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3. 各センター及び室 

a. 宇宙科学プログラム・オフィス 
上野宗孝 大汐一夫 吉原圭介 殿河内啓史 小山和広 

馬場 肇 大嶋亮太 小川恵美子 栗山悦宏 淺野聡子 

 

1. 宇宙科学プログラム・オフィスについて 
 

 宇宙科学プロジェクトは，少数精鋭の体制で実施して
おり，また挑戦的なミッションを実現するために JAXA

インテグレーション方式を基本としていること等から，
今後，より着実にプロジェクトを遂行するためには更な
る支援とボトムアッププロセスの中におけるプログラム
戦略的な活動が重要である．人的リソースが限られてい
る状況において，プロジェクトチームを横断的に支援す
る組織として「宇宙科学プログラム・オフィス」が宇宙
科学プログラムディレクタの下に設置されている． 

 「宇宙科学プログラム・オフィス」は，プロジェクト
支援として審査会の対応，実験等の実施のための対外調
整支援等を横断的に行う他，以下の業務を行っている． 

・プログラム戦略に関すること 

・プログラムに係わる企画調整 

・内外への報告業務や計画管理対応の支援 

・プロジェクト・実験等の情報連絡対応等 

 

（1）プログラム戦略に関すること 

ミッションロードマップの作成・維持・改訂とりまとめ 

宇宙科学のプランに関する検討を宇宙理学・宇宙工学
委員会の議論と連携 

設備整備要求とりまとめ，関係本部との調整（臼田宇
宙空間観測所の運用，将来計画，輸送本部・イプシロ
ンロケットプロジェクトチームなど） 

（2）プロジェクト・実験等活動の支援 

宇宙研内審査会事務局 

プロジェクト活動に関する相談窓口 → 関係部署との I/F 

その他プロジェクト推進に関する他に属さないこと 

予算要求，実行資金取りまとめ，調整支援（計画ライ
ンと連携），各種経営審査対応． 

（3）PD 配下の組織（プロジェクトチーム，実験室等）
の経営層に対する報告対応 

組織長あてに一律に出されるマネジメント要求，調査 

等の窓口となり，選別・選択して対応 

（4）プロジェクト・実験等に関する宇宙開発委員会，経
営レベルへの対応（情報連絡を含む） 

JAXA 経営への説明，対外報告等の調整，資料とりま
とめ 

プロジェクト，実験等に関する情報連絡・プロジェク
ト側の立場としての危機管理対応 

プロジェクト・実験が抱えている問題解決支援 

プログラム共通な問題，プロジェクト固有な問題によ
ろず対応 

試験設備・運用設備の調整作業 

 

2. 昨年度の活動の総括 
 

 また旧・観測事業が行っていた実行支援（例えば各種
実験の総務班対応など）は人的リソースの観点で，科学
推進部と連携する形で実行を行った．宇宙科学プロジェ
クト・実験活動における問題解決及びプログラムの共通
的な課題の解決については，個別問題の解決支援の必要
性が高くなり，横通し活動に加えて個別支援の重要性も
高く，よろず相談窓口としての機能を強化しつつある状
況である．宇宙研内にプロジェクト実行時のノウハウの
蓄積を行うための活動の一環として，有益と思われる情
報をまとめた宇宙科学プログラム・オフィスのページを
立ち上げ，JAXA 全体に対して，顔の見える組織となる
よう，発信力強化を行った． 

 

 小型科学衛星シリーズプロジェクトのターミネーショ
ンレビューを受けて立ち上げられた，宇宙科学プログラ
ムの実効改善タスクフォースの事務局として，議論の取
りまとめ，メーカーヒアリングなどを集中的に行い，提
言書をまとめる作業を行った．またこの提言にそったア
クションプランの取りまとめを行い，今年度以降宇宙科
学研究所の活動をより良くする指針として，実行して行
く計画である． 
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b. 宇宙科学プログラム・システムズエンジニアリング室 
満田和久 渡辺次男 飯嶋一征 鈴木保志 池田知栄子 馬場 肇 前島弘則 

小川美奈 中谷幸司 廣瀬史子 仁田工美 橋本樹明 川勝康弘 紀伊恒男 

 

1. 概 要 
 

 宇宙科学プログラム・システムズエンジニアリング
（SE）室は，宇宙科学プログラム/プロジェクトにおける

SEの強化を図るために，開発中のプロジェクトおよび検
討中のプロジェクトに対して，技術的事項の調整，SE

能力の強化施策，SE活動および技術開発戦略の策定に関
する活動を行っている． 

 特に，開発中の宇宙科学プロジェクトの SE 強化を図
るために，プロジェクトの担当者を SE 室に併任するこ
とで SE室とプロジェクトが連携し，効率的な SE活動が
できる体制をとっている． 

 

2. 平成 24 年度の活動内容 
 

 SE室の主な活動を SE室主体とチーフエンジニアリン
グオフィス（CEO）との協力関連分に分け，更に活動の
目的別に整理した． 

 

2.1 プロジェクトにおける問題発生を防止するための
活動（SE室主体の活動） 

2.1.1 開発中のプロジェクトに対する支援 
（1） 科学衛星の特質に合わせたプロジェクト実施方法

の検討 
 宇宙科学プログラム実行上の改善に関するタスクフォ
ース活動，および，それに対する宇宙科学研究所のアク
ションプランの取りまとめに協力した．宇宙科学プログ
ラムに適したプロジェクトの実施方法を PM規定，SE・
PM ガイドラインに反映することが，来年度の重要課題
と認識された． 

 

（2） SE マトリックスによる状況把握と情報交換 
 SE 室/PO 定例会 
 前年度に引き続き，SE室，各プロジェクトの SE担当
者および POで構成する SE室/PO定例会を週 1回の頻度
で開催し，プロジェクトおよび関係部門とのタイムリー
な情報共有を非公式な形で行うと共に，得られた重要課
題等については，所長およびプログラムディレクターに
適宜報告した． 

 月惑星 SE 室からも参加を得て相互の情報共有を図っ
ており，プロジェクトとしては，BepiColombo/MMO，
ASTRO-H，SPRINT-A，ERG，はやぶさ２，ISS 科学，
SPICA（プリプロジェクト），再使用観測ロケット（本部
プロジェクト），C-SODA地上系，運用中の PLANET-C，

観測ロケット，大気球からのメンバーが参加した． 

 

（3） SE・PM支援チームによるプロジェクト支援 
 有識者による「宇宙科学プロジェクト横断システム設
計支援チーム」を前年度に引き続き，SE室に設置し，プ
ロジェクトの設計段階におけるSEの強化を図るために，
設計支援チーム員としてプロジェクト主催の衛星システ
ム設計関連会合にご出席を得た． 

 設計検討における支援活動の方法としては，設計会議
等の場で直接指摘やコメントをいただいたり，会議終了
後に意見を文書としてまとめてSE室に提出してもらい，
プロジェクトにフィードバックした．チーム員は衛星・
探査機のシステム設計を経験された 5名（向井，槙野，
小川原，長島，中丸／敬称略）で，プロジェクト毎に担
当を決めさせていただき，下記の設計会議等にご出席を
得た． 

・BepiColombo （6/14，10/15-16） 

・ASTRO-H （5/22-23，10/10-11，2/18-19） 

・SPRINT-A （9/12） 

・ERG （9/13，1/22） 

 

（4） 宇宙科学プロジェクトの審査・評価への協力 
 SE室直接のプロジェクトへの支援活動として，下記の
宇宙科学プロジェクトの審査・評価等に協力した． 

・SPICA （8/20） RMP＃１結果評価 

 （10/10）RMP＃2実行計画評価 

・BepiColombo （1/29） ESA分 CDR（ESTEC） 

・ISS科学 （2/19） JEREMI SDR 

・ERG （3/14） 基本設計確認会 

 

（5） 開発中のプロジェクトの課題等の把握 
 「宇宙科学プログラム実行上の改善に関するタスクフ
ォース」の提言に対する「アクションプラン（平成 25

年 3月設定）」に基づき，開発中のプロジェクトの進捗，
課題，リスク等をタイムリーに把握するための所内定例
会として，「宇宙科学プロジェクト開発状況確認会議（仮
称）」を平成 25年度から開催することで準備を開始した． 
 

2.1.2 検討中のプロジェクトに対する支援 
 宇宙理学委員会の下に設置されたワーキンググループ
（WG）は，将来のプロジェクトの検討を行っている． 

 WG の中には，これまで宇宙プロジェクトの経験のな
いメンバーや，主査を含めて大半が JAXA 外のメンバー
で構成されたワーキンググループもあり，プロジェクト
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化に向けた検討においては，検討の当初から SE 的な考
え方を取り入れることが，将来のプロジェクト開発フェ
ーズでの問題発生時に不可欠である．そこで，SE 室は
WG による検討の初期段階の支援，すなわち，科学目的
の明確化，科学目的からミッション要求へのフローダウン
と，システム要求の適切な選択，を中心に支援している． 
 

（1） WGによる検討の支援 
 支援は基本的に，WG の要請に応じて行なっている．
今年度，支援を行ったのは LiteBIRD，SOLAR-C，WISH，
火星大気散逸観測ミッション，HiZ-GUNDAM の５つの
WG であった．この中で，HiZ-GUNDAM は，つくばの
MSDGに支援主体をお願いし，ISAS SE室はそれを支援
する形で，支援活動を行った．また，LiteBIRDは今年度
前半まで MSDG主体であったが，年度途中から SE室が
主体となって支援する体制に移行した．LiteBIRDについ
ては，システム要求の適切な選択のための活動として，
メーカーによるシステム検討の支援まで行った． 

 

（2） 公開ホームページ（HP）の作成 
 SE室によるWG活動への支援および SEに関する情報
をタイムリーに提供することを目的として，平成 24 年
11 月に ISAS 外部向けの公開 HP を立ち上げ，WG の構
成員に周知した．本 HP では SE 室が宇宙科学プロジェ
クトのミッションサクセス・上流設計を支援することを紹
介すると共に，WG活動に有用な JAXA文書も紹介した． 
 

（3） 有用な JAXA 文書をWGに提供する手順の確立 
 前項の公開 HP 上で紹介している JAXA 文書は情報セ
キュリティー上の取り扱い上の違いから，一般公開され
ている文書とされていない文書がある．  

 一般公開されていない文書については，情報セキュリ
ティー要求に基づきWGの関係者に閲覧可能とするため
の手続きを確立し，WGへの提供を開始した． 

 

2.2 SE 推進室/CEO の活動への協力 
 SE 推進室/CEO を中心とする JAXA 全体に関わる SE

推進活動がより効果的なものとなるよう，SE 推進室
/CEOに協力した． 

 

（1） 知的共有システム（LINKS）関連 
 プロジェクト活動で得られたマネジメントに関する経
験と知識（ナレッジ）を継承する目的で，知識共有シス
テム（LINKS）に反映するナレッジの収集に協力した． 

 金星探査機「あかつき」の金星周回軌道投入失敗に関
するナレッジ収集のために，当時のプロジェクト担当者
にインタビューし，“軌道上のクリティカルイベントに対
するバックアッププランを検討する場合の注意点”など
をまとめた．また，前年度に実施した ASTRO-G プロジ
ェクトの中止に関するナレッジの最終確認と合わせて
LINKSへ反映した． 

 

（2） コスト予測モデルの検討 
 CE オフィス/SE 推進室とミッションデザイン支援グ
ループ（MDSG）による「コスト予測モデル」の科学衛
星への適応検討作業に協力した．  

 

（3） 技術ロードマップ（TRM）の改訂 
 第 2期中期目標期間の最終年に当たり，SE推進室が中
心となって，「技術ロードマップ第 7 版」の改訂作業を
行った．SE室は宇宙科学分野の技術ロードマップを中心
に，宇宙科学分野の技術開発研究の優先順位付けを担っ
ている宇宙理学委員会/宇宙工学委員会と連携・協力しな
がら全体的な見直しと研究開発項目の再確認を行った． 

 また，JAXA 内の他部署との調整も行った．さらに本
作業の一環として，宇宙科学プロジェクトに関連する
JAXA外開発戦略の調査も行った． 

 次年度はこれらの見直し結果をベースに「JAXA 総合
技術ロードマップ（第 3期中期計画期間）」が CEOにお
いて制定されることとなった． 

 

（4） スキルギャップの調査 
 SE 推進室と人事部が共同で行ったスキル認証制度に
基づく ISASにおけるスキルギャップの調査に協力した． 
 本調査は JAXA 内で必要とされるスキルに対して，実
員のスキルを比較し，その過不足を定量化しようとする
試みである．教育職のスキルをどのように把握し，定量
化するかが，今後の大きな課題として残った． 

 

 

c. 安全・品質保証室 
清水幸夫 大串義雄 矢嶋季郎 杉山由香 上戸有紀 

 

1. 概     要 
 

 宇宙航空研究開発機構の第二期中期事業計画が策定さ
れ，平成 24 年度はその最終年度にあたる．策定された
第二期中期事業計画の安全・品質保証室に係わる事項は， 

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

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

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

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

であった. 

 宇宙科学研究所の安全・品質保証室は，第二期中期事
業計画期より安全に関わる業務が付加され，宇宙科学研
究所の安全・信頼性・品質保証活動の中核を担う組織と
位置づけられた．宇宙科学研究所の品質マネジメント活
動は機構に横断的な「品質マネジメント規程」により行
われ，同じく機構に横断的な下位文書により実施される． 
 次に，宇宙科学研究所の安全・品質保証室の独立した
活動は， 

一，定常組織としての安全・品質保証室の活動， 

一，宇宙科学研究所信頼性品質会議の定期開催， 

一，安全・信頼性推進部との共通活動の推進， 

一，宇宙科学研究所のプロジェクト固有の品質保証活
動関連文書案の起草・制定および支援， 

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

である．また，宇宙科学研究所の安全・品質保証室は月・
惑星探査推進グループ（JSPEC）の安全・品質保証室を
兼務し，その所掌するプロジェクトについても同様の業
務を実施している． 

 第 3期中期計画の策定について安全・品質保証室・信
頼性推進部および各本部の安全・ミッション保証室等
S&MA 部門と連携し平成 25 年度からの体制見直しなど
を協議した．本見直しは JAXA を取り巻く社会情勢の変
化やこれからの JAXA のあり方を見直す活動の中で
S&MA グループ全体として取り組むものと位置づけら
れた． 

 安全・信頼性推進部との共通活動の推進では，信頼性
計画分科会の構成員として，また信頼性推進会議の事務
局として信頼性品質向上活動に努めた． 

 なお，部品班の池田雅彦氏，安信部の芝山有三氏の両
氏にも多大な支援を得ている． 

 平成 24 年度の安全・品質保証室の個々の活動を以下
に示す． 

 

2. 活     動 
 

2.1 宇宙科学研究所の品質マネジメントシステムの構
築，維持及び運用 

 品質マネジメント規程に基づき，宇宙科学研究所の品
質方針，品質目標を定めて QMS 活動の推進を実施して
いる．また，プロジェクト管理活動，S&MA活動を通し
て宇宙科学研究所における品質を確保するとともに，信
頼性品質会議において必要な是正処置情報の周知を展開
している． 

 宇宙科学研究所の QMS は，品質マネジメント規程に

基づく自主管理によって実施され，ISO9001 品質マネジ
メントシステム要求事項に対し，宇宙科学研究所の文書
RQA-X0003，RQA-A0005により QMSの維持，運用を実
施している． 

 

2.2 JAXA 信頼性推進会議および信頼性計画分科会へ
の参加 

 機構全体の S&MA活動の重要事項調整，方針決定が行
われる信頼性推進会議の宇宙科学研究所幹事を担う．ま
た，信頼性推進会議のプリボードとして設置されている
信頼性計画分科会へ構成員として参加し，宇宙科学研究
所の S&MA活動について調整，意見交換などを実施して
いる． 

 

2.3 信頼性品質会議主催 
 宇宙科学研究所長決定第 21－6号の規定により安全・
品質保証室は概ね月に 1回の頻度で宇宙科学研究所信頼
性品質会議を主催した． 

 会議では， 

（1）宇宙科学に関する衛星及び飛翔体等の企画（以下
「企画」という．）の遂行に必要な所固有の品質マネ
ジメントに関わる規則・基準類の整備 

（2）企画における信頼性管理及び品質マネジメントシス
テムの整備 

（3）企画の実施に伴い発生する信頼性管理情報の収集，
記録等 

（4）その他品質マネジメントに関して必要な事項につい
て調整・水平展開・意見交換を行った． 

 

2.4 宇宙科学研究所会議・月惑星探査推進グループ会議
（JSPEC 会議）等出席 
 安全・品質保証室として，職位で指定された宇宙科学
研究所会議，JSPEC会議，プログラム会議，技術評価専
門部会等に参加し，必要に応じて意見の発言・各種調整
を行った． 

 

2.5 科学衛星プロジェクトに関する審査会等支援活動 
 宇宙科学研究所および JSPECが計画し，今後打上げ予
定のプロジェクト・プリプロジェクトについて，そのプ
ロジェクトの重要な時期に開催される審査会等において
審査実施の支援を行なっている．また，審査員として招
集された場合はそれらに参加し審査に加わっている．平
成 24年度に参加した主な審査会等は下記の通り， 

H24.04.27 はやぶさ２ デルタ CDR 

H24.06.12 はやぶさ２ 設計会議 

H24.06.14 Bepi MMO DM#19 

H24.06.18 ASTRO-H 姿勢系 CDR2 

H24.06.25 A-H RCS タンク PSR（NEC主催） 

H24.07.09 MMO CNV MIP 

H24.07.23 Bepi MMO FMコンポーネント MIP 
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H24.07.24 ASTRO-H HCE CDR 

H24.08.23 SPRINT-A 搭載機器処置確認会 

H24.08.31 第 11回 はやぶさ２ 設計会議 

H24.09.06 MMO CNV MIP 

H24.09.13 MMO PSR 

H24.09.13 ERG設計会議 

H24.09.14 Bepi MMO MDP MIP 

H24.09.14 Bepi MMO DRB 

H24.09.21 エアロキャプチャ技術実証ミッションSDR本審査 

H24.10.15 Bepi MMO DM #20 

H24.11.07 第 12回 はやぶさ２ 設計会議 

H24.12.14 はやぶさ２ 一噛み前確認会 

H25.02.27 ERG推進系 PDR 

H25.03.08 イカロス終了審査会 

H25.03.14 ERG PDR 

 

2.6 安全審査委員会等出席並びに安全性打ち合わせ 
 宇宙科学研究所が計画し，今後打上げ予定のプロジェ
クト・プリプロジェクトについて，そのプロジェクトの
重要な時期に開催される JAXA の安全審査会委員会およ
び宇宙研安全審査会の審査支援を行なっている．また，
予備的にプロジェクトから支援依頼のあった案件につい
て意見調整などを実施した．平成 24 年度に実施した対
象プロジェクト等は下記の通り， 

・ BepiColombo MMO 

・ SPRINT-A 

・ ASTRO-F /あかり 

・ PLANET-C /あかつき 

・ SOLAR-B/ひので 

・ IKAROS 

・ ASTRO-H 

・ はやぶさ２ 

・ エアロキャプチャー実証機 

・ みちびき 

・ ERG 

・ 観測ロケット 

・ 大気球 

・ あきる野実験施設 

 

2.7 惑星保護（プラネタリープロテクション）関連 
 はやぶさ２の目的天体である 1999JU3に対する惑星保
護に関する COSPAR審査に先立ち，安全・品質保証室と
して JAXA 全体の惑星保護に対する体制作りを実施し
た．平成 24年 6月に英国 Harwell Science and Innovation 

Center内 RAL施設で開催された ESA/NASAが合同で実
施する Planetary Protection Course（惑星保護研修会）に
参加し，座学及び実験研修を修学した．この研修で得ら
れた ESA/NASAの知見を元に安全・信頼性推進部および
JAXA法務課との間で平成 22年 8月から調整を続けてい
た JAXA の惑星保護に関する体制作りに結論を得た．平

成 24年 12月の安全審査委員会において惑星保護審査部
会が新設され，安全審査委員会の下で部会が審査する体
制となった．当面部会事務局を安全・品質保証室が行い，
今後技術要求文書を制定する作業に進む． 

 

2.8 信頼性・品質確保に関わる訓練・教育活動 
 JAXA 発足以降宇宙科学研究所においても品質保証室
が主催して信頼性品質向上に関わる訓練・教育活動を行
なっている．平成 24 年度は信頼性品質会議の議論の中
で訓練・教育に関する議論を実施した． 

 実践的な例としては，鉛フリーはんだに対する共晶は
んだ置換による改修方法の手順，使用機材などを指導し，
共晶はんだ置換実装後のはんだ付け検査を実施しフライ
トモデルとしての品質を確保した． 

 鉛フリー部品対応検討会や鉛フリー部品検討会ワーク
ショップなどへ参加し，同検討会で入手した情報につい
て信頼性品質会議などで逐次報告を実施した． 

 

2.9 重大技術課題・不具合評価検討チーム（Ａチーム）
活動への参加 

 平成 24 年度の JAXA 全体の A チーム活動は活発では
無かったものの軌道上不具合の収集を実施し，再発防止
と未然防止のための品質情報として整理した． 

 また，安全・品質保証室として独立して平成 24 年度
に発生した B787 のリチウムイオン電池の地上不具合に
ついて情報を収集・分析し，信頼性品質会議等に於いて
水平展開を実施した． 

 

2.10 不具合情報システムの構築ならびに不具合情報の
登録 

 各プロジェクトと共同し不具合情報を収集した．収集
した軌道上ならびに地上試験の一環として行われた一次
噛み合せ試験，総合試験において発生した不具合情報な
らびに契約相手方で発生した重要な不具合に対する原因
究明・現品処置・是正処置を収集し，安全・品質保証室
の不具合情報システムに登録し，必要な部門へ水平展開
が図れるよう不具合情報システム活用の推進を行った． 

 

2.11 不具合情報システムⅢへの不具合情報の登録 
 安全・信頼性推進部と連携し，科学衛星に対する重要
な軌道上不具合情報および地上試験で発生した不具合情
報を JAXA不具合情報システムⅢに登録し，JAXA内へ不
具合情報の内容について水平展開を図っている． 

 

2.12 各プロジェクトに対する品質保証活動ならびに不
具合対応 

 契約相手先が実施する一次噛み合わせ試験，総合試験
における品質保証活動として，朝会・夕会への参加，試
験前後に開かれるタスクブリーフィング，タスクレビュ
ーへの出席，主要な試験に立会い，試験手順書に基づい
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て作業が行われた試験結果を，信頼性，品質保証の観点
から確認している．また，契約相手方において生産開始
前に行われる製造開始前審査会に出席し，その準備状況
を確認している． 

 不具合が発生した場合には，各プロジェクトからの要
請に基づき，発生した不具合の原因究明・現品処置策・
是正処置策の対応について，信頼性，品質保証の観点か
ら支援を行っている． 

 特に重大な不具合に関しては，安全・品質保証室の不
具合情報システムに登録し，他プロジェクトへの水平展
開を図っている． 

 また，安全・品質保証室では各プロジェクトの品質保
証活動の一環として，クリーンルームの清浄度・温湿度
の独立チェック，パーティクルカウンターの貸出，クリ
ーンルーム内精度管理品のチェック，トルク管理用構成
機器の貸出を実施している． 

 

2.13 契約相手方のQMS監査への参加 
 安全・信頼性推進部が主催する契約相手方に対する信
頼性・品質保証監査に参加し，品質監査を支援している．
平成 24年度は，明星電気，NEC/NTSの品質監査を実施
した． 

 

2.14 品質確認検査の実施 
 物品製造契約会社とプロジェクト間で調整した製造工
程のなかでフライトモデル製品の品質の適否を判断する
ために設けられた MIP（Mandatory Inspection Point）に
参加し製品の品質，試験データ，品質記録確認を実施し，
該当製品の次工程に進むための可否判断を行った．平成
24 年度に実施した MIP は，MMO/CNV, MMO/DMC, 

MMO/Upper Deck & Lower Deck, ASTRO-H/EPC であ
る． 

 

2.15 海外部品・コンポーネントに関する活動 
 現在進行中のプロジェクト・プリプロジェクトの部品
調達の指針となるべく宇宙科学研究所部品班とともに科
学衛星部品プログラムを定め，維持・改訂を実施し，各
プロジェクトを支援している． 

 また，安全・信頼性推進部，研究開発本部部品グループ，
宇宙科学研究所部品班と連携し，科学衛星・探査機の海外
部品・コンポーネントに関わる情報交換を実施した． 

 さらに宇宙用部品プログラム標準（JMR-012）につい
て技術的背景をもって各プロジェクトへの適用調整を行
なっている． 

 

2.16 科学衛星部品プログラム活動 
 宇宙科学研究所の部品班と協力し，科学衛星・探査機
に必要な部品プログラム活動を実施している．活動は，
科学衛星部品プログラム文書の維持改訂，JAXA 研究開
発本部部品・機構グループと連携した JAXA 部品プログ

ラム標準の維持等である．平成 24 年度には科学衛星部
品選定ガイドライン（RQA-X0006）および科学衛星
PAPDB 利用ガイドライン（RQA-X0007）の文書を制定
した． 

 EEE部品プログラム標準改訂委員会に参加し，宇宙転
用可能部品や海外部品の品質確保などについて協議を実
施した．また，CGA/BGA 実装技術委員会に参加し高密
度実装部品の実装工程についての議論に参加した．鉛フ
リー部品対応検討会や鉛フリー部品検討会ワークショッ
プなどへ参加し，同検討会で入手した情報について信頼
性品質会議などで逐次報告を実施した． 

 

2.17 宇宙放射線による劣化の調査と科学衛星プロジェ
クトへの支援 

 放射線による部品劣化を予測できる Web 情報
（CRÈME-MC, SPENVIS）を収集し，関係者にその情報
の展開活動を実施している． 

 

2.18 部品適用審査会参加とプロジェクト支援 
 プロジェクトの使用候補である輸入機器の部品適用審
査会資料を検討し，その是非についてのコメントや科学
衛星搭載機器の部品品質設定の支援を継続している．ま
た，部品に関する Web情報を各科学衛星プロジェクトへ
展開した． 

 科学衛星プロジェクトの部品に関する審査会等への参
加，技術支援を実施している． 

 

2.19 JAXA 設計基準策定の支援 
 以下の JAXA 設計基準策定の審議・支援を実施し，下
記文書の制定・改訂を行った． 

 ◇ 平成 24年度に新規制定された技術文書（14件） 

JERG-0-050 海外部品品質確保ハンドブック 

JERG-0-051 海外コンポーネント品質確保ハンドブ
ック 

JERG-0-052 宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブ
ック（共通編） 

JERG-1-008 ロケット搭載ソフトウェア開発標準 

JERG-1-009 ロケット機器用鉛フリー部品適用工程
標準 

JERG-2-143-HB001 耐放射線設計ハンドブック
（2012.05.10） 

JERG-2-144 微 小 デ ブ リ 衝 突 耐 性 評 価 標 準
（2012.05.10） 

JERG-2-200-TM002 高速データインタフェースアプ
リケーションノート 

JERG-2-211-TM001 帯電・放電試験データ集 

JERG-2-213-TM002 絶縁設計実装例 

JERG-2-241 EMC設計標準 

JERG-2-400-HB003 通信設計標準利用ガイドライン 

（スペースコミュニケーション・エンドツーエンドプ
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ロトコル編） 

JERG-2-420-HB001 ＲＦ回線設計標準マニュアル 

JERG-2-610 宇宙機ソフトウェア開発標準 

 ◇ 平成 24年度に改訂された技術文書（35件） 

JMR-004 C改定 信頼性プログラム標準 

JMR-005 A NOTICE-4 品質保証プログラム標準 

JERG-0-001 C NOTICE-1 宇宙用高圧ガス機器技術
基準 

JERG-0-002 A 改定 スペースデブリ発生防止標準 

解説書 

JERG-0-017 A改定 品質保証プログラム標準解説書 

JERG-2-000 A改定 宇宙機（人工衛星・探査機）設
計標準 

JERG-2-120 NOTICE-1 単一故障・波及故障防止設計
標準 

JERG-2-130 NOTICE-1 宇宙機一般試験標準 

JERG-2-130-HB001 NOTICE-1 衝撃試験ハンドブック 

JERG-2-130-HB002 NOTICE-1 音響試験ハンドブック 

JERG-2-130-HB005 A NOTICE-1 熱真空試験ハンド
ブック 

JERG-2-141 NOTICE-1 宇宙環境標準 

JERG-2-142 NOTICE-2 一般環境標準（宇宙機） 

JERG-2-143 NOTICE-1 耐放射線設計標準 

JERG-2-151 NOTICE-1 ミッション・軌道設計標準 

JERG-2-152 A改定 擾乱管理標準 

JERG-2-152-HB101 B改定 擾乱管理マニュアル 

JERG-2-152-HB102 A改定 擾乱測定・評価マニュアル 

JERG-2-200 NOTICE-2 電気設計標準 

JERG-2-211 A改定 帯電・放電設計標準 

JERG-2-212 NOTICE-1 ワイヤディレーティング設
計標準 

JERG-2-213 A改定 絶縁設計標準 

JERG-2-213-TM001 A改定 絶縁材試験データ集 

JERG-2-214 NOTICE-1 電源系設計標準 

JERG-2-215 A 太陽電池パドル系設計標準 

JERG-2-310 NOTICE-2 熱制御系設計標準 

JERG-2-320 A NOTICE-1 構造設計標準 

JERG-2-320-HB001 NOTICE-1 構造設計標準ハンド
ブック 

JERG-2-330 NOTICE-1 機構設計標準 

JERG-2-400 A改定 通信設計標準 

JERG-2-400-HB001 A改定 通信設計標準利用ガイド
ライン（テレコマンドデータリンクプロトコル編） 

JERG-2-410 A改定 ＲＦ通信系設計標準 

JERG-2-420 A改定 ＲＦ回線設計標準 

JERG-2-500 A改定 制御系設計標準 

JERG-2-510 A改定 姿勢制御系設計標準 

 

2.20 信頼性関連文書に関する制定および制定支援活動 
 宇宙科学研究所各プロジェクトの遂行に必要な文書の

抽出・文案起案・紹介などの手順を踏み技術文書として
の準備を進めた． 

 

2.21 JAXA/NASA/ESA 三極会合出席 
 平成 24年 9月 24日～9月 26日の 3日間，東京ステー
ションコンファレンス サピアホールにおいて開催され
た ESA/JAXA/NASA 三極の安全 ･ミッション保証
（S&MA）に関する NASA/ESA/JAXA技術情報交換会議に
安全・信頼性推進部，他本部の S&MA室とともに参加し，
S&MA活動についての意見交換を行った．特記すべき事
項として，BepiColombo/MMO に対する ESA 側の CE 

Marking 要求について日本側の立場を説明し協議できる
体制が整った． 

 

2.22 宇宙科学研究所の信頼性情報サーバーの維持 
 宇宙科学研究所プロジェクト全体に環流させるため，
品質保証室独自の電子的情報管理サーバーを運用してい
る．最新情報を常に更新し，宇宙科学研究所，月・惑星
探査推進グループのプロジェクト活動等の信頼性・品質
保証活動に供している． 

 

2.23 外国参考文書の翻訳と登録 
 宇宙科学研究所科学衛星プロジェクトに有用な海外の
参考文書の翻訳・整備を行なっている．現在 139件の翻訳
文書を維持しているが，さらに利用しやすいよう今後も引
き続き翻訳精度の向上を図る．また，翻訳すべき文書の選
定・追加を行う．平成 24年度は ESAの惑星保護関連文書
の翻訳を実施し JAXA文書の制定準備に寄与している． 

 

2.24 契約相手方のQMSの監査並びにハイレベルマネ
ジメント会合への参加 
 安全・信頼性推進部が主催する契約の相手方に対する
信頼性・品質保証監査及びハイレベル会合に参加し，契
約相手方に対する監査支援を実施した．平成 24 年度に
安全・品質保証室が参加した監査は，明星電気(株)，日
本電気(株)・NTスペース(株)，(株)IHIエアロスペースで
あった． 

 

2.25 連携活動状況 
 安全・品質保証室の活動として，平成 24 年度は以下
の会合等に参加した． 

① S&MA関連委員会への出席 計 74回 

② S&MA関連WG等への出席 計 90回 

③ 部品関連会議への出席 計 24回 

④ 講演会・セミナーへの出席 計 16回 

⑤ プロジェクト関連会合への出席 計 360回 

⑥ 研究所会議他への出席 計 74回 

 合計 654回出席し，情報の交換，収集・分析，展開を
実施した． 
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3. 研究成果の発表 
 

 安全・品質保証室清水幸夫の研究成果の発表は次の通
り．また，宇宙飛翔工学研究系の研究成果の発表も参照
の事． 

 2012年 7月 14日 第 39回関東農村医学会学術集会公
開講座，「日本の宇宙開発」，＠パシフィコ横浜アネック
スホール 

 2012 年 11 月 8 日 コニカミノルタホールディングス
開発プロセス工学シンポジウム&プロセス改善発表大会
特別講演，「はやぶさの挑戦」，＠コニカミノルタ東京サ
イト（日野） 

 

4. その他の活動 
 

 安全・品質保証室清水幸夫の講義・講演活動は以下の
通り． 

 2012 年 5 月 15 日 サイエンスパートナーシッププロ
ジェクト埼玉県立伊奈学園中学 SPP講座，「夢は大空へ，
そして宇宙へ・航空宇宙工学を学ぼう」，@埼玉県立伊奈 

学園中学校 

 2012 年 8 月 4 日 金沢市教育委員会主催キゴ山宇宙
塾，「僕らの夢は大空へ，そして宇宙へ」，＠金沢市キゴ
山天体観測センター 

 2012 年 8 月 8 日 朝倉市教育講演会，「小惑星探査機
「はやぶさ」の成果とこれからの宇宙開発」，＠ピーポー
ト甘木中ホール 

 2012 年 9 月 1 日 東広島商工会議所主催宇宙講演会，
「小惑星探査機「はやぶさ」の軌跡と今後の展望」，＠近
畿大工学部多目的ホール 

 2012 年 9 月 18 日 相模原市立鶴の台小学校第４学年
授業，「宇宙の中の私たち」，＠相模原市立鶴の台小学校
体育館 

 2012年 11月 14日 長野県高圧ガス団体協議会主催特
別講演会，「小惑星探査機「はやぶさ」の成果と今後の日
本の宇宙開発について」，＠メルパルク長野 

 2012 年 12 月 15 日 宇宙に夢中！宇宙学校ののいち，
「小惑星探査機「はやぶさ」が目指したもの」，野々市市
情報交流館カメリア 

 2013年 1月 12日 宇宙に夢中！宇宙学校ふくい，「小
惑星探査機「はやぶさ」が目指したもの」， 福井県立子
ども歴史文化館 

 

 

d. 大気球実験室 
吉田哲也 斎藤芳隆 井筒直樹 福家英之 加藤洋一 飯嶋一征 

田村 誠 梯 友哉 莊司泰弘 濱田 要 松坂幸彦 山田和彦 

 

1. は じ め に 
 

 大気球実験室では，大気球を用いた宇宙科学実験の実
施および大気球の飛翔運用にかかる機器の開発を行って
いる． 

 大気球による宇宙科学実験は，昭和 41（1966）年に東京
大学宇宙航空研究所に気球工学部門が設立され，ロケット，
人工衛星と並ぶ飛翔体の研究として活動を開始し，昭和 56

（1981）年の宇宙科学研究所への改組，平成 15（2003）年の
宇宙航空研究開発機構への統合後も活動を継続している． 
 茨城県大洋村，福島県原ノ町，そして 30 余年の間に
約 400 機を放球した岩手県気仙郡三陸町（現 岩手県大
船渡市三陸町）の三陸大気球観測所を経て，現在は北海
道大樹町多目的航空公園内の連携協力拠点大樹航空宇宙
実験場において大気球実験を行っている．また，海外に
おいてもアメリカ，インド，オーストラリア，インドネ
シア，ブラジル，ノルウェー，カナダ，ロシア等での海
外気球実験を併せて推進してきた． 

 

2. 平成 24 年度大気球実験 
 

 平成 23年 10月の第 21回大気球研究委員会において，

国内気球実験として，理学観測 4実験，工学実証 1実験，
微小重力実験 1実験が採択され，大気球実験室による超
薄膜高高度気球飛翔性能試験と併せて，合計 7実験が計
画された． 

 第一次気球実験は 5 月 28 日から連携協力拠点大樹航
空宇宙実験場において実施された．第二次気球実験は，
要求高度，要求飛翔時間が異なる 4実験に対してできる
だけ確実に飛翔機会を見出すことを目的として，特に大
型気球で実施する 2 実験に対してそれぞれ 10 日間のウ
インドウを設定することとし，例年より 2週間以上早い
7月 30日から連携協力拠点大樹航空宇宙実験場において
実施された．ところが，9 月下旬までの間に気球飛翔に
適した気象条件とならず，結局 9 月 14 日に 4 実験すべ
ての実施を見送ることとなった．平成 24 年度に実施し
た気球実験の飛翔概要を表 1 に示す．なお，平成 24 年
度実験として採択された B12-04「火星探査用飛行機の高
高度飛行試験」は実験準備の都合で平成 25 年度以降に
延期し，実験実施に向けた事前準備を大樹航空宇宙実験
場で行った． 
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2.1 B12-01 宇宙線反粒子検出器 GAPS のプロトタイ
プ性能評価 

 

 

 

 

 

 

 6 月 3 日に，宇宙線反粒子の高感度探索によってその
起源に迫り，超対称性粒子などの宇宙を満たす暗黒物質
の候補の対消滅の兆候を探ることを目指して日米国際共
同で推進されている GAPS実験計画のプロトタイプ測定
器を飛翔させ，気球の飛翔環境における基本性能の評価
を目的とした B12-01 実験を実施した．気球飛翔中の評
価データの取得は予定どおりに行われ，その間，半導体
検出器の評価データや熱計算モデルの評価データ，宇宙
線バックグラウンドなどの環境データを取得することに
成功した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 B12-02 小型タンデム気球システムの飛翔性能評価 
 

 

 

 

 

 

 6 月 9 日に，網をかけるという新しい手法により軽量
で高耐圧性能を実現した体積 3,000 m3のスーパープレッ
シャー気球と体積 15,000 m3のゼロプレッシャー気球か
ら成るタンデム気球システムの性能試験を目的とした
B12-02 実験を実施した．気球の内外圧差が 600 Pa に達
した時点で気球からのヘリウムガスの漏れが発生し，使
用耐圧（720 Pa）での耐圧性能の確認には至らなかった
が，疑似日没に対するタンデム気球システムの応答や，
気球内ガスと大気圧の圧力差の時間変化など，タンデム
気球システムの開発に必要となるデータを取得すること
ができた．初めての試みであったスライダー放球装置に
よる連結された二つの気球の放球方法，タンデム気球の
初期上昇速度の設定等に関する今後の課題も明らかにな
った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 国際協力 
 

 国内で実施困難な長時間気球実験を実現するために，
国外での飛翔機会の確保が不可欠となっている．米国や
スウェーデン，フランスなどでの国際共同実験が数多く
計画されているが，これらに加えて我々が自ら運営する
国外実験としてオーストラリアでの気球実験の平成 26

年度実施に向けた準備を進めている．オーストラリアで
気球実験を実施するために必要な外交枠組みの調整やオ
ーストラリアに設置されている NASAの施設の利用了解
なども宇宙科学研究所科学推進部の協力を得て進め，実
験実施に必要な機材の設計検討，試験を実施した．平成
26 年度にオーストラリアでの最初の長時間気球実験を
実施できるよう引き続き準備を続けていく所存である． 

図 1 B12-01の放球 

表 2 BS12-01実験概要 

放球日時 6月 3日 4時 55分 

気球満膨張体積 100,000 m3 

飛翔高度 32.6 km 

飛翔時間 6時間 41分
担当機関 宇宙航空研究開発機構

表 3 B12-02実験概要 

放球日時 6月 9日 3時 35分 

気球 ZP気球（15,000m3），SP気球（3,000m3） 

飛翔高度 30.4 km 

飛翔時間 3時間 41分 

担当機関 宇宙航空研究開発機構 

表 1 平成 24年度大気球実験飛翔概要 

 放球日時 実験番号 目的 高度 飛翔時間 

第一次気球
実験 

6月 3日 B12-01 宇宙線反粒子検出器 GAPSのプロトタイプ性能の評価 32.6 km 6時間 41分 

6月 9日 B12-02 小型タンデム気球システムの飛翔性能評価 30.4 km 3時間 41分

第二次気球
実験 

 B12-03 気球搭載望遠鏡による惑星大気観測 気象条件が適さず見送り 

 B12-05 大気球を利用した微小重力実験（燃焼実験） 気象条件が適さず見送り 

 BS12-05 成層圏オゾン・大気重力波・二酸化窒素の観測 気象条件が適さず見送り 

 BS12-06 超薄膜高高度気球飛翔性能試験 気象条件が適さず見送り 

図 2 B12-02の放球 
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4. 研究開発 
 

4.1 スーパープレッシャー気球の開発 
 成層圏における長時間飛翔を目的としたスーパープレ
ッシャー気球の研究・開発を行っている．ローブドパン
プキン型スーパープレッシャー気球の赤道部を延長した
円筒部を有する俵型気球は，ローブドパンプキン型スー
パープレッシャー気球に見られる不完全展開を抑制し，
全ゴアが正常に展開することが確かめられている．また，
円筒部に位置するフィルムの上方移動による耐圧低下に
対処する手法の確認試験も行われている．しかし，シェ
ルに使用しているフィルム BH25は飛翔終了時の気球破
壊の際に低温環境下では細かく砕けること，フィルムと
補強ロープの比重がともに海水の比重より大きいことに
より気球の海上回収を困難にしている．そこで，BH25

の代わりに通常のゼロプレッシャー型気球で使用されて
いるポリエチレンの厚みを増したフィルムとスペクトラ
製のロープを用いた気球の検討および開発を行い，容積
5,000 m3の俵型気球を製作した．この気球を用いた地上
膨張試験と耐圧試験を大樹航空宇宙実験場の格納庫内で
来年度に実施する予定である． 

 

4.2 薄膜高高度気球の引き裂き装置 
 引き裂き装置は気球の飛翔を終了させるための重要な
機構であり確実な動作が求められる．通常の大型気球の
引き裂き装置は以前より確立されているが，薄膜高高度
気球は気球本体フィルムが非常に薄く，吊り下げるペイ
ロードが 3 kg以下と非常に軽いため，その引き裂き装置
は軽い力で引き裂くことができ，また，気球本体の性能
に影響を与えないことが求められるため，十分に確立さ
れた方式にはなっていない．そこで，引き裂きの確実性
を高めるため，薄膜高高度気球の引き裂き装置を大型気
球と同様の V型引き裂きテープを採用した方式とし，薄
膜気球本体への影響が小さくなるように最適化を図っ
た．改良後の試験用供試体を用いた引き裂き試験を大樹
航空宇宙実験場の格納庫内で実施し，その有効性を確認
した．その後，本年度に実施する予定の薄膜高高度気球
2 機に新しい引き裂き装置を搭載したが，飛翔機会がな
く，実機による確認試験を来年度に持ち越した． 

 

4.3 気球尾部の改良 
 気球実験に使用する気球の標準化を進めるに当たり，
気球尾部構造の改良について検討した．現在の気球尾部
は，気球フィルムを気球尾部金具にジュビリバンドで締
め付けて固定する方法をとっている．この方法では荷重
がジュビリバンドを広げる方向に働き，ジュビリバンド
の耐荷重を超えるとネジ部がネジ山を越えて滑り，気球
フィルムを挟み込む力が小さくなってしまう．そこで，
気球フィルムを尾部金具と 2つのリングで互いに締め付
け合う構造を検討し，試作品による試験を行なった．試

験の結果，気球フィルムのずれ，尾部の損傷等はなく耐
荷重性を充分満足していることが確認できた．今後，加
工性の向上，及び，気球タイプ毎の寸法の検討を行って
いく． 

 

4.4 放球設備跳ね上げローラーの改良 
 現在の大樹航空宇宙実験場での放球システムであるス
ライダー式放球設備を用いた放球では，気球サイズ B300

までは問題なく放球が可能であるが，今後気球サイズが
更に大きくなると気球とローラー端のマージンに余裕が
なくなり，気球ハンドリングが困難になり，ローラー端
接触によるフィルムへのダメージも懸念される．将来，
より大型の観測器・気球でも放球できるように跳ね上げ
ローラーの改良を実施した．主な改良点は以下の通り． 

・ 大型気球フィルムとローラー端までのマージン確保
のため，ローラードラム径をφ700 × 1200 mm か
らφ480 × 1600 mmに変更 

・ ローラードラムは軽量化構造とし，最小跳ね上げ荷
重は改良後も同程度以下（300 kg） 

・ ローラー機構及びローラー受け機構強度は浮力 2～ 

3 tonから浮力 4 tonまで耐える構造に変更 

・ 運用性，作業性向上の為，ローラー周りのバリアフ
リー化，気球送りローラーの増設 

 第二次気球実験で新跳ね上げローラーの実証地上試験
を実施した．日本での最大サイズとなる B500 気球を実
際に用いて，放球本番と同じオペレーションを行った．
結果，B500（総浮力 1.85 ton）の大型気球でも改良した
跳ね上げローラーは正常に動作することが確認できた．
跳ね上げ時に気球フィルムからローラー端までのマージ
ンも十分にあり，気球ハンドリングも問題なかった．足
場のバリアフリー化により作業性も大幅に向上した．気
球跳ね上げの際のフィルムとローラーとの擦れ及びフィ
ルムのローラー端との接触は全く無く，B500気球をフィ
ルムにダメージを与えることなく安全，確実に放球でる
ことが実証できた．これにより，B1000 クラスまでの気
球放球が可能となったと言える．今回改良した新跳ね上
げローラーは 2013 年の気球実験から実際に使用する予
定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 新跳ね上げローラー 
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4.5 気球ゴンドラの姿勢制御に関する研究 
 ゴンドラの方向制御は，従来から天体の観測を行うゴ
ンドラに搭載されてきたほか，近年では大気球による工
学実験等でも必要とされることがあり，数度程度の精度
でのゴンドラ方位角制御に対する必要性がある．大気球
実験に供されるゴンドラはその目的に応じて多様であ
り，また要求される気球の飛翔様態も多岐にわたる．こ
のため，ゴンドラの方向制御システムの構築はユーザー
によって行われる一方，特に新規のユーザーにとって必
ずしも専門ではない制御システムの構築は負担となり得
ることから，新規に開発する際の参考となるゴンドラ方
向制御システムのガイドラインの提言をすることを目指
している． 

 平成 24年度は B12-01実験をテストケースとして，実
験方法の試行，吊り紐等の機械特性の測定，測定結果を
踏まえた制御系の構築，飛翔実験における外乱入力の計
測を行った．現在，これらのデータの解析を進めている．

ユーザーが個々のゴンドラに応じたシステムを製作する
ベースとなるような方向制御システムの構成要素や制御
アルゴリズム等について，2～3年程度以内にとりまとめ
ることを目標に検討を行っていく． 

 

5. ま と め 
 

 本年度第二次気球実験で 1機の気球も飛翔させられな
い気象条件となったことは，大気球実験を運営する我々
にとって極めて大きな衝撃であった．いかに性能の良い
気球を開発しようと，またユーザーフレンドリーな気球
システムを準備しようと，飛翔機会を得られなければ大
気球実験の存在意義がなくなってしまう．今後の気象条
件を注視しながら，いかにより多くの飛翔機会を見出し
ていくか，そのためにはどのような実験運営を行うべき
かを，国外での実験や国際共同実験の枠組み拡充も含め
て検討していきたい． 

 

 

e. 観測ロケット実験室 
職員：石井信明 吉田裕二 餅原義孝 太刀川純孝 竹前俊昭 下瀬 滋 荒川 聡 岡崎 峻  

河野太郎 岩田直子 鈴木直洋 羽生宏人 竹内伸介 峯杉賢治 佐藤英一 志田真樹  

中塚潤一 徳留真一郎 坂井智彦 岡田尚基 加藤輝雄 川原康介 鎌田幸男 水野貴秀  

小林雄太 鵜野将年 久木田明夫 高橋 優 富澤利夫 山本高行 野中 聡 廣瀬史子  

長谷川晃子 小川博之 伊藤 隆 清水成人 吉山京子 小野 縁 周東三和子 杉山吉昭  

阿部琢美 松岡彩子 中村正人 田中孝治 福島洋介 山田和彦 稲富裕光 殿河内啓史  

大汐一夫 栗山悦宏 稲谷芳文 

他大学院・学生：高橋隆男 菅井正敏 

JAXA他本部職員：関 妙子 中村徹哉 入門朋子 田元光彦 感應寺治城 中野雅仁 下村和隆  

山田辰二 長浜宗治 畑枝一幸 井手郁夫 笠木幸子 永楽美和子 長田卓郎  

馬渡一子 村上亜矢 上村正子 

 

1. 概要 
 

 衛星や探査機に比べて機動的で迅速な飛翔実験機会の
提供ができる長所を活かし，年数機程度の打上げ機会を
用いて，高層大気物理，地球環境，宇宙プラズマ物理学，
宇宙天文学などの観測研究や微小重力環境を利用した科
学研究を行うとともに，飛翔手段の洗練及び搭載機器／
地上支援装置の性能向上を目的とした飛翔体システム研
究など，宇宙飛翔体に関する実験的工学研究を行う． 

 

2. 平成 24 年度の活動概要 
 

2.1 S-310-41 号機の打上げ 
 火星や金星，木星など大気を持つ惑星への大気圏突入
手段の候補の一つとして研究されている展張式柔軟エア
ロシェルを持つ小型カプセルの飛行性能取得を目的とし
て，S-310-41号機を平成 24年 8月 7日 16:30に内之浦宇

宙空間観測所から打ち上げた．本実験では，炭酸ガスで
展張するエアロシェル（直径：収納時 23cm→展開時
120cm）を持つ小型カプセル（重量約 16kg，内エアロシ
ェル重量 2.7kg）をロケットから分離し，最高速度マッ
ハ 4（＠高度 70km）で大気圏に再突入させ，極超音速～
遷音速～亜音速に至る幅広い速度領域において，カプセ
ルの運動や加速度，各部圧力・温度などをカプセルに搭
載した小型カメラ画像や加速度計，姿勢センサなどによ
り計測し，減速性能や姿勢安定性を検証した． 

 今後，実ミッションへの応用を視野に入れ，実現性の
高いエアロシェル開発を推進する． 

 

2.2 S-520-28 号機の打上げ 
 弾道飛行中の微小重力環境を利用して，結晶化の初期
段階である核形成の様子を観察・計測し，その物理を理
解するとともに，将来的に国際宇宙ステーションで行う
長時間の繰り返し実験のための基礎データを取得するこ
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とを目的として，S-520-28 号機を平成 24 年 12 月 17 日
16:00 に内之浦宇宙空間観測所から打上げた．本実験で
は，宇宙空間を模擬した真空容器中で鉄と酸化タングス
テンの蒸気から固体微粒子（ダスト）が形成される様子
を干渉計により測定する「宇宙ダストの核形成実験」と
炭酸カルシウム水溶液中で結晶核が形成される速度の濃
度依存性を測定する「炭酸カルシウム結晶の均質核形成
実験」の２つの実験を行い，両者とも核形成初期の観測
とデータ取得に成功した． 

 

2.3 S-310-42 号機及び S-520-27 号機の開発 
 S-310-42号機と S-520-27号機の２機の観測ロケットを
用いて，電離圏 E 領域と F 領域を同時に観測し，高度
70～300kmに渡る幅広い高度領域における超高層大気の 

擾乱に関する観測研究を計画している． 

 2機の観測ロケットの打上げは，平成 25年 7月を予定
している． 

 

2.4 S-310-43 号機の開発 
 将来の極低温推進剤を用いた軌道間輸送システムや長
時間コースティングを可能にするエンジン予冷システム
の開発を目的として，S-310-43号機の開発を進めている．
本実験では，極低温推進剤の液面挙動や沸騰を伴う気液
混合流体の伝熱特性を搭載の小型カメラと温度計・圧力
計などによって計測し，ロケット慣性飛行中の熱流動解
析モデルと比較検証する予定である． 

 S-310-43 号機の打上げは，平成 25 年 12 月～平成 26

年 1月を予定している． 

 

 

f. ISS 科学プロジェクト室 
荒井康智 今井弘二 上野史郎 大里美佳 川崎昌博 菅 勇志 菊池政雄 北島博之 木下恭一  

木村 公 栗本 卓 駒崎雅人 阪田薫穂 佐野琢己 高柳昌弘 田﨑 彩 寺田昌弘 東辻浩夫  

冨田 洋 中平聡志 夏井坂誠 七尾 進 西堀俊幸 西本絵梨子 Paradis Paul F 東端 晃  

福中康博 藤井清澄 松本 聡 眞子直弘 溝渕智子 宮代一利 吉崎 泉 余野建定 阿部琢美  

足立 聡 石岡憲昭 石川毅彦 稲富裕光 岡田純平 黒谷明美 鈴木 睦 橋本博文 藤本信義  

山﨑 敦 依田眞一 

 

1. はじめに 
 

 ISS 科学プロジェクト室では，微小重力環境などの宇
宙環境を利用した宇宙科学研究ミッションを実施してい
る．国際宇宙ステーション・日本実験棟（以下，ISS・き
ぼう）のほか，航空機，落下棟，小型ロケット，回収衛
星などの実験機会を利用した宇宙実験・観測を計画・推
進しており，研究分野は，生命科学・物質科学・基礎科
学・地球大気観測・天体観測など多岐に渡る．平成 24

年度の活動の概略を，前後の年度の実績・予定と併せ，
図１に示す． 

 ISS・きぼう船内実験室利用；生命科学分野では，植物
学研究分野 1テーマ，物質科学分野では流体科学研究分
野 2 テーマおよび結晶成長科学分野 2 テーマの ISS・き
ぼう船内実験室利用の宇宙実験を実施した．また，基礎
科学分野では，国際協力による露モジュール利用のテー
マ（ダストプラズマ実験）の 7回目の実験を実施した．
その他，これまでに実施した宇宙実験の飛行後解析を実
施，また，供試体開発など，平成 25 年度以降に実施す
るテーマの準備を行っている． 

 ISS・きぼう船外実験プラットフォーム利用；MAXIは，
平成 24 年度当初より後期運用に入ったが，定常運用時
に比べて，殆ど運用リソースを減ずることなく，引き続
き順調な観測運用を継続し，大きな成果を上げている．
SMILES は，後期運用を継続実施し，機械式冷凍機に関

する技術データ取得を行った．また，観測運用で得られ
たデータを利用した地球大気科学研究を推進するため，
レベル 2 処理研究を進め，3 月に海外を含むコミュニテ
ィ研究者による科学成果評価会を開催，平成 25 年度上
期に ISAS 宇宙理学委員会としての評価を取り纏める予
定である．船外実験プラットフォーム第 2期利用装置で
あるポート共有実験装置の 5つの構成ミッションの内の
2件，IMAP及び GLIMSは，何れも地球超高層大気観測
ミッションである．平成 24年 7月の HTV#3により打上
げられ，現在，順調に観測データを蓄積している． 

 ISS科学プロジェクト室では，以上の ISS・きぼうを利
用した宇宙実験・観測以外に，3.4項（ISS露モジュール
利用）および 5項（インドおよび中国の回収衛星利用）
に示すように，国際協力による実験機会の確保を行い，
これらの宇宙実験ミッションを推進している． 

 12月には，これまで実施した宇宙実験の内，軌道上実
験実施後，概ね１年を経た 2 テーマ（Ferulate および
Hydro Tropi）を対象に，科学的成果を国内研究者間で討
論する公開の報告会を開催し，併せて，これら宇宙実験
成果の，宇宙環境利用科学委員会をコアとするコミュニ
ティ研究者による評価を受けた．また，年度末には，供
試体開発/実験準備中，宇宙実験実施中，実施済み/飛行
後解析中を含め，開発着手段階以降の全てのテーマにつ
いて，例年通り，宇宙環境利用科学委員会による年次評
価および今中期計画期間（平成 20～24 年度）の活動評
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価を受けた．これについては，本書Ⅲ. 4項に詳述されて
いる． 

 以下の各項に，ISS 科学プロジェクト室が推進する宇
宙実験ミッションの詳細を述べる． 

 

2. 生命科学分野 
 

2.1 植物生理研究プロジェクト 
 植物の細胞壁強度と重力の関係を調べる「重力による
イネ芽生え細胞壁のフェルラ酸形成の制御機構
（Ferulate）」および，水分屈性による根の伸長方向制御
機構を調べる「微小重力下における根の水分屈性とオー
キシン制御遺伝子の発現（Hydro Tropi）」（図 2）につい

て，きぼう利用推進委員会，宇宙環境利用科学委員会お
よび外部有識者による最終評価を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ISS科学プロジェクト室の活動概要 

図 2 ISS・きぼう内部での Hydro Tropi 水分屈性実験 
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 植物が外部環境に対して応答・適応するときに働くオ
ーキシンの微小重力下での輸送機構を調べる「植物の重
力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア動態の
解析（CsPINs）」では，すでに軌道上実験が終了してい
る一部の宇宙実験サンプルについて，蛍光イメージング
や分子生物学的な手法により解析を進めた．また，2013

年度実施予定の CsPINs Run 3について，宇宙実験実施に
向けた準備を進めた． 

 2013年度に宇宙実験の実施を予定している「植物の抗
重力反応機構－シグナル変換・伝達から応答まで（Resist 

Tubule）」について，HTV-4および SpaceX-3による打ち
上げ準備をすすめ，各種審査会などを完了した． 

 2014年度以降に実施を予定している「宇宙環境を利用
した植物の重力応答反応機構および姿勢制御機構の解析
（Auxin Transport）」の予備実験を行っている． 

 

2.2 細胞生物学研究プロジェクト 
 2004年に実施した第 1回線虫国際共同実験（ICE-First）
につき，宇宙環境下では老化に関するいくつかの遺伝子
発現が変動し，寿命が長くなる可能性があることが示唆
された研究結果を報告した学術論文が Science Reportに
掲載された． 

 

3. 物質科学・基礎科学分野 
 

3.1 流体科学研究プロジェクト 
 流体科学では，液柱マランゴニ対流現象および沸騰二
相流現象に関する研究を行っている．マランゴニ対流研
究については，「マランゴニ対流におけるカオス・乱流と
その遷移過程（MEIS-5）」のテーマが ISS・きぼうの微小
重力環境を利用した宇宙実験として実施され，液柱形状
や温度条件を様々に変化させた実験条件下で高精度なデ

ータの取得に成功している．一方，沸騰二相流研究につ
いては ISS・きぼうでの宇宙実験に向けて，実験装置を
開発段階にある．平成 24 年度は実験装置のエンジニア
リングモデル（EM）を製作し，機能試験，環境試験の
一部を実施した．試験の中で，一部フライトモデルの設
計変更に反映すべき内容を見出すことができた．しかし
ながら，大きな不具合事象は無かった． 

 マランゴニ対流宇宙実験では，国際宇宙ステーション
（ISS）での長時間微小重力環境を最大限に活用しながら，
地上では実現不可能なサイズ（直径 50mm，最大長さ
62.5mm）の液柱を形成し（図 3），流れ場，温度場の観
測を実施した． 

 平成 24 年度の実験により得られた主な成果は以下で
ある． 

（1）液柱マランゴニ対流におけるカオス・乱流遷移につ
いて定量的解析を実施し，表面張力流に特有なカオ
ス・乱流状態を見出しつつある．宇宙実験により実
現出来た非常に駆動力の大きい状態（高マランゴニ
数）での乱流状態を初めて観測することできた．（図
4）温度の時系列データをスペクトル解析すると，
連続スペクトルが得られ，非常に強い乱流状態であ
ることが分かった．また，乱流状態を定量的に表現
する並進誤差を解析すると完全な乱流である１に近
い状態が観測されたことが明らかとなった．また，
振動流から乱流に至る過程において，並進誤差が
0.01 から 0.1 程度のカオス流の状態も出現し遷移過
程が明らかにされつつある． 

 更に，乱流状態における連続パワースペクトルに
ついて，流体の粘性が大きくなると，高周波側に向
けての傾きが大きくなることが分かった．これは，
粘性が高くなると基本渦以外に発生する複数の渦が
相対的に発生し難くなることであると考えられてい
る． 

（2）大型液柱における粒子集合構造（PAS）を観測し，
モード 3 の PAS の発生に成功した．小型液柱によ
る地上実験で得られる条件よりも狭い，ピンポイン
ト的な条件下で出現するようである．PASの形成に
ついては，未だその機構が明らかになっておらず，
今後の実験を通じて解明する計画である． 

 

 以上のように，広範かつ高精度な実験データの取得に
より，現象の全体像を把握するに至り，対流不安定性の
物理モデルの構築・検証に寄与した．また，数値解析と
比較するリファレンスデータを提供した． 

 粒子集合構造の観測成功により，発生メカニズム解明
を加速した． 

 

 

 

 

 

図 3 ISS・きぼう内で形成した液柱 
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3.2 結晶成長研究プロジェクト 
 微小重力を利用した結晶成長メカニズムの解明を行う
ために，以下の 5つの宇宙実験テーマについて，実験計
画の作成，実験装置の開発，宇宙実験準備，実験後解析
などの研究開発を行った． 

・ 氷結晶成長におけるパターン形成（Ice Crystal） 

・ ファセット的セル状結晶成長機構の研究（Facet） 

・ 微小重力における溶液からのタンパク質結晶の成長
機構と完全性に関するその場観察による研究（Nano 

Step） 

・ 微小重力下における TLZ法による均一組成 SiGe結
晶育成の研究（Hicari） 

・ 微小重力環境下における混晶半導体結晶成長（Alloy 

Semiconductor） 

 この中で Ice Crystal, Facetは宇宙実験を実施済みで，
昨年度に引き続き解析や論文発表などを行った．Nano 

Step は 24 年度の HTV3 号機で供試体を打ち上げ，8 月
～12 月にかけてデータ取得を行った．（図 5）タンパク
質結晶表面を干渉計で観察することにより，結晶成長条
件によってその成長速度，表面の状態がどう変わるかを
詳しく調べることができた．現在飛行後解析中である
Hicari については，使用する温度勾配炉の軌道上性能確
認および Hicari 実験条件でのチェックアウトを実施し

た．（図 6）また，温度調整用に実試料の SiGe 入りカー
トリッジで結晶成長実験を実施し，サンプルを無事地上
に持ち帰ることができた．Alloy Semiconductorは 3元系
化合物半導体である InGaSb の結晶成長過程を明らかに
する研究である．Alloy Semiconductorは Hicariに引き続
いての軌道上実験が予定されており，24年度は軌道上実
験を待ちつつ，地上で温度勾配炉を用いた結晶成長実験
および育成した結晶の解析等を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 燃焼科学研究プロジェクト 
 微小重力環境を利用した燃焼メカニズム解明を行うた
めの以下の 2つの宇宙実験テーマについて，実験計画の
作成，実験装置の開発，実験の準備などの研究開発を行
った． 

（1）ランダム分散液滴群の燃え広がりと群燃焼発現メカ
ニズムの解明（Group Combustion）: 実験計画の詳
細化，供試体の詳細設計，供試体 EMによる試験 

（2）宇宙火災安全性評価の基礎となる重力条件による固
体材料燃焼性変化の定量的把握（Solid Combustion）:

実験計画の詳細化，供試体の概念設計，要素試作試
験 

 ISS・きぼうで行われる最初の燃焼実験になる燃料液滴
群の燃焼実験 Group Combustionについては，23年度末
に基本設計審査（PDR）を終え，24年度はきぼう多目的
実験ラックに搭載する実験供試体の詳細設計を進めた．

 （1）振動流        （2）カオス流 

図 4 振動流およびカオス流で観測された表面温度パターン 

図 6 試料交換装置に取付けられた 
実験後の Hicari カートリッジ（矢印） 

図 5 Nano Step 実験画像 
（タンパク質結晶表面の干渉縞） 
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また，供試体エンジニアリングモデル（EM）の製作と
試験を行い，供試体設計の妥当性確認，機能・性能およ
び耐環境性の確認等を進めた（図 7）．それらの結果を受
けて 24 年度末に詳細設計審査（CDR）を行い，いくつ
かのアクションアイテムの処置を条件に維持設計フェー
ズへの移行と供試体プロトフライトモデル（PFM）の製
作着手が認められた．きぼうで実施する固体燃焼実験
Solid Combustion については，実験要求の詳細化を進め
るとともに，多目的実験ラックに搭載する実験装置の概
念設計および要素試作試験を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ダストプラズマ研究プロジェクト 
 ロシア，ドイツを中心とする国際研究チームに参加し，
ISSに搭載・運用中のダストプラズマ実験装置 PK-3 Plus

を用いた共同研究ミッションを行っている．ダストプラ
ズマとは，イオン，電子，微粒子から成り，全体で電気
的に中性となっている状態である．日本からは，JAXA

宇宙科学研究所，岡山大学，京都工芸繊維大学が参加し，
主として荷電粒子系における臨界点の研究を進めてい
る．PK-3 Plus の概念図を図 8 に示す．上下 2 枚の高周
波電極によりプラズマを生成した後，ソレノイド駆動の
篩により粒子をプラズマ中に投入する．高周波の最大電
力は 4 Wで，生成可能な最大電子密度は，地上実験の結
果から 4～5 108 cm–3程度と推測される．微小重力下で
観察されるダストプラズマの例を図 9に示す．白い輝点
は投入した粒子である．図の中央付近に粒子の存在しな
い領域があることが分かる．この領域はボイドと呼ばれ，
微小重力実験において解決すべき課題の一つである． 

 平成 24 年度における本研究プロジェクトの年度目標
は，直径の大きい粒子ほど臨界点に近づくために有利で
あることを確認するために，従来よりも小さい粒子を使
った実験を国際研究チームに提案し，微小重力実験の実
現を図ること，およびこれまで得られたデータの解析を
進め，成果の公表に努めることである．前者に関しては，
平成 24 年 7 月の微小重力実験に組み入れてもらうこと
に成功し，同年 12 月にデータ回収された．現在データ
解析を進めている．PK-3 Plusの長期間の運用（2006/1 ～ 

2013（予定））の結果，観察系が劣化してきているため，
観察データに欠損が認められるものの，定性的には，当
初予想した結果が概ね得られそうである．後者に関して
は，査読あり論文 1件，査読なし解説記事 1件，国際会
議での発表 5件，国内学会での発表 4件であった． 

 当年度のその他の成果としては，図 9の中央部付近に
存在する粒子がほとんど存在せず暗い領域（ボイド領域）
の発生メカニズムの理解の進展が挙げられる．ボイドに
よって臨界点近傍の現象が何らかの影響を受けることは
あまりないと考えているが，ボイドによって観察範囲が
減少することは望ましくない．このため，将来の新型装
置では，ボイド領域を十分に小さく，あるいは消滅させ
たい．ボイド発生メカニズムの理解の進展は，新型装置
の設計に大きく貢献できるであろう． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 静電浮遊炉技術研究 
 ISS 搭載にむけて，静電浮遊炉の要素技術の確立・要
素の小型化等の技術研究を進めている．平成 24年度は，
昨年度に引き続き有人宇宙環境利用ミッション本部が進
める ISS搭載機器の開発プロジェクトを支援した．具体
的には，搭載用静電浮遊炉の初期検証に使用する酸化物
試料候補について，放射温度計および加熱レーザーとの
適合性を確認する試験を実施した．また，試料への電荷
補給機能として搭載する紫外線源について，帯電特性試

図 7 Group Combustion 実験供試体 EM の外観 

図 8 PK-3 Plusの概念図 

図 9 微小重力実験により観察されたダストプラズマの一例 
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験を実施して，重水素ランプの選定を行った． 

 

4. 船外実験プラットフォーム利用科学観測
 

4.1 全天Ｘ線監視装置（MAXI） 
4.1.1 概要 
 全天 X線監視装置（Monitor of All-sky X-ray Image : 

MAXI）は国際宇宙ステーションに搭載された天文観測
装置で理化学研究所との共同ミッションである．比例計
数管を用いたカメラ（GSC）と X線 CCDカメラ（SSC）
により全天をスキャン観測し，X 線天体の増光や新天体
の出現などを監視している．これらを発見した場合はイ
ンターネットを通じてその発見を通報し，世界中の望遠
鏡でのフォローアップ観測を促す．また既知天体につい
てはその明るさの変動情報を随時更新しインターネット
を通じて世界へ公開している． 

 MAXI は 2009 年 8 月に観測を開始し同年 10 月から 2

年間の定常運用を開始した．2011年度に定常運用を終え
ると同時にフルサクセスの達成が確認され，2012年度か
ら後期運用を開始した（2014 年度末までの運用が承認
済）． 

 

4.1.2 MAXI による科学成果 
 MAXI で突発現象発見時は 2 つの国際機関へ通報して
いる．１つは ATEL（http://www.astronomerstelegram.org）
で 2012 年度は 26 件報告した．もう一方は GCN 

（http://gcn.gsfc.nasa.gov）で，ガンマ線バースト（GRB）
と考えられる現象について 16件を報告した．2012 年度
末で累計は ATELが 114件，GCNが 39件である．ATEL

への速報は MAXIチーム自身だけでなく，理化学研究所
から公開しているデータを使用して海外の研究者が投稿
したものもあり，公開データが世界中の研究者に広く使
われていることを示している．発見した現象で重要なも
のは論文として発表している．2012年度は 6件のレフェ
リー論文を MAXIチーム（JAXA・理研をはじめとする国
内機関で構成）より出版した．その他 2012 年度には 3

件の論文も受理されている．また，2012年度には MAXI

のデータを利用した博士論文が 3件受理された． 

 

4.1.2.1 MAXI による新天体発見 
 2012年度に MAXIが発見した天体は複数あるが，最も
明るいものは MAXI J1910-057 である．スペクトル解析
などからブラックホール連星と考えられている． 

 

4.1.2.2 MAXI の連携観測 
 MAXI はその観測データ単独で成果を出せるが，世界
中の望遠鏡との連携観測でさらに威力を発揮する． 

 GROJ1008-57はBe型星と中性子星の連星パルサーで，
この種のパルサーは周期的に X 線で明るさを増す．
MAXIは 2012年 11月に GROJ1008が大きな増光を開始

しているのをとらえた．まれにみる大きな増光であり，
日本の X 線天文衛星 SUZAKU で緊急観測を提案したと
ころ採択され，約 60ksec の観測が行われた．SUZAKU

のスペクトル解析では，76keV 付近に構造（スペクトル
の凹み）が発見され，サイクロトロン吸収線と解釈でき
ることもわかった．これにより磁場の大きさの推定も可
能となり，その強度は 6.6×1012G となった．これは Be

連星型のパルサーでは最強の磁場強度である．MAXI で
の全天モニタリングと SUZAKU の硬 X 線での高感度の
両特性がうまく連携した観測結果である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3 MAXI による「極超新星残骸」の証拠 
 MAXI の全天モニターデータを積分をすることで全天
図を描くことができる．図 10 は MAXI/SSC による全天
図である．SSCは GSCに比べて低エネルギー（長波長）
側に感度があり，GSCではみえない銀河系に付随して大
きく広がった構造がみられる．このうち白鳥座付近に広
がる構造についてスペクトル解析した結果，世界で初め
て輝線構造を発見し，これが希薄で高温のプラズマであ
ることを示した．構造は複数のクランプに分かれて見え
るが，スペクトルに大きな差がなく，星間吸収量にも差
がないことからこれらは単一の天体と考えることができ
る．すると熱エネルギーが 9×1051ergと見積もられ，通
常の超新星残骸に比べると 2 ケタ程度大きい．OB 型星
からの星風モデルでも説明が難しいことから，これは極
超新星爆発の痕跡であると考えるのが最も妥当である．
つまりMAXIは銀河系内で初めて極超新星爆発の証拠を
見つけたことになる．この結果は JAXA の記者レクチャ
で紹介され，新聞等にも掲載された． 

 

4.2 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ（SMILES） 
 SMILESは「4K機械式冷凍機と超伝導技術を用いたサ
ブミリ波帯リム放射サウンダの技術実証」と「成層圏大
気微量成分のグローバルな時空間分布の観測実験」とい
う二つの側面をもつ，JAXAと情報通信研究機構（NICT）
との共同ミッションである． 

 機械式冷凍機により 4K にまで冷却し，理論的な限界
近くにまで雑音を抑制した超伝導ミクサにより，大気微
量分子が発する微弱なサブミリ波帯の電磁波を検出し，
その輝度温度スペクトルを逆変換することで複数種の微

図 10 MAXI/SSCによる全天画像． 
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量分子の高度プロファイルを同時に算出する． 

 SMILES は地球大気の縁方向（大気を透かして見る方
向）にアンテナを向けて，上下にスキャンを行い，さま
ざまな高度の大気からのサブミリ波が畳み込まれた信号
を輝度温度スペクトルとして観測する．このスペクトル
をリトリーバルアルゴリズムによって逆問題として解
き，接線高度における大気微量分子の高度プロファイル
を導出する．観測の高度分解能は約 3km，高度範囲は対
象となる微量分子によって異なるが，上部対流圏から下
部熱圏（15km～100km）が主なターゲットとなる． 

 2010年 4月に発生したサブミリ波局部発振器系の故障
以降，軌道上の地球大気観測は実施不能となっているが，
冷凍機の再冷却に伴う温度特性データの取得や，分光系
の周波数特性データの取得などを実施した．4K級ジュー
ル・トムソン機械式冷凍機は，軌道上約 7800 時間の運
転後の再冷却時において，冷凍機系内のコンタミネーシ
ョンの固化による配管閉塞が発生し，4Kへの冷却が不能
になった．本事象に対して，原因究明・検討チームを発
足させ，SMILES で使われている冷凍機材料のオフガス
試験と詳細な解析を通じて，閉塞の直接原因の推定とコン
タミネーションの発生プロセスについて調査し，SMILES

とほぼ同じ 4K 級ジュール・トムソン冷凍機を搭載する
ASTRO-H冷凍機への影響について検討結果をまとめた．
さらに，この検討で得られた知見は，後続する冷凍機搭
載ミッションである SPICA 等の 1K 及び 4K 級ジュー
ル・トムソン冷凍機に対しても活用が見込まれる． 

 これまでの地球大気観測で得られたサブミリ波スペク
トルから地上データ処理システムにより微量分子の高度
分布を導出する計算（高次データ処理）の再処理につい
ては，最新の知見をその都度導入しながら改良を繰り返
した．これらのサブミリ波スペクトルや高次データの最
新の解析結果について議論するため，国内外の学会にお
いて成果を発表した．また，これまでの科学的成果につ
いて，宇宙理学委員会の諮問による専門委員会において
外部評価を受けた．そして，高次データについては大気
科学研究に利用できるという判断に基づき，一般の研究
に供するために高次データ配布サーバ及び，科学衛星運
用・データ利用センター（C-SODA）が運営する Data 

ARchives and Transmission System（DARTS）において，
アップデートした高次データを随時公開している． 

 

4.3 地球超高層大気撮像観測（ISS-IMAP）及びスプライ
トおよび雷放電の高速測光撮像センサ（JEM-GLIMS） 

 ポート共有実験装置（MCE; Multi-mission Consolidated 

Equipment）は，JEM 曝露部第２期利用ミッションとし
て選定された５つのミッション機器を混載して，JEM曝
露部の標準実験装置としてインテグレートしたものであ
る．2012年 7月 21日にこうのとり 3号機（HTV3）/H-IIB

ロケット 3号機で打ち上げられ，船外実験プラットフォ
ームに取り付けられた．搭載ミッション機器のうち

ISS-IMAPと JEM-GLIMSの設計・開発及び観測運用・デ
ータを利用した科学研究を ISS科学プロジェクト室が他
大学・他研究機関と共同で遂行する． 

 ISS-IMAP は，中間圏，熱圏・電離圏およびプラズマ
圏から発せられる微弱な大気光またはプラズマ発光現象
を超高感度の可視近赤外分光撮像装置と極端紫外撮像装
置の撮影により，地球大気と宇宙空間との境界で起こっ
ているプラズマと大気の乱れを観測することで，GPSや
放送衛星など人工衛星からの電波に障害が発生する場所
や頻度を捉え，障害発生の仕組みを解明することを目指
す． 

 JEM-GLIMS は，雷雲と地上間で起こる雷放電と成層
圏・中間圏・下部熱圏で発生する高高度放電現象（スプ
ライト，エルブス，ブルージェット）の空間分布と発光
の時間変動とを観測することで，スプライトの発生メカ
ニズムの理解，スプライトや雷放電の全地球的な分布と
その変動の理解を目指す．さらに，雷放電を光学観測だ
けでなく電波観測機器も使用して多面的に観測すること
で，世界初となる宇宙空間からの位置評定や，雷雲地上
間放電（CG）と雲内放電（IC）との識別も試みる． 

 2012年度は，それぞれの装置について，打上げ前に，
射場試験・確認の立会いと軌道上運用のための手順書の
整備等の準備を整えた．7月の打上げ後，9月には IMAP, 

GLIMS とも初期運用を開始し，11 月からは定常運用に
移行して，観測データを順調に蓄積している． 

 

5. 国際協力による宇宙実験計画推進 
 

5.1 インド回収衛星利用国際協力 
 インド回収衛星（SRE-1）を利用した日印国際協力プ
ロジェクトを推進中である．軌道上で微生物を培養し，
宇宙空間で成長率や代謝が変化しないか，宇宙での継代
によって遺伝子変化が起こらないか等を調べ，微小重力，
宇宙放射線等の宇宙環境へのストレス応答を調べるミッ
ションである．日本が装置提供，インドが回収衛星によ
るフライト機会を提供し，日印の研究者が協力して実験
を行う．平成 22 年 5 月にフライトモデルの製造を完了
し，平成 24 年度は，前年度に引き続き，打上げ待機の
状況が継続している． 

 

5.2 中国回収衛星利用国際協力 
 平成 24年 11月の宇宙環境利用科学委員会において，
それまで当該委員会により調査・調整が行われていた，
中国回収衛星（実践 10号，平成 27年打上げ予定）を利
用した日中科学協力の着手が最終的に答申された．予め
選定されていた，半導体結晶成長実験を，ISASと中国科
学院珪酸塩研究所の協働で進めるという国際協力であ
る．平成 24年末現在，平成 25年初頭の協定締結を目指
し，協力の枠組みなどについて，内外の調整を行ってい
る． 
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g. 科学衛星運用・データ利用センター 
菅原正行 鎌田幸男 中西 功 小野 縁 長木明成 本田秀之 岡田尚基 吉山京子 鈴木啓介  

三浦 昭 斎藤 宏 宮野喜和 永松弘行 長谷川晃子 平原大地 西村佳代子 宮澤秀幸 餅原義孝  

海老沢 研 松崎恵一 篠原 育 山田隆弘 堂谷忠靖 清水敏文 山本善一 吉川 真 戸田知朗  

冨木淳史 山本幸生 高木亮治 大橋清一 新倉克比古 山本悦子 平井寿美子 加藤隆二 平井由紀子  

水谷美保 藤嶋幸美 稲田久里子 山岸 泉 鈴木純子 山村玲子 

 

1. 概要 
 

 科学衛星運用・データ利用センター（C-SODA）は，
平成 20 年 4 月，それまでの宇宙科学情報解析センター
のデータアーカイブ担当部署を母体とし，システム開発
部の改編に伴う探査機システム開発グループ員と情報シ
ステム開発グループ員の再配置を受けて，統合した組織
として改組され発足した．宇宙科学研究所及び月・惑星
探査プログラムグループ管轄の科学衛星・探査機に係り，
試験運用設備の整備から管制運用，並びに観測データの
アーカイブまでを一括して担当する部門であり，計画調
整グループ，衛星運用グループ，科学データ利用促進グ
ループから構成されている． 

 計画調整グループは C-SODA全体を取りまとめ，事業
計画と資金管理を統一的に管理する中核の存在であると
ともに，C-SODA 発足の経緯から技術情報システムチー
ムと情報基盤チームを内包している． 

 衛星運用グループは，プロジェクトと連携して科学衛
星･探査機の運用を計画調整し手配している．また，試
験・運用設備の開発並びに維持管理を実施し，プロジェ
クト間で共通・汎用的な運用システムを目指し効率的で
信頼性有る設備開発を推進している．これらは，衛星設
計の共通化にも繋がり効果が期待される． 

 科学データ利用促進グループは，近年の急速なデータ
の多様化，高度化，国際化の進展に鑑み，組織的なデー
タベースや高速ネットワークなどの計算機資源が，今や
研究活動の生命線となっているとの認識のもと，情報基
盤チームと一体となって，計算機・ネットワーク環境を
整備・提供すると同時に，各種ツールを開発することに
よって研究活動を積極的に支援している． 

 

2. 計画調整グループ 
 

2.1 計画調整業務 
 年度途中に不足人員が補充されたことにより，計画調
整グループの本来業務であるC-SODA内の業務の進捗管
理，資金管理等が円滑に行われるようになった．また，
C-SODA内の情報共有や認識合せの促進のため，10月よ
りC-SODA所属の全職員を構成メンバーとするセンター
定例会を毎月開催している． 

 

2.2 技術情報システムチーム 
宇宙科学資料のデータベース化と検索システムの開発 
 宇宙科学研究所における技術情報の蓄積・利活用を目
的として，研究開発過程における文書（実験計画書・報
告書を含む）や映像（静止画，動画）等，広範囲にわた
る技術情報を体系化した上で共有する科学情報デジタル
アーカイブズの基盤整備を継続的に実施している． 

 平成 24 年度は，保有する資料のデジタル化と検索シ
ステム（DSPACE）への登録をさらに進めるために必要
なコンテンツの棚卸しと検索に必須のメタデータの付加
作業を全画像コンテンツを対象に開始し，同時により使
いやすくするための辞書登録の工夫や一括登録時のプロ
グラム改定および DSPACE システムのアップグレード
を行なうことで，システム全体としての機能性を充実さ
せた． 

 また，平成 24 年度に新しく追加した技術資料は，観
測ロケットS-310-40号機およびS-520-26号機飛翔実験の
実験報告書，S-310-41号機および S-520-28号機飛翔実験
の実験計画書およびその撮影動画，FRV- 3（高頻度再使
用ロケット実験機・第 3回地上燃焼試験）撮影記録画像，
ハイブリッドロケット WG成果報告書であり，これら計
画書・報告書の印刷・製本ならびに保有する HDD への
データ登録を実施した． 

 また，これら業務と平行して，整備した技術基盤およ
び登録情報の維持管理業務の最適な実施体制を明確にす
るにあたって，コンテンツの取扱方針に関する予備検討
を進めた． 

 

2.3 情報基盤チーム 
相模原固有情報基盤システムの運用管理および役職員等
に対する技術支援業務 
 相模原固有情報基盤システム（相模原キャンパスにお
いて共通的に使用される情報システムのうち，JAXA 共
通ネットワークシステム（JAXAnet）に含まれない，相
模原キャンパスおよび付属施設固有の情報基盤のための
システムおよびネットワークサービス）について，安全
かつ確実な運用を図るべく，システムの運用管理及び技
術支援業務を実施している．また，相模原固有部分と
JAXAnet 部分のネットワークやネットワークサービスに
対する技術支援に関して，関係者間で情報共有の場を持
つことによって業務を調整し，円滑にユーザサポートが
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できる体制を作っている． 

 相模原キャンパスは学術情報ネットワーク（SINET4）
の拠点機関となっていて，そのアクセス回線が整備され
ており，電源・空調環境の提供や，SINET4 の管理者で
ある国立情報学研究所による運用業務等のサポートを行
っている．また SINET4を通じて，インターネット接続
に加えて，相模原キャンパスと関連する大学等との間の
閉域網（SINET4の VPNサービス）の提供を受けると共
に，利用の実態に沿って，適宜 VPNサービスの追加・削
除をサポートしている． 

 科学推進部を事務局として進められた事業継続計画
（BCP）相模原キャンパス編の見直しに協力するととも
に，事務局からの要請により，東日本大震災直後の計画
停電の際に，筑波共通サーバ上に立ち上げた，相模原在
勤の役職員向け広報 WEB ページを引き続き維持するこ
ととなった． 

 前年度に B棟 1Fの無停電電源装置（CVCF）も非常用
発電機の配下になるように接続替えを行ったことを踏ま
えて，平成 24 年度は，次期システム換装に向けたイン
フラ整備として，B 棟 1F の大型計算機室内の電源系統
の整理，200V及び 100V分電盤の改修，CVCFの配線用
遮断器の容量増加，ラックの移設・撤去等を行った．ま
た，データ利用促進グループが試験的に運用してきたバ
グ管理システム，プロジェクト管理ソフトウェア，仮想
化用ソフトウェア，分散処理用ベースシステム装置の運
用管理を基盤チームが引き継ぐこととなり，次期換装時
に引き継げるよう準備を進めた．前年度に試験的に導入
したWEB改ざん検知システムを運用し，WEBサーバの
コンテンツの監視を行ない，機能や性能の評価を継続し
た． 

 情報システム用環境監視システムの運用により，11～
12月に A棟 7Fサブステーション室の室温が 35℃を超え
ていたことが分かったので，不具合発生を未然に防ぐこ
とができた．また．恒久対策として，一部の計算サーバ
を B棟大型計算機室に移設するきっかけとなった． 

 相模原キャンパス内にしかバックアップを置いていな
かった歴代の科学衛星データのコピーを，調布航空宇宙
センターに設置されているスーパーコンピュータシステ
ム（JSS）のストレージシステム内に置くことについて，
情報・計算工学センター（JEDI）の計算機運用・利用技
術チームの協力を得て実施した．対象となったデータの
容量は 130TBであり，JSSのネットワークを経由して，
1月下旬から 3月下旬まで 2カ月を要し，無事完了した． 
 

3. 衛星運用グループ 
 

3.1 衛星運用の支援，科学衛星・探査機運用システムの
管理・運用 

 科学衛星プロジェクトの中期計画および年度計画に従
い，既存衛星及び惑星分光観測衛星「Sprint-A」の衛星

運用が効率的に行えるようにし，各プロジェクトからの
運用要求及び使用設備を調整し，円滑運用を可能にした．
また，地上局不具合発生時には，原因調査・切り分け処
置を関係部署と連携して行う一方，衛星プロジェクトに
対する影響が最小になるように運用調整した．さらに，
次期衛星運用システム設置場所を確保するため，旧ミニ
コン設置場所を運用向けの場所に転用できるようにし，
管制室に「 SPRINT-A」管制システムを追加し，
「SPRINT-A」向け科学衛星（ISAS）音声システムを B棟

2310室に増設した． 

 また，Ｂ棟の衛星管制室を含むエリア管理を変更した
ほか，衛星運用室の再割り当て調整をおこない，効率的
な空間利用を実現した． 

 内之浦宇宙空間観測所での「SPRINT-A」射場試験，
打ち上げ対応のための衛星管制システム（含む ECC棟），
伝送系，衛星電源，ＲＤ回線装置等の追加・改修を実施
した． 

 

3.2 衛星試験の支援，衛星試験設備の整備・管理 
 衛星の試験で使用される設備を維持するほか，試験実
施中のプロジェクトに対しては，設備や使用場所の調整
を行う他，設備の信頼性の確保と試験の効率化を図った．
また，ASTRO-H 向け衛星試験装置と衛星データ処理系
を構築し，筑波宇宙センターでの試験に対応させた． 

 

3.3 汎用衛星試験運用ソフトウェア（GSTOS）の開発 
 衛星の機能モデル，衛星監視制御プロトコル，衛星情
報ベース機能定義の研究成果を生かすことによってどの
ような衛星の試験及び運用のあらゆるフェーズでも使用
できる汎用の衛星試験運用ソフトウェアを開発し，
BepiColombo，小型科学衛星，ASTRO-H等の衛星の試験
および運用向け第２期の開発準備ができた． 

 

3.4 局運用計画作成支援ツールの開発・運用 
 地上局の運用計画の作成を効率的に行えるように，局
運用計画作成支援ツールの開発を行なった．このツール
では，衛星の可視時間および運用時間を定められたファ
イルから読み込み，それをグラフィック表示するととも
に，運用上の制約条件を満たしているかどうかのチェッ
クを行ない，制約条件を満たしていない部分を表示する
機能も追加した．また，新 GN局や DSN局との追跡運用
計画データ変換ツールも開発し，「SPRINT-A」系間試験
調整等で使用した． 

 

3.5 衛星診断および自動運用方式の検討 
 運用中の衛星の健康状態をチェックし，問題がある場
合は，それを運用者に知らせ，自動的にコマンド発行し，
衛星状態の修正できるシステムのレベルアップを行い，
小型衛星「れいめい」衛星試験系で試験を行なった． 
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4. 科学データ利用促進グループ 
 

4.1 科学衛星テレメトリデータベース（SIRIUS）の開
発及び運用 

 SIRIUSでは，運用中の科学衛星テレメトリデータに対
し，時刻較正・ソート・重複除去等の処理を行い日々登
録している．平成 24 年度は SPRINT-A のデータ登録環
境の整備を進めた． 

 

4.2 衛星時刻較正システムの開発 
 宇宙科学研究所の衛星共通地上システムにおける，テ
レメトリデータの時刻較正を共通化・明確化し，システ
ム開発の効率化を図るため，衛星時刻較正システムを整
備している．平成 24年度は ASTRO-H/SPRINT-Aの時刻
較正を行えるようシステムの改修を行った． 

 

4.3 サイエンス・データベース（DARTS）の開発およ
び運用 

 宇宙科学研究所の科学衛星の観測データを広く国内外
の研究者に公開し，データ解析研究を推進する為にサイ
エンス・データベース（Data Archives and Transmission 

System, DARTS）を開発・運用している．DARTSでは，
単にデータを公開するだけでなく，研究支援のためのデ
ータ検索機能や早見機能も提供している．また，DARTS

では宇宙科学研究所の科学衛星にとどまらず，海外の主
要宇宙科学データベースのミラーサーバの運営を行なう
など，機能拡張を続けている．DARTS の利用は，ホー
ムページ（http://darts.isas.jaxa.jp/）によりネットワーク
を通して行なうことができる．平成 24 年度は，引き続
き「すざく」，「ひので」，「あかり」，太陽地球系物理学
（STP），月惑星科学向けサービスを継続すると共に，新
規サービスの開発や既存サービスの改良を実施した．ま
た，ISS 搭載の科学機器 SMILES の取得データを ISS 科
学室より引き受け，DARTSから公開開始した． 

 

4.4 DARTS の運用の定式化・品質向上 
 DARTSは，サービスの提供開始以来 10余年改良が続
けられてきた．全体として，さまざまな技術を用いて構
築された，多岐にわたる学問分野をサポートする複雑な
データベースヘと成長してきた．プロトタイピングを重
視し，高い機能をユーザにタイムリーに提供することに
重きが置かれることが積み重なってきた結果，開発や運
用に必要な情報の明文化が進んでおらず，安定したサー
ビス提供や，ちょっとした改善，今後生じる計算機換装
への障害となっている．そこで，（アプリケーションを束
ねた）DARTS システムの設計の見える化，改善活動を
進めている．本年度は，昨年度に引き続き設定書類の整
備や設計の整理を進めると共に，Webページについて，
学問分野担当毎の責任の明確化を図ると共に，コンテン
ツの構成・履歴管理を開始した．また，第三者的な視点

から DARTS のコンテンツ全体の見直しを実施し，日本
語コンテンツを用意する範囲の明確化など，品質の向上
を実施している． 

 

4.5 惑星探査シミュレータ（FLOW）の開発 
 惑星探査機に搭載される観測機器の視野を正確にシミ
ュレーションするソフトウェアを開発し公開した．本ソ
フトウェアは，NASAが開発した SPICEと呼ばれる軌道
や姿勢などを取り扱うためのライブラリを利用し可視化
を実現している．本ソフトウェアでは理想的な観測を模
擬することが可能であるため，予測軌道と対象天体を指
定することで計画立案としても利用でき，またそれらの
画像を実際の画像と比較することで校正にも利用可能で
ある．解像度の荒い観測機器に対しては解像度の高い映
像を提供できる．日の当たらない夜側では影の効果をキ
ャンセルした画像を作成可能であるため，撮像領域を視
覚的に評価可能である．このソフトウェアは DARTS か
ら公開（http://darts.isas.jaxa.jp/planet/tools/flow/）されて
おり誰でも自由に利用可能となっている． 

 

4.6 衛星運用工学データベース（EDISON）の開発およ
び運用 

 宇宙科学研究所が打ち上げる衛星や探査機の円滑な運
用を支援することを目的とし，衛星運用工学データベー
スの開発および運用を行なっている．日々の運用や運用
後のデータ解析に有益な広範囲の情報として，電圧，電
流，温度，圧力，姿勢などの衛星自身のデータを始め，
受信レベルなどの地上局情報や，軌道情報，天候，コマ
ンド記録，などを含んでいる． 

 平成 24年度は，既存 EDISONである「はやぶさ」，「す
ざく」，「あかり」，「ひので」，「あかつき」，「イカロス」
対応EDISONの安定的運用を行なうと同時にセキュリテ
ィ強化として httpsによる通信暗号化等を行った．また，
次期 EDISON として RDB の導入を検討し，プロトタイ
プの構築を行った． 

 

4.7 科学衛星異常監視・診断システム（ISACS-DOC）
の開発および運用 

 複雑で高度化する科学衛星，探査機の定常的な運用を
運用担当者の数を抑制しつつ，長期にわたって安全に実
行することを目指した運用支援システム「ISACS-DOC」
を開発している．本システムはこれまで「GEOTAIL」お
よび「のぞみ」，「はやぶさ」，「あかり」，「ひので」，「あ
かつき」対応のものが試験開発され，宇宙科学研究所の
管制室にて日々の定常運用に利用されてきた． 

 平成 24 年度は既存システムである「ひので」，「あか
つき」向け ISACS-DOC の運用を行うと同時に，より利
便性を向上させるために機能改修，機能強化を実施した． 
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4.8 レベル 1時系列データフォーマット変換ツールの
開発 

 現在，宇宙科学研究所では，GSTOS（Generic Spacecraft 

Test and Operations Software）の整備を進めているが，
これは個別の衛星の開発がミニマムとなるようソフトウ
ェア体系を整理するものであり，SIB に基づくデータ処
理も含まれる．共通化の範囲をさらに広げ，バス機器の
データや，観測機器のステータスから各科学コミュニテ
ィーが使用するファイルフォーマットにてデータ・ファ
イルを作成する汎用なツール（レベル 1時系列データフ
ォーマット変換ツール）を開発した．平成 24年度は CSV

形式および SPICE 形式によるファイル出力に対応した
ツールを開発した．CSV形式のファイル出力機能は，次
期 EDISONの開発に適用される予定である． 

 

4.9 科学衛星データ処理システム・新システムの仕様策
定 

 科学衛星データ処理システムは，年々，多様化・高度
化・大容量化する科学衛星データのデータ処理に対応す
る為に，約 5年に一度の頻度で，新しいシステムへの更
新を行っている．現行システムの賃貸借契約が終了する
平成 25 年 8 月末に向けて，各衛星プロジェクトや所内
関係各部署と議論を進めながら，平成 25 年 9 月以降の
科学衛星データ処理システムの要求仕様を取りまとめ，
新システムの調達作業を実施した．平成 25 年度には，
新たに調達された新システムの構築，および，旧システ
ムから新システムへの移行作業を実施する予定である． 
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