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８．技術部・観測部
　

　有機一無機耐熱材料の開発

 技　官 横田力男 航技研 小笠原俊夫 航技研 石川隆司

     三井化学 伊藤正義

　有機系高分子材料の使用限界温度を，1000℃ を越える高温まで使用可能なケイ素系材料と複合化し成形性のよい

耐熱性新材料を開発する．本年度は，試作したノズルあるいは試験へんを用いた熱機械物性を測定し評価する．

　熱可塑性ポリイミド樹脂の開発

 技　官 横田力男 東邦大・理 長谷川匡俊 上海合成樹脂研究所 施　拓民

     上海合成樹脂研究所 賀　飛峰

　使用限界温度 250℃ の熱可塑性耐熱性ポリイミドを開発し，宇宙機器の耐熱部材に適用して軽量化を達成するた

めに，中国上海合成樹脂研究所で開発された酸無水物モノマーを用い種々のモノマーとの共重合を行う．

　付加型ポリイミドの開発-1

 技　官 横田力男 東邦大・理 長谷川匡俊 共同研究学生 山本昌吾

     宇部興産 山口裕章

　３００℃を超えるガラス温度をもち高温流動性の高い熱硬化性樹脂の開発を目的に非対称酸無水物を用いた新規付

加型ポリイミド樹脂の合成に成功した．今年度は主鎖構造を種々変化させた樹脂の合成とニートレジンの成形と基

礎物性の取得をする．

　付加型ポリイミドの開発-2

 技　官 横田力男 航技研 小笠原俊夫 航技研 石川隆司

   三菱重工 水野　博 宇部興産 佐藤亮一

　昨年度，開発した非対称酸無水物を用いた新規付加型ポリイミド樹脂のレジントランスファーモールディング

(RTM) の試作とプリプレグを用いた積層材複合材料の試作と基礎物性の取得．

　耐熱性高分子材料をマトリックスとした複合材料に関する研究

   教　授 栗林一彦 技　官 横田力男

( 宇宙輸送研究系参照 )

　水素／酸素点火器の開発

 技　官 橋本保成 助　手 成尾芳博 技　官 三浦秀夫

　液体水素／液体酸素を推進剤とする再使用ロケット実験機（２号機）メイン燃焼器用水素ガス／酸素ガス点火器

を開発した．

　Non-Toxic RCS に関する基礎技術の研究

 技　官 橋本保成 技　官 志田真樹 教　授 長友信人

　再使用ロケット用の Non-Toxic（人体に無害な）推進剤を用いた RCS の概念研究を行った．同時に RCS スラス

ターに電気式スパークプラグにより点火させる方法に替わる点火方式として，レーザーを用いて着火する方法につ

いて研究した．
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　二段膜衝撃波管を用いた超音速衝撃波特性に関する実験的研究

 技　官 佐藤俊逸 教　授 阿部隆士 助　手 藤田和央

　MUSES-C 再突入カプセルは，従来の再突入飛翔体 (8km/sec) に比べ，より高速 (13km/sec) の突入速度のため強

い衝撃波と衝撃波背後の熱化学的要因による輻射と伴う．その状況を実験的に把握し，地上シミュレーションする

ためフリーピストン型二段膜衝撃波管を開発し 15km/sec に及ぶ衝撃波速度を得た．この装置を用いて，衝撃波背

後の熱気体力学的な構造が明らかになりつつある．

　小型アーク加熱風洞装置の開発と空力加熱低減の実験的研究 

 技　官 佐藤俊逸 教　授 阿部隆士 助　手 藤田和央

     大学院学生 滝澤勇二

　多目的かつ簡便に使用できる小型アーク加熱風洞を開発製作した．この装置を用いて再突入カプセル等飛翔体に

とって重要な空力加熱低減の問題を実験的に研究する．また各種耐熱材あるいは材料の試験にも使用できる．

　宇宙機の希薄ジェットと惑星表面砂との干渉に関する実験的研究

 技　官 佐藤俊逸 教　授 阿部隆士 大学院学生 廣谷智成

　宇宙機が小惑星等の表面近傍で，姿勢制御あるいは暖降下のために用いるジェットは，表面砂との干渉のため搭

載各種センサー，光学装置などを汚染することが問題なっている．高真空容器内で，小惑星の表面を模擬するミク

ロンオーダーの砂層と希薄ジェットを発生する宇宙機模型によって，干渉による汚染の程度を実験的に明らかにす

ると共に，汚染の見積もりを行う．

　衛星地上局（KSC,UDSC,SSOC）衛星運用設備の管理運用

　

　

　

　相模原管制センタ（SSOC），臼田宇宙空間観測所（UDSC），鹿児島宇宙空間観測所（KSC）において，常時，衛

星運用可能とすべく衛星運用諸設備の維持・管理にあたり，保全運用を図っている

　大型計算機室の運用管理　

     技　官 山本悦子

　全国の共同利用研究者のための大型計算機の運用管理，および研究者・技術者に対するプログラム開発支援・利

用者への講習と指導を行っている．

　工作工場運営

     技　官 佐藤進司

　サービス工場として旋盤，フライス盤，カットオフマシン等を随時使用出来るよう整備，点検を行うとともに利

用者への技術支援を行っている．又，各種材料，ボルト，ナット類を材質，サイズ毎に分類した状態で数多く常備

して利用者への便宜を図っている．

　誘導型レ－ルガンの開発

   技　官 矢守　章 助教授 佐々木進

　通常のレ－ルガンレ－ルの外側に電流ル－プを設置して，レ－ル電流と同期して外部電流ル－プに電流を流す構

造の誘導型レールガン開発を昨年の予備実験に続いて行っている．今年度は１００kj 程度の実験に必要な装置の製作

と動作確認テストを行った．

 

技　官　感應寺治城（KSC） 技　官　感應寺治城（KSC）

技　官　山田三男（UDSC）

技　官　斎藤　宏（UDSC）

技　官　下村和隆（KSC）

技　官　豊留法文（KSC）

技　官　周東晃四郎

技　官　日高正規（KSC）
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　２段式レールガンの開発

   技　官 矢守　章 助教授 佐々木進

　８km/s 以上の速度を目指した２段式レールガンの開発を昨年度に引き続いて行った．昨年度は装置の製作に終

わったが，今年度は本格的な２段式レールガン実験に先立ち，それの予備実験を行った．この予備実験の結果レー

ルガン同士の接続部分に問題がある事が分かり，現在新たな構造の２段式レールガン装置を製作中である．

　１mm サイズの金属飛翔体加速装置の開発

   技　官 矢守　章 助教授 佐々木進

　１mm サイズの飛翔体を高速度に加速する装置は現在のところ存在しない．レールガンを使用して１mm サイズの

金属飛翔体を１０km/s 以上の速度に加速する装置の開発を始めた．現在は未だ開発初期の状態であるが，今後引き

続いて開発を行っていく予定である．

　レ－ルガンを使用した科学実験

 技　官 矢守　章 九大・理 村江達士 山口大・理 三浦保範

 航技研 木部勢至朗 阪大・理 山中千博 助教授 佐々木進

　一連の下記の共同利用実験を行った．

　　  １，コロネンの衝撃実験

　　  ２，フラ－レンの衝撃実験

　　  ３，スペ－スデブリバンパ－実験

　　  ４，衝突変成新材料実験

　　  ５，衝撃圧による炭素物質の構造変化

　ロケット・衛星搭載の姿勢センサの開発　　　　　　　　　　　　         

     技　官 廣川英治

　観測ロケット・科学衛星に搭載する姿勢センサの開発，および科学衛星の姿勢決定プログラムの開発を行ってい

る．

　コンピュータソフトウエアーの開発                          　　　　   

     技　官 壽　嘉一

　人工衛星，流星追跡の為の軌道計算プログラムの開発，PERT プログラム，表計算，通信などのプログラム開発

を行っている．

　大気球の開発と大気球の打上げ業務

 技　官 並木道義 技　官 松阪幸彦 技　官 本田秀之

 技　官 鳥海道彦 技　官 内田右武 技　官 平山昇司

　理学観測用大気球を打上げ，その追跡受信を行い長時間にわたる観測データの取得を図っている．観測項目，搭

載機器によってはその回収を行っている．１９９８年度（平成１０年度）製作の大型放球装置についての性能と安定性

の確認および，その装置を用いたことによる大気球への影響調査のための工学実験気球の打上げを行った．

　ATREX エンジンエアーインテークの開発　

 技　官 岡部選司 教　授 棚次亘弘 助　手 佐藤哲也

　次世代宇宙往還機として，空気吸込式エンジンを使用した２段式スペースプレーンが検討されている．宇宙研で

は，この初段フライバックブースタの推進機関として，エキスパンダサイクル・エアー・ターボ・ラムジェットエ

ンジン（ATREX エンジン）の研究開発を行っている．ATREX エンジンは大気を積極的に利用（エアーインテー
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クで空気を吸い込む）しているため，従来のロケットエンジンに比べ，１０倍程度の比推力向上が見込まれている．

スペースプレーンは，地上からマッハ６まで絶えず加速状態にあり，巡航状態を持たない．従って絶えず変化する

主流状態に応じて最適なエアーインテークの制御技術と性能向上技術を確立する事が必要となる．そこで前述のエ

アーインテーク技術取得を目的として，１９９９年（平成１１年）６月に NASA グレン研究所の１×１風洞によって，軸

対称型エアーインテークを用いたマッハ数４～６領域の通風実験を行った．（全圧回復率と流量獲得量の性能向上

技術の取得）又，２０００年（平成１２年）２月に ONERA モダーン研究所のＳ３風洞によって，主流マッハ数をスイー

プ（マッハ２～ 3.6）させた時のエアーインテーク制御実験を行った．

　タイマ点火系機器の開発

   技　官 中部博雄 技  官 相原賢二

　将来の M-V 型タイマシステムの簡素化に向け，小型の点火電源スイッチや安全スイッチ，及び半導体リレー等の

基礎開発試験を実施している．

　温度計測システムの運用

   技　官 中部博雄 技　官 相原賢二

　NTC やあきる野実験施設における固体ロケットモータの燃焼実験時に，モータケースやノズル及び設備系の温度

計測，データ解析等を実施している．

　

　人工オーロラ生成実験

   技  官 相原賢二 助教授 中村良治

　大型スペースチェンバー ( 内径２.５ｍ , 全長５ｍ ) 内に人工オーロラを作る実験を行っている．スペースチェンバー

内，上部にグローモード型プラズマ源を取り付け数種類 (Ar,He,N2 等 ) のガスを導入して放電現象を起し，オーロ

ラを生成する．オーロラは下部に設置した地球模型 ( 直径８０cm) の極地に降り注ぐように，スペースチェンバー外

部のヘルムホルツコイルに磁場を発生させ制御している．

　人工オーロラは見る角度によりカーテン状に見える場合もあるが，プラズマ源の大きさをあまり大きく出来ない

ため幅が狭くなる事もある．また，プラズマ源を大きくするためには導入電力，排気能力にも限界があり設備面で

の調整が難しい．今後はプラズマ源の改良等を行い，より良い人工オーロラの生成実験に取り組む．

　MPD アークジェットの宇宙飛行実験機器の整備・維持

 技　官 清水幸夫 教　授 都木恭一郎 助教授 國中　均

　スペース・フライヤ・ユニット（SFU）に搭載した電気推進実験（EPEX）は１９９６年度（平成８年度）に飛行後

の点検，飛行データの解析・成果報告を行なった．本格的なパルス型 MPD アークジェットの世界初の実験成果で

あることから，また，その実験装置が再び地上へ帰還し実際に装置を手に取って見ることが出来ることから，１９９９

年度（平成１１年度）においてもその装置への見学・質問などが数知れない．特に世界各国で持ち回り開催されるた

め日本で１５年ぶりの開催となった第２６回国際電気推進会議ではテクニカル・ツアーで宇宙研を訪問された世界各

国の電気推進関係者にフライト・モデルそのものの紹介を行った．

　パルス型電気推進機用真空試験装置での技術開発と装置維持

 技　官 清水幸夫 教　授 都木恭一郎 助教授 國中　均

　パルス型電気推進機用真空試験装置を用いてパルス型電気推進機の研究と直流型電気推進機の研究が交互に行わ

れている．それぞれの研究項目に係る新しい計測技術や推進機自体の技術開発を行っている．装置の稼働率は高く，

真空排気装置にかかる負荷も大きいことからポンプを主体とする定期的な装置維持を行っている．
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　MUSES-C 用イオンエンジン耐久試験装置の装置維持

 技　官 清水幸夫 研究支援推進員 安藤孝弘 教　授 都木恭一郎

     助教授 國中　均

　MUSES-C 用イオンエンジン耐久試験装置は，特殊実験棟１階の密閉式スタンド実験室（５１１４室）に設置されて

いる．この装置は，小惑星サンプルリターン計画 MUSES-C の惑星間航行用主推進機であるイオンエンジンが，そ

のミッション期間の１８,０００時間（丸２年以上）のほぼ連続運転耐久性能を立証するために１９９６年度（平成８年度）

から本格的に運用されている耐久試験専用真空試験装置である．連続して数年におよぶ耐久試験を行うことが要求

されることから，装置の稼働率は極度に高く，真空排気装置にかかる負荷も大きい．法定点検，電力点検などの停

止時を有効に利用しながら定期的な装置維持を行っている．真空装置の冷却水などの装置維持も欠かせず，閉回路

冷却系をもって耐久試験の連続性を確保している．１９９９年度（平成１１年度）は，特に，世界各国で持ち回り開催

されるため日本で１５年ぶりの開催となった第２６回国際電気推進会議のテクニカル・ツアーで宇宙研を訪問された

世界各国の電気推進関係者に MUSES-C のイオン・エンジンの耐久試験を実際に見学することで宇宙科学研究所の

電気推進工学部門の活動紹介を行った．

　真空試験装置の装置維持

 技　官 清水幸夫 教　授 都木恭一郎 助教授 國中　均

　特殊実験棟１階低密度風洞室（５１１２室）に移設・仮設置した真空試験装置を用いて電気推進機の性能試験を行っ

た．１９９９年度（平成１１年度）はさらに直流アークジェット型推進機の耐久試験を行えるよう排気速度３，７００��／

sec の油拡散ポンプを追加してより強力な真空排気系を確保した．油拡散ポンプを除く真空排気系はポンプ設置専

用室を真空排気装置となして収納し，ポンプ運転時に発生する振動・騒音から試験環境を維持できるよう工夫がな

されている．この試験装置を用いてパルス型電気推進機の研究と直流型電気推進機の研究が交互に行われ，それぞ

れの研究項目に係る新しい計測技術や推進機自体の技術開発を行っている．

　直流型電気推進機の真空試験装置の整備と装置維持

 技　官 清水幸夫 助　手 船木一幸 教　授 都木恭一郎

　旧熱真空試験に用いられた真空装置の委譲を受け，１９９８年度（平成１０年度）に直流型電気推進機の真空試験装置と

して使用できるよう装置の整備と維持を行った．この真空装置は特殊実験棟１階低密度風洞室（５１１２室）に保管さ

れていたものを，直流型電気推進機の性能試験を行えるよう環境整備を行ったものである．この試験装置は直流型

電気推進機専用に使用している．また，真空チャンバー中に冷却水導入が出来るよう工夫がされており１９９９年度

（平成１１年度）は直流アークジェットの耐久性能測定を行った．

　MUSES-C/ イオンエンジンのためのキセノン推薬充填装置の保管

 技　官 清水幸夫 教　授 都木恭一郎 助教授 國中　均

　MUSES-C/ イオンエンジンは小惑星サンプル・リターンの主エンジンとして合計７０kg のキセノン推薬の搭載が予定

されている．推薬供給系全体の重量を最小にするため，推薬タンクへ 1.4 の充填密度で充填することが求められる．

一般にキセノン・ガスは 0.5 程度の充填密度で市場に供給されるため，キセノン充填装置を調達する必要がある．

保持している液化充填法による充填装置を保管し，２００２年度の打上げに備えて計画的な維持・管理を行っている．

　電気推進工学部門の装置の開発・維持・安全管理

 技　官 清水幸夫 教　授 都木恭一郎 助教授 國中　均

　電気推進工学部門ではその他にも直径６０cm ／長さ１m のステンレス製の小型真空試験装置（排気速度２，０００��／

sec の油拡散ポンプ，排気速度３００��／ min の油回転ポンプを装備），パイレックス・ガラス管真空装置などを保持

しており，研究活動に供与できるよう点検・維持を行っている．

　また，高電圧／大電流を取り扱うことから日常的に電気に関する安全管理，研究・開発・試験で使用する薬品お
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よび高圧ガスに関連する安全管理を行っている．

　モータケース検査

     技　官 吉田邦子

　信頼性管理の一環として， 開発途上のロケットを除いた観測機 S-520，SS-520，S-310，MT-135 の構造斑の分野

であるモータケースの耐圧試験および寸法検査の立会いを行っている．

　モータケース図面管理

     技　官 吉田邦子

　構造斑の範疇である図面， ロケットモータケースの図面（１９５８年（昭和３３年）からのものを含む）， 尾翼筒に

関する図面および K，L，M 型ランチャの図面の管理を行っている．

　観測ロケット・科学衛星の開発および打上げ業務

　観測ロケット・科学衛星の開発および打上げ業務はグループ（班）を構成し業務を分担している．これらに携わ

る技術職員の活動を各班ごとに述べる．（／ローマ字は班名の略号を示す）

　＜ロケット班／ RO：Rocket Operation ＞

 技　官 林　紀幸 技　官 吉田裕二 技　官 鈴木直洋

　観測ロケット機体の設計へ参画，そのロケット打上げ作業における統括指揮，ロケット組立および火工品の取扱

い，組立治具の開発，構造体・機能機構の開発試験，機体・推進薬の信頼性管理，飛翔前試験と打上げに関わる進

捗管理を行っている．

　＜ランチャー班／ LA：Launcher ＞

 技　官 橋元保雄 　 　 技　官 平山昇司

     技　官 下瀬　滋

　ランチャー（ロケット発射装置）の保全とロケット打上げ作業，構造体・機能機構の強度剛性試験および開頭分

離切断等の機能試験，ロケット機体とランチャーの振動特性の取得解析を行っている．

　＜テレメータ班／ＴＭ：Telemeter ＞

 技　官 河端征彦 技　官 大島　勉 技　官 加藤輝雄

   技　官 太刀川純孝 

　テレメータ装置の開発・運用，テレメータによるデータ取得，そのデータの解析・提供，飛翔前動作試験・搭載

機器の電源管制，搭載機器とテレメータとの電気的インターフェイス設計指導ならびに科学衛星開発試験における

進捗管理を行っている．

　

　＜レーダ班／ RT：Radar Transponder ＞             　　 　　　　　

 　 　技　官 鎌田幸男

　レーダ装置の開発・運用，保全，レーダ装置によるロケットの位置評定データの取得，解析・提供，ロケット搭

載アンテナの設計開発ならびに科学衛星開発試験における進捗管理を行っている．

　＜計測班／ ME：Measurement  Instrumentation ＞　　　　  

   技　官 富澤利夫 技　官 長谷川克也

　加速度，振動，衝撃，温度，圧力，歪などロケット・衛星の挙動・環境の計測データの取得・解析，合わせて計

測システム，データ取得・解析処理技術の開発を行っている．

技　官　池田光之（KSC）

技　官　日高正規（KSC）

技　官　山田三男（UDSC）技　官　豊留法文（KSC）
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　＜集中電源班／ PS：Power Source）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

     技　官 瀬尾基治

　ロケット搭載電池の開発ならびに運用において電池の構成設計，ロケットへの組込み，搭載電源の供給と消費・

充放電管理，長期保存のための冷凍保存管理を行っている．

 　＜タイマー班／ ST：Sequence Timer ＞　　　　　　　　　　　　　      

   技　官 中部博雄 技　官 相原賢二

　タイマ点火系システムの仕様決定と他機器とのインターフェースの確認，ロケットおよび衛星の噛合せと KSC で

の打ち上げ準備時のタイマ動作試験，打ち上げ管制，ロケット飛翔中のタイマ機器からのシーケンス監視，タイマ

点火管制装置を含む地上系支援設備の保守点検を実施している． 

　＜ CNE 班／ Control Navigation Electronics ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

    

 　ING（慣性誘導制御装置）開発における試験・噛合せ，および，打上げにおける地上支援装置（GSE）を用いての動

作確認及び運用管制，３軸モーションテーブル装置を用いての搭載制御ソフトの適合性確認試験，ならびに地上支

援装置の２０００年対応検討，これらの地上支援設備の保全，ロケット飛翔結果解析用プログラム作成を行っている．

　＜ TVC 班／ Thrust Vector Control ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　  

     技　官 安田誠一

　TVC（推力方向制御装置）の開発および運用管制，ロケット搭載 TVC 装置の調整・動作試験，高圧ガス取扱い

指導監督，打上げ時の操作管制，大型電動アクチュエ－タ及び駆動用熱電池の特性試験等の基礎開発試験を実施し

た．

　＜ SJ 班／ SJ：Side Jet ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

     技　官 志田真樹

　SJ（サイドジェット装置）の開発および運用管制，ロケット搭載の SJ 装置の調整・動作試験，高圧ガスおよび

毒物と危険物の取扱い指導監督，打上げ時の状態監視・管制，および衛星搭載 RCS（Reaction Control System）の

開発・運用管制を行っている．

　＜計装班／ EI：Electrical Instrumentation ＞　　　　　　　　　　　　　 

   技　官 大島　勉 技　官 河端征彦

　ロケット搭載機器の計装（船舶の艤装に相当する機器間の配線を含めた搭載機器全般）に関わる開発・設計およ

び技術指導を行っている．

　＜ RG 班／ RG：Radio Guidance ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

     技　官 前田行雄

　ロケット飛翔方向の RG（電波誘導）に関わる開発および運用，誘導ソフトプログラムの開発ならびにそのプロ

グラムの実証試験を実施した．

　＜ OP 班／ OP：Orbit Planning ＞

　ロケットの飛翔性能計算に基づき，科学衛星およびロケットの軌道設計を行っている．ロケット打上げ時には風

観測データを取り込み，風の影響を加味した最適軌道計画を策定し，ロケット発射角度を決定している．また，「よ

うこう」「あすか」など地球周回衛星の落下予測計算を行い，観測計画に役立てている．

技　官　　周東三和子 技　官　　前田行雄 技　官　感應野寺治城（KSC）

技　官　斎藤　宏（UDSC）
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　＜ RS 班／ RS：Range Safety ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　発射場地上保安および飛翔保安計画に基づく保安管理を行っている．打上げ時はその飛翔経路を監視，万一の場

合は上段点火中止あるいはロケットの燃焼中断・破壊指令情報を送出する．

　＜光学観測班／ OT：Optical Tracking ＞　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技　官　喜久里豊　　　　

　光学観測班において独自に開発した追跡装置を用いて，ロケット発射時の光学的追跡ならびに高速度撮影を行い，

ロケットの飛翔経路・挙動・事象の解析を行った．切断・分離・放出・開頭など機能機構部品の開発における地上

試験の高速度撮影とそのデータ解析を行っている．

　＜通信 KE 班／ KE：Kagoshima Equipment ＞　　　　              

　　　　　　　　　　　　　　　技　官　下村和隆（KSC）　　　技　官　餅原義孝　　　技　官　感應寺治城（KSC）

　鹿児島宇宙空間観測所の打上げ支援地上通信設備・機器の設計開発を行い，製作・施工し，それら地上設備機器

の維持運用・保全を図っている．

　＜点火管制班／ IG：Ignition Control ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　

   技　官 荒木哲夫 技　官 中部博雄

　ロケット点火系の地上管制，安全かつ確実な点火管制システムの開発，点火管制盤の企画設計，運用，発射場の

点火系装置および回線の機能保全を図っている．

　＜データ伝送班 ／ DT： Transfer on the ground ＞　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　技　官　周東晃四郎　　技　官　斎藤　 宏（UDSC）　　技　官　感應寺治城（KSC）

　科学衛星の追跡・運用のための KSC・SSOC 間，UDSC・SSOC 間の回線について，その利用状況や使用料金の

動向，衛星計画に応じて利用形態・回線品目などを適宜見直している．衛星テレメトリデータや軌道データなどの

重要データについて，データ発生元から転送先への送達確認を行っている．また，宇宙開発事業団が軌道決定する

科学衛星に関し，宇宙開発事業団（つくば）と SSOC の間でデータ授受が行われているが，その運用と管理を担当

し，本所側の窓口となっている．

　＜文書記録班／ DM：Document  Management ＞　　　       

 技　官 富田　悦 技　官 吉田邦子 技　官 三宅多美子

   技　官 小野　縁 技　官 吉山京子

　ロケットモータの地上燃焼試験・ロケット仮組立・飛翔前噛合せ試験・打上げ実験の作業記録および作業管制，

発生不具合事項，要処置事項のとりまとめ・記録とその後の進捗管理を行っている．

　＜映像記録班／ MP：Movies & Pictures ＞　　　　　　　

 技　官 前山勝則 技　官 杉山吉昭 技　官 新倉克比古

　観測ロケット，人工衛星，大気球を利用した本所の特別事業に基礎開発時から参加して，実験時のデータや映像

資料の作成を映像技術によって担当する．従って，地上燃焼試験時や打上げ実験時には映像記録班員として参加し

て，実験過程を詳細に記録撮影し，研究に直結した映像資料の作成にあたる．また，今後の研究開発に向けて，利

用者の要望に即応できるよう，それらの映像資料を保存管理する．１９９９年度（平成 11 年度）は，M-V-４飛翔実験，

MT-135-70,71 号機飛翔実験，S-310-29 号機飛翔実験，大気球実験（2 シリーズ）などの映像資料を完成させた．ち

なみに，現在保存管理している記録写真は，ネガ保存アルバム 2480 冊，フィルムにして約 50 万駒（１９９８年（平成

10 年）10 月現在）である．

技　官　　周東晃四郎 技　官　　斎藤　宏（UDSC）

技　官　中野二三四（KSC）

技　官　　栄楽正光（KSC）

技　官　下村和隆（KSC） 技　官　感應寺治城（KSC）技　官　　餅原義孝

技　官　感應寺治城（KSC）
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　＜管制班／ GC：Ground Operation Control ＞　　　

 技　官 山脇菊夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ロケット打上げ管制，打上げタイムスケジュール・搭載機器動作チェック手順の策定および運用，飛翔前試験の

進捗管制を行った．

　＜機械環境試験班／ EM-M：Environmental Test -Mechanical ＞　　　　　　

     技　官 平田安弘

　機械環境試験装置を用いて，ロケット頭胴部・衛星を組上げた状態，あるいは機器単体状態で，振動，衝撃，動

釣合いなどの機械環境試験および同試験装置の保守を行っている．１９９９年度（平成１１年度）はＸ線天文衛星ASTRO-

E および M-V-4 号機（B３PL，SJ，ANT，テレビカメラランプ，NF-INS）をはじめ，観測ロケットＳ-３１０-２９号機

とＭＴ-１３５-７０，７１号機，および，これらの試験の合間に，将来計画の衛星機器やロケット搭載機器のコンポ－ネン

ト試験として ASTRO-E（HXD，BAT），SOLAR-B（BAT），USEFU 機器，MUSES-C（BAT，近赤外）等の試験

を実施した．

　

　＜資料管理班／ IM：Information Management ＞　　　　　　　　　　　　

   技　官 周東三和子 技　官 小野　縁

　科学衛星・観測ロケットの研究開発に関わる資料の収集および飛翔実験計画書をはじめ各種計画書・報告書の作

成，保存，提供を行っている．また保存資料のデータベース化を図っている．研究開発に関わる各種実験およびロ

ケット打上げ等の記録映画・ビデオの企画，監修ならびに保存，提供を行っている．

　＜熱真空環境試験班＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

     技　官 徳永好志

　大型スペースチェンバーを用いた科学衛星の熱真空環境試験，試験装置の運用保全，安全管理，高圧ガス取扱い

および取扱い指導を行っている．

　＜Ｍ計画室／ MPO：Mu Project Office ＞　　　　　　　　　　　　　　

   技　官  山脇菊夫 技　官 吉山京子

　Ｍロケット開発における進捗管理および関連資料の作成と蒐集を行い，そのデータベース化をすすめている．

　＜あきる野施設＞　　　　　　　

 技　官 霜田正隆 技　官 山谷寿夫 技　官 小林清和

     技　官 長谷川克也

　あきる野宇宙推進研究施設におけるロケット推進薬に関わる基礎開発試験，高圧ガスおよび火工品の取扱い，同

施設の高空真空燃焼設備の運用保全ならびに，実験用計測・解析技術の開発を行っている．

　＜能代ロケット実験場／ NTC：Noshiro Testing Center ＞　

 技　官 三浦秀夫 技　官 小林清和 技　官 安田誠一

   技　官 霜田正隆 　　　ほか 地上燃焼実験班

　高圧ガスおよび火工品の取扱い管理を含め，能代ロケット実験場のテ真空燃焼試験装置，高空性能試験設備，大

型大気燃焼試験設備，液化水素供給設備など地上燃焼試験設備全般の機能維持・保全を図っている．

 

技　官　感應寺治城（KSC）

技　官　　大島　勉技　官　　 山村和隆（KSC）

技　官　　 餅原義孝
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　技術職員研修委員会の活動

　　「技術職員研修委員会（以下「委員会」）」は，同設置要項（１９９３年（平成５年）３月裁定，１９９９年（平成 11 年）

２月改訂）に基づき，１９９３年（平成５年度）設置以来，技術職員（以下「技官」）の職務遂行に必要な能力及び資

質等の向上を図るため，技官研修の策定とその実施の具体的内容について検討し，所長に具申する活動を継続して

いる．委員長は，技術部長または観測部長が務めるべく規定されており，２年交替が慣例となっている．委員は，

専任の教授，助教授または助手（以下「教官委員」）及び文部技官（以下「技官委員」）各５名以内によって構成さ

れる．

　委員会の管理下で遂行される具体的技官研修活動は，基本的に技官委員の自主的提案と主体的実践に委ねられて

おり，教官委員は，これらに適切な助言を与え，支援する役割を負っている．現在実施されている研修活動は，各

種技能講習会に参加する個人研修，各種技術分野の専門家を招聘して受講もしくは講演を聴く集団研修，業務関連

機関・企業の諸施設設備見学や学会等参加のための出張研修に大別される．また，秋期には技官各位の業務，研

究・研修成果を報告し合い，情報交換による相互理解と親睦を深めるための技術発表会を開催するのが恒例となっ

ている．同発表会における発表内容は，後日，「技術発表会講演集」に纏めて出版されるが，その編集作業も技官

委員の主体性に委されている．

　なお，国立大学共同利用機関（核融合科学研究所（技術部），分子科学研究所（技術課），国立天文台天文機器開

発実験センター，高エネルギー加速器研究機構（技術部））が共同で実施している技官研修活動への積極参加の可

能性を，現在，検討中である．

　１９９９年度（平成 11 年度）の技術発表会で報告されたものは以下のとおりである．

　1)「油圧とランチャー」 K SC　　池田光之

　2)「ロケットよもやま話」 観測部　林　紀幸

　3)「原子分子データベースの『お家事情』問題」

　3)「生き物『科学技術』紀行 2000」 技術部　田之頭昭徳

　4)「ロケット発射管制」 観測部　山脇菊夫

　5)「M-V 点火切断モデル試験」 技術部　荒木哲夫

　6)「人工衛星の落下予測」 観測部　周東三和子

　7)「分子設計による耐熱性付加型ポリイミド (PI) の開発」 技術部　横田力男

　8) ビデオ上映「エステックを訪ねて」 観測部　中部博雄


