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スラスタの耐久性に支障を及ぼしている．本研究では，この振動電流を低減するために，分光計測を中心とした実

験とプラズマ流の二次元解析の両面から研究を進めている．

　超軌道速度大気圏再突入に関する流体力学実験　　　　　　　　

     客員助教授 佐宗章弘

　イクスパンションチューブを用いた超軌道速度大気圏再突入の流体力学的模擬実験に関して，その試験状態の発

生法について詳しく調べた．淀み点エンタルピー 37MJ/kg，試験時間 12 μs を達している．また，実験で得られ

た衝撃波形状，衝撃波解脱距離は，静岡大，宇宙研での数値計算とよい一致を得た．

　ラム加速機の作動特性

     客員助教授 佐宗章弘

　重量物高速射出装置「ラム加速機」の作動に成功し，実験室にて 18g のものを 2.2km/s まで加速できた（同種の

装置の中では最も寸法が小さく，加速が難しい）．

　アークジェットの複数作動モード

     客員助教授 佐宗章弘

　アークジェットの作動モードに関して，流体力学的視点から基礎研究を行ない，同一作動条件にて，「高電圧モー

ド」，「低電圧モード」に対応する解を見出した．

　レーザーローンチャーの基礎研究

     客員助教授 佐宗章弘

　100Hz の炭酸ガスレーザーを用いて，地上からの打上げや軌道間輸送システムの開発の基礎研究を行っている．

飛行体は管内で加速され，レーザー光が入口より供給される点がオリジナルな点である．現在のところ，７５N/MW

のカップリング係数が得られている．

ｈ．宇宙探査工学研究系

　宇宙構造物の構造と制御に関する統括的研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 助　手 奥泉信克

     東工大・総合理工 古谷　寛

　宇宙構造物の構造と制御について，宇宙構造物システムという観点から総合的な研究を行っている．適応構造物

のような構造概念の研究から，個々の構造要素研究までを含めて，従来より提案されている宇宙システムの分類や，

それらの特徴的性質の把握を試みている．それらの成果はスペース VLBI 用展開アンテナや，SFU による構造実験

（2D 実験），科学観測のための伸展マストなどの開発に生かされつつあり，さらに SPS などの大型宇宙構造物建造

への応用などが試みられている．

　大型宇宙構造物の建造に関する研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 助　手 奥泉信克

 共同研究員 井上文宏 大学院学生 稲垣直寛 大学院学生 秋田　剛

     大学院学生 伊川　修

　テザーあるいは適応構造要素による，大型アンテナや太陽発電衛星などの大型宇宙構造物の建造方法の研究をし

ている．建造途中における柔軟構造物のダイナミックスとその制御や，連続材を使用したヘリカルラティス構造に

よる超大型宇宙システムの建造概念，重力傾斜トルクを考慮した柔軟構造物の展開挙動解析，形状記憶合金をアク
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チュエータに利用した宇宙構造物の自動建造可能性，インフレータブル構造物の形状精度，膜面やワイヤの力学，

張力安定トラスの宇宙構造物への利用なども取り扱っている．また，インフレータブル構造要素の考え方は医療器

具としての生体内ステントにも応用可能である．

　テザーシステムのダイナミクスに関する研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 助　手 奥泉信克

   大学院学生 安光亮一郎 大学院学生 武市　昇

　テザーにより結ばれた構造物システムの宇宙における動的な応答と制御について研究している．テザーの挙動を

地上で観察するための実験装置を試作した．斜面を回転テーブル上で回転させることにより，軌道上のテザーシス

テムの挙動を模擬しようとするものである．

　知的適応トラス構造物の自律分散制御に関する研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 大学院学生 石村康生

     同志社大・理工 三木光範

　様々なミッション要求や宇宙環境の変化に対応可能な知的適応構造物の研究を行っている．そこで幾何学的な形

状を変化させたり，物理的な性質を変化させることのできる，様々な制御可能性を持つ構造物の概念を研究してい

る．自律分散制御に基づき，大規模可変形状トラスのドッキング制御シミュレーションを行っている．

　柔軟展開構造物の展開挙動と形状解析に関する研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 東大・工 阿部雅人

   日大・生産工 邉　吾一 特別共同利用研究員 田中大貴

　軌道上で柔軟展開構造物を収納する際には，展開以上に柔軟性の影響が出てくるため，例えば SFU フレキシブ

ル太陽電池パドル膜面の逆折れ現象のように，地上では予測困難な現象があることがわかった．

　無重力落下塔を使ってこの逆折れ現象を再現させることができ，現象のメカニズムを把握するとともに，不具合

回避の方策も解析的に示すものである．

　伸展マストの機構と力学特性に関する研究

   教　授 名取通弘 助教授 樋口　健

　宇宙構造物の基本要素として必須の伸展タイプのマスト構造を研究した．弾性縦通材によるコイラブル・マスト

の概念や力学特性を検討して，その基本的な設計パラメータを明らかにした．それらは「あけぼの」搭載のシンプ

レックス・マストや，GEOTAIL 搭載のヒンジレス・マストとして実現され，また SFU 搭載のフレキシブル太陽電

池パドルのアクチュエータ及び支持構造となった．関節型の高剛性マストの開発研究も行って，SFU 2D/HV 実験

用アレイや MUSES-B 展開アンテナのアクチュエータ及び支持構造として実用化した．それらの成果はさらに

COMETS や ADEOS にも用いられた．

　展開型宇宙構造物に関する研究

   教　授 名取通弘 助教授 樋口　健

　リジッド太陽電池パドル構造や，SFU 本体システムの折り畳み式フレキシブル太陽電池アレイあるいは

SFU2D/HV 実験の２次元展開太陽電池アレイのような展開型アレイ構造，MUSES-B のメッシュ展開アンテナ構造，

モジュール型展開アンテナ構造などの，展開型宇宙構造サブシステムについて，それらの概念や機構運動，構造精

度などを研究している．
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　宇宙環境下での構造システムの応答と制御に関する研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 外国人客員研究員 ルカ・タバッキ

　構造の柔軟さと太陽輻射圧，重力傾度トルク，大気抗力，あるいは電磁気力などの宇宙環境外力あるいは熱入力

による連成効果を検討している．スピン型のソーラーセイルスペースクラフトについて，太陽輻射圧と柔軟構造要

素との構造不安定応答現象を明らかにした．伸展マストを利用した重力傾度衛星の姿勢安定も明らかにした．また，

SFU 太陽電池パドルの日陰日照による構造振動応答を明らかにした．

　スピン展開型大型構造物の構造精度と動特性に関する研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 大学院学生 中篠恭一

　遠心力を利用して柔軟大型アンテナを展開し構造精度を得る構造システムの概念検討を行い，落下式無重力施設

によるモデル実験を経て，構造精度と展開挙動のシミュレーションを行っている．

　自然界の構造や人工物の形態に関する研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 大学院学生 岸本直子

　成長過程を含む自然界の構造形態はさまざまな広域的最適化の結果であると思われる．人工物の形態も同様にあ

る種の最適化により導かれる．形態と最適化要求の関係を明らかにするため，宇宙構造物の形態の特徴を整理する

とともに，花の形態変化や繭の形成，コウモリ翼の膜構造特性などに関する研究を行った．また，フラクタルの自

己相似性を利用した形状制御や宇宙構造物構築方法についても研究している．

　宇宙膨張硬化構造の研究

 助教授 樋口　健 教　授 名取通弘 技　官 横田力男

     教　授 八田博志

　熱硬化材あるいは紫外線硬化材により宇宙で硬化するインフレータブル要素や，発泡剤の自己膨張性と自己硬化

性を用いたインフレータブル構造要素によるアンテナ反射鏡構造やビーム構造を研究している．また，インフレー

タブル膜面とケーブルネットワークとの複合による構造精度と収納効率の両方が高い新しい展開型構造の研究も

行っている．さらに，インフレータブル構造は自己修復性のある構造様式に拡張して考えやすい．

　月ペネトレータの耐貫入衝撃構造の開発

   助教授 樋口　健 客員助教授 鈴木宏二郎

　月ペネトレータが月面に衝突貫入する際の衝撃力および衝撃加速度を求めるために，供試体貫入試験結果に基づ

き貫入ダイナミックスを想定し，これを用いて月ペネトレータ構体および月ペネトレータ内部搭載機器の機械的環

境を設定し，月ペネトレータ開発に供している．

　月面構造物構築に対するレゴリス地盤の工学的性質とねじり振動杭打ち工法に関する研究

   助教授 樋口　健 教　授 名取通弘

　月面構造物構築のためには構造物の基礎としてのレゴリスの性質を知る必要があり，工学的見地から地盤性状を

研究している．また，月面構造物構築の最初に必要とされる杭打ち作業のために，振動輸送の原理を利用した杭埋

設方法を提案し，実験により有用性を確かめている．

　ハニカムサンドイッチパネル軽量化に関する研究

     助教授 樋口　健

　衛星の基本軽量構造要素であるハニカムサンドイッチパネルの更なる軽量化を目指し，表面板にディンプルを生

じさせない製造方法により，薄い表面板とセルサイズの大きいハニカムコアを適用することを研究している．
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小惑星サンプル採取装置の構造・機構の開発に関する研究

助教授　樋口　健　　　助教授　川口淳一郎　　　教授　藤原　顯　　　助手　安部正真

　ＭＵＳＥＳ－Ｃ探査機に搭載を予定している小惑星サンプル採取機構（サンプラー）の構造と

機構の開発を行っている．本年度はＰＭ品を用いたサンプリング機能試験、摺動部機能耐久試験、

およびＦＭ品を用いた振動試験を実施した．

ＭＵＳＥＳ－Ｃ探査機構体開発に関する研究

助教授　樋口　健

　構体軽量化要求、大面積太陽電池パドル搭載と収納可能、高発熱搭載機器の放熱面積要求、多

数の搭載機器の取付可能、バランスウエイトなしでの慣性諸量管理、多数の火工品作動を許容、

軽量材料の適用などを満たすべく探査機構体を開発し、本年度は構造モデル試験において強度・

剛性を確認した．

再突入カプセル構体の耐衝撃性に関する研究

助教授　樋口　健　　　助教授　石井信明　　　助手　平木講儒

　ＭＵＳＥＳ－Ｃ再突入カプセルおよびＤＡＳＨ再突入カプセル構造の、再突入時の熱応力およ

び熱変形、空力減速時の静加速度荷重、パラシュート開傘衝撃荷重、着地衝撃荷重などの予測と、

搭載機器に対する機械環境予測、およびそれらに耐える軽量構体の開発を行っている．

再使用型ロケットの複合材極低温タンクの開発

助教授　樋口　健　　　助　手　後藤　健　　　教　授　小野田淳次郎

助　手　成尾芳博　　　助教授　稲谷芳文

　完全再使用型観測ロケットや低コスト衛星打ち上げロケットのような将来の宇宙輸送システム

に要望されている軽量大型極低温タンクを炭素繊維強化プラスチック（CFRP）複合材料で製作す

るための研究を行っている．タンクの耐圧試験，および，液体窒素・液体ヘリウム・液体水素の

充填を通じて，極低温での強度，水素透過性，再使用可能性，再使用型ロケットへの搭載性，大

型化可能性，ロケット構造体との適合性，およびそれらの試験方法を検討している．

月ペネトレータブロックポッティングの亀裂防止に関する研究

　教　授　小野田淳次郎　　　教　授　中島　俊　　　教　授　藤村彰夫

　　　助教授　樋口　健　　　助教授　佐藤英一　　　助　手　後藤　健

　　　技　官　横田力男　　　九大・応力研　東藤　貢　　　上智大学・理工　末益博志

　月ペネトレータが受ける製造から航行中までの温度環境、月面貫入衝撃環境、月表面下での低

温環境、およびその複合環境に対して、ペネトレータ内搭載機器を保護および固定しているポッ

ティング材に起こるクラックの防止に関する研究を行っている．ポッティング材の高靱性化が最

重要課題であるが、その他に、クラック発生および進展の原理に基づき、機器搭載方法、配線材

料、ペネトレータ製造方法などの見直し、およびそれらの確認試験方法も含め検討している．

ＩＮＤＥＸ衛星構体開発に関する研究

助教授　樋口　健　　　助　手　奥泉信克　　　教授　斉藤宏文　　　共同研究員　升本喜就

　ピギーバック衛星であるＩＮＤＥＸ１号機構造開発において、構体の基本構造様式、太陽電池
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パドル構造様式、機械環境予測、構体強度設計、試験方法などを研究している．

ヒステリシス系の非線形振動に関する研究

　助手　奥泉信克

　構造物が過度の荷重を伴う励振を受けた場合，構造要素の降伏やガタ，摩擦等によりヒステリ

シス復元力特性を示す場合がある．そこで，調和外部励振や調和パラメトリック励振を受けるヒ

ステリシス系について，理論解析および数値シミュレーションを行い，周波数応答特性と分岐や

カオスなどの非線形現象について検討している．

自由電子レーザの研究 

        教授  斎藤宏文        助教授  水野貴秀        技　官  大島　勉 

　将来の宇宙エネルギー伝送用の自由電子レーザーの実験を行ってきている．コンパクトなディ

スクトロン型静電加速器（1MV，4A，20ns）を用いたスミスパーセル型自由電子レーザによるミリ

波発生の実験を行っている．50GHz 及び 100GHz の発振実験を進めて，発振を確認している． 

月レゴリス中から電波を放出する LUNAR-A ／ペネトレータ用のアンテナ 

        教授  斎藤宏文        助教授  市川　満        助教授  水野貴秀 

　LUNAR-A のペネトレータでは，月レゴリス（土壌）中から電波を放射し，母船との間のリレー通

信を行う．使用周波数帯は UHF（400/450MHz）を用い，固定型のアンテナをペネトレータ尾部に配

置する．月レゴリス誘電体中から電波を放射するアンテナの開発を行っている． 

宇宙プロジェクトのコンパクトなマネージメント方式に関する研究 

        教授  斎藤宏文        創価大学        黒木聖司 

　いわゆる NASA 方式の巨大で，文書体系に代表される宇宙プロジェクトのマネージメント方式に

対する反省に立って，効率的で技術指向型のコンパクトな宇宙プロジェクトの進め方の研究を行

っている．宇宙研プロジェクトのコスト調査や，アメリカ，NASA/JPL でのマネージメントスタイ

ルの実地経験を参考に，効率的なマネージメント，コスト，信頼性，新技術・新部品の取り入れ

方についての新しい方式を宇宙科学研究所に導入していく．次世代の軽量・高機能の探査機を開

発するプロジェクト“STRAIGHT”と，及びピギーバック衛星“INDEX”計画と相携えて，研究を行

っている． 

高機能・軽量探査機開発プロジェクト“STRAIGHT” 

        教　授  廣澤春任        教　授  中谷一郎        教　授  高野　忠 

        教　授  田島道夫        教　授  斎藤宏文        助教授  山本善一 

        助教授  橋本正之        助教授  横山幸嗣        助教授  橋本樹明

　　　　助教授  水野貴秀        助　手  井上浩三郎      助　手　三浦　昭　       

　　　　助　手  戸田知朗        技　官  大西　晃   　   技　官  加藤輝雄

　M-V ロケットによる本格的な月・惑星探査と，高精度な天文観測を行っていく上で，探査機の高

機能化と軽量化は，宇宙科学研究所の最重要課題プロジェクト STRAIGHT （Study on Reduction of 

Advanced Instruments Weight）を行っている．探査機の各サブシステム技術の現状をサーベイし，

高機能化軽量化のための新規技術を調査した．加えて，探査機のシステム構成に関する見直しを

行い，高機能化軽量化のためにあるべき探査機のシステム構成を検討した．ディジタルトランス

ポンダー，高速 RISC プロセッサ，軽量スタートラッカ SOI（Silicon On Insulaor）技術を用いた

対放射線性電子デバイスの開発，放射率可変素子の開発，リチウムイオン電池の宇宙搭載化の研
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究，高効率太陽パネルの開発等を行っている． 

ピギーバック衛星 INDEX の開発 

        教　授  中谷一郎         教　授  斎藤宏文      助教授  橋本正之

        助教授  水野貴秀         助　手  三浦　昭      助　手  小川博之         

助　手  田中孝治         技　官  大島　勉      技　官  鎌田幸男         

技　官  長木明成         技　官  太刀川純孝    共同研究員　升本喜就 

　ピギーバック衛星とは，重量 50kg 程度の小型衛星を，H2 等の大型ロケットの副次的なペイロー

ドとして打ち上げる衛星である．打ち上げコストはほとんどゼロであり，衛星開発コストは観測

ロケット並の４億円を目標とする．2002 年の打ち上げを目標に，その開発を行っている．大型化

した科学衛星計画を補完する意味で，・所内における衛生工学のインハウス技術の確立，・先進的

な宇宙工学技術の宇宙実証，・簡便な科学観測手段の確立，を衛星の目的としている． 

Ｍ－Ｖ用慣性航法装置の研究

　　　　　　教授　　中谷一郎　　　　　助教授　　川口淳一郎

　　　　　助教授　　久保田孝　　　　　　技官　　斉藤　宏

　M-V に用いる慣性航法装置の各種試験及び解析を行っている．今年度は、ファイバ・オプティカ

ル・ジャイロ、加速度計、プロセッサからなる慣性航法装置において航法誘導機能について検討

した．4 号機フライトデータに基づき解析を行った．

ロケットの姿勢制御法の研究

　　　　　　教授　　松尾弘毅　　　　　　教授　　中谷一郎　　

　　　　　助教授　　川口淳一郎　　　　助教授　　森田泰弘

　　　　　助教授　　久保田孝　　　　　　技官　　斉藤　宏　　　　　　　

　M-V の姿勢制御系について、制御パラメータ、制御シーケンス、制御則等のミッションに応じた

変更、搭載ハードウェアの小型・軽量・低消費電力化、マイクロコンピュータを応用した地上支

援装置の設計法、制御系の検討を進めた．

ランデブ・ドッキング及びバーシング技術の研究

　　　　　　教授　　二宮敬虔　　　　　　教授　　中谷一郎

　　　　　助教授　　川口淳一郎　　　　助教授　　橋本樹明

　　　　　助教授　　久保田孝　　　　　　技官　　斉藤　宏

　ランデブ・ドッキングや衛星回収を行う際に、レーザレーダから得られる情報から目標衛星の

運動推定を行う方法について研究を行っている．本年度は、距離データに基づく誘導制御手法の

研究を行った．また９自由度ロボットシミュレータによる実験を進めた．

小天体タッチダウンサンプリングの研究

　　　　　　教授　　二宮敬虔　　　　　　教授　　中谷一郎

　　　　　助教授　　川口淳一郎　　　　助教授　　橋本樹明

　　　　　助教授　　久保田孝　　　　　　助手　　澤井秀次郎

　　　　　　教授　　藤原顕　　　　　　　助手　　安部正真　　

　　　　　　助手　　矢野創　　　　　　　東北大　　川辺洋　　

　　　　　東海大　　朝比奈寛之　　　　東海大　　木下裕紀子
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　宇宙用マニピュレータの研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 助教授 川口淳一郎

     助教授 久保田孝

　人工衛星に搭載されたマニピュレータを用いて，ターゲット衛星を捕捉する研究を行っている．画像処理などに

起因するむだ時間に対処するため，予測機構を付加した制御系を構成した．宇宙ロボットシミュレータを用いてマ

ニピュレータの手位置・姿勢制御の実験的検討を進めた．

　科学衛星のプロジェクトのデータベース化

 教　授 中谷一郎 教　授 齋藤宏文 技　官 河田靖子

　宇宙研の科学衛星計画について，各々のプロジェクトを横断的に眺めるデータベースの構築及び整理を予備的に

開始している．過去・現在の衛星のシステム構成・サブシステム毎の重量・主要性能・プロジェクト開始から打ち

上げまでの重量遷移をデータベース化している．衛星の高機能化と効率的なプロジェクト管理のための資料として

いきたい．

　パノラマ画像に基づく惑星ローバの自己位置同定手法の研究

 教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 吉光徹雄

     大学院学生 江尻理帆

　月・火星ローバなど惑星表面を移動する探査機は，自己の位置や向きを同定するための機能を備える必要がある．

パノラマ画像を用いて，自己の絶対位置を推定する手法を検討した．また，実験による有効性の検討を進めている．

　太陽センサに基づく惑星ローバの自己位置同定手法の研究

 教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 吉光徹雄

     共同研究学生 土屋和義

　月・火星ローバなど惑星表面を移動する探査機は，自己の位置や向きを同定するための機能を備える必要がある．

太陽センサを用いて，自己の絶対位置を推定する手法を検討した．また，実験による有効性の検討を進めている．

　多脚型惑星探査ロボットの知的制御に関する研究

 　 　教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 加藤　宙

     大学院学生 高橋宏雄

　月・惑星上を移動しながら科学探査をするロボットの研究を進めている．クレータなど不整地においても探査可

能な歩行ロボットのハードウェア設計及び制御系を検討した．グラフィックスシミュレーションにより有効性の検

討を行っている．

　コニカルレーザセンサを用いた不整地における航法の研究

 教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 加藤　宙

　月・惑星表面をコニカルセンサを用いて地形図の生成および航法誘導に必要な位置情報を推定する手法について

検討を行っている．

　ファジィ推論を用いた惑星探査ロボットの行動計画に関する研究

   教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝

　惑星探査ロボットの行動計画の研究を進めている．未知天体表面を柔軟に移動するためには環境認識が重要であ

るが，得られるセンサ情報にはあいまいさがある．そこでファジィ推論を行うことに環境に適応する行動計画手法

を検討した．また実験的検討を進めた．
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　マイクロ技術を応用したスキャン型レーザレンジセンサの研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 教　授 齋藤宏文

 助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝 技　官 斎藤　宏

 都立科学技術大 原島文雄 東大・生研 藤田博之 東大・生研 橋本秀紀

　最新のマイクロエレクトロニクス技術を用いて，超小型・軽量・低消費電力のセンサの研究開発を進めている．

レーザレンジセンサのマイクロスキャンニング機構について実験的検討を進めた．

　小惑星探査における自律航法の研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 助教授 川口淳一郎

   助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝

　小惑星までの距離を１台のカメラで計測するため，Active Sensing を応用した小惑星ランデブーのための光学航

法の検討を行った．また，VAS (Visual Active Sensing) を用いた最適な軌道設計の検討を行った．

　小惑星探査用グラフィカルシステムの研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 助教授 川口淳一郎

   助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝

　小惑星探査ミッションを行う仮想システムの構築を行う．小惑星および探査機の運動モデルを模擬するアステロ

イドシミュレータを構築し，画像航法などの評価を進めている．

　画像マッチングに基づく３次元認識に関する研究

   教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝

　カメラ１台でも複数の画像を取得し対応をとることで環境認識を行うことができる．ここでは，ロバストな対応

点抽出手法を検討し，理論的および実験的に有効性を検討した．さらに小惑星のグローバルマッピングへの適用の

検討を行っている．

　未知天体表面への自律着陸誘導手法に関する研究

 教　授 中谷一郎 助教授 川口淳一郎 助教授 橋本樹明

 助教授 久保田孝 助　手 澤井秀次郎 大学院学生 今村祐介

     大学院学生 内藤智之

　小惑星などの未知天体に画像情報とレンジセンサ情報を用いて着陸する手法の検討を行った．また，併進運動模

擬システムを用いて実験的検討を進めている．

　未知天体の運動推定及び構造認識に関する研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 助教授 川口淳一郎

 助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝 特別共同利用研究員 花又健一

　小惑星など未知天体のグローバルマッピングの研究を進めている．未知天体と探査機との間に相対運動がある場

合に，画像情報とライダによる距離情報を融合することにより，運動および構造を認識する手法を解析的に検討し

た．

　複数小型探査機の協調による小惑星探査の研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 教　授 齋藤宏文

   助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝

　複数の小型衛星の協調により，未知天体のマッピングを容易に行う手法について検討した．画像データとローカ

ルな探査機同士の通信により，小型探査機の航法・誘導を行い，効率的な探査手法を検討した．
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　分散人工知能を有する高機能探査機の研究

   教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝

　知能の分散化を行うことによって，処理速度の高速化，耐故障性の強化を行うことができる．高度なミッション

を遂行するために，分散人工知能を有する探査機の設計を行っている．

　テレプレゼンス遠隔制御による月・惑星探査に関する研究

 教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 吉光徹雄

   大学院学生 加藤　宙 大学院学生 Lee Serin

　月・惑星表面を科学探査するロボットの地上による誘導制御の研究を進めている．人工現実感を導入し，画像情

報に基づく誘導手法の検討を行った．また，時間遅れを組み込んだ実験を行った．

　微小重力環境における探査ローバの自律行動制御の研究

 教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 吉光徹雄

     特別共同利用研究員 下田真吾

　小惑星のような微小重力環境において，限られたリソースで過酷な環境と広範囲探査というミッション要求の中

で，自律的に行動決定を行う手法について検討を行った．

　小惑星探査のためのホッピングローバの研究

 教　授 中谷一郎 助教授 川口淳一郎 助教授 久保田孝

 大学院学生 吉光徹雄 大学院学生 加藤　宙 特別共同利用研究員 花又健一

   明治大 黒田洋司 中央大 國井康晴

　小惑星のような微小重力下で従来のような車輪型ローバを用いると，小惑星表面の凹凸により，ローバと小惑星

との間で常に接触を保つことができず，確実な移動を保証できない．そこで，ホッピング機能を備えたミニローバ

の検討を行っている．トルカを用いた回転型ローバの新しい移動メカニズムを提案し，実験的検討を進めている．

　レーザ距離センサを用いた自律着陸手法に関する研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 助教授 橋本樹明

 助教授 久保田孝 研究生 永松弘行 大学院学生 今村祐介

　小惑星など未知天体への安全確実な着陸手法の検討を行っている．凸凹した小惑星表面に安全に着陸するため，

複数のレーザ距離センサを用いて，高度と相対的な姿勢を推定する手法について検討を行った．

　探査機の自律着陸における画像情報に基づく相対運動推定手法に関する研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝

     大学院学生 今村祐介

　小惑星など未知天体へ安全かつ確実に着陸するためには，低高度において相対速度をキャンセルすることが必要

である．そこで搭載カメラによる画像情報をもとに相対的な速度を推定する手法について検討を行った．

　高精度月面着陸手法の研究

 教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 教　授 二宮敬虔

     助教授 橋本樹明

　月面探査のために高精度の着陸手法について検討を行っている．濃淡画像を用いてクレータなどの地形を認識す

る手法について検討を行っている．
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　月探査ローバのビジュアルナビゲーションの研究

 教　授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 江尻理帆

　カメラ画像を処理して障害物の認識を行い，移動可能な経路生成アルゴリズムについて検討を行っている．認識

結果に基づいて移動戦略や観測戦略を行う人工知能に関して研究を進めている．

　月・惑星探査ローバにおける知的テレサイエンス手法の研究

 助教授 久保田孝 教　授 中谷一郎 大学院学生 吉光徹雄

     大学院学生 Lee Serin

　月・惑星を科学探査するロボットにマニピュレータを搭載し，砂や岩のサンプルの収集を行うことを検討してい

る．自律制御およびテレオペレーション制御の両面から検討を行っている．今年度は，３自由度を有するマニピュ

レータを試作し，その制御手法の検討を行った．

　ミニローバによる協調探査ミッションの研究

 助教授 久保田孝 教　授 中谷一郎 明治大 黒田洋司

 中央大 國井康晴 大学院学生 吉光徹雄 大学院学生 加藤　宙

     大学院学生 江尻理帆

　数 KG のミニチュアローバが複数台協調することによって，１台では困難なミッションを遂行する．ミニチュア

ローバのもつべき機能と協調アルゴリズムについて検討を進めている．

　遺伝的アルゴリズムを用いたホッピングローバの最適行動の研究

 助教授 久保田孝 中央大 國井康晴 大学院学生 吉光徹雄

   特別共同利用研究員 花又健一 大学院学生 加藤　宙

　ホッピングローバの移動距離を最大にする入力トルクの最適な履歴パターンを遺伝的アルゴリズムを用いて生成

し，シミュレーションによりその有効性を検証した．

　小型軽量マイクロローバの研究

 助教授 久保田孝 明治大 黒田洋司 中央大 國井康晴

 教　授 中谷一郎 大学院学生 吉光徹雄 大学院学生 加藤　宙

     大学院学生 江尻理帆

　月や惑星の広範囲な探査を目的に，小型軽量で走破性の優れた移動探査ロボットの研究を進めている．５個の車

輪で構成される新しい走行システムを開発し，重量約 5kg の探査ローバを実現することができた．

　測距信号再生中継型トランスポンダの開発

 教　授 齋藤宏文 教　授 高野　忠 助教授 山本善一

     助　手 戸田知朗

　深宇宙通信系における測距信号は従来，地上局より送信された信号が搭載側で復号を経ずに増幅され折り返され

るベントパイプ方式と呼ばれるものである．この方式は，簡便である反面，深宇宙探査に求める条件下で搭載側で

は雑音に妨害されて信号の増幅効率が落ちることから回線を成立させる点では不利である．これまでの送信機出力

を増大させる方針からは自ずと限界があり，再生中継方式による新しいトランスポンダの開発を開始している．搭

載側で信号を復元することでアップリンク側の雑音の影響を抑圧することができ，地上局で受信する測距信号電力

は大幅に改善できる．結果，その余裕をテレメトリ，キャリアに分配することで回線全体の強化につながることを

数値的に確認し，宇宙研ミッションに最適な構成を考えた実験的な検証を行っている．
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　光半導体デバイスの研究

     助　手 戸田知朗

　光を媒体とする通信 ･ 情報処理技術の成功の鍵を握る光半導体デバイスの研究である．従来と異なるデバイス構

造の採用により新規なデバイス物理の実現と性能を求める．半導体レーザの活性領域の構造設計に焦点をしぼり，

他の受動光デバイスに特有な物理効果を発光デバイスに応用する手段を考察してきた．波長可変及び動特性の観点

から興味のあるデバイスの理論解析を立ち上げている．

　人工衛星用光学的姿勢センサの研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 小川原嘉明 教　授 齋藤宏文

 助教授 紀伊恒男 助教授 水野貴秀 助　手 藤本龍一

     技　官 廣川英治

� スタースキャナ：

「のぞみ」用軽量化スタースキャナーは，軌道上で設計通りの性能を実現していることを確認した．またさら

に軽量型のスタースキャナの開発を行っている．

� スタートラッカ：

2 次元 CCD を検出器としてマイクロプロセッサで動作を制御する固体式スタートラッカを開発している．1 ～

5 秒角精度を持つ「はるか」用のセンサは，軌道上で設計どおりの性能が得られており，高精度姿勢制御に使

用されている．現在，ASTRO-E 用スタートラッカのフライトモデルの飛翔前機能・性能試験を行った．ASTRO-

F 用のスタートラッカのプロトモデルの製作を行った．0.05deg 精度の広視野スタートラッカとしては，

MUSES-C 用の小型軽量のもののプロトモデルを製作し，機能・性能試験を行った．

� 非スピン型高精度太陽センサ：

1 次元 CCD を検出素子とする 2 つの方式の高精度太陽センサを研究・開発している．精度 0.05 度（３δ）のもの

は「あけぼの」，「ようこう」，「あすか」に搭載され正常に動作している．ASTRO-E 用には小型のセンサ・エ

レキ一体型を開発し，飛翔試験を行った．「ようこう」用の精度 12 秒の狭視野センサも確実に動作しており超

高精度姿勢決定に用いられている．

ASTRO-F 用には，さらに高精度を目指しつつ視野角を 2deg まで広げたタイプを開発し，SOLAR-B 用には視

野角 1deg，精度 0.2arcsec を目指して開発している．「はるか」用の粗太陽センサも軌道上で正常動作が確認さ

れており，姿勢制御系の異常判断に使用されている．

� スピン型ディジタル太陽センサ：

科学衛星のみならず観測ロケットへの応用も考慮したディジタル太陽センサの開発を継続している．従来ロ

ケットに搭載してきたディジタルサンセンサ（分解能 1 度）よりもさらに高精度な精度約± 0.02 度（太陽角４０

度以下にて）のセンサーを開発した．また LUNAR-A ペネトレータ姿勢制御用の軽量化型（精度約± 0.3 度）を

開発し，このセンサは DASH, INDEX, SOLAR-B にも使用される予定である．

　人工衛星用慣性センサ及びその応用の研究

   教　授 二宮敬虔 助教授 橋本樹明

　人工衛星用慣性姿勢基準装置（FRIG および FOG 利用）につき開発的研究をしている．「ようこう」，「あすか」，

「はるか」に搭載された FRIG の軌道上での性能を評価し，今後の開発に役立てている．また，TDG を用いた慣性

基準装置は SFU に搭載され，軌道上で正常に動作した後，地上に回収されている．

　また，ASTRO-F の場合のように軌道レート入力が存在するもとで高性能動作を要求される場合や，SOLAR-B 等

の超高安定度姿勢制御が要求される衛星用に向けて，ジャイロ（FRIG，TDG の両方式について）の限界性能評価

を引き続き行っている．
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　磁気軸受ホイールとその衛星姿勢制御への応用の研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 橋本樹明 COE 研究員  解　永春

     大学院学生 澤田秀行

　磁気軸受ホイール（特に全自由度能動制御型）を，人工衛星の姿勢制御においてアクチュエータ及びレートセン

サとして使用するための，理論的及び実験的な研究を行っている．ホイールのジンバル角制御に２自由度制御系，

Ｈ∞制御理論，スライディングモード制御，適応制御等のロバスト制御則を適用することにより，パラメータ変動

に強い制御系を構成することを検討し，計算機シミュレーションによってその有効性を確認した．

　今年度は，ホイールの発生する擾乱振動を軸受制御の工夫により低減する方法について引き続き研究を進めてお

り，センサ，アクチュエータの配置の不均等が振動擾乱の原因になっていることを突き止め，その対応策の研究を

続けている．

　人工衛星の姿勢決定法の研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 助教授 紀伊恒男

 助教授 橋本樹明 助　手 堂谷忠靖 技　官 廣川英治

� 太陽センサとスタースキャナを用いたスピン衛星の姿勢決定法およびミスアライメント等バイアス推定法につ

いては，「さきがけ」「すいせい」のために開発し，「あけぼの」「ひてん」用に拡張・改良してものを，GEOTAIL

のための姿勢決定に適用し，有効な成果を得ている．

� 慣性基準センサ，スタートラッカおよび太陽センサのデータをもとにリセット型カルマンフィルタを適用して，

3 軸姿勢及び関連するパラメータを高精度に推定していく方式を開発してきた．「ようこう」，「あすか」，「はる

か」の姿勢制御にも有効に活かされミッションの遂行に貢献しており，今後 ASTRO-F 等の天文観測衛星の姿

勢制御に効果的に応用されることになる．

� 「のぞみ」および LUNAR-A の姿勢計測決定方式につき検討を行った．「のぞみ」については，軌道上での姿

勢決定精度の評価を行った．

� スタートラッカによる星撮像データとスターマップをマッチングさせる星同定法についての研究を行っている．

機上星同定を目指して，誤認識率の低下および計算時間の短縮をするアルゴリズムを開発し，「あすか」の機

上データを用いて有効性の評価をおこなった．また地上での星同定作業の軽減のため，全自動星同定システム

を開発し，「あすか」，「はるか」の運用に役立てている．また ASTRO-E については，粗姿勢情報がある場合

の高速星同定アルゴリズムを搭載用に開発し，地上試験にてその有効性の確認を行った．MUSES-C について

は，全天の星から機上星同定を行うアルゴリズムを開発し，地上試験にてその有効性を確認した．

　人工衛星の姿勢制御方式の研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 橋本樹明 大学院学生 澤田秀行

　天文観測を目的とした科学衛星の高精度三軸姿勢指向制御方式に関し以下のような研究を行っている．

� ASTRO-F の姿勢制御系について，特にスキャンモードの姿勢制御方式の研究を行っている．

� 超高精度姿勢安定のための制御系について，　衛星に働く全トルクを最小化する考えに基づいて，　最適なアク

チュエータ駆動則の研究を行っている．

　飛翔体姿勢制御系動作試験法の研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 教　授 齋藤宏文

 助教授 川口淳一郎 助教授 橋本樹明 技　官 廣川英治

   技　官 斎藤　宏 大学院学生 澤田秀行

　飛翔体や科学衛星の搭載姿勢制御装置について，特にその搭載センサ，ハードウェアとソフトウェアの実際的な

動作試験法を研究し実施している．宇宙空間での運動を模擬したシミュレーションとして，３軸モーションテーブ

ルを用いた動的閉ループ試験およびセンサ電気回路部のみを使用した静的閉ループ試験を行っている．
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　また，姿勢制御アクチュエータ等の発生する擾乱の影響を測定するため，３成分動力計を用いたモーメンタムホ

イールおよび機械式ジャイロの発生する擾乱を測定し，衛星の姿勢制御に与える影響についての評価を行った．

　月・惑星撮像カメラ兼光学航法装置の研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 水谷　仁 客員教授 向井　正

 助教授 橋本樹明 神戸大・理 中村昭子 東大・理 中村正人

     高知大・理 本田理恵

　「のぞみ」，LUNAR-A 用の可視光撮像カメラのフライトモデルの機能性能試験およびそのデータ評価を引き続き

行っている．「のぞみ」搭載カメラ (MIC) については，軌道上で地球，月，木星，火星の撮像を行い，光学歪み，

アライメント，感度，波長特性等の較正を行った．

　画像航法の研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 川口淳一郎 助教授 加藤隆二

 助教授 吉川　真 助教授 橋本樹明 技　官 市川　勉

　LUNAR-A に搭載予定の月撮像カメラを用いた画像航法について研究している．探査機による月面の撮像画像と，

既にわかっている月面の地図とをパターンマッチングすることにより，探査機の軌道・姿勢情報を含むパラメータ

値が求められる．このような画像データと従来の電波航法データ・姿勢センサデータを併せてカルマンフィルタで

推定を行えば，精度の高い軌道・姿勢推定が可能である．カルマンフィルタを用いた軌道推定シミュレーションを

行い，画像航法によって軌道決定精度が向上する可能性があることがわかった．さらに精度上げるため，より優れ

た画像マッチングの方法の検討などを行っている．

　航法アルゴリズムの評価として，「のぞみ」の月スウィングバイ時の画像からクレータ等の特徴点を抽出し，こ

れを基準点として画像航法を試みた．

　深宇宙探査機による自律撮像方式の研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 川口淳一郎 助教授 橋本樹明

　「のぞみ」の搭載カメラによって Phobos，Deimos を撮像する際に必要となる，オンボード自律撮像方式につい

て研究を引き続き行っている．

　自然地形の特徴点を利用したランデブー・着陸法の研究

 教　授 二宮敬虔 教　授 中谷一郎 助教授 橋本樹明

   助教授 久保田孝 大学院学生 今村祐介

　小惑星等の未知天体にランデブー，着陸する際には，自然地形の撮像画像をもとに探査機の相対位置を計測し，

目標点まで誘導する必要がある．従来この種の処理は高度な自然地形認識が必要と考えられてきたが，画像のフィ

ルタリングによる自動特徴点抽出を用いることにより，高速に相対位置が計測できることがわかった．現在，この

特徴点抽出アルゴリズムと探査機制御則を組み合わせて，探査機の小惑星表面への誘導シミュレーションを行って

いる．

　M-V 上段アクティブ・ニューテーション制御の研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 川口淳一郎 助教授 橋本樹明

　M-V 上段のアクティブ・ニューテーション制御の制御則の検討，およびニューテーション検出に使用するガス

レートセンサの開発を行っている．
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　画像を用いた自然地形の認識に関する研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 橋本樹明 大学院学生 今村祐介

　天体への着陸，天体表面の移動を行うためには，当該地域の地形の認識，すなわち山であるか谷であるか平地で

あるか等の認識が必要になる．従来はこのような認識を行う場合，まず天体の３次元地図を作製し，その地形を評

価関数にかけて分類，認識を行っていたが，膨大な計算量が必要であった．本研究では，あらかじめ分類に必要は

地形カテゴリーを限定することによって，１枚の陰影画像から高速に地形分類，認識を行うことを行っている．

　画像を用いた探査機着陸時の航法精度改善に関する研究

 教　授 二宮敬虔 助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝

     大学院学生 今村祐介

　月，火星等への着陸時の航法精度を向上させるため，探査機から撮像した画像と事前に周回軌道探査機が撮像し

た画像（地図情報）とをマッチングさせて，探査機位置情報を得るアルゴリズムについて研究を開始した．

　フォーメーションフライトにおける相対位置・姿勢決定に関する研究

   教　授 齋藤宏文 助教授 橋本樹明

　将来の光学干渉計ミッション，多点同時プラズマ観測ミッション等では，複数衛星による協調的観測が必要とな

るが，そのためには衛星間の相対位置・姿勢を精密に決定する必要がある．そのため，小型のスキャンミラー付

レーザ測距計を用いたシステムを前提とした相対位置検出法を研究し，非線形最小自乗法を用いて，相対姿勢，位

置を精度良く推定できることを計算機シミュレーションにより確かめた．

　衛星データ処理・ネットワークの研究

 助教授 山田隆弘 教　授 高野　忠 教　授 齋藤宏文

 助　手 大西　晃 技　官 周東晃四郎 技　官 加藤輝雄

     技　官 斎藤　宏

　科学衛星の高度化および多様化に対応するために，計算機・LAN・データ通信回線を組み合わせた通信ネット

ワークやデータベースの構成方法等について検討を進めている．SSOC，KSC，UDSC を結んで，ワークステーショ

ンを用いた分散形のネットワークを完成した．更に将来のデータベースシステムのための蓄積媒体・アーキテクチャ

の検討を行っている．

　「はるか」搭載展開アンテナの軌道上特性

 教　授 高野　忠 助　手 戸田知朗 教　授 名取通弘

 助教授 樋口　健 助教授 市川　満 国立天文台 小林秀行

 助　手 大西　晃 大学院学生 黒田晋嗣 国立天文台 川口則幸

   能開大・工 花山英治 教　授 廣澤春任

     　　　　　 VSOP アンテナ検討会メンバー

　「はるか」搭載の大型展開アンテナについて，気象衛星「ひまわり」の電波を受信し解析した結果を基に，アン

テナの機械的状態について検討した．また両衛星の軌道，太陽角および仰角の条件を考慮して，測定可能日を抽出

し，２回目の実験に備えた．

　飛翔体アンテナに関する研究

 助教授 市川　満 技　官 鎌田幸男 教　授 高野　忠

 助　手 戸田知朗 共同研究学生 郡司康一 東京理科大・工 周　英明

　ロケットや人工衛星に搭載する各種アンテナの形式や給電方式を，理論的及び実験的に研究している．新しい搭

載用アンテナとして，Ｓ帯の送信と受信が行える２重円形マイクロストリップアンテナの研究を進めた．種々の設
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計パラメータを変えることにより，所望の特性を得る見直しを得た．

　宇宙ごみ探知用バイスタテックレーダシステムの研究

 教　授 高野　忠 助　手 戸田知朗 助教授 市川　満

   東邦大・理 佐藤洋一 共同研究学生 勝本和義

　バイスタティック形（送信と受信で別なアンテナを用いる）レーダとして，内之浦局送信と臼田局受信の各デー

タ間の互相関処理を進め，処理時間を拡大した．受信信号と標的（この場合衛星）の姿勢・速度との関係を明らか

にした．

　衛星無線回線の品質の研究

 助　手 井上浩三郎 教　授 高野　忠 東京電機大 星野　洋

     共同研究学生 牧謙一郎

　大型衛星「はるか」と地上局間の通信回線において，大型衛星に特有な現象と思われる「多重波干渉」と回線品

質の劣化との相関性について，検討している．宇宙研のデータベースを基に実測データの解析，及び多重波干渉モ

デルの計算を行い，比較を行った．強い相関が認められるが，合致しない例もある．

　宇宙機間光通信及び光レーダの研究

 教　授 高野　忠 助　手 戸田知朗 大学院学生 森本直行

　科学衛星とデータ中継衛星間の光無線通信と，宇宙ゴミ検出を目的とした光レーダシステムの，各研究を行って

いる．光源となる大出力半導体レーザについて，波動方程式と拡散方程式を連立させた導波路解析法を確立した．

光共振器としてのパラメータ依存性について検討し，広エリアＬＤでもサイドローブへの放射を抑えられる可能性

を示した．また宇宙通信回線解析を行い，光方式と電波方式の適用領域を示した．

　光アンテナおよび光ビーム伝搬の研究

 教　授 高野　忠 助　手 戸田知朗 東京理科大・工 赤池正巳

   共同研究学生 生貝康行 共同研究学生 二宮　崇

　人工衛星に搭載する事を目的として，鏡面修整技術を施した光アンテナの研究を行っている．光アンテナの測定

系について検討を進めた．アンテナ近傍界位相分布をマッハツェンダー干渉計を用いて，また遠方パターンをフー

リエ変換レンズを用いて，各々測定する場合の限界を示した．これらの結果と数値解析モデルとの比較検討を行っ

た．

　光ビームで種々の材料を照射し，その反射 ･ 散乱を測定した．円形の一様な分布の周囲に鋭いピークを有するビー

ムにより，特性を容易に測定できることを示した．

　アンテナ間結合特性の研究

 教　授 高野　忠 技　官 鎌田幸男 能開大・工 花山英治

     共同研究学生 菅原　章

　複数のアンテナを近接して配置した場合，相互結合特性を制御したりあるいは積極的に利用する方法について検

討を行っている．２つの矩形ホーンアンテナ間に半波長ダイポールを配置し，遠方界測定を行い，全体的利得が向

上できることを示した．

　電磁波の散乱・回折に関する基礎研究

 教　授 高野　忠 助　手 戸田知朗 電気通信大・電通 矢部初男

     共同研究学生 王　松林

　平面金属板に垂直導体が立っている構造に対して，電流の乱れが散乱界に与える影響について検討した．結合部
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を３角形により細かく分割して計算することにより，従来よりも正確かつ効率的に計算できる見通しを得た．

　スペースデブリ衝突によるマイクロ波放射の検出実験

 教　授 高野　忠 助　手 戸田知朗 大学院学生 室谷佳宏

   助　手 矢野　創 教　授 藤原　顕

　デブリなどの高速物体が金属板に衝突する際，電磁波が放出される現象が見出された．今年度は瞬発現象を把握

するべく，測定回路の改善について検討した．ヘテロダイン系を構成し，較正を行った．

　宇宙ごみ（スペースデブリ）と流星塵の環境に関する研究

 教　授 高野　忠 助教授 吉川　真 教　授 藤原　顕

 助　手 矢野　創 国立天文台 渡部潤一 国立天文台 阿部新助

     技　官 榮樂正光

　１９９８年に引き続き１９９９年１１月に来襲したしし座流星群について，軌道上衛星の担当者と共に対応法を検討した

（今回は特別の処置をとらない）．レオニード流星群観測小研究会を２回開き（内一回は天文台），全国の流星研究

家と共同観測を行い，かつ結果をまとめた．宇宙研はシュミットカメラ等を用いて，観測を行った．

　深宇宙探査用通信システムの研究

 教　授 高野　忠 助教授 山田隆弘 助教授 山本善一

 助教授 市川　満 助　手 井上浩三郎 助　手 戸田知朗

     技　官 鎌田幸男

　科学衛星の通信回線は，超遠距離で使用したり大量データを伝送する場合，リソースへの制約が厳しくなり回線

として成立しない場合もある．また衛星の位置・速度計測（RARR）の回線に対して，測定精度向上の要求がある．

これらに対し，通信方式，搭載機器および地上設備の検討・改良を通して，対処していく．

　今年度は，「のぞみ」が火星接近時および MUSES-C が小惑星会合時に，データをＸ帯で臼田局に伝送するための

方法について検討を行った．

　SELENEＥの４-way 通信と周回衛星構成法

 教　授 高野　忠 助教授 山本善一 助教授 佐々木進

   国立天文台 河野宣之 宇宙開発事業団 岩田隆浩

　月探査衛星システム SELENE では，地球局（臼田）からリレー衛星，月周回衛星に至る往復路を無線回線で接

ぐいわゆる４-way 通信を行う必要がある．そのための通信システムの構成と所要性能，また月周回衛星の構成法に

ついて，検討を行っている．

　太陽発電衛星用送電アンテナの研究

 教　授 高野　忠 助教授 佐々木進 東海大・工 川崎繁男

     共同研究学生 木戸善春

　パッチアンテナとマイクロ波増幅器を一体化し，配列した形式のアンテナの研究を行っている．各単位素子間の

接続法と放射パターンについて，実験的に明らかにした．また，アンテナ全体の構成法，展開法について検討した．

　誤り訂正符号の研究

     助教授 山田隆弘

　ディジタル通信において発生するデータの誤りを冗長データを利用することによって自動的に訂正あるいは検出

するための符号について以下の研究を行っている．

� 多次元符号の研究：ランダム誤りとバースト誤りの両方を効率できる符号として連接符号や積符号などの二次



��．研究活動110

元符号が注目を集めている．本研究では，二次元の積符号を拡張した多次元積符号について，能率の良い符号

の構成法や効率的な復号法について検討を行っている．

� 不均一誤り保護符号の研究：普通の誤り訂正符号では，すべての情報が一様に訂正されるのであるが，データ

の中で重要な部分とそれほど重要でない部分とが混在している場合は，それぞれの情報の重要度に応じて訂正

される方が都合がよい．本研究では，リード・マラー符号を変形することによって不均一な誤り訂正を行うた

めの符号が構成できることを示した．また，そのような符号を用いて伝送制御のためのデータを優先的に保護

する方式について検討を行っている．

　宇宙回線用高能率通信方式の研究

     助教授 山田隆弘

　現在コンピュータ・ネットワークなどで使用されている通信方式は，地上の比較的品質の良い回線で使用される

ことを前提として開発されており，宇宙回線のように品質の悪い回線に使用した場合は十分な性能が得られるとは

限らない．本研究では，品質の悪い回線で能率良いデータ伝送が行えるような新たな通信方式の検討を行っている．

特に，データの再送制御と誤り訂正機能を組み合わせて用いる方式について検討を行っている．

　将来型宇宙情報システムに関する研究

     助教授 山田隆弘

　人工衛星，惑星着陸機，宇宙ロボットなどで構成される将来の宇宙システムで必要となる情報システムに関して

以下のような研究を行っている．

� システムモデルの研究：大きなシステムを構築する際は，システム全体の概念や構成を規定するためにモデル

を作成する必要がある．本研究では，国際標準化機構 (ISO) が作成したコンピュータ・ネットワーク用のモデ

ルを基礎にしつつも複雑な宇宙システムにも適用できるように階層構造の作成の仕方に柔軟性を持たせた新た

なシステムモデルの構築を行っている．

� 通信規約の開発：上記のシステムモデルに基づき，将来の宇宙システムで用いられる通信規約の開発を行って

いる．この通信規約は，従来コマンドやテレメトリデータの伝送用として開発されてきたものを，将来の宇宙

システムにおけるネットワーク的な環境においても使用できるように一般化したものである．この通信規約は，

近い将来，宇宙データシステム諮問委員会 (CCSDS) および国際標準化機構 (ISO) より国際標準規格として発行

される予定である．

　衛星情報ベースの研究

     助教授 山田隆弘

　宇宙研の科学衛星の運用及び試験においては，衛星情報ベース (SIB) と呼ばれる標準的なデータベースを使用して

いる．このデータベースは，各衛星のコマンドとテレメトリに関する情報を一括的に管理するためのものであるが，

現在，このデータベースを拡張し，衛星内部の動作に関する情報をコマンド・テレメトリ情報と関連づけて管理す

るための方法について検討を行っている．また，衛星情報ベースを様々なソフトウェアから読み込めるようにする

ために，衛星データを記述するための標準的な記述方式の検討も行っている．

　深宇宙探査ミッションの解析

 所　長 松尾弘毅 教　授 上杉邦憲 助教授 川口淳一郎

 助教授 石井信明 助教授 山川　宏 助　手 安倍正真

　惑星および小天体（小惑星，彗星）探査対象に対して，基礎的なフイージビリテイを模索するために２１世紀初

頭の代表的な探査機会についてそのサーベイを行った．その中には小惑星サンプルリターン，メインベルト小惑星

ランデブー，多数回小惑星フライバイ，彗星コマサンプルリターン，彗星核サンプルリターンミッションが含まれ

る．
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　GEOTAIL の軌道計画

 所　長 松尾弘毅 教　授 上杉邦憲 助教授 川口淳一郎

 助教授 石井信明 技　官 周東三和子 技　官 前田行雄

     助教授 山川　宏

　国際プロジェクト ISTP の GEOTAIL の軌道計画では，そのミッションである磁気圏尾部観測を遂行すべく，２

重月スイングバイ軌道という方策が採られている．本研究では，「ひてん」でも用いられた軌道計画プログラムによっ

て，GEOTAIL の全ミッションにわたる軌道計画の解析，設計を行っており，月移行軌道及び，月スウィングバイ

軌道は既に成功裡に達成されている．現在は月軌道の内側で地球を周回する軌道（Near-Tail 軌道）上にある．

　火星探査機「のぞみ」の軌道計画に関する研究

 所　長 松尾弘毅 教　授 上杉邦憲 助教授 川口淳一郎

 助教授 石井信明 助教授 山川　宏 共同研究学生 田所英哉

　１９９８年度に打ち上げられた PLANET-B の軌道計画を行っている．月遷移軌道に投入された衛星は，当初，２回

の月スイングバイと１回のパワード地球スイングバイを行って，1999 年 10 月に火星周回軌道に投入される予定で

あった．しかし，1998 年 12 月の地球脱出マヌーバを行った際に燃料を使い過ぎたために，２回の地球スウィングバ

イを利用して火星到着を 2004 年 1 月とする案に変更した．２回の地球スウィングバイによって 2003 年 6 月の地球

発火星行きの絶好のウインドウにつなげられている．

　LUNAR-A の軌道計画に関する研究

 所　長 松尾弘毅 教　授 中島　俊 助教授 川口淳一郎

   助教授 石井信明 助教授 山川　宏

　LUNAR-A の，地球－月遷移フェーズから，月周回軌道投入，ペネトレータ投下，母船によるデータリレーに至

る一連の軌道計画を行った．地球から月に移行する軌道では，月周回軌道投入時の燃料節減を目的として ballistic 

capture 軌道という方策を採る．月周回軌道投入後，ペネトレータは２本投下する予定であり，月高度２５ｋｍにお

いて軌道離脱モータによって減速した後，自由落下させる方法を用いる．また，母船は高度約３００ｋｍの円軌道を

周回しながらペネトレータからのデータを受信／送信する．

　MUSES-C の軌道計画に関する研究

 教　授 上杉憲邦 助教授 川口淳一郎 助教授 石井信明

     助教授 山川　宏

　低推力電気推進（イオンエンジン）を主推進機関として用いて小惑星にランデブーし，そのサンプルを採集後，

地球に帰還するというミッションであり，電気推進系のハードウエアシステムも考慮したうえでペイロードが最大

となるように探査機の軌道計画の最適化を行った．

　電気推進による水星オービタのミッション解析

 教　授 向井利典 教　授 小林康徳 教　授 齋藤宏文

     助教授 山川　宏

　電気推進の使用を想定した水星ランデブーミッションの検討を行った．打ち上げ後に金星スウィングバイを経て

２．３年という短い飛行時間で水星に到着する．以降，２水星年（約半年），磁気圏観測，表面撮像等のサイエンス

を行うことを想定している．
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　化学推進による水星オービタのミッション解析

 教　授 向井利典 教　授 小林康徳 教　授 齋藤宏文

     助教授 山川　宏

　化学推進の使用を想定した水星ランデブーミッションの検討を行った．打ち上げ後に金星と水星の多数回のス

ウィングバイを経て水星に到着する惑星間軌道，最終的な水星周回観測軌道への投入方法，周回中の軌道推移を観

測の観点からの検討し，探査機設計のための知見を与えた．

　金星オービタのミッション解析

     助教授 山川　宏

　科学推進の使用を想定した金星オービターミッションの検討を行った。ダイレクトアセントによる打ち上げ後に

金星に到着する惑星間軌道，金星周回中の軌道推移を観測の観点からの検討し，探査機設計のための知見を与えた．

　小型惑星族探査ミッション

 教　授 藤原　顕 助教授 山川　宏 助教授 吉川　真

   助　手 矢野　創 助　手 安部正真

　１つの小惑星ファミリーに属する多戸数のメインベルト小惑星に連続してフライバイし，そのサンプルを地球に

持ち帰るミッションの解析を行った．

　M-V ロケット用の高層風予測システムの確立

   助教授 石井信明 助教授 山川　宏

　M-V ではオペレーション上の制約から打上げ時の高層風を予測して，約１日前に姿勢プログラムを設計する必要

がある．そこで，高度１６km 以下は気象庁数値予報課の予報データを，高度１６km から５０km まではイギリスの気

象局の観測データを時間的空間的に補間して鹿児島における高層風を予報するシシステムを構築した．

　M-V ロケットにおける風プロファイルを考慮した姿勢プログラムの最適化

     助教授 山川　宏

　M-V ロケットの第１，２段の上昇軌道は，空力荷重制約の観点よりノミナルな風モデルを想定したときの迎え角

ゼロのパスを標準としている．本研究では，打ち上げ当日の風の変化に対して，姿勢プログラムを変更することで

迎角を一定の値以下に保ったまま，第２段燃焼終了時のロケットの終端条件を合わせる可能性について検討した．

迎え角の積分値を評価関数，姿勢プログラムを制御変数とした非線形計画問題を解くことにより，典型的なウイン

ドシアに対しては前記目的を実現できることを確認し，実際の M-V ロケット３号機および４号機のフライトに適用

し，方法が妥当であることが確認された．

　M-V ロケットの誘導論理の研究

 助教授 川口淳一郎 助教授 石井信明 技　官 前田行雄

     助教授 山川　宏

　M-V ロケット各号機の各段に対応した誘導論理を，ロケット姿勢制御系の制御誤差，推進性能の誤差，投入後の

衛星に課せられる軌道制御量等を考慮して検討した．また，精測レーダのアンテナ角，レンジデータから軌道推定

する際のカルマンフィルタについても，生データのノイズ特性を考慮して検討した．
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　観測ロケットの風補正

 助教授 石井信明 技　官 前田行雄 助教授 山川　宏

　観測ロケットの目的に応じた風補正の方法について検討を行った．従来の風補正の主目的は落下点位置分散の低

減であり，ある秒時での速度方向がノミナルと一致するように，ランチャー角の方位角／上下角を設定している

（感度係数法）．また感度係数にはよらずに直接，３次元６自由度シミュレーションプログラムを収束計算させる方

法も確認した（収束計算法）．

　小型垂直離着陸式ロケット実験機の航法誘導制御系の研究

 助教授 稲谷芳文 助教授 森田泰弘 助　手 成尾芳博

 助教授 山川　宏 技　官 志田真樹 技　官 橋本保成

　将来型の宇宙輸送システム研究の一環として，液体水素を燃料とする小型のロケットエンジンを用いた繰り返し

飛行を行う小型の実験機を作って，効率的な再使用性やロケットエンジンによる地上への帰還のための飛行方法の

研究を行っている．本研究では，その IMU および高度計を用いた航法，最適制御に基づいた誘導則，エンジン推

力制御と RCS による姿勢制御系の検討を行っている．

　フォーメーションフライトの航法・誘導に関する一般的な研究

 助教授 山川　宏 助教授 橋本樹明 教　授 齋藤宏文

   助　手 國中　均 教　授 都木恭一郎

　近年，複数の衛星のフォーメーションフライトによる光学・赤外干渉計実験やミクロな磁場分布の解明を目的と

した地球磁気圏観測実験の検討が行われている．本研究では，まず円軌道上の２つの衛星から成る簡単モデルを仮

定して，相対距離計測に基づくカルマンフィルタによる航法則の検証，Linear Quadratic Regulator によるフォー

メーションキーピング則と必要な燃料の検討を行った．さらに Tschauner-Hempel の線形化に基づく定式化を行っ

て，楕円，放物線，双曲線軌道上への拡張の可能性についても考察している．

　フォーメーションフライトによるX線望遠鏡計画 XEUSのミッション解析

 助教授 山川　宏 助教授 橋本樹明 教　授 齋藤宏文

   助　手 國中　均 教　授 都木恭一郎

　X 線天文衛星計画 XEUS は，地球周回軌道上にあるミラー衛星とデイテクター（検出器）衛星の２つの衛星の

フォーメーションフライトによって焦点距離が５０m である望遠鏡を構成する計画である．そのため，２つの衛星の

慣性空間での相対位置を低推力エンジンで連続的に保持する必要がある．本研究では，Hill の方程式を利用して，

円周期上を運動する基準点まわりの相対運動を表現し，その上で，相対位置保持に必要な加速度ひいては推力の大

きさについて検討している．さらに円軌道の高度，２つの衛星の相対距離および衛星重量をパラメタとして，必要

最大推力および燃料重量を算出することで衛星の初期設計を行っている．

　軌道上宇宙ロボットの遠隔操作の研究

     客員教授 内山　勝

　宇宙における各種サービスロボットは，完全自律型ではなく，部分自律型とし，人間との協調によりサービスを

実施する方式がより現実的であろう．そして，有人技術が未開発の我が国では，宇宙のロボットを地上より遠隔操

作する技術の開発が，とくに重要である．本研究では，このための遠隔操作技術について研究を実施している．本

研究で目標とする技術の基本概念は，地上計算機に実現したバーチャルリアリティに対し，ヒューマンインタフェー

スを構築し，これを介し，人間とロボットに知能を共有させ，人間にバーチャルな作業を実施させ，このデータを

軌道上の宇宙ロボットに転送し，各種サービス作業を実現するというものである．1999 年度は，宇宙開発事業団の

協力により，ETS-VII 搭載のロボットを遠隔操作する実験を行い，この基本概念の妥当性を実証した．
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　高速パラレル機構を応用したハイブリッドモーションシミュレーションの研究

     客員教授 内山　勝

　ハイブリッドシミュレータは，物理モデルと数値モデルを結合したシミュレータで，航空機，宇宙機，車両，地

震など多方面のシミュレーションに使用されている．数値モデルの性能は，近年のコンピュータの性能向上により，

格段に向上し，物理モデルと数値モデルを結合するサーボ機構の性能が，シミュレータの性能向上の隘路となって

いる．本研究では，HEXA と呼ばれる新しい空間パラレル機構を応用し，高速のサーボ機構を実現し，これにより

高帯域のハイブリッドモーションシミュレーションの実現を目指している．サーボ機構の高帯域化のために，数値

モデルの比重を高め，物理モデルを必要最小限に抑えることにより，機構の負荷を軽減している．物理モデルを必

要最小限とすることによるヒューマンインタフェースの劣化は，バーチャルリアリティによるグラフィックス表示

により補う．応用として，宇宙機のドッキングやタッチダウン，宇宙ロボットによる衛星捕獲などのシミュレーショ

ンを考えている．

　アブレータ内部熱解析との連成による大気突入カプセル空力加熱環境解析

 客員助教授 鈴木宏二郎 教　授 安部隆士 助　手 藤田和央

　MUSES-C のサンプルリターンカプセルでは，超軌道速度再突入の非常に厳しい空力加熱からペイロードを守る

ためアブレーション熱防御システムが用いられる．その性能を評価するためには，再突入軌道に沿ってアブレータ

材の温度や損耗の履歴を予測しなければならない．この研究は，化学非平衡衝撃層空力加熱解析（VSL 解析）と炭

化を含むアブレータ内部熱解析（CMA 解析）を連成させ，自己完結性の高い数値シミュレーションを行うことを

目的としている．本解析結果との比較により，経験則に基く工学的推算法の妥当性が確認された．本解析法は火星

など惑星探査プローブの大気突入シミュレーションへ適用可能であり，現在その研究を進めている．

　障害物を通過する衝撃波の伝播特性に関する研究

     客員助教授 鈴木宏二郎

　地上で爆発が起こった際に，生じた衝撃波の伝播特性は森林，建物など障害物の存在により影響を受けるものと

予想される．この研究は，衝撃波管の測定部に種々のパターンの円柱列を置くことにより衝撃波がどのような影響

を受けるかを実験的に明らかにしようとするものである．その結果，障害物を通過することで衝撃波は減衰する一

方，上流側に反射衝撃波が生じること，障害物後流側ではカルマン渦に起因する周期的な圧力変動が観測されるこ

と，などが明らかになった．さらに，障害物の通過による衝撃波の減衰と反射波の形成は，局所動圧に比例する空

気抵抗モデルによって説明できることが１次元 Euler 方程式による数値解析によって示された．

　垂直離着陸ロケットのノズル噴流と地面との空力干渉に関する研究

     客員助教授 鈴木宏二郎

　垂直離着陸型の再使用ロケットでは，着陸時にノズル噴流が地面と干渉して思わぬ空気力が機体に働き，その安

全性に影響を与えることが考えられる．この研究では，実験および数値シミュレーションによって機体周りの流れ

場および機体に働く正味推力特性を明らかにすることを目的としている．その結果，機体底面圧力分布は地面から

の距離によって大きく２つのパターンに分けられるなどが明らかになった．さらに，機体が傾いた時の姿勢安定性

や底面に複数のノズルがある場合の特性についても研究を進めている．

　リフティングボディーの遷・超音速大迎角空力特性に関する研究

     客員助教授 鈴木宏二郎

　リフティングボディー形状を持つ水平着陸型の再使用ロケットでは，揚力を確保するため再突入飛行時に大迎角

をとる必要がある．この研究では，鈍頭極厚デルタ形状のリフティングボディーについて，遷・超音速における大

迎角空力特性を実験及び数値シミュレーションによって明らかにすることが目的である．実験は高速気流総合実験

設備（風洞）を用いて行われ，頭部を上に曲げベント形状にすることやボディーフラップの利用で縦の空力バラン
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スや利用可能揚抗比が改善されること，特定の迎角／マッハ数で背面剥離渦の干渉によるカオス的な非定常空気力

が発生すること，その発生は頭部形状やボディーフラップの改良で抑止できること，などが明らかになった．

　小惑星探査機が着地時にスラスタによって吹き上げるダストの解析モデルに関する研究

 客員助教授 鈴木宏二郎 技　官 佐藤俊逸 教　授 安部隆士

　小惑星サンプルリターンミッション MUSES-C では，探査機が着地，離昇時にスラスタを噴かした際に，小惑星

表面に堆積しているダストを吹き上げるため，衛星下面が汚染され光学センサーなどに不具合が生じることが懸念

される．それを防ぐためには，衛星の高度／姿勢，スラスタ噴射のタイミング，などを考慮したシミュレーション

を行い，適切な着地／離昇のシナリオを作らなければならない．本研究は，真空中に噴き出した噴流によって舞い

上がるダスト量を見積もる解析モデルの構築を目的としている．ダストの地面反射係数などいくつかのパラメータ

を含むモデルを作り，真空チャンバーを用いた実験との比較により，それらを決定した．現在，そのモデルを用い

て MUSES-C 実機条件におけるダスト汚染の解析を進めている．

　弾性変形する膜面を有する飛行体の超音速空力特性に関する研究

     客員助教授 鈴木宏二郎

　地球や他の惑星への大気圏突入やエアロブレーキなど空気力を利用する衛星技術は，今後ますます重要なものと

なる事が期待される．打ち上げ時，衛星全体がロケットフェアリング内にコンパクトに収めるため，空力形状全体

もしくはその一部に，膜面を有する展開構造物を利用する事が考えられる．本研究の目的は，弾性変形する膜面を

有する飛行体の超音速空力特性に関し，その基礎特性を実験的に把握することである．そのために２次元膜状フラッ

プ模型を製作し，高速気流総合実験設備（風洞）を用いて実験を行った．高速ビデオの画像から，膜面が超音速流

中において空気力により弾性変形し，その変形が流れ場を変えるといった空力と膜構造の複雑な非定常干渉が起

こっていることが観察され，その特性が明らかになりつつある．

ｉ．衛星応用工学研究系

　衛星用太陽電池の研究

 教　授 田島道夫 助教授 廣瀬和之 助　手 高橋慶治

   助　手 藁品正敏 技　官 河端征彦

　衛星搭載用の太陽電池には，高い変換効率，軽量性，耐宇宙環境性，そして高信頼性が要求される．特に高効率

性は軽量化にもつながり，最近のミッションの高度化に伴い強く望まれている．本研究では，各ミッションの要求

にあわせて，最適のセル構造，セル構成を選定している．LUNAR-A, PLANET-B においては，逆ピラミッド型形

状の無反射表面と，裏面全面拡散型の裏面電界（BSF）構造を有する高効率シリコン単結晶セルを使用することと

した．また ASTRO-E においては，セルサイズを従来の２×４cm から４×６cm に大型化し，上記に加えてプレー

ナー型構造を取ることによりさらに高効率化を図っている．これらのセルは，宇宙環境下における太陽光下（AM0）

において変換効率が 17 ～ 18％と世界最高のものである．

　また同時に，より一層の高効率化を実現するため，太陽電池の精密診断技術の開発を行っている．主にフォトル

ミネッセンス（PL）測定により，各種の母材シリコンウエハー中の微量残留不純物，微小欠陥等について評価し，

太陽電池セルの出力特性を支配する重要なパラメータのひとつである少数キャリヤのライフタイムとの関連や，セ

ルの出力特性との関連について検討している．

　本年度は，代表的な p 型添加不純物のＢが関与した照射誘起欠陥を特定することを目的とし，B 添加量が大きく

異なる p 型ウエハーにつき電子線を照射した後 PL 測定を行った．その結果，以下が明らかとなった．

� バンド端発光強度の電子線照射量依存性は，室温，低温ともに比抵抗が小さいほど小さい傾向にある．

� C-line の発光強度は照射量の増大に伴って増大するが，比抵抗 0.8 Ω cm 以下のウエーハでは観察されない．


