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4. 専門技術グループ 

a. ミッション機器系グループ 
上野宗孝 山本高行 川原康介 武田伸一郎 長谷川克也 長谷川 直 

 

1. 各ミッションにおける誘導制御，推進系を総合
した開発研究 

 

 以下のミッションにおける活動を行った． 

 

・相平衡スラスタの開発及び IKAROS推進系の運用 

・再使用観測ロケットの誘導制御 

・観測ロケットのリアルタイム風補正軌道解析について 

・観測ロケットの軌道解析プログラムの整備 

・イプシロンロケットの誘導制御 

・工学実証ミッション DESTINYの軌道最適化 

 

2. ミッション搭載機器の開発 
 

・ASTRO-H HXIの開発 

・はやぶさ２搭載通信機器 

 

3. 戦略コンポーネントの開発 
 

 誘導制御グループとの協力により，JAXA 戦略コンポ
ーネントの枠組みを活用し，小型スタースキャナの開発 

を行っている．本コンポーネントは，ジオスペース探査
衛星（ERG）での軌道上実証を目的に，軌道実証モデル
（デモンストレーションモデル）の開発を進めている． 

 

4. スペースプラズマ実験設備 
 

 宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備・超高速衝
突実験施設の運営を行った．2004年度以前の超高速衝突
実験施設は 2005 年度以降の実験装置の新規導入と運営
方法の変更によって，2004年度以前のレールガンのみ運
用時と比較して実質的な運転人員・維持費減少にも関わ
らず，共同利用ユーザーに提供できるショット数を大幅
に増加させている．その結果，新たな共同利用ユーザー
を開拓し，共同利用申請書数も大きく増加している．超
高速衝突実験施設は大学共同利用施設として，大学・大
学院教育に貢献するようになり，多くの若手研究者の育
成にも貢献するようになり，そして，数多くの先端的な
研究成果の創出に貢献をするようになっている．また，
JAXA のミッションの実機レベルの試験にも使用される
ようになり，JAXA の宇宙利用・宇宙科学ミッションに
貢献するようになりつつある． 

 

 

b. 基盤技術グループ 
安田誠一 餅原義孝 富澤利夫 伊藤文成 鈴木直洋 奥村哲平 

前田行雄 加藤輝雄 徳永好志 小林清和 鎌田幸男 松坂幸彦 

 

1. プロジェクト等への支援 
 

 プロジェクト，プリプロジェクト，ワーキンググルー
プ活動等に参加し，専門性をもってその活動を支援した． 
（1）将来型推進系の開発業務において，エンジン，推

進薬，スタンド，供給，計測系に関する設計，試
験，解析を行った． 

（2）環境試験方式の開発業務において，振動・衝撃試
験の小型計算機を用いた制御およびデータ取得の
方式検討支援等を行った． 

（3）大気球観測実験における，気球搭載機器の開発，
気球フィルムの開発支援業務を行った． 

（4）各種試験設備（機械環境・熱環境・電波無響室他
多数の設備）を用いて，ロケット・衛星のシステ
ム開発及び試験支援業務を行った． 

（5）超･遷音速風洞による研究開発において，試験･計

測･解析技術をもって支援した． 

（6）宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備による
研究開発において，試験･計測･解析技術をもって
支援した． 

（7）ロケット･衛星開発試験に係わる電気･通信設備
（指令電話･ITV･放送他）の更新計画，設計，製作，
運用全般の業務を行った． 

（8）キュレーション実験設備による研究開発におい
て，計測･解析技術をもって支援した． 

 

2. 主な研究開発支援活動 
 

・完全再使用 LOX/LH2エンジンの燃焼試験及び噴射器
の耐久性評価試験 

・N2O/エタノール推進系を利用した飛翔機体システムの
研究開発 
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・LOX/LH2推進系の統合化へ向けた GH2/GO2-RCS の実
用化研究 

・ハイブリッドエンジンの研究 

・飛翔体の機体計測に関する研究 

・環境試験方式の開発研究 

・柔軟構造物の振動制御の研究 

・統合型推進系 RCSの研究 

※本項にある研究設備及び基盤技術Gの管理下にある工
作工場，エレクトロニクスショップの詳細は，【おもな
研究設備】の項を参照願いたい． 

 

 

c. 航法・誘導・制御グループ 
石井信明 志田真樹 廣瀬史子 清水成人 藤原 謙 山本高行 市川 勉 成田伸一郎 

 

1. 概  要 
 

 航法・誘導・制御グループでは，現在進行中のあるい
は将来の実現を目指して精力的に検討が進められている
宇宙科学ミッション，特に月惑星探査計画を中心とした
幅広いプロジェクトに対し，軌道解析，航法，誘導制御
に関する側面からの技術支援を行っている．プロジェク
ト，プリプロジェクト，ワーキンググループ等の活動に
参加するとともに，内在する技術課題を抽出し，個別研
究へと発展させている． 

 

2. プロジェクト支援 
 

（1）金星探査機「あかつき」の打上げと惑星間航行中の
運用支援．金星周回軌道投入のための精密軌道決定
と軌道制御計画の立案．金星再会合に向けた長期軌
道解析の実施 

（2）BepiColombo，ASTRO-H，SPICA，はやぶさ２，小
型科学衛星（共通バスおよび１，２号機），FFAST，
小型ジャスミン，DESTINY，小型ソーラセイル実証
機，国際有人宇宙船等のシステム検討，軌道解析，
軌道決定，誘導制御，姿勢軌道制御系サブシステム
検討，推進系サブシステム検討の実施 

（3）観測ロケット，再使用観測ロケット，次期固体ロケ
ット「イプシロン」等，宇宙輸送システムの打上げ
軌道解析，飛行安全評価，機体システム検討の実施 

（4）大気球実験機の姿勢決定システムの構築と検証 

3. 基盤技術研究，要素技術開発 
 

（1）小型スタースキャナの開発と性能評価試験の実施 

（2）高精度ポインティング制御のためのチップチルトミ
ラー（可動鏡駆動方式）の開発と性能評価試験の実
施 

（3）衛星構体における微小擾乱解析，擾乱伝達特性の実
験的検証 

（4）次世代推進系（GH2/GOX 統合化推進系，HAN 系推
進系，エタノール系推進系など）のサブシステム解
析，性能評価試験の実施 

（5）GPS複合航法，フォーメーションフライト等におけ
る相対航法技術の研究 

（6）深宇宙探査機の高精度軌道決定技術の研究，DDOR

技術の開発 

（7）月惑星探査のための移動機構，探査ローバ，歩行ロ
ボット等の概念検討，トレードオフスタディ，歩行
シミュレーションの実施 

 

4. 研究設備の維持管理 
 

 姿勢系センサや誘導制御装置の性能評価試験等に供す
る地上試験装置および軌道解析サーバ類，推進系地上試
験装置，小型飛翔体打上げ管制システムなどの維持管理，
保守点検等を行い，効率的な研究開発を行っている． 

 

 

 

d. 推進系グループ 
梶原堅一 成尾芳博 志田真樹 八木下 剛 中塚潤一 嶋田 徹 國中 均 堀 恵一 

徳留真一郎 澤井秀次郎 西山和孝 小林弘明 森 治 羽生宏人 丸 祐介 北川幸樹 

 

1. は じ め に 
 

 推進系グループは，科学衛星や探査機の軌道制御や姿
勢制御に用いる衛星推進系の研究開発，及び将来型宇宙
輸送システムに係る主推進系や補助推進系の研究に携わ

っている．このうち衛星推進系に関しては，化学推進や
電気推進に関わる機器開発を行うだけでなく，射場作業，
地上運用，軌道運用に至る全てのフェーズに寄与してい
る．また，輸送システムの推進系に関しては，将来の再
使用型宇宙輸送系に用いることを想定したロケットエン
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ジンや空気吸い込み式エンジンに関する基礎開発研究，
ハイブリッドロケットや低毒性推進系に関する基礎開発
研究，次期固体ロケットに関する研究開発等，幅広い研
究活動を行っている．さらに，衛星推進系の GSE保全管
理や輸送システム推進系の研究開発に用いる各種試験設
備の維持管理にも従事している．以下に平成 24 年度の
活動概要を記す． 

 

2. 衛星推進系（化学推進）の研究開発 
 

2.1 衛星推進系の研究開発・運用 
 推進系グループは，宇宙科学研究所が進めている科学
衛星・惑星探査機の研究開発において，初期のミッショ
ン提案段階から衛星推進系の立場でシステム検討に参加
し，衛星システムからの要求を満たす推進系構成の開発，
並びにミッション達成に必要な推進系の開発を行ってい
る．加えて射場作業から運用フェーズまでの一連の作業
を行っている． 

 平成 24 年度は BepiColombo（MMO），ASTRO-H，は
やぶさ２，ERGの姿勢，軌道を制御するアクチュエータ
の一つである衛星推進系の開発を行った．また，小型科
学衛星，月・惑星探査機に搭載する推進系の初期検討に
参加した．衛星推進系に関する先進的な研究活動に関し
ては，4.3項及び 4.4項に示す． 

 

2.2 衛星推進系の信頼性向上活動 
 平成 24 年度は，あかつきの軌道投入失敗を教訓に，
過去の推進系開発・運用における不具合を再度整理した．
衛星推進系の信頼性向上に向けてデータベースを整理し
て，より良い衛星推進系開発を行うための課題の抽出な
どを行った． 

 

3. 電気推進の研究開発 
 

3.1 電気推進の研究開発 
 「はやぶさ」小惑星探査にて実績を上げた 10cm マイ
クロ波イオンエンジン μ10に関し，宇宙運用から得られ
た知見を元に性能や有用性の改良，さらには応用範囲の
拡大を目指した研究開発を行っている．はやぶさ２には，
これまでの 8mN から 10mN に推力向上したマイクロ波
放電式イオンエンジンを投入する予定である．また，
20cm級や 1cm級のイオンエンジンの研究も進めている． 
 軌道間輸送機への電気推進の応用が考えられており，
これに向けてDCアークジェット，MPDアークジェット，
ホールスラスタの研究開発も進めている． 

 

4. 将来型推進系の研究 
 

4.1 再使用型宇宙輪送システム用主推進系・補助推進系
に係る研究 

4.1.1 再使用高頻度宇宙輪送システム用推進系の研究 
 再使用高頻度宇宙輸送を目指した研究として，機体シ
ステムの知能化，地上運用効率化，水素を安全に取り扱
う技術など，航空機のように繰り返し運用が可能なシス
テムに必要とされる技術について基礎開発研究を行って
いる． 

 平成 24 年度は，各要素技術についての研究を継続す
ると共に，システムレベルでは昨年度までの研究により
明らかになった課題を反映し，機体システム知能化研究
としてヘルスマネジメント及び安全で効率的な運用を可
能とするための計算機を搭載した機体システムに改良を
加え，故障模擬による MT法を用いたリアルタイムでの
故障判定等，実運用での機能実証を行うための地上燃焼
試験を実施した． 

 

4.1.2 再使用観測ロケット用推進系の研究 
 再使用観測ロケットに係る研究は，平成 22 年度より
「再使用観測ロケット技術実証」として宇宙科学研究所の
所内事業として位置づけられ，研究を進めている． 

 平成 24 年度は，再使用観測ロケット技術実証エンジ
ンの液体酸素ターボポンプ（OTP），液体水素ターボポン
プ（FTP）の製造を行い，またエンジン試験設備の設計・
製造を行った．さらに，推進システムとしては，ミッシ
ョン要求を満たす機体システムの概念設計を進めるとと
もに，再使用観測ロケットのミッションにおける技術課
題を解消することを目的として，極低温スロッシング試
験，タンク排液試験等の技術実証試験を行った． 

 

4.1.3 スペースプレーン技術実証機及び極超音速推進
系の研究 

 スペースプレーン技術実証機及び極超音速推進系の基
礎研究の一環として平成 22 年に実施した飛行実験
（BOV3号機）では，Mach2飛行環境で予冷ターボジェッ
トエンジン起動に成功したものの，垂直尾翼のミスアラ
イメントにより機体姿勢が異常となる不具合が生じた．
平成 24年度には，平成 23年度に引き続き，改良型の飛
行実験機（kBOV1号機）のシステム設計・部分試作，サ
ブスケールモデルによる風洞試験を進めるとともに，平
成 25 年度科研費基盤研究Ａに応募（課題：スペースプ
レーン技術の極超音速飛行実証システムの開発研究，研
究代表者：澤井秀次郎）し，採択の内示を受けた．平成
25年度以降，５年間で実験機開発を進める計画である．
また，平成 23 年度に開発した気球利用型微小重力実験
システム（iBOV1号機）の第１回フライト運用を平成 24

年 8 月に実施したが，高層風の条件が合わず，平成 25

年度に延期となった． 

 

4.2 ハイブリッドロケットの研究 
 大学共同利用によるハイブリッドロケット研究WGの
活動として以下の成果を得ている．技術実証用ハイブリ
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ッドロケットエンジン試験設備及び供試体 1件の詳細設
計を行い，詳細設計審査を実施した上で，試験設備（ミ
ニマムスペック）/供試体を構築．本年度着火試験を実施
し，技術実証を実施できる段階に到達したことを確認し
た．WAX燃料の旋回流中での燃焼状態の光学観察を世界
初で成功した．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．LOX 気化用の GAP ガ
スジェネレータの燃焼実験に成功した．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．多目的最適設計ツール
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．新燃料とな
る低融点熱可塑性樹脂（LT）の機械的強度特性を取得し
た．TNT換算率計測の予備実験を行い，燃料の破砕特性
を取得した． 

 第 9回 ICFD，第 56回宇宙科学連合講演会でオーガナ
イズドセッションを企画し，JAXA，大学，固体ロケット
製造業者，外国研究機関等による活発な意見交換を行っ
た． 

 

4.3 低毒性推進系の研究 
4.3.1 HAN 系１液推進剤を用いたスラスタの研究開発 
 HAN（Hydroxyl Ammonium Nitrate）を主剤とする低毒
性一液性推進剤の研究開発を実施した．20N級試験用ス
ラスタを用い，比推力が 250秒に達することを確認した．
また，貴金属を中心とする触媒の検討を行い，イリジウ
ム，白金などの高濃度触媒が有効であることを確認した．
多成分系の HAN 系推進剤はヒドラジンと比較してパル
ス特性に留意する必要があるため，触媒層の各種パラメ
ータの影響を確認中である．また，J-Space Systems の
SERVIS-3への搭載を目指して 1N級のスラスタ開発に共
同研究として参加した． 

 

4.3.2 N2O/エタノール推進系の研究 
 常温貯蔵可能でほぼ無毒の推進剤を用いた安全性・運
用性・即応性に優れる多目的な二液推進系の構築を目指
して，液化亜酸化窒素（N2O）とエタノールを推進剤と
する無毒液体推進系の実証研究を行っている．イプシロ
ンロケットのポスト・ブースト・ステージ推進系等への
適用を目標としており，平成 24 年度は，噴射器要素試
験（液流し）及び噴射器エレメント単体の可視化による
噴射・微粒化・燃焼等の観測を行った． 

 

4.4 衛星推進系に係る研究 
4.4.1 燃料電池統合型二液推進系の研究 
 凝固点－50℃以下の非凍結型液体推進剤について，
20Nスラスタによる真空低温燃焼試験を実施し，推進剤
の着火及び燃焼特性評価を実施した．常温から－40℃の
温度範囲で試験を実施し，着火遅れ時間について評価を
実施した．同燃料・酸化剤による燃料電池システムにつ

いて，セルの大型化及び連続発電に向け試験装置・設備
の改修・整備を実施した． 

 

4.4.2 セラミックスラスタの研究 
 耐熱性能の高いセラミックをスラスタ材料として使用
するスラスタの研究を行っている．PLANET-C（あかつ
き）のメインエンジンとして搭載し，2010 年 6 月 28 日
に世界初の軌道上実証を成功させた．あかつきの金星周
回軌道投入時には，残念ながら供給系の動作不良の影響
を受けてしまったが，そのポテンシャルの高さから性能
向上の研究を継続しており，数値解析コードの整備と噴
射器の改良による性能向上研究を行っている． 

 

4.4.3 耐熱複合材料の長期信頼性の研究 
 液体ロケットの放射冷却式燃焼器やノズル，またジェ
ットエンジン高温部材への適用を目指して高温耐熱複合
材である炭化珪素繊維強化セラミックス SiC/SiC の基礎
開発研究を進めている．これまでに N2O/エタノールエン
ジン用燃焼器を試作し，1600℃以上 1750℃未満の耐熱性
を実証した．長期信頼性の評価に向けた基礎データの蓄
積を継続している． 

 

4.4.4 耐酸化剤ダイヤフラムの開発 
 加速度の方向や大きさの変化に影響を受けず，かつ酸
化剤の排出効率を高くするための気液分離機構として，
耐酸化剤ダイヤフラムの研究を行っている．また，これ
を応用して燃料・酸化剤を共通球殻に納める一体型タン
クの研究も行っている． 

 

4.4.5 気液平衡スラスタの研究 
 気液平衡スラスタとは，推進薬として液化ガスを採用
し，液体状態でタンクに貯蔵し，推進薬自身の蒸気圧を
利用して気体のみを噴射することで推力を得るスラスタ
である．IKAROS の推進系として搭載し，世界で初めて
性能を評価した．小型宇宙機の推進系として幅広く活用
するために，気液分離や連続噴射の性能向上を進めてい
る．また，これを加圧系に適用することも検討している． 
 

4.5 固体ロケット及び固体推進薬に係る研究 
4.5.1 固体ロケットの信頼性向上の研究 
 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）の開発研究を行っている．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． 
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4.5.2 イプシロンロケット研究（主推進系・補助推進系
（SJ/RCS）） 

 イプシロンロケットプロジェクトは，平成 25 年度夏
期の初号機打上げを目指して機体システムと射場の開発
を進めている．本年度は初号機の試作試験と製造及び射
場（内之浦）の整備を行い，半ばに維持設計フェーズに
移行した． 

 イプシロンロケット開発の第一段階では，開発のリス
ク，期間，費用を抑えて早期に先進的な機体システムの
技術実証を行うため，従前に開発された固体モータを再
製造して用いる計画である．しかし，第 2段・第 3段モ
ータに適用する M-V-5号機の第 3段モータ（M-34b）及
びキックモータ（KM-V2）は，開発から 10 年以上が経
過していることから，一部の耐熱材，断熱材に使用され
ている素材について変更や入手先の変更を余儀なくされ
ている．そのため，サブサイズモータによる地上燃焼試
験を実施してそれによる機能への影響を評価した．また，
打上時の音響環境を予測するため，音響環境を改善する
イプシロン射座形状候補を複数用意して模擬射点音響環
境計測試験を実施した．何れの試験も期待通りの成果を
収めて詳細設計の進捗に大きく貢献した． 

 M-Vの技術を引き継ぐ１段搭載 SMSJ，2段搭載 RCS，
H-IIAの技術を流用する PBS搭載小型液体推進系は，何
れも新規開発であったが開発を完了した．特に SMSJ に
ついては，HGVシャフト部の軸受，軸封シール設計に課
題があったが，昨年度末までに実証試験に成功し，本年
度開発を完了した．推進系グループは，イプシロンロケ
ットの主推進系・補助推進系全般の開発支援業務に従事
している． 

 

4.5.3 高性能低環境負荷型固体推進薬の研究 
 高性能化と環境負荷低減を目指し，高エネルギー物質
（HEM）の固体推進薬への適用研究を進めている．アン
モニウムジニトラミド（ADN）はハロゲンを含まない物
質であり，酸素バランス，生成熱の点で魅力的な物質で
ある．ADNは今のところ基礎物性の点で固体推進薬への
適用にはいくつかのハードルがあるため，幅広く知見を
得るべく基礎研究を進めている．本研究では，ADNの合
成技術を洗練させ，より安価に精製する技術やプロペラ
ントとしての燃焼特性に関する研究を進めている．その
他，高度化した化学合成技術を基礎として，FOX-7 や
FOX-12 などの他の HEM 合成に関しても幅広く知見を
蓄え，次のターゲット物質の抽出も精力的に進めている． 
 

4.6 衛星推進系 GSE の保全管理，推進系試験設備の維
持運用 

 衛星推進系 GSEの保全管理，及び能代ロケット実験場
やあきる野実験施設に設置されている推進系試験設備の 

維持管理・運用を行った．さらに，イプシロンロケット 

の内之浦設備系（ヒドラジン・高圧ガスなど）の改修作
業に協力した． 

 

5. そ の 他 
 

5.1 DE 連携活動 
 平成 24 年度は下記の研究テーマについて研究開発本
部等と連携した活動を実施した. 

 ・電気推進の JAXA横断的研究 

 ・SDS- 4搭載 QCMの宇宙実証 

 ・科学衛星推進系不具合対応 

 ・セラミックスラスタの研究 

 ・高温耐性バルブの研究 

 ・バルブ信頼性の研究 

 ・低毒性推進系の研究 

 ・再使用観測ロケット推進系の研究 

 ・N2O/エタノール推進系の研究 

 ・イプシロンロケット RCS・PBS関係 

 ・イプシロンロケット 内之浦設備系（ヒドラジン・
高圧ガスなど） 

 

5.2 プロジェクト活動 
 推進系グループメンバーが平成 24 年度に参加したプ
ロジェクト及びプリプロジェクトを以下に示す. 

 ・ASTRO-EⅡプロジェクト 

 ・SOLAR-Bプロジェクト 

 ・MMO（BepiColombo）プロジェクト 

 ・ASTRO-Hプロジェクト 

 ・小型科学衛星プロジェクト（SPRINT-A, ERG） 

 ・SPICAプリプロジェクト 

 ・観測ロケット 

 ・再使用観測ロケット技術実証 

 ・イプシロンプロジェクト 

 ・IKAROSプロジェクト 

 ・はやぶさ２プロジェクト 

 ・SDS4プロジェクト 

 ・ERGプロジェクト 

 

5.3 WG 活動 
 推進系グループメンバーが平成 24 年度に参加したワ
ーキンググループを以下に示す. 

 ・ソーラーセイルWG 

 ・先進的固体ロケットシステム実証研究 WG 

 ・ハイブリッドロケット研究WG 

 ・スペースプレーン技術実証機 WG 

 ・小型月着陸実験機WG 

 ・深宇宙探査技術実験ミッションWG 
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e. 熱・流体グループ 
小川博之 太刀川純孝 岩田直子 岡崎 峻 中川貴雄 野中 聡 大山 聖 

高木亮治 船木一幸 野々村拓 山田哲哉 山田克彦 安部隆士 

 

1. プロジェクト等への参加 
 

 プロジェクト・プリプロジェクト，およびワーキング
グループ活動等（あかつき，はやぶさ２，BepiColombo/ 

MMO，SPRINT-A，ERG, ASTRO-H，SPICA，イプシロ
ンロケット，再使用観測ロケット，GAPS，火星飛行機，
次世代小型科学衛星標準バス，など）に，熱・流体に関
する専門技術をもって参加した．それぞれにおいて，設
計や開発，試験，評価など，各種課題の解決にあたって
いるが，今年度は特に，MMO の追加熱モデル試験（筑
波 13m），ASTRO-Hシステム熱モデル試験（筑波 13m），
ASTRO-H TOP Plate 熱モデル試験（筑波 13m），
SPRINT-A 総合試験・熱真空試験を主体的に実施してい
る．また，熱制御材料の紫外線照射試験や熱光学特性の
測定をおこない，あかつき，はやぶさ２プロジェクト等
に貢献した．機械式冷凍機に関しては，研究開発本部熱
グループと連携し，プロジェクト横断的（SPICA, AS-

TRO-H）に協力している．またイプシロンロケットおよ
び再使用観測ロケットの空力，熱の課題解決の支援をお
こなった． 

 

2. 専門技術の維持・向上 
 

 「工学委員会戦略的基礎開発研究」に「高機能熱輸送
制御の研究」「次世代小型標準バス（熱制御技術の部分）」
の研究課題を応募し採択された． 

 宇宙科学プログラム技術委員会には①多層膜型フレキ
シブル OSR の開発，②MLI 排気特性測定，③熱制御材
評価，④高機能ヒートパイプ・蓄熱デバイス・機械式ヒ
ートスイッチ特性評価，⑤ポリイミドフォーム断熱シス
テムの開発，⑥熱制御材料の劣化評価，⑦アウトガス評
価の研究課題を申請し採択された． 

 

3. DE 連携 
 

 研究開発本部・熱グループとプロジェクトや熱設計標
準委員会（WG6T, WG17）において連携した． 

 

4. 専門技術インフラ整備 
 

 熱解析ソフト，流体解析ソフトの保守および整備をお
こなった． 

 

 

5. ループヒートパイプの研究 
 

 ①世界的に最高レベルの性能を有する SUS ウィックの
国産製造に成功した．②フローレギュレータを日本で初め
て試作，試験によりその有効性を実証した．③LHP の非
定常数学モデルを構築，スタートアップの非定常シミュレ
ーションに成功した．④セカンダリウィックによるスター
トアップ特性の改善を実験及びシミュレーションで確認
した．⑤マルチエバポレータ・マルチコンデンサシステム
の熱真空試験を実施しシステムの有効性を実証した．⑥可
視化 LHPを試作し，エバポレータ内部流動を解明した． 

 

6. 自励振動ヒートパイプの研究 
 

 ①可視化 OHP を試作・試験し内部流動現象の観察，
条件によって内部流れが「振動流」「循環流」の２パター
ンに分かれることが明らかになった．②非定常数学モデ
ルを構築し，作動流体流れのシミュレーションを試みた．
③非凝縮性ガスの効果を実験的に確認，その感度は小さ
く，かなりの非凝縮性ガスが発生しないと影響が出てこ
ないことを明らかにした．④リザーバによる温度制御の
メカニズムを圧力測定により解明した．⑤逆止弁の効果
（振動流と循環流の熱伝達性能）を定性的に確認した．⑥
大型化の可能性を確認，逆止弁により６ｍ程度までの熱
輸送が可能であることを確認した（反粒子検出器用試作
OHP）．⑦作動流体の選択の仕方のガイドラインを得た． 
 

7. 「熱設計フリー」を可能にする自律熱輸送制御
システムの研究 

 

 搭載機器やその配置，発熱分布や外部熱環境が変わっ
たとしても熱設計検討を必要としない，所謂「熱設計フ
リー」が可能な熱制御システムの実現を目標に研究をお
こなっている．「熱設計フリー」衛星の実証に向けて，搭
載機器の配置や発熱分布を変化させても発熱部分の温度
が自律的に制御されることを示すことを目的として，可
変コンダクタンス自励振動ヒートパイプを衛星を，想定
して CUBE形状の BBMを試作，実証試験をおこなって
きた．今年度は，自励振動ヒートパイプおよび可変コン
ダクタンス自励振動ヒートパイプが無重量環境下におい
ても動作することを確認することを目的として，①航空
機による無重量実験と，②放射線照射試験をおこなった．
十分な放射線耐性が示され，また無重量環境下でも動作
することが確認された． 
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8. 次世代多機能型展開ラジエータの研究 
 

 ミッションの高度化に伴い，従来よりも高度で複雑な
熱管理技術が要求されてきており，電力リソースの厳し
い次世代宇宙ミッションの実現にブレークスルーをもた
らす革新的技術の候補のひとつとして，軽量かつシンプ
ルな構造で大きな放熱変化を生み出せる「多機能型展開
ラジエータ」を提案し，低リソースで高効率な放熱制御
技術を確立することを目指している．様々な要求に応じ
て機能選択可能な構成とすることで，適用範囲の拡大や
開発時間の短縮を目指している．今年度は，ラジエータ
基材を選定し，熱物性を測定，ラジエータの最適設計を
おこなった． 

 

9. 多層断熱材の排気特性に関する研究 
 

 JAXA における「MLI 剥離防止技術標準」の策定活動
において，H-IIA 打ち上げ時のフェアリング内減圧に伴
う MLI の剥離防止のための設計データ取得を行ってい
る．各種 MLIについてフェアリング減圧プロファイルを
模擬した減圧試験と MLI 層間気体の排気特性を取得す
る試験（以下，定常試験）を実施している．宇宙研はこ
の活動に積極的に参加している．特に，MLI層間の排気
特性を取得する試験と MLI 層間圧力の物理現象の解明
と解析モデル化については中心になって試験及び検討を
実施してきた．今年度は，近年需要の高まってきている
「最外層銀蒸着テフロン MLI」に着眼を置いた．最外層
を銀蒸着テフロンとすることで太陽光が直射する場合の
衛星内部への熱流入量を通常の MLI よりも小さくする
ことができ，ASTRO-H など熱設計要求の厳しい科学衛
星で使用予定である． 

 銀蒸着テフロンはポリイミドフィルムに比べてリジッ
ドな上，テフロンの劣化の観点から最外層に空気抜け穴
を設けるのが難しいため，通常の MLIよりも排気特性が
悪く剥離しやすいと考えられる．MLI剥離防止標準等で
もこれまで全く調べられてこなかった最外層銀蒸着テフ
ロン MLIの排気特性について知見を得，今後の科学衛星
の熱設計に活かす．FY23 に製作した最外層銀蒸着テフ
ロン MLI 4枚について，急減圧試験と定常試験を実施し
た．（ただし定常試験は 2枚のみ） 

 

10. 熱制御材特性評価 
 

 塗料やサーマルフィラ，接着剤等の熱制御材はこれま
で宇宙研の衛星で実績のあるものよりも高性能なものが
市販されており，海外の衛星では使用されている．また
衛星によっては，極低アウトガス特性やシロキサンフリ
ー，取り外し・再施工のような，これまで使用してきた
材料では対応できない要求がある．将来の科学衛星にむ
けてこれらのより高性能な熱制御材を検討しておく必要

がある．これらの市販の熱制御材を入手し，施工性，耐
環境性を評価して，今後の衛星開発に資することが目的
である．今年度は，ASTRO-H, MMO, SPRINT-Aなど開
発中のプロジェクトへの熱制御材（粘着材 Y966，黒色塗
料 Z306，接着剤 RTVS691など）の提供・評価・技術支
援を通じてプロジェクト支援を行った．ASTRO-H では
システム TTM 試験中に粘着材 Y9703 で貼付けた 10mil

銀蒸着テフロンが剥離した問題を受けて，その評価をす
るべく Y9703粘着材付きの銀蒸着テフロンを入手し評価
した．SPRINT-Aで ITOコート付き銀蒸着テフロンの表
面電気導通性が失われていた問題を受け，表面導通性の
劣化を評価するために，また ERG の設計に資するため
に，ITOコーティングありの銀蒸着テフロンを入手，面
抵抗計にて導通性を評価した． 

 

11. ロケットフェアリング内衛星構体排気の検討 
 

 ロケット上昇中のフェアリング内減圧に伴う衛星構体
内の空気の排気についての検討を行っている．イプシロ
ンロケットおよび H-IIAロケットについて，衛星構体内
空気および MLI の排気設計で使用するロケット上昇時
のフェアリング内減圧プロファイルの検討をロケット側
と協議，検討している． 

 

12. アウトガス評価 
 

 軌道上で衛星をコンタミネーションによる性能劣化か
ら防ぐために，衛星の開発段階からコンタミネーション
を管理する必要がある．分子状コンタミネーション管理
の際に重要となるのがアウトガスの種類と放出量であ
り，より精確な管理のためにはこれらを材料データから
類推するだけでなく実測することが重要であるが，これ
まで，衛星熱真空試験やベーキングの際にアウトガス量，
種類を測定して分析を行うということは行われてこなか
った．現行開発中の衛星の地上試験の際にアウトガスデ
ータの取得，分析を行い，分子状コンタミネーション管
理や軌道上でのアウトガス予測に反映させると共に，測定
や分析にかかる技術を向上させることで今後の衛星開発
に活かすことを目的とする．今年度は，進行中の科学衛星
プロジェクト ASTRO-H，SPRINT-A の衛星ベーキング
（ASTRO-H），熱真空試験及びその後のチャンバベーキン
グ（SPRINT-A）時に witness plate を用いて分子状コン
タミネーション物質の採取を行い，FT-IR にてその成分
の定性分析を行った．定性分析の結果，シリコーン，エ
ステル，パラフィンが主成分であることが判明した． 

 

13. 高機能ヒートパイプの研究 
 

 海外の衛星では有用な熱制御デバイスとして使用され
ている高機能ヒートパイプを設計・製作し特性を調べる
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ことで，その基礎技術を習得する事が目的である．今年
度は，アンモニアを作動流体とする IberEspacioのΩ型グ
ルーブヒートパイプを用いて，室温から低温環境でヒー
トパイプの傾斜させた実験を行った．熱コンダクタンス
は傾斜の変化に依存しないことが明らかになった．また
室温で水平の場合に凝縮部の温度減少，低温環境（-40℃，
-60℃）で傾斜があり，熱入力が小さい場合に，温度が振
動することが明らかになった． 

 また，可変コンダクタンスヒートパイプ（VCHP）の高
性能化を目指して，作動流体の蒸気・液が分離されている
アーテリ型のヒートパイプを作製した．作製したアーテリ
型のヒートパイプを用いて，通常のヒートパイプ（HP）
と，リザーバを取り付け非凝縮ガスも封入した温度制御性
を有する VCHP を作製し性能の比較を行った．結果，通
常の HP と比べて VCHP では最大熱輸送量の低下がみら
れた．また，今回製作したアーテリ型の VCHPの性能は，
宇宙機に一般的に使用される軸方向矩形グルーブを用い
て作製した VCHPに比べて，2倍以上大きな最大熱輸送
量を得る事ができる事が解った．このように，性能向上に
よって最大熱輸送量が増加すると，より長い凝縮長が必要
になる．本年度の実験により，凝縮部の変化によって受動
的に加熱部（機器取り付け部）の温度制御を行う VCHP

の凝縮部・ラジエータの設計の重要性を確認し，衛星搭載
時の設計に対して基礎的な知見を得る事ができた． 

 

14. GAPS センサ部の熱制御に関する研究 
 

 GAPSは 2015年度以降に南極での気球実験を計画して
おり，宇宙線中の反粒子の高感度探査を通じて未知の宇
宙物理過程を探る事を主目的としている．気球実験にて
搭載機器は希薄気体のある高度 35km の特殊な熱環境に
曝される．また，惑星周回軌道上と異なり重力の影響が
あるため，気球特有の環境に適した冷却システムの構築
が必要である．GAPSの熱設計で問題になるのは，Si（Li）
検出器の内部発熱が低密度で広範囲に分布しているこ
と，観測の要求から約-35℃以下に保つ必要がある点であ
る．冷却システムの構成は，検出器の発熱を低温のラジ
エータパネルまで輸送し，宇宙空間へ輻射放熱すること
を計画している．現在，観測とシステムの要求を満たす
熱輸送デバイスとして有力視しているのは自励振動型ヒ
ートパイプ（OHP）である．GAPS では熱輸送配管を U

字型，2m 級，低温の条件で熱制御デバイスが要求され
る性能を満たさなければならない．しかし，前述の条件
において OHP の動作を確認した経験は無い．そこで，
南極でのフライト（bGAPS）に向けた予備実験である，
大樹町での気球実験（pGAPS）で OHP のフライト実験
を行った．pGAPS に OHP の実験装置を搭載し，フライ
ト試験において U 字型の OHP が動作する事を実験的に
確かめた．地上での管理，フライト時のデータ取得，実
験の運用は順調に行われた．U 字型の OHP は，pGAPS

が曝される温度環境で熱輸送可能な事を確かめる事がで
きた．また，pGAPS-OHP の熱数学モデルを作成し非定
常な熱解析を行い，実験値と良く一致する結果を得る事
ができた．これら，解析結果から気球の熱設計で必要な
基本的な情報を得る事ができた． 

 

15. 放射率可変素子（SRDM）の高機能化に関す
る研究 

 

 宇宙機の熱制御において，ラジエータの機能化を図る
ことは電力の削減・軽量化の立場から重要である．その
ため，高温で放射率が高く，低温で放射率が低くなる自
律的熱制御デバイスの開発を行っている．具体的には，
強磁性材料であるペロブスカイト構造 Mn 酸化物に多層
薄膜を施し，太陽光吸収率が小さく，かつ全半球放射率
の温度依存性の優れた誘電体多層膜付放射率可変素子
（SRDM : Smart Radiation Device with Multilayer film）の
開発を目的としている．この素子は，機械的な要素と電力
を必要としないため，軽量かつ高い信頼性を備える．現在
の SRDM は，室温付近を境に，低温側で 0.36，高温側で
0.78 の放射率変化を有し，太陽光吸収率は 0.22 である．
現在，以下のそれぞれの要素について，開発を行っている． 
①バルク材料の性能向上：現材料（LSMOおよびLSCMO）
以外の候補材料について単結晶を製作し，電気抵抗率
の温度依存性を測定することによって，赤外放射率の
温度依存性を類推し，新しい材料の探索を実施． 

②現材料（LSMOおよび LSCMO）の改質：PLD等を使
って薄膜化した LSMO の格子間隔を制御することに
よって改質を実施． 

③誘電体多層膜による性能向上：遺伝的アルゴリズムを使
用して，太陽光吸収率が小さく，かつ温度による放射率
の変化量が大きくなるような多層膜の設計を実施． 

 

16. MEMSを使った赤外放射可変デバイスの研究 
 

 宇宙機の熱制御において，ラジエータの機能化を図る
ことは電力の削減・軽量化の立場から重要なことである．
そのため，宇宙機の状況（宇宙機の温度，熱環境，ミッ
ションフェーズなど）により赤外放射を自由にコントロ
ールできるような熱制御デバイスの開発を行うことを目
的としている．放射率の制御に電力を使う点が短所であ
るが，軌道上において放射率の変化条件を自由に変更で
きることが長所であり，そのような用途も多い．今年度
は，昨年度に引き続き，MEMSシャッターを使った放射
率可変デバイスを試作した． 

 

17. 多層膜によるフレキシブル熱制御材（COSF）
の研究 

 

 本研究は，ポリイミドフィルムに多層薄膜を施すこと
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により，設計によって太陽光吸収率αS や全半球放射率
εH を自由に選択できるフレキシブル熱制御材 COSF

（Controlled Optical Surface Film）の開発を目指している．
この熱制御材の特徴は，形状がフレキシブルである他，
従来のようなガラスやフィルムの光学特性に制約を受け
ることなく，熱光学特性の設計が可能であること，多層
薄膜に使用する材料を予め紫外線・放射線等に耐性のあ
る材料を選定できること，αSの入射角度依存性が調整で
きること等が挙げられる．また，従来の OSRのように金
属を用いて太陽光を反射させていないため，電波透過性
があることも大きな特徴である．具体的には，誘電体多
層膜を遺伝的アルゴリズムにより設計，膜構成を最適化
し，少ない層数で広帯域（0.25～100μm）の反射率をコ
ントロールしており，そのための設計手法の開発も行っ
ている．COSFの設計目標はαS<0.10，εH>0.80として
いるが，現時点での試作品の性能はαS=0.12，εH=0.78

である．これまでに，誘電体多層膜の境界付近における
光学定数の不確定性について，以下の２つの方法を使っ
た改良を検討している． 

①境界層付近に生成される中間層の光学定数を把握（測
定および推算）し，設計に取り入れる．具体的には，
密度汎関数理論（DFT）を用いて光学特性計算を実施． 

②中間層が生成されないような成膜方法の採用．具体的
には，新対向ターゲット式スパッタ（NFTS）による
多層薄膜の試作検討を開始． 

 

18. ポリイミドフォームを用いた断熱システムに
関する研究 

 

 大気中，真空中における多孔質断熱材料の輻射・伝導
伝熱挙動を実験的，理論的に明らかにし，宇宙機の断熱
設計の革新的な技術の向上を図ることを目的としてい
る．使用する断熱材には，アウトガス，電気絶縁性，耐
熱性，耐紫外線性，耐放射線性等に優れ，かつ軽量化が
図れるポリイミドフォームを使用し，多層構造（輻射に
より熱伝導をカットするために両面アルミ蒸着フィルム
を挿入）にすることにより，従来の MLIより軽く，断熱
性能を高めている．ポリイミドフォームを使った MLI の
特徴としては，急減圧に対する膨らみ防止の他，シーム
レス構造による断熱性能の低下防止などが挙げられる．
これまでに複雑な多孔質断熱材料の輻射・伝導伝熱を理
論的に明らかにするため，SPring8 の X 線ビームライン
を使用し，CTによる構造解析を行うことによって，3次
元熱解析モデルの構築を行い，格子ボルツマン法を用い
た熱伝導率計算コードを作成，先の熱解析モデルを使っ
て熱伝導率の計算を行ってきた．また，格子ボルツマン
法を用いた熱伝導率計算コードを改良するとともに，多
孔質断熱材の熱伝導率を定常法で測定，推算値と比較し 

てきた．今年度は，ポリイミドフォーム MLIを製作し，
その断熱性能を測定した．その結果，従来の MLIと比較
し，軽量で断熱性能が高いことを明らかにした． 

 

19. 宇宙用ハイブリット光・熱エネルギー変換素
子の研究 

 

 本研究は，熱光起電力（Thermophotovoltaic : TPV）と，
熱電発電（Thermoelectric : TE）の一体化を図ったハイ
ブリット光・熱エネルギー変換素子（Hybrid Energy Con-

version Device : HECD）の開発を目的としている．HECD

は，TPVによる光エネルギーから電気エネルギーへの変
換と，TE セルによる熱エネルギーから電気エネルギー
への変換との加算により，エネルギー変換効率を高める
ことを狙っている．TPVに効果的な波長を選択するフィ
ルターの開発，TPVと TEの適切な配置の検討を行い，
試作を行っている． 

 

20. 宇宙用熱制御（熱防御）材料の高温放射特性
に関する研究 

 

 本研究は，真空・高温下における試料表面の垂直分光
放射率，光学定数，膜厚等の時間的変化を同時に測定し，
高温下での試料表面の状態変化および熱光学特性を明ら
かにすることを目的としている．これまで，分離黒体法
による試料表面の垂直分光放射率と偏光解析法による光
学定数・膜厚等の同時測定装置の構築を行い，測定技術
がほぼ確立できた．現在は，表面弾性波を使った非接触
温度測定技術の開発を行っている．昨年度まで，金属お
よびセラミックスの表面をレーザーで加熱することによ
って励起された表面波をピエゾ素子（接触式）で検出，
表面波位相速度の温度依存性を測定した．今年度は，表
面波をレーザー干渉計（非接触式）で検出，表面波位相
速度の温度依存性を測定した． 

 

21. 科学衛星に使用する熱制御材料の劣化評価 
 

 科学衛星に使用および使用予定の様々な熱制御材料に
対し，プロトン，エレクトロン，紫外線，および原子状
酸素の照射試験を行い，熱光学特性の劣化を評価してい
る．大気中では時間の経過とともに劣化の回復が生じる
ため，簡易型太陽光吸収率測定装置を照射試験設備に設
置，照射後，すぐに材料の熱光学特性の測定を行ってい
る．また，劣化の回復現象についても観察している．今
年度は，昨年度に引き続き，熱制御材料の劣化予測につ
いての検討を行った．また，サンプルを大気に戻すこと
なく，真空のまま熱光学特性の測定が可能な装置の開発
を進めた． 
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f. 構造・機構・材料グループ 
佐藤英一 下瀬 滋 河野太郎 小松敬治 松永三郎 峯杉賢治 後藤 健 

石村康生 奥泉信克 竹内伸介 小柳 潤 川合伸明 伊藤文成 

 

1. プロジェクト等への参加 
 

 あかつき，SPRINT-A，MMO，ASTRO-H，はやぶさ２，
ERG，SPICA，大気球実験，観測ロケット，イプシロン
ロケット，再使用観測ロケットの各（プリ）プロジェク
トに，構造担当その他として参加している．また，先進
的固体ロケットシステム実証研究，SLIM，中型ソーラー
電力セイル，火星飛行機，FRV，次世代標準バスの各ワ
ーキンググループの活動に，構造担当その他として参加
している． 

2. 専門技術の維持・向上 
 

 工学委員会戦略的基礎開発研究として，高精度大型宇
宙構造システムの開発研究，宇宙科学プログラム委員会
の元での活動として，準能動的防振サンドイッチパネル
の開発を実施している．また，NIMS-AIST-JAXA３機関
連携として，非破壊信頼性評価の研究を実施している． 

 今後の衛星の微小擾乱試験および先進的低擾乱機器・
構造の開発のために，微小擾乱試験用資機材を整備した． 
 

 

 

g. 電子部品・デバイス・電源グループ 
廣瀬和之 梯 友哉 池田雅彦 大串義雄 高島 健 尾崎正伸 池田博一 小林大輔 

三田 信 齋藤宏文 久木田明夫 豊田裕之 嶋田貴信 高橋 優 田中孝治 

 

1. 電子部品・デバイスに関する活動 
 

1.1 プロジェクト等への参加 
 プロジェクト，プリプロジェクト，ワーキンググルー
プ活動等に参加し，専門性をもってその活動を支援した. 

（1）BepiColombo/MMO（APL/NSPAR審査） 

（2）SPRINT-A（APL/NSPAR審査） 

（3）ASTRO-H（APL/NSPAR審査） 

（4）はやぶさ２（APLの作成，APL/NSPAR審査） 

 

1.2 科学衛星用部品に関するガイドラインの制定 
 JAXA部品プログラムをテーラリングした“科学衛星部
品プログラム”ならびにその背景となる宇宙用部品の信
頼性保証プログラムの解説書「科学衛星部品選定ガイド
ライン」を作成して制定した． 

 

1.3 科学衛星用 PAPDB 利用ガイドラインの作成 
 プロジェクト承認部品データベース（PAPDB）を使用
する場合の，部品の選定・申請・審査・承認から PAPDB

登録に至る利用手順をまとめた「科学衛星 PAPDB 利用
ガイドライン」を作成して制定した． 

 

1.4 科学衛星への民生部品の適用検討 
 宇宙機適用を目的とするカスタム ASIC の開発方法・
評価方法を検討して，「科学衛星用部品の部品プログラム
検討」ならびに「CMOS 技術を使用した ASIC の搭載化
に関する検討」を作成した． 

1.5 部品不具合対策・タスクフォースへの参加 
 HR5000Sタスクフォースでの検討． 

 

1.6 部品に関するWeb 情報を関連プロジェクトへ展開
した． 

 

1.7 JAXA 委員会での審議 
（1）宇宙用部品総合対策推進会議での審議  

（2）宇宙用部品技術委員会での審議 

（3）電子部品分科会での審議 

 

1.8 JAXA 外委員会での活動 
（1）SERVIS 技術委員会ならびに同電子部品分科会で

の審議（USEF） 

（2）最新デバイス委員会での審議（HIREC） 

（3）European Conference on Radiation and its Effects on 

Components and System での発表（1件） 

（4）CMSE: Components for Military and Space Elec-

tronics Conference and Exhibitionへ参加（NASAプ
ログラム，民生部品利用，実装技術，信頼性等の
最新情報の調査．） 

 

2. 電源に関する活動 
 

2.1 プロジェクト等への参加 
 PLANET-C，IKAROS，BepiColombo/MMO，小型科学
衛星，ASTRO-H，ERG，はやぶさ 2，SPICA，エアロキ
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ャプチャ，火星複合探査 MELOS等の各プロジェクト，
プリプロジェクト，ワーキンググループ活動，そして観
測ロケットや大気球実験等に参加し，専門性をもってそ
の活動に協力した．BepiColombo/MMO では，太陽電池
の HIHT試験や高温連続試験，熱衝撃試験を実施し，高
照度高温環境下で耐性を有する設計に指針を与えた． 

 

2.2 SUS ラミネートリチウムイオンニ次電池の開発 
 電池は衛星全体質量の数％を占める重い機器である．
また宇宙用電池のエネルギー密度は，民生品のそれより
も数割小さい値に留まる．これは，打ち上げ時の振動・
衝撃や真空中での充放電に耐える頑丈なケースや電極
が，重量増を招くためである．そこでステンレス箔をケ
ースに用いた軽量なラミネート電池（以下，SUSラミネ
ートリチウムイオン二次電池と表記）を試作し，宇宙機
ヘの適用性評価を進めている． 

 試作した SUSラミネートリチウムイオン二次電池は，
あかつき用電池と同じ内部構成材料を用い，11Ahの小容
量でありながら 129Wh/kg の高いエネルギー密度を達成
した．これを真空中で充放電サイクル試験に供したとこ
ろ，通常の AIラミネートリチウムイオン二次電池は膨張
して使用不能となったのに対し，SUSラミネートリチウ
ムイオン二次電池には変形が見られず，正常に運用する
ことができた． 

 また，軽量の取り付け治具を試作し，あかつきと同等
の環境で振動・衝撃試験を実施した．試験前後で電池の
特性に変化はなく，十分な耐性を持つことを確認した． 

 これにより宇宙用電池の大幅な軽量化を実現し，宇宙
機の軽量化に寄与できる見込みを得た． 

 

2.3 リチウムイオン二次電池の低温特性向上に関する
研究 

 電池の動作温度範囲は通常 0～20℃程度であり，この
ことが衛星の熱設計を大きく制限している．また，惑星
着陸機・表面探査機のように重量リソースのきわめて厳
しいミッションにおいては，バッテリヒータの省略によ
り得られる軽量化と省電力化の効果は大きい．そこで，
現在宇宙機用として主流の蓄電デバイスであるリチウム
イオン二次電池の，低温特性を向上させる研究を進めて
いる． 

 本年度は，あかつき用電池の電解液をベースに改良を
加え，電解液の粘度を低下させることで低温特性の向上
を狙った．その結果，-30℃において室温の 86％の放電
容量を維持することに成功した．これは同条件のあかつ
き用電池に比べて 25％高い値である． 

 さらに，火星飛行機の運用プロファイルを想定し，室
温で充電した後に，ヒートショッカで–60℃までの低温
環境に急速に移行させて放電を開始し，特性を評価した．
その結果，–20℃までは定格容量を維持可能で，–60℃で
は容量は半分程度に低下するものの放電は可能であった． 

2.4 直列接続された蓄電セル用の高信頼性一石式バラ
ンス回路 

 リチウムイオン二次電池や電気二重層キャパシタ
（EDLC）等の蓄電セルを直列に接続して使用する場合，
セル間の電圧ばらつきの発生を防止するために電圧バラ
ンス回路が用いられる．各種の従来方式ではセルの直列
接続数に応じた複数個のスイッチやトランス等を必要と
するため，回路の複雑化ならびに信頼性の低下を招いて
しまう．本研究では一つのスイッチと一つのトランスで
動作可能な新方式のバランス回路を考案し，実験により
その動作特性の検証を行った． 

 あらかじめ初期電圧をばらつかせておいたEDLCなら
びにリチウムイオン二次電池に対して本バランス回路を
用いて実験を行った結果，フィードバック制御を行わず
とも全てのセル電圧を均一化できることが確認された．
各種の従来方式と比較してスイッチ数ならびにトランス
数の大幅削減ならびにフィードバック回路を省略可能な
ため，回路構成を飛躍的に簡素化しつつ信頼性を大幅に
向上させることができる． 

 

2.5 大容量キャパシタの劣化加速試験と寿命予測モデ
ルの確立 

 電気二重層キャパシタ（EDLC）やリチウムイオンキ
ャパシタ（LIC）等の大容量キャパシタは従来の二次電
池と比較してエネルギー密度は低いものの，幅広い温度
領域で優れた寿命特性を有することから将来の超長寿命
を必要とする宇宙機ミッションに有望な蓄電デバイスで
ある．これらの大容量キャパシタの寿命特性を実時間で
評価すると莫大な時間を要するため，何らかの劣化加速
手法ならびに寿命予測モデルの確立が必要不可欠とな
る．本研究では大容量キャパシタの環境温度を変化させ
つつ充放電サイクル試験を実施し，その結果から温度に
よる劣化加速，ならびにその際における寿命予測モデル
の確立を試みた． 

 温度による劣化加速はアレニウスモデルで表すことが
可能であり，劣化加速係数（10℃の温度上昇毎の劣化加
速率）を算出した結果，EDLC では約 1.2，LIC では約
1.7 となった．また，充放電サイクルによる劣化は，充
放電サイクル数の平方根に対して直線近似することが可
能であった．算出した劣化加速係数と直線近似を併用し
た寿命予測モデルを構築し実験結果と比較した結果，両
者の寿命特性は良く一致したことから寿命予測モデルが
妥当であることが示唆された． 

 

2.6 リチウムイオンキャパシタを蓄電源に用いた宇宙
機電源システムの検討 

 宇宙機用蓄電源として現在ではリチウムイオン二次電
池（LIB）が主に用いられている．LIBは放電深度（DoD），
充電電圧，温度等の化学反応をもたらす種々の条件によ
り寿命性能が大きく影響を受けるため，宇宙機の要求寿
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命を満足させるために一般的にこれらの諸条件を厳密に
管理して運用する必要性がある．一方，リチウムイオン
キャパシタ（LIC）は LIB と比較するとエネルギー密度
は低いが，幅広い温度範囲ならびに幅広い DoD におい
て優れた寿命特性を有しているのに加えて定電力（CP）
充電の採用による太陽電池面積の削減が可能という副次
的なメリットも有しており，これらの効果を総合的に考
慮すると宇宙機において LIBの代替蓄電源となる可能性
を秘めている． 

 低軌道宇宙機を例に，蓄電源に LIBならびに LICを用
いた電源システムの質量比較を行った．長期運用を目指
して LIB を 20%程度の浅い DoD で運用する場合と，60

～80%程度のDoDでLICを運用する電源システムとでは
システム質量の観点で同程度になることが示された．シ
ステム質量が同程度であれば，許容温度範囲ならびに安
全性等を考慮すると LICの優位性は高まるものと期待さ
れる． 

 

2.7 惑星探査機用太陽電池の最適設計化検討 
 地球から遠く離れた環境では，地球周回衛星とは異な
る太陽電池セルの設計，評価が必要になる．例えば，内
惑星探査であれば高温・高光強度（HIHT）環境，外惑
星探査であれば低温・低光強度（LILT）環境，また惑星
表面探査であれば AM0 と異なる太陽光スペクトルと極
端な温度環境が存在する．プロジェクトの開発ではミッ
ション要求を満たすことが優先事項となり，通常メカニ
ズムの解明まで行う余裕がない．この様な背景から，惑
星探査機用太陽電池セルが曝される各種環境下において
出力，劣化特性およびそのメカニズムを評価・解析し，
それを基に性能予測手法を確立してパドルの設計最適化
を図ることを目指す． 

 HIHT 環境での接着剤照射試験を行い，紫外光カット
オン波長，温度，太陽光強度が接着剤の透過率低下に与
える影響を評価した．LILT環境下において，薄膜太陽電
池セル（CIGS，IMM3接合薄膜セル）の電気出力の温度
特性および連続照射試験を実施し電気性能の保存率推移
を取得し，ミッション期間全体での性能および劣化量の
評価が可能になり電力設計する上で技術的なツールを提
案した．また，惑星地表面可変スペクトル環境での太陽
電池の検討も行い，火星表面付近での太陽電池の最適設
計化を図るため，3 接合太陽電池セルを用いた場合の理
論変換効率をシミュレーションした． 

 

2.8 次世代小型衛星電源系要素技術実証システムの開
発 

 NESSIE は，主に将来科学衛星や探査機において，今
後利用が予想される，高効率多接合薄膜太陽電池アレイ
シート（SSS:スペースソーラーシート）を機能構造膜化
した薄膜セル応用機能構造パネル（KKM-PNL），リチウ
ムイオンキャパシタ（LIC）及びその充電回路の宇宙実

証を目的とする． 

 KKM-PNL は，現在使用されている太陽電池パドルの
重量に比べ，半分程度の重量へと軽量化が期待出来，様々
なミッションで本技術を用いることによりバス機器の軽
量化が期待されている． 

 LIC はリチウムイオン二次電池等に比べ安全性が非常
に高く，広い動作温度範囲を持つ．また，リチウムイオ
ン二次電池に比べ容量劣化が非常に少ないため，太陽発
電衛星や深宇宙探査機といった長期ミッションヘの適用
が期待出来る．また，キャパシタなので規定電圧に到達
した段階で充電完了するため，定電力充電が可能であり，
充電電力を一定にすることで日照中の必要な電力の平滑
化が可能である． 

 今年度は FMの機械環境試験，電気試験，EMC試験等
の各種試験を行い，SPRINT-A の総合試験に合流し試験
を実施した． 

 

2.9 宇宙用 3接合太陽電池セルの高照度環境下長期劣
化特性評価手法の研究 

 宇宙用太陽電池は高温・高照度環境で劣化することが，
MMO の開発より明らかになっている．しかし，高温・
高照度での劣化を評価することは，11倍集光の MMOで
さえ技術的な困難を伴った．今後来るべき将来ミッショ
ンに備え，高温・高照度での劣化評価方法を確立する必
要がある． 

 MMO 用太陽電池パネルの開発初期段階では，光照射
試験ではなく，簡易に実験を行える順方向通電による試
験も行った．しかし，光照射試験による劣化と順方向通
電試験による劣化の程度は同じにならなかった．劣化の
違いが生じるメカニズムを明らかにすれば，高集光での
太陽電池セルの長期劣化特性を，順方向通電試験によっ
て比較的容易に予測することが可能となる． 

 今年度は，10倍，100倍，1000倍の順方向通電を 2000h

行い，劣化の程度を評価した． 

 

2.10 X 線天文衛星「すざく」太陽電池パドルの軌道上
発生電力解析 

 X線天文衛星「すざく」は，2005年 7月の打ち上げ以
来順調に観測を続けてきた．しかし，2011年中頃以降そ
れまでとは異なる傾きで太陽電池パドルの発生電流が低
下していることが確認された．そこで，「すざく」軌道上
環境における太陽電池パドル発生電力の予測および原因
究明のため，JPL ‘Solar Cell Radiation Handbook’ 記載の
予測手法に従い解析を試みた． 

 解析の結果，2011年中頃以降で見られた軌道上での太
陽電池アレイの劣化量は，本予測手法に基づいて算出さ
れた性能低下に比べて大きいことが示唆された．今回軌
道上で確認された「すざく」太陽電池パドルの発生電力
低下に対する要因として，（1）太陽電池セル温度の上昇，
または（2）太陽フレア等の影響による放射線劣化量の
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増加に起因していることを疑い更なる検討を進めた．前
者については，解析の結果この発生電流低下は打ち上げ
から 6年以上経過後にセル温度が 93 付近まで上昇した
と仮定すると，一方後者では，打ち上げ 6年後から 1年 

間に等価 1 MeV電子換算被曝量 3.0×1014 /cm2程度の放
射線がセルに照射されたと仮定すると，解析結果は軌道
上での発生電流低下と一致することが示された．引き続
きこれらの仮定の妥当性について検討を進めている． 
 

 

h. 通信・データ処理グループ 
坂井智彦 小林雄太 冨木淳史 吉田賢史 戸田知朗 松崎恵一 山田隆弘 高橋忠幸 川﨑繁男 

 

1. は じ め に 
 

 平成 24 年度の通信・データ処理グループ活動につい
て報告する．通信・データ処理グループの活動は，研究
系並びにプロジェクトと密接に関連しているものが多
く，厳密にこれらと区別することは難しいが，研究より
も一歩進んで開発段階に到達している技術，プロジェク
ト横断的な共通技術の２項目を本活動内容と位置づけ報
告を行う． 

 

2. 活 動 内 容 
 

2.1 衛星搭載用高性能 GaN 増幅器の研究開発 
 現在，衛星搭載用の大電力増幅器として，TWTA

（Traveling Wave Tube Amplifier）および，GaAsを用いた
SSPA（Solid State Power Amplifier）が搭載されている．
TWTAは SSPAと比較すると高出力，高効率であるが，
フットプリント，質量が大きく，真空移行時の放電とい
う問題も存在する．SSPAとして TWTAと同等の出力，
効率を実現できれば搭載増幅器の大幅な小型化・低質量
化を実現できる．また，GaN（窒化ガリウム）を使用し
た SSPA は効率 50%以上が可能と考えられ，従来の Si, 

GaAs デバイスの効率と比較して高出力，高効率化が期
待でき，広いバンドギャップ特性から放射線にも強く，
TWTAと比較すると小型，軽量，低消費電力化が期待で
きる． 

 平成 24 年度は，エアロキャプチャ技術実証機への搭
載を目指し，主に X帯の搭載用増幅器の研究開発を進め
た．なお，昨年度まで宇宙機応用工学系の研究グループ
を中心に進めて来た S帯の GaNを用いた SSPAは，内之
浦 34m，20m局の地上局用高出力増幅器として，既に導
入・運用開始済みである． 

①X帯増幅回路試作・評価（インハウス） 

②X帯 SSPAコンポーネント基本設計 

③X帯 SSPAコンポーネント機能試験モデル試作評価 

④X帯 SSPA主要部品環境試験（TID試験） 

 ベアチップを用い，インハウスで試作した増幅回路特
性として，最大電力付加効率（PAE）47.3%，最大出力
42.6dBmを実現した．機能試験モデルとしては，コンポ
ーネント全体の効率として，既存の搭載系 SSPA よりも

5-10%程度の効率の改善が見込めることを確認した．ま
た，放射線試験はトータルドーズ 40krad の試験を実施
し，SSPA 搭載予定の主要部品について，正常な動作を
確認した． 

 平成 25 年度以降は，超小型深宇宙探査機等をターゲ
ットとして，EM の設計・開発に着手し，コンポーネン
トレベルでの評価を実施していく予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 内之浦局用 S帯 1kW GaN 高周波アンプの開発・
導入 

 GaN（窒化ガリウム）半導体による S帯大電力固体増
幅器（1kW SSPA）を内之浦 34ｍアンテナ，20ｍアン
テナ向けに導入し（GaN型の地上局用大電力増幅器とし
ての導入は世界初），昨年度末の科学衛星の試験運用を経
て，実運用に使えるようにした．同 SSPA は地上局運用
に関するこれまでの維持管理のノウハウを取り込み，随
所に工夫を凝らしている．特に高発熱部位の冷却には熱
伝導性の極めて高いシートとヒートパイプを応用し，極
めてコンパクトで静粛性の高い，熱的に非常に安定した
装置に仕上げることがで
きた．低出力モードでは一
部のアンプユニットのみ
を使用し消費電力を下げ
ると共に，電源 ON/OFFの
度に使用するユニットが
サイクリックに切り替わ
るよう工夫し，寿命が延び
るよう工夫を凝らしてあ
る．そのお蔭もあり，導入
後現在に至るまで同 SSPA

は科学衛星のアップリン
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図 1 X 帯 GaN SSPA 機能試験モデル外観，最終段増幅回路特性 

 

図 2 内之浦局に導入された
1kW GaN HPA を用いた SSPA 
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ク運用においてノートラブルであり，高い信頼性を確保
できている．少し遅れて勝浦局用に別メーカーが開発し
た１kW SSPAに比べると大きさもはるかにコンパクト
で静かであり，安定性も高いとの評価を追跡関係者から
もらっている．コンパクト性を活かし，今後さらなる大
出力化を目指していく方針である． 

 

2.3 月・L点ミッション用小型S帯トランスポンダの開発 
 将来の月惑星探査ミッション（38 万 km）やラグラン
ジュポイントでの望遠鏡ミッション（約 150 万 km）に
おいては，受信感度，ビットレート，スイープレートな
どの通信性能や重量・大きさの点から適切な小型 S帯ト
ランスポンダが必要となる．平成 23年度の DE活動によ
り，試作してきた EM 品が完成し RF 特性を評価した．
110×110×90mm3の寸法で重量およそ 1kg，電源部入力
電圧+28V，消費電力 10W 以下のトランスポンダにおい
て，PCM (NRZ-L)-PSK-PM，PCM (Bif-L)-PM，BPSK，
QPSKの各変調モードのスペクトラム，位相雑音，EVM，
BERが仕様を満たすことを確認した．また，放射線試験
も実施し小型衛星に要求される放射線耐性も満足するこ
とを確認した．今後は結果をもとに必要な改修を検討し
ていく． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 衛星/ロケット等の大規模構造体における電磁界解
析手法の確立 

 衛星/ロケット等の大型構造体に対し，アンテナパター
ンの切れ込みのない全方位アンテナシステムについての
取り組みを行っている．近年電磁界解析ソフトの進歩と
ともに大規模構造への対応が可能になり，実測に代わる
方法として電磁界解析を用いた．昨年度 SPRINT-A衛星

のスケールモデルを用い，実測と解析とを比較し妥当性
を確認しており，本年度は ERG 衛星に対して解析を行
った．電磁界解析を用いて障害物との干渉評価を行い，
アンテナを適切な位置に配置し，要求利得を満たすこと
を確認した．ロケットでは，ロケットの直径と側面に取り
付ける素子数との関係，アンテナ切換方式/ハイブリッド
合成方式などの給電方式について評価を実施している． 

 

2.5 汎用データ処理ボードの開発 
 近年組込みシステムの分野では，CPUと FPGAを統合
した次世代チップが，Intel 社，Xilinx 社，Altera 社の大
手 3社から相次いで出ている．CPUと FPGAをワンチッ
プ化することでシンプルでありながら柔軟性を確保する
ことができる．リコンフィギャブルなシステムは少量生
産・特殊 I/F を持つ宇宙航空分野と相性がよい．また部
品点数が少ないため信頼度を評価しやすく，小型の 1枚
基板であるため冗長を組みやすい．今年度 x86系の CPU

と Altera FPGA を統合した Atom E6x5CT デバイスと
Xilinx社の ARM-A9内臓の Zynq 7020を用いた小型デー
タ処理装置を製作した．このような H/Wのフラットホー
ムを用意し，装置間の仕様の違いを吸収することでさま
ざまなミッションに柔軟に対応することができる．来年
度はこの装置をロケット実験や小規模実験に搭載し，組
込みシステムを構築する． 

 

2.6 RVT ロケット内ワイヤレスヘルスモニタリングシ
ステム 

 宇宙応用においては，通信の信頼性が必要不可欠であ
るが，宇宙機内では各種機器や外壁等の金属物体の影響
によりマルチパスが存在する．それゆえ安定した通信を
得るためには MIMO（Multiple Input Multiple Output）通
信が効果的である．宇宙機内には通信や電源のためのケ
ーブルが多数存在する．無線通信や WPT はそれらを取
り除きペイロード問題に貢献する．しかしながら，マル
チパスの強い宇宙機内での無線通信と WPT の同時通信
の調査は行われていない．本研究では 5GHz帯において
ロケット内で MIMO 通信と WPT を同時に行い，MIMO

通信と WPT間の伝送電力と周波数の関係を調査した． 

 再使用ロケットのための実験用機体である RVT 

（Re-usable Vehicle Testing）内に BS（Base Station）の役
割を担うMIMO通信機を設置し，4箇所で測定した．RVT

の外観を図５（a）に示す．また，SP（Sensor Point）と
して 2×2 MIMO通信機を 3箇所設置した．WPTのアン
テナは MIMO 通信機と同じ場所に BS は 4×4 アレーア
ンテナ，SP は単素子パッチアンテナをそれぞれ設置し
た．図５（b）に設置場所を示す． 

 WPTと同時に無線通信を行い，MIMO通信の使用チャ
ネルと WPT の送信電力の関係を調査した．WPT は
5.8GHzで行った．それぞれの BSでの MIMO通信の切れ
る WPT の送信電力を図６に示す．MIMO 通信には

図 3 作製したトランスポンダ（左）仕様を満たす BER-C/N0特性（右） 

 

図 4 ERG 衛星アンテナパターン解析 
（SANT-1,2（左）SANT-3（右）） 
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IEEE802.11a/の 132+136ch（5.65-5.69GHz）と 128+124ch 

（5.61-5.65GHz）の二つのチャンネルを用いた．測定結果
は少なくとも 190MHz以上MIMO通信とWPTの周波数
を離す必要があることを示した．また，124ch（-5.61GHz）
よりチャンネルが低い場合，MIMO通信が切れることは
なかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 SPICA 望遠鏡開口部からの回折による影響を予測
するための電磁界解析 

 予測ツールとして CST Suite（MW Studio）を選定・整
備し，電磁界シミュレータによる PLM, BM モデルの取
り込みや計算量削減のためのメッシュ数や構造の最適化
をおこなった．望遠鏡開口部からの電磁界侵入に対する
初期解析として，X 帯 HGA をクロスダイポールアンテ
ナとして模擬し，衛星構造体を完全導体と仮定してモー
メント法ソルバによる望遠鏡開口部からの電波侵入の解
析を行った． 

 モーメント法ソルバでは吸収境界条件をモデルと接す
外の経路の影響を低減させる構造を追加した PLM 構造
についてシミュレーションをおこなった． 

 バス部ハイゲインアンテナ（HGA）から開口部の侵入
に対する X帯 RF送信信号の減衰量はミラー表面におい
て 31.6～44[dB]となった．シングルナイフエッジ回折を

仮定した手計算では，ミラーの中心部における減衰量（回
折損）J（ν）は約 39.2[dB]であったことから，構造の複
雑化による影響によりシミュレーション値にばらつきが
発生しているが，オーダーとして概ね一致している． 

 放射アンテナ側の PLM 内部のミラー周辺において，
鋭いナイフエッジ回折角で入り込んでできた干渉紋が見
えている．これらについては今後，構造的工夫により多
重回折させることで開口部からの影響を低減させる予定
である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.8 衛星構造体・熱シールドの X帯電磁シールド特性
の測定 

 バス部Ｘ帯アンテナから放射される電磁界に対する衛
星構造体・熱シールドの電磁シールド特性および誘電率
のフリースペース伝送法による測定を開始した． 

 測定したサンプルと電波減衰特性の測定結果は以下の
とおりである．CFRPや MLIは金属材であるアルミ板と
ほぼ同等のシールド特性を持つことが分かった．比較用
として用意した宇宙用のフェライト系平面電波吸収体は
本来，金属板などの導体に貼り付けて使用されるものの
ため，透過による減衰に対して効果が小さい．金属メッ
シュによるシールド特性も 30dB 減衰させる効果がある
ことが分かった． 

 これらの材料のシールド特性を考慮し適切に配置する
ことで，PLMのシールド特性を保つことが可能になる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 

a. This CFRP is high thermal conductivity type, not the 

same material used in SPICA. This measurement is 

only for a reference. 

(a) RVT の全体写真     (b) BS および SP の位置 

図 5 RVT 外観および内部の様子 

図６ 通信切断時のWPTの送信電力 

図 7 Numerical simulation of electromagnetic field strength 
level at the focus area in X-band 

表 1 Shield attenuation of X-band radio waves 
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b. Weaved gold-plated molybdenum wire developed for 

the ASTRO-G radio telescope. 

c. ECCOSORB SF-8 manufactured by E&C. 

 

2.9 搭載データ処理システム 
 通信データ処理グループは，宇宙科学研究所で開発し
ている科学衛星に搭載されるサブシステムの一つである
データ処理系の開発も担当している．データ処理系は，
地上から送られてくるコマンドと衛星が発生するテレメ
トリの処理を行うためのものである．地上から送られて
きたコマンドは，各コマンドに付与されたアドレス情報
に従って，データ処理系が衛星内の搭載機器に配布する．
コマンドには，地上から受信された時に搭載機器に配布
されるもの（リアルタイムコマンド）と，データ処理系
で一旦蓄積し，指定された時刻に搭載機器に配布される
もの（蓄積コマンド）とがある．テレメトリは，データ
処理系が各機器より収集し，ただちに地上に送ったり，
データ蓄積装置（データレコーダ）に一旦蓄積し，地上
からの指示に従って，蓄積されたテレメトリを地上に送
ったりする． 

 平成 24年度は，MMO，SPRINT-A，ASTRO-H，はや
ぶさ２，SPICAの各衛星のデータ処理系の開発に参加し
た．これらの衛星のうち SPICA以外のものについては，
データ処理系の開発はほぼ完了し，衛星システムとして
の組み立ておよび試験のフェーズに入っている．これら
の衛星に関しては，システムとしての作業をデータ処理
系の立場として支援した． 

 上記の衛星で使用されるデータ処理系は，どの衛星で
も「はやぶさ」で採用された新たな方式に基づいている．
すなわち，蓄積コマンドは，タイムラインと呼ばれる絶
対時刻で時刻付けされた単一のシーケンスに基づいて実
行される．また，複数のコマンドを一つのコマンドのよ
うに実行できるマクロコマンドという機能も使用してい
る．テレメトリは，データの種類によってデータレコー
ダの異なる場所（パーティション）に蓄積し，その時点
における各パーティションの重要度に基づいてパーティ
ションの内容を地上に送る順番を制御できるようになっ
ている．「はやぶさ」では，各パーティションの大きさは，
全パーティションをリセットしない限り変更できなかっ
たが，ASTRO-H では，データの蓄積状況に応じてパー
ティションの大きさを動的に変更する機能を追加した． 

 SPICAに関しては，まだ開発フェーズには入っていな
いが，このプロジェクトはヨーロッパとの大型の共同プ
ロジェクトであるために，ヨーロッパ担当機器との間の 

データ処理に関するインタフェースについての調整をヨ
ーロッパ側担当者と行った．具体的には，（1）搭載デー
タ処理機器を相互接続するためのネットワークインタフ
ェースの調整と（2）打ち上げ前に地上で試験を行う時
の試験システムのインタフェースの調整を行った．前者
に関しては，ASTRO-F（あかり）等で採用したインタフ
ェースを基本とする方向で調整を行っった．これは，衛
星のネットワークを高速ネットワークと低速ネットワー
クに分類し，それぞれに適した伝送方式を採用するとい
うものである．後者に関しては，宇宙科学研究所で標準
的に使用しているインタフェースを基本とする方向で調
整を行った． 

 

2.10 宇宙機内データ通信ネットワーク Space-Wire の
研究・開発 

 宇宙科学研究所では，新世代の宇宙機内データ通信ネ
ットワークの世界標準である SpaceWireの研究開発を 10

年にわたって実施してきている．これは，通信インタフ
ェース，さらにはデータ通信に使用する上位プロトコル
を共通化することで，宇宙機プロジェクトごとの独自設
計を極力低減し，インタフェース試験の工数を削減する
とともに，コンポーネント製造メーカー間の相互接続製
を高めたり，共通コンポーネントの再利用性を高めるこ
とが目的である． 

 3年計画で進めてきた「SpaceWireネットワークの高信
頼化」プロジェクトの最終年度の取り組みとして，名古
屋大組み込みシステム研究センター高田広章教授との共
同研究において，宇宙機メーカー等にも参加をつのった
検討会を複数回開催し，SpaceWire ネットワークのリア
ルタイム性を保証する設計ガイドラインを取り纏めた．
本ガイドラインは，大阪大学能町正治教授をリーダーと
して JAXA ワイドに検討が進められている「SpaceWire

オンボードネットワーク設計標準」にも反映される予定
である．また前年度までに開発を進めてきた Space-

Wire-to-GigabitEther やトラフィックジェネレータ等の
SpaceWire 試験装置を ASTRO-H 衛星等で利用し，実際
的な応用を行なった． 

 ESA/ESTEC での SpaceWire 国際標準化委員会にも継
続して参加し，日本での SpaceWire 関連の R&D の状況
を報告するとともに，国内では 6 月に JAXA 内の
SpaceWire関連技術についての勉強会を，また 11月には
第56回宇宙科学技術連合講演会においてSpaceWireオー
ガナイズドセッションを企画・開催し多数の参加者を得
た． 
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