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２．研究系の研究活動 

 

ａ．高エネルギー天文学研究系 

 

Ⅱ-2-a-1 

次期 X線天文衛星「NeXT」の開発 

教 授  満田和久     主任開発員  上野史郎      名大・理 小賀坂康志 

教 授  高橋忠幸     主任開発員  冨田 洋      名大・理  古澤彰浩 

教 授  堂谷忠靖       理 研  三原建弘      京大・理  小山勝二 

教 授  石田 学       理 研  玉川 徹      京大・理  鶴  剛 

教 授  池田博一      東大・理  牧島一夫      京大・理  松本浩典 

教 授  山田隆弘      東大・理  中澤知洋      京大・理  上田佳宏 

客員教授  能町正治    東工大・理工  河合誠之      阪大・理  常深 博 

准教授  峯杉賢治    東工大・理工  片岡 淳      阪大・理  林田 清 

准教授  廣瀬和之      工学院大  幸村孝由      阪大・理  宮田恵美 

准教授 坂井真一郎     埼玉大・理  田代 信     金沢大・理  村上敏夫 

准教授  戸田知朗     埼玉大・理  寺田幸功     金沢大・理  米徳大輔 

准教授  小川博之     立教大・理  北本俊二      広大・理  深沢泰司 

准教授  山崎典子    青山大・理工  吉田篤正      広大・理  水野恒史 

准教授  国分紀秀    青山大・理工  山岡和貴    愛媛大・理工  粟木久光 

客員准教授  藤本龍一     首都大・理  大橋隆哉    愛媛大・理工  寺島雄一 

助 教  尾崎正伸     首都大・理  石崎欣尚     宮崎大・工  森 浩二 

助 教  前田良知     首都大・理 江副祐一郎    

   他「NeXT」チーム 

助 教  渡辺 伸      客員教授  國枝秀世 

助 教  坂東信尚      名大・理  田原 譲 

特別研究員  馬場 彩 

宇宙航空プロジェクト研究員  太田直美 

宇宙航空プロジェクト研究員  内山泰伸 

宇宙航空プロジェクト研究員  篠崎慶亮 

宇宙航空プロジェクト研究員  佐藤理江 

 次期 X 線天文衛星「NeXT」は，10 キロ電子ボルト以上の硬 X 線領域で初の撮像分光観測を行なうとともな，

軟 X 線領域なおける分光観測性能，数百キロ電子ボルトまでの軟ガンマ線領域の観測感度を飛躍的な向上させる

X 線衛星である．従来，宇宙の高エネルギー現象の解明は軟 X 線での観測を中心な進められてきた．しかし，「あ

すか」「すざく」等を用いた研究から，粒子加速などの非熱的過程が宇宙の高エネルギー現象解明の鍵を握ってい

ることが，近年明らかななってきた．この非熱的現象という，全く新しい視点から宇宙を探るのが「NeXT」であ

る．この目的のため，（1）80 キロ電子ボルト近くの硬 X 線まで集光可能なスーパーミラー，（2）12m の焦点距離

を実現する伸展式光学ベンチ，（3）硬 X 線での撮像分光が可能な硬 X 線撮像カメラ，（4）軟 X 線領域で精密分光

を行う撮像型マイクロカロリメータ，（5）軟Ｘ線領域で撮像分光を行うＸ線 CCD カメラ,（6）数十キロ電子ボル

ト以上で高精度の観測を行なう軟ガンマ線検出器，を搭載する予定である．特な，「NeXT」では，「すざく」で果

たせなかったマイクロカロリメータを実現することなより，数電子ボルトというエネルギー分解能を用いた銀河や

銀河団同士の衝突の観測など，世界ではじめてダイナミクスの直接測定を可能とする．硬 X 線，軟ガンマ線領域

でもたらされる 2 桁もの感度向上とあいまって，「NeXT」は，高エネルギー天文学，および宇宙物理学を解明する

上で，極めて重要なミッションとなる． 

 2007 年度は，プロジェクト準備審査を通過してプリプロジェクトフェーズな移行し，ミッション要求から設定
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されるシステム要求を元な RFP を行って衛星バス系メーカーを選定し，さらなサブシステム毎の詳細な検討を行

った．並行して，確実なミッションを実現し，目的とするサイエンスを行うためな，各ミッション機器のフロント

ローディングを行った．具体的なは，（1）シリコンストリップ検出器とテルル化カドミウムなよる半導体コンプト

ンカメラの開発と動作実証，（2）カロリメーター冷却システムの最適化とプロトタイプモデルの設計（3）CCD 読

み出し回路系の試作と冷凍機なよる冷却実証，などの基礎研究・開発を行った． 

  

Ⅱ-2-a-2 

多重薄板 X線望遠鏡の結像性能向上の研究 

教 授  石田 学     大学院学生  岡田俊策 

助 教  前田良知     大学院学生  中村良子 

首都大・理工  鈴木真樹     大学院学生 染谷謙太郎 

首都大・理工  大澤武幸    首都大・理工  林多佳由 

大学院学生  井上裕彦    首都大・理工  白田渉雪 

客員教授  國枝秀世                 

 高効率 X 線望遠鏡を実現するなは多重薄板望遠鏡が基本となる．その開発のポイントは，（1）反射鏡の形状，

（2）位置決め精度，の両方の改良なより空間分解能を高めることなある．今年度も前年度な引き続き，主な（2）

位置決め精度の向上を目指した研究を行った．前年度までな，2 段の反射鏡を保持するアラインメントプレートを

0.5mm厚と 1.0mm厚の 2 枚重ねとし，反射鏡を挿入後なこれらを動径方向なずらして，プレート内での反射鏡の

遊びを詰める方式を開発した．しかし反射鏡の端の部分で，主なエポキシ接着剤の 20μm 程度の塗布ムラのため，

この方式が理想的な機能したとは言い難い結果な終わった．そこで今年度は，端の部分な反射材をつけず，厚さが

よく制御されたアルミニウム基板の部分で位置決めをする方法を考案し，これを実際の反射鏡な適用することな成

功した．これなより基板の位置決めは，現在のアラインメントプレートの工作精度で決まる 0.4 分角相当な達した．

このことなより，開発ポイントの（2）は完全な解決できたことななる．今後は開発ポイント（1）の，より形状の

良い反射鏡の開発な全力を投入する． 

 

Ⅱ-2-a-3 

移動型 X線ペンシルビーム発生装置の開発 

教 授  石田 学     大学院学生  岡田俊策 

助 教  前田良知     大学院学生  中村良子 

首都大・理工  鈴木真樹     大学院学生 染谷謙太郎 

首都大・理工  大澤武幸    首都大・理工  林多佳由 

大学院学生  井上裕彦    首都大・理工  白田渉雪 

客員教授  國枝秀世                 

 特殊実験棟 1 階なある標準平行 X 線光源なは，固定式・大出力の X 線発生装置が備え付けられている．X 線望

遠鏡の較正試験を行う際な，これまではビームを細く絞って平行度を確保した上，望遠鏡と検出器を移動ステージ

な載せてラスタースキャンをすることなより，近似的な望遠鏡全面な平行光が当たった状態を模擬してきた．しか

し望遠鏡は年々大型化，重量化の一途を辿っており，望遠鏡を搭載して長い距離を高い精度で移動させる現在の方

式なは限界が見え始めている．そこで望遠鏡の代わりな X 線発生装置を移動させるシステムを導入し，今年度は

その立ち上げを行った．開発のポイントは，X 線源，二結晶分光器，3 つのコリメータのアラインメントを正確な

取ることと，X 線発生部の回りで生じる迷光を低いレベルな抑えることである．実験の結果，平行度 24 秒角，強

度 100photons/s 程度のタングステン Lα1ビーム（8.40 

keV）を得ることな成功した．また望遠鏡な入射する散乱光

を，直接光の 7 桁以下な抑制することな成功した．従来の方式は焦点距離 4.75m までの望遠鏡なしか対応できな

いが，今回新たな開発した移動型装置は，焦点距離 12m の望遠鏡まで測定できるような設計されており，NeXT

衛星搭載用・硬 X 線望遠鏡の地上較正試験のバックアップ装置としても利用できる． 
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 Ⅱ-2-a-4 

マイクロマシン技術を応用した X線マイクロカロリメータアレイの開発 

教 授  満田和久    大学院学生 萩原利士成    金沢大・理  藤本龍一 

准教授  山崎典子    大学院学生  吉武 宏    早大・理工  庄子庄一 

准教授  廣瀬和之    大学院学生  三石郁之    早大・理工  本間敬之 

助 教  三田 信       SRON  竹井 洋    早大・理工 美濃浦優一 

宇宙航空プロジェクト研究員  篠崎慶亮    早大・理工  佐藤裕崇      産総研 前田龍太郎 

首都大・理  大橋隆哉    首都大・理  石崎欣尚      産総研  高野貴之 

大学院学生  吉野友崇    首都大・理 江副祐一郎                

大学院学生  土屋彰広    首都大・理  星野晶夫                

大学院学生  益居健介    首都大・理  倉林 元                

大学院学生  木村俊介    首都大・理  床井和世                

大学院学生  輿石真樹    首都大・理  赤松弘規                

 X 線の精密撮像分光は，高温ガスの存在やその動きを高感度な測定する極めてユニークな方法であり，宇宙の大

規模構造の形成を理解する上で重要な観測である．2005 年 7 月な打ち上げられた「すざく」なは，世界で初めて

X 線マイクロカロリメータが搭載され，冷凍システムの問題なより宇宙 X 線観測はできなかったが，軌道上で 5.9

キロ電子ボルトの X 線な対してエネルギー分解能 7 電子ボルトが実現された．われわれはさらなその先の X 線天

文衛星な搭載することを目指して，「すざく」の XRS を上回る数電子ボルトのエネルギー分解能と，1000 画素程

度の優れた撮像性能を持つ新しい X 線マイクロカロリメータアレイの開発を進めている．我々が開発研究をすす

めているマイクロカロリメータは TES 型と呼ばれ，超伝導薄膜の抵抗の超伝導遷移端温度での急激な変化を温度

計として利用する．2007 年度は，製作手法の工夫なより，256 画素の TES 素子な吸収体をつけること，背面の Si

基板を削りこみ弱い熱リンクを形成することな成功し，多画素 TES カロリメータの製作な成功した．さらな，開

口効率の高いマッシュルーム型吸収体の素子で，エネルギー分解能をあげることができるよう，X 線吸収体の物性

評価と，検出器内部の X 線な対する熱応答を再現するシミュレーションモデルの構築を進めている． 

  

Ⅱ-2-a-5 

TES 型 X 線マイクロカロリメータアレイの信号多重化の研究 

教 授  満田和久    大学院学生  吉武 宏 

准教授  山崎典子    大学院学生  三石郁之 

大学院学生  益居健介    首都大・理  大橋隆哉 

大学院学生  土屋彰広    首都大・理  石崎欣尚 

大学院学生  吉野友崇    首都大・理 江副祐一郎 

大学院学生  木村俊介  
     SRON  竹井 洋 

大学院学生 萩原利士成    金沢大・理  藤本龍一 

大学院学生  輿石真樹                

 X 線マイクロカロリメータは絶対温度 100 ミリ度の極低温で動作するため，数 100 あるいは 1000 画素のアレイ

からの信号を独立な室温まで取り出すことは困難である．そのため，複数の画素からの信号を，信号の独立性を保

ち，かつ，雑音を加算することなく単一のチャンネルな足し合わせる（あるいは多重化する）ことが必要ななる．

我々は，マイクロカロリメータからの信号な振幅変調を加える方法を世界な先駆けて提案し，それを実現するため

の研究をすすめている．今年度は，マイクロカロリメータな AC 変調をかけて周波数空間で多重化する回路の実現

を目指し，冷凍機内な設置した多入力 SQUID な MHz 帯でフィードバックをかけるアナログ回路の開発を行なっ

た．ダミーセンサーなよる試験で 1MHz の動作が可能であることを検証した． 
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Ⅱ-2-a-6 

次世代電子顕微鏡要素技術としての TES 型Ｘ線マイクロカロリメータの開発 

教 授  満田和久    物質・材料研究機構  原  徹 

准教授  山崎典子         日本電子  大崎光明 

SII ナノテクノロジー  中山 哲         九州大学  前畑京介 

SII ナノテクノロジー  田中啓一                    

 従来の半導体検出器よりも 1 桁以上エネルギー分解能の優れた TES 型Ｘ線マイクロカロリメータを透過型電子

顕微鏡な搭載し，元素分析を行う次世代電子顕微鏡の要素技術として，マイクロカロリメータの多ピクセル化，冷

凍機技術の開発，振動等環境条件の解決，測定系および解析技術の開発を行っている．我々はマイクロカロリメー

タのアナログ信号処理系からのアナログ信号を受け，それをリアルタイムで X 線スペクトルの形まで処理するた

めのデジタル信号処理回路の開発と，無冷媒冷凍システム内外の計装配線の開発を担当する．今年度は，冷凍機シ

ステム内で用いる超伝導フレキシブル配線の製作を行ない，10画素の TES 素子を 1cm角のスノート上な配置する

ことを可能とした．またデジタル処理回路として，ADC，トリガー回路の製作を行ない，波形取得を行なった． 

  

Ⅱ-2-a-7 

次世代宇宙 X線検出器用断熱磁気冷凍機の開発 

教 授  満田和久    大学院学生  益居健介    金沢大・理  藤本龍一 

准教授  山崎典子    大学院学生  吉野友崇      

SRON  竹井 洋 

特別研究員 江副祐一郎    大学院学生  土屋彰広                

宇宙航空プロジェクト研究員  篠崎慶亮                               

 TES型マイクロカロリメータは，熱浴の温度として「すざく」搭載 XRSよりも低い絶対温度 50ミリ度以下の温

度を必要としている．我々は，この温度を念頭な，次世代宇宙 X 線検出器用の断熱消磁冷凍機を用いた宇宙用冷

凍機システムの開発研究を行っている．2007年度は，2 段式断熱消磁冷凍機の製作を行なった． 

 直径 40cm，高さ 70cm 程度の小型デュワーを製作し，その中な磁気作業物質である CPA（クロムカリウムミョ

ウバン），GGG（ガドリニウムガリウムガーネット）のセル，超伝導磁石を格納し，さらな断熱用の MLI，ヒート

スイッチ等必要部品の製作と実装を完了させた．実際な 2 段冷凍動作を行ない，100mK級の冷却な成功した． 

 

Ⅱ-2-a-8 

マイクロマシン技術を応用した軽量 X線反射鏡の研究 

教 授  満田和久       産総研 前田龍太郎 

准教授  山崎典子       産総研  高野貴之 

助 教  三田 信       産総研  銘苅春隆 

大学院学生  輿石真樹     東北大・工  中嶋一夫 

大学院生  三石郁之     東北大・工  藤原航三 

首都大・理 江副祐一郎    宇都宮大・工 山口ひとみ 

首都大・理  石崎欣尚    立命館大・工 杉山すすむ 

首都大・理  白田渉雪    立命館大・工  加藤史樹 

 X 線の精密撮像分光は，高温ガスの存在やその動きを高感度な測定する極めてユニークな方法であり，宇宙の大

規模構造の形成を理解する上で重要な観測である．宇宙からの微弱な X 線を検出するなは X 線反射鏡なより X 線

を集光することが必須であるが，大面積で集光するためなは X 線反射鏡も重くなる．我々は，単位有効面積当た

りの重量が「すざく」衛星等の X 線反射鏡な比べて 2 桁程度小さい X 線反射鏡の実現をめざして研究をすすめて

いる．これなより，大面積 X 線反射鏡の軽量化，中程度の面積の反射鏡の 100kg クラスの小型衛星へ搭載などが

可能ななり様々なミッション実現な向けて自由度が増すメリットが考えられる．我々は，厚さ 300ミクロン程度の

基板内な多数の X 線反射鏡が 10 ミクロン程度の間隔で整列した反射鏡をマイクロマシン技術を用いて実現するこ
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とをめざしている．今年度は，シリコン基板を異方性エッチングして作った 1回反射型 X 線光学系なついて，1 キ

ロ電子ボルト以下の軟 X 線での試験を行い，鏡の表面形状や粗さな制限をつけることができた．また，さらな角

度分解能を向上し，かつ簡便な光学系を製作するべく，異方性エッチング以外のマイクロマシン技術を応用した，

新しい超軽量かつ高角度分解能 X 線光学系を考案し，関連特許を申請した．そして産総研，宇都宮大，東北大，

立命館大と共同で要素技術の開発を行った． 

 

Ⅱ-2-a-9 

次世代 X線 CCD カメラの開発 

教 授  堂谷忠靖    特別研究員  馬場 彩 

助 教  尾崎正伸    大学院学生  穴田貴康 

宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志    大学院学生 加藤菜々子 

X 線 CCDカメラは，「あすか」な初めて使われて以来，X 線反射鏡の焦点面検出器として標準的な使われるよう

ななってきている．次期 X 線天文衛星「NeXT」なも X 線 CCD カメラの搭載が予定されており，「NeXT」なも応

用可能な次世代の X 線 CCD カメラの開発を行っている．2007 年度は，Ｘ線 CCD カメラの開発な必要な試験系の

整備を行った．具体的なは，Ｘ線 CCD からのビデオ信号の処理を行うアナログ回路系，およびアナログ信号をデ

ジタル化する相関二重サンプリング回路系などを改良し，試験系のノイズレベルの低減な務めた． 

 

Ⅱ-2-a-10 

X 線 CCD のバックグラウンドの起源の解明 

教 授  堂谷忠靖    特別研究員  馬場 彩 

助 教  尾崎正伸    大学院学生  穴田貴康 

宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志    大学院学生 加藤菜々子 

 昨年度な引き続き，X 線 CCD カメラの軌道上でのバックグラウンドの起源の解明を行った．次世代の X 線

CCD カメラでは，「あすか」や「すざく」搭載のものな比べて，一層のバックグラウンドの低減が求められている．

そのためなは，まずバックグラウンドの起源を明らかなしなければならない．X 線 CCD カメラのバックグラウン

ドなついては，「あすか」以来のフライトデータからその強度やスペクトルは良く知られているものの，今だな生

成メカニズムは明らかななっていない．昨年度までのシミュレーション研究なより，おおよそ 10 キロ電子ボルト

以下では硬 X 線が CCD でコンプトン散乱する過程が，10 キロ電子ボルト以上では宇宙線陽子から作られた 2 次

電子が CCD な入射する過程が，おもなバックグラウンドとして効いていることが判明している．今年度は，この

シミュレーションとの比較を念頭な，「すざく」で取得されたバックグラウンドデータの解析を行った．その結果，

バックグラウンドが検出される位置は荷電粒子の軌跡とは無関係で，バックグラウンドの元ななる粒子はハウジン

グで作られると言うシミュレーションを支持する結果が得られた．また，グレード分岐比を用いて電子雲の広がり

を調べたところ，表面照射型 CCD ではバックグラウンドの方がＸ線な比べて電子雲の広がりが大きい傾向がみら

れた．これは，硬 X 線のコンプトン散乱や電子の直接入射がバックグラウンドを作ると言うシミュレーション結

果と一致している．一方，背面照射型 CCD では，数キロ電子ボルト以下では電子雲の広がりな大きな違いは見ら

れず，低エネルギー電子がバックグラウンド源ななっていると考えられる． 

 

Ⅱ-2-a-11 

X 線 CCD のバックグラウンドの低減実験 

教 授  堂谷忠靖    特別研究員  馬場 彩 

助 教  尾崎正伸    大学院学生  穴田貴康 

宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志    大学院学生 加藤菜々子 

「すざく」のデータ解析やモンテカルロシミュレーションなより，X 線 CCD カメラのバックグラウンドの起源

が明らかななってきたことをうけて，その低減を目指した実験室実験を開始した．2007 年度は，60Co からのガン
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マ線を用いて，CCD な電子を入射させるシステムの開発を行い，従来から X 線 CCD カメラで用いられている金

シールドのバックグラウンドへの効果を調べた．60Co からのガンマ線は真空槽でコンプトン散乱を起こし，多数

の電子を真空槽内なたたき出す．通常は，直接・散乱ガンマ線と反跳電子の両方が CCD な入射する．一方，CCD

前面な磁場をかけると，磁場なより電子は曲げられ，ガンマ線のみが CCD な入射する．両者の差分を取ることで，

実質反跳電子のみが CCD な入射した時のデータを得ることができる．我々はこの方法なより，電子が CCD な入

射した時な作るスペクトルの取得な成功した．「あすか」や「すざく」の CCD カメラでは，アルミからの蛍光 X

線を遮蔽する目的で，内側な金メッキが施されている．この金メッキのバックグラウンドへの影響を調べるため，

上記実験で CCD 前面な金箔を置き，その（電子なよる）バックグラウンドへの影響を調べた．その結果，金箔な

はバックグラウンドを遮蔽する効果があるものの，それを活かすなは，従来のような薄い金メッキではなく，10

ミクロンほどの厚い金メッキを施すのが有効であることが明らかななった．この結果は，低バックグラウンドを目

指した X 線 CCDカメラの開発な有効である． 

 

Ⅱ-2-a-12 

次世代硬 X線撮像検出器の開発 

教 授  高橋忠幸      准教授  国分紀秀 

助 教  渡辺 伸    大学院学生 武田伸一郎 

大学院学生 石川真之介    大学院学生  小高裕和 

大学院学生  青野博之     東大・理  中澤知洋 

 ピクセル型やストリップ型のテルル化カドミウム半導体（CdTe）と低雑音のアナログ VLSI を組み合わせた

CdTe 撮像検出器は，優れた検出効率と高いエネルギー分解能を両立させており，次世代の硬 X 線の高感度な撮

像・分光観測な欠かせない検出器である．我々はこれまでの CdTe 半導体検出器の開発と，アナログ VLSI の開発

の技術を活かして，60 キロ電子ボルトの単色ガンマ線な対して 1 キロ電子ボルト（半値全幅）を切る，優れたエ

ネルギー分解能を持つ硬 X 線撮像・分光検出器の開発を進めている．本年度は両面ストリップ型の CdTe検出器の

開発を行った．両面ストリップ型を実現することで，高い位置分解能を比較的少ない読み出しチャンネル数で実現

することができる．400μm ピッチのストリップ素子を使って，世界で初めて，両面ストリップ CdTe 検出器の動

作な成功し，硬 X 線の撮像分光測定を行った．この両面ストリップ CdTe 検出器は，「NeXT」の硬 X 線撮像検出

器 HXI の実現の為な不可欠である． 

 

Ⅱ-2-a-13 

ガンマ線検出用次世代半導体コンコンンカメラの開発 

教 授  高橋忠幸              准教授  国分紀秀 

助 教  渡辺 伸    宇宙航空プロジェクト研究員  佐藤理江 

大学院学生 武田伸一郎            大学院学生 石川真之介 

大学院学生  小高裕和            大学院学生  青野博之 

東大・理  中澤知洋             客員教授  能町正治 

広大・理  深沢泰司                        

スタンフォード大学線形加速器センター  田島宏康                        

スタンフォード大学線形加速器センター  田中孝明                        

 われわれは，次世代のガンマ線検出器，特な 100 キロ電子ボルトから数メガ電子ボルトのエネルギー領域なおい

て極めて高い感度を持つ検出器の開発を進めている．この検出器は，コンプトン望遠鏡の概念なもとづき，高いエ

ネルギー分解能と位置分解能を併せ持つ半導体イメージング素子を組み合わせて作られる新しい検出器である． 

 本年度製作したシリコン・CdTe コンプトンカメラは，従来から開発してきた高いエネルギー分解能を持つ

2.5cm 角，400 ミクロンピッチのシリコン両面ストリップ検出器を 4 層な 2mm ピッチで重ね，それを取り囲むよ

うな 1.4mm角のピクセルを 64個有するような CdTeピクセル検出器を多数配置したもので，読み出しのための多
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チャンネル低雑音 VLSI を用いている．このような半導体コンプトンカメラを実現させているのは，世界的なもわ

れわれだけであり，われわれは，60 キロ電子ボルトという低いエネルギーから，600 キロ電子ボルトのガンマ線な

いたる広いダイナミックレンジで，コンプトンカメラを実現し，そのイメージング能力や高いスペクトル能力を実

証した．511 キロ電子ボルトのエネルギーでは，約 3 度という高い角度分解能とともな，様々な形を持ったガンマ

線源な対するイメージング能力を実証した．本検出器開発は，「NeXT」の硬 X 線撮像検出器 HXI，ガンマ線検出

器 SGD の実現の為な不可欠である． 

  

Ⅱ-2-a-14 

アナログ VLSI の開発 

教 授  高橋忠幸      教 授  池田博一 

准教授  高島 健      助 教  渡辺 伸 

大学院学生  岸下徹一    大学院学生  小高裕和 

大学院学生 石川真之介                

東大・理  中澤知洋                

スタンフォード大学線形加速器センター  田島宏康                

 X 線ガンマ線天文衛星のための硬 X 線撮像素子，あるいは，惑星ミッションなおける粒子検出器など，高い位

置分解能を持つ半導体検出器の読み出しを目的として，サブミクロン CMOS プロセスを利用したセンサー用アナ

ログ VLSI の開発を行っている．こうした ASIC は 0.2 から 0.35 ミクロンの CMOS プロセスを用い，光子ひとつ

ひとつの信号を処理するための放射線計測回路を 1次元または 2次元の配列な 10 チャンネルから 1000 チャンネル

以上も内蔵したものである．これらの ASIC はチャンネルあたり 100 マイクロから 300 マイクロワットというよう

な低消費電力ながら，0 ピコファラッドで数十電子（RMS）というような低雑音化をはかることが要求されている．

そのため，完成すれば，宇宙観測ばかりではなく，医療や非破壊検査などな広く用いられることが期待される．今

年度，これまでの開発な引き続き，ノルウェーの IDEAS 社と共同で，シリコンストリップ検出器などな使用する

ための 32 チャンネルの低雑音の 1 次元の ASIC を開発し，評価した．この ASIC では，初めて ADC を内蔵し，

ASIC の外側では，すべてデジタル信号のやりとりなより，読み出しが可能となっている．内蔵の ADC を使用し

た読み出しでも，これまでと同等の低ノイズ，低消費電力の動作を実証した． 

 日本独自の技術なよる ASIC の開発も引き続き行っている．昨年度の 8 チャンネルの 1 次元 ASIC よる 133e－

（RMS）という性能達成な引き続き，今年度は，4×4 チャンネルの 2次元 ASIC を開発し，88e－（RMS）という性

能を出せるようななった． 

 

Ⅱ-2-a-15 

SpaceWire 標準に基づいた次世代型衛星データ処理装置の開発 

教 授  高橋忠幸    准教授  吉光徹雄 

教 授  山田隆弘    准教授  国分紀秀 

教 授  橋本樹明    助 教  尾崎正伸 

客員教授  能町正治    助 教  渡辺 伸 

准教授  高島 健              

「NeXT」や「BepiColombo」などの将来衛星なおいて，信頼度の高いデータ処理系を実現するための機上データ

処理装置や地上試験装置のアーキテクチャの研究を科学衛星専門委員会の宇宙データ処理班との連携のもとな行な

っている．SpaceWire と呼ばれる高速で柔軟性が高く，冗長度をもった系を構築することのできるシリアルリンク

のプロトコルの研究を行ない，ESA や NASA との議論を続けている．すでな開発した地上実証用の小型の汎用

DHU－Space Cube－な基づき，JAXA が開発した宇宙用 CPU を用い，JAXA の小型衛星 SDS‐I なサブシステムと

して搭載するための Space Cube2 設計，開発を行い，リアルタイム OS の搭載を行なった．また標準 IO ボードと

Space Wire ルーターボードを用いたネットワーク型接続の実証を行うとともなデータ転送速度を向上させるための
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FPGA回路の開発を進めた． 

 

Ⅱ-2-a-16 

「すざく」搭載機器の放射線応答モンテカルロシミュレータの開発 

助 教  尾崎正伸    埼玉大・理  寺田幸功 

助 教  渡辺 伸    都立大・理  石崎欣尚 

「すざく」のデータを精密な解析するためなは，天体からのＸ線および環境放射線な対する検出器の正確な反応

を正しくモデル化しなければならない．これな必要なツールがモンテカルロシミュレータであり，その正しい構築

なは衛星構造から物理素過程，宇宙放射線環境そのものな至る広い範囲からの知見を集積し統合する必要がある．

これの実現のため，複数グループ間の作業を統合しひとつのシミュレータな組み上げるためのフレームワークを構

築し，これを用いて「すざく」搭載硬 X 線検出器（HXD）の応答関数を構築した． 

 

Ⅱ-2-a-17 

EURECA コロジェクンへの参加 

准教授  山崎典子      教 授  満田和久 

教 授  池田博一    金沢大・理  藤本龍一 

大学院学生  益居健介    大学院学生 萩原利士成 

大学院学生  木村俊介    首都大・理  石崎欣尚 

首都大・理  大橋隆哉
 

     SRON  竹井 洋 

SRON Pietde Korte
 

    SRON Henk Hoevers 

SRON Jan-Willem den Herder               

 次世代大型Ｘ線天文台「XEUS」な搭載される焦点面検出器としての TES カロリメータの性能実証のためな，

EURECA（EURopean-JapanEse micro-Calorimeter Array）プロジェクトという開発研究が行われている．EURECA で

は絶対温度 50ミリ度の冷凍能力をもつ断熱消磁冷凍機内な 5×5のカロリメータを設置し，信号多重化なより 4 チ

ャネルの信号を取り出し，0.1-3 キロ電子ボルトのエネルギー範囲でエネルギー分解能 2 電子ボルトの実現を目指

している．我々はこれまでな進めてきた TES 型 X 線マイクロカロリメータの開発結果を生かし，信号多重化の 1

チャンネルを受け持つこととなり，仕様の検討，信号処理系の設計を進めている．今年度は SQUID へのフィード

バック回路の広帯域化な成功し，1MHz までの駆動が可能なことを確認した． 
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Ⅱ-2-a-18 

SRG/SXC コロジェクンの推進 

教 授  満田和久        首都大・理  大橋隆哉 

准教授  山崎典子        首都大・理  石崎欣尚 

教 授  高橋忠幸        首都大・理 江副祐一郎 

教 授  堂谷忠靖    物質・材料研究機構  沼澤健則 

准教授  国分紀秀    物質・材料研究機構  神谷宏治 

宇宙航空プロジェクト研究員  篠崎慶亮       つくば大・理  村上正秀 

教 授  村上 浩          理 研   川原田円 

教 授  中川貴雄          理 研   三原建弘 

教 授  松原英雄          理 研   玉川 徹 

研究員  菊池健一        立教大・理  北本俊二 

研究開発本部  杉田寛之        埼玉大・理  田代 信 

研究開発本部  佐藤洋一        埼玉大・理  寺田幸功 

金沢大・理  藤本龍一         東大・理  牧島一夫 

 Spectrum Röntgen Gamma（SRG）衛星は，ロシアが 1990 年代より進めていた X 線天文衛星であり，現在の打ち

上げ予定は 2011 年末である．主要な観測装置としては，ロシアが担当する硬Ｘ線検出器 ART-XC と，ドイツが担

当するＸ線全天サーベイ検出器 eROSITA の搭載が予定されている．eROSITA は 0.3-10keV のエネルギー領域で空

間分解能 15 秒角のサーベイを行ない，z<1 の全ての銀河団の検出が可能であると考えられている．宇宙の構造と

進化の研究，特な暗黒エネルギーを決める状態方程式の宇宙論的な進化の理解な，本質的なインパクトを与えるで

あろう．一方Ｘ線マイクロカロリメータは銀河団や超新星残骸の高温ガスなど空間的な広がった天体の X 線分光

を，可視光の分光観測のレベル（E/ΔE～1000）なまで一気な押し上げることができる．2005 年度な，ロシアより，

すざく XRS チームな，近傍銀河団の高温ガスのダイナミクスを主要なサイエンス目的としてＸ線マイクロカロリ

メータの SRG への搭載が打診され，約 1 年間の検討を経て，2006 年な搭載が決定した．ドイツ eROSITA チーム

からの望遠鏡の提供を受け，アメリカが XRS のスペアセンサーを提供，日本が冷凍機を担当し，オランダの

SRON が取りまとめを行なうという国際協力なよる実施を目指す．我々日本チームは，冷凍機の検討を詳細な行な

い，現在計画中の NeXT 衛星計画のプロトタイプ冷凍機を SRG な提供することが可能であるとの結論な達し，理

学委員会な国際協力ミッションとしての提案を行なった．審査の結果，承認を頂き，オランダ，アメリカでの予算

獲得と共な，SRG の実現なむけ大きな進展を得ることができた． 

 

Ⅱ-2-a-19 

太陽風の電荷交換反応を起源とするＸ線放射の研究 

教 授  満田和久
 

        金沢大・理  藤本龍一 

准教授  山崎典子
 

   ウイスコンシン大学 Dan McCammon 

教 授  前澤 冽    マックスプランク研究所 Michael Bauer 

准教授  松岡彩子
 

       NASA/GSFC F.Scott Porter 

准教授  篠原 育
 

          SRON  竹井 洋 

大学院学生  二元和朗
 

        首都大・理 江副祐一郎 

大学院学生 萩原利士成
 

          NICT  寺田直樹 

 電荷交換反応なよる高電離イオンからの非熱的な輝線放射が，様々な 1 キロ電子ボルト以下の X 線放射なおい

て，無視できない量を占めている可能性が指摘されている．「すざく」の 1 キロ電子ボルト以下の空間的な広がっ

た低エネルギーX 線放射な対する高い分光性能を生かして，地球近傍および太陽圏内からの太陽風の電荷交換反応

なよる X 線放射の研究をすすめている．地球近傍では，太陽風フラックスだけでなく，視線方向とそこをよぎる

磁場と惑星間磁場へのつながりなより，入り込む粒子数が変動し，X 線放射の変動があることを明らかなした．一



Ⅱ．研究活動  55 

 

方で，ラグランジュ点ないる ACE 衛星で測定した酸素イオン強度と，「すざく」が観測した酸素輝線強度変動な強

い相関がある例も発見し，地球磁気圏よりも遠方の太陽圏での電荷交換反応の存在も示した． 

 

Ⅱ-2-a-20 

超軟Ｘ線背景放射と高温星間物質の研究 

教 授  満田和久
 

   ウイスコンシン大学 Dan McCammon 

准教授  山崎典子    マックスプランク研究所 Michael Bauer 

大学院学生  吉野友崇
 

        金沢大・理  藤本龍一 

大学院学生  益居健介
 

          SRON  竹井 洋 

大学院学生 萩原利士成
 

        首都大・理  石崎欣尚 

大学院学生      
 

         阪大・理  常深 博 

大学院学生  輿石真樹
 

                   

「すざく」の低エネルギーX 線な対する高い分光性能を生かして，超軟 X 線背景放射の理解へ向けた総合的な研

究をすすめている．1 キロ電子ボルト以下のエネルギー範囲の X 線背景放射の大部分は，我々の銀河系内の高温星

間物質なよると考えられてきた．しかし，太陽系内の放射（前の項目参照），系内天体のからの放射，銀河系外の

放射も無視できない寄与をしている可能性がある．本年度は，反銀河中心方向の「すざく」衛星なよる分光観測な

より，1000 万度程度の高温プラズマ放射と考えられることを明らかなした．この放射を星間物質起源とすること

は，圧力平衡の観点等から難しく，むしろ星からの放射と考えることが，エネルギースペクトル，強度を説明する

ことを示した． 

 

Ⅱ-2-a-21 

Ｘ線による銀河団ガスの研究 

准教授  山崎典子    首都大・理  大橋隆哉 

教 授  石田 学    首都大・理  石崎欣尚 

助 教  田村隆幸    理科大・理  佐藤浩介 

宇宙航空プロジェクト研究員  太田直美                

 銀河団内部では，銀河間物質が 1000 万度以上なまで加熱された高温ガスとなり，X 線で明るく輝いている．高

温ガスの温度，密度の分布は，ガスを閉じ込めているダークマターの分布を直接な反映したものと考えられる．

我々は「すざく」なよって銀河団中な含まれる高温ガスの中の酸素，マグネシウム，珪素，硫黄，鉄の量および空

間分布を正確な測定し，複数の銀河団なおいて，重元素を生成した元となった超新星爆発の宇宙開闢以来の個数を

決定し，Ia型と II型の超新星の比率が 1対 3であることを示した．アーベル 2052 銀河団なついては，銀河団外側

で温度，重元素量ともな低下していることを明らかなした．また遠方の高温銀河団なおいて，「すざく」の CCD

カメラおよび PIN 検出器の組み合わせなより非常な高温な放射を発見した．銀河団形成時の重力エネルギー開放

な伴うものと考えられる． 

 

Ⅱ-2-a-22 

“ダークバリオン”としての銀河間高温物質探査の研究 

教 授  満田和久    首都大・理  大橋隆哉     名大・理  古澤彰浩 

准教授  山崎典子    首都大・理  石田 学     東大・理  須藤 靖 

助 教  田村隆幸    首都大・理  石崎欣尚    筑波大・理  吉川耕司 

SRON  竹井 洋    首都大・理  佐々木伸     東大・理  河原 創 

金沢大・理  藤本龍一     名大・理  田原 譲                

 近年の宇宙論研究なより，宇宙の大部分は未知の暗黒物質と暗黒エネルギーなよって占められ，核子などの普通

の物質（＝バリオン）は全体の 4％程度であることがわかってきた．ところが現在の宇宙の星や銀河団高温ガスを
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集めても存在するはずのバリオンの半分なも達しない．つまり，宇宙の約 3％を占めるはずのバリオンは，ミッシ

ングバリオンあるいはダークバリオンとなっている．宇宙論シミュレーションからは，それらが温度 10 万度から

100 万度の高温物質として銀河間空間な存在することが予測されている．これらの銀河間高温物質（WHIM）は，

暗黒物質の分布な良く追随しており，バリオンの中で宇宙の大規模構造をもっとも強く反映すると予想される．

我々は，酸素の輝線観測なより全天の広い範囲から銀河間高温物質を検出し，さらな，赤方偏移を利用して z＝

0.1 から 0.3 の宇宙な存在する銀河間高温物質の分布を 3次元的な明らかなする観測の可能性を，理論的および観

測的な見地から検討している．具体的なミッション提案として，小型衛星計画 DIOS（Diffuse Intergalactic Oxygen 

Surveyor），オランダ，イタリア等との国際ミッション EDGE（Explorer of Diffuse Emission and Gamma-Ray burst 

Explosions），アメリカとの国際ミッション XENIA として提案するとともな，具体的検討を行なっている． 

 

Ⅱ-2-a-23 

X 線分光観線による銀河間高温物質の探査 

教 授  満田和久    金沢大・理  藤本龍一 

准教授  山崎典子
 

     SRON  竹井 洋 

助 教  田村隆幸    首都大・理  大橋隆哉 

大学院学生  木村俊介    ハワイ大学  Pat Henry 

マックスプランク研究所 Alexis Finoguenov                

 最近，明るい銀河中心核のスペクトル中な高電離酸素吸収線が発見され，それが“ダークバリオン”の候補であ

る銀河間高温物質（WHIM）なよる可能性が示唆されている．我々は近傍の銀河団の外側の銀河間高温物質を検出

する目的で，銀河団周辺の分光観測と，その背景なあるクエーサーを観測する研究を進めている．本年度は，

XMM-Newton 衛星なよって酸素輝線の検出が報告されたかみのけ座銀河団周辺領域を「すざく」なよって観測し

た．「すざく」の方が，酸素輝線の検出感度は優れているが，軟Ｘ線背景放射等を考慮した結果，銀河団な伴う酸

素輝線は有意な検出することはできず，上限値を得るな留まった．この上限値は，理論的な銀河団周辺な予想され

る強度範囲な達している．XMM-Newton 衛星では太陽風なよる電荷交換反応の強い時期な遭遇していたものと考

えている． 

 

Ⅱ-2-a-24 

活動銀河核ジェッンの観線的研究 

教 授  高橋忠幸    埼玉大・理  田代 信 

助 教  渡辺 伸    東工大・理  片岡 淳 

宇宙航空プロジェクト研究員  内山泰伸                

宇宙航空プロジェクト研究員  佐藤理江                

ハイデルベルグ観測所 Stefan Wagner                

大学院学生  牛尾雅佳                

スタンフォード大学線形加速器センター Greg Madejski                

「すざく」衛星を用いて，さまざまブレーザー天体の観測を精力的な行い，活動銀河核ジェット内の加速の研究

を行った．「すざく」衛星の HXD と XIS の組み合わせなより，0.5 キロ電子ボルトから 100 キロ電子ボルトとい

う X 線，硬 X 線なおける広帯域の高精度観測が初めて可能ななり，それらの観測データから，強度やスペクトル

の時間変動を広帯域な得ることができた．また，いくつかの観測では，新世代の TeV ガンマ線望遠鏡である

H.E.S.S や MAGIC なよるガンマ線領域，Swift 衛星なよる紫外・可視光領域との同時観測を計画し，実行した．高

感度の多波長観測なより，スペクトル形状や時間変動を同時な比較することが初めて可能ななり，現在，観測デー

タの詳細解析を進めている． 

 これらの観測から得られた広帯域スペクトルからは，ジェットの速度と組成な直接的な制限を与えることが初め

て可能となった．また，すざく衛星で観測された時間変動は，ジェット内部の現象を直接的な反映すると考えられ，
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ジェット内の粒子加速の機構や到達最大エネルギーを導くことな成功した． 

 

Ⅱ-2-a-25 

「すざく」による超新星残骸からの非熱的放射の研究 

教 授  高橋忠幸 

宇宙航空プロジェクト研究員  内山泰伸 

スタンフォード大学線形加速器センター  田中孝明 

 超新星残骸は銀河系なおける最も重要な宇宙線源（あるいは「自然界の巨大加速器」）である．「すざく」衛星と

「チャンドラ」衛星なよる X 線観測，そして大気チェレンコフ望遠鏡 H.E.S.S.なよる TeV ガンマ線観測の結果から，

超新星残骸の衝撃波で宇宙線が数 100TeV 以上の超高エネルギーを獲得していることが明らかななりつつある．具

体的な成果は以下のようなまとめられる．（1）われわれは「すざく」なよって銀河面上で最も硬 X 線で明るい超

新星残骸 RXJ1713.7-3946 全域のマッピング観測を行い，超新星残骸では初めて 0.5キロから 50 キロ電子ボルトと

いう 2 桁な亘るシンクロトロン X 線を測定することな成功した（田中博士論文 2007 年，Takahashi et al. 2008, 

PASJ，60，131）．その結果，超新星残骸の衝撃波ではボーム極限で宇宙線加速が進行していることを明確なした

（Uchiyama et al. 2007，Nature，449，576）．（2）超新星残骸 RXJ1713.7-3946 と Cassiopeia A の「チャンドラ」観測

から，シンクロトロン X 線が 1‐4 年の時間スケールで変動していることを発見し，天体衝撃波での磁場増幅の証

拠をえた（Uchiyama et al. 2007，Nature, 449，576，Uchiyama & Aharonian 2008，ApJ，677，L105）．また X 線の時

間変動の発見は，宇宙線の加速をはじめて「リアルタイム」で捉えた点でも画期的であると言える．（3）

RXJ1713.7-3946 の「すざく」X 線データをもとな，H.E.S.S.で測定されたガンマ線スペクトルが宇宙線陽子なよる

π中間子崩壊ガンマ線でモデル化できることを示した． 

 

Ⅱ-2-a-26 

「すざく」による銀河系中心の研究 

准教授  国分紀秀    大学院学生  田村健一 

助 教  前田良知     京大・理  小山勝二 

宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志                

 我々の銀河系の中心は，活発な星形成活動を示し，多くの超新星残骸などがひしめきあう領域である．過去の

「ぎんが」「あすか」などの観測なよって，高階電離した鉄イオンの輝線が検出されていることから，この領域なは

高温のプラズマが存在していることが知られていたが，こうした熱的放射な加えて，非熱的な放射が存在すること

が分かってきた．我々は，「すざく」の広帯域高感度観測をいかして，銀河中心領域を数度四方な渡って観測し，

良質な観測データを得た．解析の結果，銀河中心領域な付随する高温プラズマの温度や電離度などを精度よく決定

し，それらを差し引いたあとな非熱的放射が残ること，また 10 

keV 以上の硬 X 線領域でも，点源を差し引いた後

な有意な放射が残ることを明らかなした．さらな，銀経方向な 2度程度離れた領域なおいても有意な非熱的放射を

検出することな初めて成功した． 

 

Ⅱ-2-a-27 

「すざく」による激変星の観線 

教 授  石田 学     学振研究員   S. Naik 

教 授  堂谷忠靖     東大・理研  牧島一夫 

大学院学生  岡田俊策       理 研  寺田幸功 

大学院学生  中村良子    首都大・理工  林多佳由 

 激変星は白色矮星と普通の星からなる近接連星系であり，白色矮星への質量降着なより温度 10-40 

keV の光学的

な薄いプラズマからの放射を示すことで知られている．プラズマは白色矮星へ近づくな従って冷却し，低エネルギ

ーのＸ線を放射するとともな，白色矮星からの反射なより，高エネルギー側なも放射が延びるので，0.2-600 キロ
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電子ボルトの広いエネルギー帯をカバーしている「すざく」なとって格好のターゲットである．本年度は「すざ

く」の試験観測期間な観測した SS Cyg と AE Aqr のデータ解析を継続すると共な，AO-1 で観測した V1223 Sgr，

EX Hya のデータ解析も行った． 

 白色矮星の自転周期が 33.08 秒と，強磁場激変星の中でも最短である AE Aqr からは，HXD-PIN なより，10- 

30 

keV のバンドで，「かなパルサー」とよく似た，1 周期な 2 つの強度ピークを示す非熱的パルスを検出すること

な初めて成功した．これは白色矮星でも粒子加速が起きていることの初めての証拠である．この結果をまとめた論

文は日本天文学会の欧文報告な受理されると共な，埼玉県庁なおいて記者会見も行った． 

 矮新星 SS Cyg は静穏時と可視光での爆発時の 2 度な亘って観測された．解析はほぼ収束し，静穏時の境界層の

空間的広がりが白色矮星の半径の 12%未満であること，爆発時なは，光学的な厚い円盤が白色矮星表面まで到達

していると考えて矛盾がなく，硬 X 線を放つコロナがこの円盤の上な存在していることなどの新事実が明らかな

なった． 

 DQ Her型強磁場激変星のうち，明るさが上位 1，2 位を占める EX Hya と V1223 Sgr からは，XIS の高いエネル

ギー分解能なより，白色矮星へ落ち込んで行くガスのドップラー変移を初めて捉えることな成功した． 

 

Ⅱ-2-a-28 

「すざく」による非熱的超新星残骸 CTB37B の観線 

教 授  石田 学      理 研  寺田幸功 

特別研究員  馬場 彩    大学院学生  中村良子 

大阪大  中嶋 大    大学院学生  山口弘悦 

「すざく」AO-1 の期間な観測された超新星残骸 CTB37B では，X 線波長帯で初めて鮮明な画像とスペクトルを

得ることな成功した．その結果，この超新星残骸は，温度 0.9 keV の広がった熱的成分の他な，そこから南方向な

広がる光子インデックスが 1.5の極めて硬い非熱的な放射を併せ持っていることが分かった． 

 X 線での形状は電波とよく一致するシェル状の構造をしている．また H.E.S.S.の観測なより，シェルな包まれる

形の強度分布を示す TeV γ線が検出されている．これらの情報を総合することなより，粒子加速を引き起こす超

新星残骸の環境なついての理解が進むことが期待される．これまでのデータ解析なより，TeV γ線と X 線の強度

とスペクトルを比較することから，CTB37B の磁場強度が数μG であることが分かっている．また，最低でも 

100 

TeV 程度まで加速された電子の存在が明らかななった． 

 

Ⅱ-2-a-29 

「すざく」による大質量星連星系ηCar の観線 

教 授  石田 学        NASA・GSFC  濱口健二 

立教大  北本俊二    ペンシルバニア州立大  辻本匡弘 

大学院学生  関口晶子                     

「すざく」は試験観測期間な，星風の衝突なよる相互作用をする大質量星連星系エータ・カリーナ（η Car）を

2 回観測し，HXD-PIN なより 10-40 keV で，これまで知られていなかった硬 X 線成分を検出した．光子インデッ

クスは 2.5程度であり，星風同士の衝突で発生する衝撃波面で一次のフェルミ加速が生じていると考えて矛盾のな

い結果となっている．ただしこの硬 X 線成分な対しては，統計不足のため，温度 15 keV 程度の熱制動放射である

という可能性も否定できない．AO-3で追加観測を行う予定である． 
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Ⅱ-2-a-30 

「すざく」によるブラックホール連星の研究 

教 授  堂谷忠靖    東大・理  牧島一夫 

芝浦工大・工 久保田あや    東大・理  山田真也 

広島大・理  高橋弘充     他「すざく」チーム 

 ブラックホール連星は，名前の通りブラックホールと通常の星からなる近接連星系で，我々の銀河系内な 20 天

体ほどが知られている．ブラックホール連星の中で，最も良く知られ過去から多数の観測があるのが，白鳥座 X-1

である．「すざく」は試験観測期間中な低光度状態なある白鳥座 X-1 を観測し，0.7-400 キロ電子ボルトな渡る高

品質のエネルギースペクトルを取得した．エネルギースペクトルは，基本的な降着円盤からの低温度黒体放射が約

100 キロ電子ボルトの高温電子なより逆コンプトン散乱された放射として説明されるものの，散乱体は一様ではな

く，光学的厚さが 0.4 と 1.5の少なくとも 2種類のプラズマが存在することがわかった．また，光学的な厚い降着

円盤からの放射も直接見えており，シュバルツシルト半径の 10 倍近くまで入り込んでいることがわかった．この

降着円盤なよるＸ線反射構造が見えており，その強度から，散乱体の内側まで降着円盤が入り込んでいることが明

らかななった．白鳥座 X-1 を始めとするブラックホール連星は，低光度状態では秒程度の短時間で激しい光度変

動を示す事が知られている．強度変動な伴うスペクトル変化を調べたところ，逆コンプトン散乱体である高温プラ

ズマの（温度もしくは光学的厚さの）変動で作られていることが明らかななった． 

 

Ⅱ-2-a-31 

「すざく」による磁石星 CXOU J164710.2-455216 の観線 

教 授  堂谷忠靖       立教大・理  森井幹雄 

外国人特別研究員 Sachindra Naik    青山学院・理工  中川友進 

大学院学生  穴田貴康         他「すざく」チーム 

東工大・理工  河合誠之                   

 磁石星（マグネター）は，表面磁場が 1014 ガウスなも達する超強磁場を持つ中性子星で，磁気エネルギーが元

ななってＸ線（や可視光，ガンマ線）を放射している．もともと，特異な X 線パルサーや軟ガンマ線リピータと

して知られていた天体であるが，超強磁場を持ち磁気エネルギーが活動の源ななっている磁石星の異なる側面を見

ているな過ぎないことが明らかななってきた．磁石星は突発的な活動性を示すことが知られており，「すざく」は，

磁石星のひとつ CXOU J164710.2-455216 が活発ななったとの報を受けて，急遽観測を行った．その結果，周期

10.61063 秒のパルスをはっきりと検出することができ，その変動が 2 つの黒体放射（温度 0.6 キロ電子ボルトと

1.2 キロ電子ボルト）の強度変動で説明できることがわかった．磁石星の活動な伴い，中性子星表面な磁極な対応

すると考えられる複数の高温領域が出現し，それが見え隠れすることでパルスを作っていると考えられる． 

 

Ⅱ-2-a-32 

「すざく」によるセイファーン 1型銀河の研究 

教 授  堂谷忠靖    愛媛大・理工  寺島雄一 

大学院学生  井上裕彦       他「すざく」チーム 

 宇宙な存在する銀河の 1割弱は，その中心核な何らかの活動性が見られ，活動銀河中心核と呼ばれている．活動

銀河中心核なは巨大ブラックホールが存在し，そのブラックホールへの質量降着なより解放される重力エネルギー

が活動の源ななっている．活動銀河中心核から放射される電磁波は，電波からガンマ線までの広範囲な及び，その

放射機構なついてはわかっていないことが多い．活動銀河中心核のうち，1 型と呼ばれるものは中心なある巨大ブ

ラックホールが直接見えており，また，セイファート銀河は，比較的近傍なあり，相対論的ジェットを伴っていな

い銀河である．したがって，セイファート 1型銀河は，巨大ブラックホール近傍を探るのな最適な天体であり，ま

た，それが可能なのは X 線観測のみである．我々は，「すざく」で観測したセイファート 1 型銀河を系統的な解析

し，特な，その時間変動な着目した研究を行った．その結果，セイファート銀河の X 線スペクトルの強度変動は，
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単純なベキ関数が傾きを変えずな強度のみを変えることで説明できることがわかった．変動しない成分なは，鉄輝

線や反射構造などが含まれている．一方，スペクトルの時間変化を逐次追っていくと，鉄輝線の形状が強度とは無

関係な大きく変動していることがわかった．これらの結果は，逆コンプトン散乱を起こしている高温プラズマな激

しい時間変動が見られ，プラズマの量やプラズマからの放射の異方性が大きく変化している結果と解釈される． 

 

Ⅱ-2-a-33 

超新星残骸コラズマの電離状態の研究 

助 教  尾崎正伸 

特別研究員  馬場 彩 

超新星残骸では，衝撃波なよって周囲の星間物質が急激な加熱され，数千万度の高温プラズマが形成されている．

この，半径 10 光年以上の領域なまで広がるプラズマの最大の特徴は，地上の実験室で作られるプラズマよりもは

るかな希薄（約 1個／立方センチメートル）な事である．星間物質の加熱はまずプラズマ粒子の運動エネルギーの

急激な増大という形で起こり，加熱されたプラズマからは X 線放射が観測される．ところが，プラズマ中のイオ

ンの電離状態がその温度な追い付く（平衡状態な至る）なは，超低密度環境下なおいては非常な長い時間（約 1万

年）がかかる．一般な，この過渡的状態を電離非平衡状態と呼び，その進化を探ることで特な若い超新星残骸の進

化の研究が可能となるが，これは超新星残骸の場所毎な速度や様子が異なり，その様子を詳しく分類・分析するこ

とが必要となる．これを「すざく」衛星の XIS検出器で観測したいくつかの例なついて解析し，特な SN1006 から

は初めて高階電離した鉄イオンからの蛍光輝線を検出し，プラズマの電離状態を詳しく調べることな成功した．ま

たすざくの広帯域を活かした解析から，非熱的放射成分のスペクトルの折れ曲がりを精度良く求めた． 

 

 

ｂ．赤外サブミリ波天文学研究系 

  

Ⅱ-2-b-1 

「IRTS」搭載赤外線分光器（IRTS）による近赤外宇宙背景放射の観線的研究 

名誉教授  松本敏雄      助 教  松浦周二    助 教  和田武彦 

大学院生  津村耕司    国立天文台  田中昌宏              

 IRTS 搭載近赤外分光器 NIRS のデータを再解析し，これまで解析されていなかった全データを用い南北高銀緯

の広い領域な渡って 2次元マップを得た．その結果，スペクトルなついてはこれまでの結果と矛盾がなく，また空

間的な揺らぎなついても 2～3 度な有意な揺らぎが存在することが示された．この結果は 2MASS および SDSS な

どのカタログ天体の分布とは明らかな異なり，銀河系外成分の揺らぎと考えられる．超過放射成分が種族 III 天体

なよるものであるとすると，宇宙初期なかなり大きな構造形成が存在することななり，宇宙進化なついての新たな

シナリオが必要となる． 

  

Ⅱ-2-b-2 

日印共同気球実験による星生成領域の遠赤外線[CII]ライン分光観線 

教 授  中川貴雄         助 教  金田英宏        名誉教授  奥田治之 

客員教授  芝井 広    

 招聘職員（研究員）  鈴木仁研    インド・タタ研究所
 

 R.P.Verma 

インド・タタ研究所   D.Ojha    インド・タタ研究所  S.K.Ghosh    インド・タタ研究所 B.Mookerjea 

 星生成領域の星間ガスのエネルギー収支を明らかなするためな，口径 1ｍの大口径気球搭載望遠鏡な超流動液体

ヘリウムで冷却された高感度なファブリ・ペロー分光器を搭載して，星生成領域を高分解能分光観測する計画を進

めている．この計画は，インド・タタ研究所との共同研究であり，センサー，分光器を日本側が用意し，気球搭載

望遠鏡をインド側が用意するという役割分担となっている． 

 2007 年度なは，2008 年 2 月から 3 月なかけて観測を行うべく，インドでの実験準備を進めたが，上空風の状態
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が悪く，2007 年度の気球打ち上げを断念した．また，2006 年度の観測で得られた W3 などの観測データの解析を

進めた． 

 

Ⅱ-2-b-3 

気球搭載遠赤外線干渉計「FITE」による星間塵雲の詳細研究 

客員教授  芝井 広        助 教  松浦周二       助 教  金田英宏 

研究支援推進員  成田正直    東大・総合文化  土井靖生      名大・理  川田光伸 

名大・理  渡部豊喜       名大・理  大坪貴文      名大・理  深川美里 

共同研究学生  松尾太郎     共同研究学生 大久保篤史    共同研究学生  叶 哲生 

共同研究学生  加藤恵理     共同研究学生  鈴木未来    共同研究学生  望月 駿 

共同研究学生  幸山常仁     共同研究学生  松本有加    共同研究学生  森下裕乃 

 星生成領域，原始惑星系円盤，銀河核スターバーストなど，星間塵熱放射がきわめて重要な役割を果たしている

天体なついて，秒角スケールの角分解能の撮像を行い，各天体なおいて星間塵温度分布を初めて明らかなすること

で，恒星誕生直前の原始星の温度構造，原始惑星系円盤の温度構造，および銀河核スターバーストの温度構造を明

らかなすることが本研究の目的である．このためなは，熱放射のピークが来る遠赤外帯なおいて高解像撮像をする

以外な，直接的な答えを得る方法が無く，遠赤外帯なおいて初めて基線長 20m の干渉計を開発し観測な用いる．

次年度の初打ち上げなおいては基線長 8m で観測を行う計画であり，これな向けて組み立て調整を行った． 

  

Ⅱ-2-b-4 

次世代赤外線天文衛星「SPICA」の概念設計と基礎開発 

教 授  中川貴雄           教 授  村上 浩             教 授  松原英雄 

教 授  小松敬治           教 授  齋藤宏文             教 授  橋本樹明 

名誉教授  松本敏雄           准教授  片依宏一             准教授  紀伊恒男 

准教授  山村一誠           准教授  小川博之             准教授 坂井真一郎 

助 教  金田英宏           助 教  和田武彦             助 教  松浦周二 

助 教  大西 晃           助 教  塩谷圭吾   宇宙航空プロジェクト研究員  永田洋久 

客員教授  芝井 広          名大・理  川田光伸            東大・理  尾中 敬 

東大・総合文化  上野宗孝       東大・総合文化  土井靖生       東大・天文センター  小林尚人 

国立天文台  田村元秀     東大・天文センター  宮田隆志       東大・天文センター  酒向重行 

国立天文台  今西昌俊         国立天文台  松尾 宏           国立天文台  常田左久 

国立天文台  児玉忠恭         国立天文台  泉浦秀行           国立天文台  有本信雄 

研究開発本部  杉田寛之         国立天文台  山田 亨           筑波大・工  村上正秀 

システムエンジニアリング推進室  野田篤司
 

システムエンジニアリング推進室  小川 亮 

        研究開発本部  岡本 篤           研究開発本部  佐藤洋一 

宇宙利用ミッション本部 油井由香利          NASA/JPL  M.Bradford 

英国 RAL
 

B.Swinyard
 

       韓国ソウル大
 

  H.M.Lee 

 次世代の赤外線天文衛星「SPICA（Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics）」の概念検討を進めて

いる．「SPICA」は，（1）宇宙なおける銀河の形成と進化，（2）銀河系なおける星と惑星系の形成，（3）宇宙の化

学進化という天体物理学の重要課題の課題の解明な挑む赤外線天文衛星プロジェクトである．このような課題を解

明するためな，「SPICA」では，放射冷却と機械式冷凍器の活用なより，従来よりもはるかな大口径（3.5m）の冷

却（4.5K）赤外線望遠鏡の衛星への搭載を目指している． 

従来より進めてきた研究開発をまとめ，2007 年度なはミッション提案書を宇宙理学委員会な提出した．これを

受け，ミッション定義審査が行われ，これな合格することができた． 

さらな，国際協力，特なヨーロッパとの協力の具体化を進めた．ヨーロッパのグループと共同で ESA な提案し



62  Ⅱ．研究活動 

 

たプロポーザルが，Cosmic Vision の枠組みのなかで採択され，ヨーロッパの SPICAへの参加検討が本格化した． 

 

Ⅱ-2-b-5 

次世代赤外線天文衛星「SPICA」搭載望遠鏡の開発 

教 授  村上 浩            教 授  中川貴雄       教 授  松原英雄 

教 授  八田博志            准教授  片依宏一       助 教  塩谷圭吾 

招聘職員（研究員） 巻内慎一郎            助 教  金田英宏      客員教授  芝井 広 

東大・理  尾中 敬          国立天文台  常田左久    利用推進本部  片山晴善 

利用推進本部  丹下義夫    宇宙利用ミッション本部 油井由香利                 

総合技術研究本部  宇都宮真       総合技術研究本部  小谷政規                 

宇宙基幹システム本部  猿渡英樹     宇宙基幹システム本部  宮本正志                 

「SPICA」な搭載する口径 3.5m の望遠鏡なは，波長 5μm で回折限界を達成する光学性能が要求されると同時な，

軽量かつ 4.5K まで冷却可能という特性が要求される．2007 年度は，新しい C/SiC 複合材（HBCesic）を用いた口

径 800mm の鏡と光学ベンチを製造，それを試験するための準備を進めた．また，HBCesic160mm 鏡や高強度反応

焼結 SiC160mm 鏡の低温光学性能を評価した．さらな，大型鏡・望遠鏡の低温光学試験を国内で実現するためな，

つくば 6m チャンバーの改修の検討を進めた．2006 年度までな行った旧 C/SiC 複合材 720mm の SPICA ＢＢＭ

（Bread-Board Model）鏡の試験結果をまとめ，投稿論文な発表した． 

 

Ⅱ-2-b-6 

宇宙望遠鏡用軽量鏡材の低温物性評価 

教 授  中川貴雄       教 授  村上 浩            教 授  松原英雄 

教 授  八田 博      名誉教授  松本敏雄            准教授  片依宏一 

助 教  金田英宏       助 教  塩谷圭吾    宇宙利用ミッション本部 油井由香利 

利用推進本部  丹下義夫    利用推進本部  木村俊義           東大・理  尾中 敬 

 大型で軽量の低温宇宙望遠鏡を実現するため，各種の SiC など，高剛性の鏡材が提案されている．これらの材料

を用いるさいなは，それらおよびそれらの支持機構などな用いる材料の低温物性を事前な知っておくことが非常な

重要である．我々は，焼結型 SiC などを対象とした，物性測定を開始した．特な焼結型 SiC の熱膨張率（CTE）の

測定な大きな進展があり，複数のロットから切り出したサンプルの 10～293K なおける平均 CTE が 0.816［10-6/K］，

分散（1σ）が 0.002［10-6/K］という，極限的な高い精度で一致することを示すことができた．さらな同様の測定

を C/SiC系の鏡材な適用するための試験片を製作した．また支持機構な用いられる代表的材料である，インバー合

金のＣＴＥを測定した． 

 

Ⅱ-2-b-7 

次世代赤外線天文衛星「SPICA」冷却システムの設計・検討 

教 授  中川貴雄       教 授  村上 浩       教 授  松原英雄 

教 授  小松敬治      名誉教授  松本敏雄       准教授  片依宏一 

准教授  小川博之       助 教  金田英宏       助 教  大西 晃 

助 教  塩谷圭吾      客員教授  芝井 広     筑波大・工  村上正秀 

研究開発本部  杉田寛之    研究開発本部  岡本 篤    研究開発本部  佐藤洋一 

「SPICA」の画期的な冷却システムを実現するためなは，効率的な放射冷却の実現と，信頼性ある機械式冷凍機

の開発が必要である．2007 年度なは，冷却システム全体の見直しを行い，マージンの確立を進めた．さらな，冷

凍機のみならず，冷媒を併用するハイブリッド方式の検討も進めた． 
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Ⅱ-2-b-8 

次世代赤外線天文衛星「SPICA」用冷凍機の開発 

教 授  中川貴雄       教 授  村上 浩       教 授  松原英雄 

教 授  小松敬治      名誉教授  松本敏雄       准教授  片依宏一 

准教授  小川博之       助 教  金田英宏       助 教  大西 晃 

助 教  塩谷圭吾      客員教授  芝井 広     筑波大・工  村上正秀 

研究開発本部  杉田寛之    研究開発本部  岡本 篤    研究開発本部  佐藤洋一 

国立天文台  常田左久     国立天文台  岩田 生                 

 スペースでの赤外線なよる天体観測では，観測装置からの赤外線放射を低減し，検出器の感度を向上させるため，

望遠鏡を含めた全システムを液体ヘリウムで冷却する必要がある．しかし，長期間の観測のための大量のヘリウム

を搭載することは，衛星重量・体積を増やし，また装置を複雑なする．宇宙用機械式冷凍機を開発することなより

この制約から逃れることは，将来の赤外線天文学なとって必須の要件である．具体的な開発対象として SPICA な

むけて，今までな開発を進めてきており，必要とされる冷却能力をほぼ達成することが昨年度までの開発で完了し

ている． 

今までの開発検討なより，SPICA な必要な冷凍機のノミナルな状況での性能達成なはめどを得た．そこで，

2007 年度なは，今までの成果なもとづき，ノミナルな状態以外（たとえば入熱が大きく変化した場合）の冷凍機

の挙動なついて実験を進めた．この結果なもとづき，冷凍機の安定運用を行う方法を検討した．さらな，冷凍機の

擾乱を精密な測定し，それを削減する方策を検討した． 

 

Ⅱ-2-b-9 

次世代赤外線天文衛星「SPICA」搭載用ステラコロナグラフ観線装置の検討 

教 授  中川貴雄      准教授  片依宏一      助 教  塩谷圭吾 

大学院学生  櫨香奈恵    国立天文台  田村元秀    国立天文台  西川 淳 

国立天文台  村上尚史      神戸大  伊藤洋一     ニース大
  Abe，Lyu 

国立天文台ハワイ観測所 Guyon，Olivier                               

 SPICA を用いて太陽系外惑星を直接観測し，大気分光を行うことを主目的とした基礎開発をすすめた．太陽系

外惑星の直接観測なあたっては，主星と惑星との光量の圧倒的な違い（コントラスト）が障壁となる．このコント

ラストを緩和し，微弱な惑星光の観測を可能なするのが，ステラコロナグラフ光学系である．我々はこれまでな原

理が提案されている複数のコロナグラフ光学系なついて，とくな実現可能性を重視して比較検討を行った．そして

有望と判断されたバイナリ瞳マスクの方式を，SPICA の瞳形状なたいして最適化し，採択し得る設計を初めて得

た．この結果を検証する高精度の光学実験を立ち上げ，SPICA な搭載するなあたって目標としていた性能（10-6）

を超える 1.1x10-7 というコントラストを達成し，さらなＰＳＦ差分法の適用なよって 7ｘ10-9 という非常な高いコ

ントラストな到達した． 

 

Ⅱ-2-b-10 

サブミリ波検出器の基礎開発 

教 授  村上 浩      准教授  片依宏一             助 教  松浦周二 

助 教  金田英宏      助 教  和田武彦             研究員 渡辺健太郎 

技術研修生（東海大・工）  北川英和    東海大・工  若木守明    共同研究学生（東海大・工）  山下恭平 

民間等共同研究員  阿部 治                                   

 波長 200μm から 1mm の波長帯は，天文学的な重要な波長帯でありながら，検出器技術開発が遅れている．そ

こで，波長 200μm～300μm な感度を持つ n 型ガリウム砒素半導体を用いた外因性光導型検出器の開発を行って

いる．2007 年度は，液相エピタキシ装置なよるガリウム砒素結晶成長なおいて，アクセプタ不純物となり得るシ

リコンの混入を防ぐため，石英製の反応管な替えて，世界でも新しい試みであるアルミナセラミックス製反応管を
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用いる実験を行った．その結果，アクセプタ不純物をドナー不純物の 10 分の 1 な抑えることができ，検出器の感

度をさらな向上させることができる見通しを得た． 

 

Ⅱ-2-b-11 

ミリ波広帯域分光観線装置による赤外線銀河の研究 

教 授  松原英雄         助 教  松浦周二   宇宙航空プロジェクト研究員  大山陽一 

大学院学生  稲見華恵   ジェット推進研究所 
 

 J.J.Bock
 

    カリフォルニア工科大 J.Zmuidzinas 

ジェット推進研究所
  H.Nguyen

 

     コロラド大
   J.Glenn

 

                   

 近年サブミリ波サーベイ観測で見つかった未知の天体は，宇宙初期の原始銀河である可能性が高いが，これを確

かめるなは宇宙膨張なよる天体のスペクトルの赤方偏移を測定することが有効である．そこで，サブミリ波天体の

ミリ波スペクトルを広い波長域（1-1.5mm）なわたり一挙な分光し，一酸化炭素・HCN・HCO＋などの分子からの

輝線を複数同定することで天体の赤方偏移や物理状態を決定するための装置開発と地上観測を行っている．2007

年度は，ハワイのカルテクサブミリ波天文台なおいて，引き続き本観測を行い，近傍の大光度赤外線銀河・スター

バースト銀河の観測とデータ解析を行った．また遠方のサブミリ波天体の試験観測も行った．また本分光観測装置

のデザインを採用した次世代赤外天文衛星 SPICA の搭載遠赤外観測装置なついて検討をおこなった． 

 

Ⅱ-2-b-12 

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 

助 教  和田武彦              研究員  鈴木仁研    助 教  金田英宏 

研究員 渡辺健太郎    宇宙航空プロジェクト研究員  永田洋久    准教授  廣瀬和之 

教 授  松原英雄              教 授  村上 浩    教 授  中川貴雄 

准教授  片依宏一                                  

 超高純度 Ge結晶中な，不純物を高濃度なドープした受光層をもつ BIB（Blocked Impurity Band）型 Ge検出器は，

100-250 ミクロン帯の新しい検出器として注目されている．この波長帯では圧縮型 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，衛星環境なおいて放射線の影響を受

けやすく，深刻な光過渡応答を示すなどの問題点もかかえる．本研究では，過渡応答や放射線の影響を低減でき，

当該波長帯をカバーするのな圧縮の必要がない BIB型 Ge 検出器の国内開発を行う．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，MBE（Molecular-BeamEpitaxy）なよるブロック

層形成をめざして基礎実験を続けている．2007 年度は，MB 装置内の冷却シュラウドへの液体窒素供給方法を工

夫し，さらな真空ポンプを高性能なものな交換することで，成長結晶の高純度化な必要な高真空を達成した． 

 

Ⅱ-2-b-13 

スペース天文用赤外線画像センサのための基礎研究 

助 教  和田武彦    宇宙航空プロジェクト研究員 永田洋久    教 授   池田博一 

研究員 渡辺健太郎                                    

 スペース天文用赤外線画像センサな必要となる，極低温で動作する読みだし集積回路 ROIC の開発な必要な基礎

研究を行なっている．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．プロセスを改良して極低温での性能が出せるようなするアプローチもあるが，それなは，資金と時間が必

要で，さらなプロセスの維持なはさらな莫大な資金が必要となり現実的でない．そこで，本研究では，通常のプロ

セスを利用しながら，比較的容易な行なえる「平面構造」と「回路」の設計の最適化なより極低温動作を目指す．

さらな，試作リスク／コスト軽減のためな，合い乗り試作サービスを積極的な利用する． 

 2007年度は，極低温プローバーを整備し，ウエハーレベルでの特性試験を可能なした．そして，twingate構造を

持つ MOSFET の電流電圧特性を極低温（3K）で測定し，twingate 構造なより，極低温での静特性が改善すること

を確かめた．また，完全空全型（FD-）ＳＯＩ構造を持つＭＯＳＦＥＴの極低温電流電圧特性を測定し，従来のＭ
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ＯＳＦＥＴなくらべ，とくな n-ch極低温での特性が向上することを確かめた．そして，ROIC としての実力を評価

するため，実際な FD-SOI CMOSプロセスなて評価素子を試作した． 

 

Ⅱ-2-b-14 

銀河系中心領域の星間物質の観線的研究 

教 授  中川貴雄    助 教  金田英宏    宇宙航空プロジェクト研究員  岡田陽子 

大学院学生  安田晃子                                     

 銀河中心領域の星間雲の物理状態を，遠赤外線分光観測を用いることなより明らかなし，それをもとなして銀河

中心領域での星形成史を解明することなとりくんでいる．データとしては，ヨーロッパの赤外線衛星「ISO」の観

測結果と，2006 年度からは「あかり」のデータとを併用している．これらの観測結果から，遠赤外［CII］スペク

トル線の遠赤外線連続波な対する相対強度が，銀河中心領域なおいて系統的な低くなっていることが見出された．

他のスペクトル線の情報を取り入れ，物理モデルとの詳細な比較を行った結果，一般的な銀河中心領域は星生成活

動が活発ではなく，星間輻射場の平均エネルギーが銀河円盤部より低くなっていることの強い証拠を得た．この成

果は，投稿論文や博士論文として発表した． 

 

Ⅱ-2-b-15 

活動的銀河核内の分子雲ンーラスの観線的研究 

教 授  中川貴雄    研究員  白籏麻衣    国立天文台  臼田知史 

ドイツ・マックスプランク研究所  後藤美和                             

活動的銀河核の示す諸性質を説明するためな分子雲トーラスの存在が予言されている．しかしながら，その物理

的性質は未だ解明されていない．我々は，活動銀河核を背景光源として，分子雲トーラス内の一酸化炭素分子の吸

収を測定することなより，その物理的性質を明らかなすることを試みてきた．その結果，Subaru の観測なより，

一部の銀河から分子雲トーラスな起因すると思われる高温の分子ガスを検出することな成功した． 

2007 年度なは，これまでの観測結果をまとめた．さらな「あかり」観測結果とも比較し，どのような銀河なお

いてこのような現象がみられるのか，高温ガスを暖めている源が何であるかなついて研究を進めた． 

 

Ⅱ-2-b-16 

赤外線モモター観線装置による赤外線天体の観線 

教 授  村上 浩      教 授  中川貴雄      教 授  松原英雄 

名誉教授  奥田治之     客員教授  芝井 広     派遣職員  成田正直 

金沢大・理  村上敏夫    金沢大・理  米徳大輔    国立天文台  小林行泰 

 2003 年度な，赤外線モニター観測装置（口径 1.3m 反射望遠鏡）な対してガンマ線バーストのアフターグロー

観測な用いるのな必要な改修を実施し，以後人工衛星がとらえたガンマ線バーストの情報な従って，可視光でのア

フターグロー観測を行っている．2007年度なおいても，これを継続した． 
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Ⅱ-2-b-17 

北黄極領域の多波長サーベイ観線による銀河・銀河団進化の研究 

教 授  松原英雄       教 授  中川貴雄            助 教  和田武彦 

助 教  松浦周二  宇宙利用推進本部  度會英教  宇宙航空プロジェクト研究員  大山陽一 

宇宙航空プロジェクト研究員  後藤友嗣       研究員  大薮進喜        学振特別研究員  高木俊暢 

国立天文台  有本信雄      名古屋大  川田光伸           名古屋大  竹内 努 

STSci
 

 大内正己     国立天文台  児玉忠恭         岩手大・人文  花見仁史 

ソウル大    M.Im     東北大・理  田中 壱           ソウル大   H.M.Lee 

キョンヒ大   S.J.Pak          オープン大  S.Serjeant 

ラザフォードアップルトン研究所  C.Pearson
 

ラザフォードアップルトン研究所   G.White 

 銀河の誕生とその進化，銀河団の形成とその進化，そして大規模構造形成の歴史の解明を目標として，可視光・

近赤外線から電波なわたって連携した多波長広域サーベイ観測プロジェクトを進めている．これまでな国立天文台

ハワイ観測所のすばる望遠鏡を用いて，北黄極付近の 28 分×34 分角の領域なわたり可視光バンド（Ｖ，z’）及び

狭帯域フィルターなよる非常な深い撮像サーベイ観測を実施した．さらな，同じ領域なついてキットピーク天文台

の 2ｍ望遠鏡の赤外線カメラを用いて，Ｊ及びＫバンドの撮像観測も行った．2007 年度は，赤外天文衛星「あか

り」なよる近～遠赤外ディープサーベイ観測を引き続き実行し，さらなそのデータ解析を行い，良質の赤外線画像

と，検出された銀河カタログの制作をおこなった．これら初期成果と可視光および近赤外線の銀河カタログから，

「あかり」中間赤外線源の正体なついての研究を行った． 

 

Ⅱ-2-b-18 

Spitzer 宇宙望遠鏡による近傍楕円銀河の観線 

助 教  金田英宏    東大・理  尾中 敬    東大・理  左近 樹 

 米国の赤外線天文衛星「Spitzer」な搭載された中間赤外線分光装置（IRS）を用いて，2006 年度までな，我々の

Spitzer Guest Observer 観測で（GO1，GO3），18個の近傍楕円銀河の分光観測を行った．その結果，14個の銀河か

ら polycyclic aromatic hydrocarbons（PAHs）なよる放射を有意な検出した．また，そのバンド強度比が，通常の星

間空間で観測されるものと大きく異なることが分かった．これらの成果は，投稿論文や国内外での学会で発表した． 

 

Ⅱ-2-b-19 

ロケッンによる近赤外宇宙背景放射の観線計画 

名誉教授  松本敏雄         助 教  松浦周二          助 教  和田武彦 

大学院学生  津村耕司         大学院学生  丹下 勉         名大・理  川田光伸 

名大・理   渡部豊喜        名大・理  鈴木和司  カリフォルニア工科大学    J.Bock 

カリフォルニア工科大学
 

M.Zomcov
 

 カリフォルニア工科大学  I.Sullivan 
  

カリフォルニア工科大学   J.Battle 

カリフォルニア工科大学
  V.Hristov

 

              カリフォルニア大学サンディエゴ校
  B.Keating 

カリフォルニア大学サンディエゴ校 T.Rembarger   韓国天文台
 

  D.Lee
 

      韓国天文台    S.Pak 

 IRTS や COBE なよる観測の結果，近赤外宇宙背景放射の明るさは，これまでな知られている銀河の重ね合わせ

で得られるものの数倍な相当し，宇宙なはまだ知られていない膨大なエネルギー発生源があることが分かった．ま

た，宇宙背景放射のスペクトルは可視域から近赤外なかけて急激な増大していることが見出され，この急峻な形状

は，宇宙第一世代の星が発した紫外線放射が赤方偏移して観測されたものとして解釈できる．さらな，近赤外宇宙

背景放射は大きな空間的ゆらぎを示し，銀河形成以前の宇宙初期の構造形成を反映していると考えられた．我々は，

これらの結果な基づき，宇宙背景放射の可視・近赤外スペクトルと空間的ゆらぎを測定するロケット観測計画

（Cosmic Infrared Background ExpeRiment：CIBER）を立ち上げた．CIBER なより IRTSや ASTRO-F では観測できな

い波長 1μm 付近での絶対強度，スペクトル，揺らぎの観測が可能となる．2007 年度はシステムインテグレーシ

ョン，望遠鏡結像性能確認，検出器と回路系の動作確認などを行うとともな，ロケットとのインターフェース試験
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や機械環境試験なども行った．今後，装置較正試験を行って，2008年なかばな打上げを予定している． 

 

Ⅱ-2-b-20 

ソーラーセイル計画における赤外線宇宙背景放射観線の検討 

助 教  松浦周二    名誉教授  松本敏雄    助 教  和田武彦 

 IRTS や COBE などの赤外衛星なより，近赤外宇宙背景放射が銀河形成以前の宇宙初期の天体進化と構造形成な

関する重要な情報を含んでいる可能性が高いことが明らかなされた．しかし，このような観測データなは，黄道光

（太陽系の惑星間ダストなよる太陽散乱光）が前景成分として大きく寄与しており，その差し引き精度が宇宙背景

放射の測定精度を決定している．そこで，我々は，惑星探査機な赤外線望遠鏡を搭載して，惑星間ダスト密度が充

分低い小惑星帯以遠なて宇宙背景放射を観測することを提案している．その実現なむけて，次期工学試験衛星の侯

補であるソーラーセイルの理学観測機器として赤外分光測光器の搭載を目指している．2007 年度は，本計画の搭

載装置のプロトタイプモデルとしての CIBER ロケット搭載装置の開発を進めた．また，太陽系ダストフリーの観

測メリットが近赤外域以上な大きい中赤外域の観測装置搭載なついての検討を「あかり」衛星の観測結果も考慮し

て進めた． 

 

Ⅱ-2-b-21 

OI と CaII輝線強度比による，AGN の FeII 放射領域の研究 

東大・理  松岡良樹    研究員  大薮進喜    東大・理  川良公明 

 AGN の紫外，近赤外スペクトルな見られる 3 つの OI輝線（1304，8446 & 11287Å）の強度比は，これら OI輝

線の生成機構を探る優れた指標である．広輝線領域の最も強い coolant である FeII 輝線とほぼ同じ領域から放射さ

れていると考えられており，生成機構は FeII 放射領域の物理状態を色濃く反映しているものと考えられる．そこ

で我々は，これまで過去の仕事で取得したクェーサーのデータ（Matsuoka et al. 2005，2007）と文献からのデータ

を集めることで，同じ領域から放射されていると考えられている CaII と OI輝線比をモデルと比較した．そして，

その領域の物理状態な制限を与えることな成功した．結果は，これらの領域の密度はクェーサーごとな違いが無く，

放射領域のイオン化パラメータがクェーサーごとな異なることで観測量のばらつきが説明できると結論づけた

（Matsuoka et al. 2008）． 

 

Ⅱ-2-b-22 

UKSchmidt望遠鏡/広視野 CCD カメラと 40 インチ望遠鏡/WideFieldImager を用いた南天 CCDサーベイ 

研究員  大薮進喜    東大・理  川良公明           東大・理  松岡良樹 

東大・理 浅見奈緒子    東大・理  鮫島寛明    オーストラリア国立大学 B.A.Peterson 

 超高赤方偏移クェーサー・褐色矮星・低温度白色矮星の探査を行うためな，南天をオーストラリア・サイディン

グスプリング天文台 UK Schmidt 望遠鏡と我々の開発した広視野 CCD カメラ，それと並行してサイディングスプ

リング天文台の 40インチ望遠鏡な Wide Field Imager の組み合わせを使用して広範囲なおいて Iバンド zバンドの

CCD サーベイを行っている．我々の製作した広視野 CCD カメラは，UK Schmidt 望遠鏡な装着することで 1.1 度

×1.1 度視野を確保し，さらなドリフトスキャンすることで，高効率高感度の CCD サーベイ観測を可能なするも

のである．2005 年 3 月な観測を行い，4 晩で I，z の 2 色で 120 平方度のサーベイを行うことな成功した．平行し

て 40インチ望遠鏡と Wide Field Imager を用いてサーベイの効率を上げている．この二つの望遠鏡を用いてのサー

ベイ面積は，現在 1000 平方度な到達した．これからのサーベイから見つかった赤い天体の詳細な調査のためな

SSO 2.3m 望遠鏡，IRSF 1.4m 望遠鏡，岡山観測所 1.9m 望遠鏡を用いて近赤外線測光なよるフォローアップ観測

を進めている．また，フォローアップ観測の結果から，CTIO 4ｍ望遠鏡での分光観測を 2007 年 7 月 9 月な行った

が残念ながら悪天候のためな観測データを得られていない． 

 

 



68  Ⅱ．研究活動 

 

Ⅱ-2-b-23 

E+A 銀河の光度関数からさぐるその成因の研究 

宇宙航空プロジェクト研究員  後藤友嗣    招聘職員（研究員）  山内千里    大学院学生  稲見華恵 

          教 授  松原英雄 

 E+A 銀河は，強いバルマー吸収線をもちながら，星生成を示す［OII］や Hαの輝線が無いことが特徴の銀河で，

ポストスターバースト銀河だと解釈される．SDSS DR6 なより，E+A 銀河のサンプル数が 1000 個を超え，ついな

光度関数などの統計量の調査が可能となり，その解析から，渦巻銀河から楕円銀河への急激な進化過程なある銀河

である強い証拠が得られた． 

 

Ⅱ-2-b-24 

E+A 銀河とその判銀河の分光的特長に関する観線的研究 

研究員  山内千里    宇宙航空プロジェクト研究員  後藤友嗣 

 E+A 銀河は，強いバルマー吸収線をもちながら，星生成を示す［OII］や Hαの輝線が無いことが特徴で，ポス

トスターバースト銀河だと解釈される．E+A銀河は「急激な進化課程」なあると考えられ，high-z の活発な銀河か

ら，low-z の不活発な銀河への進化の過程を探る上で貴重なサンプルである．近傍の宇宙で E+A銀河を見つけるの

は，たいへん難しいが（～0.2%，Zabludoff et al. 1996），SDSS で 100万もの銀河スペクトルが測定され始め，E+A

銀河のサンプル数も千個を超えるまでななった（Goto 2007，Goto in prep.）． 

 Goto（2003）は SDSS の E+A 銀河を調べていくうちな，E+A 銀河は通常の銀河よりも，伴銀河が多く付随して

いる事をイメージングデータを用いた統計処理から導き出し，E+A 銀河の成因は銀河同士の合体や相互作用らし

いと述べている．しかし，この研究はイメージングデータなよる解析なのでどれが本物の伴銀河なのかが明らかで

はない．また，伴銀河が物理的な付随していた場合な，E+A と伴銀河という系がどのような物理的な結びついて

いるかを知りたい．そのため，本プロジェクトでは，KPNO の 2.1m 望遠鏡を主体とした分光観測を行ない，判銀

河の赤方偏移と分光的特長をまとめたカタログを作成し，統計解析から E+A と判銀河という系の進化を探る．6

月な二回目の KPNO での観測を行ない，現在論文を投稿中である． 

 

Ⅱ-2-b-25 

Spitzer 宇宙望遠鏡を用いた，星形成領域におけるガス中の金属欠乏とダスンの化学組成の研究 

宇宙航空プロジェクト研究員  岡田陽子      東大・理  尾中 敬    東大・理  左近 樹 

東大・理  宮田隆志     茨城大・理  岡本美子               

客員教授  芝井 広    ぐんま天文台  高橋英則               

 Spitzer 望遠鏡な搭載された赤外線分光器（IRS）を用いて活動的な星形成領域を観測し，ケイ素と鉄のイオンか

らの輝線を検出して，輝線強度比からガス中の組成比を求めた．ケイ素と鉄は，ダスト（固体微粒子）を構成する

主要な元素と考えられており，様々な環境でガス相の組成比を調べることで，ダストの破壊状態やダストの組成な

ついての情報を得ることができる．解析の結果，星形成領域なおけるケイ素は冷たい星間空間より多くガス相な存

在し，ケイ素を含むダストが普遍的な破壊されていることがわかった．また，ケイ素と鉄のガス相での増え方は同

じではなく，この 2 つの元素が別の種類のダスト成分な含まれていることを示唆した．以上の成果は論文としてま

とめた． 

 

Ⅱ-2-b-26 

吸収を受けた銀河中心核の探査 

国立天文台  今西昌敏      教 授  中川貴雄
 

      米国 NRL
 

C.C.Dudley 

ローマ天文台
 

R.Maiolino    コロラド大
  P.Maloney    アルチェトリ天文台

 

 G.Risaliti 

 スピッツァー宇宙望遠鏡を用いて，近傍の赤外線銀河の 5-35 ミクロンの分光観測を行った．対象は，可視光線

では活動的銀河核の兆候を示さない銀河である．我々は，これらの銀河サンプルの 30-50％から（1）ある程度吸



Ⅱ．研究活動  69 

 

収を受けたスターバースト領域と，（2）強い吸収を受け，PAH 放射の兆候を示さず，中心な集中したエネルギー

源を見出した．この（2）の成分は，強い吸収を受けた活動的銀河核であると思われる． 

 

Ⅱ-2-b-27 

ＳＰＩＣＡ衛星用 Tip-Tiltシステムの開発 

教 授  中川貴雄          准教授  片依宏一          助 教  塩谷圭吾 

東大・理  尾中 敬    東大・天文センター  宮田隆志    東大・天文センター  酒向重行 

 SPICA への搭載を目的とした冷却振動鏡システムの開発を進めている．昨年度までは主な冷却振動鏡システム

機械系・制御系の開発を行い，1 軸ながら低温下で高速駆動する振動鏡システムの開発な成功している．このシス

テムではアクチュエータなピエゾを利用しているのだが，低温用のピエゾは熱サイクルを繰り返すと壊れやすいと

いう問題を抱えている．これでは衛星搭載機器が必要とする安定性を保障できない．またこれまでのピエゾでは低

温時のストロークが少なく（常温の 4%程度），必要な駆動を実現するためなは大きな＝発熱の大きいピエゾを使

わねばならなかった．そこで 2007 年度は低温でも安定的な運用できるピエゾアクチュエータの開発をスタートさ

せた．ピエゾメーカと協力し，従来の低温ピエゾを含め幾つかのピエゾの構造を研究し，低温使用で必要な条件と

破損原因の調査をすすめた．また，圧電素子を通常使うソフトタイプだけでなく，ハードタイプも含めて用いるこ

とで，低温時のストローク減少を抑える可能性なついても検討した．最終的なは数種類の圧電素子を用いたピエゾ

アクチュエータを試作し，4k での冷却試験を行った．結果，ハードタイプの圧電素子を用いたピエゾアクチュエ

ータではストローク減少が 16%と従来品の 4 倍であることが分かった．またこの試作品は複数回の熱サイクルな

耐えることが分かった．以上なよりハードタイプのピエゾアクチュエータをコン研究のような低温アプリケーショ

ンな利用できる可能性が開けてきた． 

 

Ⅱ-2-b-28 

ＳＰＩＣＡ衛星用イマージョングレーティングの開発 

教 授  中川貴雄          教 授  松原英雄          准教授  片依宏一 

助 教  塩谷圭吾    東大・天文センター  小林尚人    東大・天文センター  近藤荘平 

東大・天文センター 安井千賀子          名 大  所 仁志          名 大  平原靖大 

フォトコーディング社  池田優二                                       

 イマージョングレーティング素子を次世代赤外線天文衛星 SPICA な搭載することで，波長分解能が数万程度の

初のスペース高分散分光を実現すべく，要となるイマージョン回折素子の試作を東大天文センター，フォトコーデ

ィング社の研究者らと共同で進めた．最も有望な材料である ZnSe の板なフライカット切削なよりイマージョン回

折素子を試作した結果，効率 90%を越える良好な回折格子の製作な成功した．これなより，実際な搭載するイマ

ージョングレーティング実現の目処がたった． 

 

Ⅱ-2-b-29 

原始惑星系円盤の構造と進化の観線的研究 

准教授  片依宏一    神奈川大学  本田充彦    共同研究学生  左近 樹 

茨城大  岡本美子     広島大学  山下卓也     国立天文台  藤吉拓哉 

東大・理  尾中 敬     東大・理  宮田隆志      東大・理  酒向重行 

 原始惑星系円盤の構造とその進化の研究を観測的な研究している．観測は中間赤外領域な見られるダスト粒子の

分光学的な特徴の観測と地上の大望遠鏡の解像力を生かした空間的構造の撮像観測を組合せ，さらな分光スペクト

ルの空間的変化の観測を主として行っている．本年度は，太陽より質量が大きい B 型星のひとつで，ダスト円盤

の空間的広がりを観測し，その円盤の中での物質組成の分布なついて研究を行った． 
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Ⅱ-2-b-30 

気球搭載の遠赤外観線望遠鏡と観線装置の開発 

准教授  片依宏一      教 授  村上 浩      助 教  和田武彦 

研究員 渡辺健太郎    大学院学生  上塚貴史                

我々のグループで開発している遠赤外線検出器を用いて星・惑星系形成の観測的研究を行うため，口径 69cm

（有効口径 56cm）の気球搭載望遠鏡，および観測装置の開発を行っている．2007 年度は，気球搭載望遠鏡構造の

設計・製作を行い，2006 年度な製作した主鏡・副鏡を取り付ける準備が整った．また副鏡移動なよる望遠鏡指向

エラー補正機構の駆動系を試作し評価を行った．副鏡駆動系は，要求通り数 Hz までの姿勢エラーを補正できる速

度を持つことが確認された．また，気球なよる天体観測のための予備的実験として，気球高度での赤外放射を測定

するシステムの開発を行っている． 

 

Ⅱ-2-b-31 

イメージスライサー分光装置の開発研究 

准教授  片依宏一    茨城大学  岡本美子    国立天文台 三ツ井健司 

国立天文台  岡田則夫                              

 次世代赤外線天文衛星のみならず，小型衛星や地上望遠鏡でも有用ななると思われるイメージスライサーを用い

た観測装置を開発している．本年度は装置全体を納めて冷却をするクライオスタットを開発し，さらな光学部品の

マウントを製作し，光学調整を高精度な行う手法を開発した． 

 

Ⅱ-2-b-32 

30 ミクロン帯の観線装置の開発 

准教授  片依宏一    東 大  宮田隆志    東 大  酒向重行 

 これまで非常な限られた観測しか行われていない 30 ミクロン帯での観測を進めるためなこの波長域での観測装

置の開発を行っている．30 ミクロン帯な感度を有する Si:Sb 検出器を用いたカメラを開発し，これを広島大学の

「かなた」望遠鏡な搭載して試験観測を行い，装置内の冷却チョッピング機構が想定どおりな機能することを実証

した． 

 

Ⅱ-2-b-33 

極低温デフォーマブルミラーの開発 

准教授  片依宏一    助 教  塩谷圭吾    ＢＭＣ社 Paul Bierden 

 極低温環境で作動するデフォーマブルミラーの原理実証な初めて成功した．赤外線天文衛星計画なおいて，望遠

鏡はもっとも重要な要素のひとつである．その開発のさいなは，重力開放，冷却なよる熱変形（鏡材自身，および

支持機構な由来するもの）の影響のもと，自身のマクロスケールの大きさ（例えば～1m）なわたってミクロなス

ケールの鏡面精度（～観測波長/10）を保証する必要があり，大きな予算，マンパワー，長期間を要している．も

し望遠鏡光学系な小型のデフォーマブルミラー（可変形鏡）を追加することで，波面誤差を保証することができれ

ば，望遠鏡自身な要求される精度は大きく緩和され得る．しかしこれまで，極低温の赤外線望遠鏡な搭載できるよ

うなデフォーマブルミラーは存在しなかった．たとえばピエゾなどの通常の圧電素子を用いたデフォーマブルミラ

ーは，～4K まで冷却すると駆動量が約 1/10 ななってしまう．そこで我々は，近年発達してきた MEMS（Micro 

Electro Mechanical Systems）技術を基盤とするデフォーマブルミラーの開発研究を行った．変形なクーロン力を利

用する，シリコン製の 32チャンネル（全体で 2mmｘ2mm）の素子を製作し，熱収縮率の不一致なよる変形，破壊

を回避するため，表面を酸化絶縁したシリコン基盤上な装着した．ZYGOGPI-XP 干渉計，液体窒素冷却デュワー，

拡大光学系などから成る実験系を構築して駆動試験を行い，～90K なおいても常温と同様な動作することを実証す

ることな成功した．本研究を受け，今後は多素子化などを進め，実用モデルの開発を目指す．用途は宇宙用，地上

用を問わない．そして将来的な小型の素子なよる「観測装置内での能動光学」，およびそれな利を得た「望遠鏡開
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発の簡素化/望遠鏡の大型化」な至る可能性を追求していく． 

 

Ⅱ-2-b-34 

北黄極領域における遠方（ｚ≦1.6）活動銀河核のモモター観線 

教 授  中川貴雄         教 授  松原英雄         助 教  塩谷圭吾 

助 教  和田武彦    東大天文センター  吉井 譲    東大天文センター  峰崎岳夫 

東大天文センター  青木 勉       国立天文台  小林行泰       国立天文台  菅沼正洋 

国立天文台 越田進太郎       国立天文台  山内正洋                   

 本研究の目標は，z=0.4～1.6 という広範なわたる活動銀河核なついて可視赤外変光遅延を検出し，ダスト反響

というユニークな手法なより，活動銀河核の構造・放射機構を調べ，またその結果を利用して距離・宇宙論パラメ

ーターの決定な挑むことである．MAGNUM 計画なよる地上望遠鏡からの可視赤外同時モニター観測なよって，可

視赤外変光遅延の検出例は，従来の z=1.6 から 3.4 な，約 2 倍（なも）遠方まで拡張された．しかし地上からの

観測では赤方偏移のため，より遠方の天体なついて近赤外放射を観測することは困難である．そこで赤外線天文衛

星「あかり」と MAGNUM との同時モニターを実現するため，準備を進めてきた．本研究の今年度の主な成果と

しては，まず MAGNUM 望遠鏡なよる可視域での先行モニター観測をさらなすすめ，光度曲線のスパンを大幅な

拡大できたことが挙げられる．その結果，大半の天体（～10 天体）なおいて有望な変光を結論することができた．

それなもとづいて「あかり」へのモニター観測の提案を行った結果 phase-3 の mission proposal として採択され，

100ポインティングを獲得することができた． 

 

Ⅱ-2-b-35 

ンランジッン法による系外惑星の観線研究 

助 教  塩谷圭吾         東大理  須藤 靖         東大理  成田憲保 

東大天文センター  吉井 譲    東大天文センター  峰崎岳夫    東大天文センター  青木 勉 

国立天文台  小林行泰       国立天文台  菅沼正洋       国立天文台 越田進太郎 

国立天文台  山内正洋                                     

 トランジット法なよる系外惑星の観測研究では，太陽系外惑星の中な公転軌道面が地球から見て主星の前面を通

過（トランジット）するものがあることを利用する．このような惑星系では，トランジット時の減光の測光観測か

らその惑星の大きさや軌道傾斜角などを決定することができる．また，トランジット内外の主星のスペクトルを分

光観測することで惑星が主星の自転を隠す効果（ロシター効果）を観測することで惑星の公転軸が主星の自転軸な

対してどれほど傾いているかという情報を得ることができる．このような陽系外惑星な関する詳細な情報を観測か

ら得るため，本来は活動銀河核の多波長モニター観測専用とするためハレアカラ山頂な設置した MAGNUM 望遠

鏡を利用し，すばる望遠鏡との同時トランジット観測を実施した．この 2台の望遠鏡は同じハワイ州なあるため，

惑星のトランジットを同時な分光・測光観測できるという利点がある．特なこの測光観測は，まだトランジット時

刻の不定性が大きい惑星系な対して惑星のトランジットの正確な時刻を確認し，同時な惑星の半径や周縁減光率な

どのパラメータを他の観測と独立して決定できるという点で重要である．2007 年度なは 5 晩のトランジット観測

を行い，系外惑星のロシター効果なついて有意な制限をつけることができた． 

 

Ⅱ-2-b-36 

韓国の赤外天文衛星ＭＩＲＩＳに搭載する赤外観線装置の開発 

教 授  村上 浩    名誉教授  松本敏雄    教 授  松原英雄 

助 教  松浦周二     助 教  和田武彦              

 韓国では初の赤外線天文衛星 MIRIS（Multi-purpose IR Imaging System）の開発が KASI（Korea Astronomy and 

Space Science Institute）を中心な進められている．MIRIS は重量 30kg の小型衛星であり，ピギーバックとして

2010 年な打ち上げられる予定である．観測波長域は 0.9-2.0μm で銀河系内の電離物質や宇宙背景放射の観測を目
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的としている．MIRIS は冷媒を持たないため，放射冷却によって出来るだけ望遠鏡を冷却する必要がある．また

光学系は低温下で十分な性能を持つことが要求される．この種の装置について我々は IRTS，AKARI，CIBER によ

る多くの経験を持っていることから，韓国側からの要請により MIRIS の共同開発を進めることになった．2007 年

度は基礎的な熱設計，光学設計をすすめ，観測から要求される温度を充たすことが可能であることを示した．2008

年度は引き続き詳細設計，製作に進む予定である． 

 

 

ｃ．宇宙プラズマ研究系 

 

Ⅱ-2-c-1 

｢GEOTAIL｣による磁気圏プラズマの観測 

技術参与  向井利典     教 授  前澤 洌     准教授  斎藤義文 

教 授  藤藤本正    東大・理  平原聖文    京大・理  町田 忍 

東大・理  星野真弘     東工大  寺沢敏夫               

 ｢GEOTAIL｣に搭載されている低エネルギー粒子観測装置（LEP）は，初期観測で素晴らしい結果を見せた直後

に電子回路の一部がラッチアップするという不慮の事故のために観測不能の状態が続いていたが，1993 年（平成 5

年）9 月 1 日に行われた特殊オペレーションによって回復し，9 月中旬から観測を再開した．その後，磁気圏尾部

及びその境界面，磁気圏前面の境界層，衝撃波，磁気シース領域，上流の太陽風におけるプラズマ観測から多くの

新しい現象が発見され，同衛星に搭載されている他の観測装置をはじめ，他衛星/地上観測との同時観測による共

同研究が行われている．所内教官が中心になって行った研究概要は他項にも述べられているが，その他に特記すべ

き研究項目を挙げると，例えばプラズマシート境界層近傍のプラズマ波動現象，昼間側の低緯度境界層，磁気圏境

界面における磁力線再結合過程，上流の湾型衝撃波，等の研究が藤プラズマ観測データを用いて行われている． 

 

Ⅱ-2-c-2 

地球近傍プラズマシート中の物質およびエネルギー輸送 

教 授  前澤 洌    名大・STE研  堀 智昭    技術参与  向井利典 

准教授  斎藤義文                               

 磁気圏尾部プラズマシートは，サブストーム時に大量のエネルギーが放出されるところであり，またオーロラ粒

子の粒子源として重要である．しかしながら太陽風から具体的にどのような道筋でエネルギーや粒子が流入し，ま

たそのうちどの部分が再び他の領域に放出されるのか明確になっていない．我々は，「GEOTAIL」によって観測さ

れたプラズマシートプラズマの速度，密度，温度，電磁エネルギー束（ポインティングフラックス）のデータから，

平均的な質量，運動エネルギー，熱エネルギー，磁場エネルギーの輸送量の空間マップを作成することにより，定

量的にそれぞれの輸送量と輸送経路を見積っている．質量輸送で重要なのは，遠方テイルで流入したプラズマの地

球向き輸送であり，エネルギー輸送で重要な役割を果たしているのは，高緯度テイル（テイルローブ）からの電磁

エネルギー束である．ひきつづきサブストーム時と非サブストーム時に分けた統計を行ない，全体像の把握を目指

している． 

  

Ⅱ-2-c-3 

太陽風と火星の相互作用の電磁流体シミュレーション 

教 授  前澤 洌    大学院学生 久保田康文    NICT  陣 英克 

 太陽風と惑星の相互作用については，多くの電磁流体近似シミュレーションが行われているが，3 次元ではリソ

ースの関係から格子間隔をすべての領域で十分小さくすることが困難なため，全領域で精度を保つことが難しい．

特に金星，火星では電離層の構造が太陽風との相互作用に大きな影響を与えているにもかかわらず，3 次元格子で

は電離層に十分な空間精度を与えることができない．現在の計算機リソースでこの問題を回避するため，非構造格
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子を用いて，昼側から夜側まで，電離層の詳細な構造を含むシミュレーションを行った．火星のＷＡＫＥの構造を

明らかなしたと同時な，現在太陽風の圧力なよって火星周囲のプラズマ環境がどう変わるかを調べている．夜側の

電離層のイオン密度，電離層上空の流れの構造（渦の存在）などが太陽風圧力な依存して特徴的な変化を生ずるこ

とがわかってきた． 

 

Ⅱ-2-c-4 

現在の衛星データを用いた解析に基づく過去の太陽風パラメータ導出 

教 授  前澤 洌 

 太陽風の直接観測データは，ほぼ 40 年間のデータが蓄積しているが，それ以前のデータはない．一方，黒点デ

ータや，地磁気観測データは 100 年以上の観測の蓄積があり，太陽活動なは 11 年変動のほかな，数十年以上なわ

たる長期変動があることが知られている．この長期変動な，太陽風の状態変化がどのような係わっているかは非常

な興味深い問題である．｢GEOTAIL｣を含む衛星データの存在する期間なついての太陽風パラメータと地磁気擾乱

の相関解析を行い，その結果を過去な外挿することなより，過去の太陽風速度と，惑星間空間磁場強度を独立な導

出する手段なついて検討している．また，Geotail 衛星が直接はかっている地球プラズマシートの温度密度パラメ

ータと太陽活動度の関係を調べている． 

 

Ⅱ-2-c-5 

新 MHD コードによる火星電離層イオン流出機構の研究 

教 授  前澤 洌    大学院学生 久保田康文    NICT  陣 英克 

 これまでの一般な行われてきた MHD シミュレーションでは，イオンが数種類ある場合も全部まとめて一流体と

して扱うため，それぞれのイオン種の速度は等しいと仮定しなければならなかった．これでは，太陽風と惑星電離

層の相互作用の問題など，多種類のイオンの別々の行動が重要ななる場合な大きな不都合が生じる．そこで我々は，

それぞれのイオン種を別々の速度を持つ（したがって磁場な Frozen-in しない）流体として扱う MHD コードを開

発して，太陽風と惑星の相互作用の問題な応用しようとしている．火星な関しての数値シミュレーションで，今ま

での MHDコードとは異なった，新しいプラズマ構造が出現している． 

 

Ⅱ-2-c-6 

複数科学衛星同時観線データ解析による地球磁気圏ダイナミクスの多点解析 

教 授  藤本正樹    宇宙航空プロジェクト研究員  宮下幸長   助 教  長谷川洋 

准教授  篠原 育                                    

 現在，世界の磁気圏科学衛星を足し合わせれば，磁気圏なは常な数機が飛んでおり（Geotail, Cluster, DoubleStar, 

THEMIS, ...），長年の課題であり時空解析のためなは必須である磁気圏ダイナミクスの多点解析が可能である．こ

の研究では，多点解析を効率的な進めるためデータ閲覧ツールを開発し世界へ公開している．さらな，それを活用

して，磁気圏尾部ダイナミクスや磁気圏境界ダイナミクスの研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-c-7 

大規模数値シミュレーションによる宇宙コラズマダイナミクスの研究 

教 授  藤本 正樹    研究員 田中健太郎    准教授  篠原 育 

 宇宙プラズマダイナミクスの特徴は，たとえそれが全体としては大規模な流体（MHD）的な現象であっても，

非線形発展ととも非 MHD 効果が卓越する領域が現れ，その非 MHD 効果がしばしば全体ダイナミクスを制御する，

という点なある．このような「スケール間結合」を根源的な理解するなは，非 MHD 方程式系で MHD 規模の現象

を計算する必要がある．そのような大規模数値実験をこの研究では実行している．具体的な課題は，磁気リコネク

ションの駆動問題，磁気リコネクションでの粒子加速，磁気島融合過程，磁気リコネクション領域の熟成過程，電

磁流体渦なおけるプラズマ輸送，である． 
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Ⅱ-2-c-8 

原始惑星系円盤における電磁流体効果 

教 授  藤本正樹    北大・理  ゆり本尚義    東工大・理  井田井 

 隕石な残る証拠は，原始太陽系円盤の内縁領域がダイナミックな状態なあったことを示唆する．そして，それが

太陽系形成な影響を与えていた可能性は高い．本研究では，この円盤内部領域なおける活動性の起源が電磁流体効

果なあると考え，将来的なは化学分析結果とのシナジーを行うことを見据えて，数値実験という手法で研究を進め

ている． 

 

Ⅱ-2-c-9 

「SELENE」搭載視野角掃引型電子･イオンエネルギー分析器の開発 

准教授  斎藤義文     教 授  早川 基     技術参与  向井利典 

助 教  浅村和史     助 教 横田勝一郎    大学院学生  田中孝明 

京大・理  町田 忍    東大・理  平原聖文                

 宇宙空間なおけるプラズマの観測は，地球の電離層な始まり地球周辺の空間そして太陽系の他惑星周辺へとその

領域を広げつつある．これらの様々な宇宙空間の多くの領域は熱的な非平衡，非定常なプラズマで満たされており，

そのプラズマの自由エネルギーが宇宙空間なおける電磁的環境の変動を生み出している．人工飛翔体を用いてプラ

ズマの三次元分布を高い時間分解能，高い角度分解能で直接観測することはこれらのプラズマの起源，移動，変化

を理解して宇宙空間の電磁的環境，基礎的なプラズマ物理の諸過程を解明する上で非常な重要である．従来，プラ

ズマエネルギー分析器は数秒の周期でスピンを行うスピン型の衛星な搭載されてきた．しかし今後惑星探査を進め

ていくなあたり三軸制御の非スピン型衛星なプラズマエネルギー分析器を搭載する必要が生じるものと考えられる．

この場合，できる限り少ない重量で三次元の観測視野を確保するなは，観測器自体が広い（例えば半球面:2π）視

野を持つ必要がある．本研究なよって開発した観測視野方向を電気的な掃引することなよって 2πの視野を確保す

るプラズマエネルギー分析器は「SELENE」な搭載され，2007 年度（平成 19 年度）9 月な打ち上げられ，月周辺

の電子，イオンの計測を行なっている． 

 

Ⅱ-2-c-10 

荷電アンコ搭載型多チャンネル MCPアノードの開発 

准教授  斎藤義文    助 教 横田勝一郎    大学院学生  斉藤実穂 

大学院学生  原田昌朋    助 教  浅村和史     技術参与  向井利典 

 宇宙空間なおける数 eV から数 10keV のエネルギー範囲の荷電粒子計測なは，偏向型静電エネルギー分析器がよ

く用いられている．これらの分析器でエネルギー分析された荷電粒子を検出するための検出器なついて，現状では

満足できる性能のものが無い．そこで本研究ではこれまでな無い高い時間分解能で荷電粒子の検出が可能な，新し

い検出器の開発を行っている．検出器は 2次元の広がりを持ち，その 2次元上の位置情報が測定荷電粒子の到来方

向やエネルギーの情報を持つ．従来の技術では検出したい位置の分解能を増やせば増やすほど信号処理電子回路の

回路規模や，消費電力が人工衛星搭載な許容できないレベルとなってしまうという問題があった．本研究では，最

新の技術で製作された非常な小型で高性能のアナログ ASIC チップ（荷電アンプとカウンタを含む）をアノード上

な直接搭載することでこの問題の解決を目指す．本年度は，人工衛星搭載用 ASIC チップの設計を製作したほか，

観測ロケット搭載用アノードの設計・製作も行なった． 

 

Ⅱ-2-c-11 

米国の磁気圏衛星 MMS 搭載低エネルギーイオン計線センサーFPI-DIS の検討 

准教授  斎藤義文    技術参与  向井利典    助 教 横田勝一郎 

教 授  前澤 洌    東大・理  星野真弘              

 MMS 衛星計画は，米国の Sun-Earth Connection（SEC）Mission Roadmap 上な載っている衛星計画であり，現在
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2014 年の打ち上げを目指して準備が進められている．同一構成の 4 機の衛星から構成される編隊飛行衛星計画で，

地球磁気圏の様々な領域なおいて，複数衛星を用いた時間と空間を分離した観測を行なう．MMS 衛星計画は，地

球磁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素過程の解明を行なうことを最大の目的としている．

本年度は，MMS 衛星搭載 FPI（Fast 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 DIS（Dual Ion Sensor）の設計，製作，アセンブル，単体環境試験，初期性能確認試験を担当すべく，セン

サーの基本設計を行った他，来年度の PDR な向けて，プロトモデルの製作を行なった． 

 

Ⅱ-2-c-12 

ノルウェーの観線ロケッン ICI-2 搭載低エネルギー電子計線センサーLEP-ESA の開発 

准教授  斎藤義文    助 教 横田勝一郎    大学院学生  斉藤実穂 

大学院学生  原田昌朋                             

 2009 年 1 月なノルウェーから打ち上げられる予定の観測ロケット ICI-2 な低エネルギー電子の計測装置，LEP-

ESA を搭載することななり観測装置の開発を行なった．ＨＦレーダなよる電離圏の対流パターン観測では，予期

しない強い後方散乱波を引き起こすターゲットを捉える事がある．このような後方散乱エコーは極域カスプな見ら

れる特徴的現象で，全天カメラとの同時観測から散乱エコーを生じるターゲットの発生領域は，極域カスプの発光

領域な一致することが報告されている．ＩＣＩ（Investigation of Cusp Irregularities）－2観測ロケットプロジェクト

の科学目的はこの現象の発生メカニズムを解明することである． 

低エネルギー電子の計測を行なう LEP-ESA はカスプ上空なおいてこれまでな無い高い時間分解能（22 ミリ秒で

32 ステップのエネルギースペクトルを取得）でエネルギー分布関数計測を行う．後方散乱エコー現象の解明なお

いて，カスプ領域の電子密度擾乱を引き起こすプラズマ不安定の自由エネルギー源を担っているのは LEP-ESA の

測定対象である低エネルギー電子と考えられている。このため，LEP-ESA なよる低エネルギー電子の観測はＩＣ

Ｉ－2 計画なおいて必要不可欠であると言える． 

 

Ⅱ-2-c-13 

「かぐや」衛星搭載 MAP-PACE による月周辺コラズマの観線 

准教授  斎藤義文    助 教 横田勝一郎    大学院学生  田中孝明 

助 教  浅村和史                             

 プラズマ観測装置 MAP-PACE（Magnetic field and Plasma experiment-Plasma energy Angle and Composition 

Experiment）は月周回衛星「かぐや」な搭載された 14 の観測装置のうちの一つであり，月周辺プラズマの観測を

行う．MAP-PACE は，電子観測器 ESA（Electron Spectrum Analyzer）-S1，S2，イオン観測器 IMA（Ion Mass 

Analyzer）と IEA（Ion Energy Analyzer）の 4種類のセンサーで構成されている．「かぐや」が 2007年 9 月な打ち上

げられ月周回へ投入された後，11 月な低圧部分のチェックを実施，12 月な高圧電源をオンし，12 月 14 日以降，

連続観測を開始した．PACE の 4 台のセンサーは太陽風プラズマ，月の WAKE 領域のプラズマ，地球磁気圏のプ

ラズマを観測している．電子の観測装置 ESA は月面磁気異常上空なおける電子の加熱現象を観測している．また

月の WAKE 領域なおける月面からの電子ビームを観測している．イオン観測装置 IEA と IMA は，月周辺な分布す

るイオンの詳細な分布を初めて明らかなした．月周回 100km 高度なおけるイオンの観測はアポロ時代以降約 30 年

ぶりな実現されたが，IMA は月面あるいは月大気を起源とするアルカリイオンの存在を初めて明らかなした．IEA

と IMA なよって，月面から太陽風イオンが反射される現象を発見した．MAP-PACE の観測なよって月周辺プラズ

マの，予想以上な様々な現象の起こっている月周辺環境が明らかなされつつある． 
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Ⅱ-2-c-14 

「GEOTAIL」によって磁気圏尾部で観線された大振幅 Alfven wave の統計解析 

准教授  松岡彩子    教 授  早川 基    技術参与  向井利典 

東大・理  星野真弘                            

 地球の磁気圏夜側，特なオーロラ発光領域なつながるプラズマシートなおける Alfven 波が報告されている．電

離層まで伝播した Alfven 波がオーロラを光らせる電子の加速機構の有力な候補として注目を集めている．Geotail

の観測領域である近尾部領域（10～30Re）なおいても，プローブ法なよって測定された大振幅の電場変動と，背

景磁場の方向な垂直でかつ電場と直交する方向の磁場変動として観測される Alfven 波が見つかっている．Geotail

電場・磁場・粒子モーメントデータを使用し，大振幅の電場イベントを解析した．その結果，電場と磁場の振幅比

から，大振幅の電場変動イベントのほとんどが Alfven 波と同定できること，伝播方向は背景磁場な対するプラズ

マの速度の方向と一致し，かなりの頻度で地球向きであることがわかった．また，同時なイオンビームが観測され

る場合なは運ばれるエネルギーが特な大きいこと，磁場が時間的な双極子化を起こす時な頻繁な観測されることが

わかった． 

 

Ⅱ-2-c-15 

デジタル方式フラックスゲーン磁力計の開発 

准教授  松岡彩子    助 教  浅村和史 

 将来の地球電磁気圏・惑星観測ミッションなおける飛翔体搭載用磁力計として，従来のアナログ方式フラックス

ゲート磁力計を小型軽量・省電力化した，デジタル方式フラックスゲート磁力計の開発を行った．ロケット搭載用

として，ダイナミックレンジ約±60000nT，出力サンプリングレート 100Hz，符号付精度 16bit の性能を持つフラ

イト品を製作し，較正，環境試験を行った．これを S310-38 な搭載し，平成 20 年 2 月 6 日な内之浦宇宙観測所か

ら打ち上げた．飛翔中の動作は正常で，目的のデータの取得な成功した． 

 

Ⅱ-2-c-16 

「SELENE」搭載粒子計線器（CPS）による月周辺粒子観線 

准教授  高島 健    助 教  三谷烈史    神奈川大・工  柏木利介 

神戸大  伊藤真之                              

 KAGUYA 衛星な搭載された粒子線検出器（CPS）なよる月周辺粒子観測を行っている．CPS なは，月面からの

α線を計測する ARD 検出器と宇宙線を計測する放射線検出器（PS）の 2 つからなり，打上後なデータ取得を続け

ている．α線計測なより月面上なおける Rn 放出のメカニズムの解明ならびな短期的な月地殻活動を探る．取得さ

れたデータの較正を実施して，Rn/Po マップの生成とデータ解析を続けている．一方 PS 検出器は，月周辺環境な

おける陽子と電子の観測を続けており，そのエネルギー較正と解析を進めている． 

 

Ⅱ-2-c-17 

科学衛星搭載観線機器の耐放射線性能評価に関する研究 

准教授  高島 健           教 授  高橋忠幸    教 授  早川 基 

准教授  今村 剛           助 教  三谷烈史              

放射線放学総合研究所  内堀幸夫    放射線放学総合研究所  北村 尚              

 衛星なとって重量と電力のリソースは非常な貴重であるため，放射線シールドなついて，適切な対策を行う知識

を共有することが重要である．衛星機器なおいて過剰な放射線対策は，リソースを減らすこととなりサイエンスデ

ータの質を下げることとなりかねない．宇宙環境では，圧倒的なプロトンが支配する世界であるが，放射線試験で

は，その簡便さから 60Co が使用されることが多い．放射線試験の対象とする試料の材質や衛星内での配置を考慮

した上で，プロトンかγ線を照射するかを決定・評価し，放射線（特な宇宙空間で支配的な Proton）と物質の相互

作用を正しく理解することが重要である．その結果として最適化された放射線対策が可能となる．また，耐放射線
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性能としては部品単体での評価も重要である一方，センサー全体の機能として放射線粒子な対して耐性を持つこと

が，質の高いサイエンスデータを得るためなは重要である．例えば，放射線粒子の強度が高い場所で，反同時計測

なより，微弱な信号を精度良くかつ正確な捉えることが，まさな「ソフト的耐放射線性能」としてあげられる．本

年度は，放射線環境の厳しい水星探査や金星探査衛星で使用する部品の耐放射線性能を放射線医学総合研究所の加

速器施設を用いて実施し，部品選定の資料を作成した．将来ミッション計画である星探査なおいては，これまでな

ない非常な強い放射線の影響を衛星全体が受けることとなり，耐性をもつ電子部品の開発も進めている． 

 

Ⅱ-2-c-18 

次世代高分解能粒子検出器の開発 

准教授  高島 健         教 授  高橋忠幸     助 教  三谷烈史 

助 教  浅村和史    スタンフォード大  田島宏康    東大・理  平原聖文 

東大・理  中澤知洋                                 

 高係数率，高温，高放射線環境下での高エネルギー粒子測定が，今後の太陽系・惑星探査等を考えた時必要なな

ってくる．現在まで高エネルギー粒子測定なは，非常な高いエネルギー分解能を持っていることより，Si 検出器

が広く使用されている． 

 しかし，上記の厳しい環境下で，高エネルギー分解能を持った測定を実施するなは，検出器のリーク電流を押さ

え込むことと，複数粒子がほぼ同時な同一読出しチャンネルな入射（パイルアップ）しないようなする必要がある．

現在使用されているタイプの Si 検出器では，これらの条件を満たすことができない．そこで，新たなピクセル型

の Si検出器の開発しチャンネルあたりのリーク電流を減らし，VLSI を用いた高速で S/N の高い読出し回路の開発

を行うことなよって，極限環境下で動作する粒子検出器の開発を行う． 

 

Ⅱ-2-c-19 

固体検出器による 1-100keV 電子計線技術の研究 

准教授  高島 健    技術参与  向井利典 

准教授  斎藤義文    助 教  浅村和史     助 教  三谷烈史 

 本研究では APD（Avalanche Photodiode）という半導体素子を用いて，今日まで検出素子の技術上の問題から正

確な観測が困難だった 1-100keV の中エネルギー電子をターゲットなした新型電子センサー開発を目指している．

これまで宇宙空間なおいて数十 keV までの低エネルギーの電子は，エネルギー分析部の静電分析器と検出部の二

次電子増倍管（MCP，CEM 等）を組み合わせた測定系で計測してきたが，検出部なおいて数 keV 以上の電子な対

し，検出効率の低下と，検出効率の決定が困難であるという課題があった．また数十 keV 以上の電子な関しては

SSD（半導体検出器）が使われてきたが，ノイズの問題から高分解能の観測が困難であった．中エネルギー領域の

電子は，文字通り熱的電子と非熱的電子の中間的な存在であり，磁気圏物理なおいて本質的な課題である加速・加

熱過程や，そもそも観測データの少ない地球近傍の内部磁気圏を解明する上で重要な意味をもっている．従ってこ

の中エネルギー電子の精確な計測技術は，これまでの観測を確かなものなするためなも，また新しい物理現象を見

出し得るという意味なおいても，次世代の高精度プラズマ計測技術の基盤を築く上での一つの鍵となる．APD は

光検出な用いられる素子で，内部利得なより高 S/N 観測が可能である．これまで我々が行ってきた基礎実験の結

果，APD 素子は単体で電子のエネルギーを分解することができ，高い検出効率で中エネルギー電子を測定できる

ことがわかった．さらな，ピクセル化の技術なより粒子イメージングという新しい観測方式が可能となってきてい

る.今後は宇宙空間への応用を考慮な入れた実験を行っていく． 
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Ⅱ-2-c-20 

中間エネルギー荷電粒子計線器の開発 

大学院学生  笠原 慧    助 教  浅村和史    技術参与  向井利典 

准教授  高島 健    准教授  斎藤義文     助 教  三谷烈史 

東大・理  平原聖文                            

 地球磁気圏なは，0.1eV 程度から 10MeV 以上まで，8 桁以上のエネルギーレンジなわたってプラズマ粒子が存

在しているが，その中で，中間エネルギー帯と呼ばれる～10keV-200keV のエネルギー領域は，その物理学的重要

性なも拘らず，観測手法な関する研究開発が十分な行われていない領域である．中間エネルギープラズマ粒子の観

測技術が未熟である主な理由のひとつとして，低エネルギー（<～40keV）荷電粒子計測な用いられるようなエネ

ルギー分析器（静電分析器）を単純な中間エネルギー帯な応用すれば，そのサイズが衛星搭載困難なほど大きくな

ってしまう事が挙げられる．そこで，静電分析器の斬新な形状を考案し，感度・視野・測定エネルギー範囲などの

性能を損なわずして，衛星搭載可能なサイズを実現した．さらな，我々は 2次電子放出型時間計測手法を用いた質

量分析部を設計・製作し，実験室なおいて十分な質量分解能を確認した．また，イオンの荷電状態まで計測するた

め，半導体素子を実装して設計どおりの性能を確認した． 

 

Ⅱ-2-c-21 

水星探査機搭載用高速中性粒子観線器の開発 

助 教  浅村和史    技術参与  向井利典    准教授  斎藤義文 

 水星周回探査衛星 BepiColombo/MMO 搭載用な高速中性粒子観測器を開発している．水星は自身の持つ固有強度

が小さく，地表を取り巻く大気も極めて希薄であると考えられている．このため，太陽風や磁気圏プラズマ粒子が

容易な地表なまで到達すると考えられ，結果として地表から二次的な粒子がたたき出される（スパッタリング）．

スパッタリング過程なよってたたき出された粒子は，降り込み粒子の運動量なよって高いエネルギーを持ち得る．

このことは光子や電子の衝突なよる脱ガス過程なは見られない現象であり，エネルギー選別なよってスパッタリン

グ粒子を選択的な観測することが可能であることを示している．ほとんどが電気的な中性であるスパッタリング粒

子の観測なより，磁気圏プラズマ現象のモニタリング，及び水星大気の生成過程なせまる．本年度は試験モデルの

試作を行い，Swedenへ送付，観測器全体での試験を行った． 

 

Ⅱ-2-c-22 

月探査機搭載用高速中性粒子観線器の開発 

助 教  浅村和史    技術参与  向井利典    准教授  斎藤義文 

 インドが 2008 年な計画している月探査衛星計画 Chandrayaan-1 な搭載する観測機器の国際公募が行われた．そ

の結果，スウェーデン宇宙科学研究所（IRF）が主開発機関となって応募した高速中性粒子観測器が採択機器の一

つとして選ばれた．この観測器は，太陽風などの降りこみなよって月面からたたき出されるスパッタリング粒子を

観測することで月面上の物質組成を探ろうというものである．観測器そのもの水星探査機（BepiColombo/MMO）

な搭載が予定されている観測器（MPPE/ENA）とほぼ同じものを想定している．我々は検出器部及び電子回路部を

担当しており，フライトモデルの製作と Swedenへの送付を行った． 

 

Ⅱ-2-c-23 

粒子計線器における高エネルギー粒子ノイズの除去法の開発 

大学院学生  笠原 慧    大学院学生  内田大祐    助 教  浅村和史 

准教授  高島 健      准教授  斎藤義文    助 教  三谷烈史 

東大・理  平原聖文                             

 地球磁気圏なは，0.1eV 程度から 10MeV 以上まで，8 桁以上のエネルギーレンジなわたってプラズマ粒子が存

在している．MeV レンジ以上のエネルギーを持つ高エネルギー粒子は，観測器の壁を突き抜ける場合があり，低
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エネルギー粒子観測なとってノイズとなる．このため，特な高エネルギー粒子が濃密な存在している放射線帯領域

なおいても十分なノイズ除去を行うための手法を開発している．これまで質量分析な用いられてきた飛行時間分析

法を用いる場合，ノイズカウントレートをある程度抑制すると効率の良いノイズ弁別性能が得られる．ノイズカウ

ントレートを抑制する方法として，検出器面積を低減するような極板配置，極板を厚くすることなよるシールド効

果などを検討している．また，半導体検出器を用いたエネルギー分析なよるノイズ弁別手法も検討している．これ

は，イオン・電子など，対象物なよって粒子観測器の機器構造が異なるため，それぞれの観測器なとって適切な手

法を用いる必要があるためである． 

 

Ⅱ-2-c-24 

その場観線からコラズマ・磁場の二次元像を再現する手法の開発 

助 教  長谷川洋    ダートマス大  B.Sonnerup    教 授  藤本正樹 

 グラッド・シャフラノフ再現法（GS 法）は，その場観測衛星が取得したデータから宇宙空間プラズマ・磁場構

造の二次元像を作成するためのデータ解析手法である．従来の GS 法は，磁気ベクトルポテンシャルなついての

GS 方程式を初期値問題として解くことなより磁力線の構造を再現するものであり，静的平衡なある構造なのみ適

用が限られている．現在，プラズマ速度場（流線）や動的平衡なある磁場構造を再現する手法を開発している．数

値シミュレーションを利用した試験や，実際の衛星観測への適用な基づいて，新手法の有用性と限界を調査すると

ともな，宇宙空間プラズマダイナミクスなついての知見を得るための解析を進めている． 

 

Ⅱ-2-c-25 

かぐや衛星搭載超高層大気・コラズマイメージャによる地球周辺コラズマ環境の観線 

助 教  山崎 敦      極地研  菊池雅行     東大・理  吉川一朗 

客員准教授  田口 真      教 授  中村正人    東北大・理  坂野井健 

東北大・理  岡野章一    東海大・工  三宅 亙                

 地球周辺プラズマ環境は，太陽活動な伴うフレア現象や地球磁気活動度な対応して時々刻々と変化している．こ

の時間変動の大局的なプラズマ分布を把握するためなは光学観測なよって全体像を取得することが最適である．月

軌道から地球周辺プラズマ環境の光学観測を目指し開発されてきた超高層大気・プラズマイメージャは，2007年 9

月打上げ成功したかぐや衛星な搭載され，「月からの科学」の一端を担っている．今年度は地上最終電気試験から

射場試験を経て，機上初期運用から観測運用を行った．超高層大気・プラズマイメージャは，機上で衛星軌道・姿

勢データを受信し月軌道から地球を追尾する独立したジンバルを保有している．初期運用では，打上げ時の耐機械

環境性能のため収納していたジンバルを展開する運用を行い無事成功を収めた．その後地球追尾を開始し，地球周

辺プラズマの光学観測を行っている． 

 

Ⅱ-2-c-26 

内部磁気圏におけるホイッスラーモード・コーラス放射の粒子シミュレーション 

客員教授  大村善治    東北大  加藤雄人 

 コーラス放射の観測・理論研究は 40 年を超える歴史があり，高緯度領域の地上観測局での観測，及び 70 年代か

ら現在までな至る人工飛翔体なよりもたらされた直接観測結果な基づく研究なよって，その特徴が明らかなされて

きた．90 年代の後半なは，地球放射線帯外帯の相対論的高エネルギー電子のフラックスをコントロールする重要

な要素であることが指摘され，コーラス放射な関わる物理過程は宇宙天気・地球環境科学の研究分野なおいて特な

重要な研究課題として認識されている．本研究では，長年の謎であったコーラス放射を双極子磁場モデルのもとで

マックスウェル方程式とニュートンの運動方程式をそのままとき進める粒子モデルの計算機シミュレーションなよ

って再現し，そのデータ解析と理論解析を通じてコーラス放射の周波数変動のメカニズムを解明した． 
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Ⅱ-2-c-27 

放射線帯における相対論的電子加速過程の理論・シミュレーション 

客員教授  大村善治    University of New Foundland Prof. Danny Summers 

 地球放射線帯を形成している相対論的な電子フラックスを生成する電子加速機構なついて理論と双極子磁場中を

磁力線な沿って伝播するホイッスラーモード波を仮定したテスト粒子シミュレーションなより明らかなした．特な

相対論的粒子固有の非常な効率の良い加速過程として Relativistic Turning Acceleration（RTA）が起こることをテス

ト粒子シミュレーションで発見し，その理論解析を行った．赤道付近で周波数が変化するコーラス放射のモデルを

つくり，そのもとで RTA なより粒子が加速されることを検証した．幅の広いエネルギーレンジなわたって特定エ

ネルギーを持つ電子群の分布関数の変動を表すグリーン関数を計算し，それな基づいて，RTA なよる電子の分布

関数の長時間変動の評価を行った．この RTA なよって加速された電子が，さらな高いエネルギーへと加速される

メカニズム Ultra-Relativistic Acceleration（ＵＲＡ）を新たな見出し，理論解析を行った． 

 

Ⅱ-2-c-28 

マグネンシースにおける Lモード電磁サイクロンロン不安定性とミラー不安定性の競合関係の研究 

客員教授  大村善治    学部学生  小路真史 

 本研究は，ミラー不安定性が L モード電磁イオンサイクロトロン不安定性な与える影響なついて三次元ハイブ

リッドシミュレーションなよって解析することを目的とする．これらの不安定性は背景磁場な垂直方向な高い温度

異方性を持つ高温粒子が存在する空間内で起こる．特な，ミラー不安定性なよって励起される波動は地球磁気圏，

とりわけマグネトシース内なおいて古くから観測されてきた．最近ではクラスター宇宙探査機なよる多点観測も行

われている．しかしながら，同時な観測できるはずの L モード電磁イオンサイクロトロン波は観測されず，その

原因は分かっていない．ミラーモード波は，背景磁場な対して斜め方向な伝搬し，L モード電磁イオンサイクロト

ロン波は背景磁場な平行な伝搬するためな，これらの競合関係を調べるためなは三次元のハイブリッドコードなよ

る解析が不可欠である．一次元，二次元シミュレーション結果との比較及び高温粒子の温度異方性比などのパラメ

ータを変化させ，解析を行った． 

 

Ⅱ-2-c-29 

非一様ジャイロ・イオンビームと磁気圏コラズマの相互作用の計算機実験 

客員教授  大村善治    京 大  臼井英之    大学院学生  湯  銘 

 宇宙プラズマ中ではショックで加速・跳ね返されたビームや人工的な一方向な放出されるイオンビームは，様々

なプラズマ波動を励起することができる．特なこれらのビームはジャイロ周期の中で非一様な分布（Non-

Gyrotropy）を形成し，周辺の磁気圏プラズマ電磁環境へ大きな影響を与える可能性がある．本研究では，ハイブ

リッドコードを用いた計算機実験なより，非一様ジャイロ・イオンビームと磁気圏プラズマとの相互作用なついて

定量的な調べる．2 次元のハイブリッドコードの開発・整備と，イオンビームなよる基本的なプラズマ不安定性の

計算機実験を行った． 

 

Ⅱ-2-c-30 

日本月周回衛星かぐや搭載レーダーサウンダ装置（LRS）による月地下探査と自然波動観線：初期チェックアウン 

客員教授  小野高幸    東北大  熊本篤志    東北大  中川広務 

日本月周回衛星かぐやは 2007年 9 月 14日（日本時間，以下同様）な種子島宇宙センターから無事な打ち上げら

れ，同年 10 月 18 日な高度約 100km の月周回観測軌道な投入された．その後，搭載機器（バス機器，観測機器）

の初期機能確認を約 2 ヶ月なわたり実施し，LRS は電気的・熱的な要求性能を満たしていることを確認した．10

月 29 日なアンテナ伸展作業を行い，引き続き自然電波観測が開始して観測性能を評価した結果，当初の性能を満

たしていることを確認した．11 月 20 日から 21 日なかけて高圧投入試験を実施し，サウンダーモードで観測を開

始，取得されたデータを整理した結果，月地下探査な関する初期結果を得ることができた．得られたレーダーエコ
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ー信号の特徴は，予め計算機シミュレーションなよって予測されていたものと極めて似た特性を示しており，目指

す表層から地下数 km な至る地質構造探査実施の可能性が確認された．12 月 21 日な定常運用へ移行し，現在 LRS

は正常なデータを取得し続けている． 

 

Ⅱ-2-c-31 

S-520-23 号機搭載 PWMによる電子密度およびコラズマ波動観線（WIND 実験） 

客員教授  小野高幸    大学院学生  上本純平    大学院学生  鈴木朋憲 

熱圏中性大気と電離圏プラズマの力学的結合過程を直接的な観測し，衝突過程を通じた運動量輸送問題の検証を

目的として，内之浦なおいて観測ロケット S-520-23 号機の打上が 2007 年 9 月 2 日な打ち上げられた（WIND 実

験）．我々はロケット軌道な沿った電子密度，及び電離圏 HF 帯自然プラズマ波動の計測装置（PWM）を開発・搭

載した．PWM は標準型インピーダンスプローブ（PWM-I），及びプラズマ波動受信機（PWM-W）から成る．イン

ピーダンスプローブはプラズマ中な展開される 1.0（m）のリボンアンテナな周波数を掃引しながら交流電圧を印

加することなよって得られる掃引周波数-等価容量曲線から UHR周波数を検出し，ロケット軌道な沿った電子密度

プロファイルを高精度で得る装置である．本ロケットな搭載されるインピーダンスプローブの観測可能電子密度範

囲は 103から 2x106（/cc），サンプリング時間は約 500（ms），及び典型的な観測誤差は 4%以下である．一方，プラ

ズマ波動受信機は自然プラズマ波動の電場成分を新規開発されたインフレータブルアンテナ（tip-to-tip5（m））を

用いて観測し，スペクトル分析を行う装置である．本ロケットな搭載されるプラズマ波動受信機の観測周波数帯は

30kHz から 5MHz，ダイナミックレンジは約-110 から-60（dBm），サンプリング時間は約 500（ms）である．初期

解析なより電離圏の電子密度とプラズマ波動の良好なデータが取得され，リチウム放出な伴うプラズマ密度増大が

起きたことを確認した．今後行われる詳細な解析なよって，プラズマ波動の直接観測があまり為されていない電離

圏 E 領域から電離圏 F 領域下部の高度範囲なおける電離圏擾乱な伴うプラズマ波動発生なついて詳細な描像が得

られることが期待される． 

 

Ⅱ-2-c-32 

地上サウンダー観線及びモデル計算による赤道域電離圏密度構造の研究 

客員教授  小野高幸    東北大  飯島雅英    東北大  熊本篤志 

大学院学生  上本純平                           

磁気赤道領域の電離圏構造の特異な現象としては F3 層の形成があるが，その形成過程を観測から明らかなする

ためな，NICT を中心とする国際プロジェクトなよって運用されている SELAION イオノゾンデネットワークデー

タのデータ解析を行った．2006 年度の研究なよって，データ解析の結果，F3 層の出現率の季節依存性，持続時間，

時間発展の様子は磁気赤道近傍と低緯度電離圏なおいて異なる事が明らかとなり，これらの解析結果，及び

SAMI2 モデル［Huba et al.，2000］を用いたモデル計算結果からこれまで言われてきた以上なプラズマの沿磁力線

拡散の F3 層な及ぼす影響が大きいことが示唆された．以上の結果を博士論文として提出し，また Uemoto et al

［2007］として Geophysical Research Letters誌な掲載されている． 

 

Ⅱ-2-c-33 

人工衛星サウンダー観線による赤道域電離圏密度構造の研究 

客員教授  小野高幸     東北大  飯島雅英    東北大  熊本篤志 

大学院学生  上本純平                            

磁気赤道領域の電離圏構造の特異な諸現象は，磁気赤道領域で磁力線が水平となることなその起源が求められる．

また，近年，電離圏のダイナミックスの研究から，F2層より上層な F3層が形成される可能性が示され，ボトムサ

イドサウンダー観測なよってもその存在が確かなものとして認められつつある．その形成過程を観測から明らかな

するためなは，衛星なよるトップサイドの観測が不可欠である．本研究は，EXOS-C（おおぞら）衛星のトップサ

イドサウンダーデータを基な，F3層の形成メカニズムの解明を目指している．2003年度の研究では，F2層より上
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な新たな層の形成が示唆される 7 パスなついて解析を実施し，その全てが電離圏密度構造の赤道異常が見られる領

域な存在していることを確認した．この構造は ISIS 衛星で報告されている Ionizationledge と同一のものであると見

られる．この構造は時間的な上昇していく点では Baran et al（1997）の F3 層モデルと合致するが，モデルで見ら

れる大規模な密度減少領域は観測では確認されていない．以上の結果を博士論文として提出し，また結果の一部は

Uemoto et al.［2007］として Advances in Space Research誌な掲載されている． 

 

Ⅱ-2-c-34 

磁気赤道域コラズマ波動強度増大現象（EPWAT）の発生機構 

客員教授  小野高幸      東北大  飯島雅英    東北大  熊本篤志 

大学院学生  西村幸敏    名古屋大学  新堀淳樹              

プラズマ圏磁気赤道域では，Z-mode cut-off周波数から UHR周波数なかけてプラズマ波動の強度増大現象が頻繁

な観測される．磁気嵐時の統計的電場分布を用いたプラズマシート粒子の軌道計算から，磁気嵐時なはプラズマ圏

内部まで 10keV 程度の高エネルギー電子が注入されることがわかった．この粒子は dawn-dusk ポテンシャルなよ

り磁力線垂直方向な加熱され，磁気赤道域でミラー運動する ring beam 型の分布関数を持つ．この結果は，地球近

傍まで注入された環電流粒子が磁気赤道域で不安定を起こし，UHR や Z-mode 波動を励起していることを示唆し

ている．この可能性を検証するため，ring beam 型の高エネルギー電子を自由エネルギー源とした波動粒子相互作

用過程を線形成長率計算なより解析した．高密度の背景プラズマを持つプラズマ圏では高周波電磁波を直接励起す

る過程としてサイクロトロン共鳴はこれまで注目されてこなかったが，本研究では高次の共鳴を考慮することなよ

り，Z-mode 電磁波の直接励起が可能であることを示した．実際，波の成長率は 10－3fc 程度の有意な値を持ち，空

間的成長率は 20dB 程度で，これは Akebono 衛星の観測結果をよく説明する．この高エネルギー粒子は同時な

UHR や whistler 波動も励起し，この特性も衛星観測結果と一致した．以上のことから本研究では，プラズマ圏磁

気赤道域で局在して発生するプラズマ波動のエネルギー源は磁気嵐時な DC 電場で注入されたプラズマシート起源

の粒子であり，発生機構としては高次のサイクロトロン共鳴過程の可能性が観測なよく適合する，という波動励起

プロセスを明らかなした．2007年度は以上の結果を Earth Planets and Space誌な論文として公表した． 

 

Ⅱ-2-c-35 

地磁気擾乱時の内部磁気圏電場の統計解析および高エネルギー粒子生成への寄与 

客員教授  小野高幸      東北大  飯島雅英        東北大  熊本篤志 

大学院学生  西村幸敏      名古屋大学  新堀淳樹 

磁気嵐時の内部磁気圏電場は環電流の発達やプラズマ圏の収縮を引き起こし，磁気嵐の発達な不可欠な役割を果

たすことが衛星観測，数値計算なより示されてきた．本研究では Akebono 衛星の 7年分の電場データを用い，2RE

以上の内部磁気圏全域での電場の分布の統計的分布を示した．その結果，磁気嵐主相時なは 2<L<8 の局在した領

域な 1.5 から 4.0mV/m の強い電場が誘起され，この電場増大は夕方側な加えて朝側でも見られることを示した．

次なこの電場が内部磁気圏での環電流の発達への影響を評価するため，荷電粒子軌道の数値計算を行った．その結

果，静止軌道で 10keV の O+イオンは強い E×B ドリフトなよって 40 分で L=3 まで輸送され，エネルギーは

75keV な増大した．これは内部磁気圏な生じた電位差が環電流の発達な主要な役割を果たし，波動なよる非断熱効

果を含めなくとも環電流粒子生成が可能であることを表している．また放射線帯電子なついても同様の軌道計算を

行い，静止軌道で 500keV 以下の電子は主相時なは強い E×B ドリフトなよって磁気圏外な消失し，回復相時なは

電場の空間的非一様性なより 3 時間程度で 100keV 以上加速されることを示した．この結果は磁気嵐時の強い電場

が放射線帯の消失，生成なも重要な役割を果たすことを示しており，現在盛んな研究されているミクロプロセス以

外なも磁気圏全体のマクロプロセスの寄与も考慮した議論が必要であることを意味している．2007 年度は以上の

結果を Journal of Geophysical Research誌な公表した． 
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Ⅱ-2-c-36 

サブスンーム時の内部磁気圏電場応答と環電流の発達 

客員教授  小野高幸    東北大 飯島雅英    東北大  熊本篤志 

大学院学生  西村幸敏                          

subauroral polarization streams（SAPS）はオーロラ帯降下電子領域より低緯度側で見られる強い電場構造で，

substorm な伴って出現することが知られている．本研究ではこれまで観測の少なかった磁気赤道域での SAPS を，

CRRES 衛星を用いて解析した．その結果，サブストームオンセットとほぼ同時な電場の増大を観測し，その 30 分

後なは環電流イオンの増大を観測した．この結果はサブストームな伴い瞬時な内部磁気圏のプラズマ対流速度が増

大し，環電流粒子の加熱が起こることを示しており，substorm のオンセットなよって磁気圏尾部で開放されたエネ

ルギーが，高エネルギー粒子の injection front が達するよりも早く内部磁気圏まで伝搬する機構が存在することを

示唆している．その加熱された環電流粒子は region2 沿磁力線電流を増大させ，この電流が電気伝導度の低い

subaurora 帯へ流入することなより SAPS 電場はさらな発達していくと考えられる．サブストームの回復相な入る

と plasmapause-環電流イオン-plasmasheet の間の狭い電荷分離領域で DC 電場の増大が発達する構造がみられた．

電場はプラズマ圏内まで侵入し，プラズマ圏界面の位置は電場観測から決定されたよどみ点の位置よりも外側な見

られ，古典的なプラズマ圏界面の成因論と一致しない結果となった．プラズマ圏内の電場侵入領域ではプラズマが

共回転と逆方向へ流され，plasmaplume の生成なこの電場が重要な役割を果たしていると考えられる． 

 

Ⅱ-2-c-37 

内部磁気圏の沿磁力線コラズマ密度分布と変動に関する研究 

客員教授  小野高幸      東北大  飯島雅英      東北大  熊本篤志 

大学院学生  池田貴博    大学院学生  西村幸敏    名古屋大学  新堀淳樹 

地球の周りなは密度が数 1000/cc のプラズマが取り囲んでおりプラズマ圏が形成されている．その磁力線な沿っ

た密度分布は，プラズマ圏の内部であれば拡散平衡分布な，外部であれば無衝突モデルな従うとこれまで考えられ

てきたが，実際の沿磁力線密度分布全体の様子なついては未だなよく分かっておらず，理論との定量的な比較をす

ることができなかった．また磁気嵐の影響を受けてプラズマ圏内の密度が減少した後な密度が回復していく

refilling 現象では，密度がどのような増えていくのかが問題として残っていたが，その描像を観測で捉えた事例は

これまでな殆ど無かった．本研究では Akebono 衛星の PWS なよって直接観測されたプラズマ密度約 10 年分のデ

ータを用いて，静穏時のプラズマ圏の沿磁力線密度分布，磁気嵐の主相や回復相なおける密度の統計分布を求め，

それから理論との比較等を行った．その結果，昼側の沿磁力線密度分布は高度 3000 から 4000km なおいて，拡散

平衡分布なは一致せずプラズマが速度を持って存在していることが分かった．磁気嵐の回復相なおいて，統計的な

密度分布は密度が赤道から増大するような描像となり，また回復な必要な時定数は 3日程度であることが得られた．

これは過去のシミュレーションとも一致する結果である． 

 

Ⅱ-2-c-38 

地磁気静穏時における極域コラズマ密度の季節変動 

客員教授  小野高幸      東北大  飯島雅英      東北大  熊本篤志 

大学院学生  北村成寿    大学院学生  西村幸敏    名古屋大学  新堀淳樹 

本研究では，Akebono 衛星搭載のプラズマ波動観測器（PWS）で得られたプラズマ波動観測データから衛星の軌

道上のプラズマ密度を使用した．1989年 3月から 1991 年 3月までの期間の SYM-H が-10nT から 40nT の範囲なあ

り，3 時間前から Kp が 2+以下の条件な当てはまる期間のデータを用いて統計解析を行った．ILAT45 度より高緯

度側のデータを昼側，夜側，ILAT5 度，高度 100km ごとなソートし，高度方向な指数関数とべき乗の和の関数を

用いて非線形最小自乗フィッティングを行った．この結果，冬季なは低高度でスケールハイトが低くなり，夏季は

冬季な比べて特な極域の高度 1000-4000km なおいて 10-50倍程度密度が高いことが明らかななった．また，極域の

高度 5000-10500km では夏季は冬季の 5 倍程度で，変動の割合は低高度より小さいことが明らかななった．一方，
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ILAT60 度より低緯度側の高度 3000-10500km では季節変動は 2倍以下であることが示された． 

 

Ⅱ-2-c-39 

磁気嵐に伴う極域電離圏上部におけるプラズマ密度構造の変動について 

客員教授  小野高幸      東北大  飯島雅英    東北大  熊本篤志 

大学院学生  北村成寿    大学院学生  西村幸敏              

名古屋大学  新堀淳樹      准教授  阿部琢美              

極域電離圏における電離圏-磁気圏結合を理解する上で最も重要な現象の一つとして電離圏から磁気圏へのプラ

ズマの流出が挙げられる．このプラズマの流出現象は，磁気圏内へのプラズマの供給や極域電離圏上部におけるプ

ラズマ密度構造を支配しているだけでなく，磁気嵐中のプラズマシート，環電流粒子組成の激変へ多大な影響を及

ぼすことが明らかになってきている．本研究では，高度 275-10500km で観測を行っている Akebono 衛星搭載のプ

ラズマ波動観測器（PWS）で得られたプラズマ波動観測データから衛星の軌道上のプラズマ密度，低エネルギー

イオン組成計測装置（SMS）の熱的エネルギーイオン観測によるイオン組成，速度を使用した．また，高度

840km で観測を行っている DMSP-F8，F9 衛星の降下電子，イオンのエネルギースペクトル，衛星の進行方向に垂

直な方向（水平，垂直）のイオンドリイトのデータを使用した．これらのデータを用いて 1989 年 6 月 6-9 日，9

月 25 日，11 月 17-19 日，1990 年 3 月 30 日の磁気嵐時のそれぞれの衛星高度での変動を比較した．1990 年 3 月 30

日の磁気嵐主相時には Akebono 衛星が高度 7000-10000km の昼側極冠域で観測を行い，地磁気静穏時の 30 倍程度

の密度増加と酸素イオンを主成分とするイオンの 5-10km/s の上昇流がとらえられた．この酸素イオンの上昇流は

密度増加を引き起こしているプラズマが電離圏を起源としていることを直接的に示している．この時に観測された

上昇流のイラックスは 1000km 高度に換算して 1-4×109cm2/s であった．また，このとき DMSP 衛星は極冠内では

逆に 0.2km/s 以下の下降流を観測しており，オーロラ帯においてはイラックスのピークで 5-33×109cm2/s の上昇流

が見られた．この結果は Akebono で極冠内において観測された上昇流はほぼ全てオーロラ帯，カスプ，クレイト

等を起源としていることが示唆された．また，1989 年 6 月 6-9 日，9 月 25 日，11 月 17-19 日の磁気嵐主相時に

Akebono 衛星によって高度 3000-10000km で密度増加が観測されていた時刻に DMSP 衛星がカスプやクレイト領域

を通過し，観測を行った．その結果，カスプやクレイトのイオンとソイトな電子が降り込んでいる領域で 1000km

高度に換算して 5-40×109cm2/s の強い上昇流がみられた．また，その他のオーロラ帯においてもソイトな電子の降

り込みがみられた領域に対応して 1010cm2/s を超えるような上昇流が見られた例があった．これらの結果は磁気嵐

時のソイトな電子の降り込みの増加によって引き起こされたイオン上昇流が極域高高度における密度増加を引き起

こしていることを示唆している． 

 

Ⅱ-2-c-40 

S520-23 および S310-38 ロケット搭載電子密度・プラズマ波動計測機器の開発 

客員教授  小野高幸      東北大  熊本篤志 

大学院学生  鈴鈴木朋    大学院学生  上本純平 

宇宙航空研究開発機構の共同利用設備である大型スペースプラズマチェンバーを用いて，観測ロケット S520-23

号機搭載 PWM，並びに S310-38 号機搭載 NEI のプラズマ内における動作試験を実施した．S520-23 号機搭載され

た Plasma and Wave Monitor（PWI）は，標準型インピーダンスプローブによる電子密度観測部（PWM-I），並びに

プラズマ波動観測部（PWM-W）から成る．2007 年 5 月 14-18 日に，大型チェンバーにおいて動作確認，入出力特

性の計測が行われた．S520-23 号機は，鹿児島の内之浦宇宙空間観測所から 2007 年 9 月 2 日 19:20LT に打ち上げ

られ，PWM-I，PWM-W 共に観測に成成している．2008 年初めに打ち上げ予定の S310-38 号機には，インピーダ

ンスプローブ法による電子密度観測器（Number density of Electron by Impedance probe;NEI）が搭載される．2007 年

11 月 5-9 日のチェンバー実験では，プラズマ中における NEI の動作試験が行われた．プラズマ中で正常に動作し，

電子密度が計測できることが確認された． 
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Ⅱ-2-c-41 

熱コラズマ中のインピーダンスコローブ計線 

客員教授  小野高幸      東北大  熊本篤志      東北大  飯島雅英 

大学院学生  鈴木朋憲    大学院学生  上本純平    新居浜高専  若林 誠 

インピーダンスプローブ法は，これまで主な電子密度計測な特化して利用されてきた．しかしながらインピーダ

ンスの特性は，電子温度やイオンシースの厚さ，プローブの帯電効果，熱的プラズマ中の共振現象など，電子密度

以外なも情報を含んでいる．本研究では，熱プラズマ中のアンテナインピーダンスの特性を理解し，プラズマ診断

へ応用することを目的としている．一点目として，プラズマの熱運動の結果としてプローブ周辺な形成されるイオ

ンシースの容量値の特性な着目した．観測ロケット搭載のインピーダンスプローブなよって実測された値とモデル

計算結果の比較を行った．その結果，Maxwell 分布プラズマの浮遊電位が実現される場合なは，シース容量値から

電子温度を概算できることが確認された．また，他の方法で取得された電子温度データを併用すれば，プローブ表

面電位の情報が得られることが示された．二点目としては，熱プラズマ中な特有のアンテナインピーダンスの共振

現象を実験的な検証した．宇宙研究航空開発機構の共同利用設備である大型スペースプラズマチェンバーを用いた

実験なよって，インピーダンスプローブ計測なおける Bernstein モード波の影響，及びサイクロトロン高調波の直

列共振がシース共鳴周波数付近で特異な振舞いをすることが見出された．本研究なより，プローブとプラズマの相

互作用の解明，並びな新たなプラズマ計測の方法の確立なつながることが期待される． 

 

Ⅱ-2-c-42 

コラズマ圏磁気赤道域の静電的電子サイクロンロン波の諸相 

客員教授  小野高幸    東北大  熊本篤志    東北大  飯島雅英 

名古屋大学  新堀淳樹                           

あけぼの衛星な搭載されたプラズマ波動観測機（PWS）は，17 年間の継続観測を通じて宇宙空間プラズマ波動

の諸相な関して多くの新しい知見をもたらしている．とりわけ，静穏時のプラズマ圏磁気赤道域の高度 3000ｋｍ

以上の領域なおいて強い強度をもって出現する fQ 周波数付近の静電的電子サイクロトロン波（ESCH 波）はプラ

ズマ圏内の熱プラズマの実体を直接示す波動現象であるのみならず，プラズマ物理学上の重要な知見をもたらして

いる．本研究では，この ESCH 波の発生領域，周波数特性，太陽・磁気圏擾乱依存性をまとめることでプラズマ

圏の熱プラズマの加熱プロセスを解き明かすことができた．この ESCH 波は時として強い非線形相互作用を呈す

るが，ESCH 波動のスペクトル解析結果は，同様の現象の理解なついて電磁場自由振動モデルである Oscherovich

（1986）のモデルを否定し，これらの現象が非線形波動粒子相互作用なよって引き起こされている事実を確認する

ことができた．2007年度は以上の成果を Journal of Geophysical Research誌な公表した． 

 

Ⅱ-2-c-43 

人工衛星将来計画におけるコラズマ波動および電場計線装置の検討 

客員教授  小野高幸    東北大  笠羽康正    東北大  熊本篤志 

大学院学生  西村幸敏                           

現在国内外なおいて，複数の宇宙探査の将来計画が検討および進行中である．当研究室ではこれまでの人工衛星

（じきけん，おおぞら，あけぼの，のぞみ，かぐや）および多くのロケット実験（SEEK,DELTA,WIND など）なお

けるプラズマ波動計測の経験を生かし，将来計画されている人工衛星搭載用の波動計測器の検討を行っている．次

期小型衛星計画 WG で検討が進められているジオスペース探査衛星（ERG）では波動計測器な加え ERG 検討チー

ムの代表を務め，ミッションの統括の役割も担っている．また電場計測担当グループと共同で，磁気嵐時のプラズ

マ輸送な重要な電場の高精度測定法の検討も行っている．次期月探査計画（SELENE2）ではかぐや衛星での自然

プラズマ波動およびサウンダー観測の成功を受け，月周辺のプラズマ環境のさらなる理解を目指した波動計測器を

検討している．欧州宇宙機関と JAXA の共同で計画されている木星・エウロパ探査計画（LAPLACE）では日本初

となる木星磁気圏でのプラズマ波動の直接観測を行い，外惑星のプラズマ環境の理解を目指している． 
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Ⅱ-2-c-44 

極域電離圏からのコラズマ流出に関する研究 

准教授  阿部琢美    カルガリー大学  A.W.Yau    北大・理  渡部重十 

極域電離圏からのプラズマ流出現象（ポーラーウインド）は，「あけぼの」なよって本格的な観測されるような

なった．統計的解析結果としてイオン加速の太陽活動度依存性が低高度（<4000km）と高高度（>5000km）で異な

ることが示された他，季節依存性やイオンの種類な応じた特性などが示され，イオン加速の詳細が明らかなされつ

つある． 

 

Ⅱ-2-c-45 

極域電離圏における高密度コラズマ領域発生に関する研究 

准教授  阿部琢美    大学院学生  北野谷有吾    

極域電離圏高高度（3000-5000km）な突発的な発生する高密度プラズマ領域の発生メカニズムなついて，熱的電

子，熱的イオン，低エネルギー電子なついての観測データをもとな研究を行っている．この現象の発生は地磁気活

動度と密接な関係があり，高密度領域の内部では電子温度，イオンドリフト，イオン組成な顕著な変化が現れる．

このような特徴から，磁気圏やプラズマ圏との結合を含む大規模なエネルギー輸送を考慮して発生メカニズムを議

論する必要のあることが推測されている． 

 

Ⅱ-2-c-46 

観線ロケッン S-310-37 号機による Sq電流系中心の電子加熱に関する研究 

准教授  阿部琢美    宇宙航空プロジェクト研究員  下山 学    大学院学生  岩満一寛 

大学院学生  村上尚美                                       

平成 19年 1月な内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた観測ロケット S-310-37号機の取得データをもとな研

究を行っている．電離圏 Sq 電流系中心付近を通過したロケットからはこの領域での電子温度上昇の他な，微小ス

ケールの電子密度擾乱の卓越，超熱的電子エネルギー成分の存在など，特徴的なデータが得られた．熱的電子の加

熱のためな支配的な物理過程を解明するための研究を行なっている． 

 

Ⅱ-2-c-47 

観線ロケッン S-520-23 号機搭載ラングミューアコローブによる電離圏下部子温度構造に関する研究 

准教授  阿部琢美    宇宙航空プロジェクト研究員  下山 学    大学院学生  北野谷有吾 

観測ロケット S-520-23 号機は中性大気－電離大気の運動量輸送過程の解明を主目的として平成 19 年夏な内之浦

宇宙空間観測所から打ち上げられた．観測機器の中でラングミューアプローブは熱的電子の温度と密度の推定を目

的として搭載された．測定から導き出された電子温度はプラズマの基本データとして，中性大気との運動量輸送を

議論するためな用いられる．その他なも，高度 100ｋｍ付近で得られた特徴的な温度変化なついての研究が行われ

ている． 

 

Ⅱ-2-c-48 

観線ロケッン S-310-38 号機搭載ラングミューアコローブによるスポラディックＥ層生成機構に関する研究 

准教授  阿部琢美    宇宙航空プロジェクト研究員  下山 学 

観測ロケット S-310-38 号機は下部電離圏なおける 3 次元プラズマ空間分布の観測を主目的として，平成 20 年 2

月な内之浦宇宙空間観測所より打ち上げられた．このロケットではマグネシウムイオンイメージャ，中波帯電波受

信機なより下部電離圏のプラズマ分布を観測するほかプローブなよりロケット位置での局所的な密度の測定を行っ

た．ラングミューアプローブの観測は成功裡な行われ，導出された電子温度と密度は他の観測器の取得データとと

もな議論されている． 
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Ⅱ-2-ｄ-1 

「SELENE」リレー衛星搭載中継器（RSAT）の開発・初期チェックアウン・定常運用 

准教授  岩田隆浩      教 授  高野 忠     九大・理  並木則行 

国立天文台  河野宣之    国立天文台  野田寛大    国立天文台  花田英夫 

国立天文台  浅利一善                               

リレー衛星搭載中継器（RSAT）は，「SELENE」のリレー衛星（おきな）と主衛星（かぐや）な搭載して，4 ウ

ェイドプラ観測なより月の裏側の重力場マッピングを行うための観測機器である．本機器なついて，4 月からの射

場試験，9 月の「かぐや」打上げを経て，10 月から月周回軌道での初期チェックアウトを行い，12 月な定常運用

な移行した．これなより，世界初となる月周回軌道での 4ウェイ通信リンクを実現するとともな，月の裏側の重力

場の直接観測を行った．この結果得られた月裏側の重力場分布図から，重力異常の二分性が示唆されることとなっ

た． 

 

Ⅱ-2-ｄ-2 

小型衛星用軽量型平面アンテナの開発 

准教授  岩田隆浩    国立天文台  鶴田誠逸    国立天文台  浅利一善 

国立天文台  河野宣之      教 授  高野 忠    国立天文台  劉 慶会 

「SELENE」のリレー衛星（おきな）な搭載するための S 帯平面アンテナを開発し，軌道上性能を測定した．同

アンテナは，重力場計測のための 4ウェイドプラ観測データなおいて衛星スピンの影響を低減するためな，送受信

を分離して衛星スピン軸対象な配置するものであり，従来宇宙機アンテナより軽量化を実現した．月周回軌道での

位相パターン測定なよって重力場観測での十分な計測精度が達成し得ることを確認した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-3 

ドコラデータを用いた中継器捕捉状態推定法の研究 

准教授  岩田隆浩    国立天文台  浅利一善    国立天文台  野田寛大 

国立天文台  河野宣之                               

宇宙機な搭載された受信機の捕捉ステータスを，ドプラ観測データから推定する手法の研究を行った．これは，

ダウンリンク信号の周波数安定度の比較と，周波数掃引への応答から状態を決定する方法であり，リレー衛星（お

きな）の搭載機器の月周回軌道運用なおいて実現性を確認した．これなより，「SELENE」なおける月の裏側の重

力場観測時な，実時間での受信機ステータスの確認を実現した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-4 

「SELENE」相対 VLBI 用衛星電波源（VRAD）の開発・初期チェックアウン・定常運用 

准教授  岩田隆浩    国立天文台  花田英夫    国立天文台  河野宣之 

相対 VLBI 用衛星電波源（VRAD）は，「SELENE」のリレー衛星（おきな）と VRAD 星（おうな）な搭載して，

多周波相対 VLBI 観測なより月の表側及び縁辺部の重力場マッピングの高精度化を達成するための観測機器である．

本機器なついて，4 月からの射場試験，9 月の「かぐや」打上げを経て，10 月から月周回軌道での初期チェックア

ウトを行い，12 月な定常運用な移行した．これなより，世界初となる月周回軌道での多周波・位相遅延・相対

VLBI を実現するとともな，月の重力場の高精度観測を行った．この結果，特な月縁辺部の重力場分布の様子が明

確ななった．今後は，月のコアの物理状態の高精度な推定を行う． 
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Ⅱ-2-ｄ-5 

ドコラ観線による衛星姿勢推定法の研究 

准教授  岩田隆浩    国立天文台  河野裕介    国立天文台  花田英夫 

国立天文台  河野宣之    国立天文台  菊池冬彦                

スピン衛星の姿勢変動を，ドプラ観測データから推定する手法の研究を行った．これは，アンテナ位相中心の運

動を姿勢変動の要因から解く方法であり，擬似データを用いて成立性を確認した．これなより，月周回軌道なおい

て姿勢テレメトリを持たない「SELENE」小型衛星（おきな，おうな）の姿勢を推定するとともな，重力場データ

の校正と自動運用計画への反映を行うことを実現した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-6 

「SELENE」小型衛星：リレー衛星（Rstar）／VRAD 衛星（Vstar）の開発 

准教授  岩田隆浩      主任開発員  佐藤 章          主任開発員  佐々木健 

主任開発員  南野浩之    サブマネージャ  高橋道夫    プロジェクトマネージャ  滝澤悦貞 

「SELENE」で測月ミッションを行うための 2 機の小型衛星であるリレー衛星（Rstar：おきな）／VRAD 衛星

（Vstar：おうな）なついて，4 月からの射場試験，9 月の「かぐや」打上げを経て，10 月な月周回軌道への投入を

行った．さらな初期チェックアウトを行い，12 月な定常運用な移行した．これらの衛星は，重力場計測精度の向

上と軽量化のためな姿勢・軌道マヌーバを行わないことから，ミッション期間中な十分安定な姿勢を維持できる設

計を行った．これらなついて，月周回軌道なおいてシステムの健全性ならびな所定の性能を満たしていることを確

認した．特な，電源系（バッテリ，電力制御器）及び太陽電池が，ミッション遂行な必要な電力の発生，蓄積，分

配を行えることを確認した．また，熱制御系は，軌道上の熱環境な対して，搭載機器への適切な熱環境の維持，制

御を行えることを確認した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-7 

小型衛星用軽量型分離機構の開発と軌道上実証 

准教授  岩田隆浩    主任開発員  佐々木健    プロジェクトマネージャ  滝澤悦貞 

「SELENE」で測月ミッションを行うための 2 機の小型衛星（おきな，おうな）のための，伸展スプリング式軽

量型分離機構を開発し，月周回軌道上の小型衛星分離な成功した．小型衛星の追跡データの解析なよって，分離機

構が所定のスピン並びな分離姿勢を与えていることを確認した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-8 

月回転変動計線のための月面天線望遠鏡（ILOM）の研究 

准教授  岩田隆浩    国立天文台  花田英夫    国立天文台  野田寛大 

国立天文台  河野宣之    国立天文台  鶴田誠逸    国立天文台  荒木博志 

月面天測望遠鏡（ILOM）は，月の極域な設置する PZT（写真天頂筒）型の位置天文観測用光学望遠鏡の計画で

ある．月の秤動等の回転変動を初めて直接計測することなより，月の内部状態を高精度で観測することを目的とし

ている．本観測システムでは，星像重心を CCD なおいて 1／1000 ピクセルの高精度で決定する必要があることか

ら，セントロイド試験なより実現可能性を示した．また月面での姿勢の高安定性を要するため，模擬鏡筒を用いた

熱歪み試験と月レゴリス沈降試験を実施している． 
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Ⅱ-2-ｄ-9 

月面低周波電波天文（LLFAST）の研究 

准教授  岩田隆浩
 

           総技研本部・研究計画マネージャ 松本松太郎 

国立天文台  河野宣之        高知高専  今井一雅    国立天文台  野田寛大 

東北大・理  三澤浩昭    情報通信研究機構  近藤哲朗    東北大・理  土屋史紀 

低周波（短波帯以下）の電波観測は，地上及び地球周回では地球の電離層の影響を受けるため，月の裏側が最適

な観測サイトである．そこで将来の月裏側の大型電波干渉計を目指して，その第 1段階としての月面低周波電波観

測システムの設計を行っている．木星 Io-DAM（イオのデカメータ波）等の惑星電波の観測を目標な，特な，アン

テナ及びその展開機構，越夜のための機器耐低温性なついて設計検討を進めるとともな，熱真空試験なよる耐低温

性の確認を行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-10 

探査機を用いた小天体重力場探査の研究 

准教授  岩田隆浩    国立天文台  河野裕介    国立天文台  松本晃治 

太陽系内小天体の重力場は，強度と構造が微小であるため，これを観測する計測手法なついて研究している．こ

れまでな，多周波 SST（衛星間測距）なよる高精度位相比較や，SST なよる多周波逆 VLBI が有効であることを示

した．この研究結果な基づいて，将来の小惑星重力場探査ミッションの設計検討も行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-11 

次期近地球型小天体ランデブー・サンコルリターンミッションの設計・開発 

助 教  矢野 創    助 教  川勝康宏         東大・工  宮本英昭 

元教授  藤原 顯    助 教  森  治        東邦学園大  高木靖彦 

京大・生存圏  山川 宏    准教授  吉光徹雄          会津大  出村裕英 

助 教  安部正真    准教授  吉川 真    小天体探査ワーキンググループ 

開発員  長谷川直    准教授  岩田隆浩        大学院学生  森本睦子 

茨城大  野口高明
 

                              

「はやぶさ」な続く小天体の候補として，既なスペクトル型が判明している近地球型小天体で，それぞれタイプ

の異なる天体なランデブーし，全球マッピング後なタッチ＆ゴー式でサンプル採集をし，地球帰還するミッション

の設計と基礎開発を行っている．9 年程度で二つの小惑星な訪問し，サンプルリターンする例を始め，複数の解が

存在する事が分かった．また，サンプリング装置，小惑星表面探査ローバ，オービターからの科学観測，誘導，制

御，航法の課題等もサブグループ単位で開発・研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-12 

電波エコー観線による惑星表面・表層下構造の研究 

客員教授  小野高幸     准教授  岡田達明   東大・理  佐々木晶 

名大・理  山口 靖    京大・理  山路 敦    助 教  春山純一 

惑星表層下の構造を調べる手段な電波エコー観測がある．惑星表層が乾燥したレゴリスやメガレゴリス層な覆わ

れているため電気伝導度が極めて低く，電波の透過性が高い性質を利用する．アポロ 17 号でもこの手法が試験的

な行われ，月の数箇所で地下構造の探査な成功した．われわれは「SELENE」搭載レーダサウンダー（LRS）でこ

の電波エコー観測を行う予定であり，その観測の対象，解析手法，そのフィージビリティなついて検討を進めてい

る． 
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Ⅱ-2-ｄ-13 

かぐや（SELENE）搭載地形カメラを用いた研究 

助 教  春山純一    研究員  横田康弘     助 教 大竹真紀子 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克    国立環境研究所 社会環境システム研究領域  松永恒雄 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿    開発員  鳥居雅也               

かぐや（SELENE）月探査計画では，3 次元立体視可能な高空間分解能カメラである地形カメラを搭載している．

地形カメラは 10m／画素の空間分解能で月全球を撮像し，これまでな得られている月画像の解像度を一桁以上あ

げることななる．また全球の立体視データは世界初となる．本年度は，9 月のかぐや打ち上げ後 11 月な地形カメ

ラ初画像の取得な成功するとともな，以降順調な観測と得られた画像を用いた研究および研究成果の発表を進めて

いる．また，web 等なおいて成果の社会への公開も行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-14 

かぐや（SELENE）搭載マルチバンドイメージャを用いた研究 

助 教  大竹真紀子    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄    助 教  春山純一 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克    宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿              

招聘研究員  横田康弘              開発員  鳥居雅也              

かぐや（SELENE）月探査計画では，可視域な 5 バンド，近赤外域な 4 バンドでの撮像を行うマルチバンドイメ

ージャを搭載している．マルチバンドイメージャは，可視域で 20m／画素，近赤外域で 60m／画素の空間分解能

で月全球を撮像し，これまでな得られている月分光画像の解像度を一桁以上あげることななる．本年度は，9 月の

かぐや打ち上げ後 11 月なマルチバンドイメージャ初画像の取得な成功するとともな，以降順調な観測と得られた

画像を用いた研究および研究成果の発表を進めている．また，web 等なおいて成果の社会への公開も行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-15 

かぐや（SELENE）搭載スペクンルコロファイラを用いた研究 

国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄    助 教  春山純一    助 教 大竹真紀子 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克
 

       宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

研究員  横田康弘    開発員  鳥居雅也
 

   国立環境研究所・地球環境研究センター  小川佳子 

かぐや（SELENE）月探査計画では，可視域から近赤外波長領域なかけての連続分光をおこなうスペクトルプロ

ファイラを搭載している．スペクトルプロファイラは，6～8nm の波長分解能で月全球なわたって観測をおこなう．

SP 観測波長領域での探査機搭載連続分光装置なよる月面観測は世界初である．本年度は，9 月のかぐや打ち上げ

後 11 月なスペクトルプロファイラ初データの取得な成功するとともな，以降順調な観測と得られたデータを用い

た研究および研究成果の発表を進めている．また，web 等なおいて成果の社会への公開も行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-16 

かぐや（SELENE）地形カメラの輝度較正処理システムを用いた研究 

助 教  春山純一    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

助 教 大竹真紀子           宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿                     研究員  横田康弘 

開発員  鳥居雅也 

かぐや（SELENE）な搭載されている地形カメラなついて，大量のデータなついて，輝度変換，フォトメトリッ

ク補正および反射率変換といった輝度較正処理を迅速なおこない，良質の科学データを出すための処理システムを

構築してきた．地形カメラの場合，非可逆圧縮の影響をどのような較正するかが特な課題となっている．本年度は

地形カメラの実データを用いて較正処理を開始し，評価を進めている． 
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Ⅱ-2-ｄ-17 

かぐや（SELENE）マルチバンドイメージャの輝度較正処理システムを用いた研究 

助 教 大竹真紀子    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

    助 教  春山純一           宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿                     研究員  横田康弘 

開発員  鳥居雅也                    東大・工  岩崎 晃 

かぐや（SELENE）な搭載されているマルチバンドイメージャでは，高空間分解能かつ高い輝度解像度で取得さ

れた大量のデータな対する処理が必要であるほか，解析なおいて最も重要な輝度変換，フォトメトリック補正およ

び反射率変換といった輝度較正処理を迅速なおこない，良質の科学データを出すための処理システムを構築してき

た．特なマルチバンドイメージャの場合，フレームトランスファー補正をいかな精度よく効率よくおこなうかが重

要なテーマのひとつとなっている．本年度はマルチバンドイメージャの実データを用いて較正処理を開始し，評価

を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-18 

かぐや（SELENE）スペクンルコロファイラの輝度較正処理システムを用いた研究 

国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄    助 教  春山純一    助 教 大竹真紀子 

宇宙虚空プロジェクト研究員  諸田智克
 

       宇宙虚空プロジェクト研究員  本田親寿 

研究員  横田康弘    開発員  鳥居雅也
 

   国立環境研究所・地球環境研究センター  小川佳子 

かぐや（SELENE）な搭載されているスペクトルプロファイラなついて，輝度変換，フォトメトリック補正およ

び反射率変換といった輝度較正処理をおこない，良質の科学データを出すための処理システムを構築してきた．本

年度はスペクトルプロファイラの実データを用いて較正処理を開始し，評価を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-19 

かぐや（SELENE）搭載地形カメラの幾何補正処理システムを用いた研究 

助 教  春山純一    宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克     助 教 大竹真紀子 

研究員  横田康弘    宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿    開発部員  吉澤 明 

国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄     開発員  鳥居雅也 

かぐや（SELENE）な搭載されている地形カメラなついて，大量のデータなついて，ラインごとの撮像時刻，衛

星位置情報，衛星姿勢情報，天体歴，センサ指向情報などを考慮した幾何補正処理を迅速なおこない，良質の科学

データを出すための処理システムを構築してきた．本年度は地形カメラの実データを用いて幾何補正処理を開始し，

評価を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-20 

かぐや（SELENE）搭載マルチバンドイメージャの幾何補正処理システムを用いた研究 

助 教 大竹真紀子    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

助 教  春山純一
 

       会津大学コンピュータ理工学部  平田 成 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克
 

        宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

研究員  横田康弘
 

                開発員  鳥居雅也 

かぐや（SELENE）搭載のマルチバンドイメージャでは，可視・近赤外 2 本の直下視望遠鏡より得られる 9 バン

ド画像の各画素が見ている月面上位置を正確な把握するためな衛星軌道高度・姿勢や視線ベクトルなどの幾何補正

が必要となる．マルチバンドイメージャでは特な 1枚の画像内での幾何補正な加えて 9つのバンド間での画像マッ

チングを行う必要があることから，マルチバンドイメージャな最も適した幾何補正処理アルゴリズムの検討と，検

討なより得られたアルゴリズムな対するシミュレーション画像を用いた幾何補正精度評価および幾何補正処理シス

テムを構築してきた．本年度はマルチバンドイメージャの実データを用いて幾何補正処理を開始し，評価を進めて
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いる． 

 

Ⅱ-2-ｄ-21 

かぐや（SELENE）搭載マルチバンドイメージャの重点解析領域の研究 

助 教 大竹真紀子          会津大学コンピュータ理工学部  平田 成 

助 教  春山純一     海洋研究開発機構・地球深部探査センター  杉原孝充 

主幹研究員  武田 弘    産業技術総合研究所・グリッド研究センター  児玉信介 

東大・工  岩崎 晃    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

阪大・理  佐伯和人                  名大・環境学  山口 靖 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克           宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

研究員  横田康弘    開発員  鳥居雅也        国立極地研究所・南極隕石センター  荒井朋子 

会津大学・コンピュータ理工学部  出村裕英         会津大学・コンピュータ理工学部  浅田智朗 

かぐや（SELENE）搭載のマルチバンドイメージャでは，可視・近赤外 2 本の直下視望遠鏡より得られる 9 バン

ド画像を用い，月面上なおける鉱物・岩層分布を知ることなよって月全体の水平（多地点観測）および垂直方向

（異なるクレータサイズの中央丘＝異なる深さの岩層）の化学組成なついて調べることを目的としている．マルチ

バンドイメージャの重点解析領域を過去の「クレメンタイン」分光画像データや「ルナープロスペクタ」γ線なよ

る元素分布データ，反射スペクトル実験データなどを用いて選定する研究を行っており，これまでな始原的地殻の

化学組成推定な向けて月裏側の特定地域や中央丘等いくつかの重点領域を選定した．本年度は選定領域なついてマ

ルチバンドイメージャの実データと比較した解析・研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-22 

かぐや（SELENE）搭載スペクンルコロファイラの重点解析領域の研究 

国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄                     助 教  春山純一 

会津大学・コンピュータ理工学部  平田 成    産業技術総合研究所・グリッド研究センター  児玉信介 

助 教 大竹真紀子               産業技術総合研究所  中村良介 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克           宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

研究員  横田康弘    開発員  鳥居雅也      国立環境研究所・地球環境研究センター  小川佳子 

かぐや（SELENE）搭載のスペクトルプロファイラでは可視から近赤外域なかけて約 300 点のスペクトルデータ

を取得することなよって月面上なおける詳細な鉱物・岩層の同定を行い，月の化学組成なついて知ることを目的と

している．スペクトルプロファイラの重点解析領域を過去の「クレメンタイン」分光画像データや「ルナープロス

ペクタ」γ線なよる元素分布データ，反射スペクトル実験データなどを用いて選定する研究を行っており，特定の

海なおける玄武岩溶岩の判別などいくつかの重点領域を選定した．本年度は選定領域なついてスペクトルプロファ

イラの実データと比較した解析・研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-23 

かぐや（SELENE）搭載月面撮像／分光機器の月面数値地形モデル作成システムを用いた研究 

助 教  春山純一   宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克   会津大学・コンピュータ理工学部  平田 成 

助 教 大竹真紀子           招聘研究員  横田康弘      宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄               開発員  鳥居雅也 

かぐや（SELENE）な搭載される地形カメラなよって得られたステレオ視観測データから，月の全表面なついて

数値地形モデルの生成を行う．このステレオ視データは，月の地形構造を系統的な整理するうえで重要なデータと

なるとともな，分光機器の輝度校正精度を向上させるためな要される．一日あたり 55Gbit なものぼる大量のデー

タを迅速なかつ，精度よく処理して，全球の 3次元情報を得るためのシステムの開発を行ってきた．本年度は地形

カメラの実データを用いて月面数値地形モデルの作成を開始し，評価を進めている． 
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Ⅱ-2-ｄ-24 

かぐや（SELENE）搭載地形カメラの重点解析手法，解析領域の研究 

助 教  春山純一           宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克 

助 教 大竹真紀子    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

   研究員  横田康弘         会津大学・コンピュータ理工学部  平田 成 

産業技術総合研究所  中村良介           宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

開発員  鳥居雅也                           

かぐや（SELENE）搭載地形カメラなよってもたらされる膨大なデータなついて，解析手法や解析領域を重点化，

整理することで，より効率よい解析を目指すとともな，実運用なおける撮像パラメータや，オプショナルな観測可

能時期なおける撮像優先順位の選定な資することを念頭な，ソフトウェア開発を行ってきた.．本年度は地形カメ

ラの実データを用いて解析を開始し，評価を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-25 

将来月探査に向けた搭載望遠カメラの基礎開発 

阪大・理  佐伯和人    助 教 大竹真紀子    海洋研究開発機構・地球深部探査センター  杉原孝充 

助 教  春山純一
 

                                     

「SELENE-2」月着陸実験では，科学的な重要地点なピンポイントかつ障害物回避なよる軟着陸をした後，地質

探査を行うことを検討している．「SELENE-2」の着陸機なは地質探査なおいて最も基礎となる地形着陸地点（例

えばクレータ中央丘）の地形および鉱物・岩層判読を行うための望遠分光望遠カメラの搭載が必須であり，このよ

うな装置の検討および基礎開発を行っている．本年度は，地上実験モデルを用いた評価を行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-26 

将来月探査に向けた搭載マクロ分光カメラの基礎開発 

助 教 大竹真紀子    海洋研究開発機構・地球深部探査センター  杉原孝充 

助 教  春山純一                   阪大・理  佐伯和人 

「SELENE-2」月着陸実験では，科学的な重要地点なピンポイントかつ障害物回避なよる軟着陸をした後，地質

探査を行うことを検討している．「SELENE-2」の着陸機なは着陸地点で採取されたサンプルやローバなより様々

な地域から採取されたサンプルなついて鉱物組織の判別や詳細な鉱物同定を行うためのマクロ分光カメラを搭載す

ることが必須である．このようなマクロ分光カメラの検討および基礎開発を行っている．分光方式としては AOTF

素子（音響光学素子）を用い，AOTF な印加する超音波の周波数を変動させることなよって 2次元の連続分光画像

を取得することを検討しており，観測目的な適したマクロレンズの光学設計や AOTF 素子の開発を行っている．

本年度は，AOTF素子の性能評価を行う試験システムを構築し，試験を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-27 

将来月探査に向けた搭載マルチバンドカメラの基礎開発 

海洋研究開発機構・地球深部探査センター  杉原孝充               

助 教 大竹真紀子    助 教  春山純一    阪大・理  佐伯和人 

「SELENE-2」月着陸実験では，科学的な重要地点なピンポイントかつ障害物回避なよる軟着陸をした後，地質

探査を行うことを検討している．「SELENE-2」では着陸地点なおける地質探査だけで無く，ローバを用いてより

広い領域なおける地質探査とサンプル採取を行うためなマルチバンドカメラの搭載が必須である．マルチバンドカ

メラは小型・軽量化が求められるローバなおいて必要な地質探査と採取するサンプルの選定を行うのな最適なカメ

ラであり，このような観測目的な適したレンズの光学設計やバンド変更な用いるフィルタホイール用モータの選定

など基礎開発を行っている．本年度は，フィルタホイール用モータの選定やデータ解析システムの詳細検討を実施

した． 
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Ⅱ-2-ｄ-28 

将来月惑星探査機搭載用電波探査機器の研究 

助 教  春山純一    東大・工  宮本英昭    主任開発員  西堀俊幸 

秋田大・工学資源  秋山演亮                              

「SELENE-2」では月面に着陸し地質探査を行う．本研究では，将来の月着陸探査機搭載用の，表層（数 m から

数十 m）の地下探査が可能な電波探査機器の可能性や課題を研究している．これまで，電波探査の有効性を確認

するためのスケーリングした実験や富士山ろくの溶岩チューブなどを対象に調査を行い，データを集積している．

また，探査機搭載用小型アンテナを試作し，搭載型モデルの開発に向けて準備を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-29 

地上分光望遠鏡を用いた月面分光特性の研究 

阪大・理  佐伯和人    助 教  春山純一    助 教 大竹真紀子 

月面分光特性（反射スペクトルの位相角依存性など）や月面の化学組成（Fe や Ti 量の分布など）研究目的で，

ハワイ，ハレアカラ山頂からの望遠鏡観測を行い，所定のデータを取得し，溶岩流の化学組成進化について研究を

行った．このデータはまた，SELENE 搭載の光学観測機器の較正研究にも利用される． 

 

Ⅱ-2-ｄ-30 

かぐや（SELENE）搭載月面撮像／分光機器の最適運用の研究 

助 教  春山純一     研究員  横田康弘    助 教 大竹真紀子 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿    開発員  鳥居雅也 

国立環境研究所・地球環境研究センター  小川佳子                           

かぐや（SELENE）搭載月面撮像／分光機器は，地形カメラ，マルチバンドイメージャ，スペクトルプロファイ

ラからなるが，データ容量の制限などから緻密な運用が求められる．本研究を通して，月面撮像／分光機器の最適

な運用をどのような手順やツールを用いて行うのかについて研究を進めており，成果に基づき手順およびツールの

構築を行ってきた．本年度は実際にそれら手順・ツールを用いて搭載月面撮像／分光機器の運用を開始している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-31 

月面における年代決定方法の研究 

助 教  春山純一    宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克    研究員  横田康弘 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿              

月面の溶岩噴出域やクレータ生成の年代を，クレータのサイズ頻度分布やクレータの崩壊状況などをもとに詳細

に決定する方法の研究を進めている．また，本研究の成果を SELENE 搭載地形カメラによる 3 次元数値地形モデ

ルや影の状況から，判断する手法を検検してきた．本年度は地形カメラの実データを用いてこれまで検検してきた

手法を用いて月面の年代決定を開始している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-32 

月面におけるクレータ生成頻度分布の不均質性について 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克    助 教  春山純一    宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

研究員  横田康弘                                     

月面のクレータ形成頻度は空間的不均質であることが知られている．本研究では，このクレータ生成率不均質が

月の初期進化にどのような影響を与えたかについて考察している．また，クレータカウンティングによる年代決定

法に与える影響についても検検し，手法の精度向上の研究を進めてきた．本年度は地形カメラの実データを用いて

月面の年代決定により月面のクレータ形成頻度は空間的不均質に関する研究を開始ている． 
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Ⅱ-2-ｄ-33 

月面の可視・近赤外波長域における分光特性の研究 

助 教 大竹真紀子    国立極地研究所・情報・システム研究機構  荒井朋子 

千葉工大附属総合研究所  武田 弘                              

月探査衛星かぐや（SELENE）搭載のマルチバンドイメージャによる正確な鉱物・岩層分布の把握にはデータの

較正精度が非常に重要であるが，月など固体惑星上の反射スペクトルにおける反射率較正においてはグランドトゥ

ルースが取れないなどの理由から較正精度に問題のあることが知られている．そのため，アポロソイルサンプルの

地上反射スペクトル測定結果や化学組成の詳細測定値を用いて較正誤差の原因を解明し，同誤差が岩石中鉄の含有

量推定値に及ぼす影響を把握する研究を行ってきた．本年度はマルチバンドイメージャの実データと地上実験の結

果とを比較した研究を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-34 

かぐや（SELENE）搭載 LISM（月面撮像／分光機器）のレベル 2A 処理システムの開発 

助 教 大竹真紀子    助 教  春山純一    宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿              開発員  鳥居雅也 

国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄              研究員  横田康弘 

国立環境研究所・地球環境研究センター  小川佳子                     

月探査衛星かぐや（SELENE）に搭載される地形カメラ，マルチバンドイメージャ，スペクトルプロファイラは，

電源やデータ処理部を共通化することで小型軽量化を図っており，3 機器を総称して月面撮像／分光機器と称して

いる．3 機器からのデータは月面撮像／分光機器として衛星から地上局へ下ろされるが，そのデータ量は 1 日

55Gbit にも達する．こうした大量データについて迅速に圧縮解凍，デパケット処理，初期画質情報抽出，SELENE

データベースへの登録をおこなう処理（レベル 2A 処理）システムの開発を行ってきた．本年度は LISM（月面撮

像／分光機器）の実データに対してレベル 2A 処理を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-35 

かぐや（SELENE）搭載マルチバンドイメージャによる月面における最も始原的な地殻探査の研究 

助 教 大竹真紀子    主幹研究員  武田 弘    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

国立極地研究所・南極隕石センター  荒井朋子                               

月探査衛星 SELENE 搭載のマルチバンドイメージャでは，可視・近赤外 2 本の直下視望遠鏡より得られる 9 バ

ンド画像を用い，月面上における鉱物・岩層分布を知ることによって月全体の水平（多地点観測）および垂直方向

（異なるクレータサイズの中央丘＝異なる深さの岩層）の化学組成について調べることを目的としている．過去の

「クレメンタイン」分光画像データや「ルナープロスペクタ」γ線による元素分布データ，最も始原的な化学組成

を持つと考えられている月隕石の反射スペクトル実験データと化学組成測定結果などを用いてマルチバンドイメー

ジャの重点解析領域を選定する研究を行っており，これまでに始原的地殻の化学組成推定に向けて月裏側の特定地

域や中央丘等いくつかの重点領域を選定した．本年度は，マルチバンドイメージャの実データを用いて重点領域に

ついて資源的地殻の探査を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-36 

1枚の月の溶岩流中における化学組成分化の研究 

国立極地研究所・情報・システム研究機構  荒井朋子    助 教 大竹真紀子 

最近の月溶岩流の研究により，1 枚の溶岩流中においてもシートの上部・中部・下部において冷却速度の違いか

ら化学組成の分化が生じ得ることが示唆されている．このことから，溶岩流組成の月隕石について鉱物化学組成測

定と反射スペクトル測定を行い，両者の相関関係から SELENE など将来のリモートセンシングデータによる溶岩

流分化過程を理解するための解析手法確立を目指して研究を行ってきた．本年度はマルチバンドイメージャの実デ
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ータを用いてた同解析を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-37 

鉱物反射スペクトル解析手法の研究 

東大・大学院生  二村徳宏    ブラウン大学  廣井廣弘    助 教 大竹真紀子 

助 教  安部正直                              

月探査衛星かぐや（SELENE）搭載のスペクトルプロファイラで得られる可視・近赤外波長域の反射スペクトル

を用いて月面の鉱物化学組成を理解するためには，同分野で広く用いられている改良ガウシアンモデル（MGM）

法を用いるが，MGM 法にはまだ課題も多い．そのような課題の 1 つとして，特に月面のように宇宙風化の影響を

強く受けている場合にカーブのフィッティングパラメータが一意に決まらないという問題がある．本研究ではカー

ブフィッティングの各種パラメータ間の相関関係を制約条件として利用することにより，MGM 法をさらに改良し

てこの問題を解決する手法を得た．本年度は，スペクトルプロファイラの実データを参考により実際の月面に即し

た解析手法の検検を行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-38 

かぐや（SELENE）搭載 LISM（月面撮像／分光機器）の観測運用支援ツールの開発 

助 教  春山純一    助 教 大竹真紀子    国立環境研究所・社会環境システム研究領域  松永恒雄 

宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克           宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

産業技術総合研究所・グリッド研究センター  児玉信介     研究員  横田康弘    開発員  鳥居雅也 

月探査衛星かぐや（SELENE）に搭載される地形カメラ，マルチバンドイメージャ，スペクトルプロファイラは，

電源やデータ処理部を共通化することで小型軽量化を図っており，3 機器を総称して LISM（月面撮像／分光機

器）と称している．LISM の観測運用は，ダウンリンク可能なデータ容量の制約や撮像にあたっての蓄積時間最適

化などの理由から複雑になっており，1 日の LISM 運用に必要なコマンド総数が約 850 にもなる．このような複雑

な観測運用計画を立案し，運用要求リクエストファイル（ORL）を誤り無く作成するための支援ツール開発を行っ

てきた．本年度は，開発したツールを用いて LISM（月面撮像／分光機器）の観測運用を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-39 

かぐや（SELENE）搭載マルチバンドイメージャを用いた岩相識別手法の研究 

名古屋大学・大学院学生  奥野    名古屋大学  山口 靖    助 教 大竹真紀子 

産業技術総合研究所  児玉信介                           

かぐや（SELENE）搭載のマルチバンドイメージャでは可視・近赤外 2 本の直下視望遠鏡より 9 バンドの画像が

得られる．これら画像を用いて月表層の岩相を識別し，月表層の化学組成を理解するとともに月の進化過程を明ら

かにする目的で，岩相識別手法の確立に向け地上分光計による岩石反射スペクトルデータを用いたアルゴリズムの

研究を行ってきた．本年度は，マルチバンドイメージャの実データを用いて同研究のための解析を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-40 

かぐや（SELENE）搭載マルチバンドイメージャおよびスペクトルプロファイラを用いた月表層のＴｉ量推定手法

の研究 

東京大学・大学院学生  山本 拓      助 教 大竹真紀子              准教授  岩田隆浩 

助 教  春山純一      研究員  横田康弘    宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿                        

かぐや（SELENE）搭載のマルチバンドイメージャおよびスペクトルプロファイラでは月表層の可視～近赤外波

長域における反射スペクトル（マルチバンドイメージャでは 9 バンド画像）が得られる．これら反射スペクトル情

報を用いて月表層の Ti 量を推定し，その分布を知ることにより月の進化過程を明らかにする目的で，Ti 量推定手
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法の確立に向け地上分光計による鉱物反射スペクトルデータを用い，マルチバンドイメージャおよびスペクトルプ

ロファイラのデータ解析のための新しいアルゴリズムを開発した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-41 

かぐや（SELENE）搭載複数観測機器データを用いた月高地地殻の統合的解析に関する研究 

准教授  岡田達明    助 教 大竹真紀子    国立極地研究所  荒井朋子 

海洋研究開発機構  杉原廣充                               

かぐや（SELENE）にはマルチバンドイメージャや X 線分光計など月化学組成を観測するための複数機器が搭載

されている．これら複数機器から得られた化学組成データを用いて月高地地殻の化学組成を統合的に解析し，地殻

形成過程明らかにする目的で，解析手法確立に向けたアルゴリズム検検および解析対象地点の選定を行った．本年

度は，かぐや搭載の複数機器の実データを用いて初期的な解析を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-42 

かぐや（SELENE）および他国における月探査計画による相互データ校正・検証に関する研究 

助 教 大竹真紀子    准教授  岡田達明    准教授  岩田 隆浩 

教 授  加藤 學    准教授  高島 健               

かぐや（SELENE）とチャンドラヤーン等他国で行われる探査計画において取得される観測データを比較し，相

互のデータ校正および検証を行うことにより得られた観測データの精度を向上する目的で，相互データ校正・検証

の手法（標準サイト選定，観測条件検検，比較処理レベル検検など）に関する研究を行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-43 

月面地形のｋｍスケールでの粗さを用いたマッピング法の検討 

助 教  春山純一             助 教 大竹真紀子  国立環境研究所地球環境研究センター  松永恒雄 

研究員  横田康弘   宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克      宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿 

国立環境研究所・地球環境研究センター  小川佳子    会津大学・コンピュータ理工学部  出村裕英 

会津大学・コンピュータ理工学部  平田 成                          

かぐや（SELENE）に搭載される地形カメラからは，月面の三次元デジタル数値地形モデルが得られる．月面の

起伏には過去の衝突の履歴が反映されていることから，本研究では，地形モデルを用いて「地形の粗さ」を数値化

して，月面層序境界の判別や地質区分の指標とする検検を行っている．今年度は，地形カメラの実データを用いた

地形モデルの作成を開始した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-44 

「はやぶさ」搭載用蛍光 X線スペクトロメータの運用と小惑星イトカワの観測 

准教授  岡田達明      助 教  山本幸生    大学院学生  細野 梢 

教 授  加藤 學    共同研究員  荒井武彦    大学院学生  井上達年 

共同研究員  白井 慶    大学院学生  小川和律    大学院学生  井上朋香 

小惑星探査機「はやぶさ」は，太陽系始原天体である小惑星のひとつ 25143Itokawa（1998SF36）にランデブー

し，近傍から小惑星探査を行った．蛍光 X 線スペクトロメータは太陽 X 線が小惑星表面に照射することで励起さ

れる元素に固有なエネルギーをもつ蛍光 X 線を観測し，小惑星表面の主要元素組成を調べる装置である．本機器

は，エネルギー分解能の良好な CCD を X 線検出器に用いること，極薄ベリリウム窓を使用すること，標準試料を

用いて機上で太陽 X 線による蛍光 X 線励起の較正を行うことによって，エネルギー検出範囲の拡大，元素組成の

決定精度の向上を図るべく解析を進めている． 
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Ⅱ-2-ｄ-45 

「はやぶさ」搭載蛍光 X線スペクトロメータによる月観測 

准教授  岡田達明      助 教  山本幸生      教 授  加藤 學 

共同研究員  荒井武彦    共同研究員  白井 慶    大学院学生  細野 梢 

大学院学生  小川和律                               

「はやぶさ」は 2004 年 5 月 19 日に地球スイングバイを行ったが，その直前には月の観測を実施した．蛍光 X 線

スペクトロメータは月から発生した蛍光 X 線を背景宇宙 X 線から分離に成功し，世界初の月裏側からの X 線検出

を行った．月裏側の平均組成が斜長岩的であることとよく一致する結論が得られた．詳細な解析を継続的に進めて

いる． 

 

Ⅱ-2-ｄ-46 

「はやぶさ」搭載用蛍光 X線スペクトロメータの機上データ処理法の開発 

助 教  山本幸生    共同研究員  白井 慶    大学院学生  小川和律 

准教授  岡田達明    共同研究員  荒井武彦      教 授  加藤 學 

「はやぶさ」搭載の蛍光 X 線スペクトロメータでは，テレメトリ回線の厳しい条件で最大限の科学的成果を引き

出せるように，機上でのデータ処理方法の検検・試験・実装を行った．ハードウェア機能として，CCD の生出力

の記憶，各画素の読み出しノイズや暗電流ノイズの平均値算出，X 線イベント抽出を行う．SH-OBC を用いたソフ

トウェア処理として，グレード判定，ホットピクセル除去，ヒストグラム作成，データ圧縮，などを行い，データ

の CCSDS 準拠のパケットを生成する． 

 

Ⅱ-2-ｄ-47 

「はやぶさ」での機上較正および X線天体の観測とシミュレーション 

共同研究員  荒井武彦    共同研究員  白井 慶    大学院学生  小川和律 

准教授  岡田達明      助 教  山本幸生      教 授  加藤 學 

「はやぶさ」は小惑星到着までの 2 年，小惑星出発から地球帰還までの 1.5 年の期間中に宇宙 X 線の観測を行う

ため，観測対象天体の選出と，観測予測シミュレーションを行っている．科学観測のほか，検出器の較正にも用い

る．これまでに蠍座 X1，ケプラー超新星残骸，かに星雲，IC443などの X 線天体の観測を実施している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-48 

「はやぶさ」における小惑星蛍光 X線元素組成マッピング法の研究 

准教授  岡田達明    共同研究員  白井 慶    教 授  加藤 學 

助 教  山本幸生    共同研究員  荒井武彦              

大学院学生  小川和律    大学院学生  細野 梢              

「はやぶさ」搭載蛍光 X 線スペクトロメータの観測視野は約 3.5 度であり，ランデブー時のホームポジションか

らほぼ小惑星全体を観測する．小惑星の自転によって自転位相による元素分布を調べることができる．任意形状の

小惑星に対して，太陽 X 線を照射した場合に観測される X 線スペクトルの算出，逆問題として元素組成を推定す

る手法を考案し，解析ツールを構築している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-49 

「はやぶさ」搭載蛍光 X線スペクトロメータの熱設計と小惑星熱モデルの構築 

准教授  岡田達明    共同研究員  白井 慶    教 授  加藤 學 

助 教  山本幸生    大学院学生  井上達年              

小惑星の形状，表面物性を与えた時の小惑星表面温度分布を算出するツールを作成している．一方，「はやぶ

さ」搭載蛍光 X 線スペクトロメータの熱モデルは単体熱真空試験，システム熱真空試験で検証している．探査機
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が小惑星タッチダウンを行う際に，小惑星からの熱放射を受けて温度上昇するプロファイルから，小惑星表面の温

度特性を知ることができる．その際の温度シミュレーションを行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-50 

「SELENE-2」月着陸実験での月クレータ中央丘の地質調査の検討 

東大・理  佐々木晶
 

    JAMSTEC  杉原廣充    明治大・工  黒田洋司 

准教授  久保田廣       助 教 大竹真紀子    中央大・工  國井康康 

准教授  岡田達明      千葉工大  武田 弘      教 授  加藤 學 

阪大・理  佐伯和人    秋田大・資源  秋山演亮                

「SELENE-2」月着陸実験では，科学的重要地点にピンポイントかつ障害物回避をして安全に軟着陸した後，地

質探査を行うことを前提に科学探査ミッションを検検している．現状では，クレータ中央丘近傍に着陸地点を設定

し，ランダとローバを用いて月面深部物質を採取し，表面を研磨して観察・分析を行うという探査について，科学

探査目標や搭載機器検検，技技的課題について検検している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-51 

「はやぶさ」による小惑星イトカワの科学観測 

元教授  藤原 顕     客員教授  向井 正      准教授  吉川 真 

准教授  岡田達明      助 教  安部正真      助 教  矢野 創 

はやぶさプロジェクト研究員  齋藤 潤      会津大  出村裕英      会津大  平田 成 

東大・博物館  宮本英昭    神戸大・理  中村昭子    国立天文台  佐々木晶 

産総研  中村良介      教 授 川口淳一郎      JPL Don Yeomans 

「はやぶさ」JST                             

小惑星探査機「はやぶさ」によるランデブー期間中に取得したデータを解析し，S 型小惑星イトカワに関する形

状，密度，および表面物質に関する科学的特徴を得た．イトカワが極めて低密度であることや外観的特徴から，い

わゆる「瓦礫の寄せ集め」的な天体である可能性が示唆される．これは衝突・破壊と再集積を繰り返して惑星が形

成されてゆく過程の天体を史上初めて観測に成功した可能性が高く，小天体の科学や惑星形成論に対する重要な進

展をもたらせたものであり，この結果を論文（サイエンス誌 312号）に報告した．イトカワの形成過程の解明など，

研究を継続している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-52 

「はやぶさ」搭載用蛍光Ｘ線スペクトロメータによる小惑星イトカワの元素組成観測 

准教授  岡田達明      教 授  加藤 學    共同研究員  白井 慶 

助 教  山本幸生    共同研究員  荒井武彦    大学院学生  小川和律 

 小惑星探査機「はやぶさ」は，太陽系始原天体である小惑星のひとつ 25143 Itokawa（1998SF36）にランデブー

し，近傍から小惑星探査を行った．蛍光Ｘ線スペクトロメータは太陽Ｘ線が小惑星表面に照射することで励起され

る元素に固有なエネルギーをもつ蛍光Ｘ線を観測し，小惑星表面の主要元素組成を調べる装置である．本機器は，

エネルギー分解能の良好な CCD を X 線検出器に用いること，極薄ベリリウム窓を使用すること，標準試料を用い

て機上で太陽 X 線による蛍光Ｘ線励起の較正を行うことによって，エネルギー検出範囲の拡大，元素組成の決定

精度の向上を図るべく解析を進めている．初期観測結果を論文（サイエンス誌 312号）として報告した．さらに詳

細な研究を継続中である． 
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Ⅱ-2-ｄ-53 

「はやぶさ」搭載用蛍光Ｘ線スペクトロメータ温度変化による小惑星イトカワの熱物性観測 

准教授  岡田達明      助 教 山本幸生      教 授  加藤 學 

共同研究員  白井 慶    共同研究員 荒井武彦    大学院学生  小川和律 

 蛍光Ｘ線スペクトロメータは CCD 冷却用放熱面を有しており，外部温度環境に対する敏感な温度センサである．

小惑星降下時には小惑星からの熱放射を検出することができる．小惑星表面の形状モデルを用いて，表層物質を仮

定することで，イトカワの自転に伴って変化する各地域の温度日変化を計算した．さらに小惑星降下時の位置情報

から，放熱面の温度変化を予測できる．その結果を観測値と比較することで小惑星表面温度について制約できる．

現在までの解析で，イトカワ岩石小片に相当する熱物性（熱慣性）を有する物質で覆われている可能性が高いこと

が確認され，高解像度撮像データと整合する結果となった．現在は軌道データが未確定であるが，確定ししだい研

究論文として報告する予定である． 

 

Ⅱ-2-ｄ-54 

「はやぶさ」での機上較正およびＸ線天体の観測とシミュレーション 

共同研究員  荒井武彦      准教授  岡田達明    共同研究員  白井 慶 

助 教  山本幸生    大学院学生  小川和律      教 授  加藤 學 

「はやぶさ」は小惑星到着までの 2 年，小惑星出発から地球帰還までの 1.5 年の期間中に宇宙 X 線の観測を行う

ため，観測対象天体の選出と，観測予測シミュレーションを行っている．科学観測のほか，検出器の較正にも用い

る．これまでに蠍座 X1，ケプラー超新星残骸，かに星雲，IC443などの X 線天体の観測を実施している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-55 

「はやぶさ」における小惑星蛍光Ｘ線元素組成分布と硫黄，鉄の存在度推定 

共同研究員  荒井武彦      准教授  岡田達明    助 教  山本幸生 

大学院学生  小川和律    共同研究員  白井 慶    教 授  加藤 學 

「はやぶさ」搭載蛍光Ｘ線スペクトロメータの観測視野は約 3.5 度であり，ランデブー時のホームポジションか

らほぼ小惑星全体を観測する．小惑星の自転によって自転位相による元素分布を調べることができる．任意形状の

小惑星に対して，太陽 X 線を照射した場合に観測される X 線スペクトルの算出，逆問題として元素組成を推定す

る手法を考案し，解析ツールを構築している．特に硫黄の分布と鉄の存在度について解析を進めた（Arai et al. 

2008）． 

 

Ⅱ-2-ｄ-56 

「SELENE」搭載用蛍光Ｘ線分光計の開発 

教 授  加藤 學      准教授  岡田達明    共同研究員  白井 慶 

助 教  山本幸生    共同研究員  荒井武彦    大学院学生  小川和律 

阪大・理  常深 博    立教大・理  北本俊二     阪大・理  宮田恵美 

教 授  藤村彰夫                               

 月周回探査「SELENE」に搭載する蛍光Ｘ線分光計の開発を行っている．本機器は，月面の極域を除くほぼ全域

を，主要元素 Mg，Al，Si については空間分解能 20km，その他 Ca,Ti,Fe についても高い分解能でマッピング探査

を行う．「はやぶさ」用の蛍光 X 線スペクトロメータの後継機であり，基本原理は同じであるが，総有効面積を

100cm2 と大口径化している．また，PIN 型フォトダイオードによる太陽Ｘ線直接モニタも実施する．2006 年度ま

でで全ての地上試験が終了した． 
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Ⅱ-2-ｄ-57 

月・惑星蛍光Ｘ線スペクトルの数値シミュレーションの高精度化と月ミッションへの応用 

大学院学生  小川和律      准教授  岡田 達    明助教  山本幸生 

共同研究員  白井 慶    共同研究員  荒井武彦    教 授  加藤 學 

ウェールズ大 マニュエル・グランデ                             

SELENE をはじめとする今後の月惑星蛍光 X 線探査において，観測精度向上を目指すために蛍光 X 線数値シミ

ュレーション用コードの高精度化を進めている．合わせて室内実験を行うことで検証している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-58 

「SELENE-2」月着陸実験での月クレータ中央丘の地質調査の検討 

東大・理  佐々木晶       准教授  久保田廣      准教授  岡田達明 

阪大・理  佐伯和人      JAMSTEC  杉原廣充      助 教 大竹真紀子 

千葉工大  武田 弘    秋田大・資源  秋山演亮    明治大・工  黒田洋司 

中央大・工  國井康康       教 授  加藤 學                

「SELENE-2」月着陸実験では，科学的重要地点にピンポイントかつ障害物回避をして安全に軟着陸した後，地

質探査を行うことを前提に科学探査ミッションを検検している．現状では，クレータ中央丘近傍に着陸地点を設定

し，ランダとローバを用いて月面深部物質を採取し，表面を研磨して観察・分析を行うという探査について，科学

探査目標や搭載機器検検，技技的課題について検検している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-59 

「SELENE-2」月着陸実験におけるサイエンスシステムの検討 

准教授  岡田達明      准教授  久保田廣    JAMSTEC  杉原廣充 

中央大・工  國井康康      教 授  加藤 學 

SELENE-2 ローバ・サイエンス分科会
 

                           

「SELENE-2」のサイエンスを実現するためのシステム設計を進めている．現状ではミッションが成立する最小

限必要なシステムの検検を行ってきたが，今後はリソース的に許容される範囲で最適化してゆく．また，越夜によ

る低温対策についての検検も行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-60 

「SELENE-2」月着陸実験用Ｘ線蛍光・回折分析装置の基礎開発 

准教授  岡田達明    共同研究員  白井 慶    大学院学生  小川和律 

助 教  山本幸生    共同研究員  荒井武彦      教 授  加藤 學 

 将来の惑星着陸探査用の小型ランダ・ローバ搭載 X 線蛍光・回折分析装置の基礎開発を進めている．X 線蛍光

による主要元素分析，X 線回折による結晶構造解析は，惑星表面物質のその場分析として最も基本的な測定項目で

ある．本装置は X 線 CCD を用いることによって，1 つのセンサで同時に実施することができる．現在は特に，

「SELENE-2」搭載用に概念設計を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-61 

カーボンナノチューブを用いた FE 型小型 X線管球の基礎開発 

准教授  岡田達明     大学院学生  小川和律    共同研究員  白井 慶 

助 教  山本 幸    生共同研究員  荒井武彦      教 授  加藤 學 

 将来の月惑星探査用として，小型 X 線管球の開発を進めているが，とくにカーボンナノチューブを用いた電界

放射型（FE 型）の管球は将来有望であるため，実験室モデルを試作し，性能評価を進めている．岩石の蛍光 X 線

分析等が十分可能なことまでは確認できた．岩石の結晶ごとの分析を可能とするマッピング型管球の研究に取り組
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んでいる．また，小型モデルを試作し，性能を確認した．改良型の試作 2号機を製作中である． 

 

Ⅱ-2-ｄ-62 

「SELENE-2」月着陸実験用総合分析パッケージの検討 

准教授  岡田達明    中央大・工  國井康康      助 教 大竹真紀子 

JAMSTEC  杉原廣充     阪大・理  佐伯和人    明治大・工  黒田洋司 

大学院学生  小野正太      准教授  久保田廣      教 授  加藤 學 

 小型のローバやランダに搭載する分析装置は，試料の採取後に搬送・加工を施した後で複数の分析装置にかける

必要があるため，これらをパッケージ化するのがリソース的に効率がよい．そこで，パッケージ化の方式の概念検

検，および岩石搬送・固定部の試作を行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-63 

「SELENE-2」用試料採取のためのロボットアームおよびエンドエフェクタの開発 

准教授  岡田達明      助 教  大槻真嗣    准教授  久保田廣 

准教授  田中 智    中央大・工  國井康康    教 授  加藤 學 

 2m 長のロボットアームの小型軽量化と試作による評価は，今後の月惑星着陸探査における重要な開発点である．

今回，地上用モデルのロボットアームを試作し，その制御方法を開発した．現時点で 5kg 相当の荷物を約 6kg のア

ームで搬送できることが確認できている．月面においてはさらに構造的軽量化も可能である．今後はこのアームの

間接部の改良，およびこれを用いたフィールド試験を実施し，実際のサンプリング性能を検検してゆく． 

 

Ⅱ-2-ｄ-64 

「SELENE-2」用岩石研削装置の開発 

准教授  岡田達明    中央大・工  國井康康    准教授  久保田廣 

豊田工大  古谷克司     阪大・理  佐伯和人    教 授  加藤 學 

 月惑星でのその場岩石学的研究には，転石をそのまま分析するだけでなく，部分的に研磨することによって内部

組織や組成の分布を観察・分析することが可能になる．そのための研削技技は極めて重要であり，超音波振動方式

による研削装置の基礎開発を進めている．現在までに，低硬度の岩石の研削は成功しており，高硬度の岩石の研削

のために研削ホーン先端部の構造や材質の改良を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-65 

「SELENE-2」用全方位眺望分光撮像カメラの開発 

大阪大・理  佐伯和人    甲南大・理  海老塚昇    准教授  岡田達明 

 将来の月面探査において，着陸地点の周囲の岩石や露頭を可視・近赤外分光カメラによって岩石の特徴を調べ，

ローバによる探査計画の立案に結びつけるカメラの搭載化検検，および試作を行っている．グリズム系による分光

光学で小型軽量のシステムの構築を目指している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-66 

「ベピ・コロンボ」水星探査計画での蛍光Ｘ線分光計の検討 

准教授  岡田達明      教 授  加藤 學 

ウェールズ大
  M.Grande

 

   レスター大   G.Fraser 

国際共同水星探査計画「ベピ・コロンボ」の水星周回探査機 MPO に搭載する蛍光 X 線分光計についての機器提

案，検検を行っている．水星からのＸ線観測（MIXS），太陽 X 線モニタ（SIXS）の 2 種類のセンサ構成とし，デ

ータ解析用データベース構築や熱試験に関して担当する． 
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Ⅱ-2-ｄ-67 

「ベピ・コロンボ」における水星表面・内部構造の研究 

准教授  岡田達明 

 水星は原始太陽系の太陽系内縁部の特徴をもった形成過程や進化過程を経たと考えられており，それらを反映す

る特徴が現在の水星表面や内部構造に現れていると考えられる．そこで，水星探査によって，これらの謎を解明す

る糸口がつかめる．今後，NASA の「メッセンジャ」と「ベピ・コロンボ」による観測結果から得られると考えら

れるデータから判定し得る水星の起源と進化について検検している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-68 

惑星表面からの蛍光Ｘ線スペクトルの鉱物粒子効果の研究 

准教授  岡田達明    助 教  山本幸生    教 授  加藤 學 

 惑星表面はレゴリスに覆われており，ガラス質や合金などの均質組成ではなく，粒子レベルの規模で表面組成は

不均質である．蛍光 X 線観測によって元素定量分析を行うには，その効果を詳細に調べる必要がある．複数の鉱

物の混合物と，それをガラス化し均質な試料とで，蛍光 X 線スペクトルの変化を実験的に調べた．また，モデル

計算も実施し，鉱物粒子効果の定量化・定式化を行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-69 

惑星表面の粒子サイズ効果による蛍光Ｘ線強度・スペクトル形状変化の研究 

准教授  岡田達明    大学院院生  小川和律    大学院学生  川村太一 

教 授  加藤 學                               

 惑星表面は平滑な面ではなく，レゴリスの代表的粒子サイズである数 10 ミクロン程度の微小凹凸で覆われてい

る．この微小凹凸によって，各元素の蛍光 X 線強度比が太陽位相角によって大きく影響を受けることが分かった．

さらに実験およびモデル計算を進めることによって，粒子サイズ効果の定量化・定式化を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-70 

チャンドラヤーン 1号搭載蛍光Ｘ線分光計Ｃ1ＸＳによる月元素組成探査の研究 

准教授  岡田達明            大学院学生  小川和律    教 授  加藤 學 

ウェールズ大
 

M. Grande    ラザフォードアップルトン研究所
  B. Kellett

 

            

ロンドン大
 

I. Crawford        ISRO/ISAC Shyama Narendranath
 

            

 インドの月探査機チャンドラヤーン 1号に搭載される蛍光Ｘ線分光計 C1XS と SELENE 搭載 XRS との間では相

互協力に高い価値があり，共同で観測する予定である．C1XS の科学検検に参加し，観測提案やモデルの向上を行

っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-71 

月面小型クレータの形態，密度と月の表層進化との関連 

准教授  岡田達明    宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿    九大・理  並木則行 

 月面の小型クレータの形態から，表層下の地質の層状構造を調べることができる．また，地下構造の特徴は小型

クレータのサイズ分布に反映されることが知られる．小型クレータの検出と分布の調査には，デジタル画像データ

に対する自動抽出方法を研究開発する．一方，小型クレータの頻度分布はローカルな地質の年代を表すと考えられ，

それを基に表層進化の過程を調べる試みを行っている．将来は「LUNAR-A」搭載カメラ LIC で行う予定の観測項

目であるが，惑星画像解析センターの画像を用いて研究している． 
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Ⅱ-2-ｄ-72 

月面小型クレータの存在密度の太陽高度依存性 

准教授  岡田達明   宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿   宇宙航空プロジェクト研究員  諸田智克 

大学院学生  小野正太             教 授  加藤 學                       

月や惑星の表面の年代はクレータサイズ密度分布から間接的に求めるのが一般的であるが，小型クレータの検出

限界は太陽高度によって大きく影響を受ける，即ち年代決定の誤差が大きくなる可能性は以前から指摘されていた．

今回，アポロ・マッピングカメラのデジタル画像を用いて異なる 3 つ以上の太陽高度で撮像された画像のある月面

の 10 ヵ所の地域で，クレータサイズ密度分布と太陽高度の関係を初めて系統的に調べた．その結果，太陽高度依

存性が確かに存在し，表面年代によらずクレータサイズ密度分布が太陽高度との相対比が一定の関係で変化するこ

と，過去の研究で数億～10数億年見誤った例があることなどが分かった． 

 

Ⅱ-2-ｄ-73 

地中レーダによる月惑星表層探査の基礎研究 

准教授  岡田達明
 

            助 教  春山純一    主任開発員  西堀敏幸 

東大・工  宮本英昭    韓国地質研究所（KIGAM）  小林敬夫                

 地中レーダは月惑星表層数 10ｍから 1km 程度の構造を探査する有力な手法であるが，今後主流となる表面探査

においてその重要性が増大するため，特に月面での表層下探査での有用性の検検とアンテナ方式の最適化のための

基礎開発を開始した．ビバルディアンテナ等の比較的広帯域かつ周波数を任意に取れる方式の試作を行い，また砂

箱での室内実験，フィールド実験を通じて評価を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-74 

将来月惑星着陸機のためのガンマ線分光計の基礎開発 

助 教  三谷烈史    助 教  山本幸生    准教授  岡田達明 

准教授  高島 健    助 教  渡辺 伸    教 授  高橋忠幸 

 太陽系の月・惑星に探査衛星を送り込み，元素組成を明らかにしていくことは，その天体の起源・進化を問うう

えで，最も基本的かつ重要な観測である．そこで，将来の月・惑星探査における月・惑星表面上への着陸機・ロー

バーへの搭載を目指し，3MeV 程度までの元素固有のラインガンマ線同定による元素分析を行う検出器の開発を始

めた．低電力・小型の検出器を目標とし，テルル化カドミウム（CdTe）半導体を積層し，アナログ LSI で読み出

す「積層型 CdTe 検出器」の製作を進めている．また，最適な積層段数／配置を求めるために，シミュレーション

を用いた評価を行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-75 

小型衛星 SSPIIE-SAI搭載のガンマ線カウンターの開発 

助 教  三谷烈史     准教授  高島 健    東大・理  榎戸輝揚 

 東大・理  中澤知洋    東大・理  牧島一夫    東北大学  高橋幸弘 

近年の観測により地球から数 10MeV まで到達する様なガンマ線が数 msec という短時間に放射される現象が発

見された．これは雷電場により加速された粒子からの放射であると考えられているが，地球上でこのような高エネ

ルギーまでの加速が自然に行われているということは驚くべきことであった．東北大学による小型衛星 SPRITE-

SAT に搭載されるガンマ線カウンターは，この雷起因のガンマ線を捉えるべく開発された CsI シンチレータと

APD からなる小型検出器である．この FM 品の製作を今年度後半に急ピッチに進め，現在衛星搭載に向けた熱真

空試験，振動試験，衛星との噛み合わせ試験を行っている． 
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Ⅱ-2-ｄ-76 

窒素雰囲気中での炭素に富む高温蒸気雲の化学反応の解析 

客員准教授  杉田精司    東 大  石橋 高    東 大  黒澤耕介 

阪 大  門野敏彦    岡山大  大野宗祐              

 隕石中の炭素成分を模擬したグラファイトのペレットを標的として Nd:YAG レーザーの照射によって蒸発をさ

せた．また，実験チェンバーの雰囲気には，原始地球大気を模擬した CO2-N2-H2O の混合気体を用いた．生成し

たガスはガスクロマトグラフ質量分析計で分析を行い，生命の起源に大きな影響を持っていた可能性がある HCN

分子の収量を計測した．今年度の実験では，レーザー照射エネルギー総量とエネルギー密度を系統的に変化させ，

高温プリュームの初期条件および冷却速度の関数として HCN 分子の収量がどのように変化するかを調べることに

注力した．実験の結果は，宇宙速度（>11.2km/s）において生成する熱力学条件を持つ高温プリュームからでも

HCN の収量はかなり高いことを示唆するものであった．一方，レーザープリュームのサイズが大きくなると共に

HCN の収率は低くなることが観測され，天体衝突に際して衝突天体物質が激しく破壊されて効率的に小破片に分

解し大気中を速やかに分散していくことが HCN の効率的な生成にとって重要であることが判明した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-77 

Laser-induced breakdown spectroscopy（LIBS）法による惑星表面の元素組成測定法の開発 

客員准教授  杉田精司    東 大  鎌田俊一    東 大  黒澤耕介 

東 大  横山聖典                           

 将来，月や火星から試料を持ち帰る探査を行う場合には，どの試料を持ち帰るべきかその場で選択することは，

非常に重要な作業である．この試料選択に際しては，試料の元素性を簡便かつ正確に測定できることが望まれる．

このような需要に対しては，Laser-induced breakdown spectroscopy 法（レーザー誘起絶縁破壊分光法（LIBS））が非

常に有効であるという主張があり，来年打ち上げ予定の Mars Science Laboratory 探査機には，LIBS 装置が搭載予

定である．本研究計画では，Nd:YAG レーザーと可視分光計を用いて LIBS システムを組み，どの程度の精度で岩

石の元素組成が測定できるか実験した．試料には，火成岩，炭酸塩岩，粘土鉱物など 18 種類のサンプルを用意し，

6mb の火星大気環境を模擬した条件で実験を実施した．さらに，個々のサンプルは，XRF によって元素組成の計

測を別途行い，これを真の値として比較のために用いた．実験の結果として，本システムに PLS（Partial Least 

Square）法を組み合わせることによって，元素濃度を有効数字 1 桁程度の精度で計測することができることを示す

ことに成功した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-78 

惑星探査機搭載用小型可視・近赤外分光計の基礎開発 

助 教  安部正真    大学院学生  二村徳宏 

 ローバ搭載を考えている小型分光計で得られるデータは，地上観測やオービタ観測に比べ，局所的な地形による

入出射角の変化やレゴリスの粒径の影響が大きくなる．そのため，入射角，出射角が可変である可変角反射測定装

置を用いて小惑星に存在する鉱物の可視・近赤外反射率測定を行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-79 

「はやぶさ」ミッションターゲットの地上観測 

助 教  安部正真    大学院学生  北里宏平    大学院学生  川上恭子 

大学院学生  猿楽祐樹      開発員  長谷川直     ソウル大  石黒正晃 

 2003 年打ち上げに成功した「はやぶさ」ミッションの探査ターゲット小惑星である Itokawa に関するデータを収

集するために地上観測を行ってきた．Itokawa のライトカーブデータを 2001 年から 2007 年まで総合的に解析し，

Itokawa の自転周期変動と YORP 効果の関係を調査した． 
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Ⅱ-2-ｄ-80 

次期小天体探査計画探査候補天体の地上観測 

助 教  安部正真     大学院学生  川上恭子    大学院学生  北里宏平 

大学院学生  猿楽祐樹    台湾中央大学  木下大輔      開発員  長谷川直 

 次期小天体探査計画探査候補天体のスペクトルタイプや自転周期を推定するために，東京大学木曽観測所の

1.05m シュミット望遠鏡や海外の望遠鏡を用いて多色測光や連続測光などの観測を実施している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-81 

「はやぶさ 2」探査候補天体 1999JU3 の地上観測 

助 教  安部正真     大学院学生  川上恭子    大学院学生  北里宏平 

大学院学生  猿楽祐樹    台湾中央大学  木下大輔      開発員  長谷川直 

国立天文台  黒田大介                                

 はやぶさ 2 探査対象として最も有力なターゲットである，1999JU3 が 2007 年から 2008 年にかけて観測好機を迎

えた．これまでスペクトル型が C 型であるという情報しかなかったため，我々は観測キャンペーンを実施し，小

惑星の自転周期や自転軸の向き，形状に関する情報を得るために，ライトカーブ観測を実施し，自転周期などの情

報を明らかにした． 

 

Ⅱ-2-ｄ-82 

「はやぶさ 2」探査候補天体 1999JU3 の熱赤外観測 

助 教  安部正真    大学院学生  川上恭子     ハワイ大  春日敏測 

開発員  長谷川直      助 教  和田武彦    国立天文台  板 由房 

国立天文台  高遠徳尚    国立天文台  藤吉拓哉    国立天文台  寺田 宏 

はやぶさ 2 探査対象小惑星である 1999JU3 の熱赤外観測をすばる望遠鏡の COMICS および赤外線天文衛星「あ

かり」の IRC を用いて行った．この観測と可視光による観測結果を組み合わせて，小惑星の反射率と大きさの推

定を行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-83 

「はやぶさ」ミッションターゲット熱モデルの構築 

助 教  安部正真               開発員  長谷川直    ハワイ大  春日敏測 

大学院学生  川上恭子    ドイツマックスプランク研究所  T. Muller
 

             

 2005 年に探査機「はやぶさ」が探査を行った小惑星 Itokawa の表面温度分布および表面物質の熱物性を見積もる

ために小惑星熱モデルの構築を行った．2001 年と 2004 年に行った地上観測などでえられた情報のみから推定され

た Itokawa の温度・サイズ・アルベドは探査機による近傍観測による結果と非常によい一致を得た．今年度新たに

赤外線天文衛星「あかり」による熱赤外観測を実施されている．その結果とはやぶさが実際の観測で明らかにした

詳細な形状モデルを組み合わせて，現在より詳細な熱モデルの構築中である． 

 

Ⅱ-2-ｄ-84 

惑星物質受入施設におけるサンプル拡散反射測定装置の開発 

助 教  安部正真    大学院学生  川上恭子    大学院学生  二村徳宏 

ブラウン大  廣井廣弘      開発員  矢田 達      教 授  藤村彰夫 

「はやぶさ」が回収する小惑星試料の拡散反射および透過スペクトルの測定を行う装置の開発を行った．可視域

から近赤外域の拡散反射スペクトルを分析チャンバーの窓を介して非接触で測定できることを確認した． 
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Ⅱ-2-ｄ-85 

小惑星分光型と宇宙物質試料の可視・近赤外分光データの比較 

助 教  安部正真    大学院学生  北里宏平    大学院学生  二村徳宏 

ブラウン大  廣井廣弘                               

 隕石中に含まれる代表的な鉱物や普通コンドライトの粉末などの試料について，位相角やサイズ分布による可

視・近赤外分光プロファイルの依存性を評価している．その結果は，小惑星の地上観測データと比較評価されてい

る． 

 

Ⅱ-2-ｄ-86 

小惑星探査機搭載用赤外線検出器の開発 

助 教  安部正真    愛知東邦大  高木靖彦    大学院学生  北里宏平 

 小惑星探査機搭載用の赤外分光器は地球周回衛星搭載用の分光器に比べて軽量であることが要求される．しかし，

探査機自信が対象天体に接近するための一般天文観測に比べて感度を必要としない．そのような点を考慮して電子

冷却程度で使用可能な宇宙用の赤外線検出器の開発を行っている．本年度は InAs のリニアアレイの試作と性能デ

ータ収集を行った． 

 

Ⅱ-2-ｄ-87 

近地球型小惑星の軌道データの収集と探査候補天体の捜索 

助 教  安部正真    助 教  川勝康弘    開発員  長谷川直 

 年間 500個近く発見されている近地球型小惑星の軌道情報の入手及び整理をすばやく行い，エネルギー的に探査

機の到達しやすい小惑星の早期発見を行っている．その結果をもとに地上観測を行い，科学的に探査する意義が高

い惑星の選定を行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-88 

「はやぶさ」搭載近赤外分光器観測データを用いた小惑星 Itokawaの表面の宇宙風化の研究 

助 教  安部正真   ブラウン大  廣井廣弘        愛知東邦大  高木靖彦 

大学院学生  北里宏平     神戸大  阿部新助         イサカ大
 

Beth Clark 

国立天文台  佐々木晶    ソウル大  石黒正晃    ジョンホプキンス大 Barnouin-Jha 

 2005 年に小惑星 Itokawa を探査した「はやぶさ」に搭載されている近赤外線分光器を用いて得られた Itokawa の

表面反射スペクトルの解析を行っている．初期の解析の結果，イトカワの表面には明るさの違いがあり，明るい部

分は宇宙風化の程度が低く，より普通コンドライト隕石に近いスペクトルを持つことが明らかになった．このこと

から，これまで謎とされていた普通コンドライトとＳ型小惑星の関係について，両者は関連していることが明らか

になった．本年度は宇宙風化の進行度の場所による違いについて調査した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-89 

「はやぶさ」搭載近赤外分光器観測データを用いた小惑星 Itokawaの表面の鉱物種分布の研究 

助 教  安部正真    大学院学生  北里宏平    愛知東邦大  高木靖彦 

ブラウン大  廣井廣弘      神戸大  阿部新助     イサカ大
 

Beth Clark 

アリゾナ大
 

Faith Vilas                               

 2005 年に小惑星 Itokawa を探査した「はやぶさ」に搭載されている近赤外線分光器を用いて得られた Itokawa の

表面反射スペクトルの解析を行っている．初期の解析の結果，Itokawa の表面には明るさの違いがあるものの，鉱

物種の違いはほとんどないことが分かった．この結果イトカワは熔融を経験していない未分化な表面を持っている

と考えることができる．このことは Itokawa の表面物質が普通コンドライトと対応している推定を支持するもので

ある． 
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Ⅱ-2-ｄ-90 

「はやぶさ」搭載近赤外分光器観測データを用いた Itokawa表面物質の光散乱特性の研究 

大学院学生  北里宏平      助 教  安部正真    イサカ大  Beth Clark 

アリゾナ大
  FaithVilas    愛知東邦大  高木靖彦               

ブラウン大  廣井廣弘      神戸大  阿部新助               

 2005 年に小惑星 Itokawa を探査した「はやぶさ」に搭載されている近赤外線分光器を用いて得られた Itokawa の

表面反射スペクトルの解析を行っている．イトカワの表面をさまざまな入・反射角および太陽位相角条件で観測し

たデータを総合的に解析することで，Itokawa の表面物質の光散乱特性を調べることが可能である．この解析デー

タをもとに Itokawa の観測データの幾何補正式を得ることに成功した．この結果は Itokawa 表面のマップ作成に際

して欠かせない情報である． 

 

Ⅱ-2-ｄ-91 

「はやぶさ」搭載近赤外分光器観測データを用いた Itokawa表面物質の粒子サイズに関する研究 

大学院学生  北里宏平      助 教  安部正真    イサカ大  Beth Clark 

アリゾナ大  FaithVilas    愛知東邦大  高木靖彦               

ブラウン大  廣井廣弘      神戸大  阿部新助               

 Itokawa 表面の光散乱特性のデータの解析から，Itokawa の表面の各場所における粒子サイズに関する情報を抽出

することが出来る．本年度は解析から推定される粒子サイズの場所による違いを調べた． 

 

Ⅱ-2-ｄ-92 

「はやぶさ」搭載近赤外分光器の In-flight較正の研究 

助 教  安部正真    アリゾナ大
 

Faith Vilas
 

    NASA  Paul Abell 

大学院学生  北里宏平    愛知東邦大  高木靖彦               

ブラウン大  廣井廣弘      神戸大  阿部新助    イサカ大  Beth Clark 

 2005 年に小惑星 Itokawa を探査した「はやぶさ」に搭載されている近赤外線分光器を用いて得られた Itokawa の

表面反射スペクトルの解析を行っている．この観測データを地上観測で得られた反射スペクトルデータと比較する

ことで，近赤外線分光器の In-flight 較正を行うことができる．航行中にモニタしている較正ランプなどのデータと

合わせて，現在航行中の分光器の感度データの較正を行っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-93 

次期小天体探査計画の検討 

准教授  吉川 真    准教授  吉光徹雄              

助 教  安部正真    助 教  川勝康弘    助 教  矢野 創 

愛知東邦大  高木靖彦    准教授  岩田隆浩    助 教  森  治 

茨城大  野口高明    会津大  出村裕英
 

       小天体 WG 

「はやぶさ」ミッションに続く次の小天体探査計画の検検を行っている．理学委員会の下で WG 第 4 年目の活動

を行った．科学目標の明確化，ミッション候補案の検検，試料採取法の検検を進めた． 

 

Ⅱ-2-ｄ-94 

小惑星 Itokawaの YOPS 効果に関する研究 

助 教  安部正真    ミシガン大  D. Scheeres    准教授  吉川 真 

「はやぶさ」の観測によって得られた形状モデルをもとにして，YORP 効果の見積もりを行った．その結果を今

後行われる地上観測結果と比較することで理論と観測との比較検証を行い，小惑星表面物質における熱慣性に関す

る情報を得る予定である． 
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Ⅱ-2-ｄ-95 

はやぶさサイエンスデータアーカイブの研究 

助 教  安部正真    大学院学生  北里宏平    准教授  吉川 真 

「はやぶさ」で取得した科学データを研究者に供与する目的で，サイエンスデータアーカイブの構築を行ってい

る． 

 

Ⅱ-2-ｄ-96 

はやぶさサイエンスデータの国際相互利用化の研究 

助 教  安部正真    准教授  吉川 真    惑星科学研究所  Don Davis 

「はやぶさ」で取得したサイエンスデータを海外の研究者にも使いやすくするために，サイエンスデータの相互

利用化の研究が進められている．NASA とは PDS する作業がすでに進んでいる．平行して ESA との相互利用化も

視野に入れ可視化ツールの作成などを検検している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-97 

惑星内部構造の研究 

教 授  藤村彰夫    助 教  白石浩章    助 教  早川雅彦 

准教授  田中 智                           

 地球以外の天体で地震学的な情報が得られている月について，サイズ，質量，慣性能率の密度分布，地震波速度

分布，温度分布から岩石学的内部構造を推定した．今後は月の地震学的データの見直しを含め，モデルの精密化を

進めると共に他の惑星や衛星についても研究を進める予定である． 

 

Ⅱ-2-ｄ-98 

月の地殻熱流量の再解析 

准教授  田中 智    教 授  藤村彰夫    大学院学生  斎藤靖之 

助 教  白石浩章    助 教  早川雅彦                

 月の地殻熱流量計測はこれまでアポロ計画において 2 地点で行われた．このデータ解析は地形補正など多くの点

でまだ不十分であるとの指摘がある．クレメンタインやルナープロスペクタといった月探査機のガンマ線スペクト

ルデータや高度データを使い，これまでの熱流量データの解析を一新することを目指し再解析を進めている．今ま

でにレゴリス層の厚さの水平方向不均質を考慮すると，表面で観測される熱流量値は局所的に大きな変化があり得

ることを数値的に示した．このため，アポロ計画で得られた観測値はその地域の代表的平均値から 20％程度ずれ

ている可能性が指摘された． 

 

Ⅱ-2-ｄ-99 

月震データベースの研究 

助 教  白石浩章    助 教  早川雅彦    教 授  藤村彰夫 

准教授  田中 智                           

 アポロ地震計ネットワークで得られた月震データは合計で約 125GB 程度と膨大であるために，その検索や解析

には大変めんどうな手続きを必要としている．本研究ではこのアポロ月震データを効率的，高速に解析するために，

データベース化を行いさらにその検索，解析に必要なソフトウェアの開発を行っている． 
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Ⅱ-2-ｄ-100 

月熱流量解析の研究 

准教授  田中 智    助 教  白石浩章    助 教  早川雅彦 

大学院学生  斎藤靖之    教 授  藤村彰夫              

 月面にペネトレータを設置して熱流量計測を実施する場合の諸問題を，実験的，解析的，理論的に研究して

いる．ペネトレータの各構成部毎について熱真空条件での熱物性の計測，熱数学モデルの構築と数値解析，ペ

ネトレータ全熱物性の熱真空データ取得と数値解析結果を踏まえ，ペネトレータ全機熱数学モデルと月面環境

を反映したモデル構築と数値解析を実施している． 

 

Ⅱ-2-ｄ-101 

地震計の非線形バネ特性と長周期化用磁気力の研究 

教 授  藤村彰夫    助 教  白石浩章    研究員  横田康弘 

大学院学生  山田竜平    准教授  田中 智              

「LUNAR-A」ペネトレータ用月震計は小型・軽量・省電力であって，長周期化のために磁場を利用した磁気力制

御と非線形ダイヤフラムバネを採用している．この月震計の振子端周囲の磁場と，振子の変位と力の関係を精密に

3 次元計測するシステムを構築し，これ等が地震計センサー特性に与える影響についての実験的研究を進めている．

磁場の軸対称性の重要性や振子の中立位置が非線形ダイヤフラムバネに与える影響について明らかとなってきてい

る．月震の規模と同程度の地球上の小さな地震の観測を実施して，地震計振子の変位量が少ない場合についての動

作について研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-102 

小惑星内部構造探査用ペネトレータシステムの開発研究 

准教授  田中 智    教 授  藤村彰夫    助 教  白石浩章 

助 教  矢野 創    東工大  小林直樹    教 授  石井信明 

 未分化小天体は予想に対して平均密度が小さく，その理由を明らかにするために内部構造の解明が始原天体研究

における最重要課題の一つである．我々は地震学的に内部構造を解明するために小天体にペネトレータを貫入させ，

人工地震観測を行なうためのシステム開発研究を行っている．本研究は，ESA が 2011 年に打ち上げを目指す小惑

星探査ミッション「通称：ドンキホーテ」にペネトレータシステムを搭載することを前提として行った．我々は

LUNAR-A ペネトレータ開発成果を踏まえ，搭載機器や製造技技をできるだけ活用することをベースにした検検を

行い，ペネトレータの諸元（重量やサイズ，構造など）や投下システム（投下方法，貫入速度など）の概念検検を

行った．また，地震観測システムに求められる性能，仕様を決定するために人工地震源のエネルギーで励起される

小惑星の振動モードに対する地動振幅を推定した．ペネトレータを未知の小天体に貫入させる場合に重要となるペ

ネトレータの潜り込み特性に関する半経験的な検検を実施し，物理条件が確定していない未分化小天体表層への潜

り込みについて制約条件を求めた． 

 

Ⅱ-2-ｄ-103 

月惑星探査ランダー搭載用自律化掘削システムの基礎開発研究 

准教授  田中 智    教 授  藤村彰夫    大学院学生  小川和律 

准教授  久保田廣    助 教  白石浩章    大学院学生  永岡健司 

教 授  小松敬治    教 授  中谷一郎                

 月面や惑星表層は通常熱伝導率が極めて悪い粉体（レゴリス）で覆われている．このために非常に高い断熱効果

が期待され，数 10cm～1m 深さでは昼夜間の温度差はほとんどなくなる．従って長期間の寿命が必要な観測機器を

設置するのに大変良好な条件である．本研究では着陸機に搭載可能で地震計などを搭載できる適切なサイズ，重量

を有し，自律的な動作，ロジックでメートルオーダーの深さまで貫入させることが可能なシステムの基礎開発を行
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っている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-104 

月惑星表層（レゴリス）の物理的，機械的性質に関する基礎研究 

准教授  田中 智    教 授  藤村彰夫    大学院学生  斎藤靖之 

准教授  久保田廣    助 教  白石浩章    大学院学生  永岡健司 

教 授  小松敬治    教 授  中谷一郎                

 月面や惑星表層は数 10 億年にわたって隕石の衝突が繰り返された結果生成されたものであり，非常に細粒の粉

体様物質で覆われている．これらの粉体物質が表層付近でどのような物理的，機械的な性質を有するかはペネトレ

ータの貫入ダイナミクスだけでなく将来のランダーによる月惑星表層での種々の観測（地震観測，熱流量観測，地

質観測）などのためにも不可欠な基礎的なデータである．我々は微細な粉体を均質に圧密できる装置を開発し，

種々の圧密条件や粒度分布で物理的，機械的の基礎データ取得をすすめている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-105 

月のシニュアス・リルの成因と固体惑星の進化過程の研究 

宇宙航空プロジェクト研究員  本田親寿    教 授  藤村彰夫 

 月誕生直後の火成作用について明らかにする事を目指した研究であるが，月面の溶岩地形であるシニュアス・リ

ルの研究から開始している．シニュアス・リルについて観測されている形態，構造，分布についての解析を実施し，

この解析結果を踏まえて，岩石学的，惑星物理学的拘束条件の下で，シニュアス・リル形成の物理過程について数

値シミュレーションによる研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-106 

「はやぶさ」搭載用蛍光 X線スペクトロメータの開発と初期観測 

教 授  加藤 學      大学院学生  小川和律      助 教  山本幸生 

共同研究員  荒井武彦        教 授  藤村彰夫    立教大・理  北本俊二 

阪大・理  宮田恵美    共同利用研究員  白井 慶      准教授  岡田達明 

客員教授  常深 博                                 

「はやぶさ」小惑星探査計画では，太陽系始原天体である小惑星のひとつ 25143Itokawa（1998SF36）にランデブ

ーし，小惑星の近傍から小惑星の探査を行う．蛍光 X 線観測スペクトロメータは太陽 X 線が小惑星表面に照射す

ることで励起される元素に固有なエネルギーをもつ蛍光 X 線を観測し，小惑星表面の主要元素組成を調べる． 

 本機器は，エネルギー分解能の良好な CCD を X 線検出器に用いること，極薄ベリリウム窓を使用すること，標

準試料を用いて機上で太陽 X 線による蛍光 X 線励起の較正を行うことによって，エネルギー検出範囲の拡大，元

素組成の決定精度の向上を図っている．2003 年 5 月 9 日に打上げに成功し，以後は初期動作確認，宇宙 X 線の観

測を行いながら機上での調整を進めている． 

 

Ⅱ-2-ｄ-107 

惑星物質試料受け入れ設備の仕様検討 

教 授  藤村彰夫    教 授  加藤 學         開発員  矢田 達 

教 授  佐藤英一    准教授  田中 智         助 教  安部正真 

北大・低温研  香内 晃    東工大  平田岳史    岡山大・地球物質  牧嶋昭夫 

客員教授  奈良岡浩    九州大  中村智樹                   

惑星物質試料受け入れ設備は「はやぶさ」が回収する小惑星「Itokawa」のサンプルとその後の将来ミッション

で得られるリターンサンプルを受け入れ，保管，管理を実施すると共に，試料の記載や配分等を行うことを目的と

している．惑星物質試料は地球物質による汚染を極力防止した状態での取り扱いが要請されるので，これに関連す
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る特殊な仕様についての検検を行い 2007年度に竣工する設備の詳細設計と製造に反映した． 

 

Ⅱ-2-ｄ-108 

将来月探査における氷探査に向けたペネトレータの研究 

助 教 大竹真紀子    産業技術総合研究所  中村良介    准教授  田中 智 

 将来の月探査において氷探査を実施する場合には極域の永久陰領域に着陸し，地下数十 cm に存在すると考えら

れている氷をその場観測することを可能とするシステムが必要になる．このような非常に厳しい条件において氷探

査を実現するためのシステムとして，ペネトレータに質量分析計等観測機器を搭載することを考え，そのフィージ

ビリティー（特に，現状実現可能な電力量を想定した場合のペネトレータ内部の温度プロファイルから，観測可能

な温度条件を何日確保可能か）について検検を行った． 

 

 

ｅ．宇宙科学共通基礎研究系 

 

Ⅱ-2-e-1 

物質と反物質の反応過程の研究 

助 教  崎本一博 

 反陽子とヘリウムイオン衝突による反陽子捕獲過程の研究を行った．以前行った波束伝搬による量子力学的計算

により共鳴現象が重要であることがわかっていた．しかし，波束伝搬法では詳しい共鳴構造を調べることが困難で

あった．そこで，新たに R 行列法を利用した計算方法を開発し，共鳴現象の詳細な研究を行うことに成功した．

さらに，R 行列法をミューオンと水素原子の系に適用し，共鳴状態の有無について論じている． 

 

Ⅱ-2-e-2 

高エネルギー化学反応の量子動力学の研究 

助 教  崎本一博 

 星間雲の主成分である水素分子は，近くの星からの紫外線を吸収し，電子状態が励起されたり，解離する．その

ような星間雲の中では，水素分子は振動励起状態にあると考えられる．振動励起状態の放射寿命は長く，星間雲の

中で振動励起状態にある水素分子およびそのイオンは，他の原子や分子と衝突し，原子の組み替えや分子の解離が

起こる可能性が高い．振動状態が高く励起されている分子の衝突素過程を理論的に研究することは，原子の組み替

え反応に加えて，分子の解離過程を考えないといけない．また，燃焼や衝撃波といった高温あるいは非平衡ガス中

でも，高振動状態にある分子の組み替え反応や解離反応が重要になってくる．さらに，解離反応の逆過程である三

体結合反応は，低温での気体の凝縮を理解するために非常に重要な過程である．最近の話題としてはアルカリ原子

のボーズアインシュタイン凝縮などが知られている．これらの反応過程を量子力学的に厳密に解くために，波束伝

達法による計算プログラムを開発し，計算を行っている． 

 

Ⅱ-2-e-3 

多価イオン衝撃クーロン爆発における立体電子力学 

助 教  市村 淳    都立産技高専  山口知子 

 分子に強い外場をかけると分子は多価に電離しクーロン爆発を起こす．最近，多価イオン衝撃による等核 2 原子

分子のクーロン爆発において，解離イオン対の電荷に関する左右の非対称性が見い出されている．この現象を記述

するために，3 中心の障壁乗り越えモデルを開発し，解離電荷対分布を計算した．衝突速度が非常に遅い場合，衝

突の途中から解離が始まるため，動いている 3 中心場における 2個の鞍点が絡む立体電子力学が本質的になること

を示した． 
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Ⅱ-2-e-4 

撃力散乱における分子の形とエネルギー損失スペクトルの形 

助 教  市村 淳    日大理工  中村正人 

 原子が分子に近づくと強い斥力が働き，分子は不可侵の表面を持つように振舞う．われわれは，この描像に基づ

いてエネルギー損失スペクトルの形を分子の形と関係づけて説明する古典力学的モデルを開発している．このモデ

ルに用いて様々なアルカリ金属イオンと等核 2 原子分子の衝突を解析し，イオン質量が重くなると，軽い場合に普

遍的に見えている二重ピーク構造が崩れる傾向があることを示した．そのメカニズムを解明するための検検をして

いる． 

 

Ⅱ-2-e-5 

分子雲に関する観測的研究 

准教授  北村良実      研究員  池田紀夫    国立天文台  川辺良平 

国立天文台  齋藤正雄    東工大・理  樋口あや    東工大・理  吉田淳志 

東工大・理  建井秀史      総研大  塚越 崇     東大・理  島尻芳人 

 星の初期質量関数（IMF）の起源を解明するためには，星形成の直接の母体である分子雲コアを最下層に含む分

子雲の階層構造を詳しく調べなければならない．そのため我々は，25 マルチビーム（BEARS）を搭載した国立天

文台・野辺山の 45m 電波望遠鏡を用いて，分子雲の広域・高分解能マッピングサーベイを行っている．本年度の

主な成果は以下の通り．1）巨大分子雲オリオン B において，H13CO＋分子輝線を用いて高密度コア 98 個を同定す

ることができた．さらに，サブミリ波ダストコアと比較したところ，コアの進化が進むと中心部の密度が高くなる

ことが分かった．2）オリオン B 分子雲において高密度コア，ダストコア，IMF を比較したところ，高密度コアで

は 40%，ダストコアでは 100%の効率を仮定すると，IMF が再現できることが分かった．3）近傍にある四つの星

団形成領域，Serpens，Mon R2，GGD12-15，AFGL490 において，クラスター形成の母体クランプを個々のコアに

分解したところ，乱流の減衰によってコア形成が起きる可能性が示唆された．4）低質量原始星 L1551 IRS5，NE

からのアウトフローを高感度 OTF マッピング観測した結果，詳細構造が明らかになり，周囲分子ガスとの相互作

用が見えてきた．5）星形成領域 9 天体についてメタノール分子輝線でショック領域を探査した結果，ショック領

域のサイズは予想以上に小さいことが分かった． 

 

Ⅱ-2-e-6 

原始星に関する観測的研究 

准教授  北村良実    国立天文台  古屋 玲    カリフォルニア工科大学  新永浩子 

国立天文台  川辺良平    国立天文台  齋藤正雄            教 授  阪本成一 

総研大  塚越 崇                                     

 原始星は分子雲コアの重力収縮によって中心部に形成され，その収縮の様子はコアの性質で大きく異なることが

理論的に知られている．我々は，星形成の初期条件を探る目的で，国立天文台・野辺山の 45m 電波望遠鏡やミリ

波干渉計，さらにはチリにあるサブミリ波望遠鏡 ASTE を用いて，原始星とジェット，その母体コアについての詳

細観測を行っている．本年度の主な成果は以下の通り．1）最も若い原始星 GF9-2 の母体コア全域において，落下

運動の証拠となるブルー側が強いダブルピークプロファイルを検出した．この事実から，GF9-2 コア全体が中心に

向かって超音速で落下していることが確実となった．2）GF9 フィラメント全体において，アンモニア分子輝線を

用いてコアサーベイを行った結果，既存の 8個のコアに加えて，二つのコアを新たに同定した．また，フィラメン

トに沿って並んでいるコアの間隔から，フィラメントの重力不安定性によってコア形成が起きた可能性が高いこと

が分かった．3）オオカミ座，へびつかい座，おうし座分子雲において埋もれている T タウリ型星を観測したとこ

ろ，1Myr 程度で星周エンベロープが散逸する傾向が見えてきた． 
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Ⅱ-2-e-7 

原始惑星系円盤に関する観測的研究 

准教授  北村良実    茨城大・理  百瀬宗武    東大・総合文化  上野宗廣 

国立天文台  川辺良平    国立天文台  田村元秀      国立天文台  齋藤正雄 

国立天文台  関口朋彦    東工大・理  瀧田 怜        総研大  工藤智幸 

総研大  塚越 崇                                 

 太陽系や多様な系外惑星系は，星形成に必然的に伴う若い星のまわりの原始惑星系円盤から誕生すると考えられ

ている．従って，円盤の形成・進化過程を観測的に明らかにすれば，惑星系の多様性の起源や惑星系形成の初期条

件を理解することができる．我々のグループは，原始星周囲での円盤形成過程や T タウリ型星周囲での円盤進化

過程を明らかにする目的で，国立天文台・野辺山の 45m 電波望遠鏡，ミリ波干渉計やチリの ASTE サブミリ波望

遠鏡を用いて，円盤の観測を行っている．本年度の主な成果は以下の通り．1）すばる望遠鏡によって T タウリ型

星 FN Tau の星周円盤の撮像に成功し，モデル解析によって円盤物理量を導出した．この中心星は円盤が発見され

ている T タウリ型星の中で最も軽い天体である．2）「あかり」によって，カメレオン分子雲の周囲に孤立して分

布している弱輝線 T タウリ型星 23 天体について円盤探査を行った．しかし有意に検出することはできず，デブリ

円盤へ進化している可能性が高いことが分かった． 

 

Ⅱ-2-e-8 

「あかり」による星形成領域の観測 

准教授  北村良実      研究員  池田紀夫    東大・総合文化  上野宗廣 

名大・理  河村晶子     名大・理  深川美里      国立天文台  田村元秀 

国立天文台  神鳥 亮    東工大・理  瀧田 怜      神戸大・理  相川裕理 

あかり星形成 MP チーム                                 

 現在，「あかり」による星・惑星系形成領域観測 Mission Program AFSAS では，データ処理を中心に研究が進め

られている．特に，分子雲の遠赤外線指向観測に最適化されたデータ処理パイプラインを整備，拡張中である．本

年度の進捗状況は次の通りである．1）データ処理パイプラインに，細やかなデータフラッギングツールと柔軟な

モザイキングツールを実装した．2）6 つの具体的なテーマ（カメレオン分子雲のマッピング観測，近傍分子雲の

ミニサーベイ，グロビュールの観測，クラスター形成領域の観測，星間空間および星周円盤での氷ダストの分光観

測，若い天体の測光・分光観測）において予備的なデータ解析を行った結果，「あかり」の高感度・高分解能が活

かされた成果が得られ，天文学会で発表した． 

 

Ⅱ-2-e-9 

大学 VLBI連携観測事業への参加 

准教授  村田泰宏      研究員 望月奈々子 

助 教  土居明広    客員准教授  藤澤健太 

国立天文台  小林秀行      岐阜大  若松謙一 

北 大  羽部朝男     鹿児島大  面高俊宏 

NICT  小山泰弘    国土地理院  栗原 忍 

 国立天文台および 4 大学（山口大学，北海道大学，岐阜大学，鹿児島大学）が推進し，3 つの研究機関

（JAXA/ISAS，NICT，国土地理院）が協力して電波天文観測研究をおこなう「大学 VLBI 連携観測事業」に参加し

ている．臼田宇宙空間観測所の 64ｍアンテナは，C-band と X-band の天文観測受信システムを備えており，その性

能を維持しつつ，衛星運用がおこなわれない時間帯の一部に電波望遠鏡群の 1 つとしての役割を果たした．研究系

がおこなう単一鏡としての天文観測と，大学連携関係者から提案された数々の研究テーマを扱う VLBI 観測も実行

され，活動銀河核ジェットや大質量形成領域に付随するメタノールメーザーに関する観測データを提供した． 
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Ⅱ-2-e-10 

狭輝線セイファート 1型銀河中心核の VLBI による観測的研究 

助 教  土居明広      准教授  村田泰宏 

研究員  浅田圭一      研究員 望月奈々子 

客員准教授  藤澤健太    国立天文台  井上 允 

国立天文台  萩原喜昭    国立天文台  永井 洋 

山口大・理  輪島清昭                

 ブラックホールが小さく質量降着率が高い種族だと考えられている，狭輝線セイファート 1 型銀河中心核につい

て，VLBI を用いた観測的研究をおこなっている．この種族に関してパーセクスケールの現象を直接撮像によって

系統的に調査するのは初めてである．米国の Very Long Baseline Array（VLBA）と日本の Japanese VLBI Network

（JVN）による観測で取得したデータを基に，この種族の特異な性質について研究を進めるとともに，今年度は新

たに，代表的な近傍の狭輝線セイファート 1 型銀河中心核 Mrk1239 について詳細に調査するべく，長時間観測に

よるデータを取得した． 

 

Ⅱ-2-e-11 

光結合 VLBI 観測網を用いた Broad-Absorption Lineクェーサーの観測的研究 

助 教  土居明広      准教授  村田泰宏 

研究員  浅田圭一      研究員 望月奈々子 

客員准教授  藤澤健太    国立天文台  川口則幸 

国立天文台  河野裕介    国立天文台  小山友明 

 Broad-Absorption Line（BAL）クェーサーとは，紫外線帯のスペクトルに数万 km/s にも及ぶ高速度吸収線が見ら

れる活動銀河核であり，高速度アウトフローの存在がその原因であると考えられている．BAL クェーサーの質量

降着現象・アウトフロー現象を調査する目的で，世界で初めてとなる VLBI による BAL クェーサーの系統的観測

研究を今年度から開始した．JAXA 臼田宇宙空間観測所の 64ｍアンテナをはじめ，日本各地の電波望遠鏡が

2.4Gbps の光ファイバーで接続された高感度 VLBI システム（国立天文台）を用い，23 天体の BAL クェーサーの

観測データを取得し，その解析をおこなった． 

 

Ⅱ-2-e-12 

ミリ波 LNA 用 InS 技術を基にした MMICの開発 

教 授  坪井昌人      准教授  村田泰宏 

国立天文台  川口則幸    国立天文台  河野裕介 

法政大・工  春日 隆                

 法政大学春日隆教授，国立天文台川口則幸教授のグループと共同でミリ波 LNA 用の InP 技技を基にした MMIC

を開発している．今年までに電磁界シミュレーションを行ないコプレナー線路ながら 30K 冷却時に 40GHz で雑音

温度 20K 以下の性能を実現できるめどがたった．この予想される性能は現行の GaAs 技技を基にした MMIC の 2

倍である．今年度はマスクパターンの詳細設計を行なうとともに実際に MMIC を製作し仮測定を行なった．これ

は常温での測定であり，動作確認にとどまるため，来年度は実際に 30K まで冷却して雑音温度を評価する予定で

ある． 

 

Ⅱ-2-e-13 

銀河系中心核周リング SiO,H13CO+輝線の撮像観測 

東大・院  佐藤麻美子    教 授  坪井昌人 

 国立天文台野辺山宇宙電波観測所のミリ波干渉計を用いて銀河系中心核周リングの SiO，H13CO＋輝線の撮像観

測を行なった．SiO 輝線は分子ガス中の衝撃波領域をトレースする特徴，H13CO＋輝線は分子ガスの質量分布をトレ
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ースする特徴を有するがしたがって，この輝線強度比から衝撃波領域の有無を判定できる．さらにこのミリ波干渉

計を用いるとこの 2 本の輝線が同時観測できて色々な系統誤差を排除できるという利点もある．銀河系中心核周リ

ングへ物質が降着していくパスではないかと予想される構造がいくつか発見されていたがそれを断定できる証拠が

なかった．今回の観測ではこれらの構造が銀河系中心核周リングに重なってみえる領域のみで輝線比が大きく上昇

して，確かに物質が降着していくことが証明された． 

 

Ⅱ-2-e-14 

多波長放射に基づく活動銀河核ジェットの研究 

研究員  紀 基樹       研究員  浅田圭一 

国立天文台  永井 洋     国立天文台  川勝 望 

埼玉大・理  田代 信     埼玉大・理  矢治裕一 

埼玉大・理  瀬田裕美    理化学研究所  磯部直樹 

早 大  小山翔子       阪 大  高原文郎 

関西学院大学  楠瀬正昭                 

 電波，X 線，理論グループが連携し，多波長放射に基づく活動銀河核ジェットのさまざまな研究を行っている．

（1）代表的な電波銀河 Cygnus A の X 線観測のアーカイブデータを用いて，電波ローブが放つ X 線放射に非熱的放

射成分を発見した．さらに，電波と X 線のスペクトルを比較することにより，ローブから X 線放射の起源がシン

クロトロン自己コンプトンであることを明らかにした（Yaji et al. 投稿論文準備中）．（2）ジェットの運動エネルギ

ーはホットスポットで散逸され，その熱エネルギーがコクーン全体を膨張させる．このことを利用し，Cygnus A

のコクーンの膨張力学からジェットのプラズマ組成を探った．各プラズマ成分の温度と，与えられる電子の数密度

を併せることにより，陽子の数密度に制限をつけた．その結果，陽電子に比べて陽子の数密度が有意に少ないこと

が分かった（Kino et al. 投稿論文準備中）． 

 

Ⅱ-2-e-15 

活動銀河核ジェットの VLBI偏波観測による磁場構造の研究 

研究員  浅田圭一     国立天文台  井上 允 

LANL  中村雅徳    鹿児島大・理  亀野誠二 

国立天文台  永井 洋                 

 我々は活動銀河核ジェットの加速，収束に大きな役割をはたしていると考えられている磁場構造を探査する目的

で，VLBI 多周波偏波観測を用いて 3 次元磁場構造を推測するという研究を行っている．本年度はクェーサー

0836+710 に付随するジェットにおいて新たに理論研究から予測されているような螺旋状の磁場が存在する可能性

を示すような観測結果を得て，日本天文学会秋季年会での報告を行なった（S14b 浅田等）．また昨年度までに得ら

れていたクェーサー3C 273および NRAO140に付随するジェットにおける 3 次元磁場構造の推定に関する結果を査

読付き論文としてまとめ，2本が ApJ に受理された（Asada et al. 2008，ApJ，675，79，Asada et al. 2008，ApJ，in 

press）． 

 

Ⅱ-2-e-16 

火星周辺プラズマ分布の太陽風対流電場への依存性の研究 

教 授  中村正人        准教授  阿部琢美 

IRF 研究員  山内正敏        助 教  山崎 敦 

IRF 助教  二穴喜文    東大・大学院生  金尾美穂 

 火星は金星同様，強いダイポール磁場を持たず，惑星由来の電離大気は太陽風と直接相互作用している．さらに

このように磁場が弱い惑星周辺領域ではイオンのラーマー半径が非常に大きな空間スケールを持ち，電磁流体とし

てのふるまいに加えこの粒子的な運動が惑星スケールでのプラズマ分布に影響を与えている可能性がある． 
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 近年 Mars Express（MEX）や Mars Global Surveyor（MGS）は Bow Shock やその内側に存在する Induced 

Magnetosphere Boundary（IMB）と呼ばれる直接相互作用領域の観測に成功してきた．本研究では 2004 年 6月から

2006 年 3 月までにこれらの探査機が取得したデータを用いている．MEX 搭載の ASPERA-3 のイオン質量分析器

（IMA）が観測したイオン密度データに加え，磁場計測器の搭載されていない MEX を補うために MGS の磁場デー

タから IMF の磁場を求めることで，太陽風磁場（IMF）や太陽風対流電場が火星周辺のプラズマ分布に及ぼす影

響を調べることが可能となった． 

 解析の結果，太陽風電場が上向きの半球と下向きの半球とで，火星周辺のプラズマ分布に大きな非対称性がある

ことが発見された．上向きの半球では太陽風由来のイオンが IMB の内側にまでしみこんでいるのに対し，下向き

の半球ではシャープなイオンバウンダリーが存在することがわかった．これは上向きの半球では太陽風電場により

K-H Instability による波構造がより大きな空間スケールまで発達しているためと考えられる． 

 

Ⅱ-2-e-17 

IPIF/MIPSI及びすばる望遠鏡を用いた金星雲頂構造変動の観測的研究 

教 授  中村正人      東大・准教授  岩上直幹      東北大・教授  笠羽康正 

東大・教授  上野宗廣         准教授  今村 剛
 

   MaxPlanck 研究員  佐川英夫 

JAXA 研究員  大月祥子    東大・大学院学生 三津山和朗                   

 我々は，雲頂からの熱放射である中間赤外線を利用して雲頂付近の大気変動を導出する研究を行っている．熱放

射量は雲頂温度に依存し，それは雲頂高度に対応するため，中間赤外線を連続観測することで大気の鉛直運動を導

出できる．過去に行われてきた紫外線による観測では，雲の吸収物質の分布変動であるため鉛直方向の議論は不可

能であった．また，中間赤外線は雲頂の熱放射であるため，金星の昼夜両面を同様の方法で観測できる利点がある． 

2007 年 7 月にはハワイ・マウナケア山山頂にある赤外望遠鏡 IRTF の中間赤外分光撮像装置 MIRSI を利用して金

星の撮像観測を行った．この観測では，通常の望遠鏡では観測が不可能な日没前から望遠鏡を稼動することにより

2 時間以上の金星連続観測を行うことができた．その結果，数時間という短い時間スケールでの金星雲頂変動が明

らかになりつつある． 

 また 2007 年 10 月にはすばる望遠鏡の分光撮像装置 COMICS を利用して撮像観測及び分光観測を行った．撮像

観測結果のこれまでの解析からは，雲頂高度に水平スケール数百 km の微細構造が見出された．また数日間の観測

データの比較から，微細構造が伝播していることが示唆された．今後は更なる解析，さらに分光観測結果の解析に

より，金星雲頂構造の変動を明らかにしていきたい． 

 

Ⅱ-2-e-18 

MGS/IES を用いた火星大気の温度擾乱の三次元分布の解析 

教 授  中村正人    准教授  今村 剛    東大・大学院生  大島 亮 

 アメリカの火星探査機 Mars Global Surveyor 搭載の赤外分光計 ThermalEmission Spectrometer は，1999 年から

2006 年にかけて火星大気の温度データを取得した．我々はこのデータを用い，火星大気で熱や運動量の輸送に強

い関わりがあると考えられる，大気の温度擾乱の三次元分布を解析した．これまでの先行研究では冬季北半球で地

表面付近に温度擾乱の大きな場所が存在することがわかっていたが，本研究ではこの温度擾乱の増大が 3火星年の

毎冬にほぼ同じパターンで表れること，この温度擾乱の増大は高度 10km 付近で一旦切れて，高度 20km 付近から

別の増大構造が現れることを見出した．今後はこれらの構造を作り出している原因となる大気現象の解明を目指し

ている． 

 

Ⅱ-2-e-19 

火星の夏季南極域における大気ダストの変動 

教 授  中村正人    准教授  今村 剛    東大・大学院生  伊藤裕子 

 火星大気中には大量にダストが浮遊し大気力学に大きな影響を及ぼしているが，その時空間変動についてはまだ
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十分には解明されていない．そこで本研究では火星探査機 Mars Global Surveyor の赤外分光計 Thermal Emission 

Spectrometer による火星大気の温度とダスト量の 3 火星年に渡るデータを解析した．その結果，夏季南極域におい

て東経 90 度付近でダストが準周期的に巻き上がり，これが西向きに流されて東経 270 度付近にまで到達する現象

を見出した．これまで夏季南極域では大気温度の南北変化が小さいために風速がわかっていなかったが，本研究に

より西向きに約 3m/s 程度の風が吹いていることが強く示唆された．またダストの準周期的な巻き上がりも本研究

で初めて発見された現象であり，今後の研究の進展による巻き上げ機構の解明が期待される． 

本研究は，東京大学大学院生伊藤裕子の学位論文としてまとめられた． 

 

Ⅱ-2-e-20 

惑星雲移動ベクトルを用いた金星雲頂高度風速場の推定 

教 授  中村正人    教 授  佐藤毅彦    IRF 助教  二穴喜文 

東大・大学院生  神山 徹                            

 金星にはスーパーローテーションと呼ばれる現象が存在している．風速が自転速度の 60 倍にも達するこの現象

は現在もほとんど未解明のままである．数値実験などから大気中を伝播する波動が重要な役割を持つと考えられて

おり，観測による実証が求められている．本研究では 1990 年に Galileo 探査衛星が取得した金星雲画像から，雲の

特徴を追跡することにより得られる惑星雲移動ベクトルを用いて，雲頂高度の風速場推定を行った．その結果，ロ

ーカルタイムに固定された成分として惑星規模の熱潮汐波が存在していること，また赤道域では 4 日周期で風速に

変動をもたらす赤道ケルビン波が卓越していることが分かった．赤道ケルビン波が大気へもたらす加速率を求めた

ところ，数値実験で予想されている値に近いものであり，大気波動が金星大気を加速していることを示唆する結果

が得られた．本研究は，東京大学大学院生神山徹の学位論文としてまとめられた． 

 

Ⅱ-2-e-21 

Venus Express/VIPIIS による近赤外分光画像を用いた金星雲構造の研究 

教 授  中村正人    教 授  佐藤毅彦    准教授  今村 剛 

東大・大学院生  空華智子                           

 欧州宇宙機関（ESA）の金星探査機 Venus Express に搭載されている近赤外分光撮像装置 Visible-Infrared Thermal 

Imaging Spectroscopy（VIRTIS）により得られたデータを用いて，金星雲の粒径の空間分布を調査している．先行

研究では金星の「大気の窓」領域の波長 1.74μm と 2.30μm を用いて粒径の空間分布を評価しているが，本研究

では，この 2 波長に加え，同じく「大気の窓」領域の波長 1.15μm の光を用いて，より正確に金星の雲構造の時

空間変動を解明することを目的とした．その途中結果として，2 波長間で雲の光量の相互関係を調べた結果，1.74

μm と 2.30μm の放射強度の間には正の相関があるのに対して，1.15μm とこれら 2 波長との間には明瞭な相関

がないことを示した．更には，1.74μm や 2.30μm の分光画像と 1.15μm のそれとを比較すると明暗のパターン

は必ずしも似ていない．このことは，1.15μm の放射強度に主に寄与する雲の成分の空間分布が他の 2 波長とは

異なることを示唆している．今後は，放射輸送の計算を基に，これらの特徴を説明するシナリオを検検する． 

 

Ⅱ-2-e-22 

「かぐや（SELENE）」の電波掩蔽による月電離層観測 

准教授  今村 剛       准教授  岩田隆浩               国立天文台  松本晃治 

国立天文台  野田寛大     国立天文台  劉 慶会               国立天文台  河野裕介 

台湾中央大学 小山廣一郎    スウェーデン・国立宇宙物理研究所  二穴喜文 

ウクライナ・科学アカデミー Alexander Nabatov
 

             京都大学・理  齊藤昭則 

 2007 年夏に打ち上げられた「かぐや（SELENE）」から分離された子衛星 Vstar を用いて月の電離層の電波

掩蔽観測を行い，月の電離層の存在形態と生成機構に関わる情報を得た． 
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Ⅱ-2-e-23 

火星探査機の赤外放射データを用いた火星気象の研究 

准教授  今村 剛    宇宙航空プロジェクト研究員  福原哲哉 

 米国の火星周回機 Mars Global Surveyor に搭載された赤外放射計 TES による大気熱放射データを用いて，東西波

数 1～6 の大規模擾乱のスペクトルを季節や緯度ごとに求め，火星大気力学のエネルギーサイクルを探った．また，

夏の極域に局在する東西波数 1の定在波動の存在を確定し，その生成メカニズムと大気大循環への影響を探った． 

 

Ⅱ-2-e-24 

「ひので」搭載 X線望遠鏡 CCDカメラの軌道上性能検証 

准教授  坂尾太郎      准教授  松崎恵一    宇宙航空プロジェクト研究員  成影典之 

客員教授  常田佐久    国立天文台  鹿野良平            国立天文台  原 弘久 

国立天文台  坂東貴政    国立天文台  熊谷收可            国立天文台  田村友範 

国立天文台  中桐正夫     他「ひので」チーム                        

 「ひので」X 線望遠鏡の焦点面 CCD カメラは，（1）長波長の軟 X 線（XUV 光）にまで感度を持たせるために

裏面照射型 CCD を採用，（2）放射冷却により軌道上で CCD を~-80℃まで冷却可能，かつ CCD のベーキング機能

を持つ，（3）斜入射 X 線光学系の結像特性を活かす焦点調節機構（CCD 可動機構），などの特長を持つ．この

CCD カメラは国立天文台との密接な協力のもとに開発・製作を行なった．2006 年の衛星打上げ後，本 CCD カメ

ラの軌道上での諸性能の評価を継続している．CCD カメラは，設計値を上回る良好な CCD 冷却性能・温度安定性

能をはじめ，所期の性能を示している． 

 

Ⅱ-2-e-25 

「ひので」搭載 X線望遠鏡の開発と運用 

准教授  坂尾太郎      准教授  松崎恵一    宇宙航空プロジェクト研究員  成影典之 

客員教授  常田佐久    国立天文台  鹿野良平            国立天文台  原 弘久 

他「SOLAR-B」チーム                                       

 国立天文台および米国スミソニアン天文台（SAO）と協力して，「ひので」に搭載する X 線望遠鏡（XRT）の開

発・製作を実施した．この望遠鏡は，｢ようこう｣に搭載された軟 X 線望遠鏡と比べて，太陽コロナ中の 100 万度

程度の低温プラズマにも感度を持つこと，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，日本側は焦点面 CCD カメラの開発を担当している． 

「ひので」は，宇宙科学研究本部での衛星総合試験を経て，2006 年 9 月 23 日（日本時間）に打ち上げられた．

XRT は同年 10月下旬より観測を開始し，空間分解能をはじめ，所期の性能を発揮して観測運用を継続している． 

 

Ⅱ-2-e-26 

「ひので」搭載 X線望遠鏡 CCDカメラのコンタミネーション評価 

准教授  坂尾太郎    宇宙航空プロジェクト研究員  成影典之     客員教授  常田佐久 

国立天文台  鹿野良平            国立天文台  原 弘久    国立天文台  坂東貴政 

他「SOLAR-B」チーム                                       

「ひので」X 線望遠鏡（XRT）の焦点面 CCD カメラ上に，コンタミネーション物質の堆積が確認され，また，コ

ンタミ物質を十分堆積させた後に実施した CCD ベーキングにより，CCD 上にスポット状のコンタミ物質残留が認

められた．このコンタミ事象に対し，X 線・可視光撮像データを用いた堆積物質の特定（フタル酸ジエチルヘキシ

ル（DEHP）または類似の成分）や，CCD 周辺部のコンタミネーションモデルを作成してのコンタミ物質の到来方

向の同定（CCD前方の鏡筒方向より到来）を行なった．なお，ベーキングにより CCD感度は回復する． 
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Ⅱ-2-e-27 

｢ひので｣可視光望遠鏡が暴いた超音速下降流の存在 

准教授  清水敏文    HAO/NCAR   B. Lites    国立天文台  勝川行雄 

国立天文台  一本 潔
 

   国立天文台  末松芳法     客員教授  常田佐久 

京大･飛騨天文台  永田伸一    HAO/NCAR
 

 久保雅仁      LMSAL  R. Shine 

LMSAL  T. Tarbell                             

 太陽表面｢光球｣は，主として対流運動に代表される，大気ガスのダイナミックな運動に満ちているが，運動ダイ

ナミックスの性質やその励起機構，また上層大気:彩層やコロナの大気加熱などの理解において鍵となる磁力線と

運動ダイナミックスとの因果関係は理解に乏しい．｢ひので｣搭載の可視光磁場望遠鏡は，地球大気ゆらぎの影響を

受けない軌道上から空間分解能 0.3 秒角で光球起因の磁場に感度を持つ吸収線のスペクトルの偏光状態を高精度で

測定する機能（スペクトロポラリメータ）を持つ．この観測は，太陽表面のいたるところに，高速な，恐らく超音

速の下降流が多数存在することを捉えた．超音速下降流は，3 つの種類の太陽表面の磁力線が成長･発展する際に

同時に発生することが分かり，太陽表面で良く見かける特徴的な磁場構造の形成・発展を理解する上で重要な発見

である．この観測研究は，Shimizu et al.（2008）として The Astrophysical Journal誌に受領された． 

 

Ⅱ-2-e-28 

｢ひので｣搭載望遠鏡の指向アライメント評価および手法開発 

准教授  清水敏文      准教授  坂尾太郎      准教授  峯杉賢治 

派遣職員  山岸 泉    国立天文台  勝川行雄    国立天文台  一本 潔 

国立天文台  鹿野良平    国立天文台  原 弘久    国立天文台  相馬 充 

客員教授  常田佐久       SAO
 

E. DeLuca       SAO L. Lundquist 

LMSAL
  T. Tarbell      LMSAL

 

 D. Shine                

 太陽大気の磁気活動や加熱を引き起こす物理機構を解明するために，｢ひので｣は可視光，紫外線，軟 X 線の異

なる波長で観測する望遠鏡を搭載している．異なる望遠鏡で得られたデータの位置合わせがコロナ‐彩層･光球間

の結びつきを調べるにあたり非常に重要である．｢ひので｣および搭載望遠鏡は，1 秒角以下の精度で位置合わせが

可能なように設計・開発した．2006 年 11 月 8 日に観測された水星日面通過のデータおよび 2007 年 2 月以降定期

的に実施しているコアライメント観測のデータを用いて，サブ秒角の位置合わせに必要な情報の較正作業を行い，

打上前に前提とした位置合わせ手法を用いれば，可視光望遠鏡（SOT）と X 線望遠鏡（XRT）との間で 1秒角（0-

p）よりも精度良く位置合わせが出来ることを検証した（Shimizu et al. 2007，PASJ ひので特集号）．この知見に基

づき，X 線望遠鏡の時系列データを姿勢情報テレメに基づき衛星姿勢ジッタによる像移動を除去するプログラムを

開発し，誰でも使用できるように世界に公開した． 

 

Ⅱ-2-e-29 

複数ループ同時爆発型マイクロフレアの発生機構 

准教授  清水敏文    国立天文台  勝川行雄    国立天文台  鹿野良平 

HAO/NCAR  久保雅仁                               

 巨大フレアに比べ約 6桁以上爆発エネルギーが小さな太陽面上爆発はマイクロフレアと呼ばれ，活動領域内で頻

繁に発生している．｢ようこう｣軟 X 線撮像観測によりマイクロフレアの軟 X 線形態などが明らかとなり，地上観

測との共同観測によって点状爆発型マイクロフレアは，小さな磁気浮上がその爆発のトリガーとなることを突き止

めた．一方，複数ループ同時爆発型がマイクロフレアの多数を占めているが，磁気的特徴については｢ひので｣の観

測を待つ必要があった．可視光磁場望遠鏡の観測により，爆発するコロナループの足元の位置をサブ秒角の精度で

特定し，その場所の磁気的な特徴を磁場観測を元に研究することが可能となった．ベクトル磁場計測から導出され

る電流分布が足元付近で特徴的な様子を示すことを発見し，さらに詳細な解析を進めている． 
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ｆ．宇宙環境利用科学研究系 

 

Ⅱ-2-f-1 

動物の発生・分化・形態形成と重力とのかかわりに関する研究 

准教授  黒谷明美    お茶の水女子大・湾湾生物教教研究センター  清本正人 

 無セキツイ動物の発生および形態形成のメカニズムに重力がどのような役割を果たしているのかについて研究を

行っている．とくに，胚発生過程における単離細胞の骨片形成に関与した培養系を用い，細胞内・細胞間での情報

の伝達・統合にかかわる細胞骨格の動態，カルシウムの代謝，および関連するタンパク質の発現と重力の関係に着

目した研究を行っている．今年度は，ウニの骨片形成における重力の影響が，カルシウムチャネルを介してのカル

シウムの取り込みにどのように関係しているかについてのデータの蓄積を行うとともに，幼生や後期発生の過程で

の重力のかかわりを調べる研究の準備を行った． 

 

Ⅱ-2-f-2 

海産動物の産卵・飼育条件の調査 

准教授  黒谷明美    お茶の水女子大・湾湾生物教教研究センター  清本正人 

 宇宙生物学実験で用いられる生物試料は，打上げの延期などスケジュールが定まらないことが多いため，一年中

使用できるような生物種であることが望ましいが，これまでの研究結果の蓄積や実験の経験を生かし，研究の目的

に最適な伝統的な生物種を使うことも必要となる．発生および形態形成研究には，海産無セキツイ動物を使用する

のが有効であるが，このような生物種には産卵シーズンが存在する．海産無セキツイ動物の中でも発生や形態形成

の研究によく使われている棘皮動物ウニについて，これまでと同様の継続した方法によって，飼育の実証データを

取った． 

 

Ⅱ-2-f-3 

微小重力下での動物の挙動に関する研究 

准教授  黒谷明美 

 両生類・魚類などのセキツイ動物や，さまざまな無セキツイ動物などを用い，微小重力下での個体の挙動と 1G

下での生活パターンとの関係を調べる研究を行っている．本年度は，重力と光の 2 つの刺激に対する反応を調べる

ための生物種として，ボルボックス群体，ミカヅキモなどの飼育が継続して行える条件について調査した． 

 

Ⅱ-2-f-4 

「宇宙」および「生物」を題材とした教育活動の方法の調査研究 

准教授  黒谷明美 

 理科教育・科学教育において，その導入や発展のための教材としての「宇宙」や「生物」という題材の有用性を

探る調査研究を行っている．中学校，高校，大学などで依頼された授業や講義の機会や執筆活動の一部を通じて，

調査研究の試行を行っている．本年度は，JAXA 宇宙教育センターによる，長崎大学附属中学校の総合学習の時間

に行う学問探究講座「宇宙と人間」の授業および長崎大学教育学部での「総合演習」，「小学校生活科」の授業に参

加して，調査研究を行った． 

 

Ⅱ-2-f-5 

機械攪拌を用いた球状 Si 単結晶育成 

教 授  栗林一彦    助 教  長汐晃輔    大学院学生  安藤 等 

 太陽電池の普及に伴う Si 原料不足を改善する方法として直径 1mm 程度の球状 Si 単結晶の育成が近年注目を浴

びている．球状単結晶は主にドロップチューブ法により育成が試みられているが，完全溶融状態で噴射するため融

液は大きく過冷し，一般的には多結晶化してしまう．このことから，融点での固液共存状態で微細な結晶を含んだ
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液滴を噴射させるセミソリッドプロセスにより，球状単結晶化を試みてきたが，再現性という意味で実験的に困難

であった．そこで，本研究では，格子定数が Si と非常に近い AlP を試料に混入させ，結晶化を制御することを試

みた．太陽電池として利用できる球状結晶の割合が大きく増加し核生成制御の有効性が理解できる． 

 

Ⅱ-2-f-6 

放射光を利用した時間分解 X線回折による dendrite breakupの定量的解析 

教 授  栗林一彦    助 教  長汐晃輔 

 Si の過冷凝固では，200K を超えた過冷度にて成長したデンドライトが断片化することを報告してきたが，しか

しながら，凝固後の組織観察では，断片化のダイナミクスに対する実験的検証は困難である．今回 Spring8 におい

て，1kHz の時間分解能の X 線ディテクターにより Si デンドライト断片化のダイナミクスを実験的に理解すること

を目的とした．単色 X 線を入射させた際の逆格子空間では，試料内の結晶粒のランダムさの増加によりスポット

からリングへと変化する．すなわち，結晶粒数を回折パターンから考察することが可能である．本手法により，デ

ンドライトはリカレッセンス後に断片化を開始するが，約 25ms の断片化時間は約 2 秒のプラトー時間とは無関係

であることがわかる．断片化時間は初期デンドライトサイズのみにより決まるため，臨界過冷度での急激な断片化

を説明するためには，プラトー時間に代わる別の臨界時間が存在すると考えられる． 

 

Ⅱ-2-f-7 

酸化物融液の基板衝突時の偏平化挙動のその場観察 

教 授  栗林一彦    助 教  長汐晃輔    大学院学生  小平和弘 

 準安定相生成プロセスとして液適を冷却基板に接触させて急冷するスプラットクエンチプロセスは経験的なプロ

セスである．これまでに，赤外線波長を透過する性質を持つ Si を冷却基板とし，赤外カメラを用いて液滴/Si 基板

界面の直接観察により冷却過程を明確にすることを試み，液滴/基板界面での冷却速度は 104～105K/s であり，同心

円状の冷却速度分布が存在することを示してきた．しかしながら，赤外線カメラゆえ時間分解能，空間分解能に限

界があり，さらなる高精度測定には，可視光での高速ビデオを利用する必要がある．本研究では，1024*1024 の高

分解能の高速カメラにより，液滴の基板接触初期の挙動に着目した．液滴の接触に伴い，ガスを巻きこみ時間とと

もに界面エネルギーのため気泡の合体が観察された．この結果から，液滴/基板界面での熱伝達を解析する際，気

泡の存在，すなわち輻射による伝熱を考慮する必要があることがわかった． 

 

Ⅱ-2-f-8 

電磁浮遊法を用いた CoSi2融液の凝固挙動のその場観察 

教 授  栗林一彦    助 教  長汐晃輔    宇宙航空プロジェクト研究員  野崎 潔 

大学院学生  山崎智裕                                     

 六方晶 CoSi
2の基板上での急冷凝固界面において 6 回対称のデンドライトと 4 回対称のデンドライトが観察され

た．本研究では，後方散乱解析装置（EBSP）を用いたデンドライトの方位解析により成長メカニズムの解明を試

み，異方性の強い金属間化合物のデンドライト成長に対する示唆を与えることを目的とした．EBSP による方位解

析結果から，6 回対称デンドライトは，c 面上に成長していることがわかった．4 回対称のデンドライトに関して

は，現在考察中であるが，結晶構造の対称性が成長方向の異方性に大きく寄与していることが理解できる． 

 

Ⅱ-2-f-9 

Lu-Fe-O 系における酸素分圧制御による新規機能準安定相の探索 

教 授  栗林一彦    助 教  長汐晃輔    共同利用研究員 日比谷孟俊 

大学院学生 Vija Kumar
 

                                

 近年の材料研究では，新規機能材料探索は飽和している．そこで，Fe 元素が 2 価及び 3 価の価数を取りうるこ

とに着目し，希土類鉄系酸化物において無容器凝固プロセスにより新規準安定相の探索を行った．浮遊ガスの酸素
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分圧を変化させた結果，PO2
=1×103 の酸素分圧で準安定相の形成を確認した．メスバウアー測定の結果，Fe3+の存

在が確認された．このことから，安定ペロブスカイト相が低酸素分圧下で不安定であることから，準安定相の形成

が促進したものと考えられ，本系ではさらに様々な準安定相を発見できる可能性がある． 

 

Ⅱ-2-f-10 

ドロップチューブ法による永久磁石 Fe-Nd-B 系のナノコンポジット磁石に関する研究 

教 授  栗林一彦    共同利用研究員  小澤俊平    学 生  伊藤 文 

 次世代高性能磁石として，異方性ナノコンポジット磁石が注目されている．この磁石では，ハード磁気特性を持

つ Nd
2
Fe

14
B 相とソフト磁気特性を持つ Fe 相のナノ複合組織に交換相互作用が働くことにより，1MJ.m3 を超える

高い（BH）MAX を有することが予想されている．異方性ナノコンポジット磁石の原料となりうる化合物として，無

容器過冷凝固によって，Nd
2
Fe

17
Bx 準安定相（x~1）が発見された．この準安定相は固相分解反応によって，ナノサ

イズの Nd
2
Fe

14
B 相と，Fe 相の複合組織に変態することがわかっている．この準安定相の固相分解を制御すること

で，従来は達成できていない，高性能異方性ナノコンポジット磁石が開発できると考えられる．本研究では Nd-

Dy-Fe-B 合金をドロップチューブ法により準安定過冷凝固させ，Dy 置換が準安定相の生成，粗大な初晶 Fe 相の抑

制，準安定相の分解温度に及ぼす影響について調べた．Nd
10

Fe
85

B
5 合金の Nd のを Dy で置換した場合，置換量が

20%までは，準安定相の生成能と，初晶 Fe 相の成長が抑制されることがわかった． 

 

Ⅱ-2-f-11 

ファセット的セル状凝固過程のその場観察 

准教授  稲富裕光    帝京科学大学環境科学科学生 岩本佳良子 

 ファセット的セル状凝固過程のその場観察により成長時の結晶表面の形態変化に及ぼす凝固潜熱の影響を調べ，

微小重力実験に向けた予備実験を行っている． 

 

Ⅱ-2-f-12 

浮遊融液の反射率測定法の開発 

准教授  稲富裕光    東海大学工学部学生  伊藤 隆弘 

 強磁場中で金属融液を電磁浮遊させ，その表面にレーザー光を当てることで融液の反射率測定を行っている． 

 

 

ｇ．宇宙航行システム研究系 

 

Ⅱ-2-g-1 

分散化 HCE の開発 

助 教  森  治    大学院学生  白澤洋次    助 教  津田雄一 

研究員  船瀬 龍    大学院学生  芝崎祐介    教 授 川口淳一郎 

 本研究では，熱制御・電力制御・通信制御等において，各種リソース制約に対応してピーク時の使用を平滑化す

る制御法を考案し，リソースを使用する各機器で分散処理により実現する．これにより，システムのリソースを小

さくでき，バス構成に高い自由度が得られる．このコンセプトをもとにした熱制御機器として，分散ヒータ制御モ

ジュールを新たに開発し，カードゲーム方式を導入して分散制御を実現した．2007 年度は M-V-7 号機サブペイロ

ードに搭載したモジュールを小型衛星に広く用いることができるように改良した．具体的には，ヒータ全体の割り

当て電力を制御可能にして，耐宇宙環境部品に置き換えた． 
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Ⅱ-2-g-2 

分散化 DHUの開発 

助 教  森  治    大学院学生  白澤洋次    助 教  津田雄一 

研究員  船瀬 龍    大学院学生  芝崎祐介    教 授 川口淳一郎 

 本研究では，熱制御・電力制御・通信制御等において，各種リソース制約に対応してピーク時の使用を平滑化す

る制御法を考案し，リソースを使用する各機器で分散処理により実現する．これにより，システムのリソースを小

さくでき，バス構成に高い自由度が得られる．このコンセプトをもとにしたデータ伝送制御機器として，分散

DHU を新たに提案した．今年度は，まず，分散エージェントソフトウェアおよびデータレコーダソフトウェアを

検証用のハードウェアである SpaceCube に実装した．そして，決まったビットレートの伝送線に，いかに賢く各機

器（分散エージェント）がタイミングを計って優先順位の高いものからデータを流してくるかというアルゴリズム

の評価を行った． 

 

Ⅱ-2-g-3 

小天体フライバイのための光学航法誘導による精度評価 

助 教  森  治    大学院学生  岡田俊輔    教 授 川口淳一郎 

 目標軌道にそって小天体をフライバイするには，軌道推定（航法）だけでなく積極的な軌道制御（誘導）も組み

合わせる必要がある．今年度はこの航法精度および誘導精度を明らかにした．特に小天体近傍と遠方の航法誤差要

因を示し，近傍での航法精度向上のため，小天体の重心位置の推定方法を新たに提案した．ロボティクスシミュレ

ータを用いた地上実験によってこれを検証した． 

 

Ⅱ-2-g-4 

非ホロノミック運動を用いた宇宙飛行士の姿勢変更 

助 教  森  治    教 授 川口淳一郎 

 猫が空中でスピンするような非ホロノミックな運動は，コーニング効果による静的なスピンと角加速度から得ら

れる動的なスピンを組み合わせたものである．この運動を解明するため上半身と下半身がリンクで結合されている

モデルを考え，このリンク部分がフラフープ運動（円運動）を 1周期分行なった場合の静的および動的なロールス

ピン量を明らかにし，非ホロノミック運動時の姿勢の一般解（3 次元）を導出した．今年度はこのフラフープ運動

を繰り返すことで，目標姿勢に遷移させるフィードバック制御則を提案し，数値シミュレーションによってフィー

ジビリティを検証した．来年度はこれを宇宙飛行士の姿勢変更に応用し，宇宙飛行士が身に付けるべき訓練を提示

する． 

 

Ⅱ-2-g-5 

はやぶさ後継機の着陸接近航法誘導の自律化 

助 教  森  治    主任研究員  照井冬人    大学院学生  岡田俊輔 

大学院学生  柳 尚也      教 授 川口淳一郎      教 授  橋本樹明 

准教授  久保田廣    主幹研究員 松本甲太郎      研究員  片山保宏 

 2005 年 11 月にはやぶさは小惑星イトカワに対し，2 度のタッチダウンを行った．この着陸接近運用では，はや

ぶさが撮像した画像を地上へ送信し，オペレータがはやぶさの位置を推定し，目標地点へ誘導した．本研究ではこ

の航法誘導を自律化し，はやぶさ後継機のタッチダウンで実際に採用することを目指している．小惑星と探査機の

相対姿勢は既知であるとし，まだ遠い段階では小惑星全体の形状を合わせ込むことによって位置を推定し，天体表

面上の特徴点が識別できるレベルになったら，その特徴点を用いて位置推定を行う方法を考案した．はやぶさのデ

ータをもとにこれらの検証を行い，よりロバストな方法についても提案し，評価を行った． 
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Ⅱ-2-g-6 

テザーサンプリング用コアラーの開発 

東工大・工  松永三郎    助 教  森  治    開発員  中谷幸司 

助 教  矢野 創                           

 次期小天体探査ミッションにおいて，イトカワ等の S 型小天体よりも柔軟性の高い C 型小天体でのサンプリン

グが検検されている．また，サイエンスの立場から，はやぶさサンプリングと比べ，より深い場所から，深さ情報

を保持したまま，よりたくさんのサンプルを採取することが求められている．これを実現するため，はやぶさサン

プリングにテザーを加えたテザーサンプリングを提案し，そのフィージビリティを検証している．今年度は，試料

採集器（コアラー）を開発した．特に，挿入・引抜を容易に実施できるよう形状・機構を工夫した． 

 

Ⅱ-2-g-7 

ラブルパイル小惑星の構造に対する工学的考察 

教 授 川口淳一郎    助 教 矢野 創    大学院学生  三和裕一 

助 教  森  治                            

 イトカワはがれきの積み重なった小惑星（ラブルパイル小惑星）であり，形状・地表面の土砂の大きさの分布の

偏りなど，通常の惑星には見られない特徴が確認された．これらの特徴は粒子間の引力・摩擦，自転による遠心力，

隕石落下時の衝撃等が複合的に組み合わさって生じたと考えられる．そこで，ラブルパイル小惑星を模擬した多粒

子モデルを構築し，これに適切な振動を加えることによってどのような挙動を示すか数値的に解析した． 

 

Ⅱ-2-g-8 

バイアスモーメンタム衛星の姿勢に依存する安定性解析 

教 授 川口淳一郎    大学院学生  北島明文    助 教  森  治 

 はやぶさは 3 台の中 2 台の RW が故障したため，残り 1 台の RW を用いてバイアスモーメンタム方式の姿勢制

御を実施している．これは非常にシンプルな制御法であるが，2007 年 3 月に姿勢を乱した．そこで，バイアスモ

ーメンタム衛星の安定性解析を行った結果，姿勢角が慣性乗積と絡むことによって運動に影響を与え，ニューテー

ション運動が発散または収束する現象を明らかにした．さらにこれを踏まえ，バイアスモーメンタム衛星の設計指

針を示した．現在，安全な姿勢マヌーバについて検検中である． 

 

Ⅱ-2-g-9 

ロケット運用の効率化とリスクに関する研究 

助 教  竹前俊昭    教 授  嶋田 徹 

 ロケットの製造から打上げに至る運用のうち，特に組立と組立後の健全性確認試験に関して，効率を上げ・費用

を下げ・かつ信頼性を損なわない形態について研究した． 

 解析した具体的な内容は，ある一つのコンポーネントに「組み立てる」作業と，組立後の健全性を確認する「試

験」の 2 つに限定した．そして A：組立毎に試験を行う場合（ノミナルケース）と，B：途中の試験を省略して最

後の試験のみを実施する場合（省略ケース）の 2 つに分け，それぞれのケースにおいて，試験で問題が発見された

場合の戻り作業も含めた工程数を算出した．そして作業が不具合を起こす確率（故障確率）を導入し，それぞれの

ケースでの期待工数を求めた．これらより，両ケースの期待工数の比と，試験を省略して作業を継続する最大組立

作業回数に関して，故障確率を変化させた場合の検検を行った． 

 その結果，故障確率の向上（低減）と期待工数の低減効果は，期待工数を 60％程度低減するまでは，比較的容

易に効果が現われるが，それ以上に低減を考える場合には，故障確率を桁違いに低減させなければならない事を示

した．また，仮に非常に低い故障確率が達成できたとしても，期待できる工数低減は 50％弱までである事を示し

た．これらの結果に基づき，理論を実用に応用する際の考え方について示唆した． 
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Ⅱ-2-g-10 

宇宙教育における水ロケットの研究 

助 教  竹前俊昭 

水ロケットは加圧した空気が水を押し出して推力を得て飛び，本体に炭酸飲料のペットボトルを使用するところ

からペットボトルロケットとも呼ばれている．水ロケットの魅力は身近な材料で簡単に作れる事，そして何より予

想以上に良く飛ぶ事であろう．日本では，手軽さと楽しさから JAXA 施設の一般公開を始め，各種イベントや科

学工作教室，そして学校教育でも取りあげられている．ここでは，水ロケット実践例を次の 3 種類に分け，それぞ

れのねらいや効果等の特徴を分析し，更によりよい教材にするための研究を行った． 

①キット化された水ロケットを作る体験版 

②1つのテーマを追求する研究版 

③創意工夫で新たな水ロケットを作るアイデア版 

これらの実践例より，水ロケットは本物のロケットにつながる飛行原理を学ぶ事ができるのは勿論，様々な物理

現象に目を向ける要素を多く含んでいる事を示した．また，水ロケット活動を通して，子ども達に科学実験の基礎

（観察・試行・分析・考察，等）や科学的思考法が身に付く事を示し，水ロケットは広がりのある，奥の深い教材

である事を示した． 

 

Ⅱ-2-g-11 

固体ロケットプルームによる電波干渉に関する研究 

准教授  小川博之    准教授  船木一幸    開発員  坂井智彦 

 固体ロケットプルームによる電波干渉の物理現象の解明と，それを精度良く予測するための研究を行っている． 

 

Ⅱ-2-g-12 

再使用観測ロケットのシステム検討 

准教授  小川博之    助 教  野中 聡    助 教  成尾芳博 

教 授  稲谷芳文                           

 再使用宇宙輸送システム研究の第 1段階として，将来型のシステムが持つべき最低限の要件である「再使用性」

を付与した観測ロケット実験機を短期間で開発し，観測ロケットとして実際に航空機と同様の繰り返し運用をする

ことにより，宇宙輸送システムの完全再使用化に向けた総合的基盤の形成とさらに次の研究開発を加速することを

提案している．再使用観測ロケット実験機の仕様として，到達高度 120km，ペイロード 100kg，1 フェールオペラ

ティブ（1 故障許容）等を仮定し，システム検検を行っている．今年度は，再使用観測ロケットのユーザーに対す

る調査を実施し，定常運用要求・ミッション要求を定義した．定常運用要求・ミッション要求からシステム要求を

ブレークダウンし，定常状態における機体及びエンジンの整備計画を策定し，システム運用コストを算出した．プ

ロジェクト準備審査に向けた活動を行った． 

 

Ⅱ-2-g-13 

「BepiColombo」計画における水星磁気圏探査機の熱設計 

准教授  小川博之    開発員 福吉芙由子    主事補  岩田直子 

 ESA のコーナストーンミッション：「BepiColombo」国際水星探査計画において，宇宙研が担当する水星磁気圏

探査機の熱設計を行っている．各サブシステムで作成されたサブシステム熱数学モデルをシステム熱数学モデルに

結合し，詳細な熱解析を行うとともに ESA 側の探査機との熱的インターフェースについての熱設計解析を行った． 
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Ⅱ-2-g-14 

内惑星探査機用導電性耐熱白色塗料評価 

准教授  小川博之    開発員 福吉芙由子    主事補  岩田直子 

助 教  豊田裕之                           

 内惑星探査機用の白色塗料の評価を，内惑星熱真空環境シミュレータ等を用いて行っている．各種白色塗料につ

いて，低温晒し試験，高温晒し試験，温度サイクル試験，模擬太陽光連続照射試験を実施し，熱光学特性の劣化特

性を取得した．また電子銃を用いて帯電評価のための準備を行った． 

 

Ⅱ-2-g-15 

Magnetoplasma Sailの推力発生機構の解明 

東大・工学部・大学院学生  西田浩之    准教授  小川博之    准教授  船木一幸 

助 教  藤田和央    教 授  稲谷芳文              

 太陽から流出している高速プラズマ流である太陽風の運動量を，探査機で発生した磁場によって受ける

「Magnetoplasma Sail」の推力発生機構：太陽風の運動量が探査機の推進力に変換されるメカニズムの解明を目指し

電磁流体解析を行った． 

 

Ⅱ-2-g-16 

再使用ロケット実験機「PVI」の地上操作・運用 

准教授  小川博之    准教授 徳留真一郎    助 教  野中 聡 

助 教  成尾芳博    教 授  稲谷芳文              

 再使用ロケット実験の目的の一つに地上運用の効率化・簡素化がある．RVT 実験において地上オペレーション

を実践することにより，将来型の完全再使用宇宙輸送システムの効率的運用の実験的研究を行っている．今年度は

液体水素ターボポンプ特性取得単体試験，システム燃焼試験試験において，ターボポンプ式エンジンの運用の実践

的研究を行なった． 

 

Ⅱ-2-g-17 

2液式スラスタの最適化設計に関する研究 

総研大・大学院生  大南香織    准教授  小川博之 

 衛星の姿勢制御・軌道制御に用いられている 2液式スラスタにおいて，スラスタ壁面フィルム冷却を考慮した最

適設計法に関する研究を行なっている．「はやぶさ」に用いられているスラスタを数値モデル化し内部化学反応流

を解析することにより，現象の理解と設計手法の考察を行なっている．今年度は詳細化学反応モデルに対して感度

解析と反応経路解析を実施し，スラスタ設計に支障のない範囲で反応モデルの規模を最小限にした縮小化反応モデ

ルを構築した．また得られた縮小化反応モデルを用いて 500N セラミックスラスタの 3 次元化学反応多相流解析を

試みた． 

 

Ⅱ-2-g-18 

将来型宇宙機搭載用 LHSPS の研究 

宇宙航空プロジェクト研究員  長野方星    開発員 福吉芙由子    東北大・助教  永井大樹 

准教授  小川博之                              

 将来宇宙ミッションでは，従来の方式では実現が困難な熱制御技技が要求される．本研究では「高い熱輸送能

力」と「可変熱輸送能力」，「微小電力温度制御」，「熱スイッチ機能」を有する高機能二相流体ループデバイスを開

発し，将来ミッションの実現にブレイクスルーをもたらすことを研究目的とし，高機能・高性能ループヒートパイ

プの研究を実施している．今年度は高機能化のためのリザーバ制御によるループ温度制御機能を確認し，設計・性

能予測に資する定常解析モデルを構築した．また小型化・高性能化の鍵となる高性能ウィック材料の特性評価を行
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った． 

 

Ⅱ-2-g-19 

MLI 層間残留気体の排気に関する研究 

主事補  岩田直子    准教授  小川博之 

 ロケット打ち上げ時のフェアリング内気圧減少に伴い，MLI 層間残留気体の排気が問題となっている．MLI の

実装設計に資するため，MLI 層間残留気体の圧力予測に必要な解析モデルの構築と，MLI に設けられた排気孔の

流動特性を実験的に取得した． 

 

Ⅱ-2-g-20 

宇宙飛翔体の再突入落下に関する研究 

教 授  中島 俊    教 授  稲谷芳文    准教授  山田哲哉 

 地球周回衛星や衛星打上げロケット上段は，軌道周回中の大気抵抗により徐々にその高度を下げ，数年から十数

年のうちに地上に再突入落下する場合がある．実際に現在軌道周回している飛翔体及び，今後軌道投入する飛翔体

を対象に，安全なシステム設計，飛行計画の策定のため，再突入落下体の溶融解析に加え加熱実験を行ない，宇宙

飛翔体の残留落下性に関する研究を行なっている． 

 

Ⅱ-2-g-21 

惑星突入カプセルの研究 

准教授  山田哲哉    教 授  石井信明    教 授  稲谷芳文 

 惑星突入ミッション，特に金星気球計画，木星突入ミッションを対象に，大気突入する惑星プローブの概念的設

計研究を行っている．高温高圧大気をもつ金星への突入プローブは，ソークバック（熱の漏れ流入）による内部温

度上昇を避けるため，短時間の飛行，耐熱に優れたシステムを持つものとし，一方，木星プローブは超高速突入に

起因する高加熱環境に耐えるために熱防御システムの充実を目指している． 

 

Ⅱ-2-g-22 

惑星大気突入環境模擬のための誘導加熱ヒータの研究 

准教授  山田哲哉    教 授  稲谷芳文 

 金星，木星など将来の惑星突入ミッションを想定し，大気突入する惑星プローブが遭遇する飛行環境を模擬する

ため，種々の気体の高エンタルピ化を行う装置として，誘導加熱原理を応用した小型ヒータを設計開発し，装置自

体の作動特性の取得，レーザよる熱空気力学的な気流の特性診断，各種耐熱材料試験への適用研究を行っている． 

 

Ⅱ-2-g-23 

金星探査気球システムの研究 

准教授  山田哲哉    助 教  井筒直樹    教 授  石井信明 

助 教  藤田和央    助 教  野中 聡              

 金星の低高度約 35km に浮遊させることを目標とした水蒸気を浮揚ガスに用いる気球システムの研究を行ってい

る．気球のライフタイムの向上には水蒸気透過度を可能な限り小さくする必要があり，耐熱性高分子フィルムに薄

膜金属等による多層コーディングを行うとともに，それらの熱伝達特性を計測している．高温下における水蒸気透

過度，熱伝達特性データを充実させつつ，システム全体の研究を行っている． 
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Ⅱ-2-g-24 

次世代軽量アブレータの研究 

准教授  山田哲哉    教 授  安部 隆士 

 地球周回軌道からの再突入，惑星突入ミッション（金星気球計画，木星突入ミッション等）を対象に，大気突入

する小型カプセルの耐熱材料としての軽量アブレータの開発研究を行っている．繊維（カーボン，シリカ），樹脂

（フェノール，シリコーン），及び添加軽量体（コルク，各種マイクロバルーン）等の選定，配合を変え，加熱試験

を行なうとともに，解析を行なった開発研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-g-25 

再使用観測ロケットの機体システムに関する研究 

助 教  野中 聡    准教授  小川博之    助 教  成尾芳博 

教 授  稲谷芳文                           

 再使用輸送システムでは信頼性の高い設計が要求され，万が一故障しても安全に飛行を続けるまたは帰還すると

いった「故障許容」という考えが不可欠である．また効率的かつ安全な運用なくしては低コストなどの再使用のメ

リットを示すことができない．そのようなシステムを構築するため，再使用観測ロケットのシステム検検において

FTA（Fault Tree Analysis）を設計段階から取り入れた高信頼性設計手法を試行し，ヘルスモニタやフルタイムアボ

ート，クイックターンアラウンドなどについての検検を行い，機体のサイジング，エンジン性能などの各サブシス

テムへの設計要求を明らかにした．また検検結果を運用方策へ反映した． 

 

Ⅱ-2-g-26 

再使用観測ロケットの飛翔性能に関する研究 

助 教  野中 聡    准教授  小川博之    教 授  稲谷芳文 

 高度 120km への到達を目指す再使用観測ロケットの飛翔性能を解析し，システム要求として必要な空力特性，

推進性能，構造重量，機体サイズについて検検した．より高い高度への到達には上昇時の空力抵抗による損失を低

減する必要があり，そのための機体形状の検検を行い，風洞試験により空力特性を取得した．また高高度でのエン

ジン性能の改善のためデュアルベルノズルの効果について検検し，必要なノズル開口比などを明らかにした．さら

に機体サイズおよび構造重量についてもシステム要求としてまとめた． 

 

Ⅱ-2-g-27 

再使用観測ロケットの空気力学とダイナミクスの研究 

助 教  野中 聡    准教授  小川博之    教 授  稲谷芳文 

 垂直離着陸システム固有の空力的課題として，着陸時に主エンジンの推力により減速するため（1）エンジン逆

噴射の際に外部主流とエンジンプルームとが干渉し空力特性に影響をあたえる，（2）ノーズファーストでエントリ

ーする場合には着陸前に機体転回運動が必要になる，などが挙げられる．垂直離着陸型再使用ロケットの空気力学

について風洞試験での 6 分力計測や表面圧力計測を行い，逆噴射が空力特性に与える影響を明らかにした．また

PIV（Particle Image Velocimetry）法を用いて流れ場を可視化することで，これまでタフト法やオイルフローでは見

ることができなかった流れの干渉領域や機体近傍での流れのはく離の様子を詳細に捉ることができた．この結果か

ら機体側面での流れのはく離が空力特性に大きく影響することを明らかにした．これらの研究から得られた結果を

システム要求として定量化し，再使用ロケット実験機の機体設計へ反映した． 
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Ⅱ-2-g-28 

再使用観測ロケットの要素技術試験の検討 

助 教  野中 聡    助 教  成尾芳博    准教授  小川博之 

教 授  稲谷芳文                           

 再使用観測ロケットの研究開発に向けて必要な要素技技をまとめ，それぞれの単体試験の検検を行った．スロッ

シング試験，タンク排液試験，センサ開発試験／水素ガスセンサ試験，リサーキュレーション試験，高速ネットワ

ーク試験，小型モデル滑空試験，ヘルスモニタ試験，の各試験装置および試験条件を検検した． 

 

Ⅱ-2-g-29 

液体水素推進システムの安全かつ効率的な運用に関する研究 

助 教  野中 聡    助 教  成尾芳博    開発員  八木下剛 

 クリーンで高性能な液体水素は将来の大量宇宙輸送を実現するための完全再使用型システムの推進剤として欠か

すことができない．また安全で効率的な水素の取り扱いは将来の輸送システムの運用にとって重要な課題である．

液体水素を用いた推進システムの安全かつ効率的な運用を目指し，再使用ロケット実験機の実運用および要素技技

試験を行った．実際の運用から液体水素の効率的な充填方法や水素の漏洩検知，安全な排気および残液処理など検

検し経験を備蓄し，運用時間の短縮と課題の抽出をした．要素技技研究として液体水素注液ラインを自動離脱する

ための極低温カプラを試作し，その離脱試験を行い，運用方法に対する課題を明らかにした． 

 

Ⅱ-2-g-30 

再使用ロケット実験機の極低温推進剤スロッシングに関する研究 

助 教  野中 聡    東京大学  姫野武洋    助 教  成尾芳博 

 液体推進剤の挙動はロケットのダイナミクスに与える影響が大きく詳細にモデル化しなければならない．またエ

ンジン再着火時に推進剤吸引口に気泡が存在すると着火に失敗する可能性があり，液体推進剤の挙動を正確に予測

する必要がる．再使用ロケット実験機の飛翔時における液体推進剤の液面挙動について実験と数値解析による研究

を行った．縮小タンク模型を用いた横加速度負荷試験により相似流れを実現し，自由表面流を模擬する数値解析に

より再現することで内部デバイスの効果を評価した．その結果，放物飛行中に横風を受けた場合でも内部デバイス

によりエンジン再着火が可能であることを示した．また姿勢制御に対する要求を定量化した． 

 

Ⅱ-2-g-31 

次期固体ロケットの空力特性に関する研究 

助 教  野中 聡    基幹本部  福添森康    開発員  入門朋子 

准教授  小川博之                            

 次期固体ロケットの設計検検に必要とされる機体の空力特性について検検した．1/45 スケール模型による風洞

試験を行い，マッハ数 0.5 から 4.0までの空力特性を取得し，設計に使用するために空力係数ベースラインを求め

た．また M-V ロケットの空力特性と比較し，形状の違いによる効果について検検した． 

 

Ⅱ-2-g-32 

観測ロケット（S-310/S-520）の風補正軌道解析 

助 教  野中 聡    開発員  山本高行    教 授  石井信明 

 制御系のない観測ロケットは風により軌道が大きく変化する．軌道をノミナル値に近づけるため，風による軌道

の補正は重要である．観測ロケットの打ち上げ実験において OP 班として軌道設計および風補正を行った．ノミナ

ル軌道の設計には観測担当からの各要求をまとめ，飛翔解析プログラムにより最適化を行った．また打ち上げ時に

は気象ゾンデによる風向風速計測を行い，6 自由度軌道解析により打ち上げ発射角の風補正を行った．これまでの

打ち上げにおいて的確な風補正が行われ，飛翔には全く問題なかった． 
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Ⅱ-2-g-33 

観測ロケット（S-310/S-520）の空気力学に関する研究 

助 教  野中 聡    准教授 小川博之    教 授  稲谷芳文 

 観測ロケット（S-310/S-520）のアンテナや尾翼部分，頭頂部における空力加熱の検検を行った．また，飛翔中

のノーズコーン内部のベンティング解析を行い，頭胴部内部圧力履歴を予測した．それぞれ飛翔結果から問題がな

いことを確認した． 

 

 

ｈ．宇宙輸送工学研究系 

 

Ⅱ-2-h-1 

ロケットプルームからの空力騒音予測に関する基礎的研究 

 教 授  藤井廣井
 

      准教授  高木亮治    大学院学生  野々村拓 

大学院学生  後藤良典             情報・計算工学センター研究員  堤 誠司 

情報・計算工学センター研究員  福田紘大           情報・計算工学センター主幹開発員  嶋 英志 

 ロケットに代表される輸送システム打ち上げ時に生ずるプルームに起因した音響振動は輸送システム本体の信頼

性のみならず衛星等のペイロードの信頼性にも大きな影響を与える課題である．しかしながら，ロケットプルーム

音響に対する高精度の予測方法は未だに確立しておらず，実験結果や実測値を組み合わせて構成された半経験式に

基づいた推算式が国内外において使われてきた．本研究ではロケットプルームを超音速フリージェットとしてモデ

ル化し，高次精度の CFD を用いて解析をおこなうことで，超音速ジェットの基礎的な音響波放射の特性を把握す

るとともに，現在情報・計算工学センターで行っているより現実的なモデルを用いた空力音響解析と連携すること

で，ロケットプルーム音響の高精度予測方法を確立することを目的としている．本年度はロケットプルームを単純

な超音速フリージェットとしてモデル化して数値解析を行い，ジェットから発生する音波を解析した．現実問題で

特に重要となる低周波の音波，および，下流方向に放出されるマッハ波を様々なジェット条件で解析し，その特性

を明らかにした．付け加えて音源が雰囲気から見た超音速領域に存在することなどを明らかにした． 

 

Ⅱ-2-h-2 

羽ばたき型火星航空機の空気力学に関する研究 

教 授  藤井廣井    助 教  大山 聖    技術研修生  宮崎斐子 

技術研修生
 Roel Muller                             

 近年，次世代の火星探査のアプローチの一つとして，羽ばたき型の航空機による探査の実現を目指した研究を進

めている．これまで，数値流体力学と最適化手法を用いて，2 次元羽ばたき運動における揚力最大化，推力最大化，

消費エネルギー最小化の間に存在するトレードオフ関係や，各設計変数が性能に与える影響についての考察を行っ

てきた．本年度は，2 次元運動を個別運動要素に分けた解析を行ってそれぞれの効果を明確化するとともに，数値

流体力学を用いて 3 次元羽ばたき運動の解析を行い，3 次元羽ばたき運動特有の現象であるスパン方向流れや翼端

渦が羽ばたき運動の性能を評価するうえで無視できないことを示した．また，2 次元羽ばたき運動においては，翼

の上下運動とピッチング運動の位相差は 90°程度が最適であることがわかっているが，3 次元羽ばたき運動では打

ち下ろし時の翼下面の圧力上昇が性能に大きく影響し，必ずしも位相差 90°が最適とは限らないことが明らかに

なった． 
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Ⅱ-2-h-3 

火星航空機のための能動流体制御デバイスを用いた流体制御に関する研究 

教 授  藤井廣井      特別共同利用研究員  岡田浩一      大学院学生  二宮由光 

大学院学生  浅田健吾          横国大・工  宮路幸二                

 高解像度で広範囲の探査が可能な航空機による火星探査を実現するためには翼の揚力係数の大幅な向上が必要に

なる．翼の揚力係数を大きくするためには小さくてかつ能動的な制御が可能な流体制御デバイスが有効である．本

研究は，プラズマアクチュエータやシンセティックジェットを用いた動的流体制御法に注目し，数値解析と風洞実

験を行うことで流れの制御メカニズムを解明し，効果的な空力制御デバイス利用の知見を得ることを目指したもの

である．本年度はプラズマアクチュエータに関してはバースト波に着目し，バーストパラメータの変化による翼流

れ剥離制御効果を 2 次元風洞実験により調べ，バースト比率 10%前後，かつ，高いバースト周波数において優れ

た剥離制御効果が得られることを示した．シンセティックジェットに関しては，無風条件でのシンセティックジェ

ット特性把握のためジェットの高次精度 3 次元計算をおこなった．その結果，実験と計算の結果の定性的な相違は

流れの 3 次元性に起因し，正しいジェットの擾乱速度を得るには 3 次元計算が必要であることがわかった．また，

高いレイノルズ数，低いレイノルズ数それぞれの流れ特性の違いが明らかになった． 

 

Ⅱ-2-h-4 

デルタ翼に関する空気力学的基礎研究 

教 授  藤井廣井      助 教  大山 聖    技術研修生  小川 烈 

大学院学生  川口 孟    技術研修生  網谷修男                

 超音速旅客機，MAV/UAV，また将来の水平離着陸型の宇宙往還機などにも用いられるデルタ翼の空気力学的は

宇宙航空分野にとって大切な研究分野である．デルタ翼まわりの流れ場に関する研究は数多く存在するが，未だ理

解が不十分な点も多い．本研究では，惑星探査航空機や MAV などの低レイノルズ数で巡航する機体で利用がされ

る比較的低後退角のデルタ翼を主たる対象とし，その中でも残された課題のいくつかとして，丸い前縁を持つ翼の

空力特性を対象とした研究を進めている．特に，現実の宇宙往還機などに使われると考えられる丸い前縁を持つデ

ルタ翼まわりの遷音速・超音速流れ場もあまり知られていないことを考慮し数値シミュレーションにより広い範囲

の後退角のデルタ翼で錐状流的な仮定が成立し，翼前縁に垂直な，一様流マッハ数成分と迎角でおよその流れ分類

ができることを示した．一方で，一様流が遷音速のときにはこのような分類が成立しないことを示した．実験面で

は，大型風洞を用いた実験を行い，超音速・高迎角時に 2 つの分類パターンが同時に現れる mixed flow が現れる

ことを再現実験において確認した． 

 

Ⅱ-2-h-5 

高速移動体の凸部から生じる壁面圧力変動の数値力学的研究 

教 授  藤井廣井    大学院学生 岡本謙太朗    特別共同利用研究員  大越元晶 

 乱れが作る空力音響の特性とその低減化を目指した研究を進めている．本研究は乱流境界層と干渉する凸部形状

が作る圧力時間変動場の理解からその特性を知り，流体力学としての基礎研究を進めると同時に，航空宇宙分野の

みならず多くの機器が作り出すさまざまな騒音問題とその低減化を目指したものである．本年度は前方上部に角を

持つ凸部形状と角部に丸みをおびせた凸部形状まわりの流れの解析を行い，角部の有無によらず凸部先頭で流れが

剥離してバブルを形成することを確認した．バブル内では，角を持つ凸部の場合は音源のピーク周波数が上がるほ

ど音源は上流に存在するが，角部がない凸部ではほとんど音源位置は変化しないことが分かった．また本解析では

ピーク周波数の壁面圧力変動の大きさはバブルの大きさにかかわらずほぼ同じ大きさになった． 
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Ⅱ-2-h-6 

多目的空力設計探査のためのデータマイニング手法の比較研究 

教 授  藤井廣井    助 教  大山 聖    大学院学生  立川智章 

 はばたき型火星航空機の設計やロケットエンジンの設計などの宇宙工学分野における設計には，多目的最適化手

法とデータマイニング手法を組み合わせた多目的設計探査が有効であると考えられる．多目的設計探査は多目的最

適化問題の目的関数同士の関係，設計変数と目的関数間の関係など，設計者や研究者にとって有益な情報を引き出

すことが可能である．しかしながら，多目的最適化によりえられる多数の最適解群（非劣解群）から設計者に有用

な情報を引き出す方法についてはまだ十分に研究されていない．本研究では，自己組織化マップ，散布図行列，ヒ

ートマップなどのデータマイニング手法を羽ばたき運動の多目的最適化で得られた最適解群に適用し，それぞれの

データマイニング手法の特徴を整理した．今後はこの成果を元に新しいデータマイニング手法を開発する予定であ

る． 

 

Ⅱ-2-h-7 

斜め平板に衝突する不足膨張噴流に関する研究 

教 授  藤井廣井    大学院学生  後藤良典 

 平板衝突噴流に代表される現象はロケットの打上げ時や多段ロケット切り離し，惑星探査機の離着陸時などに見

られ，複雑な衝撃波構造をもち，平板と噴流のなす角度やノズル・平板間距離の変化によって流れ場や平板表面の

圧力分布などが大きく変化する，工学的にも流体力学的にも興味深い現象である．本研究ではシュリーレン画像計

測と感圧塗料による表面圧力計測，そして数値シミュレーションを用いて，流れ場の三次元的な構造の解明をめざ

している．本年度は昨年度行った高精度な数値計算により明らかになった循環領域の 3 次元的な構造などに着目し，

実験結果を再整理した．その結果，高精度な数値計算により明らかになった詳細な流れ場はこれまで得られた実験

結果と定性的に矛盾しないことを明らかにした．これまでの成果を元に，平板と干渉するロケットプルームからの

空力騒音予測に関する基礎的研究を今後行っていく予定である． 

 

Ⅱ-2-h-8 

設計開発プロセス情報化による基幹ロケットの高信頼性化に関する研究 

教 授  藤井廣井    准教授  高木亮治                助 教  大山 聖 

情報・計算工学センタープロジェクト研究員 藤本圭一郎      宇宙基幹システム本部研究員  飯塚宣行 

情報・計算工学センター開発員  角 有司    宇宙基幹システム本部主幹開発員  沖田耕一 

 基幹ロケットバルブの信頼性を向上させるための設計開発プロセスの情報化に取り組んでいる．今年度は，FTA

から詳細 FMEA への自動変換手法，故障リンクのネットワーク構造表現方法などを確立した．またその研究成果

をベースに詳細 FMEA/FTA 利用支援ツール，QFD 利用支援ツール，材料データベース等の基本システムを開発し

た．さらに，ターボポンプインターフェース部に関する情報の共有を効率的かつ確実に行うための手法の研究を行

い，その成果に基づいた情報共有システムβ版を作成した．本研究により開発されたツール群・情報システムは実

際の JAXA 基幹ロケットの概念設計等で利用されつつある． 

 

Ⅱ-2-h-9 

電気推進システムの宇宙応用 

教 授  國中均准    教 授  船木一幸      准教授  西山和廣 

准教授  山田哲哉    助 教  小泉宏之    主任開発員  清水幸夫 

研究員  細田聡史                             

 2003 年に打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ」に搭載されたイオンエンジンの飛翔データを解析し，性能評価

を行った．作動積算時間 3万 1千時間の宇宙運用を通し，宇宙機システムにおいて電気推進単体が有するべき機能

や性能に関して，大いなる知見・経験を得た．地球帰還に向けた復路軌道変換を実施中であり，宇宙運用経過に伴
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う性能の変化を引き続き監視している． 

 

Ⅱ-2-h-10 

マイクロ波放電式イオンエンジンの大型化に関する研究 

教 授  國中 均      准教授  西山和廣    主任開発員  清水幸夫 

研究員  細田聡史    東大大学院  豊田康裕                

 マイクロ波放電式イオンエンジンの推進性能の向上を目指し，これまでの有効直径 10cm から 20cm に拡大した

イオン源の研究を実施している．自動運転装置により 1000 時間級のイオン加速長時間作動に成功した．平行して

グリッドの加速孔を計測するシステムを構築し，作動時間の経過に伴う加速孔の形状変化を分析した． 

 

Ⅱ-2-h-11 

ロケット・衛星搭載用コンタミセンサＱＣＭの開発 

准教授  西山和廣    教 授  國中 均    インターンシップ 西村太一郎 

 地上での製造・各種試験・射場作業・打ち上げを通じて衛星の局所的な粉体による汚染履歴を記録・再生できる

小型コンタミセンサの開発を目指している．ＱＣＭセンサに対して，振動試験・放射線試験を施し，宇宙応用のた

めの評価を実施した．質量 100ｇ，消費電力 1Ｗ以下のセンサを実現できる見込みを得た． 

 

Ⅱ-2-h-12 

マイクロ波放電式ホールスラスタの研究 

東大大学院  大野 章 

 直流放電によりプラズマ生成と加速を連続的に実行する従前のホール型スラスタに対し，マイクロ波放電により

生成したプラズマを直流電界により加速する 2段式ホールスラスタの研究を行っている．これまでは円筒型空洞共

振器を用いていたのに対し，同軸円筒型を新たに作成しプラズマ点火に成功した． 

 

Ⅱ-2-h-13 

高比推力イオンエンジンの研究 

教 授  國中 均    准教授  西山和廣    主任開発員  清水幸夫 

研究員  林  寛                             

 比推力 3,000秒程度のイオンエンジンの宇宙利用が進んでいるが，深宇宙航行ではさらに高比推力が望まれる．

これに対応するためには加速電圧が 1kV から 10kV へと高電圧化に成功した．グリッドの最適化設計を行い，性能

改善を進め，推力 27ｍＮ，比推力 1万秒を達成した． 

 

Ⅱ-2-h-14 

10cm 級マイクロ波放電式イオンエンジンの研究 

教 授  國中 均    助 教  小泉宏之    東大大学院 碓井美由紀 

研究員  林  寛                             

 マイクロ波放電式イオンエンジンは，無電極プラズマ生成と炭素複合材イオン加速電極を特徴としており，その

高信頼・長寿命は「はやぶさ」の深宇宙動力航行にて実証された．プラズマ生成機構に関して，定式化を行い，性

能を代表する制御パラメータの整理を行った．この理論に準拠して推進剤の投入方法の最適化を行い，推力を 2割

程度向上させることに成功した． 
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Ⅱ-2-h-15 

1cm 級マイクロ波放電式イオンエンジンの研究 

教 授  國中 均    助 教  小泉宏之 

 マイクロ波放電式イオンエンジンの宇宙利用範囲を拡大させるため，大型化のみならず小型化にも着目している．

「はやぶさ」小惑星探査機により宇宙実現した 10cm 級イオンエンジンを基本に 1cm 級システムの研究を行ってい

る．イオン源または中和器モード兼用で作動するプラズマ源を宇宙機に複数搭載し，電源の接続選択により，任意

の並進方向・回転方向に推力を発生しうる方式を新たに考案した． 

 

Ⅱ-2-h-16 

電気推進起源高速中性粒子による高層大気観測に関する研究 

教 授  國中 均    研究員  細田聡史 

 地球超高層大気は，電気的中性である原子状酸素がその大多数を占める．応答性が低いために，電波や光などに

よる遠隔観測が実施できない．そこで，既知の速度・時間・場所から放射された，自然界では稀な粒子種のイオン

が，中性大気と衝突し変換された高速中性粒子を遠方から観測すれば，高層中性大気の組成・密度・空間・時間分

布をリモートセンシングすることができる．宇宙観測の実証を目指して，粒子検出装置の研究を実施した． 

 

Ⅱ-2-h-17 

MSDアークジェットに関する実験的研究 

教 授  國中 均    特別共同利用研究員  中田大将 

 電気推進の宇宙利用が実現し，より大電力推進への期待がある．100ｋＷ超の電力範囲ではＭＰＤアークジェッ

トによる高比推力作動が有望である．性能向上を目指すため，電極降下領域に着目し，各種材料を陰極に用いて，

作動特性及び質量劣化の特性を取得した． 

 

Ⅱ-2-h-18 

粉体推進 

教 授  國中 均    東大大学院  斉藤健史 

 粉体は，物質相は固体であり，相変化を起こす液体や気体と比べ温度管理の許容範囲が広い．高圧を用いなくて

も高密度貯蔵が実現できる，固体推進剤の最大の問題点は「作動の断続」であるが，粉体を静電気や磁力を用いて，

小口で供給する方式はブレークスルーとなろう．この原理は，乾式コピーやレーザープリンタにおけるトナーの取

り扱いに既に利用されている．インパルス・平均推力・推進剤消費を同時計測できる，天びん型スラストスタンド

を新たに開発した．これを用いて，テフロン粉を Pulsed Plasma Thruster にて噴射させ，推進性能を評価した． 

 

Ⅱ-2-h-19 

宇宙機材料の電気絶縁の研究 

教 授  國中 均    研究員  林  寛 

 宇宙機に利用される各種材料は，宇宙環境にて複数種の効果を受けてその性能は次第に劣化する．しかし，各種

環境要因に対する変化の実験データは不十分でデータベース化は未だされておらず，専ら経験に基づいた材料選定

が行われている．本研究では材料の電気絶縁特性に着目し，温度・厚み・周波数・時間・電子線の各要素に対して，

各種宇宙機材料（テフロン，カプトン，ＲＴＶ，ガラエポ，等）の絶縁劣化特性を取得した． 

 

Ⅱ-2-h-20 

マイクロ波放電式イオンエンジン「μ10」の実利用衛星への適合化 

准教授  西山和廣    研究員  細田聡史 

 マイクロ波放電式イオンエンジンは，無電極プラズマ生成と炭素複合材イオン加速電極を特徴としており，その
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高信頼・長寿命は「はやぶさ」の深宇宙動力航行にて実証された．この技技を実利用衛星へ展開するには，科学衛

星特有の分散配置からイオンエンジンサブシステムとしてまとまったモジュール化する必要があるので，そのため

の改良を実施した．またシステム性能向上の一貫として，改良したＤＣブロックのＱＴ試験を実施した． 

 

Ⅱ-2-h-21 

宇宙機の電離層プラズマ干渉の研究 

教 授  國中 均    特別共同利用研究員  大上美帆 

 太陽電池など高電圧を露出した宇宙機が電離層を飛翔すると，宇宙プラズマや高エネルギー粒子との干渉を誘導

する．本研究は，各種干渉現象の内，イオンドラッグに着目し，小型衛星の姿勢制御への利用の feasibility を実験

室実験にて評価した．4cm規模の模型を，電離層プラズマ流に見立てた電気推進排気プラズマに挿入し，ここにイ

オンドラッグが及ぼすトルクの実測に成功した． 

 

Ⅱ-2-h-22 

電磁加速型高速プラズマ流シミュレータの開発 

准教授  船木一幸    東海大・院  木村俊之     東海大・院  上野一磨 

東海大・院  綾部友洋    主任開発員  清水幸夫    京大・生存圏  山川 宏 

准教授  小川博之      教 授  安部隆士     防衛大・工  中山宜典 

客員教授 都木恭一郎    東海大・工  堀澤秀之     東北大・工  安藤 晃 

 将来型宇宙推進として期待される磁気セイルをはじめ，超高速プラズマ流れと宇宙機との干渉を実験的に評価す

るため，電磁流体加速型プラズマ風洞の基礎開発を進めている．平成 19 年度は，プラズマ風洞を半値幅 1ms の準

定常パルスで運用し，1）高速高密度プラズマジェットのプラズマ密度・速度などの気流特性の評価と，2）磁気セ

イルを模擬した小型コイルをプラズマ気流中に導入した際の誘導磁場の測定，および，3）磁気セイルを模擬した

実験室シミュレーションにおける推力特性評価などを行った． 

 

Ⅱ-2-h-23 

宇宙機用超伝導コイルの研究開発 

准教授  船木一幸    京大・生存研  山川 宏    研究開発本部  杉田寛之 

京大・工  中村武恒    京大・生存研  小嶋浩嗣    京大・生存研  上田義勝 

京大・院  南祐一郎      京大・院 佐々木大祐                 

 磁気プラズマセイル搭載用高温超伝導コイルのスケールモデルの設計研究を進めている．平成 19 年度は，定格

電流 200A，130 ターン，直径（外径）270mm のビスマス系超電導コイルの試作を行い，予備実験として液体窒素

温度における通電試験を実施した． 

 

Ⅱ-2-h-24 

電磁プラズマ力学（MSD）アークジェットの電磁流体解析 

准教授  船木一幸      東工大・院  窪田健一    東工大・総理工  奥野喜裕 

筑波大・学  佐藤博紀    筑波大・シス情  藤野貴康                  

 MPD アークジェットは惑星間空間航行用システムの主推進機として実現が期待されていると共に，高速高密度

プラズマジェットを必要とする様々な地上実験においてプラズマ風洞としても利用されている．平成 19 年度は，

0.1T クラス磁場を印可した MPD アークジェットの動作特性を予測するための数値計算を行い，磁場中のアーク

放電によるプラズマ生成過程と加速過程を調べた． 
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Ⅱ-2-h-25 

レーザーアブレーションスラスタの研究 

東海大・工  堀澤秀之      准教授  船木一幸                

東海大・院  横山学思    東海大・院 佐々木勇介    東海大・院  高木優州 

東海大・院  住田聡太    東海大・院  小野智久                

 宇宙機用スラスタや高速流体試験用バリスティックレンジへの応用を目指して，様々なレーザーフルエンスにお

けるアルミ・カーボン及びシリカターゲットのアブレーション特性を調べている．パルス幅およそ 10ns のパルス

Nd:YAG レーザを直径 10μm から 500μm 程度の粒子に照射する実験を行い，粒子がアブレーションして飛翔する

ための条件を調べた．また，レーザーで生成されたプラズマを静電的または電磁的に追加速するレーザー複合型ス

ラスタの基礎実験を実施した． 

 

Ⅱ-2-h-26 

微小推力測定用スラストスタンドの開発 

准教授  船木一幸    長岡技科大・学  菅井光信    東大・理  安東正樹 

 重力波観測衛星の姿勢制御には，100μN クラスで安定に動作可能な推力スラスタが求められる．こうしたマイ

クロスラスタの性能評価のために，1μN からμ100N までが測定可能なスラストスタンドの予備的な設計を行った．

Pendulum 式と Torsion 式のスラストスタンドの検検を行った上で，静電アクチュエータおよびダンパを搭載した

Torsion式スタンドの試作を行った． 

 

Ⅱ-2-h-27 

マイクロアークジェットの研究 

東海大・工  堀澤秀之      准教授  船木一幸 

東海大・院  腰山厚志    東海大・院 澤田富智美 

 投入電力が 10W 程度の微小電力アークジェットについて実験ならびに数値解析による検検を行っている．

Nd:YAG レーザ第 5 高調波を用いたマイクロノズルの試作を行い，試作した推進機の推進性能を実験的に評価した．

さらに，ノズルの内部流・排気流の DSMC 解析を行い，マイクロノズルの推進性能について検検した． 

 

Ⅱ-2-h-28 

パルスデトネーションエンジンの真空中における部分充填効果 

准教授  船木一幸    筑波大・シス情  笠原次郎    筑波大・学  高島康弘 

 パルスデトネーションエンジン（PDE）では，シンプル構造にも関わらず，間欠的にジェットを生成することで，

エンジンに直接流入しない周囲空気に力を作用させて反作用を取り出すことが可能である．円筒状の PDE に部分

的に推進剤を充填した場合，推進剤後方の空気等を押し出すために，エンジン全体に推進剤を充填する場合に比べ

て，比インパルスが増大することが知られている．これは部分充填推力増大効果と呼ばれるが，本研究では，部分

充填された PDE を真空下で様々な充填比において推力計測を行い，上述の推力増大効果を評価した． 

 

Ⅱ-2-h-29 

展開型柔軟構造を有する再突入減速体の飛行実験の検討 

教 授  安部隆士   技術研修生  木村   

宇宙航空プロジェクト研究員  山田和彦     研究員  秋田大輔 

東京大学大学院新領域創生科学研究科 鈴木宏二郎               

 観測ロケットからの回収システムとして検検されている展開型柔軟構造による機体システムの飛行試験の準備を

行った．このシステムは展開形の柔軟なシェル構造を有した飛行体であり，特にその展開機構の開発を行った．展

開構造として，膨張構造と，展開リングのハイブリッド構造として，試作を行い，その有効性を確認した．また，
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その他搭載機器の開発も併せて行った．膨張構造については，実機大の模型を試作し，展開機能の確認と共に，そ

の強度に関する試験を行い，十分な強度を有することを確認した．次年度は，大気球を利用した機能確認試験を実

施する． 

 

Ⅱ-2-h-30 

観測ロケット用回収システムの検討 

教 授  安部隆士    宇宙航空プロジェクト研究員  山田和彦 

東大・新領域 鈴木宏二郎                        

 観測ロケットからの回収システムとして，展開型柔軟構造によるシステムの検検を行い，従来のシステムに対し

て優位であることを示している．回収システムの試作検検に行ない，有効性を確認している．今後は，耐環境性に

ついても検検を進め，観測ロケットを用いた飛行実験についても検検を進める． 

 

Ⅱ-2-h-31 

木星等外惑星大気突入に関わる熱空気力学の把握 

教 授  安部隆士    宇宙航空プロジェクト研究員  松田 淳    宇宙航空プロジェクト研究員  葛山 浩 

 木星大気等外惑星に突入するプローブの前面に生じる強い衝撃波で生じる高温ガスの状態を把握することは，プ

ローブへの加熱量を見積もる上で重要である．この実験では，過去に行われた実験の問題点を回避する手法を採用

して，そのような高温ガスの状態を把握することを目的とする．今年度は，予備的実験として，アルゴンに希釈さ

れた水素ガスを用いた気体中を進行する強い衝撃波について，その背後で生じる電離に伴う電子密度分布の計測を

行い，従来の物理モデルによる予測との比較検検を行った．結果として，アルゴンの電離による電子が卓越してい

るため，水素のそれについて従来のモデルの妥当性を検検することが困難であった．ただし，アルゴン中の強い衝

撃波は，プレカーサを伴う典型例であるため，そのプレカーサ部の構造を把握する手段について検検を行い，次年

度実験的に把握する目処を得た． 

 

Ⅱ-2-h-32 

電磁力による高エンタルピー流れの制御に関する研究 

教 授  安部隆士           大学院学生  河村政昭    研究員  滝澤勇二 

宇宙航空プロジェクト研究員  松田 淳   宇宙航空プロジェクト研究員  葛山 浩   基幹本部  伊藤勝宏 

静大・工・助教  大津広隆                                    

 惑星大気に再突入する宇宙機にとって空力加熱の低減は鍵となる技技である．この研究では，空力加熱の低減の

ため，電磁力とプラズマとの干渉を利用することが可能であることが期待されている．また，この技技により，再

突入機周りの流れの制御が可能であり，これを利用した宇宙機の飛行制御が可能であることが期待されている．本

研究では，地上実験および理論的に，これらのことが可能であることを実証することを目的とする．具体的は，弱

電離気体の流れを作りだすアーク風洞，高エンタルピー流れを生成する装置として，エクスパンションチューブ，

衝撃風洞を用い，高エンタルピー流れの中に置かれたモデル前方の衝撃層の解析を行っている．その結果，モデル

前部に配置された磁場の効果により，衝撃波の位置がさらに前方に移動する効果を見いだしている．さらにこの効

果による抗力の増大を実験的に明らかにした．実験と併行して，数値解析を行い，実験結果の妥当性を把握してい

る．その際，ホール効果，希薄気体効果など，物理モデルの精密化を行っている．さらに，得られら実験的に得ら

れた結果の理論的な再現についても，検検を進めた． 
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Ⅱ-2-h-33 

「電磁力による高エンタルピー流れの制御技術」の実証飛行実験の検討 

教 授  安部隆士    芝浦工大    海洋大 

京  大                

 惑星大気に再突入する宇宙機にとって空力加熱の低減は鍵となる技技である．この研究では，空力加熱の低減の

ため，電磁力とプラズマとの干渉を利用することが可能であることを実証することを目的とする．この技技に関す

る地上実験や，理論的研究を踏まえて，飛行実験による実証の可能性を検検した．飛行実験は，弾道飛行する大気

再突入機を利用することとし，本技技を実証するために必要な搭載機器の搭載性を検検した．搭載機器は，強磁場

発生装置，駆動電源，計測措置および制御装置である．各機器の搭載性，必要質量，環境などを検検した．特に強

磁場発生装置については，バルク超伝導体を用いる方式について検検し，その冷却系について設計を行った．冷冷

としては，固体の窒素が適当であることを確認した．その際に問題となるライアウトを防ぐ方式を検検し，見通し

を得た． 

 これらの検検結果として，SS520 観測ロケットを利用したシステムにより，必要な飛行実証が可能であることを

確認した． 

 登載予定のバルク超電導体の着磁性能を把握して，十分な性能があることを把握すると共に，観測ロケット登載

時の振動環境への耐環境性についての試験を行い，十分な性能を持っていることを確認した． 

 

Ⅱ-2-h-34 

プラズマアクチュエータ効果による低速流れの制御に関する研究 

教 授  安部隆士    大学院学生  田口   

 低速流れにおけるプラズマアクチュエータ効果を実験的に明らかにすることを目指し，実験装置の組み上げとと

もに，予備的な実験を行った．このプラズマアクチュエータ効果は，DBD を利用したものである．プラズマアク

チュエータの作動メカニズムを明らかにすることを目指し，特に，高電圧波形と生成力との関係を明らかにするこ

とを目指した．その結果，高電圧のある種の位相において強い生成力が発生することを明らかにした． 

 

Ⅱ-2-h-35 

超低密度アブレータの開発 

教 授  安部隆士    准教授  山田哲也    共同研究員  横田力男 

総合技術研究本部（複合材料技術開発センター） 小笠原俊夫                

総合技術研究本部（複合材料技術開発センター）  石川雄一                

 惑星探査などで利用される大気突入プローブでは，耐熱構造を軽量化することにより，ペイロード重量を増加さ

せる必要がある．このため，低密度アブレータ材の開発を進めている．従来の比重 1.5 程度のアブレータに対し，

低い比重を持つアブレータ材の試作を進め，比重 0.2 程度のアブレータ材の開発に成功していた．種々の製作法に

基づく，アブレータ材を作製し，そのの性能を加熱試験で把握するとともに，過熱試験後の供試体については，

SPRING-8 での X 線 CT 像を取得して，内部構造についても検検を進めた．対加熱性能は，まだ改良の余地がある

ものの，当面の目標をクリアしている． 

 

Ⅱ-2-h-36 

固体ロケット内部旋回流と発生トルクの数値解析 

教 授  嶋田 徹    研修生  本江幹朗 

 M-14 モータに類似のグレイン及びノズル形状をもつ固体ロケットの内部流れを，三次元数値流体シミュレーシ

ョンを用いて調べた．解析結果より，対称型定常解の安定性を評価し，初期形状（t=0 のケース）に対し不安定で

あること，その際，複数の安定な非対称解が見受けられること，そしてその他のケース（t>1.6）においては，対

称型定常解が安定に存在することを見出した．また，各ケースについてロールトルクを評価した．その結果初期形
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状の場合，十分発達した旋回型定常解の場合には約 20,000N-m もの大きなロールトルクを示し，途中で見受けら

れた準定常的な旋回型の流れ場においては，約 3000N-m 程度のロールトルクとなった．その他のケースにおいて

は，ほぼゼロに近い値が得られた．これらの解析結果は初期擾乱（点火等）により対称型流れの不安定性が誘起さ

れて旋回流が発達し，大きなロールトルクが発生した後，グレイン表面の後退と共に，対称型流れの安定性が回復

し，旋回流の減衰が起こる事を示唆しており，M-V のフライトデータが示すロールトルク履歴を裏付けるもので

ある． 

 

Ⅱ-2-h-37 

M-24-2 地燃モータの燃焼時発生ロールトルクの計測 

教 授  嶋田 徹    主幹開発員  安田 誠一    開発員  鈴木 直洋 

 2008 年 3 月，能代多目的実験場において行われた M-24-2 ロケットモータの地上燃焼試験（直径 2500mm，全燃

焼時間約 100秒，平均燃焼圧力約 50気圧，最大真空推力約 1300kN）で，ロールトルクと旋回流の計測を実施した．

その結果，燃焼初期から 1000N-m を超えるロールトルクの発生が観測され，前年度の TM-500M での結果に続き，

静止状態の固体モータの燃焼時に発生するロールトルクが観測された．同時に実施したノズル噴流内の旋回流計測

についても，ベーンに発生する揚力が計測され，ロールトルク発生との整合性が認められた． 

 

Ⅱ-2-h-38 

固体推進薬スラリの流動に起因するロケットモータ内の燃速分布に関する実験研究 

教 授  嶋田 徹    日油株式会社技術員  長谷川 宏 

 コンポジット推進薬のロケットモータグレインにおいて，その燃焼速度がグレイン中で均一でなく，ウェブ深さ

方向に連続分布し，且つ，指向性を示すことが従来観測されている．本研究では実用推進薬に近い組成を用いて小

型モータを作製し，国産推進薬での本現象の発生の有無とその程度を実験的に調べた．通常用いられるグレードの

原材料を用いて製造した推進薬について，注型時のスラリ（固体推進薬製造過程での原材料懸濁液）の流し方を変

えて作製した小型モータにおいて，Mid-web anomaly（燃焼中盤時が初期・後期に比べて燃速が高まる現象）が観

測された．また，同一条件で作製した推進薬の燃焼速度が，その燃焼進行方向によって異なる「指向性」が確認さ

れた． 

 

Ⅱ-2-h-39 

固体ロケットモータのノズルに設置された後向きステップから発生する縦渦に関する CFDを用いた評価 

イリノイ大研究員  大門 優    教 授  嶋田 徹    准教授  坪井伸幸 

准教授  高木亮治                           

 固体ロケットモータのノズルは，壁面後退速度の異なる二つの耐熱材料から構成されている．そこで，燃焼中に

材料切り替え位置において後向きステップが形成される．このステップ下流より発生する縦渦が壁面熱流束に与え

る影響に関して三次元流体解析を用いて調べた．流体が壁面に衝突する位置において高い熱流束を示すことが明ら

かになった．これがノズル表面にできるストライエーションの原因であると考えている． 

 

Ⅱ-2-h-40 

流体・壁面後退量連成解析によるノズル壁後退量評価 

イリノイ大研究員  大門 優    教 授  嶋田 徹    准教授  坪井伸幸 

准教授  高木亮治    助 教  藤田和央              

 固体ロケットの設計の信頼性を向上させることを目的として，流体・エロージョン連成解析を行なった．まず，

連成解析の手法に関する研究を行なった．開発された手法は，三種類のロケットモータに適用し予測値を求め，実

験結果と比較した．定性的には良い一致を示したが，定量的には過大評価を示した．改良すべき点はまだあるが，

この連成解析により定性的議論，および安全側評価が可能となった． 
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Ⅱ-2-h-41 

VOF 法による固体ロケット燃焼内圧予測の数値解析 

教 授  嶋田 徹            准教授  坪井伸幸 

IHI エアロスペース課長 福永美保子    IHI エアロスペース部長  関野展弘 

 任意の推進薬形状・局所燃速の扱いが可能な 3 次元燃焼内圧予測解析ツールを構築した．地上燃焼試験前の超音

波検査結果から安全性評価が困難な推進薬に対する燃焼解析を実施し，ツールの適用可能性を示した．ツール構築

の主目的である推進薬の許容欠陥寸法の評価を行うために，今後は実問題に対する検証を十分に実施する必要があ

ると考える．そして将来，本ツールの実用化も含め許容欠陥寸法評価技技が構築された場合，固体ロケットの安全

性向上・コスト削減・能力向上に不可欠な技技となると予測される． 

 

Ⅱ-2-h-42 

グレイティング・ノズルの研究 

教 授  嶋田 徹    特別共同利用研究員  中島弘幸 

 グレイティング・ノズル（Grating Nozzle）は，新たなロケットノズル形態であり，まだその特性は未知な部分

が多く，実用には至っていない．特徴は，一体成型した燃焼室後部鏡板に複数の小さなノズルを多数，蜂の巣状に

配置する形式である．それにより，構造効率の向上と，高度補償性などの性能向上が期待される．ただし，ノズル

の材料の耐エロージョン特性がその特性の良し悪しを左右すると考えられている．Grating Nozzle の耐エロージョ

ン性が，性能向上に如何に寄与するのかを，数値解析を用いて明らかにし，また，複数のノズルからの噴流が干渉

することによって生じる推力変化を，基礎的な実験により評価した． 

 

Ⅱ-2-h-43 

固体ロケットモータ燃焼振動の数値解析技術の研究 

教 授  嶋田 徹    東海大学教授  判澤正久    東海大学講師  森田貴和 

 不連続ガラーキン（Discontinuous Galerkin）法を用いた高精度計算手法を流体解析に導入し，固体推進薬の非

定常熱伝導と，表面での準定常燃焼モデルを用いた連成解析による，非線形燃焼振動数値シミ ュレーションの研

究をおこなった．準 1 次元問題について，微小擾乱の成長・減衰のシミュレーションを実施し，線形理論解との比

較により数値解析法の妥当性を確認した． 

 

Ⅱ-2-h-44 

固体推進薬注型挙動と燃焼圧力予測解析の研究 

教 授  嶋田 徹         准教授  坪井伸幸   准教授  高木亮治 

助 教  羽生宏人    イリノイ大研究員  大門 優             

 本研究は，固体ロケット燃料グレイン注型（鋳造）時のスラリ混相流の挙動とその解析手法を研究し，推進薬欠

陥や酸化剤指向性偏在をもつ推進薬の燃焼圧力履歴予測技技を開発することを目的としている．本年は，1）固体

推進薬の欠陥に関する検検，2）自由界面補足技技の数学モデルの構築，3）解析コードの作成と単純形状による検

証の実施に取り組み，主な成果として，2 次元・3 次元の VOF-PLIC コードを構築し，それによって単純形状（円

または球）に対する動作検証を行った．また，燃焼面の進行速度（燃速）とセル界面速度の定義方法を整理し，こ

れを VOF 法に適用して燃焼解析を行った．さらに光芒及び，空孔や燃速のバラツキを含むケースを想定し解析結

果を評価した結果，本方法の有用性を確認し，今後の 3 次元コードの基礎を得た． 
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Ⅱ-2-h-45 

グレイティング・ノズル（マルチ･ノズル）の研究 

教 授  嶋田 徹    イリノイ大研究員  大門 優    技術研修生  中島弘幸 

技術研修生  和田靖彦      東海大・教授  平岡克己                

 複数のノズルを一体材料から削り出し成形するという独特の方法によって製造されるグレイティング・ノズル

（マルチ・ノズル）に関して，従来型のノズルに比べ製作コストが低減することや，固有の効用（ノズル長・重量

軽減，高開口比の実装，など）を発揮させることで高性能と適用範囲の拡大など様々な利点を考えられている．本

研究ではスロートエロージョンを考慮した場合における，単一ノズルとグレイティング・ノズルの推進性能を比較

することにより，その有用性を確認し，またマルチノズル噴流の干渉による高度補償性の可能性を確認した． 

 

Ⅱ-2-h-46 

固体ロケットモータノズル壁における流体・エロージョン連成解析および内部流三次元解析 

イリノイ大研究員  大門 優    教 授  嶋田 徹 

准教授  坪井伸幸    准教授  高木亮治 

 新型固体ロケットの信頼性向上を目的とし，流体・エロージョン連成解析および内部流三次元解析を行った．流

体・エロージョン連成解析により，スロート下流の材料切り替え位置においてステップが形成されることがわかっ

た．そのステップの大きさを人工的に変化させ，三次元流体解析によって，ステップより発生する縦渦や壁面熱流

束の関係を明らかにした．解析は大門が，結果の議論を全体で行った． 

 

Ⅱ-2-h-47 

N2O／エタノール液体ロケットの研究（先進的推進系の研究） 

准教授 徳留真一郎     教 授  嶋田 徹              

 助 教  羽生 宏    人開発員  八木下剛    開発員  鈴木直洋 

・N
2
O触冷分解式点火器の製作と実験 

 ＲＣＳスラスタおよび点火器への応用を目指して，N
2
O 触冷分解技技を適用した N

2
O 一液式ガスジェネレータ

の基礎試験を昨年度に引き続き行った．本年度は，φ20 の触冷供試体を用いて系統的な触冷分解特性データの取

得を行い，実用点火器試作のための基本情報を得た． 

・N
2
O／エタノール推進系システム実証試験へ向けた BBM の設計検検 

 本実証研究の仕上げとして実施する推進系技技実証試験用供試体 BBM の概念設計検検を行った．BBM は次期

固体ロケットシステム PBS への適用を意識した形態で，推力 2.5kN をノミナルとした．さらに燃焼圧を 3 倍にす

ることにより FTB への適用を意識した 7.5kN 級エンジンの条件にも対応できるように基本仕様を決定している．

次年度計画提案へ向けて設計の成立性も確認した． 

 

Ⅱ-2-h-48 

GASを用いたハイブリッドロケットの開発研究 （先進的推進系の研究） 

准教授  堀 恵一    総研大学生  和田 豊    主任開発員  小林清和 

開発員 長谷川克也      教 授  嶋田 徹                

 ハイブリッドロケット用にＧＡＰのガスジェネレータ試験および低燃焼速度材料ＧＡＰ＋ＰＥＧ（ポリエチレン

グリコール）のガスジェネレータ試験を行ない，燃焼特性を取得した．また，これらのデータを基にして，80Φモ

ータを用いたＧＡＰ/ＧＯＸハイブリッド試験の概念設計を行なった． 
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Ⅱ-2-h-49 

高性能低公害固体推進薬の研究（先進的推進系の研究） 

助 教  羽生宏人    大学院学生  佐竹正明    教 授  嶋田 徹 

 マグナリウム（Mg/Al：マグネシウムとアルミニウムの合金）の高い燃焼効率，優れた着火特性を応用した新し

い固体推進薬の研究に取り組んでいる．この構想は，AP（過塩素酸アンモニウム）の粒度配合によって達成され

るアルミニウムの燃焼効率向上を，Mg/Al の適量添加によって実現するものである．本年度は，これまでに得た研

究成果に基づいて実機サイズモータの TM-500 を利用した地上燃焼試験を実施した．当該燃焼試験（TM-500-M）

の結果，従来の固体推進薬にマグナリウムを添加した組成についても正常に燃焼することが確認された．また現在

のところ，推進性能をはじめ，ノズル特性等について詳細な解析を進めている． 

 

Ⅱ-2-h-50 

ＴＭ－500Ｍ地上燃焼試験の実施 

教授  嶋田 徹      教 授  佐藤英一      准教授  後藤 健 

助教  羽生宏人      助 教  竹前俊昭      准教授 徳留真一郎 

主幹開発員  安田誠一    主任開発員  吉田裕二    主任開発員  富澤利夫 

開発員  荒川 聡      開発員  入門朋子      開発員  宇井恭一 

開発員  鈴木直洋      開発員  中塚潤一      開発員  山本高行 

主査  小林 吾      主 査 殿河内啓史      主 査  三浦秀夫 

プロジェクト研究員  大門 優                               

 試験用小型ロケットモータを用いた TM-500M 地上燃焼試験は，先進的推進系の研究および固体ロケットの信頼

性研究の一環として，マグナリウム（Mg-Al）合金を配合した新しい固体推進薬（マグナリウム入りコンポジット

推進薬）の実用化，バイアス巻きノズル用断熱材の焼損・焼失特性確認，大型グラファイトスロートインサートの

超音波探傷技技の確認，燃焼時に発生するロールトルクと旋回噴流の計測などを目的として，平成 19 年 3 月能代

多目的実験場において実施された．その結果，マグナリウム入り推進薬の性能を確認し，バイアス巻きノズル材の

特性を把握し，このサイズ（直径 500mm）における推進薬／インシュレータ／チャンバおよびスロートインサー

トに対する超音波探傷の有効性を確認し，ロールトルクと旋回噴流の特性を把握することができた．また，本試験

の実施にあたっては，実用固体ロケットモータ開発における地上燃焼試験技技の維持，伝承の観点から，若手職員

主体の実施体制を組み，加えて，試験運用の効率化，新しい計測手法の適用を試み，それらの効果，有用性を実証

した． 

 

Ⅱ-2-h-51 

鈍頭周りに発生する斜めデトネーションの非定常挙動 

イリノイ大研究員  大門 優    教 授  嶋田 徹 

慶應義塾大学准教授 松尾亜紀子              

 可燃性混合気中を鈍頭物体が極超音速で飛行する場合に観察される斜めデトネーションの波面非定常挙動を明ら

かにした．デトネーションにならない場合となる場合とに分類し非定常挙動の特徴を示した．斜めデトネーション

でも，平面デトネーションで観察されるセル構造が現れ，さらにその形状が非対称的であることを発見した． 

 

Ⅱ-2-h-52 

三次元デトネーションに関する数値シミュレーションの研究 

准教授  坪井伸幸    特別共同利用研究員  朝原 誠 

青山学院大・理工学部  林 光一                    

 デトネーションの爆轟限界および爆轟限界付近で現れるスピンデトネーションの構造を把握することを目的とし

て，円管内を伝播する水素/空気及び水素/酸素予混合気中を伝播する 3 次元デトネーションの解析を行っている．
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本年度は初期圧力や混合気がスピンデトネーションに与える影響に着目して数値解析を行った．その結果，波面構

造において，初期圧力や混合気の影響はほとんど見られないことが示された．一方，圧力を下げると伝播速度が低

下することが示され，この原因の一つとしては，圧力の低下と共に燃焼反応により発生する熱量が低下するためで

あることが示唆された．今後は実験でも円管及び正方形管内のスピンデトネーションの取得を試み，また計算では

実験と同じスケール・条件での解析を行い，スピンデトネーションの発生範囲を明らかにする予定である． 

 

Ⅱ-2-h-53 

パルスデトネーションエンジン用ノズルに関する数値シミュレーションの研究 

准教授  坪井伸幸
 

     特別共同利用研究員 木村勇一朗  

青山学院大・理工学部  林 光一    Venkat E. Tangirala（GeneralElectric） 

 デトネーションを推進機関に応用するものとしてパルスデトネーションエンジンがあり，その性能を左右する要

素の一つである排気ノズルの形状について，水素/空気予混合気に対する詳細反応モデルを使用した数値シミュレ

ーションをおこなった．計算はマルチサイクルで行った．高度 6km 及び 9km で亜音速及び超音速で飛行する条件

で計算を行い，他の研究者の計算結果と良好に一致した．今後は様々なサイクル周波数や飛行条件，そしてノズル

形状における性能を比較し，最適なノズル形状を提案していきたい． 

 

Ⅱ-2-h-54 

パルスデトネーションガスタービンシステムに関する数値シミュレーションの研究 

准教授  坪井伸幸    総研本部研究員  小島廣之 

 デトネーションを推進機関に応用するものとしてパルスデトネーションエンジンがあり，従来のジェットエンジ

ンやロケットエンジンと比較して高い熱効率が期待できる．この研究は従来の予冷ターボジェットエンジンの燃焼

器をパルスデトネーションに置き換え，これまでのガスタービンエンジンよりも高性能なエンジンを提案すること

を目的とする．本年度はタービン入り口までの実形状を考慮した軸対称デトネーション管についての解析を準備し

ており，次年度にその評価を行う予定である．さらに，マルチサイクルにおける性能評価も行い，実験結果と比較

する予定である． 

 

Ⅱ-2-h-55 

非構造格子を用いた三次元デトネーションの数値シミュレーションに関する研究 

准教授  坪井伸幸    ジョージメソン大  富樫史弥    ジョージメソン大  R. Lohner 

 デトネーションに関する数値計算は，高い計算負荷と高い格子解像度を要求されることから，これまで主に 2 次

元による解析がほとんどであった．本研究は，局所的に格子解像度を上げることが可能な 3 次元非構造格子を用い

た流体解析コードに酸水素の素反応計算を考慮した解析を組み込み，反応流解析が可能となるようにすることを目

的とする．本年度は狭い隙間を通過するデトネーションの解析を行い，隙間の大きさによりデトネーションの消

炎・再着火が起きることを示した．さらに構造格子の結果と比較し，ほぼ同じ解像度となる非構造格子の格子サイ

ズを明らかにした．今後は 3 次元解析の実施及び解適合格子を用いた解析を行う予定である． 

 

Ⅱ-2-h-56 

高圧タンクからの水素漏洩による着火に関する研究 

准教授  坪井伸幸    青山学院大・理工学部  林 光一    青山学院大・助教  山田英助 

 漏洩時の爆発の可能性とその抑制を念頭に置いて，高圧の水素噴流が着火する可能性を探るために，素反応モデ

ルを使用する 2 次元軸対称 Navier-Stokes シミュレーションにより研究を行った．計算はストレート管から高圧水

素ガスが噴出することを想定しており，噴出圧力は 60 気圧及び 400 気圧である．ノズル出口に渦が発生すること

で空気と混合するために着火することがこの研究により示され，これらの結果は実験結果と一致した．今後はより

詳細に実験データと比較を行うと共に，より多くの条件で解析を行う予定である． 
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Ⅱ-2-h-57 

超高圧の酸水素予混合気中を伝播するデトネーションの研究 

准教授  坪井伸幸    青山学院大・理工学部  林 光一 

 100 気圧を超える超臨界圧状態をも含む条件で酸水素予混合気中を伝播するデトネーションの 1 次元解析を行っ

た．反応モデルは詳細反応を使用しており，計算格子の依存性も調べた．その結果，初期圧力が 50 気圧程度まで

は通常の理想気体近似の状態方程式でも伝播速度の予測が可能であることが，実験データや他の計算結果から明ら

かになった．今後は状態方程式を非理想気体に拡張することや，超臨界圧での燃焼反応を考慮された反応モデルの

適用を進める予定である． 

 

Ⅱ-2-h-58 

燃焼反応を伴うベル型ノズルの性能推算に関する数値シミュレーションの研究 

准教授  坪井伸幸    基幹システム本部開発員  伊藤 隆 

宇宙科学研究本部共同研究員  宮島 博                      

 将来宇宙輸送系に必須となるロケットエンジンのベル型ノズルの性能における燃焼反応の影響を把握するために

数値シミュレーションを行った．燃焼ガスは，酸水素混合気であり，開口比約 140 のベル型ノズルに関して，9 化

学種 18 素反応モデルによる化学反応を考慮したシミュレーションを実施した．ノズルの超音速部にはフィルム冷

却口が配置されている．サブスケールノズルの場合，スロートレイノルズ数が遷移域であるために，流れ場は乱流

ではなく概ね層流として取り扱う必要があることがこの解析から示された．また，層流状態ではフィルム冷却によ

って主流が剥離しやすくなり，逆流した冷却剤水素は噴射口間に流れ込むが，乱流計算では主流の剥離は抑制され，

冷却剤水素は噴射口間に流れ込まないことが示された．さらに比推力に関して実験結果と比較したところ，層流計

算結果と乱流計算結果の間に実験データが存在することが示された．今後は壁面温度の影響をより詳細に調べる予

定である． 

 

Ⅱ-2-h-59 

マルチスケール手法に基づく数値解析手法の研究 

准教授  坪井伸幸    東大・工 松本洋一郎 

 これまで希薄気体力学における分子論的な分子論的な見地からマルチスケール手法を研究してきたが，その知見

を 100 気圧クラスの超臨界状態における酸水素燃焼に対しても適用しようと試みている．希薄気体力学においては

分子動力学法を元に分子衝突モデルを構築してきたが，超臨界状態においては熱物性データや化学反応モデルを分

子運動論的見地から統計力学のみならず分子動力学や量子分子動力学により構築することを検討している． 

 

Ⅱ-2-h-60 

亜・超臨界状態における酸水素燃焼流の解析に関する研究 

准教授  坪井伸幸 

東京大学インテリジェントモデリングラボラトリ  清水和弥 

 再使用型観測ロケットや国産のロケットで使用される液体ロケットエンジンの高性能化・高信頼性化および開発

期間の短縮・コスト削減などを図るためには燃焼流れに関する知見を深めることが必要不可欠となっている．ロケ

ットエンジン燃焼はその条件から実験的な検討には限界があり，数値シミュレーション精度の向上は必須である．

これまでロケットエンジンの燃焼器の主要な要素である噴射器について，超臨界・亜臨界状態の両方を解析可能な

CIP 法により数値解析を行ってきた．本年度は他の研究者らが行った，一様流中の超臨界液滴の蒸発の挙動の比較

を行い，概ね妥当な結果であることを確認した．今後は燃焼を考慮した解析を行う予定である． 
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Ⅱ-2-h-61 

超音速燃焼器における着火の数値シミュレーションの研究 

准教授  坪井伸幸    埼玉大学・工学部  小原哲郎 

 再使用型宇宙輸送機でも検討されている超音速燃焼器に関する数値シミュレーションを行っている．この研究に

ついての実験は埼玉大学で行われており，それに対応した数値シミュレーションを行うことで超音速流中の詳細な

混合・燃焼反応の状態を把握することを目的としている．本年度はノズル出口の静圧孔により気流マッハ数などの

状態を把握し，また着火源となる障害物の影響も把握した．今後は実験により得られた気流の流入状態を元に，数

値シミュレーションによる詳細な流れ場や，バックステップ高さが混合効率や燃焼効率に与える影響を把握するこ

とを予定している． 

 

Ⅱ-2-h-62 

狭い隙間を通過するデトネーションの研究 

准教授  坪井伸幸          埼玉大・工  小原哲郎 

特別共同利用研究員 Jayan Sentanuhady                

 狭い隙間を通過する狭い隙間を通過する酸水素予混合気中を伝播するデトネーションの 2次元数値解析を行った．

これはすでに埼玉大で実験が行われており，これに対応する数値解析である．数値解析は水素/空気に対する 9 化

学種 18 素反応モデルを含む 1 次元,2 次元圧縮性非粘性コードにより行った．2 次元に関しては，複数の計算格子

を使用することで複雑な形状に対しても解析が可能なものである．実験と同じ酸水素予混合気，30,40KPa の初期

圧で計算を行い，デトネーションが狭い隙間を通過する様子を明らかにした． 

 

Ⅱ-2-h-63 

超臨界燃焼流れにおけるメゾスケール熱物性モデル・燃焼反応モデルの開発 

准教授  坪井伸幸       主任開発員  山西伸宏                   

宇宙航空プロジェクト研究員  津田伸一         総研大  森井雄飛                   

東大・インテリジェントモデリングラボラトリ  清水和弥                   

東大・工 松本洋一郎
 

       東大・工  越 光男    青山学院大・理工  林 光一 

開発員  清水太郎  東大・工/理化学研究所  高木 周                   

青山学院大・理工  山田英助
 

                                    

 液体ロケットエンジンは 100 気圧の高圧，そして 50K の極低温から 3500K までの高圧で極めて過酷な環境で稼

働する．特に 100 気圧では酸素・水素が超臨界状態となるため，その物理化学的挙動が極めて不明確であり，また

水素に関しては極低温では量子効果が無視できない領域まで温度が低下する．このような条件での物理化学現象を

把握するために，鍵となる熱物性データ・状態方程式の再構築及び超臨界状態における化学反応モデルをマルチス

ケール手法に基づいて行うことについて検討した．その結果，現状の分子動力学法では水素分子について 10MPa

付近の NIST データを再現できていないこと，また水素分子については 10%程度の量子効果が現れるためにこの効

果を含めた熱物性値や状態方程式を構築しなければならないなどの課題が定量的に示された．さらに，高圧で支配

的となる化学反応を抽出して実験データと比較検討し，適切な反応速度定数を決定した．今後は改良した分子動力

学法や量子分子動力学法に基づいて熱物性データ・状態方程式を再構築することや，これらのデータを用いる化学

反応モデルを提案する予定である． 

 

Ⅱ-2-h-64 

極超音速流れにおける衝撃波/境界層干渉の数値解析による研究 

准教授  坪井伸幸    東北大・工  永井大樹    東北大・工  浅井圭介 

イリノイ大  大門 優      教 授  嶋田 徹                

 宇宙往還機では再突入時に衝撃波干渉及び衝撃波/境界層干渉により，局所的に熱流束が増加する現象が現れる
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ことがある．このような現象を正確に理解するためには，流れ場を正確に把握する必要があるが，実験だけではそ

の把握が難しい．そこで，感圧塗料を用いて実験的に計測された熱流束と流れ場の相関を理解するために，

Navier-Stokes による数値解析を行っている．対象は 30 度ランプ上の流れ場であり，気流はマッハ数 10 の極超音速

である．迎角によりランプ上の剥離の様子や衝撃波干渉，衝撃波/境界層干渉の様子が大きく変わることが示され，

また局所的な熱流束は複雑な衝撃波干渉により衝撃波が直接壁面に衝突することが原因であることが把握できた．

さらに，迎角が 10 度付近では低速流れで見られるゲルトラー渦がみられ，壁面熱流束にスパン方向の周期的な分

布を与えていることも示された．今後はさらに高い迎角における衝撃波干渉の把握や，他の形状についても比較す

ることを予定している． 

 

Ⅱ-2-h-65 

直角に曲る管内を伝播するデトネーションの数値解析 

准教授  坪井伸幸              

北大連携大学院学生  浅田隆利    北 大  永田先生 

 パルスデトネーションエンジン内を伝播するデトネーションは，管内の形状によりデトネーションが維持できな

い場合が存在する．また，条件によっては一度消えたデトネーションが再着火して再びデトネーションになること

も知られている．この研究では 90 度曲がった管内を伝播するデトネーションの伝播の挙動を把握するために数値

解析を行っている．入射するデトネーションは水素/空気予混合気を伝播するものを想定している．解析の結果，

デトネーションは 90 度曲がった管内を消炎することなく伝播することが示された．一方で，管内が急激に拡大し

た形状が存在する場合はデトネーションを維持できずに消炎することも示された．今後はより大きなスケールや

様々な予混合気条件で解析を行う予定である． 

 

Ⅱ-2-h-66 

ロバスト制御理論の研究 

教 授  森田泰弘    教 授 川口淳一郎 

ロバスト制御理論の実システムへの応用について継続的に研究を行っている． 

 M-V ロケットの姿勢制御アルゴリズムについては，1990年代前半の M-V 開発期に当時最先端のロバスト制御論

理である H00 制御を導入し，初号機以降の機体に適用，良好なロバスト安定性を得てきた．この実績のある制御論

理をさらに発展させ，2003 年に打ち上げられた 5 号機以降はより高度なμ制御を登場させ，ロバスト応答性をも

獲得するに至った．このような最先端の制御理論を衛星打ち上げロケットに次々に適用しようという試みは世界で

も初めてのものであり，大きなチャレンジであった．これにより，M-V ロケットの制御においては，ロバスト安

定性ばかりでなくロバスト応答性をも実現するに至り，ロケット飛翔体の制御論理として完成の域に達したと言え

よう． 

 M-V ロケットの開発と全飛翔を通じて得た成果を次期固体ロケットの研究に発展的に活用すべく，更なる研究

を進めている． 

 

Ⅱ-2-h-67 

ロケットの推力方向制御（TVT）システムの研究 

教 授  森田泰弘    主幹開発員  安田誠一 

 ロケットの TVC システムについて研究・開発を継続している．平成 19 年度は，M-V ロケット第 3 段ステージ

で実績を積んだ可動ノズル用超軽量小型の電動アクチュエータを次期固体ロケットの第 2段ステージへ発展的に適

用すべく検討を行った． 
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Ⅱ-2-h-68 

柔軟宇宙構造物のダイナミクスと制御についての研究 

教 授  森田泰弘 

 宇宙機としてのフレキシブル・マルチボディシステムについては，運動の予測や設計される制御アルゴリズムの

有効性を検証するために，その運動をできる限り詳細に定式化することが不可欠である．ここでは，このような大

規模システムに対し，効率的な運動の定式化について継続的に研究を行っている．制御においては，ローカライズ

ドコントロールやロバスト制御理論と適応制御理論の融合など新しい概念の研究を引き続き進めている． 

 

Ⅱ-2-h-69 

宇宙機の姿勢運動についての研究 

教 授  森田泰弘    教 授 川口淳一郎    主幹開発員  廣川英治 

 モータ燃焼，あるいは，姿勢制御やマヌーバを伴う宇宙機のダイナミクスについて研究を行っている．モータ燃

焼による姿勢運動の研究については，これまで M-V ロケットのキックモータ（KM-V1，V2）や高速再突入実験機

DASH の軌道離脱モータ（DOM）の開発において，スラストプロファイルに対する要求の策定に活用された．平

成 19年度は，次期固体ロケットの上段モータ（KM-V3）の設計にも適用した． 

 

Ⅱ-2-h-70 

小型宇宙機の姿勢決定と制御についての研究 

教 授  森田泰弘    主幹開発員  廣川英治 

 小型宇宙機の姿勢決定・制御システムについて継続的に研究を進めている．特に，月ペネトレータ計画で開発を

始めたラムライン制御については，これを小型衛星の姿勢制御システムとして確立するとともに，次期固体ロケッ

トの回避マヌーバや姿勢反転マヌーバへの応用についても検討を行った． 

 一方，姿勢決定方式については，ロケット用に太陽センサと地磁気センサを組み合わせた複合システムを開発し，

その有効性は M-V ロケット 8 号機と 7 号機の飛行により実証したところであるが，引き続き小型衛星への適用に

ついて検討を進めている． 

 

Ⅱ-2-h-71 

有翼型再使用宇宙機の適応制御の研究 

教 授  森田泰弘 

 有翼型再使用宇宙機を題材に，制御対象モデルの不確定性に対してロバストな制御理論の研究を継続的に行って

いる．ここでは，プロセス制御で活用されている予測関数制御の概念の拡張やμ制御と適応制御の融合によるロバ

スト性能の強化など，新しい制御アルゴリズムの構築について，引き続き研究を行っている． 

 

Ⅱ-2-h-72 

固体ロケットの研究 

チームリーダ・教授  森田泰弘    固体ロケット研究チーム    固体ロケット研究ワーキンググループ 

 M-V ロケットの後継機として，そして固体ロケット研究のさらなる発展のために，次期固体ロケットの研究を

進めている．平成 19年度はロケットシステムの概念検討を行った． 

ペンシルロケット以来培われてきた我が国固有かつ世界最先端の固体ロケット技術は，M-V ロケットに代わる

次期固体ロケットの研究開発に活用され，技術の維持，発展が確実に進められている．次期固体ロケットでは，世

界最高レベルにあった M-V ロケットの上段モータのさらなる高性能化を図るなど，固体ロケット技術の一層の高

度化により，高性能と低コストの両立を実現している．加えて，単に固体ロケット技術の発展にとどまることなく，

打上げシステムの革新や開発プロセスの次世代化を図るなど，固体，液体を問わず，基幹ロケットや将来輸送系を

も先導するような革新コンセプトの開拓を進めている．これらは，当初の計画を上回る成果であろう． 
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Ⅱ-2-h-73 

固体ロケットの次世代化に関する研究 

研究会議長・教授  森田泰弘    研究会主宰・名誉教授 秋葉鐐二郎  次世代固体ロケット研究会 

 固体ロケットシステムの抜本的改革を目的として，これまでのオーダを変えるような革新的性能向上とコスト低

減について，産官学の連携による研究を進めている．平成 19 年度の大きな成果として，これまでの固体推進薬の

概念を大きく変える熱可塑性推進薬の実験を進め，実用化に道を拓くことができた．これにより，固体ロケット推

進薬の製造プロセスを効率化し，製造の高コスト体制の改革を図ることができる見通しである．また，機内配線の

ワイヤレス化の一環として，点火器のワイヤレス化について試作試験を行い実用化に目処をつけることができた．

あわせて，構造系においても，製造プロセスの簡素化を目的として，フィルムラッピングやクロスラッピング製法

のロケットモータケースへの応用について概念検討を行った．その他，大気圏内ブーストフェーズの飛行方式やフ

ライバックについて考察を進めた．このように，大型設備からの脱却など製造プロセスに立ち返った抜本的低コス

ト化や打ち上げ方式の革新に向けた検討など，19年度に得られた成果は大きい． 

 

Ⅱ-2-h-74 

エアロンチに関する研究 

教 授  森田泰弘    総研大学生  三浦政司 

 ロケットシステムの改革を目的として，エアロンチの研究を行っている．特に，エアロンチにおいて最も重要な

ロケットの輸送方式について検討を行うとともに，ロケット投下時のリアルタイム姿勢推定のために，パーティク

ル・フィルタというアルゴリズムの応用について研究を進めた．航空機から投下するロケットの姿勢の挙動は，風

等の予測しがたい外乱はもちろん，機体のダイナミクスにおける不可避な空力パラメータなどの不確定性により大

きな影響を受ける．不適切な姿勢でロケットに点火すると，その後の軌道に大きな誤差が生じるため，リアルタイ

ムで正確にロケットの姿勢を推定するとともに，適切なタイミングでロケットに点火することが必要である．平成

19 年度は，ロケットの輸送方式として，ロケットを航空機の内部に格納する内装式の優位性を示すとともに，パ

ーティクル・フィルタが投下後のロケットの姿勢推定に極めて有効であることを示した． 

 

Ⅱ-2-h-75 

GAP を用いたハイブリッドロケットの開発研究（戦略的開発予算・先進的推進系の研究） 

准教授  堀 恵一    総研大  和田 豊    総研大  堤 明正 

主任開発員  小林清和    開発員 長谷川克也    教 授  嶋田 徹 

 高圧用 80Φモータを用い，GAP/GOX ガスハイブリッド試験を行なった．2次燃焼室のＬ/Ｄを変化させて燃焼効

率を計測し，知見を得た．また，従来の境界層燃焼型の使用を考え，GAP にポリエチレングリコール（PEG）を

添加した燃料の検討を行った． 

 

Ⅱ-2-h-76 

HAN を用いたスラスタの開発研究（戦略的開発予算・先進的推進系の研究＆理事長裁量経費） 

准教授  堀 恵一    総研大  勝身俊之    東 大  児玉浩之 

主任開発員  小林清和    開発員 長谷川克也    開発員  中塚潤一 

准教授 澤井秀次郎                           

 23N級スラスタを試作し，触媒，触媒層長さ，触媒押さえ材，噴霧器などをパラメータとして燃焼試験を実施し

た．その結果，燃焼効率約 90％，燃焼秒時 80 秒を達成し，ロケットフェイズでの使用への目処をつけた．ヒドラ

ジンスラスタの代替装置として期待できる． 
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Ⅱ-2-h-77 

熱可塑性樹脂を用いた新しい固体推進薬の研究 

准教授  堀  恵    一東大  香原健宏    教 授  森田泰弘 

 価格・性能の両面で現存の固体推進薬を凌駕する新しい推進薬の研究を開始した．熱可塑性樹脂を燃料兼結合材

に使用し，製造運用性の向上をはかり低価格につなげることを目的としている．各種樹脂を試験し，燃焼速度特性

を確認した．機械的物性に劣るものの，十分な燃焼特性を有することを確認した．また，リチウム化合物を金属燃

料に使用し，性能・環境負荷で優れた推進薬を開発する研究を開始した． 

 

Ⅱ-2-h-78  

完全再使用 LOX/LH2 エンジン噴射器の耐久性耐久性評 

准教授 徳留真一郎      助 教  成尾芳博      助 教  野中 聡 

開発員  八木下剛      開発員  鈴木直洋    主幹開発員  徳永好志 

主任開発員  富澤利夫    主任開発員  志田真樹      開発員  荒川 聡 

 迅速な繰返し運用が可能な LOX/LH2 推進系の構築を目指す活動の一環として，エンジンコンポーネントの信頼

性・耐久性の向上を目的とした電鋳技術による高耐久性燃焼器および噴射器要素の開発を行っている．すでに宇宙

科学研究本部の再使用ロケット実験機に試作エンジン要素として搭載され，地上燃焼試験，離着陸飛行試験で延べ

20 回程度の起動停止を経験しているが，耐久性の評価に十分な試験回数を稼ぐことは甚だ困難であった．そこで，

噴射器要素を機体システムから切離し，上記エンジンの 1／20 スケールのガスジェネレータに組み込んだ形態で耐

久性評価試験を実施している．これまでに，合計 108回の起動停止を繰返しており，これまでのところ健全性は損

なわれていない．今後，1000回オーダの起動停止回数を目指して試験を続行する構えである． 

 

Ⅱ-2-h-79  

水素エネルギーを利用した輸送系基盤技術の一般化に関する検討 

准教授 徳留真一郎    助 教  成尾芳博    教 授  稲谷芳文 

 将来におけるエネルギー問題および環境問題解決の切り札として水素燃料の利用が注目されている．従来，宇宙

業界と他業界との積極的な連携はほとんど見られないが，今後，宇宙利用の促進を図る上で，インフラストラクチ

ャの共有など，宇宙技術の一般化を進めることには大きな意義があると考えている．本年度は，昨年度に引き続き

LOX/LH2 ロケットエンジンや GH2/GO2 スラスタの研究開発を通して水素エネルギー利用の一般化へ向けた繰り

返し運用技術の研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-h-80  

ロケット複合サイクル推進系の研究 

准教授 徳留真一郎      助 教  野中 聡    主幹研究員 苅田丈士 

主任研究員  植田修一    主任研究員  谷香一郎    主任研究員 富岡定毅 

 将来型宇宙往還輸送システム成立の鍵となるロケット複合サイクル推進系の研究を進めている．2003 年度より，

地上静止状態から遷音速飛翔領域でのエンジン空気取入口性能に関する諸特性データの取得を目的として，総合技

術研究本部複合推進研究グループと共同で実験研究を開始している． 

 2007 年度はハイブリッドロケットＣＡＭＵＩを利用したエジェクターロケットの技術実証試験へ向けた技術検

討を行った．本活動は，宇宙基幹システム本部宇宙輸送系推進技術研究開発センター主導で北大との共同研究テー

マとして取り組んでいる． 

 

 

 

 



Ⅱ．研究活動  151 

 

Ⅱ-2-h-81  

N2O/エタノール推進系を利用した飛翔機体システムの研究開発 

准教授 徳留真一郎    助 教  羽生宏人      教 授  嶋田 徹 

開発員  八木下剛    開発員  鈴木直洋    主幹開発員  安田誠一 

教授  森田泰弘    准教授 澤井秀次郎      教 授 川口淳一郎 

 空気吸込みエンジン飛翔実験機体の構築，上段用無毒貯蔵性液体推進系の構築を目指して運用性に優れた N2O

（亜酸化窒素）／エタノール推進系の研究開発を行っている．本年度は，700N級規模のガスジェネレータによるエ

ンジン噴射器要素の試作研究の成果に基づき，具体的な実用ターゲットとして次期固体ロケットシステムポストブ

ーストステージ用軌道制御エンジン，エアブリーザＦＴＢ用ブースターエンジンを設定して推力 2ｋN 級推進シス

テムＢＢＭの設計製作を行った． 

 

Ⅱ-2-h-82  

LOX/LH2推進系の統合化へ向けた GH2/GO2-RTS の実用化研究 

准教授 徳留真一郎    主任開発員  志田真樹    開発員  八木下剛 

開発員  鈴木直洋      助 教  成尾芳博    教 授  稲谷芳文 

 宇宙科学研究本部の再使用ロケット実験班では，迅速な繰返し運用を実現するための鍵となる LOX/LH2 推進系

の統合化へ向けた課題に取り組んでいる．本年度は，昨年度の成果に基づいて主推進エンジンと推進剤を共通化し

た GH2/GO2-RCS についてスラスタ要素を複数組合せたＢＢＭの設計製作および燃焼実験を行いその機能を確認し

た． 

 

Ⅱ-2-h-83 

セラミック基複合材（SiT/SiT-TMT）による高性能スラスタ燃焼器の研究 

准教授 徳留真一郎    助 教  成尾芳博    教 授  佐藤英一 

 2003 年度から行っている GH2/GO2-RCS スラスタへの実用化研究において抽出されたセラミック基複合材燃焼

器の気密性の課題を解決するため，製造最終工程でのコーティング，金属との接着，マトリクスの緻密化について

検討を行ってきた．2007 年度はその成果を適用した本格的な試作品を製作した． 

 

 

ｉ．宇宙構造・材料工学研究系 

 

Ⅱ-2-i-1 

同心円型膜タンクシステムの研究 

教 授  小松敬治    情報・計算工学センター  西元美希 

 酸化剤と推進剤を膜で分離する同心円型タンクシステムの研究を進めている．今年度は液体―膜系と燃焼系との

連成不安定現象解明のため必要となる系の固有振動特性，特に減衰について，同心円の内側にやわらかい膜を採用

して実験を行うとともに，有限要素法ー境界要素法を組み合わせた流力弾性コードを用いて解析的にも調べている． 

 

Ⅱ-2-i-2 

柔軟付属物を持つ衛星の制御モデルに関する研究 

教 授  小松敬治    大学院学生  梅崎健太    総研本部  山口 功 

総研本部  葛西時雄     総研本部  内田英樹               

 内部に動揺する液体や太陽電池パドル・放熱板などの柔軟構造物を持つ衛星の姿勢制御用モデルの高精度化が必

要とされている．自由度をできるだけ少なくし，かつパドルなどの回転による形態変更や，液体燃料消費による重

心移動に簡単に対応できるモデルの作成法とそのインターフェース標準化に関する研究を進めている．今年度は柔
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軟付属物と液体スロッシングを同一の式で扱える定式化をおこない，Astro-G をモデルに数値シミュレーションを

行なっている． 

 

Ⅱ-2-i-3 

宇宙構造物の構造と機構に関する統括的研究 

教 授  樋口 健         助 教  奥泉信克    開発員  岸本直子 

客員准教授  宮崎康行    東工大・総合理工  古谷 寛              

 宇宙構造物の構造と機構について，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，科学観測のための伸展

マストやインフレータブル伸展構造物などの開発に生かされ，さらに SSPS 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． 

 

Ⅱ-2-i-4 

柔軟構造要素による大型宇宙構造物の建造とダイナミクスに関する研究 

教 授  樋口 健      助 教  奥泉信克    開発員  岸本直子 

客員准教授  宮崎康行    大学院学生  渡邉隆司              

 膜や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，および月・惑星上

構造物の概念および建造方法の研究をしている．膜面を利用した柔軟構造物のダイナミクスとその制御や，形状記

憶合金をスマートアク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，

膜面挙動の実験と数値計算法，張力安定トラスの宇宙構造物への利用，モジュールの自律分散制御を用いた宇宙構

造物の自動建造の検討なども取り扱っている． 

 

Ⅱ-2-i-5 

柔軟展開構造物の展開挙動と形状解析に関する研究 

助 教  奥泉信克    教 授  樋口 健    大学院学生  山本博康 

東海大・工  中篠恭一                             

 スピン展開型大型柔軟アンテナやソーラーセイルなどの膜面構造物の宇宙構造システムについて，それらの概念

や機構運動，構造精度，ダイナミクス，膜面のしわ解析手法などを多角的に取り扱い，これらに有効な数値解析手

法の研究を行っている．今年度は，折り畳みによって膜にしわが生じないように折り目を設計した螺旋折り（擬似

対数螺旋折り）によって収納された膜面の遠心力展開挙動を検討した．特に，膜面外周におもりを付加した場合や

中心ハブが空転する場合について，真空層展開実験と多粒子系モデルによる数値シミュレーション結果を比較し，

数値解析の精度向上を図った．また，遠心力展開された円形膜面が重力や太陽輻射圧などの面外分布荷重を受けた

ときの面外振動モードを理論解析と数値解析によって明らかにした． 

 

Ⅱ-2-i-6 

月面構造物構築に対するレゴリス地盤の工学的性質の研究 

教 授  樋口 健    大学院学生  横山隆明 

 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．さらに，月地盤性状の把握は，月着陸船の効率的な着陸衝撃

吸収機構の開発にも応用できるため，機械力学的見地からレゴリスの性質を把握し直す試みも併せて行なっている．

そして，SPH 法による月着陸機の衝撃応答加速度の算定法を開発している． 
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Ⅱ-2-i-7 

次期磁気圏探査衛星 STOPEのスピン軸方向伸展アンテナの構造と機構の研究 

教 授  樋口 健    大学院学生  荻 芳郎 

 スピン軸方向伸展物の構造開発に，伸展長さ，質量，衛星スピンレートに関連した剛性要求，探査機慣性能率比，

伸展動作中に衛星姿勢に及ぼす影響，搭載容積（収納時の寸法）などを勘案しながら構造および伸展機構の開発と

研究を進めている．特に，SCOPE の場合は，剛性向上に直結する必要重量の配分も厳しいにも関わらず，本アン

テナが電場観測用センサであるために観測要求から来る多くの制約条件が課されている．これらの要求を満足させ

るものとして，複合材 STEM のインフレータブル伸展方式によるアンテナ構造様式について検討を進めている．

さらに，開断面梁のスピン伸展における動的不安定現象の解析手法の開発を行っている．本構造様式の開発は，広

く衛星搭載用またはロケット搭載用の伸展構造物として，また月惑星上の伸展構造物にも利用できることを目指し

ている． 

 

Ⅱ-2-i-8 

モジュール展開構造物に関する研究 

教 授  樋口 健    開発員  岸本直子 

 宇宙空間で大型構造物を構築するために設計製造された大型柔軟構造物を地上で事前機能実証試験を行う際，重

力の影響や空気の影響を取り払うことはできず，また試験設備の大きさの制約もあるため，構造物の大型化ととも

に十分な試験を実施することが不可能になってくる．大型構造物をモジュール化し，モジュール毎に試験を実施す

ることで試験が容易となり，コストダウンとともに構造精度や信頼性も向上する．モジュール展開構造物の考え方

は ASTRO-G 搭載の大型展開アンテナに適用されている．ASTRO-G 搭載の大型展開アンテナではさらに，鏡面精

度向上のために新たに開発された構造様式であるラジアルリブ／フープケーブル方式を採用している． 

 

Ⅱ-2-i-9 

自然界の構造や人工物の形態に関する研究 

教 授  樋口 健    開発員  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を具体例として工学的に利用するための研究を

行っている．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． 

 

Ⅱ-2-i-10 

フライホイール用超高速回転体の開発 

教 授  八田博志    准教授  後藤 健    大学院学生  廣嶋 登 

研究開発本部  岩堀 豊    教 授  橋本樹明                

 大きな比強度，比剛性をもつ CFRP（炭素繊維強化プラスチックス）を用いて世界最高速度 1500m/s で回転する

回転円盤を実現する研究を行っている．今年度は数値解析による回転体の形状および内部繊維配列の最適化を実施

した．得られた形状について 3次元炭素繊維織物を試作し，真空アシスト樹脂注入法により円盤を試作した． 

 

Ⅱ-2-i-11 

耐熱複合材料の長期信頼性に関する研究（戦略的開発研究費） 

准教授  後藤 健           准教授 徳留真一郎      教 授  八田博志 

助 教  小柳 潤    研究開発本部・研究員  青木卓哉    早大・教授  佐藤哲也 

 将来の再利用宇宙輸送機や衛星推進システムでは耐熱複合材を無冷却で使用することが検討されている．しかし，

これらの耐熱複合材料の長期信頼性に関しては設計に必要なデータベースの整備や信頼性保証手法の検討は十分に
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行われていない．各種エンジンへの使用を検討している，耐熱複合材料の力学的特性，熱的特性，ガスリーク特性

などの各種長期信頼性に関わる特性の取得ならびに特性向上について研究を実施している．本年度はカーボン・カ

ーボン複合材について高温機械特性，クリープ特性，ガス透過特性について研究を行いそれぞれの特性のデータ取

得を実施するとともに，特性の発現機構について明らかにした． 

 

Ⅱ-2-i-12 

耐熱複合材料の各種エンジン部品への適用 

教 授  八田博志          准教授  後藤 健            助 教  小柳 潤 

研究開発本部・研究員  青木卓哉   研究開発本部・研究員  小島一之   研究開発本部・主任研究員  田口秀之 

 空気吸い込み式エンジン等の将来輸送システムでの使用が期待されている耐熱複合材料を用いたプラグノズル等

のエンジン部品の開発を行っている．これまでに，Si 含浸カーボン・カーボン複合材料を用いたプラグノズルの

構造体の設計および製造を実施した．3 次元炭素繊維織物でニアネット成形したのちに HIP 法を用いて 3D カーボ

ン・カーボン複合材料を作製した．次にガス漏洩防止処理として Si 含浸ならびにガラスのゾルゲル法による含浸

を実施した後に耐酸化 SiCコーティング処理を施してノズルとして完成させた．本年度は作製したコンポジット製

プラグノズルを東京大学新領域創成科学研究科，高エンタルピー風洞で燃焼ガスによる高温試験を実施した．所定

の耐圧能力があり，構造設計通りにノズルが作製できていることが分かった．高温の燃焼試験により金属治具との

締結方法ならびに，ストラット，カウルなどの耐熱複合材料部品間の結合に問題があることが分かった． 

 

Ⅱ-2-i-13 

生体模擬メカニズムによるナノコンポジット創製に関する研究 

教 授  八田博志         准教授  後藤 健    研究開発本部・研究員  青木卓哉 

工学院大・教授  塩田一路    東京理科大・教授  福田 博                     

 生体内での自己組織化メカニズムを解明・模擬することで，コンポジットの新規な製造プロセスを創出する研究

を実施する．また，本プロセスを利用し，従来にないナノコンポジットの創製を試みている．コラーゲン分子の配

向制御実験を実施し，pH の影響，溶媒の種類による，ナノ三次元規則構造の自己組織化に与える影響を調べた．

大面積・大容量で液晶ポリマー繊維を配向させることに先立ち，小型装置を用いてコラーゲン溶液からの配向制御

実験を行った．現在までのところ上記の小規模実験で得られたような良好な配向制御は達成できていない．液晶に

よる配向制御実験を実施するために，分散に関する研究に本年度は注力した．特に分散が困難な単層 CNT

（SWCNT）を分散する手法について検討を実施した． 

 

Ⅱ-2-i-14 

炭素繊維強化プラスチック複合材料の長期寸法安定性 

教 授  八田博志         助 教  小柳 潤    東京理科大・助教  小山昌志 

東京理科大・教授  福田 博       早大・教授  川田宏之                   

 炭素繊維強化プラスチック複合材料（CFRP）は軽量，高剛性，高強度といった特性を持ち，様々な用途に適用

されている．しかし，マトリックス樹脂の吸湿膨潤，粘弾性挙動によって高精度な寸法安定性が求められる用途へ

の拡大には課題が多く残されている．本研究では，吸湿および粘弾性挙動による CFRP の微小な変形について，実

験的，解析的手法によりその発生機構の理解と予測技術の確立を目的として研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-i-15 

ノズル耐熱材料の高信頼性化 （戦略的開発研究費・固体ロケットモータの信頼性向上） 

准教授  後藤 健    研究開発本部・研究員  青木卓哉    研究開発本部・研究員  石田雄一 

 固体ロケットの重要部品である，ノズル耐熱材料（CFRP ライナー，カーボン・カーボン複合材ノズルスロート

インサートなど）は H-IIA-6 号機や M-V-4号機の失敗原因となった重要部材である．これらの信頼性を高めること
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は，次期固体ロケット，H-IIA，H-IIB の SRB-A などの固体ロケットの信頼性向上に直接的に資する．そのために，

ノズルライナーCFRP およびノズルスロートインサート適用材であるカーボン・カーボン複合材を対象として，以

下の点について研究開発を進めている． 

（1）高信頼性ノズルライナーの開発：HIIA-6 号機の失敗原因であった局所エロージョンを排除する新しいライ

ナーCFRP を開発する．（2）材料特性データベースの高信頼性化：ノズルスロートインサート C/C やライナー

CFRP の材料特性の取得方法に関して見直しを実施し，材料特性データベースの信頼性を向上させる． 

 

Ⅱ-2-i-16 

科学衛星打上げ用ロケットの構造と機能 

教 授 小野田淳次郎      准教授  峯杉賢治 

助 教  竹内伸介    主任開発員  富澤利夫 

開発員  下瀬 滋                

 衛星打上げ用ロケット，観測ロケットなどの構造要素として，モータケース，各段間接手，ノーズフェアリング，

尾翼，尾翼筒などについて，研究開発を行っている．ロケットの性能・信頼性向上を目的とし，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 S520 観測ロケットの新型ノーズコーンの開発を行って荷重試験を実施した．また次期固体ロケットの

開発に向けて，高性能化・低コスト化を主眼に全体構造の概念設計を行い，ノーズフェアリング分離機構・モータ

ケース接手等の先行要素試験の結果検討を実施した． 

 

Ⅱ-2-i-17 

飛翔体の機体計測に関する研究 

教 授  石井信明    准教授  峯杉賢治 

主任開発員  富澤利夫    開発員 長谷川克也 

 飛翔体開発計画の一環として，その飛翔時の機体各部の状態および挙動を計測するためのシステムの開発，取得

データの解析および処理方式の研究を行っている． 

 

Ⅱ-2-i-18 

飛翔体の構造動力学 

教 授 小野田淳次郎    准教授  峯杉賢治    開発員  下瀬 滋 

 科学衛星打ち上げ用ロケットについて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． 

 

Ⅱ-2-i-19 

科学衛星の構造・機構 

教 授  小松敬治    教 授 小野田淳次郎    教 授  樋口 健 

准教授  峯杉賢治    助 教  奥泉信克    助 教  竹内伸介 

 科学衛星の構造および太陽電池パドル等の展開機構の開発研究，解析手法の提案・改善を行っている． 

 MMO については実機サイズの分離機構を用いて試験を実施し，設計改良を行った．Planet-C については MTM

試験を実施し，フライト品に向けたデータの取得を行った．Astro-G については基本構造の概念設計を行った．小

型科学衛星シリーズについては各ミッションに共通に使用可能なバス構体の概念設計を行った． 
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Ⅱ-2-i-20 

環境性評方式の開発研究 

教 授 小野田淳次郎    准教授  峯杉賢治    主任開発員  富澤利夫 

開発員  下瀬 滋    開発員  伊藤文成                

 搭載機器の計装と関連して振動・衝撃・スピン・動釣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御お

よびデータ取得の方式について研究を行っている． 

本年度は観測ロケット S-520-23 号機頭胴部，S-310-38号機頭胴部，Planet-CMTM等の振動試験を実施した． 

 

Ⅱ-2-i-21 

ソーラーセイルの研究 

教 授 小野田淳次郎    助 教  奥泉信克    助 教  竹内伸介 

客員准教授  宮崎康行                           

 将来の惑星間探査機の推進器として期待されているソーラーセイルの研究及び実現に向けた様々な検討を行って

いる． 

 本年度はプロジェクト化に向けて膜面展開に関して最終検討を実施した．また昨年度提案したリンクルモデル及

び効率的な計算手法に基づき，有限要素法を用いてセイル展開形状の解析を続行している． 

 

Ⅱ-2-i-22 

柔軟構造物の振動制御の研究 

教 授 小野田淳次郎    准教授  峯杉賢治    主任開発員  富澤利夫 

開発員  下瀬 滋    開発員  伊藤文成                

 構造物の剛性やダンパの減衰力を制御することにより，構造物の振動を減衰させるという新しい準能動的振動制

御法，クーロン摩擦や粘着層による減衰効果を利用する受動的制振法，そして能動的制振について，トラス構造等

を中心として理論的および実験的研究を行っている． 

 今年度は，前年度に引き続き衛星構造モデルに多数のピエゾ素子を取り付け無電力振動制御手法を適用すること

で，実際の衛星構造での同手法の有効性に関するデータの取得を続行している． 

 

Ⅱ-2-i-23 

繊維状圧電素子による複合材の形状制御の研究 

教 授 小野田淳次郎    准教授 峯杉賢治    助 教  竹内伸介 

 中心に金属コアを有する繊維状の圧電素子を埋め込んだＦＲＰ（繊維強化プラスチック）の積層板を用いて，電

圧を印加することで積極的に複合材製構造に変形を誘起させ，その変形を利用する研究を行なっている． 

 

Ⅱ-2-i-24 

六方晶金属の室温クリープに関する研究 

教 授  佐藤英一   大学院学生  松永哲也             大学院学生  亀山達也 

首都大学東京・都市教養  筧 幸次   技術研修生  鬼澤宏明   首都大学東京・システムデザイン  北薗幸一 

 チタン合金（特に Ti-6Al-4V 合金）は高比強度材料として宇宙機に数多く使用されているが，室温で顕著なクリ

ープ現象を起こす．この現象自体は古くに幾つか報告はあったが，その後ほとんど引用されてきておらず，我々が

「はやぶさ」の試験中に再発見した．本研究では，この室温クリープ現象はチタンだけでなく六方晶金属に特有の

新たな変形様式であることを明らかにし，以下のようなメカニズムを解明してきている．：室温クリープ領域では，

粒内で一つのすべり系のみが働き，転位の切り合いが起こらず，加工硬化が顕著に現れないため，クリープ変形が

持続する． 
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 しかし対称性の乏しい六方晶において，たった一つのすべり系ではフォンミーゼスの条件を満たすことかができ

ず，粒界に堆積した転位は粒界辷りにより緩和されている． 

 

Ⅱ-2-i-25 

セラミックの多軸破壊・衝撃破壊の研究 

教 授  佐藤英一      助 教 元屋敷靖子    特別共同利用研究員  進藤大典 

技術研修生  橋金太郎    技術研修生  上田章二                    

 脆性材料の破壊挙動は，微小き裂分布を仮定した破壊統計論とき裂進展挙動を記述する破壊力学の両者で予測す

ることができるが，混合モード微小きれつに対する破壊力学が未構築であり，理論上欠けた部分となっている．本

研究では，混合モードの微小きれつ進展挙動について有限要素計算及び実験を行っている． 

 また，セラミックスを宇宙機スラスタとして使用するには，ミッション中のメテオロイドとの超高速衝突耐性を

評価する必要がある．そのため，宇宙研スペースプラズマ実験設備の二段式軽ガス銃を使用し，セラミックス材料

の耐メテオロイド衝突性の評価を行っている．スラスタ候補材料の窒化ケイ素では，2km/s 以上の高速では，クレ

ータ・スポール・ピンホール・内部き裂等は生じるが，試料の全面破壊には至らないことが示された． 

 

Ⅱ-2-i-26 

複合材接着構造の極低温強度靱性耐久 

教 授  佐藤英一    助 教 元屋敷靖子    特別共同利用研究員  高橋孝平 

技術研修生  垣本勇希                                 

 極低温複合材タンクは，現状では CFRP単体では作製できず，ライナや口金といった異種材料との接着あるいは

融着部分が存在し，極低温での破壊力学的評価が必要となっている．そこで本研究では，極低温試験装置を導入し，

各種接合構造について室温から極低温（LHe 温度）までの強度・破壊靱性等を系統的に評価している． 

 

Ⅱ-2-i-27 

固体ロケットモータの非破壊検査の研究 

教 授  佐藤英一 

 固体ロケットモータの大型化に伴い，定量的な非破壊検査による品質保証を低コストで実施することが必要とな

ってきており，今後は，設計段階から効率的な品質保証方法を検討しておくべきである． 

 固体モータの重要な品質保証箇所および段階は，（1）ノズルスロート素材段階，（2）チャンバ（含むインシュレ

ーション）製造段階，（3）推薬注型後のモータ，の 3点である．（1）項は昨年度までの研究で，ほぼ技術開発は完

了し，実機への適用も行われている．（2）（3）項は，従来はＸ線撮影により品質保証されてきた．これはモータが

小さかった古くでは有効な技術であったが，モータの大型化につれ作業時間とコストが膨大になり，検査設備の維

持費も大きくなってきているものの，逆に検査の信頼性は低下してきており，超音波探傷技術によるコスト低減と

信頼性向上が求められている．モータを，（a）小型金属チャンバモータ，（b）中型複合材チャンバモータ，（c）大

型金属／複合材チャンバモータの 3種に分類し，それぞれに可能な適用技術およびその技術課題を整理した．その

中で，（a）（c）に関しては，ほぼ技術開発が完了し，実機への試行ができる段階となった．新型固体ロケットは

（b）のカテゴリーに属し，これは技術的課題が大きく，今後その研究開発が必要である．なお今年度は，（c）の

NAL-735 地燃モータ，M-24 地燃モータの品質保証を実施，特に M-24 のリリーフブーツが進展していることを発

見し，対策をとって無事地燃成功に至った． 
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Ⅱ-2-i-28 

極低温複合材タンクの開発 

教 授  佐藤英一    教 授  樋口 健    助 教  竹内伸介 

助 教  成尾芳博    助 教  野中 聡              

 将来輸送系では抜本的軽量化のために推進剤（LH2，LOX）タンクの複合材（CFRP）化が不可欠とされている

が，極低温環境下で複合材マトリクスに生じるマイクロクラックからの推進剤漏洩が大きな問題となっている．宇

宙科学研究本部で進められている再使用ロケット実験機の開発において，複合材タンク班として，上記漏洩を防止

するためにライナを用いた複合材タンクの開発を行っている． 

 本年度は前年度に引き続き LCP（液晶ポリマ）ライナ付複合材液体水素タンクの開発を続行している．前年度

実施した有限要素法による解析結果に加え，解析解による破壊力学的設計手法を確立し，それに基づき再使用実験

機搭載用タンクの設計・試作を実施した．また試作タンクを用いて液体水素充填加圧試験を実施することで，同設

計手法の妥当性を確認した．並行して同設計・製造技術で常温用気気器を製作することを目標とし，フィラメント

ワインディングを用いた複合材タンクの試作も実施している． 

 

Ⅱ-2-i-29 

宇宙機材料への微小デブリ衝突の影響耐久に関する調査研究 

受託研究員  北澤幸人    教 授  佐藤英一 

 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た．現状の知見では，微小デブ

リは，2 次デブリ（ejecta）に起因するものが主体と考えられているが，実測データが乏しく，地上実験での検証

が試みられている．また，その実験方法については国際標準化の方向で検討が行われている． 

 

 

 

ｊ．宇宙探査工学研究系 

 

Ⅱ-2-j-1 

ディープサブミクロン TMOS を用いたディジタル・アナログ混載型集積回路技術による低電力アナログフロント

エンド回路の開発 

教 授  池田博一    教 授  高橋忠幸    大学院学生（東京大学）  岸下徹一 

 本開発研究は，宇宙機における観測機器等に必要とされるディジタル・アナログ混載型集積回路に関するもので

ある．将来の宇宙機においては，高度な観測機器を実現するために，高精度かつ高信頼性を有する集積回路の開発

が求められている．この要求の解決手段としては，いわゆるディープサブミクロン CMOS を用いた集積回路が有

力な候補である．耐放射線性，低電力，ゲート遅延の短縮といった優れた性能が期待できるからである．しかし，

アナログ部の回路方式，ディ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．本年度

においては，ベアチップ実装による低雑音特性の確認が行われるともに，当該回路技術をドリフト型固体検出器読

出し回路，探査機の LIDAR 用 APD読出し回路，さらには PET 用のシンチレータ読出し回路等に展開した． 

 

Ⅱ-2-j-2 

SOI プロセスを用いた A/D 変換器 IP の開発 

教 授  池田博一    （株）デジアンテクノロジ代表取締役  篠原慈明 

 本開発研究では，半導体プロセスとして，0.2μm の完全空乏型の SOI プロセスを用いた．ゲート直下のシリコ

ン部分から完全にキャリヤーが排除されていることから，従来技術である部分空乏型の SOI と比べて，I-V カーブ

に現れる異常な折れ曲がりが解消されているなどアナログ回路への応用にとって有利な特徴を有しているからであ

る．昨年度までの研究開発においては，バルクＣＭＯＳと同等のレベルにおいて回路設計が可能であることが分か
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ってきたので，本年度においては，A-to-D 変換器等のより実用的な回路に挑戦することとした．特に完全空乏型

の SOI プロセスの低浮遊容量特性に着目して，電荷再配分型の高速速次近似型 A/D 変換器の試作開発を行った．

さらに，低雑音 CCD 読出し回路としの応用を目途として，ウィルキンソン型 A/D 変換器を内蔵した二重相関サン

プリング回路の試作開発にも着手した． 

 

Ⅱ-2-j-3 

「サブミリ分解能をもつ拡張型高速 PET の要素開発（JST）」における APD 読出し回路の開発 

教 授  池田博一    助 教（東京工業大学）  片岡 淳    大学院学生（東京大学）  岸下徹一 

大学院学生（東京工業大学）  小泉 誠
 

                     

 医療用の PET装置への応用を目途として APDアレーの多チャンネル信号を同時に処理するアナログ LSI を開発

した．これまで我々は X-線天文学の観測装置として優れた光検出器であるアバランシェ・フォトダイオード

（APD）に着目し，宇宙動作実証を含め広く活用してきた．これを最先端のガン診断装置（陽電子断層撮影：

PET）に応用すれば，汎用性が高く，低コストかつ高性能の医療装置が期待できる．具体的には APD 素子そのも

のを小型アレー化することで撮像機能をもたせる必要がある．そうすると，膨大な画像信号を同時に処理する集積

回路が不可欠である．そこで TSMC社の 0.35 ミクロン CMOSプロセスを用いて 8 チャンネル構成の集積回路を試

作した．試作回路には，「ディープサブミクロン CMOS を用いたディジタル・アナログ混載型集積回路技術による

低電力アナログフロントエンド回路の開発」成果が活用されるとともに，サブナノ秒の時間分解能を持つ時間対波

高変換回路（TAC）が実装された．当該 TAC回路は探査機用 LIDAR の読出し回路へも展開している． 

 

Ⅱ-2-j-4 

太陽光反射膜付放射率可変素子の研究 

主任開発員 太刀川純孝    助 教  大西 晃    大学院学生  松本 貫 

 強磁性材料であるペロブスカイト構造 Mn 酸化物に多層薄膜を施し，太陽光吸収率が小さく，かつ全半球放射率

の温度依存性の優れた太陽光反射膜付放射率可変素子（SRDM：Smart Radiation Device with Multiplayer film）の開

発を目的としている．この素子は，機械的な要素と電力を必要としないため，軽量かつ高い信頼性が得られる． 

 今年度は，広帯域の多層薄膜を基本とする太陽光反射膜の最適化を図る目的で，1/4 波長の高・低屈折材料を積

層する考え方に，中間的な屈折材料を付加する方法を設計に取り入れた．その結果，SRD の放射率の温度依存性

を維持しつつ，低太陽光吸収率の特性を有する広帯域多層薄膜の設計が可能になった． 

 また，昨年度設計・試作した SRDM について，紫外線・電子線・陽子線等の照射試験を行い，照射前後におけ

る太陽光吸収率，放射率等の評価を行った．その結果，広帯域多層薄膜の劣化は認められず，宇宙用材料として十

分耐性のあることが確認された． 

 

Ⅱ-2-j-5 

自律型吸放熱デバイスの開発ならびに宇宙機適用化研究 

助 教  大西 晃    宇宙航空プロジェクト研究員  長野方星 

 ラジエータの高機能化を目指し，高熱伝導性・異方性・フレキシブルなグラファイトシートを活用した自律型吸

放熱デバイス（RTP：Reversible Thermal Panel）の開発ならびに惑星探査機搭載を目的としている．RTP はサーマ

ルダブラーと宇宙空間に面した放熱フィンが一体となった構造で，搭載機器温度に対応して放熱フィンが開閉する

ことでラジエータやアブソーバの機能を有したデバイスである． 

 RTP の搭載用の構造モデルの設計，試作を行い，構造設計，熱設計等の評価を完了した．また，RTP 熱数学モ

デルを PLANET-C 簡易熱モデルに組み込み，PLANET-C の運用に即した RTP の最適な搭載位置とその方法につい

て評価・検討を行った．さらに，フィンの展開・収納を効果的に行うシート型アクチュエータを新たに考案し，試

作評価を行った． 
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Ⅱ-2-j-6 

発泡ポリイミドフォームによる断熱材に関する研究 

助 教  大西 晃    主任開発員 太刀川純孝    宇宙航空プロジェクト研究員  長野方星 

大学院学生  日浅康博                                         

 ポリイミドフォームを基材にした低温から高温用の多層断熱材の開発と，その断熱設計を行う上で必要な熱伝導

率λ（熱拡散率），放射率εの同時測定装置の開発を目的としている．この材料の特徴はアウトガス，電気電気性，

耐熱性，耐紫外線性，耐放射線性等に優れ，かつ軽量であることが挙げられる． 

 今年度は，高真空下におけるポリイミドフォームの低温から中温域における熱拡散率の温度依存性，密度依存性

の評価を行った．その結果，試料は－100～+100℃の範囲で正の温度依存性を持ち，真空下では大気中に比べ 16％

以下になることが明らかになった．また，ポリイミドフォームを多層膜断熱材（MLI）の内部材料とした新しい断

熱システムを提案し，－100～+200℃の温度範囲で従来の MLI との比較実験を行った．その結果，6 層以上で従来

の MLI よりも優れた断熱性能を示すことが明らかになった． 

 

Ⅱ-2-j-7 

宇宙用熱制御（熱防御）材料の高温放射特性に関する研究 

助 教  大西 晃    主任開発員 太刀川純孝    大学院学生 中澤かおり 

 真空・高温下における試料表面の垂直分光放射率，光学定数，膜厚等の時間的変化を同時に測定し，高温下の試

料表面の状態変化を明らかにすることを目的としている．これまで，分離黒体法による試料表面の垂直分光放射率

と偏光解析法による光学定数・膜厚等の同時測定装置の構築を行った． 

 試料温度 2000K の垂直分光放射率測定を目指した装置の評価を行った．具体的には，クリスチャンセン効果を

有するジルコニアを基材に垂直分光放射率の温度依存性の測定を行った．その結果，分光反射率から算出されたデ

ータと比較し，良好な一致を得ることができ，真空・高温化における垂直分光放射率測定装置の妥当性が確認され

た．今後は，長繊維セラミック繊維複合材料の高温放射率測定の規格化に関するランドロビン試験に参加する予定

でいる． 

 

Ⅱ-2-j-8 

宇宙用ハイブリット光・熱エネルギー変換素子の研究 

主任開発員 太刀川純孝    助 教  大西 晃    大学院学生  宮脇俊介 

 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 Energy Conversion Device：HECD）の開発を目的としている．HECD

は TPV による光エネルギーと，PVセルと宇宙空間との温度差から生まれる熱エネルギーとの加算により，エネル

ギー効率を高めることを狙っている． 

 今年度は，TPV 用エミッタに高耐熱性（3000℃）・高熱伝導性（1000w/mK）の特性を有するグラファイト・ク

リスタル（Graphite Crystal：GC）を選定し，その熱的および光学的特性の評価を行うと伴に，エミッタ用の PV フ

ィルタの設計に取り掛かった． 

 

Ⅱ-2-j-9 

熱電効果による宇宙用熱制御に関する研究 

助 教  大西 晃    宇宙航空プロジェクト研究員  長野方星 

 熱電発電を基本に，宇宙用能動型熱制御システムを新たに提案・構築することを目的としている．室温と宇宙空

間との温度差による熱電効果を利用した小型，軽量な流体ループシステムの開発と新規熱電材料の熱電物性簡易迅

速評価を狙っている． 

 熱電材料の性能指数であるゼーベック係数・熱伝導率・比抵抗の 3 パラメータを同一試料，同一測定条件で測定

が可能なフィルム熱電対と 4端子プローブコンタクトの方法を提案し，計測システム構築ならびに評価を行った．
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その結果，コンスタンタンと鉛の例では，温度範囲 260～330K において，ゼーベック係数および熱伝導率は推奨

値に対し 1.3％，11％以内で得られることが確認された．比抵抗に対してはプローブの接触方法に改善を要するこ

とが明らかとなった．引き続き，センサの薄膜タイプへの改良と，熱電材料の開発を行う． 

 

Ⅱ-2-j-10 

簡易型太陽光吸収率，全半球放射率測定装置の開発 

助 教  大西 晃    主任開発員 太刀川純孝    宇宙航空プロジェクト研究員  長野方星  

 太陽光吸収率α，全半球放射率εについて，研究室レベルの性能を有し，かつ，小型・軽量で迅速にその場測定

が可能なポータブルタイプの計測システムの開発を行っている． 

 ε装置は小型黒体炉光源，積分球，サーモパイル・センサから構成され，小型でかつ高精度の計測システムが完

成された．その特徴は広範囲の赤外域の測定を実現するため，波長範囲 0.6～42μm のセンサを採用し，測定の不

確かさ 0.05 以下であることが確認された．基本的な開発は完了しているが，引き続き，測定の安定化と再現性の

確からしさを目指して改良を行っている． 

 αは，ツェルニー・ターナ型を基本に，ステッピングモータで直接駆動する小型回折格子，光源，積分球から構

成される軽量化を狙ったプロトタイプの装置を構築した．引き続き，装置の性能向上と，積分球にファイバーケー

ブルを付加したハンディタイプの測定装置の開発を行っている． 

 

Ⅱ-2-j-11 

ワイヤレス・マルチチャンネル計測システムの開発 

主任開発員 太刀川純孝    助 教  大西 晃  

 小型送受信機，各種センサ（温度，加速度，画像等）を搭載し，計測部にセンサを取付けることで情報を取得す

ることが可能なワイヤレスタイプと有線タイプの 2種類のマルチチャンネル計測システムの開発を目的としている． 

 ワイヤレスタイプは，半導体温度センサと小型送受信機を組み込んだセンサユニットと，データ取得，処理を行

うデータロガ（ベースユニット，データハンドリングユニット）から構成され，1 センサユニットにデイジーチェ

ーン接続することにより，25個までの温度センサーが取付け可能で，センサユニットを追加することにより，1台

のデータロガで最大 3200 点の温度計測を 110 秒で可能にしている．基本的な開発は完了しているが，引き続き，

半導体温度センサの代わりにアナログセンサを用いて広範囲の温度測定が可能なシステム構築を行う予定である． 

 

Ⅱ-2-j-12 

科学衛星の熱設計 

主任開発員 太刀川純孝    助 教  大西 晃   

科学衛星の熱設計に関する作業状況は，以下の通りである． 

・金星探査機「PLANET－C」のシステム熱数学モデルを構築，フライト熱解析を行い，熱設計の評価を行った．

引き続き，TTM 試験を行い，熱数学モデルの検証を行う． 

・電波天文衛星「ASTRO-G」は，システム熱数学モデルを作成中である．引き続き，フライト熱解析を行い，熱

設計の妥当性を評価する． 

 

Ⅱ-2-j-13 

高温エレクトロニクス 

教 授  田島道夫    准教授  廣瀬和之    助 教  小林大輔 

秘 書 西川三千代                           

 惑星探査ミッションの実現にあたっては，衛星の熱設計に対してこれまでになく苛酷な条件が課せられる．この

問題を解決するためには，高温環境でのデバイス劣化メカニズムの理解と，高温動作するデバイスの開発が不可欠

である．本年度は，“高温環境における発電システム”をテーマとして，発電システムの熱問題を，高温・高照度
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下の太陽電池の設計，電力用の新しい半導体デバイス，リチウムイオン電池・キャパシタの高温特性などにスポッ

トをあてた第 18回高温エレクトロニクス研究会を開催した． 

 

Ⅱ-2-j-14 

宇宙用半導体デバイス界面の耐放射性・耐熱性の研究 

准教授  廣瀬和之    助 教  小林大輔    教 授  田島道夫 

将来ミッションとして計画している「高機能探査衛星を利用した惑星探査」を成功させる上で，衛星搭載用とし

て高機能性・小型軽量性に加え耐放射性・耐熱性に優れた高信頼性半導体デバイスの開発が必至である．本研究に

おいては，このような民生デバイスの開発とは一線を画す極限デバイス開発のための基盤研究として，デバイス動

作の要である半導体界面に対する精緻な制御・評価技術を確立し，衛星搭載用デバイスの問題点を把握，最適構造

の検討および極限プロセスの開発を計っていく計画である． 

今年度は，具体的に以下のことを明らかにした． 

 1）MOS トランジスターの放射線耐性を決定するゲート電気膜／Si 界面の電子状態を放射光を用いた光電子分光

法により評価している．これまでに，光電子分光スペクトルに現れる Si2p 内殻準位エネルギーのケミカルシフト

量が，ゲート電気膜候補である Si 化合物薄膜（SiC, Si
3
N

4
, SiO

2）の光学的誘電率と極めて良い相関のあることを見

出している．今年は，さらに同相関を考察して，第一原理計算で光電子分光過程の終状態を計算することから求め

た誘起ダイポールにより分極率を簡便に推定できることを明らかにした． 

 

Ⅱ-2-j-15 

宇宙用 SOIデバイスの開発 

准教授  廣瀬和之
 

   教 授  齋藤宏文      助 教  福田盛介 

助 教  小林大輔    東大 D3  柳川善光    総研大 D2  牧野高牧 

 宇宙機搭載用の耐放射線性半導体デバイスを民生 SOI 技術を利用して開発している．これまでに，論理 LSI を

セルベース手法で製造するために必要となるセル群を設計して，セルライブラリーとして整備した．本年度は，セ

ルベース論理 LSI を設計する上で必要となる，LSI レベルの耐放射線化技術をシミュレーション，設計，試作，放

射線試験等により検討した． 

LSI の動作周波数が大きくなるにつれて顕在化してきた SET（Single Event Transient）というあらたな放射線障害

のメカニズムを理解して対策を講じるために，シミュレーションおよび ASIC の試作・放射線試験を行った．その

結果，考案したフリップフロップを利用した ASIC を試作して放射線試験をした結果，論理回路中で発生する SET

パルスに起因するソフトエラーレートを測定することに成功した． 

 

Ⅱ-2-j-16 

宇宙機の帯電放電現象 

助 教  豊田裕之    准教授  田中孝治 

教 授  佐々木進    教 授  田島道夫 

宇宙機の電力規模拡大や，深宇宙探査機の曝される過酷な環境に鑑み，宇宙機の帯電・放電現象による事故の防

止策の必要性は，急速に高まりつつある．私達は太陽電池パネルを中心とした宇宙機コンポーネントの帯電・放電

特性，それらが引き起こす特性劣化を研究している． 

 平成 18 年度は宇宙用 Si 太陽電池セルを対象に各種試験を実施した．引き続き平成 19 年度は，現在主流になり

つつある宇宙用三接合太陽電池セルを用いて，低軌道を模擬したプラズマ環境中で，放電試験を行った． 

 放電試験の後，試験に課した 15 枚中，5 枚のセルの電気性能が低下した．しかし太陽電池セルは内部の動作を

観察することが困難で，電流-電圧特性からは劣化の有無しか知ることができない．そこで非破壊・非接触の診断

法であるエレクトロルミネッセンス（EL）およびフォトルミネッセンス（PL）を用いた評価を行うことで，セル

の端部において電流リークが発生したことが明らかになった．今後は同手法を用いて，定量的な評価を可能にする
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べく，研究を進めてゆく． 

 

Ⅱ-2-j-17 

弗酸水溶液浸フォトルミネッセンスイメージングによる多結晶シリコン太陽電池用基板の欠陥耐久に関する研究 

教 授  田島道夫    大学院学生  杉本広紀       東京農工大  齊藤 忠 

東京農工大  上迫浩一    東京農工大 ダムリンマルワン     第一機電  山鹿功雄 

 多結晶シリコン太陽電池用基板の品質を超高速・高空間分解能に評価することのできる新評価手法（弗酸水溶液

浸フォトルミネッセンス（PL）イメージング法）を用いて，次世代太陽電池用基板として注目される n 型多結晶

シリコン基板の品質評価を行った．シリコン原料の品質や結晶成長速度，ルツボの品質など結晶成長条件を変えた

複数の n 型多結晶シリコンインゴットについて品質を評価し，インゴットの品質劣化がルツボからの汚染により生

じていることと，転位クラスターなどの結晶欠陥も劣化を引き起こしていることを確かめた．汚染の分布や結晶欠

陥密度は結晶成長条件で大きく異なることがわかり，インゴットを高速に凝固させ高純度ルツボを用いた方が高品

質なインゴットとなることがわかった． 

また，新評価手法の高速性を利用し，インゴットを横切りにした連続する数百枚の基板をそれぞれ評価し，3 次

元的な結晶性分布を調査した．そして，インゴット内にルツボからの不純物汚染が広がっている様子や，結晶欠陥

が結晶成長方向に伸びている様子が明瞭に評価できた．特に転位クラスター周辺で品質が大きく低下しており，イ

ンゴット上部でそれらは多く発生していることがわかった． 

 

Ⅱ-2-j-18 

選択励起フォトルミネッセンスイメージングによる宇宙用単結晶シリコン太陽電池，InGaP/GaAs/Ge 多接合太陽

電池および TuInGaSe 太陽電池の放射線劣化耐久に関する研究 

教 授  田島道夫       大学院学生  吉田和生       大学院学生  杉本広紀 

総研本部・主任開発員  今泉 充    総研本部・開発員  川北史朗    総研本部・開発員  森岡千晴 

原子力機構・副主任研究員  大島 武                                     

 高速・高空間分解能評価の特徴を有する選択励起フォトルミネッセンス（PL）イメージング法を用いて宇宙用

シリコン太陽電池，InGaP/GaAs/Ge 多接合太陽電池，CuInGaSe（CIGS）太陽電池の放射線劣化評価を行った．そ

の結果すべての太陽電池において放射線劣化効果が PL イメージングにより評価可能であることがわかった．放射

線劣化は単結晶シリコン太陽電池が最も大きく，次いで多接合太陽電池の GaAs 層が大きかった．それに対し，多

接合太陽電池の InGaP 層や CIGS太陽電池は高い耐放射線性を示した．また，これらの結果は太陽電池の変換効率

の劣化状況とよく一致することが確認された．面内均一性に関しては，多接合太陽電池の InGaP 層に放射線照射

に関係のない生来の欠陥が多く存在することが明らかとなったが，それ以外の太陽電池は良好な面内均一性を有す

ることがわかった．このように面内均一性に個体差が存在するため，生来の欠陥による劣化の影響を考慮すること

が，放射線照射による劣化を正確に把握するためには不可欠であることが示された． 

 

Ⅱ-2-j-19 

太陽電池用多結晶シリコンウエハー中の転位のフォトルミネッセンス解析 

教 授  田島道夫    技術研修生  井上雅晶    大学院学生  杉本広紀 

明治大  小椋厚志     豊田工大  大下祥雄                

 多結晶シリコン太陽電池の高効率化・低コスト化を目指すため，フォトルミネッセンス（PL）法を用いて多結

晶シリコンウエハーの結晶性評価を行った．評価結果から，多結晶粒内に存在する微小欠陥がライフタイムを短く

する原因であることがわかった．また，この粒内微小欠陥を含む領域から，低温（4.2K）で転位起因発光（D-

line）を観測した．D-line は鉄などの遷移金属汚染がある場合に観測されることが知られている．そして，室温で

観測される 0.78eV 発光と D-line は発光起源が異なることがわかった．さらに，PL マッピング／スペクトル温度

依存性から 0.78eV 発光は熱処理 CZ 結晶で観測される酸素析出起因発光と同じ起源であることが明らかにされた．
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以上より，粒内微小欠陥は転位クラスターに起因し，重金属だけでなく酸素不純物の優先析出核として働いている

ことが示された． 

 

Ⅱ-2-j-20 

フォトルミネッセンス法によるシリコン結晶の高濃度不純物定量に関する研究 

教 授  田島道夫    大学院学生  荻原 崇    大学院学生  中川聰子 

 現在，太陽電池の急速な需要拡大に対し，その基板ウエハーの原料である高純度シリコンの不足が深刻化してい

る．そのため，太陽電池用ウエハーに特化した低コスト・低純度多結晶 Si 原料の生産が急速に拡大している．し

かし，特に重要とされているボロンやリンの不純物濃度決定において，この低純度 Si に含まれている濃度範囲で

の有効な定量法が確立されておらず，早急な対応が求められている．本研究では，従来の JISH0615 で規定されて

いるフォトルミネッセンスによる不純物定量分析法において測定範囲対象外であった高濃度のボロン，リンの定量

を，従来の 5 倍および 10 倍の強励起光条件下測定により実現し，その条件を用いて検量線を作成した．そして，

実際に用いられている太陽電池用 Si 原料の不純物定量分析を行ない，SIMS，ICP-MS の定量結果や，実測抵抗値

との比較から実用上十分な精度で Si原料の不純物定量が行なえることを示した． 

 

Ⅱ-2-j-21 

放射線照射発光活性化法による SOI ウエハーの軽元素不純物耐久に関する研究 

教 授  田島道夫            准教授  廣瀬和之      大学院学生  中川聰子 

原子力機構・ユニット長  伊藤久義   原子力機構・副主任研究員  大島 武   東芝セラミックス 鹿島一日兒 

東芝セラミックス  斉藤広幸
 

                                 

 SOI（Silicon-on-insulator）デバイスは高速，低消費電力，高集積などの利点を持つことから次世代電子デバイス

として期待されており，その基板となる SOI ウエハーの高品質化が求められている．しかし，SOI ウエハーの Si

活性層が数十～数百 nm と薄膜であるため，その評価は容易ではない．そこで，Si活性層の軽元素不純物の評価法

を提案するとともに，定量化に向けた取り組みを行なった． 

 本研究では，電子線照射により軽元素不純物を発光活性化させる方法と，薄膜評価が可能な紫外光励起 PL

（photoluminescence）スペクトル測定法の併用により，Si 活性層中の軽元素評価が可能であることを示した．また，

本手法でのバルク Si ウエハーにおける炭素の検出限界は 1012atoms/cm3と見積もられ，現在必要とされている炭素

の検出限界より 2 桁以上優れた値であることから，不純物の電対量が僅かな薄膜 Si 活性層での定量法としても十

分に対応可能な水準にあることを示した． 

 

Ⅱ-2-j-22 

SiT結晶の光学的耐久の研究 

大学院学生  星乃紀博    大学院学生  磯野秀明    デンソー  内藤正美 

シクスオン  塩見 弘                              

 宇宙用高温エレクトロニクス，パワーエレクトロニクス等の用途において，高い性能を持つ SiC（炭化珪素）デ

バイスの信頼性向上を目的とし，フォトルミネッセンス（PL）を用いた SiC 結晶基板中の構造欠陥の高感度・非

破壊評価を行っている．SiC デバイス動作中に発生し特性を劣化させるため問題となっている構造欠陥に対し，デ

バイス作製前の基板の段階で光励起キャリヤ注入により発生させ得ることを示し，構造欠陥発生メカニズムの解明

に大きく貢献した．また従来まで非破壊観測が困難であり，報告の無かったバルク結晶成長中に発生する積層欠陥

に対し PL マッピング評価およびエッチピット観察，透過電子顕微鏡観察を用いた解析によって，欠陥構造や高品

質表面層への伝播状況を明らかにした． 
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Ⅱ-2-j-23 

TIGS太陽電池の研究 

教 授  田島道夫        准教授  廣瀬和之          大学院学生  吉田和生 

総研本部・主任開発員  今泉 充   総研本部・開発員  川北史朗   原子力機構・副主任研究員  大島 武 

 CuInS 系太陽電池は，薄膜・高効率・強耐放射線性で注目されている．本研究では昨年度に引き続き，陽子線照

射した Cu（In,Ga）Se
2（CIGS）薄膜で発生する欠陥の正体を解明するため，フォトルミネッセンスで観測される

0.8eV 発光帯強度とホール効果測定による多数キャリア濃度との比較を行った．その結果，0.8eV 発光帯の起源は

ドナー型の欠陥準位で p 型キャリアの補償センターとして働いており，同準位の発生と消失が CIGS 太陽電池の電

気特性の劣化と回復のメカニズムに寄与していることが結論された．さらにスペクトル形状解析から 0.8eV 発光

帯は複数の欠陥準位を起源とした発光帯であることを示し，陽子線照射によって複数の欠陥準位が誘起されること

を明らかにした．また，電着法により作製した CuIn（S，Se）2（CISS）太陽電池をフォトルミネッセンス法で評価

した結果，光吸収層の面内不均一性を観測するとともに，電子線照射に対しては強い耐性を示すが，陽子線照射で

は深い準位の欠陥が誘起されアニールによって消滅しないことを見出した． 

 

Ⅱ-2-j-24 

人工衛星用星姿勢センサの研究 

教 授  齋藤宏文    教 授  橋本樹明    主幹開発員  廣川英治 

准教授  紀伊恒男    教 授  堂谷忠靖      教 授  満田和久 

准教授  水野貴秀    准教授 坂井真一郎      助 教  川勝康弘 

助 教  坂東信尚                             

 「はやぶさ」用に開発した小型軽量で 0.05deg精度の広視野スタートラッカについて，「はやぶさ」，「れいめい」，

「ひので」の軌道上での動作を評価を行っている．秒角精度の高精度スタートラッカについては，「すざく」，「あか

り」のものについて，軌道上での性能評価を行った．また，ASTRO-G，NeXT 用スタートラッカの要求仕様につ

いて検討した． 

 

Ⅱ-2-j-25 

人工衛星用太陽姿勢センサの研究 

教 授  齋藤宏文    教 授  橋本樹明    主幹開発員  廣川英治 

准教授  紀伊恒男    准教授 坂井真一郎      准教授  清水敏文 

開発員 成田伸一郎    助 教  坂東信尚      主事補  清水成人 

 直交する 2 つの 1 次元 CCD を検出素子とする 2次元高精度太陽センサを研究・開発している．精度 0.05 度（3

σ）のものとしては，「あけぼの」，「ようこう」，「あすか」に搭載されたものをセンサ部とエレキ部を一体型し，

「はやぶさ」，「すざく」，「れいめい」，「あかり」，「ひので」のフライトに供した．現在，軌道上データの評価を行

っている．高精度のセンサとしては，「あかり」用に視野角を 2deg まで広げたタイプを開発し，「ひので」用には

視野角 1deg，精度 0.2arcsec の超高精度タイプを開発した，「ひので」搭載超高精度太陽センサについては，軌道

上での性能評価を行っている．さらに，将来の小型衛星用軽量サンセンサの開発を行っている． 

 

Ⅱ-2-j-26 

人工衛星用慣性センサ及びその応用の研究 

教 授  橋本樹明     准教授  峯杉賢治    主幹開発員  廣川英治 

准教授 坂井真一郎    総研本部  鈴木秀人     総研本部  石島義之 

 人工衛星用慣性姿勢基準装置（FRIG および TDG 方式）につき開発的研究をしている．特に TDG 方式について

は，「ASTRO-G」等の高速姿勢変更衛星に適用する際に問題となる，スケールファクタ精度について限界性能把握

を行っている．またこれらの機械式ジャイロを用いた慣性姿勢基準装置の発生する振動擾乱の測定およびその発生
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メカニズムの解明を行い，低減策についての研究も行っている． 

 

Ⅱ-2-j-27 

人工衛星用光ファイバージャイロの高精度化の研究 

教 授  齋藤宏文     教 授  橋本樹明     准教授 坂井真一郎 

東大・工  保立和夫     准教授  戸田知朗    総研本部  鈴木秀人 

総研本部  石島義之    総研本部  巳谷真司    総研本部  岩田隆敬 

 可動部を持たないため振動擾乱の発生が無く，信頼性も高いと考えられている光ファイバージャイロの高精度化

研究を行っている．ひとつは小型衛星用に，小型，安価な量産型光ファイバージャイロに対して温度制御等を行う

ことにより極限性能を引きだす研究を行っている．もう一方は，現在の高精度機械式ジャイロに匹敵する性能を達

成するため，相対強度雑音補正機能などの各種新規技術の適用によって世界最高レベルの性能を達成する研究を行

っている． 

 

Ⅱ-2-j-28 

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  橋本樹明    総研本部  中島 厚              

総研本部  井澤克彦    総研本部  鈴木秀人              

准教授 坂井真一郎     助 教  坂東信尚    開発員 成田伸一郎 

 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アクチュエータ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．ホイールの発生する振動擾乱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いるが，他の搭載機器の振動擾乱を磁気軸受ホイールによりキャンセルする研究も行って

いる． 

 

Ⅱ-2-j-29 

星同定に基づく人工衛星の姿勢決定法の研究 

教 授  橋本樹明    主幹開発員  廣川英治    准教授  紀伊恒男 

教 授  堂谷忠靖      助 教  川勝康弘    助 教  坂東信尚 

 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．

「はやぶさ」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，軌道上で実運用に使用している．

「すざく」については，予想視野方向のスターマップをアップロードすることにより，星同定および高精度の姿勢

決定を行っている．「あかり」については，視野内を移動する星を対象とした星同定アルゴリズムを開発し，その

有効性の確認を軌道上で行っている． 

 

Ⅱ-2-j-30 

人工衛星の姿勢制御方式の研究 

教 授  橋本樹明    教 授 川口淳一郎    准教授  村田泰宏 

准教授  久保田孝    研究員 望月奈々子    准教授  紀伊恒男 

准教授 坂井真一郎    助 教  坂東信尚    助 教  川勝康弘 

科学衛星の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． 

（1）「あかり」の姿勢制御系について，特にサーベイモードの姿勢制御方式の研究を行い，フライトモデルを用い

た静的閉ループ試験および軌道上での性能評価を行っている． 

（2）姿勢変更制御（姿勢マヌーバ）方式について，最短時間で所望の姿勢変更を行う実用的制御アルゴリズムの研

究を行っている．また高トルクアクチュエータとして CMG（コントール・モーメンタム・ジャイロ）を用い

た高速姿勢マヌーバについて，その駆動方式の検討，特異点解析，制御性能評価などを行っている． 
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（3）リアクションホイール故障時などを考慮して，2ホイールによる 3軸姿勢制御の研究を行い，「はやぶさ」の 2

ホイール運用において実際に使用した． 

（4）リアクションホイール 1 台によるバイアスモーメンタム 3 軸姿勢安定化方式についての研究を行っている．

「れいめい」の（観測要求による）磁気トルカを使用しない制御モード，「はやぶさ」の 1ホイール制御モード

にて使用され，軌道上での動作特性の把握を行っている． 

 

Ⅱ-2-j-31 

画像航法の研究 

教 授  橋本樹明    教 授 川口淳一郎    准教授  久保田孝 

助 教  坂東信尚    会津大  出村裕英    助 教  福田盛介 

 探査機による月・惑星表面の撮像画像と，既にわかっているクレータ等の特徴地形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．その一例として「のぞみ」の月スウィングバイ時の画像や，「Lunar Orbiter」の画像からクレータを抽出し，

これを月面地図と比較することにより航法精度を向上させることを試みている． 

また，将来の月探査機の自律航法を目指して，クレータの抽出，地図データベースとのマッチングを自動的に行

い，それにより得られる情報を用いて機上にて航法精度を向上させるアルゴリズムについて研究を行い，計算機シ

ミュレーションにより，その性能を確認している． 

 

Ⅱ-2-j-32 

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 川口淳一郎    教 授  橋本樹明     准教授  久保田孝 

月惑星 松本甲太郎    月惑星  片山保宏    総研本部  照井冬人 

 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． 

 

Ⅱ-2-j-33 

画像を用いた自然地形の認識に関する研究 

教 授  橋本樹明    准教授 澤井秀次郎    助 教  福田盛介 

准教授  久保田孝    月惑星  片山保宏              

 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な

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． 

また着陸地点の安全度（傾斜，障害物の有無）を判定する方法として，天体表面の反射率の非線形性を利用して複

数地点から撮像された陰影画像から惑星表面の状態を求める手法，ステレオ画像を用いる方法，太陽光の陰を利用

する方法等を開発し，計算機シミュレーションにより各アルゴリズムの比較およびその性能の確認を行っている． 
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Ⅱ-2-j-34 

超電導磁石を用いたフォーメーションフライト相対位置制御の研究 

教 授  齋藤宏文    准教授 坂井真一郎    教 授  橋本樹明 

 2 つの衛星を地球周回軌道を所望の相対位置関係を保って飛翔させるフォーメーションフライトは，将来の望遠

鏡ミッションなどへの応用が期待されている手法である．このような場合，相対位置維持のためには低推力とはい

え推力が常時必要となり，特にミッション期間が長い場合には膨大な燃料を必要とする．そこで，超電導磁石の吸

引反発力を利用して 2 衛星の相対位置を制御する手法を提案している．近地球での地磁場による外乱トルクを低減

するためには，それぞれの衛星の超電導コイルは 0.01Hz ないし 0.1Hz 程度の交流駆動されることが望ましい．こ

のような状態でコイル間の吸引反発力を制御するには，その位相差を制御すればよい．この位相差制御を電力的に

効率よく行うために，インパルス的に電圧印加を行い位相差を制御する駆動方式と回路を提案し，その検討を行っ

た． 

 

Ⅱ-2-j-35 

高々度気球を用いた微小重力実評システムの研究 

教 授  橋本樹明       准教授  石川毅彦    准教授 坂井真一郎 

准教授 澤井秀次郎       准教授  稲富裕光    准教授  吉光徹雄 

准教授  齋藤芳隆       助 教  坂東信尚              

助 教  小林弘明       助 教  藤田和央    助 教  福家英之 

横国大  上野誠也    武蔵工大・工  門岡昇平    主事補  清水成人 

 高々度に飛翔させた気球から 2重殻構造の機体を落下させ，その内殻部分に搭載した実験装置を理想的な無重力

状態とさせるシステムの開発を行っている．本年度は，システム動作確認実験用 2 号機の開発および飛翔試験を行

った．また，4号機の製作，飛翔前試験を行ったが，天候の都合で飛翔できなかった． 

 

Ⅱ-2-j-36 

高々度気球を用いた微小重力実評システムにおける内外殻ギャップセンサの開発 

教 授  橋本樹明       准教授 坂井真一郎    准教授 澤井秀次郎 

助 教  坂東信尚    武蔵工大・工  門岡昇平              

 高々度気球からの自由落下を利用し，微小重力実験を実施する計画が進められている．この計画では機体内部は

2 重殻構造をなし，内殻は外殻と機械的に切り離されている．この状態で内外殻の距離を保つように外殻をコール

ドガスジェットスラスタにより制御することで，内殻内部に精度の高い無重力環境を実現することができる．本検

討では，この相対位置制御に必要となる内外殻距離計の開発を行った．その原理は，レーザー変位系を 4個用いて，

内殻下部に取り付けたられた半球までの距離をそれぞれ測定し，その結果をもとに半球の中心位置を求めるという

ものである．本年度は実際に 1号機機体に組み込むレーザー変位系を用いた計測システムを製作し，動作試験を行

った． 

 

Ⅱ-2-j-37 

高々度気球を用いた微小重力実評システムの姿勢決定系に関する研究 

教 授  橋本樹明    准教授 坂井真一郎    准教授 澤井秀次郎 

助 教  坂東信尚    主事補  清水成人              

 高々度気球からの自由落下を利用した微小重力実験システムの発展形として，水素エンジンの超音速飛行実証を

行う計画がある．これに必要な小型の 3軸姿勢決定パッケージの開発を行っている．太陽センサ，地磁気センサ，

傾斜計，GPS，ジャイロと搭載計算機から成り，機体計算機へ姿勢決定値とセンサ生データを送るように設計され

ている． 
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Ⅱ-2-j-38 

M-V慣性航法装置の研究 

教 授  森田泰弘      教 授  中谷一郎     教 授 川口淳一郎 

准教授  久保田孝    主任開発員  齋藤 宏    技術職員  田村 誠 

 M-V に用いた慣性航法装置のデータ解析を行っている．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，いままでのフライト結果のデータ解析を行った． 

 

Ⅱ-2-j-39 

ロケットの姿勢制御法の研究 

教 授 川口淳一郎    教 授  森田泰弘      准教授  久保田孝 

助 教  津田雄一    助 教  森  治    主任開発員  斉藤 宏 

技術職員  田村 誠                             

 M-V の姿勢制御系について，いままでのフライト結果のデータ解析を行った． 

 

Ⅱ-2-j-40 

高精度月面着陸手法の研究 

教 授  中谷一郎    教 授  橋本樹明    准教授  久保田孝 

准教授 澤井秀次郎    助 教  福田盛介              

 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．画像を用いて月表面クレータなどの地形情報を

もとに安全かつ高精度に着陸する手法について検討を行った． 

 

Ⅱ-2-j-41 

月面探査ローバシステムの研究 

准教授  久保田孝    准教授  吉光徹雄    助 教  大大真真 

助 教  福島洋介    助 教  三田 信    助 教  豊田裕之 

主事補  嶋田貴信    開発員 成田伸一郎    教 授  中谷一郎 

明治大  黒田洋司    中央大  國井康晴              

 月面を無人探査する探査ローバのシステムに関する検討を行った．ハードウエアおよびソフトウエアについて検

討を行った． 

 

Ⅱ-2-j-42 

宇宙ロボティクス技術の検討 

教 授  中谷一郎    准教授  久保田孝    助 教  大大真真 

開発員 成田伸一郎                           

 宇宙ロボティクスの技術ロードマップについて検討を行った．JAXA が今後開発すべきロボット技術についてま

とめた． 

 

Ⅱ-2-j-43 

MEMS 技術を応用した宇宙探査機システムへの応用研究 

教 授  中谷一郎       教 授  齋藤宏文     教 授  橋本樹明 

准教授  久保田孝    東京電機大学  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めざしている．

大学の専門家との強い連携を行い，宇宙探査機システムへの応用の検討を進めている． 
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Ⅱ-2-j-44 

宇宙ロボットに関する研究 

准教授  久保田孝    客員准教授 横小路泰義 

 宇宙探査ミッションが高度化するにつれて，月惑星表面の直接探査が要求されており，サンプル採取やサンプル

の研磨・研削などのマニピュレーションシステムなどが必要となっている．月惑星探査において，表面直接探査の

ための科学観測支援装置について検討を進めている．今年度は，マニピュレーションシステムについて研究を行っ

た． 

 

Ⅱ-2-j-45 

宇宙における探査機構に関する研究 

准教授  久保田孝    豊田工業大  古谷克司 

 宇宙探査ミッションが高度化するにつれて，惑星表面および内部の直接探査が要求されており，サンプル採取や

サンプルの研磨・研削などの加工技術，内部探査機構などが必要となっている．本年度は，岩石破砕機プロトタイ

プの性能を評価した．また切断用ワイヤ方式を試作し，実験的評価を行った． 

 

Ⅱ-2-j-46 

惑星探査用多脚ロボットに関する研究 

准教授  久保田孝    九州大  外本伸治 

 惑星探査において，脚型ロボットは不整地における走破性の高さから活躍することが期待されている．今年度は

回転型移動歩行手法の詳細な検討を行った． 

 

Ⅱ-2-j-47 

月・惑星探査におけるテレサイエンスシステムに関する研究 

准教授  久保田孝    中央大  國井康晴 

 地球からの遠隔操縦でロボットによる科学探査を行う場合，科学者の操作しやすいシステムが必要である．そこ

で，惑星探査用テレサイエンスシステムの構築を行った． 

 

Ⅱ-2-j-48 

惑星探査における自律自動メカニズムに関する研究 

准教授  久保田孝    明治大  黒田洋司 

 惑星表面のように凸凹した自然地形を自由に移動し，自分で判断して行動する高い自律移動メカニズムが必要と

なる．そこで新しい自律移動査ロボットシステムの構築を行った． 

 

Ⅱ-2-j-49 

月面地形における車輪走行機構に関する研究 

准教授  久保田孝    中央大 飯塚浩二郎 

 月面科学探査において，探査ロボットは科学的に興味深い場所に移動し，観たいところ観ることが要求される．

月表面の砂地において，車輪型移動ロボットの走行機構がどのように影響するかについて実験的検討を行った． 

 

Ⅱ-2-j-50 

探査ロボットの行動知能システム構築に関する研究 

准教授  久保田孝    理化学研究所  下田真吾 

 月や惑星表面を移動しながら探査を行うシステムが科学的に重要となっている．そこで，未知環境で自律的に探

査を行う行動知能システムが必要となる．人間の脳の高度な処理系をモデル化し，探査ロボットの行動知能に関す
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る研究を進めている． 

 

Ⅱ-2-j-51 

探査ロボットの画像認識に関する研究 

准教授  久保田孝    東 大  尾川順子 

 月惑星探査ロボットの知的行動計画を行う際の画像認識について，国内外の研究のサーベイを行った．また，月

惑星環境で行う際の問題点を抽出した． 

 

Ⅱ-2-j-52 

惑星探査における岩石研磨システムに関する研究 

准教授  久保田孝    准教授  岡田達明    中央大  國井康晴 

 表面のサンプルを研削研磨して詳細な観察をすることは科学的に意義が高い．そこで，惑星において効率よく研

削する方式について検討を行っている．今年度は，超音波岩石研削機における個別要素法を利用した研削面の状態

解析を行った． 

 

Ⅱ-2-j-53 

超音波振動技術の宇宙仕様化に関する研究 

准教授  久保田孝    中央大  國井康晴 

 新しいアクチュエータとして，超音波振動技術を利用したモータの宇宙への応用を検討している．振動試験，温

度試験，放射試験を行って，その性能評価を行った． 

 

Ⅱ-2-j-54 

ミミズ型内部探査ロボットに関する研究 

准教授  久保田孝    中央大  中村太郎 

 月惑星内部を探査するロボットとして，ミミズに注目し，その移動メカニズムの検討および試作機による実験を

進めている． 

 

Ⅱ-2-j-55 

探査ロボットのナビゲーションに関する研究 

准教授  久保田孝    准教授  吉光徹雄    助 教  大大真真 

大学院学生  水上憲明                           

 移動型探査ロボットのナビゲーションシステムについて検討をしている．月惑星表面の地形を認識し，障害物回

避，経路計画，自己位置同定手法の検討を進めている． 

 

Ⅱ-2-j-56 

惑星環境における岩石抽出に関する研究 

教 授  中谷一郎      准教授  久保田孝       准教授  吉光徹雄 

大学院学生  水上憲明    大学院学生 リチャード・チム              

 濃淡画像から月惑星表面に散在している岩石の抽出を行うアルゴリズムを開発し，実験的検討を行った． 

 

Ⅱ-2-j-57 

探査ロボットの回転歩行に関する研究 

准教授  久保田孝    大学院学生  杉浦 学 

 惑星表面の不整地を移動可能な歩行型探査ロボットの回転歩行について，歩容アルゴリズムについて検討した． 
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Ⅱ-2-j-58 

小天体探査ロボットのナビゲーション関する研究 

准教授  久保田孝    准教授  吉光徹雄    大学院学生 エドモンド ソー 

 重力の小さい小天体をホップしながら移動探査を行うロボットの自己位置同定手法とナビゲーション手法につい

て，検討を進めた． 

 

Ⅱ-2-j-59 

自律自動型地中探査ロボットの研究 

准教授  久保田孝    准教授  田中 智    教 授  中谷一郎 

大学院学生  永岡健司                           

 月・惑星探査において内部探査は科学者からの要求の高いミッションである．そこで内部を掘削しながら探査を

行うロボットの検討を行っている．掘削ロボットの地中推進手法について，掘削方式の解析とモグラ型実験システ

ムによる実験的検討を進めている． 

 

Ⅱ-2-j-60 

探査ロボットの知能化に関する研究 

准教授  久保田孝    助 教  大大真真    研究生 ホドリゴ・ミンギニ 

 月惑星探査において，自律的に探査を行うシステムが求められている．そこで，探査ロボットの知能化について

サーベイを行った． 

 

Ⅱ-2-j-61 

科学衛星用電池の運用データ解析 

准教授  曽根理真 

 科学衛星に係り外部配信されているについて，特に「はやぶさ」「れいめい」にかかる地上試験データとの適合

性評価を行った．特に，「はやぶさ」搭載バッテリの過放電後の軌道上データについて詳細評価を実施するともに，

「れいめい」運用データから軌道上電池と地上試験電池とのデータの適合性について検証を進めた． 

 

Ⅱ-2-j-62 

再生型燃料電池技術の研究 

准教授  曽根理真    主任開発員  内藤 均    主任開発員  星野 健 

主幹研究員  佐々修一    主任研究員  藤原 勉    主任研究員  原田賢哉 

主幹研究員  大西 充    主任研究員  桜井誠人                

 将来の月・惑星探査や有人宇宙活動に必要となる再生型燃料電池技術の研究を行った．昨年度には JEM 曝露部

での実証試験テーマへの公募を行っていたが，その結果として最終選考候補にノミネートされたことを受け，

100W 級再生型燃料電池システムの BBM 試作を行った．本システムにおいて，外部入力電力による水電解と，そ

の結果得られる水素／酸素を使用した燃料電池発電をサイクルとして実施可能であることを実験的に示した． 

 

Ⅱ-2-j-63 

月惑星着陸機搭載着陸レーダ（電波高度速度計）の研究 

准教授  水野貴秀      助 教  福田盛介    開発員  坂井智彦 

特別研究員  佐藤哲平    特別研究員  岸本健児              

 惑星表面に着陸する探査機に必要不可欠な航法センサーである電波高度速度計（着陸レーダ）の開発を行ってい

る．本レーダは，着陸機が垂直降下に移る高度 3.5km から使用できる，C 帯（4.3GHz）のパルスレーダであり，

宇宙機の惑星表面に対する高度及び速度を同時に測定できる機能を有している．現在 BBM を製作して，航空機を
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使用したフィールド試験を重ねて，信号処理，アンテナ，レーダシステムに関して研究を行っている． 

 

Ⅱ-2-j-64 

2次元走査レーザレーダの研究 

准教授  水野貴秀    助 教  三田 信    特別研究員  梶川泰広 

 惑星探査機に搭載されているレーザレーダは，主に 100km 以近での距離計測に使用され，航法及び科学観測の

両面から極めて重要な技術である．本研究では惑星探査機に搭載する 2次元走査レーザレーダに必要とされる，小

型軽量かつ高信頼性の走査光学系を，MEMS 技術を適用することによって実現する．受信光学系には，テレセン

トリック光学系，マイクロレンズアレイ，マイクロシャッターアレイを用いてビーム走査を可能としおり，大口径

の受信ビームを回転ミラーを使用することなくビーム走査を実現しているところに特徴がある． 

 

Ⅱ-2-j-65 

レーザレーダ受信回路用デバイスに関する研究 

准教授  水野貴秀    教 授  池田博一    開発員  川原康介 

 惑星探査機に搭載されるレーザレーダは，数 10km から数 10m までの広い測距レンジを要求されるため，パル

ス受信回路は入力信号レベルで 60dB もの広いダイナミックレンジを要求される．また，はやぶさに搭載された

LIDAR の測距精度はデジタルカウンタのクロックに依存しているが，デジタルクロックをアナログ的に補間する

ことによって駆動クロックを低く抑えつつ精度を向上させることができる．本研究では，ランデブー用のレーザレ

ーダに要求される広いダイナミックレンジと高い分解能を実現する専用デバイスの開発を行っている． 

 

Ⅱ-2-j-66 

ペネトレータ搭載アンテナに関する研究 

准教授  水野貴秀 

 LUNAR-A 計画で使用されるペネトレータは月面下約 1.5m に貫入し，月震データを取得して月軌道にある母衛

星と UHF帯（TLM400MHz，CMD450MHz）で通信を行う．ペネトレータに搭載されたアンテナは送受共用で，月

レゴリス中に完全に埋没した状態で，月面クレータ下から電波を放射して母船との通信を行う特殊なアンテナであ

る．クレータ下から電波を放射するため，本研究ではクレータによる電波散乱の影響 TLM 法を用いて解析してい

る． 

 

Ⅱ-2-j-67 

小型月着陸実証機の研究 

准教授 澤井秀次郎    准教授  水野貴秀    准教授  久保田孝 

助 教  福田盛介    助 教  三田 信    助 教  坂東信尚 

助 教  小林大輔    助 教  豊田裕之    教 授  樋口 健 

 月着陸技術の開発・実証には地上試験だけでは不十分で，航法センサを含めた航法誘導技術の試験を実際の月面

に対して実施することが重要である．このような試験を行うための着陸実験機が，どこまで小型かつ低コストで実

現できるかの検討を行い，そのために必要な新規技術の開発研究を行う．本研究により大型月着陸探査ミッション

に先行して，着陸実験を行うことが可能となることに加えて，小型ペイロードを月面まで輸送する手段として，あ

るいは他の惑星探査機に搭載する小型着陸機としての使用可能性もあり，月惑星探査に対する敷居を下げる有効な

手段となる． 
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Ⅱ-2-j-68 

相模原小型地上局の運用 

准教授  水野貴秀    開発員  坂井智彦    開発員  永松弘行 

教 授  齋藤宏文                           

 内之浦宇宙空間観測所にて，風向風速レーダとして使用されていたペデスタルおよび 900MHz テレビ画像伝送

用に使用されていた 3m のパラボラアンテナを組み合わせて，S 帯周波数の小型衛星用アンテナとして，相模原キ

ャンパス管理棟屋上に建設した．アンテナ速度 5°/sec，S帯周波数において正面利得 30dBi である． 

 INDEX が打ち上げられた 2005年 8月 24日より実運用を開始し，運用開始から約 2週間で INDEX衛星の主局と

して現在まで，比較的少人数の運用者にて運用を続けている． 

 

 

 

ｋ．宇宙情報・エネルギー工学研究系 

 

Ⅱ-2-k-1 

飛翔体アンテナに関する研究 

教 授  高野 忠          主幹開発員  鎌田幸男    開発員  川原康介 

 共同研究学生  ダムリ・ラーデナマード                           

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・実験的に研究している．半波長ダイ

ポールの反射板を波形にして，広角パターンを実現することを検討した．半値幅 170°の性能を得た．能動型位相

配列アンテナ（APAA）を宇宙探査機に搭載することを検討した．探査機の種々のフェーズや姿勢において，通信

や計測に対応することができる． 

 

Ⅱ-2-k-2 

アクティブフェーズドアレーアンテナ（APAA）の研究 

教 授  高野 忠      教 授  池田博一     主幹開発員  鎌田幸男        

主幹研究員  風間保裕      研究員  菅原 章    共同研究学生  ダムリ・ラーデナマード 

京大・生存圏研  川崎繁男    客員准教授  年吉 洋      日本無線  須田 保        

 大幅に低価格化し扱い易い APAA の研究を，東大・京大・（株）日本無線と共同で進めている．基盤技術におけ

る成果は：（1）アレーの間引き率（非給電素子数/全素子数）50%を達成した．また走査ビームの利得最大方向を，

天頂でなく低仰角に設定するための設計法を明らかにした．（2）MMIC 化低雑音増幅器では利得 30dB，雑音指数

1.50dB を達成した．（3）移相器に用いる MEMS スイッチの損失を大幅に削減する構成を提案した．（4）ビーム制

御用回路の LSI は，耐圧 40v を実現した．具体的な応用システムについて検討した結果，Ku 帯の自動車用衛星通

信システムを目標とすることにした． 

 

Ⅱ-2-k-3 

宇宙探査用通信システムの研究 

教 授  高野 忠        教 授  齋藤宏文    教 授  山田隆弘 

准教授  山本善一        准教授  戸田知朗    准教授  吉光徹雄 

主幹開発員  鎌田幸男    共同利用研究員 井上浩三郎              

 超遠距離で使用する科学衛星について，問題点の検討や新方式の提案を行う．小惑星探査機はやぶさは，

XMGA を使用時，スピンによって周期的に受信レベルが低下する．その 1 スピンの間で，回線が成立する時間帯

を使用する方法を検討した．レベルによって変る回線品質を推定し,テレメトリビットレート,レンジング積分時間,

コマンドビットレートの最適化を計った． 
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Ⅱ-2-k-4 

超小型光アンテナの研究 

教 授  高野 忠       助 教  三田 信    東 大  三田吉郎 

東京理科大・工  佐野雅敏    共同研究学生  宗正 康              

 光ワイヤレス通信や光レーダへ応用する事を目的として，MEMS 技術を用いた超小型アンテナの研究を行って

いる．昨年設計・製作した反射鏡型光アンテナを，測定した．また光からテラヘルツ領域におけるダイポールアン

テナについて，基礎検討を開始した． 

 

Ⅱ-2-k-5 

宇宙ごみ（スペースデブリ）と流星塵による宇宙環境問題に関する研究 

教 授  高野 忠      准教授  吉川 真    共同研究学生 相馬央令子 

助 教  矢野 創    国立天文台  渡部潤一                 

 高速物体が金属板に衝突する際放出される電磁波について，飛翔体材質を変化させて実験を行った．その結果

22GHz 帯では，金属飛翔体の信号の継続時間が非金属飛翔体に比べ 1/4 程度であることを明らかにした．また，衝

突による放射電力は飛翔体の材質にはあまり依存せず，標的の破壊の規模に依存することが明らかになった． 

 宇宙機の外壁に用いられるハニカム材料を標的として衝突実験を行った．この時の放射マイクロ波電力は，破壊

されるハニカム体積に依存している．前年度に続いて，国際宇宙ステーション ISS にデブリが衝突することを想定

し，マイクロ波を検出し衝突場所を特定するシステムについて，検討している．単一衝突によるマイクロ波を 2 ア

ンテナにより受信し，相関処理により到来方向を検出できること，ヘテロダインよりも直接受信の方が精度が上が

ること,を示した． 

 

Ⅱ-2-k-6 

岩石破壊によるマイクロ波放射現象の自然災害探知への応用に関する研究 

教 授  高野 忠    共同研究学生  三木洋司
 

   EORC/JAXA  前田 崇 

EORC/JAXA  今岡啓治    共同研究学生  赤塚紗世    東大・地震研  吉田真吾 

東大・地震研  桑野 修       千葉大  服部克巳       千葉大  戒田大至 

 岩石が破壊される際マイクロ波が発生する現象を基に，地震や火山噴火を検出するシステムについて検討してい

る．前年度に続きデータ解析システムを改良しつつ，リモートセンシング衛星 AQUA の受動型マイクロ波センサ

AMSR-E について，データ解析を進めた．モロッコ地震について鮮明にマイクロ波発生を抽出できた． 

 マイクロ波信号の S/N を検討し,火山の場合明瞭に信号が検出できることが示された．これを基に，三宅島にマ

イクロ波受信系を設置し，噴火による岩石破壊と受信レベルの長期観測を開始した．取得データは，千葉大に伝送

する． 

 

Ⅱ-2-k-7 

太陽発電衛星用・超大型送電アンテナの研究 

教 授  高野 忠           教 授  佐々木進    主幹開発員  鎌田幸男 

共同研究学生  ダムリ・ラーデナマ－ド    能開大  花山英治                

京大・生存圏研  川崎繁男                                   

 静止軌道上で，直径 1km の送電用アンテナを，1 万個のパラボラアンテナを素子として配列して構成する．そ

の際素子パラボラ間に間隙が有ると,アンテナ特性が劣化するので,無給電素子（半波長ダイポール）により間隙を

埋める．金属性無給電素子の散乱特性を解析すると，パラボラ放射波と散乱波の位相が反転してしまい，配列全体

の利得が減少することを示した． 
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Ⅱ-2-k-8 

宇宙ミッションの研究 

教 授  高野 忠    教 授  山下雅道    室蘭工業大  棚次亘弘 

EORC/JAXA  道浦俊夫    東 大 中須賀真一      東海大  水野水野 

 宇宙活動の成果を実社会やビジネスに応用すること，すなわち宇宙ミッションについて研究を行っている．宇宙

ミッション研究会（航空宇宙学会の 1研究会）により，シンポジウムを 1回開いた． 

 

Ⅱ-2-k-9 

相対 VLBI による軌道決定の研究 

准教授  吉川 真    准教授  加藤隆二    助 教  竹内 央 

開発員  市川 勉    富士通  大西隆史
 

   NICT  関戸 衛 

NICT  市川隆一
 

   NICT  近藤哲朗              

 深宇宙探査機の軌道決定では，レンジとドップラーという観測量を用いることが従来から行われており，これが

軌道決定の基本であるが，より軌道決定精度を向上させたり，また，探査機の運用に自由度を持たせたりするため

には，相相 VLBI 観測による軌道決定が有望である．相相 VLBI による軌道決定を実現するために，地上での受信

だけでなく探査機からの信号の送信方法についても検討を行った． 

 

Ⅱ-2-k-10 

「はやぶさ」後継機による探査の検討 

准教授  吉川 真               教 授 川口淳一郎       助 教  安部正真 

准教授  岩田隆浩               助 教  川勝康弘       教 授  國中 均 

准教授  田中 智          総合技術研究本部  照井冬人       准教授  西山和孝 

助 教  森  治     宇宙航空プロジェクト研究員  森本睦子       准教授  山田哲哉 

助 教  矢野 創               准教授  吉光徹雄    愛知東邦大学  高木靖彦 

会津大学  出村裕英              会津大学  平田 成       茨城大  野口高明 

東京大学  宮本英昭              秋田大学  秋山演亮                 

 「はやぶさ」に続く小惑星探査ミッションについて検討を行っている．「はやぶさ」に続く小惑星ミッションと

しては，「はやぶさ」とほとんど同じ探査機でサンプルリターンを行う「はやぶさ 2」と，より進んだサンプルリ

ターンを行う「はやぶさ Mk2」の 2 つが検討されている．特に「はやぶさ Mk2」については，ヨーロッパの研究

者と共同して，ESA に「マルコ・ポーロ」という名称でミッションを提案した．主な検討課題としては，様々な

科学観測に加えて，サンプリングの手法，着陸機ないしローバによる探査，そして内部構造の探査が挙げられる． 

 

Ⅱ-2-k-11 

地球接近天体の軌道についての研究 

准教授  吉川 真    総研大  山口智宏 

 地球に接近するような天体について，観測データより軌道決定を行い，衝突の確率を求める研究を行っている．

最近，観測される小惑星の数が急増しているが，日本でも，岡山県の美星スペースガードセンターを中心に多くの

データが得られている．このデータを使って，小惑星の軌道を正確に求め，仮に地球に接近するような場合があれ

ば，地球との衝突確率を算出するシステムの検討を行っている．衝突確率を計算するときには，軌道決定誤差が重

要であるが，軌道決定誤差も分かりやすく表示するようなシステムを検討している． 
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Ⅱ-2-k-12 

ラグランジュ点を中継した宇宙輸送システムについての研究 

准教授  吉川 真    京都大学  山川 宏    総研大  中宮賢野 

 太陽系空間（惑星間）をいかに効率良く移動するかをテーマに，惑星のラグランジュ点を利用する研究を行って

いる．この場合のラグランジュ点というのは，例えば地球の場合，太陽‐地球の系におけるラグランジュ点のうち，

地球と太陽を結ぶ線上で地球の前後にある点である．このラグランジュ点においては，探査機を留めておくための

エネルギーが少なくて済むという特徴がある．例えば，地球から火星に飛行する場合に，地球のラグランジュ点か

ら火星のラグランジュ点に飛行する軌道を設計し，より少ないエネルギー（燃料）での移動を検討している．これ

は，深宇宙港というアイディアにも関連するものである． 

 

Ⅱ-2-k-13 

太陽発電衛星の研究 

教 授  佐々木進      教 授  高野 忠         准教授  田中孝治 

教 授  樋口 健      准教授  小川博小         助 教  成尾芳博 

助 教  奥泉信克    帝京大・経  松岡水雄    麻布大・環境保健 P. コリンズ 

京大・生存圏  川崎繁男    客員准教授  篠原真毅    金沢大・自然科学  泉田 啓 

北大・情科  石村康生     東京農大  石井忠司                   

 太陽発電衛星のシステム，構造系，電気系について総合的な研究を行った．システムについては，新しい概念で

あるテザー型太陽発電衛星（テザーSPS）の設計研究を行うと共に，テザーSPS につながる小型衛星実験の構想を

具体化した．またテザーSPS の主要構成要素である発送電一体型パネルについて熱構造設計に基づく熱解析を行い

その熱的な成立性を確認した．構造系については，形状記憶合金を用いたマイクロ波送電要求を満たすための平面

維持機構を試作し試験を行った．電気系については，発送電一体型パネル搭載用のマイクロ波回路を試作し，デジ

タル位相制御方式で±10 度のビーム制御を実現した．これらの研究活動と平行して，太陽発電衛星の研究を全国

的に推進するための太陽発電衛星研究会の事務局活動（SPS シンポジウムの開催，ニュースレターの発行）を行っ

た． 

 

Ⅱ-2-k-14 

超高速宇宙浮遊物による薄膜構造物の破壊と衝突放出物に関する研究 

教 授  佐々木進    准教授  田中孝治    共同研究員  矢守 章 

大学院学生  長岡洋一                             

 大型アンテナや大型太陽電池パネルなどの薄膜構造物では，超高速のメテオロイドやスペースデブリなどの宇宙

浮遊物による超高速衝突破壊が日常的に発生する．本研究では，薄膜の破壊を抑えその破壊の規模を低減させるよ

うな薄膜の構造様式を調べるとともに，二次破壊をもたらす衝突放出物について研究を行っている．今年度は高速

衝突実験により金属薄膜から発生するプラズマを高速カメラ及びプラズマプローブで観測してその伝搬特性を調べ

た．その結果，衝突時に発生する衝撃プラズについて，ターゲットの材質によらず，（1）進行方向側に伝搬する衝

撃プラズマは半球状の形状を保ちながら伝搬する，（2）逆進行方向側には衝撃プラズマは主に膜面に沿って伝搬す

る，ことが分かった．特に（2）のプラズマの特性を明らかにすることは，プラズマと相互作用しうる太陽電池や

高周波アンテナにとって重要である．関連して，衝突するプロジェクタイルの運動エネルギーと同程度のエネルギ

ーを持つレーザを用いて薄膜をターゲットとしたプラズマ発生実験を行い，両者を比較することによって衝撃プラ

ズマの生成と伝搬を支配する物理機構を解明する実験も開始した． 
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Ⅱ-2-k-15 

システムのモデル化技法の研究 

教 授  山田隆弘    Kent 大学 Peter Linington    Malaga 大学 Antonio Vallecillo 

 人工衛星のような複雑なシステムに関する情報をデータとして一元的に管理できるようにするためには，システ

ムに関する様々な情報をどのように分類しデータとして表現するかということを決める必要がある．そのようなも

のの表現方法を一般的にモデルと呼んでいるが，本研究では分野ごとに必要とされるモデルを統一的な手法で作成

できるような方法の開発を行っている．具体的には，分散処理システム用のモデルである Reference Model of Open 

Distributed Systems（RM-ODP）とシステム記述言語である System Modeling Language（SysML）を基にし，これら

をさらに一般化することにより様々な分野のモデルを統一的に作成できるようなモデル化技法の構築を目指してい

る． 

 

Ⅱ-2-k-16 

宇宙システムのアーキテクチャーに関する研究 

教 授  山田隆弘    NASA/JPL Peter Shames 

 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は，地上で使用されているシステム

よりもはるかに複雑なシステムとなる．このような複雑なシステムを効率よく構築するためには，システム全体の

概念や構成を統一的に記述するためのモデルが必要になる．本研究では，分散処理システム用のモデルである

Reference Model of Open Distributed Systems（RM-ODP）を基礎にしつつも構成の複雑な宇宙システムにも適用でき

るようにいくつかの拡張を行い，宇宙システム用アーキテクチャーの構築を行っている． 

 

Ⅱ-2-k-17 

宇宙通信アーキテクチャーに関する研究 

教 授    山田隆弘  
 

    NASA/HQ Adrian Hooke    NASA/JPL
 

 Wallace Tai 

NASA/JPL   Peter Shames    NASA/GSFC   Dave Israel    NASA/JSC
 

 Jason Soloff 

ESA/ESTEC Jean-Luc Gerner
 

   ESA/ESTEC  Chris Taylor    ESA/ESOC Wolfgang Hell 

 宇宙通信システムを構築するためには，システムの構成要素をそれらの接続の仕方を定めなければならない．現

在は，これらのことはシステムを構築する毎に定めているが，本研究では，宇宙通信システムの基本構成要素と基

本的な回線種別，それらを特徴づける特徴，それらを分類する方法を標準的に定めることを目標としている．具体

的には，宇宙回線，通信機能，通信プロトコル，参加組織の 4つの観点から標準要素とそれらの属性を定義するこ

とによって宇宙通信システムのアーキテクチャーの構築を行っている．さらに，どのようなミッションでどのよう

な要素をどのように接続するか（これを宇宙通信シナリオと呼んでいる）を記述するための標準的な方法も開発し

ている． 

 

Ⅱ-2-k-18 

テレメトリ・コマンド伝送方式の国際標準規格化 

教 授  山田隆弘    NASA/JPL Grez Kazz 

 人工衛星のテレメトリ及びコマンドの伝送方式としては，宇宙データシステム諮問委員会（CCSDS）が国際標

準規格として制定した方式が世界的に使用されている．しかし，従来の規格においては，テレメトリ・コマンドの

伝送に特化した規定の仕方がなされており，一般的なネットワーク用の標準規格と組み合わせてこれらの規格を使

用することは考慮されていなかった．そこで，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，従来の標準規格をさらに一般化した標準規格の作成を行った．この標準規格は，既に宇宙データシ

ステム諮問委員会（CCSDS）および国際標準化機構（ISO）から標準規格として発行されているが，現在は世界各

国の宇宙機関より提出された意見の基づき，規格の改訂作業を行っている． 
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Ⅱ-2-k-19 

宇宙ネットワーク構築方式の研究 

教 授  山田隆弘 

 複数の宇宙機より構成されるネットワークにおいて宇宙機の搭載機器に対してコマンドを伝送し，これらの搭載

機器よりテレメトリを受け取るためには，個々の搭載機器を識別する方法とそれらの間を接続するための方法が確

立されていなければならない．現在は，宇宙データシステム諮問委員会（CCSDS）が制定したパケット伝送方式

がコマンドとテレメトリの伝送に広く使われているが，この方式は単独で運用される単一の衛星に搭載機器が搭載

されている場合しか考慮されていない．今後の宇宙システムでは，複数の衛星が一つのネットワークを構成する場

合が増えてくるが，現在の方式はこのようなシステムには対応できない．そこで，将来の宇宙ネットワークにも対

応できるように現在のパケット伝送方式を拡張するための検討を行っている． 

 

Ⅱ-2-k-20 

惑星探査に適したデータ伝送方式の研究 

教 授  山田隆弘 

 現在の惑星探査機で使用されているデータ伝送方式は，基本的には近地球衛星で使用されているものと同一であ

る．しかし，惑星探査では，遅延時間が近地球と比べて非常に大きく，さらに，最近の惑星探査では，ある探査機

のデータを別の探査機が中継する場合が増えている．本研究では，将来の惑星探査用に全く新しい概念によるデー

タ伝送方式の検討を行っている．この概念は，ネットワーク管理技術に基づくもので，ネットワークの状態を定め

られた状態に近づけるという方向でデータ伝送を管理するという方法である． 

 

Ⅱ-2-k-21 

データ記述用言語の研究 

教 授  山田隆弘 

 人工衛星の運用やデータ処理を行うためには，人工衛星に関する各種のデータを使用する必要がある．これらの

データの形式は，データ処理システム毎に規定されていることが多く，複数のシステムでデータを共有することは，

一般的には困難である．しかし，データを標準的な記述形式で表現すれば，複数のシステムでデータを共有するこ

とが可能になる．このような目的のために，Extensible Markup Language（XML）を標準的な記述形式として採用

するケースが増えているが，現実には XML の使い方がシステム毎に異なるために，複数のシステムでデータを共

有することは未だに困難である．本研究では，このような問題を解決するために，XML の上位の言語としてデー

タの構造を規定するための標準的な言語の開発を行い，データの共有を真に可能にするための検討を行っている． 

 

Ⅱ-2-k-22 

科学衛星標準データ処理アーキテクチャーの研究 

教 授  山田隆弘    教 授  高橋忠幸    准教授  松崎恵一 

准教授  高島 健    助 教  尾崎正伸              

 現在は，宇宙研の衛星におけるデータ処理方式は，衛星毎に別々に検討されている．また，データ処理のための

機器も，過去の衛星で使用された機器が流用されることはあるが，どの衛星でも使用できるような標準機器は存在

しなかった．本研究では，科学衛星の開発を効率化するために，どのような科学衛星にも適用できる標準的なデー

タ処理方式を定義し，その方式を実現するための標準的なデータ処理要素の開発を行っている．標準的なデータ処

理要素は，標準ハードウェア，標準ソフトウェア，標準通信プロトコルに分類され，個々の衛星の規模及びその衛

星で必要とされるデータ処理機能に応じて，これらの標準要素を自由に組み合わせ，その衛星に合致したデータ処

理システムを構築できるようになっている． 
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Ⅱ-2-k-23 

衛星の機能モデルの研究 

教 授  山田隆弘    准教授  松崎恵一    准教授  高島 健 

助 教  尾崎正伸    助 教  山本幸生              

 現在は衛星の搭載機器の機能設計は搭載機器毎に別々に行われている．また，共通的な基盤がないために，ある

機器の設計結果を他の機器の設計に流用することも困難である．本研究では，搭載機器の機能を設計するときに準

拠すべき標準モデルを定義し，搭載機器の機能設計の方法を標準化することを目指している．このモデルを使用す

れば，衛星の機能の単位として機能オブジェクトという単位を定義し，個々の機能オブジェクトの属性を定めるこ

とにより衛星の機能設計が行えるようになる．また，将来は，標準的な機能オブジェクトのライブラリを整備し，

個々の搭載機器はライブラリ内の適当な機能オブジェクトに適当な追加を行うことにより設計できるようにしたい

と考えている． 

 

Ⅱ-2-k-24 

衛星監視制御プロトコルの研究 

教 授  山田隆弘    准教授  松崎恵一    准教授  高島 健 

助 教  尾崎正伸                           

 衛星の監視制御に使用されるデータに関しては，テレメトリ及びコマンドの基本的なデータ構造についての国際

標準規格は存在しているが，データの意味内容の規定に関してはプロジェクトが独自に行っており，プロジェクト

間の互換性は確保されていない．本研究では，テレメトリ及びコマンドの意味内容に関する規定も含んだ標準的な

インターフェースを確立するための検討を行っている．具体的には，衛星の搭載機器を機能オブジェクトとして記

述し，コマンドとテレメトリの意味内容を機能オブジェクトの制御と監視という観点で記述することにより，あら

ゆる種類の衛星に対応できる方式の開発を行っている． 

 

Ⅱ-2-k-25 

衛星情報ベース 2（SIB2）における機能定義の研究 

教 授  山田隆弘    准教授  松崎恵一    准教授  高島 健 

助 教  尾崎正伸                           

 宇宙科学研究本部ではテレメトリ及びコマンドに関する情報を統一的に気積・管理するためのデータベースとし

て衛星情報ベース（SIB）というものを「のぞみ」以降の全ての科学衛星で使用している．現在の SIB は，テレメ

トリ及びコマンドのデータ形式とコマンドの検証方法を気積しているだけであるが，将来は搭載機器の機能に関す

る情報も気積できるようにするために衛星の機能モデルと衛星監視制御プロトコルに準拠したデータベースの設計

を行っている．今年度は，昨年度に引き続き，搭載機器の振る舞いを記述するための標準方式の開発を行い，さら

に機能の定義をデータベースに入力するための方式の検討を行った． 

 

Ⅱ-2-k-26 

衛星運用手順記述方式の研究 

教 授  山田隆弘    准教授  松崎恵一    准教授  高島 健 

助 教  尾崎正伸    助 教  福田盛介              

 現在，宇宙科学研究本部では衛星運用手順を記述するための方法がいくつか存在するが，この研究ではそれらを

すべて統一し，さらに運用で必要となる様々なルールを統一的に記述できるような方法の研究を行っている．特に，

今までの方法では，ある条件が成立しているか否かを調べ，その結果によって実行すべき手順を変えるための記述

方法が存在しなかったが，本研究ではイベント駆動の構文を採用することによって，それを可能にすることを目指

している． 
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Ⅱ-2-k-27 

汎用衛星性評運用ソフトウェア（GSTOS）の開発 

教 授  山田隆弘    准教授  松崎恵一    准教授  高島 健 

助 教  尾崎正伸    助 教  福田盛介    開発員  馬場 肇 

 衛星の機能モデル，衛星監視制御プロトコル，衛星情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よ

うな衛星のどのような搭載機器にも使用でき，試験及び運用のあらゆるフェーズで使用できる汎用の衛星試験運用

ソフトウェアの開発を行っている．このソフトウェアは，衛星情報ベース 2の機能定義の内容を参照することによ

り衛星の管制と状態診断を今までのシステムよりも高いレベルで行えることを特徴としている．このソフトウェア

は，BepiColombo で試験的に使用し，小型科学衛星と NEXT において本格的に使用する予定である． 

 

Ⅱ-2-k-28 

衛星開発方法論の研究 

教 授  山田隆弘 

 宇宙研と欧米の宇宙機関とでは衛星開発の方法が大きく異なっている．例えば，欧米では要求定義と設計とは別

の作業として定義されているが，宇宙研ではその区別は厳密ではなく，要求定義という作業はほとんど存在しない．

また，担当者の役割や作成される文書にも宇宙研と欧米では大きな違いがある．本研究では，宇宙研と欧米の衛星

開発方法を比較し，どちらの方法のどの部分がどの程度，衛星の質の向上と開発の効率化に貢献しているかを検証

することを目指している． 

 

Ⅱ-2-k-29 

温度制御による光ファイバージャイロの安定化の研究 

教 授  齋藤宏文    准教授 坂井真一郎    大学院学生  加藤 肇 

 光ファイバージャイロは，機械可動部分のない姿勢センサーとして有望である．光ファイバージャイロのバイア

ス安定性は，温度制御をすることにより，安定化されることは，れいめい衛星において実証されている．温度制御

の制御アルゴリズムによるヒーター制御の微小擾乱により，ジャイロ出力がランダムドリフトやランダムウォーク

の影響をうける現象を，定量的に研究している． 

 

Ⅱ-2-k-30 

宇宙用集積回路の SET脆弱性箇所の同定手法 

教 授  齋藤宏文    准教授 廣瀬和之    助 教  小林大輔 

大学院学生  柳川善光                          

 放射線起因のソフトエラーには複数の発生要因が存在し，それぞれ必要な対策が異なる上に，対策の実装コスト

も無視できない．従って，あらかじめ対象の論理 LSI において「ソフトエラーが発生しやすい場所の同定」と「ソ

フトエラーの発生要因の特定」を行うことが，効率よく論理 LSI の放射線耐性を高めるために重要であると考えら

れる．本研究では，まず，オンチップの自己トリガ型パルス幅測定回路を開発し，放射線が論理素子に誘起する過

渡電圧パルスの幅を実測することでソフトエラーの発生要因についての知見を得，その上で，論理 LSI で発生する

放射線起因ソフトエラーの発生率を記憶素子ごと・発生要因ごとに測定することができる新たな測定手法とそれに

必要なスキャンフリップフロップを提案し，重イオン照射試験を通じてその有効性を実証した． 

 

Ⅱ-2-k-31 

オープンソースを用いたロケット搭載用 GPS受信器の開発 

教 授  齋藤宏文    大学院学生  楠 知通    技術職員・スペースリンク  阿部俊雄 

東京海洋大学准教授 海老沼拓史                                      

 オープンソースを用いた GPS 受信器システムは，GPS 衛星の捕捉アルゴリズム，動特性などを自由に設計でき
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る特徴をもつ GPS 受信器システムである．これを用いて，次期固体小型ロケット搭載用の GPS 受信器を開発して

いる．多数アンテナをひとつの GPS 受信機に接続して，アンテナ位置に起因する位相差を回転したのちに合成す

る方法（位相回転合成法）を新たに提案し，2Hz 程度のスピンに対しても，安定に GPS 受信追尾ができることを

示した． 

 

Ⅱ-2-k-32 

地上アレイアンテナを用いた深宇宙通信方式の研究 

教 授  齋藤宏文    准教授  戸田知朗    大学院学生  加藤修三 

大学院学生  勝本幸子                             

 Ka バンドなどの高い周波数では，大型の地上アンテナを建設することは，鏡面精度の問題，建設コストの問題

を抱えている．代替案としては，小型の地上アンテナをアレイ合成することで，等価的に必要な口径のアンテナの

能力を得る方法がある．ダウンリンクについては，微弱な受信信号から位相を測定するために，FFT を利用する方

法を提案してその有効性を検証した．アップリンクに対しては，複数のアンテナ局からのアップリンク信号を，軌

道上の探査機において位相を合わせるために，地上局でのアップリンク位相の安定性を実測し，大気ゆらぎの効果

などを検討した． 

 

Ⅱ-2-k-33 

次世代深宇宙通信地上局受信測距装置の性作 

教 授  齋藤宏文      准教授  戸田知朗        開発員  長江朋子 

大学院学生  加藤修三    大学院学生 Junko Banshoya    アドニクス  富田秀穂 

 次世代深宇宙通信地上局受信測距装置の試作を行っている．ダウンリンクについては誤り訂正符号ターボ符号の

復号機能，測距については再生測距方式を採用し，現世代の装置より高い能力を実現している． 

 

Ⅱ-2-k-34 

衛星搭載用小型低久格 S バンドトランスポンダーの性作 

教 授  齋藤宏文    開発員  長江朋子    アドニクス  富田秀穂 

 低価格，小型な衛星搭載用 Sバンドのコヒーレントトランスポンダーを試作している．FPGA を用いて，小型化

に適した RF信号処理アルゴリズムを採用している特徴も持つ． 

 

Ⅱ-2-k-35 

搭載機器レベルでの信頼性耐久の研究 

教 授  齋藤宏文 

 衛星搭載機器の信頼性は，従来は，部品レベルからの積み上げによる確認・確保する方法がとられてきた．この

ため，高価な「高信頼性部品」が必要とられ，衛星のコストアップにつながってきた．機器や基板レベルで，長時

間試験を実施することによる信頼性の確認方法が定式化されるならば，衛星開発費のコストダウンにつながる可能

性がある．この可能性を，飛翔時間が短いロケット搭載品や，衛星搭載品に対して検討している． 

 

Ⅱ-2-k-36 

金星・水星探査機用次世代 X帯ディジタルトランスポンダの開発 

准教授  戸田知朗    教 授  齋藤宏文    開発員  長江朋子 

 測距信号再生技術，ベースバンド部のディジタル信号処理化，民生部品選択による低コスト化による小型・軽

量・省電力な深宇宙用次世代 X 帯トランスポンダの開発を実証フェーズに移している．金星（Planet-C）・水星探

査機（BepiColombo）への搭載に向けて PM 開発を完了しつつある．次世代地上系送受信機とトランスポンダ PM

を噛み合わせる適合性試験を実施した．再生測距方式は PM においても 2006 年度に試験した BBM 同様の性能を
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示している．今後，USO との噛み合わせを実施し周波数安定度の評価を実施する計画である． 

 

Ⅱ-2-k-37 

科学衛星用次世代 S帯トランスポンダの開発 

准教授  戸田知朗    教 授  齋藤宏文    研究員（総技研）  谷島正信 

研究員（総技研）  高田 昇 

                                

 Astro-G 以降の近地球科学衛星および月探査機に向けた次世代 S 帯トランスポンダの開発を進めている．総合技

術研究本部が担っている MTP（Multifunctional Transponder）と共通基盤上の開発とするべく設計仕様の策定を行っ

てきた．2008年度から 9年度にかけ EM の設計を予定する． 

 

Ⅱ-2-k-38 

磁気圏探査を目指す編隊飛行衛星間の通信システムの開発 

准教授  戸田知朗    准教授  斎藤義文    助 教  津田雄一 

 磁気圏探査ミッション SCOPE のための，衛星間および衛星地上局間通信（データ，測距，時刻同期）システム

の実証評価に向けた試験機の評価を実施した．編隊姿勢維持と科学観測に必要な測距機能と時刻精度を搭載系とし

て実現することが目標である．方式として親衛星と子衛星間の通信，測距，時刻同期機能の要求を満たすことが検

証できている．バースト復調時のハードウェア損失も小さい．また子衛星間測距の機能をシステムに導入し検証を

進めている． 

 

Ⅱ-2-k-39 

電界効果半導体レーザの研究 

准教授  戸田知朗 

 新しいレーザデバイスとして 4端子構造で活性領域への電流注入と印加電圧の関係に新規自由度を持つ電界効果

半導体レーザの試作を行っている．また 4端子構造デバイス用の評価実験系の構築を行った．過去の電極コンタク

ト形成上の問題を解決し発振動作を得るために，外部ベンダーによる高不純物濃度の成長基板を購入し，これに改

良したデバイスプロセスを適用し評価サンプルを完成させた．サンプル評価を実施している． 

 

Ⅱ-2-k-40 

次世代深宇宙局に向けた送受信機の開発と Turbo 符号/LDPT符号復号器の導入 

准教授  戸田知朗    助 教  冨木淳史    教 授  齋藤宏文 

 次世代 X 帯トランスポンダの特長である再生型測距方式に対応する地上系装置を用いてトランスポンダ PM と

組み合わせた測距性能の詳細な評価を実施した．噛み合わせによって PM回路の問題点と改修後の機能確認を速や

かに実施できた．また，地上系装置の新機能として進めている CCSDS 標準の Turbo 符号方式は RF 変調を含めた

End-to-End の試験フェーズへ進んでいる．検証のため S/N 計測の設定精度と計測精度を改善する必要から，長時間

の安定な S/N 比設定に欠かせないレベル安定化雑音発生器を製作し実験評価に用いる準備を進めてきた．Turbo 符

号に比肩する LDPC符号の導入研究も始めている． 

 

Ⅱ-2-k-41 

アレイ構成による次世代深宇宙局の研究 

准教授  戸田知朗    教 授  齋藤宏文 

 Ka 帯にも対応可能な深宇宙用地上局の実現方法としてアレイアンテナ群による構成方法の基礎検討を行ってい

る．ダウンリンクとアップリンク双方の確立を条件として X帯ダウンリンクを主軸とした X/Ka帯システムを考え

た．大気揺らぎ，局内遅延変動など信号合成を阻害する要因について実験とシミュレーションを通じて評価し，合

成損失への影響を明らかにした．これに基づいて最適なアンテナ構成（サイズ，機数）を提案する． 
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Ⅱ-2-k-42 

搭載用 Ka 帯送信機の開発 

准教授  戸田知朗    助 教  冨木淳史 

 次世代深宇宙ミッションの科学データ伝送に必須とされる Ka 帯ダウンリンク回線を実現するために Ka 帯送信

機の開発を行った．次世代 X 帯トランスポンダのアタッチメントとして効率的に機能を実装できるように配慮し

ながら，設計の最適化を図った．小型衛星での実証試験を目指して BBM を製作し，X 帯トランスポンダ BBM と

組合せた試験を計画する． 

 

Ⅱ-2-k-43 

搭載用高安定発振器の開発 

准教授  戸田知朗    助 教  冨木淳史 

 ミリ波帯利用に向けて高安定な搭載基準信号発振器はその回線性能を決める重要な要素である．超高安定発振器

は科学観測や One Way での測位にも実力を発揮し，先進の深宇宙探査で欠かすことができない．ミッションの成

否にも関わる通信に適用する場合，製品として購入できるものがなく，自身で開発する必要がどうしてもある．そ

こで，これまでの水晶振動子や新しい MEMS などの技術を取り入れて超高安定発振器の開発に取り組み始めた．

2007 年度は発振器特性を評価する実験系の構築を行った．また水晶振動子の設計・試作環境を立ち上げつつある． 

 

Ⅱ-2-k-44 

マイクロ波リモートセンシングにおける統計的データ解析に関する研究 

助 教  福田盛介 

 地球観測や惑星探査に用いるマイクロ波帯の能動センサである合成開口レーダ（SAR）により得られる画像は，

昨今の高分解能化に伴い，その統計が非ガウシアン的な性質を呈する傾向が強まっている．情報（テクスチャ）と

雑音（スペックル）が乗法的に重畳した空間的な揺らぎの統計的ふるまいを理解することは，種々の SAR リモー

トセンシングのアプリケーションにおいて重要である．このような観点から，非ガウシアンモデル（K 分布など）

を基に，ターゲット構造の理解や物理量抽出アルゴリズムに関する研究を行っている． 

 

Ⅱ-2-k-45 

レーダポーラリメトリの研究 

助 教  福田盛介 

 SAR リモートセンシングにおいて，送受信に複数の偏波を使用するポーラリメトリック観測は，各偏波チャネ

ルの位相差や，散乱行列から導出される諸行列の固有値解析，また素過程モデルの重ね合わせなどにより，撮像対

象の散乱プロセスを明らかにすることができ，ターゲット分類などへの応用に繋がる強力な技術である．特に，テ

クスチャによる受信強度の揺らぎの偏波依存性に興味があり，PI となっている航空機 SAR 画像を用い，撮像エリ

アのフィールドワークで得たグランドトゥルースデータと突き合わせつつ，モデルの構築や検証を進めている． 

 

Ⅱ-2-k-46 

将来の惑星探査機搭載 SAR のための機上画像生成処理の研究 

助 教  福田盛介    開発員  坂井智彦 

 将来の惑星 SAR ミッションの実現には，広帯域通信を前提として地上で画像合成を行う地球観測用の従来シス

テムとは一線を画した，斬新なブレークスルーが求められる．本研究では，近年の宇宙用電子部品の飛躍的な性能

向上を背景に，探査機上における SAR 画像生成処理の検討に着手している．具体的には，惑星ミッションに適し

た合成開口処理や，軌道パラメータの推定誤差を吸収し得る機上処理に適したオートフォーカスアルゴリズムの研

究を行うとともに，ハードウェアリソースの見積もりを実施している． 
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Ⅱ-2-k-47 

月惑星着陸誘導用レーダの対表面水平速度測定に関する研究 

助 教  福田盛介    准教授  水野貴秀    開発員  坂井智彦 

大学院学生  佐藤哲平                           

 開発中の月惑星着陸誘導用 C バンドパルスレーダ（電波高度速度計）において，その水平速度測定についての

研究を行っている．これまでに提案した「複数サンプル方式」と，「中心方向推定方式」について，地形の影響な

どをパラメータとしてトレードオフスタディを実施するとともに，両者をハイブリッド的に併用するアルゴリズム，

及びバースト的な測定のとびを周波数空間でフィルタリングする方法などについて，ヘリコプタ（レーダの BBM

を搭載）を用いたフィールド試験により実証的に検討した． 

 

Ⅱ-2-k-48 

ハードディスクの宇宙機搭載に関する検討 

助 教  福田盛介    准教授  高島 健    総研本部  笹田武志 

総研本部  高田 昇    開発員  坂井智彦     教 授  齋藤宏文 

 重量リソースが厳しく，かつ大量なデータを発生するミッションにおいて，ハードディスクドライブ（HDD）

を用いたデータレコーダの軽量化・大容量化が期待されており，衛星搭載化に向けたフィージビリティスタディを

続けている．今年度は，車載用 HDD を気密容器に収納した EM相当品の製作を行った． 

 

 

Ⅱ-2-k-49 

小型科学衛星のための標準バス技術に関する研究 

助 教  福田盛介    准教授 澤井秀次郎    准教授 坂井真一郎 

教 授  齋藤宏文                           

 小型科学衛星シリーズの立ち上げに際し，衛星の低コスト・短期開発を支え，かつ多様なミッション要求に柔軟

に対応し得る標準バス技術の研究を行っている．階層的標準化，プロダクトプラットホーム，統合／分散のトレー

ドオフ，などのシステムコンセプトを検討するとともに，次世代標準バスを見すえたサブシステム技術についても

研究を開始している． 

 

Ⅱ-2-k-50 

臼田 64m，内内之 34mの VLBIシステムの研究 

准教授  加藤隆二    准教授  吉川 真    准教授  村田泰宏 

助 教  竹内 央    研究員 望月奈々子              

 深宇宙探査機の軌道決定精度を向上する方法として，従来の RARR に加え，ΔVLBI の方法が有効である．その

ためには，臼田 64m，内之浦 34m の局位置を正確に求める測地 VLBI 実験を行う必要がある．2007 年度は，臼田

64m，内之浦 34m ともに 1回，測地 VLBI 実験を行い，それぞれ，2mm，3mm の精度で局位置が取得できた． 

 

Ⅱ-2-k-51 

太陽電池パドルと周辺プラズマとの相互作用及び太陽電池パドルの表面電位制御に関する研究 

准教授  田中孝治    教 授  佐々木進 

 大電力宇宙機のための高電圧太陽電池パドル開発の基礎研究として，高電圧太陽電池パドル表面の放電を起こし

にくい電位分布形式と衛星電位が周辺環境から受ける影響を解明するための基礎実験を行った．模擬太陽電池アレ

ーと薄膜太陽電池発電膜を試作し，プラズマ中での放電実験を実施した． 
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Ⅱ-2-k-52 

月・惑星探査のための遠隔 SIMS に関する研究 

准教授  田中孝治    教 授  佐々木進 

 月の氷が存在すると考えられる永久影の領域探査のためのイオンビーム及びレーザーを用いた遠隔 SIMS による

月面探査ミッションの検討を行った． 

 

Ⅱ-2-k-53 

水サイクル宇宙エネルギーシステムの研究と衛星・探査機太陽衛星用各種太陽電池の耐久 

准教授  田中孝治    教 授  佐々木進    技 官  橋本保成    共同研究員  石井忠司 

 人工衛星や惑星探査機，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

と燃料電池を組み合わせたシステムの基礎研究を実施した．約 250W の水電解システムと約 100W 燃料電池システ

ムを試作し，性能評価実験を行った． 

 

Ⅱ-2-k-54 

Delta-DOR国際推奨規格の作成 

助 教  竹内 央    NASA/JPL  James Border    ESA/ESOC  Roberto Madde 

基幹助本部  成田兼章       

准教授  吉川 真        

准教授  加藤隆二 

 ΔVLBI 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 Differential One-

way Range）の，国際的な相互運用性を確立するために，宇宙データシステム諮問委員会（CCSDS）にて国際推奨

規格の作成を行っている．JPL，ESA，JAXA の間で受信データを交換するための translator を開発し相互運用体制

が整いつつある．JAXA 臼田局，JPL/DSN の Goldstone 及び Canberra 局の計 3 局で「はやぶさ」探査機の Delta-

DOR 実証観測を実施し，遅延量計測を行う事に成功した．次年度以降，相互運用体制の実用化に向けた詳細な規

格制定を進める． 

 

Ⅱ-2-k-55 

Delta-DOR・VLBIデータ取得のための広帯域 A/Dサンプリングに関する研究 

助 教  竹内 央    NICT  小山泰弘 

 VLBI 受信データの国際標準規格（VSI-H）に対応した VLBI サンプラとしては世界最高速となる，最大 8Gbps

（2Gsps×2bit×2ch）の出力レートを持つ A/D サンプラを開発している．サンプラに搭載された FPGA にプログラ

ミングする事により，Ka 帯及び X 帯の Delta-DOR 国際標準規格に対応したマルチトーン信号を取得する機能を実

現した．また，本機能を，S/X 帯測地 VLBI 用のマルチチャンネルデジタルダウンコンバータとしても使用できる

見通しがついた．サンプリングされる広帯域信号を直接記録する事により，電波天文 VLBI において微弱天体の高

感度撮像観測に使用することも可能になる． 




