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2. 研究系 

a. 宇宙物理学研究系 
教職員：高橋忠幸 満田和久 堂谷忠靖 石田 学 村上 浩 中川貴雄 松原英雄 坪井昌人  

山崎典子 国分紀秀 紀伊恒男 片 宏一 山村一誠  村田泰宏 北村良実 岩田隆浩  

尾崎正伸 前田良知 竹井 洋 辻本匡弘 渡辺 伸 朝木義晴 土居明広 川田光伸  

和田武彦 松浦周二 塩谷圭吾 崎本一博 市村 淳 Poshak Gandhi Dmitriy Khangulyan  

Lukasz Stawarz 高田広章 尾中 敬 金田英宏 前澤裕之 吉田直紀 佐藤悟朗 川原田円  

湯淺孝行 小高裕和 巻内慎一郎 猿楽祐樹 鈴木仁研 江草芙実 津村耕司 瀧田 怜  

武田伸一郎 紀 基樹 櫨香奈恵 林多佳由 磯部直樹 大井 浩 白籏麻衣 

学振特別研究員：空華智子 

宇宙研院・学生：藤永貴久 斉藤新也 福山太郎 佐藤 有 萩野浩一 一戸悠人 東郷 淳 関谷典央  

酒井和宏 永吉賢一郎 山本 亮 太田方之 石川真木 広津敏尚 松田桂子  

岩井將親 井澤正治 近藤恵介 古関 優 佐々木智香子 楠野こず枝 羽賀崇史  

山口健太郎 森光智千 長勢晃一 村田一心 鳥羽儀樹 小川美奈 石川久美  

榎島陽介 小川智弘 市原 昴 二瓶亮太 有松 亘 川田智之 佐藤拓郎 槙坪宏展  

新井俊明 山下拓時 横田英博 矢野健一 大西陽介 白井 博 山本啓太 

共同研究員：富川和紀 垣内巧也 飯島律子 井上真奈 

 

1. X 線グループの観測研究活動 
 

 宇宙物理学研究系では，宇宙物理学の学術研究が進め
られている．現在，X 線，赤外線，電波天文学，理論研
究の４グループがあり，それぞれ研究を行っている． 

 

2. X 線グループの活動の概要 
 

 宇宙物理学研究系にはX線宇宙物理学の研究グループ
があり，X線天文衛星「すざく（ASTRO-EⅡ）」の運用，
データ処理を行うとともに，そのデータを用いた観測的
研究を行った．また，フェルミ衛星，Swift衛星などの海
外の衛星や太陽撮像観測実験 FOXSIなど，海外の高エネ
ルギー天文実験のプロジェクトに参加し，観測的研究を
行った． 

 並行して，2015年度打ち上げ予定の ASTRO-H衛星の
開発の中心機関として，衛星や搭載装置の開発を行うと
ともに，ASTRO-H で行うサイエンスの検討を進めてい
る．これら 2つの衛星実験の進捗，成果については，それ
ぞれ独立の節を設けて記述するため，ここでは割愛する． 
 

2.1 軟Ｘ線背景の起源 
 軟Ｘ線背景放射の起源の解明を目指し，すざく XISに
よる酸素輝線の分光力を活かした観測と解析を行ってい
る．2012年度は系外天体のＸ線スペクトルにみられる，
われわれの銀河系起因の吸収線とその近傍の広がった放
射から銀河系の高温ハローの温度，密度に観測的制限を
つけている．このような観測は複数の視野で行っており，
それらの比較は比較的厚い円盤状のハローを示唆する． 

 

2.2 銀河，銀河団，超銀河団の観測 
 銀河，銀河団中の高温ガスの観測を通して，宇宙の力
学進化と化学進化を探る研究を継続している．2012年度
は，可視光での銀河分布から大構造のフィラメントを探
し，その交点に銀河群のような深い重力ポテンシャルが
あるかを探索する複数の観測についてとりまとめを行っ
ている．広がった熱的放射を検出する割合が高く，フィ
ラメント同定はうまく機能している． 

 

2.3 パルサー星雲の進化 
 比較的若いパルサー（高速自転する強磁場中性子星）
では，磁気圏で生成加速されたペアプラズマがパルサー
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風として星間空間に流れ出し，パルサー星雲を形成する．
近年，TeVガンマ線領域でパルサー星雲が多数見つかっ
ており，X 線観測との比較が可能になった．それによる
と，一般に TeVガンマ線放射の方が大きく広がり，しか
もその中心はパルサーからずれている．パルサー星雲 16

天体の系統的なＸ線とγ線による解析から，パルサー誕
生直後に加速された電子がエネルギーを失いながら拡散
するという描像で概ね説明できることを明らかにした．
ただし，一部の天体では磁場強度の減少も考慮する必要
があった．このような現象論的なモデルをもとに，パル
サーの誕生直後のスピン周期がほぼ数十ミリ秒であるこ
とを示した．パルサーの初期スピン周期は推定が難しく，
パルサーの形成機構を考える上で重要な結果である． 

 

2.4 活動銀河中心核からの中間赤外放射の時間変動 
 複数の全天サーベイカタログをもちいて，活動銀河中
心核（AGN）の放射機構の研究を行っている．昨年度は，
「あかり」（赤外線）と Swift/BAT（硬 X 線）カタログを
用いた光度相関に基づく研究を行った．今年度は，同じ
サンプルに対し WISEカタログのデータを追加し，71天
体について中間赤外での時間変動を調べた．「あかり」と
WISE の観測バンドの違いを補正し，相互の較正誤差を
注意深く評価することで，３天体（ブレーザーと１型電
波銀河）から有意な変動を検出した．残りの天体につい
ては，統計的な解析からサンプル全体で約 10%/4年とい
う大きな変動が，特に１型 AGN については高い確度で
見出された．中間赤外でのこのような大きな変動はこれ
まで予想されておらず，トーラス内のダスト分布が強く
中心集中している可能性を示している． 

 

2.5 降着駆動パルサーVela X-1 の観測  
 強磁場を持つ降着中性子星からのＸ線放射は理解が進
んでおらず，激しい時間変動の原因も未解明である．最
も明るい星風降着型中性子星 Vela X-1のすざく衛星アー
カイブデータを用いて，数十分程度の短い時間スケール
のスペクトルの変動を取得し，時間変動の原因および降
着プラズマの物理パラメータの変動を議論した．中性子
星の光度の時間変動は伴星の星風の非一様性によるもの
と考えて矛盾はないことを示した．また，モンテカルロ
シミュレーションを用いて降着プラズマから逆コンプト
ン散乱で放射される X 線スペクトルのモデルを構築し
た．観測との比較により，スペクトルの形成には熱電子
による散乱が重要な役割をになうこと，質量降着率と降
着プラズマの光学的厚さに自然な正の相関があることを
明らかにした． 

 

2.6 高精度Ｘ線観測に向けた放射輸送計算コード
MONACOの開発 

 すざく，チャンドラ衛星などの新世代の X線観測衛星
や ASTRO-H による次世代の高精度観測に向けて，従来

よりも精密な X線放射モデルが必要となっている．天体
の非対称な形状や光子の複数回反応を考慮したモンテカ
ルロシミュレーションにより天体からのX線放射を計算
するフレームワーク MONACO を開発してきた．このコ
ードを用いて降着中性子星からのＸ線放射を計算し，す
ざく衛星の観測結果を解釈するモデルを構築した．また，
中性物質と X線の相互作用を精密にモデル化し，活動銀
河核の分子トーラスからの X線反射に適用した． 

 

2.7 フェルミ衛星による太陽フレア観測 
 フェルミ衛星を用いて太陽フレアに付随するMeV/GeV

ガンマ線を検出した．比較的小規模の Mクラス太陽フレ
アでもガンマ線放射が長時間継続すること，高速のコロ
ナ質量放出と非常に相関が良いことを明らかにした．特
に明るいイベントではガンマ線放射領域を特定すること
ができ，フレアを起こした活動領域付近から，ガンマ線
が長時間放射されていることを明らかにした． 

 

2.8 活動銀河核ジェットの観測 
 Chandra衛星を用いて GB1428+4217より，z=4.72と，
最も遠方の X線ジェットの発見を行った．また，フェル
ミ衛星を用いて，遠方 FSRQである PKS 1510-089の GeV

スペクトルがフレア中に有意にハードになることを発見
し，多波長フォローアップ観測を促した結果，MAGIC

望遠鏡による TeV放射の検出につながった．活動銀河核
ジェットにおける GeV ガンマ線の放射機構を調べるた
めに，PKS1510-089 のフレア時の短時間フラックス変動
に着目してフェルミ衛星のデータを解析した．結果，そ
れまで報告されていた活動銀河核の GeV フラックス変
動として最も短い時間スケールとなる１時間程度の時間
変動を発見した．このような激しい時間変動はジェット
内部の急激な粒子加速および冷却を示唆している．観測
された増光度と合わせて，莫大なジェットの運動エネル
ギーの大部分が中心ブラックホールごく近傍において 

GeV ガンマ線として散逸することを明らかにした．他
4C+29.30の多波長観測に基づく研究，Cen-Aの巨大な電
波ローブの研究などを「すざく」のデータとあわせて行
った． 

 

2.9 フェルミ衛星による超新星残骸における陽子加速
の証拠 

 宇宙から地球にやってくる宇宙線（一次宇宙線）の大
部分 (90%) は陽子で，9%がヘリウムをはじめとする原
子核，そして，1%が電子である．一次宇宙線の大部分は，
銀河系内の超新星の爆発に由来するのではないかと考え
られていたが，観測的な裏付けはなかった．我々は，ス
タンフォード大学，京都大学，広島大学他と共同で，フ
ェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡を用いてふたご座の方向に
ある IC443とわし座の方向にあるW44という 2つの超新
星残骸について，2008 年の観測開始から 2012 年までの
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約 4年間の観測データを解析し，いずれの超新星残骸に
ついても， 低エネルギー側でエネルギーフラックスが急
激に小さくなっており，中性パイ中間子が崩壊すること
による放射であると結論付けることができた．1912年の
発見から百余年，ついに宇宙線陽子の源が特定されたと
いえる．この成果は，フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡の
データ解析方法の改良や較正の精度向上などが進んだこ
とで，はじめて可能となったものである． 

 

2.10 太陽からの非熱的放射のロケット観測実験
FOXSI 

 太陽表面のナノフレアにおける非熱的放射を観測する
ために，カリフォルニア大学 SSLと共同で太陽観測ロケ
ット実験 FOXSI を進めている．2012年度はその第一回
の打ち上げを米国ホワイトサンズミサイル実験場にて行
い，世界で初めて太陽硬 X線を集光撮像観測することに
成功した． 

 太陽における非熱的現象を探るうえできわめて重要な
硬 X線帯域であるが，従来の硬 X線太陽観測衛星はフー
リエ再構成によるイメージング手法が感度を制限してい
た．FOXSI は，5 - 15keVの帯域で世界で初めて集光系
を導入し，10秒角という高い角度分解能にて太陽静穏領
域のかつてない高感度な撮像観測を行う．その実現のた
めには，焦点面検出器は 5keV 付近からの撮像観測を可
能にするエネルギー分解能に加え，ミラーの角度分解能
に見合う位置分解能（～100μm）を持ち合わせなければ
ならない．従来の CCD のような検出器では，硬 X 線で
の有効面積が小さすぎる上，数 10 マイクロ秒以下が要
求される時間分解能を達成できないため，新たな撮像検
出器が必要となった． 

 我々は，新たに実装技術を確立することで，ストリッ
プピッチが 75μm の両面シリコンストリップ検出器素子
にその読み出しのための専用多チャンネル ASIC を組み
合わせた検出器を製作した．2012 年 11 月の FOXSI 打
ち上げの際には，RHESSI 衛星と同時にマイクロフレア
の観測を行った．その際のイメージを図 1に示す．FOXSI 

は検出器全体で数ヘルツ以下の極めて低いバックグラウ
ンドレートを実現しつつ，５分ほどの観測時間内に数千
の太陽硬 X線光子を検出し，RHESSI 衛星とくらべて圧
倒的な感度向上を実現した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 銀河系に付随する広がったX線放射の起源天体の
研究 

 銀河系の，とくに銀河面に沿って観測される「銀河リ
ッジ拡散 X線放射」は，その起源が長年謎であった．す
ざく衛星による銀河系中心領域のマッピング観測のデー
タを系統的に解析し，この放射の高統計・広帯域のスペ
クトルデータを得た．数値的に構築した激変星からの X

線放射スペクトルモデルを用いてこのスペクトルを解析
することで，放射源のプラズマ温度が 10 キロ電子ボル
ト以上の硬 X線成分と，1キロ電子ボルト程度の軟 X線
成分に分解できることを示した．この成分はそれぞれ，
個々には撮像分解できないほどくらい無数の激変星と晩
期型星からの X 線の足し合わせであり，「銀河リッジ拡
散 X線放射」の起源が数多くの X線点源の集合であるこ
とを示した． 

 

2.12 銀河団外縁部の研究 
 A1835 銀河団において，すざく衛星のデータから銀河
団外縁部の研究を進めた．東と南の方向で，ガスの温度
とエントロピーが高く，これらの領域は銀河団を囲んで
いる銀河密度の高い領域(フィラメント構造)と接してい
ることがわかった．先行研究で同様な現象が見られてい
た A1689銀河団の結果と合わせると，銀河団をとりまく
銀河密度と銀河団外縁部の温度との正相関は，統計的に
90%以上の確率で偶然ではない．宇宙の大規模構造と銀
河団外縁部ガスの相互作用が，観測的にますます確かな
ものになった． 

 

3. X 線グループにおける観測装置の研究開発 

3.1 TES 型マイクロカロリメータの開発 
伝導遷移端（Transient Edge Sensor :TES）Ｘ線マイク

ロカロリメータの開発を行っている．2012年度は，200μm

角の TESに対し，400μm角の吸収体をつけるために SiO2

の上に銅を電析し境界面をエッチングで切り離すことに
成功した．また低発熱の SQUID の設計製作を行った．
複数素子の信号を多重化して読み出し，復調するベースバ
ンドフィードバック回路について，アナログ復調回路での
特性把握と FPGA によるディジタル復調の開発を平行し
て進め，8－16素子の多重化にむけた条件だしを行った． 

 

3.2 誘電体マイクロカロリメータの開発 
 新たなマイクロカロリメータの可能性として，誘電体
温度計に着目し，量子強誘電体 STOの 2K以下での誘電
体特性から 100mK でもカロリメータとなりうる性能を
持っていることを示した．2012年度は GHz回路と STO

を結合させ共振回路を作ること，共振周波数が温度によ
り変化することを確認した． 

 

 
図 1 FOXSIおよび RHESSIによる太陽表面マイクロフレアのイメ
ージ比較 
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3.3 Si/CdTe コンプトンカメラを用いた超広角コンプ
トンカメラの開発 

 シリコン（Si）とテルル化カドミウム（CdTe:カドテル
と呼ばれる）の半導体のイメージング素子を組み合わせ
た Si/CdTeコンプトンカメラの概念を提唱，開発を進め
ている．ASTRO-H 衛星搭載の硬 X 線検出器，軟ガンマ
線検出器の要素技術を用いることで広い視野をもち，コ
ンパクトで，角度分解能の優れたガンマ線可視化装置の
開発を行った．東京電力の求めに応じて福島第一原発事
故による放射性物質の分布の可視化実験を行い，ほぼ
180度の視野にわたってセシウム 137, 134から直接放射
されるガンマ線によるイメージングを行うことができた． 
 

4. 赤外線グループの観測研究活動 
 

4.1 赤外線宇宙背景放射(CIB)観測 
 宇宙の初代天体からの放射を含むと考えられている宇
宙赤外線背景放射（CIB: Cosmic Infrared Background）を
観測するロケット実験  Cosmic Infrared Background 

Ex-periment（CIBER）を日米韓の国際共同実験として進
めている． 

 平成 24 年度は，平成 21 年の初回実験および平成 22

年の第２回実験の成功の後，パラシュート回収した観測
装置を改良して第 3回実験を実施した．この第３回実験
では，CIB の絶対スペクトル測定装置に偏光フィルター
を挿入し，近赤外線波長域での史上初の黄道光の偏光分
光データの取得に成功した． 

 平成 22年の第 2回実験データの詳細解析と併せ，CIB

の絶対スペクトル強度を検出することに成功し，予想さ
れる初代天体の放射スペクトルとの比較に足る精度の観
測値を得ることができた．CIB のゆらぎの撮像観測や前
景放射である黄道光の高分解能スペクトル観測にも成功
し，総合的に CIBを研究する材料が揃った． 

 CIBERの後継ロケット実験として，CIBER-2計画も日
米韓台の国際共同実験として進めている．CIBER-2では，
口径 30cmの冷却光学系をCIBERと同型のロケットで打
上げ，CIB の多色ゆらぎ観測およびリニアバリアブルフ
ィルター(LVF)による CIB分光観測を実施する．平成 26

年の実施を目指し，搭載装置の設計と基礎開発を行って
いる． 

 平成 24 年度は，望遠鏡の光学的および熱機械的な詳
細設計を実施し，30cm アルミ鏡やビームスプリッタ等
の試作および評価を実施した．また，LVFの設計および
制作も実施した． 

 さらに，CIB 観測の将来計画として，深宇宙への惑星
探査機に観測装置を搭載し，黄道光ダスト外から CIBを
観測する Exo-Zodiacal Infrared Telescope（EXZIT）計画
を進めている．次世代探査機として開発が進んでいるソ
ーラーセイルへの搭載を目指す．平成 24 年度は，光学
系や冷却系の検討を行なった． 

 これらの計画と並行して，平成 25 年秋に打上げ予定
の韓国の衛星搭載赤外観測装置 MIRIS（Multi purpose 

InfraRed Imaging System）に，韓国天文宇宙科学研究院
との共同研究として参加している．打上げ後には，デー
タ処理や解析に参加する． 

 

4.2 原始惑星系円盤の構造と進化の観測的研究 
 原始惑星系円盤の構造とその進化を観測的に研究して
いる.この研究は，中間赤外領域にみられるダスト粒子の
分光学的な特徴の観測と地上大望遠鏡の高い解像力を生
かした空間構造の撮像観測を組み合わせ，さらに「あか
り」および Herschel，Spitzer, WISEといった衛星で得ら
れたデータも活用して進めている. 

 平成 24年度は，若い天体である，HD15407Aの周囲に
とりまく円盤中に 500-600K の暖かいダストがあるにも
関わらず，低温のダスト成分が見られないことを明らか
にし，この天体の周囲ではデブリ円盤と呼ばれる二次的
に生成される円盤がまさに形成されつつあることを示し
た．この研究はすばる観測所の藤原英明，東京大学の尾
中敬等との共同研究である． 

 

4.3 赤色巨星からの突発的質量放出の観測的研究 
 太陽の数倍以内の質量の恒星の進化末期には，内部の
ヘリウム層の暴走的核燃焼（ヘリウムシェルフラッシュ）
により，突発的に大量の質量を放出する現象が起こると
予想されている．これまで，数千年前に起きた突発的質
量放出で出来たダストエンベロープの観測が，「あかり」
などで精力的に行われていたが，放出現象自体の観測例
は無かった． 

 平成 24 年には，スペースおよび地上からの赤外線全
天サーベイ（WISE, AKARI, IRAS, 2MASS）による天体カ
タログの相互比較から，過去 30 年の間に赤外線で大き
な光度およびエネルギー分布の変化を起こした天体を同
定した．その解釈として，この天体は太陽程度の質量の
進化末期の星で，内部のヘリウム層の暴走的燃焼により
突発的に激しい質量放出を起こした直後であるという仮
説を提議した．この仮説が正しければ，突発的質量放出
を起こした直後の天体としては初めての観測例であり，
恒星進化末期の理解を大きく進める重要な情報が得られ
ると考えられる．ESA の遠赤外線天文台 Herschel によ
る緊急観測，および近赤外線地上観測の結果は，上記の
シナリオを裏付けた上に，放出された質量が 0.1 太陽質
量にも及ぶ可能性を示唆している．今後，ALMA および
すばるによる追観測が予定されており，多波長での総合
的研究プロジェクトを進めている． 

 

4.4 GOALS プロジェクトによる銀河進化の研究 
 米国の GOALS プロジェクト（代表者：米国スピッツ
ァ科学センターの Armus博士）は，合体中の銀河が銀河
中の星形成や活動的銀河核の成長にどのような役割を果
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たしているかを，近傍宇宙の高光度赤外線銀河の X線～
赤外線にわたるスペースからの観測（チャンドラ X線望
遠鏡，ハッブル宇宙望遠鏡，スピッツァ赤外線宇宙望遠
鏡）をもとに解明するプロジェクトであり，赤外線グル
ープからも研究者が参加している．平成 24 年度には，
高光度赤外線銀河からの近中間赤外線スペクトルの，「あ
かり」及び，スピッツァ赤外線宇宙望遠鏡により観測さ
れた輝線比等を用いて GOALS サンプル銀河の物理化学
状態の研究をさらに進めた．さらに，高光度赤外線銀河
の一酸化炭素分子ガスサーベイ観測を GOALS プロジェ
クトと共同で昨年度に引き続き行った． 

 

4.5 ミリメートル波広帯域分光装置Z-Specによる銀河
進化の研究 

 近年サブミリメートル波サーベイ観測で発見されたサ
ブミリメートル波銀河は，宇宙初期の原始銀河である可
能性がある．Z-Specは，サブミリメートル波銀河のスペ
クトルを広い波長域（1-1.5mm）にわたり一挙に分光し，
一酸化炭素，シアン化水素，炭酸イオンなどが出す輝線
を同定することで，天体の赤方偏移や物理状態を決定す
るための分光装置であり，NASA ジェット推進研究所，
カリフォルニア工科大学，コロラド大学等と共同で開発
した．平成 24 年度には，ハーシェルにより発見された
遠方スターバースト候補天体の観測を行った． 

 

4.6 北黄極領域の多波長観測 
 北黄極領域の多波長データに基づく激動期宇宙の星形
成史研究については，ハーシェル宇宙天文台および
JCMT によるサブミリ波観測データが新たに追加された
こと，深い地上可視・近赤外多波長データの取得等の進
展があった．これにより「あかり」中間赤外線放射天体
についてより正確な星形成率・星質量の評価が今後でき
るようになる． 

 
4.7 活動的銀河核の分子トーラスの物理・化学状態の解明 
 活動的銀河核の統一モデルの検証の鍵を握るのは，中
心核の周りに存在するとされている分子トーラスの検証
である． 

 われわれは，すばる望遠鏡を用いて，分子トーラスの
中の一酸化炭素分子を，中心核を背景光として用いて，

吸収線として観測することを試み，IRAS08572+3915 と
いう赤外線超大高度銀河から，高励起の一酸化炭素分子
を検出した．検出された高温の一酸化炭素分子は，柱密
度が高く，星形成領域からの紫外線では説明が難しく，
中心核からのＸ線放射による励起の可能性が強く示唆さ
れている． 

 

4.8 超光度X線源(ULX)の正体が中質量のブラックホー
ルか 

 ULX が超エディントン光度で輝く恒星質量ブラック
ホールかは，重要な未解決問題である． 

 その解決のため，「すざく」衛星を用いてもっとも近傍
にある ULX M33 X-8の観測を行った．その X線スペク
トルが，系内ブラックホール天体のスリムディスク状態
のスペクトルに酷似していることを示し，M33 X-8の X

線光度がエディントン光度の 40%程度であると推定し
た． 

 この結果は，ULX現象を説明するのに超エディントン
光度は必要ではなく，ULXが中質量ブラックホールであ
る可能性が高いことを示唆している． 

 

5. 赤外線観測技術の基礎開発 

5.1 イメージスライサー分光装置の開発研究 
茨城大学岡本美子等と共同でイメージスライサーを用

いた観測装置を開発している．このイメージスライサー
は焦点面の画像を分割し，一つのスリット上に再配置す
るものであり，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きわめて有用になる技術である．
平成 24 年度は観測装置内部の光学系の調整を行い，全
ての光学系の調整を終えた. 

5.2 新技術赤外線光学素子の開発 
従来の技術では実現が難しかった，遠中間赤外線で動

作する高機能赤外線光学素子の開発を，MEMS技術など
の新技術を用いて行っている． 

 平成 24 年度は，サブ波長構造を利用した遠中間赤外
線多層膜干渉フィルター（SWS filter）の開発を進めた．
具体的には，マイクロマシン技術を用いた単一材料多層
干渉光学フィルタの理論の構築を行った．さらに，3 層
構造のフィルターを試作し，理論通りの波長透過特性が
得られることを実証した．この結果は，東京大学理学系
研究科博士論文としてまとめられ，平成 24 年度の理学
系研究科研究奨励賞を受賞した． 

 

5.3 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 

 超高純度ゲルマニウム（Ge）結晶中に，不純物を高濃
度にドープした受光層をもつ BIB（Blocked Impurity 

Band）型 Ge検出器は，30-200ミクロン帯の新しい検出

 

図 2 超大高度赤外線銀河 IRAS08572+3915 で観測された CO 吸
収線．非常に高い回転励起状態（J<17）まで吸収線が検出されてお
り，高分子ガスの存在を示す． 
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器として注目されている．100-200 ミクロン帯では圧縮
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
星環境に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
するのに圧縮の必要がない BIB型 Ge検出器の国内開発
を行っている．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，二
つのデバイス構成方法，MBE（Molecular-Beam Epitaxy）
法と表面活性化接合法を並行して研究している． 

 平成 24年度には，MBE技術を用いた透明電極の開発
に成功し，査読つき論文として発表した． 

 また，表面活性常温接合技術を用いた BIB型ゲルマニ
ウム検出器の開発に取り組んだ．その波長感度特性の評価
を行い，圧縮型と同等の感度が得られたことを確認した． 
 本研究は宇宙機応用工学研究系 三田 信，東京大学 
渡辺健太郎，名古屋大学 金田英宏との共同研究として
実施されている． 

 

5.4 スペース天文用赤外線画像センサのための基礎研
究 

 スペース天文用赤外線画像センサに必要となる，極低
温で動作する読みだし集積回路 ROIC の開発に必要な基
礎研究を，宇宙機応用工学研究系 池田博一，高エネル
ギー加速器研究機構 新井康夫と共同で行なっている．
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．われわ
れは完全空乏型（FD-）CMOS プロセスで作られた
MOSFETが極低温でも良好な特性を示すことを見出し，
ROICへの応用を進めている． 

 平成 24年度は，完全空乏型（FD-）SOI CMOSプロセ
スを用いた極低温/超低消費電力で動作する読みだし集
積回路の開発に成功した．その性能の評価を行い，スペ
ースからの赤外線撮像観測には十分な性能を有すること
を明らかにし，査読つき論文として発表した． 

 

5.5 自立型コロナグラフマスクの開発 
 中間赤外域での実用に向けたコロナグラフマスクの開
発を進めた．以前に行った，基板状に構築したマスクに
よる原理実証の成功を受け，基板を用いない自立型マス
クの製造プロセスを確立した．また，得られたマスクの
製造精度を可視光波長域の実験で実証した． 

 

5.6 中間赤外線用イマージョングレーティングの開発 
 イマージョングレーティング(以下，IG)とは回折面を
高屈折率材料で満たした回折格子で，通常の反射型回折
格子に比べて小型ながらも高い波長分解能をもつ分光器
の実現が可能となる．高効率 IG の実現の基本的課題と
して，材料の光学特性（透過率，ホモジニティ），加工性

（精密溝加工），大型インゴットの入手性があり，また，
さらに天文観測用として実用化するには，回折面の反射
膜，入射出面の AR 膜といった課題がある. 中間赤外線
用 IGの材料として，CdTe, CdZnTe, KRS5を候補に実現
性の評価を行ってきた．これまでの評価で CdZnTeが最
適であることを明らかにし，実用化に向けた成膜の試作
を進めた． 

 

5.7 遠赤外線 CSIP 検出器の開発 
 Charge Sensitive Infrared Photodetector (CSIP) は
GaAs/GaAlAsの２重量子井戸からなる赤外光トランジス
タ素子である．ゲートの量子井戸のサブバンド遷移が赤
外光子により励起され，チャンネルの量子井戸の電流変
化として光検出する．ゲートを浮遊することにより，チ
ャージ・アンプとして動作させる．これまでに 15μm 付
近の中赤外波長において，単一光子検出を実現する同波
長での世界最高感度が実証されている． 

 我々は，東大と共同で CSIP の遠赤外線波長への応用
を目指し，量子井戸設計やデバイス構造の開発をすすめ
ている．平成 24 年度は，26μm と 40μm の CSIP が光感
度を有することを確認するとともに，アンテナや量子井
戸構造の開発課題を明らかにすることができた． 

 

6. 電波天文グループの研究活動 
 

6.1 電波天文観測装置の運用／整備／開発 
 電波天文グループは国立天文台，山口大，北大，岐阜
大， 鹿児島大，筑波大，茨城大，大阪府立大，情報通信
研究機構，および国土地理院と協力して，「大学 VLBI連
携観測事業」（JVN）を運営している．これに臼田 64m

アンテナ(L,C,X帯)，内之浦 34mアンテナ（S,X帯）を参
加させ，JVN参加機関から提案された活動銀河核や星形
成領域に関するテーマについて共同観測を行っている．
また，臼田，内之浦のアンテナの電波天文観測装置とし
ての整備も行っている． 

 臼田 64m アンテナ用 8GHz 帯２偏波冷却 HEMT 受信
機を開発した．受信機雑音温度で 12Kの低雑音を達成し
た．ロシアのスペース VLBI衛星の観測と JVNの観測を
両立させるために 4.8GHz，6.7GHz 帯両方の受信可能で
あることが必要である．このため LCK帯共用ホーンの C

図 3 新規開発された 8GHz帯２偏波冷却 HEMT受信機 
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帯円偏波分離器の改修を行った．臼田 10m アンテナで
22GHz帯の天文観測を可能とする整備を行った．新規設
計の 22GHz帯ホーンおよび常温 HEMT受信機を搭載し
て，システム雑音温度で 220K を達成した．また国土地
理院と協力して局位置決定のための S/X 帯の 24 時間測
地 VLBI観測を行った． 

 スペース VLBI 衛星の基盤技術の１つである衛星環境
に耐えるミリ波反射鏡材の開発をしている．宇宙電波望
遠鏡のアンテナの材料には機械的に堅牢なだけでなく低
付加雑音を実現する素材が必要である．我々は電波天文
衛星の主鏡表面として使用される金属メッシュ素材につ
いて観測帯域である 43GHz帯の反射，放射，透過の諸性
能を精密に測定した．その結果，メッシュ素材はオーム
損が大きいのに加え異方性も大きく 43GHz 帯のアンテ
ナ面として使用するには細心の注意が必要であることが
判った． 

 

6.2 銀河中心核／コンパクト天体の電波天文学 
 質量がまだ小さく(約 106太陽質量)，急激な成長を始め
たと考えられるブラックホールを持つ活動銀河核「狭輝
線セイセイファート１型銀河」について，高空間分解能
による電波観測を世界で初めて系統的に行った．これら
の種族には弱い電波活動性が一般的に認められたが，ブ
ラックホール質量に応じて規模は小さいものの，電波ロ
ーブの形成・γ線放射や相対論的ビーミング効果などの
強電波天体にも見られる現象が確認された．メカニズム
は同じだが規模の違いで統一的に解釈できると考えられ
る． 

 地球から最も近傍に位置する TeV ガンマ線ブレーザ
ーのひとつ，Mrk421 で起こった X 線大フレアの VLBI

フォローアップ観測を実行した．迅速な観測が可能であ
る JVNによりフレアから約３週間後というフォローアッ
プ観測が行なえた．フレア後のジェットの出現を示唆す
る“超光速の見かけ上の内向き運動”という稀な現象を検
出できた． 

 銀河系中心ブラックホールの 2000 シュバルツシルト
半径という直近を 2014 年にガス雲が通過するという希
有の現象が予報されている．近心点通過に伴いガス雲の
一部が落下し衝撃波が発生すると予想される．この現象
の始まりを捉えるためにほぼ毎日の頻度で行う 22GHz

帯短基線 VLBモニタを開始した（宇宙研，国立天文台，
茨城大，筑波大，国土地理院，岐阜大，情報通信研究機
構，慶応大，東京大，鹿児島大，放送大が参加する）．電
波領域では近心点以前にも大フレアが予想されている
が，３月末までにはフレアは起っていなかったようである． 
 
6.3 銀河／星間空間の電波天文学 
 国立天文台の野辺山ミリ波干渉計を用いて行った銀河
系中心 50km/s 分子雲の観測から分子雲クランプの質量
関数を求めた．超新星残骸 SgrA Eastとの境界面とそれ
以外では質量関数は大きく異なって，後者は通常のベキ
乗則であったが前者では 1000 太陽質量程度のクランプ
が多数になる結果を得た．これは超新星残骸との相互作
用で大質量星を作るクランプが出来た可能性を示唆する． 
 

6.4 スペース VLBI 衛星「RadioAstron」による研究 
 2011 年 7 月に打ち上げられたロシアのスペース VLBI

衛星「RadioAstron」による研究に参加した．2012 年度
は臼田 64mアンテナで 17回の VLB観測をした． 2012

年 6月に開催されたラジオアストロン国際科学諮問委員
会に参加した． 

 

7. 理論グループの研究活動

7.1 物質と反物質の反応 
宇宙には反物質の世界が存在しないように見える．宇

宙の生い立ちを知るには，この消えた反物質の謎解きを
しないといけない．そこで多くの研究者が関心を持って
いるのは，物理の基本法則に関する検証として，CPT対
称性は成り立つのか，物質と反物質との間に重力はどの
ように作用するのか，といったことである．実験室でも，
原子内の電子が反陽子に置き換わった反陽子原子と呼ば
れるエキゾティック原子が調べられるようになり，反物
質の物理は身近なものになりつつある． 

反陽子が物質と衝突すると直ちに粒子・反粒子の対消
滅が起こるわけではない．多くの場合，反陽子はまず原
子に捕獲され反陽子原子が生成される．生成される反陽
子原子は一般に非常に高い原子的内部状態にあり，この
ため消滅に対してある程度の寿命を持つことが可能であ
る．一番シンプルな反陽子原子は反陽子と陽子からなる
二体系で，反陽子水素あるいはプロトニウムと呼ばれて
いる．反陽子とヘリウムの一価イオンからなる系は反陽
子ヘリウムと呼ばれる．それ以外にも反陽子と原子核か
らなる反陽子原子は実験的にたくさん見つかっている． 

本研究では反陽子と水素原子の低エネルギー衝突を考
えてみた．低エネルギーでは直接消滅する過程も重要に
なってくるからである．しかし，今までの理論計算では
消滅チャネルは無視されていた．そこで，反陽子生成チ
ャネルと消滅チャネルを同時にかつ正しく記述できる新
しい量子力学的手法を開発した．さらに，反陽子ヘリウ
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図 4 銀河系中心 SgrA*の 22GHz帯短基線 VLBモニタ 
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ムと原子の組み替え反応を調べてみた．反陽子ヘリウム
は２個の重粒子と１個の電子からなり，分子と同じに考
えることができる．そこで，普通の分子の化学反応計算
で多く用いられる断熱（Born-Oppenheimer）近似を導入
して化学反応として扱うことを考えた．反陽子ヘリウム
はクーロン力で束縛されていて，分子と違って高速回転
が可能である．高速回転している反陽子ヘリウムは普通
の分子系では見られない反応の振る舞いをすることが分
かった． 

 

7.2 多価イオンによる希ガス２量体の多重電離 
 分子に低速（～核子あたり keV）の多価イオンが衝突
すると，分子内の電子は強い静電引力を受けて多重電離
状態が生成される．その結果，一般に分子は不安定にな
ってクーロン爆発を起こし解離する．最近，このような
現象が，散乱イオンと解離イオン対の３重同時計数測定
による運動量画像分光に基づいて実験的に詳しく調ベら
れようになった．われわれは，実験から得られようとし 

ている新しい知見を予言あるいは解釈するため，標的が
２原子分子の場合に多重電離の動力学を記述する物理モ
デル（3-center Coulombic over-barrier model）を開発して
理論的研究を行ってきた．さらにこのモデルを拡張して，
標的が希ガス２量体の場合に適用して解析を行った．共
有結合分子と異なり，希ガス２量体では２個の希ガス原
子が離れて位置しており，すべての電子はどちらかの原
子に局在しているとみなすことができる．この物理的状
況を記述するようにモデルを定式化し，希ガス二量体に
特徴的な多重電離の機構を見いだした．特に，最近フラ
ンスの GANIL で行われた，希ガス２量体の解離イオン
対分布に関する初めての実験（9 価イオンとアルゴン２
量体の衝突）の結果を説明することに成功した．そのさ
い，衝突の途中で多数の電子が順に電離する過程におい
て，準分子を形成している電子が標的内のイオン芯電荷
を部分的に遮蔽する効果が重要であることを明らかにし
た．さらに今後の実験の進展を期待して，解離イオン対
分布の入射イオン価数に対する依存性を検討した． 
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1. 太陽物理学 
 

1.1 太陽観測衛星「ひので」の観測運用 
 太陽観測衛星「ひので」の観測運用を研究活動と密接
にリンクして行っている．詳細は，SOLAR-Bプロジェク
トの研究活動報告の項を参照のこと． 

 

1.2 白色光フレア（粒子加速）の観測的研究 
 「ひので」可視光磁場望遠鏡がとらえた太陽フレアの
白色光発光に注目し，粒子加速機構を探っている．第 24

太陽活動サイクルが始まり，2011年以降 Xクラス（最大
規模）の太陽フレアが発生し，「ひので」によって連続光

の多色観測が行われている．このうち 2012年 1月 27日
に太陽西縁で発生したXクラスフレアについて詳細な解
析を進めた．このフレアは，ほぼ横から見ることが出来
る現在唯一のフレアであり，白色光フレアの発光が太陽
大気中どの高度で発生しているかを観測的に把握ことが
可能であり，太陽表面大気に降り注ぐ加速粒子と太陽大
気構造の関係が分かると期待される．データ解析によっ
て，加速粒子によって熱化したプラズマの温度分布構造
等が明らかになりつつある． 

 

1.3 実験室プラズマでの彩層ジェット再現実験 
 「ひので」観測でとらえられる様々なダイナミックス
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や磁気リコネクション現象の理解を目指す試みとして，
地上の実験室で作ることができる実験室プラズマからの
知見を得るために，東京大学大学院新領域創成科学研究
科小野・井研究室との間で定期的に研究会を開催して学
際的な共同研究の可能性を検討してきた．「ひので」可視
光磁場望遠鏡による太陽黒点「ライトブリッジ」の磁場
観測によって推定された磁場形状や物理量をもとにし
て，「ライトブリッジ」で頻発する彩層ジェット現象に類
似な爆発現象を再現させる実験を一昨年から行ってい
る．用いた装置は東京大学ＴＳ－４球状トーラス実験装
置であり，スフェロマク磁場と外部磁場との間にできる
Xポイントが，「ライトブリッジ」で推定された磁場形状
に類似していることに着目した．プラズマ実験装置内で
の実験によって，太陽観測衛星「ひので」が明らかにし
た太陽の彩層で頻発する活動現象（図 1）と類似の現象
を再現させることに世界で初めて成功した．X ポイント
での磁気リコネクションの発生と，それに伴うジェット
や加熱，波動発生の計測を行うことが出来た．「ひので」
による「観測的手法」と，スーパーコンピューターなど
を用いた現象の理論的に予想する「理論的手法」に加え
て，新たに，地上の実験室にあるプラズマ実験装置を用
いた「実験的手法」を導入して，プラズマの物理的な状
態やそのミクロなスケールでのふるまいを知ることを可
能とした．この結果は Astrophysical Journalに掲載され，
またプレスリリースした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 フラクタル磁気リコネクションによるプラズモイ
ド捕捉粒子加速 

 近年の高分解能衛星観測によって太陽フレアに伴う非
定常で微細なプラズマ噴出現象が多く観測されるように
なってきた．これらは電流シート内でフラクタル的（乱
流的）に形成されたプラズモイドは効率的な粒子加速を
可能にすると理論的に注目されている．本研究では，下
方へのプラズモイド噴出が磁気ループ頂上と衝突する際
に，プラズモイドに捕捉された粒子のフェルミ加速過程
を提唱した．解析的に加速効果を見積もり，かつテスト
粒子計算によって粒子スペクトルを予測した．このモデ
ルにより，粒子加速の非定常性，局所性，ループ頂硬Ｘ

線源が説明されると期待される．この結果は Physical 

Review Lettersに掲載された． 

 

1.5 活動領域における高温コロナプラズマの形成 
 活動領域トランジェント・ブライトニングは，コロナ
ループが突然増光する，フレア規模に比べ 4-7 桁小さな
エネルギーの解放現象（マイクロフレア）である．コロ
ナの高温プラズマ形成に重要な寄与し，またナノフレア
によるコロナ加熱説を理解する上でも重要な示唆を与え
る．マイクロフレア個々によって形成されるプラズマは
多様で広い温度スペクトルを持つ．この多様性をつくる
仕組みを観測的に探ることは，マイクロフレア発生の物
理的仕組みや高温プラズマ形成への小爆発の役割につい
ての理解につながる．この目的のために，「ひので」搭載
の３望遠鏡が磁気浮上活動の開始から終了まで観測に成
功した 2009年 12月 30-31日の活動領域 11039の観測に
注目して解析を行っている．マイクロフレアが多数発生
しながら，活動領域コアに高温プラズマが形成されてい
く．X線望遠鏡（XRT）がとらえた>5MKの高温成分プ
ラズマ（軟 X 線）と極端紫外線分光装置（EIS）が測定
した低温成分プラズマ（1-2MK）の強度相関，また，マ
イクロフレアのループで観測された視線速度・輝線幅非
熱的増分（乱流）との関連を調べた．軟 X 線と FeXV

（1.3MK）輝線の強度相関から，マイクロフレアの中には，
軟 X 線が強いが FeXV は弱い例や FeXV が強いが軟 X

線が弱い例が存在していることが見えてきた．さらに，
軟 X線が強いが FeXVが弱いイベントの場合に，増光ル
ープ足元付近で大きな視線速度や乱流が観測される傾向
があることを発見した．この観測から，急激な加熱によ
ってループ足元で強いダイナミクスを起こし，彩層から
の質量供給が効率良く起きて>5MK の高温プラズマが
形成されることが分かってきた． 

 

1.6 黒点ライトブリッジでのヘリカル磁場の形成 
 「ひので」搭載の可視光磁場望遠鏡は，太陽黒点内に
時々現れる「ライトブリッジ」にて彩層ジェットが頻発
していることを発見し，その発生にはヘリカル状にねじ
れた磁場がライトブリッジに浮上して存在していること
が重要であることを明らかにした．ヘリカル状磁束は黒
点下の太陽内部でどのように作り出されるであろうか？
この作り出す仕組みを新たに提案した．ライトブリッジ
で分断された黒点暗部がねじれを持つ場合，両者で磁力
線の傾きに相違が発生することがある．その場合，複数
箇所で磁気リコネクションが起きて磁力線がつなぎ変え
られたら，ヘリカルな磁場を新たに作ることができる．
この原理は，磁気圏昼部で観測される Flux Transfer 

Event （FTE）においてヘリカル状磁束が観測されてお
り，その物理的な起源について説明する理論モデル （複
数点での磁気リコネクションによるヘリカル状磁場の形
成）を参考に考案された． 

図 1 太陽観測衛星「ひので」がとらえた彩層ジェットの例．地上
の実験室にあるプラズマ実験装置を用いて，太陽観測衛星「ひので」
が明らかにした太陽の彩層で頻発する活動現象と類似の現象を再
現させることに世界で初めて成功した．
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1.7 高解像度のデータで迫る彩層ダイナミクス・波動 
 「ひので」可視光磁場望遠鏡によって連続的にとられ
た画像から，太陽彩層のいたるところで微小な振動が検
出され，波動に満ちた大気であることがわかってきた．
コロナへのエネルギー輸送を考える上で，波動は極めて
重要である．時系列データから微細構造を自動抽出する
手法を発展させ，統計データの質を高めることを主題に
据え研究を行っている．特に，微細構造の代表・スピキ
ュールを伝播する波動の場所依存性を調べている．現状
の処理では，統計的に多量のデータを処理することがで
きるようにはなったが，微細構造の検出精度が満足でき
るレベルには達しておらず，改良の余地がある． 

 また，2013年に打ち上げが予定される NASAの太陽観
測衛星 IRISと「ひので」が共同して波動など彩層のダイ
ナミクスについて取り組むと大きな科学的進展が期待で
きる．両衛星による共同観測の方法や IRIS解析を速やか
に実行するための検討を行っている．IRISによる彩層研
究は，次期大型太陽観測衛星計画 SOLAR-C のマイルス
トーンとしても重要である． 

 

1.8 X 線望遠鏡の校正とコロナ温度診断能力の評価 
 「ひので」搭載の X線望遠鏡は，波長感度（=温度感
度）の異なる９種類の X 線観測用のフィルタを搭載して
おり，100万度から 1000万度といった広い温度範囲のコ
ロナプラズマを観測できるように設計されている. ま
た，複数枚のフィルタを用いて観測することで，コロナ
の温度診断を行える能力を有している. この温度診断能
力を活かすため，安定したコロナ活動領域を観測したデ
ータセットを用いて，各フィルタの校正を行った．これ
により X線望遠鏡の校正を完了させ，その結果を元に X

線望遠鏡のコロナ温度診断能力を評価した. 

 

1.9 次世代太陽観測衛星の概念検討 
 次世代太陽観測衛星 SOLAR-C として，世界初となる
彩層（プラズマβがほぼ１の大気）の磁場観測と，彩層
～コロナの高解像度観測により，太陽の磁気活動の全貌
を明らかにする目的をもって，ミッションの概念検討を，
国内太陽物理コミュニティを中心として，米国・欧州の
主要研究者の協力も得て，進めている．光学磁場診断望
遠鏡（SUVIT）は解像度の高い偏光分光観測によって，
光球のみならず，これまで困難であった彩層の磁場を測
定する．また，太陽の活動現象を理解するには，光球－
彩層－コロナを磁場により結合された一つのシステムと
してシームレスかつ高い解像度で分光観測する必要があ
る．紫外線高感度分光望遠鏡（EUVST/LEMUR）は，エ
ネルギーを伝えると考えられる微細磁気構造を分解可能
な 0.3秒角で彩層－遷移層－コロナの大気をシームレスに
分光撮像観測を行う．X 線撮像分光望遠鏡（XIT）は，
多層膜 X 線望遠鏡により 0.2-0.3 秒角のこれまでにない
高い空間分解能でコロナの広視野・高頻度の撮像観測を

行い，また斜入射光学系と光子計数型 CMOSの組み合わ
せにより，コロナやフレアの高温プラズマの撮像分光観
測を世界で初めて行う．衛星システムの検討は，衛星を
地球同期軌道へ投入・運用能力のある衛星バスシステム
の成立性検討を進め，標準バスからの要変更点を抽出す
るとともにバス部の全体構成を示し今後の詳細検討の方
向性を得た．さらに SOLAR-C の高空間分解能を実現す
るための姿勢制御系・指向系の構成を検討し，技術課題
を明確化した． 

 

1.10 SOLAR-C 大型望遠鏡開発の技術的検討 
 光学磁場診断望遠鏡は，口径 1.5m クラスの大型光学
望遠鏡と焦点面観測装置をつなぎ，近赤外から紫外線域
までの広範な波長範囲をカバーする．コリメート光学系
について，屈折系（レンズ）を用いた構成案と反射系（ミ
ラー）を用いた構成案のそれぞれについて，光学設計を
完成，各々の課題を抽出した．また，実在する研磨機の
性能に基づいた主鏡・副鏡の製作可能性を検証し，これ
らの製作が可能であること，さらに主鏡・副鏡を組み合
わせた望遠鏡としての調整も可能であることを明らかに
した．また，望遠鏡主鏡の排熱について熱実装，放熱面
のサイジングとレイアウトに見通しが立ち，今後の望遠
鏡全体の具体的設計を可能とした． 

 日本が製作を目指す焦点面観測装置部（偏光分光器）
に関し，ダイナミックな彩層を診断する上で 2次元的な
分光情報を短時間に取得するための面分光装置の試作検
討に着手した．要素試作ファイバーリボンが良好な偏光
維持性能を持つことを実測で確認し，次年度の面分光装
置試作（ファイバーを束とする）に向け良好な足がかり
を得た．また，面分光装置を収容する焦点面観測装置の
光学系についても，ベースライン設計案を得た． 

 

1.11 高信頼性回転駆動機構・焦点調節機構の開発 
 光学磁場診断望遠鏡の焦点面観測装置に必須の回転駆
動機構（偏光観測に必要）は，回転波長板を光路中で連
続回転させるのに用いる．液体潤滑軸受（1号機）は昨
年度の第 1回長寿命駆動試験に続き，設計変更を施し今
年度 2 回目の連続駆動試験を行い，軌道上 1.1 年運用に
相当する 3500 万回まで回転動作を検証した（図 2）．し
かしその後回転トルクが増大したため分解調査した．こ
れによって，薄肉大口径軸受に特有な特性理解が進み，
不具合要因を特定した．これを踏まえ不具合要因を取り
除いた軸受にて第 3回の連続駆動・寿命検証試験の準備
を行った．また，昨年度完成させた固体潤滑方式の軸受
を用いた回転駆動機構 2号機の連続駆動試験を行い，回
転トルクの変動事象が存在することを発見した．分解調
査と共に，固体潤滑方式のメリット以上の困難さを識別
し，今後の開発検討を液体潤滑に絞ることに決定した．
さらに，回転駆動機構の CLASP 観測ロケット（2015 年
打上げ）搭載のための，一様回転を実現する制御方式を
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開発し，CLASP用途として十分な性能を有することを確
認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，口径 1.5m の光学望遠鏡の結像性能を保証する
ために，焦点面観測装置内部に焦点調節機構が必要であ
る．昨年度の基本設計を受け，機構の中核となる精密ボ
ールねじの試作，それを組み込んだ寿命性能評価用の機
構モデル（BBM品）製作を行った（図 3）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.12 光子計測型 X線望遠鏡の開発検討 
 SOLAR-Cに搭載する X線望遠鏡として，0.5 keVから
10 keV程度の軟X線エネルギー域で光子計測機能をもつ
X 線望遠鏡の開発検討を進めている．この光子計測型 X

線望遠鏡を実現する上で鍵となる，（a）サブ秒角の空間
分解能を持つ斜入射ミラーと，（b）良好な X線スペクト
ロスコピー性能をもち，かつ高速・低ノイズの読み出し
が可能な CMOS検出器，の 2項目についての実現性を見
極めるための検討を進めた．斜入射ミラーでは来年度の
SPring-8での X線計測に向けてフライトと同等の結像性
能を持つ評価用試作ミラーの準備製作（図 4）を進め，
来年度実施する精密 MRF 研磨の加工条件を抽出した．

また，CMOS検出器から出力される光子計測データの機
上処理検討に着手し，来年度の具体化検討を可能とする，
見通しよい初期結果を得ることができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 国際共同観測ロケット実験 CLASP 
 「ひので」の詳細な観測により，彩層はダイナミック
な運動で満たされていることが解かった．しかし「ひの
で」を含む彩層観測の大半は撮像のみで，エネルギーの
輸送や解放に重要な役割を果たしているはずの磁場の測
定は，ほとんど行われていない．そこで我々は，彩層磁
場構造の解明こそが太陽物理学のフロンティアであると
考え，ライマンα線（波長 1216Å）の直線偏光を～0.1% 

という高い精度で検出し，量子力学的ハンレ効果を用い
て彩層・遷移層の磁場を直接計測することを目指した観
測ロケット実験 Chromospheric Lyman-Alpha SpectroPo-

larimeter（CLASP）を日・米・スペイン・ノルウェー・
フランスの国際共同ミッションとして計画・推進してい
る．これは世界初の試みで，彩層・遷移層の磁場計測のた
めの新しい観測手法と技術の検証・確立を目指している． 
 

2. 宇宙プラズマ

2.1 概要 
宇宙プラズマグループは，太陽系空間を満たすプラズマ

ガスの物理を研究対象とする者，プラズマ物理によって支
配される惑星磁気圏・電離圏を研究対象とする者，太陽系
における観測による知見を足場として普遍的な枠組みで
プラズマ宇宙観の構築に貢献する者から構成される．研
究活動は，理論・シミュレーション研究，データ解析，
データを取得するための観測機器開発と広く展開されて
いる．さらに，衛星計画の企画等にも関わっている． 

2.2 科学衛星データ解析 
2.2.1 あけぼの 

2013 年 2 月に，24 年間のデータ取得を達成した．現
在の太陽の活動サイクルの上昇が遅れたので，太陽の活
動周期（通常 11 年）2 サイクル分のデータ取得は 2013

年度前半に達成される見込みである．放射線帯の外帯の

図 3 開発した焦点調節機構．今後寿命性能評価やアウトガス性能
等の評価を行う．

図 4 Wolter I試作ミラーのブランク加工，Zerodur材で製作 図 2 長寿命駆動試験を行う小型チャンバ内部：２段の温度制御用
箱に，回転駆動機構 2号機（上段）と回転駆動機構 1号機（下段，
見えない）を設置．右側に TQCM． 
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長期間の消長の様子を明らかにし，太陽黒点数や地磁気
活動度をパラメータとした新しい放射線帯モデルの構築
等の成果を上げた．また，極域電離圏からのプラズマの
流出についても，長年蓄積したデータを生かして地磁気
活動度との関連が調べられ，論文等で発表されている． 

 

2.2.2 GEOTAIL 
 1992 年の打ち上げ以来，GEOTAIL は素晴らしい成果
を出し続けている．時間分解能等の点においては後続の
欧米による衛星（ESA Cluster, NASA THEMIS）に劣る
ものの，興味深い領域を横切る軌道に 20 年近く留まっ
て観測してきたメリットは大きく，例えば，その空間サ
イズが小さいために衛星による遭遇確率がきわめて低
い，磁気圏尾部・磁気リコネクションのエンジン部（磁
気圏尾部全体は数十地球半径というスケールであるのに
対し，エンジン部のサイズは 100～1000kmである）通過
し，そのコアでのデータを取得し，その物理の解明に大
きく貢献している． 

 現在，世界で運用中の磁気圏観測衛星を足し合わせれ
ば，常に数機以上で地球磁気圏は観測されている状態に
ある．これは，長年の課題であった「時空分離」を可能
にする多点観測が可能でることを意味する．GEOTAIL

は，Cluster, THEMIS等による多点同時観測に参加する
ことで，磁気圏現象の時空発展を理解する研究にデータ
が提供されている． 

 

2.2.3 れいめい 
 れいめい衛星は，元はオーロラカメラとプラズマ粒子
分析器を用いて，オーロラ微細構造を観測し，その成因
を解明することを目的としていたが，2008年夏に電子分
析器（ESA）が機能停止して以降，中・低緯度の大気光・
スプライト発光観測による，高層大気の物理化学過程の
解明にシフトした．2011 年 2 月から 11 月まで，Z 軸光
ファイバジャイロセンサ（FOG-Z）の故障のため，理学
観測は停止した．新姿勢制御アルゴリズム実装により，
2011 年 12 月に観測を再開したが，直後にイオン分析器
（ISA）に不具合が生じた．以後，多波長オーロラカメラ
（MAC）を用いた理学観測を継続した．大気光に関して，

2012年度までにほぼ全地球経度を網羅し，汎地球的な分
布を調査するために必要な統計的データを取得してい
る．それ以外にも，運用延長申請した際に設定した観測
目的をすべて達成し，必要なデータの取得を完了した．
このため，2013年 3月に宇宙理学委員会にて理学観測終
了審査を受け，理学観測の終了が認められた．観測デー
タはアーカイブ化され，DARTSにより公開されている． 
 

2.2.4 惑星探査機観測データ解析による木星・土星磁気
圏ダイナミクスの解析 

 惑星磁気圏のプラズマダイナミクスは，太陽風の条件
や惑星の自転速度，内部プラズマ源の違いを反映して，

多様なケースをもちうる．特に，木星・土星では，地球
と比して自転速度が大きいことや，太陽風のマッハ数が
大きいことなどにより，プラズマ環境は地球のそれと異
なる面が多い． 

 例えば，地球で見られるオーロラは主に太陽風によっ
て駆動されるために出現する地方時がほぼ決まってい
る．一方，今回，CASSINIの赤外画像を解析した結果，
土星の赤外オーロラ（およびそれに対応する電流系）は
惑星自転に伴って回転する成分を持つことが明らかにな
った． 

 木星においても，惑星とともに自転する電波が知られ
ている．これは，木星極域において生成された高エネル
ギー電子が励起する波動と考えられている．今回，
CASSINIのデータを用いてその電波の到来方向を探知し
た結果，理論的な予測よりもずっと高高度の領域から電
波が到来していることがわかった．これにより，木星極
域からの電波放射は従来考えられていたような局所的な
放射のみで説明できるものではなく，放射源から離れた
位置での屈折・散乱など，複雑な過程を経ていることが
示された． 

 木星自転の効果は磁気圏尾部領域にもみられる．2012

年度には，GALILEO 衛星の高エネルギー粒子，電波，
及び磁場データを統計的に解析することで，地球磁気圏
では尾部全体でみられるような磁気リコネクションジェ
ットフロントイベントが，木星では朝側に偏在している
ことを示した．これは，自転効果により尾部プラズマシ
ートの厚みに朝夕非対称性が生じるためであると考えら
れる． 

 このように，木星磁気圏については自転の効果がしば
しば強調されるが，一方で，太陽風の影響も無視できな
い事も指摘されている．2012年度は，太陽風動圧上昇へ
の木星磁気圏の応答を統計的に調査し，磁気圏の磁場擾
乱や高エネルギー粒子フラックスと相関があることを見
出した． 

 木星・土星における太陽風は，磁気圏との相互作用以
外にも，興味深い側面を持つ．たとえば，地球近傍では
なかなか見られないような超高マッハ数（～100）の衝
撃波を磁気圏前面に形成しうる．今回，CASSINIが土星
近傍において観測した，最高マッハ数の衝撃波に関する
データを解析したところ，準平行衝撃波において相対論
的電子が生み出されていることが発見された．従来（地
球磁気圏の観測などでは），準平行衝撃波では高エネルギ
ー電子の効率的な加速は見られなかったが，今回の発見
においては高マッハ数が粒子加速の鍵になっていると考
えられる．この結果は，遠方の高エネルギー天体におけ
る衝撃波粒子加速を議論するうえで，非常に重要な示唆
を与えるものである． 

 

2.2.5 かぐや PACE 
 宇宙空間には様々な天体があり，その天体周囲のプラ
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ズマの様子は固有磁場を持つ／持たない，濃い大気を持
つ／持たないで大きく異なっている．月はグローバルな
固有磁場を持たず，濃い大気も持たない天体の最も身近
な例であるが，その周囲のプラズマについては低エネル
ギーイオンのデータが殆ど無かった事から意外なほど良
くわかっていなかった．「かぐや」衛星搭載プラズマ観測
装置 MAP-PACE （MAgnetic field and Plasma experiment 

- Plasma energy Angle and Composition Experiment）は「か
ぐや」に搭載された 14の観測装置のうちの一つであり，
低エネルギー電子とイオンの３次元分布関数の観測を，
100 km 高度，50 km 高度の極軌道，近月点高度 10 km 程
度の楕円軌道で約１年半にわたって行なった．平成 24

年度に得られた新たな成果の一つに，旋回運動する電子
が月面に衝突し，吸収されることで，電子速度分布関数
上に磁力線に対して非軸対称な空洞領域があらわれる
"gyro-loss"効果に関する研究成果がある．宇宙プラズマ
においては観測されることが稀である磁力線に非軸対称
な電子速度分布関数が，月面付近に準定常的に存在する
ことが示された．さらに，粒子軌道計算を行うことによ
り，月周辺の電磁場が電子軌道に与える影響を考察し，
かぐや衛星で観測される電子速度分布関数上の空洞領域
が月周辺のプラズマ・電磁場の状況に応じて変化するこ
とが明らかになった．月だけでなく，濃い大気を保有し
ない天体周辺で高角度分解能なプラズマ観測を行うこと
で，"gyro-loss"効果の影響を受ける荷電粒子を固体表面
付近の電磁場環境を調べるプローブとして用いることが
できる可能性がある．平成 24 年度に得られた新たな成
果のもう一つは，月面磁気異常と太陽風の相互作用に関
して，月のリム付近で観測される LEME（Lunar External 

Magnetic Enhancement）と呼ばれる磁場のエンハンスメ
ントの度合いが太陽風中の磁場方向と，月表面の磁気異
常の磁場方向の間の関係でコントロールされるという事
実が見いだされたことである．以上のように MAP-PACE

の観測によって月周辺プラズマ環境が次第に解明されよ
うとしており，これらの理解は，大気をもたない天体と
太陽風／磁気圏との間の相互作用についての普遍的な理
解につながるものである． 

 

2.2.6 ICI-3 
 2011 年 12 月３日にノルウェー・スピッツベルゲン島
のニーオレスンロケット実験場から RFE（Reversal Flow 

Event）に向けて打ち上げられたノルウェーの観測ロケ
ット ICI-3 に搭載した低エネルギー電子計測装置
LEP-ESAによって取得されたデータの解析を行なった．
ICI-3 の主要目的は，極域電離圏カスプ領域の RFE 発生
メカニズムの解明，およびこれにより駆動されるプラズ
マ不安定性や波動現象，イレギュラリティの因果関係を
解明し，電離圏プラズマに関する我々の理解を深める事
にある．LEP-ESAは 10eV-10keVのエネルギー範囲にお
いて電子エネルギー分布関数を，方位角方向の分解能

22.5˚，時間分解能 11msec/16energy step（または
22msec/32energy step）で測定できる．LEP-ESAは打ち
上げ 180秒後の高圧印加後正常に観測を行い，inverted-V

構造の加速電子や１秒以下の非常に短い時間スケールの
エネルギー分散を持った電子などの興味深い観測結果を
得た．特に，高時間分解能で降り込み電子データを調べ
たところ，時間変化によって生じると考えられる，降り
込み電子検出開始時間のピッチアングル依存性が観測さ
れる場合と，空間構造中をロケットが飛行したと考えら
れるピッチアングル依存性の見られないデータの両方が
観測される事が明らかになった．これらのデータを利用
すれば，一点における観測でも時間変化と空間変化を区
別したうえで，降り込み電子の加速場所の推定を正しく
行うことができるようになると期待できる． 

 

2.2.7 ISS 搭載 IMAP-GLIMS 
 国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟船外実
験プラットフォームに設置する「ポート共有実験装置
（MCE）」のミッション機器のうち IMAP，GLIMS両ミッ
ションを担当している．7 月に打上成功し，定常観測を
開始した．詳細は ISS科学室 IMAP-GLIMSプロジェクト
の研究活動を参照のこと． 

 

2.3 数値計算・理論研究 
2.3.1 内部磁気圏の科学 
 磁気嵐・サブストームによる内部磁気圏の擾乱を理解
するには，衛星データの解析だけではなく，その内部磁
気圏が磁力線を介して繋がる地上での電磁場変動データ
や，数値モデリング研究との連携を強めていくことが必
要である．今年度はそれを実行する組織として ERG サ
イエンスセンターを名大・STE研究所に大学連携共同研
究拠点として設置するための準備をした．ERGサイエン
スセンターでは，研究者が快適なデータ解析研究を実施
できるよう，高機能なソフトウエアや相互参照性の高い
データベースといった環境整備を行いつつ，新しい視点
による研究スタイルを促進するためのソフトウエアの作
成とそれを活用しての研究が実践されることになる． 

 

2.3.2 原始惑星系円盤 
 惑星系形成論における最大の難問は，ダスト落下問題
と微惑星形成である．原始惑星系円盤内では，ダストが
集積して微惑星となり，それが集積して原始惑星，そし
て惑星へと成長するとされている．ダスト落下問題とは，
ダスト粒子が微惑星を形成する以前に，円盤ガスとの相
互作用によって角運動量を失って中心星に落下してしま
うというものである．微惑星形成問題は，自己重力不安
定を起こして微惑星が形成される高い程度にまでダスト
を集積させることは出来るのか，ということである．わ
れわれは，弱いながらも電離している円盤ガスの振る舞
いには磁場の効果が効いているはずであること，磁場効
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果はそれ以外では作り出せない効果を生み出すこと，こ
れをうまく使えばダスト落下を食い止めるだけでなくダ
ストを濃集させることもでき，そこで自己重力不安定も
発生させて微惑星形成まで一気に解決できる可能性を検
討している．具体的には，円盤中で MRIと呼ばれる磁場
が関与する不安定性が不均一に励起されるとき，ダスト
を集積させるような円盤ガスの回転パターンが生じるだ
ろうが，この集積点で微惑星は形成しないのか，という
問題設定である．2012 年度は，これまで出版した MHD

計算結果（微惑星が形成された）の本質をより簡単な系
で理解することを目指した中性流体モデルでの考察を展
開した．具体的には，円盤ガス中に圧力バンプが存在す
るとそこにダストを濃集させることが可能であるが，そ
の非線形段階を追跡した．MHD 結果と異なり，この単
純な系では（１）ダスト密度がガス密度程度になると，
ガス圧力バンプが崩壊してしまいそれ以上のダスト濃集
が望めないこと，（２）その濃集度であっても「ストリー
ミング不安定性」の励起を通じて微惑星形成のためのダ
スト集積を促進することが期待されるはずだが，実際に
は圧力バンプの崩壊とともにダストとガスの間の速度差
も小さくなっており，「ストリーミング不安定性」の励起
が弱いこと，がわかった．つまり，これまでのところ，
磁場効果のアシストがない限り，微惑星形成は困難であ
る，ということに傾きつつある． 

 

2.3.3 新しいMHD数値計算コード 
 MHD（電磁流体力学）は，宇宙プラズマガスの大規模
な振る舞いを「要領よく」記述する便利な体系である．
MHD 計算での最大の挑戦は，ミクロ物理（非 MHD 物
理）の効果を如何に取り込むのかということにある．ミ
クロ物理過程は，向きの異なる磁力線が短い間隔を挟ん
で向かい合う，薄い電流層中で発動する．そのため，MHD

コードにミクロ物理の効果を精度よく取り込むために
は，（１）そもそも，MHDの範囲内で，薄い電流層が形
成するダイナミクスを精度よく計算する解像度の高い計
算ができる必要があり，その上で，（２）計算上は解像し
ないミクロ物理の効果を，散逸として取り込むサブグリ
ッドモデルを構築する必要がある．本研究では，数値流
体力学分野で新規開発されたスキームが磁場のソレノイ
ダル条件の維持ということにも効果的であることから，
それを応用した MHDコードを開発した．さらに，乱流，
ショックといったテスト問題を経た上で，「高速磁気リコ
ネクション過程を再現できるか」というテスト問題にチ
ャレンジしている． 

 

2.4 観測機器開発 
2.4.1 ICI-4 
 2013年 11-12月にノルウェーから打ち上げられる予定
のノルウェーの観測ロケット ICI-4 に搭載する低エネル
ギー電子の計測装置 LEP-ESA の開発を行なった．ICI-4

の主要目的は，Flow Channel Event に伴う後方散乱現
象・プラズマ擾乱の生成メカニズムを明らかにすること
である．Flow Channel Event は，地球磁気圏昼間側の磁
力線再結合によって生成される FTE（Flux Transfer 

Event）を含む磁力線のフットプリントで起こると考え
られており，上空では強い擾乱が発生する．ICI-4はノル
ウェーのスピッツベルゲン島から Flow Channel Eventと
交差するように打ち上げられる予定である．開発を行っ
た LEP-ESAは 10eV-10keVのエネルギー範囲において電
子エネルギー分布関数を測定する．センサーはトップハ
ット型の静電エネルギー分析器で，主な構成は入口にコ
リメータ，内側にはエネルギー分析器トロイダル電極と
して働く 1ペアのトロイダル型偏向電極から成っている．
360度の視野角で，方位角方向の分解能は 22.5˚で，時間
分解能は 11msec/16energy step（または 22msec/32energy 

step）である．高時間分解能を実現するために，64チャ
ンネルの高速アンプ及びカウンタを内蔵した ASIC を電
子の検出器部分に使用している他，高速掃引可能な掃引
型高圧電源も開発した． 

 

2.4.2 衛星搭載用磁力計の開発と試験 
 BepiColombo MMO 搭載磁力計（MGF）フライトモデ
ルの検討・製作・試験を，ヨーロッパのチームと協力し
て行った．8 月までフライトモデル単体の環境試験を行
った後，電気回路部は 9 月に PME 筺体へ仮組みを行っ
た後，筑波スペースセンターにおいて EMC 試験を行っ
た．本組みの後，9～10 月に温度サイクル試験および機
械環境試験，ベーキングを行った．12月に熱真空試験を
行った後，MMO システムに引き渡した．センサー部は
伸展マストに取りついた状態で，温度サイクル，機械環
境，熱真空試験を行い，12月に MMOシステムに引き渡
した．2013年 1月に，MMOシステムとの単体電気イン
ターフェース試験を行い，その後 FM総合試験の各試験
が継続中である．一方で，MMO 搭載磁力計の一つであ
る MGF-I を元にジオスペース探査衛星 ERG 搭載磁力
計（MGF）の検討と BBMの設計を行った．ERGと MMO

はともに高い耐放射線性が求められ，MGFの設計の大部
分は共通と出来るが，ERGが測定する背景磁場は MMO

よりも強く，また大きく変動すること，低周波の電磁波
観測の観点から MMOよりも高いサンプリング周波数が
求められること，電源の仕様が異なることなどから，磁
力計としての性能を損なわずに設計を変更する必要が生
じた．この結果を元に 2013 年 2 月に基本設計審査を受
け，適切に検討・設計が行われているとの審査結果を得
た． 

 

2.4.3 低エネルギーイオン分析器の開発 
 ジオスペース探査衛星（ERG）への搭載を念頭に 

10eV/q -25keV/q を対象としたイオンエネルギー質量分
析器を開発している．このエネルギー領域の粒子観測は
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これまで精力的に行われてきた．しかし，ERG 衛星が
観測を行う放射線帯内における観測は少ない．これは高
エネルギー粒子起源のノイズが問題となるからである．
そのため，検出領域を小さくできるような観測器構造を
考案するなどの対策を行っている．本年度は観測器試験
モデルに対し極板の黒色化を行い，重水素ランプを用い
て紫外線除去特性を確認するとともに，入射イオンに対
する粒子通過特性への影響が小さいことを確認した．ま
た，ERG への搭載を念頭に機器の詳細設計を開始した． 
 

2.4.4 同位体計測用質量分析器開発 
 星電離圏を始めとする惑星圏での同位体計測を目標と
する質量分析器の開発を行った．通常の同位体計測の場
合 m/Δm > 100，火星電離圏では COと N2を分離する
ため m/Δm > 3,000の質量分解能が求められる．そこで
大阪大学大学院との共同研究により，マルチターン方式
を用いて m/Δm > 3,000の質量分解能を有した分析器の
開発に取り組んでいる．本年度はマルチターン型質量分
析器制御のマスゲート用スイッチング電源を含めた電子
基板を製作し，宇宙機搭載に必要な小型・低電力化（～
10W）を確認した．性能試験では約 1kV の昇圧を 50ns

で実現している．これはマルチターン制御には十分な性
能である． 

 

2.4.5 中間エネルギー荷電粒子分析器の開発 
 0.1eV 程度から 10MeV 以上にわたる地球磁気圏プラ
ズマのエネルギーレンジのうち，中間エネルギー帯と呼
ばれる 10keV-200keV の領域に関しては，観測手法が十
分に確立されていない．そこで我々は ERG, SCOPEとい
った磁気圏探査に向けて中間エネルギー電子・イオン分
析器を開発している．2012年度は，中間エネルギー電子
検出に用いるプリアンプについて衛星搭載に向けた
BBM 製作・試験を行い，ERG 衛星における要求を満た
す結果を得た．また，中間エネルギーイオンの計測に用
いる SSD（シリコン半導体検出器）についても BBM 製
作・試験を行い，一世代前のテストモデルに比して格段
に薄い不感層が実現できている（即ち，より低エネルギー
まで計測が可能である）事を確認した. 

 

2.4.6 電離圏熱的電子測定器の開発 
 ノルウェーの観測ロケット ICI-4 に搭載する固定バイ
アスプローブの開発を行なった．このミッションは極域
電離圏カスプ領域に存在する電子密度イレギュラリテ
ィ，プラズマ不安定，降下電子等の因果関係を解明する
事を目的としている．固定バイアスプローブに期待され
る役割は密度イレギュラリティが存在する領域を高速サ
ンプリングにより直接観測し，密度擾乱の特徴や周波数
特性を明らかにすることにある．このため，サンプリン
グ周波数を約３Hzとして，1m以下の空間スケールまで
の擾乱を観測出来るようにした．また，これまで本測定

器は電子電流のみ測定可能であったが，ICI-4ミッション
用として電子電流測定に加え，円板プローブを用いてイ
オン電流の測定が可能なように改良を行なった．ICI-4

キャンペーンは 2013年 11月に行なわれることになって
いる． 

 日本の観測ロケットS-520-27号機に搭載する固定バイ
アスプローブの開発も行なった．このロケットは
S-310-42 号機とともに 2013 年 7 月に打上げが行なわれ
る予定で，この実験は 2機のロケットを用いて電離圏Ｅ
領域とＦ領域間に存在する電磁気的な相互作用および中
性大気－電離大気間の相互作用について観測的に研究す
ることを目的としている．特に電離圏Ｅ領域には QP エ
コー，Ｆ領域にはMS-TIDと呼ばれる電子密度擾乱が存
在するが，これら２つの因果関係を明らかにするよう測
定器の構成が選定されており，S-520-27号機の搭載され
る８つの測定器の中で固定バイアスプローブは電子密度
擾乱の特徴や周波数特性をその場での直接観測により詳
しく測定する役割が課されている．本測定器は周波数
3200Hz で電子電流とイオン電流のサンプリングを行な
い，1m 以下の空間スケールまでの密度擾乱を捉える予
定である．電流測定用に低利得，高利得の２つのチャン
ネルを用意し，104～106 cm-3の広い範囲の電子密度に対
応出来る仕様にした．開発は 2012 年度に終了し，真空
チェンバーを用いた校正試験，振動試験機を用いた環境
試験が行なわれた． 

 

2.4.7 BepiColombo MMO搭載: プラズマ波動観測装
置 

 BepiColombo MMO に搭載されるプラズマ波動観測装
置（PWI: Plasma Wave Instrument）は，世界初となる水
星磁気圏におけるプラズマ波動観測を行う装置である．
この PWI のフライトモデル単体最終試験，単体環境試
験，および，システム総合試験が 2012年度に行われた．
PWIは，日本・フランス・スウェーデン・ハンガリーが
共同で開発している観測器であり，各国で開発・完成さ
れたフライトモデル，および，オンボードソフトウェア
を統合した形での最終試験を 2012 年 7 月から 9 月にか
けて京都大学において行った．そして，その後，ISASに
持ち込み，同一筐体にインストールされた MGF および
センサー伸展エレキとともに，環境試験に臨み，すべて
の試験（熱サイクル，熱真空，振動，衝撃）を無事にク
リアすることができた．その後，2013年 1月より衛星シ
ステムに組み込まれた状態での総合試験に入っている．
図 5は衝撃試験の様子である．中央黒の筐体に PWIを構
成する各基板が，MGF，センサー伸展エレキとともにイ
ンストールされている（これら全体を機器として PME

と呼んでいる）． 

 これまでのところ，PWI を含む PME の試験結果は良
好であり，システム全体を制御するオンボードソフトの
polish upもほぼ終え順調に仕上がっている． 
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2.4.8 ERG 衛星搭載: 波動粒子相互作用解析装置 
 波動粒子相互作用を，直接的・定量的に観測する新し
い手法による波動粒子相互作用解析装置（SWPIA: 

Software-type Wave Particle Interaction Analyzer）が，ERG

衛星には搭載される．この SWPIA は，波動の瞬時ベク
トルと観測粒子一つ一つの速度ベクトルから粒子と波動
間でのエネルギー授受を定量的に計算するものである．
その手法は世界的にも初めての試みであり，2012 年度
は，SWPIA手法を確立するための計算機シミュレーショ
ン，および，スペースプラズマチェンバー実験を行った．
計算機シミュレーションでは，ERG SWPIA の具体的な
観測ターゲットであるコーラスエミッションを計算機シ
ミュレーションで再現し，その計算結果に対し，SWPIA

計算アルゴリズムを適用して，その妥当性や粒子センサ
ー視野角との関係など具体的な評価を行った（図 6）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方，実際のプラズマ中での検証として ISAS のスペ
ースプラズマチェンバー内に，電子ビーム源，粒子計測
器，および，プラズマ波動プローブを設置して，スペー
スプラズマチェンバー内で発生させる波動粒子相互作用
を，SWPIAのアルゴリズムに従って検証しようとする試
みも 2012 年度に開始した（図 7）．具体的には電子ビー
ム源から放出される電子ビームにより静電波動を励起さ
せ，粒子計測器で観測される粒子情報とプラズマ波動プ
ローブで計測されるプラズマ波動情報からエネルギー授
受を SWPIA アルゴリズムにより抽出しようとする実験
である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 将来計画の準備 
2.5.1 SPRINT-A/EXCEED 
 惑星分光観測衛星（SPRINT-A/EXCEED）は，地球周
回軌道から極端紫外光領域で高分散の分光撮像観測を実
施する惑星観測用宇宙望遠鏡である．観測対象は地球型
惑星の流出大気と木星型惑星の内部磁気圏プラズマの発
光現象であり，大気進化プロセスや高速回転系磁気圏内
でのエネルギー輸送メカニズムに迫ることが目的であ
る．今年度は，サブシステムフライト品単体での環境試
験を実施し，打上環境に耐性があることを確認した．ミ
ッションシステムとして組み上げ，望遠鏡全体での光学
特性を取得した．その後，バス部と結合し，衛星全体の
環境試験・電気試験を含む総合試験を実施した．また，
安全審査を実施し，安全・信頼性基準を満たすことを確
認した．結果として，理学要求に合致することを確認し
た．平行して，観測計画系の準備，データ処理系の準備
を行い，平成 25年度観測開始の準備を進めた． 

 

2.5.2 水星探査計画 
 水星探査「BepiColombo」計画を ESAとの共同で実施
するため 2015 年の打ち上げを目指して開発が進められ
ている．磁気圏探査を主とする MMOと表面探査を主と
する MPO の 2 機構成であり，前者の開発に責任を持っ
ている．詳細はプロジェクトチームの研究活動を参照の
こと. 

 

2.5.3 ERG 
 ERGは，小型科学衛星第二号機として開発がすすめら
れている地球内部磁気圏探査機である．その目的は，内
部磁気圏における相対論的粒子を作り出す加速機構を，
「宇宙嵐」の文脈において理解することにある．2015 年
頃までの打ち上げを目指して開発が進められている．
ERG が期待されている役割は，2012 年の NASA・Van 

図 5 衝撃試験装置にセットされた PME筐体． 

図 6 シミュレーョンで検証された SWPIAアルゴリズム．波動
と相互作用しているピッチ角が特徴づけられる． 

図 7 ISAS スペースプラズマチャンバー内に設置した
プラズマ波動プローブ 

This document is provided by JAXA.



Ⅱ．研究活動 39 

Allen Probes（RBSP）衛星の打ち上げを契機とする，次
期太陽活動最大期における「全世界的内部磁気圏観測キ
ャンペーン」の最後期と，その後のフォローアップ観測
を担当することにあり，世界の動向における位置づけも
重要となっている．今年度は衛星・観測機器の基本設計
をすすめ，基本設計確認会を実施し，詳細設計フェーズ
への移行が了承された．エンジニアリングモデルの製造
ならびに試験を経て，フライトモデルに向けた詳細設計
をすすめていく． 

 

2.5.4 MMS 
 MMS衛星計画は，米国の Sun-Earth Connection（SEC） 
Mission Roadmap 上に載っている衛星計画であり，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機の衛星から成る編隊飛行衛星計画で，地球磁気
圏の様々な領域において，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．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しているが，平成 24 年
度中に全 16 台のフライトモデルの製作及び宇宙研特殊
実験棟３階の較正実験設備を用いた特性取得試験，米国
へのデリバリー前の最終確認試験と米国へのデリバリー
を完了した． 

 

2.5.5 SCOPE 
 SCOPE衛星計画は，親衛星１機と子衛星４機の計５機
からなる編隊飛行衛星であり，地球周辺宇宙空間を宇宙
プラズマ物理現象の実験室と見做し，そこでの精密な「そ
の場」観測から宇宙空間ダイナミクスの根源的理解へと
迫ることを目指したミッションである．SCOPE編隊は親
-近子衛星ペア（中心の二機）とそれを取り囲む遠子３衛
星からなり，親-近子間距離を 10～100km，親—遠子衛星
間距離を 10km～5000kmとすることで，プラズマ物理に
おける重要なスケールを網羅する．平成 23 年 10 月に
CSA との共同実施の見通しが立たないという事態にな
ったが，今後 CSA撤退後の SCOPE再編を進めるにあた
り，平成 24 年度についてはこれまで検討・開発を進め
てきた項目，特に親—子間通信機器，スピン軸方向伸展
アンテナ，通信用アンテナシステムについて SRRへと進
めることが出来る状態にまで検討を進めて開発成果のま
とめを行った．これにより，SCOPE再編の方向性が決ま
り次第すぐに開発を再開することが可能となっている． 

 

2.5.6 火星大気散逸観測計画の検討 
 かつて我々が「のぞみ」で目指した，非磁化惑星であ
る火星と太陽風の相互作用の理解は，海外の多くの探査

機が火星を踏破した現在でさえ，未だに成し遂げられて
いない課題である．火星が過去に経験した劇的な気候変
動の結果，表層環境から失われた二酸化炭素と水の行方
を明らかにするためには，太陽風が直接吹きつけること
による大気のはぎ取り（大気散逸）を理解することが不
可欠である．この目的は，2 機のオービター，すなわち
散逸の「その場」観測を担う衛星 Aと，散逸する大気の
「グローバルイメージング」および「太陽活動のモニタリ
ング」を担う衛星 Bによる同時観測を実現することによ
り初めて達成できると期待されている． 

 本探査計画の特徴は，大気散逸の全体像と詳細特性を
同時に捉える世界初の観測を衛星 2機構成によって実現
し，空間構造と詳細特性を同時におさえることで初めて
可能になる散逸メカニズムの同定と総散逸率の瞬時値の
推定を可能にすることにある．また，撮像機器を搭載す
る衛星が定常的に太陽風と太陽放射パラメータをモニタ
ー観測することによって，確度をもった過去への演繹を
実現し，火星大気の散逸と気候変動の関係を明らかにす
ることを目指している． 

 このミッションで達成すべき科学目標を 1）惑星起源
の低エネルギー帯を含む粒子の散逸機構を明らかにする
2）各大気散逸機構の太陽風・太陽放射変動への応答を
明らかにし，大気散逸が気候変動に果たした役割を理解
する 3）水と二酸化炭素の各総散逸率を明らかにする 4）
大気の上下結合が大気散逸率におよぼす影響を明らかに
すると定義し，これからミッション要求，更に観測機器
要求，システム要求へとブレークダウンする形で整理し
た．プロジェクト達成のために必要な要求要件，開発要
素を定量的かつ論理的に不足無く，また全体として整合
が取れた形にまとめた．検討には SE室のご支援を頂き，
７回の打合せを行った．更に概念設計・予備設計に 5年
をかけた後，2017年末にプロジェクトへ移行する計画を
立案した． 

 また，本ミッションに不可欠な機器である流出大気撮
像カメラの，最適な方式の選択と概念設計を行い，迷光
除去の可否を数値的に検討した．初段バッフルの試作を
行って室内実験にて迷光を測定し，妥当性を評価し，現
在の試験環境下では妥当と判断される結果を得た．流出
大気撮像カメラの開発はプロジェクトの成否にかかわる
重要な部分であり，今後３年のうちには目標とする迷光
除去が可能であるとの結論に至る開発を行う． 

 

2.5.7 SPRINT-A/EXCEED 
 小型科学衛星 1 号機（SPRINT-A/EXCEED）は，極端
紫外光領域にある惑星大気光を地球の周回軌道から分光
撮像する計画である．観測の対象は，地球型惑星から流
出する大気と木星型惑星磁気圏のプラズマの発光現象で
ある．平成 24 年度は機器単体を開発する最終年度であ
るため，光学較正試験を行い，環境試験/総合試験までを
終了し，内之浦に輸送する準備を整えた．平成 25 年度
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に打ち上げる準備を整えることができた． 

 観測器の最終性能を以下に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のすべての性能は，開発当初に想定していた仕様
を十分に満たす． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8 JUICE 
 JUICEとは，欧州を中心とする科学コミュニティによ
って提案され，ESA が 2012 年２月に選定した木星系探
査計画である．探査対象は，（１）ガス惑星・木星そのも
の，（２）木星周辺の宇宙空間，（３）ガニメデ，エウロ
パらの氷衛星，である．2020 年の打ち上げ，2030 年の
木星到着，2032年のガニメデ周回開始，という予定で進
められることになっている． 

 JUICE提案書の大元となった LAPLACE提案書の作成
には，日本からの少なからぬ貢献があった．当時は，ESA

が提供する探査機と同時に JAXA からも探査機を提供す
ることを考えていた．その後，ESAが単独で探査機を提
供することが現実的となってきたことから，ESA機に搭
載される観測機器に日本から貢献することへ，探査計画
企画活動の重心は移った． 

 2012年度，日本国内ではハードウェア貢献を希望する
者の確認とそれらによるチームの編成，理学委員会での
審査等といったいくつかの手順，ESA 側では観測機器
AO の発行とそれに呼応した提案書の審査というものを
経て，結局，日本からは，4 つの観測機器へのハードウ
ェア貢献と 2つの観測機器チームへのサイエンス参加が
確保された．つまり，いよいよ，日本のコミュニティは
主体的な立場で木星系探査に参加するのである． 

 

3. 惑星大気 
 

3.1 金星大気 
3.1.1 あかつきデータ解析 
 金星探査機「あかつき」（2010年 5月 21日打ち上げ）
の取得したデータの解析が進行中である． 

 

（1）金星データの解析 ： 2010 年 12 月に金星をフライ
バイした際に取得した赤外線画像データや，2011年 3～
5 月に遠方から金星の測光観測を実施して取得したデー
タを解析して，金星の雲構造の時空間変動を調べた．雲
頂にこれまで知られていなかった微細な温度構造がある
ことや，雲形成に関わる紫外線吸収物質の量が惑星スケ
ールで周期変動していることなどが明らかになった． 

 

（2）電波科学（太陽コロナの観測）： 2011年 6月，地球
から見て太陽のほぼ反対側をあかつきが通過する「外合」
があった．この外合をはさむ約 1 ヶ月間に全 17 回にわ
たって，あかつきから地球に向けて電波を送信し，この
電波が太陽のコロナを通過する際に生じる電波の周波数
や強度の変動を地上局で計測した．このデータを分析す
ることにより以下を明らかにした． 

・コロナ中に圧縮性の波動が頻繁に観測された．これ
を磁気音波と解釈して振幅とエネルギーフラックス
を求めたところ，アルフベン波が散逸してコロナを
加熱する過程で音波が励起されるとするコロナ加熱

図 8 有効面積の波長依存性 

図 9 波長分解能の性能を調査した結果．ヘリウム，酸素，アルゴ
ン，ネオンのガスを真空中で発光させスペクトルを得た． 

図 10 ミッション部の全景（2013年 1月撮影） 
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モデルの予想とよく合うことが示された．これはコ
ロナ加熱のメカニズムの実証につながる成果である． 

・太陽風の速度が太陽近傍での数十 km/s から遠方で
の数百 km/s まで加速される様子をこれまでにない
高い精度でとらえた．磁場が閉じた領域から開いた
領域に移り変わる数太陽半径の距離を境に急激に加
速が始まること，ほぼ閉じた磁力線が占めるところ
でも局所的に速い太陽風が存在すること，などが明
らかになった． 

 

3.1.2 大気ダイナミクス理論研究 
 先に延びてしまった「あかつき」の金星到着に備えた
理論研究・数値モデリングを活発に行っている． 

 

（1）金星雲層内の対流構造の研究 

 金星の高高度をおおう硫酸の雲の中で生じる対流が，
太陽光による加熱と下層大気起源の赤外線による加熱で
どのようにコントロールされるのかを，数値実験をもと
に調べた．より強い太陽光入射のある低緯度や昼側にお
いて対流が抑制されるなど，地球の対流と異なる特徴が
明らかになった．大学院学生の樋口は，この研究で地球
電磁気・地球惑星圏学会より学生発表賞（オーロラメダ
ル）を与えられた． 

 

（2）スーパーローテーションのメカニズム 

 スーパーローテーション（高速帯状風）のメカニズム
を明らかにするために，大気大循環モデルを用いて，太
陽光加熱の与え方，初期値の与え方，モデルの解像度な
どによって風速分布がどう変わるかを調べた． 

 

3.1.3 「ひので」による金星の日面通過データの解析 
 2012年 6月 6日に起こった「金星の日面通過」現象は，
今後 100年以上も同現象を見られなくなるチャンスとい
うこともあり，人々の注目を集めた．それだけでなく，
「ひので」という日本の誇る軌道太陽望遠鏡が活躍中に起

きた現象でもあることから，そのデータを用い金星上層
大気の構造を調べようという研究を行った． 

 「ひので」の撮影した画像は大変に美しいもので，太
陽面の外側にある金星ディスクのリムがうっすらと光っ
ている様子が捉えられている．これは，太陽からの光が
金星上層大気中の微粒子により散乱されたり金星大気中
で屈折したりして，進行方向を曲げられたことを示して
いる．データの解析手順としては，太陽面を背景にした
部分（真北から時計回りに真東まで）から見かけ上の金
星半径（光学的厚さが 1になる高度に相当）を求める．
次に，カメラの幾何歪みなどに留意しながら，金星半径
の緯度による変化（上層大気の微粒子の分布の差を示す）
などを求める．まだ初期解析の段階であるが，この結果
を欧州 Venus Expressの機器が太陽掩蔽を利用して行っ
ている上層大気の観測結果などと比較してゆく． 

 

3.1.4 地上からの偏光撮像観測 
 金星雲層構造はダイナミックに変化するため，それを
継続的にモニターする観測が必要である．特に「偏光観
測」は，大気上層のエアロゾルの性質や分布に敏感な手
法である．飛騨天文台（京都大学大学院理学研究科附属
天文台）の口径 65cm屈折望遠鏡に HOPSと呼ばれる装
置を装着して観測を行う．HOPS（Hida Optical Polarim-

etry System）は川端潔（東京理科大学名誉教授）を中心
としたグループが 2000年頃から開発を手がけた装置で，
惑星の二次元偏光度マップを得ることができる．ISAS惑
星大気グループの手によりこれの光学系を（CCDカメラ
の更新に伴い）若干手直しし，2012年 5月（火星と金星），
8 月（金星と木星），10 月に観測を実施し，偏光データ
を取得することができた．この 3回の観測から金星ディ
スクの二次元偏光度マップを作成したところ，興味深い
結果が得られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 HOPSによる金星の二次元偏光度マップの例（上段：観測時
の経緯度グリッドと通常光像．下段：偏光度マップ＝ディスク全体，
赤道帯，極域） 

 

図 11 「ひので」太陽望遠鏡が捉えた金星の日面
通過（波長 388nm）．上層大気の微粒子で散乱され
た光がくっきりと輪になって見えている． 
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 赤道帯と極域の各々について偏光度の平均を求め，それ
を太陽位相角の関数としてプロットすると，ある位相角で
偏光度ゼロのラインを横切る．中立点位相角と呼ばれるも
のであるが，これが 1980年代のパイオニア・ビーナス周
回機（PVO）による観測結果と異なっていたのである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図の青色マークが PVO による観測，赤色マークが
HOPSによる 2012年の観測である．極域（塗りつぶし丸）
の偏光度の中立点位相角を見ると，波長 550nmでは PVO

と HOPSの結果は似ている（いずれも位相角 60° 付近で
偏光度ゼロ）．しかし波長 930nmでは両者は異なり，PVO

は 40° 付近，HOPSは 60° 付近で中立点を観測している． 
 この偏光度の違いから物理情報を抽出するため，偏光
ベクトルを扱える放射伝達計算プログラムを開発中であ
る．それによるデータ解析および，さらなる偏光データ
取得を継続する予定である． 

 

3.2 火星大気 
3.2.1 対流励起波動による熱圏大気加熱 
 地表近くの対流やダストストームに伴って重力波や音
波が励起され，高度 100～300km の熱圏まで伝搬して散
逸すると，大気を加熱してエネルギー収支に大きく影響
する可能性がある．このプロセスを数値実験により調べ
ている． 

 

3.2.2 火星気象モデリング 
 将来の火星着陸探査に向けて着陸機の環境評価や気象
予報を可能にするために，火星気象モデルの構築を進め
ている．地形データの取り込みやダスト巻き上げプロセ
スのモデル化などが課題である． 

 

4. 固体惑星 

4.1 はじめに 
 平成 24年度は，「かぐや」のデータを利用した月の科学，
「かぐや」後継機 SELENE-2の科学観測機器・着陸地点及
びミッションシナリオの検討，ベネトレータ技術開発とミ
ッション検討を行った．また小惑星探査関係では，キュレ
ーション設備の実運用及び国際研究公募の募集，「はやぶ
さ」後継機「はやぶさ 2」搭載観測器の開発を行った． 

4.2 月探査 
4.2.1 かぐやのデータを用いた月科学 
4.2.1.1 月光学撮像観測（LISM） 
 「かぐや」に搭載された，月光学撮像観測（LISM）の 

データ解析を継続した．結果として以下のような成果を 

あげている. 

1）月表面に存在する縦穴について温度構造や被隕石衝
突確率などを評価した. 

2）LISMデータの補正・校正精度に関する評価を引き続
き行うとともに，チャンドラヤーン 1号搭載の M3，
SIR-2との輝度・反射率精度向上を行った． 

3）月高地地殼の主要元素の算定を行い，月地殼成長モ
デルを検討した． 

4）月面のクレータ分布関数を再評価した． 

5）月面オリエンターレ盆地の年代を評価した． 

6）地形カメラデータを基にした月面標高データと，
SELENE 高度計，LRO 高度計による標高データとの
差異を解析評価した． 

7）月面地形データの，水平精度・高度精度向上させて，
月全球のラフネス解析を行った． 

8）LISMデータと SELENE搭載 LRSデータを比較検討
し，月の海の地下構造を解析した． 

 

4.2.1.2 月重力場観測（RSAT/VRAD） 
 「かぐや」および子衛星「おきな」「おうな」に搭載さ
れたリレー衛星中継器（RSAT），相対 VLBI 用電波源
（VRAD）による月重力場のデータ解析を継続し，高度計
データ等との比較による月の内部構造の解明を行った．ま
たこれらの解析結果に基づいて，次期月探査 SELENE-2

計画における相対 VLBI 観測，火星複合探査 MELOS 計
画における火星回転計測等の，宇宙測地観測における回
転変動の推定精度解析を行い，ランダの着陸地点やオー
ビターの軌道・運用への制約条件を明確化した． 

 本年度は特に，重力場データと地形データに，熱進化
モデルを粘弾性変形の解析に取り込むことにより．衝突
盆地の地形緩和や海の大規模な変形の様子を明らかにし
た．また，次期月探査計画 SELENE-2において，月重力
場のより高精度な観測を実現するための機器構成のうち，
特に技術的キーとなるアンテナの耐低温性設計を行った． 
 

4.2.2 ペネトレータ技術開発とミッション検討 
 我々が開発を進めているペネトレータは秒速 300m 程
度で月惑星表面に貫入させて観測を行うハードランダー
プローブである．2010年の 3月にペネトレータ本体部の
技術開発を完了させた後，国際ミッション共同で実現す
るために重要な技術要素である，３軸姿勢制御衛星から
ペネトレータを安定して分離させる機構や新たな搭載機
器の開発を進めている． 

 ペネトレータを用いたミッションを実現するためにロ
シアで検討が進められている月探査計画への搭載を主眼

図 13 赤道帯（白抜きシンボル），極域（塗りつぶしシンボル）に
ついて PVO（青色）と HOPS（赤色）を比較した．図は横軸が太陽
位相角，縦軸が直線偏光度で，左パネルは波長 550nm，右パネルは
930nmのものである． 

This document is provided by JAXA.



Ⅱ．研究活動 43 

として活動をしてきたが，他国での月探査ミッションに対
しても搭載打診をしている．さらに国際恊働の枠組みだけ
でなく，独自のミッションとしての検討を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 SELENE-2 検討と搭載機器開発 
 JAXA では月の科学探査と利用可能性調査を行うため
に月面に着陸して周辺を移動探査する技術を開発・実証
する探査機として SELENE-2 計画の検討をしている．
2007年 6月に SELENE-2プリプロジェクトが認められ，
現在，概念設計（Phase-A）活動を実施している． 

SELENE-2のミッションは， 

 １．将来の月面活動に必要な着陸技術と表面移動技
術，越夜技術の開発・実証， 

 ２．その場観測による月の科学探査と月の利用可能性
調査その場観測による月表面物質の科学探査と月
の利用可能性調査， 

 ３．上記を通じての国際貢猷と国際的地位の確保， 

と定義されている．固体惑星グループでは科学探査の部分
について，科学的目標と各観測装置候補の機能・性能のと
りまとめや調整を行っている．また主力搭載機器候補であ
る月震観測システム，分光カメラを国内外の大学，研究機
関との連携のもと，主導的に開発・研究を推進している． 
 SELENE-2では着陸機・ローバによる地質精査と内部
構造探査を行う事で検討を進めており，本ミッションを通
じて以下のような科学データが得られると期待される． 

 １．分光撮像などによる着陸地点近傍の詳細な地質．
鉱物構造 

 ２．月震や測地学観測による中心核や地殼・マントル
などの月内部構造データ 

 ３．熱流量測定や電磁探査による月内部の熱構造データ 

 ４．放射線，ダストなどに関する月面環境の様相 

 

 なお，地質構造の正確な年代決定や物質進化過程の精
密化にはサンプルリターンを行い，月の石を分析するこ
とが必須である．このため SELENEシリーズの後継機で
は帰還技術の実証と合わせて月面物質のサンプルリター

ンを行う必要があると考えられる．SELENE-2ではこの
プリカーサーになる技術，科学的知見を得ることも視野
に入れ検討している. 

 ターゲットとなるサイエンスは着陸地点にも大きく左
右される．プリプロジェクト下に設置した着陸地点ワー
キンググループによる活発な議論を経て現在，５－６地
点程度にまで絞り込みがなされた．現在これらの検討結
果を考慮したシステム検討，およびミッションシナリオ
の詳細検討を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 小惑星探査 
4.3.1 はやぶさ試料キュレーション 
 キュレーション設備には雰囲気遮断で試料を取り扱う
チェンバーと，超高真空下で試料を長期保管する保管庫，
試料の観察・分類用の電子顕微鏡，コンテナ取り出し作
業や器具類の洗浄を行う加工・先浄機能，真空排気系や
高純度の窒素ガスや超純水による循環水の供給系等があ
り，全体がクリーンルーム内に含まれる．また，採取針
や試料台など使用器具類は試料汚染を防止するため化学
組成や洗浄度を厳しく管理している． 

 「はやぶさ」試料のキュレーション作業は「はやぶさ」
プロジェクトや配下の試料分配委員会（HSAC）による
議論・承認を経る．その結果，国内の各大学，研究施設
で行われる第１回初期分析用として石英板から採取した

図 14 ペネトレータ分離機構要素試験実施状況 

図 15 SELENE-2ミッション想像図 

図 16 フランス，ドイツ，スイス等と共同して開発を進めている地
震計観測システムのインターフェース試験状況 
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約 50 個の粒子試料を配布した．粒子の３次元構造によ
る鉱物や空隙率の分布，鉱物・元素組成分析による岩石
種同定，超薄切片の微細観察および宇宙風化現象の観察，
希ガス分析による進化史，同位体分析による成因･年代，
放射化分析による重元素組成，有機物検出などが実施さ
れた．これらの結果は米国で開催された第 42 回および
43回月惑星科学会議で報告された．ほか，サイエンス 6

編を含む計 8編の査読付き論文で発表されている．また
2011 年のサイエンス 10 大ニュースの 2 番目に選ばれて
いる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初期分析結果を含めて，回収粒子の形状，サイズ，元
素組成等に関する情報を 2012 年 1 月にアーカイブ公開
すると同時に，国際研究公募の募集を開始した．国際研
究公募の選定は「はやぶさ国際研究公募委員会」で行わ
れ，約 60個の粒子が提供された．引き続き 2012年 1月
には第 2回の国際研究公募の募集を開始した． 

 なお，今後の試料分配作業およびキュレーション作業
を意識して，試料の汚染低減を意識した雰囲気遮断での
試料分割法の開発や，試料ハンドリング技術および汚染
管理技術についても研究開発を続けている． 

 

4.3.2 はやぶさ 2検討 
 小天体の科学探査と日本独自の深宇宙探査技術の確立
のために，Ｃ型小惑星からのサンプルリターンを行う探
査としてはやぶさ 2計画を進めている．はやぶさ 2のミ
ッションは，「太陽系の起源・進化の解明や生命の原材料
物質を調べる」ために， 

 ・Ｃ型小惑星の物質科学的特性を調べる．特に鉱物・
水・有機物の相互作用を明らかにする. 

 ・小惑星の再集積過程・内部構造・地下物質の調査に
より，小惑星の形成過程を調べる. 

「日本独自の深宇宙探査技術の確立」のために， 

 ・「はやぶさ」で試みた新しい技術について，ロバスト
性，確実性，運用性を向上させ，技術として成熟さ
せる. 

 ・衝突体を天体に衝突させる実証を行う．と定義され

ている．固体惑星科学研究においてはこれらの中で
科学探査の部分について， 

 ・科学的目標と各観測装置候補の機能・性能のとりま
とめや調整，開発協力， 

 ・一部の搭載観測機器（近赤外線分光計，中間赤外カ
メラ，サンプリング装置，衝突装置，小型ランダ）
について，各大学や国際協力のもと主導的に開発，
研究を推進している． 

 はやぶさ 2における科学的なアプローチは，はやぶさ
2 プロジェクトのサイエンスチームを核として広く惑星
科学コミュニティーと議論されている． 

 現在機器の詳細設計が完了しフライト品の製造段階で
あり，フライト品製造後の検証（一次噛合せ試験）が 2012

年 12 月から開始されるととともに，詳細な運用計画の
議論と立案作業も始まっている． 

 また，サンプル地球帰還後の初期分析作業のうち，試
料の受入れ･記載･分配･保管を目的としたキュレーショ
ン作業の準備・検討も行っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4 その他 
4.4.1 水星探査計画 
 水星探査「BepiColombo」計画を ESAとの共同で実施
するため 2015 年の打ち上げを目指して開発が進められ
ている．磁気圏探査を主とする MMOと表面探査を主と
する MPO の 2 機構成であり，前者の開発に責任を持っ
ている．詳細はプロジェクトチームの研究活動を参照の
こと. 

 

4.4.2 火星探査計画 
 火星周回機と着陸機を用いる探査を火星複合探査ワー
キンググループ（MELOS計画）のもとで検討している．
火星周回機による気象観測，大気散逸過程の探査，火星
着陸機による表層地質探査・生命探査，火星内部構造探
査，および無着陸での大気･ダストのサンプルリターン，
さらに飛行機やローバなど工学実験について，科学目標
や探査方法を並行して検討してきた．固体惑星分野とし
ては，着陸探査関連が主な対象となる． 

 2009 年度より周回機，2010 年度より大気突入および

図 18 はやぶさ２ミッション想像図 

図 17 キュレーション設備内のクリーンチェンバー 
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着陸機のシステム検討を進めてきた．初号機は火星周回
探査機１機と EDL（大気突入・降下・着陸）の工学実証
を中心とする方針とし，周回機探査に関してはランダー
とのシナジーの観点から気象観測を採用することとし
た．着陸探査は継続して各検討を進めることになったが，
EDL実証を目指す工学実験を主目的とし，熱シールドを
含めた分離時重量が最大 600kg，ローバ重量約 50kgをベ
ースラインとして進めることとした．2012年度は主に技
術検討の具体化を行い，火星への高精度 EDL と着陸，
ローバミッションを中心とした工学実証と，火星表層の
生命圏科学探査を主目標とする火星複合探査として検討
を進めた． 

 科学目標として，以前は予備検討段階であった生命探
査が主要項目になった．欧米による火星探査の進捗によ
って生命存在可能性が高まり，かつ探査候補地点が具体
的に挙げられるようになったことに加え，高感度の蛍光
顕微鏡を微小生命が存在する場合の検知手段として使え
る目途が立ってきたためである．また，火星表層での気 

象・大気組成分析も重要項目として検討されている．火
星気象に大きな影響を与えるダストの形状は未知である
ことからダストの顕微観察も重要な目標としている．周
囲の土壌元素分析，地震や火星回転運動や熱流量観測に
よる内部構造，周辺分光撮像観測，ガス分析についても
引き続き検討中である．オプションとして周回衛星から
の観測，航空機を用いた広域観測，着陸機からの定点観
測についても検討を継続している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 学際科学研究系 
教職員：石岡憲昭 石川毅彦 海老沢研 阪本成一 吉田哲也 依田眞一 足立 聡 稲富裕光

黒谷明美 齋藤芳隆 篠原 育 高木亮治 橋本博文 松崎恵一 井筒直樹 岡田純平  

田村隆幸 福家英之 三浦 昭 矢野 創 山本幸生 天笠俊之 高井 研 出村裕英  

真下 茂 山岸明彦 垰 千尋 寺田昌弘 東端 晃 

学振特別研究員：鮫島寛明 木村智樹 

宇宙研院・学生：中野壽彦 中村史彦 西村 遼 橋本栄尭 森 雄飛 和田師也 

共同研究員：関 真也 高橋里佳 橋爪藤子 馬嶋秀行 山内千里 吉田鉄生 

JAXA他本部職員：向井千秋 

 

1. はじめに 

 学際科学研究系は，平成 24 年 2 月にそれ以前の宇宙
環境利用科学研究系，宇宙科学情報解析研究系，大気球
研究系のメンバーを中心に再編された研究系である．本
研究系は，宇宙科学の複数の分野にまたがる，又は宇宙
科学と周辺領域にまたがる学際領域，及び新たな宇宙科
学分野の学術研究と，こうした学術研究の推進基盤とな
る技術やシステム等の研究を推進することを目的として
いる．学際科学研究系の取り組みとして，新たに客員教
員を迎えて，重力をパラメータとした物質科学研究およ
び極限生物学の一環としての宇宙生物学を推進してい
る． 

 

2. 宇宙環境利用科学に関する研究 
 

 宇宙環境利用科学の主要な分野である物質科学，基礎
科学，生命科学について以下の研究を行った． 

 【物質科学】1）静電浮遊法を用いた高温融体及び準安

定相研究，2）放射光を用いた高温融体の観察，3）地上
用静電浮遊炉を利用した研究，4）結晶成長に関する研
究，5）マランゴニ対流遷移現象の解明． 

 【基礎科学】 1）ダストプラズマ研究． 

 【生命科学】 1）「たんぽぽ」ミッション機器の設計，
2）動物の発生・形態形成と重力とのかかわり，3）宇宙
飛行マウスの体毛付皮膚の遺伝子解析. 

 

2.1 物質科学 
2.1.1 静電浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究 
 2015 年頃国際宇宙ステーションに搭載予定の静電浮
遊炉を用いて多くの科学的成果を収めるべく，地上研究
を進めている．静電浮遊法がもたらす無容器プロセッシ
ングにおいては，容器を用いた方法では取り扱いが困難
な高温融体の保持が可能であり，また容器からの核発生
が抑制されるため，深い過冷却状態が容易に実現でき，
これを利用して準安定相材料の創製も行われてきてい
る．JAXAでは 2000年に静電浮遊法を用いた高温融体の
安定保持に成功して以来，同浮遊法を利用して 3,000℃

図 19 MELOS探査で検討中のローバおよび蛍光顕微鏡撮像部の初
期検討モデル 
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を超える融点を持つ材料融体の熱物性計測の技術研究
や，準結晶や金属ガラスの研究を継続して進めてきてい
る． 

 今年度は，関連する研究者とともに ISS実験に向けた
提案をまとめるとともに，研究会を開催してその具体的
な内容や進め方について検討を深めた． 

 

2.1.2 放射光を用いた高温融体の観察 
 放射光施設（SPring-8）と静電浮遊炉を組み合わせ，
高温融体の物性研究を進めている．昨年度の液体シリコ
ンに引き続き，今年度は液体ボロン（2400K）の X 線コ
ンプトン散乱測定のデータ解析を第一原理分子動力学計
算を用いて行った．固体ボロンは半導体であるが，これ
が溶解すると金属になるか，あるいは半導体のままであ
るか，解明されていない．これまでの解析から，液体ボ
ロンが金属であることが判明した． 

 

2.1.3 地上用静電浮遊炉を利用した研究 
 筑波宇宙センターに設置してある静電浮遊炉を用いて
以下の研究を実施している． 

・ 高温融体の熱物性計測法の研究：改良した粘性係数
測定法を用い，2000～2500℃の融点を持つ遷移金属
元素の粘性係数計測を実施し，融点における粘性係
数は Andradeの式によく一致することを確認した． 

・ 高粘性融体の表面張力および粘性係数測定法の確
立：金属ガラスや準結晶など，準安定相を創製する
物質は一般に粘性係数が高い．これまでに確立した
計測法では高粘度の液体を取り扱うことが困難であ
るため，試料の回転による変形を利用した新たな測
定法の確立を今年度より開始した． 

・ 高圧雰囲気対応静電浮遊炉の開発：主に酸化物融体
をターゲットとした加圧型装置の開発を行ってい
る． 

 

2.1.4 結晶成長に関する研究 
2.1.4.1 結晶成長機構の解明 
1）「きぼう」１期利用テーマ「ファセット的セル状結晶
成長機構の研究」実験を実施し，昨年度に引き続きデ
ータ解析を行った． 

2）「きぼう」２期利用テーマ「微小重力環境下における
混晶半導体結晶成長」の実験準備を行うと共に地上比
較試験を行った． 

3）静岡大学電子工学研究所 早川泰弘教授のグループと
共に“X 線イメージセンサーを用いた半導体結晶成長
過程その場観察”に関する共同研究を行った．同セン
サーを用いて InGaSb，SiGe結晶成長における溶液中
の溶質濃度分布のリアルタイム計測を行い，数値計算
結果との比較により地上重力下での溶質輸送効果を
定量化した． 

 

2.1.4.2 宇宙空間での結晶成長 
1）東北大学大学院理学研究科 塚本勝男教授および木村
勇気助教と共に，観測ロケット S-520-28 号機の弾道
飛行で得られる数分間の微小重力環境を利用して，均
質核形成実験（宇宙ダストと炭酸塩結晶の生成）を実
施し解析を進めた．宇宙ダスト実験では，鉄および酸
化タングステンの蒸気から固体微粒子が形成される
過程を光干渉法により測定した．炭酸カルシウムの核
形成実験では，炭酸イオンとカルシウムイオンを含む
11 種類の異なる濃度の水溶液から核形成を行い，生
成した核による光散乱強度と溶液インピーダンスの
連続測定を行った． 

3）熊本大学衝撃・極限環境センター 真下茂教授のグル
ープと共に，熊本大学グローバル COEプログラムに
おいて“衝撃波による珪酸塩微粒子の溶融実験”に関
する共同研究を行った．熊本大学の衝撃銃および関連
機器を用いて，μmサイズの珪酸塩微粒子に衝撃波を
与える実験を実施し解析を進めた． 

 

2.1.4.3 高機能性材料の開発 
 帝京科学大学医療科学部 高木喜樹教授のグループと
共に高重力下のダイヤモンド低圧合成に関する共同研究
を行った．遠心機上および１Gで熱フィラメント法によ
るナノ・ダイヤモンドの合成を行い，シリコン基板上で
のダイヤモンドの被覆率に及ぼすガス種分圧，反応温度，
基板表面処理の影響を明らかにした．また，光干渉法に
よるガス雰囲気その場観察装置の開発を進めた． 

 

2.1.5 マランゴニ対流遷移現象の解明 
 昨年度に引き続き，2011年度に実施した微少重力環境
下での第１回マランゴニ対流実験において得られた結果
の整理／解析を行った．数値解析，30 mm直径の実験結
果（2008～2010 年度）と比較した結果，平成 23 年度に
作成した新たな遷移モデル（高プラントル数流体での温
度境界層を考慮）で臨界マランゴニ数を説明可能である
見込みを得た． 

 

2.2 ダストプラズマ研究 
 ダストプラズマとは微粒子が混在したプラズマであ
る．クーロン相互作用が非常に強い状態，即ち強結合プ
ラズマを容易に得ることができる特徴がある．平成 24

年度では，ダストプラズマにおける重要なパラメータで
ある固相（クーロン結晶）における粒子温度の新しい計
測方法の研究を前年度に引き続き進めると共に，ヨーロ
ッパで開発を進めている次期ダストプラズマ実験装置
PK-4における国際研究協力の可能性を探索した． 

 

2.2.1 粒子温度計測 
 粒子の速度分布関数から粒子温度を求める方法が一般
的である．しかし，統計的に信頼できる粒子数を確保し
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つつ，速度分解能を向上させることはしばしば困難であ
る．そこで平成 22 年度より新しい計測法の研究を開始
した．平成 24 年度では，これまでの手法を発展させ，
ほぼ一直線上に並ぶ粒子群の運動を追跡し，フーリエ解
析から粒子同士の運動の関連性を明らかにした．その結
果を図 1に示す．図の場合，少なくとも基本周波数とそ
の倍波の 2つの格子振動が存在している．これは，単一
周波数しか存在しないとするアインシュタインモデルよ
りも，デバイモデルに近いことを示している．今後粒子
群の数および観察時間を更に増やし，検出可能な周波数
の下限を改善する，周波数分解能を向上させる等を試み，
高調波がいくつ存在するか，基本周波数は時間的に変化
しないのか等を調べる予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 次期ダストプラズマ研究 
 現在 ISS上には，PK-3 Plusダストプラズマ実験装置が
稼働中である．2014年からは，次世代装置 PK-4が運用
開始と見込まれている．これに向けて日本独自のアイデ
アに基づく実験提案を行うべく，研究チームを作って研
究を続けている．平成 24年度では，PK-4装置と同様の
構造でありながら，航空機実験等を実施できるよう修正
を施した装置を開発した．図 2に航空機実験時のダスト
プラズマを示す．1 g では装置の下方に薄く局在してい
る粒子が，μgでは良好な軸対称性の円柱状粒子群が得ら
れていることが分かる．加えて PK-4 では，従来の装置
でしばしば問題になってきた粒子が存在しない領域（ボイ
ド領域）がほとんど形成されない．今後 PK-4型装置では
なぜボイドが形成されないかの理解を進める予定である． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 生命科学 
2.3.1「たんぽぽ」ミッション機器の設計 
 「有機物・微生物の宇宙曝露と宇宙塵・微生物の捕集
（たんぽぽ）」では，地球生命圏外での生命の生存可能性
をさぐるため，国際宇宙ステーション上での有機物・微
生物の捕集実験や宇宙環境への曝露実験が計画されてい
る．補集実験では脆弱な低密度のシリカエアロゲルを用
いるため，そのエアロゲル容器（図 3）が成否の鍵を握
る．一方，曝露実験では，試料が周囲の宇宙環境を汚染
せずに目的を果たすためにも，やはり，その曝露試料容
器（図 4）が重要となる．今年度は，それらの容器の設
計を行い，試作品を製作し，振動試験，衝撃試験，熱サ
イクル試験，減圧試験，真空試験など，基礎的な試験を
実施することにより，その課題を整理した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.3.2 動物の発生・形態形成と重力とのかかわり 
 ウニ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（図 5）． 

 

 

 

図 1 クーロン結晶において観察された格子振動 

図 2 PK-4型装置を用いた航空機実験 

図 3 エアロゲル容器 

図 4 曝露試料容器 
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 今年度も引き続き，方法を宇宙実験にさらに適合化す
るため以下のポイントについて検討を継続した． 

1）培養系に不可欠な馬血清に変わるウニ細胞内在性の
因子の精製．有効因子を決定するにまだ至っていな
い． 

2）骨片細胞のより簡単な単離方法の模索．骨片細胞の
みを簡単に多量に純度よく単離する方法について試
行を繰り返し行った． 

 今年度より，大型遠心機による，より長い時間の過重
力実験を行う実験系の整備を開始した．顕微鏡システム
を搭載して対象物を観察しながら，より長時間の過重力
の実験を行うために，実際の骨片形成のモニターの具体
的な方法を検討した．このシステムは，ウニ胚での形態
形成時の細胞動態の過重力下での観察を可能にするだけ
でなく，さまざまな細胞の行動に対する重力の影響を調
べるのに有効であると示唆された． 

 さらに，より脊椎動物と近縁な種類での知見を得る事
で，無脊椎動物と脊椎動物のそれぞれの情報を橋渡しす
ることが期待される，ホヤ類の骨片形成について，ホヤ
の体内に見られる骨片の成分の詳細や，脊椎動物の骨格
との進化的な相同性についての調査を開始した． 

 

2.3.3 宇宙飛行マウスの体毛付皮膚の遺伝子解析 
 昨年度に引き続き, 宇宙飛行したマウスの体毛付皮膚
の遺伝子発現解析を行っている．体毛付皮膚は毛根を含
むため，毛髪由来の遺伝子に焦点を絞ることにより毛髪
の細胞の情報も得られる．放射線，日光や温度の変化な
どの様々な外界のストレス環境に曝されている皮膚細胞
では，ストレスに対応する遺伝子群が多く働いていると
考えられる．体毛付皮膚の利点を利用して，ISS 中で飼
育したマウスの体毛付皮膚を分析し，長期および短期の
宇宙飛行の遺伝子発現に及ぼす影響について検討してい
る．イタリア宇宙機関（ASI）と米国航空宇宙局（NASA）
が実施したマウス宇宙実験のサンプルシェア研究に参加
してマウスの体毛付皮膚（3 ヶ月と 2 週間の宇宙飛行：
オスの C57BL/10Jマウス）を得た．さらに軌道上飼育マ
ウスに加え，地上飼育された後肢懸垂マウスと 2G 負荷
マウス，および地上コントロールマウスの体毛付皮膚を

得，それぞれ DNA マイクロアレイおよびリアルタイム
PCR 法により分析，比較解析している．今年度は, 体毛
付皮膚の遺伝子発現変化で他組織の変化を予測できるか
を検討するため，2 週間後肢懸垂したマウスと後肢懸垂
後 2週間回復したマウスから体毛付き皮膚とヒラメ筋を
採取し，DNAマイクロアレイ解析を実施した．その結果，
後肢懸垂群ならびに回復群の皮膚遺伝子とヒラメ筋遺伝
子の間でいくつかの共通した遺伝子が検出された（図
6）．図は後肢懸垂群ならびに回復群の皮膚とヒラメ筋に
おける 2倍以上発現変化した遺伝子数のベン図を示して
いる．図中，Entity List1（EL1）は後肢懸垂群の皮膚，
EL2は回復群の皮膚，EL3は回復群のヒラメ筋，EL4は
後肢懸垂群のヒラメ筋をそれぞれ示している．①は 4つ
すべてに共通していた遺伝子数で 2個，また②は後肢懸
垂群の皮膚とヒラメ筋で共通していた遺伝子数で 9個あ
った．検出された遺伝子の内発現が多かった，Dbp と
Tnffrsf11bと Tceal7に対して，リアルタイム PCRを実施
し，遺伝子発現を定量した．その結果，Dbpは皮膚なら
びにヒラメ筋で相関した発現変化がみられた．骨格筋関
連遺伝子（Myh1，Myh4，Myo3b）に対しても，リアル
タイム PCRを実施したが，皮膚でのデータのばらつきが
大きいため，明らかな傾向は検出できなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 情報科学・情報工学に関する研究 
 

 計算機工学，宇宙工学，天文学，太陽地球系物理学，
月惑星科学等さまざまな背景を持った研究者が，各専門
分野の研究を遂行すると同時に，それらの専門性を宇宙
科学情報の解析に生かし，データアーカイブに関する研
究，数値シミュレーションの研究，ソフトウェア・デー
タに関する研究などを行った． 

 

3.1 データアーカイブに関する研究 
 以下の研究開発によって構築されたデータアーカイブ

図 5 ウニ胚骨片形成と重力の関わり（実験デザイン） 

図 6 マイクロアレイ比較分析 
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は，DARTS（Darts Archive and Transmission System, 

http://darts.isas.jaxa.jp/）から既に公開されている，ある
いは公開予定である． 

 

3.1.1 アポロ月震データのアーカイブ化 
 NASA が行ったアポロ計画の中で，月の地震（月震）
データのアーカイブ化を実施した．アポロ月震データは
約 40年前に取得され，約 20年前にテキサス大学の中村
教授と宇宙研の水谷教授が協力して 8mm の磁気テープ
へと移行した．このテープを掘り起こしアポロ月震デー
タをインターネット上で公開した．単なるデータの公開
に留めず，解析に必要な全ての情報を含めた，世界で初
めてのアポロ月震サイトとして公開を実施した．さらに，
今年度はシステムを高速化し，表示の高速化を行った． 

 

3.1.2 「かぐや」HDTV データのアーカイブ化 
 月周回衛星「かぐや」（SELENE）のハイビジョンカメ
ラ HDTVにより取得された全ての静止画，映像のフレー
ム画像をアーカイブ化し，Webサーバを通じて研究者な
らびに一般向けに公開するシステムを構築した．サービ
スとデータ配信を分離し，長期間の運用性，アップグレ
ードの容易さ，複数機関での相互利用性，第三者による
アプリケーション開発可能性などを実現している．アプ
リケーション開発は WMS に対応し，かぐや用 WMS サ
ーバと接続して複数のレイヤー表示に対応した．関係部
署と調整し，公開準備を進めている． 

 

3.1.3 月惑星探査データの GIS 化 
 探査機「はやぶさ」の取得した小惑星イトカワの観測
データおよび月周回衛星「かぐや」の取得した観測デー
タに関して，対象天体の地理座標に基づく GIS表現およ
び解析手法の研究を会津大学教員と連携して進めた．イ
トカワは典型的な不規則形状天体であり，緯経度１度の
実距離も不規則に変化するため，回転楕円体で記述でき
る天体で用いられている地理情報システムでは扱いにく
い．そのため，3D-GISと称するコンピュータグラフィッ
クに基づいた可視化ツールを開発している．一方，「かぐ
や」の月データについては Open Geospatial Con-sortium

（OGC）で行われている標準化作業に基づく可視化・解
析環境の開発・研究を同じく会津大学教員と連携して進
めており，WISE-CAPS（Web-based Interactive Secure 

Environment for Collaborative Analysis of Planetary Sci-

ence）の試験運用を行っている．また，国際的な研究者
コミュニティ内で進行中の OGC 標準自体の月惑星デー
タへの対応作業にも引き続き協力しており，International 

Planetary Data Allianceでの活動成果も取り込んで，研究
者コミュニティで広く利用可能なシステムの実現を目指
している． 

 

 

3.1.4 惑星科学データ共有のための国際標準プロトコ
ル開発 

 小惑星探査機「はやぶさ」や月周回衛星「かぐや」，金
星探査機「あかつき」，水星探査機「BepiColombo」など，
日本の惑星探査機で取得したデータを，他の国で打ち上
げた探査機のデータと共通的に取り扱うことを目的とし
て，NASA, ESAなどを含む国際惑星データ連合（Interna-

tional Planetary Data Alliance; IPDA）と協力して開発を進
めた．中でもWeb Service APIと位置づけられる Plane-

tary Data Access Protocol（PDAP）を用いた検索サービス
の提供を進め，かぐやデータの PDAPによる検索システ
ムを構築した． 

 

3.2 数値シミュレーション研究 
3.2.1 衛星開発へのデータ同化手法 
 近年，数値シミュレーションと観測・実験データを融
合する手法としてデータ同化手法が注目を集めている．
これは物理モデルと現実世界の溝を埋めることが可能な
一つの方法論である．ここでは衛星熱設計に必要となる
熱数学モデルの高度化および衛星運用時の異常監視・診
断システムでの利用を前提としてデータ同化手法に関す
る研究を行っている．これまで開発してきた衛星の熱数
学モデルに対する節点法プログラムおよび逐次データ同
化手法の一つである粒子フィルタープログラムに対し
て，小型衛星の接触熱抵抗推定問題を対象とした双子実
験および実データを用いた検証により本手法の有効性を
確認した．今後は実データを用いたさらなる検証を行う
予定である． 

 

3.2.2 太陽風データ同化  
 太陽から放出されるプラズマ流は，埋め込まれた太陽
磁場とともに大規模な擾乱構造を形成しつつ惑星間空間
を伝搬し，地球をはじめ，太陽系惑星環境に大きな影響
を与える．本研究は，衛星および地上観測で長期かつ多
岐にわたる時空間データをシミュレーションに融合（デ
ータ同化）し，太陽風および擾乱構造の伝搬の再現性の
向上と，データ理解のツールの確立を目指している．惑
星間空間シンチレーション観測から得られる太陽風速度
データを，アンサンブル・カルマンフィルタを用いて 3

次元磁気流体（MHD）太陽風モデルにデータ同化するこ
とを念頭に，データ同化のテスト（双子実験）を行った．
太陽表面の磁場データを速度に対応付ける経験モデル
（流源関数）の係数が，用いる観測データのデータ同化に
よって同定できることが確認できた．これを基に，実際
の観測データへの適用を試みている． 

 

3.2.3 プラズマセイルの推力性能評価 
 惑星間宇宙航行システムとして提案されているプラズ
マセイルは， 宇宙機に搭載した超電導コイルが作る小規
模磁気圏と太陽風プラズマとの電磁気学的相互作用によ
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って推進力を得るシステムである．プラズマセイルの推
力は，超電導コイルの電流量（つまり作られる磁気帆の
大きさ）と，磁気モーメントの向き（太陽風流れの方向
に対する角度）に強く依存する．本研究では，磁気帆の
大きさと，太陽風流れ方向に対する磁気モーメントのな
す角度をパラメータとして，推力を定量的に算出可能な
公式を導き出した．この公式は，イオンを粒子，電子を
流体として扱うハイブリッド粒子モデルによる数値シミ
ュレーションによって得られた結果をもとに作成した．
次に，磁気帆を大きく拡大し，推力を増大させるための
手法について検討した．その手法として，宇宙機近傍か
ら熱プラズマを放出し，プラズマを磁場にトラップさせ，
磁場勾配ドリフトによってコイル周辺に環状電流を形成
する手法を提案した．環状電流によって拡大した磁気帆
の評価方法として，2 次元軸対称のイオン One-Compo-

nent Plasma（OCP）Modelを開発し，噴出プラズマの密
度，温度等に対してパラメトリック解析を行った結果，
環状電流が作る磁気モーメントは，オリジナルコイルの
磁気モーメントの約 20 倍を最大値として増加可能であ
ることが分かった． 

 

3.2.4 超並列計算機上の大規模プラズマ粒子シミュレ
ーション・コードの開発とその応用 

 近年の計算機性能向上は，1 つのプロセッサの高速化
以上に非常に多数のプロセッサを協調して利用する超並
列計算技術に支えられている．宇宙科学の様々な局面に
現れるプラズマについて，数値シミュレーションが活用
されているが，プラズマを構成する粒子効果を取り扱う
為には粒子法（Particle-In-Cell 法）が用いられる．粒子
法計算では非常に多数の超粒子の軌道を長時間追う必要
がある為に，莫大な演算能力を必要とする．例えば，イ
オン・電子の双方を粒子で扱う完全粒子法で，本格的に
空間 3 次元の計算を行う為には～1 兆個にも及ぶ粒子を
扱うことが世界の最先端になっており，千個以上のプロ
セッサを用いた超並列計算を効率よく実施することが求
められる．我々はこのような計算が実施できるように，
完全粒子法，イオンを粒子，電子を流体として扱うハイ
ブリッド法，イオンのみを扱う One-Component-Plasma

モデル，完全粒子法だが電磁波を無視できる近似をした
magneto-staticモデル等，各種のシミュレーション・コー
ドを開発し，理学・工学にまたがるプラズマ研究への応
用研究に利用できるように整備している． 

 

3.2.5 数値シミュレーションによる衛星データ解析研
究支援 

 宇宙空間プラズマ物理研究では，GEOTAIL 衛星等，
宇宙空間における“その場”観測のデータ解析研究には，
今や数値シミュレーションとの連携が欠かせない局面が
多い．我々は，人工衛星データによる現象解析に立脚し
て，物理過程の理解の為に，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．例えば，観測データで明らかにな
った，衝撃波における非熱的粒子の生成プロセスを研究
しており，数値シミュレーション解析と観測事実を総合
的に解釈することで，新しい知見が次々に見つかりつつ
ある．衝撃波の他にも，磁気リコネクションや境界層混
合過程等，宇宙空間プラズマでの重要なプラズマ素過程
の研究を進めている． 

 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ことが，現象の理解を本質的に
難しくしている理由であるが，これをカバーするように
大規模なプラズマの粒子シミュレーション計算を実行す
ることで，データ解析研究に新しい視点を導いている．
このような成果を得るには，粒子シミュレーションの計
算結果の大規模なデータのハンドリングを効率よく行う
手法の開発も欠かせない． 

 

3.2.6 エクサフロップス級計算機に向けたプログラミ
ングモデルの検討 

 航空宇宙分野における流体解析においては高性能計算
機が必要とされている．2020年頃に実現が予想されてい
るエクサフロップス級計算機の検討が現在行われている
が，エクサフロップス級計算機を含めて，今後の高性能
計算機の技術的な問題として，B/F（メモリ性能と演算
性能との比）の減少傾向が挙げられる．流体解析はメモ
リ性能を要求するアプリケーションであり，B/F の減少
とともにプログラムの実行性能は低下する．今後は更な
る B/F比の減少が予想されるため，小手先のチューニン
グではなく，これまでのプログラミングモデルを見直し

 

図 7 ベクトル計算機とスカラー型計算機のループ構造の比較 

This document is provided by JAXA.



Ⅱ．研究活動 51 

て，低 B/Fを前提とした圧縮性流体解析プログラムを開
発する必要がある．そのためにプログラミングモデルの
検討を行っている．従来型のベクトル計算機を意識した
ループ構造（A）とスカラー型計算機を意識したループ
構造（B）の比較を行い（図 7），低 B/Fにおける優劣を
確認した． 

 

3.3 ソフトウェア・データに関する研究  
3.3.1 効率的なツール開発 
 宇宙研の衛星開発では，MMO, SPRINT-A, ASTRO-H

以降，「衛星の機能モデル（FMS）」「衛星監視制御プロ
トコル（SMCP）」に従い搭載機器・衛星を設計し，これ
を衛星設計ベース 2（SIB2）というデータベースに記述
する．このデータベースはツリー状のデータ構造をもち，
XMLに格納される．他方，衛星設計の現場では，これを
Excel 上のユーザインタフェースから扱うことが求めら
れている．そこで，我々SIB2/GSTOS-1 プロジェクトで
は，Excel 上で，SIB2 を扱うツール，SIB2 作成ツール
（SIB2UI）の開発を行っている． 

 衛星設計ベース 2 のように，モデルを開発しながら
個々の開発を実施する場合，モデル自身の開発と，モデ
ルを扱うツールの開発，モデルを用いた個々の開発が並
行で進むこととなり，リスクが高い．この状況を打開す
るには，モデルを扱うツールを効率よく開発することで，
モデル自身の開発と個々の開発の議論を加速し，モデル
の仕様を早く収束させることが重要となる．そこで，我々
は，Excel 上で複雑なデータ構造を扱うためのライブラ
リ（xmlExcelHyper）を開発し，これを適用することで，
効率的な SIB2UIの開発を実現した． 

 

3.3.2 X 線天文データに対する類似検索の高速化 
 天体物理学データに対する類似検索の高速化に関する
研究を行なった．天文分野で扱われるデータ量は爆発的
に増加しており，膨大なデータに対する機械的処理への
要求は極めて高い．とりわけ，X 線天体のライトカーブ
には観測誤差が含まれており，誤差を考慮した類似度の
計算が求められる一方，そのような処理を行うには多大
な計算コストを要する．このため，大規模なデータに対
する処理には，高速な類似度計算が求められる．このよ
うな背景から，GPGPU（General-purpose computing on 

graphics processing units; GPUによる汎目的計算）の手法
を適用した類似検索の高速化に取り組んだ． 

 誤差等の不確実性を含む時系列データに対する類似度
の一つである DUST を対象として，その処理を GPU に
よる並列処理によって高速化した．具体的には，ある時
刻における観測値同士の近さを確率的に評価する際のモ
ンテカルロ法による積分計算を GPU 上で並列に実行す
ることにより，CPU による実装に比べて 40 倍程度の高
速化が可能であることを示した． 

 

3.3.3 天体物理学文献データベースの分析 
 科学分野では古くから文献データベースが構築されて
おり，文献データベースに蓄積されたテキストデータか
らの知識発見が重要になっている．天体物理学分野では
The SAO/NASA Astrophysics Data System（ADS）が運営
されており，1975年以降当該分野で出版された論文の情
報が蓄積されている．本研究では，最新のリンク構造解
析手法を適用することで，研究分野を考慮した研究者の
重要度推定を行った． 

 まず ADS から文献データを取得するためのクロー等
を作成し，データをダウンロードした．次に，取得した
データから，学術雑誌，論文，著者の関係を，グラフ構
造として表現した．得られたグラフに対して，ノードの
クラスタリングとランキングを同時に行うことができる
手法である RankClus を適用した．その結果，分野ごと
の雑誌のクラスタリングと，各クラスタにおける著者の
重要度が算出可能であることを示した． 

 

3.4 天文学や宇宙プラズマに関する研究 
3.4.1 小マゼラン雲からの新 X線パルサー発見 
 すざく衛星は定常的に小マゼラン雲中の超新星残骸
1E0102.2-7219を機器較正の目的で観測しているが，2012

年 10 月の観測中に，視野中に新たな天体を発見した．
この天体は Suzaku J0102.8-7204（SXP523）と名付けられ，
522.3±0.1秒の周期を持つ X線パルサーであることわか
った．その X 線，可視光，赤外線の性質より，Suzaku 

J0102.8-7204（SXP523）は，小マゼラン雲中に多数存在
することが知られている，Be星を伴星として持つ大質量
連星系パルサーと考えられる． 

 

3.4.2 活動的銀河中心核の時間変動の研究 
 非周期的かつ激しいX線時間変動は活動的銀河中心核
の特徴であるが，その起源は明らかになっていない．ま
た，活動的銀河中心核の 1カテゴリーであるセイファー
ト銀河において，多くの天体から広がったように見える
鉄輝線が検出されている．また，強度変動率のエネルギ
ー依存性を調べると，鉄輝線領域で極端に小さくなる，
という特徴がある．それらを説明する有力なモデルとし
て，当研究系は Variable Partial Covering (VPC) model を
提案し，検証を行なっている．アーカイブデータを用い
た調査から，VPCモデルが高エネルギー領域（> 2 keV）
の観測スペクトルをうまく再現できているのに対し，低
エネルギー側は観測とずれるケースが見られた．そこで
我々は新たに二重の吸収を考慮した改良モデルでセイフ
ァート銀河 MCG-6-30-15の解析を行った．その結果，改
良版 VPCモデルでは，低エネルギーも含めた広いエネル
ギー範囲でセイファート銀河の観測スペクトルを再現で
きることを明らかにした． 
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3.4.3 X 線観測による銀河団プラズマの動力学 
 銀河団の衝突と合体は，宇宙で最大の力学現象の一つ
である．そこでは，暗黒物質の重力エネルギーが，ガス
と銀河の運動を経由して，ガスを加熱し宇宙線を加速す
る．X線衛星「すざく」を用いて合体途中の銀河団 A2256

を観測した．その結果，X線ラインの赤方偏移を用いて，
合体にともなうガスのバルクな運動（約 1500 km /s）を
世界で初めて実測した．この新しい手法を多くの銀河団
で利用し，ガスの運動を系統的に測定している．それに
よって，衝突と合体の物理を理解し，その力学を支配し
ている暗黒物質の分布を制限する．ランダムな過程に支
配された構造形成とその進化を理解するには，いろいろ
な成長段階にあるシステムの系統的な測定が必要であ
る．ガスと銀河はいつも一緒に動いているのか．暗黒物
質は，ガスや銀河と同じように分布し，同じ速度を持っ
ているのか．X 線を用いて銀河団ガスの運動を測定する
という新しい手段を手に入れた．一方，「すざく」は，す
でに百個以上の銀河団を観測している．このうち，いく
つかは，X線で A2256より明るく，十分な精度で速度の
測定ができる．今年度は，特に X線で明るい銀河団の解
析を系統的に行った．加えて，次期Ｘ線天文衛星
ASTRO-H 衛星による銀河団の動力学測定についても，
観測の検討を行っている． 

 

3.4.4 回転惑星磁気圏の粒子加速に関する研究 
 ガリレオやカッシーニなどの惑星探査機のデータベー
スを使用して，土星・木星で発生しているオーロラ粒子
加速に関する研究を行った．太陽系の中で最高エネルギ
ー（数 10MeV）に至る粒子加速を実現する土星や木星の
オーロラ加速は，その場観測が不足していることから，
加速のエネルギー源やダイナミクスは未解明であった．
本研究では，加速に伴う電波現象のスペクトルや指向性
解析することにより，オーロラ粒子加速の遠隔観測を行
った．これにより，南北のオーロラ加速を空間分解しつ
つそれらのダイナミクスを追えるようになった．その結
果，回転磁気圏のオーロラ加速は，日照と日陰の極域で
強度が異なることや，粒子加速の履歴である粒子速度分
布関数の形態が明らかになった． 

 

4. 大気球に関する研究 
 

 大気球実験で使用する次世代技術の研究と大気球によ
る観測を用いた宇宙科学の研究を行った．気球の次世代
技術については，「より高く，より長く」をテーマに，成
層圏を超えて中間圏に至るための軽量な気球や，長期間
成層圏に滞空できる気球の研究開発を行った．また，過
去の大気球観測実験で得られたデータの解析や，将来の
大気球による観測実験に用いる観測器の開発や検討を行
った． 

 

4.1 気球についての研究 
4.1.1 網をかけた圧力気球の開発 
 Lobed-pumpkin 型の圧力気球と比較して，気球重量を
軽くできるといったメリットのある，はっさくに被さっ
ているような縦に細長い菱形の目の網を被せた圧力気球
の開発を進めている． 

 本年度は，以下の研究を行った． 

1）体積 3,000m3 のスーパープレッシャー気球を体積
15,000m3 のゼロプレッシャー気球から吊り下げたタ
ンデム気球システムとして平成 24年 6月 9日に飛翔
性能試験を行った．気球が設計通りに展開することを
確認すると共に，タンデム気球の高度安定性を初めて
定量化をすることに成功した．しかし，耐圧性能は数
100Paにとどまっており，この原因として，気球の極
部の構造に問題がある可能性が判明した． 

2）上の問題を解消するため，気球の極部の構造の改良
方法を検討し，対策を施した直径 3m の気球を製作
し，－30℃の低温で破壊試験を行った．目標耐圧
5,000Pa に対し，6,800Pa の耐圧性能が達成でき，改
良の有効性を確認した．同型の気球を製作し，来年度
には飛翔性能試験を実施する予定である． 

3）網をかぶせた気球の数値構造解析を行い，耐圧性能
を定量化すると共に展開の安定性を確認した．また，
網目のアスペクト比の気球形状や耐圧性能への影響
を評価した． 

4）１トン程度の装置の吊り下げを可能にする気球尾部
構造を設計し，試作品を製作した． 

5）網の強度を改善するため，ダイニーマによる網を試
作した． 

 

4.1.2 成層圏パワードバルーンシステムの研究 
 高度 30km 以上の成層圏に滞空し，その飛翔経路を有
効的に制御可能な気球の研究を行っている．これまでに
研究・開発を行ってきた俵型気球のアスペクト比を大き
くすることにより空気抵抗の少ないスーパープレッシャ
ー型気球を実現し，また，推進機を保持するための構造
をインフレータブル素材で構成することにより，通常の
スーパープレッシャー型気球と同様の方法で放球可能に
なる．今年度は，推進機を支えるインフレータブル構造
をアラミド繊維を織り込んだ気密シートで製作し，耐圧
試験および荷重歪み試験を実施した．また，アスペクト
比が 2.7の俵型気球を製作し，構造の妥当性を検証した． 
 

4.2. 気球を用いた宇宙科学の研究 
4.2.1 エキゾチック原子を用いた宇宙線反粒子の研究 
 宇宙線中に極僅かに存在している可能性がある反重陽
子などの反粒子成分の高感度探索を通じて宇宙の暗黒物
質などに関する知見を獲得すべく，米国と共同で GAPS

気球実験計画を推進している． 

 本年度は GAPSプロトタイプ測定器による技術実証を
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目的とした気球実験を大樹航空宇宙実験場にて実施し
た．日米それぞれが開発したサブシステムを相模原キャ
ンパスに集結して組み上げ，大樹航空宇宙実験場にて最
終準備を行ったのち，平成 24 年 6 月 3 日に気球実験を
実施した． 

 フライトは高度 31～33km での水平浮遊 3時間を含む
予定通りの約 6時間のものとなった．フライトの全般に
亘り測定器はほぼ期待通りに動作し，のべ 100万事象を
超えるデータを取得した．これにより，事前に掲げた 3

つのフライト目標を全て達成することができた．また，
搭載した自励振動ヒートパイプ（OHP）冷却システムに
関しては，人工衛星を含めても世界初の飛翔環境下での
動作実証に成功した．これらにより南極での本格的な気
球観測に向けた重要な知見を得ることができたことで，
南極気球実験用の測定器の設計開発も引き続き進めてい
る． 

 

4.2.2 超伝導スペクトロメータを用いた宇宙線の観測 
 反陽子などの宇宙線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，米国と共同で気球搭載型
超伝導スペクトロメータによる BESS気球実験を進めて
きた．前年度に引き続き今年度も，平成 16年 12月と平
成 19年 12月に南極上空の気球飛翔（それぞれ 8.5日間
と 29.5日間）によって得られた宇宙線事象データの詳細
な解析を進めている．今年度は宇宙線中の陽子とヘリウ
ムの同位体比の観測結果に関する成果を発表したほか，
反重陽子の探索解析も進めている． 

 

4.2.3 高エネルギー宇宙電子線・ガンマ線の観測 
 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟船外実験
プラットフォームの第 2 期利用ミッションとして，
CALET 観測計画を進めている．高エネルギー電子線，
ガンマ線などの宇宙線の到来方向とエネルギーを観測す
ることで宇宙暗黒物質の正体や宇宙から飛来する高エネ
ルギーの電子・陽子・原子核の起源の解明を目指してい
る．平成 21年度までに概念設計フェーズ（Phase A）の
開発段階を終了したのち，「国際宇宙ステーション・きぼ
う利用推進委員会」及びその分科会である「曝露部分分
科会」によって選定され，開発フェーズ（Phase B）に移
行した．平成 26 年の打ち上げを目指して，現在，観測
機器の構築・試験を行っている． 

 

4.2.4 宇宙マイクロ波背景放射偏光測定による宇宙創
生の研究 

 初期宇宙における宇宙インフレーションの直接の証拠
となる原始重力波の検出を目的として，小型科学衛星に
よる宇宙マイクロ波背景放射偏光観測計画 LiteBIRD を
進めている．今年度は，メーカーを交えた衛星システム
の成立性検討を行った． 

 

5. 科学コミュニケーションに関する研究 
 

 広範な学術分野からなる総合科学である宇宙科学を題
材に，国民の宇宙科学・技術への理解増進と科学リテラ
シーの向上を目指し，科学コミュニケーション技術の開
発研究と実践，及び実践成果の解析研究を行った． 

 

5.1 文理融合のプラネタリウム番組の科学コミュニケ
ーションツールとしての評価 

 近年の博物館では，より高度な資料活用を目的として，
文理融合型の研究スタイルが展示などに反映されてい
る．博物館教育においては，学び手の個性や社会文化的
背景を生かし，学びの主体性を促す手だてを模索する意
味においても文理融合的観点からの教育プログラムの検
討が求められる． 

 そこで，総合研究大学院大学の他専攻の研究者との協
働により文理融合の観点から制作した「誰も知らなかっ
た星座―南米天の川の暗黒星雲―」を長野市立博物館に
て上映し，そこでの視聴者の動向や，上映に至る普及活
動から見いだされた課題から，最新科学の成果を伝える
手法を踏まえ，今後の天文普及について検討を行った． 

 この番組では，メディア等に取り上げられにくい「暗
黒星雲」を番組トピックとして取り上げ，民俗的な側面
と「逆転の発想」の面白さで視聴者の興味を掘り起こす
ことを目指した．さらに，これまでのプラネタリウム番
組には避けられがちであったが，赤外線や電波による科
学の話題を取り入れた．番組内容は，天の川を背景にシ
ルエットとして見える部分（＝暗黒星雲）を星座に見た
てていたインカ文明の宇宙観や民俗の話題と，一見する
と星が少ないように見える領域（＝暗黒星雲）を電波や
赤外線で観測することで星の誕生の様子を解き明かそう
とする現代天文学の話題とを番組の 2本柱として構成し
たものである． 

 エンターテインメントに依存せずに文理融合という手
法だけでどこまで情報伝達できるかに真正面から挑んだ
番組であるため，プラネタリウム関係者試写会での事前
評価では，家族向けには適応しないのではないかという
意見が多数であった． 

 しかしながら，長野市立博物館での上映の結果，以下
のような知見が得られた． 

（1）文理融合の手だてにおける映像は，幅広い年齢層か
ら受容される可能性がある．（2）史跡公園の中にあると
いう長野市立博物館の立地条件が，自然科学に興味がな
い来館者を集めるのにプラスに働き，今回の番組の「文
理融合」という手法が有効であった可能性がある．（3）
難解な概念も，全天周映像などの環境が整えば受容され
やすい． 

 一方で，文と理のバランスを配慮した番組作りは内容
が盛りだくさんになり過ぎる側面もあり注意が必要なこ
と，全天周映像は見る側の視野よりも大きな映像に囲ま
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れるため強調したい部分へ観客の視点を動かすことが大
切であることなどの注意点も見出された． 

 

5.2 宇宙科学史の研究 
 科学コミュニケーションツールとしての側面から，日
本の宇宙科学史の研究を，戦後日本初のロケットである
ペンシルロケットを中心に進めた． 

 日本の宇宙科学の歴史は 1955 年 4 月に東京大学生産
技術研究所が行ったペンシルロケットの水平試射実験に
さかのぼる．グループを率いた糸川英夫教授が 2012年 7

月 20 日に生誕百年を迎えるにあたり，宇宙航空研究開
発機構と相模原市立博物館の共催で企画展「宇宙科学の
先駆者たち～糸川英夫と小田稔～」を 2012年 7月 14日
から 9月 2日にかけて開催したが，これをきっかけとし
て散逸しつつあるペンシルロケットの所在情報の収集と
鑑定を行った． 

 いうまでもなくペンシルロケットは日本の宇宙科学研
究を語るうえでの超一級の史料だが，数多く作られ，試
験も多くが陸上で行われて機体が回収されたにもかかわ
らず，その実機を見る機会は多くない．常設展としては
永らく，国立科学博物館と，日産荻窪工場跡地の「ロケ
ット発祥之地」碑に埋め込まれたものがあるのみとされ
ていた．しかもペンシルロケットは一種類ではない．全
長 23cmの標準型だけでなく，全長 30cmのペンシル 300

や，下段にブースターをつけた 2段式ペンシル，ブース
ターを 3つ束ねたクラスターペンシルなどが知られてい
る．また，同じ標準型でも，ノズル形状や先端部分の材 

質，尾翼の取付角が異なるいくつもの組み合わせがあ
る． 

 そこで，これを機に所在確認を進めた結果，「ロケット
発祥之地」碑に埋め込まれたものやスミソニアン航空宇
宙博物館に寄贈されたものがレプリカであることや，内
之浦宇宙空間観測所の宇宙科学資料館に展示されている
ものが実機と思われることなど，従来の認識を覆す鑑定
結果を得た．また，最終的にはスタンダードペンシルを
10機（国分寺で実射された記録が残るもの 2機を含む），
ペンシル 300を 1機，2段式ペンシルを 2機，クラスタ
ーペンシルを 1機，展示することができた． 

 存在が確認されながら借用できずに終わったものや，
別の場所で保管されているもの，その後発見されたもの
を含め，所在確認と鑑定を進め，その結果について日本
天文学会で報告した． 

 

5.3 芸術との融合による科学の表現 
 宇宙科学の内容そのものではなく，科学の営みそのも
のを芸術の力を借りて分かりやすく表現する方法を模索
するために，「サイエンスとアートとの対話」という総合
研究大学院大学の取り組みを通じて，2 人の芸術家と連
携して作品を制作した．一つの作品では，本をスライス
するという手法により，宇宙という未知の世界の断片を
つなぎ合わせて全体を想像するという天文学の営みを表 

現した．もう一つの作品は，暗幕に隠された物体を壁に
投影するという手法により，見えない世界を描き出すと
いう電波天文学の営みを表現したものである． 
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d. 宇宙飛翔工学研究系 
教職員：森田泰弘 川口淳一郎 國中 均 堀 恵一 八田博志 藤井孝藏 嶋田 徹 石井信明  
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徳留真一郎 大山 聖 船木一幸 川勝康弘 石村康生 西山和孝 小川博之 山田哲哉  

後藤 健 野々村拓 北川幸樹 津田雄一 竹内伸介 竹前俊昭 川合伸明 成尾芳博  

森 治 小柳 潤 山田和彦 佐伯孝尚 丸 祐介 奥泉信克 羽生宏人 下瀬 滋 河野太郎  

伊藤文成 Stefano CAMPAGNOLA 高橋裕介 松岡健之 上野一磨 安養寺正之 河合宗司  

Tianshu Liu 青野 光 佐藤 允 焼野藍子 立川智章 Antonio López-Jaimes 永田靖典  

姫野武洋 小林弘明 

学振特別研究員：森本睦子 

宇宙研院・学生：杉本理英 片山範将 佐々木要 梶川隆史 宮下直樹 谷口 聡 原田隆義  

本江幹朗 船見祐揮 足立将基 小澤晃平 髙山明正 山中翔太 月崎竜童  

久本泰慶 大道 渉 伊勢俊之 神田大樹 班 太郎 鶴井健司 中村伊織  

小谷太亮 今井周平 石渡 薫 安部大祐 新倉脩平 服部盛正 里深 優  

谷繁樹林 外﨑真太郎 佐藤博紀 大塩裕哉 金澤 慧 外園啓祐 神谷崇志  

喜多村章悟 浅田健吾 関本諭志 Taufik Sulaiman 阿部圭晃 Bikash Ranjan Das 

飯田大貴 森澤征一郎 藤岡直也 近藤勝俊 長田裕樹 Gabriel Pichon 古泉卓弥 

高野 光 佐々木岳 Kanika Kumar 元岡範純 田中啓太 大野 剛 松本 純  

地福 亮 大谷 翔 中条俊大 濱崎 拓 林 直宏  

Brémond Lucas Guillaume Rivier 足立文也 泉 雄大 田窪将也 杉田裕人  

小宮山雄斗 杉本洋輝 森口開理 座間俊右 佐藤義光 小菅裕紀 高田智弘  

常盤頼基 田代達也 戸田 諒 カクテイ（Ting Hao） 河尻翔太 長洲 孝 松下将典  

Le Xuan Huy 井上遼太 山村治人 宮崎兼治 岩渕頌太 Giancotti Marco 管野 剛 

共同研究員：北澤幸人 新井和吉 筧 孝次 北薗幸一 奥平恭子 松永哲也 志波光晴 鈴木宏二郎  

大津広隆 西田浩之 中條恭一 葛山 浩 松野 隆 Triwanto SIMANJUNTAK 秋田 剛 

他大学院・学生：宮里和良 東浦孝典  

JAXA他本部職員：篠原主勲 松本康司 宇都宮真 内田英樹 神谷友裕 安田 進 石澤淳一郎  

伊藤勝広 白石紀子 森下拓往 

 

は じ め に 
 

 宇宙飛翔工学研究系では，宇宙飛翔技術及び宇宙シス
テムの基盤となる宇宙システム工学，輸送工学，構造・
材料工学などに関する基礎と応用の研究，及びこれらに
関する搭載機器や地上システム等の研究，さらにプロジ
ェクトの提案と実行などを通して，大学共同利用システ
ムとしての宇宙科学プログラムにおける研究活動の推進
を行っている． 

 宇宙システム工学においては，飛翔体に関連した応用
力学，制御システム論，輸送系システム設計など，プロ
ジェクトに先駆的な工学研究を行っている．いわゆる，
信頼性工学でいうところのシステムエンジニアリングと
は内容を異にする．主として，惑星探査機，先進的科学 

衛星等の宇宙機，およびそれにかかわる航行，誘導，制
御に関する研究と，実験的手段をもちいたロケットなど
の飛翔体システムの研究を行っている．具体的にはそれ
らに関連する計画立案とミッション解析，軌道設計，シ
ステム設計ないし，小型ロケットによる実験・試験，計

算機によるシミュレーション等を行っている. 

 宇宙輸送工学においては，宇宙飛翔工学の基盤となる
化学推進，電気推進等の推進系や空気力学，気体力学に
関する基礎及び応用の研究を行い，宇宙科学ミッション
の推進を図っている. 

 宇宙構造・材料工学においては，将来ミッションにつ
ながる先端的構造や材料，検査方法などの研究を行うと
ともに，宇宙研のほとんどのプロジェクト，プリプロジ
ェクトと協働してこれらの活動の推進を図っている． 

 

1. アストロダイナミクス（応用宇宙機飛行力学）
と深宇宙探査ミッション解析 

 

 我が国が主導的に行う月・惑星探査計画を推進するた
めには，必要な新規の飛行技術を開拓し，それを現実の
ものとする必要がある．新たなミッションを理学コミュ
ニティならびに工学コミュニティとともに作案し，その
飛行計画を具体化する過程で，天体力学，姿勢ダイナミ
クス，誘導，航法に関わる応用飛行力学の総体（アスト
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ロダイナミクス）を駆使して，具体的な飛行計画（ミッ
ションシナリオ）を構築する．いわゆる，スウィングバ
イと呼ばれる天体の重力援用軌道を駆使する応用弾道飛
行を行わせる手法は，一応の完成をみている．また，い
わゆる主たる重力源まわりの 2体運動を接続して飛行計
画を立てる手法も，完成をみている．当課題が解決をは
かっているものの 1つは，主として低推力推進機関を用
いて，それをスウィングバイと併用し，非線形効果を活
用して加速させる方法で，我が国が，「はやぶさ」計画で，
実用性を証明した日本独自の手法である．もう 1つは，
太陽，月，地球に探査機を加えた 4体問題で軌道計画を
作案する手法で，これについては，大きな加速効果を得
られるものの，有効な設計手法は未だ確立されていない．
他に，太陽―地球系，地球―月系等の 3体系における実
用的な軌道設計手法，重力天体周辺で低推力推進機関を
用いる場合の軌道設計手法の研究を進めている．これら
の飛行計画手法が整備されれば，我が国の当該分野での
主導性は飛躍的に高まるものと期待される. 

 

2. 再使用高頻度宇宙輪送システムの研究 
 

 将来の宇宙輸送システムは，高頻度大量の輸送が行わ
れ，輸送コストが現在よりも 2桁以上安いというのがある
べき姿である．このためには航空機的に繰り返し運行可能
なシステムでなければならない．宇宙輸送システムを航空
機的に繰り返し運行可能とするために必要とされる技術
について，先行的に研究をおこなっているものである． 

 今年度は機体システム知能化研究としてヘルスマネジ
メントおよび水素を用いたロケットの安全で効率的な運
用を可能とするため，計算機を搭載した機体システムお
よび地上系システムを構築した．地上運用効率化研究と
して運用自動化のためのハード/ソフトを研究開発し，シ

ステムレベルでの機能実証（地上燃焼試験）を行った．
高頻度運用・システム高性能化のための要素研究として
水素酸素 RCS，高度補償ノズル，タンク断熱材，液体推
進薬マネジメント，水素ガスセンサ，光ファイバセンサ
の各研究を実施し，システムへの適用に向けた基礎特性
と課題を把握し，一部要素（高度補償ノズル他）につい
ては機体システムへ適用してシステムレベルでの実証を
行った．来年度以降，ヘルスマネジメントシステムおよ
び運用システムを実際に実運用しながら洗練していく計
画である．要素研究についても段階的に実システム適用
に向けて研究を進めていく． 

 

3. 科学衛星の熱設計，解析，試験に関する研究と，
将来の科学衛星のための新しい熱制御技術の研究 

 

 科学衛星は要求が多様であり，そのために設計，解析，
試験において従来にない柔軟な対応が必要とされる．ま
た将来の科学衛星実現のためには，新しい熱制御技術の
研究開発が必要である. 

 BepiColombo/MMO プロジェクトの熱設計，解析，試
験に対応することで研究をおこなう．また将来必要とさ
れるであろう熱制御技術について試作研究を通して水星
環境に耐える技術とその設計・解析手法，試験手法につ
いて確立することが出来た．これらの技術のある部分は
将来の科学衛星にも応用可能である．また将来必要とさ
れる熱制御技術について，具体的にはループヒートパイ
プと自励振動ヒートパイプについて，試作研究をおこな
った．これらは将来の科学衛星の熱設計の自在性を革新
するものである. 

 

4. 天体着陸航法誘導システムの研究 
 

 「ピンポイント着陸技術」は，将来の天体着陸探査で
の必要性は広く認識されているものの，世界的にも未だ
達成されていない．SLIM ミッションは，月面を対象に
した「ピンポイント着陸技術」の実証を行う計画であり，
SLIM ミッションの提案に向けて，天体着陸航法誘導シ
ステムの研究を行う．SLIM ミッションにおける具体的
な要求機能，リソースを念頭におきつつ研究を進めてい
る．今年度は，主として数値シミュレーションにより，
検討を実施した．ピンポイント着陸を実現する高精度航
法誘導について，他の研究系，各大学と共同して，特に
画像航法システムのアルゴリズムを考案し，具体的な月
面の着陸候補地点付近の画像を用いて，その有効性の検
証を行った. 

 

5. スペースプレーン技術実証システムの研究 
 

 スぺースプレーン技術をフライト状態で実証する枠組
みを開発し，そこで新規技術の研究をすることでスぺース

 

図 1 地上燃焼試験（FRV2） 
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プレーン実現に貢献する．スぺースプレーン技術をフライ
ト状態で実証する枠組みとして，気球を利用した効率的な
システムを検討している．システム構築に向けては，気球
からの落下により加速するマッハ 2 までのシステム実証
を第 1 段階，気球からの落下に加え，ブースターによる
加速をするいわゆるロックーン方式によるマッハ 5程度
までのシステム実証を第 2段階と位置づけており，今年
度は，第 1 段階の実証を行うため，全長 4.6m の機体を
試作し，気球を利用したフライト試験を実施した． 

 気球からの落下飛行により，超音速状態を達成するこ
とができ，気球を利用した超音速飛行実験の有効性を示
すことができた．一方で，飛行軌道制御系が予期せぬ挙
動を示したため，当初想定のデータのうち一部が取得で
きなかった．そのため，予期せぬ挙動を示した原因調査
を実施した． 

 

6. 再突入・惑星突入に関わる研究 
 

 有人・無人を問わず，月惑星探査に必要な基盤技術と
しての再突入・惑星突入技術は近年益々重要になってい
る．また，社会的にも関心が高い周回衛星の軌道減衰落
下も，再突入の研究分野の一部を構成している． 

 将来の有人・無人帰還機，惑星突入プローブ等に必要
とされる再突入・惑星突入技術のうち，特に基盤となる
熱防御技術，飛行技術，システム技術を中心とした研究
を実験的，解析的に行う．「はやぶさ」等，これまでのプ
ロジェクトで培ってきた熱防御技術研究の一環として，
従来型より軽量の耐熱材料の試作・試験・解析評価を行
い，研究開発を進めており，宇宙探査の可能性を拡張す
ることに貢献すると考えられる．また，主に数値的手法
により飛行・飛翔体再突入時の溶融落下性の研究を進め
ており，より精度の高く汎用的な飛行解析，溶融解析へ
応用することが可能になる. 

 

7. IKAROS の探索運用 
 

 IKAROS は通常の探査機と異なり，巨大な膜面をもつ
ため，並進運動だけでなく姿勢運動についても太陽光圧
の影響が大きく現れる．IKAROS の運用で得られるフラ
イトデータ（スピン軸方向，スピンレート及びその変化
率，カメラ画像等）から，太陽光圧に起因する姿勢変化
のモデルを構築した． 

 IKAROSは 2012年 1月 6日までに冬眠モード（搭載機
器シャットダウン）に移行した．冬眠明けに再び IKAROS

を追跡するためには，冬眠中も含めた IKAROSの挙動を
正確に予測する必要がある．姿勢モデルを踏まえた冬眠
モード移行後の IKAROSの姿勢運動の予測を図に示す．
これを用いて探索を行ったところ，IKAROS 冬眠明けか
らしばらくたった 2012年 9月 6日に IKAROS の電波を
捕捉することに成功した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域
探査計画の検討 

ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域探査計画
として，これまで，木星周回機＆トロヤ群ランデブミッ
ションを検討してきたが，海外ミッションの状況も考慮
しつつ，これを発展的に見直し，ソーラー電力セイルの
技術的優位性をより生かした外惑星領域往復＆サンプル
リターンミッションの検討を開始するに至った．これを
踏まえて，サンプル採取方式（親機 or 子機 or 孫機）と
帰還機（親機 or子機）の組み合わせについてフィージビ
リティを検討した． 

9. ソーラー電力セイルのセイル試作 

次期ソーラー電力セイルでは，薄膜太陽電池，液晶デ
バイスなどの搭載デバイスがセイルのほぼ全面を占め，
ベースフィルムが占める割合が小さくなるため，ベース
フィルムを基準としてデバイスの位置を管理する方法よ
りも，各デバイスをユニット化しユニット同士をパッチ
ワーク的に接続して相対位置を管理する製作方法の方が
作業ロスを少なくでき，有効であると考えられる． 

その他のセイル製作上の制約も考慮し，セイル面積を
3000m2，折幅を 0.45m，折数 56.5段としてレイアウト設
計を行い，セイルの総重量は約 214kg（先端マスを含む），
薄膜太陽電池の供給可能電力は 5kW@5.2AU以上と算出

図 2 冬眠モード移行後の姿勢運動 

スピン軸（ 年 月 日～ 年 月 日）

スピンレート（ 年 月 日～ 年 月 日）
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した． 

 さらに，この製作手順を確認するために，ダミーの薄
膜太陽電池ユニット，液晶デバイスユニットを用いて模
擬セイルを試作した． 

 

10. ソーラー電力セイルの展開機構試作 
 

 IKAROS で発生した事象，次期ソーラー電力セイルの
展開における課題を解決することを念頭に，探査機本体
とセイルが一体となってスピンする「シングルスピン方
式」と，セイルのみをスピンさせ，スリップリングを介
して集電を行う「デュアルスピン方式」について，展開
機構の設計を行った．検討結果から，デュアルスピン方
式では回転部保持に複雑な機構を必要とし，簡易な見積
もりにおいて展開機構全体の重量はシングルスピン方式
より 200kg近く大きくなると予想された．軌道設計など
の観点から実効ΔV 量の損失を考慮しても，軽量化が可
能なシングルスピン方式の方が有利であると見られ，こ
ちらを第 1案として設計を進め，展開機構の部分的な試
作を行った． 

 さらに展開機構で用いる大型スリップリングについて
も検討を進め，電気試験モデル（ブラシ，リングの組み
合わせによる電気抵抗変化，ノイズ，摩擦，摩耗の評価
用）と機械試験モデル（製作精度，回転精度の評価用）
の 2種類の設計を行った． 

 

11. ソーラー電力セイルのセイル収納装置試作 
 

 次期ソーラー電力セイルでは，薄膜太陽電池の占める
割合が大きいため，膜厚の影響を考慮したセイル収納方
法が必要となる．そこで，巻き付け位相管理方式，区分
直線近似折り方式，折線分割方式の 3つを検討し，これ
に対応したセイル収納装置を試作した． 

 また，次期ソーラー電力セイルでは，セイルサイズが
大きいため，折り畳み作業時に多数の人員が必要となる．
これを避けるため，一定間隔で折線を軸にセイルを回転
させて曲率を管理しながら逐次的にセイルを折り畳む治
具の開発を進めて，スケールモデルを試作し，機能検証
を行った． 

 

12. ソーラー電力セイルの展開・展張 
 

 IKAROS 一次展開終了時に現出したセイルの非対称形
状の要因，および，IKAROS 二次展開時に現出した段階
的な展開の発生メカニズムについて，真空槽実験および
有限要素解析により検証した． 

 また，IKAROS 展張時のセイル全体の形状を再現する
ことを目指し，これまで十分考慮しなかったセイル膜面
の波打ち，しわ，折り目，貼付部材の反りなどを取り込
んだ有限要素解析を行い，それぞれの剛性への影響を評

価した． 

 

13. 分散化 HCE 
 

 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． 

 これを宇宙機に搭載することを念頭に，恒温真空槽を
用いて，宇宙環境に近い状態で実証実験を行った．遠赤
外線ヒータを用いて温度環境を急激に変化させ，環境変
化が発生した場合においても，これに応じて DUTYの調
整が適切に行われることを確認した． 

 

14. 電車・車両の電力平滑化運転 
 

 分散化 HCE のコンセプトを非宇宙分野の電力制御に
適用・応用した研究の一つとして，電車・車両の電力平
滑化運転を進めている．鉄道変電所の負荷を一定値以下
にするため，各電車への電力供給を時間分配し，さらに
モータダイナミクスを考慮して消費電力ピークを抑える
方針とする．電車模型を用いた実験システムを構築し，
モータのダイナミクスをモデル化したシミュレーション
を用いて，チョッパ制御により電力平滑化できることを
実験的に検証した． 

 

15. 気液平衡スラスタ 
 

 気液平衡スラスタは，推進薬をタンク内で液体として
保持し，気体（蒸気）として噴射するため，システム全
体を簡素化・軽量化でき，超小型探査機の推進系として
最適である． 

 宇宙空間でも気液分離を確実に行うためタンクに発泡
金属を入れることが有効であり，多孔質金属一体成型タ
ンクの開発に着手した．まずは，スチール円筒にポーラ
ス材料を充填したサンプルの製作に成功し，現在，気孔
率向上，均質性向上などの高品質化を行い，サンプルの
耐環境特性の検証を進めている． 

 一方，気液平衡スラスタ連続噴射時のミスト化防止策
として，気蓄器を搭載することを提案した．気蓄器に貯
蔵したガスを噴射することで高い気液分離性能を求めら
れなくなり，相平衡維持のための莫大な加熱も不要とな
る．気液ガスのブローダウン特性として，気液混在時の
ポリトロープ指数や温度維持のための加熱量を取得し
た． 
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16. 固気平衡スラスタ 
 

 固気平衡スラスタは，気液平衡スラスタの応用であり，
昇華現象を用いることで，推進薬をタンク内で固体とし
て保持し，気体（蒸気）として噴射する．宇宙空間での
気液分離に比べ，固気分離が容易であるため，システム
全体が簡略化できる．小型の真空チャンバを利用した噴
射試験を実施し，推力やタンク圧履歴などの特性を取得
した． 

 

17. マイクロ波放電式イオンエンジン 
 

 宇宙実現したマイクロ波放電式イオンエンジンの基礎
研究開発を行っている．本装置は，世界を先導する独自
の方式であり，放電電極を用いずマイクロ波放電にてプ
ラズマ生成するため，宇宙における長寿命性／高信頼性
を原理原則として内在する．有効直径 10cmの「μ10」イ
オンエンジンは，推力 8mN であったが，推進剤投入方
法などを工夫することにより，10mN まで増強すること
に成功した．また利用範囲を拡大するため，「μ10」に加
えて，20cm の｢μ20｣，1cm の「μ1」，エンジン，中和器
の劣化機構，エンジンからの漏洩マイクロ波の低減化，
放電部内部計測の研究を行った．この研究経緯で開発さ
れた光ファイバを用いた新たな探針法は，マイクロ波放
電一般に適応可能で有用性が高い． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. MPD／DCアークジェット 
 

 電気推進は，南北制御などに応用され静止衛星の長寿
命化に貢献し，さらに深宇宙動力航行を実現させた． 

 その次に切り拓くべき分野は In-space Transportation 

Systemであり，ここに資する大電力／大推力電気推進の
研究開発に各国研究機関が凌ぎを削っている．本研究部
門では，単体 100kW級電気推進として，外部磁場型 MPD

アークジェットや DC アークジェットにて新たな道筋を
拓くべく研究を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 原子状酸素の密度計測 

地球超高層大気は，中性粒子（特に原子状酸素）がそ
の大多数を占めるが，イオンのような応答性がないため
電波やレーザ等による遠隔観測はできない．電気ロケッ
トを地球周回で用いる場合，放射されたイオンビームは
地球磁場に捕捉され，ラーマー旋回しながら高緯度領域
の高層大気深部に侵入して，大気との電荷交換により中
性粒子に戻り，慣性飛行して地球を脱出して失われる．
この機構を能動的に利用して高層中性大気の遠隔観測法
を着想するに至った．原子状酸素は活性物資であるため，
宇宙現象のみならず地上利用も行われており，ここで開
発された密度計測技術の利用範囲は広い．マイクロ波放
電にて生成された原子状酸素に，クリプトンイオンビー
ムを照射して，密度を計測する研究を行なっている． 

図 3 μ10と μ20イオンエンジンの加速グリッド 

図 5 DCアークジェットの作動状況 

図 4 外部磁場型MPDアークジェット 

図 6 高層大気中の原子状酸素密度のリモートセンシング法の概念 
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20. 電磁力による流れの制御とその応用 
 

高速流れに関する研究 
 電磁力を利用した流れの制御は多方面で注目を集め研
究が進められているが，我々は，再突入飛行に係わる高
エンタルピー流れの磁力による制御の可能性とその応用
について研究開発を進めている．研究は，高エンタルピ
ー流れを生成する各種の風洞を用いて行われるのみなら
ず，数値解析の手法を用いた研究も進められている．こ
れらの研究は，高エンタルピー流れの磁力による制御の
可能性があることを示しており，実飛行環境においての
実証の可能性を示している．この実証には，超軽量の超
電導マグネットが必要とされるが，5Tの着磁可能なエン
ジニアモデルを試作している（図 7）．このような流れの
制御の結果，高エンタルピー流れからの熱入力を制御し，
必要に応じて減少させることができることを示してい
る．この制御は，特に大気が低密度となる高高度飛行に
おいて特に有効であると考えられるため，低密度におけ
る流れの制御効果についてさらに理解を深めることが必
要となっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低速流れに関する研究 
 低速な流れの制御にも電磁力の効果は有効であり，
DBD プラズマアクチュエータとして知られる放電プラ
ズマによる流れの制御は，低速飛行する飛翔体まわりの
流れの制御に有効であると考えられる．この研究では，
放電プラズマによる流れの制御の効果を実験的に解明す
ると同時に，実験的に解明された効果を取り入れた数理
モデルを開発し，さらに高効率のプラズマアクチュエー
タの可能性を追求している. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 展開型柔軟構造体による再突入機の開発 
 

 再突入機が直面する厳しい空力加熱を緩和する手段と
して，低弾道係数化がある．これを実現する構造として，
展開型柔軟構造体による再突入機を研究開発している．
大型低速風洞，極超音速風洞など各種風洞試験や，流体
力学的，及び，構造力学的観点からの数値解析などを利
用した要素研究を始めとして，大気球を利用した自由飛
行環境を利用した強度試験を行ってきた．そして，それ
らの知見を踏まえた再突入実験機を開発し，S-310 観測
ロケットによる飛行試験を実施し，高度 150kmからの大
気圏突入飛行の実証に成功した．この成果を踏まえ，次
のマイルストーンとして地球低軌道から再突入実証試験
の準備を開始している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 飛翔体型火星探査機に関する研究 
 

 火星大気を飛翔する探査機について，密閉型のパラグ
ライダー型の利点を利用する検討を行っている．このタ
イプの飛翔体は，制御が容易であり，目的地にピンポイ
ントの着地ができることが特徴である．これを利用した
基本的な飛翔計画を検討するとともに，その航法に必要
な要素技術についても検討をおこなった．密閉型のパラ
グライダーに関しては，試作機を製作し，大型低速風洞
試験を実施した．通常のラムエア型のパラグライダーに
比べて大きく揚抗比が向上することを確認し，火星探査
への適用の可能性を示した．この結果を踏まえ，実際の

図 7 超軽量超伝導マグネット（左）とその内部構造（右） 

図 9 観測ロケットによる大気圏突入試験用に開発した実験機 
（左：エアロシェル展開状態，右：収納状態） 

 

図 10 密閉型パラグライダーの試作機の低速風洞試験の様子 図 8 大型低速風洞試験で用いた 1.2mエアロシェル模型 
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火星探査機への応用検討を進めるのと同時に，さらなる
能力向上にむけた検討を行っている． 

 

23. 深宇宙航行システムの研究開発 
 

磁気プラズマセイル 
 磁場を帆（セイル）として太陽風プラズマのエネルギ
を受け止めて宇宙機を推進させる「磁気プラズマセイル」
の研究開発を継続して実施した．スーパーコンピュータ
を駆使した磁気プラズマセイルの推力特性評価が進み，
超伝導コイルを搭載した宇宙機周囲にリング状の電流を
励起して帆を拡大する新方式により，従来方式よりも 10

倍以上の推力増加を達成した．また，超伝導コイルの特
性のモデル化と最適設計を進め，第２種超伝導体が持つ
非線形特性を考慮した軽量化設計を実施した． 

 

無電極プラズマ加速システム 
 電極損耗の無い高周波プラズマ加速機は，宇宙におけ
る超長時間のミッションに最適である．プラズマを無電
極放電にて 30-60km/s まで加速するシステムの実験室モ
デルを開発し，直径 2.6cm～直径 10cm の小型高周波プ
ラズマ源の推進特性を取得した．ねじり振り子式スラス
トスタンドによる評価では，アルゴンガスで 10mN/800s

の高比推力を達成した． 

 

電磁プラズマカ学（MPD）アークジェット 
 惑星間空間航行用システムの主推進機用途として期待
される大電力（>100 kW）MPDアークジェットの基礎設
計と準定常スラスタによる実験を実施し，水素を推進剤
とした実験では，自己誘起磁場型 MPD アークジェット
としては最高クラスの Isp と推進効率 6,900s/60%を達成
するなどの成果を得た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. イプシロンロケット空力特性の研究
 

 システム設計を進めているイプシロンロケットについ
て，平成 22 年度の検討結果を反映した突起物を含む全
機形態での空力特性を取得し，システム解析に使用する
空力データベースを得ることを目的する風洞試験および
数値解析を行った．風洞試験では高マッハ数域大迎角空
力特性を含め，ベースラインの設定に必要な条件におい

て試験を行い，空力特性および，ベース圧／キャビティ
圧の空力特性への影響についてのデータ取得を行った．
本研究において全機形態における遷音速／超音速空力基
本特性を取得し，システム解析に必要なデータベースを
更新した．また CFD 解析の妥当性評価に必要な機体周
りの流れ場を明らかにするため流れ場の可視化を行い，
数値解析結果の妥当性を評価した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 固体ロケットモータ内部弾道性能の高精度数
値予測システム（ACSSIB）の研究 

固体推進薬の内部微細構造が燃焼にどのように影響す
るかを明らかにする研究を行っている．酸化剤粒子の形
状と傾きの関係性を調べるための擬似推進薬用材料の検
討を実施し，擬似酸化剤粒子にテフロン樹脂，粘度調整
物質にアクリルが有効であることを確認した．また，固
体推進薬の注型時の流れ場と粒子の傾きとの関係を把握
するために，せん断流れ場に固定された柱状粒子に働く
モーメントを数値的に解析し，せん断流れによって粒子
がある方向に固定される可能性を確認した． 

26. ハイブリッドロケットの研究

推力 5kN 級の技術実証用ハイブリッドロケットエン
ジン設備（GOX 仕様）および供試体の詳細設計/製作を
実施し，機能確認試験を実施した．燃料後退速度向上技
術の研究として，WAX燃料の旋回流中での燃焼状態の光
学観察に世界初で成功し，多段面対向噴射方式により，
燃料/酸化剤の流量割合の適正化に成功した．また，複数

図 11 水素を推進剤とした自己誘起磁場型MPD スラスタの実験 

図 12 イプシロン風洞試験 

図 13 擬似推進薬の三次元画像

This document is provided by JAXA.



Ⅱ．研究活動 62 

の旋回器を並列に配置することで混合を促進する手法を
考案し，その基礎的な挙動をコールドフロー試験により
調査した．LOX気化技術の開発研究に関して，LOX気化
用の GAPガスジェネレータの燃焼実験に成功した． 

 数値解析手法の開発研究として，ロケット内部旋回流
中の境界層火炎を詳細に把握するベースとなる数値解析
ツールを国内初で開発した．また，計算負荷の低い内部
弾道特性計算モデルの構築や，着火条件を明らかにする
ための軽量化学モデルの構築を行った．さらに，WAX

などの燃焼時に液化する燃料に関して，エントレーメン
ト現象のプロセスの一つである液膜の挙動の不安定性の
解析を行った． 

 理論解析のアプローチを用いて，旋回型ハイブリッドロ
ケットの燃焼安定性解析を行うために，火炎から固体燃
料への伝熱の時間遅れを考慮した計算モデルを構築した． 
 多目的最適設計の研究として，遺伝的アルゴリズムを
用い，多段式ハイブリッドロケットにおいて，燃料・燃
焼方式の違いによる設計知識を取得した． 

 燃料の開発・評価の研究として，低融点熱可塑性樹脂
（LT）の機械的強度特性を取得した．また，TNT換算率
計測の予備実験を行い，各種燃料の破砕特性を取得した． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 固体ロケット推進薬に関する研究 
 

高エネルギー物質を適用した固体推進薬 
 実用酸化剤である過塩素酸アンモニウム（AP）に替わ
る新たな酸化剤に関する研究を行っている．AP はコン
ポジット推進薬が登場して以来，世界中で広く使用され
ている．しかし，環境負荷低減の観点あるいはより高性
能化を目指すためには新たな物質の適用が求められる．
固体推進薬の性能向上を狙うには，酸化剤やバインダな
どの組成に高エネルギー物質を適用する方法がある．本
研究では，ハロゲンを含まない高エネルギー物質の一つ
であるアンモニウムジニトラミド（ADN）について，そ
の合成方法，結晶の物性および推進薬に適用した場合の
燃焼特性について研究している. 

 

補助推進系用新型ガスジェネレータ固体推進薬 
 次世代の固体ロケットシステムは軽量化と低コスト化

が強く求められている．現用の補助推進系用ガスジェネ
レータ固体推進薬は，組成に国内で調達できない原料を
用いており，低コスト化の障害となっている．硝酸アン
モニウム（AN）は，化学肥料や産業爆薬などで広く用い
られる物質であり，古くから低コスト酸化剤として知ら
れる．そこで，ガスジェネレータ推進薬に AN を適用す
ることで大幅な低コスト化を目論み，同等の燃焼性能を
発揮させることを目標に組成と燃焼特性に関する検討を
行っている． 

 

デブリレス固体推進薬 
 スぺースデブリ抑制に関する研究が宇宙機に関わる広
い分野で行われている．固体ロケットモータについては，
推進薬の組成として用いられる金属燃料の Al が燃焼残
流の主要因となっており，デブリ生成の一因とされる．
そこでデブリを生じない推進薬組成として，Alを含まな
い組成が一つの候補となるが，単純にAlを除去した場合,

固体推進薬の燃焼性能の低下を招く．そこで，高エネル
ギー物質である GAP をバインダとして適用し，Al 除去
によって低下するエネルギーを GAP で補うことを着想
として GAP/APの 2成分系コンポジット固体推進薬の研
究を行っている. 

 

熱可塑性樹脂を用いた固体推進薬の研究 
 現状のコンポジット推進薬の燃料兼結合剤には，末端
水酸基ポリブタジエン（ＨＴＰＢ）などの熱硬化性樹脂
が使用されており，いったん成型されると後戻りができ
ないシステムとなっている．ここに低融点型の熱可塑性
樹脂を応用できれば，少量連続生産により柔軟な計画生
産が可能となり，大幅な低価格化が期待できる．今年度
は，樹脂の改質に努め，金属材料，ライナ材などとの接
着性を向上することに成功し，実現に向けて前進した． 

 

28. 液体推進剤に関する研究 
 

HAN 系 1 液推進剤を用いたスラスタの研究開発 
 スラスタ形態において HAN 系推進剤の燃焼特性の取
得を進めると共に，各種設計パラメータの最適化を行い，
短秒時（約 30 秒間，連続）の安定燃焼が可能な条件を
見いだした．2010年 9月実施の大気球実験（B10-01）に
おいて，独自に開発したフライトシステムを搭載し，飛
行状態で正常に動作することを確認した. 

 

バイオアルコール燃料の燃焼研究 
 メタノール，バイオメタノール，およびエタノールの
燃焼研究を進めている．詳細化学反応機構を使用した 2

次元火炎構造計算を行うとともに，火炎温度，OH ラジ
カル分布（PLIF 法），および化学種分布（6 化学種，ガ
スクロマトグラフィー）の測定結果により数値計算結果
を検証している．化学反応機構の精緻化，ならびにバイ

図 14 CFD による旋回流中の火炎の可視化 
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オメタノール燃焼における不純物の影響評価が目的であ
る．今年度は実験手法確立のため純エタノールを用いた
検証を実施した．実験・計算結果に相違がみられるため，
その考察・評価を行っている. 

 

29. 火星探査用飛行機開発に向けた全体設計と空
力検討 

 

 火星大気中での気象観測や高精度残留磁場観測などを
可能にする火星探査用飛行機の設計検討を行っている． 

 本年度は平成 26年度に実施予定の高高度飛行試験機の
機体改修，ソフトウェアの高信頼性化，耐環境試験などを
行った．また，火星探査用飛行機の飛翔レイノルズ数（翼
弦長基準で 1万程度）における翼の研究を進め，最適な翼
型の特性について多目的設計探査技術を用いて調べると
共に，風洞試験などにより，火星飛行機の飛翔レイノルズ
数における翼や機体の空力的な特徴を明らかにした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 空力性能の革新を目指した研究 
 

 宇宙輪送機や流体機器の設計思想を革新するマイクロ
流体制御デバイスの研究を行っている．本年度は，3 次
元シミュレーションによる大規模パラメトリックスタデ
ィを行い，流体制御の制御パラメータの影響を調べた．
剥離点近傍でアクチュエータを作動させること，乱流遷
移を促す周波数で駆動させることが効率的なアクチュエ
ーションの実現につながることを明らかにし，効率的に
制御した場合，投入エネルギー量は 1/100 程度まで小さ
くできることを示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ロケットプルーム音響予測に向けた音響解析 
 

 ロケットプルーム流れ場の基礎的な音響波放射の特性
把握と，世界標準に資するロケットプルーム音響の予測

方法の確立を目指した研究を進めている．本年度は，「斜
め平板に衝突する超音速噴流から発生する音響波」の解
析を行い，平板角度の影響を明らかにすることで衝突点
から発生する音響波の理解を深めた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 宇宙輸送機等における多様な空力課題に関す
る研究

非構造格子および非構造流体ソルバーを利用すること
で，複雑な形状のフラップを含む再使用観測ロケット周
りの流れ場の解析を行い，その特性を明らかにした．今
後その他の複雑形状まわりの流体解析への適用が期待さ
れる．あわせて流体の詳細解析のための高次精度差分法
の更なる改善など種々の流体関連研究を進めている． 

33. 現行プロジェクトの構造系開発 

MMO 
水星磁気圏探査機 MMOの設計を行い，構造試験モデ

ルの製作を行った．本モデルを用いて，機械環境試験（図
18）を実施し，構造設計の妥当性を確認した．その後，
太陽電池セル数の増加や全体質量の増加に対応するため
に部分的な設計変更を行い，部分構造モデル等に試験や
解析で設計の妥当性を確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 火星探査用飛行機大気球用試験機 

図 16 3 次元シミュレーションによるプラズマアクチュエータ
のパラメトリックスタディ（200 ケース） 

図 17 斜め平板に衝突する超音速ジェット超音速噴流から
発生する音響波の一連のシミュレーション（音圧レベル） 

図 18 MMO の構造試験モデル 
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ASTRO-H 
 次期 X線天文衛星 ASTRO-H衛星（図 19）の搭載機器
のアライメント変動について，製造/組み立て/調整過程
で生じる固定バイアス，CFRP の膨潤変形，軌道上熱変
形，微小擾乱，姿勢変動起因などの観点から解析検証を
行い，バジェットの範囲内にあることを確かめた．また，
詳細設計を進め，衛星構造の剛性・強度，各搭載機器の
機械環境レベルの解析モデルによる評価を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イプシロンロケット 
 構造ワーキンググループとして，イプシロンロケット
の各部機械環境の検討・設定を実施した．各段モーター
耐圧試験・ノズルの伸展試験・各段接手分離試験・フェ
アリングの分離投擲試験等への立ち合いを行い，試験時
に生じた問題解決に対する支援を行った． 

 

小型科学衛星の構造開発 
 小型科学衛星（SPRINT）については，システム総合
試験で SPRINT-Aフライト品の振動試験を実施し，フラ
イトに問題ない事を確認した．また，２号機相当である
ERGの構造検討を開始した． 

 

34. TPS 用耐熱コーティングの酸化特性 
 

 高温酸化速度を計測するための熱天秤内の流れ･拡散･

温度分布を求め，計測に必要な条件を明らかにした．図
20は計算結果の一例で，SiC試験片周りの Active酸化条
件下における酸素分圧分布を示しており，計測に当たり
表面の酸素分圧の決定が重要であることを示している． 

 

35. CFRP 用簡便非破壊技術の開発 
 

 Pulse thermographyと空中超音波探傷技術に関する検
討を行い，前者に関しては，得られた温度分布をフーリ
エ変換して得られる位相成分に注目し，特にその低周波
数に注目すると，これまで以上に深い欠陥の検知が可能
であることを見出した．さらに，周波数や熱の照射に関
して最適化条件を明らかにした．また，後者に関しては，
従来から行われている水中浸漬に比較して解像度が大幅
に落ちる原因を分析し，解像度向上の方策を提案した． 

 

36. アブレータ用 CFRP の高温劣化特性 
 

 フェノールをマトリックスとする CFRPに対して高温
環境における劣化状況を顕微鏡や SEM，X線 CTを使っ
て観察し，劣化機構を検討した． 

 

37. 高速回転 CFRP 円板の開発
 

 三次元強化の CFRP円板に関して，回転速度（周速度）
を最大化することを目的として最適化を図るとともに，
最適化した強化繊維配向を有する円板を試作して回転試
験を実施した．世界最速を目指しているが，回転振動の
発生に悩まされ，解決の方法を見いだせない状況にある. 

 

38. 耐熱性ポリイミド樹脂の開発 
 

 イカロスの帆に使う熱可塑性ポリイミド樹脂を既に開
発しているが，将来のより大型のプロジェクトに向けて，
大面積化が可能な樹脂の改良を行った．また，従来品に
比べて耐熱温度が高い ISAS で開発した熱可塑性ポリイ
ミドに関して，この樹脂をマトリックスとする CFRPの
成形実験を行い，ボイドなどの欠陥の少ない成形技術を
確立しつつある. 

 

39. 耐熱複合材料の長期信頼性に関する研究 
 

 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．各種エンジンヘの使用を検討し
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. 

図 19 ASTRO-H 構造概要 

 

図 20 熱天秤 Charn 及び TGD を使った SIC 平板の酸化
試験における流入ガスと試料表面の酸素濃度 
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40. 耐熱複合材料の各種エンジン部品への適用 
 

 カーボン・カーボン複合材料および，SiC/SiC複合材料
を燃焼器，ノズルヘ適用する研究を実施している．カー
ボン・カーボン複合材料では，プラグノズルを試作し，
Siの含浸（図 22）によるガスリーク低減及び，2次接着
構造の実現について技術的な検討を実施している． 

 SiC/SiC複合材料については，N2Oエタノールエンジン
用の燃焼器およびノズルを試作し，地上燃焼試験を実施
している．機械特性ならびに，ガスリーク特性などの問
題点を抽出している．これらの試作試験を通じて，各種
耐熱複合材料による各種エンジン部品の設計・製作技術
の確立を目指して研究開発を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 固体ロケットノズル耐熱材料の軽量化・低コ
スト化に関する研究 

 

 イプシロンロケットをはじめとする固体ロケットはさ
らなる性能向上のために構造重量の軽減が要求されると
ともに，より打ち上げコストを低減することが求められて
いる．将来の固体ロケットの高性能化，低コスト化に寄与
するために，新しいコンセプトに基づくより軽量で低コス
ト成形が可能な CFRP ノズルライナーの開発を進めてい
る．要求を満足するために，従来のテーププリプレグ積層
成形のライナー用炭素繊維複合材に替わる新規ライナー
材料の実現をめざしている．密度と熱伝導率の低減により
ライナー素材重量を約半分にし，軽量化による上段ロケッ
トの高性能化を実現する．M-14などでノズルの高開口部

に使用されているシリカ繊維系ノズルライナー部分や上
段モータの高開口部からの適用を想定している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 耐熱性ポリイミド樹脂による接着手法の開発 

衛星やロケットなどの構造体ではサンドイッチパネル
など接着構造が多用されている．接着構造の耐熱性を向上
させることで，熱設計における温度マージンを拡大し構造
体の信頼性を高めることが可能となる．最新のポリイミド
樹脂の開発により，低粘度，高靭性であり，耐熱性も損な
わない熱硬化型ポリイミド樹脂が開発されている．これを
用いることによりチタン合金構造物を置き換えられる
350℃程度までの高温で安定なサンドイッチパネルのコ
ア／スキン間接着や接着構造物を開発し，衛星構造，飛
翔体構造の耐熱性向上による高性能化を実現する． 

43. 新幹線用ハイブリッドセラミックスディスク
ブレーキの部材開発 

炭素繊維と SiCによる複合材料（ハイブリッドセラミ
ックス）を高速鉄道用ディスクブレーキとして適用する
ための研究を進めている．ディスクブレーキとして最適
な構造，素材構成に関して最適化を実施する．最適化に
関する研究を進めることにより，ディスクブレーキ素材
としてハイブリッドセラミックスが使用可能であること
および，設計が出来ることを示すとともに，素材プロセ

図 21 燃焼中の耐熱複合材料燃焼器 

図 22 クリープ破断した Si含浸 CC 

図 23 KM-V2クラスノズル用 3次元炭素繊維織物 

図 24 試作した ALLポリイミド CFRPハニカムサンドイッチ板 
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スの研究にたいして設計結果をフィードバックすること
により，ディスクブレーキとして最適な材料にする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. カーボンナノチューブによる超軽量構造体の
創製に関する研究 

 

 最新のナノ技術の研究成果と炭素繊維強化プラスチッ
クス（CFRP）製造技術を利用し，現在最も比強度・熱
伝導特性に優れる CFRPの性能を向上し，構造重量の飛
躍的な軽減（10年後には半減）を目指した研究開発を行
う．カーボンナノチューブ紡績糸とその複合材料の高強
度化と一方向 CNT シートを用いた高体積含有率一方向
CNT積層板の開発を行っている. 

 

45. 軽量 CFRP 鏡の開発 
 

 1 平方メートル当たり 10kg 程度となるソリッド鏡を
CFRP にて製作し（図 26），鏡面精度とその保持性能を
評価した．樹脂の特性から，時間が経つにつれて，鏡面
が劣化する傾向があったが，個体差が大きく，比較的精
度の高い鏡は，時間・温度に依存せず，その精度を保つ
ことが確認できた．赤外線より長い波長を対象とする場
合，CFRP 鏡の適用可能性があることが確かめられた．
個体差を小さくすべく成型方法を現在検討している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 金属・合金の低温クリープに関する研究 
 

 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六方晶金属（h.c.p.）に特有の活
性化エネルギーの非常に小さな新たな変形様式であるこ
とを明らかにした．同時に，この現象を示さず締結力緩
和の恐れがないβチタンボルトを開発し，れいめいの主
構体組み立てに使用した．また，面心立方（f.c.c.）金属
においても，h.c.p.と同様の低温変形領域が存在すること
を見いだし，変形機構領域図の修正を提案した．変形挙
動には結晶系の違いによる異なる特徴が見られている. 

 

47. ロケットエンジン燃焼室銅合金の熱疲労 

 液酸・液水ロケットエンジンの信頼性向上のため，燃
焼室銅合金の熱疲労・予寿命評価研究を行っている．応
力保持クリープを重畳させた熱疲労試験を実施し，単純
疲労とクリープの線形損傷則では説明できなかった地上
燃焼試験での損傷を再現した．試験後の SEM-EBSP観察
により，疲労損傷蓄積を評価している．本件は，非破壊
信頼性評価研究に関するNIMS-AIST-JAXA研究協力協定
に基づき，物材機構の協力を得て実施している. 

 

48. セラミックの超高遠衝突・多軸応力破壊の研究
 

 衛星・惑星探査機のスラスタは，従来ニオブ合金で作
られてきたが，あかつきにおいて耐熱温度（比推力）向
上と国産技術化をめざして，窒化珪素製スラスタの開発
を行った．脆性セラミックス部材に対し多軸破壊統計論
に基づく厳密な破壊確率の評価を行い，設計の精度を上
げて信頼性を向上させた．また，セラミックス材料の使
用にあたり，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，宇宙研スぺー
スプラズマ実験設備の二段式軽ガス銃による超高速衝突
実験により，窒化ケイ素の耐メテオロイド衝突性の評価
を行っている．また，軽ガス銃では実現不可能な 8km/s

以上の速度の破壊挙動を推定するため，AUTODYNによ
るシミュレーションを行っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 時速 400kmからの非常ブレーキ時の発生応力 

図 26 成型した CFRP鏡（100×100×30mm） 

図 27 超高速衝突による窒化珪素セラミックスの内部損傷組織 
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49. 固体ロケットモータの品質保証・非破壊検査
の研究 

 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，イプシロンロケットでは設計段階から
効率的な品質保証方法を検討している．特に上段モータ
推進薬の品質保証として，SRB-Aで採用している放射線
検査（RT）から，超音波検査（UT）へ移行するための
研究開発を行っている．また，地上試験等でのヘルスモ
ニタリング用に，ファイバー・ブラッグ・グレーティン
グセンサ（FBG センサ）によるひずみ・AE 同時計測シ
ステムおよびサンプリングモアレ法変位計測システムを
開発している．なお本件は，非破壊信頼性評価研究に関
するNIMS-AIST-JAXA研究協力協定に基づき２機関の協
力を得て実施している. 

 

50. 国際標準化のための活動 
 

 M-V-4号機打ち上げ失敗への対策として，ノズルスロ
ート材料である黒鉛に対する超音波探傷方法を開発し，
観測ロケット S-310，S-520に適用している．この方法は，
JIS Z2356（2006），ISO_10830（2011）として制定された．
また，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，2次デブリ（ejecta）の地
上実験方法について，国際標準化（ISO11227）のための
活動を行っている． 

 

51. 極低温推進剤用複合材要素の研究 
 

 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）化が不可欠である．再
使用ロケット実験機（RVT）プロジェクトにおいて，液
晶ポリマライナ付複合材 LH2タンクの開発に成功してお
り，地上燃焼試験において燃料タンクとして運用中であ
る．また現在，ライナに電鋳あるいはテフロン樹脂を用
いた複合材要素を開発しており，タンクの試作・試験を
実施した． 

 

52. 擾乱伝達の研究 
 

 近年の衛星はセンサやアンテナの指向精度要求が厳し
く，従来無視されてきたような高周波数帯域での微小擾
乱を管理しなければならなくなっている．この領域では
擾乱が構造を伝達する際に構造の局所共振で増幅される
場合もあるので，高次の構造数学モデルの高精度化と，
擾乱源，構造伝達，擾乱感受性機器の間の伝達合成法の
研究を，実大構造模型（図 28）を用いて行っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. ソーラーセイルの研究 

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て，大型膜面の折り
畳み方式，モジュール化，数値シミュレーション法，遠
心力展開挙動，遠心力展開制御，折り畳み巻き付け特性，
損傷同定，画像による形状解析，遠心力展開セイルから
の集電機構，伸展ブーム展開方式など，様々な検討を行
っている. 

54. 膜面展開構造物の展開挙動に関する研究 

膜面の展開実験を地上で実施するには，空気抵抗や重
力の影響が大きいため，それらを考慮した実験と解析に
よって，展開挙動を系統的に検討している．昨年度に引
き続き，小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」で
用いられた四角形折りによって収納された正方形膜面の
遠心力展開挙動を，多粒子系モデルによる数値シミュレ
ーションと真空槽内での小型モデルの展開実験によって
検討した．多粒子系モデルでは，膜の座屈強度や折り目
の剛性を考慮することにより，実験モデルの挙動をよく
表現できることを確認した．また実験においては，展開
が非対称や不完全になる場合の原因について検討した. 

55. 薄膜セル軽量太陽電池パドルの研究 

軽量薄膜太陽電池パドルの研究開発のため，昨年度に引
き続き一次元展開する膜面ソーラーセルアレイ構造の展
開挙動の評価を行った．カーぺンターテープヒンジあるい
は形状記憶合金ヒンジで接続された展開ブームによって，
蛇腹折りで畳まれた膜面を展開する 2 種類のモデルの展
開実験を行い，その挙動を確認した．カーぺンターヒンジ
モデルでは，ブームを拘束した糸をモータで繰り出して展
開した結果，各ヒンジは順次展開した．形状記憶合金ヒン
ジモデルでは，ヒンジの通電加熱により同期展開した．さ
らに同期展開する形状記憶合金モデルに関しては，解析モ

図 28 構造内擾乱伝達試験 
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デルと実験結果を比較し，挙動を評価した. 

 

56. 次期磁気圈探査衛星 SCOPE 搭載用のスピン
軸伸展アンテナの構造と機構の研究 

 

 SCOPE 搭載用超軽量スピン軸方向伸展物の構造開発
を実施した．3 軸織り CFRP 複合材の基本材料特性をも
とに，本材料を使って形成された STEMアンテナ形状の
長期安定性を示した．また，展開支持機構の概念設計を
行い，展開支持機構を含めた衛星の姿勢運動と STEMア
ンテナ構造の振動現象の連成について，解析及び試験か
ら評価した．特に衛星取り付け時の初期アライメント誤
差がアンテナの変形に与える影響を明らかにし，衛星シ
ステムとの IF条件を明確にした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 高精度大型宇宙構造システムの研究開発 
 

 高精度構造要素として，高精度ケーブルアセンブリ，
した．さらに，アクティブ構造の実現に向け，鍵となる
スマート材料の長期物性安定性のデータを取得すると同
時に，スマート材料を組み込んだアクティブ構造に向け
た BBM 及びその高精度試験環境を構築した．特に試験
技術として 5mの距離で 5μmの精度で計測可能な高精度
計測装置の開発に成功した．最後にこれらの技術の集約
先として，大型高精度リフレクタの技術開発を行った．
具体的には，大型展開アンテナの EMを用いた剛性試験
と非線形解析とのコリレーション及び，展開ラッチ機構

の高精度化に向けた BBM開発を実施している． 

 

58. 環境試験方式の開発研究
 

 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-520-25号機，SPRINT-Aミッシ
ョン部 MTM，SPRINT 共通バス MTM，ASTRO-H 搭載
機器 HXI/HXT，東京工業大学小型衛星 TSUBAME 等の
振動試験，GCOM AMSR2，観測ロケット S-520-25号機，
東京大学小型衛星Nano-JASMINEの慣性諸量測定等を実
施した. 

 

59. 柔軟構造物の振動制御の研究 
 

 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・板・弦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
ルにピエゾ素子を取り付け，エネルギ回生振動制御手法
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．同様の手法をハ
ニカム平板やノーズフェアリングを模擬したハニカム円
筒殼にも適用する事により音響の制振が効率的に行える
事を実験により実証した．また振動から回生したエネル
ギのみで作動する小型省電力演算装置を用いた完全無電
力制振実験を行い，1 自由度の振動系において有効性を
確認した．また，連結型ダンパによる制振機構の開発の
基礎実験モデルの製作を開始し，ダンパ単体の基本特性
の取得を行った. 

 

60. 科学衛星打上げ用ロケットの構造と機能に関
する研究 

 

 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．本年度はイプシロンロケットの開発に向
けて，機械環境条件の推定，振動低減機構の設計・要素
試験等の支援を実施した．また分解型スラストチューブ
の荷重試験を行った．また S-310-41 号機 PI 機器の分離
機構の開発支援，S-310-42号機の振動計測準備，S-310-43

号機の PI部構造検討支援を行った. 

図 29 SCOPE搭載用スピン軸伸展アンテナ 

 

(a)高精度軽量パネル（38nmRMS） (b)高精度大型展開リフレクタ 
図 30 高精度大型宇宙構造システム 
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61. 飛翔体の構造動力学 
 

 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．本年度は昨年度に引き続きイプ
シロンロケットをモデルとして第 1段燃焼振動に伴う正
弦波入力に対する構造応答の解析等の支援を実施し，振
動低減機構の検討支援を行った． 

 

62. はやぶさ 2ミッションの軌道・誘導・航法・制
御解析 

 

 はやぶさ２は，小惑星サンプルリターンを目指す探査
機であり，はやぶさの後継機である．軌道計画において
は，イオンエンジンを用いた低推力・連続推力の最適軌
道と地球スイングバイを併用した計画の策定と詳細解析
を行っている．また，はやぶさの運用で得られた知見を
踏まえた，新たな誘導方式，より自律性および確実性を
高めた小惑星相対誘導航法等の研究を行っている． 

 

63. はやぶさ2におけるアストロダイナミクス研究 
 

 はやぶさ２は，小惑星サンプルリターンミッションで
あり，そのミッションフェーズの随所でアストロダイナ
ミクスの高度な知見や技術を要求される．また，小惑星
という微小重力環境で新たなアストロダイナミクスの知
見を得られる可能性がある．それらの研究を，はやぶさ
２という具体的なミッションを題材に実施している．た
とえば，小惑星ランデブー時の画像・電波複合航法，小 

惑星の重力モデル推定，小惑星近傍の軌道解析，小惑星
の形成過程の軌道力学的な考察，地球リエントリ誘導の
計画法，はやぶさ２ミッションの後期運用のための軌道
計画等について，具体的な検討を開始した状況である． 

 

64. 深宇宙ソーラーセイル航行のための誘導航法 
 

 IKAROS の運用成果を活用して，太陽光圧の影響が非
常に強い環境下での高精度誘導法の実現に向けた研究を
行っている．たとえば，誘導の観点でロバストな軌道決
定手法の模索や，姿勢ダイナミクスを加味した新たな軌
道決定手法の検討等を行うことで，将来の本格的なソー
ラーセイル技術を使用した深宇宙探査機の軌道計画や誘
導技術に貢献することを目指している． 

 

65. 超小型衛星の研究開発 
 

 数 kg から 100kg 未満の超小型衛星は，１）挑戦的宇
宙システム工学の実践的教育・人材育成，２）部品・機
器レベルの先端技術の早期宇宙実証，３）超小型衛星（群）
による科学ミッションや実利用ミッションの実施，４）
新しい宇宙工学や高価値ビジネス分野の発掘・開拓，な
どに有効なツールとして現在大いに注目を集めている．
松永研では，50kg 級地球・天体観測技術実証衛星
TSUBAMEを研究開発しており，その主要ミッションは，
超小型のコントロールモーメントジャイロ（CMG）を用
いた高速姿勢変更技術実証，ガンマ線バーストの硬 X線
偏光観測，地上・海上及び雲の高解像度可視観測である．
TSUBAMEはロシアのドニエプルロケットにより，2013

年に打ち上げ予定である． 
 

 

e. 宇宙機応用工学研究系 
教職員：斎藤宏文 山田隆弘 川﨑繁男 池田博一 橋本樹明 久保田孝 山本善一 廣瀬和之  

吉川 真 戸田知朗 田中孝治 吉光徹雄 曽根理嗣 水野貴秀 坂井真一郎 福田盛介  

竹内 央 冨木淳史 牧謙一郎 豊田裕之 三田 信 福島洋介 小林大輔 坂東信尚  

大槻真嗣 佐々木進 相馬央令子 柴田 直 西川健二郎 和田智之  

Josaphat Tetuko SRI SUMANTYO 石上玄也 吉田賢史 

宇宙研院・学生：内木孝将 宋 泳恩 Peshala Gehan Jayasekara 鰺坂志門 大津恭平 清水 拓  

錦織慎治 大森隼人 布施 理 Jartoux Daniel 茂渡修平 Paudel Saroj  

宮田洋佑 村上 遼 Schurr Naomi Danika 平野梨伊 岡山 太 澁谷寧浩 関 洋  

稲葉雄大 梅田啓介 岡田啓太郎 柴田優一 田中香次 星野英二郎 天野裕士  

加藤 言 若尾周一郎 中川 啓 浜田真一郎 米村 翔 前田孝雄 関口頌一朗  

梶原良介 藤井裕大 Halil Ersin Soken 多羽田俊 加藤 肇 渡邊宏弥 江川 光  

深見友也 Osman Ceylan 平井隆之 池永敏憲 長岡洋一 濱田慎太郎 高橋将司  

浜谷尋可 井上史也 小林正和 山口哲史 松本大地 野地拓匡 田代俊太郎  

黒柳貴子 福田 豪 小林雄太 

共同研究員：國井康晴 下田慎吾 原 進 古谷克司 外本伸治 永岡健司 水上憲明 飯塚浩二郎  

黒田洋司 栗栖正充 阿部新助 岩切直彦 前田惟裕 榊原直樹 中谷一郎 
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1. はじめに 
 

 宇宙機応用工学研究系は，ロケット・人工衛星・惑星
探査機・探査ロボットなどの宇宙機，地上システム，お
よび宇宙機を応用した工学技術に関し，主として電気・
電子工学，計測・制御工学，応用物理学，エネルギー工
学などの立場から研究を行っている．具体的には以下の
ような研究を行っている． 

 電子材料・デバイスの分野では，宇宙機に搭載する半
導体デバイスの基礎研究や開発，それらの半導体材料の
研究を行っている．搭載電子機器の研究には，月・惑星
着陸機の高度・速度検出用パルスレーダ，レーザーレー
ダ，通信機器，アンテナ，宇宙用 GPS受信器，宇宙機搭
載用組み込みシステムの研究が含まれる．電源系に関し
ては，宇宙機用のリチウムイオン二次電池の性能向上研
究や，蓄電用キャパシタ，燃料電池の宇宙機への適用に
ついても研究を進めている．航法・誘導・制御に関する
研究領域では，姿勢検出，相対位置検出，障害物検知な
どに用いるセンサの開発や，高精度姿勢指向技術，画像
を用いた自律航法，障害物検知・回避のためのアルゴリ
ズム，月・惑星着陸のための誘導制御則などの研究ほか，
制御用高性能アクチュエータの開発をも行っている．ま
た，宇宙探査機のインテリジェント化・自律化，移動ロ
ボット（ローバ）による月・惑星自律探査技術に関する
研究を行っている．地上系技術としては，ΔVLBI や光
学航法などを複合した高精度軌道推定法，宇宙機運用シ
ステムの高度情報化などを行っている．また，小型科学
衛星のシステムアーキテクチャの研究や太陽発電衛星な
どの宇宙エネルギーシステムの研究を行っている． 

 

2. 研究活動 
 

2.1 電源系技術 
2.1.1 極端環境における宇宙用太陽電池の特性評価 
1）高温・高照度環境における特性評価 

 水星探査機 MMOの太陽電池パネルの開発過程におい
て，太陽電池セルにカバーガラスを固定する接着剤の光
透過率が高温高照度環境では著しく低下することが明ら
かとなった．さらに詳細な特性を得るため，接着剤単独
の評価を進めた．その結果，250℃以上の高温で紫外光
が照射された場合に，透過率の低下が劇的に大きくなる
ことが判明した． 

 一方で，太陽電池セルそのものの劣化特性も正確に把
握されてはいない．宇宙用 3接合太陽電池セルは，地上で
も集光発電システムの中に用いられており，これの長期
劣化特性を予測する手法を確立することは重要である．
高照度の長時間照射試験は難しいが，通電試験は容易で
あることに注目し，光照射と順方向通電が太陽電池セルに
与えるストレスの評価を進めている．これまでに得られた
結果では，順方向通電がより大きな劣化を引き起こすこ

とが明らかとなっており，そのメカニズムを探っている． 
2）低温・低照度環境における特性評価 

 外惑星探査機を想定し，メタルフォイル基板 CIGS 太
陽電池セルの，低温・低照度環境における特性評価を進
めている．温度依存性を評価した結果，-100℃程度で効
率が最大となることがわかった．また，長期の連続照射
による特性変化も追跡している． 

 

2.1.2 宇宙用蓄電デバイスの研究開発 
1）SUSラミネートリチウムイオン電池の開発 

 宇宙用電池は，打ち上げ時の振動・衝撃，真空中での
長期充放電サイクルに耐えるため，きわめて頑丈な構造
をもって作られており，そのことがエネルギー密度
（Wh/kg）の低下を招いている．地上では軽量な Al ラミ
ネート電池が広く用いられているが，真空中では膨張し
著しい特性低下を招く．そこで高強度な SUSラミネート
フィルムをケースに用いたリチウムイオン電池を開発し
ている．一般に電池は小容量ほど低エネルギー密度にな
るが，11Ahと小容量ながら 129Wh/kgという高エネルギ
ー密度を達成した． 

2）リチウムイオンキャパシタの宇宙機適用性検討 

 リチウムイオンキャパシタ（LIC）は，動作温度範囲
が広く，高レートで充放電可能で，充放電サイクル劣化
がきわめて小さく，さらに釘差しでも発火しない高い安
全性を持つ，新しい蓄電デバイスである．将来のミッシ
ョンの多様化を見据え，LIC の宇宙機適用性検討を進め
ている．これまでの評価で，ラミネートタイプの LICは
真空中で膨張するものの，電気特性の低下はほとんどな
いことがわかった．この特性を生かし，簡素な拘束治具
で衛星構体に取り付け，軽量化を図った．この成果を生
かし，2013年度打ち上げ予定の SPRINT-Aに付帯するサ
ブミッションとして，LIC の運用可能性を軌道上で実証
する予定である． 

3）燃料電池／水電解技術の高度化検討 

 固体高分子形燃料電池は水素と酸素の反応により水を
生成する過程で，電力を取り出す技術である．宇宙の微
小重力のもとで燃料電池を運転するには，発電に伴い発
生する水を気相から除去するための水除去機能が必要に
なる．また，未反応のガスは循環させて反応系に戻すこ
とにより，燃料消費効率の高い発電システムを構築する
ことが可能となる． 

 このための閉鎖環境用燃料電池として，燃料電池メー
カの協力を受け，図 1に示すような 100W級燃料電池シ
ステムを試作している．このシステムでは，水素ガスは出
口を閉塞し，酸素ガスは循環させるための回転式ポンプ
を有している．このポンプ内部には遠心力により水を除去
するための部位を有しており，連続発電を行いながら水
を除去した上でガスを循環させる機能を付与している． 

 平成 24 年度には，このシステムを起動し連続動作に
至るためのシーケンスの検討を進め，自動動作可能なシ
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ステムとして確立するための作業を進めた． 

 このような燃料電池技術は，固体高分子膜を使用した
水電解に応用することが可能である．水電解は有人宇宙
活動において必要な酸素を生成する技術として研究開発
本部を中心に研究が進められており，この研究への技術協
力として水電解の効率向上のための研究を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水電解においては酸素とともに水素が生成する．平成
24年度には，長岡技術科学大学との共同研究として，こ
の水素と燃料電池発電機構を活用し還元する手法の研究
を開始した． 

4）蓄電池劣化機構の解析と，衛星運用手法への反映 

 軌道上には，「すざく」「れいめい」をはじめとする科
学衛星が飛翔している．これらの運用に反映すべく，電
池の劣化解析支援や，運用データの解析等を進めている．
特に，リチウムイオン二次電池については，「はやぶさ」
に搭載された二次電池のターミネート運用に伴い，微小
重力環境に長期におかれた電池の性能均一性が示される
結果が解析から求まっている．「はやぶさ」カプセルに搭
載されていた一次電池については，同型電池の放射線照
射試験等を実施している．なお，「れいめい」に搭載され
ているリチウムイオン二次電池については，「れいめい」
プロジェクト欄にて論じる． 

 これらの運用に伴う電池の劣化と安全性との関係をパ
ラメータとして把握することを目指し，大学と連携して，
電池劣化に伴う反応活性化エネルギーの推移と，電池内
部劣化傾向との比較検証等を進めている． 

 

2.1.3 宇宙電子材料・半導体結晶の研究開発 
 宇宙用太陽電池の高効率化・長寿命化・高信頼性化を図
ることを目的とし，フォトルミネッセンス（PL）法によ
る各種太陽電池の精密診断を行った．本研究で開発を進
めてきた PL による太陽電池診断法は，世界的に有効性
が認められるようになり，特に地上用太陽電池の主流で
ある多結晶 Si 太陽電池評価では急速に普及し始めてい
る．多結晶 Si太陽電池用基板中に高密度に存在する転位
の電子的性質および転位と軽元素不純物の相互作用をミ
クロンオーダで捉えることに成功し，変換効率の改善に
重要な指針を与えることができた．また標準化が切望さ

れている太陽電池用 Si中のドナー・アクセプタ不純物の
定量分析法の適用範囲を 1×1017cm-3まで拡張し，有効性
を実証した．さらに多結晶 Si 中の軽元素不純物を評価す
ることを目的とし，多結晶 Siに 1MeVの電子線を照射す
ることにより，単結晶 Si と同様に発光活性化が起きるこ
とを検証した．これをもとに，液体窒素温度における PL

測定を利用した炭素の定量法を提案した．さらに低温顕微
PL測定により転位密集部の酸素の分布状況を考察した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 通信技術 
2.2.1 ワイヤレスセンサおよび高効率回路技術 
１）RVT内ワイヤレス温度センサの製作および実測評価 

 RVT（reusable vehicle test）内におけるワイヤレスセ
ンサネットワークシステムの構築を目標に，平成 24 年
度はRVTの実機を用いて4chのワイヤレス温度センサの
実測評価を行った．2.4GHz 帯を用いる Zigbee 通信規格
を用い，正常に通信できることを確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）S帯ワイドパワーレンジ対応整流器システムの研究 

 RVT（reusable vehicle test）内におけるワイヤレスセ
ンサへの無線電力伝送システムの実現を目標に，マイク
ロ波のエネルギーを DC 電力に変換する整流器システム

図 1 閉鎖循環型燃料電池システムの試作品 

図 2 PL マッピングにより解明された転位密集部
近傍の（a）歪み分布および（b）酸素析出分布 

図 3 試作した 4chワイヤレス温度センサ 

図 4 RVT内での実験の様子 
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の研究を行っている．2012 年度は，RVT 内部の複雑な
伝搬環境に対応するため，幅広い入力 RF 電力でも高効
率な RF-DC 変換効率を維持できる整流器システムの製
作を行った．測定の結果，30dB以上の入力レンジにおい
てシームレスに DC出力が可能，かつ変換効率 25%以上
の整流器システムを実現した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）内之浦局用 S帯 1kW SSPA用コンパクト 100WGaN

アンプの開発 

 昨年度までの GaN（窒化ガリウム）半導体による S帯
アンプの研究の成果を実用化すべくコンパクト 100W 級
GaN アンプの開発を行った．内之浦 34ｍアンテナ，20

ｍアンテナに導入する大電力固体増幅器（1 kW SSPA）
向けに開発した原型 100WGaN アンプユニットを図 7 に
示す．ユニットは GaN・HPAと電圧制御回路を排熱効率
向上のため，グラファイト基板上に取り付けている．こ
れらのアンプユニットをさらにコンパクト化し，高効率
な 70W出力として 20セット作成し，円筒型高出力高効
率電力合成器と組み合わせて 1kW・SSPAを完成させた． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 搭載深宇宙 RF 通信技術 
 PLANET-C「あかつき」へ向けて新規に開発された深
宇宙通信機器は，その後の JAXA の深宇宙探査機で標準
的に採用されている．そのサポートの一環として，「あか
つき」による長期的な軌道上実証を継続している．打ち
上げから 3年を経過しても，機器に異常は全くない．2012

年度は，搭載機器のモニタに加え，軌道決定用に再生測
距方式の測距データへ 100%切り替えて，再生測距方式
を主方式とするための運用を行った．その長期間の軌道
決定は問題なく行われ，従来方式と変わらない信頼性が
軌道上で実証された． 

 HAYABUSA-2搭載へ向けて Ka帯通信システムの開発
を行っている．これまで，X帯トランスポンダを Ka帯へ
拡張する方式を提案してきたが，X帯トランスポンダ出力
を利用し，極力簡便に X 帯アップリンクにコヒーレント
な Ka帯ダウンリンクを生成する方式が採用されている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 搭載近地球通信技術 
 長楕円軌道，月および L点探査にも対応可能な次世代
S/X 帯トランスポンダの設計検討を研究開発本部と共同
で実施している．開発予定のトランスポンダは，現行の
低軌道および静止軌道衛星も含んで汎用なコンセプトか
ら，編隊飛行衛星を除く全ての近地球将来ミッションの
中低速衛星運用回線および科学衛星の高速回線に適用可
能な内容となっている．DESTINY ミッションへ向けて
開発を行う計画である．2012年度から，研究開発本部で
別に戦略開発コンポーネントとして採用する GaN 高効
率固体増幅器と組み合わせて最適に機能するよう，連携
した開発が進んでいる．DESTINY以降のターゲットに L

点ミッションである SPICA がある．2014 年度の戦略コ
ンポーネント採用を目指す． 

 

2.2.4 イントラスペースクラフトワイヤレス技術 
 搭載機器間を結線するハーネスを無線化して削減する
技術である．質量軽減，試験工程の簡素化（コネクタレ
ス）による試験作業の信頼性向上，機器配置自由度の増
加という利点を最大限生かす研究開発を行っている．超
広帯域無線（UWB）技術に依拠して，宇宙機内部の閉鎖
空間での電波伝搬および信号伝送特性を開口部の存在の
効果について実験的に評価した．使用する波長に対する
開口部の大きさを閾に，伝搬利得，遅延スプレッド，ス
ループットの振る舞いが変化し，十分な開口があれば従
来提案してきていた吸収材を使用せずとも残響による信

図 5 試作した整流器システム 

図 6 DC出力電力の測定結果 

図 7 コンパクト 100W級 GaNアンプ 

(a) アンプユニット (b) 電力合成器にプラグイン
されたアンプユニット 

図 8 Ka帯エクステンダー構成と開発中の FM． 
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号間干渉の影響を回避できる見通しが得られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.5 光通信技術 
 X帯，Ka帯と通信技術の拡充が完了しつつある．次世
代として RF 通信への相補技術として光通信技術（地上
局と宇宙機間の直接通信）の研究開発に取り組み始めた．
光通信の利点は，帯域制約を受けない高速性にある．そ
のため，現実的な口径 1m程度の光地上局を想定すると，
月・L 点ミッションまで RF に対して有利に立つと推定
された．そのため，適用範囲を月・L 点ミッションまで
と決めて，国内技術として，伝搬過程での確率的な大幅
な回線劣化の予測とその救済技術の研究を進めている．
RF 通信においても気候条件の良さを理由に立地を海外
に求め得た実績は皆無であり，光地上局だけ例外とは考
えられない．天文観測と同じ待遇を期待するのも都合が
よすぎる．そのため，1 つの光地上局で，相応のパフォ
ーマンスを発揮し，RF 通信を凌ぐことができるかどう
かが，この研究を実用に結びつける鍵とみている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 情報データ処理技術 
2.3.1 衛星データ処理アーキテクチャ 
 衛星用のデータ処理システムは，従来は衛星毎に個別

に開発されてきたが，この方法は効率的でない．どのよ
うな衛星にも適用できる標準的なデータ処理システムが
開発できれば，衛星毎の作業は大幅に削減することがで
きるが，実際には衛星毎にミッションが異なるために，
個々の衛星にとっては不要な機能までも搭載しなければ
ならなくなり，現実的ではない． 

 そこで，本研究では，個々の衛星に柔軟に対応でき，
かつ，ある程度の標準化も行えるようなデータ処理シス
テムの構成法（アーキテクチャ）の研究を行っている．
このアーキテクチャは，以下のような特徴を持っている．
（1）データ処理システムを複数の要素（コンポーネント）
から構成し，汎用の機能は標準要素として開発し，固有
の機能は固有の要素として個別に開発できる．これらの
要素を自由に組み合わせて使用できる．（2）衛星毎の規
模の違いは使用する要素の数の違いとして吸収できる．
どのような規模の衛星でも，同一の標準要素を使用でき
る．（3）物理的な要素（プロセッサ等）と機能的な要素
（アプリケーション等）を切り離して開発し，同じ物理要
素を異なった機能に使用できる（例えば，同一のプロセ
ッサを姿勢制御プロセッサとしても観測データプロセッ
サとしても使用できる）． 

 このアーキテクチャは，現在開発中の SPRINT-A や
ASTRO-H等において実際に使用されている． 

 

2.3.2 衛星搭載ネットワーク 
 上記のアーキテクチャの一部として，衛星内のネット
ワークの開発を行っている．ネットワークの基本部分は，
ヨーロッパで開発された SpaceWireという規格を使用し
ているが，SpaceWire を以下の点において拡張するため
の研究を行っている．（1）リアルタイム処理に使用でき
るようにするため，データの流れの制御を行えるように
する．（2）データ伝送の信頼性を高めるために，再送制
御を行えるようにする．これらの研究成果に基づいて，
SpaceWireの国際委員会に対する提案も行っている． 

 

2.3.3 モデル化技術の衛星開発への応用 
 宇宙研の衛星では従来から衛星情報ベース（SIB）と
いうデータベースを用いて，各衛星のテレメトリやコマ
ンドに関する情報を管理してきたが，このデータベース
に衛星の各種情報を格納できるようにするための研究を
行っている．情報をデータベースに格納するには，格納
すべきデータの構造を決め，それに合わせて情報をデー
タとして表現する必要がある．本研究では，データの構
造を決めるために各分野で開発されてきたモデル化の技
術を応用している．まずは，衛星の機能に関する情報の
構造（機能モデル）をソフトウエアのモデル化技法を参
考にして開発し，衛星情報ベースに衛星の機能に関する
情報を格納できるように拡張した．このデータベースは
SIB2 と呼ばれており，現在開発中の SPRINT-A や
ASTRO-H等において実際に使用されている． 

図 9 模擬衛星であるシールドボックスと開口部調整用パネル
（上段），および伝搬利得と遅延スプレッドの開口部の大きさへ
の依存性（下段，各左右）． 

図 10 RF回線と光回線の比較（気象条件などは確率的要素として
考慮せず，固定的な損失とみなした評価）． 
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2.3.4 自律遠隔システムのソフトウエア技術要素 
 宇宙機も自律遠隔システム（ARS）に含まれるが，こ
の研究では宇宙機だけを対象とするのでなく，自律潜水
艇（AUV），無人飛行機（UAV），探査ローバなど現実に
利用されている遠隔システム一般を対象とした自律化技
術，特に搭載ソフトウエアについて研究している．具体
的には，ARSがおかれた環境や状況に応じたソフトウエ
ア機能の変更方法，それに適したソフトウエア・アーキ
テクチャの提案，運用者の意図をソフトウエアとして実
現させるための運用計画（プランニング，スケジューリ
ング），計画の動的変更（リプラン），ARSの状態監視（モ
ニタリング）のアルゴリズム考案およびソフトウエアへ
の実装である． 

 極限環境で利用される ARSは，運用者の運用意図ある
いは運用手順をいかにモデル化するのかが要点であり，
そうしたモデルを無理なく扱え得るソフトウエア・アー
キテクチャをいかに設計するかに重点を置いて研究して
いる．また，研究成果物の机上空論化を避けるべく，小
型 AUV を試作，運用実験を重ねて行い，アイディアの
現実性を検証しながら活動している． 

 昨年度から引き続き深宇宙探査ミッションへ直接研究
結果を寄与させるべく，小型科学衛星シリーズへのミッ
ション提案 DESTINY において，工学実験テーマとして
搭載ソフトウエアのスクリプト化の提案を行っている．
これまでの成果で効果があったものを宇宙機運用のシー
ンに適用させることが目標である．具体的には，実際の
搭載計算機の能力を考慮しての DESTINY ミッションで
得られる軌道上データを想定した，軌道上データ処理・
状態監視のコードの原理検証をしている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 航法誘導制御技術 
2.4.1 宇宙機の姿勢決定・制御 
 宇宙機の姿勢決定・制御に関して，制御アルゴリズム
の基礎研究から実際の衛星への応用，およびその飛翔デ
ータの解析まで，幅広い研究を行っている．特に本年度
は，以下の研究を，他研究系の教員，学生，JAXA 一般
職員らと共同して実施している． 

１）柔軟構造物を有する宇宙機の姿勢を高速に変更する

ための制御則の研究， 

２）観測装置と協調して熱歪みを軌道上でリアルタイム
に推定し宇宙機の姿勢を補正する技術についての研
究と，その SPRINT-A衛星への適用検討， 

３）絶対姿勢情報を用いずジャイロセンサのみを用いて
磁気センサのバイアス誤差をリアルタイムに推定す
る新しいアルゴリズムの研究，ならびに大気球を用い
た飛翔実験装置（BOV）の姿勢決定・制御への応用， 

４）宇宙機の姿勢決定で一般に用いられるカルマンフィ
ルタの一種である UKF（Unscented Kalman Filter）
の磁気バイアス推定への応用， 

５）飛翔中の「れいめい」姿勢制御系の評価，および
2011年 2月に発生したジャイロ故障に対応するため
の，新しいジャイロレス姿勢決定・制御系の構築， 

６）「あかり」「ひので」軌道上データの解析，特に中～
低周波域での姿勢変動とその要因検討， 

７）気球ゴンドラの方向制御検討・開発． 

 

2.4.2 月惑星探査機の航法誘導制御 
１）月着陸を目指した探査機の誘導制御検討 

月着陸を目指した探査機の誘導則の検討を行った．
また，各種誘導則の比較検討を行うために，着陸シ
ミュレータの開発も行っている． 

２）画像に基づく障害物検出 

月面画像からクレータ，岩等の障害物を抽出し，地
形の先験的知識からその大きさを推定する手法を研
究した． 

３）地形照合航法 

月面画像から特徴点を抽出し，探査機の位置を高精
度に決定する研究を行った． 

４）探査機の着陸時の制御 

探査機が天体表面に着陸する際のダイナミクスの解
析と着陸脚にアクティブ制御を導入した場合の効果
に関する研究，探査機姿勢制御を併用した場合の転
倒防止効果の研究，アクティブ着陸脚の試作・実験
を行った． 

 

2.4.3 惑星探査機の航法センサ 
 月・惑星探査機の多くが，数十～数百 km からの距離
測定が可能な LIDAR（LIght Detection And Ranging）と
呼ばれる比較的長距離を受け持つレーザ距離計を搭載し
ている．着陸ミッションを持つ探査機では，移動距離の
測定や着陸時の転倒防止の必要から，数 km 程度の距離
から高度および速度を測定するためのマイクロ波を使っ
たレーダ，さらに着陸時の地形測定や障害物検知のため
に，近距離用のレーザ距離計を必要とする場合があり，
スキャン型またはスキャンレス型の LRI（Laser Range 

Imager）が望まれている．LRI は自律移動するローバか
らの期待もある．これらの要求に対応して，今年度は以
下の項目について研究活動を行った． 

図 11 自律化メカニズム実証試験用 AUV 
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１）光パルス検出 ICの開発 

主に長距離用 LIDAR の受信機に使用される，APD

出力読み出し回路で，APDから出力されるパルスの
タイミングと波高値を測定する回路であり，デジタ
ル系クロックを低く抑えるための TAC（Time to 

Analog Converter）も有している．今年度は平成 23

年度の試作 IC"LIDARX04"を「カスタム ASIC適用ガ
イドライン」に沿って，搭載品として仕上げるため
に，以下を実施した． 

 ・民生シャトルサービスを使った搭載品製造管理の手
法の確立 

 ・搭載パッケージの選定 

 ・搭載品製造のための試験方法の確立，試験のための
基準データの取得 

 ・搭載品製造のための仕様書の作成 

２）LRI BBMの開発 

ローバの自律移動には三次元の地形環境認識が必須
である．距離画像センサには，比較的長距離を測定
する単一レーザパルスによる Flash LIDAR型と短距
離を測定する高繰り返しのレーザパルスによる電荷
蓄積型がある．ローバでは 10m程度を 10cm以下の
精度で測定する要求があることから，電荷蓄積型の
センサを採用して，ローバ搭載用の小型低消費電力
のレーザ距離画像装置（Laser Range Imager: LRI）
の BBM開発を行った． 

デバイス：S11962-01CR（浜松ホトニクス） 

受信系：FOV 10×10deg，画素 64×64 pixel 

送信系：LD波長 880nm，繰り返し 50～100kHz 

フレームレート：1～30Hz 

 図 12 に示すように，室内の試験施設での測距試験を
実施したほか，太陽光下での試験を実施している．本セ
ンサを用いることによって，従来のステレオカメラによ
る手法よりも，高速かつ安全な自律移動が可能になると
期待される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 自律化・ロボット技術 
2.5.1 月惑星探査ロボティクス 
 月・惑星・小惑星などの探査において，探査機が安全
確実に着陸し探査を行うためには，探査機に高度なイン
テリジェンスが要求される．そこで，未知環境である月
や惑星表面を，無人探査ロボットが自由自在に探査を行
うための研究を推進している．今年度は，主に月惑星探
査ローバの自律移動とフィールド試験，ロボット要素技

術開発，に関する研究などを行った． 

 特に以下の課題について研究開発を実施した． 

１）探査ローバの自律移動 

月惑星表面での移動効率化のため，移動性能の向上，
自律機能のロバスト化，環境認識の高度化に関する
課題に取り組んだ．具体的には，能動型センシング
システム（Laser Range Imager：LRI）の開発とフィ
ールドにおける評価，地形対応移動制御システムの
構築とフィールドでの走行，複数ロボット協調探査
技術としてのスケールに依存しない画像による位置
推定，スカイラインマッチングを用いた絶対位置推
定，ライトフィールドカメラ等の人間の感覚を超え
たセンサによる環境認識の評価，単一画像による地
形分類，消費電力・発電量ベースの経路計画，自律
機能の評価基準の策定，自律機能の評価に使用する
ツールの整備（ダイナミックシミュレータ開発）を
行った． 

２）フィールド試験による評価 

伊豆大島裏砂漠におけるフィールド試験にて，自律
移動に必要な要素技術の成立性確認と性能評価を行
った． 

３）主要コンポーネントの宇宙仕様化 

ロボットでは多くのモータユニットが必要となり，
その耐環境性の向上はシステムへの要求を軽減する
ことにつながる．本研究では，モータユニットを構
成する，モータ，角度センサ，ベアリング，ギヤに
ついて新規開発を行い，+200～-50度（駆動温度），
+200 度～-200 度（保存温度）の温度範囲を持つモ
ータユニットを実現した．特に角度センサとして使
用する変調波レゾルバは，真空環境で+200度～-200

度での活動を JSPEC が所有するチャンバにて確認
し，ドライバについてもシングルイベントならびに
トータルドーズに対する放射線試験評価を行った．
レゾルバの分解能を 25 万分割としたものが JUICE

／SWIミッションへの搭載候補となっている． 

４）極限環境における衝撃吸収 

月面着陸時にも問題となる衝撃ならびにリバウンド
に適用した手法を縦孔底への着陸に使用できないか
検討した．従来の運動量交換型ダンパではなく，エ
ネルギー交換型ダンパを用いることで，小型で大き
な衝撃吸収ならびにリバウンド低減を図るととも
に，環境条件に対して高いロバスト性を示すことが
できた． 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 LRI 試験状況および距離画像 

図 13 LRI 搭載の探査ローバ（左）と撮像画像の一例（右） 
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2.5.2 小天体探査ローバ 
 小天体を探査するロボットについて，今年度は以下の
研究を進めた． 

・電波を用いた自己位置同定 

データ通信のみを行う通信機に距離測定機能を付加
し，試作による検証を行った． 

・自律探査手法 

自律探査を行うため，カメラの検討と画像データを処
理するシステムの検討を行った． 

・ローバ分離メカニズム 

信頼性の高い分離メカニズムを考案し，微小重力環境
における有効性の検証を行った． 

 

2.6 デバイス技術 
2.6.1 アナログ集積回路の研究開発 
 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開発研究を推進し
ている．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． 

 昨年度までは，主として半導体検出器用の低雑音信号
処理回路に注力していたが，今年度は，新たに CMOS回

路が不得手とする高速パルス信号処理回路に挑戦した．
当該信号処理回路は，いわゆる電流コンベアー回路（図
15）を基本としており，重イオン計数回路（図 16）にお
いて 24 nsのダブルパルス分解能を確認し，さらに当該
研究開発のスピンオフとして TOF（飛行時間）を利用可
能な PET（陽電子消滅を利用した腫瘍等の診断装置）向
けの回路において時間分解能 67 (jitter)/98 (walk) psを確
認した（H. Matsuda et al., Nucl. Instr. & Meth. A699 

（2013）211-215）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6.2 耐環境エレクトロニクス 
 将来の「高機能探査機を利用した惑星探査」を実現す
る上で，高機能性・小型軽量性に加え，耐放射線性・耐
熱性に優れた高信頼性半導体デバイスの開発が必須であ
る．このような，民生半導体デバイス開発とは一線を画
す耐環境性半導体デバイス開発のための基盤研究とし
て，本年度は以下の研究活動を行った. 

１） 半導体集積回路を構成する基本トランジスタであ
るMOSFETの動作の要である SiO2/Si界面近傍の極
薄 SiO2 膜の物性と原子構造との相関を明らかにし
た．具体的には SiO2の原子構造をクラスターモデル
で表し，第一原理分子軌道計算を行うことによって，
絶縁破壊電界を簡便に推定する手法を開発した．本
手法の適用範囲を調べるために，Si化合物，Al化合
物，Ga化合物に対して検討を行い，いずれの化合物
でも同様の推定法を用いることができることが分か
った． 

２） エレクトロニクス技術で今日主流となっているも
のは，電荷量に情報を対応させるため放射線によっ
て発生するノイズ電荷の影響を受けやすい．このこ
とが宇宙などの放射線環境下でエレクトロニクスを
利用する際のハードルとなっている．そこで，電荷
量ではない別の物性に情報を対応させる技術に期待
がかかっており，その内の一つに電子のスピンを利
用した「スピントロニクス技術」がある．我々は本
技術に関して最先端のものを有する東北大学と協力
して，本技術に対する放射線効果の研究を進めてい
る．基本素子である磁気トンネル接合素子に
15-MeV に加速したシリコンイオンを照射し，その
効果を調べた所，予め記憶させておいたデジタル情
報をそのまま保持できていることを確認した． 

図 14 フィールド試験 

図 16 電流コンベアー回路を用いた重イオン計数回路集積回路は
XFAB 社において製造され，長辺，短辺はそれぞれ 7.48 mm，3.34 
mm である． 

 

図 15 電流コンベアー回路の基本構成 
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３） 衛星搭載部品は民生機器に使用される部品と比べ
て極めて過酷な温度環境に晒される．想定使用温度
は民生利用の場合は一般的に-20℃から+70℃であ
るのに対して，衛星の場合は-55℃から+125℃であ
る．そのため高温・低温あるいは熱サイクルによっ
て，民生利用では見られないさまざまな故障が起き
ることが懸念される．一方，CubeSat，小型衛星な
ど予算制限の厳しい衛星で革新的な試みを行う場
合，民生部品を利用することも必要となってきてお
り，民生部品を使いこなす技術が必要となっている．
本年度はそのような「衛星搭載部品の選定」に焦点
を当てた第 23 回高温エレクトロニクス研究会を開
催した． 

 

2.6.3 宇宙用マイクロマシンに関する研究 
１）カンチレバー型多機能 MEMSデバイス 

一本のカンチレバーを用いて発振子や乱数発生器，
論理素子など様々なデバイスを実現することができ
る．例えば，DC 電源だけで発振する自励発振デバ
イス等では，平行平板型アクチュエータで起こる
pull-in（引き込み）現象などの不安定現象を積極的
に利用することで発振現象を引き起こしている．ま
た，この不安定現象を利用することで乱数発生器な
ど今までになかった MEMS デバイスを実現するこ
とができた．さらに，カンチレバーを一本しか使用
しない非常に単純な構造の MEMS 論理デバイスを
開発した．従来の手法では NOT デバイスのみか
NOT デバイスを複数組み合わせて NAND や OR な
どの論理デバイスを構成していたが，本研究では，
一つのデバイス（カンチレバーが一本）で NOT は
もちろんのこと，NANDや XOR，XNORなどより複
雑な論理デバイスを開発した．単純な構造であるた
め，デバイスのフットプリントも小さく，3 次元化
による高密度集積化が容易になる．宇宙応用を考え
た場合，MEMSは高い耐環境性能を持つため，これ

らの技術を用いて宇宙用の発振子や論理デバイスが
実現できることになると期待できる． 

２）慣性駆動型 MEMSアクチュエータ 

MEMS アクチュエータの利用範囲を広げるため出
力を上昇することを目的として慣性駆動型のアクチ
ュエータを開発し，動作の確認を行った．駆動方式
としては耐環境性に優れた静電式アクチュエータを
利用し，バネで吊られた重りを駆動させ，壁に衝突
させることで発生する衝撃力を利用し大きな力を発
生している．今までに通常使用される MEMSアクチ
ュエータの 100 倍から 1000 倍以上の発生力を得る
ことに成功した．現在更なる出力の向上をめざし，
駆動方式や機械構造を検討，試作している． 

３）回路シミュレータを用いたMEMSデバイスのシミュ
レーション 

回路シミュレータを用いて MEMS デバイスのシミ
ュレーション行う手法を開発し，デバイスの研究開
発を行なった．この手法は回路シミュレータ内で手
軽に電気と機械の連成シミュレーションが可能で，
今までに開発したデバイスの挙動を解析できること
を確認した．本手法を用いて新たなデバイスの解析
を行い，実際にそのデバイスを作成し，解析どおり
に動作することを確認した．また，本手法により周
辺電気回路を含んだ MEMS デバイスのシミュレー
ションが可能になるため，半導体集積回路と MEMS

デバイスを集積化したデバイスの研究・開発のシミ
ュレーションが可能になった． 

 

2.7 探査機の軌道決定 
 軌道決定グループとしては，主に「あかつき」，「イカ
ロス」の軌道決定に関する作業や研究や「はやぶさ２」
の軌道決定精度の解析を行った．特に「はやぶさ２」に
ついては，最もクリティカルな運用であるリエントリ時
の軌道決定解析を先行して行い，成立の目処を示すこと
ができた． 

 

2.7.1 DDOR 技術の開発 
 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
際標準規格・推奨規格の作成を行っている．JAXA は海
外深宇宙局を有さないため，国際的な相互協力体制を確
立する事が，JAXA が Delta-DOR 計測を行う上で本質的
に重要である．本年度は JAXA/NASA/ESA の三機関の間
で制定中の blue book 規格「DDOR raw-data exchange 

format」に準拠した DDORデータの相関処理ソフトウェ
アの開発を行い，IKAROSで取得した DDORデータを用
いて NASAとの間で結果の比較を行った．その結果数十
ピコ秒（1 ピコ秒は一兆分の一秒）という極めて高い精

 

図 17 研究開発中の MEMSデバイス 
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度で結果の一致が得られた．この比較結果により，相関
処理システムについては NASA と同等のレベルを満た
し，近年の高精度火星着陸等で要請される高い精度の軌
道決定を満たす能力が得られたと言える．データ比較結
果については CCSDS の公式 record である Yellow book

「Delta-DOR Raw Data Exchange Format (RDEF) data val-

idation」に記載した．WG 内レビューを経て近く正式発
行の予定である． 

 

2.7.2 オープンループ受信機による IKAROSの軌道決定 
 2010 年に打ち上げられた小型ソーラー電力セイル実
証機 IKAROS の軌道決定および太陽輻射圧推定を行っ
た．IKAROS はこれまでの探査機より一桁以上大きな面
積質量比を持つため，太陽輻射圧の推定が重要となる．
また，IKAROS は軌道上でその膜面を展開するため，展
開後の運動を検知することができる軌道決定の役割は大
きい．本年度は，IKAROS の姿勢状況が悪く信号が微弱
な上に，スピンレートが早すぎるため通常の運用系では
IKAROS からのダウンリンク信号をロックする事ができ
ず，2-way ドップラ観測量を取得することができない状
況が続いていた．そこで DDOR計測用に開発した受信機
を IKAROS追跡用のオープンループ受信機として利用し
て，記録した生電波のデータから 2-wayドップラ観測量
を抽出するためのソフトウェアを開発した．これにより
運用系でドップラが取れない回線状況が悪い日であって
も条件によってはドップラが得られるようになった．こ
れらのデータを用いて冬眠運用中の軌道予測の候補を絞
り込み，実際に 9ヶ月間の冬眠運用後に IKAROSの再捕
捉を行う事ができた． 

 

2.8 小型衛星システム 
2.8.1 小型科学衛星 
 宇宙研では，従来の中型科学衛星の補完的な位置づけ
として，小型科学衛星シリーズを立ち上げている．多様
なミッション要求を有するシリーズ衛星を，低コストで
高頻度に打ち上げるために（約 5年に 3機程度），「柔軟
な標準バス」のコンセプトを提案し，標準インタフェー
スを基盤とした，機器換装が容易な「セミオーダメイド」
バスを開発している．1 号機 SPRINT-A の打ち上げは，
2013年度を予定している．また，将来の小型科学衛星シ
リーズの発展に備え，宇宙工学委員会の下に「次世代小
型標準バス技術 WG」を組織し，「多彩なコンポーネント
のプラグイン化」，「革新的な熱構造」，「簡便で標準化さ
れた検証方法」などを目標に，他研究系と連携して研究
を進めている． 

 一方，小型科学衛星シリーズへの工学系からの提案を
目指し，小型月着陸実験機 SLIM の検討に深く参画して
いる．そこでは，探査機システムのみならず，本研究系
のバックボーンであるエレクトロニクスを背景に，ピン
ポイント着陸の肝となる画像航法や着陸レーダの研究を

行っている． 

 さらには，将来，これら小型衛星システムを用いて実
現する先進的なミッションの基礎研究として，バイスタ
ティック・レーダの研究も実施している． 

 

2.8.2 小型衛星高速通信システムの開発 
 小型科学衛星「れいめい」の次の世代の小型探査機の
システムの研究開発を行っている．特に，小型地球観測
衛星や惑星ローバなど電力リソースが限られた宇宙機に
よるミッション成果を最大限に大きくするためには，こ
れらの小型システムからの観測データを数 100Mbps 程
度の高速で伝送するための小電力な高速通信技術の開発
を実施している．表 1は，開発した小型衛星用の高速通
信システムの仕様である．16QAM変調方式で，100Msps，
200-300Mbps のデータレートを持ち，GaN-HEMT アン
プの開発により衛星搭載送信機（図 18）の消費電力を
20W に抑える事に成功した．図 19 のように，地上受信
用の 3.8m の S／X バンド共用パラボラアンテナを相模
原キャンパスに設置した．2014 年には，重量 50kg の小
型衛星，ほどよし４号機にこの通信システムの軌道上実
証を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 開発した小型衛星高速通信システム仕様 

図 18 省電力高速送信機の試作機 

図 19 相模原キャンパスに設置した
3.8mS/X共用アンテナ 
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2.8.3 小型衛星用マイクロ波合成開口レーダの研究 
 100kg 級の小型衛星に搭載可能なXバンドマイクロ波
合成開口レーダの検討と一部試作研究を行なっている．
0.7mx0.7mx0.7m のピギーバック打ち上げに対応できる
よう，一層構造スロットアレイアンテナをパネル展開し，
導波管非接触対向方式（特願 2013-128851）で給電を行
う方式を考案した．システム検討の結果，600W の GaN

パルスアンプを用いて，地上分解能 10m （NESZ=-20dB）
あるいは，３ｍ（NESZ=-15dB）の性能を得る事を目標
として，平面アンテナ，RF パルス増幅器などの開発を
行う．また，JAXA 宇宙実証センタと協力して 100kg 級
小型衛星への搭載化の検討を行っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 宇宙エネルギーシステム 
2.9.1 次世代のエネルギーシステム －太陽発電衛星－ 
 太陽発電衛星（SPS）とは，衛星軌道上で太陽光によ
り発電した電気エネルギーを無線で地上に送り，利用す
る新しいエネルギーシステムである．地上での太陽光発
電と比較して，24時間天候に左右されずに発電が可能で
あり，安定かつ大電力のエネルギーを供給できる特長が
ある．衛星軌道上から地上へマイクロ波を用いた無線送
電が主に検討されている．マイクロ波は太陽光より大気
層を透過しやすく，高い送電効率が期待できる． 

 本研究では，その技術的なフィージビリティを確固た
るものにするために，SPSの理工学的研究課題に取り組
んでいる．課題は４項目である．（1）軌道上大型構造物
技術，（2）高精度・高効率送電技術，（3）耐宇宙環境性，
（4）軌道上システム実証，である．この内，（2）の一部
であるマイクロ波送電については，経産省・関係大学・
JAXA（研究開発本部，宇宙研）の連携による地上技術実
証のプロジェクト段階に入ったが，その他の研究は基礎
研究が必要な段階にある．先端的かつ系統的な研究開発
と実証実験を積み重ねてSPSの実用化を実現するための
技術体系を確立する．ベーシックモデルの位置づけにあ
るテザー型太陽発電衛星を図 21に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2 軌道上大型構造物技術 
 テザー型 SPSに関して，軌道上建設方法と形状維持技
術の研究開発を行った．SPS に必要な km スケールの発
送電パネルを軌道上で無人で展開・維持する技術は現在
存在しない．本研究では km 級パネルの展開方法を考案
するとともに，それに必要な超軽量の展開機構として形
状記憶合金（SMA）及びカーボンナノチューブ（CNT）
を利用したアクチュエータの試作・試験を行った．これ
によりまずは 100m 級の軌道上実証実験を可能とする技
術の確立を目指している．図 22 に建設方法のシナリオ
を示す．また，レーザ距離計と歪みゲージを用い，パネ
ル状アンテナの形状推定手法を確立した．開発を進めて
いるスマートアクチュエータと組み合わせ，大規模アン
テナパネルの形状維持方式を考案した.レーザ距離計を
用いた形状推定の実験を図 23に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 高精度・高効率送電技術 
 本研究では SPS特有の技術である C帯（試作は 5.7GHz

帯）でのビーム形成，方向制御技術について，近未来の
小型軌道上実証を目指した試作研究を実施した．独立に
位相を制御できる 16 枚パネル構成の無線送電システム
を構築し（図 24），温度依存特性，アンテナ面の機械的

図 21 テザー型太陽発電衛星完成図 

図 22 kmパネルの軌道上建設方法 

図 23 レーザ距離計による形状推定実験 

図 20 100kg級小型衛星に搭載できるマイクロ波合成開口レーダ 
  左上 0.7x0.7x0.7mのピギーバック形態でロケットに搭載 
  右下 軌道上で 4.6mx0.7m の観測アンテナを展開 
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変形を考慮し，100Wクラスの大電力放射実験を行った．
また，複数パネル間における位相同期システムの実験に
着手した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4 耐宇宙環境性 
 km サイズとなる SPS 発送電パネルではデブリによる
衝突破壊は不可避である．超高速衝突では電磁波が発生
することが知られている．その電磁波を用い，大型パネ
ルにおけるデブリ衝突の検知，位置の特定，衝突規模の
推定のための手法の検討を実施し，超高速衝突によって
発生する電磁波の計測実験を実施した．また，超高速衝
突によって電磁波が発生するメカニズム解明のために，
ターゲット内部の圧力波伝搬のシミュレーションを行
い，実験結果との比較を行った．図 25と図 26に超高速
衝突実験に用いる 2段式軽ガス銃とシミュレーションの
一例を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，SPSのコアー部を防御する軽量デブリシールド
に関して，斜め衝突を用いることで軽量化を目指してい
る．実験とシミュレーションにより設計手法の検討を実
施している．図 27 に斜め衝突実験のターゲットと斜め
衝突のシミュレーション結果を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5 軌道上システム実証 
 マイクロ波送電技術に関して，地上デモンストレーシ
ョンの次の実証フェーズとして，小型科学衛星を用いた
宇宙実証実験の検討を行っている．実験目的は以下３項
目である．（1）軌道上からのマイクロ波ビーム制御能力
実証，（2）マイクロ波の電離層通過実証，（3）マイクロ
波送受電の電力効率評価（実験と解析），である．主要搭
載ミッション機器は，2kW（Typ.）のマイクロ波放射が
可能な送電システムとプラズマ計測装置，波動受信機で
ある．電離層プラズマ中で商用 SPSにおいて想定される
電力密度 1,000W/m2を数十 mの範囲で実現し，地上では
マイクロ波ビーム強度と放射パターン計測を実施し，電
離層中では，プラズマパラメータの計測と励起される波
動計測を行う．実験モードには地上でマイクロ波計測を
行うモードAと電離層中でマイクロ波を放射しながらそ
の場観測を行うモード Bを検討している．実験モードを
図 28に示す．また，衛星の搭載案を図 29に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a) 64サブアレーアンテナ  (b) 16位相制御機能付き増幅器 
図 24 マイクロ波送電実験装置 

図 25 2段式軽ガス銃 

図 26 ターゲット内圧力波伝搬のシミュレーション 

図 27 （a）斜め衝突実験用ターゲットと（b）斜め衝突現象のシミ
ュレーション結果 

図 28 実験モード 

図 29 SPS小型衛星搭載案 
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2.9.6 薄膜発電システムの研究 
 平成 23 年度から，重点研究「超軽量大面積薄膜発電
システムの研究」として，研究開発を行なっている．
IKAROS で実現した性能と木星圏探査ミッションにおけ
る要求の間の面積・重量電力比・コスト要求のギャップ
を埋めるための技術開発である．木星圏等の外惑星探査
をターゲットミッションとするが，将来薄膜構造搭載化
研究を行うことで，地球周回衛星への低コスト発電シス
テムへの応用も目指している．今年度は，試作による大
面積化のための技術検証を実施した．コーティングと反
り対策を施したＡ4 サイズの太陽電池と集電路をインテ
グレートし，メートルサイズの発電膜を試作した．図 30

に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.7 水サイクルシステムを用いた宇宙機電源システ
ムの研究 

 宇宙機あるいは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てい
る．エネルギーシステムだけではなく，推進系や生命維 

持システム，惑星における鉱物精製システムへの応用も
検討している．今年度は，燃料電池と水の電気分解装置
からなる閉鎖系システムにおける水分管理の検討を行
い，無重力環境下での使用を考慮した加湿器の開発を行
った．実験システムを図 31に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

図 30 試作薄膜発電システム 図 31 閉鎖系水サイクルシステムの構成 
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