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６．平成19年度委員会評価結果 

 

概  要 

宇宙科学研究本部では，年度の研究実績の評価を，透明性をもって実施するために，全国の宇宙科学研究者の代

表が参加する研究委員会による「委員会評価」を実施している． 

宇宙科学プログラムの年度評価は大きく二つに分けられる． 

（A）研究者の自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学研究（研究系の所掌） 

（B）衛星等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進 

（B）に関しては「年一回の委員会評価をすること」が中期計画に記載されている．ここで，「委員会」とは，そ

れぞれのプロジェクトの性格により，宇宙理学委員会，宇宙工学委員会，宇宙環境利用科学委員会，のいずれかで

ある． 

それぞれの委員会で，平成 19 年度の実績について各プロジェクトより成果報告を受けて，評価を行った．また

平成 19 年度は 5年間の中期の最終年度にあたるので，並行して中期における実績の評価も行った． 

以下に各プロジェクトの成果報告及び委員会での評価結果を記載する． 

 

ａ．宇宙理学委員会（平成20年3月12日開催） 

 

評価を行ったプロジェクト一覧 

中期期間中に宇宙空間にあり，運用を行ったもの：あけぼの，ジオテイル，のぞみ（火星探査），はるか，あか

り，すざく，ひので，かぐや 

打ち上げを目指し開発中のもの：PLANET-C，BepiColombo，Astro-G 

プロジェト中止を決定したもの：LUNAR-A 

小型飛翔体を用いた観測研究・実験工学研究（観測ロケット・大気球） 

 

「あけぼの」プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

「あけぼの（EXOS-D）」は，1989 年の打ち上げ以来，順調に科学観測を続けている．電磁場・波動・プラズマ・

放射線帯粒子などのデータを取得する 9 種の観測機器を搭載し，オーロラ現象等に関連する地球電離圏・磁気圏の

観測および放射線帯の観測を行っている． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

中期期間中，あけぼの衛星のデータによって，あけぼのプロジェクトの当初の目的であるオーロラ粒子加速機構

に関して，多くの重要な発見がなされた．当初の主テーマであったオーロラ粒子の加速機構の解明に加え，極域か

らの重イオンの宇宙空間への流出，プラズマ圏の構造と時間変化，太陽活動度に対応した放射線帯粒子の増長の研

究等に重要な貢献をした．中期期間中の論文発表件数は，査読付き国際誌での論文発表が 70 件以上，博士論文数

5件，修士論文数 17 件，学会における論文賞などは 10 件である． 

 

平成 19 年度においては，特に問題はなく，継続してデータを取得した．極域におけるオーロラ粒子加速に関連

した磁気圏現象の解明，磁気嵐時の内部磁気圏におけるプラズマおよび電場のレスポンスの解明，放射線帯の長期

間変動の解明などの成果をあげた．また，内之浦 10m アンテナ関連施設の老朽化により，34m アンテナを用いた

新管制系への移植作業を行った．2007 年 12 月 22日に試験運用，2008 年 2月 6日にバックアップなしの最初の運

用を行った． 

2007 年 4 月から 2008 年 3 月の間に，内之浦では 404 パス，エスレンジでは 1011 パスのデータ受信を行った．
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2007 年 11 月に，「かぐや」とのオーロラキロメーター波の共同観測キャンペーンを行った．データは現在解析中． 

 

平成 22 年度までのプロジェクト延長を申請し，宇宙理学委員会で定められた既存衛星のプロジェクト延長に対

する評価基準に基づいて審査を受けた．その結果，継続的な観測により，特に磁気圏の長期間変動等に関して，国

際的にも他の衛星にはできない科学的成果が十分に期待できると評価された．宇宙理学委員会から，宇宙科学研究

本部に対して，平成 22 年度まで運用の延長が勧告された． プロジェクト評価の結果を受け，クイックルックデー

タの公開，DARTS データベースの公開を進めている． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

19 年以上にわたり，順調に科学観測を続けており，成果も出し続けている．また，太陽活動の 1 周期を超える

放射線帯などの変動データは世界的にも価値が高い．よって，中期および平成 19 年度の実施結果は，中期計画，

年度計画の目標を十分達成したものと評価される． 

 

「ジオテイル」プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

平成 4年 7月に打ち上げられたジオテイル衛星は，日米共同プロジェクトとして進められており，衛星搭載の磁

場，電場，プラズマ，波動，高エネルギー計測装置を用いて地球磁気圏周辺の宇宙空間で発生するプラズマ現象の

観測研究を行っている． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

打ち上げ後 15 年 6 ヶ月になる現在も衛星の状態は良好であり，経年劣化によって観測を終了した一部の機器以

外の搭載科学観測機器は順調に観測を続けている．これまで多くの成果をあげ，宇宙プラズマ物理学の研究進展に

大きく貢献した事は世界的に高く評価されているが，さらに最近では，宇宙天気予報等の観点からジオテイルは多

衛星による国際共同観測の中で重要な位置を占めている．磁気圏尾部領域をはじめとする地球周辺の宇宙空間に発

生するプラズマ現象の解明を目指し，国際協力による磁気圏多点観測網の中で役割を果たす為，平成 19 年度には

以下の項目についてジオテイル衛星の運用を実施した． 

 

● 米国 NASA との協力関力の下に国内局・米国 DSN局にて衛星運用・追跡管制，データ取得を行った。 

● 米国 NASA/GSFC とデータ交換を行い，日米双方で取得されたデータを共有した。 

● 2007 年に取得された新規データについて較正作業が進行中であり，NASA/GSFC にて国際標準フォーマット

（CDF方式）に変換されデータ公開される。 

● 米国，欧州とともに地球磁気圏の国際共同観測を行ない，科学的な成果を上げている。 

 

これらの運用項目によってジオテイル衛星の運用・データ処理は順調に行われ，着実に科学的な成果をあげてい

る． 

 

上記項目に加えて，平成 19 年度中には以下の特記事項がある． 

● 衛星管制装置 MS-175 の老朽化に起因する衛星運用のリスクを回避する為に平成 17 年度から MS-175 装置の

更新作業を実施していたが，平成 19 年度より新衛星管制装置による定常運用に移行している． 

● 平成 19 年 10月にプロジェクトの期間延長申請書を理学委員会評価小委員会に提出した．これまでに出版され

た論文数は 850 編を超え，総引用数は 8,850 になった．評価に向けて海外からのサポートレターも世界各国か

ら 40 件ほど寄せられた． 

● 平成 20 年 4 月には NASA Senior Review が予定されており，プロポープルを提出した． 



270  Ⅱ．研究活動 

 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

15 年以上の期間にわたり，地球磁気圏尾部の構造とダイナミクスを解明することを目指して衛星を運用し，地

球近傍の磁気圏尾部のプラズマの直接計測などを行った．これによって，宇宙プラズマ物理学の研究進展に大きく

貢献した事は世界的に高く評価されている．また，宇宙天気予報の前進にも大きな貢献をしている．また，海外の

関連観測と連携して，国際共同観測を行った．よって，中期および平成 19 年度の実施結果は，中期計画，年度計

画の目標を十分達成したものと評価される． 

 

「のぞみ」プロジェクト（火星探査） 

 

プロジェクトの概要 

「のぞみ（PLANET-B）」は日本初の火星探査機で，主な目的は火星の上層大気を太陽風との相互作用に重点をお

いて研究することであった．「のぞみ」は 1998 年 7 月 4 日に，M-V ロケット 3 号機によって内之浦の鹿児島宇宙

空間観測所から打ち上げられたが，途中トラブルが起こり，軌道計画の大幅な修正を行なって，はじめの予定より

4 年遅れて，2003 年 12 月に火星に到着予定とした．しかし，火星周回軌道に乗せるために必要な装置を働かす事

が出来ず，その回復にぎりぎりまで全力を尽くしましたが，2003年 12月 9日，火星軌道への投入を断念した． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

「のぞみ」を火星軌道に投入できず火星周辺の観測が達成できなかったが，火星国際共同推進を継続して行い，

平成 19 年度は以下の活動を行った． 

● 「のぞみ後継ミッションの検討」 

・ 昨年度に引き続き，のぞみ後継ミッションが目指すべき科学目標を議論した． 

・ 昨年度末に纏められた「太陽系探査ロードマップ」における次期火星探査の位置付けを考慮し，火星の大

気散逸科学と気象学の両側面から科学目標の再検討を行った． 

・ 宇宙プラズマ研究コミュニティーにおける実行体制を引き続き議論した． 

・ 次期火星探査に先駆けて打ち上げられる「宇宙望遠鏡 TOPS」との相補的な火星大気散逸観測の検討を行

った． 

● 火星探査に関する国際協力 

・ 火星関連の国際学会や研究会に研究者を派遣．欧米の火星探査衛星 MGS や MEX の観測データ解析の最

新成果の情報交換を行った．また，数値シミュレーションと衛星観測データとの比較を日欧米共同で行っ

た． 

・ 海外の次期火星探査構想の情報収集を行った．例えば，NASA が Mars Scout の枠組みで 2013年の打ち上

げを検討している火星超高層探査構想（2008 年秋に選定予定）や，中国がロシアの Phobos-Grunt 計画と

協力して 2009 年に打ち上げを計画している火星周回衛星 Yinghuo-1 などの情報を入手した． 

● 研究会 

・ 第 9 回惑星圏研究会を共催（平成 20 年 3 月 17-19日） 

・ 第 22 回大気圏シンポジシム（平成 20 年 2月 27-28日）次期火星探査の科学目標を議論 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

「のぞみ」を火星軌道に投入できず，中期目標は達成できなかったが，平成 19 年度に行った火星国際共同推進業

務は，年度計画の目標を十分達成したものと評価される． 
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「はるか」プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

1997 年 2 月に M-V 初号機で打上げられた．大型展開アンテナ，VLBI 干渉実験など，さまざまな工学実験を重

ねて，スペース VLBI 観測を実現し，世界の電波望遠鏡との国際共同観測による VSOP 計画の中心となって，その

高解像度を駆使して多くの天文学的成果をあげた．姿勢制御が困難になり，2005 年 11 月 30 日に運用を終了した． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

「はるか」は，地球周回の長楕円軌道（近地点高度約 560km，遠地点高度約 22,000km）で運用された．スペース

VLBI に必要な工学技術の実験を行い，衛星と地上間で電波干渉実験に成功し，最高 1 万分の 3 秒角という，ハッ

ブル宇宙望遠鏡の 100倍以上の撮像観測に成功し，スペース VLBI 観測の技術を確立した．さらに，世界で初めて

のスペース VLBI 計画として，VSOP 観測を実現し，「活動銀河核」に代表される天体の高エネルギー物理現象を

解明するために，運用終了時までスペース VLBI 観測を継続的に行った． 

「はるか」では，国際的な運用を成功させ，1997 年の打上げから 2003 年まで延べ約 750 回余りの観測を行った．

観測は，公募観測とサーベイ観測に分けられており，公募観測については，5 回の観測公募を行い，500 回余の公

募観測を行った． 

VSOP 観測では，活動銀河核からのジェットなどの超高空間分解能の電波画像を得ることに成功した．主な成果

としては，まっすぐに発射されると考えられていたジェットの根元が，より複雑な構造であることを明らかにし，

また，活動銀河核のジェットの影を通して，超巨大ブラックホールの周りにあるプラズマ円盤の存在と状態を明ら

かにした．また，サーベイ観測などでは，輝度温度が 10兆度を超える高い輝度を示す天体も発見された． 

「はるか」を中心にスペース VLBI を世界最初に実現した国際 VSOPチーム（宇宙航空研究開発機構（JAXA）と

国立天文台，関連会社及び世界の研究機関のメンバーで編成）が，IAA（International Academy of Astronautics）よ

り 2005 年のチーム栄誉賞（Laurels for Team Achievement Award）を受賞した． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

中期の実施結果は，中期計画の目標を十分達成したものと評価される． 

 

「あかり」プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

「あかり」は，超流動液体ヘリシムと機械式冷凍機により冷却した口径 70 cm の望遠鏡を用いて赤外線天体のサ

ーベイを行い，銀河，及び星・惑星系の形成と進化の過程を解明することを目的とする赤外線天文衛星であり，

2006 年 2 月 22 日に打ち上げられた．「あかり」による天体のデータは，チーム内での研究に使用された後，赤外

線天体カタログとして，世界の研究者に公開される． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

● フルサクセス（全天サベイの完了した）に加え，エクストラサクセスの一部を達成した． 

・ 一年半の観測で全天の 94％をカバー 

・ 遠赤外線だけでなく，中間赤外線（エクストラサクセス）を含めた 6波長帯 

● 赤外線天体カタログ 

・ 一部の天域の赤外線カタログを 2007 年度末に公開した 

・ 全天のカタログは，2008 年秋にチーム内公開，2009 年に完全公開予定 

● 5088 回の指向観測に成功 

・ 遠赤外線分光器も観測に成功 
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● 2007 年度の論文数（括弧内は 2003年から 2007 年） 

・ 博士論文 3（9） 

・ 査読付き論文 28（48） 

・ 国際会議収録等 4（41） 

● 2007 年 10月に日本天文学会英文誌「あかり」特集号出版 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

中期においては，全天サーベイ観測を達成し，エクストラサクセスをも達成しつつあることから，目標以上の優

れた成果をあげた．平成 19 年度目標は達成された． 

 

「すざく」プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

「すざく」は動的な視点から宇宙の構造形成やブラックホール周辺現象の理解を目指して，2005 年 7 月 10 日打

ち上げられた．打上げ後は，国際公募観測等による観測を進めている． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

2005 年 8 月，打ち上げ後間もない時期に冷媒であるヘリシムを失い，主観測装置である X 線マイクロカロリメ

ーターによる観測を行うことができなかったが，残された二つの観測装置はほぼ順調に作動しており，観測を続け

ている． 

 

X 線 CCD カメラ（XIS）の主ディジタル処理装置（MPU）の CPU 基板の動作が不安定になった（2008 年 1 月

31日）が，2月 6日に，冗長系に切り替え．その後，問題なく観測を継続中． 

 

第二期公募観測を順調に実施した．また，第三期国際公募観測（2008 年 4 月 1 日開始）へ向けた公募を行い，

そのピアレビューを実施した．JAXA 受付分の競争率は 3.6 倍，NASA 受付分は 4.7 倍，ESA 受付分は 3.1 倍であ

った．JAXA，NASA については，今回から長期観測提案（最大 1Ms）を募集した． 

 

初期観測データを 2007 年 5月 28日にまとめて公開した．公募観測についても，占有期間（1 年）が過ぎたデー

タを順次公開している．また，データとともに，解析ソフトシエアーと観測装置較正データもあわせて公開している． 

 

以下が，平成 19 年度の主な観測成果である（ホームページ上の解説記事の見出し）． 

・ 白色矮星パルサーを発見 

・ 宇宙線の高エネルギー加速源に迫る 

・ 宇宙線起源の解明 

・ 宇宙の元素合成史を明らかにした 

・ すざく衛星論文が最近の宇宙科学（天文・ 宇宙物理）分野で最も引用された論文になった 

・ 極限まで圧縮された物質の状態を調べる新しい方法を開拓した 

・ 新しいタイプのブラックホールを発見した 

 

宇宙理学委員会における評価 

中期においては，3 つある主要観測装置のうち 2 つしか運用できなかったので，中期目標を十分には達成できな

かった．しかし，平成 19 年度には世界で最も多く論文に引用された X 線衛星となり，学術成果が顕著に現れてお

り，年度目標を超えて優れた成果を上げた． 
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「ひので」プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

可視光望遠鏡，X 線望遠鏡及び極端紫外線撮像分光装置を組み合わせて，太陽大気の構造とダイナミックな磁気

活動，磁気リコネクション過程，コロナの成因，ダイナモ機構などの宇宙プラズマ物理学の基本的諸問題を解明す

る．日・米（NASA）・英（PPARC）が 3 つの望遠鏡の製作を分担，欧州（ESA）も極域ダシンリンク局を提供し

て衛星運用に参加する． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

● 2007 年 5月 27日より全観測データの即時公開を開始． 

● 世界中の太陽コミュニティーに開かれた軌道上天文台として，国内外の観測提案の受付と観測の実施． 

● 打上げ後最初の全日照期間（約 8ヵ月間）で規定されるミニマムサクセスをクリア． 

● 2007 年 12月下旬に望遠鏡の制御・画像処理を行なう機器（MDP）からの画像に乱れが発生．原因は特定され

（SDRAM起因）ソフトの修正で問題なく対応． 

● 昨年 12月末より X 帯ダシンリンクが不安定となる事象が見られ，運用の安定化を図るため S 帯でのダシンリ

ンク実施を検討中． 

● 打ち上げ 1年を経た「ひので」の初期成果が，複数の学術論文誌で特集号として刊行されている． 

・ 米科学誌 Science 12月 7日号 9編 

・ 日本天文学会欧文研究報告 PASJ11月 30日号 43 編 

・ 欧天文学誌 Astron. Astrophys.（08 年 3 月予定）20編 

・ 太陽物理学論文誌 SolarPhysics 6月号および 

・ 太陽物理学論文誌 Solar Physics 6月号および 

・ 今年度発行のもう 1号計 9編（装置論文） 

・ 米天文学会誌 Astrophys. J. 6編（本年度予定） 

● 極域での活発な太陽活動，黒点の詳細構造とダイナミクス，静穏太陽の時期的な活動，フレアとエネルギー蓄

積など，太陽物理学の幅広い研究対象において新たな進展や関連分野との新しいつながりが発生． 

 

宇宙理学委員会における評価 

世界最高性能の太陽望遠鏡としてエクストラサクセスを達成しつつあり，Science 誌を始めとする一流の学術誌

に多くの成果が発表されている．特に，アルフベン波によるコロナ加速の現場をとらえる成果を上げた．よって，

中期および平成 19 年度の実施結果は，それぞれの計画の目標以上に，優れたものだと評価される． 

 

「かぐや」プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

月の元素・鉱物組成，地形・表層構造，環境，重力分布を月全域にわたり観測し，月の起源と進化の解明を目指

す．また，取得した観測データは，「SELENE」以降の月探査計画の検討，月利用可能性の調査にも活用する．あ

わせて，月探査を体系的，継続的に進める上で必要となる基盤技術の開発を行う． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

飛翔モデルの開発を完了し，平成 19 年 9月 14 日に H-IIA ロケットにより打上げられた． 

● 10 月 4 日に予定通り月周回軌道へ投入した．10 月 9 日，12 日に 2 つの子衛星（リレー衛星「おきな」，

VRAD 衛星「おうな」）を計画した分離条件で分離し，予定の軌道へ投入を完了した． 

● 10月 19日に高度 100km の観測軌道へ主衛星の投入を完了した． 
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● 設定された打ち上げ期間内に打ち上げたこと，及び月周回観測軌道投入までの軌道制御を高精度で行ったこと

から，定常運用終了時に十分な残存推進薬が確保でき，低高度観測等のオプショナルミッションが可能となる

見込みである． 

● ハイビジョンカメラ映像による宇宙開発，月探査の普及・啓蒙促進及び青少年教育等へ貢献． 

● 受賞 3件 

・ ハイビジョンカメラの映像取得に対して，前島密賞を受賞した． 

・ 米国の航空宇宙雑誌 Aviation Week による Laureate Awards（宇宙部門）を日本のミッションとしてはじめ

て「かぐや」プロジェクトに受賞した． 

・ 「かぐや」の命名に対し，日刊工業新聞のネーミング大賞でビジネス部門第 2位に表彰された． 

● 1月 15日から 17日，海外共同研究者が参加した，第 2 回拡大サイエンス会議を東京イノベーションセンター

で開催された．約 70名（海外から 15名）の月研究者が出席，約 60編の講演が実施された． 

● 3 月 10 日から 14 日，LPSC＠Houston にて「Kaguya」特別セッションをオーガナイズ．オーラル 10 編，ポス

ター15編を発表された． 

● Adv．in Space Res．（COSPAR paper）に 16編の論文が印刷中である． 

● Earth，Planets and Space，SELENE 特集号印刷中（20編掲載）である． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

衛星の飛翔モデルの設計製造，試験を行い，開発を完了した．また，地上システムの設計，開発，試験を完了し

た．その後，打上げ，月探査基盤技術の実証を完了した．観測運用を行い，観測機器の機能・性能確認を行い，い

ずれの観測機器についても，これまでの探査機で得られていなかった新しい観測データを取得した．以上により，

中期計画および平成 19 年度の実施結果は，中期計画，年度計画の目標を十分達成したものと評価される． 

 

Planet-C プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

金星の雲の下に隠された気象現象を，最新の赤外線観測技術により金星周回軌道から観測する．これにより，地

球気象学の常識を超えた高速の大気循環「超回転」を始めとする金星大気力学のメカニズムを解明し，地球気候変

動理解の鍵となる惑星気象学の確立に資する． 

 

中期計画および年度計画に対する実施結果 

ミッション機器： 

各機器，FM に向けての設計確認会を実施，実機製作へ入る体制となった（2008 年 2 月）．UVI の CCD 放射線

耐性が強くない問題，LAC の APD 暗雑音がやや大きい問題などはメーカーと対応策を検討し解決の目処を立てた． 

 

衛星システム： 

熱真空試験を 2008 年 1～2月に実施し，熱特性を取得した．熱真空試験終了後，構造も出る試験で残った「静荷

重」試験を実施する．太陽電池パネルの耐放射線性がやや低い問題への対処は，調整中．姿勢安定度シミュレーシ

ョン結果が当初想定よりやや悪いものとなったが，ミッション側でサイエンスの要求を満足できるものであること

を確認．衛星システム全体にわたる設計確認会は 3 月 11 日に実施，ミッション機器の設計確認会報告も行ってい

る．これにより全体が飛翔モデル製作へ移行，2010 年夏の打ち上げスケジュールをキープしている． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

金星の大気現象の全体像を解明することを目指して，多波長にわたる観測装置と金星探査に必要な探査機のシス

テム開発を実施している．よって，中期および平成 19 年度の実施結果は，中期計画，年度計画の目標を十分達成
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したものと評価される． 

 

BepiColumbo プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

欧州宇宙機関（ESA）との国際協力により，水星の磁場，磁気圏，内部，表層の多岐にわたる水星の謎の解明を

行う．MPO（Mercury Planetary Orbiter）と MMO（Mercury Magnetospheric Orbiter）の 2つの周回衛星から構成され

る．JAXA は MMO の衛星システムと国際公募により選定される MMO/MPO の観測装置を担当する． 

 

中期計画および年度計画に対する実施結果 

［ESA の状況］ 

・ 昨年度の末にプライムコントラクターが独 Astrium（ASD）に決定．来年度に予定されている PDR に向け

て準備を進めている．重量が厳しい状況に有るため，その解決に全力を注いでいる． 

・ 搭載各観測機器関連の国との間で Multi Lateral Agreement を締結． 

［JAXA］ 

・ 宇宙開発委員会推進部会による「研究移行事前審査」を 1 月より受審．2 月 12 日に行われた第 3 回宇宙

開発委員会推進部会において「研究に移行するのが妥当である」との評価がなされ，翌日の本委員会で報

告，了承された． 

・ 搭載各機器の基本設計を進め，各サブシステムレベルの PDR を昨年 10月末より開始． 

・ 一部の機器でΔPDR が残っているが，3 月中には終了の予定． 

・ MMO のシステム PDR を 3 月に予定．システム関連の詰めを行っている最中． 

［サイエンス関連］ 

・ 米国の MESSENGER のチームと BepiColmbo のチームとの協力に間してプロジェクトサイエンティスト

レベルでの協議を開始． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

ベッピコロンボ探査機に搭載される観測装置の開発を順調に実施しており，中期および平成 19 年度の実施結果

は，中期計画，年度計画の目標を十分達成したものと評価される． 

 

Astro-G プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

地上電波望遠鏡群と協力して，口径約 35,000km 相当の VLBI を構成して電波天文観測を行う．HALCA=VSOP1

の 10 倍の解像度，周波数，感度で天体の電波写真を取得し，AGN ジェットの構造,磁場構造を撮像しその発生メ

カニズムの解明に迫る．ブラックホールの降着円盤，また原始星磁気圏などこれまで VLBI でも観測できなかった

天体についても挑戦をする．ASTRO-G 計画は，国立天文台，大阪府立大学，鹿児島大学，岐阜大学，東京大学，

法政大学，北海道大学，山口大学，筑波大学などの国内外の大学・研究機関と協力して遂行する予定である． 

 

中期計画および年度計画に対する実施結果 

・ 平成 19 年 4 月 JAXA HQ での経営審査を受けた． 

・ 平成 19 年 4 月 国際会議，Lesson and Learn of HALCA を開催した． 

・ 平成 19 年 7月 Astro-G プロジェクトが正式発足した． 

・ 平成 19 年 12月末までに大きな部品の選定作業を行った． 

・ 平成 19 年 10月 ICD を定めた． 
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・ 平成 19 年 12月 135名（うち外国人 65名）を招いて国際シンポジシムを開催した． 

・ 平成 19 年 12月 VSOP International Science Council2 （VISC-2）形成予備会を開催した． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

中期計画，年度計画を達成した． 

 

LUNAR-A プロジェクト 

 

プロジェクトの概要 

月の起源の解明を目指して，ペネトレータと呼ばれる新しい手段を使って月面に地震計，熱流量計などの科学観

測機器を設置し，月の内部構造を探る宇宙探査機 LUNAR-A の飛翔モデルの開発と観測を行うことが目的である． 

 

中期計画および年度計画に対する実施結果 

打上げ及び運用を行うことができなかった．ペネトレータの開発は継続しているが，試験で完全にはその性能を

確認できていない．不具合の原因を究明中である． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

打上げ及び運用を行うことができなかったので，中期計画は達成できなかった．一方，ペネトレータ開発上の課

題に対する検討を行い，ペネトレータ技術の向上を図ったので，年度計画はほぼ達成した． 

 

小型飛翔体を用いた観測研究・実験工学研究（観測ロケット・大気球） 

 

プロジェクトの概要 

衛星や探査機に比べて機動的で迅速な飛翔実験機会の提供ができる長所を活かして，大気球，観測ロケット等小

型飛翔体等による年数回程度の打上げ機会を用いて，大気物理，地球物理，天文学などの観測研究を行い，併せて

飛翔手段の洗練及び飛翔機会を利用した機器の性能実証や飛翔体システム研究などの宇宙飛翔体に関する実験的工

学研究を行う． 

 

運用状況の概要とプロジェクトの成果 

・ 中緯度熱圏の高度 100～300km における中性大気の直接観測を目的として観測ロケット S-520 を打ち上げ

た． 

・ 高度 150km までのプラズマ密度の 3 次元的な空間分布観測を目的として観測ロケット S-310 を打ち上げ

た． 

・ ロケット飛翔中の低重力環境における結晶成長実験を目的とした観測ロケット S-520 の製作に着手した． 

・ 大気球を用いて，地球物理，宇宙線，天文学などの観測研究を行うとともに，飛翔手段の洗練及び飛翔機

会を利用した機器の性能実証や飛翔体システムの研究などの宇宙飛翔体に関する実験的工学研究を行った． 

 

（宇宙理学委員会における評価） 

大気球，観測ロケットなどの小型飛翔体等による年数回程度の打上げ機会を用いて大気物理，地球物理，天文学

などの観測研究を実施し，飛翔手段の洗練及び飛翔機会を利用した機器の性能実証や飛翔体システム研究などの宇

宙飛翔体に関する実験的工学研究を実施した．よって，中期および平成 19 年度の実施結果は，中期計画，年度計

画の目標を十分達成したものと評価される． 
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ｂ．宇宙工学委員会（平成20年3月13日実施） 

 

評価を行った項目一覧 

・小型飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクト 

・さらに将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先端研究 

 

小型飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクト 

 

プロジェクトの概要： 

衛星や探査機に比べて機動的で迅速な飛翔実験機会の提供ができる長所を活かして，大気球，観測ロケット等小

型飛翔体等による年数回程度の打上げ機会を用いて，高層大気物理，地球環境，天文学などの観測研究を行い，併

せて飛翔手段の洗練及び飛翔機会を利用した機器の性能実証や飛翔体システム研究などの宇宙飛翔体に関する実験

的工学研究を行う． 

 

年次計画： 

平成 19 年度から平成 20 年度にかけて，大気球，観測ロケット等による観測研究及び宇宙飛翔体に関する実験的

工学研究を実施する． 

 

平成19年度の事業計画： 

1．高度 300km までの中性・電離大気観測と液晶チューナブルフィルタを用いた気象・海洋現象の多波長撮影を目

的として S-520-23 号機を打上げる． 

2．高度 150km までの 3 次元プラズマ分布の観測を目的として S-310-38号機を打上げる． 

3．大気球を用いて，地球物理，宇宙線，天文学などの観測研究を行うとともに，飛翔手段の洗練及び飛翔機会を

利用した機器の性能実証や飛翔体システムの研究などの宇宙飛翔体に関する実験的工学研究を行う． 

 

以上の年次計画に基づき，平成 19 年度には，以下の実験を行った． 

 

1．高度 300km までの中性・電離大気観測と液晶チューナブルフィルタを用いた気象・海洋現象の多波長撮影を目

的とした観測ロケット S-520-23 号機の打上げによる実験の実施 

・平成 19 年 9 月 2 日，上空の気象条件等が満たされた上で，午後 7：20，S-520-23 号機を内之浦宇宙空間観

測所から打ち上げた． 

・ロケットの飛翔および観測装置の動作はすべて正常で，昇時下降時を通じて電離大気の観測を実施した．多

波長イメージャは指向装置の一部が不調だった模様であるものの，正常にデータを取得し，ロケットからの

リチシム放出は，ロケット下降時の高度 240km，199km，143km において行われ，奄美大島，内之浦，宮崎，

潮岬の各地上観測点で長時間の撮像に成功した． 

2．高度 150km までの 3 次元プラズマ分布の観測を目的とした観測ロケット S-310-38号機の打上げによる実験の実

施 

・平成 20 年 2 月 6 日，上空に特異現象（スポラディックＥ層）が発生したことを地上からのレーダ観測によ

り確認した上で，午後 6：14：40，S-310-38号機を内之浦宇宙空間観測所から打ち上げた． 

・ロケットの飛翔および観測装置の動作はすべて正常で，上昇時下降時を通じて観測を実施した．発射から約

90 秒後に高度 105km 付近において電子密度の高い領域を観測し，ロケットがスポラディック E 層を通過し

た．ロケットから放出されたチャフの追尾は新精測レーダにより 613 秒まで行い，高度 89km から 110km

の領域での風向と風速を測定に成功した． 

 また，地上観測班は，イオノグラムにより電離圏電子密度，Na ライダーによって Na の密度分布の同時
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観測を行った． 

 

3．ロケット飛翔中の微小重力環境を利用した結晶成長実験を行うため，S-520-24 号機を製作した． 

 

4．三陸大気球観測所等における，気球を用いた様々な観測や実験，及び気球開発の実施 

・三陸大気球観測所において第 1次（平成 19 年 5月～6月），第 2次（平成 19 年 8月～9月）にわたり 7機の

気球を放球し，無重力実験システム動作試験，燃料電池実証試験，水晶気圧計性能試験，成層圏大気クライ

オサンプリング，新型クライオサンプリング装置性能試験，成層圏オゾン観測を行い，所期の目的を達成し

た． 

・科学実験に供用可能な容積 300,000m3 のスーパープレッシャー気球実証機の飛翔性能試験を日伯共同気球実

験の一環として実施したが，高度 14.7km で気球が破壊した．放球時の気球へのダメージが懸念され，今後

大型スーパープレッシャー気球の放球法について研究を進めていく． 

・世界で最も薄い 2.8μm 厚のフィルムを用いた容積 60,000m3 の気球飛翔性能試験 1 機を実施したが高度

0.5km で気球頭部が損傷し降下した．原因究明の中で，気球構造設計，薄膜フィルムの遅延強度変化対策な

ど今後の開発課題を明確化できた． 

 

さらに将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先端研究 

 

標記については 2007 年度宇宙工学分野において選定された以下の研究テーマにつき，2008 年 3 月 13 日開催の

宇宙工学委員会において研究者が発表を行い，当日出席の委員（23 名）全員が評価を行った．評価は，①研究成

果，将来への発展性，所要経費及びそれらを総合した結果を夫々5 点満点で採点する（5：極めて優れている，4：

優れている，3：普通，2：劣っている，1：極めて劣っている）方式で行った．以下に各研究成果概要と総合評価

点の平均点（各委員の評価点の総和を委員数で除した値）を記す． 

 

1．先進的推進系の研究 A（総合評価点：3. 70） 

（研究の目的） 

無毒またはクリーンで貯蔵性，即応性に優れ，さらに高い運用性，環境順応性，発展性を有することから，将来

の宇宙開発において貢献が期待される先進的推進系（低公害・高性能固体推進系，無毒液体推進系）を実用化する． 

 

（完成した場合の効果） 

液体推進系については，固体ロケットシステム最終段の運用性向上を伴う液体ステージ化を始め，高エネルギー

物質推進剤による機能の発展が見込まれる．固体推進系については，線燃焼速度を抑えながら高い燃焼エネルギー

を有する金属燃料の燃焼性および燃焼生成物の特性が改善され，衛星打ち上げロケット用固体上段モータのさらな

る高性能化が図られる．さらに現在の固体観測ロケット（S-520,S-310 等）に続く高性能化型ロケットの基盤技術

を確立することができる．さらに将来輸送系開発での実験手段としての活用など，固体推進系，無毒液体推進系の

適用範囲の拡大に貢献できる． 

 

（研究の成果） 

1）Ｎ2Ｏ／エタノール液体ロケットの研究 

使いやすく機動性に優れる液体推進系の構築を目指して，毒性がほとんど無く，常温貯蔵が可能で低温環境へ

の順応性にも優れる亜酸化窒素Ｎ2Ｏとエタノールを推進剤とした液体推進系の研究に取り組んでいる．安定

性は高いが分解によって高い熱エネルギーと酸素を生成する高エネルギー物資Ｎ2Ｏと再生利用可能な燃料と

して注目されているエタノールを組み合わせることによって，性能は控えめながら将来性ある推進系の開発を

目指す．目下の適用ターゲットを次期固体ロケットシステムＰＢＳ搭載推進系と設定して，昨年度よりこれま
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での基礎実験の成果を踏まえて，技術実証試験用の推力 2ｋＮ級軌道制御エンジンＢＢＭの設計検討を行って

きた．本年度は，その詳細設計と製作，地上燃焼試験（何れもインハシス）を実施した．地上燃焼試験では，

ＳＦＲＰ製の燃焼器により 30ｓ間の安定燃焼に成功し，各試作コンポーネントも正常に機能することを実証

した． 

 

2）低公害・高性能固体推進薬の研究 

マグナリシム（Mg/Al：マグネシシムとアルミニシムの合金）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，従来 AP（過塩素酸アンモニシム）の粒度配合調整に

よって達成されるアルミニシムの燃焼性向上の効果を，Mg/Al の適量添加によって高めるものである．本年度

は，小型上段モータの高性能化および固体モータ適用範囲の拡大を主眼として，高い燃焼性をそのままに燃焼

速度を低減させる技術の研究を行った．低燃速低媒として新しい酸化チタン（TiO2）に注目しその効果を推

進薬単体の燃焼試験で検証した結果，広い圧力条件の範囲で 40％程度の燃焼速度低下を確認できた（特許出

願中）．今後，モータ型の供試体を用いてアルミニシムの燃焼性への影響を含めた効果を確認したい． 

 

2．固体ロケットモータの信頼性向上（総合評価点：3. 90） 

（研究の目的） 

・定量的設計技術・品質保証技術を固体モータ全般へ適用し，信頼性を向上させる． 

・学術研究であるとともに実機へのフィードバックを行う． 

 

（完成した場合の効果） 

1）定量的非破壊検査技術の研究 

大型固体モータに対し，従来のＸ線探傷から超音波探傷へ移行することで，結果の定量的評価（サイジング），

欠陥検出確率評価とともに，低コスト化が達成される． 

2）内部混相流と耐／断熱材焼損挙動予測技術の研究 

実験データに基く固体ロケット内部流の高度な解析手法を確立することで，内部流と耐熱材焼損挙動の関力を

理解し予測技術を構築することができる． 

3）グラファイトスロート材の中型ロケットへの適用研究 

3D-C/C材の低価格化は当分期待できないため，グラファイトの継続使用により低コスト化が達成される． 

4）高信頼性ノズルライナー用 CFRP の開発 

ノズルライナーの熱分解層や炭化層の機械特性を改善し，局所エロージョンが改善された，高信頼性 CFRP が

開発される． 

 

（研究の成果） 

1）定量的非破壊検査技術の研究 

従来のＸ線探傷から（空中）超音波探傷へ移行する一環の研究開発として，低周波空中超音波による超音波探

傷透過法を開発している．本年度は，M-24 地燃モータに対し昨年度までに開発した UT 低周波透過法を適用，

リリーフブーツの亀裂が進展していることを発見した．また，UT 低周波透過法の非接低空中超音波による完

全自動化システムを構築し，NAL-735,S-310 に試行した． 

 

2）内部混相流と耐／断熱材焼損挙動予測技術の研究 

・ロールトルク発生メカニズムの研究?燃焼室内の三次元流れが，固体ロケットの機軸周りモーメントを発生

させる現象について，メカニズムの解明に取り組んでいる． 

 燃焼実験におけるロールトルク計測技術を確立した． 

・耐／断熱材焼損挙動の予測技術の研究ーノズル壁面のアブレーションと流体解析を連成させることにより，
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断熱材の焼失量を予測する技術を開発している． 

・燃焼安定性予測技術の研究ー流体解析と固体推進薬の熱伝導及び表面反応の解析を連成させ，非定常解析を

行うことにより，燃焼振動系の安定性を評価する技術を開発している． 

・気体―粒子混相流解析技術の研究ー粒子の燃焼，分裂，多様な粒子径分布の取扱等を可能とする，より現実

的な効果を含む混相流解析技術を開発している． 

 

3）加速度場における Al燃焼特性の研究 

現行の実用固体モータに充填されている推進薬についてスラグ残留特性を取得し，実機飛翔データから得られ

る情報の理解を試みた． 

 

4）高信頼性ノズルライナーの開発 

H2A-6 号機の不具合原因であった局所エロージョン現象を克服するために，繊維，マトリックスの両面から

改良した新しいノズルライナー用 CFRP 素材の開発を行っている．これまでに，積層角度 45 度の角度巻きを

可能とするライナー用 CFRP の開発に成功した． 

 

5）C/C の材料特性データベースの高信頼性化 

ノズルスロート C/C の高温機械特性の試験法の改善が必要であることが明らかとなった．材料特性データベ

ースの信頼性を向上させるために，各試験法における問題点が取得される材料特性に与える影響を精査するし

た． 

 

3．先進的推進系の研究 B（総合評価点：3. 50） 

（研究の目的） 

簡便性・低毒性・高性能など，将来の宇宙開発の要求に応える先進的衛星推進系を開発する． 

 

（完成した場合の効果） 

低毒性推進薬を用いた簡便な推進系は，地上運用の利便性を向上させ,低コスト，高信頼性の衛星推進系の実現

に寄与する． 

また，従来より高性能な推進系を国内で自主開発することは，性能に余裕があることから衛星設計の自由度を高

める効果の他に，いわゆるブラックボックス的な要素を減らす効果が期待できる． 

 

（研究の成果） 

1）低毒性推進薬の研究 

HAN 系推進薬は，将来の衛星用 1 液式推進系の推進薬候補とされている．その特徴は，低毒性であるため取

り扱いが簡便であり，かつ，比推力が高いため重量削減が可能，比重が重いためタンク容積の削減が可能，更

に，凝固点が低いためにヒータ電力削減が可能，という特徴を有する．その一方で，安定した燃焼が困難であ

る，という負の特徴もあり，それが今までほとんど実用化されてこなかった原因となっているが，これについ

ては昨年度までに，メタノールを添加することで解決できることがわかっている．残る大きな課題は，スラス

タとしての寿命の評価と，バルブなどとの材料適合性の確認である． 

本年度は，このうち，不確定要素が大きい寿命評価のうち，特にキーポイントとなる低媒層設計を行い，低

媒を押さえる金網素材についての目処を得た． 

 

2）セラミックス系スラスタの研究 

衛星用の 2液スラスタでは，一般に，性能向上を目指すと燃焼室の温度が高温とする必要があるが，燃焼室材

料の限界があるため，それが性能のひとつの限界を構成する．実際，スラスタ燃焼においては，主流の燃焼の
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他に，燃焼室材料に向けて，フィルムクーリング分として未燃の推薬を吹き付けるなどの工夫を行っている． 

そのため，スラスタの材料を従来の金属材料から，より耐熱性能の高いセラミック材料などに変更できれば，

性能向上が期待できる． 

本研究は，このような背景の元，窒化珪素系セラミックス材料を用いたスラスタの開発研究を行うものであり，

昨年度までの成果にもとづいてスラスタを試作し，PLANET-C プロジェクトに採用を正式に提案しているとこ

ろである． 

本年度は，スラスタ内部の燃焼反応の数値解析を詳細化し，解析において考慮すべき化学反応の識別などを実

施した．今後は，試験結果との合わせ込み精度を向上させ，セラミック素材の特性を活かしたスラスタ開発を

効率的に行う所存である． 

 

3）酸化剤耐性膜の研究 

衛星の 2 液スラスタでは，酸化剤として NTO を使用することが多い．一方，衛星推進系のタンクは，押しガ

スと推進薬を膜で分離する構造を採用することも多い．この他のタンク様式としては，スピン衛星に見られる

ような遠心力で液を外側に押しつけるタイプや，金属状のスポンジ状のものを利用して，液体推進薬を保持す

るものがあるが，たとえば惑星着陸ミッションなどのようにタンク内での推進薬移動がミッションに大きな影

響を及ぼす可能性がある場合には，押しガスと推進薬を膜で分離する構造を採用することが多い．たとえば，

小惑星探査機「はやぶさ」の NTO タンクは，金属製のダイヤフラム膜で気液分離が為されていた．「はやぶ

さ」の NTO タンクの膜に金属が使用されていた最大の理由は NTO と既存の樹脂製膜素材の間で材料適合性

の問題があったためであるが，その結果，地上でのハンドリングを含めた運用性が良くなく，重量も重たい，

というデメリットもあった．それに対して，本研究では，NTO タンク用に，軽量で，かつ，注液・排液を繰

り返しできる膜を開発することを意図している． 

本年度は，液晶ポリマーを含む 19 種類の候補素材を洗い出し，それらに対して，予備的な実験を実施した．

この成果は，月着陸ミッションの，より確実な達成などに貢献すると考えられる． 

 

4．宇宙探査エレクトロニクスの研究（総合評価点：3. 98） 

4-1．宇宙用太陽電池の精密診断技術の研究 

（研究の目的） 

フォトルミネッセンス（PL）およびエレクトロルミネッセンス（EL）を利用した非破壊・高速の太陽電池の精

密診断手法を開発する． 

 

（完成した場合の効果） 

宇宙用の多接合太陽電池および CIGS 太陽電池における複雑な層構造や，最も生産量の多い地上用太陽電池用の

大型多結晶シリコン基板を非破壊かつ高速に評価することが可能になる．これにより，太陽電池の性能および信頼

性の向上を図ることが可能になる． 

 

（研究の成果） 

高速・高空間分解能評価の特徴を有する選択選起 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，放射線劣化

は単結晶シリコン太陽電池が最大で，次いで多接合太陽電池の GaAs 層が大きいことが明らかにされた．これに対

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．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．また弗酸水溶液浸 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シットについて品質を評価し，インシットの品質

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
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を確かめた． 

 

4-2．リチシムイオン電池の安全性評価（並列接続運用） 

（研究の目的） 

リチシムイオン電池を並列接続したセル群を，さらに直列接続したバッテリユニットを試作し，運用性の評価お

よび問題点の抽出を行う． 

 

（完成した場合の効果） 

中・小型のリチシムイオン電池を並列・直列接続したバッテリユニットを構成することで，擬似的に大容量のバ

ッテリとして使用することができる．バッテリユニットを複数系統備える場合には系統数分の充電制御器が必要と

なるが，本手法ではこれを統合できるため質量軽減につながる．またバッテリユニット内のバッテリセル単位での

不具合に対し，ロバスト性を向上させることができる． 

 

（研究の成果） 

リチシムイオン電池 4セルを並列接続したセル群を，さらに 4 直列に接続したバッテリユニットを試作し，基本

的な運用性を評価した．本バッテリユニットを充放電サイクル試験に課した結果，バッテリユニットとして正常な

充放電を行えることが確認できた．さらにバッテリユニットを構成する各セルの電圧にばらつきは見られず，特別

な均等化制御なしに充放電運用が可能であることが確かめられた．また充放電サイクル試験中の各セルの温度変化

を測定したところ，セル群の中で外側に配置されたものは温度が低く，内側に配置されたものは温度が高く推移し

ていることがわかった．来年度以降はバッテリユニットに故意に故障させたセルを紛れ込ませ，その際の運用性を

評価する予定である． 

 

4-4．宇宙機の帯電放電現象メカニズム 

（研究の目的） 

宇宙空間を飛翔する宇宙機における帯電・放電現象の発生メカニズムおよびそれらの及ぼす影響を調査し，抑制

技術を開発する． 

（完成した場合の効果） 

帯電・放電現象に起因する事故の発生を抑制し，宇宙機の信頼性を向上させる．また将来の軌道上大型構造物に

必要とされる，数百 V級の高電圧太陽電池アレイの実現に寄与する． 

 

（研究の成果） 

昨年度は宇宙用シリコン太陽電池セルを対象に，放電による電気特性低下について調査を行った．今年度は，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，放電による損傷について調査した． 

宇宙用三接合太陽電池セルを 5 直列×3 並列に並べた太陽電池パネルを製作し，低軌道を模擬したプラズマ環境

中で放電試験に課した．放電試験前後で各太陽電池セルの電流-電圧（IV）特性を測定したところ，数枚のセルに

おいて電流リークの発生を示唆する変化が確認された．しかし IV 特性からだけでは，太陽電池セルのどの部分に

どのような損傷が発生したのかが明確ではない．そこで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）イメージングを用いた評価を行った．その結果，電流リークの発生したセルにおいて，p 極と n 極の

ショートが発生していることが明らかとなった．これが IV 特性に現れた性能低下の原因と考えられる．ショート

発生箇所を，実体顕微鏡を用いて観察したところ，太陽電池セルの一部が抉られたように失われている箇所が確認

されたが，そのような場合でもカバーガラスは損傷を受けていなかった． 
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4-4．電力管理手法の検証（電気二重層キャパシタ） 

（研究の目的） 

 高効率，低ノイズ，広範囲のバス対バッテリ電圧変換比を実現する双方向昇降圧コンバータの開発． 

 

（完成した場合の効果） 

充放電状態に応じて電圧が大きく変動する電気二重層キャパシタの入出力電圧を充放電の両期間において広範囲

かつ低ノイズで安定化させることができる．これにより，電気二重層キャパシタの貴重な蓄電エネルギーを最大限

に有効活用しつつ，柔軟な衛星電源の設計が可能となる．なお，本コンバータはリチシムイオン電池などの他種の

蓄電デバイスにも応用可能である． 

 

（研究の成果） 

れいめい相当の電力規模（120W 相当）の衛星を想定し，2000F 級の電気二重層キャパシタを蓄電デバイスとし

て使用する場合の電源設計，解析，およびコンバータの試作を行った． 

 

4-5．多層マイクロ接続基板の研究 

（研究の目的） 

マイクロマシン加工技術を利用して，多層マイクロ接続基板技術を確立する． 

 

（完成した場合の効果） 

将来の観測衛星搭載センサーにおいて，センサーアレイの小型化および多チャンネル化が求められている．この

課題を解決するためには，2 次元アレイへの信号線や制御線，電力線などを 3 次元的に配置する技術が必要である．

マイクロマシン技術を利用したマイクロスルーホール加工技術と常温接合技術を確立することにより，この 3 次元

実装技術である多層マイクロ接続基板技術が完成する． 

 

（研究の成果） 

厚さ 200μm の Si基板にΦ100 X 200μm のマイクロスルーホールを Deep RIE（Reactive Ion Etching）技術を用

いて形成した．次に，このマイクロスルーホール内壁に，通常の熱酸化によりシリコン酸化膜 1μm を，続いてバ

イアススパッタ技術を用いて Al薄膜 0.5μm を堆積した．このように形成した 2枚の Si基板の開口部に Alパッド

をパターニングした後，常温接合技術を用いて Al パターン同士を接合して，2 層マイクロ接続基板を作製した．

接合強度を上げるために印加圧力を 100MPa 以上にして，また接合位置精度向上のために接合パッドとマイクロス

ルーホールパッドをずらすことにより，良好なパターニング多層マイクロ接続基板を実現できた．また，多チャン

ネルセンサ（マイクロカロリメータ）を想定した Ti/Au 電極を持つダミーシエーハを，パターニング多層マイクロ

接続基板上に接合して，良好な結果を得た． 

 

4-6．将来の超遠距離通信システムに用いる LDPC符号化処理装置の研究開発 

（研究の目的） 

将来の惑星探査ミッションに必要とされる深宇宙通信技術として誤り訂正符号に着目し，より大きな符号化利得

をもつ低密度パリティ検査符号（LDPC符号）を実装した符号化処理装置の設計，試作および評価を行う． 

 

（完成した場合の効果） 

LDPC 符号は代表的な符号化と比較して，情報長が短い場合においても符号化利得が大きく，エラーフロアも出

にくいという特徴を持つ．宇宙情報システム諮問委員会（CCSDS）勧告で標準化されたターボ符号と比較して，

LDPC符号は復号化の計算量が少なく，スループットを向上することができる． 
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以上のような特徴から LDPC 符号は深宇宙通信システムの性能を向上させ，次の点で探査成果の拡大に大きな

効果をもたらす． 

 

・ ミッション期間中のデータ伝送量の増大 

・ HGA の通信速度の向上，LGA の回線マージンの改善 

・ 探査ローバへのファームシェアのアップロードなど信頼性の向上 

・ ペネトレータ等の回線マージンの少ない環境下でのプローブ投下 

 

（研究の成果） 

アップ・ダシンリンク回線で使用される代表的な符号化を LDPC 符号に置き換えた場合の符号化利得をシミュ

レーションによって評価した．その結果，コマンド（BCH 符号，情報長 64 ビット）回線では約 3.9 dB ，またテ

レメトリ（畳み込み符号，情報長 4096ビット）回線では約 2.6 dB の符号化利得を得ることができた． 

シミュレーション結果をふまえてハードシェア評価と比較するためのテストベッドを試作した．このテストベッ

ドは FPGA信号処理部と測定 PC制御部を介して評価する汎用性の高い設計となっている．前述の C言語ベースの

シミュレーションを PC 測定制御部の MATLAB（r）シミュレーションへ移植し，ほぼ同等の結果となることを確

認した．この結果に基づき RF 測定系を介した評価と符号化・復号方式ごとのスループット，ハードシェア規模を

比較する．最終的には LDPC 符号化装置を IP として実装し，次世代地上系，および搭載系に適用して実証する計

画である． 

 

4-7．X 帯ディジタルトランスポンダへの Ka 帯コヒーレント送信機能実装技術の研究 

（研究の目的） 

X 帯ディジタルトランスポンダは Planet-C，BepiColombo MMO に採用されるなど実用段階に入り，次期中期

計画中の深宇宙探査で通信機能の主力を担う装置として成熟しつつある．このトランスポンダの発展型として Ka

帯のダシンリンク機能を追加することを目的とする． 

 

（完成した場合の効果） 

トランスポンダの発展型として Ka 帯のダシンリンク機能を追加することは，次の点で探査成果の拡大に大いに

効果をもたらす． 

・ ミッション期間中のデータ伝送量の増大． 

・ （X 帯と合わせ）2周波による運用の自由度の確保． 

・ 2周波による電波観測の手段の提供． 

・ 軌道決定精度の改善（DDOR導入）． 

 

（研究の成果） 

Planet-C，BepiColombo MMO に向けて開発中の X 帯トランスポンダと組合せ可能な Ka 帯コヒーレント送信機の

BBM設計をおこなった．設計案は 2案にまとまっている．第 1案は X 帯トランスポンダと部品の独立性をもちピ

ギーバック衛星などでの単独・先行実証を目的とする．第 2 案は X 帯トランスポンダともっとも親和性が高く，

部品共有化により最小限の追加により Ka 帯送信機能を付加するものである．また第 2 案は周波数構成から Ka 帯

に許可された深宇宙チャネルのすべての周波数比構成に対応可能で汎用性を持つ．小型ソーラセイルでの実証機会

獲得を目指し，第 1 案による BBM 試作を行った．重箱構造の X 帯トランスポンダ BBM へ Ka 帯機能を一段で追

加し，まずインコヒーレント機能での実現を目指す．消費電力 6.65W，コンポーネント重量 196.2g の増加を見込

んでいる．小型衛星に向けた実証装置はこの設計に基づき更に小型軽量化を図る計画である． 
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4-8．2次元走査型レープレーダの開発 

（研究の目的） 

マイクロマシン技術を適用して 2 次元走査可能で軽量高信頼性のレープレーダを開発することを目的とし，2 次

元走査型レープレーダの基礎技術である，2 次元走査機構の開発，光学設計，マイクロマシンの設計製作，及びレ

ープ設計を行う． 

 

（完成した場合の効果） 

現在搭載されているレープレーダは 1方向のみの距離計測であるが，惑星表面の詳細な構造を広範囲に捉える手

段として搭載カメラによる撮像に加えて，レープレーダによる表面状態を含む地形情報は重要である．2 次元走査

の距離計測が実現すれば，探査機軌道や惑星の自転を利用して行っている表面地形のマッピング効率が飛躍的に向

上し，航法，理学観測両面でたいへん有意義であるとともに，多点を測距するために測定の信頼性が向上する． 

 

（研究の成果） 

送信光学系に使用する MEMS ミラーについて，耐環境性の検討，YAG レープ用コーティングを実施して残留応

力の影響を評価した．ミラー制御に関してα-βトラッカを付加したシングルゲート追尾に加えて，熱真空環境下

での共振周波数の変化に対応するため，共振周波数追尾機能を付加することにより，要求精度 0.5mrad を実現して

いる． 

受信光学系に関しては，テレセントリック光学系，マイクロレンズによるリレー光学系を組み合わせた複数視野

を持つ光学系とマイクロシャッターアレイを組み合わせた走査光学系を考案し，全面非球面レンズの製造難易度の

高い光学系については試作してその性能を実証した． 

受信パルス検出回路のための専用 IC を製作しており，第 1 回目の試作の結果，デジタル制御機能は完全に機能

すること，パルス電圧調整回路，増幅回路およびタイミング検出回路について基本機能は動作していることを確認

した． 

 

5．SOI デバイスの研究（総合評価点：4. 07） 

（研究目的） 

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する． 

 

（完成した場合の効果） 

宇宙機搭載用の耐放射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． LSI レベルの

耐放射線化技術も確立することで，最先端の宇宙用半導体部品を安価に開発・製造できる体制となる． 

 

（研究の成果） 

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．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． また SET パルス幅分布を測定できる回路を試作して放

射線エネルギー依存性を測定した結果，本 SOI 技術で製造する論理 LSI 中に宇宙環境で発生する SET 幅が最大

1ns であることが明らかとなった． 
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6．粉体推進の研究（総合評価点：3. 52） 

（研究の目的） 

液体や気体を推進剤とするスラスタは高性能であるが，無重力環境で燃料を移送するため高圧ガスを用いており，

これに抗して駆動するバルブには常時ストレスが加わり，故障例に枚挙の暇がない．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．高圧を用いなくとも高密度貯蔵が実現できる．固体

推進剤の最大の欠点は「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

ルーとなる．加速方式には，レープーアブレーション・放電アブレーション・電磁加速・静電加速，さらに粉体に

化学燃焼性の物質を用いてレープーや放電で着火維持する方式も考えられる．この技術を具現化するための基礎研

究を実施する． 

 

（完成した場合の効果） 

地球周回にて小型衛星を応用する機運が高まっている．姿勢制御には磁気トルカを用いるのが一般的であるが，

回転力だけでなく並進力も発生できる推進器が期待される．一方，深宇宙輸送技術が確保されると，磁場のない宇

宙空間や惑星（金星や火星）に投入する小型プローブの有用性が着目され，姿勢制御に小型推進器が必須となる．

粉体推進は，加圧システム不用，保温のための待機電力極少，推進剤の地上取り扱い性簡便という特徴を有するた

め，小型衛星やプローブには最適である．国内に留まらず海外の深宇宙母船へのピギー搭載を可能にして，宇宙探

査の多様性を促進し，国際協力の手段を提供する． 

 

（研究の成果） 

前年度に実施したテフロン紛の静電吸着供給に対応するために，放電アブレーションを用いたＰＰＴ（Pulsed 

Plasma Thruster）方式によるスラスタを新設計した．平行して，放電毎のインパルス・連続噴射時の平均推力・推

進剤消費量を同時に計測できる天びん型スラストスタンドを新開発した．これを用いて，各種テフロン（固体，粉

体，セラミクス基板塗布）に対する推進性能比較を行った．テフロン粉をセラミクス基板塗布により推進剤の供給

量を適度に加減できれば，性能改善の余地があることを実験的知見として得た． 

 

7．磁気プラズマセイルの研究（総合評価点：4. 01） 

太陽風プラズマ流を宇宙機周囲に展開する人工的な磁場で受け止めて深宇宙を航行する深宇宙推進システム「磁

気プラズマセイル（MPS）」の研究開発を行っている．2007 年度は，独自に開発を進めてきた地上実験シミュレー

タを利用して MPS の原理実証実験を実施すると共に，高温超電導線材を利用した MPS 用コイル（直径 20cm のス

ケールモデル）の設計製作とコイル試験用装置の開発を実施した．また，JAXA の次期固体ロケットによる打ち上

げを目指す小型科学衛星プログラムの一つして，マグセイル実証小型試験衛星を提案し，その概念検討を実施した． 

 

8．太陽発電衛星の研究（総合評価点：3. 54） 

（研究の目的） 

太陽発電衛星は現代社会の最大の課題である地球環境問題・エネルギー資源問題を解決するための大規模な新エ

ネルギーシステムとして大きな可能性を持っている．本研究では，この太陽発電衛星システムの中で最も重要な技

術課題，（1）軌道上での発送電一体型大型パネルの展開と姿勢・形状維持，（2）発送電一体型パネルでの高効率の

マイクロ波発生とそのビーム方向制御，について専門の研究者が自ら手を下して開拓的・先端的研究を行うことに

よりその基本技術を確立する． 

 

（完成した場合の効果） 

本研究により 100 kW クラスの太陽発電衛星の軌道上実証プロジェクトに着手可能な理工学的基盤を確立できる． 
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（本年度の成果） 

軌道上での発送電一体型パネルの形状維持（マイクロ波送電に必要なアンテナ面精度の維持）について，異なる

二種類の開き角を持つ形状記憶合金を組み合わせた平面維持機構を試作し機能を確認した．また，電気系について

は，発電送電一体型モジュール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 度のビーム方向制御

を実現した．システム検討では，新しい概念のテプー型太陽発電衛星に技術的につながる小型衛星実験の構想を立

てるとともに，太陽発電衛星に関連する理工学実験を行い，太陽発電衛星設計に適用可能な新しい知見（薄膜構造

特有の高速衝突プラズマの伝搬特性，高電圧太陽電池アレイのセル配置による放電抑制法）を得た． 

 

9．展開型柔構造による大気突入飛行体の開発（総合評価点：3. 84） 

（研究の目的，完成時の効果） 

近年，惑星大気突入システムや回収システムの開発が必要となっている．これらのシステムに共通した技術のポ

イントは大気突入時の空力加熱を避ける手段にあり，従来は，その一手段として耐熱構造が用いられている．しか

しながら，耐熱構造重量が全体重量に占める割合は無視できず，何らかの方策が必要であった．その方策として，

加熱そのものを低減して，必要な耐熱構造重量を低減する手法があり，具体的には，弾道力数を低減することで達

成可能である．この研究では，弾道力数を低減するための方策として，軽量で収納性がよい展開型柔構造のエアロ

シェルを開発する．即ち，大気突入前に大面積の柔構造エアロシェルを展開し，機体の弾道力数を下げ，空力加熱

が大幅に低減させることにより，熱防御構造にかかる負担を減らすことを可能とする． 

このような機体の開発を行うため，以前から行われてきた基礎研究をもとに，実証研究まで進め，さらに，この

種の機体を利用したシステムの概念検討を行う． 

 

（研究の成果） 

展開方式としてインフレータブル型について検討を開始し，試作を通して，製作法を開発し，さらに，構造強度

の把握を通して，新たな設計指針を得ている．柔軟構造物の耐熱性向上についても検討し，種々の構造について，

試験法も含めて開発を行なった．これらと並行して，大型気球による落下時の飛行環境を利用した飛行体の構造試

験を提案し，採択された．次年度の実験に向けて，準備を開始した． 

 

10．月惑星上用途の伸展構造物に関する研究（総合評価点：3.62） 

（研究の目的） 

軽量・高剛性・高収納率で且つ長尺の伸展ができる単純な様式のインフレータブル 1次元伸展構造物が月惑星上

の用途として実現可能であることを示すことを目的とし，月面発電塔を例に取り，本年度は機構部分の実寸モデル

を試作し動作を確認した．また，発電塔のみならず電信塔や月面天文台などの複合用途に対する可能性も検討した． 

 

（完成した場合の効果） 

月面および惑星面上で構造物を構築して観測機器の滞在拠点とすることにより，太陽系探査の科学観測や資源探

査などの質的向上を図ることができる．例えば，月の極域に十分な高さの塔を建てると，昼夜を通して発電ができ

ると考えられ，電力供給および通信の塔とすることができるため，越夜も可能な観測拠点とし得る．月惑星上の構

造様式は，無人自動機械による展開構造物として建造されると考えられ，また当面は基礎工事なしで着陸機の上面

から伸展する様式が効率的である．この伸展構造物には，軽量・高剛性が求められるのみならず，伸展機構部も軽

量・省搭載スペース・省伸展電力であるべきであり，さらに，高信頼性のためには原理が単純であることも必要で

ある．軽量・高剛性・高収納率で且つ長尺の伸展ができる単純な様式のインフレータブル 1次元伸展構造物の原理

を用いて，月惑星上の構造物を構築できるようになる．また，電波塔や月面天文台などの多用途塔とすることによ

り利用価値はさらに高まる． 
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（研究の成果） 

設計の想定として，月着陸機の上面 2m×2m の領域に搭載でき，月着陸機上搭載面で水平を得るためのジンバ

ル機構も含めて重量 100kg 以内で，発電量 1134W，太陽電池必要面積 18m2（マルチジャンクションセルを仮定），

伸展長さ 15m の塔として設計を行った．本年度試作では機構部分の実寸モデルを設計製作し，伸展動作を確認し

た． 

昨年度検討のシングルステムに比べ本年度検討のバイステム方式は 1 本当たりの許容荷重を高くできることから，

1 ステージあたりの伸展長さを長くすることができ，ステージ数を削減することが可能となる．塔は月面の 1/6Ｇ

環境を前提として設計すれば良いものであるが，地上試験を実施することを前提として 1Ｇでも伸展できることを

設計方針とした．実寸試作モデルにより伸展機能を確認できた．さらに，昨年度試作（1/5 スケールモデル）では

タワー中央部にインフレータブルチューブを配置していたが，本年度検討ではバイステム内部にインフレータブル

チューブを配置することにより， 6 本のステムに囲まれた空間を中空とした．また，ステージ板を中抜き円板と

することにより，伸展式タワー内部空間を連続した空洞とすることができる．このように，伸展式塔内部に光学系

を構築することが可能であることを示した．このように，実寸試作モデルにより伸展機能を確認できた．これによ

り，インフレータブル 1次元伸展構造物の原理を用いて月惑星上で構造物を構築できる可能性を示した． 

 

11．モデル化技術を用いた搭載ソフトシェア標準化の研究（総合評価点：3. 65） 

（研究の目的） 

今まで別々に行われてきた人工衛星の機能設計を標準化するために，人工衛星の機能設計を行う際に使用すべき

フレームワークとして「人工衛星の機能モデル」の開発を行う.さらに，このモデルに従って衛星の設計を行った

結果を蓄積するためのデータベース（衛星情報ベース 2）の開発を行う.この機能モデルは，衛星のテレメトリおよ

びコマンドを使用する方法，および，衛星の振る舞いをテレメトリとコマンドに関連づけて規定する方法を定めて

おり，このモデルに準拠した衛星情報ベース 2 に設計結果を入力できるように衛星の機能設計を行えば，同一の機

能を実行する搭載ソフトシェアは他の衛星でも再利用することが可能になり，搭載ソフトシェアの標準化につなが

る. 

 

（完成した場合の効果） 

衛星の機能設計に対するガイドラインとそれに準拠したデータベースを用いることにより，今まで別々に行われ

ていた搭載ソフトシェアの開発を機能毎に統一することができ，搭載ソフトシェアの標準化を行うことができる. 

 

（研究の成果） 

 人工衛星の機能モデルを完成した.機能モデルの概要は以下の通りである. 

・ 宇宙機は複数の機能オブジェクトにより構成される. 

・ 各機能オブジェクトは，コマンドに基づいた操作を実行し，機能オブジェクトの状態をテレメトリとして

通知する. 

・ テレメトリデータの中には，各機能オブジェクトが正しく操作を行っているかどうかを示すデータが含ま

れており，そのデータの取るべき値は操作の実行をトリガーとした状態遷移図によって表現できる. 

さらに，この機能モデルに準拠したデータベースを設計し，このデータベースに衛星の機能設計結果を入力する

ためのソフトシェア・ツールを開発した. 

 

12．金星探査プローブの研究（総合評価点：3. 57） 

（研究の目的） 

金星は，地表面温度 740 K，地表面圧力 90 気圧であり，高度 47 km～70 km には硫酸性の雲が浮遊する過酷な環

境をもつ惑星である．この金星に惑星間遷移軌道から直接に小型カプセルをエントリーさせ，熱交換型水蒸気圧膨

張気球を放出し，その後，高度 35 km（大気温度約 200℃）にて定常浮遊する気球により 2 週間に渡る大気観測を
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行うというミッションを具体的に想定し，技術課題を明確化し，関連する基礎研究を行う． 

 

（完成した場合の効果） 

研究過程において獲得された知見・技術成果は，金星探査プローブの実現に資するのみならず，将来の惑星探査

技術の共通的基盤技術としての応用性も広い． 

 

（研究の成果） 

カプセルの金星突入時の空力加熱予測コードの検証や，耐熱材料試験を行なうため，高温ＣＯ2 気流を発生する

誘導加熱ヒータを開発し，その性能特性，作動エンベロープ，気流の分光データが取得するとともに，金星突入に

むけた耐熱材料の開発試験を開始した．これまで，気球膜として種々のものを試作しガスバリア特性等を取得して

きたが，表面コートしたベクトラの内部に高吸水ポリマーを配した多層構造膜が良好な性能が示した．熱交換を考

慮した気球膨張までの数値シミュレーション及び能代多目的実験場における縦型高温熱風洞内で膨張実証結果に基

づき，気球膜，特に材料樹脂の取扱性，高温特性を改良すべく検討を進めた．また，ミッションを実現する際にキ

ーとなる搭載型高温エレクトロニクスに関連した研究として，Ｈ18 年度のＳバンド送信機の逓倍回路の高温特性

の取得に次ぎ，ＰＬＬ回路及び金星表面でのエネルギ供給を行なう薄膜太陽電池に関し 200℃までの高温特性を取

得し研究を進めた． 

 

13．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（総合評価点：3. 81） 

（研究の目的） 

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．いわゆるディープサブミクロン CMOS 集積回路技術を用いた高精度かつ高信頼性を有する集積回路の開発

手法を確立するともに，その設計資産の蓄積・応用を目的としている． 

 

（完成した場合の効果） 

低消費電力でありながら，高精度かつ高信頼性を有するディジタル・アナログ混載型集積回路の開発手法を確立

することによって，将来の宇宙機における高度な観測機器を，短期間でしかも一定の確実性を確保しながら実現す

ることが可能となる． 

 

（研究の成果） 

平成 19 年度においては，MOSIS を経由して TSMC社の 0.35ミクロン CMOS プロセスを用いて，二次元配列の

低雑音信号処理用ディジタル・アナログ混載型集積回路の設計・試作開発を行った．設計においては，平成 18 年

度の既開発の設計資産を活用するとともに，新たに独自の低雑音・低電力設計を取り入れた．これによって，回路

自体の性能として 88 電子相当の超低雑音を達成することができた．これは，本試作回路が世界的にも最高水準に

ならぶ性能を有することを示している．本集積回路の技術は，X 線天文衛星における硬 X-線検出器，X 線-CCD検

出器，また光学センサーとして衛星搭載 LIDAR における APD 読出し回路，さらに防災監視衛星等に利用可能な

高速・高感度 CCD 読出し回路等に展開している． 

 

14．搭載周波数合成技術へ向けた RF MEMS 発振器の基準発振器への適用 

（総合評価点：3. 75） 

（研究の目的） 

RF MEMS 発振器の携帯電話市場向けの生産が始まり（SiTime社と Discera社），従来の水晶による発振器とは異

なる素材，機構に基づく小型発振器として注目されている．発振器としての位相雑音特性や Q 値の違いなど，RF 

MEMS 発振器の特性に合わせた新しい応用が開拓できる．入手可能な 2 社の RF MEMS 発振器について周波数安
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定度や雑音特性など基本特性を取得し，搭載通信機の基準信号源としての可能性を評価する． 

 

（完成した場合の効果） 

衝撃に強いなど耐環境性を有し，また長期温度安定度に優れている MEMS 発振器が，温度補償回路を必要せず

そのまま十分に安定なクロック源となり得ることは，着陸機，ローバ，ペネトレータといった，自身では内部機器

を保護するだけの十分な電力と熱制御機構を持ち得ず過酷な環境に曝されねばならない応用で，長年待たれていた

高精度な基準発振器になりえる． 

 

（研究の成果） 

MEMS振動子および一般の ATカット水晶など幾種もの水晶振動子サンプルを無調整発振器回路へ実装し発振器

としての特性を観測した．このために位相雑音スペクトル計測により発振器の位相安定を周波枢軸上で評価可能と

し，また 2 種類のタイムインターバルアナライプを用いて位相の時間安定度を自動評価できる系を製作した．

MEMS 振動子サンプルの評価結果として次を得た．水晶振動子の方が位相雑音スペクトルや短時間域のアラン分

散ではまだ格段に優れ短期的な安定度で凌駕している．MEMS 振動子はこの点で通信用の基準発振器市場におい

て水晶振動子を置き換えるほどの実力には達していない．しかし，発振周波数の温度依存性は温度補償の無い素の

水晶ではよく知られるように大きく変動するのに対し MEMS 振動子は温度補償が無くとも非常に安定している．

その安定度は温度補償水晶振動子（TCXO）より更に良いといえるものである．このように MEMS 振動子は耐環

境性能において水晶振動子には無い優れた特性を有していて，結果，省電力につながるのが特長である．着陸機，

ローバ，ペネトレータといった耐環境性能が制約条件となるミッションへの適用を目指すのが最適である． 

 

15．次世代圧力気球の開発（総合評価点：3. 89） 

本研究の目的は，圧力気球の開発を構造設計まで立ち戻り，飛翔高度，搭載重量，飛翔制御特性を改良した，次

世代の圧力気球を開発することにある．このため，数値解析とスケールモデルの屋内や気球環境での膨張加圧試験

を通じ新形状の気球への理解を深め，気球を順次大型化し，最終的には実用に耐える圧力気球とする． 

本年度は，以下の開発を行った． 

1）新しい形状の気球を設計し，Φ3ｍ，Φ6ｍ，Φ12ｍと順次大型化し，その特性を評価した．Φ3ｍ気球では空

気で膨らませ形状が設計どおりになること，破壊圧力を調べることで従来のかぼちゃ型と遜色ない耐圧性能を

示すことを確認した．Φ6ｍ気球では，ヘリシムガスを充填することで，従来と同様に放球作業ができること

を確認した．Φ12ｍ気球では空気をつめ，形状を詳細に測定することで，設計形状や新規に開発したシミュレ

ーション結果との比較を行った． 

2）張力場モデルを既存の FEM ソフトシエアに組み込んだ気球形状シミュレーションソフトシエアの開発を行

った．従来，開発してきたバネ・粒子モデルと同様にかぼちゃ型の実験結果が再現できることを確認するに至

っている．これを新形状の気球に対して適用し，Φ3ｍ気球における破壊点にかかる応力が設計を変更するこ

とで緩和できる可能性を見出した． 

3）フィルムが膨張によって伸びる状況や，立体的な形状を計測するシステムの構築を始めた．超音波距離計と

画像計測ソフトシエアを用いた計測をΦ12ｍ気球に対して行い，その性能を評価した． 

 

16．超軽量アブレータ（総合評価点：3. 71） 

（研究の目的，完成時の効果） 

耐熱構造としてのアブレータは，既にはやぶさ等における再突入カプセル飛行体用に開発されているが，その比

重は大きく，飛翔体全体重量の相当部分を占めているのが現状である．国際的には，さらに軽量のアブレータが開

発されており，将来の惑星探査では，そのような軽量アブレータが必須となっている．この研究では，そのような

超軽量アブレータを開発することを目標とする． 
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（研究の成果） 

今年度は，超軽量アブレータを構成する樹脂とファイバーフォームについて，スクリーニングすることを目的と

して，様々な材料を取り上げ，それらを元に，アブレータを製造する手法も含めて検討を加えた．さらに，作成さ

れた超軽量アブレータの熱試験を行いそれらのアブレータの性能評価を行い，一定の性能を有することを確認した．

この中で，樹脂を化学架橋する新しい製造法を確立し，熱試験における性能も格段によいものが出来ている．また，

熱試験の後解析として，内部構造を把握することを目指して，X 線 CT 画像を取得し，構造解析に有効であること

を確認した． 

 

17．耐熱複合材料の長期信頼性に関する研究（総合評価点：3. 44） 

（研究の目的） 

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

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． 

 

（完成した場合の効果） 

本研究の推進により獲得された成果により，耐熱複合材料を用いた高効率なエンジンシステムならびに高信頼性

な高速度飛翔体が実現される． 

 

（研究の成果） 

長期信頼性に関する研究を進めるためには，各温度での機械特性の取得が必要である．カーボン・カーボン複合

材料は，温度上昇とともに引張り強度が大きくなる．しかし，その支配因子は，1500℃以下での吸着ガスの解放が

寄与していること，それ以上ではクリープ変形に起因することが示唆された．固体ロケットのノズルスロートイン

サートに使用している 3D カーボン・カーボン複合材料のクリープ変形挙動を取得した．長時間のクリープ試験に

は現有の試験機の能力が不足するため，2500℃では 5 日，2000℃は 10 日で試験を打ち切ったため，クリープ変形

での加速領域は発現せずまた破断もしなかった．カーボン・カーボン複合材料および Si 含浸カーボン・カーボン

複合材料の 800℃までのガス透過特性を取得した．ガス透過予測モデルを構築した．ガス透過性を低下させる有効

な手法として，SiO2ガラスを含浸およびコーティングする手法を開発した． 

 

18．観測用ハイブリッドロケットの研究（総合評価点：3. 59） 

（研究の目的） 

ハイブリッドロケットエンジンを用いた観測ロケット開発と打ち上げ実証のために必要となる基盤技術の確立と

技術課題の克服を研究の目的とする． 

 

（完成した場合の効果） 

従来の固体ロケットに比べて高い性能を持ち，ミッション適用範囲が広く，安全性が高く，環境にやさしく，且

つ低コストのハイブリッドロケットを設計・開発するための基盤技術が取得される．また技術実証用の小型ロケッ

トの打ち上げ実績を得る．その結果，現在の観測ロケット（S-520, S-310 等）に替わる新型ロケットモータの基盤

技術が確立される．さらに，観測ロケットに適用され，実績を積むことにより，より大型のロケットへの応用への

視野が拓けるものと考えられる． 

 

（研究の成果） 

1）グリシジルアジドポリマー（ＧＡＰ）を用いたハイブリッドロケットの検討 

自燃性のある純粋ＧＡＰを 1次燃焼器で燃焼させ，発生した燃料成分過多の気体を 2次燃焼器に噴射し，別途供
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給系より気体酸素（ＧＯＸ）を 2次燃焼器に噴射して燃焼させるガス・ハイブリッドロケットの実験を実施した．

制作した 2次燃焼室の大きさは直径 80mm で，L/D=1.6 である．実験は GAP の燃焼時間として 0~6.5秒，2次燃

焼室へのＧＯＸの噴射時間を＋1～＋4 秒までの間行い，1次燃焼圧として約 4MPa，2次燃焼圧として約 2.8MPa

のガス・ハイブリッドロケットの実験に成功した． 

 

2）酸化剤流旋回型燃焼と酸化剤気化技術の検討 

推力 1500 N 酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエンジン（推進剤：液体酸素／ポリプロピレン）開発の基礎

的技術に関する研究として，以下の成果を得た． 

� LOX 気化技術の研究 

● 軸流溝構造（溝深さ 1mm）を持つ再生冷却気化ノズル（スロート径 17.8mm）を用いた燃焼実験で，

気化した酸素による旋回流型ハイブリッドロケットエンジン（推力 360N）の自立燃焼を実証した． 

● 推力 1500 N 用溝深さ 0.5mmスロート径 17.8mm の LOX 気化用ノズルを設計・製作した． 

● LOX 中での PMMA の燃焼を確認した．熱化学的には PMMA の燃焼によって，推力 1500 N 用

LOX 流量を主燃焼室の約 3％の PMMA（所要熱量約 110kW）量で気化できる．LOX 中で PMMA

は比較的穏やかに後退速度 2～5mm/s で燃焼し，理論値に近い気体酸素を発生した． 

� 酸化剤流旋回型燃焼の研究 

● 酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエンジン性能に及ぼす長時間燃焼の影響を評価し，燃料グレ

イン前縁部を除いて長さ方向にほぼ一様な燃料後退速度を持ち，燃焼時間によって燃料後退速度は

殆ど変化しないことを確認した． 

 

3）二段燃焼式ハイブリッドロケットの検討 

一次燃焼室の燃料ガス化特性の評価方法について検討し，以下を確認した． 

・ 下部より酸化剤が供給され，燃焼室側方より燃焼ガスが排出される場合，燃焼による燃料粒の体積減少を

補う分，未燃の燃料粒が燃焼領域に供給される．時間が充分に経過すれば，燃焼領域の粒径分布は定常に

達する． 

・ このとき，燃焼領域内の粒径の分布関数は，燃料粒後退率を粒径の関数として与えることができ，粒径分

布から燃料粒ガス化履歴を算出することが可能となる． 

 

4）ワックス燃料を用いたハイブリッドロケットの検討 

・ 新規ワックス燃料製造法の検討 

� 低融点・高融点のワックス 2 種にエチレン酢酸ビニル共重合樹脂（EVA），マグナリシム粉末を添加した

均一燃料を製作する方法を考案した． 

・ ワックス燃料を用いたハイブリッドロケットの燃焼実験の実施 

� 小型ハイブリッドロケットモータ（ワックス／ガス亜酸化窒素）を使って，同燃料の燃焼試験を実施し，

これより，EVA の含有率を変えることにより燃料後退速度を調節できることがわかった． 

� 400N 級ハイブリッドロケットモータ（ワックス／液化亜酸化窒素）にて同燃料の燃焼試験を実施し，酸

化剤流量密度 27g/cm2s で 3.1mm/s の燃料後退速度を得た．これより十分燃焼速度は速いことを確認した． 

 

5）ハイブリッドロケットの構想／ＷＧ設置の検討 

ハイブリッド推進への性能要求の検討を実施し，さらに具体例として，到達高度 25ｋｍの小型ハイブリッドロ

ケットの概念検討を行った．1）～4）の個別研究に含まれる共通基盤技術を洗い出し，ワーキング・グループにお

いて取り組むべき基盤要素技術テーマを検討した． 
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19．ソーラー電力セイルの研究（総合評価点：3. 88） 

ソーラー電力セイルは光子の運動量を利用した推進と，電気推進機関を組み合わせて航行する宇宙船である．中

型探査機計画では，直径約 50m の超薄膜の太陽帆を展開して木星およびトロヤ群小惑星を目指し，将来外惑星探

査で必須となる技術を実証する．2001 年にソーラーセイルワーキンググループを発足し，概念検討・設計を行っ

た．2005 年 12 月に宇宙工学委員会ソーラー電力セイル評価委員会より第 25 号科学衛星候補として推薦を受け着

手可能と判断された．2006 年 2 月に開催された宇宙科学研究本部企画調整会議では，その意義を認められ，着実

に準備が進められることを期待された． 

これらを踏まえ，2007 年度には，ソーラー電力セイル開発のリスク軽減のフロントローディングであり，同時

に単独ミッションとしても世界初・世界最先端の技術実証を目指した小型探査機計画を提案した．これは，2010

年代初頭の打ち上げを前提としており，ミッション目標として，（1）大型膜面の展開・展張（直径約 20m），（2）

電力セイルからの集電（kW 級），（3）光子セイルによる加速実証（半年で 100m/s 程度），（4）光子セイルによる

航行技術の獲得を定義し，サクセスクライテリアとして，（1）,（2）をミニマムサクセス，（3）,（4）をフルサク

セスと設定した．宇宙工学委員会での MDR/SRR を経て，経営審査により予算執行が認められた．その後，小型ソ

ーラー電力セイル実証機計画としてメーカを選定し，計 4回の設計会議を開催して，詳細設計を行った．特にミッ

ション部については，構造系・材料系・電気系の各種専門部会を立ち上げ，ソーラーセイル WG と連携しながら，

開発を進めているところである． 

一方，当初想定していた中型ソーラー電力セイル探査機については，2010 年代中盤に打ち上げることを想定し，

戦略的開発研究費により種々の新規技術の開発を行っている．2007 年度は研究課題として，高比推力イオンエン

ジン，高電圧加速電源，気液平衡スラスタ，膜面展開気球実験・リンク実験，姿勢制御デバイス，SSSAT 再製作，

薄膜材料接着融着技術，統合型燃料電池，低温 2液推進系，超高速エントリープローブ，観測機器の部分試作，セ

イル展開試験・構造試験，国産薄膜太陽電池に取り組んだ．これらの研究内容については，WG 全体会（2 回），

WGコア会議（1回）にて，活発に議論された． 

2008 年度の活動として，小型ソーラー電力セイル実証機計画については，9 月後半の CDR を経て，10 月に FM

製作を開始する予定である．中型ソーラー電力セイル探査機については，研究課題として新たに X/Ka 帯 VLBI に

よる高精度軌道決定，RF 地球角計測による姿勢決定，膜面展張状態の評価法，大型電力セイル膜の電波干渉評価

を加え，より戦略的に開発を進める方針である． 

各大学・研究所等からの本 WG への参加者は数十名にのぼる．また，各種実験や研究会にも多数の参加があり，

大学共同利用機関としての役割を果たしてきたところである． 

 

20．先進的飛翔システムの基礎開発実験（総合評価点：4. 21） 

1）19 年度の活動概要 

①昨年度のシステム燃焼試験で得られた経験に基づき，信頼性と運用性に配慮したロバストなエンジンシステム

の構築を目指して液体水素ターボポンプの全面改修を実施（以下改良型ＦＴＰと略す），その単体特性取得試験を

行った．②既存コンポーネントの組み合わせによるエキスパンダーサイクルエンジンの成立性を見極め，かつ再使

用化に向けた課題を抽出するため，改良型ＦＴＰを組み込んだ推進システムを構築してシステム燃焼試験を実施し

た．③樹脂（LCP フィルム）ライナ付積層 CFRP 液体水素タンクの試作研究では，口金接着構造の破壊力学的評

価を取り入れた設計，黒鉛組立ジグ方式全融着ライナによる PFM を試作，評価試験を実施した．④GH2/GO2-RCS

の試作研究では，昨年度技術実証済みの 140Ｎ級 Yaw/Pitch スラスタ（ＰＦＭレベル）1 基及び新たに試作した低

媒燃焼式 10Ｎ級 Roll スラスタ（基礎研究レベル）2 基を組み込むＲＣＳモジュールＢＢＭを製作し，10N スラス

タの基本作動特性とＲＣＳモジュールのシステム運用特性を取得した．⑤飛翔性能向上のための高度補償ノズルの

研究については，小規模ながら本格的な高度補償機能を確認するための高空性能試験ＨＡＴＳ用ＬＯＸ／ＧＨ2 ガ

スジェネレータ供試体の設計を行い，製作に着手した．⑥再使用観測ロケットの弾道飛行からの帰還に備えて特に

垂直着陸型のロケットの飛行方法に注目して機体の運動や空力特性を把握し，形状設計や操縦性に関する基礎的な

研究を実施した．⑦再使用観測ロケットのシステム検討として打ち上げおよび帰還飛行性能の評価を行い，機体形
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状および機体サイズの検討，帰還時に必要な姿勢安定性や着陸時のエンジンによる減速に必要な速度増分などにつ

いての検討を実施した．⑧再使用観測ロケットのシステム検討として，ユープ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シンし，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． 

 

・ 液体水素ターボポンプ（ＦＴＰ）の改修と単体試験 

昨年度のシステム燃焼試験で得られた経験に基づき，信頼性と運用性に配慮したロバストなエンジンシステムの

構築を目指してＦＴＰの全面改修を実施した，改修に当たっては高応答性が期待できる液側制御方式のエキスパン

ダーサイクルエンジンを目指すこととし，角田宇宙センター機構・構造セクションの最新の要素研究成果を反映さ

せて高差圧に対応できる軸封シールシステムを実現した．改修したターボポンプは角田宇宙センターのラムジェッ

トエンジン燃焼試験設備を用いて単体特性取得試験を実施した． 

【改修方針】 

・軸系の剛性強化による作動信頼性の向上． 

・軸受冷却剤流量の抑制によるシステム性能の向上． 

・シールパージ用ヘリシムガスの消費量抑制． 

・軽量化． 

・製造コスト低減アイデアの採用． 

【改修結果】 

・軸封シール：フローティングリングとラビリンスシールの組み合わせを採用し，高差圧に耐え，かつシール用ヘ

リシム消費を抑制できる構造とした． 

・軸系：全面的に再設計した．最大径の変更，ＬＯＸダミーポンプ側切除，軸受数変更，セラミック軸受の採用，

インデューサの取り外し，翼ピッチを見直したチタン製ブリスクへの変更，駆動ガスの流れ方向の反転，などの改

修を施した． 

・軸受冷却系：ポンプ内部循環流方式に変更． 

・その他：スワールブレーカによる作動安定化． 

【試験方法】 

単体試験特有の問題を出来る限り排除し,性能のみならず点検・整備性を含めた課題を効率よく抽出するため，

液体水素タンク，気蓄器，ターボポンプ供試体を機体構体に実装した試験形態で実施した． タービン駆動ガス供

給系とポンプ吐出液排気系は角田宇宙センターラムジェットエンジン試験設備の機能を利用した。 

【主な成果】 

エンジンシステムに組み込んだ際に想定される全ての運転条件を包含する試験条件の下で良好なデータを取得す

ることができた。具体的には， 

・インデューサを取り外し，軸受冷却液を内部循環方式としたことにより，ポンプ効率は若干低下したが，その一

方で，タービン翼列設計の見直しによりタービン効率が約 10％向上し．エンジンシステム構築に向けて支障のな

いことを確認した． 

・タービンの軽量化により応答性が向上した． 

・採用したシールシステムにより，推力制御を想定した広範囲な作動範囲のみならず，ターボポンプ予冷時のポン

プ予冷液もシールガスの供給量を調節することにより，完全にブロックできることが確認できた。 

さらに，不適切な運転停止操作によって軸推力のバランスが崩れ，バランスビストン機構の No. 1 オリフィス部の

接低を経験したが，その後の運転には影響なく，試験運用を通じてターボポンプのロバスト性が向上していること

を確認できた． 
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・ ターボポンプ式エンジンのシステム燃焼試験（その 2） 

【概要】 

既存コンポーネントの組み合わせによるエキスパンダーサイクルエンジンの成立性を見極め，かつ再使用化に向

けた課題を抽出するため，改良型ＦＴＰを組み込んだ推進システムを構築して 2 回目のシステム燃焼試験を実施し

た． 

【試験方法】 

飛行実験へ向けて機体実装状態でのシステム性能及び運用性を確認するため，昨年度と同様に，タンク，エンジ

ン，気蓄器を機体構体に組込んだ実運用形態で実施した．昨年度の試験はＦＴＰの軸封シールに力る設計上の制約

からガス側制御による推力制御方式を採用したが，本年度は，より高い応答性を期待できる液側制御方式に艤装状

態を変更して実施した． 

【主な成果】 

設定条件を調整しながら 4回の起動試験を試み，液制御方式を採用したエキスパンダーサイクルエンジンの起動

までの運用等のシステム運用上の制約条件および推進系の熱流体現象を把握することができた．しかしながら初回

の試験で起動条件の設定が不適切だったため，ポンプ内部の予冷流量が不足してローターの軸方向の運動が不安定

化しケーシングに接低，以後の試験では初回の試験でローター系のダイナミックバランスが崩れたことが影響して，

何れも 2次の危険速度でトラップされ，定格性能の確認までは至らなかった．しかしながら 2次の危険速度以下の

作動範囲におけるエンジン性能は，ターボポンプ単体試験結果に基づいて整備したシミュレーションプログラムに

よる推定結果とよく一致しており，液側制御方式を採用したフルエキスパンダーサイクルエンジンの成立性に目処

を付けることができた．しかし一方で信頼性と運用性の向上を目指して改良型ターボポンプに施した対策が十分で

なかったことが判明し，ロバスト性確保と確実な運用のための課題を抽出できた． 

 

・ 機体システム試作研究 

【機体構造試作試験】 

エンジンの寸法拡大と重量化に対応して，（1）エンジンマシント部の高剛性化改修，（2）機体構造の嵩上げ設計

製造と脚長さの延長設計，（3）新規脚設計に対する機体着陸時の転倒解析，（4）機器搭載部の改修，を行った．脚

の設計変更においては，機体重量増加に対応して，ダンパーとして使われているハニカムクラッシュ荷重容量も大

きくし，新規の寸法の脚で着陸時の姿勢および航法誘導インターフェース条件のワースト設定に対しても転倒しな

い解析結果を得ている．4 号機では，飛行中の振動加速度を測るための搭載型のデータレコーダーと加速度センサ

ーを搭載する予定である。RVT-12 ではこの装置を用いてエンジン燃焼時の機体加速度の計測と解析を実施した． 

 

【極低温カプラ試作試験】 

リフトオフ前の推進系予冷のために消費される推進剤はＲＶＴのような小型機体では飛翔性能に大きく影響する．

このため搭載推進薬の消費を極力抑えることを目的として，推進剤注液ラインの自動離脱機構を検討している． 

再使用ロケット実験機の離着陸実験時において推進剤注液ラインの自動離脱機構として使用する極低温カプラを

試作し，液体水素での冷却，水素漏洩状況の確認および離脱試験を行った．シールの課題はあるものの，離脱試験

は成功した． 

 

【搭載型ターボポンプ軸変位計試作試験】 

ターボポンプの軸振動及びインペラ変位を搭載ヘルスモニタ項目として飛行中監視する．RVT#4 エンジンシス

テムにおいて，渦電流式変位計によるインペラ変位／軸振動の計測を行うため，新たに機体搭載型変位計を開発試

作し，ターボポンプ単体試験およびシステム燃焼試験に供して，データを取得した．またセンサの温度依存性・極

低温特性を取得した．この軸変位計は再使用観測ロケット等に搭載することを前提に部品レベルまで検討して試作

したものである． 
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・ 樹脂ライナ付極低温複合材タンク 

樹脂（LCPフィルム）ライナ付積層 CFRP液体水素タンクの試作研究を実施．H19 年度は，口金接着構造の破壊

力学的評価を取り入れた設計，黒鉛組立ジグ方式全融着ライナによる PFM を試作，評価試験を実施した． 

 

・ 統合推進系研究と水素酸素ＲＣＳの試作研究 

【背景と目的】 

機体システムに必要な全エネルギを主推進系の推進剤（LOX/LH2）で賄う「統合推進系」の実現へ向け，

GH2/GO2-RCS，APU，電源供給システムの各要素技術課題に取り組む． 

【Ｈ19 成果概要】 

GH2/GO2-RCS の試作研究を昨年度に引き続き実施した．本年度は，昨年度までに技術実証済みの 140Ｎ級

Yaw/Pitch 改良型スラスタ（ＰＦＭレベル）1 基と新たに試作した低媒燃焼式 10Ｎ級 Roll スラスタ（基礎研究レベ

ル）2 基を組み込んだＲＣＳモジュールのＢＢＭを製作し，10N スラスタの基本作動特性とＲＣＳモジュールのシ

ステム運用特性を取得した． 

スパークプラグ点火式の 140Ｎ級スラスタについては，水素噴射器内部での後燃えの抑制及び燃焼圧力測定の信

頼性の向上が課題となっていたが，改良型スラスタより，何れも改善させることができた．また，脱スパークプラ

グ点火によるシステム軽量化を目指して試作研究を続けている低媒燃焼式 10N スラスタについては，噴射器の設

計に改良の余地があるものの常温からの燃焼起動時間の短縮に繋がる貴重なデータを得ることができた．供給系特

性についてもより適正な設計を行うための基本情報を得ることができた． 

 

・ 再使用観測ロケット帰還飛行特性研究 

再使用観測ロケットの弾道飛行からの帰還に備えて特に垂直着陸型のロケットの飛行方法に注目して機体の運動

や空力特性を把握し，形状設計や操縦性に関する基礎的な研究を継続して実施している．風洞試験および解析によ

る空力特性データの集積とそれらによる空力特性および飛行性能の評価を行った．帰還時の機体転回方法および着

陸時の大規模逆噴射ジェットついて風洞試験による力・圧力計測，模型滑空試験，数値解析などにより特性を把握

し，機体の運動に与える影響，特に大迎角や逆噴射時の大規模剥離領域における非線形性や非定常性を定量化する

試みを続けている． 

 

・ 再使用観測ロケット飛行特性研究 

再使用観測ロケットのシステム検討として打ち上げおよび帰還飛行性能の評価を行い，機体形状および機体サイ

ズの検討を行っている．風洞試験および解析により空力特性データを集積して飛行解析を行い，ミッション達成に

必要とされるエンジン性能や機体の離陸／乾燥重量比を検討している．また帰還時に必要な姿勢安定性や着陸時の

エンジンによる減速に必要な速度増分などについて検討を行っている． 

 

・ 高度補償ノズル（デュアルベルノズル）の実証研究 

【背景と目的】 

高度補償ノズルは，大気中の飛翔環境に応じてノズル開口比を制御することによりエンジンの高比推力化を図る

技術で，再使用ロケットシステムにおいては，着陸時の安定した推力制御と高高度での高比推力化を達成するため

に必須の技術である． 

昨年度より本分野において先駆的な研究を行っているＪＡＸＡ角田宇宙センターの燃焼器・ノズルチームと共同

で実用化へ向けた課題抽出のための実証研究を進めている． 

【Ｈ19 成果概要】 

昨年度のコールドフロー試験の成果に基づき，本年度は小規模ながら本格的な高度補償機能を確認するための高

空性能試験ＨＡＴＳ用ＬＯＸ／ＧＨ2ガスジェネレータ供試体の設計を行い，製作に着手した． 

デュアルベルノズルのエクステンション部には先進的ＳｉＣ／ＳｉＣ‐ＣＭＣ材を適用する方針で設計検討を進
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めている． 

 ・エンジン噴射器の設計 

 ・エクステンション部コンタ設計・製造検討 

 ・高空性能試験設備・試験条件の検討 

 

10）再使用観測ロケットシステム解析 

再使用観測ロケットのシステム検討として，ユープ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シンし，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． 

 

11）まとめ 

ＲＶＴ＃4 号機は，再使用観測ロケットで必要になる「ターボポンプ式エンジンの繰り返し再使用運用」の技術

的課題や設計基準を明確にすること，将来必要とされる先進的技術の先行実証を目的としている．その観点で以下

の成果が得られた． 

・ 液体水素ターボポンプ（ＦＴＰ）の運用および繰り返し再使用上のロバスト性を確保するための課題を抽

出し，対策を検討，既存のＦＴＰを改良し単体試験を行って対策の有効性が確認できた． 

・ 改良型液体水素ポンプの単体試験の成果に基づいて推進システムを組み上げ，システム燃焼試験を実施し

た．ターボポンプ式エンジン起動までの運用等のシステム運用上の制約条件や推進系の熱流体現象を把握

し，エンジンシステムのロバスト性確保と確実な運用のための課題と対策が抽出できた． 

・ 樹脂ライナ付複合材液体水素タンクの試作研究では，口金接着構造の破壊力学的評価を取り入れた設計，

黒鉛組立ジグ方式全融着ライナによる PFM を試作，実液充填加圧試験を実施し，設計と製造方法の有効

性が確認できた． 

 

再使用観測ロケットで必要になる技術の先行研究の観点では，以下の成果が得られた． 

・ GH2/GO2-RCS の試作研究では，ＲＣＳモジュールＢＢＭを製作，スラスタの基本作動特性とＲＣＳモジ

ュールのシステム運用特性を取得し，基礎技術の確認ができた． 

・ 高度補償ノズルの研究については，小規模ながら本格的な高度補償機能を確認するための高空性能試験Ｈ

ＡＴＳ用ＬＯＸ／ＧＨ2ガスジェネレータ供試体の設計とその一部製作を実施した． 

・ 再使用観測ロケットの弾道飛行からの帰還に備えて特に垂直着陸型ロケットの飛行方法に注目して機体の

運動や空力特性を把握し，形状設計や操縦性に関する基礎的知見が得られた． 

・ 再使用観測ロケットの打ち上げおよび帰還飛行性能の評価を行い，機体形状および機体サイズの検討，帰

還時に必要な姿勢安定性や着陸時のエンジンによる減速に必要な速度増分などについての知見が得られた． 

・ 再使用観測ロケットのシステム検討として，ユープ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シンし，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できた． 

 

21．月惑星表面探査技術の研究（総合評価点：3. 93） 

21-1．着陸レーダの研究開発 

（研究の目的） 

比較的重力の大きな月・惑星表面に高精度に着陸する際に必須となる探査機搭載用マイクロ波高度速度計，すな

わち着陸レーダを開発する． 

 

（完成した場合の効果） 

月惑星探査機においては，周回軌道上からのリモートセンシング観測のみでは得られる情報に限界があり，着陸
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して天体表面を詳細に探査する意義は大きい．我が国においては，MUSES-C 探査機において，重力の非常に小さ

い小惑星へ着陸する技術として，画像センサとレープ高度計を使用した方式を開発した．しかしながら，月や火星

などの重力の大きな天体への着陸には時間スケールの速い応答が必要であり，速度計の搭載が必須であるが，その

技術は有していない．一方，米国，ロシアは，月あるいは火星への着陸の実績があるが（失敗も多い），安全な着

陸を実現するレベルであり，探査したい地点へのピンポイント着陸の技術は有していない． 

こうした状況の中で，本研究は将来の月惑星表面への高精度着陸に欠かせない根幹技術である着陸レーダを開発

するものであり，惑星科学の発展に大きく貢献するとともに，日本の技術力を諸外国に示すことになる． 

 

（研究の成果） 

4.3GHz のマイクロ波を用いたパルスレーダの BBM を試作して航空機に搭載してフィールド試験を実施してい

る．試作したレーダは速度測定のために鉛直方向から約 30°傾斜したビームを前後左右 4 ビーム，高度測定のた

めに鉛直方向に 1ビームを持ち，前後方向の速度及び高度を同時に測定する機能を持っている． 

多層基板を使用した Butler Matrix 回路をアンテナ給電系に採用することで，前後 2ビームから前後左右 4ビーム

を形成してアンテナとして FM と同等の機能を持ち，速度ベクトルの測定評価ができるよう改修した．信号処理に

おいては，独自開発した複数点サンプル方式を既存の信号処理部に実装して FPGA に対する実装性を実証した． 

上記 BBM を実験用航空機に搭載し，熊本空港滑走路を標準面とした精度評価, 阿蘇外輪山周辺および伊豆大島

三原山付近にて自然地形を対象に GPS を正解値とした精度評価を実施した．この結果，高度及び速度の測定は要

求精度である 5％以内で可能であることを確認するとともに，今後の EM 開発に必要な実データの蓄積を行った。

フィールド試験による実データの蓄積とともに，シミュレータの開発も行い，対象地形が与えられた際にその地形

での着陸レーダの測定精度をある程度推定することができる手段を確立した。一方，より高い精度の測定を行うた

めに，地形や速度高度によって複数点サンプル方式とビーム中心推定方式の切り換え運用が必要であり，今後は測

定手法の運用による地形の変化に対するロバスト性の確保が課題となる。 

 

21-2．表面移動探査技術の研究開発 

（研究の目的） 

太陽系の起源と進化の解明のため，月惑星表面の直接探査が強く求められている．そのため，月惑星表面を柔軟

に移動して「観たいところを観る」表面移動探査技術が必要である．そこで，月惑星表面の広範囲において，サン

プル採取やその場分析を行う移動型探査ロボットの開発研究を行う． 

 

（完成した場合の効果） 

移動型探査ロボットは，NASA が先行しているが，クレータや崖など科学者が探査したい場所を効率的に観測す

るシステムにはなっていない．小型軽量で自律探査できる移動型探査ロボットが開発されれば，大きな科学的成果

が期待される．また深宇宙探査への新しい探査方法を確立できる．さらに，月面拠点や有人探査など将来のミッシ

ョンへ支援が可能となる． 

要素技術として，超音波振動による駆動アクチュエータの宇宙仕様化を行っている．これが実現できれば，小型

軽量低消費電力なシステムを構築でき，多様なロボットシステムの構築，コストの低減，打上機会の増加，複数搭

載による探査の質的向上が期待できる．また，従来のアクチュエータに比べ，小型軽量だけではなく，保持トルク

を有しているため，無電力での姿勢保持が可能である．そのため，サンプル採取装置だけではなく，伸展物の展

開・収納やアンテナ・カメラなどのジンバル機構など宇宙ミッションへの応用が期待される． 

 

（研究の成果） 

今年度は，改良を行った新型アクチュエータの熱真空試験の再評価試験を実施し，高温（＋70degC）まで問題

ないことを確認した．70 度以上においてもモータ自体の回転数に変化はないが，消費電力の増加がみられ，原因

を解析中である．また，砂や岩石の採集のために，グリップ機能とスコップ機能の両方を有するエンドイフェクタ
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の試作検討を行った．実際に平成 18 年度に試作したスマートマニピュレータに搭載し，サンプル採取実験を行い，

その有効性を確認した． 

効率的かつ安全な探査を行うためには，地上の遠隔操作による誘導と搭載コンピュータによる判断を融合したテ

レドライブシステムが必要となる．そこで画像による特徴マッチング手法を導入し，高精度な航法誘導システムを

構築した．実際に屋内実験を行い，その有効性を確認した． 

小型探査ロボットのセンサ情報おより行動計画を高速に実行するために，小型低消費電力の処理ボードを設計し

試作を行った．本処理システムには，カメラ，各種センサ，アクチュエータなどのインタフェースを有し，サイズ

10cm×10cm，消費電力 2W を実現した． 

 

 

ｃ．宇宙環境利用科学委員会（平成20年3月10日開催） 

 

○中期計画の該当項目 

「国際宇宙ステーションにおける宇宙科学研究」 

 

1. 宇宙環境利用科学プロジェクトの委員会評価結果 

JAXA 中期計画に従い，宇宙環境利用科学プロジェクトの委員会評価を行った．1J／A で 3／11 に打上げられた

もの，来年度中に打上げが計画されているものなど，ISS・きぼう利用プロジェクトが目前となっているプロジェ

クトを含め，平成 19 年度の研究・開発は計画通り順調に進捗しており，また，来年度の計画も妥当である． 

 

総合評価： A 

 

2. 各プロジェクトの評価結果の詳細 

2.1 物質科学，基礎科学および生命科学分野 

（1）流体科学研究 

供試体および運用に向けた準備作業は順調に進捗している．JEM での最初の科学テーマとして，確実に優れた

成果を出して欲しい．なお，サクセスクライテリアについてチーム内で議論し，ミッションサクセスについて最終

的に定義すること． 

（2）結晶成長研究 

本年 11月の打ち上げに向けて準備作業が順調に進捗している．本年の科学実験で着実な成果を期待する． 

FACET供試体の蒸気リークについては，適切な方法で対処して欲しい． 

Hicari は，今年度の作業については順調である．GHF の打ち上げスケジュールが明確になったこともあり，2010

年の実験実施を目指し作業を加速させ着実に進めて欲しい．JEM では初めての結晶成長実験なので，目標とする

成果を得られるよう期待する． 

栗林テーマについては，選定後，凝固モデルの修正および電磁浮遊炉機能の制約のため，地上研究プロジェクト

として研究を実施している．落下塔を用い，構造格子定数を合わせたドーパントを適切な濃度で入れることにより，

所望の球状単結晶の製造が可能であることを明らかにするなど成果を得ている． 

（3）燃焼科学研究 

Firewire については，2010 年夏のフライト実験の合意を得て着実に進捗している．XP 利用の先駆けとなる実験

であるので，実施に向けて着実に進めて欲しい． 

TEXUS 実験は，装置開発と実験要求の詳細化など順調に進捗している．実験実施が 1 年後であり，今後も着実

な開発を得てよい成果の創出を期待する．NOx 測定の科学的位置付けを明確にして欲しい． 

（4）ダストプラズマ研究 

本年度，基礎科学分野として初めての本格的宇宙実験の実施であり，進捗は順調である．実施した実験条件と最
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終的に目標とする実験条件との関力を明確にし，実験結果の解析を進めて欲しい． 

（5）次期実験装置（静電浮遊炉）研究 

装置開発に向けて多様な努力がなされており，今後に期待したい．地上研究プロジェクトとして，今後クリティ

カルな要素技術の検討を進め，JEM 搭載に向けて装置開発フェーズへの移行を強く期待したい． 

 

2.2 生命科学分野 

（1）細胞生物研究 

CERISE，MyoLab 

両テーマとも供試体開発等順調に進捗しており，プロジェクトを継続して推進することが適当である．2009 年

末からの宇宙実験でよい成果を挙げることを期待する．宇宙実験成果をより豊かなものとするため，浮遊細胞にも

着目し，培養細胞の重力の直接的な影響に関する細胞内の機構を含め明快な結果の示されることが期待されている

ことをふまえ，研究が展開されるとよい． 

（2）放射線生物研究 

RadGene，LOH，RadSilk 

3 テーマとも供試体開発，実験条件の設定が順調に進んでおり，来年度の宇宙実験実施による成果を期待する．

実験実施に向けて着実な準備作業を進めて欲しい． 

（3）植物生理研究 

Cell Wall/Resist Wall 

宇宙実験に向けた準備作業が順調に進捗している．来年度早々の ISS 実験での成果を期待する． 

 

Hydro Tropi 

航空機実験の実施による供試体の検討を含め，順調に進捗している．インクリメント 20 の宇宙実験実施を目指

し，フライト機会の確保を進めて欲しい． 

 

Ferulate 

ベースライン化の科学的評価は終了しており，順調に進捗している．ベースライン化後の作業を着実に進め，イ

ンクリメント 20 の宇宙実験実施を目指し，フライト機会の確保を進めて欲しい． 

 

2.3 きぼう船外実験プラットフォーム利用科学観測分野 

（1）全天Ｘ線監視装置（ＭＡＸＩ） 

センサ系，システム系共に，平成 20 年 8 月の KSC への出荷，平成 21 年 3 月の 2J／A による打上げに向け，H

／W の開発は順調に進捗している．但し，コリメータのメッキ剥がれ，DC／DC コンバータ部品不良など，シス

テム PFT における不具合については，対策，リスク評価結果を PQR（ミッション系，システム）に向けて整理す

ること．また，ISS経由の通信リンクのインタフェースについては，充分に確認しておくこと． 

MAXI による観測データによる科学的成果はもとより，観測ミッションへの適用については制約のあるきぼう船

外実験プラットフォームではあるが，それを回避した利用概念として，ISS 曝露施設利用の有効性が示されること

も期待される． 

（2）超伝導サブミリ波リム放射サシンダ（SMILES） 

ミッション部，システム部およびデータ処理部については，平成 21 年夏季の HTV 初号機での打上げに向け，

開発は順調に進捗しており，来年度の計画も妥当である．但し，コミュニティと連携したデータ利用，検証実験等

の科学推進については，SMILES の科学的成果をより高度なものとするために，今後，より注力すべきである．こ

れについて，科学本部は必要な体制の構築・予算の確保等について一層の支援が必要である．また，あかりで発生

した冷凍機の不具合の SMILES冷凍機への水平展開としての検討を充分に行ってほしい． 
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ｄ．平成19年度宇宙科学情報解析センター（PLAIN センター）運営委員会（H20年3月27日開催） 

 

中期計画の該当項目: 

* 計画期間中，新規に打ち上げられる科学衛星を含め，公開許可の出た全て の科学衛星観測データを，プロジェ

クトからの移管後1か月以内に国際標準 データ形式にて公開する。 

 これを実現するためのデータベース・システムを開発し，維持・運用を行う。また，科学衛星運用等に関わる工

学情報のデータも含め最新の情報化技術を用いてデータベース・システムの合理化を図る。 

* 新規科学衛星運用に伴うデータ量（数 GB/日程度）及び利用者（現在1万アクセス/月程度-計画期間終了時に倍

増の予想）の増加に対応できる高速ネットワーク基盤を，国内外の学術情報ネットワーク網と連動して強化する。

宇宙科学データの利用性を向上させ，利用者のデータ解析研究を支援することを目的に，利用者と協力してデータ

解析システムに関わる研究とその開発を行う。 また，国内外の関連諸機関と連携して，分散処理技術によって関

連データベース間の相互処理を実現するための研究とその開発を進める。 

* 大学共同利用の高速計算機センターを整備・運用し，全国の宇宙科学研究者の利便性の向上に努める。 

 また，科学観測データと理論・シミュレーションとを積極的に連携させる技術に関わる研究を行う。 

 

委員会評価結果 

* 効率的に科学衛星データベースを開発し，期間中のすべての科学衛星データを世界に向けて迅速に公開した。ネ

ットワーク整備を進め，国内外の学術通信網を強化した。 

 衛星データに簡便にアクセスし，物理量を引き出せるシステムの開発を進めた。スーパーコンピューターシステ

ムを運用し，さらに共用ソフトシェアの運用やシンポジシムの開催を通じて，研究を支援した。 

* H19年度計画に基づき，衛星データベース，ネットワーク，計算機システムの安定した運用を行い，JAXA 内外

の研究者による宇宙科学研究に貢献した。 

 H19年度計画を達成した。総合評価 A。 

* 中期計画に基づき，衛星データベース，ネットワーク，計算機システムの安定した運用を行い，JAXA 内外の研

究者による宇宙科学研究に貢献した。 

 中期計画を達成した。総合評価 A。 

 




