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Ⅲ．プロジェクト・ワーキンググループ 

1. プロジェクト 

a. あけぼのプロジェクト 
所内：松岡彩子（プロジェクトマネージャ） 早川 基 藤本正樹 齋藤義文 篠原 育 阿部琢美 淺村和史  

長谷川洋 横田勝一郎 山﨑 敦 向井利典 

所外：長野 勇 井町智彦 笠原禎也 後藤由貴 八木谷聡（金沢大）湯元清文（九大）山本真行（高知工科大） 

佐川永一（マルチメディア振興センター）菊池雅行 行松 彰 山岸久雄 門倉 昭（極地研）賀谷信幸（神戸
大）細川敬祐（電通大）遠山文雄 白澤秀剛 利根川豊 三宅 亙 田中 真（東海大）寺澤敏夫 長井嗣信  

浅井佳子（東工大）星野真弘（東大）町田 忍 平原聖文 塩川和夫 三好由純 藤井良一（名大）中川朋子（東
北工大）渡部重十 高橋幸弘（北大）飯島雅英（淑徳高校）大家 寛 熊本篤志 笠羽康正 岡野章一  

坂野井健 森岡 昭 加藤雄人（東北大）長妻 努（NICT）岡田敏美 小林 香（富山県立大）青山隆司（福
井工大）中村雅夫（大阪府大） 

 

1. は じ め に 
 

 あけぼのの打ち上げ当初（1989 年）は，「オーロラ粒
子加速機構・オーロラ現象に関連した物理現象の解明」
を主目的としていた．その後の科学コミュニティからの
要請，搭載観測機器の性能維持状況等により，2011年度
以降の観測計画では，主目的を「放射線帯等の内部磁気
圏領域を重点的に観測し，次の太陽活動極大期までのデ
ータの取得を行い，太陽活動変動の全てのフェーズのデ
ータを取ることによって，内部磁気圏現象と太陽活動と
の関連を解明すること」とした． 

 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にはもう
しばらくの時間が必要で，2013年度中頃に達成される見
込みである． 

 

2. 衛星運用及びデータ取得 
 

2.1 衛星の運用 
 あけぼの衛星は，1989 年の打ち上げ以来 24 年にわた
り，順調に科学観測を続けている．電磁場・波動・プラ
ズマ・放射線帯粒子などのデータを取得する 9種の観測
機器を搭載し，オーロラ現象等に関連する地球電離圏・
磁気圏の観測および放射線帯の観測を行っている． 

 あけぼの衛星は現在，主に内之浦宇宙空間観測所の宮
原 11mアンテナを使用して運用・追跡・データ取得を行
っている．日曜を除くほぼ毎日，最大 4パスのデータ取
得を行った．2012年 4月から 2013年 3月までの実績は
総計 751パスであった．（1パスの時間は季節によって変
わり，29分～1時間 10分の間である．） 

 

 

2.2 データ取得 
 前述の内之浦における運用のほかに，スウェーデン宇
宙公社と協力し，オーロラに特に関連した極域における
データを取得する目的で，エスレンジ局でのデータ取得
を行った．2012年 4月から 2013年 3月までの実績は総
計 737パスであった．取得したデータはオンラインで宇
宙科学研究所に送付し，SIRIUS（テレメトリデータのデ
ータベース）に格納した． 

 あけぼの衛星のデータの一部は，サイエンスデータベ
ース（SDB）および DARTS データベースによって国内
外の研究者に提供されている． 

 

3. 科 学 成 果 
 

3.1 長期間の放射線帯変動 
 あけぼの衛星に搭載されている放射線モニター（以下，
RDM）は，1989 年 3 月の観測開始から，24 年間にわた
り連続的にデータを取得している．この 24 年間は，太
陽活動サイクル 11 年間の 2 倍と 2 年に当たる．観測開
始の 1989 年は，ほぼ太陽活動極大期にあたり，次の太
陽活動極大期は，11 年後の 2000 年であった．そのまた
次の太陽活動極大期は，2011年と予想されたが，現在の
太陽の活動サイクルの上昇が遅れ，次の太陽極大期は
2013年度中頃と予想されている． 

 図 1は，1989年の打上げ以降の年平均の太陽黒点数（太
陽の活動度の指標）と，RDM で観測した放射線帯の電
子フラックスを子午面に投影した図を示している．地球
に近く，赤道近傍に位置する高い電子フラックスの内帯
（赤色），そのすぐ外側にある電子フラックスが低いスロ
ット（青色），さらに外側の高緯度領域だけが見えている
電子フラックスが高い外帯（黄色からオレンジ色）に構
造が分かれているのがわかる． 

 太陽活動周期２周期に及ぶ RDM データを用い，放射
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線帯モデルの構築が行われた．あけぼの衛星自身は，放
射線帯外帯は直接磁気赤道付近を観測していないが，放
射線帯電子が磁力線上に等方的に分布しているという仮
定の元に放射線の分布を求め，太陽活動や磁気圏活動と
の関係に着目して放射線帯モデルを作成した． 

 電子放射線帯の分布は，太陽活動とその結果引き起こ
される磁気圏活動と密接な関係がある．従来用いられて
きた AE-8 モデルは，磁気活動の活発なケースと静穏な
ケースのみについて与えられているため，例えば活発な
ケースでトータルドーズを算出すると過大な評価とな
り，また例外的に極めて活発な時期については算出でき
ない等の問題がある．これに対し，あけぼの衛星の RDM

データを用いたモデル構築では，太陽黒点数や Dstや Ap

指数などの地磁気指数の年単位の平均値を変数として，
同期間の電子放射線帯のスロット領域と外帯の年平均値
を求めるモデルを作成し，従来よりも正確な放射線量を
出すことを可能にした．その例を図 2に示す． 

 本研究結果と太陽黒点数や地磁気指数の長期予測の研
究とを組み合わせることで，将来の電子放射線帯の長期
変動が予測可能になると期待される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 極域から流出する電離層イオンの多角的・総合的な
研究 

 あけぼの衛星によるイオン流出現象に関する観測成果
は既に数多く学術雑誌に出版されているが，近年の研究
において，電離圏－磁気圏結合の観点から最も注目すべ

 

図 1 1989 年から 2013 年までの太陽黒点数と，あけぼの衛星で観測された> 2.5 MeV 電子放射線帯のフラックス分布の子午面断面図． 

図 2 地球からの距離(L)に対する，1999 年（下：年平均
Dst=-13.1 nT）と 2000 年（上：年平均 Dst=-19.9 nT）の
2.5MeV 以上の電子のフラックスの実測とモデルとを比較し
たもの．青のプロットはあけぼの衛星で観測された分布を，
モデルを用いて磁気赤道にマップしたもの．赤線は，あけぼ
の衛星の 24 年間のデータを用いて構築したモデルの値． 
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きテーマのひとつとして，イオン流出と地球磁気圏の活
動度との関係の議論に低エネルギーイオン組成計測装置
（SMS）データが用いられた．その他の研究テーマを含む
最近の主な成果は次の通りである． 

1） 流出するイオンがもつエネルギーに応じて到達する
磁気圏領域が異なる事を粒子シミュレーションを用
いて示した．速度が数 km/s のイオンであっても高
度 2-3Reにおいて遠心力加速を受けるため，プラズ
マシートに到達する事が出来る．（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 磁気圏に到達するまでに要する時間は約５±２時間
程度（図４）で，このような時間スケールで磁気嵐
直前にプラズマシートを高い密度状態に出来ること
が観測データと地磁気データをもとに証明された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） あけぼの衛星で観測された低エネルギーイオンと磁
気圏尾部のコールドなイオンの関係を具体的に示し
た． 

4） 電離圏上部からマントル領域を通過して流出する低
エネルギーイオンモデルを検討するための基本デー
タを提供した．（Slapak et al. [Ann. Geophys., 2013]）
でデータが引用） 

 
3.3 出版物 
 2012年度に，あけぼの衛星のデータを使用して書かれ
た論文は，査読論文 12編，紀要・報告書・その他 1編， 
修士論文 2編，卒業論文 3編である．2013年 3月の時点
での，あけぼのプロジェクトによる論文総数を表 1に，
2008年以降の各年の査読論文数の推移を図 5に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

査読論文 298

プロシーディング 59

紀要・報告書・その他 95

博士論文 35

修士論文 118

卒業論文 97

表 1 あけぼのプロジェクトによる総論文数 

図 5 査読論文数 

図 4 O+イオンが高度 7000km から磁気圏に到達するまでの時間
のヒストグラム．2010年 4月 6日の磁気嵐を条件として入力し計算
を行なったもの．(Yau et al., 2012b) 

図 3 高度 7000km，緯度 75°において 2(a), 3(b), 5(c), 10(d), 20(e) eV 
の初期エネルギーをもつ O+イオンの粒子軌道（Yau et al., 2012b） 
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b. GEOTAIL プロジェクト 
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柏木利介（神奈川大）杉山 徹（JAMSTEC）宗像一起（信州大）國分 征 萩野瀧樹 塩川和夫 平原聖文  

関華奈子 家田章正 梅田隆行 三好由純 今田晋介 堀 智昭 宮下幸長（名大）岡田敏美 三宅壮聡  
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近藤光志（愛媛大）高田 拓（高知高専）湯元清文 河野英昭 羽田 亨 松清修一 深沢圭一郎（九大） 

他 GEOTAILプロジェクトチーム 

 

1. はじめに 
 

 磁気圏観測衛星「GEOTAIL」は，1992年 7月 24日に
米国フロリダ州ケープカナベラルからデルタ IIロケット
で打ち上げられた日米共同プロジェクトの衛星である．
その研究目的は，地球磁気圏尾部の構造とダイナミック
スおよび磁気圏の高温プラズマの起源と加熱・加速過程
を明らかにすることである．この目的のために，特有の
軌道計画が実行された．1994 年 11 月までの 2 年余りの
期間は月との二重スウィングバイ技術などを駆使して衛

星軌道の遠地点が常に地球磁気圏の尾部に来るように制
御され，地心距離で 210倍の地球半径までの広範な磁気
圏尾部領域をくまなく探査した.（図 2）1994 年 11 月以
降は，磁気圏サブストームなどの研究のため，衛星軌道
の遠地点距離を 30 倍の地球半径に下げ，現在に至って
いる．なお，衛星軌道の近地点距離は 9-10倍の地球半径
で，この近地球軌道は昼間側の磁気圏境界面や地球前面
の定在衝撃波やその上流域などの観測に適したものにな
っている．近地球軌道に入ってからは，本影持続時間が
3 時間以上にもおよぶ長時間日陰が発生しているが，そ
の対処のための特別な OP を用いて問題なく切り抜けて
いる． 

 搭載観測装置としては日米双方から合計 7個，即ち，
磁場計測装置（MGF），電場計測装置（EFD），2組（日
米各 1 組）のプラズマ計測装置（LEP，CPI），2 組（日
米各 1組）の高エネルギー粒子計測装置（HEP，EPIC）
およびプラズマ波動観測装置（PWI）である．日本側が
主任研究者の観測装置にも部分的に米国 NASAから提供
された要素も含まれているので観測装置の約 1/3 が米国
製，残りの 2/3 が日本製である．さらに，日本製の観測
装置にはヨーロッパ（ドイツ，ESA）提供のものも一部
に含まれている．日本側の観測装置は，宇宙科学研究所
を中心に，東京大学，京都大学，金沢大学，富山県立大
学，名古屋大学，早稲田大学，立教大学，愛媛大学など
の研究者の協力のもとに開発された．衛星運用やデータ
解析には観測装置開発に携わったメンバー以外にも多数
の研究者が参加し，数々の研究成果が得られている．
2012 年中までに出版された「GEOTAIL」関連の原著論
文数は 1058 編以上（外国人の筆頭著者も含む，国際的
な査読付き論文誌に掲載されたもの）である．（図 3） 

 

 

 

図 1 GEOTAIL 衛星による磁気圏尾部の観測 

図 2 GEOTAIL 衛星の軌道 
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2. 衛星の運用状況 
 

 2012 年度末現在で打ち上げ後 20 年 8 ヶ月を経過した
が（当初からの計画に従って），衛星の運用・管制は宇宙
科学研究所が責任をもち，データ受信は日米双方で行っ
ている．米国 JPLの深宇宙ネットワーク（DSN）局で受
信されるデータ（搭載のデータレコーダに記録された時
間連続データ）は NASAゴダード宇宙飛行センターで一
次処理され，Key Parameter Dataは世界中の研究者に公
開されている．また，高時間分解能のプラズマおよび磁
場データは宇宙科学研究所の科学衛星データベース・シ
ステム（DARTS）から一般公開されている．（科学衛星
運用･データ利用センターの項を参照のこと．）また，
IACGにおける協議を軸に，米国の「WIND」衛星，ESA

の「Cluster- II 」などとの ISTP 共同観測も精力的に行
われている．2007 年 2 月に打ち上げられた米国の
「THEMIS」衛星群との共同観測も行っている． 

 搭載観測機器の状態は良好であり（経年劣化により観
測を終了した一部の機器を除き），打上げから 20年以上
にわたって継続して，地球近傍の磁気圏尾部のプラズマ
の直接観測データを取得している．一方，システム機器
については，平成 24年 12月末に搭載データレコーダの
1 機が故障し，回復を試みたが復旧を断念せざるを得な
くなった．この 1機の故障の為に途切れない観測データ
の取得は不可能になったが，もう 1機をフルに運用する
ことで，データカバー率は 80～90%程度を実現し，科学
観測としてのダメージを最小限にできた．（従来，2機の
データレコーダを交互に運用することでカバー率 100%

の時間的に連続したデータを取得していた．） 

 上記，データレコーダ以外の衛星システム状態は良好
であり（データレコーダ故障の処置後も含めて），定常運
用・データ処理を実施している． 

 また，衛星運用の地上系システムは，打ち上げ当初か
ら汎用大型計算機を用いたシステムを継続して利用して
きたが，システム維持のコストや老朽化の観点から，他
の新しい科学衛星と同様に Linux計算機を利用したシス
テムへの移行が望まれていた．平成 24 年度には，大型

計算機からの移行システムの開発・試験を実施し，新し
いシステムでの運用が問題なく行えることが確認でき
た．平成 25 年度中に汎用大型計算機を用いた衛星運用
から Linux計算機による新システムでの運用に切り替え
を行う予定である．これにより，地上系機器の老朽化に
伴うリスクが大幅に低減できる． 

 これまで幾多の成果をあげ，宇宙プラズマ物理学の研
究進展に大きく貢献した事は世界的に高く評価されてい
るが，さらに最近では宇宙天気予報等の観点から
「GEOTAIL」の観測は多衛星による国際共同観測の中で
重要な位置を占め続けている．国際協力による磁気圏多
点観測網の中での責務を果たすため，これまでに引き続
いて 2012 年度には以下の項目について「GEOTAIL」の
運用が行われた． 

 

 ・米国 NASAとの協力関係の下に国内局・米国 JPLの
深宇宙ネットワーク（DSN）局にて衛星運用． 

 ・追跡管制およびデータ取得を行った. 

 ・米国 NASAゴダード宇宙飛行センターとデータ交換
を行い，日米双方で取得したデータを共有している．
現在では日米のデータ交換は SINET の日米回線を
通して行われており，DSN局で受信されたデータは
受信後，平均約 3日以内に宇宙科学研究所の SIRIUS

データベース・システムに登録される. 

 ・日本側の観測機のデータの一部については，日本側
で較正され，主任研究者から公開許可が出た後，宇
宙科学研究所の公開用科学衛星データベース
（DARTS）システムから公開される．公開データセ
ットについては，米国 NASAゴダード宇宙飛行セン
ターに転送し，太陽地球系物理学分野における国際
標準フォーマット（CDF形式）に変換する，データ
交換の流れが進められている． 

 

 上記の衛星運用項目以外にも，先に述べたように，米
国，欧州とともに地球磁気圏の国際共同観測を行なうこ
とによって，着実に科学的な成果を上げ続けている．
2012 年中に国際的な査読付き論文雑誌に掲載された
｢GEOTAIL｣関連論文の数は 31 本であり，打ち上げ後，
20年以上を経た現在も科学的な活動は衰えていない． 

 「GEOTAIL」はこれまで，磁気圏尾部のプラズマシー
ト領域におけるプラズマ加熱や加速過程についてイオン
の運動論的効果の重要性を初めて実証的に示してきた．
また，静電孤立波の発見など宇宙プラズマ中の波動－粒
子相互作用研究の新しい展開のきっかけを作るなど，単
独の観測結果で世界第一級の研究成果をあげているが，
最近では海外の衛星観測と協力して磁気圏多点観測網の
中の重要な一点として磁気圏のグローバル・ダイナミク
スの研究に寄与する側面が増してきている． 

 「GEOTAIL」の科学的研究活動の詳細や成果報告につ
いては，太陽系科学研究系の項などに関連記述があるの

図 3 GEOTAIL 衛星の査読付き国際論文出版数の推移 
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で，そちらを参照されたい． 

 2013-2015年の 3年間は，第 24太陽活動の極大期を迎 

えることが想定され，日本を含む国際的な内部磁気圏観
測計画の実施が開始されることや，NASA MMS 衛星が 

打ち上げられ磁気リコネクションの観測的研究が新たな
局面を迎える．こうした宇宙プラズマ研究をとりまく環
境の変化の中で，GEOTAIL 衛星の観測継続は，引き続
き大きな科学的成果に資するはずである． 

 

 

c. ASTRO-EⅡプロジェクト 
所内：満田和久（プロジェクトマネージャ） 高橋忠幸 堂谷忠靖 石田 学 山崎典子 国分紀秀 尾崎正伸  

前田良知 渡辺 伸 辻本匡弘 竹井 洋 山岡和貴 佐藤悟朗 小高裕和 川原田円 湯浅孝行 佐藤理江 
林多佳由 森 英之 海老沢研 田村隆幸 鮫島寛明 

所外：玉川 徹 勝田 哲 山田真也（理研）田代 信 寺田幸功（埼玉大）久保田あや（芝浦工大）牧島一夫  

中澤知洋 内山秀樹（東大）坪井陽子 飯塚 亮 菅原泰晴（中央大）河合誠之 谷津陽一 森井幹雄（東工大）
大橋隆哉 石崎欣尚 江副祐一郎（首都大）幸村孝由（工学院大）吉田篤正 山岡和貴 馬場 彩（青山学院大）
松下恭子 佐藤浩介（東京理科大）中島基樹（日大）北本俊二 村上弘志（立教大）片岡 淳 中森健之（早大）
村上敏夫 藤本龍一 米徳大輔 星野晶夫（金沢大）宇野伸一郎（日本福祉大）國枝秀世 石橋和紀 古澤文江 
宮澤拓也 田原 譲 杉田聡司 松本浩典 幅良 統（名大）小山勝二 鶴 剛 信川正順 上田佳宏（京大）
山内茂雄 太田直美（奈良女子大）常深 博 林田 清 中島 大 穴吹直久（阪大）深沢泰司 高橋弘充  

大野雅功 水野恒史 田中康之（広島大）粟木久光 寺島雄一（愛媛大）山内 誠 森 浩二（宮崎大）Rob Petre 
Lorella Angelini 向井浩二 濱口健二 Katja Pottschmidt（ゴダード宇宙飛行センター） 

 

1. は じ め に 
 

 「すざく（ASTRO-EⅡ）」は動的な視点から宇宙の構
造形成やブラックホール周辺現象の理解を目指して，平
成 17年 7月 10日に打ち上げられた．打上げ後は，国際
公募観測等による観測を進めている．主観測装置の 1つ
であるＸ線マイクロカロリメーターについては，打ち上
げ約１ヶ月後に寒剤であるヘリウムを失い観測を行うこ
とができなかったが，残された 2つの観測装置は順調に
作動しており，観測を続けている． 

 

2. 主な活動 
 

 平成 24 年度には，第 7 期国際公募観測を実施した．
さらに第 8期国際公募観測の公募と選定，観測に向けた
準備を行った．これまでの米国チャンドラ衛星との共同
観測に加えて，第 6期国際公募観測に開始した米国フェ
ルミ衛星との共同観測提案に基づく観測を実施した．ま
た平成 22 年 2 月より，突発天体観測時間（国際公募観
測とは別枠）を使った宇宙ステーション曝露部ミッショ
ン MAXI との協力を開始し，平成 23 年中には，この枠
組による 2つの突発天体の観測が行われた． 

 平成 21 年度の第４期公募観測から，すざく衛星の特
長を最大限に引き出すようなプロジェクト的な観測を行
う観測枠としてキープロジェクトを開始した．一般の公
募観測に加えてキープロジェクトからの科学成果も創出
されつつある．第 7期公募観測までに実施した，あるい
は実施中のキープロジェクトは以下の通りである. 

 ・銀河中心とバルジ領域のマッピング観測 

 ・マグネターと関連天体の系統的観測 

 ・活動銀河核ブラックホールのスピンと相対論的現象
の系統的観測 

 ・ケプラー超新星残骸の化学組成 

 ・ペルセウス銀河団のビリアル半径までの系統的マッ
ピング観測 

 ・超新星残骸プラズマ進化の新しいシナリオ 

 ・近傍銀河団のビリアル半径までの温度・エントロピ
ー分布の観測 

 ・銀河リッジ放射に含まれる 6.4keV鉄輝線の起源 

 ・最も近傍にある銀河団の成長 

 ・太陽風電荷交換反応の検証 

 

 プロジェクトチームは，国際公募観測の運営，衛星の
運用に加えて，データのパイプライン処理とデータの配
布と公開，観測装置の状態監視と観測装置の動作パラメ
ータの調整，較正観測の立案と軌道上較正データの更新，
データ解析ソフトウエアの更新を引き続き行なってい
る． 

 以下では，平成 24 年度に発表された科学成果の中か
ら,報道でも取り上げられた代表的な成果を紹介する. 

 

3. 主な成果の紹介 
 

3.1 マクニール星雲中に誕生した原始星が X線で輝く
超高温の斑点をあらわにした 

 NASA ゴダード宇宙飛行センターの濱口健二研究員を
中心とする宇宙物理学の国際研究チームは，三機の X線
天文衛星，すざく（宇宙科学研究所），チャンドラ
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（NASA），XMMニュートン（ヨーロッパ宇宙機関）を用
い，形成過程の星の高エネルギー活動の一端を捉えた．
この研究により，激しい磁場活動が大量のガスを高速で
星表面に流し込み，広範な領域を数千万度の超高温に加
熱する事が分かった．加熱された超高温ガスが発する X

線により，この生まれたての星，原始星が高速で回転し
ている事が分かった． 

 オリオン座 M78星雲にある星 V1647 Oriは，2004年の
1 月に爆発的活動現象のピークに到達した．この活動は
激しさを極め，星からの光は周囲の，現在マクニール星
雲として知られるコーン上のダストの固まりを浮かび上
がらせた（図 1）．この星とマクニール星雲は，地球から
1300光年の遠方に位置する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この活動の発見後，V1647 Ori は，生まれたガス雲に
未だ包まれた原始星だと分かった．「赤外線観測による
と，この星は百万年より遥かに若いと思われます」メリ
ーランド州グリーンベルトにある NASA ゴダード 宇宙
飛行センターで研究する宇宙物理学者で，主研究者であ
る濱口健二は述べた． 

 原始星は太陽のような壮年期の星と違い，星の中心部
で水素を核融合燃焼してエネルギーを作り出す能力を持
たない．V1647 Ori がその能力を持つには，後数百万年
待たなくてはならない．それまで，この星は周囲に広が
る星周円盤からガスが落ち込んで作り出される重力エネ
ルギーで光り続ける． 

 原始星 V1647 Ori の質量はおそらく太陽の 8 割程で
あるが，密度が薄いために太陽のほぼ 5倍の大きさに膨
らんでいる．赤外線観測によると，星表面の大部分は摂

氏 3500度程度である． 

 2003年に始まった爆発的活動中，原始星の X線光度は
百倍増加し，X線を放出する高温ガスの温度は摂氏 5000

万度に達した．別の爆発的活動は 2008 年に始まり，現
在も続いている． 

 これらの爆発的活動中に見られる可視光や赤外線での
激しい増光は，原始星本体に流れ込むガスの量の増加に
よって説明されている．X 線強度が可視光や赤外線に連
動して変化した事から，X 線放射もこのガスの流入に関
係があると考えられるようになった． 

 「原始星 V1647 Ori は流れ込むガスと X線強度の関係
の直接的な証拠を示した最初の天体です．」シュトラスブ
ルク天文台にあるフランス国立科学研究センターの宇宙
物理学者で，論文の共著者である Nicolas Grossoは力説
した．この関連性は，以来，爆発的活動を起こした他の
若い星にも見られている． 

 観測された X線が，星ないし星周円盤のどこから如何
に放出されるか突き止めるため，国際研究チームは，す
ざく，チャンドラ，XMM ニュートンという三大 X 線天
文衛星の全観測データを再解析した．その目標は，X 線
を放射する領域と機構の手がかりを与えるパターンを見
つける事にあった． 

 2012年 7月 20日出版の Astrophysical Journalに，この
チームは，11回の観測で得られた X線の時間変動に強い
周期性が見られるという結果を発表した．特筆すべきは，
周期変動からこの星がわずか１日で自転している事が分
かった事である．V1647 Ori は X線観測で自転速度が求
まった最も若い天体の一つとなった． 

 「太陽のほぼ 5倍の大きさでこの速さで自転するとい
う事は，星が自転でバラバラになる一歩手前の状況から，
重力で引き合ってより安定した星になる過程を見ている
のであろう．」ニューヨークにあるロチェスター工科大イ
メージ科学宇宙科学工学科の教授で，論文共著者の Joel 

Kastner 氏はこう述べた． 

 周期的な X線変動は，星表面にある超高温の領域が，
星の回転で出現し隠れるために起こると考えられる．観
測された周期変動を説明するには，二つの明るさの違う
斑点が星の対局に存在しなくてはならない．斑点は太陽
程の大きさのパンケーキ状の領域で，南側のそれが５倍
程明るい． 

 この高温の斑点は，星周円盤から磁場にそって星表面
に落ちてくるガスの流れの根元にあたる．X 線を放射す
るだけの超高温に達するには，流入するガスが秒速二千
キロで星表面にぶつからなくてはならない．その結果と
して，斑点の領域は他の星表面より 13000倍も高温にな
る． 

 「磁場が連続的によじれて再結合し，その結果，流入
するガスが加速されて高速に達するという説が有力で
す．」テネシー州ナッシュビルにあるバンダービルト大学
の天文学教授で，チームメンバーの David Weintraub 氏

図 1 原始星 V1647 Ori は，2004年 1月の爆発的活動のピーク時に
発見された，マクニール星雲と呼ばれるコーン状の輝きの先端に位
置する．Frederick C. Gillett 氏によってハワイにあるジェミナイ天
文台で撮られたこの画像は，マクニール星雲の 2004年 2月 14日の
様子を捉えている（Credit: Gemini Observatory） 
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はこう述べた． 

 星とその周囲に広がる円盤は磁場で繋がっている．星
は星周円盤より速く回転するため，両者に繋がる磁場は
ひねられ，巻き上げられたゴムひものようにねじれあげ
られる．ねじれた磁場はより安定な状態に変位する際，
ためられたエネルギーを一気に放出する．この磁気再結 

合と呼ばれる過程は，太陽の X線フレアでも見られる過
程である． 

 しかし同じ物理過程でも，その現象の継続時間は大き
く違う．太陽フレアのピークはものの数分で終わってし
まうが，V1647 Oriの爆発的現象は数年続く． 

 比較として，記録に残るもっとも強力な太陽フレア， 

2003年 11月 4日の X28フレアを考えてみよう．濱口は，
V1647 Ori の爆発的活動時の X線強度は，この太陽フレ
アの数千倍強いと見積もった．いったいどうやってこれ
だけのエネルギーを生み出すのか？大本のところはまだ
よくわかっていない．研究者は，爆発的活動現象は，星
周円盤外側のガスが徐々に内側に流入し，臨海に達した
後にあるきっかけで始まると考えている．一旦，その現
象が始まると，ガスはひたすら落ち，X 線を放出し続け
る． 

 すざくを始めとするこれら三大 X線衛星のおかげで，
太陽のような星の極めて幼少期の爆発的活動現象をかい
ま見る事ができた． 
 

 

d. ASTRO-F プロジェクト 
所内：村上 浩（プロジェクトマネージャ～平成 24年 9月） 山村一誠（プロジェクトマネージャ平成 24年 9月～） 

中川貴雄 松原英雄 紀伊恒男 片 宏一 川田光伸 松浦周二 和田武彦 塩谷圭吾 奥田治之 松本敏雄 
尾中 敬 金田英宏 芝井 広 橋本樹明 川勝康弘 坂井真一郎 高木俊暢 臼井文彦 古賀達也  

鈴木仁研 江草芙実 巻内慎一郎 津村耕司 瀧田 怜 空華智子 白旗麻衣 大井 渚 槇坪宏展  

新井俊明 長勢晃一 村田一心 鳥羽儀樹 山下拓時 神谷修平 櫨香奈恵 中禮沙也加 横田英博  

矢野健一 川田智之 

所外：岡本美子（茨城大）花見仁史（岩手大）松尾 宏（国立天文台）高橋英則 土井靖生（東大）河村晶子  

有本信雄（国立天文台）田邊俊彦（東大）平尾孝憲（科学技術振興機構）大薮進喜 石原大助 安田晃子  

竹内 努（名大）伊藤洋一 相川祐理（神戸大）本田充彦（神奈川大）今西昌俊 泉浦秀行 神鳥 亮（国立天
文台）川良公明（東大）児玉忠恭（国立天文台）大西利和（大阪府立大）関口朋彦（北海道教育大）砂田和良（東
大）日比康詞 田村元秀 長谷川哲夫（国立天文台）谷口義明（愛媛大）左近 樹（東大）後藤友嗣（Dark Cosmology 

Centre・大阪大）深川美里（大阪大）三戸洋之（東大）黒田大介（国立天文台）茅原弘毅（大阪大）大坪貴文  

板 由房（東北大）山内千里 小麥真也（国立天文台）松永典之 上塚貴史 福士比奈子（東大）藤原英明  

小谷隆行（国立天文台）稲見華恵（NOAO） 

 

1. は じ め に 

 平成 18年 2月に打上げられた「あかり（ASTRO-F）」
は，液体ヘリウムと機械式冷凍機により極低温に冷却さ
れた有効径 68.5cm の反射望遠鏡を搭載し，赤外線によ
る全天サーベイ（連続的な天球スキャン）や指向観測（望
遠鏡を特定天域に固定しての詳細観測）を行って，銀河・
星・惑星系の誕生と進化を探る日本初の赤外線天文衛星
である．望遠鏡は鏡材に炭化ケイ素を用いた軽量望遠鏡
であり，またその焦点部には，近・中間赤外線カメラ
（IRC）と遠赤外線サーベイヤー（FIS）の 2 台の観測装
置が搭載され，波長 2μm から 180μm に至る赤外線のほ
ぼ全域での観測を可能にしている．望遠鏡と赤外線検出
器を冷却する高効率の冷却システムは，過去の赤外線衛
星に比較して数分の 1から 10分の 1の 170ℓの液体ヘリ
ウムで，1 年 4 ヶ月の観測期間を実現した．また液体ヘ
リウム全量を消費した後も，機械式冷凍機のみによる近
赤外線指向観測を可能にした． 

 「あかり」は全天サーベイや数多くの指向観測に成功

して膨大なデータと多くの成果をもたらし，平成 23 年
11月に運用を終えた．以下では，データ処理・解析を中
心とした平成 24 年度の活動と主な天文学的成果につい
て述べる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 赤外線天文衛星「あかり」の概要 
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2. 衛星運用 
 

2.1 平成 22 年度までの運用経緯  
 「あかり」は平成 18 年 2 月 22 日午前 6 時 28 分に，
M-Vロケット 8号機により内之浦宇宙空間観測所より打
上げられ，その後以下のような軌道上運用を行ってきた． 
・打上げ直後に，2 台の太陽センサが太陽を捉えられな
い等，衛星太陽指向面の複数の機器に異常が発生した
が，地上からの指令により 3軸姿勢を確立して電力を
確保，太陽同期極軌道への投入に成功した．また，太
陽センサなしで姿勢制御を行うよう搭載ソフトウェア
を改修し，以後の運用に成功． 

・平成 18年 4月 13日に望遠鏡の蓋を開け，4月 16日よ
り試験観測，5月 8日より本観測を開始． 

・平成 19年 8月 26日に液体ヘリウム全量を消費するま
でに，全天サーベイと 5,000回以上の指向観測に成功．
液体ヘリウムの保持期間は設計通りの 550日を達成し
た．直後に 2台の冷凍機のうち 1台に異常が発生し，
運転を停止． 

・軌道の修正，再度の試験観測等の後，平成 20年 6月 1

日より残る 1台の冷凍機を用いた近赤外線のみの観測
を開始した． 

・12,000回を超える指向観測に成功したが，平成 22年 2

月 14 日に残る 1 台の冷凍機にも異常が発生して低電
力での運転を強いられ，また冷凍効率も低下したため
赤外線観測データの品質が劣化した．このため 5月よ
り観測を中断し，平成 22 年度は冷凍機の効率復帰の
ための運用を行った． 

 

2.2 「あかり」終了運用 
 平成 22 年度の運用の結果，冷凍効率は改善されたも
のの観測装置が要求する温度までの冷却に至らなかっ
た．平成 23 年 5 月には，衛星電源に異常が発生し，バ
ッテリ充電ができなくなったため，日陰中に衛星電源が
オフとなった．これにより衛星の 3軸姿勢制御・温度制
御が失われ，推進系燃料の凍結に至った．これを受けて
平成 23 年 6 月に観測運用の終了を決定した．電源の異
常は，バッテリの地絡によるものと推定される． 

 平成 23 年 8 月より「あかり」の軌道は日陰が発生し
ない条件となったため，唯一使用可能な姿勢アクチュエ
ータであった磁気トルカを用いて，太陽指向軸回りのス
ピン安定により定常的に電力が得られる姿勢確保を試み
た．9 月末にはこれに成功し，3 軸姿勢制御の復帰にも
成功した． 

 10月には温度制御を復活させ，推進系燃料の解凍も無
事に行うことができた．スペースデブリ防止のため役割
を終えた衛星は 25 年以内に有用軌道から排除する，と
の国際的申し合わせを実行するため，11 月 10，14，17

日に推進系を用いて軌道変更を行い，近地点高度を約
450kmに低下させることに成功，平成 23年 11月 24日，

送信機を停止して「あかり」は全ての軌道運用を終えた．
「あかり」は打上げ前に設定した成功基準のみならず，デ
ブリ防止運用までを達成したこととなった． 

 

3. プロジェクト終了審査と今後の体制 
 

3.1 ASTRO-F プロジェクト終了審査 
 「あかり」衛星の停波に伴い，ASTRO-Fプロジェクト
の終了に向けて審査を行った．平成 23 年 6 月に行われ
た第 31回理学委員会で，「あかり」終了審査委員会の設
置が決まり，プロジェクトから提出した資料に基づき，
主に理学的成果の観点から審査を行った．審査において
は，「あかり」がフルサクセス（1年以上の運用を行い，
遠赤外線全天サーベイ，指向観測での多波長の撮像およ
び分光観測）のみならずエキストラサクセス（機械式冷
凍機による近赤外線観測，中間赤外線による全天サーベ
イ，遠赤外線分光観測）までも達成したと評価された．
一方，取得したデータについて，プロジェクト終了後も
処理・解析・アーカイブ活動を継続し，科学コミュニテ
ィを含む社会に還元する必要性が強調された．審査結果
は，平成 24年 6月の第 36回宇宙理学委員会に報告され，
承認された． 

 これに引き続いて，宇宙科学研究所による終了審査が
行われた．本審査では，宇宙理学委員会における評価を
踏まえ，経営的な観点に重点を置いた審査を行った．ま
た，平行してプロジェクト終了後にデータアーカイブ活
動を行う体制について，プロジェクトから提案された計
画についても審査を行った（次節）．審査委員会は平成
24年 12月に行われ，ASTRO-Fプロジェクトがエクスト
ラサクセスまで達成したこと，投入した経営資源（資金・
人員），実施体制，スケジュールについてそれぞれ妥当で
あることが評価された．また，開発中および軌道上で発
生した事象について，今後のミッションへの参考のため
文書化された資料としてまとめることが課題とされた． 

 

3.2 あかりデータプロダクト作成計画 
 「あかり」の取得した膨大なデータのうち，既に天文
学的成果として発表されたものはごく一部である．その
理由として，データ処理に専用ソフトウェア，専門的な
知識と経験が必要なため，他波長との比較や新しい研究
アイデアをすぐに試せないことなどがある．そこで，「あ
かり」でしか得られない貴重な情報を，理論家を含む一
般の天文学者に広く簡単に利用してもらうために，デー
タ処理に習熟したチームにより Science Ready データ
を作成し，アーカイブを行う事でデータの利用を促進す
ることが望まれる．宇宙理学委員会による終了審査にお
いても，この点が強く推奨された． 

 「あかり」プロジェクトでは，プロジェクト終了後 5

年計画で，「あかり」の取得したデータの処理・アーカイ
ブを進める計画を作成し，宇宙科学研究所による終了審
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査と合わせて評価が行われた．宇宙理学委員会の終了審
査において提示された，今後作成するプロダクトとその
優先順位のリストに基づき，（1）全天サーベイにおいて
は，遠赤外線カタログの改良，遠赤外線，中間赤外線の
双方で微光天体カタログの作成，並びに全天イメージマ
ップの作成，（2）指向観測データについては，技術的に
可能な範囲ですべてのデータの統一的な処理を行い，そ
の結果をアーカイブする，ことを目標とした体制と実行
計画が承認された． 

 本事業は科学衛星運用・データ利用センター（C-SODA）
の下に，「あかりデータ処理・解析チーム」を設置し，大
学研究者と協力して実施することになっている． 

 

4. 平成 24 年度の主な天文学的成果 
 

4.1 赤外線天体カタログと成果発表 
 「あかり」全天サーベイデータに基づく赤外線天体カ
タログ初版が，平成 22年 3月 30日に世界の研究者に公
開された．このカタログは，天体の波長 9, 18μmの明る
さのデータを集めた中間赤外線カタログと，波長 65, 90, 

140, 160μmのデータによる遠赤外線カタログからなり，
それぞれ 87万個，43万個の天体を含んでいる．「あかり」
カタログは天文学で重要なカタログとなっており，科学
衛星運用・データ利用センターに置かれたデータベース
には，平成 24 年度（平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月）
には約 48万 5千回のアクセスが寄せられた． 

 また平成 24 年度には 173 編の「あかり」データを使
った査読付き論文が出版された．このうち 90 編が全天
カタログを用いた研究発表である．論文数は前年に対し
て 1.5 倍に増えている．特に全天カタログを使った論文
の出版数が急激に増加しており，カタログが天文学研究
の基礎資料として認められ，広く研究に使われているこ
とを示している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 大マゼラン雲天体カタログ 
 「あかり」は全天サーベイに加えて，南北黄極付近の
指向観測による重点的なサーベイ観測を行った．そのう
ち大マゼラン雲サーベイは，近・中間赤外線カメラ IRC 

により，5波長（3, 7, 11, 15, 24μm）での撮像観測と近赤
外線（2～5μm）の分光観測を約 10 平方度の領域に対し
て行った．この大マゼラン雲サーベイプロジェクトの集
大成とも言うべき，大マゼラン雲の赤外線天体カタログ
とスペクトルカタログが，平成 24 年度に世界中の研究
者に公開された． 

 カタログは二種類あり，赤外線点源天体カタログは上
記 5 波長で観測されたデータから 660,286 天体の位置と
明るさを測定してまとめたもので，平成 24年 11月に公
開された．天体数は Spitzer宇宙望遠鏡の観測から得られ
たカタログに匹敵するもので，特に Spitzerの観測しない 

11, 15μmの情報を提供するため，星周囲の暖かいダスト
の詳細な研究を可能にする重要なデータを提供してい
る． 

 また，そのうち 1,757 天体についてのスペクトルカタ
ログが平成 25年 1月に公開された．2～5μmには，水，
一酸化炭素，二酸化炭素などの分子ガスあるいは固体微
粒子，また PAH（Poly-Aromatic Hydrocarbon）などの微
小ダストの放射/吸収バンドが存在するため，年老いた星
や生まれたての星の分類やそれらの進化についての研究
を推進することが期待される．すでにこのカタログを元
にした詳細な研究により，生まれたての星の周りに存在
する氷の性質が我々の銀河系とは異なることが明らかに
なってきた．氷は惑星の原材料の一部であり，惑星が生
成する上で重要な役割を果たしていると考えられる．マ
ゼラン雲天体についてこの波長域のスペクトルカタログ
が公開されるのは初めてのことである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 北黄極天体カタログ  
 北黄極領域のサーベイ観測は，近・中間赤外線カメラ 

IRC を用いて，2, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 24μmの 9波長で行
われた．観測領域は特に観測を重ねた中心部分の Deep

領域と，その周辺の相対的に観測時間が浅い Wide 領域図 2 「あかり」査読付き論文の出版数の推移 

図 3 「あかり」大マゼラン雲サーベイ領域（左）と天体スペク
トルの例（右） 
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に分けられる．それぞれについて，天体カタログの作成
が行われ，第一版が平成 25年 3月に一般に公開された．
これらのカタログに含まれる天体の多くは遠方の銀河で
あり，「あかり」の連続した波長バンドによる観測によっ
て，これらの天体の赤外線光度が精密に測定できるため，
過去数 10 億年に遡って星形成率の進化を推定すること
が可能になった．本カタログについては，既に改訂版（第
二版）の作成が進行中であり，平成 25 年度中の公開を
目指している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 石英質のちりを持つ星の発見 
 「あかり」全天カタログから，太陽に似た質量を持つ
主系列星 HD 15407A が，非常に強い赤外線を放つこと
を発見し，この星を Spitzer 宇宙望遠鏡で追観測したと
ころ，石英質の塵が周囲に豊富に存在することが分かっ
た．この塵は，恒星の周囲で惑星が形成される過程で，
惑星の材料となる「微惑星」が非常に活発に衝突するこ
とで放出された可能性があり，今後，太陽系外惑星の形
成過程やその材料物質についてのさらなる解明の手がか
りになると期待される． 

 

4.5 褐色矮星 
 「あかり」は，質量が小さくて水素の核融合反応を起 

こせず，恒星と巨大ガス惑星の中間に位置する褐色矮星
の分光観測を行い，27天体のスペクトルを取得した．こ
れは褐色矮星大気研究にとって最重要のデータセットで
ある．「あかり」が取得したスペクトルから，褐色矮星大
気中の二酸化炭素（CO2）の存在が世界で初めて確認さ
れたが，その定量的な解析を行い，二酸化炭素の存在量
が炭素・酸素の存在量に大きく依存することを報告した．
これは，褐色矮星の元素組成が天体ごとに違う可能性を
示唆しており，その進化の議論に大きなインパクトを与
える．さらに，褐色矮星大気モデルと観測の比較から，
16天体についてその半径を推定した．得られた半径は，
有効温度と対応しており，（1）有効温度の比較的高い天
体については年齢への依存（進化が進むと温度が下がり
小さくなる），（2）有効温度の低い天体については質量
への依存（クーロン力と電子縮退の釣り合いにより重い
ほど小さくなる）の両者の傾向の重合として解釈される．
このような傾向を観測的に明らかにしたのは世界初のこ
とである．一方，中程度の有効温度を持つ天体の半径の
推測値は，褐色矮星の進化理論の予測値よりも小さく，
今後の理論・観測両面からの研究に課題を提議した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図 4 「あかり」北黄極サーベイの観測領域画像．
写っている天体の多くは遠方の銀河である． 

図 5 「あかり」の観測とモデルから推測した 16 の褐色矮星の
半径と，進化モデルの推測値（赤・緑・青の実線）との比較 
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e. SOLAR-B プロジェクト 
所内：坂尾太郎（プロジェクトマネージャ） 清水敏文 松崎恵一 渡邉恭子 西塚直人 成影典之 一本 潔  

山田隆弘 山本善一 田島道夫 橋本樹明 石井信明 峯杉賢治 廣瀬和之 坂井真一郎 澤井秀次郎  

戸田知朗 加藤隆二 大西 晃 太刀川純孝 豊田裕之 坂東信尚 竹内 央 廣川英治 志田真樹  

中塚潤一 斎藤 宏 長江朋子 餅原義孝 周東晃四郎 井上浩三郎 大串義雄 清水幸夫 

所外：常田佐久 渡邊鉄哉 末松芳法 原 弘久 関井 隆 鹿野良平 勝川行雄 久保雅仁 石川遼子 加藤成晃  

坂東貴政 石川真之介（国立天文台）永田伸一 磯部洋明 浅井 歩（京大）草野完也 今田晋亮（名大）， 

他｢ひので｣チーム 

 

1. 「ひので」の概要 
 

 ｢SOLAR-B｣は，可視光を用いた太陽表面磁場の精密測
定とX線及び極紫外線によるコロナの撮像および分光プ
ラズマ診断観測を通じて，太陽の表面からコロナにわた
る磁気的活動や加熱の全貌をとらえ，宇宙プラズマの素
過程や太陽地球間宇宙環境に影響を与える磁気的活動の
源を調べることを目的として開発された．可視光望遠鏡
は日米共同開発の口径 50cm のグレゴリアン望遠鏡とそ
の焦点面観測装置であり，回折限界分解能 0.2 秒角で太
陽表面の磁場ベクトルを精密測定する性能を誇る．X 線
望遠鏡，極紫外線撮像分光装置もそれぞれ日米，日英米
の国際共同開発で，｢ようこう｣や SOHO衛星に搭載され
た同種観測装置を大幅に上回る性能を誇る．｢SOLAR-B｣
は，2006 年 9 月 23 日 6 時 36 分（日本標準時）に M-V

ロケット 7号機により打上げられ，初期投入軌道に予定
どおり投入され，｢ひので｣と命名された．衛星はロケッ
トから分離後，打上げからおよそ 17 分後に太陽捕捉を
完了，その後太陽電池パドル展開･太陽再捕捉完了した．
その後計 4回の軌道マヌーバを実施し，最終的に，高度
約 680km，傾斜角 98.1° の太陽同期極軌道に投入された．
姿勢制御系の機能･性能確認の後，3つの望遠鏡の電源投
入およびドア開けを行い，同年 10 月下旬より試験観測
を開始した．試験観測からすべての望遠鏡が非常に高い
解像度など所定の性能を有していることが確認され，現
在までに様々な新しい科学研究を発展できる優れた太陽
画像データが得られている．2007年年末より X帯での科
学データダウンリンクが不安定となる事象が発生し，
2008年 2月より S帯でのデータダウンリンクへの移行作
業に着手した．2008年度･2009年度と継続して，望遠鏡
側で観測の効率化を図り，発生するデータ量を可能な限
り抑えた上で，S 帯ダウンリンク受信（S 帯地上受信局
の効率的な確保や JAXA 地上局の増強伝送回線の保持を
含む）を行なっており，世界の太陽コミュニティーに対
する観測提案の受付･実施に基づく，高い科学的価値をも
つ観測･データ取得を引き続き行なっている．2010 年度
には宇宙理学委員会によるミッション延長審査を受け，
2011-2013年度の運用延長を認めていただいている． 

 

2. 搭載機器の状況等 
 

 ｢ひので」に搭載されている 3 台の観測機器の運用状
況のうち，宇宙科学研究所を中心に行われている活動を
以下に記す．なお，｢ひので」による今年度の科学成果に
ついては，太陽系科学研究系の要覧としてまとめてある
ので，そちらを参照されたい． 

 

2.1 ｢ひので｣搭載可視光磁場望遠鏡（SOT）の軌道上
運用 

 国立天文台およびロッキードマーチン太陽天体物理学
研究所（LMSAL）と協力して，｢ひので｣に搭載された可
視光磁場望遠鏡（SOT）による観測運用を継続している．
この望遠鏡は，解像度 0.2-0.3秒角で太陽表面の磁場を精
度高く測定する能力などを持つ世界に唯一の軌道上可視
光望遠鏡であり，世界や国内の研究者や大学院生から
様々な観測提案が多数寄せられている．観測運用は日米
SOTチームより半々の割合で運用を担当し，日本の担当
週では，上記の研究者の他，国立天文台，京都大学，東
京大学などからの研究者や大学院生も参加して観測運用
を実施している．毎週国際電話会議を通じて日米チーム
として観測対象の協議や望遠鏡の健全性の議論を行い，
SOTが長く観測可能なように努めている． 

 

2.2 ｢ひので｣搭載 X線望遠鏡の開発と運用 
 国立天文台および米国スミソニアン天文台（SAO）と
協力して，｢ひので｣に搭載する X線望遠鏡（XRT）の開
発･製作を実施し，観測運用を継続している．この望遠鏡
は，｢ようこう｣に搭載された軟 X線望遠鏡と比べて，太
陽コロナ中の 100万度程度の低温プラズマにも感度を持
つこと，2 倍以上の高空間分解能化（1 秒角）を図って
いること，などの特徴を持っており，米国側が望遠鏡部
および全体組み上げを，日本側は焦点面 CCD カメラの
開発を担当した．観測運用にあたっては日米 XRT チー
ムより半々の割合で運用を担当し，週例の国際電話会議
を通じて観測対象の協議，望遠鏡の健全性の議論，およ
び観測担当者間の確実な引き継ぎを図っている．また，
活発化してきた太陽活動を十全に観測するための観測計
画内容を，日米合同で協議･策定し，観測運用に反映させ
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ている． 

 

2.3 ｢ひので｣搭載X線望遠鏡CCDカメラのコンタミネ
ーション評価 

 ｢ひので｣X線望遠鏡（XRT）の焦点面 CCDカメラ上に，
コンタミネーション物質の堆積が確認され，また，コン
タミ物質を十分堆積させた後に実施した CCD ベーキン
グにより，CCD上にスポット状のコンタミ物質残留が認
められた．このコンタミ事象に対し，X線･可視光撮像デ
ータを用いた堆積物質の特定（フタル酸ジエチルヘキシ
ル（DEHP）または類似の成分）や，CCD周辺部のコン
タミネーションモデルを作成してのコンタミ物質の到来
方向の同定（CCD前方の鏡筒方向より到来）を行なった．
なお，ベーキングにより CCD 感度は回復する．可視光
チャンネル（G バンド）の太陽像の輝度変化から CCD

上へのコンタミ物質の堆積量を精度よく見積もることが
でき，これと実際の太陽観測データとの比較から，CCD

前方の焦点面金属フィルターにも一定量のコンタミ物質
が付着している可能性の高いことが判明した．これらの
コンタミネーションの XRT 感度に与える影響をモデル
化し，解析ソフトウェアへの組み込みが行なわれた．こ
のソフトウェアは，世界の太陽コミュニティーへリリー
スされているとともに，コンタミ物質の堆積状況データ
ベースの維持・改訂に努めている． 

 

2.4 ｢ひので｣搭載X線望遠鏡CCDカメラの軌道上性能
検証 

 ｢ひので｣X線望遠鏡の焦点面 CCDカメラは，（1）長波
長の軟 X線（XUV光）にまで感度を持たせるために裏面
照射型 CCD を採用，（2）放射冷却により軌道上で CCD

を約-80℃まで冷却可能，かつ CCD のベーキング機能を
持つ，（3）斜入射 X線光学系の結像特性を活かす焦点調
節機構（CCD可動機構），などの特長を持つ．この CCD

カメラは国立天文台との密接な協力のもとに開発･製作
を行なった．2006 年の衛星打上げ後，本 CCD カメラの
軌道上での諸性能の評価を継続している．CCDカメラは
今日にいたるまで，引き続き設計値を上回る良好な CCD

冷却性能･温度安定性能をはじめ，所期の性能を示してい
る． 

 

2.5 ｢ひので｣搭載極端紫外線撮像分光装置（EIS） 
 ｢ひので｣搭載の極端紫外線撮像分光装置（EIS）もま
た，打ち上げからこれまで順調に観測が継続されており，
取得された遷移層･コロナからの極端紫外線スペクトル
や極端紫外線像から数多くの成果が得られている．観測
波長域の未同定輝線の同定という分光学的なものから，
MHD 進行波の検出，太陽極領域ジェット磁気構造の特
定のほか，活動領域端に発見されたアウトフロー領域の
磁気構造や活動領域コロナループの足元に発見された高
速フローなどについて理解が進んだ．また，巨大フレア

の発生前には，その前兆現象として半日以上前からコロ
ナ中の速度場が大きく乱れることが分かった．非熱的加
速電子が現れる太陽フレアの初期フェーズには，先端の
尖ったフレアループの上部に，孤立した Fe XXIVといっ
た高階電離イオンからの放射領域が現れ，そのイオンの
運動速度がこの領域の電子温度をはるかに越えた 4千万
度相当の運動をしていることが明らかになっている．こ
れらの新たな観測結果をもとに，太陽コロナの加熱機構
や太陽フレア発生機構について研究を進めている． 

 

3. 観測運用 
 

3.1 ｢ひので｣データ伝送･コマンド計画･データ処理･解
析システムの運営 

 ｢ひので｣の科学運用からデータ解析に用いられる計算
機システムは，その科学的成果を産み出す基盤となるも
のである．これまでに，構成や問題や変更を系統的に管
理する手法の整備を行い，平成 21 年度より，問題が発
生した際に，一次切り分けをする手段を確立することで，
オペレータ一名のみの常駐による運営体制を確立･継続
している． 

 

3.2 太陽活動期における太陽フレア観測プランの策定 
 ｢ひので｣はX帯ダウンリンク問題により取得データ量
が減少したが，現在では，受信局の増加や観測の工夫に
より有意義な観測が行われている．太陽活動は「ひので」
の打ち上げ以降続いた長い低調期を脱して活発になって
きており，限られた衛星テレメトリ資産条件のもとで，
科学的に有効な活動領域やフレアなどダイナミックスに
富んだ対象を重点的に観測することを目指している．こ
のためには，活動領域･フレアに対する汎用性の高い観測
プランを立案し，できるだけ多様な研究活動に提供する
必要がある．｢ひので｣の中でも取得データの大部分
（70%）を占めるのが可視光磁場望遠鏡（SOT）であるた
め，SOTの活動領域･フレア観測計画は特に重要である．
SOT では定期的にベクトル磁場のデータを取得するプ
ログラムを軸に，できる限り可視光のイメージも取得し，
フレアや活動領域による磁場とその上空のプラズマの変
化を詳細に観測している．その他の観測機器（XRT･EIS）
についても，具体的な計画が策定され，フレアや活動領
域の観測を行っている． 

 

3.3 ｢ひので｣軌道上太陽天文台としてのサイエンス計
画調整 

 ｢ひので｣は世界に開かれた軌道上太陽天文台として科
学運用を実施している．科学観測は，科学運用チームが
主体的に提案･実施するコア観測プログラムと，世界の研
究者からの提案に基づく観測提案プログラム（HOP, 

Hinode Operation Plan）に基づいて行われている．観測
提案の採択および採択後の観測実施スケジュールは，日
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米欧から選ばれた SSC（Science Schedule Coordinators）
を中心に月 1回開催される月例会議（電話会議）で調整
が行われている．他に月例会議では，太陽活動が活発し
巨大フレアの発生が見込まれる場合にスケジュール化し
た観測提案の取り扱い方法などの取り決めを明確にし
て，Webを介して世界に周知するなど，太陽の活動状況
に応じた運用方法や科学運用上問題となる事項がある場
合の対応策などを議論している． 

 

3.4 ｢ひので｣フレアリストの作成 
 ｢ひので｣の視野内で発生し，また｢ひので｣が観測する
ことができた太陽フレアのカタログを作成するシステム
を構築している．作成したカタログは Web上に公開して
いる．また，このフレアカタログを用いて，可視光磁場
望遠鏡で観測された白色光フレアの統計的な解析を進め
ている． 

 

3.5 ｢ひので｣デブリ回避運用の検討および準備 
 軌道上のデブリや小物体の数が近年急速に増加してい
る．高度約 680kmの極軌道の｢ひので｣においても，デブ
リとの異常な接近や最悪の場合，衝突の危険性が高まっ
ている．他の JAXA 衛星でも接近からの回避運用の事例
も見られ始めたため，｢ひので｣について回避運用の検討
および詳細手順の確立作業を行った．｢ひので｣の可視光
望遠鏡は強烈な太陽光を望遠鏡内部に導入しているた
め，衛星の太陽指向がある角度以上になると，太陽光の
斜入射による望遠鏡の破損の危険性がある．またデブリ
の接近はいつ発生するかは予知できないが，接近予報が
出た場合にデブリ回避運用実施までを少人数の運用者で
短時間にかつ安全に実施する必要がある．これらの点な

どを考慮して，デブリ回避のための軌道マヌーバの方針
や回避運用実施までの運用プロセスの検討などを行い，
詳細手順を確立した．2012年 3月にデブリの異常接近に
より，実際にこの回避運用を実施し，無事デブリとの衝
突を回避することができた．また，回避運用の過程で識
別された手順の不備に対して，修正検討を行い，今後同
様に回避を行う必要のある場合に備えている． 

 

3.6 モーメンタムホイール回転数の戻し運用 
 「ひので」SOTの高空間分解能観測に悪影響を与えな
いため，モーメンタムホイールは，SOTへの擾乱伝達が
低く抑えられる回転数に設定されている．打上げ後，4

台あるモーメンタムホイールの回転数が打上げ時の
1800rpmから徐々にドリフトを示し，それによる擾乱が
SOT の角分解能を劣化させるレベルに達してきたのを
受け，2011年 9月にホイールの回転数を 1800rpmに戻す
運用を実施した．この運用は正常に実施され，SOTの擾
乱は打上げ直後のレベルに回復した． 

 

3.7 Z 軸ジャイロの切替運用 
 衛星の太陽方向の指向軸（Z 軸）まわりの姿勢変動を
検知する Z軸ジャイロの出力（ドリフトレート推定値）
が 2010 年秋頃より特異的な変動を示すようになり，注
視していた．2012年年末にドリフトレート推定値が大き
く変動する現象が観測され，また同ジャイロの感度低下
も確認されたため，2013年 1月にバックアップのスキュ
ージャイロへの切り替えを実施した．切替運用は正常に
実施され，切替後のジャイロセンサは X軸・Y軸ジャイ
ロもあわせ，健全に動作している． 

 

 

 

f. INDEXプロジェクト 
所内：齋藤宏文（プロジェクトマネージャ）坂井真一郎 福島洋介 永松弘行 水野貴秀 福田盛介 坂井智彦  

曽根理嗣 田中孝治 鵜野将年 淺村和史 山﨑 敦 

所外：平原聖文（名大）坂野井健（東北大）岡田雅樹（極地研）小淵保幸（ジェネシア）三好由純（名大） 

海老原祐輔（京大）小川泰信（極地研）細川敬祐（電通大）西山尚典（東北大院生）福田陽子（東大院生） 

秋谷祐亮（京大院生） 

 

1. 概 要 
 

 2005年 8月に打ち上げられた「れいめい」（INDEX）
は，重量 70kg の高機能な小型 3 軸衛星であり，世界初
の高空間・高時間分解能のオーロラ粒子・発光の同時観
測を成し遂げた．電離圏・磁気圏結合，磁気圏尾部での
プラズマダイナミクスに関する新たな知見を得てきた．
これらの成果により，2010年度日本航空宇宙学会技術賞
を受賞している． 

 第 2 章には理学観測の 2012 年度の内容を紹介する．

極域オーロラと粒子観測，中緯度域の大気光，スプライ
ト観測についての所定の目的を達成したため，理学委員
会と連携しつつ，2013年 3月を以って，れいめいの理学
観測を終了した．これに伴い，観測データ取得のために，
ノルウェーのスバルサット局にダウンリンクをしていた
運用も 2013年 3月を以って終了した． 

 2013年度以降は，バッテリなどの搭載機器の軌道上性
能，寿命評価，及び，地上運用の省力化，自動運用，遠
隔運用システムの工学的な研究のためにれいめいを運用
して，常的には相模原局のみで行なっていく予定である．
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第 3章，第 4章には，搭載バッテリの評価，地上運用局
の研究開発の状況を紹介する． 

 第 5章には，相模原局の 3mアンテナを，3.8mアンテ
ナに 2013年 3月に更新した状況を紹介する． 

 衛星プロジェクトの学術成果の発表としては，3 本の
査読付き論文（理学 3），1 件の博士論文（理学 1）が出
版された．学会発表については，11本の国際・国内学会
発表がなされた． 

 

2. 理学観測の概要 
 

 れいめい衛星は，元々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．以下には，2012年度に取得された観測結果，及
び以前に取得されたデータを解析した結果を述べていく． 
 

2.1 理学観測の終了について 
 2008年 8月に ESA（電子分析器）が軌道上で故障した
が，その不具合発生以前のれいめい衛星の理学目的は，
画像・粒子によるオーロラの高時間・高空間分解能同時
観測によって，オーロラ微細構造に対応するプラズマ構
造を明らかにし，微細構造の成因を解明することであっ
た．ESAに不具合が発生し，電子観測が不可能になった
後の主な理学目的は，これまで衛星観測例が乏しい大気
光やスプライト発光，また極域においてリム方向におけ
る窒素分子イオンの太陽光共鳴散乱光を捉え，極域電離
圏からのイオン流出過程を明らかにすることであった．
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． 

 一方，2012年には，地球大気光や共鳴散乱光を観測す
るための観測機器 IMAP，スプライトを観測するための

観測機器 GLIMS が，宇宙ステーション ISS に設置され
て稼働を開始し，着実にデータを蓄積している．また，
太陽活動度は極大期を過ぎ，今後は低下傾向となると予
想される．これらのことから，れいめいプロジェクトは
理学観測終了を宇宙理学委員会に申請し，2012年度末を
もって終了が認められた． 

 れいめい衛星はプラズマ粒子観測と，対応するオーロ
ラ発光層の撮像観測を同時に同じ衛星で行うことで，効
率よく同時観測を行うことができることを示した．また，
粒子観測器を高時間分解能化するとともに，670nm（N2 

1st positive band）を撮像波長として選択することで 1km 

スケールでの空間分解を可能にした．これによりオーロ
ラシアードリフトと慣性アルフベン波との関係など，オ
ーロラ微細構造の成因についての理解が進んだ．しかし，
れいめい衛星には電磁場・波動観測器が搭載されておら
ず，解析には制約があった．将来的にはオーロラ撮像と
共にプラズマ粒子観測，電磁場波動観測を可能とする衛
星計画が望まれる． 

 

2.2 大気光及びスプライトのリム観測 
 多チャンネルオーロラカメラ MAC による中低緯度リ
ム観測から，これまで衛星観測の例が乏しい超高層大気
発光現象「大気光」と「スプライト」を捉えることがで
きる．大気光とスプライト発光現象は，同じ観測データ
セットから見いだすことができる．図 1の上図に示すよ
うに 2008 年 3 月から 2011 年 1 月まで，北緯 45 度から
北緯 15度にいて約 1000パスの観測を実施してきたが，
大気光のグローバルな分布を得るには主に太平洋上の観
測が不足しており，経度依存性や季節依存性の導出には
さらなる観測が必要である．理学観測が再開された 2011

年 12月以降の 1年間で，大気光リム観測を約 1000パス
実施した．この観測例を図 1の下図に示す．図 1の下図
に示されたとおり，従来観測が少なかった太平洋上を中
心に，全経度において均等に観測を実施したのが改良点
である．この視線積分値の観測データから，Volume 

emission rate（単位時間・単位体積あたり光子数）を求
めたところ，OH大気光について約 200 photons/cc/s，O

大気光について約 300 photons/cc/s という結果が得られ

 

図 1 大気光リム観測パス数ダイナミクス誤差の軌道上評価結果． 
（上：2008年 1月～2011年 1月，下：2011年 12月以降） 
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た．この値は過去の観測と整合的である．衛星によって
広範囲で行われているという点を生かし，5 年分の観測
について Volume emission rateの緯度変化を解析した．
図 2に北半球について統計解析をした結果を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スプライト発光について，2008 年 3 月～2011 年 1 月
ならびに観測が再開された 2011年 12月～2013年 3月ま
での合計約 2000パスから，7例のスプライトイベントを
捉えることに成功した．MAC の N2+（青色 428nm）発
光と N2（赤色 670nm）発光観測による赤青発光強度比
と，数値モデルから，スプライト発光を引き起こす電場
強度と，発光に伴う電子温度を見積もることができる．
しかし，7 例すべてにおいて，MAC の N2+観測感度が
不足しており，青色スプライト発光を捉えることができ
なかった．したがって，青色発光強度は，MACの観測検
出レベル以下とし，電場高度と電子温度の上限値をそれ
ぞれ見積もることとした．スプライト発光高度を決定す
るために，スプライトが足下の雷発光のもっとも明るい
地点で発生したと仮定し，れいめい衛星の姿勢・軌道デ
ータとカメラ視野ベクトルから，スプライトの発光高度
を決定した．この詳細解析を 2例について行った．この
うち，2008年 9月 2日 1855UTの例では，スプライト発
光高度は上端が 81km，下端が 47kmとなり，これから見
積もられた電場強度と電子温度の上限値は，それぞれ約
170Tdと 5eVとなり，過去の研究と矛盾しない値が得ら
れた．図 3にこの結果をまとめて示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 極域におけるオーロラ観測 
 極域においては，れいめい衛星 MAC リム方向観測に
よる N2+イオン流出観測ならびにオーロラ発光高度分
布観測を行った．特に，2012年 12月に 3日間，2013年
1月 4日間，地上 EISCATレーダーとの同時観測による
イオン上昇現象の共同観測を実施した．また，MAC詳細
モードによるオーロラ微細構造の下向き観測も行った．
これらにおいて，MAC観測によるデータ取得は問題無か
ったものの，本来今年度に期待された太陽活動度ピーク
が特に顕著でないことが良好なデータ取得の妨げとなっ
た．12月の EISCATレーダーとの共同観測では，イオン
上昇流イベントを 1 例捉えることに成功した．一方，1

月の EISCAT共同観測においては，期間中すべてオーロ
ラ活動がきわめて低調であり，イオン上昇流現象が発生
しなかった．しかし，この観測時に電離圏において昼間
側から高い電子密度領域がドリフトするポーラーパッチ
イベントを捉えることができた． 

 

3. 搭載リチウムイオン電池の評価 

「れいめい」では，アルミラミネート剤を外装に使用
したリチウムイオン二次電池が使用されている．この電
池では，正極にスピネルマンガン酸リチウム，負極にグ
ラファイトが使用されており，公称エネルギー密度は
160 Wh/kgを超える電池であった．バッテリとしては，
これを７直列とし，更に 2並列を実装している．ラミネ
ート外装を補強するために，アルミ容器に格納し，内部
はエポキシ系樹脂でモールドを施し，実装に供した． 

運用においては，衛星をセーフホールドモードに移行
させる下限電圧（UVC : Under Voltage Control）が 26.5 V

程度であり，この電圧を加味して，必要に応じて科学観測
機器（特にカメラ）の運用時間と台数制限を行ってきた． 
 特に 2012年度には，放電末期の電圧が UVC電圧値に
近づく傾向があることから，充電時電圧を，これまでの
4.1V/cellから 4.2 V/cellに設定し，運用を継続している．
図 4と図 5を比較すると解るように，この際の充電電圧

図 2 大気光の単位体積あたり発光率（VER）の緯度分布ダイナミ
クス誤差の軌道上評価結果.（左上：557.7nm発光，右：670nm発光） 

図 3 2008年 9月 2日のスプライトイベント．（上：N2（670nm,Red）
と N2+(428nm,Blue)の発光高度分布，下左：Red と Blue の発光高
度分布，下右：得られた電子温度の結果．点線は絶縁破壊レベル 3
月～2011年 1月のリム観測数（全 1034観測））． 

 

図 4 低い充電電圧レベル（4.1V/cell）での充放電サイクル．
2012年 9月 10日取得データ. 
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の上昇幅に対して，放電時電圧のゲインは低く，電池の
内部抵抗の増大が危惧される．図 6は，電池の運用デー
タとして，放電末期の電圧と，このときの負荷を示して
いる．別途，充放電サイクル中の温度推移を確認してい
るが，打ち上げ当初から大きな変化はなく，劣化を助長
する電池内部抵抗の上昇に伴う発熱等は今のところ認識
されていない．今のところ，電源系に係り通常の衛星運
用に支障を来す状況はなく，健全性は打ち上げから７年
を経て，依然として確保されている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後は，電池内部抵抗のトレンド解析等を進め，この
情報を自動化運用のためのパラメータとして活用できな
いか，幅広くデータ解析を進める予定である． 

 

4. 遠隔運用システムの開発 
 

 「れいめい」の定常運用におけるオペレータの負担軽
減を目的に，自動運用システムを開発，実機による検証
実験を行っている．自動運用システムでは，「スケジュー
ラ」と呼ぶソフトウェアが，運用計画ファイルより生成
されるスケジュールファイルに基づいて，オペレータの
代わりに運用シーケンス全体を管理・統括・制御し，オ
ペレータの代役を果たす．「れいめい」実機を用い，当初
の目標であった観測データ/HKデータのダウンリンクの
自動化は実現し，運用者の負担が軽減する目処は立った． 
 しかし，ユーザが衛星や地上局の状態を監視したり，

場合によっては緊急時の対応をせざるを得なかったり
（セーフホールド状態からの復帰，緊急コマンド送信，災
害対策など），というケースも考えられる．そのため，人
間と自動運用システムとの間に何らかの通信手段が欲し
いところである．人間が極力運用システムに（時間的に
も空間的にも）拘束されないための一つの手段として，
遠隔運用システムを現在の自動運用システムと組み合わ
せることによって，衛星運用の操作一式（運用時間調整，
運用，取得データ管理，安全管理）を携帯端末により実
現し，自動運用を前提とするシステムとの組み合わせに
より，「どこでも運用」可能なシステムの実現を目指す.

図 7にはその概略を，図 8はそのサーバモデルを示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 遠隔運用システムは，現時点では「れいめい」の衛星
状態監視機能の一部を実装し，実運用にて自動運用シス
テムとあわせて試験中である．図 9は iPad版遠隔運用シ
ステムのスクリーンショットである．この衛星状態監視
システムは，運用システムの LANに設置した無線アクセ
スポイント（Wi-Fi）経由で衛星・地上局の情報を取得す
る（相模原局の環境では，有効距離は 10m 弱だった）．
ただし，取得した情報は，自動運用システムにおいて既
に工学値変換されたものであり，iPad側は通信回線・処
理速度の関係から表示に特化している．「れいめい」衛星
状態監視システムは簡易的なものではあるが，通信イン
フラが整備された環境下では，運用室ではない場所にお
いても衛星や地上局の状態を（ほぼ）リアルタイムで把
握できるものである．また，運用室内で使用する場合で

図 6 「れいめい」運用におけるバッテリ放電末期電圧のトレンド 

図 7 遠隔運用（どこでも運用）の概要 

図 8 どこでも運用のサーバモデル 

 

図 5 高い充電電圧レベル（4.2V/cell）での充放電サイクル. 
2012年 9月 21日取得データ. 
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も，人の移動の自由度が増す（人の行き来のための動線
が確保しやすくなる）メリットは大きいと考える．iPad

版衛星状態監視システムを「れいめい」実運用に適用し，
2013年 3月末現在，特に大きなトラブルなくノミナルス
ケジュールの運用は実施できている． 

 今後は徐々に実装範囲を拡大する．また，緊急時対応
のメール受信，緊急内容に応じたコマンド（緊急スケジ
ュール）発行の機能なども，徐々に実装する予定である． 
 

5. 相模原地上局のアンテナの更新 

 れいめいの主局である相模原 3mアンテナは 1970年代
に風バルーンを追跡する目的で内之浦の鹿児島宇宙観測
所に設備されたものを，2003 年にれいめい運用のため
に，相模原へ移設，改修したものであり，主鏡と駆動モ
ーターの交換等を行なって使用してきた．しかし，更新
の時期を迎えているのも事実であり，新しい小型衛星の
高機能化のためにも，2012年度に更新を行なった． 

 更新にあたり，S バンドのアップ・ダウンリンク機能
に加えて新たなる性能，機能を追加するために，高速の 

観測データをダウンリンクできるXバンド機能を付加し
た．表 1に新旧アンテナの機能性能をまとめた．新アン
テナは直径 3.8ｍの複合材料製のソリッドパラボラアン
テナであり，Sバンドのアップ・ダウンリンクと Xバン
ド（8-8.5GHz）のダウンリンク機能を持つ．2013年 3月
に相模原キャンパス新 A棟屋上に設備し（図 10），2013

年 3月下旬から直ちに Sバンドにて，れいめい運用を行
なっている．また，アンテナ駆動の制御ソフトウェアの
改良も行なった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. PLANET-C プロジェクト 
所内：中村正人（プロジェクトマネージャ）石井信明 佐藤毅彦 阿部琢美 今村 剛 山﨑 敦 鈴木 睦  

上野宗孝 上水和典 川勝康弘 奥泉信克 山本善一 小郷原一智 鎌田幸男 冨木淳史 山田隆弘  

竹前俊昭 豊田裕之 成田伸一郎 廣瀬和之 太刀川純孝 中塚潤一 戸田知朗 林山朋子 吉川 真  

加藤隆二 市川 勉 竹内 央 廣瀬史子 橋本樹明 関 妙子 山本高行 鵜野将年 川原康介  

福吉芙由子 山本幸生 餅原義孝 清水幸夫 矢嶋季郎 大串義雄 井上浩三郎 入門朋子 澤井秀次郎  

長谷川晃子 平原大地 齊藤 宏 永松弘行 樫村博基 安藤紘基 Yeon Joo Lee 

所外：田口 真（立教大）渡部重十 福原哲也（北大）岩上直幹（東大）坂野井健（東北大）はしもとじょーじ（岡山
大）堀之内武 高橋幸弘（北大）高木征弘（京産大）星野直哉（東北大）神山 徹（産総研・京大）二口将彦（立
教大）林 祥介（神戸大）松田佳久 佐藤尚毅（東京学芸大）中村良介（産総研）平田 成（会津大） 

山田 学（千葉工業大）大月祥子（専修大） 

 

1. はじめに 
 

 金星探査機「あかつき」（PLANET-C）は 2010年 5月

21 日に種子島宇宙センターから打ち上げられた．2010

年 12 月 7 日に金星周回軌道への投入オペレーション
（VOI-1）が行われたが，推進系の不具合のため「あかつ

 

図 9 iPad版のどこでも運用システムの
スクリーンショット 

表 1 相模原 3.8ｍアンテナ主要諸元 

図 10 相模原キャンパス新 A棟屋上に設置された
3.8ｍアンテナ 

形式
直径
耐風性能

アンテナ駆動

Sバンド受信 Sバンド送信 Xバンド受信
周波数 (GHz) 2.2 ～ 2.3 2.025～2.120 8.0～8.5
偏波 RHCP/LHCP同時RHCP RHCP
アンテナ利得 (dBi) 35.4～36.4 35.3～35.7 46.9～48.8
開口効率 (%) 43～52 48～66
3dBビーム全幅(度) 2.3

0.8
400

2.4
53

0.8

20

0.6

100
軸比(dB) 1.0～1.5
システム雑音温度(K) ―
送信電力(W) ― ―

S帯 X帯共用ラインフォーカスカセグレイン
3.8ｍ（複合材ソリッド・パネル）
60ｍ/ｓ
AZ/EL方式、プログラム追尾
精度 0.1°、駆動速度 5°/ｓ
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き」は十分に減速できず金星近傍を通過し，太陽の周り
を約 203 日の周期で公転する軌道に入った．VOI-1 は失
敗に終わったが，探査機に搭載されたミッション機器の
健全性は確認されている．プロジェクトチームは 2015

年に再び金星軌道投入に挑戦すべく，探査機の状態把握
と新たな運用計画の立案に取り組んでいる． 

 

2. 探査機に対する熱環境の影響の緩和 
 

 VOI-1失敗のため，「あかつき」は当初想定していない
太陽周回軌道を飛行することとなった．近日点近傍では，
設計条件を上回る熱環境（図 1）にさらされるため，想
定外の高温により表面熱制御材が劣化し，探査機内部の
温度が上昇することが懸念される．2011 年 4 月 17 日の
第 1回の近日点では，熱環境の緩和を図るための運用と
して，最も熱体制が高い+Z 面を太陽指向とするように
探査機の姿勢を変更し，機器温度を許容温度範囲内に維
持する対策がとられた．また，その後の定常運用におい
ても，+Z面を太陽指向とする姿勢を基本としている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 軌道制御エンジン試験噴射
 

 VOI-1 失敗の原因に関する調査の結果，軌道制御エン
ジン（OME）が破損していると推定された．そこで OME

の破損状況を調べるために 2011年 9月 7日と 14日に合
計 2 回の OME 試験噴射を実施した．7 日には姿勢外乱
（横推力等）を定量的に把握することを目的として約 2

秒間の試験噴射が実施され，噴射による加速度が想定よ
りも小さいことが明らかとなった．14日にはさらに約 5

秒間の噴射が実施され，得られた推力の大きさから，
OME は破損が進行して燃焼器として機能していない状
態にあると推定された．これらの試験結果から，破損し
た OME ではなく姿勢制御システム（RCS）を用いて軌
道制御を実施した方が良いと判断された．この為，不必

要となった酸化剤は投棄することと成り 2011 年 9 月か
ら 10月にかけて 65kg（推定値）の投棄が実施された． 

 

4. 金星への再接近に向けた軌道制御 
 

 RCS を用いた軌道制御は，第 2 回の近日点（2011 年
11 月６日）の近傍である 2011 年 11 月 1 日，10 日，21

日に実施された．姿勢制御スラスターの噴射時間はそれ
ぞれ，587.5 秒，544.0 秒，342.12 秒であった．3 回の噴
射による，速度変更（ΔV）は約 240m/sであり，探査機
は 2015 年 11 月に金星に再び接近する軌道（図 2）に入
った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 今後の計画 
 

 現在のまま飛行を続け，探査機が計 9回の近日点にお
ける過酷な熱環境を生き延びられれば，2015 年 11 月に
は，探査機は金星と会合する．この時どの様にして金星
周回軌道へ再投入するかは検討中であり，太陽潮汐の影
響を考慮した投入計画を立案中である．現在の所，ホフ
マン遷移軌道，太陽潮汐を利用した重力ブレーキ法，
2015 年には一度金星との Swing-by をしたのち，次の会
合チャンスを待ち投入する方法などが考慮され，出来上
がり軌道の科学観測に於ける有意さと，投入の技術的難
易度のトレードオフを行っている． 
 

図 1 太陽光強度の変化．太陽周回軌道（黒）の近日点では設計時
に想定していた軌道（赤）より，太陽光強度が約 38％大きい． 

図 2 姿勢制御スラスター噴射後の軌道． 
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h. BepiColombo プロジェクト 
所内：早川 基（プロジェクトマネージャ）前島弘則（サブマネージャ）藤本正樹（プロジェクトサイエンティスト） 

小川博之 峯杉賢治 松岡彩子 高島 健 清水幸夫 下瀬 滋 西野真木 鎌田幸男 志田真樹  

太刀川純孝 市川 勉 伊藤文成 川原康介 石井信明 小野田淳次郎 川口淳一郎 國中 均 小松敬治  

斎藤宏文 佐藤英一 橋本樹明 八田博志 森田泰弘 山田 隆弘 山本善一 中村正人 加藤隆二  

久保田孝 後藤 健 澤井秀次郎 戸田知朗 廣瀬和之 堀 恵一 水野貴秀 吉川 真 安部正真  

岡田達明 北村良実 斎藤義文 篠原 育 田中 智 淺村和史 飯島祐一 大竹真紀子 長谷川洋  

早川雅彦 春山純一 矢野 創 山﨑 敦 横田勝一郎 佐藤義弘 藤井雅之 小山孝一郎 鶴田浩一郎  

西田篤弘 

所外：今泉 充 松本晴久（JAXA研究開発本部）中澤 暁（JAXA月・惑星探査プログラムグループ）向井利典（JAXA

システムズエンジニアリング推進室）出村裕英 平田 成（会津大）白井仁人（一関高専）南 繁行 武智誠次
（大阪市大）佐伯和人（阪大）中村雅夫（大阪府大）杉原孝充（海洋研）野澤宏大 篠原 学（鹿児島高専） 

長野 勇 笠原禎也 八木谷聡 井町智彦 後藤由貴（金沢大）松永恒雄（環境研）湯元清文 河野英昭  

吉川顕正（九大）筒井 稔（京産大）松本 紘 山川 宏 柴田裕実 橋本弘蔵 大村善治 山路 敦  

能勢正仁 小嶋浩嗣 上田義勝（京大）岡田雅樹 田中良昌（極地研）渋谷秀敏（熊本大）本田理恵（高知大）
向井 正 臼井英之 中村昭子（神戸大）佐川永一（国際通信経済研究所）佐々木晶 荒木博志 河野宣之（天
文台）柴村英道（埼玉県短大）中村良介（産総研）村田健史 長妻 努 品川裕之 坪内 健（NICT） 

柳澤正久（電通大）高橋隆男 利根川豊 三宅 亙 田中 真（東海大）大橋英雄（海洋大）井田 茂  

綱川秀夫 中澤 清 長井嗣信 本蔵義守 松島政貴 高橋 太 片岡龍峰（東工大）渋谷眞人（東京工芸大）
阿部 豊 杉浦直治 寺澤敏夫 星野真弘 岩井岳夫 杉田精司 宮本英昭 吉川一朗 三浦弥生（東大） 

向後保雄（理科大）高木靖彦（東邦学園大）大家 寛 岡野章一 小野高幸 笠羽康正 森岡 昭 小原隆博  

寺田直樹 三澤浩昭 坂野井健 大谷栄治 加藤雄人 熊本篤志 土屋史紀（東北大）中川朋子（東北工大） 

岡田敏美 石坂圭吾 三宅壮聡 高野博史（富山県大）野上謙一（濁協医科大）藤井良一 小島正宣  

渡辺誠一郎 町田 忍 平原聖文 関華奈子 三好由純 家田章正 海老原祐輔（名大）中野久松（法政大） 

山本哲生 日置幸介（北大）滝澤慶之（理研）高田淑子（宮城教育大）柳町朋樹 田口 真 亀田真吾（立教大）
塩見 慶（リモート・センシング技術センター）菊池 順 長谷部信行 宮地 孝 宮島光弘（早大）諸岡倫子
（スウェーデン宇宙物理研究所）中村るみ（オーストリア宇宙研究所） 

 

1. 概   要 
 

 「BepiColombo」計画は，ESA と JAXA による初の本
格的な日欧共同計画で，未知の惑星･水星の磁場・磁気
圏・表層・内部を初めて多角的・総合的に観測しようと
するプロジェクトである．本計画は，ESAではコーナー
ストーンミッションとして，JAXA では太陽系科学探査
の基幹として，いずれでも最重要ミッションの１つであ
る．JAXA が水星磁気圏探査機「MMO」，ESA が水星表
面探査機「MPO」，電気推進モジュール「MTM」等を分
担する．両探査機は，一つのスタックとしてアリアン５
型ロケットで打ち上げられ，水星到達後に分離，協力し
て観測活動を行う． 

 本計画の科学的意義は，以下の二つである. 

（1）固有磁場と磁気圏を持つ地球型惑星は地球と水星
だけである．水星の詳細探査は，初の固体惑星磁
場・磁気圏の詳細比較の機会となる．惑星の磁場・
磁気圏の普遍性と特異性の知見に大きな飛躍をも
たらすことが期待される. 

（2）水星は，磁場の存在と関係すると見られる巨大な

中心核など特異な構造と歴史を持つ．その内部・
表層の全球観測は，太陽系形成，特に地球型惑星
の起源と進化の解明に貢献することが期待される． 

 本計画は，上記に最適化された２つの周回探査機，す
なわち表面・内部の観測に最適化された，3 軸制御，低
高度極軌道の水星表面探査機｢Mercury Planetary Orbiter

（MPO）」と，磁場・磁気圏の観測に最適化された，スピ
ン安定，楕円極軌道の水星磁気圏探査機「Mercury 

Magnetospheric Orbiter （MMO）」から構成される．JAXA

は，日本の得意分野を主目標とする「MMO」探査機の製
作･運用を担当し，ESA は打ち上げ･惑星間空間の巡航･
水星周回軌道への投入および「MPO」探査機の製作･運
用を担当する．両探査機の観測装置は，日欧合同科学チ
ームが開発・運用する． 

 磁場や磁気圏の様子がよくわかっている惑星は地球だ
けである．唯一の磁場を持つ地球以外の地球型惑星であ
る水星は，初めての地球との詳細比較機会を提供する．
この両者の比較は，磁場／磁気圏を巡る惑星環境の更な
る理解に貢献するとともに，広く宇宙に存在する様々な
磁気圏の特殊性・普遍性を知る大きなステップとなる．
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JAXAの担当する水星磁気圏探査機「MMO」はこの解明
に最適化されたもので，以下の特徴を持つ． 

・軌道：磁気圏全域をカバーするため，夜側を包含し
うる長楕円極軌道をとる． 

・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，
スピン安定である． 

・電磁干渉対策：精密な磁場・プラズマ計測のため，
帯磁・帯電・電磁ノイズ低減をはかる． 

 磁場の存在は，半径の 3/4 を占める巨大な中心核を持
つ水星の特異な構造に関係する．水星の特異な姿の原因
は，原始太陽系星雲の最も内側で最後に固まったとされ
るこの天体の初期に遡ると考えられる．ESAの担当する
水星表面探査機「MPO」は，この解明に最適化されたも
ので，以下の特徴を持つ． 

・軌道：表層・内部・磁場を全球計測するため，低高
度極軌道をとる． 

・姿勢：表層を高空間分解で計測するため，３軸制御
を行い，常時水星表面を指向する． 

 

2. 「BepiColombo」全体計画 
 

 重量・コストの制約に起因する ESA側のスケジュール
遅延（技術課題に対するリスクの見直し，重量超過に伴
う打ち上げ機体の変更）に伴い，「MMO」探査機及び観
測装置等の設計・試作を 2005～2008 年度に行い，製作
を 2009~2012 年度に行う．2012～2013 年度の国内での
総合試験，2014年度に欧州での総合試験を経て，打ち上
げは 2015年 8月の予定である． 

 「MPO」・「MMO」両探査機は，惑星間軌道で使用さ
れる推進モジュール（MTM＝Mercury Transfer Module）
と結合させた，統合モジュール（MCS＝Mercury Cruise 

Composite）として打ち上げられる．打ち上げは，アリ
アン５型により，南米 Kourou基地（仏領ギアナ）で 2015

年夏に実施する．地球（１回），２回の金星，４回の水星
フライバイを経て，2022年に水星に到着する．この間の
統合モジュールの制御・運用は「MPO」がつかさどり，
ESAによって実施される．JAXAが担当する「MMO」探
査機は殆どの時間は電源 OFF状態で（MPOからの温度
維持機能を除く），最低限のヘルスチェック運用のみ実施
する． 

 水星周回軌道に入る前に，「MCS」から「MTM」が切
り離され，「MPO」の推進機能を使って超楕円の水星周
回軌道に投入される．その後「MPO」の推進機能を用い
て遠水点高度を下げ，「MMO」の周回軌道（高度：400

×12,000km，周期：9.3時間）に到達する．ここで「MMO」
は起動され，十分なヘルスチェックの後に「MPO」から
スピン分離し，臼田 64mによる独自の運用・観測活動を
開始する.「MPO」は，再度の推進薬の噴射によって更に
高度を下げ，ほぼ円軌道（高度：400×1,500km，周期：
2.3 時間）に至る．これにより，「MPO」／「MMO」探

査機は，同一軌道面を 1：4 の軌道周期で周回し，磁場
連携観測などに寄与する. 

 

3. 開発全体スケジュールと主要マイルストーン 
 

・2003年度 基礎研究フェーズ 

・2004年度 フェーズＡ（研究フェーズ） 

国際観測機器公募，内惑星熱真空環境シミュレータ
製作など 

・2005年度 フェーズＢ（予備設計フェーズ） 

衛星システム検討，サブシステム設計／重要部試作，
観測装置の設計／重要部試作，材料・観測センサー
等の環境試験などを実施 

・2006年度 同上続き 

衛星システム検討，サブシステム設計／重要部試作，
観測装置の設計／重要部試作，材料・観測センサー
等の環境試験などを引き続き実施 

・2007年度 同上続き 

衛星システムの検討およびMTM・TTMの一部製造，
サブシステムの熱構造設計確定および STM・EMの
一部製造，観測装置の熱構造設計確定および STM・
EM の一部製造，材料・観測センサーなどの環境試
験などを実施 

・2008年度 同上続き 

衛星システムの検討およびMTM・TTMの一部製造，
サブシステムの熱構造設計確定および STM・EMの
一部製造，観測装置の熱構造設計確定および STM・
EM の一部製造，材料・観測センサーなどの環境試
験などを実施 

・2009年度 フェーズＣ（設計・製作フェーズ） 

年度前半から「MMO」探査機の熱構造モデルの試験
＠JAXA 

３月～：サブシステム CDR（2011年度５月まで） 

・2010年度 フェーズＣ（設計・製作フェーズ） 

９月：「MMO」探査機の熱構造モデルの ESA/ESTEC

への輸送 

10月：ESA/ESTECでの MMO単体熱モデル試験 

12月：ESA/ESTECでのMOSIFと組合わせた熱試験 

・2011年度 同上続き 

７月～１月 FM一次噛み合わせ＠JAXA 

２月～６月 FM単体環境試験＠JAXA 

・2012年度 フェーズＤ（「MMO」総合試験＠JAXA） 

10月～「MMO」／ＦＭ総合試験＠JAXA 

・2013年度 同上続き 

～11月「MMO」／ＦＭ総合試験＠JAXA 

２月 「MMO」探査機のフライトモデルを ESTEC

へ輸送 

４月 「MMO」探査機のフライトモデルを ESA へ
引渡し 

５月~ 母船総合試験＠ESTEC（欧州宇宙技術セン
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ター） 

・2014年度 同上続き 

・2015年度 射場作業，打上げ（2015年 8月予定） 

 

表 1 水星探査プロジェクト： 2012年度主要会合 

 サイエンス会議 （MMO-SWG） 

2012年 6月 15日 第 17 回 MMO Science Working Group 
Meeting．相模原 

2012年 9月 20日 第 18 回 MMO Science Working Group 
Meeting．Stockholm 

 設計会議 

2012年 6月 14日 第 19回MMO設計会議．相模原 

2012年 10月 15日 第 20回MMO設計会議．相模原 

 ESA-JAXA インターフェース会議 

2012年 9月 17日 第 34 回 ESA-JAXA Interface Meeting．
ESA/ESOC 

2012年 12月 3-6日 第 35 回 ESA-JAXA Interface Meeting．
ESA/ESTEC 

 BepiColombo サイエンスワーキングチー
ム会合 （BepiColombo-SWT） 

2012年 9月 18-19日 第 9 回 MMO Science Working Team 
Meeting．Stockholm 

 

 

4．「MMO」・「MPO」搭載観測機器 
 

 2004年 11月に，「MMO」･「MPO」の搭載観測機器チ
ームが決定した．2009年度は日本側の参加がある機器の
MTM／TTM・EM設計・試作の製作・試験，FMの設計
等を実施した．また，BepiColombo 科学ワーキングチー
ム（Bepi-SWT）の会合が定期的に開かれ，探査計画の立
案・実施に関わる全ての事象についてこの会合において
議論，決定されている． 

 「MMO」探査機は，表 2 に示す 5 の観測装置チーム
によって，「MPO」との共同も踏まえ以下の科学目標の
達成を目指す． 

・固有磁場の成因の解明：水星周辺の磁場を高い精度
で計測し，水星本体が有する固有磁場の成因を探る
とともに，水星本体・水星磁気圏の電流構造，時間
変動を解明する． 

・地球と異なる特異な磁気圏の解明：電離層の有無，
スケールの相違，大きな太陽距離変化などを踏まえ
て水星磁気圏の構造・運動・高エネルギー現象を観
測し，地球との比較によってその物理過程の普遍性
と特異性を明らかにする． 

・激しく変動する希薄な大気：希薄大気の大規模構
造・時間変動を観測し，その生成・消滅の物理機構
を調べるとともに，磁気圏・表層との相互作用を解
明する． 

・太陽近傍の惑星間空間の観測：直接観測可能な中で
最も高マッハ数の衝撃波を観測し，そのエネルギー
過程の解明を目指す．太陽系内部領域の惑星間空間
ダストについて，Helios以来の観測を行う． 

 また「MPO」探査機は，表３に示す 11 の観測装置チ
ームによって，「MMO」との共同も踏まえて以下の科学
目標の達成を目指す． 

・鉱物・元素組成の解明：表面からの赤外－可視，Ｘ
線・γ線・中性子観測, 表面や大気の紫外分光，中
性粒子・プラズマ直接計測によって水星全球を詳細
観測し，太陽系の最も内側で起きた惑星の形成・進
化に迫る． 

・巨大な鉄の中心核（全体の 3/4）の解明：重力場の
全球詳細マッピングを行い，水星の特異な内部構造
を明らかにする． 

・極の氷の存在検証：γ線・中性子観測によって，非
日照域に存在する可能性のある水などを検証する． 

・形成初期の姿を残す表面地形の解明：全表面，特に
MESSENGER ができない南半球の詳細地形撮像を
行い，表面地形の成因解明を目指す． 

 また，両探査機の連携によって以下のより有意義な観
測が可能となる. 

a）水星磁場の精密観測：「MMO」による本体近傍～磁
気圏・太陽風の磁場観測と，「MPO」による本体近
傍の磁場観測の結合により，水星固有磁場の“二点
同時計測による高精度決定”，および水星磁気圏の
“編隊飛行による時空間分解”が初めて可能となる. 

b）磁気圏－水星表層の直接相互作用の検出：「MMO」
による磁場・高エネルギー粒子（原因）の観測と，
「MPO」による表面からの原子・Ｘ線放射（結果）
の検出の結合によって，希薄大気（Na が主）の生
成過程や表層風化と磁気圏活動との関連が初めて
可能となる． 

 

表 2 「MMO」探査機：観測機器チーム 

名称 観測内容 
代表者 /副代表者
および機関 

他の参加機関 
（国内）・参加国 

MGF 水星内部・磁気
圏・太陽風の磁
場観測 

W. Baumjohann 
（IWF, オーストリ
ア） / 松岡彩子 
（JAXA） 

Japan：東海大，九大，
東北工大，熊本大，
東工大，東大，NiCT 
Europe他：ドイツ，
イギリス，アメリカ 

MPPE 電子・イオン・
高速中性粒子
のエネルギ
ー・質量分析に
よる磁気圏・大
気・太陽風探査 

斉藤義文  
（JAXA）/ J.-A. 
Sauvaud 
（CESR-CNRS, フ
ランス）， 
平原聖文（東大）
S. Barabash （IRF, 
スウェーデン） 

Japan：京大，名大・
太陽地球環境研， 
東工大，東北大，東
大， 極地研，NiCT 
Europe：フランス，
イギリス，イタリ
ア，チェコ，ドイツ，
スイス 
Others：アメリカ，
台湾 

PWI 電場，プラズマ
波動，電波電子
密度・温度計測
による磁気
圏・大気・太陽
風探査 

笠羽康正（東北大）
/ J.-L. Bougeret 
（LESIA, フラン
ス）L. Blomberg 
（KTH，スウェー
デン）小嶋浩嗣（京
大・生存圏研）八
木谷聡（金沢大） 

Japan：富山県大，愛
媛大，京都産業大，
東北大，JAXA 
Europe：フランス，
スウェーデン，ノル
ウェー，フィンラン
ド，ハンガリー，ESA 
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MSASI ナトリウム大
気の撮像によ
る大気生成・消
滅の探査 

吉川一朗 
（東大）/ O. Kora-
blev（IKI, ロシア） 

Japan：立教大，東北
大，JAXA 

MDM 水星・惑星間・
恒星間ダスト
の観測 

柴田裕実 
（京大） 

Japan：東京海洋大，
早大，大阪市大，国
立天文台，JAXA  
Europe: ドイツ 

 

表 3 「MPO」探査機：観測機器チーム 

名称 観測内容 
PI/Co-PI 
（一部略） 

他の国内 
参加機関 

BELA レーザー高度計
による重力場・
内部構造の探査 

N. Thomas（Univ. Bern, Switzer-
land）T. Spohn（DLR, Germany） 

国立天文台 

ISA  
MORE 

電波精密測距に
よる重力場・内
部構造の探査 

V. Iafolla（CNR-IFSI, Italy） 
L. Iess （Univ. Rome, Italy） 

 

MAG 水星内部・磁気
圏・太陽風の磁
場観測 

K.H. Glassmeier（TUB, Germany）
C.M. Carr（ICL, UK） 

JAXA 他 

SIMBIO- 
SYS 

撮像および光・近
赤外分光による
表層地形・組成地
形・組成観測 

E. Flamini（ISA, Italy） 
F. Capaccioni（INAF-IASF, Italy） 
他５ 

 

MERTIS 赤外熱撮像 E.K. Jessberger 
（Univ. Munster, Germany） 

 

MGNS ガンマ線・中性子計
測による表面組成 

I. Mitrofanov（IKI, Russia） 
長谷部信行（早大） 

JAXA，早大
他 

MIXS  
SIXS 

X線計測による
表面組成 

G. Fraser（Univ. Leicester, UK） 
J. Huovelin（Univ. Helsinki, Finland） 

JAXA他 

PHEBUS 紫外線分光によ
る大気組成 

E. Quemrais（CNRS, France） 
岡野章一（東北大） 
O. Korablev（Russia） 

JAXA，東大 
他 

SERENA 中性粒子・イオ
ン観測による表
面・大気組成 

S. Orsini （CNR-IFSI, Italy） 他 JAXA 他 

 

 

5. 「MMO」・「MPO」探査機の設計検討・開発状況 
 

 定期的に設計会議を開催している．衛星システム（基 

本文書作成，品質保証計画，対 ESA モジュール I/F，
「MMO」探査機詳細仕様など），の作成・維持を行った． 
衛星システム・サブシステムの FM製造・単体試験を行 

い，10月より FM総合試験を開始した． 

 ESA/ESTEC におけるスタックレベルの機械環境試験
並びにドイツアストリウム社にて行われた EM電気試験
に参加し，インターフェースの確認，問題点の洗い出し
を行った．また，ESA側開発遅れに伴う打上げ年度の変
更に伴う影響，開発遅れをもたらした技術的問題の影響，
MESSENGER の観測に基づく水星重力係数の大幅な改
訂に伴う影響の評価を実施した． 

 

ESA とのインターフェース調整 
 ESA/JAXA プロジェクト間の会合を複数回実施，お互
いの進捗状況，問題点に関して情報を交換した．また，
緊急を要する課題に関してはビデオ会議，電話会議も併
用し議論を行った．インターフェース要求条件書（IRD），
インターフェースコントロール確認書（ICD）の内容を
ESAと調整，維持した．ESAにおける機械環境試験以降
の安全管理，品質管理に関して ESA 側 PA（Product 

Assurance）マネージャーとの調整を継続した． 

 １月に行われた ESA側 Spacecraft CDRに参加し，ESA

側プロジェクトの状態を確認した． 

 

6．「MMO」・「MPO」観測チームの活動 
  

6.1 BepiColombo Science Working Team（Bepi-SWT） 
 2012 年度の Bepi-SWT を，ストックホルムにて 2012

年 9 月に開催した．会議では（1）プロジェクトの進行
状況報告，（2）各搭載機器の開発状況報告，（3）水星サ
イエンスに関する基調講演が行われた． 

 

6.2 MMO Science Working Sub-Group（MMO-SWG） 
 2012年度の MMO-SWGを，6月 15日に JAXA宇宙科
学研究所で，また 9 月 20 日にストックホルムで開催し
た．これらにおいては，水星周辺という熱的に厳しい環
境，さらには，活用できるリソースが限られているとい
う境界条件において，いかに最高のサイエンス成果を得
るかというデータ取得戦略議論を行った． 
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i. ASTRO-H プロジェクト 
所内：高橋忠幸（プロジェクトマネージャ）満田和久（プロジェクトサイエンティスト）峯杉賢治（バス系統括） 

堂谷忠靖（ミッション系機器統括）小川美奈（ジョイントシステムエンジニア）石田 学 山崎典子 国分紀秀  

尾崎正伸 前田良知 渡辺 伸 竹井 洋 辻本匡弘 夏苅 権 石村康生 志田真樹 岡崎 健 冨田 洋 
上野史郎 田村隆幸 坂東信尚 太田方之 岩田直子 嶋田貴信 川原田円 佐藤悟朗 湯浅孝行 小高裕和 
林多佳由 片岡理江 山田隆弘 池田博一 中川貴雄 川﨑繁男 小川博之 海老沢研 松本浩典 杉田寛之  

佐藤洋一 篠崎慶亮  

所外：玉川 徹（理化研）田代 信 寺田幸功（埼玉大）藤本龍一（金沢大）久保田あや（芝浦工大）牧島一夫（東大・
理化研）中澤知洋 平賀純子（東大）内山秀樹（静岡大）坪井陽子 飯塚 亮（中央大）片岡 淳 中森健之（早
大）河合誠之 谷津陽一（東工大）大橋隆哉 石崎欣尚 江副祐一郎（首都大）吉田篤正 馬場 彩  

澤田真理（青山学院大）衣笠健三（国立天文台）幸村孝由（工学院大）山岡和貴（名大）松下恭子（東京理科大）
北本俊二 内山泰伸 村上弘志（立教大）村上敏夫 米徳大輔（金沢大）星野晶夫（立教大）宇野伸一郎（日本
福祉大）田島宏康 古澤彰浩 石橋和紀 秋元文江 田原 譲 田村啓輔 森 英之（名大）幅 良統（愛知教
育大）小山勝二 鶴 剛 嶺重 慎 上田佳宏 田中孝明 信川正順 内田裕之（京大）山内茂雄 太田直美（奈
良女大）常深 博 林田 清 穴吹直久 中嶋 大 能町正治（阪大）伊藤真之（神戸大）深沢泰司 水野恒史  

高橋弘充 大野雅功 田中康之（広島大）粟木久光 黄木景二 寺島雄一（愛媛大）廿日出 勇 山内 誠  

森 浩二（宮崎大）高坂達郎（高知工科大）北山 哲（東邦大）他 ASTRO-Hチーム 

 

1. ASTRO-H 衛星の概要 
 

1.1 ASTRO-H プロジェクトの経緯 
 次期Ｘ線天文観測衛星 ASTRO-Hは，2015年度打ち上
げを目指して開発を進めている我が国 6番目のＸ線天文
衛星である．本計画は，合計 29 校に達する日本の国公
私立大学の研究グループの支持と協力で検討が進めら
れ，世界最高の圧倒的に優れた観測能力で，宇宙科学の
根源的課題に挑む． 

 2008 年度の宇宙開発委員会における開発研究事前評
価，JAXAのプロジェクト移行審査を受け，第 26号科学
衛星 ASTRO-H プロジェクトとして，2008 年度 10 月よ
りその活動を開始した． 

 

1.2 目 標 
 ASTRO-H は，Ｘ線超精密分光と軟Ｘ線・硬Ｘ線撮像
分光／軟ガンマ線観測とによる広帯域観測を，これまで
にない高感度で実現する．これによって，宇宙のダイナ
ミックな進化と非熱的物質を含めたエネルギー集中過程
と階層形成の解明を目指すものである．高温ガスの運動
を初めて捉え，宇宙の進化をリアルタイムの映像として
明らかにし，超広帯域の観測とも合わせることで，ダイ
ナミックな宇宙の進化の真の姿が初めて明らかにされる
だろう．ASTRO-H は，最低 3 年間軌道上において観測
を続ける事をめざしており，科学的目標は以下の通りで
ある． 

（1）ダークマターが支配する銀河団という宇宙最大の
天体における熱エネルギー，銀河団物質の運動エ
ネルギー，非熱的エネルギーの全体像を明らかに
しダイナミックな銀河団の成長を直接観測する． 

（2）厚い周辺物質に隠された遠方（過去）の巨大ブラ
ックホールを，現在運用中の日本のＸ線天文衛星
「すざく」の約 100 倍の感度で観測し，その進化
と銀河形成に果たす役割を解明する． 

（3）ブラックホールの極めて近傍にある物質の運動
や，そこから出る輝線の構造を測定することで，
重力のゆがみを把握し，相対論的時空の構造を明
らかにする． 

（4）宇宙に存在する高エネルギー粒子（宇宙線）がエ
ネルギーを獲得する現場の物理状態を測定し，重
力や衝突・爆発のエネルギーが宇宙線を生み出す
過程を解明する． 

（5）距離（年齢）の異なる銀河団のダークマター分布
を測定し，銀河団進化に対するダークマターと暗
黒エネルギーの役割を探求する． 

 この科学的目標を実現するために，以下の装置の開発
を行う． 

（1）軟Ｘ線超高分解能分光システム：軟Ｘ線望遠鏡と
エネルギー分解能７電子ボルトを持つマイクロカ
ロリメータ検出器からなる．ダークマターに閉じ
込められた銀河団中の高温ガスの速度分布をはじ
めて計測し乱流構造を明らかにする．（観測範囲：
0.5-12keV）． 

（2）広視野軟Ｘ線撮像分光システム：軟Ｘ線望遠鏡と
大面積Ｘ線 CCD を用い，広い視野を持つ超低雑
音Ｘ線カメラ（観測範囲:0.3-10keV）． 

（3）硬Ｘ線撮像分光システム：日本独自の硬Ｘ線望遠
鏡と硬Ｘ線半導体撮像装置からなる．全天に広が
って分布するＸ線背景放射から，個々の天体を切
り出すことを可能にし，厚い塵に隠された巨大ブ
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ラックホールの検出感度を一気に向上させるブレ
ークスルーをもたらす．（観測範囲:5-80keV）． 

（4）軟ガンマ線検出システム：独自の狭視野半導体コ
ンプトンカメラにもとづき，一桁以上の感度の向
上を実現した超低雑音ガンマ線検出装置．ブラッ
クホールの周辺領域のジオメトリを偏光観測で探
る能力をもあわせ持つ世界トップの装置（観測範
囲:10-600keV）． 

 また，硬Ｘ線望遠鏡の焦点距離 12mを実現し，打ち上
げ時の振動，温度変化・放射線等の軌道上環境で，対象
とする天体を高い精度で指向するための構造と制御系，
絶対温度 50mK を実現する冷凍機システムをデータ処
理，通信系などとともに実現する． 

 

1.3 国際協力 
 ASTRO-H は米国，オランダ，スイス，フランス，カ
ナダなど，非常に緊密な国際協力によって開発を行う事
となっており，特に NASA/GSFCを中心としたグループ
は，2008年に NASAの SMEX/MOO公募プログラムによ
り競争的に資金を得る事が決定し，ASTRO-H の鍵とな
る検出器（軟Ｘ線分光システム）の共同開発を大掛かり
に行うこととなっている．さらに，カナダにてオンボー
ドアラインメントの開発が行われている．また科学的な
見地からミッションが目指すべき目標や性能についての
助言を得るために，NASA，ESA，JAXAのそれぞれの宇
宙機関からサイエンスワーキンググループ（SWG）メン
バーが公募され，13名が選ばれている． 

 

2. ASTRO-H 衛星搭載マイクロカロリメータ
（SXS）の開発 

 

 ASTRO-H 搭載予定の SXS検出器は極低温検出器マイ
クロカロリメータを用いた精密分光器である．マイクロ
カロリメータはＸ線 CCDカメラの 20倍程度の分光能力
を持ち，天体の運動や物理状態を精度よく決定すること
が可能である．宇宙の様々な謎を解き明かし，未知の物
理現象を発見することが大きく期待される．2012年度は
全体については詳細設計および EMによる各種実証試験
および環境試験を行った．EM デュワーに EM センサー
および ADR を組み込み，LHP を取付けた．全系での冷
却試験を行ったところ，ADRのヒートスイッチにガスリ
ークがあり正しく機能しないことが解った．このためセ
ンサーの冷却試験は予定通りには行うことが困難であっ
たが単体振動試験の後で，冷却プロセスの工夫によりセ
ンサーを駆動し，センサーのエネルギー分解能としては
5eV を切ることが確認できた．しかし，冷凍機を駆動し
た場合に，エネルギー分解能の劣化が見られ，FM に向
けて原因究明と改良を試みている．ヒートスイッチにつ
いても改良を進めている．冷凍機のアウトガス特性の把
握と改良，冷凍機駆動装置の製作も進めている． 

 PSP については，EM を用いて機械環境試験，データ
処理ロジックについての確認作業や，他機器との噛み合
わせ試験をすすめ，FMの製作に進んでいる． 

 

3. ASTRO-H 衛星搭載Ｘ線望遠鏡（SXT/HXT）
の開発 

 

 ASTRO-H 衛星には 2 台の硬Ｘ線望遠鏡（HXT:Hard 

X-ray Telescope）と 2台の軟Ｘ線望遠鏡（SXT:Soft X-ray 

Telescope）が搭載される． 

 HXT製作は日本側の担当であり，名古屋大学，愛媛大
学，大阪市立大学，宇宙研が共同で開発を進めている．
前年度末に組み上げを完了した 1 台目のフライト品
（HXT-1）に対して，4/23～5/6に SPring-8で，すべての
反射鏡の位置を調整，6月にプレコリメータを搭載，7/7

～14に SPring-8で振動試験前の性能測定，8/7～9に音響
試験 （筑波），9/6～8 に振動試験 （相模原）と進み，
11/13～12/8 に SPring-8 で最終の性能試験を実施して環
境試験で性能の変化が生じていないことを確認，12/25

～28 と 2/4～6 のアラインメントキューブミラーの較正
を実施し，HXT-1を完成させた．一方で 2台目のフライ
ト品（HXT-2）用の反射鏡の生産は名古屋大学で着々と
進行しており，3月末の時点でフライト規格品 1246枚を
生産済みである（必要枚数は 1278枚）． 

 SXTは NASA/GSFCの担当であるが，基本的な技術に
HXTと共通する部分が多いため，TV会議などで緊密に
連絡を取りながら開発を進めている．今年度は，日米協
力の一環として，6 月と 7 月に，日本側で製作を進めた
プレコリメータ（PC）部とアラインメントキューブミラ
ー（AC）部のフライト品一式ずつを，また白金抵抗温度
センサ 12 個と予備 2 個を，それぞれ 6 月と 10 月に
NASA/GSFCに輸出した．GSFC側では 10/25に 1台目の
フライト品（SXT-1）のミラー部の組み上げを完了し，X

線での較正試験を実施，その後，11/29～12/7に，日本か
ら送った PC と AC をミラー部に組み付けた．その後，
12 月中旬に打ち上げ環境試験を実施し，12/20 に，環境
試験後の測定で，SXT-1の X線集光・結像性能に変化が
起きていないことを確認した．これで，日本側で行われ
るサーマルシールドの搭載作業を残して，SXT-1は完成
したことになる．なお，PC 搭載以降の作業には，宇宙
研と名古屋大学から一名ずつの作業者が現地での支援を
行った．完成した SXT-1 は 3/12 に宇宙研に到着した．
SXT に関してはこの他，筑波での試験に使用する SXT

用の吊り金具の設計，試作を実施した．SXT本体の吊り
上げ部は，バックグラウンド X線遮蔽用のカバーが装着
されているなどのために複雑な構造をしており，これら
に対応するための改良が年度末の時点でも続けられてい
る． 
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4. ASTRO-H 衛星搭載軟Ｘ線撮像検出器（SXI）
の開発 

 

 SXI（Soft X-ray Imager）は，ASTRO-Hに搭載予定の
広視野撮像分光検出器である．5.6mの焦点距離を持つ軟
Ｘ線望遠鏡（SXT-I）の焦点面に置かれ，大面積のＸ線
CCDを４枚配置することで 38分角の視野をカバーする．
SXI は，「あすか」，「すざく」でのＸ線 CCD カメラの経
験をもとに開発が進められており，次のような特徴を持
つ． 

（1）世界で初めて N型 CCDを採用し，200μmという
厚い空乏層を実現する． 

（2）アナログ回路を ASIC化し，CCD近傍に配置する
ことでノイズ性能の向上と低電力化を計る． 

（3）１段スターリング冷凍機を用いて CCDを－120℃
に冷却し，放射線損傷の影響が出にくくする． 

（4）CCD表面に直接アルミ蒸着することで可視光遮断
膜を廃し，カメラボディの真空容器化を不要とす
る． 

（5）イべント処理に FPGAを利用することで，撮像間
隔を短縮する． 

 2012年度は，まずこれまでの EM試験等により顕在化
した以下のような課題に対処した．ひとつ目は，エネル
ギー分解能が（要求値は満たしているものの）足りない
点である．これについてはチーム外の専門家も交えてア
ナログ回路系（ビデオボード，ドライバボード）を見直
し，読み出しノイズを電子数換算で 10 個から８個に減
らした．２つ目は，冷却性能の不安定である．長時間動
作試験で一段スターリング冷凍機の性能にドリフトが見
られ，調査の結果作動ガス（He）中の不純物が原因と判
明した．そこで，FM冷凍機製造に向けて，JT冷凍機等
で確立しているコンタミネーション管理を適用すること
にした．３つ目は，CCDへのコンタミネーション対策で
ある．CDRでは要求の配分値のみを示し，実現可能性を
試験していなかったが，EM ビデオボードからのアウト
ガスを測定し，現実的なベーキング時間で要求値が満た
せることを示した． 

 次に，FM CCDの製造を進めた．その過程でワイヤの
ボンディング不良という不具合が発生したが，製造メー
カーと協力してボンディング方法や条件を見直し，十分
な強度のボンディングを実現した．これにより，遅延な
く FM CCDを製造することができた．電子回路系は，前
記の読み出しノイズ低減策を取り込んだ EMドライバ基
板，EM アナログ基板を作成し，機能性能試験を実施し
た．この結果を受けて，FM 基板の製作を開始した．こ
れらの作業と並行して，機上データ処理ロジックの検証
を進めた．アナログ系からのデータを模擬するシミュレ
ータを使い，SXI-PE，SXI-DE での処理ロジックの検証
とデバッグを継続して行っている． 

 これらハード・ソフトの製作・試験に加えて，主に EM

品を用いてセンサのキャリブレーションを進めた．具体
的には，電荷注入によるエネルギー分解能の改善を放射
線損傷をさせた（orさせていない）CCDで調べたり，低
エネルギー側での検出効率のモデル化をしたりした． 

 2012年度は，衛星システムとして熱真空試験，微小擾
乱試験が行われ，それに SXI-S試験モデル（TTMモデル，
MTM モデル）を参加させた．これら試験に伴う衛星組
み立て時に，SXI-S 取り付け足の平面度やベントパイプ
取り付け手順などの課題が明確になり，FM に向けて対
策が取られた．また，擾乱環境，熱環境という点で，SXI-S

に大きなインパクトがないことを確認した． 

 

5. ASTRO-H 衛星搭載硬Ｘ線撮像検出器／軟ガ
ンマ線検出器（HXI/SGD）の開発 

 

 硬Ｘ線撮像検出器（Hard X-ray Imager : HXI）および軟
ガンマ線検出器（Soft Gamma-ray Detector : SGD）は，
ASTRO-Hに搭載予定の検出器であり，それぞれ 5-80keV

と 30-600keVという高エネルギー側の広帯域を検出範囲
として持つことで，ASTRO-H の目指す広帯域高感度観
測を実現する． 

 HXIは両面シリコンストリップ検出器と両面ストリッ
プ型テルル化カドミウム検出器を多層に組み合わせた主
撮像部を硬Ｘ線望遠鏡の焦点位置に設置して，10keV 以
上の硬Ｘ線光子に対する高い検出効率と分光能力，位置
分解能 250μm を同時に実現する．さらに周囲を，BGO

シンチレーターで出来た厚いアクティブシールドで囲む
ことで，低バックグラウンドによる高感度を実現する． 

 SGDは，シリコン及び CdTeのピクセル型検出器を数
10 層にも積層して半導体コンプトンカメラとして動作
させ，コンプトン運動学を用いた到来方向決定能力によ
って，さらなる高感度観測とガンマ線の偏光観測能力を
実現する． 

 HXI について 2012 年度は，カメラ部およびアクティ
ブシールド部それぞれの EMモデルの製作を行い，電気
特性試験，熱真空試験，機械環境試験を実施した．その
結果，電気特性として所定の性能を満たしていることを
確認し，熱真空条件下においてもカメラ内部が要求性能
を満たすような温度条件が達成されていることを確認す
ることが出来た． 

 機械環境試験の結果からは，カメラの構造設計におい
てテルル化カドミウム素子を含むトレイ構造などに修正
が必要であることが分かり，改修を行った．またアクテ
ィブシールド部の EMを用いて熱サイクル試験などを実
施した結果，読み出し素子のアバランシェフォトダイオ
ードとの光学接合部の手法を確立した． 

 センサ部からの信号を処理する後段の回路部について
は，フライト基板と同等品を用いた評価ボードを用いて
搭載するロジック回路やソフトウェアの検証を開始し
た． 
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 SGDにおいては，EMの CFRPハウジングを用いて，
SGD-Sの熱バランス試験，音響試験，振動試験を行った． 
振動試験においては，5 月に行った試験で，ラジエター
及び，ラジエターの支持構造に変更が必要なことが分か
り，設計変更，構造解析を行った．3 月に変更を行った
SGD-Sの振動試験を行い，機械環境耐性を確認した． 

 コンプトンカメラ部については，フル構成の最終試作
機を製作し，電気試験，熱真空試験，低バックグランド
化での測定試験を行い，動作，性能の確認を行った． 

 その後，振動試験を行ったが，ランダム加振で，テル
ル化カドミウム半導体と読み出し基板とを電気的，機械
的に接合しているバンプ接合部が外れるという不具合が
発生した．接合方法の改善を行っている． 

 

6. ASTRO-H 衛星搭載オンボードアラインメン
ト装置（AMS）の開発 

 

 ASTRO-Hの HXT+HXI用の光学ベンチは全長 12mに
達する大型のものである．軌道上での振動によるアライ
ンメントの誤差を検出するために，オンボードアライン
メント装置の開発をカナダ CSAと共同で行っている． 

 今年度は基本設計を進めた．レーザ安全基準に従った
作業手順の確立，Top Plate TTM試験での熱設計の検証，
計測エリアを保証するために AMS-LD のハウジング形
状の変更，太陽光コンタミを低減するための AMS-LDへ
のバンドパスフィルタ導入の決定，AMS-Tにフード，ヒ
ータ，MLIを導入することを決定，地上でのアラインメ
ント調整に使用する治具のデザインの決定，AMS-LDへ
のアラインメントキューブの導入，AMS-LDのボンディ
ングワイヤの位置決定，バックグラウンド低減のための
AMS-LDのハーフミラーのデザイン（ノイズ低減）を行
い，2013年に入ってから，AMS-T EMの振動試験を実施
した．設計会議は 2012年 5月と 2013年 2月に実施し，
AMS-T の振動試験結果の検討のために，2013 年 3 月に
Neptec 社（Ottawa）で検討会を実施した．11 月にカナ
ダにて PDRを実施した． 

 

7. ASTRO-H 衛星用解析ソフトウェア・キャリブ
レーションの構築 

 

 ASTRO-H 衛星は公開天文台として，科学観測データ
はひろく科学者にひらかれる．すなわち，搭載装置の開
発者でなくとも，ASTRO-H 衛星の科学成果を最大限に
ひきだせるように，迅速，正確，かつ，容易に観測デー
タが解析できる仕組みを構築することが重要である． 

 昨年度に立ち上げたソフトウェア・キャリブレーショ
ンチーム（SCT）にて，NASA/GSFC と共同で，各検出
器開発グループ，科学検討グループ，アーカイブグルー
プ等，衛星開発チーム内の複数の検討グループと議論を
行いながら，観測データの高次処理ソフトウェアの開発

や検出器の較正情報の取りまとめを行っている．今年度
は，高次処理のプロセスフローを整理し，入出力ファイ
ルのフォーマットを規定した．高次処理に用いるソフト
ウェア群の詳細設計をすすめ，搭載機器に共通な処理ツ
ールに関しては初版を製作し動作確認を行った． 

 

8. ASTRO-H 衛星データ処理，ソフトウェア，ア
ーカイブシステムの開発 

 

 ASTRO-H のデータを世界に発信するとともに長期間
保管するためのアーカイブシステムの開発を進めてい
る． 

 2012年度は，システムの設計を詳細化するとともに，
データ処理やアーカイブで用いるデータベースと JAXA

とNASA間でデータ交換をするためのシステムの試作を
進めた． 

 

9. ASTRO-H 衛星の地上系システムの構築 
 

 ASTRO-H 衛星の打上げ後に行われる，観測計画の受
付から，衛星管制，上述の観測データの高次処理やデー
タ公開までの一連の運用に必要な，地上系システムの開
発を進めている． 

 今年度は，衛星運用構想を整理し，地上局等の基盤シ
ステムとのインタフェース調整を開始した．また，科学
衛星運用･データ利用センターの協力のもと，科学衛星と
しては ASTRO-H 衛星が初めて使用する勝浦第４送受信
局からのミッションデータなどのデータ伝送経路の構築
に着手するとともに，ASTRO-H 衛星の試験・構想に対
応した汎用衛星試験運用ソフトウェア（GSTOS）の改修，
地上試験装置（GSE）の構築を行い，来年度開始される
一次噛み合わせ試験に備えた． 

 

10. ASTRO-H チームの広報教育活動 
 

 ASTRO-Hチームでは，ASTRO-Hや高エネルギー宇宙
物理学を通した広報教育（Education and Public Outreach : 

EPO）の活動を行なっている．これを支援し，自らも広
報教育活動を行なう EPOチームを青山学院大，日本福祉
大，名大，神戸大学，宇宙研のメンバーで構成し，2012

年度も広報教育活動のためにパンフレットやクリアファ
イル，ロゴシールといった資料作成などの活動を行なっ
ている． 

 2012 年度も，一般の方への講演活動などを継続し，
ASTRO-H 衛星のみならず JAXA や宇宙物理学の宣伝を
行なった． 

 また，ASTRO-H衛星の公式 web pageをより効率的に
アップデート出来るよう，web pageを宇宙研以外からで
も編集できるようにする作業を行なった． 

 ASTRO-Hチームは日本全国の機関にメンバーが点在 
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しているのが特徴で，そのおかげで，埼玉から宮崎まで
幅広い箇所での広報教育活動が可能になっている． 

 また，日本福祉大学では ASTRO-H の点字パンフレッ
トも制作し，広報教育のバリアフリー化を目指している． 
 

 

j. 惑星分光観測衛星プロジェクト 
所内：澤井秀次郎（プロジェクトマネージャ） 福田盛介 中谷幸司 坂井真一郎 豊田裕之 竹内伸介 坂井智彦  

小川博之 岡崎 峻 久木田明夫 山﨑 敦 上水和典 木村智樹 村上 豪 吉岡和夫 高島 健  

淺村和史 

所外：吉川一朗（東大）土屋史紀 鍵谷将人 笠羽康正 坂野井健（東北大） 

他 惑星分光観測衛星プロジェクトチーム 

 

1. 惑星分光観測衛星の概要 
 

 惑星分光観測衛星（SPRINT-A）は，極端紫外光で非
磁化惑星大気と太陽風プラズマの相互作用と，木星磁気
圏プラズマと衛星イオの火山ガス大気の相互作用を測定
する衛星であり，2013年夏の打上げを目指して開発が進
められている. 

 

2. 惑星分光観測衛星関連の活動 
 

 惑星分光観測衛星プロジェクトは，当初，小型科学衛
星プロジェクトとして５年で３機程度の小型科学衛星を
開発・運用する計画であったが，２号機候補として選定
された ERG の立ち上げ時の議論の結果，プロジェクト
範囲を初号機のみとし，ERGを含む各衛星は別プロジェ
クトとしてマネージメントされることとなった．以下に， 

各作業の概要を記す． 

 

2.1 惑星分光観測衛星（SPRINT-A）の開発 
 SPRINT-Aは，2013年夏の打上を目指した開発が進め
られた．特に，2012年度後半には FM総合試験を実施し，
衛星搭載系をほぼ完成させた． 

 

2.2 プロジェクト範囲の再定義 
 ERG立ち上げの議論の一環として，プロジェクト範囲
の再定義を行った．すなわち，従来，５年で３機程度の
シリーズ衛星開発・運用をプロジェクト範囲としていた
ものを，初号機である SPRINT-A開発に特化したプロジ
ェクトとして，再定義した．この際，シリーズプロジェ
クトの終了審査を実施し，ERG 立ち上げにおける問題
点，特に衛星立ち上げ前の開発コスト推定について，整
理を行った． 

 

 

k. ジオスペース探査衛星プロジェクト 
所内：高島 健（プロジェクトマネージャ） 仁田工美（サブマネージャ） 淺村和史（ミッションマネージャ） 

小川恵美子 村島未生 松岡彩子 笠原 慧 三谷烈史 藤本正樹 篠原 育 斎藤義文 長谷川洋  

横田勝一郎 早川 基 阿部琢美 山田 学 

所外：小野高幸（PI/東北大）三好由純（プロジェクトサイエンティスト/名大）平原聖文（名大）松本晴久 東尾奈々
（JAXA研究開発本部）笠羽康正（東北大）小嶋浩嗣（京大）塩川和夫 関華奈子（名大）加藤雄人 熊本篤志  

疋島 充 寺田直樹 小原隆博 坂野井健 土屋史紀 栗田 玲（東北大）渡部重十（北大）宮下幸長  

堀 智昭 瀬川朋紀 菊池 崇 藤井良一 大塚雄一 西谷 望 梅田隆行 桂華邦裕 下山 学 町田 忍 
家田章正 齊藤慎司 北村成寿 増田 智 今田晋介 小路真史（名大）尾花由紀（大阪電通大）中村雅夫（大
阪府大）篠原 学（鹿児島高専）笠原禎也 八木谷聡 後藤由貴 尾崎光紀 松田昇也（金沢大）橋本久美子（吉
備国際大）湯元清文 田中高史 河野英昭 吉川顕正（九大）大村善治 能勢正仁 海老原祐輔 上田義勝  

新堀淳樹 谷森 達 家森俊彦（京大）田中良昌 門倉 昭 佐藤夏雄 山岸久雄 小川泰信 行松 彰  

片岡龍峰 西山尚典（極地研）上野玄太 樋口知之 中野慎也（統数研）浅井圭子（玉川学園）松本洋介（千葉
大）田所裕康（東京工科大）長井嗣信 長谷川実穂（東工大）寺沢敏夫 星野真弘 天野孝伸（東大）北村健太
郎（徳山高専）石坂圭吾 三宅壮聡 岡田敏美（富山県立大）田口 真 柳町朋樹（立教大）中村紗都子（京大）
高田 拓（高知高専）長妻 努 村田健史 島津浩哲 品川裕之 陣 英克 坂口歌織（NICT）飯島雅英（大
乗淑徳学園）村中崇信（中京大）細川敬祐（電通大）田中 真 三宅 亘 白澤秀剛（東海大）中溝 葵（フィ
ンランド FMI）風間洋一（台湾 ASIAA）小笠原桂一（米国 SWRI）アルヴェリウス幸子（スウェーデン IRF） 
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1. 概   要 
 

 「ジオスペース探査(ERG)」計画は，放射線帯の高エ
ネルギー電子の加速機構と宇宙嵐の変動メカニズムの解
明を目指したミッションである． 

 地球の近くの宇宙空間であるジオスペースには，高密
度の熱的プラズマ領域であるプラズマ圏，宇宙嵐の発達
を引き起こす環電流粒子，そして最高エネルギー帯の放
射線帯と異なるエネルギー階層のプラズマ・粒子が共存
している．ジオスペース探査（ERG）衛星は，広いエネ
ルギー帯を計測するプラズマ・粒子計測器および広い周
波数帯を計測する電場・磁場計測器が搭載されており，
上記のジオスペースにおける様々なエネルギー階層のプ
ラズマ・粒子，電磁場の詳細な観測を実施する．また，
ERG衛星には，プラズマ波動と粒子のエネルギー交換過
程を直接計測する「波動粒子相互作用解析装置」が初め
て搭載され，宇宙プラズマにおける波動粒子相互作用の
素過程を明らかにする． 

 本計画の科学課題は以下の 3つであり，放射線帯の相
対論的電子がいつ，どのように増加するかを明らかにす
ることを目指している． 

（1）放射線帯の相対論的エネルギー電子の増加過程が，
外部供給か内部加速かを切り分ける． 

（2）放射線帯の相対論的電子の加速素過程を同定する． 

（3）放射線帯の相対論的電子の消失機構を検証する． 

 また，この計画は，人工衛星による直接観測に加え，
磁力計やレーダー観測といった連携地上観測，さらにシ
ミュレーション・モデリングの 3つのチームから構成さ
れており，太陽地球系科学分野の様々な研究手法を結集
し総合的な観測を行う．さらに，多様なデータを統合的
に解析する体制を整備し，科学成果を最大限にするため
にサイエンスセンターを設置し，プロジェクトのデータ
の標準化とアーカイブ，統合解析ツールの開発と公開を
行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 開発全体スケジュールと主要マイルストーン 
 

 ERG衛星は，多くの宇宙嵐が起こると考えられている
第 24太陽活動期の極大から下降期にあたる 2015年度の
打ち上げを予定している． 

・2012年 5月 SDR(System Definition Review) 

・2012年 8月 プロジェクト化 

・2013年 3月 基本設計確認会 

・2014年 1月 詳細設計確認会 

・2014年 11月 1次噛合せ 

・2015年 4月 FM総合試験 

・2015年 12月 打上げ予定 

 
表 1 ジオスペース探査プロジェクト： 2012年度主要会合 

 設計・サイエンス会議 

2012年 9月 13-14日 第 1回 ERG設計会議・サイエンス会議 
2012年 12月 27-28日 第 2回 ERGサイエンス会議 
2013年 1月 22日 第 2回 ERG設計会議 

 

3. ERG 搭載観測機器 
 

 ERG衛星は，多くの宇宙嵐が起こると考えられている
第 24太陽活動期の極大から下降期にあたる 2015年度の
打ち上げを予定している．相対論的な電子の加速が起こ
っていると考えられているジオスペースの赤道面付近
で，プラズマ総合観測を行う．放射線帯の相対論的な電
子の加速を理解するためには，放射線帯のメガエレクト
ロンボルトの電子の観測だけではなく，6 桁以上低いエ
レクロンボルトのプラズマまでをカバーするように，エ
ネルギー方向に連続的に観測する必要がある．また，プ
ラズマの波の波形観測も重要である．実は，このような
総合観測は，ジオスペース赤道面ではほとんど行われた
ことがない．それは，放射線帯のエネルギーが高い粒子
のために，低いエネルギーのプラズマ/粒子の観測がとて
も難しいからである． ERG 衛星では，新たに開発した
機器を搭載して，放射線帯の中でのプラズマ総合観測の
実現を目指している． 

 ERG衛星には， 8台の観測機器を搭載する． その内，
荷電粒子のエネルギーや飛来方向を計測する機器が 6

台，電磁場計測器が 2台である．荷電粒子の計測器は，
それぞれ観測するエネルギー帯が異なっている． 低い方
はエレクトロンボルト域，高い方ではメガエレクトロン
ボルト域をカバーする． これらの観測器の多くは国内で
開発され，一台が海外から提供される． ERG ミッショ
ンの最大の目的は放射線帯高エネルギー電子（メガエレ
クトロンボルト以上）の 加速と消失を理解することだ
が，そのためには高エネルギー電子のみを観測するので
は不十分である．加速・消失プロセスには幅広いエネル
ギーレンジのプラズマや， 幅広い周波数帯の電磁場が寄
与するため，これだけ多くの観測器が必要である． 

図 1 軌道上の ERG（想像図） 
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 加えて，S-WPIA: ソフトウェア型波動粒子相互作用解
析装置（PWE, MEP-e/HEP-e/XEPの出力信号を MDP内
で処理）により，どのエネルギー粒子がどのプラズマ波
動（周波数）とエネルギー授受をしているのかを直接測
定する．世界ではじめて波動粒子相互作用を定量的に検
証する． 

 
表 2 「ERG」探査機：観測機器チーム 

名称 観測内容 代表者 

LEP-e 
低エネルギー 
電子計測 

風間洋一（ASIAA） 
 

MEP-e 
中間エネルギー 
電子計測 

笠原慧（JAXA） 
 

HEP 
高エネルギー 
電子計測 

三谷烈史(JAXA) 
 

XEP 
超高エネルギー 
電子計測 

松本晴久，東尾奈々
（JAXA） 

LEP-i 
低エネルギー 
イオン計測 

淺村和史（JAXA） 
 

MEP-i 
中間エネルギー 
イオン計測 

笠原慧(JAXA) 
 

PWE 
プラズマ波動・電場
計測 

笠羽康正（東北大） 
 

MGF 磁場観測 松岡彩子(JAXA) 

S-WPIA 
波動粒子相互作用解
析装置 

小嶋浩嗣（京大） 
 

 

 また，観測のためには以下の特徴を持つ． 

・軌道：磁気圏全域をカバーするため，夜側を包含しう
る長楕円極軌道をとる． 

・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，
スピン安定である． 

・電磁干渉対策：精密な磁場・プラズマ計測のため，帯
磁・帯電・電磁ノイズ低減をはかる． 

・軌道：表層・内部・磁場を全球計測するため，低高度
極軌道をとる． 

・姿勢：高空間分解で計測するため，３軸制御を行い，
常時太陽を指向する． 

 

4. 国際協力対応 
 

 ERG 衛星が打ち上げを予定している第 24 太陽活動期
には，米国やカナダ，ロシアなどによっても放射線帯の
衛星観測が計画されている．このように，ジオスペース
を複数点の衛星によって同時に観測できる機会は，とて
も貴重である．そのため，各国の衛星計画の間で情報の
交換を進め，協同してジオスペース研究を推進していく
議論が行われている． 

 また，台湾 Academia Sinica Institute of Astronomy and 

Astrophysics（ASIAA）が中心となり，低エネルギー電子
分析器（LEP-e）の開発に参加することが決まっている． 
 

 

l. 次世代赤外線天文衛星（SPICA）プリプロジェクト 
所内：中川貴雄（プリプロジェクトリーダー） 松原英雄 村上 浩 川勝康弘 川田光伸 片 宏一 紀伊恒男  

山村一誠 松浦周二 和田武彦 塩谷圭吾 村田泰宏 小松敬治 山田隆弘 小川博之 後藤 健 橋本樹明  

坂井真一郎 山田隆弘 佐藤英一 斎藤宏文 竹内伸介 冨木淳史 澤井秀次郎 中塚潤一 清水成人  

大串義雄 清水幸夫 久木田明夫 戸田知朗 廣瀬和之 福田盛介 阪本成一 渡辺次男 上野宗孝  

吉原圭介 長島隆一 高木俊暢 猿楽祐樹 鈴木仁研 津村耕司 磯部直樹 白簱麻衣 空華智子 櫨香奈恵 

大井 渚 瀧田 怜 江草芙実 岡崎 峻 

所外：山脇敏彦 水谷忠均 清水隆三 杉田寛之 佐藤洋一 篠崎慶亮 岡本 篤 岩田隆敬 巳谷真司 丸山健太 
歌島昌由 野田篤司 宇都宮真 池永敏憲 安藤麻紀子 畠中龍太 村上尚美 谷洋海（JAXA）尾中 敬  

河野孝太郎 小林尚人 宮田隆志 川良公明 左近 樹 土井靖生 酒向重行 斎藤智樹 小山佑世（東大） 

金田英宏 平原靖大 大薮進喜 石原大助（名大）芝井 広 深川美里（阪大）常田佐久 渡部潤一 山下卓也 
有本信雄 田村元秀 松尾 宏 児玉忠恭 泉浦秀行 今西昌俊 小谷隆行 松尾太郎（国立天文台）山田 亨 
市川 隆 板 良房 大坪貴文（東北大） 村上正秀（筑波大）松本敏雄 高見道弘 大山陽一（台湾中央研究
院）池田優二（京都産業大）長尾 透（京大）所 仁志（ナノオプトニクス研究所）江上英一（アリゾナ大） 

本田充彦（神奈川大）後藤友嗣（ボーア研究所） 

 

1. は じ め に 
 

 次世代赤外線天文衛星 SPICA（Space Infrared Tele-

scope for Cosmology and Astrophysics）は，（1）銀河誕生
のドラマ，（2）惑星形成のレシピ，（3）宇宙における物
質循環という天体物理学の重要課題の解明に挑む赤外線
天文衛星プロジェクトである．このような課題を解明す

るために，「SPICA」では，放射冷却と機械式冷凍器の活
用により，従来よりもはるかに大口径（3.2m）の冷却（＜
６Ｋ）赤外線望遠鏡を搭載し，中間・遠赤外線領域にお
いて，従来のミッションよりもはるかに優れた感度を達
成することを目指している． 

 SPICAは JAXAにおいて，平成 20年 7月からプリプロ
ジェクト活動を進めている．平成 22 年には，システム
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要求審査（System Requirement Review）に合格した．続
いて，平成 23 年度からは，今後のプロジェクトの遂行
を技術的により確実に進めることを目指して，プリプロ
ジェクト活動の延長として，リスク低減フェーズ活動を
開始した．あわせて，国際協力の協議を進めるとともに，
それに基づく検討・開発を進めた．さらに，搭載焦点面
観測機器の国際審査を進めた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 平成 24 年度の主要イベントと成果
 

2.1 リスク低減フェーズの開始 
 どのような衛星プロジェクトにおいても，リスクが無
いということはありえない．できる限り早期にリスクを
認識し，設計の進捗にあわせてリスクに対処することで，
打ち上げてみなければわからない事項を，打上げ前にで
きる限り減らすことが，リスク低減活動である． 

 SPICAにおいては，プロジェクト全期間を通したリス
ク低減活動を計画し，それに基づきリスク低減活動を実
施してきた．ただし，ASTRO-G のキャンセルという事
態を受け，平成 23 年度に，再度リスク低減計画の見直
しを行った．その結果として，「リスク低減フェーズ」を
SPICAに導入することとした． 

 「リスク低減フェーズ」とは，ミッション達成を左右
するような影響度が高い「重要リスク」について，当初
プロジェクト移行後に予定していたリスク低減活動を，
プロジェクト移行に先立ち，前倒しで行うものである．
これにより，プロジェクト移行時の技術的リスクを軽減
すると同時に，プロジェクト移行後の開発計画を確実な
ものとすることを目指す． 

 SPICAでは，ミッション達成を左右するような影響度
が高い「重要リスク」として，以下の 4項目を挙げた． 

 

 1. ミッション部熱構造 

SPICA熱構造は，冷媒を使用しないという新しい
方式を採用している．冷凍機などの要素の開発は
進んでいるが，システムとしての成立性には不定

性があり，リスク要因である． 

 2. 擾乱管理・指向制御 

科学目的から要求される指向要求を達成すること
は，必須要求である．冷凍機などの擾乱源を搭載
したなかで，高精度の指向制御を達成することは
前例がなく，リスク要因である． 

 3. EMC（電磁干渉対策） 

科学目的から要求される感度を達成するために
は，EMC 管理を行うことは必須要求である．
SPICAの観測機器，特に SAFARIは EMI（電磁干
渉）に敏感であり，リスク要因となっている． 

 4. 観測機器 

科学目的から要求される感度・機能を満たす望遠
鏡・焦点面観測装置を開発することは必須要求で
ある．新しい観測装置の開発であるため，多くの
新規開発項目があり，リスク要因となっている． 

 SPICA では，「リスク低減フェーズ」を，主として机
上検討からなる「フェーズ１」と，試作活動を含む「フ
ェーズ２」とにわけて活動を行った．フェーズ１が平成
24年 1月に開始され 7月に終了した．さらに，フェーズ
２が平成 24年 12月から開始された（継続中）． 

 

2.2 リスク低減フェーズ１の成果 
 主として机上検討からなる「フェーズ１」を，平成 24

年 1月に開始し，7月に終了した． 

 

2.2.1 ミッション部熱構造 
 4.5K ステージの冷却能力に適切なマージンを確保す
ることをめざした．具体的には，開発のフェーズを考慮
して 25%を目標とした．それにむけて，ミッション部全
体の熱設計を見直した．特に，機械的設計条件，熱的設
計条件を設定し，それを満足する分離機構を検討し，導
入した．この結果を熱数学モデルに取り込み，要求され
る熱侵入量条件を達成する設計解を得た． 

 ハーネス仕様の全面的な詳細化をはかった．このなか
で，熱数学モデルにおいて，ハーネスに明示的に 25%マ
ージンを設定した．この結果，4.5Kステージ熱負荷が目
標を達成した． 

 信頼性の向上のため，ヒートスイッチの技術実証を進め
たが，現時点では所定の性能を実証することできなかった．
そのため，ヒートスイッチの開発は継続するものの，現時
点ではヒートスイッチを搭載せず，予冷機である 2ST 2台
を追加した冷凍機システムを新たなベースラインとした． 

 

2.2.2 指向制御 
 高周波域での十分なマージンの確保を目指した．その
ために，トラス分離機構の検討，アイソレータの検討を
進め，高周波帯域（10Hz以上）で，パッシブ機構のみで
一桁のマージンを確保する設計解を得た． 

 さらに，低中周波数域での擾乱源と擾乱の大きさの調

図 1 軌道上の SPICA（想像図） 
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査を行った．具体的には，国内外の高精度指向制御を行
った衛星の擾乱管理と軌道上実績を調査した．擾乱源と
なり得る機器のリストアップに加え，L2軌道上のマイク
ロデブリ衝突による微小角変動や，SAFARI の擾乱を新
たに定量化した．これらにより，低中周波数域での擾乱
源と擾乱の大きさを明確にした． 

 上記の調査結果に基づき，低中周波数域での擾乱に対
する対応の基本方針を決定した． 

 

2.2.3 EMC 
 EMI 源の放射レベル（CE, RE）を明確化することを
目指した．そのために，過去の，あるいは開発中の衛星
搭載機器 20 種について EMC 測定データの調査を実施
し，RE, CE の放射レベルを把握した．PLANET-C のハ
イゲインアンテナ背面の放射パターンを測定し，想定と
大きな違いがないことを確認した．スターリングサイク
ル冷凍機の磁界データを調査した．焦点面観測装置の雑
音源調査（RE01, 02）を行った．これらにより，EMI 源
の放射レベル（CE, RE）の明確化を行った． 

 また EMI 感受性レベルの明確化を目指した．そのた
めに，まず，最も感受性の高い観測装置 SAFARIの放射
雑音に対する感受性調査を実施した．またその他の観測
装置の赤外線検出器の放射雑音感受性を見積もった．こ
れらにより，EMI 感受性レベルを明確にした． 

 さらに，EMI 対策と予測ツールの整備を進めた．その
ために，電磁界解析ソフトを導入し，衛星構体を導体と
仮定した場合の望遠鏡開口部からの電波侵入の解析を行
った．また，電源についての調査を進め，デジタルシャ
ントのCE03は 10kHz以上でMIL規格を超えるレベルで
あることが分かった．さらに，FPI の極低温ハーネスに
ついての検討を進めた．EMC対策としての観測制約の可
能性についても検討を進めた． 

 

2.2.4 観測機器 
 中間赤外線分光撮像装置の開発遅延を防ぐ活動を進め
た．そのために，検出器の基本性能確保のための重要な
設計要素である，中間赤外線検出器の熱アニール条件の
達成が可能な検出器モジュールの熱・構造概念設計を行
った．また，光学素子要素評価，機構・アクチュエータ
開発，常温電機系の概念設計を行った． 

 さらに，観測装置の技術開発によるリスク低減を進め
た．そのために，バッフル性能について，各観測装置か
らの迷光に関する要求を明確化した．欧州担当の望遠鏡
の現況に対応するため，コロナグラフ観測の誤差要因を
分析し，適切な誤差配分を行った． 

 さらに，地上試験によって望遠鏡の極低温での光学特
性確認を行う方法を検討した．各観測機器の望遠鏡光軸
焦点に対するアライメント精度要求の整理を行った． 

 

 

2.2.5 システム検討 
 上記にあわせて，SPICAシステム全体の再検討を行っ
た．特に個別のリスク低減活動がシステムに与える影響
について検討を行った．その結果，今後の詳細検討は必
要ではあるが，現時点においてシステム成立性に大きな
影響を与える項目はないと判断した． 

 さらに衛星全体としてのコンタミネーション管理につ
いて，見当を進めた． 

 

2.3 リスク低減フェーズ 2の開始 
 「フェーズ 1」の成果に基づき，試作評価を含む「フ
ェーズ２」の活動を，平成 24年 12月に開始した．主た
る試作として，メイントラス分離機構，振動アイソレー
タ，tip-tilt 鏡などがある．平成 25 年度にフェーズ 2 の
活動を終了する予定である． 

 

2.4 SPICA 推進チーム活動 
 上記の技術的な検討と平行して，SPICAのプログラム
的な側面の推進をおこなうために，JAXA内に SPICA推
進チームを平成 24 年度に設置し，SPICA のプロジェク
ト化に向けた活動を開始した． 

 

3. 国際協力対応 
 

3.1 焦点面機器の国際審査 
 最終的に SPICA に搭載する焦点面観測機器を決定す
るために，焦点面観測機器の国際レビューを進めた．レ
ビューは，各観測機器チームから出されたプロポーザル
に基づいて行われ，科学的観点，技術的観点，プログラ
ム的観点から進められた． 

 

3.2 ESA 
 ESAは，リスク低減フェーズ活動に参加し，ESA担当
部分，特に望遠鏡光学設計，PLM 熱解析，PLM 構造解
析について，日欧協力のもとリスク低減活動を行った．  

 

3.3 サファリ・コンソーシアム 
 オランダ Space Research Organization of Netherlands 

（SRON）に率いられるコンソーシアムが，焦点面観測機
器 SAFARI の開発を進めている．年に 2回の大規模なコ
ンソーシアム会議により，開発の進捗をチェックしてい
る． 

 

3.4 韓国 
 Korean Astronomy and Space Institute（KASI）を中心
とするチームが作られ，Focal Plane Camera（FPC）の開
発を進めている．衛星姿勢制御系との打ち合わせが行わ
れた． 
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3.5 台湾 
 Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophys-

ics（ASIAA）が中心となり，日本担当の焦点面観測装置
MCS（Mid-infrared Camera & Spectrometer）の開発に参
加している．さらに，MCSを用いた科学研究活動の検討

も進めた． 

 

3.6 米国 
 SPICAへの参加の可能性を検討している． 

 

 

 

ｍ. 再使用観測ロケット技術実証 
所内：小川博之 稲谷芳文 成尾芳博 野中 聡 丸 裕介 竹内伸介 八木下剛 山本高行 伊藤 隆 坂井智彦  

川崎 治 葛生和人 橋本知之 小野寺卓郎 高田仁志 木村俊哉 佐藤正喜 

 

 平成 20年 7月に再使用観測ロケットはプロジェクト準
備審査を受審し，運用システム開発計画全体のプロジェク
ト準備ではなく，まずは，その運用システム開発前にリス
クの大きなシステムレベルの技術課題を抽出し，その技術
実証を行う「技術実証プロジェクト」の準備が認められ，
技術実証プロジェクト準備をおこなってきた．平成 22年
7 月に宇宙科学研究所事業として技術実証プロジェクト
の着手が認められ，以降，活動をおこなっている． 

 再使用観測ロケット機体システム技術実証の目的は，
①帰還飛行とエンジン再着火による着陸，②故障許容の
システム構成，③繰り返し飛行運用，など他のロケット
とシステム形態が大きく異なる点に係わる技術課題につ
いて実証し，運用システム開発に向けたリスクを解消し，
以下の項目について設計要求を満足する仕様を設定する
ことである． 

 

1. 帰還飛行／エンジン再着火／着陸に係わる技
術実証 

 

 帰還着陸飛行における姿勢転回モデル飛行実証 /滑
空・姿勢転回・維持の一連の運動を成立させる方法を確
立し，機体形状等の仕様を設定する．機体運動に伴う推
進剤挙動と推進剤供給系の機能実証/推進剤供給を成立
させるためのタンク内部デバイスおよび加圧方式につい
て仕様を設定する．エンジン再着火のためのポンプによ
るエンジン予冷方式の実証/機体システムにおける成立
性を評価し，システム適用に必要なポンプ性能や運用方
法を設定する．着陸脚の基礎特性把握および機能実証と
着陸挙動解析/繰り返し使用を考慮した着陸を成立させ
るための脚の仕様を設定する． 

 

2. 故障許容に関する技術実証ヘルスモニタセン
サの開発および機能実証 

 

 センサの選定と配置方法などヘルスモニタを成立させ
る水素漏洩検知システムの仕様を設定する．また，計測
項目の検討および FDIRロジックの検討を実施する． 

 

3. 繰り返し飛行運用に係わる技術実証 
 

 極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる実証 

再使用可能な断熱材の仕様と，繰り返し運用における検
査・補修方法を設定する．エンジン 100回再使用及び再
使用運用に係わる実証，100 回再使用における寿命保障
及び１エンジン故障許容のために必要なエンジン機能の
選定及び実証，到達高度要求を満足するエンジン基本性
能の実証を行う． 

 

3.1 再使用観測ロケットシステム検討 
 技術実証の前提となる再使用観測ロケットシステムの
より詳細な設計検討を行った． 

 空力特性検討，空力加熱検討，飛行経路検討，制御性
検討，誘導検討，着陸挙動検討，運用・地上設備検討，
飛行安全検討，故障許容・ヘルスマネジメント検討，シ
ステム検討，ベースライン設定，サブシステム検討をお
こなった． 

 

3.2 帰還着陸飛行における姿勢転回モデル飛行実証 
 滑空・姿勢転回・維持の一連の運動を成立させる方法
を確立し，機体形状等の仕様を設定することを目的とし
て試験準備を実施した．飛行範囲・分散検討，空力検討，
アビオ設計，艤装・機体検討を実施，機体の重心位置に
よる転回可能範囲が小さいので確実な試験実施に向けて
継続して検討している． 

 

3.3 推進剤挙動に係わる技術実証 
 内部デバイス無しの状態でのタンク圧基礎特性を把握
することを目的として液体窒素を用いた極低温スロッシ
ング試験を実施した．液体の搖動を抑えるバッフルがタ
ンク圧力に及ぼす影響を調べた．  

 

3.4 推進剤供給系に係わる技術実証 
 推進薬保持方式及び推進薬保持デバイス形状を決定す
ることを目的としてタンク排液試験を実施した．推進薬
保持デバイス形状を決定した． 
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3.5 リサーキュレーションポンプによるエンジン予冷
方式の技術実証 

 機体システムにおける成立性を評価し，システム適用
に必要なポンプ性能や運用方法を設定することを目的と
して試験準備を実施した． 

 

3.6 着陸脚の基礎特性把握機能技術実証 
 衝撃緩衝材として油圧式ショックアブゾーバの使用を
ベースラインとしているが，軽量化のためアルミハニカ
ムによる衝撃緩衝も候補として検討した． 

 

3.7 ヘルスモニタセンサの開発及び機能実証 
 搭載候補となる３センサの基礎特性を把握することを
目的として試験を実施した．反応速度等を勘案し，候補
３センサのうち２センサ（新潟大学・アツミテック）を
候補として選定し，更なる精度向上のために検討をおこ 

なった． 

 

3.8 極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる
実証 

 再使用可能な断熱材の仕様と繰り返し運用における検
査・補修方法を設定するための断熱材液体水素充填加圧
サイクル試験の検討をおこなった． 

 

3.9 エンジン 100 回使用に係わる実証 
 エンジン各要素（ターボポンプ・燃焼機器系）の設計
が完了した．液体酸素ターボポンプ，液体水素ターボポ
ンプの製造を完了した．角田宇宙センターの高圧ターボ
試験設備を改修してエンジンシステム試験の準備を進
め，試験設備の機能確認のための試験を実施，液体酸素
ターボポンプ試験の準備を完了した． 
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