
Ⅲ．プロジェクト・ワーキンググループ 158 

4. 平成 24 年度委員会評価結果 
 宇宙科学研究所では，各年度の研究実績の評価を，透
明性をもって実施するために，全国の宇宙科学研究者の
代表が参加する研究委員会による「委員会評価」を実施
している． 

 

 宇宙科学プログラムの年度評価は大きく 2 つに分けら
れる． 

（A）研究者の自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学
研究（研究系の所掌） 

（B）衛星等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの
推進 

 （B）に関しては「年 1 回の委員会評価をすること」が
中期計画に記載されている．ここで，「委員会」とは，そ
れぞれのプロジェクトの性格により，宇宙理学委員会，
宇宙工学委員会，宇宙環境利用科学委員会，のいずれか
である． 

 それぞれの委員会で，平成 24 年度の実績について各
プロジェクト等より成果報告を受けて，評価を行った． 

 また，その他の研究委員会において所掌している研究
についても評価を実施しており，併せて以下に記載する． 
 

 

 

 

a. 宇宙理学委員会 
 平成 25 年 3 月 25 日に開催された第 39 回理学委員会
にて，平成 24 年度プロジェクト評価を行った．以下の
プロジェクトについて各代表者から報告を受け，質疑応
答の後，委員が評価表にコメントを書き込む方式で，評
価を行った． 

プリプロジェクト： 

 SPICA 

打ち上げを目指し開発中のもの： 

 SPRINT-A，ERG，CALET，ASTRO-H，BepiColombo 

平成 24年度に運用またはデータ処理を行ったもの： 

IMAP，GLIMS，あけぼの，GEOTAIL，すざく，ひ
ので，あかつき，MAXI, SMILES 

その他のプロジェクト： 

 観測ロケット，科学データ公開 

 なお，「れいめい」については，第 39回理学委員会に
先だって理学観測終了審査を実施し，その中でプロジェ
クトの評価を行ったので，年度評価は行わなかった． 

 各プロジェクトにはあらかじめ，以下の項目について
の報告を要請した． 

 1. プロジェクトの目的・概要・全体計画 

 2. プロジェクトの目標（成功基準） 

 3. プロジェクトの現状 

 4. 平成 24年度の課題 

 5. 平成 24年度の活動・業績・成果 

 6. 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 

 7. 平成 25年度の計画 

 

 ここでは，各プロジェクトからの報告の概要（上記 3

から 6）をまとめるとともに，評価に関係する質疑応答
も記した．評価コメントは，質疑応答および評価表への
記載の集計に基づいている．なお，同様の主旨の評価コ
メントはまとめ，委員によっては反対の主旨のコメント
もあったが，理学委員による多面的な評価を示すものと

して，敢えてそのまま掲載した．また，評価コメントに
対するプロジェクトからの回答があった場合には，それ
らも記した． 

 

1. SPICA 
 

1.1 プロジェクトの現状 
・リスク低減フェーズの導入 

－ASTRO-G 計画から得られた教訓を生かし，ミッシ
ョンの成否に大きな影響を与えるリスク要因につい
て，開発移行の判断の前に充分にそのリスクを低減
するために，新たな「リスク低減フェーズ（RMP）」
を設けた． 

・進め方と経緯 

－フェーズ#1 （RMP#1）：活動は平成 24年７月末ま
でで終了．その後，宇宙研内の評価を経て，12月の
JAXA/HQレビューにて，所期の目的を達成したこと
を確認． 

・主に机上検討・解析により，主たるリスク要素につ
いて，リスク低減活動を行う． 

・主たるリスク項目：ミッション部熱構造，指向擾乱
管理，電磁波干渉，観測機器 

－フェーズ#2 （RMP#2）：計画案は，宇宙研内の評
価を経て，12 月の JAXA/HQ レビューにて承認．１
月から開始，現在実施中． 

・RMP#1 の成果を受け，試作・試験活動を含めて，
詳細なリスク低減活動を行う． 

・主たる試作・試験項目：トラス分離機構，材料物性，
擾乱分離機構，能動制御等 

 

1.2 平成 24 年度の課題 
・第 32 回理学委員会（平成 23 年 8 月 1 日）に出さ
れた A/I の処置状況について，第 36 回理学委員会
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（平成 24 年 6 月 25 日）に報告し，A/I がクローズ
したものの確認を受けた． 

 

1.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・リスク低減フェーズ活動を２段階にわけて実施して
いる． 

－リスク低減フェーズ#1（RMP#1，主に机上検討）
を，平成 24 年１月から 7 月にかけて実施し，所期
の目的をほぼ達成した． 

－RMP#1 の成果に基づき，リスク低減フェーズ#2

（RMP#2，試作を含む）の計画を作成し，宇宙科学
研究所内の評価を経て，平成 24年 12月に JAXA/HQ

にて承認を受けた．これを受け，1 月より RMP#2

の活動を開始した． 

－上記の技術的活動に加えて，「SPICA 推進チーム」
を立ち上げ（3月 1日設置），SPICAのプログラム的
な推進を行っている． 

・研究成果を，学術論文として発表した． 

－査読論文 6編（研究開発論文と観測成果の予測論文
とを含む） 

－SPIE発表論文 28編（研究開発論文が主体） 

・コミュニティにむけ，各種の SPICA研究集会を開催
した． 

・開発進捗状況を，チーム内での会合により確認した． 
 

1.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・大型の科学衛星計画を確実に進めるために，技術開
発，プログラム的側面の両者から，系統的な活動を
進めている． 

・重要な研究成果をあげそれらを発表した． 

・コミュニティとの緊密な協力を進めている． 

・国際パートナーとの確実な協力を進めている． 

 

1.5 質疑応答 
Ｑ：理学委員会への A/Iへの回答は？ 

Ａ：詳しい回答は 6月に理学委員会に提出した資料に
記載している．年度末報告では，まとめだけを述べ
た． 

Ｑ：学術会議での取り組みは？ 

Ａ：学術会議で大型のマスタープランの進行が進んで
いる．天文宇宙物理分科会で強く推薦されている． 

 

1.6 評価コメント 
・ミッション開始時からの準備状況 

－長期の開発期間に相応しい成果があがり，準備が進
められている． 

－成功すれば後半で大きな科学成果が期待される． 

－これはミッション提案者だけの責任ではないが，計
画が膠着状態にあるように見える． 

・今年度の準備状況 

－学術会議/天文宇宙物理分科会で，マスタープランに
ふさわしい計画として推薦されたことは重要． 

－技術課題を良く識別し解決しようとしている．リス
ク低減フェーズを実施し，概ね課題に応えた．フェ
ーズ#1を終え予定通り#2に移行したことは評価で
きる． 

－チーム側は十分に活動をし，着実にステップを踏んで
きた．しかし JAXA内部，宇宙研内部で十分な手当て
ができていない．特に体制整備をチーム努力にゆだね
ている部分があることには問題と限界がある． 

・問題点への取り組み 

－着実に進んでいるように見える．ミッションとして
認め早急に立ち上げてほしい．今後については，日
本側の予算保証を早く. 

－宇宙研工学のサポートを増やすことは，成功しつつ
あるのか？ 

－リスク低減フェーズの活動が「順調に」進んでいる
のでは，リスク低減フェーズを設けたことや，リス
ク低減フェーズで解決すべき課題の設定が適切であ
ったか検討すべきではないか． 

－推進チームや学術会議での議論は結構だが，TMT

が建設されるほか光赤外分野での多くのプロジェク
トが進行し始めた状況下で本当に SPICA をコミュ
ニティが負えるのか再検討が必要ではないか． 

－大型プロジェクトゆえのはじめて経験するような問
題も多いかと思われるが，コミュニティとしてしっ
かり対応していけるとよい． 

－JAXA において SPICA 推進チームが設定され，進
捗が見られる．RMP#1 から RMP#2 に進展した点
は評価できる．ただし，RMP#2 のスケジュールは
非常にタイトで心配である．また，全体のスケジュ
ールにも見直しの必要はないだろうか．報告による
と SDR が平成 25年末に設定されているが，当初予
定（第 35回理学委員会資料，見直し中の表記あり）
からすでに１年程度の遅れとなっているように見え
る．これは，2022年とした打ち上げ目標に対してマ
ージン内だろうか． 

－プロジェクトとして努力はされているようである
が，研究所として人的リソースの長期プラン（人事
整備計画を含む）が必要のように思われる．少なく
ともプロジェクトとなる際には，それが不可欠のよ
うに思われる． 

 

2. SPRINT-A 
 

2.1 プロジェクトの現状 
・平成 21年にプロジェクト移行後，基本設計確認会，
詳細設計確認会をサブシステムごとに実施した．平
成 23年 8月に詳細設計確認全体会を実施した． 

・平成 24 年 1 月から 5 月にかけて一次噛合せ試験を
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実施した． 

・平成 24 年 8 月に総合試験を開始した．単体環境試
験を実施し，12月に熱真空試験，2月に機械環境試
験を実施した．環境試験前後でのアライメント測定
し，許容値内に含まれることを確認した．現在最終
電気試験実施中． 

・平成 25 年 8 月（観測要求からくるデッドライン）
に打ち上げ予定． 

 

2.2 平成 24 年度の課題 
・一次噛合せ試験を引き続き実施する． 

・その後，各サブシステム環境試験を実施，システム
全体の総合試験（電気試験及び環境試験）を実施す
る． 

・初期運用詳細と定常観測運用計画の検討を進める． 

  

2.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・一次噛合せ試験を完了した． 

・フライトモデルを製造し，サブシステム環境試験お
よび較正試験を完了した． 

・システム総合試験は平成 24 年 8 月から予定通り実
施中． 

・2 本査読付き論文が出版された．5 本の国際学会発
表，10本の国内学会発表を行った． 

・3月 20日-21日第二回 EXCEEDサイエンス会議を
開催した． 

・平成 25 年 1 月にハッブル宇宙望遠鏡， 3 月にすざ
く衛星との木星協調観測プロポーザルが受理され
た． 

・観測運用計画を進め，複数の共同観測を検討中． 

・Space Science Reviewに EXCEEDの特集号について
編集者了解を得た． 

 

2.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・一次噛合せ試験からサブシステム環境試験を経て，
総合試験をほぼ計画通りに実施し，タイトな開発ス
ケジュールを保持している． 

・ハッブル宇宙望遠鏡・すざく衛星との協調観測が採
択された． 

・複数の共同観測提案を調整中．例：VEX（欧州金星
探査衛星：粒子観測），チャンドラ衛星（X 線），
SUBARU（地上望遠鏡）など． 

 

2.5 質疑応答 
Ｑ：データポリシー，データ処理，公開の状況は？ 

Ａ：C-SODA のリフォーマターで衛星の生データから
物理量に変換を自動化して行う予定．一年間は自分
たちで解析し，その後は，データをオープンにした
い． 

 

2.6 評価コメント 
・ミッション開始時からの準備状況 

－確実な開発が進んだ．ほぼスケジュールを守って打
ち上げにこぎ着けたことは重要である． 

・今年度の準備状況 

－順調に衛星の開発（一次噛合せ試験完了，総合試験
開始）が進んでいる． 

－HST，SUZAKU などとの計画を推進し，ビジビリテ
ィを高めたことが評価できる． 

－小型でユニークな観測をしようとしてもなかなか世
界に知らないことが多いが，International Young Top 

Fellowの協力で，Hubbleとの協調観測が採択された
ことは評価できる． 

・問題点への取り組み 

－流出量の上限量を決めると言うが，どのくらい流失
量の実値に近づくことができるのかわからなかっ
た． 

－ロケットとの噛合せなどは，時間的に大丈夫か．あ
と，問題点ではないが，極端紫外を用いた宇宙観測
の，今後の発展や長期展望が見えると良い． 

－打ち上げロケットの準備状況は？ 

－打ち上げが遅れた場合のサイエンスインパクトを整
理して欲しい． 

 

3. ERG 
 

3.1 プロジェクトの現状 
・平成 24 年 8 月より搭載機器ならびに衛星システム
の基本設計をすすめ，平成 25 年 2 月中旬より観測
機器，サブコンポーネントの基本設計確認会を実施
してきた． 

・平成 25年 3月 14日に，衛星システム基本設計確認
会を開催，平成 25 年 3 月中に EM 製造ならびに詳
細設計への移行を終了する予定． 

・スウェーデンから提供予定の観測機器は，先方の諸
般の事情により提供が困難となり日本側で製作する
こととなった．一方で，台湾・成功大学と ISAS 間
では協定が結ばれ，当初の予定通り低エネルギー粒
子観測機器が台湾から提供される見込みである． 

・基本設計結果として，衛星全体重量が超過となって
おり，早期に対策案を策定し，対策案について平成
25年 5月頃の設計会議にてプロジェクト内で合意を
とることとしている． 

・平成 24 年 8 月に打ち上がった Van Allen Probes 

（NASA）とサイエンスにおける協力体制を作りつつ
ある． 

 

3.2 平成 24 年度の課題 
・基本設計を実施し，ミッション・システム要求なら
びに衛星全体としての成立性を確認する． 
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・BBM等の評価を実施し，その結果を基本設計に反映
する． 

・EMC対策について検討し，サイエンス要求に対して
必要な対策を，コストを考慮しながら基本設計に反
映する． 

・海外衛星（Van Allen Probes他）との同時観測実現
に向けて，打ち上げ時期（平成 27年 12月）をキー
プするために，基本設計を終了し，平成 25 年 3 月
までに基本設計確認会を実施して，EM 製造着手な
らびに詳細設計への移行を完了する． 

・名古屋大学 STE研に設置予定のサイエンスセンター
（仮称）において，地上・衛星データをシームレスに
取り扱える解析基本ツールの開発を行う． 

 

3.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・観測機器の一部で BBM を製作し，センサー等が性
能要求を満たすこと，あるいは問題点を明らかにし，
機器の設計に反映していくこととした． 

・基本設計確認会を実施し，EM 製造・詳細設計へ移
行できる予定である． 

・3 編の査読付き論文が出版された，5 件の国際学会
発表を行った，5件の国内学会発表． 

・地上データ，衛星データをユーザーが簡単な操作で
可視化することが出来るツールの開発を行い，コミ
ュニティーに対して提供を開始した．既存の衛星デ
ータを利用し先行的な研究を行える環境が整いつつ
ある． 

・2 回の拡大サイエンス会議を実施し，地上観測，シ
ミュレーションとの共同研究立案，ならびに他分野
（宇宙線）との意見交換を行った． 

 

3.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・強放射線環境下での粒子計測にむけて，Geant4を用
いた詳細シミュレーションを行うことにより，バッ
クグランド粒子となる高エネルギー電子の影響を評
価し，観測機器の筐体厚を最適化することにより，
必要とするデータが取得出来ることを示せた． 

・EMCの影響を詳細に検討・評価し，基本設計での対
応ならびに問題点の明確化を行い，詳細設計にむけ
た対応策の検討を実施できた． 

・厳しいスケジュールのなかで，重量超過の問題はあ
るものの，衛星システムの成立性を示し，基本設計
を終了し，EM製造・詳細設計に進むことができた． 

・プロジェクトの立ち上がりが当初の予定よりも遅れ
たが，基本設計フェーズでのマージンの中で基本設
計を終了し，打ち上げに向けたスケジュールをキー
プしている． 

・Van Allen Probesとの共同研究についてジオスペー
ス探査衛星のデータ取得を前提に準備が進められ，
共同観測に関する white paperの立案が始まるなど，

海外からのジオスペース探査衛星に対する期待の表
れと考えている． 

 

3.5 質疑応答 
Ｑ：ミッション期間はどのくらいを想定しているか？
どのくらいの期間で成功基準を達成できるのか？ 

Ａ：ノミナルミッション期間の約 1年間において，複
数回（2～3程度）の宇宙嵐時の観測を想定している．
また，オーロラ爆発を伴う小規模の宇宙環境擾乱に
おいても，波動粒子相互作用による加速等の観測は
実施可能であると判断している．以上をふまえ，ノ
ミナルミッション期間において，所期の成功基準の
達成を目指している． 

Ｑ：Van Allen Probe がすでに活躍し始めているが，
ERG しかできないこと，あるいは ERG が加わるこ
とによってよりわかる，と言うことは？ 

Ａ：先行するジオスペースミッションである THEMIS，
および Van Allen Probesの観測ネットワークに ERG

が加わることにより，ジオスペースの多点（複数の
地心距離，地方時）での同時観測が可能となる．ジ
オスペースには，各地点によって特徴あるプラズマ
波動が出現し，高エネルギー粒子のダイナミクスに
影響を及ぼしており，それらの点を同時に観測する
ことは重要である．また，プラズマシートからの粒
子注入など，ジオスペースにおけるプラズマ流の流
れ，それに付随して発生する現象を解明するために
も，複数点観測のもつ意義はきわめて高い．現在，
Van Allen Probesと white paperの立案作業を進め，
多点観測によって，成果を拡大する科学戦略の詳細
を検討している． 

  一方，波動粒子相互作用解析装置（WPIA）は，
ERG衛星で新たに開発・搭載される機能である．こ
の WPIAによって，世界に先駆けて，プラズマ波動
の励起，波動粒子相互作用過程の定量的解明を行う
ことがあり，競争力がきわめて高い成果を創出する
ことが期待される． 

Ｑ：放射環境は厳しいと考えられるが，素子の耐性な
どは解決済みか？ 

Ａ：Passiveなシールディングで逃げているが重量増と
の兼ね合いで設計を進めている． 

Ｑ：テレメトリを増やす努力は？ 

Ａ：深宇宙なので，異なる経度にアンテナが必要．科
学協力の中で，海外局の利用を考えている． 

 

3.6 評価コメント 
・ミッション開始時からの準備状況 

－出発点では混乱があったが，いちおう収束し，進み
つつあると判断する． 

－プロジェクト化までに時間がかかったが，その後は
確実にプロジェクトを進めている． 
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－資金面などの計画に困難がある． 

・今年度の準備状況 

－着実に進めている．基本設計を終了しスケジュール
をキープしている． 

－開発論文の出版，他のミッションとの国際協力の進
行などが評価できる． 

－地上システム（データセンターなど）の準備もおこ
なわれているようでよい． 

－かなりタイトなスケジュールとの印象である．重量
増加が解決できるか． 

－海外機関担当機器が供給されないことに適切に対応
した． 

・問題点への取り組み 

－観測期間と科学成果の関係が不明確，プロジェクト
の成功基準が定性的である．「同定」，「理解」，「切り
分け」とはどういうことか？  

－成功基準は簡単に変えられないが，定量的な基準を
新たに設けるべきではないか？内部磁気圏について
はすでに多くのことがわかっているので，より定量
的な成功基準が言えるはずである．評価基準をより
定量的にし，情緒的表現を避けたほうがよい． 

－本来の「小型」の範囲を逸脱してしまった．このミ
ッションを，宇宙科学の全体計画の中でどう位置づ
けるのか．「宇宙科学プログラムの進め方改善」など
を生かしてプロジェクトマネジメントをうまく進め
ていって欲しい． 

－「重量超過の問題はあるものの，衛星システムの成
立性を示し，基本設計を終了」とのことだが，問題
を解決せずに進めて大丈夫か． 

－スウェーデンからの機器提供撤退の影響は，日本で
の製作および日台協定による台湾からの別機器提供
で本当に解決されるのか． 

－多数の課題を抱えており，作業計画の現実性が弱い．
今後遅延が生じるリスクが大きいのではないか． 

－EMC対策は万全か？ 

 

3.7 プロジェクトからの回答 
－プロジェクト成功基準の記述（同定，理解，切り分
け）についての解説： 

・波動粒子相互作用による相対論的高エネルギー電子
の加速機構を同定する． → 観測されたプラズマ
波動（MHD，ホイッスラーモード波動）が，加速を
引き起こすことができるかどうかを特定すること． 

・規模の異なる宇宙環境変動下でプラズマ総合観測を
行い，地上観測・モデリングと組み合わせて，太陽
風条件と発動する加速機構の関係を理解する． → 
太陽風の状況によって発現する加速機構が異なる可
能性を調べ，太陽風構造と加速機構との関係を明ら
かにすること． 

・規模の異なる宇宙環境変動下の内部磁気圏赤道面近

傍において，粒子・磁場計測器による位相空間密度
の動径方向分布の時間変化を計測し，放射線帯高エ
ネルギー電子の外部供給・内部加速を切り分ける．
→ 放射線帯の加速機構の主要因が外部供給か，内
部加速のどちらが支配的なのかを明らかにするこ
と． 

－重量超過問題について： 

 重量超過に対するフォールバックプランを策定し，
インターフェース重量に収まるような方法とその採
用手続きについて，サイエンスコミュニティーを含
めて合意形成することで対応している． 

－スウェーデンからの機器提供撤退の影響について： 

 日本で同様の機器を製作し搭載する．製作する機器
を 2台とするのみであり，技術的な問題は無い． 

－作業計画について： 

 マイルストーンを設定し，各期間での進捗状況の確
認・遅延に対するキャッチアップ対策を行い，打上
スケジュールをキープできるようにすすめていく． 

－EMC対策について： 

 補足：EMC基準・管理書を制定し，各コンポから管
理している．衛星全体の EMC 試験も試験計画に含
めている． 

 

4. CALET 
 

4.1 プロジェクトの現状 
・平成 22 年に開発移行し，JAXA（有人宇宙環境利用
ミッション本部）が早稲田大学・ISS 科学プロジェ
クト室，ASI（イタリア宇宙機関）及び NASA と共
同して開発を推進している．現在は基本設計を完了
し詳細設計を実施中である．現在，各メーカ毎にコ
ンポネントの詳細設計審査（CDR）が終了し，フラ
イトコンポネントの製作・試験を部分的に実施して
いる． 

・JAXAにおける総括 CDRが平成 24年 12月に行われ
たが，一部国外メーカ部品（キャパシター）の不具
合の処置とそれに伴うスケジュール調整のため，デ
ルタ総括 CDRを平成 25年２月に実施，再デルタ総
括 CDR を同３月に完了する．スケジュール調整に
より，平成 26 年夏期の打ち上げ予定の変更は必要
ないと判断されている． 

・国際協力として，日米伊のサイエンスチーム間にお
いて，Data Process and Analysis Plan（DPAP）に関
する協定書を作成し，各国研究者の任務分担を規定
している．そして，国際共同研究推進のため，サイ
エンスチーム会議を随時開催している． 

・イタリアは，JAXA-ASI間の取り決めにしたがって搭
載用高圧電源（HV）の製作を担当しており，EM品
の提供に引き続いて，ガンマ線バースト検出器
（CGBM）の HVモジュール PFM品とカロリメータ
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用 HVbox-01（PFM 予備品）が提供されている．平
成 24年 4月中に HVbox-02（PFM品）が納入される
予定である．このため，Technical Interface Meeting

（TIM）が必要に応じて日伊で開催されている． 

・米国は，JAXA-NASA 間の取り決めにより，コンポ
ネントの試験ほか，BBM や EM を用いた CERN に
おけるビーム照射実験等において主要な貢献をして
いる．平成 24年度には，9-10月と 1-2月の 2回に亘
って，CERN での熱構造モデル＋前置回路 BBM を
用いた実機に近い装置による性能検証実験を実施し
ている． 

 

4.2 平成 24 年度の課題 
・JAXAでの統括 CDRを終了し，それまでに以下の各
コンポネント毎に CDRを実施して，PFMの製造を
開始している． 

・イタリア側からのフライト用高圧電源の年度内支給
については，CGBM用 HVモジュール PFM（３式）
とカロリメータ用 HVBox-01（PFM予備品）は支給
が完了しているが，カロリメータ用 HVBox-02（PFM

品）は，平成 25 年４月になる．ただし，この遅延
によるスケジュール調整はすでに完了している． 

・CALET ミッションデータ解析センターの構築（早
稲田大学）はハード面では予定通りに行われており，
平成 25 年度に完成できる．データ解析ソフト及び
ＱＬシステムの開発，及び国際研究チームによる軌
道上運用の検討及びデータ解析用ソフトフェアの共
同開発についても，スケジュールに沿った開発が実
施されており，引き続き開発を継続する． 

・つくば宇宙センター内の User Operation Area（UOA）
における CALET運用システム構築のため，JAXAに
おいて RFP が実施され今年度中には担当メーカが
決定する予定であり，早大側センターとの I/F 調整
等を開始する． 

 

4.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・平成 24 年度は，各メーカにおける詳細設計結果に
基づいて，JAXA/PI 側との共同開発体制のもとで
PFMの製作・試験を実施した． 

・装置熱構造モデルと FECの BBMを用いて，CALET

実機と同構造のモデルにより，CERNにおいて，国
際研究チームによるビーム照射実験を２回に亘って
実施した．この試験では，PFMと同構造の装置を用
いることにより，陽子，原子核（ヘリウム～鉄），電
子の各粒子に対する観測性能の実証実験を行い，シ
ミュレーション計算との一致性の確認を行った． 

・イタリア側との HV開発に関する TIMを日伊におい
て実施して，今後の開発スケジュールに整合した
HV システムの支給を受けることが可能になってい
る． 

・現在装置開発段階のため，全体計画と装置要素技術
開発の内容を中心に以下の業績・成果をあげている． 

－査読付き論文： 2編（IEEJ, JAXA-RR） 

－国際学会発表： COSPAR 3編 

  その他，一般講演 4編 

－国内学会発表： 日本物理学会 17編 

  日本天文学会 1編 

 宇宙科学シンポジウム 口頭発表
１件 ポスター発表 6件 

 その他 招待講演 2 回 一般講
演 3回 

－修士論文： 6編 

 

4.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・詳細設計が終了し，フライトコンポネントの製作・
試験を実施中である． 

・平成 26年の「こうのとり」5号機での打ち上げに向
けて，開発スケジュールの見直しにより，開発が進
捗している． 

・宇宙科学研究所・ISS科学プロジェクト室は，MAXI

など先行ミッションの開発経験を生かし，サイエン
スチームとして地上運用システム，軌道上運用計画
において中心的に開発の技術支援を行った． 

・Fermi/LATと AMS-02は電子・陽電子観測において，
1TeV 以下の領域で観測を実施しているが，CALET

はこれまで未知の TeV 領域での近傍加速源の検出
と暗黒物質の探索を主要な目的としている．1TeV

以下の領域においても，先行観測に比べてエネルギ
ー分解能，電子識別において優れた性能を持ち，相
補的に科学観測目標を達成できる．特に近傍加速源
や暗黒物質に関連する電子・陽電子の過剰成分の観
測に優れた性能を持つ． 

・CALET は，現在装置開発段階にありサイエンスに
関連する論文は少ないが，CERN-SPSにおける熱構
造モデルを用いたビーム実験などの開発に関する報
告論文は活発に行っている． 

 

4.5 質疑応答 
Ｑ：コンデンサの問題はできるだけ水平展開して頂き
たい． 

Ａ：米国製の低圧用積層セラミックコンデンサ．JAXA

内で使用実績がなかった．搭載数の 1%程度が短絡
故障しており，日本製に全部交換した．これが，ス
ケジュールの遅れ（三か月）の原因となった．必要
だったらより詳しい資料を出せる． 

 

4.6 評価コメント 
・ミッション開始時からの準備状況 

－ISS 特有な進め方の良い点や難しい点が，理学委員
会の中にも共有されることが望ましい． 
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・今年度の準備状況 

－非常に厳しいスケジュールの下で準備を進めたこと
は評価できる． 

－一部の不具合による遅延を除いて，予定通り進行し，
詳細設計を終了した．積層セラミックコンデンサの
不具合は克服しつつある． 

・問題点への取り組み 

－セラミックコンデンサの不具合は，ぜひ知見として
水平展開していただきたい． 

－キャパシターの不具合による約 3か月の遅れを技術
的に確実に取り戻せるのか．スケジュール再調整と
着実な進展が期待される． 

 

5. ASTRO-H 
 

5.1 プロジェクトの現状 
・光学ベンチ，衛星下部構造，サイドパネルなどの構
造体について，pFM（試験後，搭載品として扱われ
る）を用いて，1）熱変形試験（平成 24年 4月-6月），
2）システム TTM試験（平成 24年 6月-8月），3）
トッププレート太陽光照射試験（平成 24 年 8 月-9

月）を筑波宇宙センターにて実施．ASTRO-H の高
い指向性能要求を確保する上で，懸念であった熱構
造設計について，その妥当性を検証中．現時点では
大きな問題は見つかっていない． 

・EM Dewarを用いたマイクロカロリメータのエンジ
ニアリングモデル（EM）を含め，各搭載機器の EM

を使った試験を行い，フライトモデル（FM）製造が
はじまっている． 

・硬 X線望遠鏡 1台が完成，SPring-8を用いたキャリ
ブレーションを行った． 

 

5.2 平成 24 年度の課題 
・CDR1の範囲の機器に対して FM製造に着手する． 

・下部構造，光学ベンチ，サイドパネル，HXIプレー
トなどバス系構造機器の PFM を用いた熱変形，
TTM，MTM，擾乱試験を行い衛星の成立性を確認
する． 

・地上系システムの構築を開始． 

・打ち上げ前キャリブレーションの計画をたてる． 

・パイプラインソフトウェア，解析ソフトウェア等，
開発開始・ユーザーサポート体制構築開始． 

 

5.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・システム CDR1に引き続き，熱制御系サブシステム

CDR1 を TTM 試験開始前確認会として開催．残っ
ていたバス系のコンポーネント CDR（HCE, SMU, 

BCCU, PCU），姿勢系 CDR2を実施． 

・5 月から 6 月中旬にかけて，衛星熱変形試験を実施
した．あらかじめ数学モデルによって予測した値と

比較することで，衛星の低熱歪設計が確認できた． 

・筑波宇宙センターの 13m チャンバーにて 8 月に衛
星システム TTM試験を，9月に固定式光学ベンチ最
上部のトッププレート TTM と伸展式光学ベンチの
ソーラー光照射試験を実施．現時点で熱設計に大き
な課題は発生していない． 

・望遠鏡のサーマルシールド（FM）の音響試験，SGD

の EMの熱バランス試験と音響試験を実施． 

・EM Dewarを用いたマイクロカロリメータのエンジ
ニアリングモデル（EM）を含め，各搭載機器の EM

を 使った試験を行い，フライトモデル（FM）製造
がはじまっている． 

・硬 X線望遠鏡 1台が完成，SPring-8を用いたキャリ
ブレーションを行った． 

・軟 X線望遠鏡 1台が完成（NASA），JAXAに輸送さ
れた． 

・筑波宇宙センターで行われる一次噛み合わせ試験に
向けた地上系を新たに設置． 

・微小擾乱試験およびシステム MTMに向けた衛星構
体の改修を行い，2月-3月に微小擾乱試験を行った． 

・コンフィギュレーション管理と課題共有のため 5月，
10 月，2 月に設計会議をおこなった．7 月にケンブ
リッジ大学で，また 2月に筑波宇宙センターでサイ
エンス会議を行った． 

・日本天文学会年会（3 月）で ASTRO-H の特別セッ
ションが開かれ，講堂が満員になるほどの盛況であ
った．X線天文ばかりではなく，広い分野から 期待
されていることが示された． 

・ヨーロッパ天文学会年会（EWASS）において
ASTRO-Hの特別セッションが開かれた． 

・SPIE Space Telescopes and Instrumentation 2012, Ul-

traviolet to Gamma-rayにおいて ASTRO-Hのセッシ
ョンが作られた． 

・光学ベンチ，サイドパネル，衛星下部構造など，
ASTRO-H の構造体の搭載品が完成し，それらを用
いて，熱変形試験，TTM試験，微小擾乱試験 など
を実施することができた． 

・軟 X線，硬 X線の望遠鏡がそれぞれ，一台ずつ完成
した HXI（硬 X 線イメージャ），SGD（軟ガンマ線
検出器），SXI（軟 X 線イメージャ），SXS（軟 X 線
分光検出器）の 4 つの搭載装置について，FM とほ
ぼ 同等の EM が完成し，それを用いた試験を行う
ことができた． 

 

5.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・我が国の主導のもと，大規模な国際協力で行われて
いる ASTRO-H計画において，課題を明確にしつつ，
詳細設計作業，FM 製造作業を進めることによって
平成 27 年度打ち上げ目標のスケジュールを確保す
ることができている． 
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・それぞれの搭載機器に対して，詳細設計に関するレ
ビューが行なわれ，適切なタイミングで FM製造に
移行している． 

・打ち上げまでを見据えたリソース配分を管理し，プ
ロジェクトを進める上で適切な対策を講じている． 

 

5.5 質疑応答 
Ｑ：カロリメータの micro vibrationについて，対策に
は抜本的な改造は必要か？ 

Ａ：原因が不明な部分がある．単体でアルミの板に置
いた場合と，衛星上でフル装備の状態で違う．宇宙
に行ったらまた違うかも知れない．その違いの原因
をクリアにしてマージンを確保したい． 

 

5.6 評価コメント 
・ミッション開始時からの準備状況 

－打ち上げは延期されたが，長期にわたってしっかり
と準備が進められている． 

・今年度の準備状況 

－非常に複雑なシステムながら，着実に PFM, EM 試
験を進めている． 

－難しい衛星（12ｍの焦点距離をもつ望遠鏡）の熱構
造の実証実験が着実に進んでいることは大きい． 

－カロリメータなど難しい問題を乗り越えていくこと
が期待される． 

－冷凍機の振動擾乱が問題となっており，早急な対応
が求められている． 

・問題点への取り組み 

－マイクロカロリメータの微小振動の問題が，早期に
解決できることが必須である． 

－打ち上げが平成 27 年になったことによる大きな支
障はないか？かなり大きなミッションだが準備に要
する ISAS 以外からの予算の手当についてはどうな
っているか？ 

 

6. BepiColombo 
 

6.1 プロジェクトの現状 
・BepiColombo は ESA と日本が実施する二機体制の
プロジェクト，日本側が担当する MMOについての
現状を報告する． 

・JAXA側はシステム CDRを昨年度末にクローズし，
FM製作を行った． 

・昨年度終了した一次噛合わせに引き続き，今年度は
単体の環境試験などを行い，2014年 4月に予定されて
いる ESAへの引渡しに向けて総合試験を開始した． 

 

6.2 平成 24 年度の課題 
・MMOの構造試験モデル（MTM）を用いて，ESA側
開発モジュールと組み合わせた構造モデル試験に参

加し，耐環境性等の確認を行う． 

・FM（フライトモデル）の総合試験を開始する． 

・MMOの電気試験モデル（EM）を用いて，ESA側が
開発したモジュールとの組み合わせ電気モデル試験
に参加し，ESA側モジュールとのインターフェース
の確認を行う． 

・ESA側 Spacecraft CDRに参加する． 

・ESA側プロジェクトと定期的に会合を持ち問題点・
進捗状況などの情報交換・共有を行う． 

 

6.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・MMOの構造試験モデル（MTM）を用いて，ESA側
開発モジュールと組み合わせた構造モデル試験に参
加し，耐環境性能等の確認を行った． 

・FM（フライトモデル）の総合試験を開始した． 

・MMOの電気試験モデル（EM）を用いて，ESA側が
開発したモジュールとの組み合わせ電気モデル試験
に参加し，ESA側モジュールとのインターフェース
の確認を行った． 

・ESA側 Spacecraft CDRに参加した． 

・ESA側プロジェクトと定期的に会合を持ち問題点・
進捗状況などの情報交換・共有を行った． 

 

6.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・MESSENGER の水星周回軌道投入から約 2 年たち
様々な観測により，新たな知見が得られているがそれ
に伴い新たな問題点・疑問が次々と見つかっている． 

・それらの問題点・疑問の多くは BepiColomboの観測
により始めて解明されると考えられている． 

・総合試験を開始し，ESAへの引渡しに見通しがつい
た． 

 

6.5 質疑応答 
Ｑ：MESSENGER で解けないが，Bepi で解けるとい
うような問題の例は？ 

Ａ：MESSENGERは数 100 keVの高エネルギー電子を
検出した．一方で，MESSENGERは太陽方向に Sun 

shield があり，太陽方向が見えないため，粒子（イ
オン，電子）観測に大きな制限がある．波動の観測
もない．MMO はプラズマに特化し，波動，磁場も
電場も計ることができる．ESA側が作る惑星本体の
探査機 MPOは，MESSENGERよりも惑星の探査に
優れた軌道を持つ． 

 

6.6 評価コメント 
・ミッション開始時からの準備状況 

－国際協力に伴うスケジュール不定性と，打ち上げウ
ィンドウの制約という，二重の困難がある中で，着
実に進んできたと評価できる． 

・今年度の準備状況 
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－若干の遅れがあるが，概ね予定通りに進行している． 
－MESSENGERで見出された謎が，MMOにバトンタ
ッチされた形になっていて，心強い． 

・問題点への取り組み 

－国際協力における様々な難しさを，知見として残し
ていただきたい． 

－打ち上げについて，再度の延期の可能性がある．打
ち上げについて，ESAのみではなく，日本側もより
議論に参加できることが望ましい． 

－電気試験モデルの ESA 側モジュールとの組み合わ
せ試験に於いて仕様の違いによる問題があったとい
うことであるが，これが，単にコンタクトポイント
での人的なミスなのか，国際協力ミッションにおけ
るマネジメント上の問題であるのかは，明確にする
ことが必要ではないか． 

－ESAドキュメントの不一致問題は，今回は解決でき
たようだが，今後大丈夫か？今後ドキュメントがク
リティカルになると予想される局面は？ 

－ESA側との噛み合わせに，注意していく必要がある
と思われる．余裕をもってプロジェクトを推進して
いただきたい． 

 

6.7 プロジェクトからの回答 
・電気試験モデルの ESA 側モジュールとの組み合わ
せ試験の問題について： 

 相手側のマネージメント上の問題である．詳細は以
下の通り． 

１．I/Fに係る仕様に関して，相手側メーカーのバー
ジョンが上がったが，その通知並びに仕様の変更
点に関して，メーカーからも ESAからも連絡が無
かった． 

２．日本側に事前に送られてきていた I/F チェック
用の EGSEは古いバージョンの仕様に基づき製作
されていた． 

３．日本側の EM品も（当然）古い仕様を元に製作
されていた （FM品も同様）． 

 その結果，国内での試験では問題は発生しなかったが，
ドイツでの相手側 EM との I/F において，仕様の齟齬か
ら問題が出た． 

 

7. IMAP 
 

7.1 プロジェクトの現状 
・平成 24年 7月の打ち上げの後，初期動作確認が行
われ，平成 24年 10月から定常観測が開始された． 

・可視近赤外分光撮像装置（VISI），極端紫外線撮像装
置（EUVI），ともに正常に動作している． 

・観測結果をもとに，装置の観測パラメータの調整な
どを行い，現在，夜側において安定した連続観測が
実施されている． 

・データ処理システムを構築し，Level-1データの作成
を観測の１日後に行っている． 

・取得された観測データの較正作業を進めている． 

 

7.2 平成 24 年度の課題 
・打ち上げの実施 

・初期運用によるデータの評価 

・定常運用の実施 

・測定感度評価の実施 

・地上データ処理系の開発と運用 

・成功基準：ミニマム・サクセスの達成 

・データ公開に向けた準備 

 

7.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・打ち上げ，設置が行われた． 

・軌道上において VISI と EUVI の両機器とも設計通
りの動作が確認された． 

・定常運用が開始．連続的な観測が実施された． 

・運用計画の検討・立案システムと，観測データの
Level-1 データ処理システムからなる地上システム
が開発・運用された． 

・6 本の国際学会発表，5 本の国内学会発表が行われ
た． 

・平成 24 年 12 月 26-27 日に ISS-IMAP に関する研究
集会が実施された．平成 25年 2月 28日の大気圏シ
ンポジウムにおける特別セッションにて初期観測結
果について７件の発表を行った． 

・ホームページ（http://www.iss-imap.org）が作成され
た． 

・平成 24 年 10 月 20 日の地球電磁気・地球惑星圏学
会における初期観測結果の発表に関して記者発表を
行った． 

 

7.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・安定した観測が実施出来ている． 

・可視近赤外光による宇宙からの超高層大気撮像で障
害となる，雲からの反射光と町灯り光の除去を，大
気による吸収（762nm）と，背景光画像を用いた較
正（630nm, 730nm）の２つの手法によって行える事
を実証した． 

・これらにより，これまで宇宙からの撮像では測定出
来なかった 50-500km の水平スケールを持つ大気光
構造の撮像に初めて成功し，ミニマム・サクセスを
達成した． 

・大気重力波の全球分布を捉えつつあり，波動による
地球大気の結合過程に迫るデータをそろえつつあ
る． 

・低地球軌道からのプラズマ共鳴散乱光の連続的な撮
像に成功し，広範囲のイオン分布データをそろえつ
つある． 
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・VISI，EUVI ともに，データの感度較正とノイズ除
去が進められており，初期的な解析を行う事が出来
るデータが整備された． 

 
7.5 質疑応答 
Ｑ：データ公開の予定は？ 

Ａ：レベル 2までできたらデータ公開したい．京大で
実施するか，宇宙研でもミラーを持つか検討中． 

 

7.6 評価コメント 
・ミッション開始時からの活動状況 

－短期間で比較的スムーズに開発が完了したように見
える． 

・今年度の活動状況 

－打ち上げ，設置，各観測機器の動作の確認が行われ
た．いずれの観測機もデータを着実に集めている．
ミニマムサクセスを達成した． 

－科学的意義が理解できないが，着実に進められてい
るのではないか． 

－安定した観測の実施が達成されており，評価できる．
今後は科学的成果の発表にも期待したい． 

・問題点への取り組み 

－酸素イオンの極端紫外撮像はどうなったか？極域の
流出が見られるとおもしろい． 

－IMAPや GLISMについて，JAXAのホームページに
は初期運用が載っているが，情報発信が不十分．イ
メージングは一般の方に人気がある．ホームページだ
けでなく，積極的にアウトリーチを進めて頂きたい． 

－データ公開が進むことを望む． 

－成果の迅速な発表が望まれる．JAXA ホームページ
などを通じて，成果公開にもう少し努力が必要． 

－科学衛星に比べ，ISSでの観測にどのような制約/メ
リット/困難があるか，知見が公開されると良い． 

－762nm 酸素分子大気光と背景光 600nm の分離はい
まのところ分離できているようだが，この分離はど
のような条件下でも大丈夫か？ 

－データ解析と論文発表を強めていくとよい．大気重
力波の全球分布というのはどういう意味か？ 

 

7.7 プロジェクトからの回答 
－酸素イオンの極端紫外撮像について： 

 83.4nm（酸素イオン）の撮像データも取得出来てお
り，解析を進めている． 

－アウトリーチ，データ公開，成果発表について： 

 一般向けの講演なども含めて，アウトリーチ活動を
進めて行く予定である．データ公開を出来るだけ早
くに行いたいと考えている． 

－ISSによる制約/メリット/困難について： 

 他の ISS船外プラットフォームからの科学観測ミッ
ションとも協力し，学会での特別セッションなどに

より ISSからの観測の特徴について議論して行きた 

いと考えている． 

－762nm 酸素分子大気光と背景光 600nm の分離につ
いて： 

 満月に近い月齢時には雲による月光の反射の影響に
より分離が十分に出来ない場合がある． 

－大気重力波の全球分布について： 

 大気重力波が全世界的にどのように分布しているの
か，を観測するということになる．特に，高い山脈
や台風等の大気重力波の分布への影響を解明する予
定である． 

 

8. GLIMS 
 

8.1 プロジェクトの現状 
・平成 19年のプロジェクト開始以降，全ての審査会に
合格し，平成 22年 11月にシステム側に納入した．平
成 24年 2月に全てのシステム試験を完了し，平成 24

年 7月に H-IIB/HTV3号機によって打上げられた． 

・平成 24年 9月から GLIMSの初期チェックアウト運
用を開始した． 

・GLIMS/SHU 内部に組込んでいる大容量メモリ
（128MB Flash ROM）のファイルアロケーションテ
ーブル（FAT）が軌道上で破損したため，トリガイ
ベントデータを取得できないという不具合が発生し
た．しかし，FATを冗長系に切換えることによって
不具合が解消した．現在まで全機器は正常に動作し
ている． 

・初期チェックアウト運用と試験運用を完了し，平成
24年 12月 20日から定常運用を開始した． 

・これまでに，500 例以上の雷イベントを取得してい
る．詳細解析を進め，スプライト等の高高度放電発
光現象の検出を行っている． 

 

8.2 平成 24 年度の課題 
・GLIMS の運用とテレメトリデータ解析に関する地上
システムの構築 

・初期チェックアウト運用，試験運用の実施 

・定常運用の実施 

・GLIMS運用情報・イベントリスト等のサマリ作成と
チーム内限定公開，データサーバの構築 

・地上観測網との連携観測の実施 

・学会等での積極的な成果報告 

・ホームページ等を利用した一般人へのアウトリーチ 

 

8.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・軌道上で GLIMS を自動動作させるコマンドシーケ
ンスファイルを，ISS の軌道データを基に作成する
ツールを構築した．また，テレメトリデータの一次
処理（デパケット）ツールと，QL プロットを作成
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するツールを，共に構築した． 

・初期チェックアウト運用を実施し，GLIMS全機器の
健全性を確かめた． 

・初期チェックアウト運用中に発生した，Flash 

ROM/FAT 破損によるトリガデータ取得の不具合
は，FATを冗長系に切替えることで解決した．冗長
系 FATがさらに破損した場合に備え，Flash ROMフ
ォーマットの手順（ODF）を新たに整備した． 

・試験運用中に，雷・スプライトイベント検出に最適
なトリガ閾値を推定するためのパラメタスタディを
行い，最適値を絞り込むことに成功した． 

・定常運用移行審査会その（2）をクリアし，平成 24

年 12月 20日に定常運用に移行した． 

・定常運用によって得られるデータの一次処理を日々
継続している．QL作成によりデータの質を評価し，
GLIMS 動作パラメタのチューニングに生かしてい
る． 

・GLIMS ミッションメンバー内でデータを共有するた
めのデータサーバを立上げた． 

・国内外の研究コミュニティと連携し，GLIMS と地上
との同時観測を行う体制を整備した． 

・GLIMS ミッションおよび得られた成果を紹介するホ
ームページを立上げた． 

・GLIMSに関連する査読付き論文を 5本出版． 

・日本地球惑星科学連合（JpGU）2012 年大会におい
て，GLIMSの特別国際セッションを開催．3名の外
国研究者をセッションに招聘．5件の GLIMS発表を
行った． 

・上記 JpGU2012での発表を含め，20件の学会発表を
行う．うち，3件が国際学会発表． 

・平成 24 年 12 月 22 日に，日本機械学会・宇宙工学
部門・実践セミナー「国際宇宙ステーションからの
スプライト観測」と題する講演会を企画し実施した． 

・GLIMSを紹介する Webページを北大に構築した． 

・ISAS における IMAP-GLIMS の紹介ホームページを
整備中． 

 

8.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・初期チェックアウト運用中に，GLIMS/SHUの Flash 

ROMの FAT破損によるデータ取得不具合が発生し
たが，FATを冗長系に切替えることによって不具合
が解消し，定常運用を無事に開始することができた． 

・これまでに，500 例以上の観測データの取得に成功
している．今後は，観測イベントを詳細解析するこ
とによって，高高度放電発光現象の発生条件解明に
至ることができると期待される． 

・衛星軌道上から雷と高高度放電発光現象を天底観測
するミッションとしては唯一であり，世界の研究グ
ループから GLIMS のデータに大きな期待が寄せら
れている． 

・ASIMミッションや TARANIS衛星などに先駆けて，
天底観測データの取得に成功した．GLIMSの解析結
果が，これらのミッションにおける課題設定に本質
的に役立つと考えられる． 

・GLIMS 関連論文を 5 件発表，国内・国際学会にて
20件の発表，講演会の実施等，積極的に成果公開に
努めている． 

・Webページによる一般人へのアウトリーチを積極的
に実施している． 

 

8.5 評価コメント 
・ミッション開始時からの活動状況 

－FAT破損に関して，装置の設計上の問題は無かった
か． 

・今年度の活動状況 

－FATに障害が発生したが，冗長系に切り替えて解消
し，定常運用に至っている．順調に科学成果が上が
り始めていて，評価できる． 

－地球γ線との相関については，MAXI のデータを活
用できる可能性がある． 

－科学的意義が理解できない． 

・問題点への取り組み 

－FAT の破損の原因が，どこまで詰められているの
か．根本原因と対策を計画中のものも含め他のミッ
ションへ水平展開し，参考知識，教訓として広く共
有するとよい． 

－FATを冗長系に切り替えて運用中とのことだが，こ
れもだめになる可能性がないのか？ 

－科学目標達成に向かってデータを取得しており，無
事一年以上の観測がされることを望む． 

－地上観測や，ガンマ線衛星との連携観測が，今後の
課題であろう． 

－スプライトの検出のクライテリアはどうなっている
のか？その辺がはっきりしないとフルサクセスの達
成の判断が不確定になるのでは？ 

－VLFの検出が 2例あるようだが，フルサクセス基準
には含まれていない（エクストラサクセスになって
いる）．これは意外な検出なのか，それともあまりに
ありふれているので「おまけ」（エクストラ）なのか？ 

 

8.6 プロジェクトからの回答 
－FAT破損に関して： 

 設計上の問題は無かったと考える．むしろ万一の破
損に備え冗長系を持たせた設計は妥当であったと考
える． 

－FATの破損の原因について．FATの冗長系も駄目に
なる可能性について： 

 軌道上でのシングルイベントによるラッチアップが
可能性高いと考えられるが，EM 品を用いた再現実
験が困難であることから，破損の根本原因について
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は明確にできない．冗長系の FAT が破損した場合
は，FlashROM を再フォーマットする手順を踏む．
これによって新たな FAT が再構築されることにな
る．すでに再フォーマットの手順は制定済みである． 

－スプライトの検出のクライテリアについて： 

 スプライトの検出に関しては，成功基準の「全球分
布」「水平構造」「分光観測」で定義している． 

－VLFの検出と成功基準について： 

 ミッション提案段階からシステム定義審査（SDR）
段階にかけて機器構成を変更した事情があり，追加
となった VLF波動観測に関しては，成功基準をエク
ストラサクセスにすることとした．VLF波動の検出
そのものに関しては，ISS のノイズレベルが低けれ
ば十分可能であると当初から想定していた． 

 

９. あけぼの 
 

9.1 プロジェクトの現状 
・あけぼの衛星は，その軌道の特徴より地球の放射線
帯における滞在時間が長く，24年の間に，共通機器，
観測機器共に放射線による劣化を受けている．しか
し，共通機器に関しては，科学的観測を続行する上
で致命的な劣化は無い．科学観測機器に関しては，
あけぼの衛星には９種類の科学観測機器が搭載され
ている．このうち，現在でも科学的研究に使える質
を備えたデータを出しているのは，低周波プラズマ
波動計測装置（VLF），高周波プラズマ波動計測装置
（PWS），電子温度計測装置（TED），放射線モニタ
（RDM）の４つである．これらは，特に内部磁気圏
の観測の主力となる観測機器である． 

・定常運用・データ処理を実施している． 

・平成 22 年度末に理学委員会の基で運用延長審査を
受け，平成 25年度末までの運用が認められた． 

 

9.2 平成 24 年度の課題 
・引き続き，定常運用・データ処理を行う． 

 

9.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・内之浦局およびスウェーデンエスレンジ局で定常的
なデータ受信を行った． 

・新たな放射線帯モデルを提唱した． 

・12本の査読付き論文が出版された． 

・1本の修士号，3本の大学卒業の学位論文が出た． 

 

9.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・長期間のデータを蓄積したことにより，太陽活動・
地磁気活動をパラメータとした精度の良い放射線帯
のモデル化が可能となった． 

・平成 24年 8月に Van Allen Probes が打ち上がり，
放射線帯の多点観測が可能となった．データの比較

等はこれからであるが，同時データを利用した放射
線帯の理解が進むと期待される． 

 
9.5 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－長期ミッションデータは，大きな宝である．長年の
運用努力および成果創出を評価する． 

－打ち上げ以来 24 年たっているが，未だに多くの成
果が出せている．Van Allen Probeや ERGとの共同
観測が待たれる． 

・今年度の科学的成果 

－今も科学的成果を生み出し続けていることが高く評
価できる． 

－太陽活動 2周期分のデータを取得中．機器劣化が進
みつつも，まだ科学的に有用なデータを生み出しつ
つある． 

－費用と労力をかけないことを徹底しておけば，この
まま継続していてもよいと判断する． 

・問題点への取り組み 

－汎用大型計算機からようやく脱却できたことは喜ば
しいが，もう少し早くできなかったか． 

－きわめて長期の観測で，放射線帯などに関してどの
ような新しい理解が得られたか，やや高い立場から
のまとめが欲しい． 

－装置の劣化の進み方や不具合の時間履歴をまとめ，
後続ミッションへの貴重な参考資料としていただき
たい． 

－Van Allen Probeとの共同観測でどのような新しい理
解が広がるのかを明確にしたうえで，延長審査に臨
んで欲しい． 

－データアーカイブとそのコミュニティに対する有効
な公開をさらに推進していただきたい． 

－平成 26年度または 28年度の運用停止を議論中との
ことだが，何が運用停止に関して論点となっている
のか？ 

－成果が出始めてある程度時間がたっているので，論
文の citationを調査するとよい． 

 

10. GEOTAIL 
 

10.1 プロジェクトの現状 
・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中． 

・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，復旧を断念した．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
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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，データレコーダの以外の衛星システム状態は
良好． 

・（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． 

・較正が完了（観測後 1～2 年）したデータはアーカ
イブ化され，世界中のユーザーに向けて公開される． 

・平成 24 年度は理学委員会の基で運用延長審査を受
け，平成 27年度までの運用が NASAの DSNサポー
トの継続という条件の下で認められた． 

 

10.2 平成 24 年度の課題 
・NASA との協力関係の下に国内局・米国 DSN 局に
て継続的に衛星運用・追跡管制，データ取得を行う．
（データレコーダ故障に伴うデータ欠損期間を可能
な限り短くできるように DSNと調整中） 

・取得されたデータを公開することで，国際共同観測
の中での役割を果たす． 

 

10.3 平成 4 年度の活動・業績・成果 
・NASA との協力関係の下に国内局・米国 DSN 局に
て衛星運用・追跡管制，データ取得を行った． 

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

・平成 24 年に取得された新規データについては，較
正作業が進行中であり，DARTS からの公開，およ
び，NASA/GSFC において国際標準フォーマット
（CDF方式）に変換されデータ公開される． 

・汎用大型計算機からの移行システム（Linux 計算機
によるシステム： 軌道決定，姿勢決定，SIRIUS 登
録，SI-QLとの I/F）を製造完了した．（3月 15日に
納品済） 

・GEOTAIL20 周年を記念するパーティー・シンポジ
ウムを開催した． 

・31本の査読付き論文（国際的論文誌）が出版された． 
 

10.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・観測運用を安定的に継続できた． 

・較正済データを順次公開することで，国際的な共同
観測の中で役割を果たすことができた． 

 

10.5 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－長期データは価値あるものである．20年にわたるプ
ラズマ理解をまとめてほしい． 

・今年度の科学的成果 

－データレコーダーの故障があったが，依然として重
要な科学的成果を上げ続けている． 

－今でも年間 40－50 の論文を出版していることは評
価できる． 

－費用と労力をかけないことを徹底しておけば，この
まま継続していてもよいと判断する． 

・問題点への取り組み 

－きわめて長期の観測で，放射線帯などに関してどの
ような新しい理解が得られたか，やや高い立場から
のまとめが欲しい． 

－汎用大型計算機からようやく脱却できたことは喜ば
しいが，もう少し早くできなかったか． 

－データレコーダの故障を含み，20年の間に機器がど
う劣化していったかというヒストリーの水平展開が
後のミッションに役に立つのではないか？ 

－これからの観測でどのような新しい知見を期待でき
るのかを明確にして頂きたい． 

－データアーカイブとそのコミュニティに対する有効
な公開をさらに推進していただきたい． 

－現時点でNASAとの運用協力はどのような点でなさ
れているか？DSNサポートのみか？ 

－あけぼのと同様，成果が出始めてある程度時間がた
っているので，論文の citationを調査するとよい． 

 

11. すざく 
 

11.1 プロジェクトの現状 
・打ち上げ約 1か月後の平成 17年 8月 8日に，X線
分光器の液体ヘリウムを消失．軌道上で 7eVの優れ
た分解能を実証したが，宇宙 X線の観測には至らな
かった． 

・平成 17年 9月からの試験観測により，高感度広帯
域（0.2 - 600 keV）X線分光性能を実証平成 18年 4

月より，国際公募観測開始．これまでに第 7期の観
測まで終了．随時提案を受け付ける突発天体観測枠
も設定． 

・第 4期国際公募観測から，すざくの特徴を生かす包
括的な観測プログラムとして key project を設定し
た． 

・Chandra衛星（米国, GO5から），Fermi衛星（米国, 

GO6から），ISS曝露部搭載全天 X線監視装置 MAXI

（平成 21年 2月から）との共同観測プロジェクトを
それぞれ立ちあげ実施中． 

・観測後，一定期間（観測タイプにより即時又は 1年）
を経過したデータは一般公開  

・宇宙理学委員会による運用延長審査を平成 20年と
平成 23年に受け，平成 27年までの運用延長が推奨
された．また，米国の運用サポートについても，平
成 20年，平成 22年，平成 24年にNASA Senior Review

を受け，平成 26 年までのサポートが認められてい
る． 
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11.2 平成 24 年度の課題 （昨年度の報告に対するコメ
ントから） 
・今後の他のプロジェクト（特に X 線分野以外）に，
国際 AO の枠組み等，国際協力のノウハウが引き継
がれるように配慮して欲しい． 

・現在の規模を大きく超えるキープロジェクトを考え
ても良いのではないか． 

・公募観測なので仕方ない部分はあるが，広報にも，
一層の努力を期待したい． 

 

11.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・太陽電池発生電力低下へ対応した． 

・発生電力低下を考慮して，国際公募観測を実施した． 
・科学的成果 

－平成 24 年度に「すざく」科学的成果による 102 編 

（累積 610編）の論文が掲載された． 

・博士論文 

－「すざく」を用いた研究により今年度 5人に博士の
学位が授与された．これまでに合計 47 人の博士を
輩出しており大学院教育にも大きく貢献している．
（以上は日本国内のみの数） 

・論文執筆者と協力 してプレスリリースを実施した． 
 

11.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・他の衛星にはない広帯域高感度 X 線分光観測によ
り，引き続き高い科学的成果を創出している． 

－査読付き論文数，引用数 

－key project は引き続き特に優れた成果を創出 

・打ち上げ 7年以上経過し，寿命部品の劣化が顕著に
なってきており，運用による対処，国際公募観測募
集への対処を行った． 

 

11.5 質疑応答 
Ｑ：CCDのコンタミネーションの状況は？ 

Ａ：ほぼ落ち着いた．ある時期に発生は止まり，ある
ものは減っている．Migrationが起きているのではな
いかと考えている．打ち上げ前のベーキングの結果
と，大きな誤差の範囲では，コンシステント．この
ような例を，理学委員会で Lessons Learnedとして
まとめるべきだと思う． 

 

11.6 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－国際的に大きな成果が上がり続けている． 

・今年度の科学的成果 

－太陽電池の問題にも関わらず，すばらしい成果を出
し続けている． 

－消費電力をうまくコントロールし，観測を維持し
AO8を発行したことは評価できる． 

・問題点への取り組み 

－ASTRO-H との同時観測が前回の延長審査の大きな
動機の一つであったと理解しているが，ASTRO-H

の打ち上げの遅れとすざくの劣化に伴ってどのよう
な影響が出るのかは，整理が必要． 

－コンタミネーション，電源劣化について適切に対応
しているが，lessons learnedをまとめ，その知識を
今後のミッションのために共有できるようにする必
要がある． 

－国際的な活動の強化も進んでいる． 

－日本人筆頭著者の論文数は増えているだろうか？
「これぞすざくの成果」と呼べる成果について，さら
にインパクトがあるものを目指して欲しい．ユーザ
層の固定化の問題は無いだろうか？ 

－Self-citationを除く citationを調べるとよい． 

－AO8の観測スケジュールは，観測停止の可能性も考
慮して，サイエンスメリット，すざくの独自性を重
視して行うとよい． 

－今後の運用経費が課題である． 

 

12. ひので 
 

12.1 プロジェクトの現状 
・平成 18年の打上げ以降，平成 19年年末に X帯ダウ
ンリンク不安定化する不具合事象が発生し，平成 20

年 2 月よりS帯ダウンリンクへの移行作業を開始し
た．観測機器についても不具合事象はあるものの，
観測に支障をきたすものではなく，現時点で 3 台の
観測装置は全て，通常観測を行なっている． 

・宇宙研に到着した観測データは FITS形式へ変換後，
即時全面公関されている．データアーカイヴセンタ
ーは宇宙研の他，オスロ大に設置されており，これ
以外にも米英に観測機器ごとのデータ検索・提供セ
ンターがある． 

・平成 22年度末から平成 23年度冒頭にかけ理学委員
会の下で運用延長審査を受け，平成 23-25 年度の運
用延長が認められた．現在，平成 26-28 年度の運用
延長審査を受けるべく準備中． 

・IRU-AZ ジャイロの出力劣化が顕著となったため，
平成 25年 1 月に IRUAS（Skew）ジャイロへの切り
替えを実施し，正常に観測運用に復帰している． 

 

12.2 平成 24 年度の課題 
・現ミッション延長期間（平成 23-25 年度）の延長審
査の際に重点観測項目として提示した，（1）太陽活
動の上昇にともなう活動現象，特にフレア，の観測
と，（2）極域磁場の長期モニター観測，を引き続き
進める． 

・世界中の太陽研究者に開かれた軌道太陽天文台とし
て，観測提案の受付と実施を行なう． 

・S帯地上局の受信機会の確保に努める． 
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・前回の年度末報告の評価コメントに対応する． 

－日本人主著者論文の増加． 

－動画アーカイブへの対応． 

 

12.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・昨年度ひので SWG（Science Working Group; 国際ひ
ので科学チームの意思決定機関）会議にて確認・決
定された，フレア観測および（極域観測等の）コア
観測を優先させる観測運用方針を今年度も引き続き
保持し，これらを重点的に，観測運用を進めている． 

・今年度は，ひので SSC（Science Schedule Coordinator）
委員会によって全 18件の新規観測提案を採択した．
また，観測提案に基づく観測を，のベ 138 回実施し
た． 

・S帯地上局の効率的な受信機会確保に努めているが，
今年度も受信経費が一部不足したため（海外有償局
分），宇宙研よりプロジェクト経費補填を受けた． 

・平成 24 年に発生した金環日食（5 月）と金星日面
通過（6 月）では，データを速やかに公開できるよ
う観測計画を立案し，同日中のプレスリリースを行
なった． 

・EPO活動の一環として，全国の高校・公開天文台と
の共同観測キャンペーンを昨年度に続き実施し（観
測提案の 1 つとして採択），今年度も 10（以上）の
高校・公開天文台が参加した． 

・日本人主著者論文の増加を，との昨年度の評価コメ
ントに対して： 

－平成 22 年は 18 人，平成 23 年は 13 人，平成 24 年
（10 月 15 日まで）は 12人であり，米国に次ぎ，英
国と 2位争いである． 

－今年度，名大 STE 研にて「ひので｣データセンター
を立ち上げた．国立天文台ひのでデータセンターの
バックアップを行うと共に，STE研の太陽・太陽圏
データベースとの連携を通して，「ひので」データの
新たな科学利用への展開を図る． 

・動画アーカイブ，への対応を，との昨年度の評価コ
メントに対して： 

－国立天文台・名大の「ひので」データセンターにて，
SOT・XRTの QL動画を公開している（観測開始以
降の各日について）． 

－名大「ひので」データセンターにて整備している「ひ
ので」フレアデータベースを今年度公開し，今後，
同データベースに動画機能を付加するよう準備検討
中． 

 

12.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・平成 23-25 年度の運用延長審査で重点観測項目とし
て提示した，（1）太陽活動の上昇にともなう活動現
象，特にフレア，の観測と，（2）極域磁場の長期モ
ニター観測，を観測運用の基本方針と設定し，観測

を実行している． 

・高空間分解能でベクトル磁場を計測できる唯一の軌
道上天文台という強力な特徴を活かし，極域磁場が
どのように反転していくのかを世界で初めてとらえ
た．（北極では反転進行中．一方，南極は未だ反転せ
ず．） 

・平成 24年は 84編（10 月 15 日時点）の査読付き論
文が出版された．ほぼ 3 日に 1編のペースを維持し
続けており，出版レートは鈍化していない．論文の
累計総数は平成 24年 10 月 15 日までで 594編． 

・本年度はプレスリリースを 7件実施した． 

 

12.5 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－引き続き，すばらしい成果が蓄積している． 

・今年度の科学的成果 

－太陽活動の（弱いながら）極大期に観測が実施でき
たことは，重要である． 

－確実な成果が出ている．年間 100報の論文を出版し
ている． 

－今後も極域磁場の観測などで成果が期待される． 

－アウトリーチでは大活躍である． 

・問題点への取り組み 

－太陽物理学研究における重要な進展があったかどう
か，やや印象が薄い．また太陽物理学の研究成果が
恒星物理学全般に波及していけばすばらしいのだ
が． 

－（問題点ではないが）大量に取得したデータのうち，
どの程度の割合が論文として利用されているのか，
興味がある． 

－着実に成果をあげているが，日本人主張者論文はま
だ少ない．名大 STE研「ひのでセンター」開設は今
後の科学成果を拡げるうえで評価できる． 

－Self-citationを除く citationを調べるとよい． 

 

13. あかつき 
 

13.1 プロジェクトの現状 
・平成 22年 5月に衛星を打ち上げ，同年 12月に金星
周回軌道への投入に失敗した．この原因としては，
軌道制御用エンジン（OME）の燃料側逆止弁の動作
不良のために燃料と酸化剤の混合比が設計条件を逸
脱し，ノズルが異常な高温を経て破損した，と推定
される．（宇宙開発委員会に報告） 

・今後の軌道制御を姿勢制御用エンジン（RCS）で行
うことを決定し，平成 23年 11月に RCSで軌道周期
調整マヌーバを実施，平成 27 年以降に金星周回軌
道に再投入できる見通しを得た．（宇宙開発委員会に
報告） 

・探査機は当初予定していた金星周回軌道にいる場合
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に比べて近日点が太陽に近い太陽公転軌道上にいる
ため，近日点では当初予定より 38％も強い太陽光を
浴びる．探査機の表面材の反射率が経年劣化で下が
っていくと，熱入力の増加が深刻な問題を引き起こ
す可能性があるため，温度の推移を注視しつつ運用
している． 

・平成 27 年末に改めて金星周回軌道投入を行うため
の複数の軌道制御計画を考案し，それぞれについて
実現可能性と安全性を検討している． 

 

13.2 平成 24 年度の課題 
・次回の金星周回軌道投入の時期まで探査機の健全な
状態を維持できるよう，引き続き電源系，姿勢系，
推進系等のサブシステムに注意を払いつつ運用を実
施する． 

・引き続き地上において熱制御材料の紫外線照射試験
を実施し，熱制御材料の劣化の見通しを評価して，
長期運用成立性の検証を継続する． 

 

13.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・およそ 200日ごとに訪れる近日点通過のたびに機体
の温度がより高くなっていく様子が観察されている
が，平成 24年 12月 8日の第 4回目の近日点通過で
は温度上昇のペースが鈍る傾向が確認された．これ
は地上で行っている軌道上環境を模擬した実験の結
果とも整合しており，次の金星周回軌道投入まで運
用を継続できる可能性が高まった． 

・熱入力に対して比較的強い高利得アンテナ取り付け
面を太陽に向けた姿勢を保っているため，高利得ア
ンテナを地球に向けることができず，中利得アンテ
ナで通信した．回線が細く，限られた量のデータし
か送ることができないため，転送するデータの種類
などに工夫をこらした． 

・平成 27 年末に改めて金星周回軌道投入を行うため
の複数の軌道制御計画を考案し，それぞれについて
実現可能性と安全性を検討した．平成 27 年までに
検討を詳細化して最終案にまとめる． 

・平成 23 年に実施した金星観測と太陽コロナ観測の
データを解析し，成果を国内外の学会で発表した．
現在，これらの成果の投稿論文を作成中である． 

 

13.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・探査機は当初予定より強い太陽光を浴びる厳しい状
況にあるが，熱入力に対して比較的強い高利得アン
テナ取り付け面を太陽に向けた姿勢を保つなどして
探査機の健全な状態を維持し，平成 27 年以降の金
星周回軌道再投入につなげる可能性を高めた． 

・このような運用上の工夫について国内外の学会で報
告し，惑星探査において我が国が高度な運用経験を
蓄積しつつあることをアピールした．また運用の状

況を頻繁にツイッターやプロジェクトのホームペー
ジで報告するとともに，プロジェクトの状況を講演
会などで紹介することにより，惑星探査に対する国
民の関心を引き上げることに努めた． 

・平成 23 年に実施した金星観測と太陽コロナ観測の
データをもとに 2編の修士論文が提出された．引き
続きこれらのデータから成果を得るための研究を続
けている． 

 

13.5 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－現在，惑星間空間を飛行中に，どのような副次的な
科学成果が得られているのか． 

・今年度の科学的成果 

－金星周回軌道へ投入する再挑戦の可能性が残ったこ
とは，良いニュースである． 

－軌道再投入に備えた作業を着実に進めている．厳し
い状況にありながら，最大限の運用を行っている． 

・問題点への取り組み 

－高温に晒されることにより，具体的にどんな不具合
が発生しうるか，どの程度の予見が可能なのか． 

－現段階でも初期のサクセスレベルを維持できるの
か．もし状況が大きく変わっているのであれば，理
学委員会としては目標とする成果を見直す必要があ
るのではないか？ 

－平成 27 年時の再投入機会に対応した運用計画，観
測計画の策定を急ぐ必要がある． 

－少ないデータでも論文発表を期待する． 

－再投入の方法，予測についての研究は十分な余裕を持
って，前倒しで進めるべきである．再投入に向けた努
力に最大限の努力を払っていただくことを願う． 

 

13.6 プロジェクトからの回答 
－惑星空間飛行中の科学成果について： 

 金星周回軌道投入失敗の直後の金星撮像により，雲
の温度分布にこれまで知られていなかった微細構造
を発見した．遠距離からの金星測光観測により，硫
酸雲の粒の大きさが従来と異なっていることや，雲
の原料となる物質が惑星スケールの流体波動によっ
て運ばれているらしいことを発見した．太陽コロナ
の電波掩蔽観測を行い，太陽風が太陽表面近くから
20 太陽半径にかけて増速する様子をこれまでにな
くクリアにとらえ，またコロナ加熱に関わると思わ
れる磁気音波のエネルギーフラックスの分布を明ら
かにした． 

－高温に晒されることにより予想される不具合につい
て： 

 最もクリティカルなケースは推薬弁シール材劣化に
よる燃料の漏えい．他に電子機器や電気計装の故障．
現在熱制御材の紫外線照射試験を行い，熱光学特性の
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劣化の程度を評価しつつ，温度解析を実施している． 
－サクセスレベルについて： 

 金星周回軌道への投入は可能であるが，遠金点高度
が 30～35万 kmとなる見込み（当初計画では，約 8

万 km）．この軌道をベースに観測成果を最大化する
ために投入軌道と観測計画の検討を続けているとこ
ろであり，所期のサクセスレベルに比べてどこまで
を達成できるかを判断するのは時期尚早である． 

－軌道再投入について： 

 平成 27 年の金星周回軌道への再投入に向けて，軌
道制御計画，ノミナル軌道周りの感度解析，観測計
画等の検討を進めている．１液姿勢制御スラスタ
（RCS）を用いた再投入方法を中心に，軌道制御計画
を検討している．「はやぶさ」同様，超長期戦のため，
運用担当者への負担が最小限となるよう，運用計画
を立案している． 

 

14. MAXI 
 

14.1 プロジェクトの現状 
・観測装置の現状 

－SSC（CCDスリットカメラ）: 昨年度と変化なし．2

カメラとも全実時間に対する運用時間は 30%で運用
継続中． 

－GSC（ガススリットカメラ）10 台で運用（うち，4

個については運用時間の制限および低電圧運用）を
実施し．12台中 6台のカメラについて，5年以上の
残存寿命を確保できる見通し． 

・データ公開． 

－約 240個の天体の X線光度曲線と全天画像を毎日更
新して公開 

－全天の任意領域の光度曲線とスペクトルをオンデマ
ンド公開． 

・評価・審査 

－平成 24年 3月 16日定常運用終了審査会において実
験要求達成を伴う定常運用終了と，3年間（平成 27

年 3月まで）の後期運用移行を承認． 

 

14.2 平成 24 年度の課題 
・観測・データ公開・速報を継続して実施 

－GSC 6台はほぼ正常運用，４台は制限つき運用． 

・科学評価委員会で課された課題 

－データ解析マニュアル整備などによるチーム外の科
学者によるデータ利用の促進． 

－キャリブレーションを進め，SSCの科学成果創出． 

－長期的アーカイブの開発のための担当者確保を進め
る． 

 

14.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・科学評価委員会で課された課題の実施：チーム外の

科学者によるデータ利用の促進，データ公開の充実 

－マニュアルを作成して内部にて試用中．公開に向け
て準備中． 

－チーム外著者によるMAXIデータ利用論文が出始め
た． 

－Ｘ線光度曲線公開 323天体（前年は 274天体） 

－新たに週単位光度曲線を公開開始．（238天体） 

－キャリブレーションを進めて，オンデマンド公開を
正常運用中の全 GSC検出器に拡大． 

・科学評価委員会で課された課題の実施：SSCの科学
成果創出 

－バックグラウンド評価を確立，科学論文を出版，記
者発表． 

・科学評価委員会で課された課題の実施：長期アーカ
イブ開発 

－来年度の JAXAプロジェクト研究員を確保． 

－アーカイブ仕様の検討および文書整備を開始した． 

・今年度 4個の新天体を発見． 

－MAXI J1305-704, MAXI J1910-057, MAXI J1647-227, 

MAXI J1807-228 

・ATel（Astronomer’s Telegram）へ 24件投稿 

－他チームによる MAXI 天体に関する ATel 報告が他
に 29件 

・GCN Circular への GRB/XRF報告 16件 

・「すざく」との連携観測 2件 

－MAXI J1305–704（新しいブラックホール連星） 

－GRO J1008–57（異常増光した連星Ｘ線パルサー） 

・学術論文出版：査読付き論文 8 編（含受理，他に 3

編投稿中）， 

 チーム外著者による MAXI 関連天体の査読論文 11

編 

・国際学会発表 12件．国内学会発表 48件． 

 

14.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・データ公開の継続と拡充により，チーム外著者によ
る MAXIデータを用いた論文が出始めた． 

－オンデマンド公開によって，通常のほとんどの解析
に必要なデータが公開された． 

・MAXI の速報を契機として行われた他の観測装置に
よる科学成果を含めると，チーム外メンバーによる
論文の方が多くなってきた． 

－「全天監視装置」として国際的な役割を果たしてい
ることを意味する． 

－NASA の RXTE 衛星の運用が平成 24 年初をもって
終了し，その後は MAXIが唯一の全天 X線監視装置
となっている． 

・SSCのキャリブレーションを進め，科学成果を上げ
た． 

－「はくちょう座スーパーバブル」に関する学術論文
および記者発表 

This document is provided by JAXA.



Ⅲ．プロジェクト・ワーキンググループ 175

14.5 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－着実に成果を上げている 

・今年度の科学的成果 

－データベースが公開され，科学成果に広がりを生ん
でいる点は評価される． 

－後期運用のフルサクセスを本年度に達成した． 

－良いレベルで成果をだしている．順調に進んでいる． 
・問題点への取り組み 

－もちろん自ら成果を出すことも重要だが，データの
即時公開によって周辺が成果を速やかに出すことも
MAXI のようなプロジェクトではあるべき姿であ
り，高く評価されるべきである． 

－データ利用をさらに進めることができるとよい． 

－SSCのデータプロセッサーに不具合がある． 

－論文をより素早く書くことが課題であろう． 

 

15. SMILES 
 

15.1 プロジェクトの現状 
・平成 21年 10月より定常観測を行なっていたが，平
成 22 年 4 月にサブミリ波局部発振器系の不具合の
ため，大気観測を中断（のちに終了）した．その後，
装置特性の評価等のため，冷凍機や分光計のデータ
を個別に取得している． 

・データ処理は観測終了後も引き続き実施しており，協
力研究者向けの限定配布を 5 回行なったあと，平成
24年 3月よりウェブサイト上で一般に公開している．
平成 25年 3月に新バージョンデータを公開予定． 

・平成 24年夏期に，ISAS データセンターにデータア
ーカイブを試験的に移管して，データアクセスの利
便性の向上を図った． 

・SMILES ミッションで達成したサイエンス成果につ
いて，理学委員会の諮問を受けた外部評価委員会を
組織した．平成 25 年 3 月末に，評価委員会会合を
予定している． 

 

15.2 平成 24 年度の課題 
・データ解析・アルゴリズム改良における未解決問題
の克服． 

・取得したデータの高次処理について，さらなる改良
を行うとともに，一般公開として「第二版」のデー
タをリリースする． 

・データアーカイブの計画の具体化． 

・サイエンス成果としてのゴール（区切り）の明確化：
「SMILES ミッション」に区切りを付けたあとの研
究体制をどうするか． 

 

15.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・データ解析・アルゴリズム改良における未解決問題

について：高次処理の改良を繰り返す中，低次処理
の問題点をも抽出して，工学値変換の根底部分を改
良した結果，高次処理自体の性能を大幅に向上させ
ることができた． 

・年度内に新版データを公開することで，「第二版」の
データをリリース予定． 

・データアーカイブ計画：関連するドキュメントの整
備にリソースを投入する必要がある．データ処理改
良に予想以上の時間を要したため，データ・ドキュ
メントの整備は引き続き次年度の課題としたい． 

・「SMILES ミッション」後の研究体制：外部評価の
結果も踏まえ，次年度の検討課題としたい． 

・サイエンス成果の一例として，① オゾンをはじめと
する大気微量成分の日変化を明確化し，現在，地上
観測データを中心に検討されているオゾンの長期変
動に対して問題提起を行なったこと，② 平成 22年
初頭の北極域におけるオゾン破壊反応などの現象を
モデル計算との比較により詳細に捉えるとともにそ
の科学的妥当性を明示したこと，などが特筆される． 

・軌道上では，すでに大気観測は不可能であるもの
の，後期運用として冷凍機の運転を継続し，ジュー
ル・トムソン冷凍機の冷媒ガスと圧縮機の経時変化
データを蓄積している．それらの技術データは将来
の冷凍機開発の信頼性向上や長寿命化に生かされ
る． 

・査読付き論文誌にて，6編が出版，2編を投稿中． 

・6 件の国際学会発表（うち 招待講演 1 件），約 20

件の国内学会発表． 

・C-SODA との協力による，DARTS を利用したデー
タの一般公開の開始（平成 24年 8月）． 

 

15.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・SMILES は約半年の観測期間ではあったが，これま
での衛星観測を遙かに上回る精密な大気測定を行な
ったことを実証した． 

・オゾンやオゾン破壊に関連する大気微量成分（塩素
や臭素系の物質）のグローバルな分布を高い精度で
導出した． 

・成層圏オゾンの日周変動について，SMILES の観測
データと数値計算モデルとで独立にその特性を描
き，この現象を両者とも確かに捉えたことを示した． 

・観測データの一般公開をおこなった． 

・冷凍機運用の成果をとりまとめ，ASTRO-H 等，将
来の天文観測ミッションへ貢献した． 

 

15.5 質疑応答 
Ｑ：データはどのくらい使われているのか？どのくら
い反響があるか？ 

Ａ：募集に対して研究提案は，当該コミュニティから
20から 30くらい． 
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Ｑ：プロジェクト終了後のデータ処理体制は？ 

Ａ：レベル 2 データ処理は継続したいが，JAXA から
サポートが得られるかどうかはわからない．評価委
員会の結果にも依る． 

 

15.6 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－機器停止によりミッション期間が 6ケ月程度になっ
たが，新しい知見が得られている． 

－打ち上げ当初はトラブルがあって苦労したが，高感
度の大気サブミリ波分光観測を実現した意義は大き
い． 

・今年度の科学的成果 

－データの高次処理と公開が進められていることが評
価できる．科学成果もあがっている． 

－データ解析・アルゴリズムの改良などを進めた点は
評価される． 

－冷凍機などの耐久試験は依然として進行中で貴重な
データを取得している． 

－データアーカイブ等を含め着実に成果を蓄積してい
る． 

・問題点への取り組み 

－得られた科学的成果の，より広い範囲への発出が望
まれる． 

－データ公開が始まった．より広がりを期待する．
DARTS でデータ公開を始めた結果，どの程度のデ
ータ利用が行われているのか． 

－データ公開の加速と，今後の運用をいつまでどのよ
うな体制で続けるのかを近いうちに整理して欲し
い．作業の遅れでいつまでもプロジェクトが続いて
いる状態が続くのは望ましくない． 

－これまでのデータをもとにしたサイエンス論文が出
つつあることは今後に期待を抱かせる． 

－サイエンスのアウトプットが見えにくい．限られた
期間の観測だが，新しいサイエンスの結果を掘り起
してほしい．（オゾンの日変動というのはあまりイン
パクトがない．微量成分は？同位体は？） 

－論文が出版され始めたが，まだ少ない． 

 

16. 観測ロケット 
 

16.1 プロジェクトの現状 
・小型飛翔体（観測ロケット）を使って飛翔機会を提
供し，観測ロケット特有の観測領域および飛行環境
を活用した観測や実験を実施する． 

・幅広いユーザー要求を実現するための高度化・高機
能化を実践する． 

・年平均 2機程度の打上げを行い，観測ロケットの特
質を活かした成果を獲得する． 

・高度化・高機能化を達成するための搭載系と地上系

の開発および改良を推進する． 

 

16.2 平成 24 年度の課題 
・2機の観測ロケット（S-310-41号機と S-520-28号機）
の打上げを行う． 

・次年度打上げを予定している観測ロケット
（S-310-42号機/S-520-27号機と S-310-43号機）の打
上げに向けた準備（設計会議等によるユーザー要求
の確認および打上げに向けた関係機関との調整な
ど）を促進する． 

・観測ロケット高度化・高機能化の一環として，統合
型アビオニクスの安全性向上と運用効率化に向けた
改良と 2段式観測ロケットの概念設計を実施する． 

・S-310-41号機の打上げを成功させるとともに，柔軟
エアロシェルを有するカプセルの運動把握と幅広い
速度領域（最大マッハ数 4.5）での空力特性を取得
する． 

・S-520-28号機の打上げを成功させるとともに，微小
重力環境における均質核形成の時間変化を干渉画像
や光散乱強度などにより連続的に測定する． 

・統合型アビオニクスの安全性向上と運用効率化を実
フライトにより検証する． 

・2 段式観測ロケット（SS-520）の設計ベースライン
を決定する． 

・小型姿勢制御装置を試作し，実フライトにより基本
的な機能を確認する． 

・GPS航法，イリジウム衛星通信システムについて実
用化に向けた試作を行う． 

 

16.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・S-310-41号機による「小型インフレータブルカプセ
ルの飛行実験」を実施した（平成 24年 8月 7日 16:30

打上げ）． 

・S-520-28号機による「微小重力環境を利用した均質
核形成実験」を実施した（平成 24年 12月 17日 16:00

打上げ）． 

・平成 25年度に予定している，S-310-42号機/S-520-27

号機による「電離圏 E領域と F領域の相互作用に関
する総合観測」，および S-310-43 号機による「ロケ
ット慣性飛行中のニ相流挙動および熱伝達特性の観
測実験」の準備を行った． 

・統合型アビオニクスの改良を行った（S-520-28号機
で検証）． 

・GPS航法/イリジウム衛星通信を実証した（S-310-41

号機で検証）． 

・小型姿勢制御装置を実証した（S-520-28号機で検証）． 
・隔式点火安全装置（R-SAD）の開発を行った（今年
度開発完了，平成 25年夏から実用）． 

・2段式観測ロケット（SS-520型）の開発を行った（進
行中，平成 26年度開発完了予定） 
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16.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・2機の観測ロケット S-310-41号機と S-520-28号機の
打上げに成功し，当初期待された成果を獲得するこ
とができた． 

・平成 25年度の打上げに向け，夏に打上げる S-310-42

号機と S-520-27号機の確認会議を行い，フライト品
の製作を進めるとともに，冬に打上げ予定の
S-310-43号機の設計会会議を行い，ユーザー要求を
反映させた設計を実施した．また，平成 25 年 7～8

月の打上げに向け関係省庁との調整も開始した． 

・今中期計画（平成 20～24年）では，5年で 7機の打
上げに成功した． 

・統合型アビオニクスの開発を完了し，特に点火タイ
マ機能に関して，安全性向上と運用効率化を達成，
実フライトにより検証した． 

・さらに，観測ロケットの高度化・高機能化の一環と
して，GPS搭載自律航法，イリジウム衛星通信，小
型姿勢制御装置などと開発と試作を行い，実用化に
向けた技術が検証された．今後の幅広いユーザー要
求を満足するシステムの実現が期待される． 

・研修 6 名，若手 10 名を含む実験班を組織し，相模
原での噛合せ試験から内之浦での打上げオペレーシ
ョンまで，実務経験を通じて人材育成を行った． 

 

16.5 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－重要な基礎的活動であり，きちんと継続されること
を望む． 

－継続性は重要であると判断できる． 

－高度化・高機能化に取り組んでいることが評価できる． 
・今年度の科学的成果 

－計画通りの実験と開発を行った．堅調である． 

－良い成果が得られたと判断できる． 

・問題点への取り組み 

－複数のロケット観測により，大きなテーマに挑む「プ
ロジェクト」を実現できないか． 

－機数の増加が望まれる． 

－高度化・高機能化に取り組んでいることが評価できる． 
－SS-520ロケットは，ニーズを含め，どの程度の長期
展望をもつのか． 

－大気科学分野については，個別の観測ロケット実験
としてではなく，国外での実験も含めて一連のシリ
ーズとしてその科学的意義や観測計画の必然性を議
論したほうが，見通しがよくなる．そろそろそうし
た系統的な議論のもとに観測ロケット実験が計画さ
れるべきではないか． 

－長期的なビジョンを持つようにするとさらにアピー
ルできる． 

－一般には大型計画の頻度が大きく低下している現状
では，ロケット・気球の重要性はますます大きくな

っているが，大気球観測事業と比較すると，観測ロ
ケットはコストパーフォーマンスが低いのではない
か．ただし費用を削るのではなく，大気球観測事業
を増やすべきなのだが． 

 

16.6 プロジェクトからの回答 
－複数のロケット観測により大きなテーマに挑む「プ
ロジェクト」について： 

 平成 27年夏に S-520と S-310の連続打上げによる観
測実験を予定している．今後も複数ロケットや衛星
との連携観測などをベースとした統合的なプロジェ
クトを実施していきたい． 

－SS-520ロケットのニーズと長期展望について： 

 毎年 10～15件の実験応募の中に SS-520を希望する
実験は 2件程度ある．１段式の S-520と S-310を毎
年１機ずつ打上げる状況では，5～7年に１機 2段式
観測ロケット SS-520の打上げを実現したい． 

－大気科学分野の長期ビジョンについて： 

 これまでの長年に渡る観測成果，衛星との連携観測
による成果など，超高層大気物理の意義を明確化す
る活動を進めている． 

－長期的なビジョンについて： 

 超高層大気物理，材料科学などの戦略的な実験テー
マを中心に，観測ロケットの特性を活かしたプロジ
ェクトや将来計画を策定し，アピールしていきたい
と考えている． 

 

17. 科学データ公開 
 

17.1 プロジェクトの目的・概要・全体計画 
・JAXA衛星データの保存と公開 

－プロジェクトから受け取った高次処理済みデータを 

DARTS に格納，プロジェクトのデータポリシーに
従って公開している． 

・データサービスの開発と運用 

－DARTS に保存されているデータの利用価値を高め
るための様々なサービスを開発・運用している． 

・終了後の衛星プロジェクトからの引き継ぎ 

－衛星プロジェクトが作成したデータプロダクトやサ
ービスを引き継いでいる（今年度は引き継ぎ条件を
明確化した）． 

・宇宙科学データの収集 

－JAXAの宇宙科学研究活動と関連の深い，JAXA外で
観測・作成されたデータの収集も行っている． 

・データ保存，処理，公開サービスのための計算機シ
ステム運用 

－システムを安定に運用している．平成 25 年夏に，
機器換装を実施する予定である． 
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17.2 平成 24 年度の課題 
・JAXA衛星データの保存と公開． 

・データサービスの開発と運用． 

・終了後の衛星プロジェクトからの引き継ぎ． 

・データプロセッシング，保存，サービスのためのシ
ステム運用． 

・リモートデータバックアップの検討． 

・今まで DARTS が扱っていなかった新たな JAXA の
科学データ（かぐや，ISSなど）の追加． 

・体制や事業の進め方の整備． 

・他機関との協力，ユーザーサポート，広報の推進． 

・成果の評価基準の検討． 

 

17.3 平成 24 年度の活動・業績・成果 
・JAXAの科学衛星データの保存と DARTSからの公開
を継続的に実施し，運用中の衛星データを追加した． 

・検索等の既存のデータサービスを安定に運用すると
共に，新たなデータサービスを開発して公開した． 

－公開したデータサービスの例：視野角ビジュアライ
ザ FLOW，あかり全天画像データ検索・公開システ
ム試験版（チーム内限定公開）． 

・終了したプロジェクトまたは観測終了したプロジェ
クトのデータプロダクト引き継ぎを行った． 

－あかり高次プロダクト（試験版）のチーム内公開に
協力した． 

－かぐやデータベース（L2DB）の DARTSへの統合を
進めた． 

－SMILESの高次データを DARTSから公開した． 

－かぐや High Definition TV データ公開準備を進め
た． 

・データプロセッシング，保存，サービスのためのシ
ステムを安定に運用した 

－ユーザーに影響を与えるような不具合は発生しなか
った． 

－平成 25 年夏に予定されている機器換装の仕様を策
定し，調達準備を行った． 

－機器換装に向けて，DARTS全般の整理を進めた． 

・JAXA調布キャンパスに DARTS全データをリモート
バックアップする準備を進めた． 

・かぐや，SMILES のデータを始め，新たなプロジェ
クトのデータを集約し，DARTSから公開した． 

・ISS与圧部のデータも DARTSでアーカイブ化する
調整を開始した． 

・体制や事業の進め方について： 

 C-SODA運営委員会で，｢望ましい科学データ公開・
利用｣を実現するための方向性を議論した（提案文書
を策定中）． 

・他機関との協力，ユーザーサポート，広報について： 

－JAXA 内では，JSPEC や統合追跡ネットワーク技術
部等，他部署による科学データやサービスの DARTS

への集約を進めている（補足資料 3参照）． 

－他機関のデータミラーや他機関へのミラー提供を進
めている． 

－外部のツールを検索条件に応じてダイナミックにリ
ンクし，ユーザーの便宜を図っている． 

－広報は基本的に各プロジェクトの担当と考えている
が，プロジェクトのサーバを提供したり，DARTS

に新たに追加されたデータのデータ紹介を DARTS

トップページで行ったりしている． 

・成果の評価について 

－チームメンバーやゲスト観測者への占有データ提供
も同じシステムで行っているので，公開アーカイブ
データのみを用いた成果を抽出することは困難であ
る． 

－DARTS からのデータダウンロード量はモニターし
ているが，他機関からも JAXA のデータは公開され
ているので，それだけでは成果の評価につながらな
い． 

－定量的な成功基準の設定は継続的な課題である． 

 

17.4 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・定常業務として，JAXA の科学衛星データの保存と

DARTS からの公開を継続的に実施し，運用中の衛
星データを追加した．検索等の既存のデータサービ
スを安定に運用した． 

・汎用的な月惑星シミュレーター（視野角ビジュアラ
イザ）を世界に先駆けて開発し，公開した． 

・あかり，かぐや，SMILES 等，終了したプロジェク
トから，条件を明確化した上で，データプロダクト
の引き継ぎと DARTSからの公開を順調に進めた． 

・平成 25年 8月に，5年に一度の大規模な機器換装を
控えているが，ユーザーに影響がないよう，また大
幅な性能向上が実現するよう，着実に準備を進めた． 

・相模原キャンパス外へのデータバックアップの準備
を始めた． 

・｢望ましい科学データ公開・利用｣を実現するための
方向性と，新たに委員会のあり方や進め方を検討し
ている． 

 

17.5 質疑応答 
Ｑ：研究者だけでなく，高校生でもデータを使えるよ
うなことにはならないか？ 

 簡単なコースみたいなものがあれば良い． 

Ａ：科研費でやったことはある．なかなか高校生でも
わかるように説明することは難しい． 

 

17.6 評価コメント 
・ミッション期間を通しての科学的成果 

－着実に進められている． 

・今年度の科学的成果 
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－着実に業務を実施しているが，成果の定量的評価は
難しい． 

－別キャンパスにバックアップが作られたことは評価
できる． 

－意欲的に各ミッション関連データの保存・公開を進
めている．公開データを用いたサイエンス成果，ユ
ーザ・フレンドリー度の検証も重要． 

・問題点への取り組み 

－個別ミッションの価値を高める上で重要である．た
だしデータアーカイブの将来像（規模，役割，限界，
特色など）は，もう少し考えるべきだろう． 

－より積極的な広報を期待する． 

－研究者だけでなく，より若い世代（高校生，大学の
学部生）が簡便にデータを利用できるようなシステ
ムを考案してみてはどうか． 

－理学委員会の下の専門委員会とC-SODA運営委員会 

との役割分担を必ず明確にして，不要な委員会は廃止
し，屋上屋を重ねることがないように検討して欲し
い． 

－公開された科学衛星データがどのように論文に生か
されているのか，十分に追跡されていないように見
える．ある程度，積極的にサンプル調査を行っては
どうか？ 

－ますます重要になるコンポーネントであり，さらな
る取組に期待したい． 

－この種のインフラ整備は論文数等が評価基準の一つ
である通常の研究とは異なる評価基準が必要であろ
う．アーカイブは長年にわたって初めて成果がでた
り，思わぬ方向から成果がでたりすることがあるの
で短期的視点で定量化するとかえって有害であると
思われる．今後，評価の仕方自体を議論する必要が
ある． 

 

 

b. 宇宙工学委員会 
 平成 24 年 3 月 5 日に宇宙工学委員会評価委員会を，
また 3月 11日に第 36回宇宙工学委員会を開催し，（I）
宇宙工学プロジェクトである再使用観測ロケット技術実
証，及び（II）平成 24年度宇宙工学分野において選定さ
れた先端研究について評価を行った．評価は，平成 24

年度の研究成果報告を受け，質疑応答の後，当日出席の
委員全員が，評価表にコメントを書き込む方式で，評価
を行い，コメントは各研究グループへフィードバックし
た． 

 

1. 再使用観測ロケット技術実証 
 

 再使用観測ロケットの目的は，ロケットの再使用化に
より，現行の使い捨ての観測ロケットに対して運用コス
トの大幅削減と実験環境の革新を図り，宇宙実験参加の
敷居を飛躍的に下げることである．高度 120km 以上に
100kg のペイロードを打ち上げ発射点に帰還，最短ター
ンアラウンド時間１日，繰り返し飛行回数 100回，を当
面の性能目標としている．再使用観測ロケットによって，
多くのユーザから要求がある「衛星では不可能な低高度
の直接観測機会」を低コストで容易に繰り返し可能な形
で提供することにより，質的に異なる実験機会（ロケッ
トの軌道・姿勢の自由度向上，亜音速飛行と準静止状態
の実現，観測機器の回収と繰り返し飛行 etc.）を提供し，
利用の活性化を図る．大気物理（超高層大気・磁気圏プ
ラズマ）や微少重力科学等の分野のユーザが関心を示し
ている．同時に，再使用観測ロケットの開発過程におい
て，将来の宇宙輸送コストの飛躍的削減を図るロケット
推進宇宙往還システムの実現を目指し，この実現に必要
な繰返し飛行運用や故障許容システム，寿命管理設計や

信頼性設計技術，軽量の構造・材料および推進システム
の開発に資する基礎技術の開発・実証を行うことも目的
の一つである． 

 

1.1 機体システム開発 
・システム概念設計 

平成 23 年度までにミッション成立する設計が得られ
ている．平成 24 年度では，設計の制約条件や設計方
針を再度精査し，更なる最適設計に向けて全体のシス
テム検討を進めた． 

・ヘルスモニタセンサの開発および機能実証 

平成 23 年度に開発した水素センサをベースに，更な
る精度・反応速度向上を目指し改良検討を実施した． 

・推進剤挙動及び供給系に係わる技術実証 

供給系に係わる技術実証において推進剤気泡が供給配
管に流入しないようなタンク底部のデバイス形状を決
定した．推進剤挙動に係わる技術実証については静定
状態のタンクを用いて，推進剤のエンジン供給を模擬
した排液を行いタンクデバイス（バッフル）通過時の
タンク圧力低下等，物理現象を詳細に把握した． 

・帰還飛行実証試験（滑空転回試験） 

風洞試験のための風洞模型を製作，風洞試験を実施し
た．また CFDと組み合わせ，空力特性を取得した． 

 

1.2 エンジン開発実施 
・技術実証エンジン設計・製作 

液水／液酸ターボポンプ及び燃焼器の設計製作を実施
した． 

・技術実証試験 

エンジン試験設備機能確認試験（2 月）及び液体酸素
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ターボポンプの単体試験（3 月－4 月）を角田宇宙セ
ンターにおいて実施している． 

・試験設備整備 

角田宇宙センター高圧液酸ターボポンプ試験設備を利
活用し，再使用観測ロケットエンジン試験設備を整備
した． 

 

2. 将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先
端研究 

 

2.1 ソーラーセイルWG戦略開発研究 
 （総合評価点：3.9） 
 計画策定について，海外計画の状況も考慮して，これ
まで検討してきた木星オービタ投入＆トロヤ群ランデブ
ミッションを発展的に見直し，ソーラー電力セイルの優
位性をより生かした外惑星領域往復＆サンプルリターン
ミッションの検討を開始するに至った．一方，各技術要
素（高比推力イオンエンジン，膜面フェーズドアレーア
ンテナ，気液平衡スラスタ，低温２液推進系，統合型燃
料電池，セイル試作，展開機構試作等）について，着実
に研究開発を進め，厳しい性能要求に向けて要素技術レ
ベルを向上させることができた． 

 

2.2 プラズマセイルの研究開発 （総合評価点：2.9） 
 「磁気プラズマセイル飛翔実証機提案」へ向けた研究
開発成果ならびに課題を整理して成果報告書としてまと
めた．磁気プラズマセイルの推力特性を評価した数値解
析では，プラズマ注入による推力増大率（推力ゲイン）
として約 10 倍が得られた．得られた推力増大率を基に
磁気プラズマセイル宇宙機（MPSS）の概念設計を実施
し，10mNクラス MPSS小型技術実証機の成立可能性を
示した．しかし，木星フライバイミッションを MPSSで
実現するには，更なる推力増大率の向上と，宇宙機搭載
用超伝導コイルシステムの軽量化・高性能化が求められ
る．このため，ミッション提案を主とする WG は一旦解
散し，今後は磁気プラズマセイルの推力重量比向上のため
の「基礎研究」（理論・実験研究）に立ち返ることとする. 

 

2.3 ハイブリッドロケットの研究 （総合評価点：3.6） 
 以下の成果が得られた． 

・技術実証用ハイブリッドロケットエンジン試験設備お
よび供試体 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．今年度中に着火試験を実施し，技術実証を実施
できる段階に到達したことを確認． 

・WAX 燃料の旋回流中での燃焼状態の光学観察の世界
初の成功． 

・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． 

・LOX 気化用の GAP ガスジェネレータの燃焼実験に成

功． 

・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． 

・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． 

・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． 

・TNT換算率計測の予備実験を行い，燃料の破砕特性を
取得． 

 

2.4 スペースプレーン技術実証機（SEED）の検討 
   （総合評価点：3.2） 
 本 WGは，スペースプレーンの実現に必要な技術を，
飛行実証を交えながら研究することを目的としている．
今年度は，研究提案の見直しとして，スペースプレーン
実現への道筋とそれにおける飛行実験システムの構築の
位置づけを整理した．その上で，以下の研究を行った. 

A．スペースプレーン技術の研究として， 

（1）空力形状へのウェーブライダー適用研究 

（2）極超音速空気吸込式エンジンの空力要素および燃
焼器の研究 

B．飛行実験機の開発研究として， 

（3）複雑形状への光造形ハニカムコア CFRPサンドイ
ッチ板の試作研究 

（4）高速飛行実験システムの検討 

（5）飛行実験機のシステム設計と試作（構造，アビオ，
ほか） 

（6）実験機回収系としての超音速パラシュートの特性
評価（風洞実験） 

 

2.5 次世代小型標準バス技術の研究（総合評価点：3.6） 
 次世代小型標準バスのユーザビリティ向上（低コスト
化，短納期化，汎用化など）を支えるキー技術として，
革新的な「熱設計フリー」システムのための自励振動ヒ
ートパイプ（OHP）の宇宙環境耐性の確認（μG 試験・
放射線試験），分割製法による CFRP スラストチューブ
の荷重試験，MEMSジャイロの衛星用 IRU化に向けた試
作・評価，低毒性 HAN推進系の触媒着火スラスタの EM

製作・燃焼試験及び電気着火の検討，姿勢制御系ソフト
ウェアの開発短工期化のための状態遷移表モデル自動生
成の試行，次世代小型低コスト宇宙用 GPS受信機に向け
た性能評価などを行った． 

 

2.6 月惑星表面探査技術の研究（WG活動） 
   （総合評価点：3.1） 
 平成 24年 11月 22日および平成 25年 3月 1日に全体
会合を行い，各分科会の進捗状況，関連プロジェクト等
の動向について情報交換・意見交換を行った．また自律
移動探査分科会に続き，着陸ダイナミクス分科会を立ち
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上げ，2回の会合を実施した．さらに，ESAのMarcoPolo-R

ミッションに対して，小型探査ロボットの搭載提案を行
った． 

 

2.7 月惑星表面探査技術の研究（自律探査技術分科会） 
 （総合評価点：3.5） 
 「観たいものを観る」移動探査ロボットシステムの知
能化をめざして，以下の課題について検討し，有意な成
果を得た． 

・環境認識の高度化 

・走破性の向上 

・移動の自律性の向上 

・フィールド実験による自律機能の確認 

 また，分科会構成員との頻度の高い情報交換を行い，
研究体制を強化した． 

 

2.8 月惑星表面探査技術の研究 
（小惑星探査ローバの研究） （総合評価点：3.4） 
 今後の小天体探査において小型のローバを用いた高機
能な探査を実現するために，以下の項目の研究と開発を
行なった． 

・電波を用いた自己位置同定：データ通信のみを行なう
通信機に距離測定機能を付加し，試作を行なった． 

・自律探査手法：CPUボードとカメラのレンズを試作． 

・ローバ分離メカニズム：信頼性の高いローバ分離メカ
ニズムを開発し，無重力実験で検証を行なった．また，
海外のミッションにこの研究成果を生かしたローバを
搭載すべく提案活動も実施した． 

 

2.9 月着陸探査に必要な要素技術の研究 
（総合評価点：3.3） 

 今年度の主たる研究成果を以下に示す．いずれも，「低
リソース探査機にて，月面ピンポイント着陸を実現する」
技術の一部であり，相互に検討の I/F 条件を調整しなが
ら実施した． 

・セラミックスラスタ高性能化に向けて燃焼状態の数値
シミュレーションモデルを高精度化 

・斜め衝突に対応した発泡アルミニウム構造の考案と，
実機大モデルでの落下試験 

・耐転倒性能力が高い着地姿勢の定量的考察 

・画像アルゴリズムとリンクした地形照合アルゴリズム
の研究 

 

2.10 太陽発電衛星の研究 （総合評価点：3.4） 
1）SPS用大型発送電パネルの構築シナリオと平坦度制
御システムの考案を行ない，要素試作実験により制
御精度の検証を行なった． 

2）近未来の軌道上実証実験用の本格的なマイクロ波送
電装置の構築を行ない，マイクロ波ビーム精密制御の
ためのデータを取得し，実証実験に適用可能な制御方

式と回路構成をほぼ確定した． 

3）大型パネルへのデブリ衝突の発生，位置，規模の推
定を行なうための電磁波計測実験を実施するととも
に，軽量斜め衝突シールドのシミュレーションを用い
た設計手法を検討した． 

4）All Japanの枠組みで進行中の地上実験用大型マイク
ロ波送電装置の検討に参加し計画の推進を図るとと
もに，小型衛星を用いた実証実験用の工学，理学ミッ
ションの検討を行った． 

 

2.11 先進的固体ロケットシステム技術実証研究 
   （総合評価点：3.6） 
1）非破壊検査技術については，推進薬の超音波探傷の
試行を 3段 PMモータに対し実施，2号機品質保証採
用の目処を付けた．また，モータケースの構造ヘルス
モニタリングの試行を 2 段 PM モータケースに対し
実施した． 

2）イプシロンロケット向け SMSJ用低コスト化推進薬の
酸化剤候補組成の共晶化に成功．圧力指数変動の課題
解決の目途を得た． 

3）N2O 噴射器の設計基礎技術の獲得を目指して噴射特
性データを取得，新たな噴射エレメントを製作してそ
の単体燃焼試験で評価した．推進系システム検討を実
施して適用先への設計適合性を探った． 

4）イプシロンロケット上段モータ用軽量ノズルライナ
ーとしての適用を検討し，熱・機械特性を含めた複合
材料の設計を可能とした． 

5）ノズル開口比 25 のノズルを有する新規 SiC/SiC 複合
材燃焼器を作製した．SiCの使えない高温領域で使用
可能な Zr系セラミックスを使用した複合材料を作製
した． 

6）宇宙輸送システム搭載アビオニクスの小型化，軽量
化，低廉化を狙う新たな民生次世代最先端チップによ
るアビオの研究構想を具体化して試作を開始した． 

 

2.12 火星探査航空機の研究開発 （総合評価点：3.5） 
 高高度飛行試験については，平成 25 年 5 月の飛行試
験に向けて準備を着実に進めている．また，火星飛行機
を含めた着陸機システムの検討を進めた． 

 各要素技術の研究開発については，CFD計算，風洞試
験，強度試験，高高度試験などを実施し，さまざまな知
見を得ている．招待講演 5件，学術雑誌発表 2件，国際
会議発表 13件，国内会議発表 39件を行った． 

 

2.13 展開型柔構造による回収システムの研究 
   （総合評価点：4.1） 
 今年度は，昨年度までに開発を完了させていた柔軟エ
アロシェルを有する大気圏突入実証機を用い，観測ロケ
ット（S-310-41号機）にて，高度 150kmからの大気圏突
入飛行実証試験を実施した．実験機は，宇宙空間で柔軟
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エアロシェルを正常に展開し，その後，大気圏突入飛行
を行った．その結果，柔軟エアロシェルが健全かつ想定
どおりの減速性能を発揮することが実証された．本試験
において，柔軟エアロシェルによる大気圏突入の基本技
術に関し，システムレベルでの実証を完了した．また，エ
アロシェル製作法や重量実績値，空力特性など，実用機の
開発に有用なデータを多数取得することができた．これら
の成果をもって，本研究活動は，発展的に完了する． 

 

2.14 エアロブレーキ宇宙機における磁気シールド技術
の研究   （総合評価点：3.2） 

 観測ロケットによる実証方法について検討を深め，さ
らに，実験機の設計を進めた．さらに，搭載型磁場発生
装置の改良を進めるとともに，その着磁装置の試作を開
始した．並行して，地上装置による磁気シールド効果の
検証時に，抗力発生効果を確認した．また，数値シミュ
レーションを利用して，エアロブレーキを行う際に必要
となる希薄気流効果について知見を深め，エアロブレー
キへの応用が可能であることを確認した． 

 

2.15 マイクロ波ロケット飛行実証実験 
   （総合評価点：3.3） 
 最終段階である飛行実証を目指し，ビーム伝送距離 3m

における kg 級推進機打ち上げ実験を行ったが飛翔には
至らなかった．原因を，パルス間の換気時間不足による
異常放電現象ゆえに定常推力を得られなかったこと，伝
送ビーム強度分布の偏りによる流体の加熱率低下ゆえに
単パルス力積が低下したこと，の二点に絞り込んだ．一
方，リード弁式吸気機構は 50 発照射時の力積回復効果
を確認した．また，高高度飛行時に搭載燃料を用いるロ
ケットモードでの飛行解析，およびミリ波プラズマの数
値計算による結果を得た． 

 

2.16 レーザ距離計のための光パルス検出 IC の開発 
   （総合評価点：3.9） 
本年度はデバイス開発の最終年度として， 

・搭載パッケージの選定 

・搭載品製造のための試験治具製作と試験方法の確立，
試験データ取得 

・シャトルサービスを使った搭載品製造管理に関する検
討を実施，搭載品製造のための仕様書の作成 

また， 

・デバイス評価用のレーザ距離計製作 

さらに，周辺回路を詳細化する準備を行った． 

 

2.17 革新的デトネーション推進機構の研究 
   （総合評価点：3.8） 
1）飛行試験機用エンジン（液体 N2O，エアモーター使
用）にて推力試験に成功 

2）推進剤質量流量 190 g/secにおいて時間平均推力 259 N

推進剤ベース比推力 139 secを達成 

3）多自由度下で安定飛行する飛行実証用のパルスデト
ネーションロケット飛行試験機の詳細設計を完了（飛
行試験機の製造完了は平成 25年３月中旬を予定） 

4）カタパルト型ランチャーの要素試験（射出機構）を
行い，基本設計を行った 

5）摺動部，回収方法の検討を行い平成 25年度に飛行試
験を実施可能と判断した 

6）真空下でのデトネーション推力を確認し，環状デト
ネーションエンジンを設計・製作 

7）湾曲デトネーション特性を解明（曲率－伝播速度，
境界層の影響，不安定伝播特性） 

8）低・高揮発性液体燃料の混合燃料によるデトネーシ
ョン開始を提案 

9）デトネーションの反射をモデル化し，定量的に発生
形態を予測可能とした 

 

2.18 再使用高頻度宇宙輸送システムの研究 
   （総合評価点：3.5） 
 高頻度大量宇宙輸送を目指した研究として，航空機的
に繰り返し飛行可能なシステムに必要とされる技術につ
いて研究開発を行った．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
安全で効率的な運用を可能とするための OBC に加え，
MT 法によるヘルスマネジメントを行うための HMC を
新たに搭載した機体システムに改良し，地上運用効率化
研究として運用自動化のための新たな機能追加とハード
/ソフトの改修を行い，システムレベルでの機能実証を行
う（3月実施予定）．高頻度運用・システム高性能化のた
めの要素研究として水素酸素 RCS，統合推進システム，
高度補償ノズル，カーボンナノチューブ，極低温スロッ
シング，複合材液体酸素タンクの各研究を実施し，シス
テムへの適用に向けた基礎特性と課題を把握した． 

 

2.19 小電力軽量の高速通信システムの開発 
   （総合評価点：4.1） 
 搭載送信機・アンテナ，地上受信系の試作を行い，50kg

級衛星からの 300Mbps 程度の高速通信を実現できる目
処がたった．ほどよし４号機にて平成 26 年に軌道上実
証する． 

1）16QAM 変調方式，最大送信伝送速度 400Mbps の X

バンド搭載送信機の試作品に対して，送信機の非線形
特性を測定し，predistortionの効果を評価した．重量
1330ｇ，消費電力 20Wを達成した． 

2）搭載用の小型な中利得アンテナ（69g, 14dBi），アイソ
フラックスアンテナ（150g, 5dBi@60deg）を開発した． 

3）地上復調器のデジタル回路と高速データ蓄積装置の
製作に着手した． 

また，別予算にて，小型な地上用２周波共用アンテナを
相模原に設置中． 
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2.20 リチウムイオンキャパシタの宇宙機適用性検討 
   （総合評価点：3.2） 
 リチウムイオンキャパシタ（以下，LIC）のラミネー
トパッケージの耐圧評価を行った．その結果，ラミネー
トパッケージは膨張によって大きく変形するほど耐圧が
低下すること，したがって膨らみ厚さを制限することで
効果的に耐圧を高められることを明らかにした．この点
に留意し，軽量・簡素な構成ながら十分な機械環境耐性
を持つ取り付け治具を設計・製作し，機械環境試験によ
ってその性能を確認した．また来年度より軌道上環境（真
空，温度サイクル，充放電サイクル）を模擬した長期特
性評価試験を開始するため，その準備として温度制御系
統の整備を行った． 

 

2.21 高機能熱輸送制御の研究 （総合評価点：3.6） 
【ループヒートパイプ（LHP）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， 

2）フローレギュレータの試作・実証， 

3）LHP の非定常数学モデルを構築，非定常シミュレー
ションに成功， 

4）セカンダリウィックによる特性改善， 

5）マルチエバポレータ・マルチコンデンサシステムの
熱真空試験による実証， 

6）可視化 LHPの試作 

【自励振動ヒートパイプ（OHP）の研究】 

1）可視化 OHPの試作・現象の観察， 

2）非定常数学モデルの構築， 

3）非凝縮性ガスの効果の確認， 

4）リザーバによる温度制御のメカニズムの解明， 

5）逆止弁の効果（振動流と循環流の熱伝達性能）の確認， 
6）大型化の可能性確認， 

7）作動流体の考え方の整理 

【展開ラジエータの研究】 

 ラジエータ基材の選定と熱物性測定，ラジエータの最
適設計 

 

2.22 高精度大型宇宙構造システムの開発研究 
   （総合評価点：3.4） 
 高精度大型アンテナの開発として，ASTRO-G の鏡面
精度悪化の主要因の一つであった軌道上での剛性低下の
メカニズムの解明と対策を示した．前年度までの成果と
合わせて，本対策を講じることによって目標精度達成の
見通しを得た．一方で更なる高精度化を目指し，吸湿変
形ゼロの複合材の開発と高精度展開ラッチ機構（再現性
10秒角以下）を開発すると同時に，軌道上での形状制御
が可能なスマートリフレクタの開発に着手した．スマー
トリフレクタには，分解能 1μm＠ストローク 1mm のア
クチュエータが組み込まれており，数値解析より 0.6mm

程度の鏡面変形補正が期待できることが示された．最後

に基盤技術として，スマート材料/複合材料の耐宇宙環境
データの取得，高精度設計・制御技術の開発，高精度計
測技術の開発を実施した．計測技術としては，高精度点
計測法と面計測法とを統合した大型宇宙構造システムの
形状計測法を考案した. 

 

2.23 科学ミッションのための光通信/測距技術の 
開発研究   （総合評価点：3.1） 
 光通信伝搬路評価のための実験系を構築した．適当な
揺らぎを加えることで伝搬路上の劣化を模擬できること
を確認した．通信性能上の劣化内容の再現性を確保する
ために，導入する揺らぎの強度，性質を規定する方式を
考案し評価中である． 

 JAXA 科学ミッションでの光通信の適用範囲を明らか
にした．JAXA において光通信が（電波に対して）有効
なのは L点ミッションまでであり，深宇宙探査での回線
増強には利がないことが分かった．そこで，L 点ミッシ
ョンまでを目標とすることとし，その目標へ向けた光通
信方式を提案した． 

 

2.24 一方向 CNT 紡績糸強化複合材料による 
超軽量構造体の創製  （総合評価点：3.4） 
・CNT紡績糸をエポキシ樹脂シートに直接巻き付ける方
法により，繊維体積含有率約 20%のプリプレグの製作
に成功． 

・CNT紡績糸にテンションをかけたままプリプレグ化す
る方法について，樹脂含浸性を確認． 

・硬化過程におけるテンションコントロールにより複合
材料の強度・剛性の大幅な向上が可能なことを実証 

・繊維体積含有率の向上に樹脂の粘度が大きく影響する
ことを明らかにした． 

 

2.25 はやぶさカプセルの飛行後研究（総合評価点：3.3） 
 主な成果は以下の通りである． 

1）回収されたカプセルのヒートシールドの X 線 CT に
よる実験，及び数値解析により，その熱分解密度分布
をし，境界層の乱流遷移は発現しなかったであろうこ
とを突き止めた． 

2）実フライトの結果の低加熱率は模擬できない．後流
領域中の化学反応，エネルギー緩和モデルの精度向上
の必要性が示唆された．（背面加熱予測の困難さを改
めて認識した．） 

3）７年間惑星間遷移軌道を航行したカプセルの電子基
盤に利用しているコンフォーマルコーティングの劣
化度を SEM，および成分分析により解析． 

 

2.26 深宇宙探査機技術の研究 （総合評価点：3.5） 
1）耐放射線性強化型スペースソーラーシート（SSS）に
ついて，その機械特性の把握・製造性確認のため，サ
ンプル（4枚）を試作し，引張破壊強度試験，曲げ破
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壊強度試験を実施し（3/6 実施予定），曲面構造軽量
パドルに用いた場合の妥当性を評価した（2/20 時点
では一部は見込み）．また，サンプルを用いて放射線
照射試験，紫外線評価試験を実施し劣化量，回復特性
を評価した． 

2）μ20耐久試験用の大電流中和器を製作するとともに，
専用耐久試験装置を整備し，μ20用大電流中和器の耐
久試験開始条件を整えた． 

3）EOS（Encapsulated Operation Script）搭載時の OBC

仕様評価の準備を進めた． 

 

2.27 惑星探査にむけたパラフォイル EDL システム 
に関する研究  （総合評価点：3.3） 
 今年度は，本研究課題で着目するパラフォイル型の惑 

星探査機について，過去の研究成果を踏まえて，目標ミ
ッションの策定，探査機の概念検討，システムの成立性
について検討を行った．その結果から，本研究課題では，
大気のある惑星において，複数の小型エントリモジュー
ルによる上空からの広範囲探査と観測器のピンポイント
輸送を実現することを目標に定めて，それに必要な要素
技術を洗い出し，重点的に実施する技術として，パラフ
ォイルの揚抗比向上，安全確実な展開手法の確立，惑星
環境で使用できる推進系の開発，自律航法システムの開
発を設定した．そして，それを解決するための方針を策
定した． 

 

 

 

 

 

c. 宇宙環境利用科学委員会 
 宇宙環境を利用する科学に関しては宇宙環境利用科学
委員会（以下，「当委員会」）が評価を行う．当委員会で
は，JAXA中期計画に従い，ISS搭載機器・小型飛翔体等
の開発運用及び宇宙科学データの整備事業において実施
された，（1）ISS 日本実験棟（JEM）船内実験室を利用
した，流体科学，燃焼科学，結晶成長科学，植物生理学
等の供試体の開発及び実験，（2）ISS 他国モジュールを
利用した実験など JEM 以外の手段による実験について
評価を行った．今年度の評価対象は，物質科学分野: マ
ランゴニ対流研究および結晶成長研究，生命科学分野: 

植物生理研究，基礎科学: ダストプラズマ研究である．
実施主体は ISS科学プロジェクト室であることから，評
価調書案は ISS科学プロジェクト室により作成された．
宇宙環境利用科学は大きく，物質科学，基礎科学，生命
科学の三分野に分かれるので，以下では分野毎に評価結
果の概要を示す． 

 

1. ISS 日本実験棟（JEM）船内実験室を利用した，
流体科学，燃焼科学，結晶成長科学，植物生理学
等の供試体の開発及び実験 

 

1.1 物質科学分野 
1.1.1 マランゴニ対流研究 （MEIS，Marangoni UVP） 
 本研究は，流体科学に関わる以下の 2つの研究テーマ
を含む． 

（a）マランゴニ対流における時空間構造 

（b）マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移
過程 

 研究の目的は，液柱における層流から振動流への遷移
メカニズムの理解，さらには振動流からカオス，乱流へ
の遷移メカニズムを理解するためのデータ取得である．
平成 24年度は，大型液柱における粒子集合構造（PAS）

を観測してモード 3の PASの観測に成功した．そして，
液柱マランゴニ対流におけるカオス・乱流遷移について
定量的解析を実施し，表面張力流に特有な対流不安定性
の物理モデルの構築・検証に寄与した． 

 

1.1.2 結晶成長研究（Nano Step） 
 本研究は，溶液からのタンパク質結晶の成長機構と完全
性の解明を目指すものである．平成 24 年度は，HTV3 号
機で装置を打ち上げ，8 月から 12 月まで 3 つのセルを用
いて実験を実施した．その結果，レーザー干渉計を用いて
ナノメートル/秒オーダーという極めて遅い結晶成長速度
を宇宙で測定することに成功し，データ解析を進めた． 

 

1.2 基礎科学分野 
 基礎科学分野では本項目に該当する研究は実施されて
いない． 

 

1.3 生命科学分野 
1.3.1 植物の重力依存的成長制御を担うオーキシン排

出キャリア動態の解析 （CsPINs） 
 本研究は，キュウリの芽生え時に形成されるペグに着
眼し，重力依存的成長制御機構を調べているが，オーキ
シンの輸送担体である CsPIN1 タンパク質が，重力依存
的に重力感受細胞内でのその局在を変化させてオーキシ
ンの動態を制御すること，またその結果，地上では境界
域の上側でオーキシン量を減少させ，ペグ形成を抑制す
る可能性を示した．植物における根の伸長の方向を決定
する因子は水分屈性と重力屈性によるものであるが，こ
れまでは重力の影響を排除した実験は行われてこなかっ
た．さらに，重力と水分による影響を分離した芽生えの
伸長を観察する実験はこれまでないという点で評価でき
る．実験機器の不具合で一部実験が完了していないが，
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実験を再開して結果がさらに新しい発見をもたらすこと
が期待される． 

 

1.3.2 重力によるイネ芽生え細胞壁のフェルラ酸形成
の制御機構（Ferulate） 

 本研究は，微小重力環境下で栽培した稲の細胞壁を調
べることによりその強度の変化と原因をさぐる研究であ
る．平成 21年度末に実験試料が回収されて以降，飛行後
解析に移行している．引張試験の結果，微小重力下では
細胞壁強度が低下し，その原因がフェルラ酸の重合過程
にあることが示された．高等植物の生活環の維持に必須
である，細胞壁構築過程の機構を解明することで，地上
での品種改良や将来的な宇宙での植物栽培を進める上で
重要な知見をもたらすと考えられる．また，宇宙環境で
の植物成長に関する実験は数多く実施されているが，重
力の変化に伴って細胞壁の成分の量的変化が生じてその
強度に影響を与えることを証明する宇宙実験はこれまで
ない．これらの成果が広く公表されることが期待される． 
 

2. ISS 他国モジュールを利用した実験など JEM
以外の手段による実験 

 

2.1 物質科学分野 
 JAXA 観測ロケット S-520-28 号機の弾道飛行で得られ
る数分間の微小重力環境を利用する均質核形成実験（宇
宙ダストと炭酸塩結晶の生成）の供試体開発支援および
フライト実験を実施した．宇宙ダスト実験では鉄および
酸化タングステンの蒸気から固体微粒子が形成される過
程を，炭酸塩結晶の生成実験では水溶液からの炭酸カル
シウムの核形成過程をそれぞれリアルタイム計測するこ
とに成功した． 

 また，中国が平成 26年に回収衛星「実践 10号」にて実
施する予定の混晶半導体 InGaSb結晶成長実験に関して，
回収試料の日中共同分析に関する地上研究を支援した． 

 

2.2 基礎科学分野 
2.2.1 ダストプラズマ研究 
 本研究は，国際研究協力によりダストプラズマの微小
重力実験実施を目指すものである．国際研究チーム内で
実験の意義，実験条件等の提示を行い，チーム内で議論
の上，意義が認められた場合には実験に組み込まれる．
これまで，試行的な実験を含めて合計 7回の微小重力実
験機会を得ることに成功した．本研究の主な目的は荷電 

粒子系における臨界点について理解することである．併
せて，ダストプラズマ分野ではあまり進んでいないプラ
ズマ計測についても注力し，新しい知見を蓄積すること 

も目指す．平成 24年度では，7月に実施された微小重力
実験のデータ回収・入手，プラズマ計測，データ解析の
継続，成果の公表等を行った．また併せて，本研究分野
において重要な課題である粒子が存在しない領域 （ボイ
ド領域） の形成機構についても検討を開始した．その結
果，粒子の有無によるプラズマの密度・温度の変化，ボ
イド領域形成モデルの導出等に成功した．評価の結果，
重要であるが難しい課題に挑み，一定の前進が認められ
ると判断した．また，ボイドフリープラズマが本当に実
現できるかについての検討を加速すべきと判断した． 

 

2.3 生命科学分野 
 生命科学分野では本項目に該当する研究は実施されて
いない． 

 

3. 中期計画達成状況評価 
 

3.1 国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置の開発・運
用 

 平成 20年 4月から平成 25年 3月までの第二期中期計
画における活動・成果の評価を行った．評価結果は次の
通り． 

 第二期中期計画期間中に，流体科学，結晶成長科学，
植物生理学，放射線生物学，細胞生物学分野の計 17 テ
ーマ（継続中を含む）について，時折発生したトラブル
を無事乗り越え，きぼう・船内実験室において実施した．
平成 20年 8月に開始したマランゴニ対流実験（MEIS）
の 5 シリーズに及ぶ実験を平成 24 年 2 月に終了，他の
関連テーマの成果と併せ，液柱マランゴニ対流への理解
を深めた．また，4 件の植物生理学実験を実施，重力屈
性など植物の重力応答に関する体系的研究を進めるな
ど，多くの学術成果を得た．国際協力については，TEXUS

ロケット利用燃焼実験，ISS サービスモジュール搭載装
置利用のダストプラズマ研究など，ISS・きぼう以外の機
会を利用した宇宙実験を実施，学術成果を得ると共に，
将来の国際協力による宇宙実験の先鞭を付けた．これら
の宇宙実験の成果に関する論文の公表，国内外の学会発
表などが積極的に行われた （査読付論文総件数: 230件，
解説記事件数: 126件，国際会議発表: 229件，国内学会
発表: 563件）． 

 

 

d. 小型科学衛星専門委員会 
1. 背景 

 
 本委員会では，小型科学衛星シリーズ 3号機に搭載す

るミッションの Pre-Phase A 開発研究（概念検討）を行
うことを支援するために，小型科学衛星ワーキンググル
ープを対象に，「小型科学衛星戦略的開発経費」の募集を
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行った．平成 24年度には，8件の申請があり，金額ベー
スで 3.2倍の競争率であった． 

 

2. 採択課題一覧 
 

1. 小型月実験機 SLIM（代表・澤井秀次郎） 

2. 赤外線位置天文観測衛星 JASMINE（代表：国立天
文台・郷田直輝） 

3. 小型重力波観測衛星 DPF（代表：京都大学・安東
正樹） 

4. ダークバリオン探査衛星 DIOS（代表：首都大学 

東京・大橋隆哉） 

5. 新宇宙探査技術実証実験ミッションの研究 

  DESTINY（代表：川勝康弘） 

 

3. 評価 
 

 平成 24 年度末，採択された上記研究課題につき成果
報告書の提出を求め，小型科学衛星専門委員会において
その書類審査を行った．いずれの課題においても，計画
通りの活動が行われたことを確認した． 
 

 

 

e. 大気球研究委員会 
 平成 24 年度の大気球実験として採択された 7 実験の
成果報告書および研究代表者による口頭報告に基づき，
平成 24年度大気球実験の評価が行われた． 

 第一次気球実験で実施した 2実験については所期の目 

的を十分に達成したと認められ，また気象条件不適合の
ため第二次気球実験で予定していた実験すべてが実施で
きなかったことはやむを得ないものと判断し，「A評価」
とすることとした． 

 

 

f. 宇宙科学プログラム技術委員会 
 本委員会では，応募要件に掲げる性格の活動について
提案を募り，宇宙科学研究所内外の委員によって書類お
よび発表による審査を行い，支援する課題を決定してい
る．平成 24年度は，22件の申請があり 18件を採択した． 
 

1. 応募要件 
 

（1）開発的要素が高く，戦略的開発研究費や，国の所管
する競争的資金（科学研究費補助金等）の応募には
そぐわないが，宇宙科学プログラムの実現のために
必要で，かつ特定のミッションに閉じない横断的に
必要な技術的活動． 

（2）現在開発が行われている宇宙科学プロジェクト等に
横断的に必要な活動． 

（3）宇宙科学プロジェクト等に横断的な技術課題解決の
ための研究・開発，宇宙科学プロジェクト等に横断
的な基盤技術の研究・開発（標準化活動，プログラ
ム化活動など）を対象とする活動． 

（4）宇宙科学研究所 DE グループの技術の維持・向上に
資する活動． 

 

2. 採択課題一覧 
 

１）CCSDSにおける DDOR標準化作業 

２）多層膜型フレキシブル OSRの開発 

３）ポリイミドフォーム MLI 

４）MLI排気特性測定 

５）熱制御材料の劣化予想に関する研究 

６）アウトガス評価 

７）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 

８）極低温域における全半球放射率の測定 

９）SpaceWire上位プロトコルの試作等 

10）衛星・ロケット等の大規模構造体における電磁界シ
ミュレーションの確立と高精度化 

11）準能動的防振サンドイッチパネルの開発 

12）リチウムイオン電池用セルバランス回路の開発 

13）惑星探査機用太陽電池の最適設計化 

14）民生部品利用ガイドラインの作成等 

15）低温で使用可能なリチウムイオン電池の開発  

16）重イオン照射実験用ビーム検出器の開発 

17）衛星推進系の信頼性向上研究 

 

3. 年度末評価 
 

 平成 24 年度末，採択された上記研究課題につき成果
報告書の提出を求め，宇宙科学プログラム技術委員会に
おいてその書類審査を行った．いずれの課題においても
計画通りの活動が行われたことを確認した．またその審
査結果を平成 25年度の採択審査の参考とした． 
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