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1. 宇宙科学研究所の活動 

1.1 目的と組織 
 宇宙科学研究所（ ISAS）は宇宙航空研究開発機構
（JAXA）の中にあって，宇宙科学研究を推進する我が国
の中核機関として，大学等の機構外の研究機関と協力し
て宇宙科学研究を遂行している．ここで宇宙科学研究と
は，大気の上層部あるいは大気外に出ることで実現可能
となる科学研究領域，および，そのような研究活動を可
能とするための研究と定義される．従って，宇宙空間に
出ることで可能となる理学的研究，工学的研究，さらに
これらを可能とするための地上研究を含む総合的な研究
である．ISASは，JAXAへの統合以前から有していた大
学共同利用の仕組みを維持・発展させ，研究所の意思決
定に反映するとともに，その枠組の中で宇宙科学プロジ
ェクトを実施し，同時に，研究領域の育成，宇宙科学プ
ロジェクトの育成と立ち上げを行なっている．また，大
学等と等質な研究を行う研究機関として，自ら宇宙科学
の学術研究を実施している． 

 宇宙科学プロジェクトとしては，JAXA が主体となっ
て開発する宇宙機（衛星および探査機）プロジェクト（4

機の開発と 6機の運用中のプロジェクト）に加えて，観
測ロケット・大気球・国際宇宙ステーション（ISS）をプ
ラットホームとする宇宙実験や，再使用観測ロケットの
開発等の所内プロジェクトを実施している．さらに，今
年度は海外機関が主体の宇宙科学プロジェクトへの参加
を充実させることによって，様々な機会を利用した宇宙
科学研究を実現する試みを開始した． 

 ISASの研究およびプロジェクトの実行組織は，大きく
分けて研究系，専門技術グループ，実験室，プロジェク
トチーム，プロジェクト立ち上げ及び実施支援組織，さ
らにこれら全ての活動を支える実務組織からなる．大学
共同利用の理念に基づいて，宇宙科学研究所長の諮問機
関として研究所の大きな意思決定を諮問する運営協議会
および，研究の方向性を議論しプロジェクトの選定に関
与する宇宙理学委員会，宇宙工学委員会，宇宙環境利用
科学委員会の三研究委員会を設置している．これらは，
外部の研究者を約半数含む外部に開いた協議会および研
究委員会であり，大学共同利用による宇宙科学研究の推
進に重要な役割を果たしている．特に新たな宇宙科学プ
ロジェクトの立ち上げをめざすワーキンググループ組織
は三研究委員会の下に置かれており，競争的環境の中で
研究開発を行なっている． 

 ５つの研究系からなる ISAS の研究系は主に教育職か
らなる組織である．宇宙科学の学術研究を自ら行うこと 

 

 

を主な目的としており，新たな宇宙科学研究の可能性を
拓く萌芽的な研究，将来の宇宙科学研究を創出する先端
的な研究，宇宙科学プロジェクトの実験・観測の結果に
基づいた学術研究等の様々な研究を，宇宙科学の大目標
を念頭においた上で，研究者の自由な発想に基づいて行
っている．研究系に所属する研究者は，新たな宇宙科学
プロジェクトを創出するワーキンググループ活動，宇宙
科学プロジェクトの実施の中核メンバーとしても活動し
ている． 

 専門技術グループは宇宙科学プロジェクトの実施に必
要な技術開発を行うグループと宇宙科学プロジェクトを
支える基盤的な活動を行う組織からなる．開発中の宇宙
機プロジェクトを専門技術から支えるとともに，将来の
プロジェクトに必須となる機器の開発も行なっている． 

 宇宙機プロジェクトについては，それぞれに対して時
限的なプロジェクトチームが定義されて，開発と運用に
あたっているが，観測ロケット・大気球・ISS による宇
宙実験については，定常的な実行組織である実験室がそ
れぞれ定義されて実験の実施主体となっている． 

 宇宙機プロジェクトの立ち上げ活動，プロジェクトの開
発を支援する組織として，SE 推進室，プログラム・オフ
ィス，品質保証室の３つの組織があり，それぞれ，システ
ムズエンジニアリング，プロジェクト・マネージメント，
信頼性・品質保証の観点から，支援を行なっている． 

 

1.2 2013 年度のハイライト 
 今年度の研究・プロジェクトの成果をいくつか以下に
まとめる． 

 (a) 惑星分光観測衛星（SPRINT-A）は，イプシロンロ
ケットにより打上げられて「ひさき」と命名された．
年度内に初期機能を確認し，科学観測を開始した．
NASA のハッブル宇宙望遠鏡と木星の協調観測を実
施し大きな成果が得られている． 

 (b) 宇宙天気把握のための磁力線構造の解明（太陽観
測衛星「ひので」による成果）：太陽フレアが，どの
ような磁力線構造で大規模に発生するのかを解明し
た．「ひので」データの解析により，太陽フレアがト
リガーされた場所での磁力線構造を同定することに
成功した．この成果は，太陽物理学上の成果であるだ
けでなく，人類の活動の場となりつつある太陽系空間
の環境「宇宙天気」を把握する上での成果でもある． 

 (c) 小惑星表面の物理的進化過程を解明（小惑星探査
機「はやぶさ」による成果）：「はやぶさ」が持ち帰
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ったイトカワ試料の分析により，宇宙線による粒子
表層の風化メカニズムや太陽風の影響の強さが判明
し，小惑星表層の物理進化過程が考えられていた以
上に活発であることを初めて明らかにした．また，
今後，地上からの遠隔観測においても，小惑星表層
の進化過程を考慮して，より正確にデータを解釈す
るのに有用なデータを得た． 

 (d) 月の組成や進化の解明へ前進（月周回衛星「かぐ
や」による成果）：「かぐや」の分光データの解析に
より，月面上でこれまで見つかっていない組成の火
山砕屑物を発見した．この砕屑物は，ダークマント
ル堆積物（爆発的な噴火によってマグマの飛沫が堆
積した火山砕屑物）の中に大量に含まれ，月深部か
ら噴出した物質である可能性が高いことを明らかに
した．さらに，この物質のサンプルリターンを行え
ば，今後，月のマントル・地殻の組成や熱的進化の
解明につなげられることを明らかにした． 

 (e) 「すざく」が初めて明らかにした鉄大拡散時代（X

線天文衛星「すざく」による成果）：スタンフォード 

大学研究員や ISAS研究者らが，「すざく」を用いて地
球近傍にあるペルセウス座銀河団を観測した結果，
100 億年以上前の太古に，鉄等の重元素が宇宙全体に
ばらまかれた時代があり，それが現宇宙に存在するほ
とんどの重元素の起源であることを確認した．今後，
複数の銀河団を含む大規模構造全体ではどうなのか
等を調査することで，重元素の生成とその拡散の歴史
に関する理解がさらに進むことができる． 

 (f) 高高度気球の高度世界記録更新（2013 年度第一次
気球実験からの成果）：世界で最も薄い気球用フィル
ムである厚さ 2.8µm のポリエチレンフィルムを用い
て製作された超薄膜高高度気球の飛翔性能試験を実
施し，無人気球到達高度世界記録を 11年ぶりに更新
する高度 53.7kmを達成した．さらに，最高高度での
水平浮遊および指令無線による気球破壊，飛翔終了
を実現し，超薄膜高高度気球の設計・製作・放球の
一連のプロセスの妥当性を実証した．これは，より
幅広い中間圏下部（高度 50～60km 周辺）における
大気科学等の「その場観測」の実現に役立てられる． 

 

2. 沿 革 
 2003 年 10 月１日に，それまで我が国における宇宙及
び航空の分野において独自に研究活動を行ってきた宇宙
科学研究所，宇宙開発事業団，航空宇宙技術研究所の３
機関の力を結集し，宇宙科学研究，宇宙開発及び航空科
学技術を一段と効率よく効果的に推進する体制を構築す
るため，これらの機関を統合し，宇宙航空研究開発機構
（JAXA）という単一の機関が独立行政法人として設立さ
れた．JAXA の中で，大学共同利用の機能を実体的に担
い宇宙科学の発展及び大学院教育に資する部門として，
当初宇宙科学研究本部が設置されたが，2010年 4月 1日
より宇宙科学研究所に名称が変更された． 

 日本の宇宙開発の端緒は，東京大学生産技術研究所内
に結成された AVSA 研究班が 1955 年に行ったペンシル
ロケットの発射実験により開かれた．その後東京大学航
空研究所（1918 年に東京帝国大学航空研究所として設
置，1946～1958 年東京大学理工学研究所，1958 年より
東京大学航空研究所）と，東京大学生産技術研究所観測
ロケット関係部門が母体となり，「宇宙理学・宇宙工学及
び航空の学理及びその応用の総合研究」を行う目的で
1964年には，東京大学宇宙航空研究所が設置された． 

 以来，飛翔体に関連した宇宙工学の研究開発並びに宇
宙理学研究は，宇宙航空研究所を中心とし，国公私立大
学等多くの機関の研究者の協力の下に，自由な発想に基
づく一貫した研究プロジェクトとして進められ，1970年
に我が国初の人工衛星「おおすみ」を打上げるなど多大
の成果を収めた．このような宇宙航空研究所を中心とし
た我が国の宇宙理学・宇宙工学研究の発展を踏まえ，1981

年に東京大学宇宙航空研究所を発展的に改組し，文部省 

 

 

（当時）宇宙科学研究所が大学共同利用機関として設立さ
れた．文部省宇宙科学研究所の目的は，「宇宙理学・宇
宙工学の学理及びその応用研究を行うとともに，この研
究に従事する国公私立大学の教員等の利用に供する．ま
た，国公私立大学の要請に応じ，大学院における教育に
協力する」ことである．その後 2003 年に，前述のよう
に宇宙科学研究，宇宙開発及び航空科学技術を一段と効
率よく効果的に推進する体制を構築するため JAXA が設
立され，JAXA の中で大学共同利用の機能を実体的に担
い宇宙科学の発展及び大学院教育に資する部門として，
JAXA宇宙科学研究本部（現 JAXA宇宙科学研究所）が設
置された． 

 JAXA の研究開発部門は，当初は宇宙基幹システム本
部，宇宙利用推進本部，総合技術研究本部，宇宙科学研
究本部の 4本部が設置され，その後，数次の組織改正や
名称変更を経て，2010年 4月からは，宇宙輸送ミッショ
ン本部，宇宙利用ミッション本部，有人宇宙ミッション
本部，研究開発本部，宇宙科学研究所，航空プログラム
グループ，月・惑星探査プログラムグループ，情報収集
衛星システム開発グループの８部門となっている． 

 その中で宇宙科学研究所は，宇宙科学の発展及び大学
院教育の中枢を担う研究所として位置づけられている．
文部科学大臣から提示される中期目標に従い，「研究者の
自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学研究」と「衛星
等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進」をと
もに重点的に推進している．前者は，研究者が個人ある
いはグループを作って行う研究で，萌芽的な性格のもの
であり，後者は，科学衛星プロジェクトに代表される研
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究で，衛星の開発からデータ解析，成果の公表までの一
連の作業を含む活動である．これらは，文部科学省宇宙
科学研究所で行われてきた研究活動を大筋で踏襲したも
のとなっている．なお，宇宙科学研究所内の研究部門は， 

JAXA設立当初 11研究系及び 4センターであったが，2012

年 2月に，宇宙物理学研究系，太陽系科学研究系，学際
科学研究系，宇宙飛翔工学研究系，宇宙機応用工学研究
系の 5研究系に再編された． 

 

3. 設置目的 
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）は，大学
との共同等による宇宙科学に関する学術研究，宇宙科学
技術（宇宙に関する科学技術）に関する基礎研究及び宇
宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星の開発，打上
げ，追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を，宇宙
基本法の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっと
り，総合的かつ計画的に行うとともに，航空科学技術に
関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びに
これらに関連する業務を総合的に行うことにより，大学
等における学術研究の発展，宇宙科学技術及び航空科学
技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図
ることを目的としている． 

 JAXA 宇宙科学研究所の設置目的は，その前身である
文部科学省宇宙科学研究所の大学共同利用機関の機能を 

 

 

大学共同利用システムとして継承し，全国の大学や研究
機関に所属する関連研究者との有機的かつ多様な形での
共同活動を行う研究体制を組織して，科学衛星・探査機
による宇宙科学ミッション，大気球・観測ロケット，小
型飛翔体等による小規模ミッション，宇宙環境を利用し
た科学研究，将来の宇宙科学ミッションのための観測技
術等の基礎研究を推進することである．研究に従事する
全国の国公私立大学その他の研究機関の研究者に宇宙科
学研究所の実験施設・設備を利用させることを行ってい
る．また，国公私立大学の研究者や外国人研究者を客員
の教授，准教授等として迎えている．さらに，大学院教
育としては国公私立大学の要請に応じ，当該大学の大学
院における教育に参加・協力することになっており，こ
のことを通じて，この分野の後継者の育成にあたっている． 

 

4. 宇宙開発体制 
 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するため，宇宙基本法第 25 条に基づき，内閣に宇宙開
発戦略本部が設置されている．宇宙開発戦略本部は，宇
宙基本法第 24 条に基づき，宇宙開発利用に関する基本
的な計画（宇宙基本計画）を作成する．この宇宙基本計
画（平成 25 年 1 月 25 日決定）において，JAXA は政府
全体の宇宙開発利用を技術でささえる中核的な実施機関
に位置付けられている． 

 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（JAXA 法）第
19条に基づき，主務大臣は宇宙基本計画に基づいた中期
目標を定め，JAXA は当該中期目標を達成するための中
期計画を作成し，主務大臣の認可を受ける．なお，JAXA

法第 20 条において，文部科学大臣は，宇宙科学に関す
る学術研究及びこれに関連する業務に係る部分について
中期目標を定め，又は変更するに当たっては，研究者の
自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなけ
ればならないとされている． 

 平成 25年 3月 29日に認可された第三期中期計画のうち，
宇宙科学研究に特に関連する事項は以下のとおりである． 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

「独立行政法人宇宙航空研究開発機構の中期目標を達成
するための計画（中期計画）（平成 25年 4月 1日～平成
30年 3月 31日）」【抜粋】 

 

Ｉ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の 

 

 

向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２．将来の宇宙開発利用の可能性の追求 

（1）宇宙科学・宇宙探査プログラム 

 人類の知的資産及び我が国の宇宙開発利用に新し
い芽をもたらす可能性を秘めた革新的・萌芽的な技術
の形成を目的とし，宇宙物理学，太陽系科学，宇宙飛
翔工学，宇宙機応用工学及び学際科学において，長期
的な展望に基づき，また，一定規模の資金を確保しつ
つ，我が国の特長を活かした独創的かつ先端的な宇
宙科学研究を推進し，世界的な研究成果をあげる． 

 また，多様な政策目的で実施される宇宙探査につ
いて，政府の行う検討の結果を踏まえて必要な措置
を講じる． 

① 大学共同利用システムを基本とした学術研究 

 宇宙科学研究における世界的な拠点として，研
究者の自主性の尊重，新たな重要学問分野の開拓
等の学術研究の特性に鑑みつつ，大学共同利用シ
ステム※を基本として国内外の研究者の連携を強
化し，宇宙科学研究所を中心とする理学・工学双
方の学術コミュニティーの英知を結集し，世界的
に優れた学術研究成果による人類の知的資産の創
出に貢献する．このために， 

宇宙の起源とその進化についての学術研究を行
う宇宙物理学， 

太陽，地球を含む太陽系天体についての学術研
究を行う太陽系科学， 
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宇宙飛翔技術及び宇宙システムについての学術
研究を行う宇宙飛翔工学， 

宇宙機技術，地上システム技術，及びその応用
についての学術研究を行う宇宙機応用工学， 

宇宙科学の複数の分野にまたがる，又は宇宙科
学と周辺領域にまたがる学際領域，及び新たな
宇宙科学分野の学術研究を行う学際科学 

 の各分野に重点を置いて研究を実施するととも
に，将来のプロジェクトに貢献する基盤的取組を
行い，また，人類の英知を深めるに資する世界的
な研究成果を学術論文や学会発表等の場を通じて
提供する． 

 また実施にあたっては，新たなプロジェクトの
核となる分野・領域の創出，大学連携協力拠点の
強化，大学研究者の受入促進，及び人材の国際的
流動性の確保により，最先端の研究成果が持続的
に創出される環境を構築する． 

※ 大学共同利用機関法人における運営の在り方を参
考にし，大学・研究所等の研究者の参画を広く求
め，関係研究者の総意の下にプロジェクト等を進
めるシステム 

② 宇宙科学・宇宙探査プロジェクト 

 大学共同利用システム等を通じて国内外の研究
者と連携し，学問的な展望に基づいて科学衛星，
国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置及び小型飛
翔体等を研究開発・運用することにより，①に掲
げた宇宙物理学，太陽系科学，宇宙飛翔工学，宇
宙機応用工学及び学際科学の各分野に重点を置き
つつ，大学共同利用システムによって選定された
プロジェクトを通じて，我が国の独自性と特徴を
活かした世界一級の研究成果の創出及びこれから
を担う新しい学問分野の開拓に貢献するデータを
創出・提供する．その際，宇宙探査プロジェクト
の機会も有効に活用する． 

 また，探査部門と宇宙科学研究所（ISAS）でテ
ーマが重なる部分に関しては，機構内での科学的
な取組について ISAS の下で実施するなど，適切
な体制により実施する． 

 具体的には，以下に取り組む． 

ア．科学衛星・探査機の研究開発・運用 

 （a）磁気圏観測衛星（EXOS-D） 

 （b）磁気圏尾部観測衛星（GEOTAIL） 

 （c）X線天文衛星（ASTRO-EⅡ） 

 （d）小型高機能科学衛星（INDEX） 

 （e）太陽観測衛星（SOLAR-B） 

 （f）金星探査機（PLANET-C） 

 （g）水星探査計画/水星磁気圏探査機 

   （BepiColombo/MMO） 

 （h）次期Ｘ線天文衛星（ASTRO-H） 

 （i）惑星分光観測衛星 

 （j）ジオスペース探査衛星（ERG） 

 （k）小惑星探査機（はやぶさ２） 

に係る研究開発・運用について国際協力を活用しつつ
行うとともに，将来の科学衛星・探査機や観測機器に
ついて，国際協力の活用及び小規模プロジェクトでの
実施も考慮しつつ，研究を行う．これらのうち，金星
探査機（PLANET-C）については金星周回軌道への投
入を目指し，次期 X線天文衛星（ASTRO-H: 宇宙の進
化におけるエネルギー集中と宇宙の階層形成の解明を
目指す．），惑星分光観測衛星（極端紫外線観測による
惑星大気・磁気圏内部と太陽風相互作用の解明を目指
す．），ジオスペース探査衛星（ERG: 放射線帯中心部
での宇宙プラズマその場観測による相対論的電子加速
機構の解明を目指す．）及び小惑星探査機（はやぶさ２: 

C 型小惑星の探査及び同小惑星からの試料採取を目指
す．）については打上げを行う．また，水星探査計画／水
星磁気圏探査機（BepiColombo/MMO）については，海
外の協力機関に引き渡し，打上げに向けた支援を行う． 

イ．国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置及び小型飛翔
体等に関する研究 

 ア．に加え，多様なニーズに対応するため，国際宇
宙ステーション（ISS）搭載装置や小型飛翔体（観測ロ
ケット及び大気球）による実験・観測機会を活用する
とともに，再使用観測ロケットや革新的な気球システ
ムの研究などの小型飛翔体を革新する研究を行う． 

ウ．観測データや回収サンプル等の蓄積・提供 

 宇宙科学プロジェクト及び宇宙探査プロジェクトに
おける観測データや回収サンプル及び微小重力実験結
果などの科学的価値の高い成果物については，将来に
わたって研究者が利用可能な状態にするためのインフ
ラ整備を引き続き進め，人類共有の知的資産として広
く世界の研究者に公開する． 

 「はやぶさ」，「はやぶさ２」及び「かぐや」を通じ
て得られた取得データについては，宇宙科学研究等の
発展に資するよう提供するとともに，将来の宇宙探査
等の成果創出に有効に活用する． 

エ．多様な政策目的で実施される宇宙探査 

 多様な政策目的で実施される宇宙探査については，
有人か無人かという選択肢も含め費用対効果や国家戦
略として実施する意義等について，外交・安全保障，
産業競争力の強化，科学技術水準の向上等の様々な観
点から，政府の行う検討の結果を踏まえて必要な措置
を講じる．その検討に必要となる支援を政府の求めに
応じて行う． 

４．横断的事項 

（6）人材育成 

 宇宙航空分野の人材の裾野を拡大し，能力向上を
図るため，政府，大学，産業界と連携し，大学院教
育への協力や青少年を対象とした教育活動等を通じ
て外部の人材を育成するとともに，外部との人材交
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流を促進する． 

① 大学院教育 

 先端的宇宙航空ミッション遂行現場での研究
者・技術者の大学院レベルでの高度な教育機能・
人材育成機能を継承・発展させるため，総合研究 

大学院大学，東京大学大学院との協力をはじめ，
大学共同利用システム等に基づく特別共同利用研
究員制度及び連携大学院制度等を活用して，機構
の研究開発活動を活かし，大学院教育への協力を
行う． 

 

  

表 1 日本の宇宙開発体制 

 

表 2 宇宙関係政府予算 
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