システムと通信するための一手段として，遠隔運用シ
ステムを現在の自動運用システムと組み合わせることを

一

行なっている，衛星運用の操作一式（運用時間調整，運

＝JL

獄ﾋ＝t！

用，取得データ管理，安全管理）を実現し，自動運用を
前提とするシステムとの組み合わせにより，「どこでも運

幡｝

用」可能なシステムの実現を目指している．図8は「ど
こでも運用システム」の概略を示している．
［コメィンユーザ

ノ〜し

■→lt＝一

図9

衛星状態監視システムのWebブラウザ版スクリーンショット．

ノ汐！／

噺星

■
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緊亀対応

・・

巳／・闘。

r宿湘予約」なみの手軽さ；
レ

＋

圏團●N■團lm

の一部機能を，「れいめい」実運用に適用した．ただし，

セキュリティ面を考慮し，ごく限定的な条件の下で実施し
た．運用室内において一部テレメトリの受信・表示を実施

i遷スリードのない直厳的IFi
t

2013年度には，Webブラウザ版衛星状態監視システム

閣團

一般ユーザ＝（サブ）運用局
・携帯雌家のタッチパネルから，観測日時，観測時閾，堺橡度などを避択してリクエスト
・紬果を冬ツト経由で醜

図8「どこでも衛星運用」概略

2012年度は遠隔運用システムの試作として，「れいめ

し，コマンド送信機能については，「れいめい」搭載計算
機プロトタイプを利用したシミュレータを対象とした．
今後は，特にセキュリティ面の課題を明確にして解決策
を見出しつつ，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．ま
た，他衛星への適用について検討を進める予定である．

5．相模原3．8mアンテナ局の高度化

い」の衛星状態監視機能の一部を携帯端末iPad上に実装

した．開発には，Apple独自のXcodeを用いており，優
れたユーザインタフェースを提供する一方で，機種依存

5．1X帯受信機能の付加
小型衛星の機能を高度化するためには，観測機器の高

性が高い．2013年度は，端末の機種依存性を極力なくす

度化に加えて観測データをダウンリンクする通信速度を

方向で，システムの改良を行った．具体的には，XMLで

大幅に高速化させる必要がある．特に，小型衛星による

記述する衛星・地上局データベースから衛星・地上局の

地球観測ミッションの場合には，ダウンリンクできる画

状態監視ならびに制御を行えるアプリケーションを（半）

像の量がミッションの価値に直結するため，数100MbpS

自動生成する仕組みであるスクリプトを開発した．生成

程度のダウンリンク通信速度が必要となる．

したアプリケーション（JavaScript＋HTML）はWebブラ

このような将来を見据えて，2012年度には，「れいめ

ウザがあれば，端末やOSの種類に依存せずに利用可能

い」を運用している相模原キャンパスのS帯3mアンテ
ナをS／X帯共用の3．8mアンテナに更新した．このアン

である．図9はWebブラウザ版衛星状態監視システムの
スクリーンショットである．アプリケーション開発の労
力が軽減され，維持管理も容易になり，コスト削減にも

テナ設備を用いて，「ほどよし4号」衛星にて300Mbpsの
高速通信実験を2014年度に行う予定である．

繋がると期待される．少人数での衛星・地上局同時開発

2013年度には，3．8mS／X帯アンテナのX帯受信機能の

のための開発ベッドとしても活用できることを期待して

整備を行った．図10は，相模原3．8mアンテナ局の構成

いる．また，衛星・地上局の開発初期段階から，状態チ

である．＊の部分は，2013年度に新設した部分である．

ェックに使えるアプリケーションを揃えられるため，試

X帯のRF受信フロントエンドとして，アンテナ鏡面直
下の背面機器室内に，低雑音増幅器周波数変換器，シ

験治具としても有用であると考えている．
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4号」衛星の衛星運用を行えるように整備を行っている．

ステム雑音計測装置，校正信号入力部などを設置した．

青山学院大学淵野辺キャンパスからX帯試験電波を発射

S帯については，屋上設置のアンテナから4階の運用

してコリメーション試験を実施した．搭載高速送信機と
の噛み合わせ・適合性試験を実施した．

室までの径路は，衛星によらずに共通とし，4階運用室
にて送信系，受信系の中間周波数の段階で切り替えスイ

5．2

が独自の変調器，復調器，ベースバンド処理装置を持て

ッチを用意した．その切り替えスイッチにより，各衛星
大学共同利用設備としてのS帯衛星運用局を目指

して

るシステムとした．相模原には地上設備の最低限の操作

近年，教育やビジネスを目的として，大学等が小型衛

を行うオペレータ駐在するが，衛星のベースバンド信号

星を開発して打上げるようになっている．大学等で小型

はネットワークによってほぼ準リアルタイムに該当大学

衛星をしても，開発と運用維持に専門的な知識と経験が

拠点にある衛星運用センターに伝送できるシステムが構

必要なS帯以上の周波数のアンテナ局を維持すること

築された．外部機関のオペレータにはトレーニングを行

い，宇宙研スタッフの監督の下で3．8mアンテナの操作

く，ほとんど実現できていない．

ができるような体制を整備中である．

この問題を解決するために，「れいめい」のプロジェク

2013年度現在では，「れいめい」の送受信周波数近傍の

ト特定設備である相模原局を他大学の小型衛星等の運用，

周波数でしか運用ができないハードウェアになっている

受信ができるように機能拡張を行っている．図10は，整

が，今後，S帯に割り当てられている周波数全域にわたっ

備したS／X帯共用アンテナ局設備のブロック図を示す．

て，衛星運用が行えるシステムに改修を行う予定である．

﹁

は，現状の日本の小型衛星コミュニチイーには負担が大き

2014年度打上げの東京大学が中心となった「ほどよし3，
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図10 相模原3．8mアンテナ局の構成． S帯れいめい系部分は既設であり，2013年度に新設した部分は，他機関衛星のS帯運用系
への切り替え系，及び，高速X帯受信系であり，＊で示してある．
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大）堀之内武高橋幸弘（北大）高木征弘（京産大）星野直哉（東北大）神山徹（産業総合研究所）（京大）
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1．はじめに

ロ．…

。．．1

金星探査機「あかつき（PLANET−C）」は2010年5月
21日に種子島宇宙センターから打上げられた．2010年
︻P﹈

12月7日に金星周回軌道への投入オペレーション
（VOI−1）が行われたが，推進系の不具合のため「あかつ

き」は十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．VOI−1は失
1

敗に終わったが，探査機に搭載されたミッション機器の

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．

2．探査機に対する熱環境の影響の緩和
VOI−1失敗のため，「あかつき」は当初想定していない

〜』

図2
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探査機各部の温度履歴．およそ200日ごとの近日点通過時に温

度が上がるほか，長期的な温度ヒ昇トレンドが見える．

3．軌道制御エンジン試験噴射
VOI−1失敗の原因に関する調査の結果，軌道制御エン

太陽周回軌道を飛行することとなった．近日点近傍では，

ジン（OME）が破損していると推定された．そこでOME

設計条件を上回る熱環境（図1）にさらされるため，想

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

定外の高温により表面熱制御材が劣化し，探査機内部の

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

秒間の試験噴射が実施され，噴射による加速度が想定よ

探査機の姿勢を変更し，機器温度を許容温度範囲内に維

秒間の噴射が実施され，得られた推力の大きさから，

持する対策がとられた．また，その後の定常運用におい

OMEは破損が進行して燃焼器として機能していない状

ても，＋Z面を太陽指向とする姿勢を基本としている．

態にあると推定された．これらの試験結果から，破損し

（横推力等）を定量的に把握することを目的として約2
りも小さいことが明らかとなった．14日にはさらに約5

これまでのところ長期的な温度上昇トレンドがあり，表

たOMEではなく姿勢制御システム（RCS）を用いて軌

面材の劣化の影響が考えられる（図2）．

道制御を実施した方が良いと判断された．この為，不必

要となった酸化剤は投棄することと成り2011年9月か
太陽光強度の変化

鑑

ら10月にかけて65kg（推定値）の投棄が実施された．

濃：

4．金星への再接近に向けた軌道制御

茎：：：i

藝：叢

5月2旧上駄蔀W㎡

RCSを用いた軌道制御は，第2回の近日点（2011年11

：畿，
：：

月6日）の近傍である2011年11月1日，10日，21日に
実施された．姿勢制御スラスターの噴射時間はそれぞれ，

：畿、

587．5秒，544．0秒，342．12秒であった．3回の噴射による，

速度変更（△V）は約240m／sであり，探査機は2015年11
日付（年月日｝

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．

月に金星に再び接近する軌道（図3）に入った．
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され，出来上がり軌道の科学観測に於ける有意さと，投

2

入の技術的難易度のトレードオフを行っている．
15

ユ

6．科学観測
2010年，金星周回軌道投入失敗の直後に行った金星撮

05

像により，雲の温度分布にこれまで知られていなかった
微細構造を発見した（Geophys．

0

Res．

Lett．に掲載）．その

後，2011年に遠距離からの金星測光観測により，硫酸雲
の光学的性質が従来と異なっていることや，雲の原料と

O．S

なる物質が惑星スケールの流体波動によって運ばれてい
・1

るらしいことを見出した．また同年，太陽コロナの電波
掩蔽観測を行い，太陽風の速度分布や電磁流体波動の性

・1．5

質について新たな知見を得た（Astrophys．

J．に掲載）．こ

れらクルージング中に取得した科学データによる成果創

・2

騨2

−15

・1

〈断醐〉°「°

｛）5

0

1

05

1．5

degあか・・緬

出に引き続き取り組むとともに，欧州の金星周回機

2

た

Venus

地M・・M・・倉

Expressにより得られた金星画像データを用いて

データ処理パイプラインを実証し，予備的な科学解析に

金電軌這妨

も取り組んでいる．
図3

姿勢制御スラスター噴射後の軌道．

検討中の金星周回軌道は赤道周回軌道であり，このよ
うな軌道であれば長期にわたる連続的な撮像観測が可能

現在のまま飛行を続け，探査機が計9回（残り2回）

となるため，当初の科学目的を大きく損なわず達成でき

の近日点における過酷な熱環境を生き延びられれば，
2015年12月には，探査機は金星と会合する．この時ど

る可能性がある．遠金点高度が高くなるために解像度が
落ちることが研究成果にどのような影響を及ぼすかにつ

の様にして金星周回軌道へ再投入するかは検討中であ

いて検討中である．再軌道投入時にはNASA

DSNの支i援

り，太陽潮汐の影響を考慮した投入計画を立案中である．

を得る予定であり，その見返りにNASAから受け入れる

現在の所，ホフマン遷移軌道，太陽潮汐を利用した重力

Participating

ブレーキ法，2015年には一度金星とのSwing−byをした

観測軌道を前提に，彼らとの研究手順の調整を行う．

Scientistが7人選ばれている．今後は新たな

のち，次の会合チャンスを待ち投入する方法などが考慮

7．BepiColomboプロジェクト
所内：早川

基（プロジェクトマネージャ）前島弘則（サブマネージャ）藤本正樹（プロジェクトサイエンティスト）

小川博之

峯杉賢治

松岡彩子

高島

市川

勉

伊藤文成

川原康介

石井信明

小野田淳次郎

佐藤英一

橋本樹明

八田博志

森田泰弘

山田隆弘

後藤

澤井秀次郎

健

北村良実
春山純一
所外：今泉

充

出村裕英

戸田知朗

健

清水幸夫

廣瀬和之

齋藤義文

篠原

育

田中

矢野

山崎

敦

横田勝一郎

創

智

堀

滋

山本善一

佐藤義弘

繁行

篠原

後藤由貴（金沢大）松永恒雄（環境研）湯元清文
山川

佐々木晶（阪大）岡田雅樹

久保田孝

安部正真

岡田達明
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長谷川洋

早川雅彦

小山孝一郎

鶴田浩一郎
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敦

河野英昭

能勢正仁

勇

笠原禎也

努

品川裕之

坪内

八木谷聡

吉川顕正（九大）筒井

小嶋浩嗣

稔（京産大）

上田義勝（京大）柴田裕実

田中良昌（極地研）渋谷秀敏（熊本大）本田理恵（高知大）向井

長妻

西田篤弘

武智誠次（大阪市大）佐伯和人（阪大）

中村昭子（神戸大）佐川永一（国際通信経済研究所）荒木博志

中村良介（産総研）村田健史

齋藤宏文

真

学（鹿児島高専）長野

松本

大村善治

太刀川純孝

小松敬治

加藤隆二

吉川

藤井雅之

井町智彦

橋本弘蔵

均

暁（JAXA月・惑星探査プログラムグループ）向井利典（JAXAOB）

成（会津大）白井仁人（一関高専）南

宏

志田真樹

國中

中村正人

水野貴秀
飯島祐一

中村雅夫（大阪府大）杉原孝充（海洋研）野澤宏大
紘

鎌田幸男

川口淳一郎

恵一

淺村和史

松本晴久（JAXA研究開発本部）中澤

平田

下瀬

正

臼井英之

河野宣之（天文台）柴村英道（埼玉県短大）

健（NICT）柳澤正久（電通大）高橋隆男

利根川豊

三宅

亙

田中

真（東海大）大橋英雄（海洋大）井田

本蔵義守

松島政貴

高橋

太

茂

綱川秀夫

片岡龍峰（東工大）渋谷眞人（東京工芸大）阿部

中澤
豊

清

長井嗣信

杉浦直治

寺澤敏夫
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岩井岳矢

園大）大家
大谷栄治

寛

杉田精司

岡野章一

加藤雄人

宮本英昭

小野高幸

熊本篤志

吉川一朗

笠羽康正

三浦弥生（東大）向後保雄（理科大）高木靖彦（東邦学

森岡

昭

三好由純

西野真木

家田章正

寺田直樹

三澤浩昭

小島正宣

渡辺誠一郎

田口

シング技術センター）菊池 順 長谷部信行
究所）中村るみ（オーストリア宇宙研究所）

孝

宮地

要

真

坂野井健

石坂圭吾

町田

忍

亀田真吾（立教大）塩見

三宅壮聡

平原聖文

海老原祐輔（名大）中野久松（法政大）山本哲生

滝澤慶之（理研）高田淑子（宮城教育大）柳町朋樹

1．概

小原隆博

土屋史紀（東北大）中川朋子（東北工大）岡田敏美

高野博史（富山県大）野上謙一（濁協医科大）藤井良一
関華奈子
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日置幸介（北大）

慶（リモート・セン

宮島光弘（早大）諸岡倫子（スウェーデン宇宙物理研

に最適化されたもので，以下の特徴を持つ．

・軌道：磁気圏全域をカバーするため，夜側を包含し

「BepiColombo」計画は， ESAとJAXAによる初の本
格的な日欧共同計画で，未知の惑星・水星の磁場・磁気
圏・表層・内部を初めて多角的・総合的に観測しようと

・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，

するプロジェクトである．本計画は，ESAではコーナー

・電磁干渉対策：精密な磁場・プラズマ計測のため，

ストーンミッションとして，JAXAでは太陽系科学探査
の基幹として，いずれでも最重要ミッションの1つであ
る．JAXAが水星磁気圏探査機「MMO」，

うる長楕円極軌道をとる．
スピン安定である．

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

ESAが水星表

つ水星の特異な構造に関係する．水星の特異な姿の原因

面探査機「MPO⊥電気推進モジュール「MTM」等を分

は，原始太陽系星雲の最も内側で最後に固まったとされ

担する．両探査機は，一つのスタックとしてアリアン5

るこの天体の初期に遡ると考えられる．ESAの担当する

型ロケットで打上げられ，水星到達後に分離，協力して

水星表面探査機「MPO」は，この解明に最適化されたも

観測活動を行う．

ので，以下の特徴を持つ．

本計画の科学的意義は，以下の二つである．

・軌道：表層・内部・磁場を全球計測するため，低高

（1）固有磁場と磁気圏を持つ地球型惑星は地球と水星

だけである．水星の詳細探査は，初の固体惑星磁
場・磁気圏の詳細比較の機会となる．惑星の磁場・

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
を行い，常時水星表面を指向する．

磁気圏の普遍性と特異性の知見に大きな飛躍をも

2．「BepiColombo」全体計画

たらすことが期待される．

（2）水星は，磁場の存在と関係すると見られる巨大な

中心核など特異な構造と歴史を持つ．その内部・

重量・コストの制約に起因するESA側のスケジュール

表層の全球観測は，太陽系形成，特に地球型惑星

遅延（技術課題に対するリスクの見直し，重量超過に伴

の起源と進化の解明に貢献することが期待される．

う打上げ機体の変更）に伴い，「MMO」探査機及び観測

本計画は，上記に最適化された2つの周回探査機，す

装置等の設計・試作を2005〜2008年度に行い，製作を

なわち表面・内部の観測に最適化された，3軸制御，低高

2009〜2012年度に行う．2012〜2014年度の国内での総

度極軌道の水星表面探査機「Mercury

合試験2015年度に欧州での総合試験を経て，打上げは

Planetary

Orbiter

（MPO）」と，磁場・磁気圏の観測に最適化された，スピ

ン安定，楕円極軌道の水星磁気圏探査機「Mercury
Magnetospheric

Orbiter（MMO）」から構成される．JAXA

は，日本の得意分野を主目標とする「MMO」探査機の製
作・運用を担当し，ESAは打上げ・惑星間空間の巡航・水

2016年度の予定である．

「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ニMercury

Transfer

Module）

と結合させた，統合モジュール（MCS＝Mercury

Cruise

Composite）として打上げられる．打上げは，アリアン

を担当する．両探査機の観測装置は，日欧合同科学チー

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

ムが開発・運用する．

ライバイを経て，2022年に水星に到着する．この間の統

星周回軌道への投入および「MPO」探査機の製作・運用

磁場や磁気圏の様子がよくわかっている惑星は地球だ

合モジュールの制御・運用は「MPO」がつかさどり，ESA

けである．唯一の磁場を持つ地球以外の地球型惑星であ
る水星は，初めての地球との詳細比較機会を提供する．

によって実施される．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

この両者の比較は，磁場磁気圏を巡る惑星環境の更なる

機能を除く），最低限のヘルスチェック運用のみ実施する．

理解に貢献するとともに，広く宇宙に存在する様々な磁

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長楕円の水星周

気圏の特殊性・普遍性を知る大きなステップとなる．
JAXAの担当する水星磁気圏探査機「MMO」はこの解明

回軌道に投入される．その後「MPO」の推進機能を用い
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て遠水点高度を下げ，「MMO」の周回軌道（高度：400

・2013年度

同上続き

×12，000km，周期：9．3時間）に到達する．ここで「MMO」

・2014年度

同上続き

は起動され，十分なヘルスチェックの後に「MPO」から
スピン分離し，臼田64mによる独自の運用・観測活動を

〜1月 「MMO」／FM総合試験＠JAXA
3〜4月 「MMO」探査機のフライトモデルをESTEC

開始する。「MPO」は，再度の推進薬の噴射によって更

へ輸送

に高度を下げ，ほぼ円軌道（高度：400×1，500km，周期：

・2015年度

2．3時間）に至る．これにより，「MPO」／「MMO」探査

機は，同一軌道面を1：4の軌道周期で周回し，磁場連
携観測などに寄与する．

6月 「MMO」探査機のフライトモデルをESAへ
引渡し
7月一

母船総合試験＠ESTEC（欧州宇宙技術セン

ター）

3．開発全体スケジュールと主要マイルストーン
・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

・2016年度

表1

射場作業，打上げ（2016年7月予定）

水星探査プロジェクト：2013年度主要会合
総合試験中間報告会

2013年3月28日

製作など

・2005年度

フェーズB（予備設計フェーズ）

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・観測センサー等
の環境試験などを実施
・2006年度

第19回MMO設計会議相模原
ESA・JAXAインターフェー・一ス会議

゜2013年4月15−18日

2013年7月25日

Interface

Meeting．

第37回ESA−JAXA

Interface

Meeting．

Interface

Meeting．

ESA／ESOC
2013年12月2−4日

第38回ESA−JAXA

ESA／ESTEC
BepiColomboサイエンスワーキングチー

同上続き

ム会合（BepiColombo−SWT）

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・観測センサー等

第36回ESA−JAXA

ISAS∬AXA

2013年9月1−5日

第10回MMO
Meeting．

Science

Working

Team

Lapland

の環境試験などを引き続き実施
・2007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
・2008年度

同上続き

4、「MMO」・「MPO」搭載観測機器
2004年11月に，「MMO」・「MPO」の搭載観測機i器チ
ームが決定した．2009年度は日本側の参加がある機器の

MTM／TTM・EM設計・試作の製作・試験FMの設計等
を実施した．また，BepiColombo科学ワーキングチーム

衛星システムの検討およびMTM・TTMの一部製造，

（Bepi−SWT）の会合が定期的に開かれ，探査計画の立案・

サブシステムの熱構造設計確定およびSTM・EMの

実施に関わる全ての事象についてこの会合において議

一部製造，観測装置の熱構造設計確定およびSTM・

論決定されている．

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

によって，「MPO」との共同も踏まえ以下の科学目標の

・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
3月〜：サブシステムCDR（2011年度5月まで）
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：ESA／ESTEC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

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
で計測し，水星本体が有する固有磁場の成因を探る

＠JAXA
・2010年度

「MMO」探査機は，表2に示す5の観測装置チーム

フェーズD（「MMO」総合試験＠JAXA）

10月〜「MMO」／FM総合試験＠JAXA

とともに，水星本体・水星磁気圏の電流構造，時間
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，

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
と特異性を明らかにする．

・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
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最も高マッハ数の衝撃波を観測し，そのエネルギー

MSASI

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．

また「MPO」探査機は，表3に示す11の観測装置チ

MDM

ナトリウム大気 吉川一朗
（東大）／0．Kora−
の撮像による大
気生成・消滅の blev（IKI，ロシア）
探査
水星・惑星間・ 柴田裕実

Japan：立教大，東北

恒星間ダストの

早大t大阪市大，国
立天文台，JAXA

大，JAXA

Japan：東京海洋大，

（京大）

観測

ームによって，「MMO」との共同も踏まえて以下の科学

Europe：

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
線・γ線・中性子観測，表面や大気の紫外分光，中
性粒子・プラズマ直接計測によって水星全球を詳細
観測し，太陽系の最も内側で起きた惑星の形成・進

表3
名称

・巨大な鉄の中心核（全体の3／4）の解明：重力場の

レーザー高度計

全球詳細マッピングを行い，水星の特異な内部構造
を明らかにする．

ISA

電波精密測距に

MAG

水星内部・磁気
圏・太陽風の磁

L。Iess

a）水星磁場の精密観測：「MMO」による本体近傍〜磁
二点

および水星磁気圏の

が初めて可能となる．

Switzer−

Germany）

K．H，
C．M．

Italy）

Rome，

Italy）

Glassmeier（TUB，
Carr

qCL，

国立天文台

JAXA他

Germany）

UK）

場観測

SIMBIO一
SYS

撮像および光・近
赤外分光による

表層地形・組成地

E．Flamini（ISA，

Italy）

F．Capaccioni（INAF−IASF，

Italy）

他5

形・組成観測

MERTIS
MGNS

赤外熱撮像

E．K．

ガンマ線・中性子計

1，

測による表面組成

Jessberge「

Munster，

Mitrofanov（IKI，

X線計測による

G．Fraser（Univ，

SIXS
PHEBUS

表面組成

J．Huovelin（Univ．

Lelcester，

E．Quemrais（CNRS，

る大気組成

岡野章一（東北大）

中性粒子・イオ

JAXA，早大

S，

Orsini

UK＞

Helsinki，

紫外線分光によ

0．Korablev

SERENA

Germany）

Russia）

長谷部信行（早大）

MIXS

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

Bem，

（DLR，

他

測が可能となる．

編隊飛行による時空間分解

（Univ．

（Univ．

また，両探査機の連携によって以下のより有意義な観

Spohn

V．Iafolla（CNR−IFSI，

行い，表面地形の成因解明を目指す．

同時計測による高精度決定；

Thomas（Univ，

1and）T．

よる重力場・内
部構造の探査

・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

N．

MORE

・極の氷の存在検証：γ線・中性子観測によって，非
日照域に存在する可能性のある水などを検証する．

他の国内
参加機関

PYCo−PI
（一部略）

による重力場・
内部構造の探査

化に迫る．

ドイツ

「MPO」探査機：観測機器チーム

観測内容

BELA
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JAXA他

Finland）

France）

JAXA，東大

他

（Russia）

（CNR−IFSI，

Italy）

他

JAXAイ也

ン観測による表
面・大気組成

b）磁気圏一水星表層の直接相互作用の検出：「MMO」
による磁場・高エネルギー粒子（原因）の観測と，

5．TMMO」・「MPO」探査機の設計検討・開発状況

「MPO」による表面からの原子・X線放射（結果）

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

の交換・共有を行った．衛星システム（基本文書作成，

可能となる．

表2
名称

MGF

水星内部・磁気

代表者／副代表者
および機関
W． Baumjohann

圏・太陽風の磁
場観測

品質保証計画，対ESAモジュール▽F，「MMO」探査機

「MMO」探査機：観測機器チーム

観測内容

詳細仕様など），の作成・維持を行った．

他の参加機関

（国内）・参加国
Japan：東海大，九大，

（IWF，オーストリ

ア）／松岡彩子
（JAXA）

東北工大t熊本大，
東工大，東大，NiCT
Europe｛也：ドイツ，

イギリス，アメリカ
MPPE

電子・イオン・
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

齋藤義文

（JAXA）

／J．−A，Sauvaud

（CESR−CNRS，フ
ランス），

平原聖文（東大）
S．Barabash

（IRF，

スウェーデン）

電場，プラズマ
波動，電波電子
密度・温度計測
による磁気圏・
査

大気・太陽風探

また，ESA側開発遅れに伴う打上げ年度の変更に伴う
影響，開発遅れをもたらした技術的問題の影響，MESSEN−

GERの観測に基づく水星重力係数の大幅な改訂に伴う
影響の評価を引き続き実施した．

Japan：京大，名大・
太陽地球環境研，

東工大，東北大，東
大， 極地研，NiCT
Europe：フランス，
イギリス，イタリ
ア，チェコ，ドイツ，

スイス
Others：アメリカ，
台湾

PWI

MMO単独の総合試験を継続実施している．3月に総合
試験中間報告会を実施し，各機器・システム間での情報

笠羽康正（東北大）

Japan：富山県大，愛

／」．−L．Bougeret

ESAとのインターフェース調整
ESAI［JAXAプロジェクト問の会合を複数回実施お互
いの進捗状況問題点に関して情報を交換した。また，
緊急を要する課題に関してはビデオ会議，電話会議も併
用し議論を行った．インターフェース要求条件書（IRD），

インターフェースコントロール確認書（ICD）の内容を

媛大，京都産業大，

ESAと調整維持した．

（LESIA，フラン

東北大，JAXA

ス）L．Blomberg
（KTH，スウェー

Europe：フランス，

の安全管理，品質管理に関してESA側PA（Product

デン）小嶋浩嗣（京

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）

スウェーデン，

ノル

ESAにおける機械環境試験以降

Assurance）マネージャーとの調整を継続した．

ESA側Spacecraft CDRを契機に発足したSPCによる
Committeeにメンバーとして参加するととも

Tracking
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スに関する基調講演が行われた．

に，11月に行われたESA側Spacecraft△CDRに参加し，
ESA側プロジェクトの状態を確認した．

6．2

6．「MMO」・「MPO」観測チームの活動

MMO

Science

Working

Sub−Group（MMO−SWG）

2013年度はMMO−SWGとしての会合は行っていない
が，SWGメンバーを中心に水星周辺という熱的に厳しい

6．1

BepiColombo

Science

Working

環境，さらには，活用できるリソースが限られていると

Team（Bepi−SWT）

2013年度のBepi−SWTを，ラップランドにて2013年9

いう境界条件において，いかに最高のサイエンス成果を

月に開催した．会議では（1）プロジェクトの進行状況報

得るかというデータ取得戦略議論を行っている．

告，（2）各搭載機器の開発状況報告，（3）水星サイエン

8．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

前田良知

渡辺

上野史郎

田村隆幸

坂東信尚

伸

竹井

学

山崎典子

洋

辻本匡弘

夏苅

権

石村康生

志田真樹

岡崎

健

冨田

太田方之

和田篤始

岩田直子

嶋田貴信

川原田円

飯塚

亮

湯浅孝行

小川博之

海老沢研

小高裕和林多佳由片岡理江林克洋山田隆弘池田博一中川貴雄川崎繁男
松本浩典
所外：玉川

杉田寛之

徹

佐藤洋一

国分紀秀

佐藤悟朗（理研）田代

篠崎慶亮
信

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・理研）中澤知洋 平賀純子（東大）内山秀樹（静岡大）坪井陽子（中央大）片岡 淳
中森健之（早大）河合誠之 谷津陽一（東工大）大橋隆哉 石崎欣尚 江副祐一郎（首都大）吉田篤正 馬場
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

京理科大）北本俊二

内山泰伸（立教大）村上弘志（東北学院大）村上敏夫

教大）宇野伸一郎（日本福祉大）田島宏康

大）幅

良統（愛知教育大）小山勝二

山内茂雄

太田直美（奈良女大）常深

大）深沢泰司

廿日出

勇

水野恒史

山内

誠

高橋弘充

森

洋

古澤彰浩

鶴

剛

博

林田

大野雅功

嶺重
清

石橋和紀

慎

秋元文江

上田佳宏

穴吹直久

田原

大

1．ASTRO−H衛星の概要

1．2

目

譲

田村啓輔

信川正順

森

英之（名

内田裕之（京大）

能町正治（阪大）伊藤真之（神戸

田中康之（広島大）粟木久光

浩二（宮崎大）高坂達郎（高知工科大）北山

佐藤浩介（東

米徳大輔（金沢大）星野晶夫（立

田中孝明

中嶋

彩

黄木景二

寺島雄一（愛媛大）

哲（東邦大）他ASTRO−Hチーム

標

ASTRO−Hは，

X線超精密分光と軟X線・硬X線撮像

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

分光／軟ガンマ線観測とによる広帯域観測を，これまでに

立大学の研究グループの支持と協力で検討が進められ，

初めて捉え，宇宙の進化をリアルタイムの映像として明

世界最高の圧倒的に優れた観測能力で，宇宙科学の根源

らかにし，超広帯域の観測とも合わせることで，ダイナ

的課題に挑む．

ない高感度で実現する，これによって，宇宙のダイナミ
ックな進化と非熱的物質を含めたエネルギー集中過程と

階層形成の解明を目指すものである．高温ガスの運動を

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

2008年度の宇宙開発委員会における開発研究事前評

ろう．ASTRO−Hは，最低3年間軌道上において観測を

価，JAXAのプロジェクト移行審査を受け，第26号科学

続ける事を目指しており，科学的目標は以下の通りであ

衛星ASTRO−Hプロジェクトとして，2008年度10月よ

る．

りその活動を開始した．

2013年度はMTM（機械試験モデル）を用いて機械環

（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

境試験（衝撃，音響，正弦波振動試験）を行い，衛星の

ネルギー，非熱的エネルギーの全体像を明らかに

構造数学モデルの妥当性，及び衛星主構造の耐振動性を

しダイナミックな銀河団の成長を直接観測する．

評価した．また，機械環境試験前後にアライメント測定
を行い，変動が起きていないことを確認した．

その後，FM（フライトモデル）の組立を行い，搭載機
器の一次噛み合わせ試験を実施した．

（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．
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（3）ブラックホールの極めて近傍にある物質の運動

助言を得るために，NASA，

ESA，
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JAxAのそれぞれの宇

や，そこから出る輝線の構造を測定することで，

宙機関からサイエンスワーキンググループ（SWG）メン

重力のゆがみを把握し，相対論的時空の構造を明

バーが公募され，13名が選ばれている，

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

ネルギーを獲得する現場の物理状態を測定し，重

2．ASTRO−H衛星搭載マイクロカロリメータ
（SXS）の開発

力や衝突・爆発のエネルギーが宇宙線を生み出す
過程を解明する．

（5）距離（年齢）の異なる銀河団のダークマター分布

ASTRO−H搭載予定のSXS検出器は，極低温検出器マ
イクロカロリメータを用いた精密分光器である．マイク

を測定し，銀河団進化に対するダークマターと暗

ロカロリメータはX線CCDカメラの20倍程度の分光能

黒エネルギーの役割を探求する．

力を持ち，天体の運動や物理状態を精度よく決定するこ

この科学的目標を実現するために，以下の装置の開発

とが可能である．宇宙の様々な謎を解き明かし，未知の
物理現象を発見することが大きく期待される．2013年度

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
エネルギー分解能7電子ボルトを持つマイクロカ
ロリメータ検出器からなる．ダークマターに閉じ
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：
0．5−12keV）．

全体についてはEMによる各種実証試験及び環境試験，

FMの詳細設計と製作を行った． EMデュワはシステム
MTM試験に参加した．また各種機器はサブシステム噛
み合わせ試験システムー次噛み合わせ試験に参加して
いる．2012年度にEMのデュワとセンサを組み合わせて
の冷却試験で判明した冷凍機の駆動による振動が，セン

（2）広視野軟X線撮像分光システム：軟X線望遠鏡と

サ温度の安定度とエネルギー分解能を劣化させる現象に

大面積X線、CCDを用い，広い視野を持つ超低雑

ついて，原因究明と改良を行った．冷凍機とデュワの問

音X線カメラ（観測範囲：0．3−10keV）．

に振動を伝えないアイソレータを挟むことで，センサの

（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

性能劣化は避けられる見通しが立ち，アイソレータの詳

って分布するX線背景放射から，個々の天体を切

進めている．デュワはフライトモデルの製作を開始して

り出すことを可能にし，厚い塵に隠された巨大ブ

おり，2014年度初頭からセンサの組み付けを始める．冷

細設計及び関連するインタフェースの設計変更と検証を

ラックホ・・一一・ルの検出感度を一気に向上させるブレ

凍機駆動装置や信号処理装置など各種電気機器も設計，

ークスルーをもたらす，（観測範囲：5−80keV）．

製作が進行しており，環境試験及び性能評価試験を様々

（4）軟ガンマ線検出システム：独自の狭視野半導体コ

なレベルで行っている．

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
囲：10−600keV）．

また，硬X線望遠鏡の焦点距離12mを実現し，打上げ
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，絶

ASTRO−H衛星には2台の硬X線望遠鏡（HXT：Hard
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，名大，愛媛大，高知

対温度50mKを実現する冷凍機システムをデータ処理，

工科大，宇宙研が共同で開発を進めている．1台目のフ

通信系などとともに実現する．

ライト品（HXT−1）は，すでに前年度までに製造とX線
での較正を一通り終えている．今年度は2台目のフライ

1

．3

国際協力

ト品（HXT−2）の製造とX線での較正試験（SPring−8実

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

験）を行った．まず，HXT−2に必要な反射鏡を全数（約

となっており，特にNASA／GSFCを中心としたグループ

の後SPring−8で2段目のフォイルの位置調整を行った
後，1段目の反射鏡を搭載し，上下段合わせたフォイル
の最終位置調整を行い，この段階で望遠鏡としての性能

は，2008年にNASAのSMEX／MOO公募プログラムによ
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
に行うこととなっている．さらに，カナダにてオンボー

1000枚）揃え，HXT−2の2段目に反射鏡を搭載した．そ

を確認するX線照射試験を実施した。さらに1段目反射
鏡の上にプリコリメータのブレードを搭載し，SPring−8

ドアラインメントの開発が行われている．また科学的な

で望遠鏡としての全体性能を確認した後，音響試験振

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

動試験を実施し，再びSPring−8にて，機械環境試験前後
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で望遠鏡の性能に変化がないことを確認し，最終の性能
評価試験を実施した．最後にアラインメントキューブの
向きの較正を行い，HXT−2が完成した．

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
連絡を取りながら開発を進めている．今年度は，音響試

験用のプレコリメータを日本側で製造してNASA側に輸
送し，NASA／GSFCでは2台目のフライト品（SXT−2）の
ミラー部の組み上げを完了した．組み上がったSXT−2に

アナログ回路系（ビデオボード，ドライバボード）に

ついてはEMを用いて機能試験性能試験を行った後，

FMの製造を行った。

FMのアナログ回路とEMのCCD

を噛み合わせた冷却性能試験では，読み出しノイズを電

子数換算で6個，5．9keVのX線に対するエネルギー分解

能150eV（FWHM）を達成し，要求性能を満たすことが
確認できた．CCD，アナログ回路系を納めるSXI−Sにつ
いてはフライトモデル，及び単体試験で真空引きを行う
ための真空蓋の製造を行った．

X線での較正試験を実施した後，日本から送ったPCと

デジタル回路系のうち，CCDの画素毎の信号処理を担

ACを組み付け，望遠鏡として完成させた．一連の機械
環境試験を実施し，直後のX線測定で，性能に変化がな

うSXI−PEについては昨年度に引き続き機上のデータ処
理ロジックのデバッグを進め，フライトモデル用ロジッ

かったことを確認した．その後SXT−2は日本に向けて

クの最終確認を進めた．他方のSXI−DEについてはフラ

発送され，宇宙研のビームラインに到着した．これで，

イトモデルを製造し，システム試験の一次噛み合わせ試

日本側で行われるサーマルシールドの搭載作業を残し
て，SXTは2台とも完成したことになる．その後，宇宙
研ではSXTの較正試験を実施している．

験に合流した．一次噛み合わせ試験においてはシステム

とのバス電源，SMUとの珊確認データ処理性能の確
認を行った．

一段スターリング冷凍機についてはフライトモデルー

4．ASTRO−H衛星搭載軟X線撮像検出器（SXI）
の開発

式を製造し，実際のCCDを冷却することによって冷却
性能が要求を満たしていることを確認した．

上記で述べた各フライトコンポーネントについては，
SXI（Soft

X−ray

Imager）は，

ASTRO−Hに搭載予定の

広視野撮像分光検出器である．5．6mの焦点距離を持つ軟

個別にEM機器や地上試験装置と接続して機能試験，性
能試験を行ったのち，フライト機器どうしを接続して機

X線望遠鏡（SXT−1）の焦点面に置かれ，大面積のX線、

能試験，冷却性能試験を実施した。

CCDを4枚配置することで38分角の視野をカバーする．
S）qは，「あすか」，「すざく」でのX線CCDカメラの経
験をもとに開発が進められており，次のような特徴を持

2014年1月にはSXI−Sを始めとするフライトコンポー
ネントを筑波宇宙センターに搬入し，フライト用のハー
ネスを用いて機器を接続して全系での冷却性能試験を実

つ．

施した．その後，衛星に搭載し一次噛み合わせ試験に合

（1）世界で初めてN型CCDを採用し，200μmという

流した．

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
する．

（5）イベント処理にFPGAを利用することで，撮像間
隔を短縮する．

硬X線撮像検出器（Hard
ンマ線検出器（Soft

X−ray

Gamma−ray

Imager：HXI）及び軟ガ
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

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．

2013年度はフライトモデルの製造を進めると共に，シ

HXIは両面シリコンストリップ検出器と両面ストリッ

ステム機械環境試験にSXIセンサの機械環境試験モデル

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

を，一次噛み合わせ試験にSXI−Sのフライトモデルを参
加させ，設計検証とフライトモデルの電気磯械インタフ

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

ェース確認を進めた．

分解能250μmを同時に実現する．さらに周囲を，BGO

CCDについては24個のFM候補素子を製造し，フラ

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

イト素子の選定を進めた．新たに開発したスクリーニン

ことで，低バックグラウンドによる高感度を実現する．

グシステムを用いて各素子のエネルギー分解能，電荷転

送効率，低エネルギーX線に対する応答暗電流などを

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

比較し，4素子をフライト素子として，4素子をフライ

させ，コンプトン運動学を用いた到来方向決定能力によ

トスペア素子として選定した．

って，さらなる高感度観測とガンマ線の偏光観測能力を
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に軽微な不具合が発生したが，これは一次噛み合わせ試

HXIについて，2013年度は，センサ部及び回路部のそ

験後にプログラムを書き換え，単体で試験を行って修正

れぞれのコンポーネントについて，衛星搭載実機の製造

を確認することとした。アラインメント調整作業では，

と試験を行った．まず，2013年秋より実施された衛星・一

次噛み合わせ試験においてデジタルエレクトロニクス部

CAMS−LDとCAMS−Tの問のアラインメントを，要求値
の10秒角以下に抑えることができることを実証した．

（HXI−DE）のフライト品を参加させ，衛星のデータ処理

現在，搭載品の製造が行われている．

系ネットワークとの噛み合わせを実施し，通信に問題が
ないことを確認した．また並行してセンサ部（HXI−S）

のエンジニアリングモデルを用いた性能実証試験を行
い，要求性能を満たすことを確認したのち，フライト品
の製造を進めた．衛星一次噛み合わせ試験後半に向けて，

7．ASTRO−H衛星用解析ソフトウェア・キャリブ
レーションの構築
ASTRO−H衛星は公開天文台として，科学観測データ

HXI−DPU）の

はひろく科学者に開かれる．すなわち，搭載装置の開発

フライト品の製造と，そこに搭載するロジック回路の検

者でなくとも，ASTRO−H衛星の科学成果を最大限に引
き出せるように，迅速，正確かつ，容易に観測データ

アナログ及びデジタル処理部（HXI−AE，

証を完了した後，センサ部フライト品とのend−to−endの

噛み合わせ試験を予め実施し，単体レベルでの機能性能
が所定通りであることを確認してから衛星とのii歯み合わ
せに臨んだ．…次噛み合わせ試験においては衛星バス系

が解析できる仕組みを構築することが重要である．
ASTRO−Hでは，解析ソフトウェアの開発，及び，搭載
装置の較正情報の取りまとめを行うチームとしてソフト

及びミッション機器を同時に動作させた状態でのセンサ

ウェア・キャリブレーションチーム（SCT）を組織し，

性能を測定し，単体試験時との比較を行うことで他機器

活動を続けている．

からの干渉が問題ないレベルであることを確かめること
が出来た．

昨年度までは，SCTにてNASA／GSFCと共同で，各検
出器開発グループ，科学検討グループ，アーカイブグル

SGDにおいては，昨年度不具合が発生したカメラ部の

ープ等，複数の検討グループと議論を行いながら，観測

テルル化カドミウム半導体と読み出し基板とを電気的，

データの高次処理ソフトウェアのなかでも，各搭載装置

機械的に接合しているバンプ接合の改善を行った．改善

で共通に用いられるツールを中心に開発を進めてきた．

した方法で，電気試験温度サイクル試験ランダム振
動試験高周波衝撃試験を行い，フライトモデルの製造

装置固有のツールの仕様決定，及び，コーディングに着

方法を確立した．

今年度も引き続き共通ツールの開発を進めつつ，各搭載
手し，一部はテストも開始できている．また，各検出器

カメラ部も含め，センサ部，電気回路のフライトモデ

の較正試験の担当者との研究打合せを通じ，較正情報を

DEを組み合わせ

30程度の項目に整理した．これらのソフトウェア仕様や

たサブシステム噛み合わせ試験を順次実施し，動作の確

較正項目のリストを元に，高次処理プロセスの入出力フ

認，問題点の洗い出しを行った．また，一次噛み合わせ

ァイルのキーワードやフォs−一一一マットの規定にフィードバ

試験には，フライト品を使用したモデルで参加し，衛星

ックした．

ルの製造を進め，SGD−S，

AE，

DPU，

バスシステム上での動作，性能の確認，他機器とのr渉

8．ASTRO−H衛星データ処理，ソフトウェア，ア

の確認を行った．

ーカイブシステムの開発

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るチー

ASTRO−HのHXT＋HXI用の光学ベンチは全長12mに

ムとして，アーカイブチームを組織し，活動を行っている．

達する大型のものである．軌道上での振動によるアライ

2013年度は，システムの設計を詳細化するとともに，

ンメントの誤差を検出するために，オンボードアライン

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問でデータ交換をするためのシステム，ユーザ

メント装置の開発をカナダCSAと共同で行っている．

今年度は基本設計および詳細設計を進めた．

にデータを配布するシステムの開発を実施した．

CAMS−LDとCAMS−Tの機械的デザインを確定した後，
次に，光学的性能を調べるためのEngineering

tion

Qualifica−

9．ASTRO−H衛星の地上系システムの構築

Model（EQM）の製作に入った．他方，機械環境試

験を通過したEM一組は，11月に日本に送られた．この

ASTRO−H衛星の打上げ後に行われる観測計画の受付

EMを用いて，1月に一次噛み合わせ試験でレーザー照
射を含むCAMS全系の電気試験と，アラインメント調整
の機械作業を実施した．電気試験ではFPGAプログラム

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．2013年度は，下記の各系システム単体での
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開発や機能確認を行った．また，2014年度以降に実施す

画・観測結果・処理結果を一元管理する観測データベー

ス（ODB）を使用する．2013年度は，すざく観測データ

る系間試験に向けてインタフェース調整を行った．

ベース（ODB）をベースに，外部公開部分のODBを開
発した．SCT，アーカイブチーム等，

9．1衛星運用に係るシステム
科学衛星運用・データ利用センター（C−SODA）の協力

ODBを利用する各

チームにて機能評価を開始した．

のもと2012年度に構築した汎用衛星試験運用ソフトウ
ェア（GSTOS；Generic

Spacecraft

Test

and

10．ASTRO−Hチームの広報教育活動

Operations

Software），データ分配／蓄積装置，地上試験装置（GSE）

ASTRO−Hチームでは，

を一次噛み合わせ試験に供するとともに，今後の総合試

ASTRO−Hや高エネルギー宇宙

験，運用に向けて，機能・処理能力向上等の要改善点の

物理学を通した広報教育（Education

抽出を行った．

EPO）の活動を行っている，これを支援し，自らも広報

and

Public

Outreach：

また，時刻付けライブラリを利用した時刻校正システ

教育活動を行うEPOチームを青山学院大，日本福祉大，

ムをデータ分配／蓄積装置に構築し，一次噛み合わせ試験

名大，神戸大，宇宙研のメンバーで構成し，広報教育活

に供した．

動のためにパンフレットやクリアファイル，ロゴシール
といった資料作成などの活動を行っている．

9．2

2013年度も，一般の方への講演活動などを継続し，

データ利用に係るシステム

ASTRO−H衛星のみならずJAXAや宇宙物理学の宣伝を

C−SODAが管理する科学衛星テレメトリデータベース

SIRIUS，サーバ群ReformatterへのASTRO−H環境構築
に際し，C−SODAとインタフェース調整を行った．
C−SODAの協力のもと，一次噛み合わせ試験データをオ
フラインでSIRIUSに登録し，時刻校正の検証等を行っ

行った．

また，ASTRO−H衛星の公式web

pageからは，

ASTRO−H日誌として衛星の開発状況を一般に伝えるな
どの作業を行っている．

ASTRO−Hチームは日本全国の機関にメンバーが点在
しているのが特徴で，そのおかげで，宮城から宮崎まで

た．

幅広い箇所での広報教育活動が可能になっている．

9．3観測データベース

また，日本福祉大学ではASTRO−Hの点字パンフレッ

ASTRO−Hでは，「すざく」と同様に，観測要求受付か

トも制作し，広報教育のバリアフリー化を目指している．

ら観測データアーカイブまで一貫して使用する観測計

9．惑星分光観測衛星プロジェクト
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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

用を実施し，

定常観測運用に移行した．以下に各作業の

概要を記す．

惑星分光観測衛星（SPRINT−A）は，地球周回軌道か
ら惑星の大気や磁気圏プラズマを極端紫外光で高分散の

2．1

分光撮像観測する惑星観測用宇宙望遠鏡である．観測対
ラズマの発光現象であり，大気進化プロセスや高速回転

2012年後半から続くFM総合試験を完了し，予定した
全ての衛星機能・性能を確認検証した．設計会議として
射場輸送前確認会を実施し，打上げに支障がないことを

系磁気圏内でのエネルギー輸送メカニズムに迫ることが

確認した．

象は地球型惑星の流出大気と木星型惑星の内部磁気圏プ

FM総合試験の完了

目的である．衛星は，2013年9月14日に打上げられ，
「ひさき」と命名された．11月19日に最初の惑星観測を
実施し，定常的な惑星観測運用を継続している．

2．2

射場作業

衛星は6月23日に内之浦宇宙空間観測所に搬入され，
射場作業を開始した．衛星動作試験・外観確認，衛星一

2．惑星分光観測衛星の活動
本年度は，FM総合試験を完了し，射場作業，初期運

ロケット問結合（図1），射点での全機振動試験・最終動

作試験などを経て，9月14日にイプシロンロケット試験
機により打上げられ，所定の軌道に投入された．打上げ
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2．3初期運用
打ヒげ後の衛星状態はIE常であり，約2ヶ月にわたる
初期チェックアウト，初期運川を問題なく終∫した．11
月19日には一木星および金星のファーストライトを取得
した（図2a，2b．

JAXAプレスリリースより抜粋）．衛星

は設計通りの機能性能を発揮しており，定常観測運用に
移行できることを確認した．
2．4

定常観測運用

今年度は主に木星と金星の連続観測を実施した．木星
オーロラとイオプラズマトーラスの観測では，木星磁気
圏内で高温電子のイf：在から，エネルギー輸送プロセス・

輸送経路を同定した．また，1月にはハッブル宇宙望遠
鏡（HST）などと木星協調観測を実施した．

HSTによる

木星オーロラの空間構造観測と，「ひさき」による極端紫

外発光量の時間変化の対応関係を捉えることに成功し
た．金星観測は，流出する大気総量を導出するためのデ
ータを取得し，観測を継続している．

また，同時に地ヒ運川系の整備を進め，観測計画系お
図1 イプシロンロケット頭胴部に結合された惑星分光観測衛星，
7Jj 26日撮影．（JAXAデジタルアーカイブスより1

よびデータ処理系を実稼働させ，定常観測運川に使川し
ている．
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図2a 11月．19日10：51（H本標準ll芋）からの5分間で，極端紫外線分光装置により撮像された木星の分光観測画像．左側が視野ガイドカメラ
の画像で，そのスリット（幅は10秒角）を通り抜けてきた光の極端紫外線分光画像が右側である．右側の図の横軸は波長を表し，左端から右
端までがおよそ150nmから50nmの範囲に対応している．観測対象の木星磁気圏の光や，木星オーロラが確認できる．なお，地球周辺の大気
の光も広がって同時に観測されている，
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th

rtVt−tU）

∈

言600
◎c・400

v幻200

一

5％

200

400

600

800

1000

Pixe1

図2b ll月19 H l6：29 q体標準li斜からの8分問で，極端紫外線分光装置により撮像された金星の分光観測画像．スリットの幅は60秒角
である．金星からの散乱光が検出されている．なお，左側の視野ガイドカメラ1呵像はスリットを挿人する前の金星を合成したものであり，右
側の8分間の積分による分光観測を実施しているときには，実際には金星はスリット内に落ち込んでおり視野ガイドカメラでは観1則できない．
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10．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）

中村揚介（サブマネージャ）

仁田II：美（ファンクションサブマネージャ）笠原

小川恵美子

藤本正樹

所外：小野高幸（PV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

東尾奈々

篠原

育

齋藤義文

長谷川洋

横田勝一郎

慧

早川

三谷烈史

淺村和史（ミッションマネージャ）

基
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（JAXA研究開発本部）笠羽康正（東北大）小嶋浩嗣（京大）塩川和夫
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寺田直樹

小原隆博

坂野井健

土屋史紀

堀

智昭

瀬川朋紀

菊池

藤井良…

大塚雄・一西谷

家田章正

齊藤慎司

北村成寿

増田

今田晋介

阪府大）篠原

崇

智

学（鹿児島高専）笠原禎也

八木谷聡

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

西山尚典（極地研）上野玄太

達

河野英昭

大）田所裕康（東京工科大）長井嗣信
北村健太郎（徳III高専）石坂圭吾
中村紗都子（京大）高田

栗田

関華奈子

三宅壮聡

望

梅田隆行

後藤由貴

尾崎光紀

門倉

昭

佐藤夏雄

葵（フィンランドFMI）Shiang−Yu

桂華邦裕

ド山

学

町田

忍

松田昇也（金沢大）橋本久美子（吉

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
星野真弘

村田健史

島津浩哲

飯島雅英（大乗淑徳学園）村中崇信（中京大）細川敬祐（電通大）田中
中溝

（名大）加藤雄人

能勢正仁

岡田敏美（富山県立大）田口
努

充

小路真史（名大）尾花由紀（大阪電通大）中村雅夫（大

長谷川実穂（東1：大）寺沢敏夫

拓（高知高専）長妻

疋島

玲（東北大）渡部重十（北大）宮ド幸長

吉川顕正（九大）大村善治
樋口知之

村島未生

学

真

天野孝伸（東大）
柳町朋樹（立教大）

品川裕之

陣

英克

真

亘

自澤秀剛（東海大）

三宅

坂口歌織（MCT）

Wang風間洋一一一i（台湾ASIAA）小笠原桂一（米国SWRI）

アルヴェリウス幸子（スウェーデンIRF）

1．概

要

れており，太陽地球系科学分野の様々な研究手法を結集
し総合的な観測を行う．さらに，多様なデータを統合的

「ジオスペース探査（ERG）」計画は，放射線帯の高
エネルギー電子の加速機構と宇宙嵐の変動メカニズムの

にサイエンスセンターを設置し，プロジェクトのデータ

解明を目指したミッションである．

の標準化とアーカイブ，統合解析ツールの開発と公開を

地球の近くの宇宙空間であるジオスペースには，高密

に解析する体制を整備し，科学成果を最大限にするため

行う．

度の熱的プラズマ領域であるプラズマ圏，宇宙嵐の発達
を引き起こす環電流粒子，そして最高エネルギー帯の放
射線帯と異なるエネルギー階層のプラズマ・粒子が共存

している．ジオスペース探査（ERG）衛星は，広いエネ
ルギー帯を計測するプラズマ・粒f計測器および広い周
波数帯を計測する電場・磁場計測器が搭載されており，

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f−，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．

本計画の科学課題は以下の3つであり，放射線帯の相
対論的電子がいつ，どのように増加するかを明らかにす

図1

軌道hのERG（想像図）

ることを目指している．

（1）放射線帯の相対論的エネルギー電子の増加過程が，

2．開発全体スケジュールと主要マイルストーン

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」㌃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，

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
打上げを予定している．

磁力計やレーダー観測といった連携地上観測，さらにシ

・2012年5月

ミュレーション・モデリングの3つのチームから構成さ

・2012年8月

SDR（System

Definition

Review）

プロジェクト化
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・2013年3月

基本設計確認会

波動（周波数）とエネルギー授受をしているのかを直接

・2014年3月

詳細設計確認会

測定する．世界ではじめて波動粒子相互作用を定量的に

・2014年11月

1次噛合せ

検証する．

・2015年4月

FM総合試験

・2015年12月

打上げP定

表2

「ERG」探査機：観測機器チーム

名称

表1

ジオスペース探査プロジェクト：2013年度主要会合

観測内容

LEP．e

設計・サイエンス会議

2013年6月6−7日
第3回ERG設計会議・サイエンス会議
2013年11月26−27日 第4回ERG設計会議・サイエンス会議

高エネルギー
超高エネルギー
電子計測

する必要がある．また，プラズマの波の波形観測も重要

笠原慧（JAXA）

プラズマ波動・電場

PWE

計測

MGF

磁場観測

S−WPLA

である．実は，このような総合観測は，ジオスペース赤

淺村和史（JAXA）

イオン計章則

測だけではなく，6桁以上低い電子ボルトのプラズマま
でをカバーするように，エネルギー方向に連続的に観測

（JAXA）

中間エネルギー

MEP−i

解するためには，放射線帯のメガ電子ボルトの電子の観

松本晴久，東尾奈々

低エネルギー
イオン計測

LEP−i

総合観測を行う．放射線帯の相対論的な電子の加速を理

三谷烈史（JAXA）

電子計測

XEP．e

考えられているジオスペースの赤道面付近で，プラズマ

笠原慧（JAXA）

電了・計測

HEP−e

ERG衛星は，相対論的な電』監の加速が起こっていると

風間洋一（ASIAA）

中間エネルギー

MEP．e

3．ERG搭載観測機器

代表者

低エネルギー
電子計測

笠羽康正（東北大）

松岡彩子（JAXA）

波動粒子相互作用解

析装置

小嶋浩嗣（京大）

道面ではほとんど行われたことがない．それは，放射線
帯のエネルギーが高い粒子のために，低いエネルギーの

また，観測のためには以下の特徴を持つ．

・軌道：磁気圏全域をカバーするため，夜側を包含しう

プラズマ／粒子の観測がとても難しいからである．ERG

る長楕円極軌道をとる．

衛星では，新たに開発した機器を搭載して，放射線帯の

・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，

中でのプラズマ総合観測の実現を目指している．

スピン安定であり，常時太陽を指向する．

ERG衛星には，8台の観測機器を搭載する．その内，

・電磁干渉対策：精密な磁場・プラズマ計測のため，帯

荷電粒子のエネルギーや飛来方向を計測する機器が6

磁・帯電・電磁ノイズ低減をはかる．

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

は電子ボルト域高い方ではメガ電子ボルト域をカバー
する．これらの観測器の多くは国内で開発され，一台が

4．国際協力対応

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子（メガ電fボルト以上）の加速

ERG衛星が打上げを予定している第24太陽活動期に
は，米国やカナダ，ロシアなどによっても放射線帯の衛

と消失を理解することだが，そのためには高エネルギー

星観測が計画されている．このように，ジオスペースを

電子のみを観測するのでは不十分である．加速・消失プ

複数点の衛星によって同時に観測できる機会は，とても

ロセスには幅広いエネルギーレンジのプラズマや，幅広

貴重である．そのため，各国の衛星計画の間で情報の交

い周波数帯の電磁場が寄与するため，これだけ多くの観

換を進め，協同してジオスペース研究を推進していく議

測器が必要である．

論が行われている．
また，台湾Academia

加えて，S−wpm：ソフトウェア型波動粒子相互作用解
析装置（PWE，

Sinica

Institute

of

Astronomy

and

Astrophysics（ASIAA）が中心となり，低エネルギー電子

MEP−e／HEP−e／XEP−eの出力信号をMDP

分析器（LEP−e）の開発をすすめている．

内で処理）により，どのエネルギー粒子がどのプラズマ

11．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（プリプロジェクト長）

松原英雄

和田武彦

塩谷圭吾

村田泰宏

小松敬治

齋藤宏文

竹内伸介

冨木淳史

澤井秀次郎

川勝康弘

久木田明夫

戸田知朗

廣瀬和之

福田盛介

山田隆弘

川田光伸
小川博之

片坐宏一
後藤

健

紀伊恒男

松浦周二

坂井真一郎

佐藤英一

橋本樹明

山村一誠

中塚潤一

清水成人

岡崎

峻

大串義雄

清水幸夫

阪本成一

渡辺次男

上野宗孝

吉原圭介

長島隆一

猿楽祐樹
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津村耕司

磯部直樹

自籏麻衣

櫨香奈恵

大井

所外：山脇敏彦

水谷忠均

清水隆三

宇都宮真

杉田寛之

渚

瀧田

怜

江草芙実

佐藤洋一

篠崎慶亮

澤田健一郎

岡本

篤

畠中龍太

安藤麻紀子 山中浩二 巳谷真司 村h尚美 谷 洋海 馬場勧 美浦由佳 宮崎英治 木本雄吾
石澤淳一郎（研究開発本部） 野田篤司 歌島昌由（ミッションデザイン支援グループ） 丸III健太
松田武志（環境試験技術センター）芝井

広（Principal

樹

Investigator）深川美里（阪大）尾中

川村元秀

小林尚人

宮田隆志

川良公明

左近

土井靖生

酒向重行

平原靖大

大薮進喜

石原大助

空華智子

永山貴宏（名大）渡部潤一

敬

森

研人

河野孝太郎

斎藤智樹（東大）金田英宏

山下卓也

有本信雄

松尾

宏

児玉忠恭泉浦秀行今西昌俊小山佑世小谷隆行（国血天文台）山田亨市川隆板良房大坪貴文
（東北大）村上正秀（筑波大）松本敏雄
（愛媛大）

松尾太郎（京大）所

高見道弘

大III陽・（台湾中央研究院）藤代尚文（京都産業大）長尾

透

仁志（ナノオプトニクス研究所）江上英一（アリゾナ大）本田充彦（神奈川大）

後藤友嗣（ボーア研究所）高木俊暢（宇宙国際フォーラム）鈴木仁研（SRON）植田稔也（デンバー大）
本国際会議にあわせて，海外著名研究者を講演者にむ

1．はじめに
次世代赤外線天文衛星SPICA（Space
scope

for

Cosmology

and

Infrared

かえ，一般の方むけの講演会を開催した．
Tele−

Astrophysics）は，（1）銀河誕生

2，2

学術の大型研究計画マスタープランへの採択

のドラマ，（2）惑星形成のレシピ，（3）宇宙における物

コミュニティにおけるSPICAの重要性の議論を重ね

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

た．その結果，「第22期学術の大型研究計画に関するマ

天文衛星プロジェクトである．このような課題を解明す

スタープラン（マスタープラン2014）」（日本学術会議平

るために，「SPICA」では，放射冷却と機械式冷凍器の活

成26年3月12日発表）において，諸観点から速やかに
実施すべき「重点大型研究計画」の1つとして，SPICA

用により，従来よりもはるかに大tI径（3m級）の冷却
（＜6K）赤外線望遠鏡を搭載し，中間・遠赤外線領域に

が採択された．

おいて，従来のミッションよりも格段に優れた感度を達

3．リスク低減フェーズ活動

成することを日指している．

SPICAは，平成20年からプリプロジェクト活動を進
めている．平成22年には，システム要求審査（System
Requirement Review）に合格した．平成23年度から25

3．1

リスク低減フェーズ活動

年度にかけて，技術的な確実性をより進めることを目指

SPICAは技術的にも挑戦的なミッションであり，プロ
ジェクト全期間を通したリスク低減活動を計画的に実施

して，リスク低減フェーズ活動を行った．あわせて，平

する必要がある．さらに，ASTRO−Gのキャンセルとい

成25年度には，国際協力の枠組みの変更の議論を進め
た．それに基づく技術検討・開発を進め，さらに，搭載

の見直しを再度行った．その結果として，「リスク低減フ

焦点面観測機器の構成の見直しを行った．

ェーズ」をSPICAに導入することとした．

う事態を受け，平成23年度に，SPICAリスク低減計画

「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
プロジェクト移行後に予定していたリスク低減活動を，
プロジェクト移行に先立ち，前倒しで行うものである．

これにより，プロジェクト移行時の技術的リスクを軽減
すると同時に，プロジェクト移行後の開発計画を確実な
ものとすることを目指す．

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項目を挙げた．
図1

軌道上のSPICA（想像図）

1．ミッション部（PLM）熱構造
SPICA熱構造は，冷媒を使用しないという新しい

2．プロジェクト推進活動

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N71性には不定

2．1

性があり，リスク要因である．

国際科学会議の開催

SPICA国際科学会議を6月に東京で開催した．海外か

2

擾乱管理・指向制御

らの参加者80名を含めて182名の参加があった．活発

科学日的から要求される指向要求を達成すること

な議論により，国際コミュニティのより一層の意見集約

は，必須要求である．冷凍機などの擾乱源を搭載
したなかで，高精度の指向制御を達成することは

をはかった．
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評価を行った．まずは縫製無しの理想的なMLIの断熱性

3．EMC（電磁干渉対策）

能評価試験を行い，SPICA使用条件下の温度領域にて予

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．

想される断熱性能を算出した．算出された断熱性能およ
び軽量化検討の結果，Middle

shield外側MHを無しとし

た．また，現在のベースラインを含めた設計候補の試作
品を用いた減圧試験および断熱性能評価試験を行い，減

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．

圧時の挙動や剥離有無の確認および縫製の影響を含めた
実装温度での断熱性能評価を行った．
さらに，低温における黒色材料の試作・評価を行った．

設計ベースラインであるDesoto

blackを含めた候補材料

を試作し，製造性確認や低温カロリメータ測定および室

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（RMP＃1）」と，試作活動
を含む「フェーズ2（RMP＃2）」とにわけて活動を行っ

温反射率スペクトル測定を行った．必要な性能評価試験
を全て完了し，設計で用いている値（鏡筒でε＝0．71，
Bafileでε＝0．33）は十分実現可能であることを確認した．

た．フェーズ1を平成24年1月から7月まで，フェー
ズ2を平成24年12月から平成26年3月まで実施した．

物性測定を行い，測定結果PLM熱構造設計に反映した．

3．2

3．2．2

リスク低減フェーズの成果

リスク低減フェーズの成果を，フェーズ2の成果に重
点を置き，以下に述べる．

熱・構造設計の精度と信頼性を向上するために，材料

指向制御

高周波域（10Hz以上）において，冷凍機に起因する擾
乱が指向制御に与える影響を軽減するため，振動遮断ア
イソレータを設計・試作・評価した．まず，アイソレー

3．2．1

ミッション部熱構造

タの詳細設計により，6自由度全てで1／100（＠15Hz）

SPICA冷却系で最も重要な4．5Kステージの冷却には，

の力伝達低減可能な設計結果を得た．続いて，アイソレ

冷凍機系として，二重の冗長構成をとっている．設計の

ータのBBMを試作評価した結果，11．6Hz以上の周波数

前提としては，最悪ケースとして，搭載される4K−JT

2

で1／100の抑制を達成した．温度評価も一65℃〜−10℃で実

系統のうちの1台が故障し，かつ冷凍機能力が経時劣化

施し，Q値も動作温度（−45℃付近）でQ＜3を達成した．

し，ミッション終了時で40mWとなるという厳しい条件

その結果をモデル解析に反映し，冷凍機の代表的な駆動周

を課した．このうえで，4．5Kステージの冷却能力に25％

波数である15Hzにおいて，擾乱の指向制御にあたえる影

マージンを確保するため，4．5Kステージ熱負荷は30mW

響を1／100以下に抑えることができることを確かめた．

以下を目標とした．RMP＃1検討結果を元に設計検討を

擾乱源からの伝達特性を測定するために，冷凍機から

進め，各要素技術の試作評価結果を中心としたRMP＃2
検討結果を設計に反映した．より信頼性の高い熱物性値

FPIコールドヘッドまでの配管仕様のベースラインを決
定し，第三熱交換器め構造特性を模擬したダミー配管を

の使用，Ba血e底面シールドの追加などを行い，4．5Kス

試作した．製造と伝達特性の測定を行った．さらに，冷

テージ熱負荷は30mW未満を達成した．

凍機ハーネスの計装によるアイソレータ伝達特性への影

構造的には，鏡筒・BaffleおよびInner／Middle／Outer

shieldの構造検討を行い，熱的要求を満足しつつ剛性や
強度，製造性および質量を考慮してハニカムサンドイッ

響を確認するため，ダミー・ハーネスを製造し，配線の
引き回し方法による伝達率の差異を評価した．

低中周波数領域（10Hz以下）については，まず擾乱源

チパネルをベースラインとした．ハニカムサンドイッチ

を特定し，擾乱レベルの測定を進めた．フォースセンサ

試作品の特性評価し，実現性を確認した．また，CFRP

による1KIT冷凍機の高周波擾乱計測を実施し，従来冷

に熱ストラップを配した試作を行った．

凍機と同レベルの擾乱量であることを確認した．リアクシ

上記の目標達成のために，重要となる要素について，

ョンホイール，機械ジャイロの高周波擾乱計測も同様に実

施し，コンポーネント擾乱仕様値内であることを確認し

試作・測定を行った．

まず，主トラス分離機構を設計し，要素試作を行った．

た．低周波擾乱計測に関しては，まず空気浮上式テーブル

分離機構に必要な分離バネの候補材料の熱機械物性測定

による低周波計測の高精度化（バックグラウンドノイズレ

を行い，ベースラインとしていたバネ材料の有効性を確

ベルの低減）について検討した．その結果，RMP＃1計測

認した．並行して分離バネを試作評価し，求められる構

時より計測限界スペクトルを最大で約800PtN

造的機能・性能が問題なく得られることを確認した．ま

〜0．2Hz）低減することが可能になった．

た，保持解放機構の機能評価試験を行い，問題なく動作
熱設計の鍵となるMulti

Layer

Insulator（MLI）の試作

o

5（0．02

さらに，低中周波数領域の擾乱の指向にあたえる影響
を軽減するために，Tip−tilt

することを確認した．

Hz

mirror（TTM）のBBMを製

作した．これを実際の作動環境である極低温環境
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（＜10K）で試験評価し，正常に機能することが確認でき

基本方針を作成した．

た．また，センサによるフィードバックを要しないメカ
ニズムとして機能することも確認された．しかし，発熱

3．2．5

システム検討

上記の4大リスク項目に対するリスク低減活動成果を

量が目標仕様値を上回ったことから，発熱量の低減策を

もとに，システム全体としての整合性の検討を進めた．

まとめた．

あわせて，極低温機器に対するコンタミネーションの
3．2．3

影響を評価し，2013年末に管理方針を作成した．

EMC

雑音源を系統的に調査した．干渉を受ける観測機の雑

4．国際協力枠組みの見直し

音感受性の調査を日欧共同で進めた．雑音の伝達経路に
ついても調査を進めた．

4．1

これらをもとに，総合的な電磁干渉対策ベースライン

国際協力枠組みの見直し

平成25年9月に発表された新しい「宇宙科学ロード

を，日欧共同で立案した．

マップ」に沿い，今後，より確実にプロジェクト化を行

雑音源から雑音を受けるセンサまでの伝達測定評価の
ために，数値シミュレーションおよびシールド材の物性

なうために，欧州の負担を増やし，日本の負担を減らす

評価を進め，その結果をシステム全体のEMC方針に反

方向で，新しい国際協力の枠組みの見直しを行った．新

しい枠組みでは，欧州側でESAコスミックビジョンの中

映した．

規模計画に応募し採択される必要があり，日欧共同でチ
3．2．4

ームを作り準備を進めた．宇宙科学研究所ではSPICAプ

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

リプロジェクトチームを含むSPICA検討のタスクフォー

た．そのために，重要な検出器チップキャリヤーなどの

スを設置し，体制と分担枠組みの変更について検討した．

設計を進め，要求された性能をもつ設計解を得た．

また，観測装置の開発によるリスク低減のため，最終

4．2

焦点面観測装置の見直し

上記の見直しにともない，日本が担当する焦点面観測

的な光学性能を満たすための，観測系全体の総合的なア
ライメント方針，試験方針を，日欧共同で検討を進め，

装置の構成を見直した．

12．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

祐介
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

平成20年7月に再使用観測ロケットはプロジェクト

帰還着陸飛行における姿勢転回モデル飛行実証／滑

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

空・姿勢転回・維持の一連の運動を成立させる方法を確
立し，機体形状等の仕様を設定する．機体運動に伴う推

にリスクの大きなシステムレベルの技術課題を抽出し，

進剤挙動と推進剤供給系の機能実証／推進剤供給を成立

その技術実証を行う「技術実証プロジェクト」の準備が

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

認められ，技術実証プロジェクト準備をおこなってきた．

て仕様を設定する．エンジン再着火のためのポンプによ

平成22年7月に宇宙科学研究所事業として技術実証プ
ロジェクトの着手が認められ，以降活動をおこなって

るエンジン予冷方式の実証／機体システムにおける成立
性を評価し，システム適用に必要なポンプ性能や運用方

いる．

法を設定する．着陸脚の基礎特性把握および機能実証と

再使用観測ロケット機体システム技術実証の目的は，

①帰還飛行とエンジン再着火による着陸，②故障許容の

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．

システム構成，③繰り返し飛行運用，など他のロケット
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
いて実証し，運用システム開発に向けたリスクを解消し，

2．故障許容に関する技術実証ヘルスモニタセン
サの開発および機能実証

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．

センサの選定と配置方法などヘルスモニタを成立させ
る水素漏洩検知システムの仕様を設定する．また，計測

1．帰還飛行／エンジン再着火／着陸に係わる技術
実証

項目の検討およびFDIRロジックの検討を実施する．
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3．繰り返し飛行運用に係わる技術実証

4．5
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着陸脚の基礎特性把握機能技術実証

衝撃緩衝試験の詳細計画の策定，クラッシャブル着陸
極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる再使

脚の詳細設計解析，着陸時の転倒解析を実施した．

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．エンジン100回再使用及び再使用

4．6

ヘルスモニタセンサの開発及び機能実証

運用に係わる実証，100回再使用における寿命保障及び

GH2拡散／センサ配置確認試験の詳細計画の策定，供

1エンジン故障許容のために必要なエンジン機能の選定

試体および治具設計に反映するためのGH2拡散解析を

及び実証，到達高度要求を満足するエンジン基本性能の

実施した．

実証を行う．

4．7

4．今年度の成果

極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる

実証
断熱材基礎特性把握試験，アルミ合金製のタンクを使

4．1再使用観測ロケットシステム検討
故障許容／ヘルスマネジメントに対する機体内ネット

用する詳細試験計画の策定をおこなった．供試体および
治具仕様を詳細化し供試体タンクの設計を実施した．

ワーク要求仕様を検討した．

電気系搭載機器候補品検討，及び搭載電池構i成のトレ
ードオフを実施した．

4．2

4．8

エンジン100回使用に係わる実証

再使用観測ロケットエンジン技術実証のために設計／
製作したOTP， F rpの単体試験を実施し，再使用観測ロ

帰還着陸飛行における姿勢転回モデル飛行実証

ケットのエンジンに求められる広範な作動領域（推力

帰還飛行を成り立たせるための機体形状設計，空力デ

40−looc／，）におけるポンプ揚程特性の確認及びポンプ／タ

バイス設計，制御検討，飛行実証機の搭載機器設計，礒

ービン効率の設計｝測の妥当性を確認するとともに，軸

装検討，機体構i造設計など，滑空転回試験のための各種

推力バランス機構や軸振動特性など広範囲におけるター

準備を実施した．

ボポンプの安定作動を確認した．また，高頻度再使用運
用を実現するためにターボポンプに対して盛り込んだ，

4．3

推進剤挙動に係わる技術実証

スタンド取り付け状態におけるプッシュプルやトルクチ

タンク加振下でのスロッシング試験を実施し，タンク

ェック，気密検査，点検ポートからの内部点検など，各

圧力挙動解析モデルを構築した．これにより，スロッシ
ングによるタンク圧力の事前予測や加圧システム設計が

種の設計上の工夫に対する有効性の確認，及び100回再
使用を実現するための運用計画についてその妥当性を確

可能となった．

認した．

4．4

類，バルブ駆動系，計測制御系，燃焼室，噴射器，点火

エンジンシステムを構i成する，エンジンバルブ，配管
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

器の各コンポーネントを製作した．エンジンシステム試

リサーキュレーションポンプによるエンジン予冷方式

験へ向けてエンジンのセットアップを実施，システム燃

の技術実証試験供試体および治具を設計した．液体窒素
を用いて，技術実証試験で用いる電動ポンプの作動確認
を実施した．

焼試験の準備を整えた．

その他に，技術実証試験のための試験設備の改修をお
こなった．

13．ワーキンググループ
ワーキンググループは，宇宙理学・．1二学委員会・宇宙

環境利用科学委員会で承認され，将来の科学衛星はじめ，

様々なミッション実施に向けて，ミッション達成の鍵と
なる技術項目や衛星としての検討項目を見定めるなどの

1．宇宙理学委員会
・次期磁気圏衛星（SCOPE）WG

・ATHENA

WG

基礎研究を全国の大学・研究機関の研究者，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，宇宙環境利用科学

委員会で以下のWGが活動している．

・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
・木星氷衛星探査（JUICE）WG
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・月内部構造探査WG
・次期太陽観測衛星（SOLAR−C）WG
・火星大気散逸探査検討WG
・次期火星探査（オービター）WG
・JEM−EUSO WG
・ガンマ線バーストを用いた初期宇宙探査計画

（HiZ−GUNDUM）WG

・微小重力沸騰・二相流研究会
・微小重力下での酸素分圧制御による金属性融体の
表面張力測定
・拡散問題ワーキンググループ
・共通微小重力実験装置を用いる高圧環境下における

点火・燃焼WG
・成長メカニズムに依存するタンパク質結晶の完全性

・編隊飛行による高エネルギー走査衛星（FFAST）WG

・浮遊液滴非線形ダイナミクス

・超小型精密測位衛星（PPM−Sat）WG

・界面熱流体システムにおける熱物質輸送現象とその

・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
・赤外線探査による小型位置天文衛星（JASMINE）WG
・宇宙背景放射偏光精密測定計画（LiteBIRD）WG
・WF−MAXI

・GEMS

制御

・ナノ構造エネルギーデバイスの電気化学プロセシング
研究チーム
（基礎科学）

・液体・固体ヘリウムWG
・次期実験装置PK−4を利用した微小重力実験計画検討
・臨界密度ゆらぎ中での化学過程

WG

・MARS2020生命探査WG

・可変重力下における散逸構造の形成

・MARS2020火星電磁波・音波観測WG

・微小重力環境下でのエマルションの安定性機構解明

・WFIRST−AFTA

・微小重力環境下でのバブル・滴・フォームの印象派

WG

物理学

2．宇宙工学委員会
（生物科学）

・ソーラーセイル実験探査機WG

・スペース・モス

・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

・フロンティア生物の戦略

・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

・植物の抗重力反応解明

・火星探査航空機WG
・火星着陸探査技術実証WG
・海外ミッションを利用した太陽系サンプルリターン

一植物の成長と重力受容システムー
・宇宙で曝露する線種による線量・線量率効果曲線の
解析

・宇宙環境ストレスの受容と応答に関する分子細胞
生物学的研究
・微小重力での体の変化と対抗策
一長期の宇宙滞在を目指して一
・各種生理機能の調節における感覚神経および体液分布

探査WG

の役割追求WG

層

・太陽発電衛星技術実証WG
・小型月着陸実験機（SLIM）WG

・宇宙微生物学研究班ワーキンググループ

・深宇宙探査技術実験ミッション（DESTINY）WG

・宇宙環境へ適応するための感覚一運動ゲインコントロール

・骨格筋に保持されるエピジェネティクスと予備運動の

3．宇宙環境利用科学委員会

効果検討WG
・宇宙環境における樹木利用（CosmoBon）

（物質科学）

・地球周回軌道におけるアストロバイオロジー実験

14．平成25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
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
している．

宇宙科学プログラムの年度評価は大きく2つに分けら

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
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
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それぞれの委員会で，平成25年度の実績について各プ

中期計画に記載されている．ここで，「委員会」とは，そ

ロジェクト等より成果報告を受けて，評価を行った．

れぞれのプロジェクトの性格により，宇宙理学委員会，
宇宙工学委員会，宇宙環境利用科学委員会，のいずれか

についても評価を実施しており，併せて以下に記載する．

また，その他の研究委員会において所掌している研究

である．

a．宇宙理学委員会
平成26年3月6日に開催された第43回理学委員会に
て，平成25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，委員が所定の評価表にコメントを書き込む方式で，
評価を行った．

実現を目指す．

・国内実施体制の見直し：宇宙研副所長をチーフとする
SPICA

Task

Forceを立ち上げ，プリプロチームの枠組

みを超える課題の解決に取り組んでいる
・国際協力の枠組みの見直し：新しい枠組では，欧州は

プリプロジェクト：SPICA

従来の分担に加えてペイロード部全体のとりまとめを

開発中のプロジェクト：ERG，

CALET，

ASTRO−H，

担当する．日本が全体取りまとめにおいてリードする

BepiColumbo
平成25年度に運用またはデータ処理を行ったプロジ

ことに変更は無く，衛星システム，冷凍機提供，打上

ェクト：ひさき，IMAP，

ため，従来適用されていたCosmic

GLIMS，あかつき，

MAXI，ひので，すざく，

SMILES，

GEOTAIL，あけぼの

その他のプロジェクト：観測ロケット，科学データ公開

各プロジェグトにはあらかじめ，以下の項目について
の報告を依頼した．

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）

げ，ミッション運用を担当する．ESAの負担が増える
VisionのMission

of

Opportunity選定は辞退し，新たにMクラスに応募す
る．これにともない，打上げ年度も見直す（2025年頃）．

平成25年度の課題
・リスク低減フェーズ2（RMP＃2）の実施
・中間評価で設定されたMの処置を行う．

平成25年度の活動・業績・成果

3．プロジェクトの現状

・プロジェクトの枠組みを見直した．

4．平成25年度の課題
5．平成25年度の活動・業績・成果

・リスク低減フェーズ2活動を実施し，所期の成果をあ

6。評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・国際コミュニティにむけ，SPICA国際会議を開催した．

7．平成26年度の計画
委員による評価コメントは，各プロジェクトに送付さ

・研究成果を，学術論文として発表した．

れるとともに，JAXAによるプロジェクト年度評価のた

げた．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）
・大型の科学衛星計画を確実に進めるために，計画全体
の見直しを進めた．

めに用いられた．

以下では，各プロジェクトからの報告概要（上記3か
ら6）とともに，委員からの主な評価コメントをまとめ
た．委員によって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して，敢えてそ
のまま掲載した．

・国内実施体制の見直しを進めた．

・リスク低減フェーズ活動を行い，技術的なリスクを軽
減した．

評価コメント
・新たな体制を高く評価できる．新たな国際的な枠組み，

国内体制によって，実現性が高まった．

1．SPICA

・新しい枠組みの体制構築・サイエンス検討・役割分担
が精力的に進められている．

プロジェクトの現状

・オールジャパン体制が整備されたことが評価できる．

・リスク低減フェーズ2の実施：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て，開発移行の判

2．

ERG

断の前に充分にそのリスクを低減するために，「リスク

低減フェーズ（RMP）」活動を実施している．
・プロジェクトの枠組みの見直し：より確実にプロジェ

プロジェクトの現状

・平成25年3月より搭載機器ならびに衛星システムの詳

クトを実施できるよう，プロジェクトの枠組みの見直

細設計をすすめ，平成26年2月中旬より観測機器，サ

しを行った．日本としては，新しい科学衛星ロードマ

ブコンポーネントの詳細設計確認会を実施している．

ップで定義される「戦略的中型ミッション」としての

・ミッション部（構体・観測機器）の構造モデルによる
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振動試験の実施熱モデルによる熱平衡試験を実施し，
数学モデルとのコリレーションならびに各機器の環境

・3編の査読付き論文が出版，13件の国際学会発表，26
件の国内学会発表，4件の一般向け記事が出版された．
・宇宙科学連携拠点（JAXA一名大）『として，

条件を制定した，

・ミッション部EM電気インターフェース／ミッションネ

ERGサイ

エンスセンターが設置された．

ットワーク試験を実施した．メーカー検証不足による

・サイエンス会議毎（3回／年程度）にチュートリアルセ

FPGA／ソフトウエアの不具合が発生し，原因究明と再

ッションを設け，観測機器の特性，専門以外のサイエ

検証のためスケジュールが1．5ヶ月ほど遅延．スケジ

ンスについて意見交換をできる場を作り，観測計画立

ュールマージンを使用し，打上げ時期は現時点では維

案に向けた議論を行っている．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

持．

・平成26年3月末までに，すべての機器についてFM製

・FM設計に対し，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い，バ

造への移行を終了する予定．

・低エネルギー粒子観測機器（LEP−e）の国際協力相手

ックグランド粒子となる高エネルギー電子の影響を評

方が成功大学から中央研究院に変更となり，協定の結

価した．衛星重量が厳しい状況ではあるが，観測機器

び直しを行った．

の筐体厚を最適化することにより，必要とするデータ

・衛星全体重量がロケットインターフェースを超過する

可能性があり，超過時の対応策としてフォールバック
プランを作成，重量管理を厳しく行いながら開発・製

しEMC要求を満たせる目処を示した．

造をすすめている．

・平成24年8月に打上がったVan

が取得出来ることを確認した，

・ミッション部機器に関しては，EMを用いたEMC計
測を実施問題点を明らかにした上でFM設計に反映

Nlen

Probes（NASA）

・バス機器に関しては他衛星（「ひさき」，「ASTRO−H」

とサイエンスにおける協力体制を作りつつ，共同観測

等）のFM品にてEMC計測を実施し，問題ない事を

計画案の作成を実施している．

確認できた．

設計の確度を上げ，その結果を詳細設計に反映する．

・EM／FMの無いバス機器に対しては，配線ルートなど
の情報をもとに影響を検討・評価し，問題点の明確化
を行い，FM設計にむけた対応策の検討を実施した．

・ミッション部，観測機器のエンジニアリングモデルを

・厳しいスケジュールのなかで，問題発生によるスケジ

製作し，性能評価ならびに耐環境性能の確認を実施し，

ュール遅延を最小限として，FM製造に向けた詳細設
計をほぼ終了して詳細設計確認会を実施することがで

平成25年度の課題
・ミッション部の構造モデル・熱モデルの試験を実施し，

結果を詳細設計に反映する．

・ミッション部のEM総合試験を実施し，データ処理ネ
ットワークの性能が要求を満足することを確認すると

ないようにメーカーとともに厳しく管理を続けてい

ともに，試験結果を詳細設計に反映する，

・詳細設計をすすめ，衛星重量超過問題を解決し，詳細

る．イプシロンチームと，衛星インターフェース重量
の再設定について議論をすすめている．

設計確認会を実施し終える．

・詳細設計確認会終了後に，FM製造を開始する．
・サイエンスセンターからのデータ公開方針についてプ
ロジェクト内で合意をとり，Rule

きた．

・衛星重量超過に対しては，新たに大幅な超過が発生し

of

the

loadとして制

定する．

・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
観測に関するホワイトペーパーのDraftが作成された．
評価コメント

Probesの観測結果を考慮し，ジオスペース

・FM製作移行に向け，順調に進められている．フォール

探査衛星の観測計画案についてまとめるとともに，共

バックプランの設定などリスク管理も進められている．

・Van

Nlen

同観測案についても引き続き検討を実施していく．
・分野横断的なサイエンス研究会を開催し，粒子加速に

・名古屋大学にサイエンスセンターが作られたことは大

きな成果．今後の大学と宇宙研の連携の在り方の見本

関する多角的な検討を行い，要すれば観測計画への反

になるように頑張ってほしい．ERGサイエンスセンタ

映をおこなっていく．

ーと宇宙研の責任分界を定める必要がある．

平成25年度の活動・業績・成果
・ミッション部の構造・熱モデルの製作・試験観測機器
のEM製作・性能評価試験を実施し，要求を満たすこ
とあるいは問題点を明らかにし，詳細設計ならびにFM
製造・検証手順に反映していくこととした，

・衛星重量超過時の対策として，フォールバックプラン
を作成し，コミュニティーと合意した．

・詳細設計確認会を実施し，FM製造へ移行できる予定．

・Van

Allen

Probesとの役割の違いをより明確にすべき．

・問題を抱えているものの，スケジュールを維持してい
ることを評価する．

・重量超過は深刻な問題ではないか？ミッション審査時

の問題点であった重量超過問題が発生し，その対策が
とれているか．

・スケジュールマージンが殆どないのを危惧する．打上

げ時期と科学成果に関係があるミッションなので，着
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側への引き渡し時期について調整中．

・光電子増倍管のロットサンプル試験において放電現象

3．CALET

が発生したため，すべての光電子増倍管の熱真空試験
を有識者の支援を得て実施した．その結果，全ての光

プロジェクトの現状

電子増倍管で放電現象は確認されず，フライト品とし

・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と共同して
開発を推進している．

て健全であることが確認できた．

・データ解析ソフト及びQLシステムの開発，及び国際
研究チームによる軌道上運用の検討及びデータ解析用
ソフトフェアの共同開発の実施．実運用体制について，

・JAXAにおける総括CDRを平成25年3月に完了，全
フライトコンポーネントの製作・試験をほぼ終了し，
サブシステムレベルの組み立て・試験を実施中．

その方策を検討，

・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，研究者チ

・各センサーのシグナル測定のための「宇宙線ミューオ

ームとメーカ，JAXA運用担当者の3者による珊調

ントリガーシステム」，及び全吸収型カロリメータの

整等が行われている．詳細な運用計画に基づく運用手

End−to−End試験に用いる「大強度パルスレーザ照射シ

順書の作成とUOA及びWCOCにおける運用担当者の

ステム」の開発・製作を早稲田大学で行った．

訓練を実施する．

・ガンマ線、バーストモニタ（CGBM）は，

HXM2台とSGM1

台が完成しており，研究者チームによるキャリブレー
ション実験が，筑波宇宙センターで実施されている．
・イタリアは，JAXA−ASI問の取り決めに従って搭載用高

圧電源（HV）の製作を担当しており，

EM品の提供に

引き続いて，ガンマ線バーストモニタ（CGBM）のHV
モジュールPFM品とカロリメータ用HVbox−Ol（PFM
予備品）とHVbox−02（PFM品）が納入されている．
このため，Technical

Interface

Meeting（TIM）が必要

に応じて日伊で開催されている．

平成25年度の活動・業績・成果
・メーカ側でのミッション装置構造と前置回路システム

の製造を終了し，JAXA／PI側との共同開発体制のもと
で，機能・性能試験とシステム組立てを開始する段階
に達した．

・軌道上運用準備として，筑波宇宙センター（TKSC）
における地上運用システムの整備，軌道上チェックァ
ウトシナリオの検討，運用文書（手順書を含む）の作

成を行っている．TKSCのシステムと対応して，早稲
田大学での軌道上データ監視とデータ解析を実施する

・CGBM用のHVモジュール（3式）については，

SITAEL

社製のほぼ同じ製品であるASTRO−H用HVモジュー
ルにおいて放電現象が検出されたため，イタリア側メ

WCOCの構築をほぼ完成しており，TKSCシステムと
のインターフェース調整を実施した．

・装置熱構造モデルと前置回路システムのBBMを用い

ンバーとともに検査を行った結果，同様な放電につな

て，CALET実機と同構造のモデルにより，

がるポッティングプロセスにおける不具合（ボイド発

おいて国際研究チームによるビーム照射実験を実施し

生）が発見された．このため，ASTRO−Hチームの支
援も得て，製造工程の見直しにより確実な方法による

た．このデータ解析結果とシミュレーション計算の比

再製作を実施中．

測における装置性能要求が満たされていることを確認

・国際協力として，日米伊のサイエンスチーム間におい

CERNに

較を国際研究チームで実施し，電子，陽子・原子核観
した．ガンマ線はビーム照射実験が困難なためシミュ

Plan（DPAP）に関する

レーション計算により性能確認を行った．これらの成

協定書を作成し，各国研究者の任務分担を規定してい

果を，宇宙線国際会議やその他の国際会議，及び日本

て，Data

Process

and

Analysis

る．国際共同研究推進のため，サイエンスチーム会議

物理学会，宇宙科学シンポジウム等で発表した．

（TIM）をテレコンにより随時開催するとともに，全体

・イタリア側とのTIMを日伊において実施して，

会議の形式で各国持ち回りのface−to−face

meetingを年

2回の割合で開催している．

のHVモジュールの再製作を実施している．これまで
にASTRO−Hチームの支援とイタリア側研究者の努力

・平成25年度から，CALET地上運用システムの構築が
開始された．筑波宇宙センターの地上運用システムの

構築と早稲田大学のCALET

CGBM

Operations

Center

（WCOC）の設置による軌道上データ監視及びデータ解
析システムの開発を実施している．

平成25年度の課題
・ミッション機器の不具合により，システム組立て及び

試験の終了時期が遅延している．CALETは
H−IIB／HTV−5で平成26年度に打上げ予定のため，HTV

により，平成26年3月内に必要な3式の日本側への
供給が可能になっている．

・全体計画と装置要素技術開発の内容を中心に以下の業
績・成果をあげている．

・査読付き論文1編
・国際学会論文：宇宙線国際会議

14編，その他4

編（内，招待講演1編）
・国内学会発表：日本物理学会
演

1件），日本天文学会

20件（内，招待講
3件，宇宙科学シン
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ポジウム（口頭発表1件

ポスター発表

6件），

その他一般講演3件
・修士論文： 6編
評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）
・フライトコンポネントの重要部分の製作・試験が終了
しており，ミッションデータ処理装置（MDC）の製作・

凍機擾乱問題，2）ESA提供高圧電源ポッテイング不
良の二つ．1）は，解決策をダンパ付きアイソレータ
に絞り込み，EDU（Engineering

Development

Unit）を

製造して実機での試験を行う予定である．2）はJAXA
側が実験を行い，手順を確立，現場での立ち会いを含
めて支援．HXI／SGD用は4月中にDeliver予定． SXS

試験が本年度内に終了すれば，システムインテグレー

用は課題解決作業実施中（バックアップ解を含む）．

ションが開始できる予定平成26年度の「こうのと

・マスタースケジュールにしたがって，開発が進められ

り」5号機での打上げに向けて，作業を推進中，

・MAXIなど先行ミッションの開発経験を生かし，サイ

ている．

平成25年度の課題

エンスチームとして，ミッションデータ処理装置用ソ

・MTM試験を行い衛星の構造設計の妥当性を確認する．

フトウエアの設計・検証，サポートセンサの検証地

・一 汪嘯ﾝ合わせ試験を実施する．

上運用システム，軌道上運用計画において中心的に開

・TTM試験MTM試験など各種システム試験EM機
器等を用いた各種サブシステム試験によって識別され

発の技術支援を行った．

・加速器ビーム実験とシミュレーション計算による装置

開発，軌道上観測に関する技術開発及び期待される
サイエンス成果に関する報告や論文発表を活発に行っ

た課題の解決をはかり，設計の妥当性を確認あるい
は要求の緩和を行う．

・打上げ前キャリブレーションや，初期観測の計画立案
を開始する．

ている。

・先行観測に比べてエネルギー分解能電子識別におい

て優れた性能を持ち，すでに観測が実施された1TeV
以下の領域を含めて，相補的に科学観測目標を達成でき
るため，宇宙線観測に新たな展望を切り拓くミッション
として国際的にも観測の実現が強く期待されている．

・パイプラインソフトウェア，解析ソフトウェア等，開
発を進める．

・ユーザーサポート体制構築開始

平成25年度の活動・業績・成果

・硬X線望遠鏡2台が完成軟X線望遠鏡2台が完成
（NASA）．

評価コメント

・ミッション機器に不具合があり，遅延しているが，レ

ビュー・全数試験やスケジュール調整など，打上げに
向け，おおむね順調に進んでいる．

SXI−S，

HXI1−Sが完成．

HXI2−S（Sはセンサ

ー部），SGD1／2はFM製造中，
・冷凍機擾乱問題については，引き続き課題解決を進め
ている．

・放電の原因究明が不十分．原因が分かっていないのが

・宇宙科学連合講演会（10月米子）にて，ASTRO−Hの
オーガナイズドセッションを企画．メーカーや工学担

不安である．

当のメンバーを中心にASTRO・・Hの開発について発表

・スケジュールの成立性に不安を感じる．

・回路系の基本設計が不十分であったようなトラブルが

でている．JAXAにものを持ち込んで，関係者がそろ
って確認することができていないのではないか．この
進め方では科学衛星のような高度なセンサーの搭載は

が行われた．

・COSPARシンポジウム，藤原シンポジウムなどにおい
てASTRO−Hの招待講演が行われた．

・ASTRO−Hの観測予想を含む論文が，多く出版される

ようになった（ADSでASTRO−Hがabstractに含まれ

難しいのではないか．

・科学目標をもう少し明確にすべき．FermiやHESSで
不十分で，CALETが貢献できる点は何か．打上げ前
とはいえ，関連論文が1本も出ていないというのは気

る論文は，過去3年間で120を超えている）．
・電源系を含むバス系機器が完成し，それらを用いて，一
次噛み合わせ試験を開始することができた．
・SXI（軟X線イメージャ），

がかりである．

HXI−1（硬X線イメージャ）

のセンサー部分はFMが完成，

4．

ASTRO−H

SGD（軟ガンマ線検出

器）についても1台の製造が進行中．SXS（軟X線分

光検出器）は3月末にカロリメータセンサー部が
プロジェクトの現状

・4−6月のMTM試験終了後，8月より一次噛み合わせ試
験を実施．

けることができた．一次噛み合わせにはFM品もしく

・2015年度（11月末）打上げのマスタースケジュール
に従って，開発計画を実施中．衛星バス系については

FM品，ミッション系もFMあるいは，

NASAからDeliverされる，
・様々な課題を解決し，観測機器のFM製造にめどをつ

FM同等品によ

る一次噛み合わせ試験が進行中．

・システムレベルで管理している技術的課題は，1）冷

はFM相当品を登場させることができた（SXSは当初
の計画通りEM）．

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
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細設計作業，FM製造作業を進めることによって2015

・ESA側プロジェクトの活動をモニターする目的でSPC

年度打上げ目標のスケジュールを確保することができ

の元に結成されたTracking Committeeメンバーに
JAXAを代表するメンバーとして参画し， ESA側プロ

ている．

・それぞれの搭載機器に対して，詳細設計に関するレビ

ジェクトの進捗状況をモニターした．

ューが行なわれ，適切なタイミングでFM製造に移行

・FM太陽電池において発生した白濁問題に関して，原

している．FM品もしくはFM相当品を用いた（SXS

因究明と影響の評価を実施中．白濁の発生個所（セル

はEM）一次噛み合わせ試験が実施できた．

とARコーティング間の剥離）の同定，発生条件の絞
り込み（カバーガラス用接着剤が薄い所で発生）を行

・打上げまでを見据えたリソース配分を管理し，プロジ
ェクトを進める上で適切な対策を講じた．
評価コメント

った．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・一 汪嘯ﾝ合わせ試験の進行など，打上げに向け，順調

・MESENGERの水星周回軌道投入から約3年たち様々

に進んでいる．望遠鏡4台が完成し，順調に経過して

な観測により，新たな知見が得られているがそれに伴

いる．

い新たな問題点・疑問が次々と見つかっている．それ

・挑戦的な観測装置については，予測困難な課題が生じ
ている．冷凍機擾乱問題解決の進捗を期待する．

・主要懸念事項の解決が見えてきたのが朗報

・理工一体で，若手JAXAエンジニアによるリーダーシ
ップを発揮させている．

らの問題点・疑問の多くはBepiColomboの観測により
初めて解明されると考えられており，BepiColomboの
重要性は増している．

・総合試験も残りわずかとなり，ESAへの引渡しに見通
しがついた。

・チャレンジングなミッションであるが，困難な課題に

果敢に取り組んでいる．

1

評価コメント
・太陽電池部の白濁問題の原因究明と確実な解決を望む．

カバーガラス剥離部への斜入射紫外線・粒子線は問題

5．

BepiColombo

にならないか？

・ESA側で遅延が発生している．日本側としては順調に
プロジェクトの現状

進展している．

年10月より総合試験を開始．振動・衝撃を終了．
高圧機器の健全性の確認のために各センサーを取り外

・チャレンジングなミッションであるが，困難な課題に
果敢に取り組んでいる．

し，単体でチェック中．

・打上げの遅れが，機器設計および科学目標面でどのよ

・一

・フライト用太陽電池に発生した白濁問題に関して原因
究明および影響の評価を実施中。

・今年秋にかけて熱真空試験を行い，単体の総合試験を

終了．来年1月にESAへ輸送予定
・ESAは昨年Spacecraft

CDRを実施．その際に2015年

打上げは無理である事が判明．SPCが招集した
Tracking

Committeeの監視のもとスケジュールを再検

討．その結果2016年7月打上げ，2024年1月に水星
周回軌道投入をノミナルスケジュールに変更SPCへ

うなインパクトがあり，どのように対処するのか．

・MESSENGERの結果に対し， BepiColomboのサイエン
ス目標がどのように変化してきているかを，具体的に

示してほしい．MESENGERを踏まえた目標の再設定
をすべき．

・大学コミュニティ，JAXA内の横断的サポート体制を
「見える化」して，先につなげる必要がある．

・水星に到着してデータが出るまで，研究コミュニティ
を維持することが重要．

報告，承認を受けた．

平成25年度の課題

6．ひさき

・MMO単体での総合試験を実施する．（ESA側スケジュ

ールの遅延に伴いESAへの引き渡し準備は来年度に
繰り延べ）．

・2013年9月に打上げ，12月から木星の定常観測を続

・ESA側が実施するSpacecraft

CDRに参加．

・ESA側プロジェクトとの会合・情報交換を行う事によ
り，再来年度初頭に予定されている日欧のモジュール
を組み合わせた総合試験への準備を行う．

平成25年度の活動・業績・成果
・FM総合試験を継続．振動試験・衝撃試験まで終了した．

・ESA側のスケジュール変更に伴うスケジュール・コス
トへの影響を精査した．

・ESA側Spacecraft

プロジェクトの現状

CDRに参加した。

けている．

・2014年1月にハッブル宇宙望遠鏡（HST）と木星の協
調観測を実施（成功）．

・HST協調観測期間中のデータを優先的にアーカイブし，

4月をめどに公開する予定
平成25年度の課題
・射場オペレーションと衛星打上げを実施する．→成功

・初期運用・観測運用準備を完了する．→完了，成功．
・定常観測を開始する．→開始．
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・成功基準1（木星イオプラズマトーラスのSpectrumか
ら背景電子温度を導出）を達成する．→達成．

・HSTとの木星協調観測を実施する．→実施論文準備

（EUVI），ともに正常に動作している．

・取得された観測データの校正作業を進めている．
・データ処理システムを構築し，Leve1−1データ，

中．

・Space

・可視近赤外分光撮像装置（VISI），極端紫外線撮像装置

Science

Reviewに特集号を設け，論文発表する

Level−2

データの作成を定常的に行っている．
・レーダーなど地上観測との同時観測を実施している．

→論文準備中．

平成25年度の活動・業績・成果
・当初の予定通り，木星の観測を3ヶ月続け，オーロラ
とイオトーラスの長期的変動をおさえた．

・1月にHSTとの協調観測を実施し，2月17，18日に

・ISSからのリム方向の撮影観測との同時観測を実施した．

平成25年度の課題
・定常運用の実施．

・成功基準：フル・サクセスの達成（1年間の観測）

米国欧州から研究者を招き，国際シンポジウムを開催

・地上観測との同時観測の実施

した．

・データ校正の実施．

・Level一データの作成と研究者向けのデータ公開．

・成功基準1を達成した，

・6本の査読付き論文を投稿準備中．10本の国際学会発
表を行った．15本の国内学会発表．
評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・昨年度の理学委員会による指摘事項に対応する．

一積極的にアウトリーチを進めて頂きたい．成果公開に

努力が必要科学衛星に比べ，ISSでの観測にどのよ

・成功基準1を達成した．論文準備中．

うな制約／メリット／困難があるか，知見が公開される

・成功基準3（木星磁気圏へのエネルギー流入ルートを

と良い．

明らかにする）の達成に必要なデータを取得し，解析

平成25年度の活動・業績・成果

中．イオトーラスとオーロラの発光のタイミングの差

・連続的な定常観測が実施された．

を正確に計測．カッシー二衛星で疑問になった長年の

・これまでの観測データを元に，観測パラメータの最適
化がされた．

謎を解明．

・木星イオに関し，これまで知られていない周期性を発

・観測データの校正作業をすすめ，Leve1−1及びLeve1−2デ

ータ処理システムが開発され，運用された．

見（論文準備中）．

・HSTとの協調観測を成功．3，4本の論文を準備中．

・2月19−21日に開催された惑星圏シンポジウム＠東北
大において，特別セッションが設けられた．（5件の招

・MUレーダー，赤道大気レーダー，

GPS受信機網，地

上大気光イメージャ等との同時観測を実施した．

・2013年5月20日地球惑星科学連合大会において特別
セッション（国際セッション）が実施された．

待講演）

・2月17，18日にEXCEEDに関する国際シンポジウム
を開催．外国から4件の招待講演．

・米国の本格木星探査計画JUNOの観測計画の立案，
ESAのJUICEミッションの立案に大きなインパクトを

・2013年11月2日に地球電磁気・地球惑星圏学会にお
いて特別セッションが実施された．

・2013年9月17−18日にISS−IMAPに関する研究集会が
実施された．

・国内外の学会において35件の発表が行われた．

与えると考えられる．

・「かぐや」衛星のEUV望遠鏡で存在の可能性があった，

未知のEUV星が確実にあることを確認．論文準備中，

・理学委員会による指摘事項について：神戸市立青少年

科学館においてパネル・模型の展示と講演会を実施す
るなど，科学館や出前授業等によってアウトリーチ活

評価コメント

・短時間で重要な成果を出している。顕著な成果が得ら
れており，今後が期待される．

動を実施した．一般向けの公開はまだ開始出来ていな
いが，研究者に向けたLevel−2データの提供を開始し

・木星のキャンペーン観測など，ユニークかつ新たな知

た．研究会等においてISS観測の特色について情報共

見をもたらす観測が展開されている．ハッブルとの連

有を行なったが，不十分であり，今後も知見の公開を

携で木星磁気圏のダイナミックスが見え始めている．

行なう．

・イプシロンが着目された一方で，「ひさき」については

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

殆ど（一般だけではなく太陽系関係者にも）情報が伝

・継続して安定した観測が実施出来ている．

わっていないのではないか？

・1年間以上のデータの取得に成功したため，現象の季
節変化，地域依存性，竜巻等の極端現象の影響，地磁

7．

IMAP

気擾乱度依存性などが明らかにするデータが取得さ
れ，フルサクセスを達成した．

プロジェクトの現状

・2012年7月の打上げの後，2012年10月から定常観測
が開始された．

・観測データをもとにしたデータ校正が進められた，さ

らに，そのデータ校正は地上観測との比較により検証
された．

This document is provided by JAXA.
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・校正を行なったデータを用いてLeve1−2データが作成
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・地上光学観測網（欧州，日本）との連携観測の実施

され，装置開発グループ外の研究者が利用出来る様に

・地上電磁波観測網（ELF，

なり，データ解析が進められている．

・Webページや講演等により一般人へのアウトリーチを

・VISIによる大気光の観測では，広範囲の大気重力波分

布を捉えエネルギーの大気波動による対流圏から超高
層大気への輸送，超高層大気内での輸送を解明できる
データが取得された．

・EUVIによる極端紫外光の観測では，ヘリウム・イオ
ンの広範囲な分布が捉えられた．
評価コメント

・フルサクセス達成の科学的成果を示してほしい．まだ

査読論文としての成果が上がっていないのは疑問．観
測データの分析・解析まで進んでいない点が気懸かり．

・良い観測結果が得られているようであるが，きちんと

した査読誌での発表が行われていないのは残念であ

VLF）との連携観測の実施．

積極的に実施する．

平成25年度の活動・業績・成果
・大きな不具合は発生せず，安定した軌道上観測を継続
できた．

・2013年4月から2014年1月末にかけて，2，317の雷イ
ベントの検出に成功した．

・MCE搭載HDTVとの共同観測を実施中．同じく，地
球ガンマ線を観測するISS搭載FIRESTATIONミッシ
ョンとの共同研究を打診中．

・GLIMSの成果に関して，米国地球物理学連合（AGU），

欧州地球科学連合（EGU）などの国際学会における招
待講演を行った．

・日本地球惑星科学連合（JpGU），地球電磁気・地球惑

る．

・フルサクセス基準自体は，ある種当然のことであり，む

星圏学会（SGEPSS），日本大気電気学会などの国内学

しろ観測結果を科学にするための体制強化をすべき．

会，国際学会，およびシンポジウム等において，19件

・イメージングのミッションなので，ISASOAXAと協力
して積極的にアウトリーチを進めるべき．

の発表を行った．うち，3件が国際学会における発表．

・国内外の研究コミュニティと連携し，GLIMSと地上と
の同時観測を実施中．

8．GLIMS

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

・2013年11月に1年間継続した定常運用を実施し，ミ
プロジェクトの現状

・2012年7月にH−IIB／HTV3号機によって打上げられ，

2012年8月にJEM曝露部に設置された．2012年9−11
月の初期チェックアウト運用を経て，12月から定常運
用を開始．

・現在まで大きな不具合は発生せず，全機器は正常に機
能し，安定したデータ取得を継続している．
・Level−0（生テレメトリデータ）・Leve1−1（相対値変換）

データ処理とQLプロット作成を，毎日実行している．

ニマムサクセスを達成した．

・定常運用を開始してからこれまでに，3，130例以上の
雷観測データの取得に成功した，

・詳細解析を進めており，数10例以上の高高度放電発光
現象イベントの検出に成功していることを確認した．
・GLIMSの観測デー一一タおよび地上電磁波観測データとの

比較から，発見以来の謎とされる高高度放電発光現象
の空間分布を決める要因に関して，新たな知見が得ら
れると期待される，

・コマンドシーケンスファイルを2回／週の頻度でアップ

・欧州のASIMミッションやTARANIS衛星などに先駆

ロードし，GLIMSの自動運用を行っている．自動観測

けて，天底観測データの取得に成功した．GLIMSの解

に関し不具合は発生していない．

析結果が，これらのミッションにおける課題設定に本

・2013年12月に1年間の連続運用を実現させた．複数

質的に役立つと考えられる．国際学会における招待講

例のスプライト検出に成功しており，さらに得られた

演を2件，国内・国際学会にて19件の発表等，積極

データの詳細解析から全球発生頻度分布の推定が可能

的に成果公開に努めている．

となった．これによりミニマムサクセスを達成．

・これまでに，3，130例以上の雷イベントを観測．当初

予定の年間最大取得可能数の1／2程度（圧縮率の関係
で取得数を下げている）．

・詳細解析を継続中で，積極的な成果発表を行っている．

平成25年度の課題
・引き続き定常運用を継続し，フルサクセス達成を目指
す．

・観測データの詳細解析を進め，より多くの高高度放電
発光現象イベントの検出を行う．
・積極的な学会発表・成果公開を実行する．

・Webページによる一般人へのアウトリーチを積極的に
実施した．

評価コメント
・観測自体は順調．安定なデータ取得を継続している．

・観測データの分析・解析にまで及んでいないように見
受けられる．

・成果の科学的価値が不明．データから何が見えてきた
のか？
・査読誌での発表が行われていないのは残念である．

・観測結果の科学的意味を高めるための体制作りを望み
たい．

・研究成果の査読論文への投稿を積極的に行う．

This document is provided by JAXA.
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9．あかつき

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況

プロジェクトの現状

にあるが，熱入力に対して比較的強い高利得アンテナ

・基本的に昨年度末と変化は無い．2010年5月に衛星を

取り付け面を太陽に向けた姿勢を保つなどして探査機

打上げ，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

の健全な状態を維持し，2015年以降の金星周回軌道再

破損した，と推定される．

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告

し，惑星探査において我が国が高度な運用経験を蓄積
しつつあることをアピールした．

・今後の軌道制御を姿勢制御用エンジン（RCS）で行う

・運用の状況を頻繁にツイッターやプロジェクトのホー

ことを決定し，2011年11月にRCSで軌道周期調整マ
ヌーバを実施2015年以降に金星周回軌道に再投入で

ムページで報告するとともに，プロジェクトの状況を

きる見通しを得た．

・探査機は当初予定していた金星周回軌道にいる場合に

比べて近日点が太陽に近い太陽公転軌道上にいるた
め，近日点では当初予定より38％も強い太陽光を浴び
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す可能性
があるため，温度の推移を注視しつつ運用している．
・2015年末に改めて金星周回軌道投入を行うための複数

講演会などで紹介することにより，惑星探査に対する
国民の関心を引き上げることに努めた，

・金星軌道再投入の考え方をプロジェクトとして示した
論文を公表した．

評価コメント

・将来の観測に対して準備されており，努力が評価でき
る．リカバリーできることを期待する．

・限られたリソースにおいても，電波観測などの成果が
創出されている．

の軌道制御計画を考案し，それぞれについて実現可能

10．

性と安全性を検討している．

SMILES

平成25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．

・引き続き地上において熱制御材料の紫外線照射試験を

プロジェクトの現状

・2009年10月より定常観測を行なっていたが，2010年
4月にサブミリ波局部発振器系の不具合のため，大気
観測を中断（のちに終了）した．その後，装置特性の

実施し，熱制御材料の劣化の見通しを評価して，長期

評価等のため，冷凍機や分光計のデー・・タを個別に取得

運用成立性の検証を継続する．

している．2014年3月中に終了予定．

平成25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，その後の近日点
でも同様の傾向が続いている．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

・データ処理は観測終了後も引き続き実施しており，

2012年3月よりウェブサイト上及びDARTSで一般に
公開している．

・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
2013年3月末に実施し，勧告を受けた．同年9月に理
学委員会に報告し了承された．ミッション全体として

り，次の金星周回軌道投入まで運用を継続できる可能

は，2014年2月に有人本部にてミッション終了審査を

性が高まった．

実施した．

・熱入力に対して比較的強い高利得アンテナ取り付け面

平成25年度の課題

を太陽に向けた姿勢を保っているため，高利得アンテ

・昨年度の計画より：取得したデータの高次処理につい

ナを地球に向けることができず，中利得アンテナで通

て，引き続き改良を行うとともに，一般公開データを

信した．回線が細く，限られた量のデータしか送るこ
とができないため，転送するデータの種類などに工夫

DARTSからリリースする．→C−SODAとの調整を進
め，データの新バージョンが完成することにDARTS

をこらした．

へ移管する手順を確立した．・データアーカイブの移管

・2015年末に改めて金星周回軌道投入を行うための複数

作業の実施→リリースノート・検証論文の整備を進

の軌道制御計画を考案し，それぞれについて実現可能

めてきたが，来年度以降も継続した実施体制が必

性と安全性の検討を継続中である．

要．・今後のコミュニティ研究の活性化と，ISASイン

・2011年に実施した金星観測と太陽コロナ観測のデータ

ハウス研究の具体化→ISAS外の研究者による

を解析し，成果を国内外の学会で発表した．これらの

SMILESデータを利用した論文が発表され始めるな

成果を論文として投稿した．

ど，コミュニティ研究の一定の活性化は図れている．

This document is provided by JAXA.
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インハウス研究として，データの品質の向上に集中し
て実施してきた．
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それ以外は2カメラで運用，

・約350個の天体のX線光度曲線と全天画像を毎日更新

平成25年度の活動・業績・成果
・前年度に引き続き高次処理の改良を繰り返し行い，高
次処理デー・一一一タの品質を向上させることができた．

・サイエンス成果の一例として，⑦オゾンをはじめとす

る大気微量成分の日変化を明確化し，複数衛星データ
を利用してトレンドを論議する際に，観測時間による
バイアスが存在することを指摘したこと．②オゾンゾ

して公開．

・全天の任意領域の光度曲線とスペクトルをオンデマン
ド公開．

・2012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（2015年3月
まで）の後期運用移行を承認．

平成25年度の課題

ンデ観測データとの比較検証の結果，オゾンゾンデが

・観測・データ公開・速報を継続して実施．

測器の持つ応答時間により負のバイアスを持ちうるこ
とを指摘したことなどが特筆される．

・科学評価委員会で課された課題を継続して推進：データ

・軌道上では，すでに大気観測は不可能であるものの，

後期運用として冷凍機の運転を継続し，ジュール・ト
ムソン冷凍機の冷媒ガスと圧縮機の経時変化データを

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・長期的アーカイブの開発

平成25年度の活動・業績・成果
・データ公開の充実：X線光度曲線公開349天体（平成

蓄積した（今年度をもって終了）．それらの技術データ

24年度323天体，平成23年度274天体）・週単位光

は将来の冷凍機開発の信頼性向hや長寿命化に生かさ

度曲線を公開（238天体）・キャリブレーションを進め

れる．

て，オン・デマンド公開を正常運用中の全GSC検出器
に拡大・SSCデータのオン・デマンド公開をチーム内

・査読付き論文誌にて，9編を発表，1編を投稿中．10
件の国際学会発表，約20件の国内学会発表．
・C−SODAとの協力による， DARTSを利用したデータ
の一般公開（2012年8月より継続中）．
評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

で開始（一般公開に向けて）

・今年度6個の新天体を発見などの科学成果：ATel
（Astronomer

s

Telegram）へ24件投稿・他チームによ

るMAXI天体に関するATel報告が他に14件・GCN

・SMILESは約半年の期間ではあったが，これまでの衛
星観測をはるかに上回る精密な大気測定を実証した．

・「すざく」との連携観測1件．

・オゾンやオゾン破壊に関連する大気微量成分（塩素や臭

・「すざく一MAXI国際会議2014」を共催．

素系の物質）のグローバルな分布を高い精度で導出した．

・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き，こ
の現象を両者とも確かに捉えたことを示した．
・観測データの一般公開をおこなった．

・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．
評価コメント

CircularへのGRB／XRF報告8件

・学術論文：査読付きジャーナル8編受理（3編投稿中；

他に査読付集録2編受理）チーム外著者によるMAXI
関連天体の査読論文9編．国際学会発表40件．国内
学会発表55件．

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増加．

・MAXIの速報を契機として行われた他の観測装置によ

・データ解析，データ利用が継続して行われているが，デ

ータ利用のさらなる促進が必要
・プロジェクト終了後のデータベース整備，アップデー
トの道筋を確立してほしい．
・冷凍機宇宙利用を実証したことは重要な成果．

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．

・MAXIアーカイブ開発の着実な進行．
評価コメント
・安定なデータ取得を継続している，

・確実な成果創出は高く評価できる．SSCの成果が上が

11．

MAXl

りつつある．

・アーカイブの整備が進められた．さらにデータ利用が

プロジェクトの現状
・GSC（ガススリットカメラ）全12台中6台で運用中．そ

のうち1台は微小阻石による微小ガスリーク中．非運

広がることを期待．

・継続が命であり，半分に減っているカメラを上手に使
うことを願いたい．

用中の6台のうち1台は故障，5台は冗長系のため運
用を制限して温存中．12台中6台のカメラについては

12．ひので

4年以上の残存寿命を確保できる見通し．

・SSC（CCDスリットカメラ）：2013年4月13日〜2014
年2月12日までは，2カメラ中1カメラのみで運用．

プロジェクトの現状

・2006年の打上げ以降，2007年年末にX帯ダウンリン
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ク不安定化する不具合事象が発生し，2008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，観測に

支障をきたすものではなく，現時点で3台の観測装置

解析拠点に派遣している．

評価コメント
・全般に順調に展開している．

・打上げ後，長期にわたって優れた科学成果を創出し続
けていることは特筆すべき．

は全て，通常観測を行なっている．

・宇宙研に到着した観測データはFITS形式へ変換後，
即時全面公開されている．データアーカイヴセンター

・昨年度の課題に真剣に取り組んだ成果が見られる．
・磁場反転機構は，確認されれば大きな成果である．

は宇宙研の他，オスロ大に設置されており，これ以外

13．すざく

にも米英に観測機器ごとのデータ検索・提供センター
がある．

・2013年に理学委員会の下で運用延長審査を受け，
2014

一

2016年度の運用延長が認められた．

平成25年度の課題
・現ミッション延長期間（2011−2013年度）の延長審査の

際に重点観測項目として提示した，（1）

太陽活動の上

昇にともなう活動現象，特にフレア，の観測と，（2）極
域磁場の長期モニター…一観測，を引き続き進める．

・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．
・前年度の理学委員会評価コメントに対応する．

平成25年度の活動・業績・成果
・ひのでSWG（国際ひので科学チームの意思決定機関）

プロジェクトの現状

・打上げ約1か月後の2005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7eV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．
・2005年9月からの試験観測により，高感度広帯域（0．2
−600keV）X線分光性能を実証．

・2006年4月より国際公募観測開始．第8期公募観測を
実施中．これに加えて，随時提案を受け付ける突発天
体観測枠も設定．

・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

pr（）jectを設定した．

・Chandra衛星（米国，第5期から），

Fermi衛星（米国，

第6期から），ISS曝露部搭載全天X線監視装置MAXI

にて確認・決定された，フレア観測および極域観測等

（2009年2月から）との共同観測プロジェクトをそれ

のコア観測を優先させる観測運用方針を今年度も引き
続き保持し，これらを重点的に観測運用を進めている．

ぞれ立ちあげ，実施中．

・S帯地上局の効率的な受信機会確保に努めているが，今
年度も受信経費が一部不足したため（海外有償局分），
宇宙研よりプロジェクト経費補填を受けた．

・EPO活動の一環として，全国の高校・公開天文台との

・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．

・打上げから約9年を経過し，太陽電池の発生電力低下

とバッテリーの劣化が顕著になっている．2013年1月

16日から1月31日まで，バッテリーの劣化に対応す

共同観測キャンペーンを昨年度に続き実施し（観測提

る運用方法を確立のため，観測を一時停止した．現在

案の1つとして採択），今年度も13の高校・公開天文

も引き続き，対応策を試行している．

台が参加した．

・11月12−15日に飛騨高山にて第7回ひので国際科学会
議を開催し，参加者約200名（うち，海外より118名），

口頭講演61件，ポスター講演168件の参加を得た．
・前年度の理学委員会評価コメントへ対応した（詳細は
理学委員会にて報告）．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）
・2011−2013年度の運用延長審査で重点観測項目として
提示した，（1）太陽活動の上昇にともなう活動現象，

特にフレアの観測と，（2）極域磁場の長期モニター観

測を観測運用の基本方針と設定し，観測と成果創出を
進めている．

・2013年は少なくとも77編（秋口以降の未集計論文あ
り）の査読付き論文が出版された．ほぼ3日に1編のペ
ースを維持し続けており，出版レートは鈍化していない．

平成25年度の課題
・国際公募観測を中心とする観測を継続する．

・2011年Stanfordに続く，第5回すざく国際会議を開催
予定．

・寿命コンポーネントの劣化への対応．太陽電池，ジャ

イロ以外に，バッテリーの劣化が顕著に見えてきてお
り，こまめにパラメータを変更して観測を継続する．

・国際公募観測AOの出し方について．発生電力の動向
を見ながら，AO自体を発出するか，

key

pr（）jectをど

うするかを検討する．
・NASA

Senior

Review：2014年3月頃．

平成25年度の活動・業績・成果
・寿命コンポーネント（太陽電池，バッテリー）劣化へ
の対応を実施した．

・公募観測を実施した．2013年1月の観測中断のため，

・本年度は国内で「ひので」関係の個人の受賞2件．

「ひさき」，XMM−Newton，

・昨年打上げの米IRIS衛星との共同観測スキームの確
立とデータ解析促進のため，日本人若手を米国運用・

含め，一部の観測を第4月に持ち越した．

Chandraとの木星同時観測を

・MAXIとの共同観測により2件の突発天体観測を実施
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続的に衛星運用・追跡管制，データ取得を行う．

・X線CCDカメラの較正データベースを2014年2月3
日にupdateした．

・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．

・STTの劣化によると推定される姿勢決定処理の遅れ，

米国のパイプライン処理の停止などの影響による遅れ
を生じたが，姿勢決定は収束条件の見直し等により，
遅れを取り戻している．

・2014年秋以降打上げ予定のNASA MMS衛星プロジェ
クトと情報交換を進め，2016年度以降のプロジェクト
延長計画を検討する．

平成25年度の活動・業績・成果

・2015年3月まで運用できる可能性を考慮して，国際公
募を実施した．1年で完了するkey

pr（）jectを公募した．

・2013年に，「すざく」科学的成果による90編の論文が
掲載された．

・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，

・2014年2月19−20日に，すざく一MAXI国際会議を愛媛
大で実施した．参加者222名．海外からは45名．
・複数のプレスリリースを実施した．

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，

・打上げ8年以上経過し，寿命部品の劣化が顕著になっ
てきているが，運用による対処，国際公募観測募集へ
の対処を行っている．

・2012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，

NASA／GSFC

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計算機に
よるシステム：軌道決定，姿勢決定，SIRIUS登録SI−
QLとのIIF）による衛星運用を開始．
・32本の査読付き論文（国際的論文誌）が出版された．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

評価コメント

・観測運用を安定的に継続できたか．

・バッテリーなど，寿命部品の経年劣化による運用困難
が生じているが，適切に対処している，消費電力の削減，

ヒーターの最適化等を行い，チームー丸となって衛星の
運用を継続していることは評価できる．
・Nature論文も含め，科学成果は順調に算出されている．

・較IE済データを順次公開することで，国際的な共同観
測の中で役割を果たしたか．

評価コメント

・貴重なデータを取得し続けている．順調に成果創出を
続けている．

・昨年度のコメントへ回答されていて，適正である．

14．

GEOTAIL

プロジェクトの現状
・搭載科学観測機器の状態は，経年劣化により観測を終
了した一．一部の機器を除き，良好である．打上げ以降20

・宇宙空間から磁気圏尾部を20年間継続観測するとい
うということはすばらしいことである．2度とこのよ
うな観測はできないであろうから，可能な限り継続す
べきであろう．

・今後いつまで運用するかの議論が必要．対費用効果（人

年以上継続して，地球近傍の磁気圏尾部のプラズマの

的労力を含め）を精査した上でミッションを継続する

直接観測データを取得中．

か判断すべき．

・平成24年12月末に生じた搭載データレコーダ故障（2

台中1台）に関しては，DSN局の支援が最大限に得ら
れたことで，データ欠損を最小限にとどめること（欠
損率は約10〜15％）ができた．データレコーダの以外
の衛星システム状態は良好．

・大型計算機を用いた旧地上系システムから，UNIX計
算機による地上系システムへの移行を完了した．

・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．

15．あけぼの
プロジェクトの現状
・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，25年の間に共通機器，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で致命
的な劣化は無い．科学観測機器に関しては，あけぼの

・較正が完了（観測後1〜2年）したデータはアーカイ

衛星には9種類の科学観測機器が搭載されている．こ

ブ化され，世界中のユーザーに向けて公開されている．

のうち，現在でも科学的研究に使える質を備えたデー

・2012年度に理学委員会の基で運用延長審査を受け，

タを出しているのは，低周波プラズマ波動計測装置

2015年度までの運用がNASAのDSNサポートの継続

（VLF），高周波プラズマ波動計測装置（PWS），電子温

という条件の下で認められている．

度計測装置（TED），放射線モニタ（RDM）の4つで

平成25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

ある．これらは，特に内部磁気圏の観測の主力となる
観測機器である．
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・定常運用・データ処理を実施している．

・2013年6月に理学委員会の基で運用延長審査を受け，
2016年度末までの運用が認められた（2014年度末に，
Van

Allen

Probesとの共同観測について中間レビュー

を活かした成果を獲i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の
開発および改良を推進する．

平成25年度の課題
・観測ロケット2機（S−310−42号機とS−520−27号機）の

を行う）．

平成25年度の課題
・2013年度に迎えた太陽活動極大期までの太陽活動2
サイクル分の，継続的な放射線帯および内部磁気圏内

連続打上げにより，TMA（白色雲）及びLES（赤色散
乱雲）を発生させ，高層における中性大気の観測を行う．

・観測ロケット（S−310−43号機）を打上げ，ロケット慣

性飛行中の極低温流体（LN2）の熱伝達特性を取得す

の波動観測．

・2014年度以降の観測計画の策定（理学委員会における
運用延長審査）：Van

Allen

Probesとの共同観測・ERG

（2015年度打上げ予定）との共同観測．

平成25年度の活動・業績・成果
・名古屋大学から，「宇宙天気予報に新しい手がかり長

るとともに小型カメラによる二相流の挙動観察を行う．

・次年度予定している観測ロケット（S−520−29号機と
S−310−44号機）の打上げに向けた準備（設計会議i等に

よるユーザ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．

寿衛星『あけぼの』によって，放射線帯の高エネルギ

・観測ロケット高度化・高機能化の一環として，S−520

ー電子を増やす太陽風の条件を解明」というプレスリ

型ロケット用に開発された小型姿勢制御装置をS−310

リースを実施した．原著論文著者は，文部科学大臣表

型ロケットにも搭載できるよう，さらなる小型化を実

彰若手科学者賞を受賞した．複数のメディアに取り上
・EMIC

rising

践する．

平成25年度の活動・業績・成果

げられた．
tone（triggered

emission）の観測的発見

・2013年度は7本の査読付き論文が出版された．
評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）
・長期間蓄積したデータを生かした，放射線帯の電子増
大過程に関わる成果．

・プレスリリースされた研究は，世界でもっとも長く24
年間にわたって観測を行っている「あけぼの」長期デ
ータによって初めて可能となったもの．

・近年の理論的研究（EMIC波動の非線形発展等）を観
測的に裏付ける研究がおこなわれた．

・S−310−42号機／S−520−27号機を2013年7月20日23：00

と23：57に連続打上げし，「電離圏E領域とF領域の
相互作用に関する総合観測」を実施した．
・S−310−43号機による「ロケ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」は，2014年度に打上
げ延期した．

・2014年度打上げの，S−520−29号機「スポラデイックE

層空間構造の立体観測実験⊥S−310−44号機「Sq電流
系に起因する電離圏加熱現象の解明とプラズマ波動計
測用小型センサーの放出試験」に向けた準備を行った．

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価）

評価コメント

・安定なデータ取得を継続した，機齢を重ねつつも着実

・2機の観測ロケットS−310−42号機とS−520−27号機の

に成果を産み出していて評価できる．7本の査読論文

連続打上げに成功し，異なる高度で発生する2つの擾

の出版は特筆に値する．

乱現象の同時観測に成功（世界初）したとともにLES

・Van

Allen

Probesとの共同観測についての進展を期待

する．VAPやERGとの同時観測で何がわかるのか，
具体的内容を記述して欲しい．

・太陽活動2サイクル分のデータをほぼ取り終えたこと
はすばらしいが，それで何がわかるのか．

・観測は予定通りだが，多くの機器が動いていない．終
了時期を考える必要がある．

（リチウム噴射装置）による夜間超高層大気の風向風速
を推定する手段を確立した．

・事前の地上試験により，S−310−43号機に搭載する実験

装置の問題点を明らかにし，断熱性能向上，冷却能力
向上，温度計測点追加など，テストセクション上流に
過大な熱流入が発生しても実験条件が成立し，解析が
可能となるような対策を実施した．
・2014年度の打上げに関し，夏に打上げ予定のS−520−29

16．観測ロケット

号機の設計／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S−310−44号機の設計会

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

議を行い，ユーザ要求を反映させた設計を実施した．

また，2014年7−8月の打上げに向け関係省庁との調整
を開始した．

・統合型アビオニクスの開発を完了し，安定した性能と
効率的な運用を確認した．

・これまでS−520型ロケット用に開発された小型姿勢制
御装置をさらに小型化（重量，体積とも約半分に）し，
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S−310型ロケットにも搭載可能な小型姿勢制御装置を

一「あけぼの」PWSの新たなデータを公開した．

開発した．

−ISS与圧部データのアーカイブ化，

評価コメント

DARTSからの公開

準備を進めている．

・E層，F層を狙った2機同時打上げ成功は評価できる．
当初計画の成果を挙げた．

・43号機の打上げ延期は適切．十分な改修期間をとるこ

とが望ましい．延期に至った検討も次期に活かされる
ことが期待される．

・TMA，
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LES撮像で何がわかるのか？乱流がわかること

による学問上のインパクトを知りたい．
・観測ロケットという活動により得られた成果が，理学・

工学的な見地からどのような位置づけになっているか
がわかると良い．将来を見通した議論が必要．

一「ひさき」のデータ処理支援，「ひさき⊥「あかつき」
のチーム内データ公開支援を開始した．

・検索等の既存のデータサービスを安定に運用すると共
に，新たなデータサービスを開発して公開した．
一月惑星シミュレーターのウェブ公開を行った．
−Apollo月地震データ表示アプリケーションを改良した．

一「あかり」全天画像データ検索・公開システム開発が
進展し，試験公開の準備中．

・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「かぐや⊥「SMILES」の再処理データをDARTSから

17。科学データ公開

公開した．

一「かぐや」データアーカイブ・システムのDARTSへ
プロジェクトの現状

・JAXA衛星データの保存と公開．プロジェクトから受

け取った高次処理済みデータをDARTSに格納，プロ
ジェクトのデータポリシーに従って公開している．

・データサービスの開発と運用．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．

・運用終了後の衛星プロジェクトからの引き継ぎ．衛星

プロジェクトが作成したデータプロダクトやサービス
を引き継いでいる．現在は，「かぐや」，「あかり」，
「SMILES」が主な対象．

・宇宙科学データの収集．JAXAの宇宙科学研究活動と

関連の深い，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．2013年夏に，機器換装を実施し，9月より
新システムの運用を開始した．

平成25年度の課題
・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
データを追加する．検索等の既存のデータサービスを
安定に運用する．

・データ利用促進のためのツールを開発し，公開する．

・終了したJAXAの衛星や探査機および関連するデー
タの集約，公開を進める．

・2013年9月までにシステム換装を実施する．

・JAXA調布キャンパスへのDARTS全データバックアッ
プを行う．

・昨年度の理学委員会評価における指摘事項に対応す

る：広報アウトリーチについて・体制や事業の進め
方について・成果の評価について．

平成25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
を継続的に実施し，運用中の衛星データを追加した．

の統合を進めている．

・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．

一ユーザに大きな影響を与えることなく，システム換装
を実施した．

一あらたに「ひさき」，「MAXI」プロジェクトに対して
システムの提供を開始した．

・JAXA調布キャンパスへのDARTS全データバックアッ
プを完了した．

・C−SODAが提供するサービス定義を明確化し，プロジ
ェクトごとの対応計画を策定した．

・DARTSから広報向きの情報を切り離し，新たに一般
向けのウェブページを立ち上げた．

・C−SODA運営委員会の成果物として，「望ましい科学デ

ータ公開・データ利用のあり方について」のレポート
を理学委員会で報告し，公開した．

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．

・「あかり⊥「かぐや⊥「SMILES」等，運用を終了した

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
めている．

・5年に一度のシステム換装を，ユーザーに大きな影響
を与えることなく，実施した．
・相模原キャンパス外へのデータバックァップを実施した．

評価コメント
・重要な業務である．着実に進展しており評価できる．
・月惑星シミュレータは評価できる．

・長年の課題であった「あけぼの」PWSデータがアーカ

イブされて公開されたことは評価できる．VLFデータ
も期待したい．
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・長期的なビジョンも示して欲しい．10年，20年先を

保が必要．

見据えた計画を立てるためには，今が好機ではないか．

・大量のデータ処理・データアーカイブを実現している

・日本の科学データ公開は欧米に比べて遥かに遅れてい

素粒子実験などとのシステムを比較したうえで検討が

る．データ利用促進をさらに進めて頂きたい．
・こういった基盤となる活動をさらにサポートすべき．運

行われているか．情報交換を緊密にして，最適解を探
して欲しい．

用終了後のデータ解析を継続できる体制構築・予算確

b．宇宙工学委員会
平成26年3月24日に宇宙工学委員会評価委員会を，
また3月27日に第40回宇宙工学委員会を開催し，（1）宇

また，高頻度再使用運用を実現するためにターボポン
プに対して盛り込んだ，スタンド取り付け状態における

宙工学プロジェクトである再使用観測ロケット技術実証

プッシュプルやトルクチェック，気密検査，点検ポート

及び（H）平成25年度宇宙工学分野において選定された

からの内部点検など，各種の設計上の工夫に対する有効

先端研究について評価を行った．評価は，平成25年度の

性の確認及び100回再使用を実現するための運用計画

研究成果報告を受け，質疑応答の後，当日出席の委員全員

についてその妥当性を確認した．

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．

2．将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先

t

端研究

1，再使用観測ロケット技術実証
2．t

ソーラーセイルWG戦略開発研究

再使用観測ロケットの目的は，ロケットの再使用化に

（総合評価点：7．30）

より，現行の使い捨ての観測ロケットに対して運用コス

ソーラー電力セイルの優位性を活かした外惑星領域往

トの大幅削減と実験環境の革新を図り，宇宙実験参加の

復（トロヤ群サンプルリターン）ミッションの次期中型

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，を当面

計画での実施を目指して計画策定を進めた．特に，トロ
ヤ群サイエンスのミッションコンセプトを明らかにして
候補天体を絞り込んだ．また，子機が着陸し採取した試

の性能目標としている．再使用観測ロケットによって，

料を親機に引き渡す方式とし，技術リスクを考慮して，

多くのユーザから要求がある「衛星では不可能な低高度

サクセスクライテリアを設定した．一方，各技術要素（セ

の直接観測機会」を低コストで容易に繰り返し可能な形

イル試作，展開機構試作，高比推力イオンエンジン，統

で提供することにより，質的に異なる実験機会（ロケッ

合型燃料電池，気液平衡スラスタ，膜面フェーズドアレ

トの軌道・姿勢の自由度向上，亜音速飛行と準静止状態

ーアンテナ，サンプル採取，カプセル等）について，着

の実現，観測機器の回収と繰り返し飛行etc．）を提供し，

実に研究開発を進め，厳しい性能要求に向けて要素技術

利用の活性化を図る．大気物理（超高層大気・磁気圏プ

レベルを向上させた．

ラズマ）や微少重力科学等の分野のユーザが関心を示し
ている．同時に，再使用観測ロケットの開発過程におい

2．2

ハイブリッドロケットの研究

て，将来の宇宙輸送コストの飛躍的削減を図るロケット
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

（総合評価点：6．57）
以下の成果が得られた．
・技術実証用ハイブリッドロケットエンジン（HTE−5−1）

信頼性設計技術，軽量の構造・材料および推進システム

試験設備を用いて，酸化剤旋回流方式供試体

の開発に資する基礎技術の開発・実証を行うことも目的

（HTE−5−1−240202−103）のGOXを用いた着火試験に成

の一つである，

功．推力1．5kNで燃焼時間20秒までの長時間燃焼に
成功，供給系を増強し，推力4L5kN，燃焼時間2秒お

FY25エンジン開発成果概要
再使用観測ロケットエンジン技術実証のために設計／
製作したOTP，

FTPの単体試験を実施し，再使用観測ロ

ケットのエンジンに求められる広範な作動領域（推力
40−100％）におけるポンプ揚程特性の確認及びポンプ／タ

ービン効率の設計予測の妥当性を確認するとともに，軸
推力バランス機構や軸振動特性など広範囲におけるター
ボポンプの安定作動を確認した．

よび5秒の燃焼試験を実施．

・多段面対向噴射方式のインジェクタ断面数数の影響
を確認．

・プラズマジェットイグナイタを新規に開発し，再着火
に成功．

・設計に必要な膨大な内部弾道特性データベースを効率
よく作成可能な解析ツールの世界初の開発．

・多目的最適設計ッールを用い，クラスタ三段式ハイブ
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リッドロケットの概念設計を実施し．打上げ可能な解

能な探査を実現するために，以下の項目の研究と開発を

を取得．

行なった．

・開発したCFDツールを用い，非定常燃焼解析を実施

・微小重力環境での移動メカニズム：複数の移動メカニ

し，燃料後退速度を定性的に予測できることを実証．

ズムに関して落下塔を利用した無重力実験で検証し，

MINERVA−IIローバに使用する移動メカニズムを最終
2．3

スペースプレーン技術実証機（SEED）の検討
（総合評価点：5．73）

決定した．

・電波を用いた自己位置同定：通信機のフライトモデルに

本WGは，スペースプレーンの実現に必要な技術を，

距離測定機能を付加し，擬似距離測定実験を行なった．

飛行実証を交えながら研究することを目的としている．

・自律探査手法：CPUボードとカメラ1台のフライトモ

今年度は，スペースプレーンの実現にあたっての本質的

デルを製作した．形態可変型ローバによる長時間サバ

な技術課題の識別と，それらの課題に対する現状技術レ

イバルの検討を行なった．

ベルの共有・設計方針の議論を行ってきた．その結果，

空力形状設計技術と空気吸込式エンジン技術を重要な技

2．7

月着陸探査に必要な要素技術の研究

術分野と識別した．空力設計技術については，設計ロジ

ックの検討を，目指すべきTSTOシステム策定と関連さ

（総合評価点：6．58）

以下，主たる研究成果を示す．いずれも，「低リソース

せつつ行った．エンジン技術については，現在の技術レ

探査機にて，月面ピンポイント着陸を実現する」技術の

ベルを再認識し，飛行実証すべき技術要素を明確にして，

一部であり，相互に検討の理条件を調整しながら実施

飛行実験用エンジンの設計を行った．飛行実験システム

した．

の開発研究については，科研費（基盤A）を活用し，機

・推進剤・酸化剤一体型タンクの実現に向けた耐酸化剤

体構造の設計製作（特に主翼），飛行実験用エンジンの製

作，搭載計算機・アビオニクスの試作，風洞実験による
飛行実験機の空力特性評価を行った．

ダイヤフラム膜の研究
・発泡アルミニウム構造の考案と，実機大モデルでの落

下試験
・高精度着陸のための光学航法の検討と，その検討のた

2．4

次世代小型標準バス技術の研究
（総合評価点：6．97）

めの月面地形データの整備
・着陸レーダの検討

当初計画通り，昨年度までの5年間で，WGで扱った多
くの研究項目は「ゴール」のレベルに達しており，本年度

は残作業を有する3課題に絞って研究を行った．①CFRP

2．8

月惑星表面探査技術WG（着陸ダイナミクス技術分

科会）

（総合評価点：6．27）

スラストチューブの分割製法の健全性を実条件の静荷重

分科会での議論により，運動量／エネルギー交換による

試験で確認②クワドラチュア成分の低減や高Q値化を
施したMEMSジャイロを試作し，バイアス安定度の向上

衝撃吸収の研究，セミアクティブ着陸脚・衝撃吸収専用

を確認，③自然言語の各種文書から衛星搭載の姿勢制御系

エアによる着陸挙動解析の研究が効果的に進捗した．ま

着陸脚，差動滑車機構着陸脚の研究，機構解析ソフトウ

ソフトウェアの状態遷移表モデルを自動作成するプロセ

た，計算機シミュレーションに用いるパラメータの共通

スを開発，など所望の研究成果を得ることができた．

化を行い，各方式の優劣比較ができるようにした．共通

2．5

価が可能となった．

計測装置を整備し，実機実験の結果についての定量的評
月惑星表面探査技術の研究（自律探査技術分科会）
（総合評価点：6．53）

「観たいものを観る」移動探査ロボットシステムの知
能化をめざして，以下の課題について検討し，有意な成
果を得た．

2．9

先進的固体ロケットシステム技術実証研究
（総合評価点：7．20）

低コストガスジェネレータ推進薬向けAP／AN共晶酸

・環境認識の高度化

化剤の粒度調整手法を確立した．共晶大粒子については

・走破性の向上

燃焼安定性に影響を及ぼすことを実験的に明らかにし

・移動の自律性の向上

た．高エネルギー酸化剤ADN等含む固体3成分系混合

・フィールド実験による自律機能の確認

物が水等の溶媒を用いずに液化する現象を発見，イオン

また，．分科会構成員との頻度の高い情報交換を行い，
研究体制を強化した．

液体推進剤の研究の糸口をつかんだ．

非破壊検査技術については，イプシロン初号機2段モ
ータに対し超音波探傷の試行を行い，必要とされたアレ

2．6

月惑星表面探査技術の研究（小型プローブ技術分科会）
（総合評価点：6．55）

今後の小天体探査において小型のローバを用いた高機

イプローブの分解能・取り扱い性向上を実施し，イプシロ

ン2号機2，3段モータの品質保証採用にむけた開発を
行った．低コストをめざした超軽量アブレータの製作を
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実施し，基礎的な熱機械特性を取得した．低コストモー

行試験に成功した．環状デトネーションエンジンの内部

タケースの実現のために，熱可塑型CFRPの試作試験を

流動を可視化し，斜め衝撃波，推進剤流入停止相の存在

実施し，素材レベル開発が終了した．

を確認した．環状デトネーションエンジンの推力計測を

開口比25のノズルを有する耐熱複合材燃焼器を用い

行い，質量流量・当量比依存性を明らかにし，推力138N，

たN20／エタノール推進系システム燃焼試験を実施し，安

比推力103sを達成した．滑走試験機を製作し屋外音響計

定な燃焼条件を確立した．噴射器エレメント試験を実施

測を行った．S−310観測ロケット搭載を目指した500N級

し，噴射器エレメント構成を最適化した．
アビオニクスの抜本的な低コスト化に向け，通信機能を
統合した通信機の開発，地上局が不要な商用衛星通信モジ

環状デトネーションエンジン（RDE）の設計を行い，熱
伝達計測システムを構築した．S−310観測ロケットによ

るRDE飛行実証試験の検討を行った．

ュールの改良，ネットワークシステムの検討を行った．

2．13
2．10

再使用高頻度宇宙輸送システムの研究
（総合評価点：6．57）

火星探査航空機の研究開発
（総合評価点：6．59）

高高度飛行試験の準備を進めるとともに，フィードバ
ック制御を行うための機体改修を行った．また，火星で
の飛行による風観測ミッションなどの検討を行った．
要素技術の研究開発に関しては，ベースとなる翼型から

最大揚抗比が2割向上する翼型を開発することに成功す

高頻度大量宇宙輸送を目指した研究として，航空機
的に繰り返し飛行可能なシステムに必要とされる技術
について研究開発を行った．昨年度までの研究により
明らかとなった課題を反映し，ヘルスマネジメントの
高度化およびリアルタイムシミュレータの試作を行い
OBC／HMC／GSCの機能に関して模擬試験による事前検証

るなど，当初の目的を達成することが出来た．学術雑誌

を可能とする環境を構築し，また運用効率化のため推進

（7件），国際会議（29件），国内会議（37件），解説記事

系ステータスの情報管理システムを新たに構築した，そ

（2件）などを発表した．

れらの機能実証を3月に行った．高頻度運用・システム
高性能化のための要素研究として水素酸素RCS，統合推

2．11

マイクロ波ロケット飛行実証実験
（総合評価点：6．19）

昨年度の試験で明らかになった伝送ビーム強度分布の

進システム，高度補償ノズル，複合材液体酸素タンクの
各研究を実施し，システムへの適用に向けた基礎特性と
課題を把握した．

偏りとリード弁式吸気機構の吸気量不足への対策を行っ
た．伝送ビーム強度の偏りを改善するためテーパ管集光
器の形状を多角形型にした．リード弁式吸気機構の吸気

2．14

高機能熱輸送制御の研究

（総合評価点：7．39）

分散熱源・分散ラジエータに対応できるマルチエバポ

面積を増大させつつ根元の降伏を避けるため，先端に向

レータ・マルチコンデンサ型ループヒートパイプ

かって薄く細くなるリード弁を設計した．素材として許

（MLHP）の熱数学モデルが構築できた．また微小重力環

容応力が高く軽いチタンを用いた．

境でのMLHPの内部流動を世界で初めて観察し，気液分
布を明らかにした．LHP高性能化に向けたセカンダリウ

飛行実証試験では繰り返しパルス運転可能なミリ波照
射デューティ比が0．2程度以下であることが分かった．

ィックの基本技術を取得できた．

しかし集光後のビーム強度が低く，デトネーションを駆

OHP内部流動を可視化できるOHPの開発とそれを用

動できず，また残留プラズマによる異常放電により推力

いた実験をおこない，1gおよび無重量環境下での内部流

低下が発生し飛翔には至らなかった．

動を計測した．またOHP内部流動の熱流体数値解析モ

数値計算により新たにミリ波プラズマのフィラメント
構造を再現することに成功した．

デルを構築し，実験結果による検証をおこなった．

独自の可逆展開アクチュエータを新規開発し，多機能
展開ラジエータを設計製作，試験によりその有効性・多

2．12

革新的デトネーション推進機構の研究

機能性を確認した．

（総合評価点：7．06）

時間平均推力259N推重比0．8のパルスデトネーション

2．15

高精度大型宇宙構造システムの開発研究

エンジンの1．5sec垂直飛行試験に成功した．フライト用

（総合評価点：6．81）

エンジン地上燃焼試験で，1．5s作動，成功率91％，平均

次世代の高精度大型宇宙構造システムの実現に向け，

推力256N，比推力131s，推重比0．81を達成した．サブ
システムを統合し，全重量32．5kgの飛行試験機が完成し

特に，アンテナシステムに対して，（1）鏡面系の高精度

た．高度15m・射出速度10m／s級垂直飛行用射出・回収

うと同時に，基盤技術として，（3）高い形状安定性を有

機構を開発し，エンジン不作動でも機体に損傷を与えな

する材料開発，（4）高精度な設計／解析／試験技術の開発，

いこと（最大加速1．5G減速3．8G）を確認した．屋内に

（5）大型構造物の計測精度の高精度化を行った．具体的

おいてもパルスデトネーションエンジンの0．2sの水平飛

には，（1）ケーブル・メッシュ・リブ方式のアンテナに

化と（2）支持構造及び展開ラッチ機構の高精度化を行
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ついて，材料の軌道上物性変化の低減化および内部摩擦

（4）多目的進化計算による最適化手法を用いた，イプシ

の低減によって0．4mmRMS＠直径5mの実現の見通しを

ロンによる打上げ軌道，電気推進によるスパイラル

得た．高周波の電波観測にむけたソリッドアンテナに対

軌道の設計・最適化の検討を進め，進展が得られた．

して，スマート副鏡を組み込んだアンテナシステムの性
能評価を行い，電波特性の向上が可能であることを示し

た．（2）支持構造の高精度形状制御を行い，2mの規模

2．19

立方晶窒化ホウ素を材料に用いた電界放出型カソ

ードの開発

のトラスを10μm以下の精度で制御可能なことを示し
た．展開ラッチ機構の高精度化を試み，適切な設計によっ

（総合評価点：5．61）

研究協力者の堤井准教授に作製いただいた高品質立方

て，4秒角以下の展開再現性を実現できることを示した．

晶窒化ホウ素薄膜を用いた電界放出型電子源を開発し，

2．16

割合が異なる複数の薄膜を用いて最適な薄膜を選別し

その性能を評価した．薄膜製作法の違いにより立方晶の
科学ミッションのための光通信／測距技術の開発

研究

た．また，凹凸のある基板上への薄膜作成にも試みた．
（総合評価点：6．06）

その成果として，引出電流として，35μA，0．3mA／cm2を

入笠山デブリ観測局qAXA設備，長野県）周囲環境

達成した．これは，最終目標の6割に当たり，初年度の

を利用した長距離（1km以上）光伝搬実験を計画し，そ
の実施へ向けた準備を進めた．具体的には，フィールド

成果としては十二分な成果である．この性能の達成によ
り，翌年度に実施する耐酸素性の評価が可能となった．

での実験に必要となる可搬型の光送受信系の製作を
MCTと分担して行い，観測局と対向する実験地点の選

2．20

定とその利用のための調整を実施した，なお，伝搬実験

柔構造飛翔体による将来型火星探査ミッション創

出に向けた研究開発

は，予定時期に想定を越える降雪があったため延期した．

また，研究管理棟屋上の赤外モニター設備を使った衛

（総合評価点：6．97）

本活動の軸である柔軟エアロシェル大気圏突入機に関

星からの光直接受信へ向けた準備も進めたが，必要な設

しては，要素技術の高度化を進め，実用にむけた最終フ

備改修の実施が本年度は困難と判明したため，実施を見

ライト実証へ進む準備を整えた．また，それに続くべく，

送った．

柔軟飛翔体の新たな利用法として，揚力型膜面高速飛翔
体，パラフォイル型探査機，凧型探査機，大気突入機一

2．17

一方向CNT紡績糸強化複合材料による超軽量構

造体の創製

体型ローバ，などのユニークなアイデアについて研究開
発をスタートさせた．それらを利用した惑星探査につい

（総合評価点：6．78）

ても想像力を豊かにして様々な議論を進めている．

下記成果を得た．

・CNT紡績糸にテンションをかけたままプリプレグ化す
る方法を用いて，樹脂が完全に含浸した複合材料が製

2．21

多偏波合成開ロレーダ（SAR）の革新的小型化の

研究

造可能なことを確認した．

（総合評価点：7．41）

・従来の複合材料と同様に，撚り角（繊維配向角）が機
械的特性に及ぼす影響が大きいことを確認した．

・撚糸技術や細径化CNTを用いることでさらなる機械
的特性の向上が可能なことを確認した．

合成開ロレーダーの基本仕様と主要開発項目を明らか
にした．ハニカムパネルを用いたスロットアレイ・アン
テナを設計し，試作した．アンテナの面精度を損なう熱
構造ひずみを定量的に解析し，低減法を見出した．展開
機構の設計解析，RFアンプの要素試作，

2．18

深宇宙探査機技術ミッションの研究

RF導波管合成

器の電気設計，RF電力増幅部の概念的熱設計を行った．

構，展開同期機構を設計・試作した．追加のダミー

300Mbp高速通信を「ほどよし4号」衛星で実証するFM
試験と地上局整備を行った．宇宙実証センターとSDS
100kg衛星をベースに，衛星バスのシステム成立性の検

パネル・ヒンジを製造し，ヒンジ・同期機構（ダミ

討を行った．

（総合評価点：6．34）

（1）薄膜軽量太陽電池パドルの軽量ヒンジ，保持解放機

ー含む），ダミーパネル（7枚）から成る部分要素モ
デルにて，展開試験を実施した．

2．22

超小型深宇宙探査機に関する研究

（2）μ20イオンエンジン系中和器の試験系（2系統）を

（総合評価点：7．13）

完成させ，試作中和器の長時間運転を開始した．技

深宇宙探査ミッションを超小型クラス（50kg程度）で

術動向を踏まえイオン源用磁石を再選定し，対応す

実現することを目指し，超小型深宇宙探査機バスシステ

る磁気回路を製作した．

ムの検討と，各種バス系（通信系・推進系）・ミッション

（3）EOS（Encapusulated

Operation

め，OBCのBBMを試作した．

Script）動作評価のた

系要素技術の試作評価を行い，一定の実現性の目処を得
ることができた．
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本研究の成果は，26年度「はやぶさ2」と相乗りで打

き渡され，軌道上実証される予定である．

上げ予定の超小型深宇宙探査技術実証機PROCYONに引

c．宇宙環境利用科学委員会
宇宙環境利用科学委員会（以下，「当委員会」）は，宇

宙科学研究所の大学共同利用システムによる宇宙環境利
用科学分野の優れた成果の創出を目指し，研究計画の立
案，研究プロジェクトの企画およびその他の専門的事項

を行う．Dynamic

Surfでは液柱表面の変形および温度を

測定する．平成25年度は，液柱マランゴニ対流におけ
るカオス・乱流遷移について定量的解析を実施し，表面
張力流に特有な対流不安定性の物理モデルの構築・検証

についての審議等を行うと共に，宇宙環境利用科学分野

に寄与したと評価された．そして，UVP実験に関しては，

の研究者コミュニティ活動を積極的に推進する．

軌道上の操作ミスのため当初計画通りの実験を実施でき

当委員会では，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された，

なかったため，科学的意義を再評価し適切であれば損傷
した装置の修理・再打上げを目指すこととした．

（1）ISS日本実験棟（JEM）船内実験室を利用した，物
質科学・生命科学分野の供試体の開発及び実験（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
よる実験について評価を行った．今年度の評価対象は，

1．1．2

微小重力下におけるTLZ法による均一組成SiGe

結晶育成の研究（Hicari）

本研究は，JAXAが考案した新しい結晶成長方法
（Traveling

Liquidus−Zone

Method）により均一組成の

物質科学分野：マランゴニ対流研究および結晶成長研
究，生命科学分野：植物生理研究，基礎科学：ダストプ

Si。5Ge。5結晶を育成することを目指して，微小重力環境

ラズマ研究である．実施主体はISS科学プロジェクト室
であることから，評価調書案はISS科学プロジェクト室

大口径混晶育成のための条件把握を行う．平成25年度

にて，（1）2次元TLZ法の原理検証，（2）地上での長尺・

により作成された．宇宙環境利用科学は大きく，物質科

は，地上実験では得ることのできない均一組成のSiGe

学，基礎科学，生命科学の三分野に分かれるので，以下

結晶を微小重力環境で育成することに成功し，関連デー
タの解析を進めた．以上のことから計画通り順調に実験

では分野毎に評価結果の概要を示す．

が進展していると評価された．そして，微小重力実験成

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

果の地上での製造手順への反映シナリオを今後検討すべ
きであるとした．

1．2

流体科学，結晶成長科学，植物生理等，多岐の分野の

実験用供試体の開発を進めるとともに，5件の宇宙実験

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
いない．

ミッションを実施した．

1．3
1．1

1．3．1

物質科学分野

1．1．1

マランゴニ対流研究（UVP，

生命科学分野

Dynamic

Surf）

本研究は，流体科学に関わる以下の2つの研究テーマ

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）
本研究では，キュウリの芽生え時に形成されるペグに
着眼し，重力依存的成長制御機構を調べている．これま

を含む．

（a）マランゴニ対流における時空間構造（Marangoni

でに実施済みの微小重力実験データの解析から，（1）オ

（b）高プラントル数流体の液柱マランゴニ振動流遷移

ーキ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

における表面変形効果の実験的評価（Dynamic

キシンの動態を制御すること，（2）その結果，地上では

UVP）

境界域の上側でオーキシン量を減少させ，ペグ形成を抑

Surf）

研究の目的は，液柱における層流から振動流への遷移
メカニズムの理解，さらには振動流からカオス，乱流へ

制する可能性を示すことができた。

植物における根の伸長の方向を決定する因子は水分屈

の遷移メカニズムを理解するためのデータ取得である．

性と重力屈性によるものであるが，これまでは重力の影

Marangoni

UVPでは，液柱における対流を観察する方法

響を排除した実験は行われてこなかった。さらに，重力

として超音波によるドップラー効果を利用したUVP（超

と水分による影響を分離した芽生えの伸長を観察する実

音波流速分布測定法）を用いて，液柱内部の速度分布の

験はこれまでない．これらの点に独創性があり，意義あ

計測や赤外線サーモグラフィによる表面温度変動の測定

る成果が得られることが期待されると評価した．実験機
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器の不具合で一部実験が完了していない．実験を早期に

実験の意義，実験条件等の提示を行い，チーム内で議論

再開し，ミッションを完了させるべきであると判断した．

の上，意義が認められた場合には実験に組み込まれる．

1．3．2

これまで，試行的な実験を含めて合計7回の微小重力実
験機会を得ることに成功した．本研究の主な目的は荷電

植物の抗重力反応機構一シグナル変換・伝達から

応答まで（Resist

Tubule）

粒子系における臨界点について理解することである．併

本研究は，宇宙の微小重力環境を利用して，植物の抗重

せて，ダストプラズマ分野ではあまり進んでいないプラ

力反応におけるシグナル変換・伝達から応答に至る機構を

ズマ計測についても注力し，新しい知見を蓄積すること

解明することを目的としている．特に，表層微小管に起因

も目指す．平成25年度では，実験装置PK−3

する抗重力反応メカニズムが，1g環境でも成立すること

運用が6月に終了した．その後，10月に最後のPK−3

Plusの実験
Plus

を示すことが目的達成の鍵となる．きぼう実験棟のCBEF

国際科学シンポジウムが開催され，成果発表を行った．

内で栽培されたシロイヌナズナの生育画像の解析，並び

また併せて，本研究分野において重要な課題である粒子

に，宇宙実験後に地上に回収された試料の解析より，1g

が存在しない領域（ボイド領域）の形成機構についても

環境においても，抗重力反応メカニズムとして表層微小管

検討を継続した．その結果，ボイド形成を防ぐ条件が明

が重要な役割を果たすとの結果が得られた点を高く評価

らかになりつつある．評価の結果，次年度の報告会ある

した．現在進行中の，GFP発現ラインを用いた細胞内動

いは評価会に向け，PK−3

態解析と組み合わせることにより，植物の抗重力反応メカ

めをしっかりと行うこととされた．

Plusミッションの成果のまと

ニズムの全容が明らかになることを期待する．
2．3

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
2．1

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．

3．研究者コミュニティ活動の推進

物質科学分野

中国が平成26年に回収衛星「実践10号」にて実施す
る予定の混晶半≡導体InGaSb結晶成長実験に関して，回

当委員会は，宇宙環境あるいは短時間微小重力を利用

収試料の日中共同分析に関する地上研究を支援した．評

することが不可欠である研究をワーキンググループ

価の結果，引き続き支援を継続すべきとされた．

（WG）および研究チーム（RT）としてコミュニティ等へ

2．2

公募を行い，合計48件を採択した．WGは具体的な科学
研究ミッションを提案するための研究を行い，RTはワ

基礎科学分野

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

ーキンググループに採択されることを目指した研究を行
う．それらの活動成果は，学術論文，国際学会，国内学
会などで公開された．

d．大気球研究委員会
平成25年度の大気球実験として採択された7実験の
成果報告書に基づき，平成25年度大気球実験の評価が

的を十分に達成したと認められ，また気象条件不適合の

行われた．

きなかったことはやむを得ないものと判断し，「A評価」

第一次気球実験で実施した2実験については所期の目

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
とすることとした．

e．宇宙科学プログラム技術委員会
本委員会では，応募要件に掲げる性格の活動について

する競争的資金（科学研究費補助金等）の応募には

提案を募り，宇宙科学研究所内外の委員によって書類お

そぐわないが，宇宙科学プログラムの実現のために

よび発表による審査を行い，支援する課題を決定してい

必要で，かつ特定のミッションに閉じない横断的に

る．平成25年度は，24件の申請があり18件を採択した．

必要な技術的活動．

（2）現在開発が行われている宇宙科学プロジェクト等に

1．応募要件
（1）開発的要素が高く，戦略的開発研究費や，国の所管

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
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的な基盤技術の研究・開発（標準化活動，プログラ

11）軌道上におけるサーマルスナップの予測手法の検
討・準能動的防振サンドイッチパネルの開発

ム化活動など）を対象とする活動．

12）充放電器とバランス回路を統合したバランス充放電

ための研究・開発，宇宙科学プロジェクト等に横断

（4）宇宙科学研究所DEグループの技術の維持・向上に
資する活動

器の開発

13）民生部品利用ガイドラインの作成等

14）惑星探査機用に向けた薄膜3接合太陽電池セルの耐

2．採択課題一覧

性評価

15）SUSラミネートLi−ion電池の宇宙機搭載方法検討

1）CCSDSにおけるDDOR標準化作業

16）非接触電力伝送技術の宇宙適応性の研究

2）多層膜型フレキシブルOSRの開発

17）IPベースによる搭載内ネットワークの検討

3）熱制御材料の劣化予測に関する研究

18）深宇宙探査ミッションデザイン支援環境：A−SPADE

4）MLI排気特性測定
5）熱制御材特性評価

3．年度末評価

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
スイッチ

平成25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

8）極低温域における全半球放射率の測定
9）Spacewire上位プロトコルの試作等

計画通りの活動が行われたことを確認した．またその審

10）Ethernetを用いたネットワーク型小型S帯送受信機

査結果を平成26年度の採択審査の参考とした．

の開発
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共同研究等

1．科学研究費補助金による研究
研究科目

新学術領域研究
1

2

3

4
5

i研究領域提案型）

新学術領域研究
i研究領域提案型）

新学術領域研究
i研究領域提案型）

新学術領域研究
i研究領域提案型）

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

宇宙マイクロ波背景放射偏光観測のための広帯域回転
g長板変調器の開発

宇宙物理学研究系

松村

知岳

未同定X線天体を用いた新しい中性子連星系の探査

宇宙物理学研究系

前田

良知

ダストに隠された宇宙の物質進化を暴く
ﾔ外線イメージングの開拓

宇宙物理学研究系

和田

武彦

ブラックホール直接撮像をおこなう気球サブミリ波
宇宙物理学研究系
uLBIのキーテクノロジー

土居

明広

宇宙科学研究所長

常田

佐久

極低温SOI

太陽コロナ・彩層加熱現象に迫る一ひので・IRIS・CLASP

6

基盤研究（S）

7

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

8

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

9

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

宇宙飛翔工学研究系

佐藤

英一

10 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

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

宇宙飛翔工学研究系

安部

隆士

11

ｩらSOLAR−Cへ

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

12

基盤研究（A）

13

基盤研究（A）

14 基盤研究（A）
15

基盤研究（A）

16 基盤研究（A）
17 基盤研究（A）
18 基盤研究（A）
19 基盤研究（A）

20 基盤研究（B）
21 基盤研究（B）
22 基盤研究（B）
23 基盤研究（B）

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

宇宙飛翔工学研究系

川口

淳一郎

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

宇宙飛翔工学研究系

藤井

孝藏

X線マイクロカロリメータで探る宇宙のダークサイド

宇宙物理学研究系

満田

和久

スペースプレーン技術の極超音速飛行実証システムの

J発研究
赤外線高分散分光観測による活動的銀河核構造の解明

太陽コロナダイナミクスを解明するナノ加工・計測技

pによる超高精度X線イメージング
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
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
大型試料ガス浮遊炉の開発とBaTi205ガラス準安定相
̀成機構解明

宇宙飛翔工学研究系

澤井

秀次郎

宇宙物理学研究系

中川

貴雄

太陽系科学研究系

坂尾

太郎

宇宙物理学研究系

土居

明広

学際科学研究系

石川

毅彦

宇宙機応用工学研究系

久保田

学際科学研究系

依田

眞一

学際科学研究系

稲富

裕光

八田

博志

24 基盤研究（B）

対流制御による高品質InGaSb結晶の育成

25 基盤研究（B）

アブレータ用CFRPの高温環境下における欠陥の生成
宇宙飛翔工学研究系
ﾆ変形

26 基盤研究（B）

月の地質進化史全容解明に向けた全球地質図の作成

太陽系科学研究系

大竹

孝

真紀子

This document is provided by JAXA.

176

V．共同研究等
研究課題

研究科目

研究系

研究代表者

27 基盤研究（B）

大気の無い惑星模擬表層の熱慣性測定：惑星リモート
Zンシングへの応用

太陽系科学研究系

岡田

達明

28 基盤研究（B）

超高時間分解能低エネルギープラズマ粒子観測装置に
謔髏V世代地球磁気圏観測

太陽系科学研究系

齋藤

義文

29 基盤研究（B）

太陽系の外惑星領域における磁気圏ダイナミクス

太陽系科学研究系

藤本

正樹

30 基盤研究（B）

強摂動環境を積極的に利用した探査工学一アストロダ
Cナミクスへの学際的アプローチ

宇宙飛翔工学研究系

津田

雄一

宇宙機応用工学研究系

齋藤

宏文

船木

一幸

宇宙飛翔工学研究系

松永

三郎

太陽系科学研究系

佐藤

毅彦

31 基盤研究（B）
32 基盤研究（B）
33 基盤研究（B）

34 基盤研究（B）

小型衛星によるマイクロ波合成開ロレーダ観測の高度

ｻの研究
有人将来深宇宙ミッションへ向けた高出力MPDスラ
宇宙飛翔工学研究系
Xタシステムの研究
超小型衛星システム技術を応用した形状可変宇宙シス
eムの機能実証砥究
太陽活動極大期、木星磁気リコネクションをハワイ高

sx観測施設からとらえる

35 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

36 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

37 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

38 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

ISS科学プロジェクト室

中川

友進

39 基盤研究（C）

マグネターの観測に立脚した超強磁場でのX線放射の

､究

40 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

41 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

42 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

43 基盤研究（C）

火星常時自由振動と内部構造探査

太陽系科学研究系

小林

直樹

44 基盤研究（C）

金属一絶縁体転移物質を応用した放射率可変素子の研究

熱・流体グループ

太刀川

45 基盤研究（C）

無容器浮遊溶融法による希土類元素フリーのマルチフ
Fロイックコンポジットの創製

宇宙航空研究開発機構

栗林

一彦

46 基盤研究（C）

軽量膜面展開構造物の形状維持力の評価と創出

宇宙飛翔工学研究系

奥泉

信克

47 基盤研究（C）

先端的制御理論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

学際科学研究系

三浦

昭

宇宙機応用工学研究系

廣瀬

和之

48 基盤研究（C）

宇宙科学データのインタラクティブ3D映像化ツール

ﾌ開発

純孝

49 基盤研究（C）

光電子分光法を用いた極薄SiO／Si界面の欠陥とアモル
tァス構造の研究

50 基盤研究（C）

リモートセンシングデータ解析による月と火星の地下
太陽系科学研究系
n岩チューブ存否検証・分布調査

春山

純一

51 基盤研究（C）

多目的設計探査の導入による風洞試験方法の革新

宇宙飛翔工学研究系

大山

聖

52 基盤研究（C）

エネルギ回生型準能動的制振システムの性能予測と最
K化手法の確立

宇宙航空研究開発機構

53 基盤研究（C）

トラス構造の熱変形による高精度形状制御

宇宙飛翔工学研究系

石村

康生

小野田

淳次郎

54 基盤研究（C）

探査機の動的安定着陸システムの研究

宇宙機応用工学研究系

橋本

樹明

55 基盤研究（C）

火星大気圧環境下でのスプラウト栽培技術の確立

学際科学研究系

橋本

博文
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研究科目

研究課題

研究系
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研究代表者

56 基盤研究（C）

線虫の宇宙環境応答分子群の同定と発生過程における
Nリティカルポイントの探究

ISS科学プロジェクト室

東端

晃

57 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同
闢V体の研究

太陽系科学研究系

尾崎

正伸

58 挑戦的萌芽研究

自発形成するクーロン結晶における粒子温度と結晶欠
学際科学研究系
ﾗに関する研究

足立

聡

59 挑戦的萌芽研究

心理的な因子を利用したマルチドメインのコストマッ
v生成方法の提案

宇宙機応用工学研究系

大槻真嗣

ﾏ動の研究

宇宙航空研究開発機構

佐々木進

61 挑戦的萌芽研究

対流圏界面観測用超小型タンデム気球の開発

学際科学研究系

齋藤

62 挑戦的萌芽研究

新燃料による革新的複合型発電システム要素研究

宇宙飛翔工学研究系

63 挑戦的萌芽研究

不揮発性イオン液体を推進剤としたレーザーアブレー
Vョンスラスタの研究

宇宙飛翔工学研究系

船木一幸

64 若手研究（A）

超音速噴流から発生する非線形音響波の発生機構の解
ｾと定量的予測

宇宙飛翔工学研究系

野々村

65 若手研究（A）

半導体コンプトンカメラによる放射性同位体の「3D」
ﾂ視化技術の確立と展開

宇宙物理学研究系

66 若手研究（A）

先進技術とエキゾチック原子法の融合による超高感度
ｽ粒子宇宙線測定器の開発

学際科学研究系

福家

英之

67 若手研究（A）

半球型の視野を持つ非熱的電子分析器の新規開発

太陽系科学研究系

笠原

慧

68 若手研究（A）

過冷卸液体を用いたバルクa−Siの創製

学際科学研究系

岡田

純平

69 若手研究（A）

超臨界流体における熱力学物性・流体非線形相互干渉
ﾌダイナミクスと不確かさの定量化

宇宙飛翔工学研究系

河合宗司

70 若手研究（B）

次世代高精度天体観測に向けたX線放射モンテカルロ
Rードの開発と観測的実証

宇宙物理学研究系

小高

太陽系科学研究系

鈴木絢子

60 挑戦的萌芽研究

71 若手研究（B）

超高速宇宙浮遊物の宇宙機への衝突による宇宙機電位

衝突クレーターの多様なエジェクタ地形の形成過程の

明

川口

武田

芳隆
淳一郎

拓

伸一郎

裕和

72 若手研究（B）

木星型惑星大気の雲対流構造に関する数値的研究

P㎜T−Cプロジェクトチーム

73 若手研究（B）

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

太陽系科学研究系

長谷川

74 若手研究（B）

神経活動を介した筋活動による脳機能への影響

ISS科学プロジェクト室

寺田

昌弘

75 若手研究（B）

分散分光器とカロリメータを用いた超新星残骸のX線
ｸ密分光学の開拓

宇宙物理学研究系

勝田

哲

76 若手研究（B）

太陽彩層を紐解く：スペース観測で迫る彩層プラズマ
^動と磁場構造

太陽系科学研究系

岡本

丈典

77 若手研究（B）

衝突銀河団における銀河団ガスの熱力学の研究

ASTRO−Hプロジェクトチーム

川原田

78 若手研究（B）

気球ゴンドラ方位角制御手法の研究

大気球実験室

荘司

泰弘

ASTRO−Hプロジェクトチーム

飯塚

亮

惑星分光観測衛星
vロジェクトチーム

吉岡

和夫

小山

佑世

宇宙物理学研究系

津村

耕司

ASTRO−Hプロジェクトチーム

林多佳由

宇宙物理学研究系

櫨香奈恵

79 若手研究（B）

偏光X線観測を目指したDLC蒸着による曲げられた結

ｻの開発

80 若手研究（B）

天体プラズマの光学観測に向けた高分解能極端紫外光
沛o器の開発研究

81 若手研究（B）

ミクロな視点で解き明かす銀河団銀河の形成史

82 若手研究（B）

宇宙赤外線背景放射の多角的データ解析に基づく宇宙
炎冾ﾅの星形成史の解明

83 若手研究（B）

84 若手研究（B）

X線観測による標準モデルの質量限界（1．4太陽質量）

超える白色倭星の探査
系外惑星の精査に向けた宇宙望遠鏡搭載コロナグラフ
p自立型リング瞳マスクの開発

科学衛星運用・データ利用

Zンター

杉山

耕一朗
洋

円
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V、共同研究等
研究課題

研究科目

研究系

研究代表者

85 若手研究（B）

硬X線およびガンマ線を用いた星形成領域における宇
??ﾁ速と伝播の研究

宇宙物理学概究系

林

克洋

86 若手研究（B）

月希薄大気の組成・構造・生成機構の研究

太陽系科学研究系

横田

勝一郎

87 若手研究（B）

非劣解集合からの定量的設計情報抽出法の開発と実問

閧ﾖの適用

宇宙飛翔工学研究系

立川

智章

88 若手研究（B）

羽ばたき運動，羽の受動変形，剥離渦の連成解析によ
驩Hばたき音の発生機構の解明

宇宙飛翔工学研究系

青野

光

89 若手研究（B）

イオンエンジンにおけるスワールトルク発生機構の解明

宇宙飛翔工学研究系

月崎

竜童

宇宙飛翔工学研究系

永田

靖典

電波掩蔽法による金星熱潮汐波の観測的研究

PLANET−Cプロジェクトチーム

安藤

紘基

ｧ励費

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

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

鮫島

寛明

特別研究員

太陽フレア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

渡邉

恭子

力学系理論を用いたラグランジュ点近傍軌道設計手法
ﾌ実環境モデルへの適用

宇宙飛翔工学研究系

杉本

理英

飛翔体からの観測データにより解き明かす木星・土星
̲層構造の時空間変化

太陽系科学研究系

佐藤

隆雄

ロケット観測実験CIBERを用いた宇宙赤外線背景放
宇宙物理学研究系
ﾋの観測による、初代星の研究

新井

俊明

90 若手研究（B）
91
92
93

94
95

96
97
98
99
100
101
102
103

104
105

106
107
108
109
110
111
112
113

研究活動

Xタート支援
特別研究員

ｧ励費
特別研究員

ｧ励費
特別研究員

ｧ励費
特別研究員

ｧ励費
特別研究員

ｧ励費

フライト環境下における電磁ヒートシールド効果に関

ｷる研究

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

赶ﾕ研究（A）

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）

水酸基メーザー天体に対する広域探査と高精度位置計

（分担者）

ｧ戦的萌芽研究 ｪ手法の確立
（分担者）

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

赶ﾕ研究（C）

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
固体天体内部探査地中レーダ用超広帯域アンテナの最
K化設計に関する研究

太陽系科学研究系
i受入研究者：齋藤義文）

宇宙飛翔工学研究系
宇宙物理学研究系
宇宙飛翔工学研究系

ISS科学プロジェクト室

Bedington

Robert

分担者：船木

一幸

i代表者：笠原次郎）

分担者：朝木

義晴

i代表者：今井

分担者：丸

裕）

祐介

i代表者：岡崎慎司）

分担者：西堀

俊幸

i代表者：真鍋武嗣）

アルファ線スペクトルとLX線放射強度比を利用した
宇宙物理学研究系
v新的プルトニウム同位体分析法

分担者：満田

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

DNS解析に基づく高マッハ数混相舌L流LESモデルの構

分担者：野々村

（分担者）

ｧ戦的萌芽研究

z

（分担者）

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

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

可視光・紫外線遮光フィルムをコートした超大型・高

赶ﾕ研究（B）

ｴ度X線CCDの開発実証

（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

極周回成層圏テレスコープによる金星大気の研究
世界初の火星飛行探査実現に向けた基盤研究と高高度

行試験
空力弾性の振幅増大不安定を逆手に取った革新的高出

ｧ戦的萌芽研究 ﾍスイッチング振動発電
（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）

宇宙飛翔工学研究系
ミッション機器系グループ

ISS科学プロジェクト室
大気球実験室
宇宙飛翔工学研究系

構造・機構・材料グループ

和久

i代表者：前畑京介）

拓

i代表者：福田紘大）

分担者：長谷川

克也

i代表者：粂井康宏）

分担者：冨田

洋

i代表者：幸村孝由）

分担者：荘司

泰弘

i代表者：田口

真）

分担者：大山

聖

i代表者：永井大樹）

分担者：下瀬

滋

i代表者：槙原幹十朗）

タンデム型熱電セル作製のための高品質混晶半導体結
学際科学研究系
ｻ成長と溶質輸送効果の解明

分担者：稲富

液体水素強制冷却高温超電導導体設計のための過渡冷
p特性と過渡伝搬特性の解明

宇宙飛翔工学研究系

分担者：成尾

超伝導サブミリ波リム放射サウンダ衛星観測データの
ｸ緻化による中層大気科学の推進

PLANET−Cプロジェクトチーム

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

太陽系科学研究系

裕光

i代表者：早川泰弘）

芳博

i代表者：達本衡輝）

分担者：鈴木

睦

i代表者：塩谷雅人）

分担者：清水

敏文

i代表者：小野

靖）
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研究科目

114

（分担者）

赶ﾕ研究（B）

研究課題

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

179

研究代表者

分担者：鈴木睦
i代表者：佐藤光輝）

（分担者）

115 V学術領域研究
i研究領域提案型）

116

（分担者）

ロケット・地上連携観測による中緯度電離圏波動の生

赶ﾕ研究（B）

ｬ機構の解明

分担者：冨田

洋

i代表者：河合誠之）

太陽系科学研究系

分担者：阿部琢美

宇宙物理学研究系

分担者：高橋忠幸

i代表者：山本衛）

（分担者）

117 V学術領域研究

実験と観測で解き明かす中性子星の核物質

i研究領域提案型）

118
119
120

121

122

123

124
125

126
127
128
129
130
131
132

133
134
135

（分担者）

「あかり」赤外線全天サーベイデータを用いた宇宙星形

赶ﾕ研究（A）

ｬ史の統一的解明

（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

次世代放射線シミュレーション基盤の開発

太陽系科学研究系

赤外線パルス・フェイズ・サーモグラフィ法による大
^構造物の高効率検査手法の開発

宇宙飛翔工学研究系

広視野X線分光観測で探る宇宙の大構造

宇宙物理学研究系

高効率太陽電池作製のためのGe添加によるn型Si欠

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

赶ﾕ研究（B）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

赶ﾕ研究（S）
（分担者）

ﾗ制御

宇宙物理学研究系

惑星表面その場年代計測装置の開発

太陽系科学研究系

惑星表面その場年代計測装置の開発

太陽系科学研究系

ファイバ方式を用いた完全同時分光イメージングによ
驪熕ｯ大気雲層観測

太陽系科学研究系

広視野X線分光観測による宇宙大規模プラズマの研究

ｧ戦的萌芽研究 ﾌ効果
（分担者）

磁気ノズルプラズマ流ダイナミクスの総合的理解と大
d力スラスタへの研究展開

分担者：川田

宇宙物理学研究系
ミッション機器系グループ
宇宙飛翔工学研究系

光伸

i代表者：土井靖生）

分担者：尾崎正伸
i代表者：佐々木節）

分担者：八田

博志

i代表者：石川真志）

分担者：山崎

典子

i代表者：大橋隆哉）

分担者：稲富
学際科学研究系

速度分散法による「暗黒ガス」の徹底解明

身心の一体化と活性化の論理と実習プログラム及びそ

赶ﾕ研究（A）

宇宙物理学研究系

i代表者：田村裕和）

裕光

i代表者：ムカンナン
Aリバナンドハン）

分担者：村田

泰宏

i代表者：土橋一仁）

分担者：齋藤

義文

i代表者：杉田精司）

分担者：笠原

慧

i代表者：杉田精司）

分担者：山暗敦
i代表者：山田

学）

分担者：山崎

典子

i代表者：大橋隆哉）

分担者：長谷川

克也

i代表者：跡見順子）

分担者：國中 均
i代表者：安藤晃）

（分担者）
X線ムービー・近赤外線マルチイメージングによる救
ｧ戦的萌芽研究 }医療の質的向上

ミッション機器系グループ

ヒト乳幼児モデルの真猿類マーモセットにおける成長
ｭ育と摂餌、咀囎、嚥下機能の発達

ミッション機器系グループ

液体水素環境下で使用できる可視化技術の開発とそれ
ﾉよる液体水素の沸騰現象の解明

推進系グループ

運動量交換やエネルギー交換に基づく衝撃応答制御の
ﾌ系化と月惑星探査機への応用

宇宙機応用工学研究系

分担者：大槻真嗣

運動量交換やエネルギー交換に基づく衝撃応答制御の
ﾌ系化と月惑星探査機への応用

宇宙機応用工学研究系

分担者：橋本樹明

運動量交換やエネルギー交換に基づく衝撃応答制御の
ﾌ系化と月惑星探査機への応用

宇宙機応用工学研究系

（分担者）

赶ﾕ研究（C）
（分担者）

ｧ戦的萌芽研究
（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）
（分担者）

赶ﾕ研究（A）

分担者：長谷川

克也

i代表者：粂井康宏）

分担者：長谷川

克也

i代表者：ゼレドジョージ）

分担者：小林弘明
i代表者：達本衡輝）

i代表者：原進）
i代表者：原進）
分担者：久保田 孝
i代表者：原進）

■
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V．共同研究等

2．各種共同研究等
a．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

東北大学大学院

研究課題

氏名

小野

高幸

新型高時間分解能インピーダンスプローブの実験

装置

大型スペースサイエンス

̀ェンバー

1−2

東海大学

磯村

雅夫

浮遊型プローブによるスペースプラズマ測定法に 大型スペースサイエンス
ﾖする研究
̀ェンバー

1−3

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FLPの較正試験

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

1−4

宇宙科学研究所∬AXA

上野

一磨

磁気プラズマセイル推力の地上評価実験

1−5

京都大学生存圏研究所

小嶋

浩嗣

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

1−6

新居浜工業高等専門学校

若林

誠

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

大電力マイクロ波とプラズマの相互作用に関する

謦[プラズマ推進実験用チャンバー

̀ェンバー

2−1

宇宙科学研究所∬AXA

田中

孝治

2−2

北海道大学大学院

栗原

純一

2−3

宇都宮大学

齋藤

和史

2．4

宇宙科学研究所∬AXA

豊田

裕之

ERG太陽電池パネルの帯電評価

2階中型チェンバー

2−5

宇宙科学研究所πAXA

淺村

和史

Ag蒸着テフロン、白色ペイントへの電子線照射試験

2階中型チェンバー

2−6

首都大学東京大学院

竹ヶ原

2−7

東京農工大学大学院

篠原

2−8

金沢大学

2−9

宇宙科学研究所∬AXA

春貴

､究
真空紫外共鳴散乱法による原子状酸素密度測定の
ｸ度向上に関する研究
コンプレックス・プラズマ中の微粒子の異常温度に

ﾖする研究

誘導結合プラズマ電子源の大電流作動実験

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

安藤

利得

大口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

船木

一幸

宇宙機用大電力プラズマ推進機の推進特性評価

2階中型チェンバー
1階ガラス製チェンバー
2階小型チェンバー

高密度（磁化）プラズマ

ｭ生装置
高密度（磁化）プラズマ

ｭ生装置
高密度（磁化）プラズマ

ｭ生装置
先端プラズマ推進実験用

̀ャンバー

2−10

明石工業高等専門学校

梶村

好宏

プラズマセイル融合型磁気ノズルスラスターの推 先端プラズマ推進実験用
ﾍ測定実験
̀ャンバー

2−11

宇宙科学研究所βAXA

淺村

和史

熱一低エネルギー帯プラズマ粒子分析器の開発

2−12

宇宙科学研究所∬AXA

笠原

慧

2−13

宇宙科学研究所βAXA

齋藤

義文

KAGUYA搭載イオンエネルギー質量分析器の再較正

2−14

宇宙科学研究所∬AXA

齋藤

義文

月面太陽風イオン反射に関する実験室実験

SCOPE衛星搭載用低エネルギー電子・イオン同時
v測装置の開発

2−15

宇宙科学研究所σAXA

齋藤

義文

2−16

宇宙科学研究所σAXA

齋藤

義文

中間エネルギー粒子分析器の開発

低エネルギー荷電粒子計測器

r正装置
低エネルギー荷電粒子計測器

r正装置
低エネルギー荷電粒子計測器

r正装置
低エネルギー荷電粒子計測器

r正装置
低エネルギー荷電粒子計測器

r正装置

ノルウェーの観測ロケットICI−4搭載低エネルギー 低エネルギー荷電粒子計測器

d子センサーLEP−ESAの開発

r正装置

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

3−1

東北大学

3−2

研究開発本部ノJAXA

川北

史朗

3−3

研究開発本部乃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
新型2段式軽ガス銃
ｿに関する研究

3−4

研究開発本部∬AXA

松本

晴久

宇宙機搭載用デブリセンサの開発研究

槙原

幹十朗

フレキシブルCIGS太陽電池モジュールの微小粒子

ﾕ突試験

新型2段式軽ガス銃

新型2段式軽ガス銃
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所属

氏名

研究課題

装置

3−5

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

3−6

東京大学大学院

杉田

精司

炭素質限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

3−7

サレジオ工業高等専門学校

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

3−8

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

3−9

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

3−10

研究開発本部∬AXA

東出

真澄

曝露物回収による低高度軌道の微小デブリ分布計
ｪ法の検討

新型2段式軽ガス銃

3−11

研究開発本部乃AXA

藤田

和央

3−12

月・惑星探査
vログラムグループ∬AXA

岡本

千里

分化限石母天体の衝突破壊実験

新型2段式軽ガス銃

3−13

月・惑星探査
vログラムグループ∬AXA

澤田

弘崇

弾丸式サンプリング方法による小惑星からの試料
ﾌ取に関する研究

新型2段式軽ガス銃

3−14

千葉工業大学

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

3−15

宇宙科学研究所∬AXA

佐藤

英一

3．16

宇宙科学研究所∬AXA

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

3−17

宇宙科学研究所∬AXA

田中

孝治

超高速度衝突における電気的現象に関する研究

新型2段式軽ガス銃

3−18

静岡大学

三重野哲

ガス銃衝突反応による炭素クラスターの合成（タイ
^ン等でのアステロイド衝突のモデル実験）

新型2段式軽ガス銃

3−19

愛知東邦大学

高木

靖彦

3−20

名占屋工業大学大学院

西田

政弘

3−21

大阪大学産業科学研究所

柴田

裕実

3−22

神戸大学大学院

荒川

政彦

3−23

神戸大学大学院

中村

昭子

3−24

近畿大学

道上

達広

3−25

産業医科大学

門野

敏彦

3−26

有人宇宙環境利用ミッシ
㏍当{部／JAXA

山口

孝夫

3−27

宇宙科学研究所∬AXA

矢野

創

3−28

宇宙科学研究所∬AXA

安部

正真

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

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
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
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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

宇宙ダスト模擬衝突実験による生命の起源・化学進

新型2段式軽ガス銃
ｻの研究
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
粉粒体標的および多孔質標的による弾丸捕獲と石
ｻの実験的研究
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

次世代先端宇宙服

超高速衝突耐性を持つ生地条

盾ﾌ評価

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

IKAROS−ALADDIN宇宙データ解釈のための校正則
ﾄ現性確認実験

新型2段式軽ガス銃

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

（2）宇宙放射線装置を用いた共同利用研究
所属

氏名

研究課題

装置

1

大阪大学大学院

深川

美里

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

2

名古屋大学

松本

浩典

多層膜スーパーミラーの低エネルギーX線への応用

X線実験装置

3

山形大学

郡司

修一

気球実験におけるSpace

D棟恒温恒圧槽

Wireモジュールの導入試験
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4

愛媛大学大学院

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線実験装置

5

名古屋大学大学院

金田

英宏

常温ウェハ接合Ge：Ga遠赤外線検出器の開発

赤外線装置

6

広島大学大学院

深沢

泰司

位置検出型硬X線検出器の開発

7

東京大学

上塚

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

8

九州工業大学大学院

米本

浩一

火星探査航空機のための超軽量構造材料の宇宙環

ｫ試験

ワイヤボンダ，微小電流計，

P温槽，高圧電源
赤外線装置

X線実験装置
M真空試験装置

（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

再使用観測ロケット遷音速／超音速空力特性の研究

装置1

装置2

遷音速風洞

1

宇宙科学研究所σAXA

小川

博之

2

宇宙科学研究所∬AXA

小川

博之

3

宇宙科学研究所乃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

4

宇宙科学研究所乃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

超音速風洞

5

静岡大学

吹場

活佳

遷音速風洞

超音速風洞

6

九州工業大学大学院

米本

浩一

超音速飛行用フラッシュ型エアデータシステムの開発

超音速風洞

7

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

超音速風洞

8

早稲田大学

佐藤

哲也

極超音速インテークに生じる衝撃波振動のメカニズ
?ﾉ関する研究

超音速風洞

9

宇宙科学研究所∬AXA

安部

隆士

10

九州工業大学大学院

坪井伸幸

ウェーブライダー形状の空力特性評価

超音速風洞

11

龍谷大学

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

超音速風洞

12

宇宙科学研究所βAXA

藤井

孝藏

13

宇宙科学研究所∬AXA

藤井

孝藏

14 室蘭工業大学

棚次

亘弘

15

鳥取大学大学院

川添博光

ボディフラップ付き有翼惑星探査機の空力特性

遷音速風洞

16

九州工業大学大学院

平木

講儒

非定常衝撃波の研究（1）

遷音速風洞

17

九州工業大学大学院

平木

講儒

非定常衝撃波の研究（2）

遷音速風洞

18 九州大学大学院

麻生

茂

19 九州大学大学院

谷

泰寛

20 室蘭工業大学

棚次

亘弘

21 宇宙科学研究所σAXA

澤井

秀次郎

22 宇宙科学研究所∬AXA

澤井

秀次郎

iその1）

再使用観測ロケット遷音速／超音速空力特性の研究

超音速風洞

iその2）

ノーズコーンからのジェット噴射による機体の姿勢

ｧ御

柔軟エアロシェル大気圏突入実証試験のポストフラ

Cト試験

プラズマアクチュエータによる遷音速翼失速制御
iその3）

プラズマアクチュエータによる遷音速翼失速制御
iその4）

遷音速風洞

遷音速風洞
遷音速風洞

超音速気流の評価

超音速風洞

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

Pの研究
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
遷音速流条件下におけるパラシュートの挙動の評価
ウェーブライダー形状の設計に関する研究（操縦性
ﾌ評価）

超音速風洞

超音速風洞

超音速風洞
超音速風洞

遷音速風洞

超音速風洞

遷音速風洞

超音速風洞

遷音速風洞

超音速風洞

遷音速風洞

超音速風洞
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23 宇宙科学研究所∬AXA

24 千葉大学大学院

澤井

秀次郎

前野

一夫

気球を利用した飛行実験機の空力特性の評価

遷音速風洞
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超音速風洞

三次元物体模型周りの超音速密度場に対するBOS
鞫恍阯ﾊ計測

超音速風洞

（4）あきる野実験施設を用いた共同利用研究
所属
1

宇宙科学研究所∬AXA

2

輸送本部∬AXA

3

宇宙科学研究所πAXA

4

宇宙科学研究所πAXA

5

氏名

徳留

研究課題

真一郎

沖田

耕一

装置

イプシロンロケットスピンモータ領収試験
観測ロケットS−310−43号機搭載供試体のLN2流し

詞ｱ

高空性能試験設備

13m3小型真空槽

N20を使った推進・発電システムの研究

高空性能試験設備

羽生宏人

次世代ロケット推進薬の研究

高空性能試験設備

宇宙科学研究所∬AXA

羽生

リチウムガス噴射装置および充填テルミット剤の
高空性能試験設備
R焼特性に関する研究

6

宇宙科学研究所∬AXA

堀

7

宇宙科学研究所∬AXA

嶋田

8

宇宙科学研究所πAXA

9

宇宙科学研究所∬AXA

10

航空本部乃AXA

11

宇宙科学研究所∬AXA

12

宇宙科学研究所∬AXA

13

宇宙科学研究所∬AXA

14

宇宙科学研究所πAXA

15

宇宙科学研究所πAXA

16

宇宙科学研究所∬AXA

徳留

川口

真一郎

宏人
恵一
徹

GAP系燃料を用いたハイブリッドロケットの研究

淳一郎

N20／エタノール推進系加圧ガスシステムの研究（エ
Aーブリージングエンジン加圧系チャー・ジャ試験）

嶋田
西山
川口

徹
道子

淳一郎

嶋田
志田
嶋田
北川

HAN系1液推進剤を用いたスラスタの研究開発

推力5kN酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエ

高空性能試験設備，

高圧水素

Kス・酸素ガス供給設備
高圧水素ガス・酸素ガス供給

ﾝ備
熱交換器試験装置，チャージ

メCCO2ボンベ，

UTVC加圧

葡u

塔Wン耳TE−5−1の性能取得試験

高圧水素ガス・酸素ガス供給
ﾝ備，大扉側煙道

光ファイバ水素ガス漏洩検知センサの研究

高空性能試験設備

高空性能試験設備，燃焼試験

低温推進系統合型燃料電池の研究

Xタンド

徹

多段面旋回流方式によるハイブリッドロケットエ
塔Wンの燃焼試験

高圧水素ガス・酸素ガス供給
ﾝ備，大扉側煙道

真樹

GH21GO2−RCSの研究（再使用高頻度宇宙輸送・統
≒юi系要素研究）

ﾝ備

徹
幸樹

嶋田徹

高圧水素ガス・酸素ガス供給

GAPを用いたLOX気化技術の実証実験

高圧水素ガス・酸素ガス供給
ﾝ備，大扉側煙道

ハイブリッドロケットエンジンの燃焼特性向上に
ﾖする研究

高圧水素ガス・酸素ガス供給
ﾝ備，燃焼試験用スタンド

LTハイブリッドロケットの燃焼試験

高圧水素ガス・酸素ガス供給
ﾝ備，大扉側煙道

（5）JAXAスーパーコンピュータを用いた共同利用研究
代表研究者所属

代表研究者

研究課題

1

国立天文台天文
Vミュレーションプロジェクト

高橋博之

超臨界降着円盤からのジェット1アウトフロー形成過程の解明

2

アラバマ大学ハンツビル校
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

3

青山学院大学理工学部

林

光一

予混合火炎の着火過程と伝播挙動に関する数値解析

野口

正史

宇宙初期における天体の形成過程

4 東北大学大学院理学研究科
5

国立天文台理論研究部

富阪幸治

原始星・星周円盤形成過程の輻射磁気流体シミュレーション

6

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

町田

星周円盤の成長とアウトフローの関係

7

九州大学大学院理学研究院

ｨ理学部門

正博
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V．共同研究等
代表研究者所属

8
9

九州大学大学院理学研究院

ｨ理学部門
滋賀県立大学

代表研究者
町田

小郷原

真美

一智

研究課題

ブラックホールX線連星の状態遷移経路の磁場構造依存性について
火星大循環モデルを用いたアンサンブルシミュレーションによる火星ダス
g拡大機構の研究

10 神戸大学自然科学系先端融合研究環

高橋

芳幸

惑星大気大循環モデルの開発と気候の多様性に関する数値実験

11 名古屋大学大学院工学研究科

佐宗

章弘

超音速自由飛行試験模型の設計模型と製作模型の違いによる圧力波への影響

12

松井

宏晃

地球および惑星磁場成因解明のためのサブグリッドスケールダイナモシミ．
?戟[ション

13 大阪大学基礎工学研究科

後藤

晋

14 九州大学大学院総合理工学研究院

松清

修一

15 東京大学大学院工学研究科

寺本

進

16 東北大学大学院工学研究科

塚田

隆夫

17 国立天文台理論研究部

銭谷

誠司

18 北海道大学理学研究院

倉本

圭

19

仙田

康浩

カリフォルニア大学デービス校

山口大学工学部

発達した乱流の大規模数値シミュレーション研究
太陽圏外縁環境における粒子加速
宇宙輸送に係る乱流流れの数値解析

高精度単結晶成長プロセスシミュレーションによる革新的SiGe単結晶成長

Z術の確立
無衝突磁気リコネクションの運動論的研究
水星の材料物質の起源，熱史，および磁場生成

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

20 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

21 北海道大学大学院理学研究院

小高

正嗣

惑星大気の対流構造の比較数値モデリング

米本

浩一

23 国立天文台

西塚

直人

太陽フレアの3次元数値シミュレーションモデリング

24 東海大学

福田

紘大

DNS解析に基づく高マッハ数混相乱流LESモデルの構築

25 中京大学工学部

村中

崇信

荷電粒子ビーム装置を用いた衛星帯電制御の解析

22

九州工業大学工学院工学研究院

@械知能工学研究系

火星探査航空機の最適主翼翼型探査と極低レイノルズ数での翼特性に関す

骭､究

b．国際共同ミッション推進研究
A区分
代表研究者所属
1

宇宙科学研究所∬AXA

2

北海道大学

代表研究者
齋藤
長谷部

義文
文雄

研究課題

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

熱帯対流圏界層における力学・化学過程の解明一西部太平洋上の気球観測に
謔體搓∮I研究一

B区分
代表研究者所属

代表研究者

研究課題

1

早稲田大学

本間

敬之

ISS利用による電池安全性評価手法の開発

2

宇宙科学研究所乃AXA

松岡

彩子

木星系探査ミッションJUICEへの伸展マスト搭載の調査

3

理化学研究所

玉川

徹

X線偏光観測の開拓
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代表研究者所属
4

代表研究者

宇宙科学研究所σAXA

國中

均
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研究課題
海外ミッションを利用した小惑星・彗星探査／サンプルリターン

c．ISAS教育職職員申請による特定課題共同研究員
所属機関
1

サレジオ工業高等専門学校

氏名

研究課題

研究期間

斜め衝突現象を応用した軽量デブリシールドの

H25．4．1〜

J発

g26．3．31

H25．4．1〜

塩田

一路

茨城大学

野口

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

会津大学

奥平

恭子

宇宙構造材料の超高速衝突破壊挙動

4

九州大学大学院

岡崎

隆司

5

駒澤大学

金尾

国立環境研究所

申請教員

田中

孝治

安部

正真

佐藤

英一

惑星物質試料受入設備の機能性能確認とはやぶ H25．4．1〜
g26．3．31
ｳおよびはやぶさ2試料取り扱いリハーサル

安部

正真

美穂

衛星観測データを用いた金星及び火星の超高層
蜍C物理の基礎的研究

H25．4．1〜

中村

正人

高橋

文穂

惑星探査用観測システムの研究

H25．4．1〜

阿部

琢美

国立天文台

伊藤

孝士

田中

孝治

8

首都大学東京

北薗

幸一

SLIM着陸脚の研究

9

首都大学東京

箆

孝次

金属の低温クリープ

榊原

直樹

岩切

直彦

2

3

6
7

10 順天堂大学
11

東京大学

12

東京電機大学

13

東京農業大学

井上

浩三郎

ﾋ危険予測

高速ダウンリンク通信システムの研究

g26．3．31

g26．3．31

g26．3．31

H25．4．1〜
g26．3．31

H25．4．1〜
g26．3．31

g26．3．31

H25．4．1〜
g26．3．31

「あかつき」を用いた衛星無線回線の通信品質の

H25．4．1〜

､究

g26．3．31

水サイクル宇宙推進システムの軌道上運搬機へ

H25．4．1〜

ﾌ応用

g26．3．31

14 東北大学

松永

哲也

金属の低温クリープ

15 東北大学大学院

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

16 物質材料研究機構

志波

光晴

非破壊信頼性評価

17 法政大学

新井

和吉

ポリカーボネートの超高速衝突損傷挙動

原

進

一

栗原

宜子

一

西野

真木

21 東京農工大学

西田

22

19

g26．3．31

レーザ計測および関連技術のレーザ医療への応 H25．4．1〜

p研究

忠司

名古屋大学大学院

H25．4．1〜

近地球小惑星の軌道分布推定および地球との衝 H25．4．1〜

石井

18

g26．3．31

惑星探査機着陸時の衝撃応答制御に関する研究

H25．4．1〜
g26．3．31

H25．4．1〜
g26．3．31

H25．4．1〜
g26．3．31

H25．4．1〜
g26．3．31

H25．4．1〜
g26．3．31

低エネルギーイオンビーム発生装置の改良およ
H25．4．1〜
ﾑ火星電離圏イオン観測用熱的イオン・速度分
g26．3．31
z測定器の基礎開発

SELENE観測データによる月周辺電磁気環境の

H25．4．1〜

ｲ査

g26．3．31

浩之

垂直離着陸型再使用ロケットの帰還飛行時におけ
驪 力制御の研究

H25．4．1〜

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
Yマへの応用

H25，4．10〜

23 国立天文台

小山

友明

飛翔体VLBIの新しいミッションの検討

24 国立天文台

河野

裕介

飛翔体VLBIの新しいミッションの検討

20

日本原子力研究開発機構

g26．3．31

g26．3．31

H25．4．24〜
g26．3．31

H25．4．24〜
g26．3。31

佐藤

英一・

佐藤

英一

水野

貴秀

齋藤

宏文

戸田

知朗

田中

孝治

佐藤

英一

安部

正真

佐藤

英一

佐藤

英一

大槻

真嗣

早川

基

藤本

正樹

稲谷

芳文

船木

一幸

土居

明広

土居

明広
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V．共同研究等
所属機関

研究課題

氏名

研究期間

25 国立天文台

本間

希樹

飛翔体VLBIの新しいミッションの検討

26 千葉工業大学

千秋

博紀

レーザ高度計の科学観測への応用に関する研究

27 千葉工業大学

並木

則行

レーザ高度計の科学観測への応用に関する研究

28 国立天文台

山田

竜平

将来月惑星内部構造探査計画の検討と推進

29 東京大学

前田

惟裕

30 東京農工大学

西田

浩之

31 東京理科大学

山本

誠

32 東京理科大学

相馬

央令子

H25．4．24〜
g26．3．31

H25．4．24〜
g26．3．31

H25．4．24〜
g26．3．31

H25．5．22〜
g26．3．31

小型衛星の通信・観測方式及び運用方法の研究

H25．5．22〜

iその2）

g26．3．31

プラズマアクチュエータのジェット誘起メカニ H25．5．22〜
g26．3．31
Yムの解明
宇宙空間における輸送に関する数値解析研究
超高速衝突に伴う電磁波放射の特性調査および
fブリ衝突検出系の検討

H25．5．22〜
g26．3．31

H25．5．22〜
g26．3．31

H25．6．5〜

井筒

智彦

運動論的アルヴェン波乱流輸送の観測的実証

34 慶庶義塾大学

石上

玄也

探査ロボットの超高速移動を実現する自律シス
eムの研究開発

35 中央大学

水上

憲明

月面探査のための車輪走行システムに関する研究

36 国立天文台

吉田

鉄生

超高光度X線点源の正体の探究

37 近畿大学

矢野

智昭

球面駆動システムの研究

38 名古屋大学

吉川

典彦

水素爆発安全対策の高度化

39 明治大学

小椋

厚志

フォトルミネッセンスによるSi太陽電池用原 H25．9．25〜
g26．3．31
ｿ・結晶の評価

40 高知工科大学

岡

宏一

宇宙探査ロボットの制御

41 福岡大学

加藤

勝美

共晶酸化剤を使った固体ロケットシステム姿勢
ｧ御用ガス発生剤の研究

33

42

一

一

43 芝浦工業大学

SOKEN

HALIL

栗林

ERS工N

一彦

g26．3．31

H25．6．5〜
g26．3．31

H25．6．19〜
g26．3．31

H25．7．3〜
g26．3．31

H25．7．24〜
g26．3．31

H25．8．7〜
g26．3．31

H25．10．9〜
g26．3．31

磁気による姿勢制御の新しい手法について

無容器プロセスによる非平衡物質の創製

H25．11．20〜
g26．3．31

H25．12．25〜
g26，3．31

H25．12．25〜
g26．3．31

申請教員

土居

明広

水野

貴秀

水野

貴秀

田中

智

齋藤

宏文

藤井

孝蔵

藤井

孝藏

田中

孝治

藤本

正樹

久保田
吉光

孝

徹雄

海老澤

研

久保田

孝

丸

祐介

豊田

裕之

久保田
羽生

孝

宏人

坂井真一郎
稲富

裕光

d．受託研究
研究課題

委託者

代表研究者

1

先進Si−IGBT用の薄型大口径ウェハ技術の開発

グローバルウェーハズ・ジャパン（株）

豊田

裕之

2

液体水素に対する安全技術開発

（独）科学技術振興機構

稲谷

芳文

3

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

4

高性能CNTRP複合材料の材料・構造設計技術開発

（独）科学技術振興機構

後藤

健

5

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

6

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

国立大学法人京都大学

阪本

成一

7

球形立体表示システムを用いた宇宙地球教育プログラムの発展的

J発と実施
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研究課題
8

9

委託者

フライホイール用複合材料円盤の高速回転試験技術の開発

赤外線アクティブサーモグラフィによるCFRP非破壊検査の高精

x化

187

代表研究者

（独）科学技術振興機構

八田

博志

（独〉科学技術振興機構

八田

博志

10

超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発

（独）物質・材料研究機構

満田

和久

11

耐災害性に優れた安心・安全社会のためのスピンエレクトロニク
X材料・デバイス基盤技術の研究開発

国立大学法人東北大学

廣瀬

和之

12

チタン材一貫製造プロセス技術開発

新構造材料技術研究組合

佐藤

英一

13

エネルギー認識型X線画像検出器開発と機能材料3次元局所分布
ｪ析への展開

公益財団法人高輝度光科学研究センター

池田

博一

14

宇宙飛行士の安全な著駅宇宙滞在を可能にする機能性宇宙食の開発

国立大学法人徳島大学

東端

晃

国立大学法人和歌山大学

松永

三郎

15

日本主導の超小型衛星網UNIFORM（UNiversity
eORmation

International

Mission）の基盤技術研究開発と海外への教育貢献

16

先進的超小型設計論と要素技術に関する研究・姿勢制御関連機器
Z術およびその高精度な地上試験手法の研究開発

国立大学法人東京大学

松永

三郎

17

輸送機器・液体機器の流体制御による革新的効率化・低騒音化に
ﾖする研究開発

国立大学法人東京大学

藤井

孝蔵

18

HPC／PF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

高木

亮治

19

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

国立大学法人東京大学

大山

聖

e．民間等との共同研究
研究課題
1

2

民間等

研究代表者

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

公益財団法人超電導産業技術研究センター

山崎

典子

多画素超伝導検出器のマイクロ波帯多重読出しにおける信号処理

国立大学法人岡山大学
i独）産業技術総合研究所

満田

和久

路の開発

3

量子力学的ハンレ効果を利用しライマンα線で太陽彩層・遷移層
ﾌ磁場を計測する国際共同観測ロケット実験（CLASP）

大学共同利用機関法人
ｩ然科学研究機構国立天文台

坂尾

太郎

4

新型飛翔体加速器に係わる研究

国立大学法人神戸大学

荒川

政彦

（株）本田技術研究所

稲谷

芳文

5

高密度水素貯蔵システムの基礎技術とその評価手法の構築に係る

､究開発

6

静電浮遊炉活用による鋳造プロセスの高度化研究

（株）IHI

石川

毅彦

7

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音発生に
ﾖする研究（その8）

東海旅客鉄道（株）

藤井

孝蔵

8

「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」の「実
竭閧ﾌ車づくりへの応用技術」

マツダ（株）

大山

聖

9

RTV内無線電力伝送とデータ通信の共存

（株）チノー

川暗

繁男

10

移動・回転物体が作り出す空気力学音響に関する研究

横浜ゴム（株）

藤井

孝蔵

11

回転機器利用に向けたプラズマ気流制御に関する研究

（株）東芝

藤井

孝蔵

12

蓄電セルの電圧均等化が施された電源装置の研究開発

日本蓄電器工業（株）

13

次世代電気推進装置の研究開発

14

HAN系1液推進剤を使用した点火器の研究開発

（株）IHI

i株）IHIエアロスペース
三菱重工業（株）

久木田

明夫

船木

一幸

堀

恵一
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民間等

研究課題

研究代表者

15

複合材を用いた軽量高精度サブミリ波リフレクタの開発研究

（独）情報通信研究機構

西堀

俊幸

16

最先端粒子線ガン治療、医学・生物学応用のためのsyCdTe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

17

光ファイバセンサを用いたひずみ・AE計測技術の開発

（独）産業技術総合研究所
i株）IHIエアロスペース
i株）IHI検査計測

佐藤

英一

18

C型小惑星表面鉱物模擬物質に対する太陽風プロトンの影響評価

安部

正真

19

遠赤外CSIPに最適な結晶構造の研究開発

川田

光伸

20

有翼帰還機の熱空力及び機体構造設計

国立大学法人東北大学

21

液相成長による高純度GaAs結晶を用いた検出器の評価

日本分光（株）

和田

武彦

22

フォトルミネッセンスによるSi太陽電池用原料・結晶の評価

学校法人明治大学

豊田

裕之

23

MEMS技術を用いた宇宙X線観測デバイスの開発

満田

和久

24

硝酸アンモニウム系発生剤の燃焼機構に関する研究

堀

恵一

公益財団法人若狭湾エネルギー研究セン

^ー
（独）情報通信研究機構

送ｧ学校法人東京大学

（独）産業技術総合研究所

立大学法人首都大学東京
（独）産業技術総合研究所

川口

淳一郎

f．奨学寄附金の受入
寄附者

寄附金の名称

担当教員

1

宇宙科学に関する研究（超微細粒アルミニウムの低温領域におけ
驛Nリープ挙動）

公益財団法人軽金属学会

佐藤

英一

2

宇宙科学に関する研究（Cu−Cr−Zr系銅合金のクリープ疲労におけ
髑蜷U幅疲労によるクリープ損傷の加速）

日本銅学会

佐藤

英一

（株）カネカ

八田

博志

東海旅客鉄道（株）

藤井

孝蔵

3

4

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）

5

宇宙科学に関する研究（はやぶさ試料キュレーションに関する研究）

（株）野上技研

安部

正真

6

宇宙科学に関する研究（はやぶさ試料キュレーションに関する研究）

（株）美和製作所

安部

正真

7

宇宙科学に関する研究（はやぶさ試料キュレーションに関する研究）

（株）日立ハイテクノロジー

安部

正真

8

宇宙科学に関する研究（はやぶさ試料キュレーションに関する研究）

（株）サンプラテック

安部

正真

9

宇宙科学に関する研究（チタン合金薄板の超塑性成形温度低減の
ｽめの組織指針明確化）

公益財団法人天田財団

佐藤

英一

10

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

11

宇宙科学に関する研究（宇宙用電源技術の研究）

（株）ケミックス

曽根

理嗣

12

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

13

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）

14

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

太刀川
曽根

純孝
理嗣
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g．JAXAチャレンジ
研究課題

所属

炭酸ガス還元と電気エネルギー創出を同時に行う新規リアクター

1

宇宙機応用工学研究系

ﾌ研究

2

氏名

放射線バックグラウンド除去に優れた撮像素rの開発（※）

曽根

宇宙物理学研究系

理嗣

尾崎

他

正伸

（※）を付与した事業は「JAXAチャレンジ2013」の設定資金から一一部資金を充当し実施．

h．オープンラボ
研究課題
1

ユニットリーダー

「高環境耐性・高精度・小型軽量変調波レゾノレバの開発」（継続）

研究代表者

エクストコム（株）

大槻

真嗣

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

動が更に円滑かつ適切に進むよう，国際調整主幹を中心

ズマ物理学，電波天文学，太陽物理学，太陽系探査科学

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

打上げ年

磁気圏観測衛星「あけぼ
ﾌ」

1989年2月22日

iEXOS−D）

ミッションの概要

協力相手方

オーロラに関連した磁気圏
ﾌ物理現象（オーロラ粒fの
ﾁ速のメカニズムとオーロ CSA（カナダ宇宙庁）
鉛ｭ光現象の観測）を解明す

協力相手方の責務

超熱イオン質量分析計
iSMS）を提供．

驕D

「GEOTAIL」はNASAとの共

ロケットの打Lげと約1／3の

ｯミッション．地球磁気圏尾 NASA（アメリカ航空宇宙局） ﾏ測機器を提供．

磁気圏尾部観測衛星
uGEOTAIL」

1992年7月24日

狽ﾌ構造とダイナミクスの
､究，太陽地球系物理学国際
､同観測計画（ISTP）への参 MPS（ドイツ・マックスプラ
ﾁが目的．

塔N太陽系研究所）

高エネルギー粒子計測装置
iHEP》の低エネルギー粒子

T知機（LD）を提供

「すざく」は，様々なX線天 NASA（米），マサチューセッ X線反射望遠鏡（XRT），精
ｧX線分光器（XRS）等を
ﾌについて，従来の衛星に比 c1：科大学（米）
喆ﾄ共同で開発．
ﾗ，広いエネルギー領域とよ

闕b｢エネルギー分解能か
X線天文衛星「すざく」
iASTRO−EII＞

2005年7月10日

ﾂ高感度で観測することで，

F宙の構造と進化の解明（宇

ESA（欧州宇宙機関）

?ﾅ大の規模を持つ銀河団
ｪ衝突・合体した時のガス運
ｮの挙動，ブラックホール直 ISRO（インド宇宙研究機関）
ﾟ領域の探査等）に挑む．

ESAの研究者が「すざく」
ﾌ科学アドバイザーとして
Q加．

ISROの「ASTROSAT」衛星
i2015年打Lげ予定）との
､同観測（協議中）．
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件

名

世界に開かれた軌道上太陽
V文台として，太陽表面や太
NASA（米）
zコロナで起こる様々な爆
ｭ現象や加熱現象を観測．太
z大気中で発生する磁気工
太陽観測衛星「ひので」
iSOLAR．B）

2006年9月23日

協力相手方の責務

協力相手方

ミッションの概要

打上げ年

可視光磁場望遠鏡（SOT），

w線望遠鏡（XRT）等を日
ﾄ共同で開発．また，極端
㈱O線撮像分光装置（EIS）

日米英で共同開発

ネルギーの変動現象を捉え，

ｾ陽の外層大気であるコロ STFC（英国科学技術会議）

iの成因，および光球での磁
気構造の変動とコロナでの
ダイナミックな現象の関係

極端紫外線撮像分光装置
iEIS）を日米英で共同開発。

「ひので」の科学データの受

ﾈどの宇宙プラズマ物理学 ESA（欧）， NSC（ノルウェー Mをノルウェーの受信設備

ﾌ基本的諸問題を解明する．

F宙センター）

ﾅ実施

惑星を取り巻く大気の運動
の仕組みを本格的に調べる NASA（米）

「あかつき」の深宇宙ネット

世界初のミッションとして，

等の提供，サイエンス支援．

ワーク（DSN）追跡データ

金星の雲の下に隠された気
象現象を，新開発の赤外線観
金星観測衛星「あかつき」
iPLANET．C）

2010年5月21日

測装置等を用いて周回軌道
ｩら精密観測．これにより，

]来の気象学では説明でき ESA（欧）

ﾈい金星の大気力学（惑星規
ﾍの高速風）のメカニズムを
解明し，惑星における気象現

ESAのVenus Expressチー
?ﾌ研究者が共同研究者と
ｵて参加．

象の包括的な理解を得る．
（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件）

「Swi創は米国，イギリス，

ガンマ線バースト観測衛

ｯ「Swi創

イタリアによる国際共同ミ
bション．宇宙最大の爆発現
NASA（米）
2004年11月20日
ﾛであるガンマ線バースト

日本はJAXA，埼玉大学，東
梠蜉wが大面積ガンマ線検
o器（BAT）を提供．

が，どこでどのように発生す
るのかを探究する．

磁気圏探査衛星群

uTHEMIS計画」

2007年2月17日

「THEMIS」は米国主導のミッ
ション．5機の磁気圏探査衛
星と全天カメラ，磁場観測装
NASA（米），カリフォルニア
uを組み合わせて，オーロラ
蜉wバークレー校（米）

ｪ爆発的に発達する現象「サ
ブストーム」の発生機構を解

日本はJAXAの研究者がサ
Cエンス担当として参加．

明する．

「Fermi」は米国，フランス，

ドイツ，日本，イタリア，ス

ウェーデンも参加する国際
ガンマ線宇宙望遠鏡
uFemi」

2008年6月11日

共同ミッション．ブラックホ
[ルや中性子星，活動銀河核
NASA（米）
iAGN），超新星残骸やガンマ

?oーストと呼ばれる宇宙

日本は広島大学がガンマ線

蝟ﾊ積望遠鏡（LAT）の半
ｱ体センサーを提供

で最もエネルギーの高いと
思われる謎の爆発現象の観
測などを行う．

「CASSIOPE」はカナダ初の小
型衛星プロジェクト．極域か
カナダ小型衛星計画
uCASSIOPE」

2013年9月29日

らの大気流出機構の解明を カルガリー大（加）
蝟ﾚ的として，地球磁気圏や
大気圏の太陽による影響を

JAXAはE−POPと呼ばれる
8台の観測装置のうちの1
艨i中性粒子分析器）を提
供．

観測する．

韓国科学技術衛星
uSTSAT−3」

2013年11月21日

「STSAT−3」は韓国の科学技
p衛星であり，大気観測や環 KASI（韓国天文宇宙科学研究 JAXAは赤外線観測装置
iMIRIS）の望遠鏡システム
ｫ監視のほか，銀河を観測す @）
驕D

J発を技術支援．
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2．開発段階の衛星ミッション
件

名

打上げ年

協力相手方

ミッションの概要

協力相手方の責務

X線マイクロカロリメータ
Zンサー部，軟X線望遠鏡

NASA（米）

凾

スタンフォード大学（米）

日本が米国，欧州と共に開発
進めている科学衛星．過去 ESA（欧）

ｴ新星爆発など高エネルギーの現象に満ちた極限宇宙

SRON（オランダ宇宙研究機
ﾖ）

F宙の構造やその進化を探 DIAS（アイルランド・ダブリ
桃s剏､究所）

g測定装置（CAMS）を提供，

硬X線検出器開発を技術支

ρ

@ン・アレン帯）に存在する，

2015年度予定

ﾌ科学アドバイザーとして
硬X線望遠鏡用アライメン

APC／CEMRFU（仏）

ジオスペース探査衛星
uERG」

DIASの研究者が「ASTRO−H」
Q加．

CSA（加）

@
地球近傍の宇宙空間である
Wオスペースの放射線帯（ヴ NASA（米）

X線マイクロカロリメータ
pフィルターホイール等を
供．

ﾌ探査・高温プラズマに満た
ｳれた銀河団の観測を行い，
驍ｱとを目的とする．

J発を技術支援

提供．

｢，ブラックホールの周辺や

2015年度予定

軟ガンマ線検出器（SGD）

観測機器用高圧電源装置等

ﾅ高の高感度X線観測を行
X線天文衛星「ASTRO−H」

提供．

NASAの「Van

Allen

Probes」

ﾆの共同観測．

ｾ陽風の擾乱に起因する宇
?窒ﾉともなって生成と消 CSA（加）
ｸを繰り返している高エネ
泣Mー電子がどのようにし

CSAの「ORBITALS」衛星

ﾄ生まれてくるのか，そして

低エネルギー電子観測機器
iLEP−e）を提供

F宙嵐はどのように発達す

AS（台湾中央研究院）

ﾆの共同観測．

驍ﾌかを明らかにする．
ESA（欧）

「MPO」の開発，ロケット
ﾌ打上げ等．

「MMO」搭載の粒子系観測

增iMPPE），波動観測器
CNES（フランス国立宇宙研 iPWI）の一部を提供．また，
日本とESA初の本格的な国 ?Zンター）
uMPO」搭載の紫外光観測
ﾛ共同ミッション．
增iPHEBUS）を日仏で共
dSAの開発する水星表面探
ｯ開発

ｸ機「MPO」とJAXAの開発

水星探査計画
窒aeplColombo」

2016年度予定

ｷる水星磁気圏探査機

IWF（オーストリア宇宙科学 「MMO」搭載の磁場計測器

uMMO」の2機の衛星を用い ､究所）

iMGF）を提供

ﾄ，謎に満ちた水星の磁場・
･気圏・内部・表層に渡る総 SNSB（スウェーデン国立宇 「MMO」搭載の中性粒子計
ｪ器（ENA），電界計測器
㈱ﾏ測を行い，水星の現在と ?ﾏ員会）
iMEFISTO）を提供
ﾟ去を明らかにする．
FSA（ロシア連邦宇宙局）

「MMO」搭載の水星大気分
撮像装置（MSASI）を提供．

DLR︵ドイツ航空宇宙センター︶

「MMO」搭載のイオン質量
ｪ析器用の関連機器を提供．

（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件）

「MMS」はNASA主導のミッ
Vョン．同一構成の4機衛星
用いた超高時間分解観測
磁気圏衛星「MMS」

2015年予定

ﾉよって，磁気リコネクショ NASA（米）

唐 はじめとした地球周辺
間におこる宇宙プラズマ

JAXAは「MMS」の高時間
ｪ解能粒子観測器（FPI）の
Cオン観測器（DIS）開発を
Z術支援．

ｻ象を解明する．
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3．
件

名

準備／提案中の衛星ミッション（国際協力について調整中）
打上げ年

次世代赤外線天文衛星
uSPICA」（プリプロジェク

TBD

g）

ミッションの概要

TBD

協力相手方の責務

ESA（欧）

協議中

NASA（米）

協議中

「SOLAR−C」は太陽磁場の起 NASA（米）

協議中

赤外線における高感度観測
ﾉより，「ビッグバンから生
SAFARIコンソーシアム（欧加） 協議中
ｽの誕生まで」の宇宙史の本
ｿ的過程を解明する．

太陽観測衛星「SOLAR−C」
iWG）

協力相手方

ｹや彩層の生成などの謎を
明する計画．

ESA（欧）

協議中

．

i以下，海外の衛星ミッションとの協力案件）

「JUICE」はESA主導のミッ
Vョン．木星及び木星を周回
木星氷衛星探査機
u∫UICE」（WG）

2022年予定

ｷる大きな衛星（ガニメデ，
Jリスト，エウロバ）の地表 ESA（欧）， DLR（独）
ﾌマッピング，内部の調査等
行い，生命が存在しないか
ﾌ調査等を行う．

協議中

「ATHENA」はESA主導のミ
高エネルギー天体物理学

謳i望遠鏡「ATHENA」

2028年予定

iWG）

bション．ブラックホールに
獅ｿ込む直前の超高温物質を
ESA（欧）
ﾏ測し，銀河の形成と進化に
ｨけるブラックホールの基本

協議中

Iな役割などを解明する．

4
件

名

・

JEM搭載全天X線監視装
u「MAXI」

打上げ年

2009年7月

宇宙環境利用科学ミッション
ミッションの概要

協力相手方

協力相手方の責務

「MAXI」は国際宇宙ステーシ
㏍唐ﾌ日本実験棟「きぼう」
ﾌ曝露部を利用して，大気の
Sw近衛星チーム（米，英等） 「Swi則衛星との共同観測．
ｳい宇宙空間から絶えず全天

ﾌX線天体を監視し，予測で
ｫない天体の変動を捉える．
「JEM／SMILES」は国際宇宙ス

JEM搭載超伝導サブミリ
gリム放射サウンダ

eーションの日本実験棟「き
ﾚう」の曝露部を利用して，

2009年9月

uJEM／SMILES」

ｬ層圏大気中の微量分子を NASA（米）， NCAR（米）
jｴ度で測定し，地球規模で
ｻの分布と変化を明らかに

データ解析に使用する気象
析データの提供（NASA），

ｻ学輸送モデル計算データ
ﾌ提供

（NCAR）．

ｷる．

（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件）

材料科学に係る地上共同

､究

中国の回収衛星により，微小
d力環境下で育成した，地上

2015年予定

JAXAは地上に持ち帰られた
SICCAS（中国科学院上海珪
ﾅは高品質化が困難な混晶
居ｻをSICCASとともに分析
̲塩研究所）
ｼ導体の結晶を地上に持ち
¥定．

Aってから共同で分析する．

日印共同ライフサイエン

X実験

2015年以降

インド回収型科学実験衛星
iSRE2）を用いて微小重力下
ﾅ藍藻を使った生命科学実 ISRO（印）
ｱを行い，宇宙環境が生物に
e響を及ぼすメカニズムの

JAXAは微生物培養実験装置
提供予定．

明に資する研究を行う．

This document is provided by JAXA.
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5．観測ロケット実験
件

名

実験の概要

打上げ年

協力相手方

協力相手方の責務

地球と宇宙の境界領域であ
る熱圏と呼ばれる領域で，近

年のレーダー観測から明ら
ｩになった擾乱現象の原因

超高層大気の観測実験
uWIND．

H」

2012年1月

カルガリー大学（加）

イメージングイオン質量分

ﾍ計（IRM）を提供

を探ることや，「電離層F層」

ｩらその下の「電離層E層」
までの領域での中性大気と
電離大気の問で繰り広げら
れるエネルギーのやり取り

クレムソン大学（米）

地上観測における協力．

を調べる．

（以下，海外ミッションとの協力案件）

NASAの観測ロケットを用い
昼間ド部熱圏風日米共同
ﾏ測ロケット実験
窒caytime

Dynamo」

た高層大気の観測実験．電離
2011年7月，

翼vラズマの直接観測と日

Q013年7月

?ﾌ風速測定を同時に行い，

NASA（米）

JAXAはリチウム噴射装置の
供，技術支援．

XポラディックE層生成の
メカニズムを解明する．

ノルウェー観測ロケット
ﾀ験「ICI−3」

2011年11月

大規模プラズマ流の中に存
ﾝする逆向きのプラズマ流
iReversed

Flow

Channel）にお

オスロ大学（ノルウェー）

提

ｯるプラズマ擾乱を観測する．

太陽硬X線観測計画 2012年11月
uFOXSレFOXSI2」

^2014年予定

直接撮像による高感度硬X
?ｾ陽撮像分光観測のコン
Zプトの実証，小規模のフレ

Aの高感度観測を目的とす

JAXAは電子密度擾乱測定器
ﾆ低エネルギー電子計測器

カリフォルニア大学バークレ
[校（米）・宇宙科学研究所

JAXAは両面シリコンストリ
bプ検出器（DSSD），両面カ
hミウムストリップ検出器
iCdTe

驕D

DSD）を提供，

プラズマ擾乱領域のその場
観測を実施すると共に，これ

ノルウェー観測ロケット
ﾀ験「ICI−4」

までに得られたデータを同
2014年予定

桙ﾉ解析することによって，

オスロ大学（ノルウェー）

糾ﾔ側カスプ領域で発生す

JAXAは電子密度擾乱測定器
ﾆ低エネルギー電子計測器
提供．

るプラズマ密度擾乱現象の
総合的な理解を目指す．

「GEMS」はX線の偏光測定に
より，天体の磁場構造や，ブ
ラックホール近傍の降着円
盤の状態，ブラックホールの

X線偏光観測ロケット実
ｱ計画「GEMS・XACT」

ｭい重力場による空間の歪
2014年予定

ﾝなど，従前の手法では観測 NASA（米）

ｪ困難であった新しい天体
ﾌ姿を明らかにすることを

日本は理化学研究所がガス
d子増幅ホイール，名古屋大

wがサーマルシールドを提
氈D

目的としており，テストベッ

ドとして「XACT」計画（ロ
ケット実験）を行う．

NASA（米）

量子力学的ハンレ効果を
?pしライマンα線で太
陽彩層・遷移層の磁場を
v測する国際共同観測ロ
Pット実験「CLASP」

太陽の彩層・遷移層（彩層と
コロナの間の薄い層）から放
CNES（仏）
ｽれるライマンα線（水素原

2015年予定

qが出す真空紫外線域・波長
121．6nmの輝線）を偏光分
観測する装置で，観測ロケ

bトを用いて宇宙空間に打

オスロ大学（ノルウェー）

観測ロケットの打ちヒげ，搭
載科学コンピュータ，CCDカ
メラの提供

回折格子の提供．

彩層大気構造モデル計算．

ち上げ，観測を行う．

カナリー天体物理学研究所
iスペイン）

ハンレ効果のモデル計算．

This document is provided by JAXA.
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6．大気球実験
件

協力相手方の責務

協力相手方

実験・協力の概要

名

硬X線撮像観測や遠赤外線干
ﾂ計による天文観測，次世代気

日伯共同気球実験

?ﾌ飛翔性能試験などの共同

INPE（ブラジル航空宇宙研究所）

JAXAと共同で，観測機器及び
C球の飛行操作，回収等．

C球実験を行う．

宇宙線反粒子の精密観測を通
ｶて初期宇宙における素粒子
ｻ象を探求すべく，日米共同で
NASA（米）
C球搭載型超伝導スペクトロ
＝[タを用いた宇宙粒子線観

日米共同気球実験
uBESSIBESSII」

気球実験に関わる運用，科学機

墲ﾌアップグレード等

ｪ実験を行う．

インドの口径1mの大型気球
牛ﾚ望遠鏡に，JAXAの高感度
ﾈファブリ・ペロー分光器を搭 タタ基礎科学研究所（印）
ﾚし，星生成領域を遠赤外線領

日印共同気球実験

気球実験に関わる運用等．

謔ﾉおいて分光マッピング観
ｪする実験を行う．

宇宙線中に微量に含まれてい
髞ｽ粒子を高感度で探索する コロンビア大学（米）
ｱとで，ダークマターの解明な

プロトタイプ気球実験計画
uGAPS」

JAXAと共同で，観測機器等を
J発．

ﾇ宇宙物理学的な課題に挑む．

海上回収技術に関する協力を
ﾍじめ，今後より幅広い協力関
CNES（仏）
Wの構築に向けた情報交換等

日仏大気球共同実験協力

着水後の気球システム長時間
ﾇ尾に関わる情報等を提供．

行う，

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

内

方

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

SRON（蘭）

行う．

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

のフェローが在籍している．彼らの成果が卓越したもの

ンスの拠点とするための施策の一環として「JAXAイン

であることは研究業績の項で確認いただける．なお，

ターナショナルトップヤングフェロー（ITYF）」という制

年秋に実施された宇宙科学研究所国際外部評価におい

度を立ち上げている．これは，国際公募により世界から

て，「本制度が宇宙研の認知度を高めるとともに宇宙科学

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
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．平成25年度は新たに
2名を採用し，現在，初年度からの継続2名を含めて8名
氏名
Khangulyan
Stawarz

河合宗司

Dmitriy

Lukasz

2012

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．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

前所属機関

期間

マックス・プランク核物理学研究所（独）

宇宙線加速と非熱的放射の理論的研究

2010年2月〜

スタンフォード大学（米）

高エネルギージェット天体の観測的研究

2010年3月〜

スタンフォード大学（米）

不確実現象を解明する計算流体物理学と工学

?p

2011年2月〜

This document is provided by JAXA.
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氏名
Campagnola

Stefano

研究テーマ

前所属機関

NASAジェット推進研究所（米）

先端的ミッション・軌道計画手法の研究

195

期間

2012年3月〜

磁気リコネクション，ケルヴィン・ヘルツボル
Masters

Adam

Simionescu

Aurora

インペリアル・カレッジ・ロンドン（英）

スタンフォード大学（米）

井上芳幸

スタンフォード大学（米）

Lee

理化学研究所（日本）

Shiu−Hang

c渦に関する太陽風から惑星磁気圏内へとエ 2012年3月〜
lルギーが流れ込む全貌の解明
銀河団の中心から外縁部，その外側につながる

蜍K模構造までの物理過程の解明研究
理論と観察の関連付けによる活動銀河（AGN）

ﾌ本質の解明
銀河宇宙線の起源を解明するためのSNR周波
ﾌモデル化

2013年6月〜
2014年2月〜
2014年4月〜

This document is provided by JAXA.
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4．シンポジウム等
名

開催日

称

参加人数

発表件数

1

第23回アストロダイナミクスシンポジウム

7／29〜30

350

64

2

第46回月・惑星シンポジウム

8／5〜7

207

43

3

第1回宇宙物質科学シンポジウム（HAYABUSA2013）

10／16〜18

210

60

4

平成25年度磁気圏・電離圏シンポジウム

11／11〜13

144

53

5

平成25年度大気球シンポジウム

11／14〜15

89

35

6

国際アストロバイオロジーワークショップ2013

11／28〜30

智

正真

岡田

達明

藤本

正樹

ﾂ原

育

吉田

哲也

矢野

創

R岸

明彦

h艨@

研

ｴ本

博文
信克

12／5〜6

127

49

稲谷

芳文

12／19〜20

42

18

8

宇宙航行の力学シンポジウム

?

田中

ﾀ部

奥泉

12／3

「日本における超高速衝突実験の現状と将来展望」研

淳一郎

24

第29回宇宙構造・材料シンポジウム

第3回

65

川口

70

7

9

281

世話人

長谷川

直

?〟@伸明
r川 政彦
村田

泰宏

￨内
央
｡村
剛
｡沢 健太
y橋 一仁

34

15

第14回宇宙科学シンポジウム

1／9〜10

676

342

12

平成25年度宇宙輸送シンポジウム

1／16〜17

342

167

13

イプシロン搭載宇宙科学ミッションシンポジウム

1／27

51

10

14

第33回宇宙エネルギーシンポジウム

2／14

31

13

15

平成25年度宇宙科学情報解析シンポジウム

2／14

73

27

海老沢

研

16

Suzaku−MAXI

2／19〜22

750

207

石田

学

17

SPICA

MCSサイエンス検討会

2／25〜26

36

10

18

平成25年度スペースプラズマ研究会

2／27〜28

97

44

19

平成25年度月科学の統合研究シンポジウム

3／4〜5

36

39

岩田

隆浩

20

平成25年度衝撃波シンポジウム

3／5〜7

235

135

藤田

和央

21

第四回月と火星の縦孔・溶岩チューブ探査研究会

3／7〜8

51

21

春山

純一

22

第24回高温エレクトロニクス研究会

3／26

39

7

廣瀬

和之

10

JAXAのアンテナの科学観測利用に関するワークショップ

1／7

11

川田

光伸

沒c 盛介
V藤 義文
??@ 聡
堀

2014

恵一

??@ 均
ｲ藤 哲也
ｿ留 真一郎
上野

宗孝

田中

孝治

A瀬

和之

片坐

宏一

ｼ原

英雄

阿部

琢美

ｷ谷川

直
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V【．施設・設備
1．おもな研究設備
a．共同利用設備
高速気流総合実験設備

宇宙放射線研究設備

本設備は宇宙飛行体やロケット等が大気中を高速飛行
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
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いる．

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．

宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備
全国の大学・研究機関の宇宙科学研究者の共同利用設備
であり，共同研究のテーマの公募審査，研究スケジュール
調整等の運営は，スペースプラズマ専門委員会が行ってい
る．毎年数十件の共同研究が実施され，その成果は毎年年度
末に開催されるスペースプラズマ研究会で報告されている．
遷音速風洞（左）ならびに超音速風洞（右）

（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真空槽

空気源設備

排気装置：クライオポンプ2基，ターボ分子ポンプ

球形貯気槽
常用最高圧力

直径

15m，内容積

1766m3

931．6kPa

空気圧縮機

導入ガス：He，

Ar，

Pa以下（供試体による）
N2等

後方拡散型プラズマ源：プラズマ密度103〜106cm雪3，

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）
遷音速風洞
型 式
吹下し型
マッハ数範囲

0．3〜1．3（連続可変可能）

測定断面
60cm×60cm
気流持続時間 30秒以上
観測窓
φ40cm
超音速風洞

形式

到達真空度：約2×10

吹下し型（エジェクタ排気併用型）

マッハ数範囲

1．5〜4．0（可変間隔0．1）

測定断面
60cm×60cm
気流持続時間 30秒以上
観測窓
φ60cm

電子温度0．1〜0．5eV

大［径紫外線光源：波長115〜400nm
プラズマの生成が可能なほか，衛
星表面等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と，方向を任意
に変化できる．

磁場強度は0〜60000nT（0〜0．6Gauss）．磁

場均一度は，チェンバー中心1m3におい
て±1000nT以内．

（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lm，長さ約2m，
ス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）

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
壁天秤，高速ビデオカメラ，シュリーレン装置，非接触
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）

到達真空度：約2×10

Pa以下（供試体による）

（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1011〜10i4cm

3，
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プラズマ源：高密度高速プラズマ流発生装置

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

・MPDアークによる約1msのプラズマ流を発生

4Pa以下（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〜
60Gaussの一様磁場印加用

（7）横型二段式軽ガス銃（特殊実験棟3階5307号室）

水素・ヘリウム・窒素のガス圧を用いて飛翔体を加速
する飛翔体加速装置．下記にスペックを示す．

（4）大口径紫外線光源つきチェンバー（特殊実験棟3階）
目的及び用途：

最大運転速度

約7km／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．フライヤープレートは使

電離層D，E層のシミュレーション．例えば， NO
ガスの電離，各種ガス中でのエネルギー分布の研

究，クラスターイオンに関する研究分光による

用できない）
飛翔体質量

0．2−0．4g

飛翔体材質

N2振動温度の計測等．

ナイロン・ポリカーボネイト

通常運転間隔

装置概要：

直径90cm，長さ1．4mの円筒型チェンバーの一方

数発／日

実験用チェンバー

に紫外線光源，他方に後方拡散型プラズマ源が装

1台
直径45cm×30cmのチェンバー

着されている．
（a）排気系

2，000

1台が加速装置に接続可能にな

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
1．3×10

直径100cm×200cmのチェンバー

6Paになるように設計されている．

っている

真空系

加速装置本体，実験用チェンバーをロータ
リーポンプで約数Paまで真空引き可能．

（b）ガス導入系

2種（現在N2，およびAr）のガスを同時に導入
（8）縦型二段式軽ガス銃（特殊実験棟3階5307号室）

できる．

（c）紫外線光源

円筒型の小型重水素ランプ16本の点灯が可能。

水素・ヘリウム・窒素のガス圧を用いて飛翔体を加速
する縦型飛翔体加速装置
最大運転速度

（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）

飛翔体寸法

約7km／s（飛翔体質量0．07g）

直径4．7mm（サボ使用により，30μm〜

2mmも可能．フライヤープレートは使

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
計測器の基礎開発実験及び飛翔前の校正テストを

用できない）
飛翔体質量

0．079

行うことができる．低エネルギー荷電粒子とは，

飛翔体材質

ナイロン・ポリカーボネイト

0．1〜30keVの電子及びイオンである．

通常運転間隔

数発／日

実験用チェンバー

装置概要：

（a）主チェンバー

真空系

（内部にジンバル台）
（b）主排気系

2，400

加速装置本体，実験用チェンバーをロータリー

ポンプで数Paまで真空引き可能．

2／sターボ分子ポンプ

チェンバー内の到達真空度：1．3×10

直径150cm×200cmのチェンバー
1台

900mmφ×1，050mmL

5Pa以下

（c）ジンバル機構

c−・）2軸噸艦翻
c−2）回轍轍｛1欝
（d）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

（e）電子銃

340

e／s差動排気系付

0．1〜15keV（30keVまで可）

（6）先端プラズマ推進実験用チャンバ（特殊実験棟1階）

横型2段式軽ガス銃（左）ならびに縦型2段式軽ガス銃（右）

本体：直径2m，長さ3mのSUS製円筒状真空槽
・到達真空度：1×1094Pa

・クライオポンプならびにターボ分子ポンプ

（9）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
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操作できる．

加振力

フトとエバボレータを備えた小部屋など，クリーンルー

サイン試験時
ランダム試験時

最大変位

20mmP−P

最大速度

150cm／s

振動数範囲

199

5．88kN（660kgf）
4．11kNm、（420kgf，m，）

サイン試験時
ランダム試験時

最大搭載質量
総可動部質量

（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（18．2MΩ以

振動発生機単体

無負荷最大加速度

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

1

Hz

一

3500Hz

振動発生機単体

露点清浄圧縮空気供給系（−72℃以下）により，超純水，

904．Om／s2（92．2G）
632．8m／S2（64．5G，m、）

振動発生器機単体
振動発生器機単体

上），超清浄ドライ窒素供給系（不純物10ppb以下），低

60kg
6．5kg

超高純度窒素ガス，清浄高圧大気が供給されている．
Po−210線源を保有しているため，キュレーション設備の
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

惑星物質試料受入れ（キュレーション）設備
我が国は2010年6月に探査機「はやぶさ」が小惑星「イ

大出力のため，高周波利用設備（無線局）として許可さ
れている，

トカワ」で採取したサンプル粒子の地球帰還を果した．
「はやぶさ」に続く次世代の惑星探査計画においても，わ

（2）各種洗浄装置

が国は，小天体や月面などの天体からのサンプルリター
ンを志向している．惑星物質試料受け入れ設備（キュレ

①UVオゾン洗浄装置②ドライアイスブラスト装置，
③大気圧プラズマ洗浄装置，④超音波洗浄装置，⑤熱真

ーション設備）はこうしたサンプルリターン計画におい

空装置，⑥電気炉（有機物焼却用）．④の超音波洗浄装置

て，多様な太陽系天体からの回収試料の受入れ設備（キ

は卓上型の38kHzの他に，38kHz，100kHz，950kHz，38kHz

ュレーション設備）として全国の物質分析科学の研究機

から100kHzのデュアル振動型，及び，950kHzの超純水

関と連携し，これら試料から科学的知見を最大限に引き

流水型のものがある．

出すための共同利用設備であり，惑星物質試料を採取す

3台の超音波洗浄装置（1）100kHz（1．2kW），（2）950kHz

るための宇宙探査機に搭載される清浄な試料カプセルを

（600W），（3）38kHz−100kHzデュアル振動型は大出力の

準備するための基礎研究，宇宙探査機で採取・密閉して

ため，高周波利用設備（無線局）として許可されている．

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．

（3）各種測定装置

①接触型表面粗さ計，②微小硬度計，③接触角計，④
可視近赤外反射スペクトル装置（FTIR），⑤電界放射型

（1）クリーンルーム

総合研究棟の1階部分にあり，この運用のため天井部

走査電子顕微鏡（FE−SEM，エネルギー分散型X線分析装

置（EDX）とサブミクロンサイズの微粒子サンプルを

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
装置，スクラバ装置，配電装置，ガス純化器，エアコン

SEM試料室内でハンドリングできる静電制御型ウルトラ

ディショナー，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．

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
真空機能により，高純度窒素雰囲気の無蒸着状態での観

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

（4）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150μm），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

的に切断するダイヤモンドホイールソー，③岩石薄片試

ある．（更衣室でクラス100，000（Fed．Std．209E），加工洗

料を機械的に研磨する薄片製作用ダイヤモンドフライ
ス，④顕微鏡薄片作成用，ラッピングッール

浄室：クラス10，000，試料準備室・電子顕微鏡室・試料
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〜
20nm）を窒素雰囲気，且つ，水無しの環境で製作できる
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ように改造したウルトラミクロトーム（超薄切片作成装
置；Leica

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．

（6）試験用負圧グローブボックス

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
同じテフロンゴム（バイトン）製．クリーンチャンバー

2011年度には⑥収束イオンビーム加工観察装置（FIB）

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

と⑦真空デバイス製スパッタ装置が導入されている．こ

なうことを目的としている．必要に応じて金属顕微鏡（ハ

れらの装置も，クリーンチャンバーから専用の試料ホル

ンドリング装置①），静電制御型マイクロマニピュレータ

ダーを介して移送され，大気汚染されることなく，蒸着・

（ハンドリング装置⑤），撮像装置及びパソコン等をボッ

加工を実現することができる．

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

（5）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
微鏡（透過，反射），②ユニバーサル実体顕微鏡（透過，

イスクロールポンプ（DSP）にて実現する．グローブ操
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，

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

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
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
の金属顕微鏡に取り付けてある．これらは必要に応じて，
他の光学顕微鏡に取り付けての運用が可能である．

光学顕微鏡で扱いが困難な極微小粒子サンプル（10μm

（7）クリーンチャンバー

第1室と第2室の2室構成であり，第1室は超高真空
から大気圧高純度窒素雰囲気の任意の圧力が実現でき
る．また必要に応じて大気圧窒素雰囲気下でグローブ作
業が可能である。第2室は高真空から大気圧高純度窒素
雰囲気が実現できる．大気圧窒素雰囲気でのグローブi操
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
コンテナ

〜50nm）をハンドリングするために，直交2プローブを

期保管するための保管庫とコンテナ移動機構

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

内の残留ガスサンプル回収ボンベを備え，内圧が不明で

る．これは走査型電子顕微鏡（FE−SEM，測定装置⑤）に

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

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

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

などを見ながら，マニピュレータのプローブ（先端径

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

25nm）及び試料台を操作して粒子サンプルのハンドリン

下機械室に設置されたドライスクロールポンプ（DSP）

グを行なうことができる．

クリーンチャンバー内でのサンプル粒子のハンドリン
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

によるドライ排気装置で実現する．複合電界研磨と超精
密洗浄及び150℃〜200℃での真空焼きだしされたクリー

ンチャンバーには高純度液体窒素から付属設備で気化
し，純化器を介した高純度窒素ガスが供給されてクリー

石英製静電制御用プローブとサンプルステージ（中央）

ンな環境が実現されている．これらをモニタするために，

を備え，サンプルステージ内部には「はやぶさ」サンプ

超高真空計等の各種真空計，圧力計，質量分析計（四重

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

極質量分析計（QMS），作動排気QMS，大気圧イオン化

のマイクロマニピュレータシステムである．クリーンチ

質量分析計（API−MS）），露点計，パーティクルカウンタ

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

ーなどを備えている．

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
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

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

定倍率顕微鏡の両方を使う，これに照明用光源およびマ

ーム式外部顕微鏡（〜100倍），固定倍率内部顕微鏡真

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

空回収機（付ビデオカメラ），極微小試料ハンドリング用

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

静電制御マイクロマニピュレータ（2腕1式，1腕1式）

て使用する．2012年度には高分解能の固定倍率顕微鏡を
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

搬入出のためのエアロックを備えている．

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

試料保管用に3つの保管庫（非蒸発型ゲッターポンプ
駆動の超高真空容器）が準備してあり，夫々の部屋に1

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

台取り付けられる．

タシステム⑨もある．

第2室に可視近赤外反射スペクトル測定装置を取り付
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け，紛体試料サンプルの分光分析も可能である（現在は

ペット製作装置（Model

通常の実験室環境に設置中）．

英プローブ製作装置を備えている．その他，ナリシゲ製

グローブは化学的に安定なテフロンゴム（バイトン）

P−2000）を改造して製作した石

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

製である．

ガラス針の整形装置（マイクロフォージ）等のプローブ

高純度窒素環境にある固体粒子サンプルには静電気対

製作，整形装，組み立て用の実体顕微鏡，バーナーなど

策が必要になる場合が想定されるので，紫外線ランプと

があり，これらを組み合わせることで特殊形状のプロー

Po−210α線源による除電装置を備えている．

ブ製作が行なえる．

Po−210α線

源を保有しているため，キュレーション設備のクリーン
ルームの一部は放射線管理区域となっている．

（9）炭酸ガスレーザ加工装置

（8）マニピュレータ用特殊プローブ製作装置

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

サンプル粒子の保管には縦横に座標を入れ枡目とその
石英ガラスあるいはボロシリケート（パイレックス）

して使用している．比較的多種類の用途に応じて異なる

ガラス製ピペットとプローブの製作・整形・観察装置；（マ

パターンを持つ合成石英製板の加工のために，炭酸ガス

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

レーザによる加工装置を備えている．簡便な装置でパー

タ等のプローブ製作に使用）

ソナルコンピュータのDraw

静電制御用マニピュレータのプローブは自作する必要

S／Wのプリンターコマンド

に従って炭酸ガスレーザで加工する．

があり，そのため炭酸ガスレーザ加熱方式のマイクロピ

b．相模原キャンパス本館
小型衛星運用局設備（相模原局）

装置である．

小型衛星運用のための地上局で，小型科学衛星「れい

（川口研究室）

めい（INDEX）」の運用を中心に使用している．

ガスクロマトグラフ

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

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

年度に直径3．8m，

噴射として得られるガスの成分を解析する装置である．

S帯／X帯共用アンテナに換装され，

S

気体に含まれる成分を分析する装置で，とくに宇宙機に

帯のコマンド送信・テレメトリ受信機能に加えて，X帯

（川口研究室）

のテレメトリ受信機能を整備中．
アンテナ速度：3°／sec

s帯正面利得：36dBi

オートグラフDCS−2000形
定速歪方式の万能試験機容量：2000kg（秤量200gr）

x帯正面利得：47dBi

・クロスヘッドスピード：0．5〜500mm／min（13段）

S帯受信機雑音温度：351K

・クロスヘッドストローク：1000mm（つかみ具なし）

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．

（峯杉研究室）

S

帯における他衛星局との切替は，コマンド・テレメトリ
ともにIF信号でのインターフェースとなる．
（水野研究室）

結晶成長その場観察装置
成長中の結晶表面および内部，環境相をリアルタイム
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
御装置から構成される．

マグネトロンスパッタ装置

（稲富研究室）

主に薄膜材料の表面コーティング，スパッタ処理を実
施するもので，とくに薄膜太陽電池の表面熱光学特性の
改善を研究する装置である．マグネトロンを用いており，

金属に限らず酸化物まで広範囲な材料をターゲットに，
スパッタ処理を行うことができる．

宇宙用電池評価設備

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．
・充放電試験装置

（川口研究室）

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
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

置である．

・インピーダンス測定装置

直流でのカレントインターラプトおよび交流周波数測
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定の可能なFRA／ポテンシオスタット／オシロスコープ／

熱真空試験装置
10

電子負荷装置等を有する．

6Torrの高真空で一20℃〜＋60℃の間の熱真空試験

を行うことができる．装置のベーキング用としても使用

・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

できる．

（宇宙放射線宇宙物理学研究系）

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．

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

・燃料電池試験用設備

燃料電池への供給ガス制御に使用するためのマスフロ

においてその観測の援助や，較正用赤外線源のモニター

メータ各穂熱制御用サーキュレータ等を有する．燃

観測などを行うための赤外線観測装置口径1．3mの経緯
儀式反射型望遠鏡であり，カセグレン焦点，およびナス

料電池の閉鎖循環運転用の基本装備である．
（曽根研究室）

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）
プラズマ推進実験装置（ll）

小型のパルスプラズマエンジンなど電気推進の基礎実

超高温機械試験装置

験研究開発およびプラズマルームを用いた電磁流体力

炭素／炭素複合材料などの耐熱材料の2000℃までの力

学の実験を行う．真空チェンバーはステンレス製で

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

0．6mφ×1．2m，油拡散ポンプにより背圧1E−6Torr台．

（國中研究室）

できる．（2000℃時の測定誤差±1μm）

（八田研究室）

月面環境模擬試験装置
月面または惑星表面における高真空（＜1α6Pa），かつ

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
径900mm，高さ700mm以上の容積をもち，ターボ分子

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℃までの力学
特性測定装置（炭素ヒーター）．最大荷重は1tonで，試験

ポンプとロータリポンプによる真空排気系，液体窒素に

環境は真空（2000℃まで）および不活性雰囲気．試験片全

よる冷却系，熱赤外パネルヒータによる加熱系を装備．

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

観測装置の熱真空試験や較正試験のほか，岩石採取用の

より変位を測定できる．（2000℃時の測定誤差±3μm）

マニピュレータや岩石研磨装置等の機器の性能評価にも

（八田研究室）

利用している．

（岡田研究室）

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

一ス延長を実施そのタイミングで従来本システムの根
幹となっていたMSPオペレーティングシステムで稼働

学衛星データ処理システムが稼働中であり，主なシステ

する汎用大型計算機については，プロジェクト側のシス

ム構成機器は研究センター棟に設置されている．2008年

テム移行対応が完了したことを受けて，そのままリース

9月より稼働したシステムは更新期を迎え，資金的都合か

アウトとした．8月以降はUNIXオペレーティングシス
テムを基本としたワークステーション・サーバ計算機か

ら2分割しての更新となった．科学衛星データ処理シス

テムを先行させ，2013年4〜8月に新システムの据付調
整（データ移行，システム移行を含む）を行い，2013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

らなるシステムとして継続的に稼働しており，また平行
して次期システムの導入に向けたシステム設計および導

入スケジュール調整も開始した．科学衛星から取得され

ステムは後発とし，2014年度のシステム更新に向けて作

る膨大なデータの伝送に対応する為に大容量，高速，高

業開始した．

信頼性が要求されている．衛星運用支援システムは，相

科学衛星運用支援システムは科学衛星の運用に関わる

模原キャンパスと内之浦宇宙空間観測所，臼田宇宙空間

データ伝送処理等に利用されるシステムである．2013年

観測所間に設置され，局間の科学衛星データの伝送等に

8月末のリースアウトから2014年6月の次期システム稼

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

働までの間を埋めるための対応として現行システムのリ

ク機器も含んだシステムである，
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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

指令を送る等の運用を行い，科学衛星・探査機からのテ

テムは運用中の3つのデータベースシステム（科学衛星

レメトリを受信しモニタしている．

データベースシステム（SIRIUS），サイエンスデータベー

この運用管制システムは，科学衛星・探査機にコマン

スシステム（DARTS），衛星運用工学データベース

ドを送出する衛星管制装置，科学衛星・探査機からのテ

（EDISON）），および，科学衛星プロジェクト共通データ

レメトリをモニタする衛星状態監視装置，各データを要

処理基盤（Refomlatter），そして，それらのデータの保持・

求された機器に伝送するデータ伝送（分配・蓄積機能）

共有を実現する共有データストレージシステムからな

装置，科学衛星・探査機のテレメトリ詳細状況を表示す

る．衛星データ処理システムを構成する装置については，

るためのQL表示装置等から構成され，各装置は高速LAN

衛星データ処理業務の要望に対して十分な処理能力・デ

で相互接続されている．

ータ蓄積容量を供給できる性能・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・

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

解析作業やデータ公開等の大学共同利用業務をより効果

速光データ伝送回線で接続されているほか，統合追跡ネ

的に実現する為に必要な相模原キャンパス独自のネット

ットワーク技術部所管の新GN局，

ワークサービスも提供している．相模原キャンパスはイ
ンターネット及び他機関・他事業所との高速通信のため，

追跡網ともGWを介して接続している．音声回線につい

研究センター棟にてSINET4に接続されている．
スーパーコンピュータの運用は現在，情報・計算工学

NASA

DSN網／ESA

ても，相模原／臼田／内之浦／筑波の各拠点間を接続してい
る．

研究センター棟3階には，科学衛星・深宇宙探査機を

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

統括運用するための衛星運用管制室があり，上記の衛星
管制装置，QL表示装置等の運用機器が並んでいる．

センター棟に設置されている．

さらに，各科学衛星・探査機毎の運用計画作成，搭載
観測機器の運用・モニタ，同観測器のデータ解析等を行

科学衛星管制運用設備

う各ミッション運用室が，各ミッション毎に研究センタ

科学衛星・深宇宙探査機を運用管制する設備は，相模

ー棟2，3階に配置されている，

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

タ伝送（分配・蓄積機能）装置，取得した科学衛星・探

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

査機テレメトリ処理／データ解析用のデータベース機器

測所の34m，20mアンテナ，そして新宮原11mアンテナ

が設置されている．

局が用いられている．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．

研究センター棟2階には，衛星運用支援計算機，デー

研究センター棟1階には，その他，各プロジェクトや
グループ・部等の小規模システムが設置されている．

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

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

性の電磁雑音を，100Hz〜20GHzの周波数に対して自動

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
支援計算機により容易に制御させることができる．主と
して，構造振動を含む飛翔体の，姿勢制御機能の模擬を
行う目的で使用されている．

測定できる．

（川口研究室）
（宇宙機応用工学研究系）

大型衛星振動試験システム・小型振動試験装置
姿勢運動模擬システム

主に，観測ロケットや科学衛星打上げ用ロケットの姿

衛星およびロケットの計装部と，そのコンポーネント
の振動・衝撃試験を行う．加振力30tonfの大型衛星振動

勢制御系の試験を行うための装置で，油圧で駆動される

試験システムは，振動発生器2台を1組の電力増幅器を

3軸のモーションテーブルである，装置は，油圧ユニッ

切り換えて各々垂直および水平専用として用いる．操作

ト，テーブル本体，支援計算機より構成されている．油
圧ユニットで発生した動力により，高い周波数帯域で，

はデジタル制御により，正弦波，ランダム波振動試験の
他衝撃試験も可能である．

テーブルをピッチ・ヨー・ロール3軸ごとに独立に揺動
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試験装置仕様
30ton水平

30ton水平

ｬテーブル

蜒eーブル

55000N（5608kgf）

55000N（5608kg㎞s）※1

245600N（25，000kgfrms）※1

ランダム波加振力

130000N

588000N（60000kgな）eak）

衝撃波

最大加速度

小型振動試験装置

U動台付

294000N（30，000kgf）

正弦波加振力

i無搭載時）

30ton垂直

30ton垂直

588m／s2（60G）

最大速度
最大変位

980m／s2（100G）

294m／s2（30G）

（13256kgf1）eak）

873m／s2（89G）

294m／s2（30G）

2．4m／s

1．8m／s

49．9mmp−P

48．4mmp−P

50．8mmp−p

484mmp−P

80mmp−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

609．6×609．6mm

最大搭載重量

5，000kg

10，000kg

5，000kg

4，000kg

1，000kg

振動数範囲

@正弦波

振動台重量

63kg

282kg

可動部重量

連籍灘む

鵡離む

180kg

718kg

一

※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．

大型衛星振動試験システム制御／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

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
チャンネル計測解析装置（A＆D社製）を用いて正弦波・
ランダム振動・衝撃試験のデータ収録及び解析が可能で

大型慣性諸量測定装置
重心位置，慣性モーメント，慣性乗積等の慣性諸量を高
精度に測定する装置で，2面不釣り合い測定機能もある．

装置：スペース・エレクトロニクス社
（SEI社）：MODEL

POI−3200M

測定モード

①重心位置測定（静的重心位置測定及）CG

ある．

制御系

②慣性モーメント測定MOI

K2（44ch）

③慣性乗積測定（2面動的不釣り合い測定機能付）

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

POI
供試体重量範囲（取付け治具重量含む）：

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）

23kg〜3，200kg

最大許容モーメント：3389Nm（34563kg・cm）
測定環境：通常の室内環境
重心位置及び慣性乗積測定（CG・POI）

小型振動試験装置制御／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

①計測回転数範囲：30rpm〜200rpm

40チャンネル計測解析装置（IMV社製）を用いて正弦波・

（20rpm〜300rpm）

ランダム振動・衝撃試験のデータ収録及び解析が可能で

②重心位置測定（CG）
［静的重心位置測定機能］：静止状態での

ある．

制御系

重心位置測定

K2（36ch）

最大測定可能静的モーメント：96．7kg・m

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）36ch

最小測定可能静的モーメント：9．3kg・mm

衝撃波

静的重心位置測定精度：0．1％＋9．3kg・mm／重量

入力チャンネル：制御1ch，モニタK2（35ch）
計測系（40ch計測解析装置）

kg＋0．05mm
分解能：1。6kg・mm

（峯杉研究室）

③慣性乗積測定（POI）
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［測定範囲］前提条件：重心ずれがない場合
回転数（Spin

Speed）

測定範囲（Pxy

Maximum）

30rpm

95．9kg・m2

50rpm

34，5kg・m2

100rpm

8．5kg・m2

150rpm

3．7kg・m2

200rpm

2．Okg・m2

④2面動的不釣り合い測定

b＝0．508×

［補正面設定範囲］（Correction

Planes）

供試体搭載用テーブル（lnterface

plate）上面から

25．4mmから2540mm

（254＋HL＋1．27×106）／n2

HL＝供試体搭載用テーブル上面から下補正面まで
の距離（mm）
n＝装置の回転数（rpm）

［最小許容補正面間距離］（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＝155mm
最小到達不釣合量（Minimum
Rotation

Speed

Achievable

Readout）ISO2953

Range

Two−Plane indication
iDynamic unbalance）

30〜55rpm

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

@

C．G．Offset

iStatic

unbalance）

Product

iCouple

of

Inertia

unbalance）

（峯杉研究室）

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

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

計測回転数範囲（rpm）

3〜10

3〜10

計測範囲（kg−m2）

1．4〜1200

0．01〜500

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（120rpmにて）

±1％以下

±1％以下

計測回転数範囲（rpm）

20〜180

20〜180

重心位置測定

@

CG

慣性モーメント測定

@

MOI
慣性乗積測定

@

POI

測定精度

（峯杉研究室）

動釣合試験装置
衛星および衛星打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．
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科学衛星試験用一軸回転テーブル

最大搭載重量：2000kg

本装置は科学衛星の総合試験（アライメント測定等を

測定回転数：60，100，180rpm
つりあわせ面：2面
（峯杉研究室）

高加速度衝撃試験装置

含む）において衛星の一軸まわりの回転を精度よく実現
する機能をもつ回転テーブルである．主な仕様は次のと
おりである．

パイロ衝撃を想定した高衝撃，微小作用時間の衝撃試

1．供試体

験ができる．

衝撃波形：半正弦波

（1）供試体寸法

最大2．Omφ×5．OmH

（2）供試体重量

最大2，000kg

衝撃加速度：15〜5000G

（3）供試体慣性能率

最大1，000kgm2

2．動作モード
A 位置制御モード

衝撃作用時間：0．1〜11msec

最大落下ストローク：43cm

（1）位置精度

±7arcsec以内

試験回数：8回／分（最高）

（2）角度範囲

0〜360deg

最大搭載重量：90kg

（3）分解能

最終落下速度：1016cm／sec（無負荷時）

1．8arcsec

（4）角速度

（峯杉研究室）

最大120deg／sec

（5）位置読取精度

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，

B

（1）速度制御範囲

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

（2）速度変動率

を目的とする．

（3）角加速度

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530mmφ×600mmL）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L33×10
hPa以下に達する．また，155mm角の

±4arcsec

速度制御モード
0．06〜1080de拶sec
0．1％以下
無負荷状態で最大1．67rpm（10．Odeg／

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

範囲にXeランプによる擬似AMO光を照射し得る．

流20A，

（田中孝治研究室）

AC50V，抵抗値0．1Ω以下

（航法・誘導・制御グループ）
スターシミュレータ

本装置は，ライトガイドとピンホールを使用してスタ
ー…一

̀ャート上に星野を作成し，スターセンサの各種試験

本定盤は科学衛星及び搭載機器のアライメントを測定
する場合の基準台として使用するものである．また，こ

に使用するものである．

色温度：M型，G型，

科学衛星アライメント測定用石定盤

K型

の定盤は周囲の振動の影響をなくすため，防振対策が施

等級：−2等級〜＋6等級

されている．

寸法：3000×3000×400mm

波長：400nm〜1000nm
視野角：φ8°以上（全角）

材

料：花こう岩

射出瞳径：φ80mm以上

自

重：約10t

平行度：10秒角以下（RMS）
（航法・誘導・制御グループ）

搭載可能荷重：約2t

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

（航法・誘導・制御グルー…一｝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

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

リメータ等を乗せて精密に移動できる．バーチカル移動

る．インナ軸，ミドル軸，アウタ軸の3軸回りに回転可

装置（BRUNSON社製），水平移動台，

能なジンバルを有し，被試験体に，任意の姿勢を与える

どから構成される．

ことが可能である．主な性能は，以下のとおりである．
姿勢分解能：各軸とも，10

X−Y微動装置な

（航法・誘導・制御グループ）

deg

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400de拶s
（航法・誘導・制御グループ）

精密擬似太陽光光源

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
布の一様性，対称性及びリップルの低減等の性能が優れ
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を模擬する装置で，探査機のサブシステムの試験をおこ

光学系：軸外し反射型コリメータ

なう装置である．

光源：キセノンランプ（3kW）
ビーム径：160mmφ

シュラウド1mφ×1mを有する．シュラウド内に回転機

平行度：0．5°

構（±90°）つき温度調節プレート（−100〜＋100℃）が備

最大放射強度：AMOフィルタ付きで0．02solar以ヒ

わっている．真空排気系はターボ分f一ポンプ，ドライポ

照度均一性：±5％以下

ンプから構成されており，クリーンな高真空（10層3Pa以

照射距離：プロジェクタ端面から1500mm以h

下）が得られる．

真空系は容器寸法1．2mφ×1m（横置）で液体窒素冷却

電源／消費電力：AC100V／0．3kW

模擬i太陽光照射装置は，250mmφの面積に平行度7°以

AC200V（3相）／7kW
重

量：本体600kg

下の模擬太陽光を照射できる．アパーチャとインテグレ

ランプ電源150kg
（航法・誘導・制御グループ）

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

精密2軸テーブル
高精度の姿勢検出が要求される太陽センサ等の試験に
使用する位置決め・回転テーブルである．主な仕様は次

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

のとおりである．

25pin×3，

〈2軸共通〉
供試体質量：10kg以ド
位置決め精度：±1秒角以ド
〈Azimuth軸〉

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）
大型恒温槽

駆動範囲：0〜360°

人工衛星・探査機およびその搭載機器，飛翔体等の温

回転レート：最大360deg／s

度試験をおこなう装置である．

〈Elevation軸〉

室内寸法：幅3．Om

駆動範囲：±90。

温度範囲：−60〜＋80℃
圧

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

高さ2．6m

奥行4．Om

力：大気圧（空気）

鉄1tonの供試体がある中で，20→−40℃
−60℃

120分以内，20→80℃

60分以内，20→

60分以内の性能を有する．

真空環境試験をおこなう装置で，宇宙科学研究所が打上

（小川研究室）

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，油汚染の無い
高真空が得られる．主要諸元は以ドのとおりである．
容器寸法4mφ×6．8m（縦置），有効空間3．5mφ×5m，
到達真空度1×IO

5Torr以下／8時間以内，液体窒素冷却さ

れるシュラウドを有する．低圧液体窒素貯槽150301iter，

小型恒温恒湿槽
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．クリーンブース内に設置されている．
室内寸法：幅0．4m

高さ0．4m

奥行0．4m

温度範囲：−60〜＋150℃

中圧液体窒素貯槽87301iter．シュラウド温度を一ヒ昇させ

湿度範囲：30〜95％RH

る（約80℃まで）こともでき，供試体のベーキングが可

圧

力：大気圧（空気）

能である．

（小川研究室）

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

熱衝撃試験装置

ース，フィードスルーを有する．

装置である．

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）

人工衛星・探査機の搭載機器等の温度試験をおこなう

試験籠寸法：幅350mm

（内惑星熱真空環境シミュレータ）

奥行350mm

温度範囲：−180〜＋250℃
圧

力：大気圧（窒素）

鉄1kgの供試体がある中で30分サイクルの温度復帰時間，
−120→120℃

小型宇宙環境試験装置

高さ250mm

5分以内，120→−120℃

20分以内，250→−180℃

5分以内，−180→250℃

20分以内の性能を有する．

（小川研究室）

内惑星軌道での高強度太陽光が照射される熱真空環境
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装置，模擬電源装置も設置されている．クリーンルーム

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

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）

自由度，並進3自由度を有する．3台のワークステーシ
ョンで，サポートする．この装置は，宇宙ロボット以外

にも，月・惑星・小天体への軟着陸ランデブ・ドッキ

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

ング，近接レーザレーダ等の諸技術の実証実験を地上で

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

行うことを目的とする．

（久保田研究室）

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

磁気シールドルーム

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

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のアルミの二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，機器間相互電磁干
渉試験等に使用されている．

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，

長さ22．7mであり，アンテナ最大測定距離は20m，クワ
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
波反射率は，1．OGHzで一36dB，3．OGHzで一40dB，10GHz

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．
導入以降30年が経過して老朽化が進んでいた床面の
電波吸収体の一部を2013年度に更新した．今年度，電波

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

無響室を利用した主な実験は以下の通りである．
・はやぶさ2：DCAM，

XLGA−A

・小型衛星搭載用アンテナ

・大気球：火星飛行機搭載用アンテナ

付属設備

・観測ロケット：C，S，

回転テーブル：360°回転可能
磁力計移動レール：（円弧にそって＋90°〜−90°）

Kuバンドアンテナ

・SPS：フェーズドアレイアンテナ
他

その他

（川原，鎌田）

空調：専用空調設備で100，000程度の清浄度の空間
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．

（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，
FM総合試験）のため使用する地上試験設備である．地上
からのコマンドを送出する衛星管制装置，衛星からのテ
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．
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
が有効に行われるよう工夫がなされている．加えて，RF

電波無響室
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e．相模原キャンパス構造機能試験棟
材料試験機

スピン試験装置

機械式材料試WaUe

AG−100kN

G（SHIMADZU）

〜1100℃，〜1600℃の2種類の大気炉付属
機械式材料試験機AG−100kN

X（SHIMADZU）

LHeクライオスタット付属
2軸材料試験機AG−20kN I（SHIMADZU）
圧縮（引張）／ねじり式

高周波加熱装置付油圧サーボ疲労試験機
Dynamic

Servo

EFH−10−5−40

（サギノミヤ）

高周波加熱装置（富士電波工機）

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
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

角0〜15°で0〜1Hzのプリセッション運動を重畳させた

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
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．

真空チャンバ付画像変位計（東伸工業）

（基盤技術グループ）

高温ひずみ計（INSTRON）
（佐藤英一研究室）

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，
並進運動模擬システム

下段側との衝突を回避する為の装置である．

主に，小惑星探査ミッション用の航法系の試験を行う

構造機能試験棟の天井走行クレーン上に設置されてい

ための装置であり，移動台車，パラレルリンクマニピュ

る油圧シリンダを使用して吊上げを行う．最大吊上げ能

レータ，搭載台，及び制御計算機で構成される．搭載台

力は1．5ton，吊上げ速度は1．5m／secである．スピンをと

に支持された疑似小惑星を対象として，相対運動のシミ

もなう分離試験はスピン試験装置と併用して行う．

ュレーションを行い，航法系の確認を行う，供試体は，

（基盤技術グループ）

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

ータ上に設置される．この2つの装置の組み合わせによ

ロケット構造試験用テストスタンド

り，衛星の運動を模擬する．装置の運動は制御計算機に

ロケットや衛星の構造強度・剛性の総合試験を主目的

より制御される．本装置は精度・応答性はやや劣るもの
の，長い距離の運動シミュレーションを行うことができ

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

るという利点を有している．

荷制御装置，計測装置（計測点数1000点）等で構成され
（川口研究室）

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．

（基盤技術グループ）

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

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

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
任意に設定可能．

ミッション運用・解析センター（SOAC）が整備された．

（稲富研究室）

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

材料科学実験用遠心機

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．

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
宙ネットワーク（DSN）の支援を受けた．

（稲富研究室）
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
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

500mmf，測定胴内圧可変（常圧〜10−5Torr），飛行体最高

達成速度3km／sec．衝撃風洞としても使用可能．よどみ
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点温度1200K，持続時間3msec．超高速衝撃波発生装置
としても使用可能．0．3Torrの圧力の大気中で，最高速度

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，

13km／sec．の衝撃波発生が可能．

（安部研究室）

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）

高速バルブ型ショック・チューブ

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
定部59mm￡
（安部研究室）

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
にて加熱・溶解し，また冷却時の温度制御を行う．最大
連続出力1700W，

TEMO1モード，波長10．6μm，ビーム

径18mm，パルス制御可能．

小型アーク風洞

（稲富研究室）

高遠エンタルピー流れに関する基礎的実験を行うため
の，10kw級のアーク加熱型高エンタルピー風洞．輻射温
度計，吸収分光計測装置などが準備されている．

（安部研究室）

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

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

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

角程度
（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

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．

（國中研究室）

横型極低温試験槽
飛翔体搭載望遠鏡の光学系を極低温環境で試験するた

プラズマ推進実験装置（1）

大型マイクロ波イオンエンジンなど電気推進の基礎実
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

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
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）

ンバーはステンレス製で1．5mφ×2．5mのもの1台と

1．2mφ×2mのもの1台，背圧はそれぞれ1E−6台と

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

1E。3Torr台．

（國中研究室）

球面鏡．有効径60cm，曲率半径14m，精度1秒角の凹面
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）

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DIGI

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
VIEW3（TSL）

高分解能型分析電子顕微鏡JEM−3010装置（JEOL）

エネルギー分散型X線分析装置DX−4（EDAX）

メント調整などに用いられる．耐荷重性能を備えた精密
ステージ．

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

試料準備設備
コンフォーカルレーザ顕微鏡（キーエンス）

クロスセクションポリッシャーqEOL）

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

ツインジェット電解研磨装置（Struers）

ー干渉計から構成されており，口径80cmまでの凹面鏡，

ディンプルグラインダー（VCR）

あるいは望遠鏡の結像性能を，常温から約10Kの極低温

イオンミリング装置（VCR，

LINDA）

にわたる温度範囲で精密に測定できる．

（佐藤英一研究室）

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

スラブ圧延用熱間二段圧延機（ロール径252mm）
（佐藤英一研究室）

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

熱間圧延機
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達真空度は5×10曹7Torr以下である．

動台が設置されている．その他に制御用，測定用計算機，

（早川・齋藤義文研究室）

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）

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（Al−Ka，
Ti−Ka， 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
おり，回転台に試料を，回転枝にX線検出器を取り付け，
入射角に対する反射率を測定することができる．

低エネルギー荷電粒子計測器較正装置

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
ネルギー一・・一荷電粒子とは，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．
（a）主チェンバー

900mmφ×1050mmL（内部にジンバル台）
（b）主排気系

（宇宙放射線宇宙物理学研究系）

2400

e／sターボ分子ポンプチェンバー内の到達真空

度：≦1×10

熱真空試験装置

7Torr

（c）ジンバル機構

熱真空恒温槽（800mm（W）×1000mm（D）×800mm
（H）），真空ポンプ，質量分析計等で構成され，10

c−1）2軸回転可

X軸：±15°

6Torr

の高真空下で一40℃〜＋100℃の温度範囲において熱真

Y軸：360。
c−2）回転角読取精度

空試験を行うことができる．また，この装置はベーキン
グ用としても使用できる．

△Y：0．1°
（d）イオンソース

（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）

0．1〜20keV（30keVまで可）

永久磁石による質量選別付340
（e）電子銃

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
めの装置で平行度は約2秒角である．

△X：0．1°

2／s差動排気系付

0．1〜15keV（30keVまで可）
（早川・齋藤義文研究室）

惑星環境風洞

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

赤外線黒体炉

を充し，その圧力を0．1気圧から1気圧まで変え得る．

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

最高風速は0．1気圧の場合170m／s，1気圧の場合70m／s

率98％以上，光源の口径は最大1インチまで．変調用チ

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／

ョッパーも備えている．

温度計測，可視化計測（PIV）などにより低速域における

（宇宙放射線宇宙物理学研究系）

プラズマアクチュエータ基礎研究パラフォイル基礎特
性研究，再使用観測ロケットの空力特性研究，火星飛行

フーリエ変換赤外分光光度計

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，
最高0．003cm

流れの研究を行っている．細長物体大迎角流れの研究，

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．

iという高分解能の分光測定が可能である．

（稲谷研究室）

波数範囲は47，000〜10cmi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．

低密度風洞

（宇宙放射線，宇宙物理学研究系）

直径1．6m，長さ2．4mの横置円筒型で，内部に液体窒
素冷却のシュラウドを備え，またソーラー・シミュレー

磁気シールド付き真空チェンバー

タで照射もできる．衛星及びその一部分の熱真空環境試

ロケット及び衛星搭載用の低エネルギー電子分析器の

験に用いられる．またクライオパネルを附加して，モル・

基礎開発実験や電子ビーム実験に使用する為に，地球磁

シンクとして作動させ，真空中に噴射させたロケット・

場等の影響を除去する目的で，2重の磁気シールドを内

プルームの相似試験を行う．

部に持つ真空チェンバーである，磁気シールド内部の
70mm（φ）×1400mm（L）の領域で，約100nT以下の
低磁場になっている．また，3次元ジンバル及び電子銃
可動装置も設置されている．主真空排気系は2400
ターボ分子ポンプと1200

e／sの

e／sのクライオ・ポンプで，到

（稲谷研究室）

恒圧恒温器
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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自動に変更することもできる．本装置の内容積は幅1．5m，

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

高さ1．5m，奥行2mである．

が設置されている．

環境試験装置である，また，プログラムで温度・圧力を

（八田研究室）

（大気球実験室）

超高温真空ホットプレス

耐熱材料試験装置

セラミックスや炭素材料成型用のホットプレス．最高

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

到達温度：2300℃，常用温度：2000℃以下，加圧力：5ton，

高エンタルピ風洞であり，惑星探査や将来型宇宙輪送シ

加圧可能面積：100mm直径，到達真空度：10

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

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

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

気中でのみ使用可．

Torr．炭

（八田研究室）

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）

大気ホットプレス

が設置されている．低膨張ノズル装着によって，高圧・

セラミックスや炭素材料の仮焼成用の大気雰囲気ホッ

高加熱環境下での耐熱材料の加熱試験が実施可能であ

トプレス．最高到達温度：1200℃（カンタルヒータ），最

り，開口比300以上の高膨張ノズルの装着により，5km／s

高プレスカ：100ton，プレス面：500mm×600mm，スト

以上の気流速度を達成し，耐熱材料実験に加え，高エン

ローク：50mm．
（八田研究室）

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

超高温クリープ試験機

最高到達温度2800℃まで試験可能なクリープ試験機

キシマレーザ，色素レーザ，分光器を装備し，各種気流

試験環境は真空（2000℃まで）および不活性ガス雰囲気，

診断に対応している．

（稲谷・山田哲哉研究室）

試験片全体を加熱するホットグリップ方式，2000℃まで
は接触式変位計（2000℃時の測定誤差±lpm）により，
それ以上では光学式非接触変位計（2000℃時の測定誤差

スピンテスター

円盤状の材料あるいは部材に100000rpmまでの高速回

±3μm）により変位が測定できる．
（後藤研究室）

転を真空チャンバー内で付与し，回転物の遠心力による
破壊過程を調べるための装置．テストピースの寸法及び

ットオフマシンなど工作機械を随時使用できるよう整備・

工作工場
研究・実験用機器類の製作および，設計，試作，改造，

修理などを行う．工作工場で機械加工を行う者に対して，

必要に応じてその技術指導を行う．旋盤フライス盤力
機

種

高速旋盤

高速精密旋盤

メーカー

大隈
長谷川

@械製作所

型

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供給
する．工作工場が所有する主な工作機械は次の通り．
規

式

LS540
HPL−90

格（能力）

5．5kW（最大540mm・350mm・835mm）
iベッド上）（往復台上）（センタ間）

主軸回転数
35〜1，800rpm

3．7kW（最大240mm・140mm・360mm）

150〜3，000rpm

iベッド上）（往復台上）（センタ問）

ｳ段変速機構

2．2kW（最大4．5t

x

1，250巾SS400）

60rpm

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

KGJP−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

2．2kW（最大240mm・140mm・390mm）
iベッド上）（往復台上）（センタ間）

0．75kW（アーム移動距離467mm）（主軸端と

xッド面距離

最大1，035mm，最小275mm）

180〜2，600rpm

75〜1，200rpm
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種

型

メーカー

式

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

スポット溶接機

中根製作所

NX−13

遠州工業

ESD−350S

アビオトロ

規

格（能力）

213

主軸回転数

2．2kW（切断能力250mmφ，280mm×250mm）
@

（丸材）

折曲巾

1，200mm（手動）

切断能力

10〜200m／分

高さ290mm，奥行600mm

テーブルの大きさ
葛

（角材）

Cンバータ変速

角250mm×250mm

け能力

300〜2，500rpm

13m／m

テーブルの大きさ
葛 け能力

丸

@無段変速

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

NRW200A

jックス

エレクトロニクス・ショップ

機器を保守管理し，各研究室への貸し出しに応じている．

研究・実験用エレクトロニクス装置・機器の設計，試

また，集積回路を含む利用度の高い半導体，種々の電予

作，修理を行うとともに，それらについての技術的相談
に応じる．シンクロスコープ，ユニバーサルカウンタ，

部品・材料類の多種類を常備し各研究室の求めに応じて
供給する．エレクトロニクス・ショップが所有する主な

ファンクションゼネレータ，基準電圧発生装置などの計測

計測機器は次の通り．

測定機器名

メーカー

標準信号発生器

YHP

8656A

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

フルーク

51／5211

フルーク

566／568

サーモカップル

Tーモメータ
放射温度計

型

式

規

格（能力）

0．1〜990MHz，プログラマブル，

HP−IB

ー40°C〜2，000°C，2倍望遠レンズ付

2ch，入力±100mV〜±500V，

A／D分解能16bit
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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
所から打上げられる観測ロケット，科学衛星打上げ用L

も活用されている．

ロケット，科学衛星・宇宙探査機打上げ用Mロケットの

大型固体ロケットモータ大気燃焼試験設備（大型大気燃

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

焼試験棟）

験を行うため，1962年に開設された．1975年から液酸・

M−V型ロケット開発計画の始動に呼応して，総重量

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．秋田県能代市浅内の日

82ton，薬量71．7ton，推力約400ton，可動ノズル推力方

本海に面した南北に細長い敷地に，固体ロケットモータ

行うための大型大気燃焼試験設備の建設工事が1990，91，

の地上燃焼試験に必要な諸施設設備（大型大気燃焼試験

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

棟，真空燃焼試験棟冷却水供給設備，高圧高純度窒素
ガス製造気蓄設備，火薬庫，火工品操作室・接着剤調合
室，エンジン準備室，第1・第2計測室，研究管理棟，

向制御装置装備の第1段モータM−14の地上燃焼試験を

スタンド設備，計測・操作・電源系準備室より構成され，

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

中央管制設備，データ集中処理装置，器材庫等），及び液

ータを屋外気象条件から保護する．テストスタンドから

酸・液水エンジンのシステム試験を行うための諸施設設

約30mの距離に基礎と一体化して設置された耐火コンク

備（液化水素貯蔵供給設備，竪型燃焼試験棟，極低温推

リート製火炎偏向盤により，排気プルームを上空に偏向，

進剤試験棟エアターボ・ラムジェットエンジン試験設

拡散させて隣接海域の汚染を予防する．

備等）の主要建屋が設置されている．
固体ロケットモータ真空燃焼試験設備（真空燃焼試験棟）

付帯設備として，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．

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
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，

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年の完工以来今日まで，槽天

蓋を退避させた状態での大気燃焼試験真空槽に大気開
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
ている．また，同真空設備の大容量と構造上の利点を生
かして，ペネトレータ貫入実験等，様々な理工学実験に

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
ジン（ATREXエンジン）を試験するための機能を追加し
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

2の容量のランタンクを持ち，最高圧力

6MPa，最大流量10kgtsの液体水素を供給することができ

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

可能なドーム（7m×8m）が設置されており，燃焼試験
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時には開放状態にして使用する．また，この設備は高温
高圧空気供給設備（タンク最高圧力1．5MPa，容量6m3，

ある．この設備を用いて，ガスジェネレータサイクル及

1993年製造）を保有している．プロパンガスを燃料とし

ことができる．

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

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

ヘリウム回収・昇圧設備

1．2kg／sまで）．この高温空気供給設備を用いて高空高速

使用済みの低圧カードル（あるいはボンベ）からヘリ

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
行ってきた．

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

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，

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

液化窒素貯蔵設備，ランタンク設備，ATR試験スタンド，

設備は180Nm3／day以上の回収・充填能力を有している．

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．

中央データ処理装置

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
液体水素を各試験設備に供給する必要が生じたため，容

ム表示，後処理及び予め設定されたシーケンスに従った

燃焼実験の際の計測データの較正，収録，リアルタイ
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
室に設置されている．

量10m3の液化水素貯槽を1979年度に新設した，本タン
クは真空二重槽構造になっており，内槽に予冷管が螺旋

計測データはプリアンプ室に設置されたエンコーダに

状に巻かれ，さらにそのEに断熱フィルムを巻いて熱の

よりデ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，オプションとし

流入を防ぐ構造になっている．本貯槽は水素液化装置の
製造により液化水素を貯液でき，ATR試験ではタンクロ

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ケーブルに

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

よって接続されている．

用している．各試験設備への送液は第2計測室に設置さ
れた操作盤から遠隔で行うことができる．

計測設備

ターボポンプ試験設備

芯シールド多治見7ピン）ケーブルが敷設されていて，

主要な建物間，部屋間に同軸（BNC）・キャプタイヤ（6

推力7〜10ton級液水／液酸ロケットエンジン用のター

中継盤（コネクタは雌）が用意されている．

ボポンプを試験する設備である．この試験設備は液水タ

ーボポンプと液酸ターボポンプを同時に試験できる機能
を備えている．主な機能は，ポンプ液体である液体水素
及び液体酸素の供給・排液，タービン駆動ガスの供給
ポンプ及び配管系のパージ，ポンプシールガスの供給で

各種試験に汎用的に使用される装置として，動歪みア

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
接続用にK型補償ケーブル・キャプタイヤ（6芯シールド
多治見7ピン）ケーブルが用意されている．

b．あきる野実験施設（Akiruno

Research

Center）

■■…1

あきる野実験施設
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あきる野実験施設（ARC）は，従前，駒場キャンパス
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
的に推進するための付属施設として，同キャンパス撤退

建相当の天井高を持ち，これに隣接する2階建部分の試
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
実験室，小会議室を兼ねた研究室および人員控え室が設
けられており，厚生設備として各階に洗面所，2階に給

時期に合わせて1997年8月から足掛け2年の工期の後，
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

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

m2の鉄筋コンクリート造2階建

2012年度からJAXA内の宇宙推進関連の実験に限らず，

の総合試験棟が設置されている．容量2ton・2連の天井

り，2013年度から実際に大学の推進・輸送関係の研究者

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．

c．内之浦宇宙空間観測所（Uchinoura

内之浦宇宙空間観測所

Space

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．衛星ヶ丘展望台

6．衛星追跡センター

尚，科学衛星運用設備は， 統合追跡ネットワーク技術
34mアンテナと20mアンテナ（衛星追尾）

【宇宙輸送ミッション本部／統合追跡ネットワーク技術

部管轄となっている．

1．宇宙科学資料館

部所属】

観測ロケット及び衛星打上げとその追跡データ取得の

ロケット，人工衛星，宇宙観測器実験場設備などの実

ための実験場で，1962年2月に開設された．観測所は鹿

物，模型あるいは写真を展示し，広く一般の方々に宇宙探

児島の東南岸，肝付町の太平洋に面した長坪地区にあり，

求の理解を深めてもらう目的で建設されたものである．

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

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h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
のための衛星追跡センターなど各種の施設・設備がおか
れている．敷地総面積約70ha，建物数40，棟建屋延面積
17，585m2となっている．

2．M台地等

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．

・整備塔クレーン容量を100tonに増強
・垂直発射方式に対応
・各階にイプシロン組立対応のための作業台を設置
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・煙道を設置

動力源とした自走式のランチャである．ブーム長9．8m，全

イプシロンロケットの各セクションは，門型クレーン

重量約22ton，上下角0〜85°，旋回角±15°，油圧駆動方式．

で整備塔に運ばれ，下段側より，整備塔クレーンで整備
塔内に吊り込まれ，ランチャ上で設置・組立を行う．

中型ランチャ

ロケット用発射管制設備

用で，ブーム長9m，油圧駆動方式．

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

観測ロケット発射装置

直径110mmφ以上310mmφまでの中型ロケット発射

ンピュータで集中制御される．

S−310型ロケット，S−520型ロケット、SS，520型ロケッ

トの打上げを実施可能な固定式のランチャである．ロケッ
トはブーム吊下方式により発射される．ブーム長13．6m，

ロケット集中電源供給装置

上下角0〜90°，旋回角±35°．

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．

門型クレーン
M台地には，イプシロンロケットの組立，運搬用として，

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
16．6m，長さ17m，幅9m）である．本室内での発射可能

全天候型50tonクレーンがある．50tonクレーンは，ロケ

な角度は，上下角70°〜80°，方位角N＋130°からN＋160°

ットの組立や整備塔までのロケットの運搬作業に使用．

である．

50tonクレーン：揚程11．5m，走行速度1．25〜25m／min，

巻上基50ton×2台

観測ロケット点火タイマ管制装置

SJヒドラジンエンジン整備装置

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

イプシロンロケット第2段及びPBSには，ヒドラジン

視と，点火系の導通抵抗測定，及び地上系操作ラインの

を燃料とするサイドジェット（SJ）装置が搭載され，第2

チェックをCPUで自動測定し，判定する機能を有してい

段の推力飛行中はロール制御を，その後の慣性飛行中は

る．

3軸制御を行う．本整備装置は，ロケット発射前のヒド
ラジンエンジンの点検整備に用いる，

本番当日はタイマ電源，安全スイッチ，点火電源スイ
ッチを発射側にして，コントロールセンターの発射管制
装置をX−60秒に手動操作して本装置と光学・記録カメラ

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

用のタイマ装置を起動する．X−30秒に搭載タイマをスタ

ートさせて観測ロケットは打上げられる．また本装置単
体で搭載タイマを起動する事も出来る．

する装置．

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．検知機は整備塔7，9階

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

とM組立室クリーンルーム内に，M警報機は警備塔をは
じめとして各要所に設置しており，観測所受付において

視並びに着脱コネクタの離脱制御，搭載機器のON／OFF

は24時間体制で監視している．

制御並びに電源の外部／内部切換，指令電話設備の回線交

の作業司令並びに進行状況監視，発射回線の保安状況監

換，等の機能を有し，発射時刻の所定時刻前に発射管制
高圧窒素ガス製造整備

窒素ガスを製造，供給するための設備で，液化窒素貯

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．

槽，高圧液化窒素ポンプ，蒸発器，操作盤からなる．
外部電源，充電電源装置（観測ロケット用）

3．観測ロケット関係

外部電源は搭載機器の発射前のチェック時等に電力を
供給する装置．充電電源はロケット搭載バッテリー（集

S−520型ランチャ

中電源）を安全に充電する装置．

S−520型ロケットの打上げ用で，ディーゼルエンジンを
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宮原精測レーダ設備
観測ロケット，イプシロンロケット等の飛翔経路の精

絡システムである．指令電話主装置、IP−PBX装置制御
監視装置、記録装置，IPGW装置及びネットワーク機器
等で構成される．また，KS台地やM組立室での有線通
信路を持たない場所での無線端末による相互通話を可能

密標定を行うC帯精測レーダと、誘導制御や各種実験等

とする機能も有している．

4．ロケット系共通設備

に用いる指令信号を送信する機能を有する．

送信機は出力1MW（クライストロン），200kW（TWT）

の冗長構成としており，主アンテナ直径7m（利得：47

光学観測装置

観測ロケットの打上げにおける画像記録用として，3

dB）と，初期捕捉レーダ平面アレーアンテナ（直径90cm）

箇所の観測点に各種の観測装置及び高速度カメラが配置

を備えている．測角精度は約0．003°rmsで測距精度2mrms

されている．

を実現している，長距離にある軌道投入モータ等の追跡

帯の搭載テレビの受信もおこなう．

射点近傍光学式位置計測システム，WSS
イプシロンロケット打上げにおけるレーダ設備による
位置評定データの補完として，モータ燃焼火炎を撮像し
ロケット機体の位置座標を計測するシステムで構内3か
所に設置する．また，打上げ直後の飛翔経路を監視する

テレメータ受信設備（11mアンテナ）

いる．

用として、パルス圧縮後術の長パルスモードにより一次
レーダの最大探知距離の改善を図っている。

追尾データは，リアルタイムで光モデムを介しRGと
種子島の飛行安全処理システムに送出される．また，Ku

ためのワイヤスカイスクリーン設備（WSS）を配置して
観測ロケット，イプシロンロケット，H−IIA及びH−IIB
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．
VHF帯（利得：24

dB），

UHF帯（利得：44

ダイバシチ（RHCP／LHCP），

dB）で偏波

UHF帯の捕捉アンテナも有

ネットワーク機器等
構内信号伝送用の射場回線設備や，内之浦一種子島指令

管制棟（RCC）との信号伝送用としてPTP通信システム
及びネットワーク機器を整備している．

しており，ロケットの追跡を行い高速PCMテレメータ受
信復調と記録、並びに受信復調データを実時間で種子島
の飛行安全処理システムへ伝送する．

また，観測ロケットのテレメータデータ実時間処理と

配信のQL処理，各種計測データ解析等のオフライン処

その他

ロケット打上げ時のGO／NOGO判断等に使用する気象
観測設備や気象レーダ，保安区域内の監視用として海上
監視カメラ・レーダ及び通信設備等を整備している．

理のDL機能を有する．

5．新宮原11m

科学衛星運用設備

lTV装置
構内の主要建屋や各所に設置し，作業状況，ロケット

ダイバシティ受信装置
本装置は衛星からの水平一垂直（直線偏波時）または，

発射状況を監視，記録する．

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

時刻装置

イプシロンロケットや観測ロケット打上げに必要とな

て送出する機能を有する．

る時刻信号（標準時刻、X時刻等）の発生と，関連する
発射管制装置への配信を行うもので，標準時刻発生装置，

X時刻制御装置及び管制・表示部にて構成される．
GPS電波により較正，±5×10

9／日の安定度を持つ水晶

科学衛星データ受信，復調装置

科学衛星テレメータ受信，復調記録装置，いずれもダ
イバシティ方式を採用．

発振器を用いている．

科学衛星コマンド送信装置
雷検知装置（コロナーム）

ロケット・衛星作業時の安全性確保の一環として設置，

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

コントロールセンター及びKS台地に設置されたセンサ
ーにより半径30km程度の雷電波の到来を検知しアラー

周波数で送出する．

ム（ブザー音）を鳴らす．

11mφパラボラ空中線装置
主として地球周回衛星の追跡に使用．本装置はアンテ

射場管制・運用連絡用音声システム（指令電話）

ナ角度の追尾並びにコマンド送信が可能．

各種ロケット系射場連絡及び衛星運用連絡用の通話連
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試験較正装置，局，及び衛星運用管制装置等で構成．通

常は34mアンテナ設備を接続され高速データレートを必
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川．衛星から

要とする科学衛星や，惑星探査機等の追跡運用に用いる．

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．

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

科学衛星追跡用S／X帯送受信設備

行えるようになっている．人丁衛星からの電波を受信し，

S帯コマ

最高速の復調データレートは10Mbps．衛星からの電波を

地球周lill軌道に打上げられる科学衛星の追跡受信に使

人工衛星が正しい軌道，位置及び姿勢を保っているか監

用．S帯及びX帯の2系統の受信装置は，いずれも偏波

視する．衛星からの電波を受信する直径20mと34mのア

ダイバシティ受信方式．それぞれのテレメータシステム
にコンボリューショナル符号の復号機能を有する．コマ

ンテナで地球周回軌道に打上げられた科学衛星を追跡運
用．搭載機器が正しく機能しているかどうかについても，

ンド信号の送出は，S帯で10kW（最大）．また，アップ

必要な信号を受信している．また，衛星に指令信号（コマ

リンクにS帯，ダウンリンクにS帯及びX帯の周波数を
用いた距離及び距離変化率計測を行う機能を有し，PN

ンド）を送信して，軌道・姿勢制御や搭載機器調整も行う．

コード方式により最大50万kmまでの距離計測が行える．
科学衛星管制装置

8．科学衛星運用

共通設備

データ分配・蓄積装置

本装置は，衛星運用に必要な指令信号の編集，送出，

相模原と内之浦宇宙空間観測所とを結び，衛星軌道予

照合を行う．衛星テレメトリデータより衛星運川管制に

報値の受信とレンジデータ／レンジレートデータ／設備制

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．

御データの伝送を行うほか，科学衛星のテレメトリの伝

7．34m

科学衛星運用設備

送も担当する．

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．

科学衛星追跡用大型アンテナ設備

主鏡34mφ，

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1

1動追尾はS／X帯

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

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

表示等をおこなう．

タを必要とする科学衛昆に用いる．

衛星試験設備

また，臼田64mアンテナのバックアップ機能をあわせもつ．

S／X帯追跡管制設備

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．打上げ前の試験に使用される．衛墨運用設備の

本装置は送信設備，受信復調復号装置，距離計測装置，

d．臼田宇宙空間観測所（Usuda

11m／34m／20m系との間にRD（有線）回線、を有する．

Deep

Space

Center）

臼田宇宙空間観測所
白川宇宙空間観測所

所内マップ

64mアンテナ（後方は研究棟等）
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【HQ／統合追跡ネットワーク技術部所属】

復調方式は，PCM／PSK／PMまたはPCM／PMであり，リ

臼田宇宙空間観測所は，「深宇宙探査の窓」として，1984

年10月に開所した．この施設は，超遠距離にある探査機
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．

本施設は，我が国最大口径の64mパラボラアンテナを
有し，S帯及びX帯の送受信設備を持ち，宇宙工学と宇

ードソロモン／畳み込み連接符号化に対応している．

S帯送信設備
送信周波数2．025〜2．120GHz（宇宙研究バンド）で，最

大送信出力20kWである．水冷式送信機で最終段増幅器
にはクライストロン管を使用している．コマンド信号変

宙理学の一致協力のもと，「はやぶさ」，「かぐや」等の探

調方式は，PCM／PSK／PM（CCSDS対応及びPNコード付
き）である．（大電力増幅装置（HPA）を除き2007年3

査機運用を行ってきた．「はやぶさ」の姿勢異常で発生し

月更新）

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

用では，高いアンテナ性能を活かし，約40万kmの距離
から10Mbpsの高速ダウンリンクを実現し，数々の月面
ハイビジョン動画の取得にも成功した．現在は磁気圏尾

X帯送信設備
送信周波数7．145〜7．235GHz（宇宙研究バンド）で，最

ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」の追跡管制を行っ

大送信出力23kW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／PSNPM（CCSDS対応）である．信頼性をあげるた
め，2005年3月に，送信設備を新たに追加整備し，2台

ている．また，Ku帯の10mアンテナ設備も有し，スペー

の冗長構成となっている．

スVLBI衛星「はるか」への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実施していたが，2005年11
月の「はるか」ミッションの終了に伴い，運用を終了し

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

ている．同アンテナは宇宙科学研究所に移管され，

計測が可能である．アンビギュイティを考慮しない場合

部観測衛星「GEOTAIL」，金星探査機「あかつき」，小型

22GHz

の装置としての最大計測距離は200万㎞（軌道推定ソフ
トウェアでその先の距離まで計測可能）である．ドップ

のVLBI観測等に利用される予定．

ラ計測は，インテグレーテッドドップラ計測方式により

ロ径64m大型パラボラアンテナ
ビーム給電式カセグレン型で，Az−EL駆動方式採用．

最大±10㎞／secまで可能である．（2007年3月更新）

右旋円偏波と左旋円偏波での送受信が可能（切換式）．ア

ンテナ予報値によるプログラム追尾機能を有する．運用
上の最大駆動角速度は，0．3°／secである．

s帯の受信利得62．4dBi，アンテナ雑音温度29K（天頂
指向時，LNA入力端），

x帯の受信利得72．5dBi，アンテ

ナ雑音温度39K（天頂指向時，
信利得は，s帯：61．8dBi，

L，NA入力端）である．送

x帯：71．odBiである．

S帯受信設備
受信周波数2．20〜2．30GHz（宇宙研究バンド）で，電子

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
である．

冷却LNA（雑音温度40K以下）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

衛星管制設備

PCM／PMであり，リードソロモン／畳み込み連接符号化に

理を行りている．2台の㎜ワークステーションで構成

・

探査機の状態表示，送出コマンドの編集および実行管
されており，「GEOTAIL」，「あかつき」，「IKAROS」で運

対応している．

用されており，相模原管制センターからの遠隔制御が可

X帯受信設備

能である．

受信周波数8．40〜8．50GHz（宇宙研究バンド）で，ガス

ヘリウム冷却式HEMT

LNA（雑音温度1系：11．5K，2

系：7．5K）を使用している．システム雑音温度は50．5K

局運用管制設備

3台の㎜ワークステーション（1台は相模原）で構

以下．2013年3月に受信系が更新され，性能改善が図られ

成され，探査機軌道予報値に基づく局運用計画の立案・実

た結果，最小受信可能レベルは一

行と地上機器の制御・監視及び追跡データの取得・編集を

180dBmまで向上した

（最小ループバンドは0．1Hz）．受信復調装置のH／W劣化

行なっている．

量は0．5dB以下に抑えられている．また，テレメトリ信号
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相模原管制センター（SSOC）との間の地上回線は，
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スバンド変換装置のチャンネル数が足りない上，老朽化
による故障チャンネルも増えていることから，8チャンネ

Etherアークストリーム（データ伝送用2Mbps1回線，新
指令電話用2Mbps 1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

つのベースバンド変換装置を併用している．そのほか，

置されているデータ分配／蓄積（現在は，両機能を合わせ

携VLBI観測のために「はるか」で配備したVSOP対応

たデータ配信システムに移行している）が接続され，常

型VLBI記録装置を利用して観測を行っている．

ルのK5対応ベースバンド変換器を導入し，

K3，

K5の2

各大学および国立天文台との共同で行っている，大学連

時データ伝送を行っている．

2006年11月「SELENE」の準備のためにEtherアーク
ストリームを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

電波天文観測設備

している．データ回線では，帯域分割を行い，回線伝送
効率の向上を図っている．Etherアークストリーム回線で

設置されている．Cバンドについては，メタノール分子の

は衛星テレメトリデータ，コマンドデータ，追跡データ，

に，6．7GHzまでの観測が可能となるよう給電系の交換に

アンテナ予報値，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

ている，S／X帯の信号処理系も持っており，すべての帯域

＃7ミラー系に1／C帯共用ホーンが設置されており，L
帯及びC帯の2偏波冷却受信機，及びKa帯冷却受信機が

スペクトル線の単一鏡観測およびVLBI観測を行うため
より観測帯域を拡張している．さらに探査機運用で使用し

用Etherアークストリーム回線（2Mbps）に移行し，3．4KHz

の信号は，100−500MHzの中間周波数に変換され局舎へ伝

アナログ回線を廃止．

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，

標準周波数設備および時刻股備

これにより，すべての周波数帯で準自動観測が可能であ

標準周波数設備は，水素メーザ装置3台と状態監視装
置，信号選択装置，信号分配配信装置により構成され，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，その情報を元に各水素メーザの周波数微調整

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，観測を実行した．

を行っている．周波数安定度10−15台の超高安定周波数基

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

準信号を観測所内各設備に供給している．局内時刻は選

録帯域の広帯域化が必須である．このために，最大2Gbps

択された水素メーザの超高安定周波数をソースにしてカ

に対応可能なA／D変換器を装備している．また，国立天
文台との協力でディスクを利用した広帯域VLBI記録装

ウントダウンクロックで生成され，2台のGPS受信機に
より生成される1PPS信号と局時刻の1PPSとの相互比

置を現在装備している．2007年度までは，国立天文台，

較を常時監視し，所定の範囲（±100ns）内に誤差が収ま

NICT，

るよう維持管理されている．

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

気象観測システム

NTTとの協力で臼田宇宙空間観測所と国立天文台

ルタイムで三鷹に伝送し，光結合リアルタイムVLBI観

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．探査機

測や，臼田のデータの三鷹での記録が可能となっていた．

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

運用中は本気象装置の風速データを常時監視しており，

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

1h以内に最大瞬間風速20m／sを2回観測したら安全のた

も進めている．

め運用を中断するようにしている．

精密角度設定機能付き日周運動追尾装置

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
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
天体のスペクトル線観測を行っている．

測地VLBI観測では，16チャンネル必要で，

本装置は太陽及び星センサ並びに光学航法装置等の屋
外試験時に使用する日周運動追尾装置であり，既存の装
置に比較して改良された点は，追尾精度の向上，計算機
による指向制御並びに搭載重量の増加等である．

架台形式

：改良ドイッ型

追尾精度

：±2．5秒角

被測定物量：60kg
本体重量

K3のべー

：200kg

計算機による指向制御が可能

This document is provided by JAXA.
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e、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

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．

大樹航空宇宙実験場（TARF）は，北海道広尾郡大樹町

とJAXAの間で締結された連携協力協定に基づく連携協
力拠点として，大樹町多目的航空公園内におかれている
（図1）．1997年に北海道大樹町と旧航空宇宙技術研究所
（現JAXA航空本部）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）
により航空公園の拡張と施設の整備が行われた．

2008年からは，1971年から岩手県大船渡市の三陸大気
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
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．

図2

2．2

大気球指令管制棟

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

2．主

な

設

備

である．直径3．6mのパラボラアンテナ（主系），直径1．8m

のパラボラアンテナ（副系），自動追尾受信装置，復調装
2．1

大気球指令管制棟（図2）

置，データ記録装置，コマンド変調装置，コマンド送信

大樹航空宇宙実験場において大気球実験を実施するた

装置，測距装置及び非常用電源装置などから構成されて

めに2007年度に建設された．地上4階の建屋および屋上
に設置された地上高35mの鉄塔からなる．鉄塔最上部に主

おり，大気球指令管制棟に設置されている．主系アンテ

系送受信アンテナが，建屋屋上に副系受信アンテナが設置

へと変換されて受信室へと伝送されており，それぞれに

ナ，副系アンテナにおいて受信された信号は中間周波数

されている．天井高約12mの気球組立室をはじめ，観測器

接続された二台のテレメトリ用受信機と一台のITV用受

組立室，放球指令室，受信管制室，会議室など20以上の

信機によって同時に三周波の受信が可能である．

部屋があり，JAXA標準ネットワークと観測データ配信シ

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

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

This document is provided by JAXA.
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グ記録およびデジタル記録する装置を有している．瞬時
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50kgである．

及び長時間の停電に対応するために，非常用電源装置と

してUPS（無停電装置）及び55kVAの水冷ディーゼル発
動発電機を備えている．

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

2．3低高度宇宙通信実験システム（LASCOS：Low
Altitude

Space

Communication

令を支援するシステムである．

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

2．8

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，コマンド送信装置一測距装置，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

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10台のテレビカメラを設置し
ている．カメラはハイビジョンデジタルカメラであり，

び気球のコマンド制御を，イーサネットなどを経由した

うち屋外の2台は夜間作業時にも鮮明な映像を得られる

遠隔操作で行うことができる．

近赤外線カメラである．これらの映像は棟内放送設備に
より大気球指令管制棟内に設置されたすべてのモニタで

2．4

時刻管制装置

共有できる．

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

2．9

準信号とするNTPサーバーを設置している．

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
までの地ヒ風の風向・風速を等間隔に連続測定している。

2．5

スライダー放球装置（図3）

観測器を保持，開放する放球装置台車及び気球頭部を

2．10

海上監視レーダ

保持，開放するローラー台車から構成される世界でもユ

大樹航空宇宙実験場周辺海域の海上保安を確保するた

ニークな大型気球放球装置である．気球に充填した浮力

めに9．7GHz帯，空中線尖頭電力25kWの海上監視レーダ

（3トン未満）を保持したまま，2台の台車が同じ速度で

を大気球指令管制棟鉄塔に設置している．

レールhを同期走行し，JAXA格納庫内でガス充填された
気球を屋外に引き出して放球できる．

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

2．6

に2機観測器準備室に1機の2トン天井走行クレーン

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

を設置している．

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

2．12

観測器移動台車

ルにより遠隔操作でき，ガス充填者が気球の状態を見な

観測器の移動および放球時の観測器設置位置変更等に

がら充填流量を操作できる．充填口は独立に二系統あり，

用いるバッテリー駆動の電動台車である．台車は有線コ

気球の二つの注入口から同時に充填可能で，充填時間が

ントロールで，前進，後進及び左，右回転ができるほか

短縮できる．注入ガス量は二注入口同時使用時で毎分

走行速度も可変である．

」．t

1■L、、

図3

スライダー放球装置による放球作業
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W．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）
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

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，現在は宇宙研において，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

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

う体制を築いて大学院教育を行っている．また，JAXA
と大学との個別協定書に基づき，連携大学院制度を利用

表2

平成25年度入試状況

宇宙研は大学院教育を通して学生たちに宇宙工学と宇
宙理学について包括的研究指導を行い，大規模プロジェ
クト型研究やその準備研究に直接的に関与することによ

合格者数

志願者数

入学定員

して相手方の大学院教育に協力している．

5

4（10月入学）

4（10月入学）

i内3名は
@ 博士後期課程）

W（4月入学）

U（4月入学）

り，豊かな学識のみならず宇宙科学プロジェクトなどの
企画・立案能力習得の場を提供し，将来の宇宙科学や宇
宙航空分野を先導する人材をはじめ，関連機器産業・利

1．2

用産業・ユーザー産業において研究開発利用を支える人

（東大学際講座）

材，さらには広く社会においてプロジェクトをまとめあ

東京大学大学院理学系研究科／工学系研究科

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

げる総合力を有する人材の育成に貢献している．

宙工学，電気系工学，マテリアル工学及び化学システム
表1大学院教育への職員の担当状況（2014年3月31日現在）
宇宙科学研究所

総合研究大学院大学

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

15

37

29

81

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／

@

7／13

6／1

12

10

i＊12）

i＊10）

11

8

16／13

29／27

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
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

i＊9）

i＊7）

0

1
i＊1）

22
i＊22）

20
i＊17）

＊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：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，国立大学法人法に基づき，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
を基盤とする，我が国初の大学院大学．

相手方の大学院教育に協力する．

宇宙研は他本部等と一部合同で9大学12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

This document is provided by JAXA.
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表3

大学院教育における学生指導状況

（2013年度実績）

指導学生数
修士 博士 小計
総合研究大学院大学

内，外国籍

研究生

合計 修士 博士 小計

内，女性

研究生

合計 修士 博士 小計

研究生

合計
3

物理科学研究科宇宙科学専攻

東京大学大学院

10

26

36

1

37

2

74

42

116

4

120

14

@

理学系研究科

23

19

@

工学系研究科

51

23

特別共同利用研究員

37

@

42

3

74

1

50

13

一

45

1

％

13

50

0

2

4

3

17

0

4

0

3

3

0

4

21

5

2

7

1

0

1

3

4

4

2

3

16

1

17

1

0

2

2

2

一

5

6

7

1

0

1

6

1

8
1

6

一

主要委託大学名

@
@
@
@

国立東京大学大学院
横浜国立大学大学院
東北大学大学院
静岡大学大学院

9

11

20

一

20

0

1

1

@

公立首都大学東京大学院

6

0

6

一

6

0

0

@
@
@

私立早稲田大学大学院
東海大学大学院
東京理科大学大学院

22

0

22

一

22

0

0

2

2

一

2

0

@

海外Sapienza

University

of

Roma

連携大学院

@

225

東京工業大学

@

17

大学院理工学研究科

大学院総合理工学研究科

24

7

一

6

6

12

0

0

0

24

0

一

1

1

1

2

一

2

0

一

0

2

0

2

一

2

0

0

一

0

2

0

2

一

2

1

1

一

1

0

0

0

一

0

2

2

0

2

一

0

0

0

一

一

12

0

2

2

一

2

0

0

0

一

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

@

東京大学

大学院新領域創成科学研究科

1

0

1

一

1

0

0

0

0

0

0

0

一

0

@

鹿児島大学

大学院医歯学総合研究科

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

@

東京理科大学

大学院理学研究科

2

0

2

一

2

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

3

0

3

一

3

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

1

0

1

一

1

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

1

1

一

1

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@
@

大学院基礎工学研究科
北海道大学

@

大学院理学院

大学院工学院

@

首都大学東京

@

徳島大学

大学院理工学研究科

一

0

一

0

0

一

0

@

筑波大学

大学院システム情報工学研究科

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

@

青山学院大学

大学院理工学研究科

4

0

4

一

4

0

0

0

一

0

0

0

0

一

0

大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

138

合計
※研究生＝正規課程学生に準じ研究指導を受ける者．

88

226

5

231

16

（総研大）研究生，特別研究学生

25

9

29

4

（東大）外国人研究生，

10

6

16

17

1

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
H263取得者

博士

計

修士

博士

総合研究大学院大学

0

2

2

1

9

東京大学大学院

4

1

5

34

7

内理学系研究科
内，工掌系研究科

0

合計
計

H259取得者
修士

修士

博士

計

10

1

11

12

41

38

8

46

0

0

11

2

13

11

2

13

1

5

23

5

28

27

6

33

4車内1名は6月

特別共同利用研究員

0

1

1

24

0

24

24

1

25

連携大学院

0

0

0

10

1

11

10

1

11

4

4

8

69

17

86

73

21

94

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
修士（工学）

多羽田

g26年3月
博士（理学）

g26年3月
博士（理学）

g26年3月
博士（理学）

g26年3月

博士（工学）

g25年9月
博士（工学）

g26年3月
博士（工学）

g26年3月
博士（工学）

g26年3月
博士（工学）

g26年3月
博士（工学）

g26年3月

俊

井口

恭介

鳥羽

儀樹

楠野

博士（理学）

g25年9月

指導教員

衛星の自然なスピン歳差運動を角運動量バイアスを用いて実現する方法
ﾆ姿勢制御

坂井真一郎

将来の惑星磁気圏探査に向けたディジタル方式フラックスゲート磁力計

ﾌ開発
Luminosity and Redshift Dependence of the Covering Factor of the Dust
sorus in Active Galactic Nuclei Revealed by In丘ared Observations with

̀KARI

こず枝

羽賀

g26年3月
博士（工学）

学位取得論文

氏名

謫ｾ年月

崇史

SOKEN

@

HALIL

ERSIN
水上

憲明

杉本

理英

久本

泰慶

久保田

勇希

小林

雄太

平井

隆之

and

Distance

uery

彩子

松原

英雄

村田

泰宏

村田

泰宏

WISE

and

Long

Proper

Motion

Baseline

Structure

松岡

of

the

Measurement

Interferometry

Central

Engine

of

H20
in

The

Red

maser

NGC

Supergiant，

PZ

Cas，

in

Astrometry

4261

Using

Core

Shlft

Measure−

高?獅狽

UKF

Adaptation

狽窒盾戟@of

and

Filter

Nanosatellites

Integration

with

Magnetic

for

Attitude

Sensors

and

Determination

and

Con−

Actuator

軟弱地盤におけるテラメカニクスに基づく車輪型ローバの走行性能向上
ﾉ関する研究

坂井真一郎
吉光

徹雄

川勝

康弘

ECR放電とイオン壁面中性化を用いた超熱原子状酸素源の定常ビーム特性

西山

和孝

炭素繊維強化フェノール樹脂の昇温過程における劣化と変形

八田

博志

GaN HEMTを用いた宇宙環境耐性に優れる小型軽量高効率な次世代宇宙
p電力増幅回路に関する研究

山本

善一

吉川

真

Trajectory

Design

shree−Body

for

Lagrange

Polnt

Missions

using

DST

in

Restricted

Problem

IKAROS−ALADDIN観測データに基づいた地球軌道より内側の宇宙塵分布

cfル

（東京大学大学院理学系研究科）

取得学位
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
博士（理学）

g26年3月
博士（理学）

g26年3月

指導教員

学位取得論文

氏名

謫ｾ年月

渡邊

歩佳

火星における対流励起重力波と熱圏への影響

今村

剛

和田

師也

すざく衛星による綾新星からのX線放射の研究

海老澤

研

石川

元久

地球磁気圏ローブ領域月夜側低高度で観測される低エネルギーイオンに

ﾖする研究

齋藤

義文

河村麻梨子

月起源イオンの生成過程及び生成量に関する観測的研究

齋藤

義文

竹島

順平

ICI＝3搭載LEP−ESAによる電離圏カスプ領域低エネルギー電子の観測

齋藤

義文

東郷

淳

森光

智千

今枝

隆之介

符号化マスクとテルル化カドミウム半導体両面ストリップ検出器を組み

№墲ｹた小型硬X線撮像検出器の開発

高橋忠幸

銀河系中心領域における分子雲衝突の探査

坪井

昌人

月面マリウス丘火山複合体の溶岩噴出に関する研究：2回の火成活動のピ
[クの発見とその意義

中村

正人

津田

彰子

真空下でのガラスビーズ焼結体の熱伝導率測定：微惑星熱進化への応用

中村

正人

清水

健矢

持続的磁気リコネクションにおける最小空間構造

藤本

正樹

菊地

貫大

誘電体X線マイクロカロリメータのGHz帯読み出しの研究

満田

和久

斉藤

新也

高橋

忠幸

新井

俊明

中川

貴雄

An

Observational

alazar

Spectral

bIBER

Study

of

Rapid

Gamma−ray

Variability

in

the

Brightest

Flares

Measurements

Rocket

of

the

Experiments

Diffuse

Near−infrared

Radiation

with

the

This document is provided by JAXA.
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（東京大学大学院工学系研究科）

取得学位

氏名

謫ｾ年月
修士（工学）

g25年6月

BREMOND

修士（工学）

g25年9月
修士（工学）

g25年9月
修士（工学）

to

Take

in

Account

the

Dynamics

川口淳一郎

Stereo

久保田

孝

BIKASH

Visual

Aerodynamic
fliding

Odometry

Analysis

for

of

Field

Fin

Robots

Layout

in

on

Natural

Terrain

Reusable

Vehicle

Testing

During

Attitude

藤井

孝藏

谷繁

樹林

可変型柔軟構造飛行隊の空力特性および火星エアロキャプチャへの応用
ﾉ関する研究

安部

隆士

船越

裕亮

周期外乱を受けるトラス構造物の予見情報を用いたポインティング制御

石村

康生

岡本

有生

再使用ロケットの帰還時滑空飛行から垂直着陸への姿勢転回に関する研究

稲谷

芳文

坂本

拓史

稲谷

芳文

中条

俊大

濱崎

拓

修士（工学）
修士（工学）

垂直離着陸型宇宙輸送機の帰還飛行における低空域誘導と必要揚抗比の

析
スピンを伴う大型膜面構造物の過渡応答評価における固有関数解析と連
ｱ体解析の得失に関する一考察

川口淳一郎

太陽地球系ラグランジュ点近傍の深宇宙港と、同港を母港としたソーラーセイルによるメインベルト小惑星への往還軌道設計に関する考察

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月

修士（工学）

直宏

太陽光圧トルクを利用した宇宙機の角運動量管理法

川口淳一郎

木F

昌洋

15kW級DCアークジェットへのホローカソード適用に関する研究

國中

均

Hopping

久保田

孝

using

Cameras

and

Gyroscope

久保田

孝

茂渡

修平

ワイヤを有する月惑星縦孔探査ロボットに関する研究

久保田

孝

深見

友也

原田

隆義

小澤

修士（工学）

修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月

修士（工学）

LEE

g26年3月

@

超小型衛星用高速通信システムの開発と地上受信機における並列処理に

齋藤

宏文

Cu−Cr−Zr系銅合金のクリープ疲労損傷過程の解明

佐藤

英一

晃平

単一方向酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットに固有な低周波振動燃焼
ﾌ線形安定性解析

嶋田

徹

高山

明正

円管内における旋回流並列化による混合促進効果に関する研究

嶋田

徹

山中

翔太

最適規模の反応機構を用いた境界層燃焼着火における非定常非平衡流れ
ﾌ数値計算

嶋田

徹

藤井

裕大

衝撃吸収専用脚を用いた着陸機構の研究

橋本

樹明

柴田

優一

重イオン線照射によるFPGAのソフトエラーの実測に基づく宇宙機用レ
]ルバの角度エラーの推定

廣瀬

和之

英二郎

重イオン照射試験によるFD。SOIアナログ位相同期回路のシングルイベン
g耐性の評価

廣瀬

和之

藤井

孝藏

藤井

孝藏

堀

恵一

堀

恵一

星野

修士（工学）

Localization

熱制御を考慮した小天体探査ローバの移動メカニズムに関する研究

g26年3月

DONG−HWI／

李
飯田

g26年3月

Rover

洋佑

修士（工学）

修士（工学）

DAMEL

宮田

g26年3月

g26年3月

川口淳一郎

林

JARTOUX

g26年3月

修士（工学）

CHANG

g26年3月

@

修士（工学）

Metric

恭平

g26年3月

g26年3月

Pruning

大津

修士（工学）
修士（工学）

Space

均

g26年3月
g26年3月

a

國中

修士（工学）
修士（工学）

of

イオンビームを用いた原子状酸素密度測定に関する研究

@RANJAN

g26年3月

Development
≠窒盾浮獅п@L4

大樹

g26年3月

修士（工学）

LUCAS

指導教員

神田

DAS

g25年9月

g26年3月

学位取得論文

張
二星

東輝
大貴
PO・JUL／

伯容
陽帥

ﾖする研究

英：Some Issues on the Evaluation of Aerodynamic Characteristics of
swo−dimensional Airfoils at Low Reynolds Numbers（和：低レイノルズ数領

謔ﾉおけるCFDの翼型空力特性評価に関する研究）
固有直交分解を利用した多目的最適化解のクラスタリング手法の提案
AStudy

on

the

Combustion

of

Hybrid

ﾉ関する研究）

次世代高性能低毒性スラスタの研究

Rocket（ハイブリッドロケットの燃焼

This document is provided by JAXA.
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酸化剤流旋回型ハイブリッドロケット内の燃焼を伴う流れの数値シミュ

博士（工学）

本江

g25年9月

戟[ション（Numerical

幹朗

Simulations

奄獅〟￨Oxidizer−Flow−Type

Hybhd

of

Combustive

Flows

in

a

Swir1−

嶋田

徹

嶋田

徹

國中

均

久保田

孝

Rocket）

反応流・伝熱統合解析によるハイブリッドロケット内部弾道特性の数値予
博士（工学）

船見

g26年3月

ｪ技術に関する研究（Study

祐揮

qocket

Intemal

Ballistics

on
with

Numerical
Combined

Evaluation

Analysis

of

Method

Reactive

for

Flow

Hybrid

and

Heat

of

Mi−

sransfer）

博士（工学）

大道

g26年3月
博士（工学）

g26年3月

AStudy

渉

JAYASEKARA
oESHALA GEHAN

博士（工学）

g26年3月
博士（工学）

g26年3月

浅田

健吾

藤里

公司

on

the

Degradation

モ窒盾翌≠魔?@Discharge

Study

on

Localization

奄唐狽奄メ@Pose

Mechanism

and

Lifetime

Enhancement

Neutralizers

Assistance

Estimation

for

Mobi五e

Robot

Navigation

using

Probabil−

Techniques

Computational

Analysis

狽盾秩@toward

Separated−Flow

of

the

Flow

Fields

Induced

by

a

DBD

Plasma

Actua−

Contro1

アンモニウムジトラミドの燃焼に関する研究

藤井

孝藏

堀

恵一

（特別共同利用研究員）

取得学位

謫ｾ年月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（理学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月

小林

翔悟

村上

浩章

茨木優希子
飯島

律子

井上

真奈

垣内

巧也

富川

和紀

立川愛弥子
田申

洗輔

杉田

裕人

山村

治人

三宅

大介

杉本

洋輝

小宮山雄斗

藤暗

慎平

八津川友輔

福田

豪

藤岡

直也

伊藤

信平

東京大学大学院

搖w系研究科

担当教員

学位取得論文

所属大学院

氏名

ASTRO−H衛星搭載硬X線撮像検出器の応答特性

国分

紀秀

国分

紀秀

満田

和久

東京大学大学院

ASTRO−H搭載硬X線検出器のアクテイブシールド機能

搖w系研究科

ﾌ検証

奈良女子大学大学院

遠方銀河団の銀河フィラメントを通じた成長過程の他波

l間文化研究科

ｷ研究

首都大学東京大学院

積層配線による多素子化を目指したTES型X線、マイクロ
Jロリメータの開発

石田

学

断熱消磁冷凍機を用いた高分解能X線分光システムの構築

石田

学

石田

学

石田

学

宇宙環境と居住空間の新しい関係性の構築

石村

康生

金属一絶縁体転移物質を用いた宇宙機用放射率可変素子
iSRD）の性能向上に関する研究

廣瀬

和之

マイクロ波放電式小型イオンスラスタにおける内部プラ
Yマ診断に関する研究

國中

均

3次元数値解析を用いたリングカレント方式磁気プラズ
}セイルの推力特性評価

船木

一幸

アルゴンガス中のDBDプラズマアクチュエータにおけ
髟咩dプラズマの高速観測

安部

隆士

脆性材料の混合モード破壊靭性評価

佐藤

英一

純A1の結晶粒微細化に伴うクリープ変形機構の遷移

佐藤

英一

廣瀬

和之

阿部

琢美

川崎

繁男

藤井

孝藏

八田

博志

搓H学研究科
首都大学東京大学院

搓H学研究科
首都大学東京大学院

搓H学研究科
首都大学東京大学院

搓H学研究科
神奈川大学大学院

H学研究科
東京理科大学大学院

搖w研究科
静岡大学大学院

H学研究科
静岡大学大学院

H学研究科
東京農工大学大学院
D工学府
首都大学東京大学院
Vステムデザイン研究科
首都大学東京大学院

搓H学研究科
慶応義塾大学大学院

搓H学研究科

マイクロマシン技術を用いた超軽量Wolter I型X線望
搭ｾの開発
次期X線天文衛星ASTRO−H搭載軟X線、望遠鏡の地上性
¥評価

表面弾性波を用いた再突入熱防御材料の高温表面温度測

阮@の開発一Sl3N4とsic／sic複合材料の1500Kまでの
ｪ定一

東海大学大学院

電離圏E領域に存在する高電子密度層の温度構造に関す

H学研究科

骭､究

東京理科大学大学院

H学研究科
東京理科大学大学院

H学研究科

An

Evaluation

qecti∬e〆s

of

Output

Wireless

Power

Characteristics

Transmission

for

Di価erent

Microwave
Modulation

sype．

火星航空機全機形状周りの流れの数値解析

日本大学大学院

非対称構造熱可塑／熱硬化ポリイミド混合系の熱的・力学

搓H学研究科

I性質と高温接着剤の開発

This document is provided by JAXA.
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修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（工学）

g26年3月
修士（環境
}テリアル）

森口

開理

東浦

孝典

山田

宗平

森

雄飛

西村

遼

野田

博文

g26年3月
博士（理学）

g25年9月

法政大学大学院

H学研究科
法政大学大学院

H学研究科
早稲田大学大学院

誧ｲ理工学研究科
早稲田大学大学院

誧ｲ理工学研究科
帝京科学大学大学院

搓H学研究科
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ポリカーボネートの超高速衝突損傷進展機構の解明

佐藤

英一

Alignment

船木

一幸

電磁シールド効果の検証に向けたバルク超伝導体の着磁
ﾁ性に関する実験的研究

安部

隆士

温度勾配下における混合溶液および合金中の溶質再分配

稲富

裕光

遠心機ヒでのダイヤモンド合成

稲富

裕光

国分

紀秀

東京大学大学院

X−ray

搖w系研究科

モ撃?堰@with

Free干渉計の開発

Studies

of

the

Central

Engine

in

Active

Galactic

Nu−

Suzaku

（連携大学院）

取得学位

所属大学院

氏名

謫ｾ年月
博士（工学）

Le

g26年3月

Xuan

Huy

学位取得論文

東京工業大学大学院

AStudy

搓H学研究科

̀lgorithms

on

Reasonably
for

Reliable

指導教員

Attitude

Determination

松永

Microsatellites

三郎

3．学位取得者の進路・就職先

博士
10

計

民間企業

政府

その他

計

航空宇宙

一般

@関等

1

6

1

2

22

23

2

67

4

10

2

0

2

3

1

22

5

16

3

2

24

26

3

89

i大学等）

10

修士

研究開発機関

教育機関

進学

進学

政府機関等

東京大学大学院理学系研究科，東京大学大学院工学系研

厚生労働省，

航空宇宙

一般

E未定

文部科学省，特許庁

究科，早稲田大学大学院基幹理工学研究科
民間企業等
教育機関

（航空宇宙）

東京理科大学，神奈川大学工学部，京都外大西高等学校，

日立製作所，アクセルスペース，東レ，日本航空，日本

愛媛大学宇宙進化研究センター，オハイオ州立大学

電気（NEC），三菱重工，東芝，三菱電機テラテクニカ

研究開発機関等

キャノン，リコー，メイテック，ニコン，日揮，武蔵テク

（一般）

（航空宇宙）
National

昭和電工，トヨタ自動車，JR西日本，

ノケミカル，JFE商事，

（独）宇宙航空研究開発機構，vietnam

Satellite

ヤマハ発動機，三井物産三菱電機，IHI，

FANUC，

JR東日本，三井造船プラントエン

ジニアリング，パラマウントベッド，TDK，キャノン電子，

Center（VNSC），自然科学研究機構国

ホームズ，アウトソーシングテクノロジー，ITベンダ

立天文台
（一般）

（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．

（独）理化学研究所，（独）産業技術総合研究所

※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．

4．大学院生の受賞歴等
賞

氏名

指導教員

所属大学院

外岡

学志

船木

一幸

総合研究大学院大学

久本

泰慶

西山

和孝

総合研究大学院大学

物理科学研究科学生セミナー優秀ポスター賞
The
aest

29th

International

Poster

Award（First

Symposium

on

Space

Technology

alld

Science：

Pdze）
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SOKEN

@

HALIL

ERSIN

坂井真一郎

総合研究大学院大学

Graduate
̀IAA

Student

Guidance

Paper

Navigation

Finalist
and

Award

Control

for

the

presentatioll

圭晃

藤井

孝藏

東京大学大学院

阿部

圭晃

藤井

孝藏

東京大学大学院

第41期可視化情報シンポジウム

優秀学生講演賞

阿部

圭晃

藤井

孝藏

東京大学大学院

第44期航空宇宙学会年会講演会

優秀学生講演賞

有松

亘

片坐

宏一

東京大学大学院

一戸

悠人

高橋

忠幸

東京大学大学院

KEK測定器開発室第3回測定器開発・優秀修士論文賞

大谷

知弘

橋本

樹明

東京大学大学院

第57回宇宙科学技術連合講演会

小澤

晃平

徹

東京大学大学院

Japanese

清水

健矢

藤本

正樹

東京大学大学院

地球電磁気・地球惑星圏学会134回講演会
w生発表賞（オーロラメダル）

田中

洗輔

廣瀬

和之

西村

遼

稲富

裕光

長谷川直輝

川暗

繁男

福田

豪

川崎

繁男

森口

開理

佐藤

英一

東京理科大学大学院
i特別共同利用研究員）

帝京科学大学大学院
i特別共同利用研究員）

京都大学大学院
i特別共同利用研究員）

東京理科大学大学院
i特別共同利用研究員）

法政大学大学院
i特別共同利用研究員）

2013

第27回数値流体力学シンポジウム

阿部

嶋田

at

Conferellce

xストCFDグラフィックス・アワード

Intemational

Conference

on

Cosmic

Microwave

Background：the

best

垂盾唐狽?秩@award

Rocket

Society

学生セッション

最優秀賞

Award

日本熱物性学会学生ベストプレゼンテーション賞
日本マイクログラビティ応用学会毛利ポスターセッション敢闘賞
マイクロウェーブ展大学展示奨励賞
マイクロウェーブ展大学展示奨励賞
平成24年度衝撃波シンポジウム

Best

Presentation

Award

5．大学院生の研究費獲得状況
指導教員

氏名

所属大学院

研究費の名称

杉本

理英

川勝

康弘

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）

有松

亘

片坐

宏一

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

松本

純

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）

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）

一戸

悠人

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）

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）

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

上本

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）

阿部

圭晃

藤井

孝藏

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

関本

諭志

藤井

孝藏

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

関谷

典央

山崎

典子

東京大学大学院

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

小川

智弘

櫻井

壮希

川口

石田
国分

学
紀秀

首都大学東京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）

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）

This document is provided by JAXA.
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笹野

理

国分

紀秀

野田

博文

国分

紀秀

名倉

裕一

八田

博志

大村

洗平

松本

聡

東京大学大学院理学系研究科
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科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

i特別共同利用研究員）

東京大学大学院理学系研究科

科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

i特別共同利用研究員）

東京理科大学大学院基礎工学研究科

研究成果最適展開支援プログラム（A−STEP）

i連携大学院）

筑波大学大学院システム情報1二学研究科

大学院生等を対象とした海外派遣に伴う旅費支援

i連携大学院）

6．特許権等
氏名

堤

指導教員

明正

小川

所属大学院

博之

発明等の名称
特許取得「エネルギー取出装置及びエネルギー取出方法」，
ﾁ開2012−031867，公開日2013．9．26

総合研究大学院大学

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．

への協力を推進するため，所長決定にて設置されている．

大学院教育推進センタ・一・一運営委員会を置き，センター

大学院教育協力に係る基本的な方針，総合研究大学院
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

運営に係る重要事項の審議にあたる．

c、人材養成
JAXAでは，大学院教育に含まれない研究者及び技術者

その根拠は，旧航空宇宙技術研究所の設置法を引継い

の養成に関する業務を，大学・研究機関連携室とりまと

だ機構法第18条8号及び業務方法書第10条にて定義さ

めのもと，全本部等で実施している．

れている．

宇宙研が中核となる大学院教育と異なり，人材養成は，

宇宙研では人材養成への協力も行っており，具体的に

民間企業，関係機関，大学等の研究者及び技術者を対象

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

技術研修生数

内，外国籍

内，女性

修士

博士

研究生

国立

6

8

3

2

公立

8

5

0

私立

37

25

海外

0
51

計

計

学部

学部

修士

博十

研究生

19

0

1

0

1

0

13

0

0

0

0

0

62

1

0

2

2

0

4

O

40

5

2

98

1

修士

博士

研究生

計

2

1

0

1

1

3

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

2

1

0

0

3

2

2

0

4

0

0

0

0

0

3

2

1

7

4

1

1

1

7

計

学部

This document is provided by JAXA.

232

V皿．教育・広報

圭
目

2．図

「桐
＼

1．図書室

うち2013年受入雑誌種数

208種

洋雑誌

97種

電子ジャーナル

47種

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

11種

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

53種

本図書室は，宇宙科学及び関連分野の図書・雑誌・レポ

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
IEL

10p

して，新たにホームページの公開，電子資料の共同利用，

約4，300種

Online

181種

Journal

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

Direct

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

JournaI

約1，690種

222種

Wiley−Blackwell

約1，370種

JSTOR

スの向上に努めている．

その他

約680種

なお，平成26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

一一一一 @〇xford

「一一

数書書

書洋和

蔵

AIAA

50000
92，100冊（増加内訳）
76，130冊（図書61製本雑誌1，102）

IEL（Journal＋Conf）

40000

10P

30000

AIP

15，970冊（図書231製本雑誌151）

Annual

20000

ReVlew

Science

所蔵雑誌種数
洋雑誌
和雑誌

1，193種

10000

959種
234種

0

国ature
Spr

2009

2010

2011

2012

2013

Inger（」ourna

0science

l＋book）

Dlrect

This document is provided by JAXA.

V皿．教育・広報

233

電子ブック
AGU

Geophysical

AIAA
AIP

Monograph

Education

596冊

Series

Conference

Net

Series

69冊

Proceedings

1，509冊

Library

576冊

0）rford

Scholarship

Springer

eBOOK

Online（Physics）165冊

42，910冊

理科年表プレミアム

件数

検索データベースアクセス件数（年別）

18000
ロJapan

16000

Knowledge

14000

口Scopus

12000
10000

口ProQuest

8000
6000

データベース
ProQuest（CSA
Engineering

Technology

Research

Database）

口Engineering
Village

4000

日Web

2000

Village

of

Science

0

GeoRef

2009

2010

2011

2012

2013

Scopus
Web

of

Science

Japan

Knowledge

購読雑誌リスト
欧文雑誌
タイトル

所蔵巻号

AIAA

Joumal．

AIAA

Meeting

［］内は欠号あり．

1（1963）−51（2013）

1963−1995（MF）

Paper．

Acta

Astronautica．

1（1974）−18，［19］，20−69（2011）

Acta

Materialia．

44（1996）−58（2010）

Advances

in

Space

Aeronautical

Research．

Journal．

Aerospace

72（1968）−83，［86−108］，111−117（2013）

America．
Ceramic

Annales

Geophysicae．

Society

Annual

Reviews．

ApPlied

Optics．

Physics。

Bulletin．

Materials

Applied

Physics．

Applied

Physics

Express．＊

Applied

Physics

Letters．

Astronomica1

61（1982）−65，［66−82L83−91（2012）＋

Laser

and

Science＆Processing．

Optics．

Astrophysical

オンライン購読中
オンライン購読中

60（1995）−81（2005）

オンライン購i読中

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
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

1（1962）−9，［10−11］，44−103（2013）

Journal．

and

11（1972）−18，［19L21−52（2013）

1（2008）−6（2013）

50（1942／44），71−146（2013）

Astronomy＆Astrophysics．
Astronomy

Astrophysics

1（1969）−47，［48−422L423−558（2013）

Review．

10（2000／2002）−12，15，17−21（2013）

Journal．

1（1895）−93，100，103−147（1967）

Astrophysical

Journa1．

Pt．1．

148（1967）−779（2013）

Astrophysical

JournaL

Pt．2．

148（1967）−779（2013）

Astrophysical

JoumaL

SuPPIement．

［7（1962）−15］，16−209（2013）

Astrophysics．

［1（1965／67）−3L4−54（2011）

Astrophysics

and

Autonomous

Robots．

Aviation
Bulletin

Celestial

Space

Science．

Week＆Space

of

the

Chemical

Mechanics

1（1968）−348（2013）

Technology．
Society

and

of

Japan．＊

Dynamical

Astronomy．

Chaos．

Explosion

Combustion

and

Composites

Science

ESA

and

Earth，

1（1957）−12，［13−39］，44−144（2006）

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

22（1985）−56（1996）

オンライン購i読中

［53（1980）】，54−86（2013）

46（1989）−117（2013）

Waves．

and

Technology．

1（1965−67）−15，18−49（2013）

no．41（1985）−83，89−137（2009）

Moon，

and

Planets．

30（1984）−109（2012）＋

Planets

and

Space。＊

50（1998）−64（2012）

Experimental
Fluid

Shock

Flame．

Bulletin．

Earth

［72（1960）−125］，126−175（2013）＋

6（1996）−23（2013）

Combustion，

オンライン購読中

6（1988）−30（2012）十

A．

B．

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

22（1984）−50（2012）＋

American

Applied

1（1981）−46（2010）

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

Astronomy．

Dynamics．

1（1989／91）−18，21−36（2013）
1（1966）−14，17−46（2011）

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

This document is provided by JAXA.

234

W．教育・広報
所蔵巻号

タイトル
Geophysical

Journal

Geophysical

High

Research

1（1974）−13，【14］，15−40（2013）

Letters．

1（1963）−7，［9−10］，11−36，38−51（2013）

Temperature．

29（1989）−53（2013）十

IS】〔「InternationaL＊

h血ared

Physics

Intemational

and

of

Intematio副Jo㎜誕of
Journal

of

Intenlado剛o㎜al

hltematiollal
Japanese
Joulnal

and

Mass

of

Flow．

Mass

Hydrogen

Journal

Journal

1（1965）−86（2013）

1（1960）−22，25−48（2005）

Trans艶r．

Ener即．

of㎞pact
fbr

Engineebng．
176（1998）−250（2006）

Spec仕omet可．

N㎝erical

Methods

of

Thermophysics．

AppHed

Physics．＊

in

Engineering．

Journal

of

the

Journal

of

Applied

Journal

of

the

Astronautical

Journal

of

the

Atmospheric

Journal

of

Joumal

of

Jo㎝訓of
Journal

Amehcan

47（2008）−52（2013）

British

Chemical

Cryst君1

Jo圃of

Fluid

Journal

of

Journal

of

Ceran盛c

65（1982）−95（2012）十

Soc三ety．

24（1953）−48，53−114（2013）

Physics．

Composite

of

2（1970）−26，［27］，28−64，［65］，66−96（2013）

3（1966）−4，8−26，［27］，28−50（2013）

of∫凱craft．

the

1（2004）−10（2013）
1（2010）−4（2013）

Science．

Fluid

Heat

of

Joumal
Joumal

Technology．

Contro1．

of

Intema廿o剛o㎜組of
Intemational

Ceramic

Glass

Heat㎝d

Joumal

International

ApPlied

ApPHed

Intemadon訓Jo㎜訓of
Ihternational

35（1994）−53（2010）

Tec㎞010gy．

Joumal

Internadona1

口内は欠号あり．

98（1989）−133，［134］，135−195（2013）

Internationa1．

7（1960）−58（2011）＋

Sciences．

【17（1959）−42］，43−65（2012）十

Society．

Physics．

1（1933）−139（2013）

Materi謡s．

16（1982）−42，44−46（2012）十
2（1968）−21，［22］，23−47，56−285（2005）

Growth．

［31（1968）−32］，33−50，［51。63］，64−737（2013）

Mech㎝ics．

Geophysical
Geophysical

Research．

A．

83（1978）−118（2013）
83（1978）−118（2013）

Joumal

of

Geophysical

Research，

B．

of

Geophysical

Research．

C．

83（1978）−84，［85］，86−118（2013）

Jo㎝al

of

Geophysical

Research．

D．

89（1984）−118（2013）

Geophysical

Research．

E．

96（1991）−99，［100］，101−118（2013）

Geophysical

Research．

F．

108（2003）−118（2013）

Geophysic田Research．

G．

of

Jo㎜al

of

Journal

of

Jo㎜a互of

Guidance，

Control，

Jo㎜謡of

Mate梱s

Science．

Journal

of

and

110（2005）−118（2013）

17（1982）−48（2013）

Science．

Materials

in

Electronics．

Materials

Science．

Materials

hl

Medicine．

1（1990）−15，17−22（2011）
1（1990）−15，17−22（2011）

Joumal

of

Joumal

of

Jo1㎜al

of

the

Optical

Society

of

Alnerica．

A．

1（1984）−30（2013）

Journal

of

the

Optical

Society

of

Amer五ca．

B．

1（1984）−30（2013）

Journal

of

Journal

the

Physical

［7（1966）−9］，10−54（2013）

Physics．

Opdmセation

of

Theory
Society

and
of

Ja

13（1974），15−16，19，24−26，30−159（2013）

ApPlications．

32（1972）−45，48−82（2013）十

an。＊

Joumal

of

Physics．

B．

1（1968）−43（2010）

Jo㎝al

of

Physics．

D．

1（1968）−43（2010）

Joumal

of

Plasma

Joumal

of

Propulsion

Jo翻of
Joumal

Som面d
of

1（1967）−79（2013）

Physics．
and

80（1982）−191，［192］，193−289（2006）

Vibratlon．

1（1964）−3，［4−5］，6−49（2012）＋

Rockets．

Jo㎜記of

Teπanechぬcs．

Jo㎜al

Themophysics

of

1（1985）−7，［8］，9−29（2013）

Power．

Spacecra食and

and

Heat

Vacu㎜Science＆Tec㎞010舘．

Jo㎜al

Vacuum

Materials

Materials

A．

Science＆Tec㎞ology．

Science＆Engineeri皿g．

A．

Materials

1（1983）−31（2013）

・

1（1983）−31（2013）

1（1988）−125（2005）

Science＆Enginee血g．

C．

［1（1993）］，2−25（2005）

Science＆Enginee血g．

R．

10（1993）−51（2006）

Materials

Science

Materials

Transactions．＊

Imd

1（1985）−22，24−29（2013）

Tec㎞010gy，

12（1983）。36（2007）

and

Materials

5

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

42（2001）−54（2013）十

Mercury．
MetaUurgical

B．

101（1988）−417（2006）

Science＆Enginee血＆B．

Materials

24（2010）−25，27（2013）

Tr㎝s艶r．

Jo㎜1訓of
of

、

5（1982）−20，［21］，22−36（2013）

Dynamics．

Materials

Mathematical

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

54（1949），63−82（1977）

Research．

Jo㎝al

Journal

オンライン購読中

20（1963）−69（2012）十

Sciences．

Interplanetary

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

Transactions．

A．

25（1994）−44（2013）

オンライン購読中
オンライン購読中

This document is provided by JAXA.

V皿．教育・広報
タイトル

所蔵巻号

Meteoritics＆Planetary
Microwave
Monthly

NASA

Science．

Notices

Tech

口内は欠号あり．

31（1996）−35，［36］，37−48（2013）

Jouma1．
of

the

Royal

Astronomical

Soclety．

110（1950）−129，［131−229］，230−436（2013）

Briefs．

213（1967）−215，［216−452］，453−504（2013）

Geoscience．

Nature

Materials．

Nature

Physics．

Engineedng．
of

Life

and

PASJ：Publications

Philosophical

11（1972）−18，21−45，［46L47−51（2012）十

Evolution

of

the

of

Biospheres．

Astronomical

15（1984）−42（2012）＋

Society

of

Japan．＊

1（1949）−65（2013）＋

Magazine．

1（1926）−93（2013）

Physica

Scripta．

Physical

Review．

A．

1（1970）−88（2013）

Physical

Review．

B．

1（1970）−6，［7−9L10−88（2013）

Physical

Review．

C．

1（1970）−88（2013）

Physical

Review．

Physical

Review。

Physical

25（1982）−52，［53］，54−82（2010）

D。

1（1970）−7，［8］，9−88（2013）

E．

Review

47（1993）−88（2013）

Letters．

Physics

of

the

Physics

of

Fluids．

Physics

of

Physics

Today．

Earth

and

1（1958）−75，［76L77−111（2013）

Planetary

Interiors．

［43（1986）−58］，59−183（2010）

1（1989）−25（2013）

Plasmas．

Planetary

and

1（1994）−20（2013）

［19（1966）L20−28，39−66（2013）

Space

Plasma

Chemistry

Plasma

Sources

Science．

and

Plasma

Science

of

the

1（1959）−42，［43］，44−58（2010）

Processing．

and

Proceedings：Mathematical，
Proceedings

Technology．

Physical

Combustion

and

Engineering

Sciences．

381（1982）−461，［462］，463−469（2013）

Institute．

Progress

in

Aerospace

Progress

of

Theoretical

Physics．＊

1（1946）−128（2012）〃

Progress

of

Theoretical

Physics．

78（1984）−197（2012）〃

Propellants，
Publications

Radio

Science．

Explosives，
of

the

11（1970）−33，【34（1998）］

Supplement．＊

Pyrotechnics．

Astronomical

Society

of

the

Pacific．

Science．

Review

of

Scientific

Instruments．

7（1982）−37（2012）十

オンライン購i読中
オンライン購i読中

1（1966）−2，［3］，4−32，［33L34−48（2013）

オンライン購読中
オンライン購i読中
オンライン購読中
オンライン購i読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

1（1930）−84（2013）

of

Geophysics．

1（1963）−4，［5L6−51（2013）

Reviews

of

Modem

2（1930）−85（2013）

SIAM

and

Joumal

Physics．

Autonomous
on

Control

Systems．
and

Optimization．

20（1982）−50（2012）十

Science．

Scientl丘c
Scripta

Shock

［103（1946）−275］，276−342（2013）

American．

．

［126（1922）−276］，277−309（2013）＋

Materialia．

34（1996）−64（2011）

Waves．

Sky＆Telescope．
Solar

Energy

Solar

Physics．

Solid−State

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購i読中
オンライン購読中
オンライン購i読中
オンライン購i読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購i読中
オンライン購読中
オンライン購i読中
オンライン購i読中
オンライン購読中
オンライン購読中

85（1973）−89，95−125（2013）

Reviews

Robotics

オンライン購読中

［15（1991）L16−31，33−36（2012）＋

Nature

Origins

オンライン購i読中

6（1963）−10，［11L12−49，51−56（2013）＋

Nature．

Optical

235

オンライン購読中
オンライン購読中

33（1967）−52，［53−81］，82−126（2013）＋

Materials＆Solar

Cells．

25（1992）−45，［46］，47−49（1997）

1（1967）−220，223−288（2013）

Electronics．

Space

Research

Today．

Space

Science

Reviews．

8（1965）−39，［40−46（2002）］

170（2007）−179（2009／10）
1（1962）−7，［9−110L112−173（2012）＋

Space且ight．

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

2（1959／1960）−6，［7］，8−47，49−54（2012）十

Transactions

of

the

Transactions

of

the

ASME．Joumal

ASME．

of

ApPlied

Joumal

of

Transactions

of

the

ASME．

Joumal

of

Fluids

Transactions

of

the

ASME．

Joumal

of

Heat

Transactions

of

the

ASME．

Joumal

of

Transactions

of

the

Japan

Society

Transactions

of

the

Japan

Sodety

for

49（1982）−80（2013）

Systems，

Measure一

Engineering．

and

Aeronautical

104（1982）−135（2013）

Acoustics．

Aeronautical

104（1982）−135（2013）
104（1982）−135（2013）

Transfer．

Vibration

for

Mechanics．

Dynamic

and
and

Space
Space

112（1990）−135（2013）

Sci一
Sci一

オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中
オンライン購読中

（＊印は国内欧文雑誌）
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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
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
電子情報通信学会論文誌
電子情報通信学会誌

355（1951／s26）−495，497−1110（2013／h25）十
35（1986／s．61）−62（2013／h25）十

8（1976〆＆51）−96（2012／h24）＋

継続購読中

A
B
C
D

70（1987／s．62）−96（2013／h25）十
70（1987／s．62）−96（2013刀h25）十
70（1987／s．62）−73，［74］，75−83（2000／h．12）−96（2013／h25）十

70（1987／s．62）−96（2013／h25）十
70（1987／s．62）−96（2013／h25）十

EXPLOSION

1（1991／h3）−22（2012／h．24）十

Electr㏄hemistry（電気化学及び工業物理化学）

【29（1961／s36）−40】，41−81（2013／h25）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
JIS（日本工業規格）追録 H
JIS（日本工業規格）追録 K
JIS（日本工業規格）追録 W
JIS（日本工業規格）追録 X
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
軽金属
計測自動制御学会論文集
計測と制御
高分子論文集
航空宇宙技術
固体物理
まてりあ 日本金属学会会報
ニユートン
日経サイエンス
日本物理学会誌
日本エネルギー学会誌
日本複合材料学会誌
日本原子力学会誌
日本ゴム協会誌
日本建築学会環境系論文集
日本建築学会計画系論文集
日本建築学会構造系論文集
日本機械学会誌
日本金属学会誌
日本航空宇宙学会誌
日本航空宇宙学会論文集
日本ロボット学会誌
応用物理

1（1996／h￡）−18（2013／h25）＋

土木及び建築
一般機械
電子機器及び電子機械
鉄鋼
非鉄金属
化学
航空
情報処理

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（1970／s45）。25］，26−54（2013／臨25）＋
1（1931／sβ）−29，［30−70］，71−83（2013／h25）十

10（1960ゾs35）−18，［19−37］，39−63（2013／h．25）＋
22（1986／s．51）−49（2013／h．25）十
［8（1969ゾs．44）−24］，25−52（2013／h25）＋

37（1980／s．55）−38，42−70（2013血25）十

オンライン購読中
15（198（ys．55）−16，［20−41］，43−48（2013／h25）十
33（1994／血．6）−52（2013／h25）十

継続購読中
継続購読中
1（1946／s．21）−67（2012／h．24）＋

71（1992／h．4）−91（2012／h24）十
6（19801sま55）−38（2012／h．24）＋
6（1964／s39）−19，［20］，21−54（2012／h24）＋
1（1928／s3）−53，［58−72］，73−85（2012／h24）十

566（2003／h．15）−622：73−78（2013／h25）十
455（1994／h．6）−622：73−78（2013／L25）＋

455（1994加6）−622：73−78（2013／h．25）十
49（1946／s．21）−115（2012／h．24）十

32（1968／s．43》76（2012／h．24）十
16（1968／s．43）−60（2012／h24）十

47（1999／h．11）−60（2012瓜24）十
［2（1984／s．59）−10］，11−30（2012瓜24）十
40（1971／s46）−47，［48］，49−81（2012／h．24）十

パリティ

6（1991／h．3），［7］，8−27（2012瓶24）＋

繊維学会誌
真空
数理科学
天文月報
図書館雑誌
有機合成化学協会誌
遊星人
材料とプロセス

31（1975／s50）−44，【45】，46−68（2012／h24）十
［5（1962／s37）−23］，28−55（2012毎24）十
29（1991／h3），32−50（2012／h．24）＋

。

77（1984／s．59）。105（2012瓜24）→胸
21（1927／s．2）−38，［40−90］，91−106（2012／h24）＋

1（1943／s．18）−13，15−21，23−70（2012瓶24）十

1（1992毎4）−21（2012／h．24）十
7（1994！hお）−26（2013／圧25）十
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新
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聞
Japan

Times

日刊工業新聞

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

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，様々なカテ

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

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26年3月末までに論文等のデータ提供および

究開発の成果をまとめた文献等の書誌情報や本文（一部

登録件数は，12，090件となっている．

除く）を閲覧することができる．
登録数

カテゴリ

i本文あり）

学術雑誌論文

4，477

８割が本文データへのリンクまたはDO1あり．

i一）

学位論文

JAXAリポジトリへようこそ

909

@
（ISASリサーチノート含む）
Q010年度以降のRNより本文データあり．

i28）

924

1SAS主催シンポジウム等

i47）
2︵一︶

会議発表論文

旧機関資料
@
（宇宙科学研究所）
結梠蜉w宇宙航空研究所報告を含む．

5，778
i5，776）

図3JAXAリポジトリISAS登録件数内訳
図1JAXAリポジトリ

http：〃repository．tksc．jaxa．jp／

また，本年度はISAS主催のシンポジウムをJAXAリポ
平成21年の開始以来，アクセス件数は年々増加してい

ジトリに登録した．今後はシンポジウム開催後，JAXAリ

る．（図2）JAXAリポジトリのアクセス統計を開始した

ポジトリにて，講演集として本文データを含んだ情報を

平成23年度と比較すると，平成25年度現在では約3倍

公開していく．

のアクセス件数となっている．

毎年，査読付き論文の登録

リクエスト登録の受付も

継続して行っている．

図2JAXAリポジトリアクセス件数（平成23−25年度）
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3．広報・普及
表1

自由見学の来場者数・来場組数の月別分布

月

1．はじめに

県外

市外

市内

組数

人数

平成25年度も，施設公開，地域連携，科学館連携を
柱に，従来宇宙科学にあまり接点を持たなかった層に広

4月

4，793

1，706

641

561

504

5月

5，582

1，924

792

562

570

く門戸を開くことに優先的に取り組んだ．

6月

4，860

1，637

660

533

444

7月

5，280

1，893

773

586

534

2．活

8月

10，888

3，505

1，269

1，136

1，100

9月

4，357

1，638

617

523

498

動

内

容

2．1事業等の広報
様々な研究成果，実験結果や重要な観測結果の公表な
どにつき，報道発表を実施している．報道発表はJAXA
広報部と綿密な連携の下に実施され，記者会見やインタ
ーネットを通じたプレスリリースを行っている．平成25
年度は，プレスリリース／お知らせを17件，機体公開を
3回，取材対応を66回行った，

10月

3，114

980

350

321

309

11月

3，679

1，067

394

315

358

12月

2，595

868

339

258

271

254
236

1月

2，725

952

404

294

2月

1，979

742

258

248

3月

4，162

1，421

490

457

474

54，014

18，333

6，987

5，794

5，552

合計

学術成果を発信する上では，報道機関関係者に宇宙科
あり，その取り組みとして，記者勉強会を開催し，学術
成果を国民へ正しく報道するための理解増進活動を実施
した．

2．2

施設公開の拡充

展示室や屋外見学コースの内容を拡充するとともに，

特別公開，団体見学，自由見学を通じて施設公開の充実
を進めている．

表2

団体見学の来場者数の月別分布と団体別の内訳

月

学に関する基礎的な理解を深めてもらうことが第一歩で

4月

315

人数

組数

団体

人数

幼稚園・保育園

18

932

5月

1，027

小学生

38

1，996

6月

1，156

中学・高校

65

2，574

7月

1，061

大学・専門

31

892

8月

1，636

研究関係者

1

70

9月

646

80

2，186

教員

7

258
175

10月

2，037

企業・官公庁

11月

1，697

福祉・医療関係

6

展示室を含む見学コースの土日を含む常時公開の継続

12月

597

日本宇宙少年団

12

616

と周知によって，団体見学と自由見学の総数を66，910名

1月

980

一般

103

3，197

と，「はやぶさ」帰還ブームに沸いた平成22年度の58，648

2月

635

名をもはるかに上回る水準に高めた．これは，自由見学

3月

1，109

者数・団体見学者数ともに着実に伸びていることの反映

合計

12，896

である．団体見学者数は12，896名と，平成19年度以前
の2，000名弱のレベルからほぼ1桁増とした．

平成22年度から学生アルバイトを用いて開始した土

このように飛躍的に増大している見学者のニーズに対
応するとともに，多岐にわたる宇宙科学の研究開発の成

日祝の質問コーナーは順調で，来場者の満足度も高い．

果を紹介する展示を充実させるために，新たに展示館を

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

設置すべく，建設に向けた具体的な検討を進めた．

効である．土日祝日限定で実施を開始したロケット発射

60，000

一

音響体験が好評であり，繰り返し来場する例もみられる
ようになった．

一一自由

50．000・

見学

一●一団体

見学

40．000

・

30．000

20，0X）O・

10．000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

図1見学者数（特別公開以外）の最近10年間の推移
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特別公開では7月末の金土の2日連続開催を継続し，
13，894名（＝5，844＋8，050）の来場を実現した．会場の
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か所でのfどもサイエンスフェスティバルやロボフェス
タなど）を通じて神奈川県全域との連携も進めた．

分散化や動線の確保等の工夫により，来場者数の割には
混雑感を軽減することができた．

2．4

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
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．

また，全国科学館連携協議会と連携し，6種類の巡回

パネル展（合計23か所で開催）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，鹿児島県鹿屋市，山口
県防府市，岐阜県飛騨市，鹿児島市伊佐市，福島県福島
市，鹿児島県沖永良部島，埼玉県鶴ヶ島市，奈良県桜井

市の全国11都市（平成19年度以前は3か所）で実施し，
延べ1，600人以上の参加を得た．

科学館や公民館，学校などからの講師派遣依頼にも積

極的に対応した．平成25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
査プログラムグループ，宇宙教育センターなどの教育普
及事業に協力するケースは除いたもの）は187件で，聴
講者数は延べ約32，219人となった．

また，能代ロケット実験場については平成24年度に
引き続き能代ロケット実験場の特別公開を行い，2日間
で585名の来場を得た．平時の見学者数も約1，600人で
あった．

2．5独自媒体による広報普及
広報誌『ISASニュース』を13回（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．ホームページの年

2．3

地域連携の強化

相模原市および東京国立近代美術館との協定のもと，

特に相模原市との合同イベント（地域のお祭りでの観望

間アクセス数は，16，644，980件となっており平成24年の
約1割増となった．

会や公民館での講座など）や市立学校向け講座を多数実

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496号，登録者は11，462名を数

施するとともに，市立博物館とセットでの見学を実現し，

えた．

宇宙科学になじみのない層への興味喚起を図った．市の

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

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，神奈川県青少年教育連携協議会のイベント（県内3

23年度末に22，831名であったフォロワーの数は着実に
伸び，平成25年度末の時点では44，852名に増加した．
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V皿．成果発表
1．JAXA刊行物・ISAS刊行物
特別資料

所内の研究成果の一部は，JAXA出版物として毎年刊行
（JAXA

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

and

Development

Special

Memo−

Publica−

tion：略称SP）」等がある．このうち「RR」は，「宇宙科
学研究所報告（ISAS

Publication）

（2013／4〜2014／3）

Report：略称RR）」や

randum）：略称RM」，「特別資料qAXA

SpeOial

機構の研究開発成果のうち，プロジェクト等の活動報
告，成果報告，研究会議の前刷集や後刷集など．

Report）」を継承するものである．

また，JAXA出版物として刊行されたものについては，

原則としてJAXAリポジトリに登録され，インターネッ

SP−13−008E
Takuki

Sano，

et

a1．：Report

of

SMILES

Science

Evaluation

Panel

ト上にて公開されている．

SP−13−012

吉崎

研究開発報告
（JAXA

Research

and

Development

Report）

（2013／4〜2014／3）

泉，塚本勝男：宇宙でのタンパク質結晶表面そ

の場観察実験
SP−13−013E
Masanao

機構の研究開発成果を学術論文等の形に取りまとめた
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3．腫SAS主催のシンポジウム
ISAS主催のシンポジウムリストはV−4（p．196）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）

This document is provided by JAXA.
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5．表彰・受賞
受賞対象者
高橋

所

受

属

忠幸，

n辺

伸，

宇宙物理学研究系ほか

森

治，

雄一，

V田

弘崇

三浦

昭，

R本

幸生，

g川

真

三浦

月・惑星探査プログラム

Oループ

幸生，

g川

真

長谷川

洋

平成25年度科学技術分野文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門）
uX線天文衛星技術を応用した超広角コンプトンカメラの研究」，文部

2013．4．16

平成25年度科学技術分野文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門）
uIKAROSによるソーラー電力セイルの実証に関する研究」，文部科学

2013．4．16

ﾈ

学際科学研究系ほか

昭，

R本

受賞年月日

ﾈ学省

嵩c伸一郎
ﾃ田

賞

第4回国際科学映像祭審査委員特別賞「はやぶさ」来し方／Trajectories
盾?@lHAYABUSA1」，国際科学映像祭実行委員会

第4回国際科学映像祭会場特別賞「はやぶさ」来し方／Trajectories

of

HAYABUSA

」，国際科学映像祭実行委員会

学際科学研究系ほか

太陽系科学研究系

2013．9．23

2013．9．23

Amehcan

Geophysical

qefereeing，

Union

Geophysical

2012

Editor

Research

s

Citation

for

Excellence

in

Letters

平成25年度宇宙開発利用大賞文部科学大臣賞，衛星設計コンテスト
ﾀ行委員会 「高校生から大学院生までを対象とした「衛星設計コン
eスト』による、宇宙の啓蒙と次世代宇宙工学技術者等の育成事業」，
ｶ部科学省

2013．9．24

松永

三郎

宇宙飛翔工学研究系

國中

均

宇宙飛翔工学研究系

森田

泰弘

宇宙飛翔工学研究系

2013年度グッドデザイン賞グッドデザイン賞金賞「イプシロンロケ
bト」，公益財団法人日本デザイン振興会

2013．11

佐藤

英一

宇宙飛翔工学研究系

平成25年度関東地方発明表彰奨励賞 「中空円筒形部材の放射線透
ﾟ非は非破壊検査装置及び方法」特許第3928126号，発明協会

2013．11

藤井

孝藏

宇宙飛翔工学研究系

清水

敏文

太陽系科学研究系

Emst

Stuhlinger

唐奄盾撃P，

Medal

Electhc

for

Rocket

Outstanding

Propulsion

平成25年度流体科学賞

Achievement

in

Electric

「流体力学現象理解とその応用に関する研

?ﾛ機器研究会
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Annua10utstanding
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B．W．
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Publication

Award

et
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獅?狽翌盾窒求@as
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the

of

the
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三郎

●

F宙飛翔工学研究系

㎜SEC

宇宙飛翔工学研究系
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高奄獅≠狽奄盾氏@and
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2013
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Corporation

2013．12
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2013㎜SAS賞，鯨工業大勃船縮科学研究
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Sandford

Award，
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Control

Le

and

The

Xuan

Huy，

Veri丘cation

System」IEICE

pp．145−150，

bommunication

NASA

2013．11．26

Research（UCAR）

licrosatellite：Design，

三郎

2013．11

Inter−

鰹ｼ永研究室 「小型衛星開発プログラム」，大学宇宙工学コンソー
Vアム（UNISEC）
ICSANE

松永

for

Spectro−Polarimeter」

狽窒盾垂?凾唐奄モ≠戟@Jouma1，672：1237−1253，米国Universlty

松永
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Society

2013．10．10

Institute

Tech．
of

Rep．，

of

et

aL「TSUBAME

Attitude

vol．113，

Electronics，

2013．12．1
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no．335，

Info㎜ation，

2013．12．3

and

Englneers（IEICE）

and

Group

Achievement

Award，

Hayabusa

Sample

矢野

創

森田

泰弘

宇宙飛翔工学研究系

2013年日経優秀製品・サービス賞最優秀賞日本経済新聞賞
ﾅ体燃料ロケット『イプシロン』」，日本経済新聞社

松永

三郎

宇宙飛翔工学研究系

2013年度日本機械学会フェロー，日本機械学会

2014．1．15

佐藤

英一

宇宙飛翔工学研究系

第64回金属組織写真賞奨励賞森口開理ほか 「透明積層体への超高
ｬ衝突による動的破壊の実時間観察」，日本金属学会

2014．3．21

松永

三郎

宇宙飛翔工学研究系

日本機械学会2013年度宇宙工学部門功績賞，日本機械学会

2014．3．28

森田 泰弘
ｿ留真一郎

宇宙飛翔工学研究系

日本機械学会2013年度宇宙工学部門宇宙賞，イプシロンロケットプ
鴻Wェクトチーム「イプシロンロケットの挑戦⊥日本機械学会

2014．3．28

学際科学研究系

sransport

and

Curation

Team

「新型

2013

2014．1
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和彦，

i田
ﾎ村

靖典，
康生，

ﾀ部

隆士

第23回（平成25年度）日本航空宇宙学会技術賞基礎技術部門
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「展開型柔構造大気圏突入機の開発と観測ロケット実験による飛行実

宇宙飛翔工学研究系

2014
ﾘ」，日本航空宇宙学会

業務表彰
受賞対象者

所属
輸送本部，JEDI，

イプシロンロケット

､究開発関係者

水野

受賞年月日

､開本部でイプシロン
鴻Pット研究開発，及

JAXA理事長賞フロンティア部門

ﾑ打上げに携わった yび試験機の打上げ成功」

「イプシロンロケットの研究開発

2014．3

ﾒ，イプシロンロケッ
g試験機特別点検チー
?¥成員

貴秀，

竏苣^一郎，
沒c 盛介，
c中 孝治，
ﾇ村 和史，
R崎
敦，
恊
信克，
沒〟@洋介，
O田
信，
i松 弘行，
竏艨@智彦，

r永

受賞
ISAS，

宇宙機応用工学研究系 JAXA理事・本部長賞宇宙科学研究所所長表彰
ﾟいの開発と長期間の省力化運用」
ﾙか

「小型科学衛星れい

2014．3

俊憲

科学推進部

科学推進部

蜉w共同利用課

蜉w共同利用課

JAXA理事・本部長賞宇宙科学研究所所長表彰 「宇宙科学研究所に
ｨける大学共同利用システムの利便性向上に向けたユーザーズオフ
Bスのシステム設計と設置及び運営のアウトソーシング化の実現」

2014．3

This document is provided by JAXA.

260

田．成果発表

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）

FBGセンサの計測方法及び計測装置

佐藤英一

2013年4月4日

特許公開2013−61162

気相還元装置および気相還元方法

曽根理嗣

2013年4月11日

特許公開2013−63405

2013年6月6日

特許公開2013−107593

峯杉賢治，後藤

振動緩和装置

健，

￨内伸介

固体撮像素子の駆動装置

池田博一

2013年7月22日

特許公開2013−143696

パルス型推進機ユニット

國中

2013年9月5日

特許公開2013−174204

直列接続された蓄電セルの電圧を均等化する、少数のスイッ
̀で動作可能な電圧均等化回路

久木田明夫

2013年9月12日

特許公開2013−183557

電源システム

久木田明夫

2013年11月21日

特許公開2013。236545

均

サンドイッチパネル

石村康生

2013年12月9日

特許公開2013−244698

複数アンテナからの信号を用いてメッセージを受信するた
ﾟの装置、その方法、及び、その装置を有するシステム

齋藤宏文

2014年1月9日

特許公開20144999

探傷方法及び探傷装置

八田博志

2014年2月20日

特許公開2014−32160

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）

高橋忠幸，渡辺

コンプトンカメラ

後藤

高速回転体

宇宙飛翔体用触媒分解式スラスタ

伸，

嵩c伸一郎，小高裕和
健，八田博志，

ｴ本樹明
、

中塚潤一，澤井秀次郎，
x 恵一，小林清和，

2013年4月5日

第5233029号

2013年4月12日

第5239058号

2013年4月26日

第5250873号

ｷ谷川克也
球体の非接触式3軸角速度計測法

津田雄一

2013年5月2日

第5256453号

広帯域給電回路及びそれを備えたスロットアンテナ

鎌田幸男

2013年6月28日

第5299749号

多軸慣性駆動型アクチュエータ

三田信

2013年7月19日

第5317154号

宇宙飛翔体用触媒分解式スラスタ

中塚潤一，澤井秀次郎，
x 恵一，小林清和，

2013年8月2日

第5326158号

2013年8月16日

第5339280号

2013年8月23日

第5344123号

2013年9月6日

第5352821号

2013年10月4日

第5376132号

ｷ谷川克也
複数アンテナ測位装置

齋藤宏文

X線反射体、X線反射装置およびX線反射鏡作成方法

満田和久，石田

液体燃料貯蔵用容器及び該容器を用いた蒸気噴射システム

宇宙飛翔体用触媒分解式スラスタ

山本高行，森

学

治，

?繒 一郎
中塚潤一，澤井秀次郎，
x 恵一，小林清和，

ｷ谷川克也
電源システム

久木田明夫

2013年11月1日

第5397885号

誘電体磁器組成物

依田眞一

2014年2月5日

第5407027号

アナログ・デジタル積層型可変移相器

川暗繁男

2014年2月19日

第5417622号

宇宙用超電導磁石装置および宇宙用推進装置

船木一幸

2014年2月19日

第5417643号

耐低温性推進薬

羽生宏人，川口淳一郎

2014年2月26日

第5424470号

バランス回路を備えた蓄電装置

久木田明夫

2014年3月12日

第5440918号

太陽電池を用いた電源装置及びその制御方法

豊田裕之

2014年3月26日

第5454838号
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