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３．各センター及び部，室の研究活動 

 

ａ．宇宙科学情報解析センター 

 

Ⅱ-3-a-1 

サイエンス・データベース（DARTS）の開発および運用 

教授  海老沢研              准教授  篠原 育    助教  三浦 昭 

准教授  松崎恵一               助教  田村隆幸 

客員准教授  村田健史            国立天文台  下条圭美 

宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志    宇宙航空プロジェクト研究員  宮下幸長 

PLAIN センターでは，宇宙科学研究本部の科学衛星の観測データを広く国内外の研究者に一般公開し，データ

解析研究を推進する為にサイエンス・データベース（Data Archives and Transmission System, DARTS）を開発・運用

している．DARTS では，単にデータを公開するだけでなく，解析研究に必要なソフトウェアや計算機資源も研究

者に提供している．DARTS では宇宙科学研究本部の科学衛星にとどまらず，仮想天文台計画への参加， 海外の主

要宇宙科学データベースのミラーサーバの運営を行うなど，システム拡張を続けている．例えば，太陽物理学の分

野では，太陽観測衛星「TRACE」，「RHESSI」のミラー・データは「ようこう」，「ひので」データベースと統合さ

れ，統一した GUI により検索が可能である．DARTS の利用は，ホームページ http://darts.isas.jaxa.jp/ によりネット

ワークを通して行うことができる． 

平成 19 年度は， 

（1）「すざく」向けサービスの開発と運用， 

（2）「ひので」向けサービスの開発と運用， 

（3）「あかり」向けサービスの開発， 

（4）太陽地球系物理学（STP）向け統一サービスの開発 

（5）天文学向け新サービス（JUDO; Jaxa Universe Data Oriented）の開発，試験，公開， 

を中心におこなった． 

 

Ⅱ-3-a-2 

解析サーバの整備 

教授  海老沢研    准教授  篠原 育    助教  三浦 昭 

准教授  松崎恵一     助教  田村隆幸 

宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志 

PLAIN センターでは，科学衛星の観測データを公開するだけではなく，その解析手段の提供も行っている．こ

れによりデータの利用を促進し，より多くの成果を挙げることを目指している．平成 19 年度の活動では，昨年度

に引き続き高エネルギー天文分野や太陽物理分野の解析ツールを中心に整備を進めており，（1）Solaris，Linux，

Mac OS X（ppc，intel）など多様な OS 環境の構築，（2）NFS や rsync でのファイル転送等による遠隔拠点との解

析ツールの共共，（3）光赤外線データ解析ツールの導入などを行った．今後特に高エネルギー以外の分野の解析ツ

ールを整備するとともにさらに広く利用者を募り，適宜整備・増強を行っていく予定である． 

 

Ⅱ-3-a-3 

遠隔地との統合解析環境の構築 

教授  海老沢研    准教授  篠原 育    准教授  高木亮治 

准教授  松崎恵一     助教  三浦 昭     助教  田村隆幸 

宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志    東工大  小谷太郎 

解析サーバの整備と並行して，各種アプリケーションやデータなど解析環境を他機関と共共する試みも進めてい
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る．分散・共共ファイルシステムとしては多くのシステムが開発されているが，その長所・短所は様々である．そ

のため PLAIN センターで利用するのに最適のものを選定するために調査・評価を行った．そのうちいくつかの候

補について実利用に即した形での評価実験を行った．特に H19 年度は昨年度までの Super SINET 専用線を経由し

たファイル共共にとどまらず，FW 装置を超えたファイル共共の可能性について調査を行った．Super SINET 専用

線を利用した場合と比較すると，FW 装置の設定が容易なものは必ずしも性能要件を満たしておらず，現状では利

用形態をより明確に絞った形でシステム設計を行う必要があることがわかった．今後も引き続き遠隔地間でのファ

イル共共手法についての調査・試験を行っていく予定である． 

 

Ⅱ-3-a-4 

衛星運用工学データベース（EDISON）の開発および運用 

准教授  高木亮治    主任開発員  本田秀之    開発員  長木明成 

准教授  松崎恵一 

宇宙科学研究本部が打ち上げる衛星や探査機の円滑な運用を支援することを目的とし，衛星工学データベースの

開発および運用を行なっている．日々の運用や運用後のデータ解析に共益な広範囲の情報に，それらを必要とする

関係者が容易にアクセスできるシステムを目指している．データ内容としては電圧，電流，温度，圧力，姿勢など

の衛星自身のデータを始め，受信レベルなどの地上局情報や，軌道情報，天候，コマンド記録，などを含んでいる． 

平成 19 年度は引き続き「のぞみ」，「はやぶさ」，「すざく」，「あかり」に対応したシステムの運用を行なった．

また DARTS で開発された共通基盤を用いて「ひので」対応 EDISON の Web I/F の再構築を行なった．今後は「す

ざく」，「あかり」対応 EDISON も同共通基盤を用いて順次再構築する予定である． 

 

Ⅱ-3-a-5 

「すざく」による銀河中心領域の研究 

教授  海老沢研    宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志 

京大  小山勝二               理研  千田篤史 

平成 17 年 7 月に打ち上げられた「すざく」衛星を用いて我々の銀河系の中心領域の観測を行っている．特に

CCD 検出器 XIS の高いエネルギー分解能と大共効面積を活用して銀河中心からの鉄輝線放射のマッピングを行い，

電波など他波長の分布との比較を行った．特に中性鉄輝線は中心核の過去の活動による分子雲からの照り返しなど

と考えられる．銀河系中心領域で過去に何らかの激しい現象が起きていた証拠であり，中心核ブラックホールの性

質に迫る重要な結果である．また，高エネルギー観測装置（HXD）を用いた観測を行い，銀河中心領域の高エネ

ルギー現象を調べた． 

 

Ⅱ-3-a-6 

衛星および地上データを用いた銀河面からの X線放射の研究 

教授  海老沢研    ペンシルバニア州立大学  辻本匡弘    国立天文台  小林直人 

天の川銀河面から強い硬 X 線放射が放出されていることは 20 年以上前から知られていたが，それが拡散プラズ

マによるものなのか，多くの暗い点源の重ねあわせによるものなのか，未だ決着がついていない．我々は Chandra

衛星を用いて銀河面の深 X 線観測を行い，多くの新しい X 線源を発見したが，これらの天体について「すばる」

望遠鏡を用いて近赤外線分光観測も行い，その起源を調べた．また「すざく」衛星を使って銀河面の高分解能スペ

クトル観測を行い，鉄輝線構造を詳細に調べた． 
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Ⅱ-3-a-7 

科学データの音声化 

客員准教授 宇野伸一郎     教授  海老沢研               助教  田村隆幸 

准教授  篠原 育    宇宙航空プロジェクト研究員  宮下幸長 

助教  三浦 昭    准教授  松崎恵一    宇宙航空プロジェクト研究員  村上弘志 

PLAIN センターは，日本福祉大学宇野研究室と共同で，科学データ音声化プロジェクトを実行している．これ

は，科学データを音声化し教材とするだけでなく，視覚障害者と共に科学データを理解する方法を模索するプロジ

ェクトである．昨年度までに行った結果を日本福祉大学情報社会科学論集で報告した． 

今年度は，X 線天文学の分野で広く使われている，QDP と呼ばれるプロットツールと音声化プログラムを融合

させるプロジェクトを開始した．これにより，QDP によってグラフ表示される任意の数値データを，音声として

聞くことができるようになる． 

 

Ⅱ-3-a-8 

科学衛星異常監視・診断システム 

准教授  高木亮治    主任開発員  本田秀之    開発員  長木明成 

複雑で高度化する科学衛星，探査機の定常的な運用を運用担当者の数を抑制しつつ，長期にわたって安全に実行

することを目指した運用支援システム「ISACS-DOC」を開発している．人工知能技術を利用したシステムは既に

磁気圏観測衛星「GEOTAIL」および火星探査機「のぞみ」，サンプルリターン衛星「はやぶさ」，赤外線観測衛星

「あかり」，太陽観測衛星「ひので」対応のものが試験開発され，宇宙科学研究本部の管制室にて日々の定常運用に

利用されてきた． 

平成 19 年度は「あかり」および「ひので」向け ISACS-DOC の診断知識のチューニングを実施し定常運用を開

始した．運用を通じて本システムの共効性を確認すると同時に，より良いシステムにするためにグラフ表示機能の

強化など機能改修，機能強化を実施した．また診断知識の整理を行なった．今後は更なる機能強化と同時に診断知

識の整理を行いテンプレート化を試みる． 

 

Ⅱ-3-a-9 

大学共同利用計算機センターの管理・運営 

助教  三浦 昭      准教授  高木亮治    教授  藤井孝藏 

准教授  篠原 育    主任開発員  山本悦子 

PLAIN センターでは，宇宙科学研究本部が行っている飛翔体（科学衛星・ロケット・大気球）プロジェクトに

関連する宇宙科学研究を推進することを目的に，大学共同利用計算機センターを運営することによって高度の計算

能力を必要とする全国の関連分野の研究者の研究活動を支援している．平成 19 年度は，センター計算機として共

共メモリ型の UNIX スカラー並列計算機 Sun V880，および情報・計算工学センターが運用するスーパーコンピュ

ータ NEC SX6-128M16 が全国共同利用の大型計算機システムとして，宇宙科学研究本部内外の研究者の利用に提

供された． 

PLAIN センターでは計算機利用共同研究課題を公募し，平成 19 年度には理工学の 35 課題を採択し，共同研究

を進めた． 

 

Ⅱ-3-a-10 

宇宙空間での非熱的プラズマ加速の研究 

准教授  篠原 育    大学院学生  関 克隆    大学院学生  湯村 翼 

教授  藤本正樹       教授  向井利典 

「GEOTAIL」衛星のデータの解析作業や数値シミュレーション，理論計算を通して，宇宙空間プラズマ現象を支

配するプラズマ素過程・物質輸送過程・エネルギー変換過程について研究を行っている．特に，衝撃波での粒子加
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速による非熱的粒子の生成プロセスに注目している．最近注目されている電子慣性長からイオン慣性長での微視的

プラズマ過程に伴う大振幅電場と電子加速の関連について，その非線形性や複雑性に着目した研究を進めている． 

 

Ⅱ-3-a-11 

磁気リコネクションにおける電子-イオンスケール間結合の研究 

准教授  篠原 育    研究員  田中健太郎    教授  藤本正樹 

磁気リコネクションは宇宙プラズマでの重要なプラズマ加熱・加速過程であるが，その詳細な物理機構は未だに

解明されていない．それは，無衝突プラズマにおける散逸スケール（電子運動のスケール）と大規模構造（イオン

運動のスケール以上）の間に大きな隔たりがあるということが大きな理由であるが，これらは本質的に独立には取

り扱えない．電子とイオンのダイナミクスを結合させる物理機構の存在に着目し，プラズマの粒子シミュレーショ

ン計算によって磁気リコネクションにおける散逸の素過程に関する研究を進めている．大規模なプラズマ粒子シミ

ュレーション計算により，イオンの運動スケールの厚さを持つ電流層中での非常に速い磁気リコネクションの発展

を可能とする物理過程が明らかになりつつある． 

 

Ⅱ-3-a-12 

「ひので」データ伝送・コマンド計画・データ処理・解析システムの開発 

准教授  松崎恵一    准教授  清水敏文    宇宙航空プロジェクト研究員  成影典之 

国立天文台  坂東貴政 

「ひので」の科学運用からデータ解析に用いられる計算機システムは，その科学的成果を産み出す基盤となるも

のである．一方で，このシステムは ad hoc な手法で構築が進められ，機能はするものの障害に対して脆弱なもの

だった．そこで，本年度は，構成管理や問題管理において，俗人的な側面を取り除き，系統的な運用を実現するた

めの維持管理ポリシーを制定すると共に，一元的に情報を管理するデータベースシステムを導入し運用を実践した．

その上で，外部記憶媒体の専用目的化を進めシステム間の不要な依存関係を断つと共に，仮想化技術を用いたサー

バ集約にて，システムの安定性を強化した． 

 

Ⅱ-3-a-13 

搭載系ソフトウェアの自動生成の研究 

准教授  松崎恵一 

衛星搭載機器の開発において，設計した内容と実装した結果が一致することが必須である．従来の開発では，設

計に基づき手作業のプログラミングが行われることが多く，設計と実装の間の一致を確認作業に時間を要していた．

そこで，我々は，衛星の設計情報の記述（SIB）に基づき，搭載ソフトウェアのソースコードの一部を自動生成す

る枠組みの開発を進めている．本年度は，この枠組みで作られるソースコードが衛星の搭載品質を実現するように，

生成ソースコードの信頼性の向上を実施した．静的ソースコード解析と C1 レベルのカバレッジの試験を組み合わ

せることで，昨今の標準的なレベルの信頼性を確保したソースコードが，自動生成の枠組みにおいても生成可能な

ことを実証した． 

 

Ⅱ-3-a-14 

宇宙科学データベースの構築方法の研究 

准教授  松崎恵一    助教  田村隆幸    准教授  篠原 育 

国立天文台  下条圭美    教授  海老沢研 

我々は，宇宙科学データベースをいかに構築すれば，効率よく，利便性の高いデータベースが構築できるかの研

究を行っている．これまでに，その検討結果は「Web データベース開発ガイドライン」としてまとめられている．

本年度は，このガイドラインに従って，天文学・太陽物理学・太陽地球系科学のデータベースのウェブインタフェ

ースの構築と改良を実践することで，ガイドラインの妥当性を検証した．また，これらの構築に用いているミドル
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ウェア（Tsunagi）の機能を見直し，より簡便にウェブアプリを構築可能なように Tsunagi Basic Edition として，再

整備した．この再整備では，特に，従来のものに比べて，表示部分のエンジンとパラメータ授受の機能が強化した． 

 

Ⅱ-3-a-15 

SINET3 専用回線を用いた全国大学共同研究の促進 

教授  藤井孝蔵     教授  海老沢研     助教  田村隆幸 

助教  三浦 昭    准教授  松崎恵一    准教授  篠原 育 

国立情報学研究所が提供している SINET3 事業に参加した．これは，平成 18 年度まで我々が参加してきたスー

パーSINET事業の後継である． 

従来 MPLS/VPN などで提供されていた専用線サービスは，L1 VPN（2 機関）や L3 VPN（11 機関）に再編され，

継続して従来と同様の専用線的利用を行っている． 

また汎用の IPv4 サービス上でも，関係機関の負担で VPN接続を行った．これによって，従来からの科学衛星デ

ータ利用（1機関）に加えて，平成 19 年度には機構内のスーパーコンピュータ網構築（1機関）も実現した． 

これらの回線を（1）宇宙研と天文台の天文データベースのネットワーク密結合による共共と全国大学関係者の

効率的利用，（2）科学衛星プロジェクトチームによる衛星の開発・試験・観測運用・データ較正処理・科学解析の

各段階での宇宙研と各大学との共同研究，（3）スーパーコンピュータ共同利用者による大量データの即時的な高速

伝送，（4）宇宙研の衛星のアーカイブデータの転送と共同作成，などの研究活動に活用している． 

平成 19 年度には，特に「ひので」データの共共のための天文台-宇宙研間のネットワークの使用状況が高く，太

陽物理学の研究に貢献した．またスーパーコンピュータ網の利用においても定常的に高ビットレートの通信が行わ

れた． 

 

Ⅱ-3-a-16 

X 線観測による銀河・銀河団の研究 

助教  田村隆幸    教授  満田和久    准教授  山崎典子 

主に「すざく」衛星を用いて，銀河および銀河団プラズマの研究を行った．今年度は，特に A2052 という銀河

団のデータを解析した．少なくとも中心から半径 15 分角（600 kpc）まで広がった X 線放射を検出することができ

た．さらに，ICM の放射の弱い外側では，OVII，OVIII の輝線を完全に分離し，その空間分布を測定することがで

きた．銀河団周辺での''soft X-ray excess''，特に OVII のライン強度は，オフセット観測によるデータに比べ，2 倍

ほど明るいことが観測された．これらの''soft X-ray excess''の起源として，（1）銀河団とは関係ない天の川銀河内の

ガス，および（2）A2052 に付随する中低温プラズマの可能性を議論した．加えて，他の銀河団についても，中低

温プラズマの探査をおこなった． 

 



192  Ⅱ．研究活動 

 

Ⅱ-3-a-17 

磁気圏近尾部のサブストーム開始に伴う発展の統計解析 

宇宙航空プロジェクト研究員  宮下幸長          京大・理  町田 忍 

京大・生存圏  上出洋介          京大・理  永田大祐 

ジョンズホプキンス大  Kan Liou 

教授  藤本正樹        名大・STE 研  家田章正 

大学院学生  斉藤実穂 

UCLA  Christopher T. Russell 

Focused Analysis and Research  Stephen P. Christon 

京大・理  能勢正仁 

UCB  Harald U. Frey, 

准教授  篠原 育          技術参与  向井利典    准教授  斎藤義文 

教授  早川 基 

サブストームの発生機構を解明するために，多数例のサブストームについて，Geotail，Polar，GOES 衛星のデー

タを統計解析することにより，磁気圏近尾部と内部磁気圏のサブストーム開始に伴う発展の全体像を明らかにした．

特に重要な結果として，磁気リコネクションは，少なくともサブストーム開始 2 分前に，平均的に，地球から地球

半径の 16 から 20 倍の距離の尾部で最初に発生する．これとほぼ同時に，地球半径の 7 から 10 倍の距離の領域で

はダイポール化が始まる．さらに，全圧力は，これら 2つの現象の発生領域の間で顕著に減少するという，サブス

トーム発生機構の解明への手がかりとなりそうな結果も得られた．磁気リコネクションとダイポール化の因果関係

や両者の詳細な発生機構については，解明すべき大問題として残されているが，本研究で得た全体像は，THEMIS

衛星等の複数衛星の観測データに基づく，尾部発展や各物理過程の詳細な解析をする際，指針となる重要な結果で

ある． 

 

Ⅱ-3-a-18 

Geotail 衛星と SuperDARN レーダーの観測にもとづくサブストーム開始に対する電離圏対流の応答 

宇宙航空プロジェクト研究員  宮下幸長    電通大・電気通信  細川敬祐 

名大・STE 研  堀 智昭      京大・生存圏  上出洋介 

極地研  行松 彰         極地研  佐藤夏雄 

磁気圏と電離圏は磁力線を介して結合しているので，サブストーム開始に対して電離圏対流はどのように応答す

るのかは，サブストームの発生機構の解明への手がかりになるはずである．そこで，サブストーム開始時の

Geotail 衛星による磁気圏尾部変化と SuperDARN レーダーによる電離圏対流との対応について，事例研究を行った．

その結果，電離圏対流は，サブストーム爆発相の直前で，尾部高速流に対応する領域付近だけでなく，対流セル全

体で強くなることがわかった． 
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ｂ．大気球観測センター 

 

Ⅱ-3-b-1 

超薄膜型高高度気球の研究 

教授  吉田哲也      准教授  斎藤芳隆       助教  井筒直樹 

助教  福家英之    主任開発員  松坂幸彦    主任開発員  鳥海道彦 

主任開発員  加藤洋一      開発員  飯嶋一征      開発員  水田栄一 

特任担当役  並木道義    特任担当役  瀬尾基治    研究補助員  太田茂雄 

宇宙航空プロジェクト研究員  山田和彦 

研究員  野中直樹      研究員  秋田大輔      研究員  河田二朗 

主任研究員  田村啓輔    客員助教授  門倉 昭    早稲田大学  山上隆正 

本研究は，超薄膜型ポリエチレンフィルムを開発し，気球本体を軽量化することによって従来の気球では到達し

えなかった高高度に飛翔する気球を開発するものである．本年度は高度 55km の到達を目標として，2.8μm 厚，

折径 140 cm のフィルムを用いて製作した体積 60,000立方メートルの気球の飛翔に挑戦したが，放球直後に気球に

何らかの穴が開き，降下してしまった．今後，穴が開いた原因の調査を進め，改良を加えた気球で再度飛翔実験を

行う予定である． 

 

Ⅱ-3-b-2 

スーパープレッシャー気球の開発 

助教  井筒直樹       教授  吉田哲也      准教授  斎藤芳隆 

助教  福家英之    主任開発員  松坂幸彦    主任開発員  鳥海道彦 

主任開発員  加藤洋一      開発員  飯嶋一征      開発員  水田栄一 

特任担当役  並木道義    特任担当役  瀬尾基治    研究補助員  太田茂雄 

宇宙航空プロジェクト研究員  山田和彦 

研究員  野中直樹      研究員  秋田大輔      研究員  河田二朗 

主任研究員  田村啓輔    客員助教授  門倉 昭 

成層圏における長時間飛翔を目的としたスーパープレッシャー型気球の研究および開発を行っている．本年度は，

昨年度に製作した容積 300,000 万立方メートルの実用型スーパープレッシャー気球の飛翔試験を実施した．初めて

の大型スーパープレッシャー気球の放球に成功したが，スーパープレッシャー気球としての性能試験には至らなか

った．今後，さらに性能および信頼性の向上を図っていく予定である．また，よりフレキシブルに多用途に対応可

能な次世代型スーパープレッシャー気球の研究および開発にも着手した． 

 

Ⅱ-3-b-3 

気球搭載望遠鏡による金星大気観測 

極地研  田口 真    東北大  吉田和哉    東北大  坂本祐二 

東北大  高橋幸弘    東北大  坂野井健    研究員  野中直樹 

研究員  河田二朗    准教授  斎藤芳隆 

今年度第一次実験で実施を予定していたが，観測機器の実験準備状況を考慮して第二次実験に延期した．3 ヶ月

ほどの猶予期間に，電源系の改良やソフトウェアの作り込みを進め，気球搭載望遠鏡システムとして完成度を高め

た．8 月 30 日には放球可能な状態に仕上がったが，実験に適する風を待つ間に上空の風の状態が悪くなってきた

ため，9月 5日に今年度の放球は断念された． 
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Ⅱ-3-b-4 

宇宙線反粒子の研究 

高エネルギー加速器研究機構  山本 明    高エネルギー加速器研究機構  野崎光明 

高エネルギー加速器研究機構  吉村浩司             名誉教授  西村 純 

教授  吉田哲也               助教  福家英之 

宇宙線反粒子の精密観測を通じて初期宇宙における素粒子現象を探求すべく米国と共同で気球実験を進めている．

これまでの観測実験をさらに改良，発展させ，太陽活動極小期の現在において極地長時間気球飛翔により究極的な

高感度での観測を達成することを目指し測定器の開発準備を行った．2007 年 12 月 22 日に南極マクマード基地か

ら放球された気球は 29.5日間に亘って飛翔した．その内 24.5日間の観測飛翔によって総計 46億の宇宙線事象デー

タの取得に成功した．今後，データの解析を進めていく予定である． 

 

Ⅱ-3-b-5 

水晶気圧計の性能実証試験 

名大ＳＴＥ研  栗原純一    東北大環境  村田 功    東大・理  佐藤 薫 

極地研  冨川喜弘      准教授  阿部琢美     研究員  河田二朗 

開発員  水田栄一      教授  吉田哲也 

2007 年 9 月 13 日に三陸大気球観測所より放球された BU30-5 号機に水晶振動子を応用した水晶気圧計を搭載し

て性能実証試験を行った．水晶気圧計は東北大学の光学オゾンゾンデに相乗りし，光学オゾンゾンデと東大・極地

研の ECC オゾンゾンデにそれぞれ搭載された静電容量式の気圧計との比較を行うことができた．本実験によって

地表から高度 49.8km までの気圧の連続的な観測に成功し，性能実証試験としての目標は達成された．また，他の

気圧計との比較から水晶気圧計の相対的な精度は 1％以下と非常に高いことが示され，成層圏・中間圏における重

力波などの大気波動の検出も充分に可能であることがわかった． 

 

Ⅱ-3-b-6 

南極における温室効果気体の研究 

極地研  森本真司      極地研  堤 雅基    極地研  岡田雅樹 

東北大  中澤高清      東北大  青木周司    開発員  飯嶋一征 

主任開発員  本田秀之    特任担当役  並木道義     教授  吉田哲也 

南極において地球温暖化の原因物質である成層圏の温室効果気体や二酸化炭素の垂直分布，経年変化等を測定す

るために 2007 年 12 月末から 2008 年 1 月上旬にかけて 3 機の気球実験を実施した．観測装置はパラシュートで氷

海上に緩降下し，「しらせ」に搭載しているヘリコプターにより全て無事に回収され，各高度における大気のサン

プリングに成功した． 

 

Ⅱ-3-b-7 

高エネルギー宇宙線電子の研究 

青学大  小林 正     研究員  河田二朗     研究員  野中直樹 

研究補助員  太田茂雄    名誉教授  西村 純      教授  吉田哲也 

准教授  斎藤芳隆      助教  福家英之      名大  丹羽公雄 

名大  星野 香    宇都宮大  佐藤禎宏    宇都宮大  大森理恵 

宇宙線の源や銀河内伝播を調べるために，10GeV-1TeV 領域の宇宙線電子のエネルギースペクトル観測を原子核

乾板と鉛板で構成された ECC を用いた気球実験で行っている．本年度は，2004 年に行った気球実験の解析を継続

すると共に，1TeV領域までの統計を向上するために大気球観測センターが開発している圧力気球 PBJ300-1号機に

ECC を搭載し，ブラジルで気球実験を行った．残念ながら圧力気球の不具合によりレベルフライトには至らず，

観測は成功しなかった． 
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Ⅱ-3-b-8 

成層圏オゾン・大気重力波の観測 

東北大  村田 功     東大  佐藤 薫      極地研  冨川喜弘 

東北大  岡野章一    開発員  水田栄一    主任開発員  松坂幸彦 

研究員  河田二朗 

地表付近から上部成層圏にかけてのオゾン高度分布，大気重力波等によるその微細構造を目的として，電気化学

式（ECC）オゾンゾンデと光学オゾンゾンデの 2 種類のオゾン観測器を用いてオゾン，風速，気温，気圧の観測を

9 月 13 日に行った．いずれの観測器も良好に作動し高度 49.8km の下部中間圏領域までの観測に成功した．高度

30‐45km のオゾンについて 1994 年からの経年変動を見ると，太陽活動 11 年周期に対応した変動が卓越している．

また，オゾンや風速，気温に見られる波状構造に対応が見られ，これより大気重力波のパラメータなどの導出が可

能である．さらに，新たに二酸化窒素等も同時観測できる小型分光器を用いた装置の開発も行っている． 

 

 

ｃ．対外協力室 

 

Ⅱ-3-c-1 

宇宙科学の国際協力調整 

教授  高橋忠幸 

対外協力室の機能の一つとして，宇宙科学プロジェクトに関する国際協力の調整がある．現在行われている様々

な規模の国際協力について整理し，随時，理学委員会等に報告を行うとともに，本部として，NASA や ESA，あ

るいは中国の航天局などとの情報交換を行う際の窓口としての活動を行った．こうした活動は，宇宙科学研究本部

の科学推進部国際学術課および JAXA の国際部とも連携したものである． 

 

Ⅱ-3-c-2 

新コンセプトによるキャンパス公開の提案と実現 

教授  阪本成一 

相模原キャンパスの研究・管理棟の 1階部分に併設された展示エリアの展示内容を家族連れでも楽しめるような

内容に整備拡充するともに，7 月からは平日に限定して引率者なしでの自由見学の受付を開始した．一般見学者数

がピークとなる 8月期には土日にも展示室に職員を配置して，展示室の公開と質問対応を行った．これら一連の取

り組みにより，職員や学生と見学者とが自然に触れ合う環境が醸成され，独立した展示室を持たず研究棟のワンフ

ロアを展示室として運用せざるを得ない状況を逆手に取った，全国でも稀な「研究者の生態展示」の見られる特徴

的な展示施設の実現に成功した．加えて，職員や退職者が私共する一般向けの宇宙科学関係の蔵書の委託を受けて

展示室に新たに「JAXA さがみはら文庫」を開設し，見学者等への供用を開始した．夏休み期間中に行われてきた

一般公開も通常通り実施した． 

これらを通じて得られた見学者との接点の顕著な増加に伴って，職員や学生に「見られている」という意識が自

然と芽生え，教育普及活動に貢献することに対する積極性が増し，展示等がさらに充実するという正のフィードバ

ックが得られた． 

格段の予算措置を伴わないで実現されたこのようなハード・ソフト両面での改革実績は，相模原キャンパスと同

様の困難な境遇に置かれる各地の研究施設の公開におけるモデルケースとなりうるものである． 

 

Ⅱ-3-c-3 

ホームページコンテンツの拡拡と新展開 

教授  阪本成一 

従来から運用されてきたホームページのコンテンツをメールマガジンや全国各地での読者参加型の講演会の開催
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情報と連動させることで，情報流通の双方向性を生むような方向に拡充している． 

さらに，より広い利用者を取り込むために，携帯用ホームページも開設した． 

 

Ⅱ-3-c-4 

地域と連携した教育普及活動の展開と新しい事業の提案 

教授  阪本成一 

相模原市および神奈川県を中心とする地域との連携を進めた．特に，隣接する相模原市立博物館との連携を強め，

博物館のプラネタリウムを用いた共催イベントなどを実施した．M-V ロケット実機模型の相模原キャンパス内へ

の設置や留保地のミュージアム構想についても，相模原市を交えた検討を進めた． 

また，神奈川県青少年科学体験活動推進協議会への加入を進めて神奈川県内の高校などへの直接の教育普及の機

会を増進するとともに，横浜市，川崎市，平塚市，茅ヶ崎市など県下の近隣自治体での講演等を精力的に実施した． 

近隣にある女子美術大学や桜美林大学パフォーミングアーツ・インスティテュートとは，自然科学と芸術との学

際連携による地域密着型の教育普及活動を開始するための検討に着手した． 

 

Ⅱ-3-c-5 

宇宙科学教材の開発 

教授  阪本成一 

「動く！望遠鏡のペーパークラフト」シリーズ全 10作品の成功を踏まえて，組み立てることで人工衛星の構造や

機能などの勘所を理解することのできる「動く！人工衛星のペーパークラフト」シリーズの開発に着手した．初年

度である今年度は月周回衛星「かぐや」のペーパークラフトを開発し，インターネット上で公開した． 

 

 

ｄ．品質保証室 

 

Ⅱ-3-d-1 

品質保証室の概要 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  上戸共紀 

室員  杉山由香 

宇宙航空研究開発機構が発足し，安全・信頼性管理に関わる第一期中期事業計画が策定された．平成 19 年度は

その最終年度にあたる．策定された第一期中期事業計画は， 

一. 機構内の品質マネージメントシステムを構築し，順次システムの向上を進める。 

一. 安全・信頼性管理に対する教育・訓練を行い，機構全体の意識向上を図る。 

一. 機構全体の安全・信頼性品質管理の共通データベースを整備し，データ分析を行い，予防措置を徹底する。 

一. 安全・信頼性向上及び品質保証活動の強化により，事故・不具合の低減を図る。 

である．中期目標を達成するため宇宙科学研究本部にも品質保証室が設置された．機構の品質マネージメントは機

構に横断的な「品質マネージメント規程」により行われ，同じく機構に横断的な下位文書により実施される． 

次に，宇宙科学研究本部の品質保証室の独立した活動は， 

一. 定常組織としての品質保証室の活動， 

一. 宇宙科学研究本部信頼性品質会議の定期開催， 

一. 本社安全・信頼性推進部との共通活動の推進， 

一. 宇宙科学研究本部のプロジェクト固共の品質保証活動関連文書（案）の起草・制定および支援， 

一. 宇宙科学研究本部のプロジェクトに関連する契約相手方企業との品質保証活動の協議・調整， 

である． 

安全・信頼性推進部との共通活動の推進では，組織改革に伴い信頼性計画分科会および信頼性推進会議の準備を
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行ない信頼性品質向上活動に努めた．平成 19 年度の品質保証室の個々の活動を以下に示す． 

 

Ⅱ-3-d-2 

信頼性に関わる訓練・教育活動 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  上戸共紀 

室員  杉山由香 

JAXA 発足以降宇宙科学研究本部においても品質保証室が主催して信頼性品質向上に関わる訓練・教育活動を行

なっている．平成 19 年度は部品プログラムに関する講演を開催した．宇宙科学研究本部の専門分野の先生や宇宙

機製造メーカー2 社の専門家，JAXA 以外の宇宙機関の専門家に講師を依頼し，宇宙科学研究本部内外からプロジ

ェクトマネージャー他技術系職員等多数の参加を得た． 

 

Ⅱ-3-d-3 

不具合事例の水平展開活動 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  上戸共紀 

室員  杉山由香 

安全・信頼性推進部と連携し，各本部・プロジェクトで発見された重要な不具合につき宇宙科学研究本部各プロ

ジェクへ信頼性品質会議を通じてその情報の水平展開を実施している．また，重大な不具合について調査・分析を

おこなった． 

 

Ⅱ-3-d-4 

海外部品・コンポーネントに関する活動 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  上戸共紀 

室員  杉山由香 

安全・信頼性推進部，総合技術研究本部部品グループなどと連携し宇宙科学研究本部の科学衛星においても部品

プログラムへの積極的な適用の可否について調整を行なっている． 

特に平成 19 年度においては，現在進行中のプロジェクト・プリプロジェクトの部品調達の指針となるべく宇宙

科学研究本部部品班とともに科学衛星部品プログラムを定め，維持・改訂を行っている． 

 

Ⅱ-3-d-5 

科学衛星プロジェクトに関する審査会等支援活動 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  上戸共紀 

室員  杉山由香 

宇宙科学研究本部が計画し，今後打上げ予定のプロジェクト・プリプロジェクトについて，そのプロジェクトの

重要な時期に開催される審査会において審査実施の支援を行なっている． 

 

Ⅱ-3-d-6 

信頼性関連文書に関する制定および制定支援活動 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  上戸共紀 

室員  杉山由香 

宇宙科学研究本部各プロジェクトの遂行に必要な文書の抽出・文案起案・紹介などの手順を踏み技術文書として

の準備を進めた．平成 19 年度には「RQA-X0002 科学衛星の安全信頼性向上に関する基本的な考え方」，「RQA-

A0005 品質マネジメント活動実施要領」を制定した． 
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Ⅱ-3-d-7 

宇宙科学研究本部の信頼性情報サーバーの構築 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  上戸共紀 

室員  杉山由香 

宇宙科学研究本部プロジェクト全体に環流させるため，品質保証室独自の電子的情報管理サーバーを運用してい

る．最新情報を常に更新し，宇宙科学研究本部・月惑星探査推進グループのプロジェクト活動等の信頼性・品質保

証活動に供している． 

 

Ⅱ-3-d-8 

外国参考文書の翻訳と登録 

室長事務取扱代理  清水幸夫    室員  大串義雄    室員  杉山由香 

宇宙科学研究本部科学衛星プロジェクトに共用な海外の参考文書の翻訳・整備を行なっている．平成 18 年度ま

でに実施した一次翻訳文書 139件についてさらに利用しやすいように二次翻訳を行なう改訂を実施した．今後も引

き続き翻訳精度の向上，文書の選定・追加を行なう． 

 

Ⅱ-3-d-9 

その他の活動 

事務取扱代理  清水幸夫 

併任業務（広報部併任業務）活動は以下の通り． 

・講義・講演活動 

2007 年 5月 14日 宇宙教育センター教育支援活動 講演「ロケットを飛ばそう」 

 ＠小松市立第一小学校 

2007 年 5月 18日 文部科学省 SSH（スーパーサイエンスハイスクール）宇宙講座 

 ＠群馬県立高崎高校 講演「小惑星探査機はやぶさとその成果」 

2007 年 5月 25日 大学講義 首都大学東京システムデザイン学部航空宇宙工学特別講義 2 

2007 年 5月 26 日 プリマベーライタリアーナ宇宙工学展 JAXAブース展示説明 

 ＠汐留イタリア・クリエイティブセンター 

2007 年 5月 29日 依頼講演 JAXA-iマンスリートーク 講演「はやぶさとその成果」 

 ＠丸の内オアゾ JAXA-i 

2007 年 6 月 11日 宇宙教育センター教育支援活動 活動支援「水ロケットの原理」 

 ＠小松市立第一小学校 

2007 年 6 月 30 日 依頼講演（財）日本宇宙少年団名古屋支部 講演「帰れ！はやぶさ 地球へ向かう小さな冒険者」 

 ＠名進研ホール 

2007 年 7月 9日 宇宙教育センター教育支援活動 活動支援「水ロケットの工作」 

 ＠小松市立第一小学校 

2007 年 7月 28日 依頼講演 東京都 東京都代々木公園管理事務所 「代々木公園親子宙（そら）学入門」 

 講演「宇宙の謎」 

 ＠代々木公園管理事務所会議室 

2007 年 8月 30 日 宇宙教育センター教育支援活動 活動支援「水ロケットを飛ばそう（試射）」 

 ＠小松市立第一小学校 

2007 年 10 月 1日 宇宙教育センター教育支援活動 活動支援「水ロケットを飛ばそう」 

 ＠小松市立第一小学校 

2007 年 10 月 15日 「宇宙の日」記念行事「宇宙教室」講師派遣 徳島市立北井上中学 

 講演「ロケットと最新の宇宙科学研究について」 ＠徳島市立北井上中学校 
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2007 年 10 月 23日 宇宙教育センター教育支援活動 講演「ロケットについて，プチロケットを飛ばそう」 

 ＠金沢教育大学附属小学校 

2007 年 11月 12日 宇宙教育センター教育支援活動 活動支援「水ロケット発表会」 

 ＠小松市立第一小学校 

2007 年 11月 22日 依頼講演 （財）いきいき埼玉彩の国いきがい大学東松山学園 

 講演「最新の宇宙開発と成果について」 

 ＠彩の国いきがい大学東松山学園 

2007 年 11月 27日 依頼講演 宇部興産（株） 葉山航空宇宙ワークショップ 

 講演「A status report of the Hayabusa asteroid sample return mission」 

 ＠宇部興産葉山寮 

2008 年 1月 26 日 コズミックカレッジ・ファンダメンタルコース 授業「プチロケットを飛ばそう」 

 ＠相模原キャンパス 

2008 年 3月 14日 依頼講演進路ガイダンス 川崎市立川崎高校 講演「社会人講師・JAXA の仕事について」 

 ＠川崎市立川崎高校 

 

・相模原キャンパス施設見学案内 

2007 年 4月 10 日 JAXA 新入社員研修 相模原キャンパス施設見学案内 

2007 年 7月 30 日 徳島市立高等学校生徒・職員修施設見学案内 

2007 年 8月 9日 相模原市教育委員会・青少年学習センタ・全国銀河連邦施設見学案内 

2007 年 8月 23日 東京都公立学校教員 10年経験者研修施設見学案内 

2007 年 10 月 11日 座間市立東原小学校施設見学案内 

2007 年 10 月 11日 文部科学省研究開発局参事官ご視察案内 

2007 年 10 月 19日 JAXA監事ご視察案内 

2007 年 10 月 27日 銀河連邦子ども大使施設見学案内 

2007 年 11月 31日 相模原市立広田小学校施設見学案内 

2008 年 1月 17日 東邦大学医学部看護学科施設見学案内 

2008 年 1月 19日 新「相模原市」誕生記念講演会施設見学案内 

2008 年 2月 14日 文部科学省研究開発局宇宙国際協力企画官ご視察案内 

 

 

ｅ．システム開発部 

 

Ⅱ-3-e-1 

Ｍ-Ｖ型ロケット不具合解析 

招聘職員  中部博雄    主任  小野 縁 

Ｍ-Ｖ型ロケットは 1 号機から 8 号機まで，2 号機を除く全 7 機のロケットが打上げられた．各号機噛合せ試験

からフライトオペレーションにいたるまでの不具合・要処置事項の記録（1，3，4 号機は元技官の富田悦，5，6，

8，7 号機は技術職員の吉山京子，小野縁が作成）を元に，それらを独自に分類し，開発上における搭載機器や地

上系の変更・対策等との相関関係を，多面的角度から解析している． 

今後は，これらの結果をグラフ化して，不具合発生のメカニズムを把握し，次期固体ロケット運用時の不具合削

減に向けての方策を探っていきたい． 

 



200  Ⅱ．研究活動 

 

実験用飛翔体システム開発グループ 

 

Ⅱ-3-e-2 

映像記録班の作業記録 

主任 新倉克比古    招聘職員  杉山吉昭 

2007 年度は，観測ロケット S-520-23号機，S-310-38号機の噛合せ試験，飛翔実験，能代多目的実験場での RVT-

12 燃焼試験，NAL-735-2・3 燃焼試験，M-24-2 燃焼試験，三陸大気球観測所での第一次大気球実験，第二次大気

球実験の記録撮影を行った．また，それぞれの映像資料を完成させ，利用者の要望に即応できるように，これらの

映像資料を保存管理している．また，過去に撮影した保存ネガのデジタル化に順次取り組んでいる． 

 

情報システム開発グループ 

 

Ⅱ-3-e-3 

各種プロジェクト進捗状況管理と文書記録 

主任  小野 縁    主任  吉山京子 

能代多目的実験場における再使用ロケット実験機ターボポンプ式エンジン第 2 次地上燃焼試験（RVT-12），固体

ロケット-1，‐2 大気燃焼試験，M‐24‐2 大気燃焼試験の各計画書作成，資料の収集，発生不具合・要処置事項

取りまとめと進捗管理，作業記録作成．観測ロケット（Ｓ‐520‐23 号機，Ｓ‐310‐38 号機）の計器合せ・噛合

せ試験・フライトオペレーションにおける作業管制と進捗管理，開発関連資料の収集等を行なった． 

さらに，能代多目的実験場固体系設備・高圧ガス設備定期点検の作業記録と報告書の作成を行なった． 

 

Ⅱ-3-e-4 

プロジェクト関連計画書・報告書の編集・作成 

主任  小野 縁 

観測ロケットＳ‐520‐23 号機，Ｓ‐310‐38 号機の飛翔実験計画書および S‐310‐37 号機，M‐V‐8/あかり

（衛星編），M-V-7/ひので（衛星編），S‐520‐23 号機飛翔実験，固体ロケットモータ‐1，‐2 大気燃焼試験の報

告書編集・作成・配布を行い，それらの原稿，資料の保管，過去の資料の提供等も行なっている． 

また，これら資料のデータベース化をすすめている． 

 

Ⅱ-3-e-5 

宇宙科学資料のデータベース化と検索システムの開発 

部長  加藤輝雄       主任  小野 縁       主任 新倉克比古 

主任  吉山京子    主任開発員  本田秀之    主任開発員  山本悦子 

開発員  長木明成      開発員  関 妙子     招聘職員 周東三和子 

宇宙科学研究本部における情報の蓄積・利活用を目的とした，資料のデータベース化と検索システムの開発を行

なっている．研究開発過程における映像（スチール，ムービー）・文書類の資料（実験計画書・報告書も含む）等，

種々広範囲にわたる情報を体系化して，共共できる科学情報デジタルアーカイブズの基盤整備を，5 ヵ年計画で行

なう予定である．初年度は準備段階として，保共する資料のデジタル化を進めると同時に，他本部等の情報管理方

法やニーズ調査，基本的システム構築に向けての試行を行なった． 

 

Ⅱ-3-e-6 

地球周回衛星の落下予測／観測ロケットの軌道計算 

招聘職員  周東三和子 

地球周回衛星の落下予測プログラムの開発整備を行うと共に，科学衛星等の落下予測を行っている．また，観測



Ⅱ．研究活動  201 

 

ロケットの飛翔性能計算や飛翔軌道計算プログラムの開発と共にその計算処理を行っている． 

 

Ⅱ-3-e-7 

ロケット・衛星記録映像等の整理研究及び教育広報用ビデオの企画製作 

招聘職員  周東三和子 

16 ミリフィルムに記録されたペンシルロケット以来のロケット開発撮影記録を整理し，デジタルアーカイブス

化の準備を行っている．また，ロケット・衛星開発関係者の経験の聞き取り調査を行い，デジタルデータとして整

理集積している．このほか，宇宙科学研究所が開発してきた固体ロケットの開発過程，水星探査機のミッション紹

介のビデオを企画製作し，教育，一般広報に供している． 

 

Ⅱ-3-e-8 

宇宙科学研究本部のホームページ企画・運営 

招聘職員  周東三和子 

宇宙科学研究本部の研究成果，将来計画，技術情報，企画を研究者並びに広く一般市民に知らせるために，ホー

ムページの企画・運営を行っている．またデジタルアーカイブスの作成を準備している． 

 

Ⅱ-3-e-9 

ISASニュースの Web-Page の設計・制作・管理 

主任開発員  山本悦子 

宇宙科学研究本部が発行している ISASニュースを Web化して，インターネット上で公開している．このための，

ISAS ニュースの Web 画面の設計・変更・制作・管理を行う．また，Web 化以前の ISAS ニュースの DB 化等の設

計を現在進めている． 

 

Ⅱ-3-e-10 

ISAS広報活動とししの ISASメールマガジンの編集・制作・管理 

主任開発員  山本悦子 

2004 年 9月から，ISAS 広報委員会の ISASメールマガジンを毎週発行している． 

掲載原稿執筆者の割り振り，原稿の依頼，掲載ニュースの選定，時には，執筆者の一人として投稿している．な

お，2008 年 3月現在の配信者数（登録者数）は 5,000名余である． 

 

Ⅱ-3-e-11 

センター計算機及びネットワーク関連の管理・運営 

主任開発員  山本悦子 

宇宙科学情報解析センターと連携して，解析コンピュータやネットワーク関連の管理・運営を行う．コンピュー

タ利用者の管理，ネットワーク利用者の管理についても行っている．これに関連してネットワーク関連等のデータ

ベースの設計・開発を行っている．また，Web関連や，各種プログラム開発におけるユーザ支援を行っている． 

 

Ⅱ-3-e-12 

科学衛星データ処理・解析用データベースシステム（新 SIRIUS）の開発 

開発員  関 妙子    部長  加藤輝雄 

宇宙科学研究本部では，科学衛星から送られてくる大量の観測データを共通のデータベースシステである

SIRIUS に格納し，データ処理・解析の用に供している．SIRIUS システムは計算機関連の急速な進歩及び科学衛星

データの急激な増大そして衛星テレメトリ方式のパケットテレメトリ化等に対処するため，大型計算機を主体とし

た旧システムから UNIX サーバを主体とした新システム（新 SIRIUS）の開発を行い，現在新旧統合システムとし
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て稼働している．現在このシステムの機能強化を継続して行っているところである． 

 

Ⅱ-3-e-13 

科学衛星データ処理方式の研究 

開発員  関 妙子    部長  加藤輝雄 

科学衛星によって取得される観測データ（テレメトリデータ）はデータベースに登録する前に然るべき処理を必

要とする．科学衛星の設計は個々に異なるためそれぞれの衛星に即した処理方式が必要となる．ASTRO-E / F 衛星

からは本格的なパケットテレメトリ方式を採用しておりその処理方式はより複雑なものになっている．本研究は，

それぞれの衛星に即したデータ処理方式の研究を行い，その処理システムの開発を行うものである．本年度におい

ては ASTRO-EⅡ，ASTRO-F，SOLAR-B 処理システムの機能強化を継続して行うと共に PLANET-C 処理システム

の開発を実施した。 

 

Ⅱ-3-e-14 

観測ロケット搭載 Sバンド PCM ミニチュアテレメータ送信機の開発 

部長  加藤輝雄    開発員  関 妙子    教授  山本善一 

観測ロケット搭載用超小型軽量のＳバンド PCM テレメータ送信（重量 200g～400g）の開発研究を行っている．

初期モデルは，データレート 102.4 kbps，送信電力 200mW の PM変調アナログ 14チャンネルであったが，これに

ディジタルチャンネルを付加したモデルを完成している．その後データレート 409.6 kbps 送信電力 1W の BPSK変

調 PCM 高速ミニチュアテレメータを完成し実用段階に入り，画像伝送等を目的としてほぼ定常的に搭載されてい

る．今年度は，実用性をさらに高めた新小型テレメータの開発を行い QPSK 変調時 819.2kbps の電源内蔵型のテレ

メータの開発を行った． 

 

Ⅱ-3-e-15 

観測ロケット搭載用超小型地磁気姿勢計の開発 

部長  加藤輝雄    開発員  関 妙子    東海大学  遠山文雄 

観測ロケット搭載を目的としたフラックスゲート型 3 成分超小型地磁気姿勢計の研究開発を行っているもので，

回路部の小型軽量化及びセンサ部の小型軽量化を行うと共に高性能化を図っている．今回新たに 3 成分センサ（棒

状コア 3 成分）を開発し，S-310-34 号機 及び S-310-35 号機の分離部に搭載しその機能性能を確認し良好な結果を

得ている．引き続き今年度においても研究開発を進めている． 

 

Ⅱ-3-e-16 

観測ロケット搭載超小型加速度計測器の開発 

部長  加藤輝雄    開発員  関 妙子    教授  石井信明 

本研究開発は，センサとして IC タイプのシングルアクシス加速度計を使用するもので，X 及び Y 軸は計測回路

基板上に Z 軸（ロケット機軸方向）はケース垂直壁面に取り付けられている．回路基板は 4 層基板を使用し 84×

28 mm の小型化を実現している．なお，本計測器は S-310-34号機及び S-310-35号機に搭載し，その機能性能を確

認し良好な結果を得ている．今年度においても継続して研究開発を進めている． 
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ｆ．技術開発部 

 

探査機機器開発グループ 

 

Ⅱ-3-f-1 

Bepi Colombo/Mercury Magnetospheric Orbiter（MMO）機搭載用高利得アンテナ（ＨＧＡ）の開発 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  川原康介 

水星探査機（ＭＭＯ）は，水星の周回軌道に投入されることから 11 ソーラにも及ぶ非常に厳しい熱環境に曝さ

れることになり，従来のパラボラアンテナに対して焦点のない平面アレーアンテナ型式によりＨＧＡの開発を進め

ている．アレー素子の給電方式はラジアルライン給電により給電損失を低減し，アンテナ素子にショートターンヘ

リカルを採用することで，2 周波共用化を実現する．電気試験スケールモデルの製作を行い，強度剛性と熱歪対策

として，導波路内部に挿入するスタッドによる劣化特性と熱歪による利得低下量を定量的に模擬実験により確認し，

要求値性能満足していることを確認し，位相補正を行うことにより 2周波数において要求利得を満足できる見通し

を得た． 

更に，アンテナ素子の機械環境試験と熱環境サイクル試験を要素モデルを用いて行っている．これらの結果を基

に厳しい熱環境下で適合する熱構造検討を推進した．高利得アンテナの PDR を主催し，報告書を提出した． 

 

Ⅱ-3-f-2 

Bepi Colombo/Mercury Magnetospheric Orbiter（MMO）搭載用無指向性中利得アンテナ（ＯＭＧＡ）の開発 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  川原康介 

水星探査機（MMO）は，姿勢安定方式としてスピン制御方式を採用しているため，スピン面で無指向性の中利

得アンテナが必要である．また，ミッション要求として円偏波である事と非常に厳しい熱環境に耐える構造でなけ

ればならない．我々はこれらの要求を満足できるＯＭＧＡとしてパラボラと円錐鏡を組合わせた双反射鏡アンテナ

を開発している．電気試験スケールモデルの製作を行い，基本特性がシステム要求値を満足していることを確認し

た． 

更に，無指向性アンテナで共る事から探査機構造体が放射特性に及ぼす影響についても検討を進め，探査機構体

からのアンテナ高の最適化をい TTM品の設計を継続している． 

 

Ⅱ-3-f-3 

エアブリーザ気球実験機搭載用アンテナの開発 

主幹開発員  鎌田幸男 

気球を利用したエアブリーザ飛行実験が計画されており，機体の速度，温度，加速度等をＬバンドのテレメータ

送信機により地上に伝送する．このテレメータ用アンテナのシステム検討と開発を行っている．システム要求とし

て GFRP製のノーズコーン内に搭載しなければならず，ノーズコーン部等の機体形状を含めた設計が必要となる．

搭載アンテナとして，傾斜型モノポールアンテナを採用し，傾斜角と構体の取付位置を最適化により優れた放射特

性を得た． 

 

Ⅱ-3-f-4 

PLANET-C搭載用アンテナの開発 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  川原康介    開発員  長江朋子 

PLANET-C には低利得アンテナ，中利得アンテナ，高利得アンテナが搭載される計画であり，通信回線要求から

低利得アンテナは，従来よりも更に広角なビーム幅が要求され，2ソーラの熱環境の適合が要求されている． 

また，中利得アンテナと高利得アンテナは重量の低減と小型化も要求されている．これらのシステム要求を満足

できる最適なアンテナ系のシステム検討を行っている．低利得アンテナはホーン部開口部に誘電体レンズを装着し，
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これにより放射ビームが半球状に変換にされるようなレンズ形状の設計を解析により行った．解析結果を基に製作

した試作モデルの単体性能は，ほぼ半球状の放射特性を持ち，±90°の角度範囲で約 0ｄＢｉ以上の利得を実現し

た．さらに，探査機構造体の影響を検討し最適なレンズ設計を行いＰＭ品を製作した．高利得アンテナは，MMO

で培った平面アンテナ技術を発展させラジアルライン給電スロットアンテナを採用し，導波管部をクオーツ製のハ

ニカクコア材で製作することで，超軽量で，高性能なアンテナの開発を推進している．このような構造のアンテナ

は世界初の試みである． 

 

Ⅱ-3-f-5 

探査機搭載用超広角指向性アンテナの開発 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  川原康介 

惑星探査機の地球からの最大距離は 1AU 以上にも及ぶため，主な通信回線は高利得アンテナと中利得アンテナ

になるが，非常時の通信手段としては，探査機の姿勢にかかわらず通信を成立させるため，超広角指向性アンテナ

が必要となる．従来のアンテナ形式では，2 素子切替方式が主に採用されているが，通信距離の増大から回線マー

ジンが得られなくなって来ており，アンテナ利得の増大と広角な指向性を実現できるアンテナの研究を行っている．

導波管開放部にレンズを装着した構造で，広帯域でほぼ半球状の放射特性を持つアンテナの開発を行っている． 

 

Ⅱ-3-f-6 

衛星搭載用可変ビームアンテナの研究 

主幹開発員  鎌田幸男 

打ち上げ初期の衛星姿勢は不安定であるため，地上局との通信用アンテナは，広角なビームを持ったアンテナが

要求される．一方，姿勢制御により姿勢が安定した後は，地上局に対して指向角を狭くし，アンテナ利得を増大す

ることが出来れば，通信回線マージンを上げ，データ伝送レートを増大することが可能となる．このようにアンテ

ナの指向性を可変できるアンテナの研究を行っており，ループ状配列アレーアンテナにおいて，偏波切替制御によ

りビーム幅を可変できる事を実験により確認できた．更に，ビームフォーミング等の検討も含め様々な方式の検討

を行い，実用化の検討と理論解析を進めている． 

 

Ⅱ-3-f-7 

ロケット追跡用レーダシステムの運用と開発 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  川原康介    USC 開発員  豊留法文 

高精度なロケットの追跡及び，精密な飛翔経路の標定を目的として，内之浦宇宙空間観測所内にある新精測レー

ダ及び精測レーダの 2局によるロケット追跡を行っている．お互いの局が干渉し合わないように送信タイミングが

π相だけ異なる同期運用方式を開発した．さらに，レーダトランスポンダ，コマンドデコーダなどのレーダ機器と

他機器との電気的インターフェース，設計指導，飛翔前動作試験手順の作成などを行っている． 

 

Ⅱ-3-f-8 

観測ロケット搭載用ミニチュアレーダトランスポンダの開発 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  川原康介 

高精度なロケットの追跡及び飛翔経路の標定のために，ロケットにはレーダトランスポンダが搭載されている．

従来，小型の観測ロケット S-310 にも，大型ロケット用のトランスポンダが搭載されていたが，搭載スペース，重

量等に制限のある観測ロケットの場合，共効ではない．そこで，小型，軽量，低消費電力で仕様を満足するミニチ

ュアレーダトランスポンダ（MRT）を開発した．ロケットの環境試験結果から必要となったミストリガ対策の為

の設計指導を行った．観測ロケット S-310-38号機に搭載され，良好な結果が得られている． 

今までの小型，軽量，低消費電力の諸元を維持しつつ更に，受信感度と送信電力の高性能化について検討を進め，

様々なプロジェクトに対応できるトランスポンダの開発を推進している． 
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Ⅱ-3-f-9 

搭載及び地上局用無線装置の免許管理 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  坂井智彦    開発員  川原康介 

主任開発員 太刀川純孝 

電波を発する搭載及び地上局用無線装置は，各々電波法に基づく無線局免許が必要となる．この免許は 5 年毎に

更新する必要があり，万一期限までに再免許申請を怠ると電波を発射する事ができなくなり再度免許申請を行う必

要がある．この場合，新設の無線局と同じ扱いになり，免許取得までに 1 年程度かかり，業務にインパクトを与え

ることになる．したがって，各ミッションが円滑に実施できるように全ての無線局免許の管理を行っている． 

 

Ⅱ-3-f-10 

ロケット搭載用無線局の免許申請及び認定点検 

主幹開発員  鎌田幸男    開発員  坂井智彦    主任開発員 太刀川純孝 

開発員  川原康介 

ロケット搭載の電波を発する機器には，電波法に基づく無線局の免許を共する必要がある．新規に設置する免許

申請と，ロケットの様に打ち上げ毎に搭載機器が消失してしまうものに対しては，無線局の設備変更として，毎号

機変更申請を行っている．また，無線局が落成または変更完了の際には，無線局の検査を行う必要がある．従来は，

総務省の検査官を招いて行っていたが，JAXA に統合以降，認定点検員による点検制度を適用できるようになり，

この制度を利用して無線局検査データを取得し，落成届，完了届を作成して総務省に提出し無線局免許を得ている． 

 

実験用飛翔体機器開発グループ 

 

Ⅱ-3-f-11 

タップセレクタとバランス回路を用いたスーパーキャパシタ電源システム 

開発員  鵜野将年    助教  豊田裕之 

スーパーキャパシタは良好な低温特性や長寿命などが期待できる蓄電デバイスであるが，その出力電圧が充放電

状態に応じて大きく変動するため DC-DC コンバータ等を用いて出力電圧を安定化させる必要がある．従来の DC-

DC コンバータを用いる場合よりも高効率で出力電圧を制御することが可能なタップセレクタとバランス回路を併

用したスーパーキャパシタ電源システムを開発した．また，この電源システムは太陽電池の出力制御にも応用する

ことが可能である． 

 

Ⅱ-3-f-12 

スーパーキャパシタの長期拡放電サイクル試験 

開発員  鵜野将年    助教  豊田裕之    主事補  嶋田貴信 

准教授  廣瀬和之    教授  田島道夫 

スーパーキャパシタは従来の化学電池と比較して長寿命，高率充放電，良好な低温特性の期待できる蓄電デバイ

スである．スーパーキャパシタの寿命性能の把握を目的とし，異なる充放電条件による充放電サイクル試験を継続

実施している．充放電サイクル条件の違いによる劣化傾向の差異から，寿命加速試験を確立するための共益な知見

を得ている． 

 



206  Ⅱ．研究活動 

 

推進系技術開発グループ 

 

Ⅱ-3-f-13 

水サイクル宇宙システムの開発 

主任開発員  橋本保成 

リバーシブル燃料電池を利用して，宇宙太陽光と水を使用して軌道・姿勢制御推進システム，エネルギー貯蔵・

発電システム，生命維持システムを複合的に利用可能な宇宙システムである水サイクル宇宙推進システムの研究を

行った． 

 

Ⅱ-3-f-14 

将将型推進系の開発 

主任開発員  小林清和    主幹開発員  安田誠一    主任開発員  志田真樹 

開発員  鈴木直洋      開発員  八木下剛      開発員  中塚潤一 

推進系として立案・計画されたエンジンおよび推進薬（エジェクタ式空気吸い込み式ロケット，N2O/エタノー

ルエンジン，GAP/HAN ガスハイブリット式ロケット，HAN スラスタ，セラミックスラスタ，低公害化推進薬）

の研究開発業務の中で，エンジン，推進薬，スタンド，供給，計測系に関する設計，試験，解析を行った． 

 

Ⅱ-3-f-15 

再使用型ロケット等の将将型輸送系の開発 

主幹開発員  安田誠一    主任開発員  志田真樹    開発員  鈴木直洋 

開発員  八木下剛 

再使用型ロケットの開発のため，エンジン，制御，スタンド，供給，計測系に関する設計，試験，解析の業務を

行った． 

 

Ⅱ-3-f-16 

触媒を用いた水素/酸素燃焼技術の研究 

主任開発員  志田真樹    開発員  八木下剛    開発員  鈴木直洋 

准教授 徳留真一郎 

将来型の再使用ロケットの機体への搭載を考慮した RCS への組み込みの検討と，試作モデルの製作を行ってい

る．2007 年度に，試作モデルでの燃焼試験を行い始めている． 

 

Ⅱ-3-f-17 

大気球によるソーラセイル展開時のロール用制御の RCS の設計運用 

主任開発員  志田真樹    助教  津田雄一    助教  森  治 

教授 川口淳一郎 

2006 年度，設計製作したソーラセイル展開制御用の RCS を用いて大気球での実験を行い，RCS としては所定の

能力を発揮できた．2008 年度の大気球実験に向けて，さらに推力を上げることを目標に設計製作の準備を 2007 年

度は行っている． 
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試験技術開発グループ 

 

Ⅱ-3-f-18 

高速気流総合実験設備の維持・管理・運用及び実験 

開発員  入門朋子    派遣職員  佐藤 清    派遣職員  大屋友児 

大学共同利用設備として風洞実験棟内に設置された遷音速・超音速風洞設備及びその付帯設備を含めた全体の維

持管理・運用などをおこなった．宇宙科学研究本部内を始め全国の大学等の研究者の実験を行った．その内容は，

気体力学の現象解明をめざす基礎的な実験から，将来の宇宙輸送機関連の開発など多岐にわたった． 

 

Ⅱ-3-f-19 

高速気流総合実験設備における風洞実験技術の開発 

開発員  入門朋子    派遣職員  佐藤 清 

高速気流総合実験設備は本部内外の研究者に対して非常に共用なデータを提供している．しかし，制御や計測技

術などの進歩は著しく，設備の性能向上は常時必要不可欠である．これに対応するため，風洞実験全般にわたる機

能の拡充等を目的とした調査研究，及び実験を行っている． 




