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1. 宇宙物理学研究系の研究活動
 

 宇宙物理学研究系では，宇宙物理学の学術研究を進め
ている．現在，X 線，赤外線，電波天文学，理論研究の
4グループがあり，それぞれ研究を行っている． 

 

2. X 線グループの観測研究活動 
 

 宇宙物理学研究系にはX線宇宙物理学の研究グループ
があり，X線天文衛星「すざく（ASTRO-EⅡ）」の運用，
データ処理を行うとともに，そのデータを用いた観測的
研究を行っている．また，フェルミ衛星，Swift衛星など
の海外の衛星や太陽撮像観測実験 FOXSIなど，海外の高
エネルギー天文実験のプロジェクトに参加し，観測的研
究を行っている． 

 並行して，2015年度打上げ予定の ASTRO-H衛星の開
発の中心機関として，衛星や搭載装置の開発を行うとと
もに，ASTRO-Hで行うサイエンスの検討を進めている．
これら 2つの衛星実験の進捗，成果については，それぞれ

独立の節を設けて記述するため，ここでは割愛する． 

 

2.1 軟Ｘ線背景放射の起源 
 軟Ｘ線背景放射の起源の解明を目指し，すざく XISに
よる酸素輝線の分光力を活かした観測と解析を行ってい
る．2013年度は時間的に変化しないバックグランドと思
われていたロックマンホール方向の観測について 2006

年から 2011 年のデータを詳細に調べることで，酸素輝
線強度の変化を発見し，太陽風による電荷交換反応が背
景放射に寄与していることを示した．また地球近傍にお
いても，地球大気からの中性酸素輝線の寄与が長期的に
みると変化していることを示した．これらは真の背景放
射成分を正しく評価する上で重要な知見である． 

 

2.2 銀河，銀河団，超銀河団の観測 
 銀河，銀河団中の高温ガスの観測を通して，宇宙の力
学進化と化学進化を探る研究を継続している．2013年度
は，近傍の渦巻き銀河 NGC253の中心付近からのアウト
フローにおける超新星由来の重元素量の同定，銀河団
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A1246 の外縁部までのエントロピー分布の評価，可視光
での銀河分布から大構造のフィラメントの同定と，そこ
におけるＸ線放射の確認による重力ポテンシャルの評価
などを行った．様々な規模での高温ガスの形態と相互作
用を探る試みを続けている． 

 

2.3 新しい銀河団の発見 
 銀河バルジ方向に隠れた未同定X線天体の正体解明を
「すざく」などを用いた分光観測により進めている．可
視・赤外では星の光に埋もれて見えなかった銀河団を銀
河バルジ方向に発見した． 

 

2.4 パルサー星雲の進化 
 比較的若いパルサー（高速自転する強磁場中性子星）
では，磁気圏で生成加速されたペアプラズマがパルサー
風として星間空間に流れ出し，パルサー星雲を形成する．
近年，TeVガンマ線領域でパルサー星雲が多数見つかっ
ており，X線観測との比較が可能になった．それにより，
高エネルギー電子が星間空間に拡散していく過程を調べ
ることができる．そのようなパルサー星雲のひとつ，
HSSS J1356-645を「すざく」で観測したところ，低表面
輝度のＸ線放射が約 10pc まで広がっていることが判明
した．一方，Ｘ線スペクトルのベキに場所依存性はなく，
特性年齢（7.3 kyr）の間に，あまりエネルギーを失う事
なく電子が拡散したものと考えられる．また，広がった
Ｘ線放射の中心はパルサーにほぼ一致していたのに対
し，TeVガンマ線放射の中心からは 7分角ほどずれてい
た．ずれの方向は，パルサーの固有運動の方向と一致し
ている事から，TeVガンマ線放射はパルサー誕生直後に
加速されエネルギーを失いつつある電子からの放射であ
り，Ｘ線は最近加速された電子からの放射と考えられる．
これは，「パルサー星雲の名残（relic PWN）」という考え
方を支持する結果である． 

 

2.5 中性子星の質量半径への観測的制限 
 中性子星は，中性子の縮退圧によって支えられた天体
で，太陽と同程度の質量を持ちながら半径がわずか 10km

程度という，きわめて小さな天体である．中性子星は原
子核と同程度かそれ以上の密度を持つため，中性子星を
調べる事で，いまだ良くわかっていない核物質の状態方
程式に制限を与えることができる．それには，中性子星
の質量と半径が測定できれば良い．質量は，ある種の中
性子星では精度良く測定できるものの，半径は難しい．
そこで，質量と半径の比，つまり中性子星表面の重力加
速度の測定を試みた．そのため，低質量Ｘ線連星 GRS 

1747-312から「すざく」で観測された巨大Ｘ線バースト
のデータを解析した．光球膨張時と光球が中性子星に一
致した時の見かけの光度差から，重力赤方偏移の大きさ
を 1+z=1.4±0.2 と決定した．データの統計不足から誤
差が大きいものの，今後有望な方法と考えられる． 

2.6 降着駆動パルサーVela X-1 の観測  
 強磁場を持つ降着中性子星からのＸ線放射は理解が進
んでおらず，激しい時間変動の原因も未解明である．最
も明るい星風降着型中性子星 Vela X-1の「すざく」アー
カイブデータを用いて，数十分程度の短い時間スケール
のスペクトルの変動を取得し，時間変動の原因および降
着プラズマの物理パラメータの変動を議論した．中性子
星の光度の時間変動は伴星の星風の非一様性によるもの
と考えて矛盾はないことを示した．また，モンテカルロ
シミュレーションを用いて降着プラズマから逆コンプト
ン散乱で放射される X 線スペクトルのモデルを構築し
た．観測との比較により，スペクトルの形成には熱電子
による散乱が重要な役割をになうこと，質量降着率と降
着プラズマの光学的厚さに自然な正の相関があることを
明らかにした．このモデルを用いて中性子星降着流のサ
イズなどの基本パラメータを推定することに成功した． 

 

2.7 高精度Ｘ線観測に向けた放射輸送計算コード
MONACOの開発と関連素過程の理論的研究 

 「すざく」，「チャンドラ」などの新世代の X線観測衛
星や ASTRO-H による次世代の高精度観測に向けて，従
来よりも精密な X線放射モデルが必要となっている．天
体の非対称な形状や光子の複数回反応を考慮したモンテ
カルロシミュレーションにより天体からのX線放射を計
算するフレームワーク MONACO の開発を行った．この
コードを用いて降着中性子星からのＸ線放射を計算し，
「すざく」衛星の観測結果を解釈するモデルを構築した．
さらに降着流モデルをブラックホール連星に適用し，時
間変動や偏光を計算することが可能になった．また，物
質と X 線の相互作用を精密にモデル化し，MONACO に
取り込むことで活動銀河核からのアウトフローや分子ト
ーラスからのX線放射の精密なモデルを構築することに
成功した． 

 並行して，宇宙での黒体放射の中での逆コンプトン散
乱の解析的な定式化など，宇宙の高エネルギー現象を解
析する上で必要な素過程の理論的研究を進めた． 

 

2.8 活動銀河核ジェットの観測 
 「フェルミ」を用いて活動銀河核ジェットの解析とモ
デル化を行い，ガンマ線放射機構に新たな制限を課した．
活動銀河核ジェットにおいては，中心ブラックホールか
ら輸送されるエネルギーが，ジェットのどこで粒子加速
に消費され，放射に変換されるかは依然未解明のままで
ある．この課題の解決を目指して我々は，ジェットから
の大部分の放射エネルギーを担うガンマ線帯域におい
て，統計の許す限り時間分解した解析と変動のモデル化
という新たなアプローチを試みた． 

 はじめに，我々が「フェルミ」の観測により発見した
ブレーザーにおける１時間程度のガンマ線短時間変動を
ふまえ，さらに短い時間スケールでの変動を探査した．
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このために，少数統計のもとで有効なベイズ統計を導入
して「フェルミ」の系統的データ解析を行った．その結
果，一部の例外的な天体をのぞいて１時間以下での有意
な変動は見つからなかった．これは，GeV ガンマ線放射
の変動の時間スケールが中心の大質量ブラックホールの
光速横断時間によって規定されている可能性を示してい
る． 

 さらに，本解析で発見されたガンマ線フレアの短時間
変動のプロファイルを単純な内部衝撃波モデルに基づい
てモデル化したところ，本研究で解析したいずれのフレ
アについても，ジェットからの放射が，中心から 1パー
セク程度の位置で発生していることを示唆する結果を得
た． 

 

2.9 遠方の AGNからの GeV ガンマ線の検出と背景放
射への制限 

 「フェルミ」ガンマ線衛星を用いて z=1.1とこれまで
で，もっとも遠方の活動銀河核 PKS 0426–380 からの
100GeV 以上のガンマ線の検出に成功し，記者発表を行
った．このような遠方の天体からの 100GeV ものエネル
ギーを持つガンマ線は背景放射の紫外線により強い吸収
をうける．実際に検出できたことにより，紫外線領域の
背景放射の光の量が銀河の足し合わせで説明できる量で
あることを明らかにした． 

 

2.10 太陽からの非熱的放射のロケット観測実験FOXSI 
 太陽表面における小規模フレア（ナノフレア，マイク
ロフレア）からの非熱的放射を観測するために，2014年
度実施予定のロケット実験 FOXSI2 の準備を進めた．硬
X 線望遠鏡と高分解能半導体検出器を導入して 2012 年
度に我々が実施した FOXSI 実験では，従来の衛星をは
るかに上回る感度でマイクロフレアの撮像分光に成功し
た（図 1）． 

 FOXSI2 実験では，硬 X線望遠鏡等の改良により有効
面積をさらに向上させて，太陽からの非熱的放射のより
詳細な観測を目指す．カリフォルニア大学バークレー校
と共同で FOXSI2 実験の準備を進めるなかで，焦点面検
出器である 75µm ピッチシリコンストリップ検出器の
開発を担当し，FOXSI2 用検出器ボードの評価を完了さ
せた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 ペルセウス座銀河団の研究 
 ペルセウス座銀河団の観測を行い，鉄などの重元素が
100億年以上前に，宇宙全体にばらまかれた事を発見し，
記者発表をおこなった．「すざく」を用いてペルセウス座
銀河団の広い範囲にわたって鉄の割合を調べ，そのばら
つきが極めて小さいことを発見した．実際，得られたデ
ータは，そのようなばらつきが全くないと考えて説明で
き，銀河の分布と相関していない．1000万光年にも及ぶ
広い範囲について鉄の割合がほぼ一様であることから，
鉄のほとんどは，銀河団が形成された時代よりも前に，
宇宙に大きく広がりよく混ざっていたと考えられる．今
から 100億年以上前に，鉄などの重元素が星々から大量
にまき散らされ，宇宙に拡散した時代があったこと，現
在の宇宙に広がるほとんどの重元素はその時代にまき散
らされたものであることが分かった．数多くの星が生ま
れ，巨大ブラックホールが急成長したこの時代，星々か
ら生み出された重元素は，銀河からの強い風に乗って宇
宙中に拡散していたのである． 

 また，ペルセウス座銀河団のホットガスの速度を精密
に評価した．中心部に近い，コールドフロント付近で
150-300km/s のバルクモーションを示唆する結果が得ら
れた．これ以上の詳細な研究は ASTRO-H を待つことに
なろう． 

 

2.12 強磁場激変星からの X線放射の研究 
 近接連星系にあって，伴星からの質量降着を受ける磁
場の強い白色矮星が発するX線のエネルギースペクトル
から，その白色矮星の質量を求める新しいモデルを構築
した．それまで用いられていた標準モデル（旧標準モデ
ル）は，白色矮星への質量降着率が高い場合にしか適用
できなかった．これに対して，質量降着率が低い場合に
も適用できる，いわば「新標準モデル」と呼ぶにふさわ
しいモデルを新たに開発した．質量降着率が高い場合に
は，X 線を放射するプラズマは白色矮星表面のごく近傍
にできるので，降着流は一次元の一流体プラズマとして
記述でき，解析解が存在するが，質量降着率が低い場合
には，プラズマが白色矮星上空の高い位置にできるため，
双極子磁場の幾何学や，電離非平衡，電子-イオン二流体
の効果，重力エネルギーの解放といった様々な効果を取
り込まねばならず，問題は一気に複雑化する．この困難
のため，質量降着率が低い場合の X線スペクトルのモデ
ル化は長きに亘り手つかずであったが，我々はこの問題
に正面から取り組み，モデルの導出に成功した． 

 

3. X 線グループにおける観測装置の研究開発 

3.1 TES 型マイクロカロリメータの開発 
伝導遷移端（Transition Edge Sensor :TES）Ｘ線マイク

ロカロリメータの開発を行っている．2013年度は，多画
素 TES アレイの製作に加え，TES を上下に重ねること

図 1 FOXSIおよび RHESSIによる太陽表面マイクロフレアのイメ
ージ比較 
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で検出エネルギーバンドを広げる試みとして立体的なア
センブルを行った．それに合わせて超伝導体のプリント
配線を試作した．また，低発熱の SQUID の設計製作，
性能評価，また極低温フィルタ回路の製作を行った．複
数素子の信号を多重化して読み出し，復調するベースバ
ンドフィードバック回路について，FPGA によるディジ
タル復調の開発を進め，処理の最適化をおこなった． 

 

3.2 誘電体マイクロカロリメータの開発 
 新たなマイクロカロリメータの可能性として，誘電体
温度計に着目し，開発を続けている．2013年度は誘電体
を GHz帯共振器として組み込み，はじめて極低温下での
エネルギー照射に反応した共振周波数の変化を検出する
ことに成功し，ボロメータとしての動作を予想通り行っ
ていることを確認した． 

 

3.3 Si/CdTe コンプトンカメラを用いた超広角コンプ
トンカメラの開発 

 シリコン（Si）とテルル化カドミウム（CdTe:カドテル
と呼ばれる）の半導体のイメージング素子を組み合わせ
た Si/CdTeコンプトンカメラの概念を提唱，開発を進め
ている． 

 ASTRO-H 衛星搭載の，硬 X 線撮像検出器（HXI）と
軟ガンマ線検出器（SGD）の要素技術を応用して，広い
視野をもち，コンパクトで角度分解能の優れたガンマ線
可視化装置の開発を行った．試作機を用いた福島実地試
験で得た知見をもとに，販売モデルを設計，GUIソフト
ウェアの開発を行った．我々が技術移転を行う事で，世
界で初めての商用コンプトンカメラ「 ASTRO-

CAM7000HS」が三菱重工からリリースされた． 

 この「ASTROCAM7000HS」を用いた実地試験を引き
続きおこない，除染の場においてコンプトンカメラをよ
り有効に活用するために，測定方法の検討や解析アルゴ
リズムの改良を進めている． 

 

3.4 超小型・高角度分解能コーデットマスクイメージャ
ーの開発 

 独自の CdTe 半導体検出器の革新的な技術的進歩を
背景として，超小型・高角度分解能コーデットマスクイ
メージャーの開発を進めている．小型モジュール化によ
り，小型衛星等への搭載による観測機会の拡大が図れ，
また低コスト化という点にも利点がある．加えて，複数
のモジュールを並べることで，視野と感度の観点からの
装置の最適化も可能である． 

 概念実証のために，硬 X線撮像検出器（HXI）の要素
検出器である 250µm ピッチの CdTe ストリップ検出器
と，新規に開発した 350µm ピッチのマスクパターンを
もつマイクロ・コーデットマスクとを組み合わせた，
20cm 角サイズの試作機を製作した．点線源を用いた実
験を行い，硬 X線に対して 13 arcmin の設計値どおりの

角度分解能が実現できていることを確認した．小型衛星
搭載，あるいはピギーバック衛星としての実現をめざし
て，硬 X線全天サーベイを行い，ガンマ線バーストを始
めとする高エネルギー天体の突発現象の検出を行うこと
を検討している．そのため，モンテカルロシミュレーシ
ョンによるモジュールの最適化と，軌道上での到達感度
の見積もりを進めている． 

 

3.5 X 線望遠鏡測定用 X線ビームラインの開発 
 昨年度までに開発したビームラインシステムにおい
て，検出器を拡散光の焦点位置に置き，望遠鏡と検出器
を別々のスケールで動かす事で，像のコアまで精密に測
定できることを実証した． 

 

3.6 偏光Ｘ線観測を目指した湾曲結晶の開発 
 Ｘ線天文学の新たな局面を切り開くために，曲げられ
た大きなシリコン単結晶を用いた，鉄輝線に特化する偏
光感度の極めて高いブラッグ反射型偏光計の開発を行っ
ている．2013 年度は，CVD 法を用いて，ダイヤモンド
ライクカーボン薄膜をシリコン結晶に蒸着し，その間で
生まれる残留応力を積極的に利用することで，円筒型・
放物面型の 2次元に曲げることに成功した． 

 

3.7 Ｘ線 CCDカメラの性能向上に向けた基礎開発 
 Ｘ線 CCD カメラの，バックグラウンド除去効率の向
上およびエネルギー分解能の向上を目指した基礎開発を
行っている．今年度は，以下の 2項目の開発研究を行っ
た．ひとつは磁場印加である．CCDの表面に垂直に磁場
を印加する事で電荷の拡散を抑制し，エネルギー分解能
やバックグラウンド除去効率を改善しようというもので
ある．約 0.3Ｔの磁場を印加し，電荷転送に影響しない
事，グレード分岐比に変化が見られることを確認した．
2 つ目は，2-layer CCD である．CCD では反同時計数が
使えないが，2枚の CCDを重ねる事でイメージ上で荷電
粒子イベントを同定し，除去しようというものである．
2-layer CCDを試作し，近接した 2枚の CCDが正しく動
作する事を確認した．試作品ではチップ間隔が 2mm と
大きく，荷電粒子イベントの除去にはチップ間隔を桁違
いに縮める必要があることがわかった． 

 

4. 赤外線グループの観測研究活動 
 

4.1 宇宙赤外線背景放射（CIB）の研究 
 宇宙初期天体からの放射を含むと考えられている，宇
宙赤外線背景放射（CIB: Cosmic Infrared Background）を，
「あかり」やロケット実験 Cosmic Infrared Background 

Ex-periment（CIBER）により観測的に研究した．また，
将来の観測計画を推進した． 

 「あかり」による観測では，近赤外線の低分散分光機
能を用い，全天の離散的な観測点における，波長
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1.8-5.5µmでの空の輝度スペクトルを測定した．黄緯依存
性を利用した黄道光の差引や，遠赤外線強度から得られ
るダスト柱密度を用いた銀河拡散光の差引を行なった結
果， 観測値から等方な CIB成分を得ることに成功した．
得られた CIBの輝度レベルは，COBEや IRTSによる過
去の観測値と一致し，系外銀河の重ね合わせでは説明で
きない余剰放射成分の存在を示している．これらの前景
放射の評価と CIBの観測結果を 3本の学術論文として発
表するとともに，報道発表を行なった． 

 CIBERは，可視・近赤外波長における CIB検出を目指
す日米韓の国際共同ロケット実験である．これまでに，
3 回の打上げ実験により，波長 0.8-1.8µm における CIB

の検出に成功した．平成 25年度は，4度目の打上げとな
る最終実験として，それまでのホワイトサンズ実験場で
の 2段ロケットによる最高高度 330km程度の実験から，
ワロップス基地での 4段ロケットによる実験へと変更し
た．これにより，最高高度が 550kmに達し，より長い観
測時間を得るとともに，より詳しい残留大気放射の評価
を行なうことができた．これまでの実験データと併せ，
CIB スペクトル強度を検出することに成功し，予想され
る宇宙初期天体の放射スペクトルとの比較に足る精度の
観測値を得ることができた．CIB のゆらぎの撮像観測や
黄道光の高分解能スペクトル観測にも成功し，総合的に
CIB を研究する材料が揃った．これらの結果に関する学
術論文の作成を進めた． 

 CIBERの後継実験として，CIBER-2計画を日米韓台の
共同で進めている．CIBER-2 では，口径 30cm の冷却光
学系を CIBERと同型のロケットで打上げ，CIBの多色ゆ
らぎ観測，および，リニアバリアブルフィルター（LVF）
による分光観測を実施する．平成 25 年度は，望遠鏡の
製作やレンズ光学系の詳細設計を実施した． 

 また，CIB の地上観測手法として，ガリレオ衛星食掩
蔽法を発案し，すばる望遠鏡，ハッブル宇宙望遠鏡，ス
ピッツァ宇宙望遠鏡等で観測を実施した．その結果，木
星の影中のガリレオ衛星が予想外に明るいことを発見し
た．この現象の探索は木星大気の新たな研究を拓く可能
性がある．今回は，ガリレオ衛星の予想外の明るさによ
り CIBを有為に検出できなかったが，今後の CIB観測に
ついて最適な食条件に関する情報が得られた． 

 CIB観測の将来計画として，SPICAによる CIB観測の
科学検討を行なった．さらに，深宇宙への惑星探査機に
観測装置を搭載し，黄道光ダスト外から CIBを観測する
Exo-Zodiacal Infrared Telescope（EXZIT）計画も進めてい
る．次世代探査機ソーラー電力セイルへの観測装置搭載
を目指し，平成 25 年度は，光学系や冷却系の検討を行
なった． 

 

4.2 惑星系の形成およびその進化の観測的研究 
 惑星系の形成と進化に伴う円盤構造として，原始惑星
系円盤やデブリ円盤等の構造とその進化を観測的に研究

している． 

 この研究は，中間赤外領域にみられるダスト粒子の分
光学的な特徴の観測と地上大望遠鏡の高い解像力を生か
した空間構造の撮像観測を組み合わせ，さらに「あかり」
および Herschel，Spitzer, WISEといった衛星で得られた
データも活用して進めている． 

 平成 25年度は，「あかり」の遠赤外線マップデータを
用いた研究を主に推め，スタッキング法による高感度の
星周構造の検出手法を開発した． 

 この手法を用いた太陽系外の微弱な遠赤外線構造の検
出についても研究を進めている． 

 

4.3 赤色巨星からの突発的質量放出の観測的研究 
 太陽の数倍以内の質量の恒星の進化末期には，内部の
ヘリウム層の暴走的核燃焼（ヘリウムシェルフラッシュ）
により，突発的に大量の質量を放出する現象が起こると
予想されている．これまで，数千年前に起きた突発的質
量放出で出来たダストエンベロープの観測が，「あかり」
などで精力的に行われていたが，放出現象自体の観測例
は無かった． 

 平成 24 年に，スペースおよび地上からの赤外線全天
サーベイ（WISE, AKARI, IRAS, 2MASS）による天体カタ
ログの相互比較から，過去 30 年の間に赤外線で大きな
光度およびエネルギー分布の変化を起こした天体を同定
した．その解釈として，この天体は太陽程度の質量の進
化末期の星で，内部のヘリウム層の暴走的燃焼により突
発的に激しい質量放出を起こした直後であるという仮説
を提議した．この仮説が正しければ，突発的質量放出を
起こした直後の天体としては初めての観測例であり，恒
星進化末期の理解を大きく進める重要な情報が得られる
と考えられる．ESA の遠赤外線天文台 Herschel による
緊急観測，および近赤外線地上観測の結果は，上記のシ
ナリオを裏付けた上に，放出された質量が 0.1 太陽質量
にも及ぶ可能性を示唆している．平成 25 年には，すば
るによる中間赤外線分光・測光観測を行い，シリケイト
ダストの存在を確認した．このことは，本天体の進化を
考える上で重要な情報となった．また，エンベロープの
質量のモデル計算による見積もりも行っている．今後，
ALMA，Mopra 等による追観測を予定されており，多波
長での総合的研究プロジェクトを進めている． 

 

4.4 GOALS プロジェクトによる銀河進化の研究 
 米国の GOALS プロジェクト（代表者：米国スピッツ
ァ科学センターの Armus博士）は，合体中の銀河が銀河
中の星形成や活動的銀河核の成長にどのような役割を果
たしているかを，近傍宇宙の高光度赤外線銀河の X線～
赤外線にわたるスペースからの観測（チャンドラ X線望
遠鏡，ハッブル宇宙望遠鏡，スピッツァ赤外線宇宙望遠
鏡）をもとに解明するプロジェクトであり，赤外線グル
ープからも研究者が参加している．平成 25 年度は，高
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光度赤外線銀河からの近中間赤外スペクトル輝線比等を
用いた GOALS サンプル銀河の物理化学状態に関する論
文発表を行うと共に，44の高光度赤外線銀河システムの
一酸化炭素分子ガスサーベイ観測結果について GOALS

プロジェクトと共同で成果のとりまとめを行った． 

 

4.5 ミリメートル波広帯域分光装置Z-Specによる銀河
進化の研究 

 近年サブミリメートル波サーベイ観測で発見されたサ
ブミリメートル波銀河は，宇宙初期の原始銀河である可
能性がある．Z-Specは，サブミリメートル波銀河のスペ
クトルを広い波長域（1-1.5mm）にわたり一挙に分光し，
一酸化炭素，シアン化水素，炭酸イオンなどが出す輝線
を同定することで，天体の赤方偏移や物理状態を決定す
るための分光装置であり，NASA ジェット推進研究所，
カリフォルニア工科大学，コロラド大学等と共同で開発
した．平成 25 年度には，チリの APEX 望遠鏡から米国
カリフォルニア工科大学に復帰した Z-Spec の故障箇所
の修理のその後の再組立て及び動作試験を行い，次年度
の新しい観測に備えた． 

 

4.6 北黄極領域の多波長観測 
 北黄極領域の多波長データに基づく激動期宇宙の星形
成史研究については，前年度に取得したハーシェル宇宙
天文台および JCMTによるサブミリ波観測データを解析
しカタログを作成したこと，紫外線衛星 GALEX のデー
タの性能検証や，CFHT やすばる望遠鏡による新たな深
い地上可視・近赤外多波長データの解析とカタログ作成
等の進展があった．「あかり」中間赤外線データについて
は，地球散乱光や明るい光源に伴うゴースト等人工的な
画質汚染を同定・除去することで，深さが約 20％改善し
た．これにより天体数がはるかに増加した天体カタログ
を作成・公表した．この新カタログを用いて，赤方偏移
1.4 の宇宙（星形成最盛期）から現在までの銀河進化/星
形成の特徴についての研究を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 活動的銀河核の研究 
 「あかり」分光観測により，活動銀河核の研究を進め
ている．平成 25年には，赤方偏移が 3.5を超える電波銀
河（8C1909+722 and 4C60.07）からの H!輝線検出結果
を報告した．これは，H! 輝線の検出としては，今まで
で最も赤方偏移の高いものである．検出された H! 輝線
は線幅が広がっており，ダストに覆われたクエーサーの
存在を強く示唆している．一方，H! 輝線強度から示唆
された星形成率は，遠赤外線から導かれた星形成率より
も，一桁低く，赤方偏移１から 2.7にある銀河と同様に，
塵により大きな減光を受けていることが示唆されてい
る． 

 さらに，「あかり」中間赤外線全天サーベイを用いても，
活動銀河核の研究を進めている．平成 25 年には，赤方
偏移 0.006から 0.8の銀河について，9および 18µmでの
光度関数を求めた．これらの銀河のうち，スローン・デ
ジタル・スカイ・サーベイ（SDSS）の分光データのある
ものについて，分光データに基づき，銀河の分類を行っ
た．この結果，18µm の光度が上がるにつれて，Type 

2/Type 1活動的銀河の割合が減少することがわかった．
これは，活動銀河核の統一モデルによれば，中間赤外線
の光度が上がるについて，活動的銀河核周りのトーラス
のカバー率が減少していくということを示している． 

 

5. 赤外線観測技術の基礎開発 
 

5.1 イメージスライサー分光装置の開発研究 
 茨城大学と共同でイメージスライサーを用いた観測装
置を開発している．このイメージスライサーは焦点面の
画像を分割し，1つのスリット上に再配置するものであ
り，次世代赤外線天文衛星のみならず，小型衛星や地上
望遠鏡でもきわめて有用になる技術である． 

 平成 25 年度は低温環境下での機構部の開発を行い，
フィルタ交換機構とミラー挿入機構を実現した． 

 

5.2 新技術赤外線光学素子の開発 
 従来の技術では実現が難しかった，遠中間赤外線で動
作する高機能赤外線光学素子の開発を，MEMS技術など
の新技術を用いて行っている． 

 平成 25 年度も引続きサブ波長構造を利用した遠中間
赤外線多層膜干渉フィルター（SWS filter）の開発を進め
た．その結果，昨年度宇宙研マイクロマシンクリーンル
ーム施設にて試作に成功した単一材料多層干渉光学フィ
ルタに関して，サブ波長構造を工夫することで透過率/

遮断率を高めることができることが明らかとなった． 

 

5.3 次世代衛星搭載に向けたBIB型Ge遠赤外線検出器
の基礎研究 

 超高純度ゲルマニウム（Ge）結晶中に，不純物を高濃
度にドープした受光層をもつ BIB（Blocked Impurity 

図 2 北黄極ディープサーベイ領域の「あかり」近赤外（2.4-5.0µm）
画像．平成 24 年度までの再解析で，画質が大きく向上し，検出さ
れた天体の信頼性が向上した． 
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Band）型 Ge検出器は，30-200µm帯の新しい検出器とし
て注目されている．100-200µm帯では圧縮型 Ge:Ga検出
器が広く使われて来たが，大きな加圧機構が必要なため
大規模アレイ化が困難であった．また，衛星環境におい
て放射線の影響を受けやすく，深刻な光過渡応答を示す
などの問題点もかかえる．本研究では，過渡応答や放射
線の影響を低減でき，当該波長帯をカバーするのに圧縮
の必要がないBIB型Ge検出器の国内開発を行っている．
BIB 型検出器は，光感度を担う高濃度領域と，暗電流を
低減するブロック層からなる．現在，2つのデバイス構
成方法，MBE（Molecular-Beam Epitaxy）法と表面活性
化接合法を並行して研究している． 

 平成 25 年度には，ブロック層を薄膜化することで光
応答率を向上させることに成功した．その結果を国際学
会 WOLTE-10にて発表した． 

 

5.4 スペース天文用赤外線画像センサのための基礎研究 
 スペース天文用赤外線画像センサに必要となる，極低
温で動作する読みだし集積回路 ROIC の開発に必要な基
礎研究を，宇宙機応用工学研究系，高エネルギー加速器
研究機構と共同で行なっている．CMOSプロセスで作ら
れた従来の ROICは極低温（<30K）で性能が劣化するこ
とが知られている．われわれは完全空乏型（FD-）CMOS

プロセスで作られた MOSFET が極低温でも良好な特性
を示すことを見出し，ROICへの応用を進めている． 

 平成 25 年度は，多画素化に必要なアナログスイッチ
の開発を行ない，極低温でも十分な性能を有することを
確認した．その結果を国際学会 WOLTE-10 にて発表し
た． 

 

5.5 自立型コロナグラフマスクの開発 
 中間赤外域での実用に向けたコロナグラフマスクの開
発を進めた．以前に行った，基板状に構築したマスクに
よる原理実証の成功を受け，基板を用いない自立型マス
クの製造プロセスを確立した．また，得られたマスクの
製造精度を可視光波長域の実証実験を完遂し，論文にま
とめた． 

 

5.6 中間赤外線用イマージョングレーティングの開発 
 イマージョングレーティング（以下，IG）とは回折面
を高屈折率材料で満たした回折格子で，通常の反射型回
折格子に比べて小型ながらも高い波長分解能をもつ分光
器の実現が可能となる．高効率 IG の実現の基本的課題
として，材料の光学特性（透過率，ホモジニティ），加工
性（精密溝加工），大型インゴットの入手性があり，また，
さらに天文観測用として実用化するには，回折面の反射
膜，入射出面の AR膜といった課題がある． 

 これまでの評価で最適であると判断された CdZnTe に
ついて，平成 25 年度には透過率の実測を行い，イマー
ジョングレーティングとして用いた場合の吸収・散乱が

許容範囲内に収まることを示した． 

 

5.7 遠赤外線 CSIP 検出器の開発 
 Charge Sensitive Infrared Photodetector (CSIP) は
GaAs/GaAlAsの２重量子井戸からなる赤外光トランジス
タ素子である．ゲートの量子井戸のサブバンド遷移が赤
外光子により励起され，チャンネルの量子井戸の電流変
化として光検出する．ゲートを浮遊することにより，チ
ャージ・アンプとして動作させる．これまでに 15µm 付
近の中赤外波長において，単一光子検出を実現する同波
長での世界最高感度が実証されている． 

 我々は，東大と共同で CSIP の遠赤外線波長への応用
を目指し，量子井戸設計やデバイス構造の開発をすすめ
ている．平成 25年度は，波長 45µm帯の CSIPデバイス
として従来の縦脱出方式（励起電子をウェハ垂直方向に
取り出す）に加えて，結晶構造がシンプルな横脱出方式
（ウェハ水平面内に励起電子を取り出す）の試作を行い，
赤外線光子の検出に成功した．また，CSIPの性能を大き
く左右する結晶構造について，NICT と結晶構造と結晶
成長に関する共同研究を結び，CSIP用ウェハ基板の改善
を進めている．NICT との共同研究による結晶改善に加
えてデバイス構造を最適化し，波長 50µm 帯での単一光
子検出を目指す． 

 

6. 電波天文グループの観測研究活動 
 

6.1 電波天文観測装置の運用／整備／開発 
 電波天文グループは国立天文台，山口大，北大，岐阜
大，鹿児島大，筑波大，茨城大，大阪府立大，情報通信
研究機構，および国土地理院と協力して，「大学 VLBI連
携観測事業」（JVN）を運営している．これに臼田 64m

アンテナ（L,C,X帯），内之浦 34mアンテナ（S,X帯）を
参加させ，JVN参加機関から提案された活動銀河核や星
形成領域に関するテーマについて共同観測を行った．ま
た，臼田，内之浦のアンテナの電波天文観測装置として
の整備も行った．高感度化を目指して臼田 64mアンテナ
用に新規開発した 8GHz帯 2偏波冷却HEMT受信機を搭
載した．大気込みシステム雑音温度で 25Kの低雑音を達
成した．またさらに広帯域観測の立ち上げ作業を行った．
これらにより従来の VLBI 観測に対して 2 倍以上の感度
向上が期待できる． 

 科学気球を利用する飛翔体電波望遠鏡による天文
VLBI 観測のフィージビリティスタディを始めた．地上
では大気の影響を受け長基線干渉計を確立することが困
難な高周波電波帯での観測の可能性を検討する．上空で
の技術的な評価をおこなうための，口径 1.5mの 22GHz 

VLBI 電波望遠鏡ゴンドラの開発をおこなっている．受
信試験，干渉試験を終え，望遠鏡としての基本的な性能
を確認した（図 3）． 
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6.2 銀河核/コンパクト天体の電波天文学 
 近傍の活動銀河NGC4261を米国 VLBAで観測を行い，
電波での吸収量の高分解能観測を行い，ブラックホール
の正確な位置を決めるとともにその周りの降着円盤の構
造を明らかにした． 

 銀河系中心ブラックホール Sgr A*から 2000シュバル
ツシルト半径という距離を 2014 年 3 月にガス雲が通過
するという現象が予報されていた．近心点通過に伴いガ
ス雲がブラックホールの周囲のガスに衝突して衝撃波が
発生すると予想される．数値シミュレーションを実施す
るとともにこの現象を捉えるために 22GHz 帯短基線
VLBモニタを今年度も継続した（宇宙研，国立天文台，
茨城大，筑波大，国土地理院，岐阜大，情報通信研究機
構，慶応大，東京大，鹿児島大，放送大が参加する）．近
心点通過したはずの 2014 年 3 月末でも電波領域ではフ
レアは起らなかった（図 4）．これはガス雲の構造やブラ
ックホールの周囲のガスに予想とは異なることがあるこ
とを意味している． 

 国立天文台 VERA によるカシオペア座 PZ 星の観測に
より，この星までの距離を正確に求め，この星が所属す
る OBアソシエーションの運動をより高い精度で示した． 

 銀河系中心ブラックホールSgr A*のミリ波帯の放射が
どこから放射されているかは良く分かっていない．米国
VLA の観測で 7mm 帯の電波は波長が短くなると変動時
刻が速くなるという報告があり，断熱膨張するプラズマ

からの放射という仮説の証拠とされていた．しかし国立
天文台野辺山ミリ波干渉計を用いて行った 3mm 帯の観
測では変動の大きい波長帯にもかかわらずそのような時
間差は観測されなかった． 

 

6.3 銀河/星間空間の電波天文学 
 国立天文台野辺山 45m 鏡を用いて行った銀河系中心
分子雲の衝撃波トレーサと考えられる SiO輝線での観測
から，分子雲-分子雲衝突の候補天体を見つけた．この衝
突は大量の分子ガスを強く圧縮することができ，激しい
乱流状態にある銀河系中心分子雲でも大質量星を作るこ
とのできるプロセスの１つと考えられる． 

 

6.4 スペース VLBI の研究 
 2011年 7月に打上げられたロシアのスペース VLBI衛
星「RadioAstron」による研究に参加した．平成 25 年度
は臼田 64mアンテナで VLB観測をした． 

 今後のスペース VLBI，もしくはスペース電波天文ミッ
ションの方向性を探るために，国内で興味を持っている
研究者と議論を行うとともに，中国のスペース VLBI 計
画の関係者，米国 JPLの低周波ミッションの関係者との
議論を行った． 

 

7. 理論グループの研究活動 
 

7.1 物質と反物質の反応 
 宇宙には反物質の世界が存在しないように見える．宇
宙の生い立ちを知るには，この消えた反物質の謎解きを
しないといけない．そこで多くの研究者が関心を持って
いるのは，物理の基本法則に関する検証として，CPT対
称性は成り立つのか，物質と反物質との間に重力はどの
ように作用するのか，といったことである．実験室でも，
原子内の電子が反陽子に置き換わった反陽子原子と呼ば
れるエキゾティック原子が調べられるようになり，反物
質の物理は身近なものになりつつある．反陽子が物質と
衝突すると直ちに粒子・反粒子の対消滅が起こるわけで
はない．多くの場合，反陽子はまず原子に捕獲され反陽
子原子が生成される．生成される反陽子原子は一般に非
常に高い原子的内部状態にあり，このため消滅に対して
ある程度の寿命を持つ．物質と反物質の相互作用を考え
るときには，この反陽子原子の生成過程を理解する必要
がある． 

 本研究では反陽子と水素原子の低エネルギー衝突で直
接対消滅が起きる可能性を調べてみた．この系では反陽
子と陽子のクーロン束縛系である反陽子水素原子（別名
protonium）ができる組換反応のチャネルもある．対消滅
過程を理解するには，この組換反応も正しく記述できな
いといけない．そこで，反陽子水素生成チャネルと消滅
チャネルを同時にかつ正しく記述できる新しい量子力学
的手法を開発し計算を行った． 

図 3 試作した 22GHz VLBI 電波望遠鏡 

 

図４ の 帯短基線 モニタ 
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 この計算を行った際に，反陽子水素生成断面積に小さ
いピーク構造が表れることを発見した．これを説明する
ために，WKB近似と uniform近似を導入した．そして，
生成断面積のピークは over-barrier 共鳴によるものであ
ることがわかった．さらに，ここで導かれた表式は
tunneling共鳴も含む一般の（原子衝突，化学反応，核衝
突，外場効果など任意の系の）形状共鳴に適用すること
ができる非常に便利なものである． 

 

7.2 多価イオンによる希ガス 2量体の多重電離 
 分子に低速（～核子あたり keV）の多価イオンが衝突
すると，分子内の電子は強い静電引力を受けて多重電離
状態が生成される．その結果，一般に分子は不安定にな
ってクーロン爆発を起こし解離する．最近，このような
現象が，散乱イオンと解離イオン対の 3重同時計数測定
による運動量画像分光に基づいて実験的に詳しく調ベら
れようになった．われわれは，実験から得られようとし
ている新しい知見を予言あるいは解釈するため，標的が
２原子分子の場合に多重電離の動力学を記述する物理モ
デル（3-center Coulombic over-barrier model）を開発して
理論的研究を行ってきた．さらにこのモデルを拡張して，

標的が希ガス 2量体の場合に適用して解析を行った．共
有結合分子と異なり，希ガス 2量体では 2個の希ガス原
子が離れて位置しており，すべての電子はどちらかの原
子に局在しているとみなすことができる．この物理的状
況を記述するようにモデルを定式化し，希ガス 2量体に
特徴的な多重電離の機構を見いだした． 

 最近，希ガス２量体の解離イオン対分布に関する初め
ての実験（9 価イオンとアルゴン２量体の衝突）がフラ
ンスの GANIL で行われ，その結果をわれわれのモデル
で説明することに成功した．その際，衝突の途中で多数
の電子が順に電離する過程において，準分子を形成して
いる電子が標的内のイオン芯電荷を部分的に遮蔽する効
果が重要であることを明らかにした．その後さらに 20

価イオンを用いて同様の衝突実験が行われ，それに対し
てもモデルに基づいて同様の解析を行った．入射イオン
の価数が大きいほど上述の遮蔽効果は小さくなると予想
していたが，実験の結果はそれと逆の傾向を示している．
この矛盾を解決するための試みとして，標的内のイオン
だけでなく入射イオンに対しても遮蔽効果を考慮するよ
うにモデルを拡張し，検討を進めた． 
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1. 太陽物理学 
 
1.1 概要 
 太陽グループは，太陽系空間に様々な形で影響を与え
支配する「太陽」を主な研究対象として観測的研究を推
進している．太陽大気プラズマガスは，フレアや噴出・
ジェットなど多種多様な磁気流体現象に満ちあふれた想
像以上にダイナミックな世界である．空間的に解像でき
る唯一の天体プラズマとして，磁場とプラズマが造り出
す大気ダイナミクス，フレア，コロナ加熱，周期的磁気
活動など，太陽・天体プラズマの基本問題の解明に取り

組み，さらには，太陽と太陽系との物理的つながりの理
解に向けた貢献を目指している．また，次世代の先進的
な観測の実現に向け，飛翔体や搭載する望遠鏡の技術開
発研究を推進し，2020年代前半に実現を目指す次期太陽
観測衛星計画の立案企画等も先導している． 

 

1.2 太陽物理学の研究 
1.2.1 太陽観測衛星「ひので」の観測運用 
 太陽観測衛星「ひので」の観測運用を研究活動と密接
にリンクして行っている．詳細は，SOLAR-Bプロジェク
トの研究活動報告の項を参照のこと． 
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1.2.2 「ひので」－IRIS の共同観測による波動散逸現場 
 2013年 6月末，NASA の太陽観測衛星 IRIS が打上げ
られ，8 月末より「ひので」との共同観測を開始した．
「ひので」可視光磁場望遠鏡（SOT）が得意とする高空間
分解能における動画観測と，それに匹敵する分解能で分
光観測が可能な IRIS の組み合わせにより，これまで「ひ
ので」単独では測定できなかった視線方向速度やライン
幅の広がりが得られるようになった．この性能と特徴を
活かし，太陽縁におけるプロミネンスデータを取得し解
析を実施した．「ひので」の画像からは，過去にも観測さ
れている振動現象が見られた一方，IRIS の視線速度情報
からも同様の振幅，周期の振動が観測された．また，振
動振幅の大きい場所（特にプロミネンス上部）ではライン
幅も広いという傾向が見られ，これは視線方向の重なりの
効果を含めても，乱流などの非熱的成分の存在を示唆して
おり，コロナ加熱の一端を捉えていると考えられる． 

 また，「ひので」のカルシウム線（低温プラズマ）と IRIS 

のシリコン線（やや高温のプラズマ）の位置－時間関係
を調べてみると，低温から高温に遷移する様子が明らか
となった．さらに，微細構造の鉛直振動（カルシウム線）
と視線方向（マグネシウム線）の振動に着目し，その位
相差を詳細に調べたところ，通常考えられる MHD 振動
（キンクモード）では説明できないものが見つかった．そ
こで，理論研究者と協力し，3次元 MHD 数値計算によ
りこの振る舞いについて詳細に検討した．その結果，マ
グネシウム線のスペクトルは微細構造表面の局所的な運
動を反映していることがわかった．また，このような振
動は微細構造表面でさらに細かい乱流的な構造を発生さ
せ，この乱流が振動のエネルギーを散逸させる働きがあ
ることを見出した．この観測結果とシミュレーションの
組み合わせにより，波動の散逸現場を特定したと考えら
れる．詳細については引き続き解析中である． 

 

1.2.3 白色光フレア（粒子加速）の観測的研究  
 「ひので」可視光磁場望遠鏡（SOT）がとらえた太陽
フレアの白色光発光に注目し，粒子加速機構を探ってい
る．まず，白色光発光がどのような条件で発生するのか，
その物理条件を探るために，ひので/SOTが観測した白色
光フレアと非白色光フレアについて，統計的な解析を行
った．白色光フレアでは非白色光フレアと比べてフレア
の継続時間が短いことや，硬 X線の放射強度が大きいこ
と，また 2本のフレアリボン間の距離が短いなどの解析
結果より，白色光フレアは大量の加速電子が短時間にコ
ンパクトな領域に降り込むことによって発生しているこ
とが分かった． 

 また，2012年 10 月 23 日に発生した X1.8 クラスフレ
アに伴った白色光の増光については，ひので/SOTだけで
なく極紫外撮像分光装置（EIS）のデータも用いて，各
白色光カーネルにおける白色光放射の温度分布や白色光
放射と非熱的電子の放出エネルギーの比較，そして紫外

線観測より見積もられる白色光カーネル上空の下降流
（電子密度の変化）との関係など詳細な解析を行っている． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 太陽表面対流による水平方向磁場輸送過程の解明 
 太陽の周期的磁気活動（太陽ダイナモ）を理解する上
で，太陽表面対流による磁場輸送は重要過程の一つであ
る．現在の理論モデルでは，対流による磁場輸送は単純
拡散項として取り扱われている．個々の磁極運動を解析
することで，その取り扱いが正しいのかの検討を行った．
本研究では，1）「ひので」可視光磁場望遠鏡（SOT）の
高空間分解能により個々の磁極を安定して捉えられるこ
と，2）地上観測よりも長時間同じ領域を観測できる衛
星観測の利点，3）大量の観測データ処理を可能とする
画像認識の利用，によって可能となった．解析の結果か
ら，少なくとも水平方向輸送について，単純拡散として
の取り扱いは正しくないことが示された．来年度以降で
は，異なる特徴を持つ領域の解析や磁気対流の磁気流体
数値計算との比較などにより，さらにその理解を深める
予定である． 

 

1.2.5 活動領域コロナ構造の分光診断 
 極紫外撮像分光装置（EIS）が 2007年３月 7日に取得
した極紫外分光データを解析し，太陽リムに位置する活
動領域に見られた暗い筋（dark lane）および低温コロナ
ループ（cool loop）の物理診断を行った．異なる温度（log 

T = 5.4 – 6.4）の輝線のスペクトルを用いて，電子温度，
ドップラー速度，非熱的速度を太陽リムからの高さの関
数として求めた．また，等温静水圧平衡状態にあるプラ
ズマを仮定して，密度スケール長から温度を決定した．
密度スケール長からの温度を輝線形成のピーク温度と比
較した結果，低温ループと暗い筋の構造は，スケール長
からの温度で最もはっきりと見えることが分かった．低
温ループの非熱的速度はループに沿ってゆっくりと減少
する（<7km/s）が，黒い筋構造では高さと共に非熱的温

図 1 太陽リム付近で発生した白色光フレアについて，3 色の連続
光（Red, Green, Blue）の測光から温度を診断． 
参考文献［K. Watanabe, et al. "Emission Height and Temperature 
Distribution of White-Light Emission Observed by Hinode / SOT from 
the 2012 January 27 X-class Solar Flare", ApJ, 776, 123, 2013］より． 
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度が急激に減少している．このように構造に沿った非熱
的温度の振る舞いの違いは，太陽表面近くでの波動の減
衰もしくは磁気リコネクションによる擾乱でそれぞれ説
明できる可能性を示唆している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.6 EUV 波動に対する低温度プラズマの応答 
 極紫外撮像分光装置（EIS）および SDO衛星搭載紫外
線望遠鏡（AIA）のデータ解析により，2011年 8月 4日
のフレアで発生した EUV 波（極紫外線で観測される伝
播する構造）を調べた．EUV波は太陽面に広がるように
伝わり，波面の一部が離れたところに位置した活動領域
（AR11263）を通過した．その瞬間を EISが分光観測でと
らえていた．今まで行われた解析では，コロナ輝線のみ
を使って調べられていたが，波動に対して低温プラズマ
がどのように応答するかは今まで調べられていない．
EISと AIAデータの解析によって，輝線強度やドップラ
ー速度成分の変化について，低温から高温にわたる異な
る温度で比較することが初めて行われた．コロナ温度に
て輝線強度の増加が起きる前に，より低温の温度にて強
度増加が発生することが明らかとなった．さらに，コロ
ナ輝線では 3km/s程度のドップラー速度が見られたのに
対して，より低温の輝線ほどドップラー速度（10km/s）
が顕著に起きていることが分かった．今後この観測結果
が物理的にどう意味するかを検討していき，EUV波の物
理的正体を明らかにしていく予定である． 

 

1.2.7 紫外線分光による極域ジェットの元素組成比の
決定 

 太陽極域に広がるコロナホールは，高速太陽風の源泉
と考えられているが，コロナホールで観測されるどの構
造が高速太陽風の駆動源であるかは特定できていない．
特に，コロナホールで頻発する極域ジェットが駆動源の
一候補として指摘されている．地球付近で行われる”その
場”観測からは，高速太陽風の元素組成比は光球の組成比
に近く，一方低速太陽風はコロナの組成比に近いと言わ
れている．今回「ひので」の紫外線分光データ（EIS）

と X線画像（XRT）を用いて極域ジェットの元素組成比
を調べることによって，その組成比が高速太陽風の組成
比と同じであるかを検証した．第一イオン化ポテンシャ
ル（FIP）が高い元素と低い元素の組成比率を EIS 分光
データから導出した．得られた組成比率は 0.7-1.0 であ
り，極域ジェットは光球の組成比に近いことが分かり，
高速太陽風との関係が示唆された．今後様々なジェット
について，FIP 組成比率がどうなっているのか，ジェッ
トの寿命に対して FIP組成比率に傾向が見られるか等に
ついて検討していく予定である． 

 

1.2.8 磁気中性線に沿った光球高速流と大フレア発生 
 非常に強力なフレア（X クラス）の多くは，δ型とよ
ばれる黒点の発達と密接に関係して観測される．δ型黒
点は，異なる極性の磁束が近接して存在し，それらが一
つの共通の黒点半暗部によって取り巻かれている黒点で
ある．異なる極性の間には，“シア”した磁場トポロジーが
形成され，これがフレアで解放される磁気エネルギーを
蓄えている．このような構造にて，普段は見られないよ
うな顕著な高速ガス流が観測されることには，それほど
意外性は感じられない．しかし，δ型黒点が現れる頻度
が少ないため，δ型黒点の内部において，どのような磁
場構造と関連して高速の流れが存在するか，またその顕
著な流れがフレア発生とどのような因果関係をもつか，
については観測的にも理論的にも理解が乏しい． 

 太陽観測衛星「ひので」は，2011 年以降活動度の上
昇に伴い X クラスフレアをとらえ始めた．可視光磁場望
遠鏡（SOT）のストークス・ポラリメータ（SP）による
磁場・視線速度場の精密計測は，その観測的な理解を初
めて可能にする．2012年 3月 7日の X5.4 フレアは，SP 

観測を主体とする観測中に初めて発生した大フレアであ
る．このフレアは，δ型黒点内に形成された磁気中性線
に関連して発生した．フレア中心付近を通る磁気中性線
では，光球層において太陽面に対して水平に配向した磁
場がフィラメント状に形成されていた．フレアのループ
足元である彩層リボンはこの磁気中性線の両端から成長
した．この水平磁場は，中性線にほぼ沿って存在し，ま
た 2-5km/s と大きなドップラーシフトが観測された．局
所的に磁束の増加が見られないことから磁気浮上という
よりも，磁気中性線に沿った水平磁束に高速のガス流が
励起されていると解釈できる．太陽面上の発生位置
（N18E31）を考慮すると，4-7km/s と光球での音速に匹
敵する高速流である．高速流はフレア発生の何時間も前
からフレア後まで長時間にわたって観測され，準恒常的
な流れである．この準恒常的な流れの先には立った磁場
が集積した磁極があり，この流れは磁極をゆっくりと押
し，“シア”した磁場をさらに“シア”させ，またエネルギー
解放のトリガーを起こしやすい磁場配意を形成するのに
重要な役割を果たしたことを発見した．類似の高速流
は，他の X クラスフレアを発生させたδ型黒点にも見ら

図 2 高さの関数としてプラズマ診断を行った 2 つの活動領域コロ
ナ構造． 
参考文献［K. -S. Lee, et al. "Spectroscopic Study of a Dark Lane and a 
Cool Loop in a Solor Limb Active Region by Hinode / EIS", ApJ, 780, 
177, 2014］より． 
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れるようであり，今後このような光球高速流がフレアの
エネルギー蓄積やトリガーにて果たす役割を詳しく調べ
ることが，フレア発生機構の解明や発生予測のために重
要であることが分かってきた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9 「ひので」観測と実験室プラズマ実験との共同研究 
 「ひので」観測がとらえたフレアや彩層ダイナミック
スは，磁気リコネクションが中心で働いていると信じら
れている．太陽フレアの磁気リコネクションは，「ようこ
う」の X線観測で得られた観測的証拠で揺るぎないもの
であるが，なぜリコネクションが高速に働くのか？など
基本的な物理的仕組みには未知な点が多い．「ひので」観
測によって，高解像度かつ高精密な磁場観測が可能とな
り，磁気リコネクション現象の磁場構造や動的な振舞い
を観測的に探ることができるようになった．しかし，磁
気リコネクションの X 点は，構造が小さすぎて，「ひの
で」の高解像度観測でも X点付近の物理診断は極めて難
しく，磁気リコネクションの核心に「ひので」観測のみ
で迫ることは難しい．それを補完する可能性があるのが，
実験室プラズマを用いた磁気リコネクション実験であ
り，X 点付近のミクロな物理状態を探る実験から得られ
る知見は，マクロな描像を与える「ひので」観測と比較
することによって，磁気リコネクションという物理現象
について全体を俯瞰することができ，有用である．今ま
で，東京大学大学院新領域創成科学研究科小野・井研究
室との間で定期的に研究会を開催（計 19 回に達した）
して研究交流を重ねて，磁気リコネクション現象を太陽
研究の視点や基礎物理の視点など多角的に討議してい
る．「ひので」観測による物理量をもとに実験室プラズマ
による再現実験（「ライトブリッジ」における彩層ジェッ
ト現象に着目し，東京大学 TS-4 球状トーラス実験装置
を用いてスフェロマク磁場と外部磁場との磁気リコネク
ションによって再現を試みる実験計測）などから成果が
得られつつある． 

 

1.2.10 可視光磁場望遠鏡（SOT）観測のリスト生成 
 「ひので」衛星による観測期間は 7年を超え，そのデ
ータは多種多様なものとなった．これからの科学的研究

では，これらの蓄積された科学データを最大限利用する
ことが必要となる．データ解析を行う上で問題となるの
は，蓄積された観測データから，ある研究を進めるのに
適した観測データが取得されているのかを容易に知る手
段である．取得されたデータを容易に把握できる仕組み
は，蓄積されたデータを最大限に活用した研究を促進す
る．この目的のために，可視光磁場望遠鏡（SOT）によ
る 2007年 10月から 2013年 12月までのおよそ 6年間の
観測データについて，撮像間隔，観測波長や観測対象な
どの観測情報をまとめた観測リストを作成した．また，
本観測リスト作成について，来年度の名古屋大学データ
ベース作成共同研究に採用され，観測リストの自動更新
を行うツール開発や研究コミュニティへの公開を行うこ
とを予定している． 

 

1.2.11 X 線望遠鏡（XRT）のコロナ温度診断能力の向上 
 X線望遠鏡（XRT）は，100万度から 1000万度以上の
コロナプラズマの温度診断をする能力をもつX線イメー
ジャである．この温度診断を可能にするために，
Narukage et al. （Solar Phys. 269, 169, 2011）は，打上げ
前に取得した地上較正データを用いて焦点面X線フィル
タの厚みを精度良く決定した．しかし， 活動領域やフレ
アの観測に良く用いられる厚めのフィルタ（med-Be, 

med-Al, thick-Al, thick-Be filters）は，較正データの X線
光量が弱く，精度が劣るものであった．そのため，飛翔
データを用いて X線フィルタの再較正を行った．複数の
X 線フィルタで取得した静かな活動領域のデータを用い
ている．この較正によって，XRTのコロナ温度診断がよ
り向上した精度で行うことができるようになった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 装置開発と将来計画 
1.3.1 次世代太陽観測衛星の概念検討 
 「次世代太陽観測衛星（SOLAR-C）」は，世界初とな
る彩層（プラズマβがほぼ１の大気）の磁場観測と，彩
層～コロナの高解像度観測によって，太陽の磁気活動の
全貌を明らかにする衛星計画である．SOLAR-C WGは，
国内太陽物理コミュニティが参加して組織され，米国・
欧州の主要研究者の協力も得て，ミッションの概念検討
を進めている．光学磁場診断望遠鏡（SUVIT）は解像度
の高い偏光分光観測によって，光球のみならず，これま

図 3 δ型黒点内の磁気中性線に沿って形成された水平磁場（左）
と顕著な光球高速流（右）． 
参考文献［T. Shimizu, et al. "High speed photospheric material flow 
observed at the polarity inversion line of a delta-type sunspot produc-
ing an X5.4 flare on 7 March 2012", PASJ, in press, 2014］より． 

図 4 2011年 6月 7日に発生した Mクラスフレアの X線観測．（c）
が再較正後の温度マップ． 
参考文献［N. Narukage, et al. "Coronal-Temperature-Diagnostic Capa-
bility of the Hinode / X-Ray Telescope Based on Self-consistent Calibra-
tion II. Calibration with On-Orbit Data", Solar Physics, 289, 2029, 2014］
より． 
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で困難であった彩層の磁場を測定する 1m を超える望遠
鏡である．また，太陽の活動現象を理解するには，光球
－彩層－コロナを磁場により結合された一つのシステム
としてシームレスかつ高い解像度で分光観測する必要が
ある．紫外線高感度分光望遠鏡（EUVST）は，エネルギ
ーを伝えると考えられる微細磁気構造を分解可能な 0.3

秒角で彩層－遷移層－コロナの大気をシームレスに分光
撮像観測を行う．X線撮像分光望遠鏡（XIT）は，0.2-0.3

秒角のこれまでにない高い空間分解能でコロナの広視
野・高頻度の撮像観測を行う．前年度に引き続き，ミッ
ション提案に備えサイエンス目的の明確化などを進める
とともに，高精度観測を実現する上で要となる姿勢制御
系などのシステム検討を継続して行っている． 

 

1.3.2 SOLAR-C 大型望遠鏡開発の技術的検討 
 光学磁場診断望遠鏡（SUVIT）は，口径 1.5m クラス
の大型光学望遠鏡と焦点面観測装置をつなぎ，近赤外か
ら紫外線域までの広範な波長範囲をカバーする．コリメ
ート光学系について，3 枚の非球面ミラーによる構成を
選定して保持構造の概念検討をおこない，グレゴリアン
望遠鏡と組み合わせた光学性能の実現性に目処をつけ
た．望遠鏡は 1.4m の口径をベースラインとして構造の
概念検討をすすめ，衛星とのインターフェースの最適化
をおこなった．また，望遠鏡主鏡の排熱について，これ
までの放射による排熱方式とヒートパイプによる排熱方
式を比較検討し，後者がよりリスクが少ないという結果
を得た．基本的な構成を絞り込むことにより，今後の望
遠鏡全体の具体的設計を可能とした． 

 日本が製作を目指す焦点面観測装置部（偏光分光器）
に関し，ダイナミックな彩層を診断する上で 2次元的な
分光情報を短時間に取得するための面分光装置の試作検
討をすすめた．接着剤で固定した試作ファイバーリボン
が温度に依存する有意な偏光を示すことが明らかとな
り，改善策の検討をすすめている．また並行して，細い
鏡の集合からなるイメージスライサーも面分光素子の候
補として検討，試作を開始した．近い将来には採否の判
断をおこなう．面分光装置を収容する焦点面観測装置の
光学系については，全系のベースライン光学設計案を得，
構造検討に向けて誤差配分の考え方を確立した． 

 

1.3.3 高信頼性回転駆動機構・焦点調節機構の開発 
 数秒以下の時間スケールで変化する現象を継続して観
測するためには，望遠鏡の光路中に入れる回転波長板（磁
場測定に必要）など，ミッションライフを通じて真空下
で数 100万－1000万回以上動作できる回転駆動機構が必
須であるが，国内で開発されておらず，焦点面観測装置
（SUVIT偏光分光器）の国内開発上，最大の障害となる．
必要な回数動作する回転駆動機構を手に入れるために，
国内メーカと共同で回転駆動機構の開発に取り組んでき
ている．本年度は，試作品の真空での駆動寿命試験によ

り，動作回数を延ばす取り組みを継続した．2012年度の
液体潤滑軸受の駆動機構に対する試験で，軌道上 1.1 年
運用に相当する 3500 万回まで回転動作した後回転トル
クが増大した事象が発生したが，検討により不具合要因
を特定した．これを受けて，回転駆動機構は，超精密な
薄肉大口径軸受を導入した設計変更を施した．この機構
に対して，第 3回の連続駆動・寿命検証試験を開始し（加
速条件で 2 年近く連続駆動させる予定），順調に進行し
ている．同試験では，駆動機構から発生するアウトガス
レートを正確に計測できる TQCM計測系を開発し，駆動
機構から発生するアウトガスを定期的に計測している．
また，同じく超精密軸受に交換した回転駆動機構試作品
（2 号機）を観測ロケット実験 CLASP 用フライト品とし
て国立天文台にデリバーした． 

 また，口径 1.4m の光学望遠鏡の結像性能を保証する
ためには，焦点面観測装置内部に焦点調節機構が必要と
なる．焦点駆動機構は，結像レンズを焦点方向に移動さ
せるリニアステージである．2012年度に寿命性能評価用
の機構モデル（BBM品）を制作し，本年度から真空環境
下での連続駆動試験の実施を始めた．±30mm のフル往
復運動を 2万回実施し，トルク計測から動作特性に変化
のないことを確認し，駆動機構として設計通りのものが
実現していることを確認している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 長寿命駆動試験を行う小型チャンバ内部：温度制御用箱内に
回転駆動機構 1号機を設置し，連続回転駆動させている．右上の側
面に TQCMを設置． 

図 6 焦点調節機構の真空環境下の駆動寿命試験．上部は焦点調節
機構をチャンバ外部から駆動するモータおよびトルクメータ． 
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1.3.4 光子計測型 X線望遠鏡の開発検討 
 「SOLAR-C」に搭載する X 線望遠鏡として，0.5keV

から 10keV程度の軟X線エネルギー域で光子計測機能を
もつ X線望遠鏡の開発検討を進めている．この光子計測
型 X線望遠鏡を実現する上で鍵となる，（a）サブ秒角の
空間分解能を持つ斜入射ミラーと，（b）良好な X線スペ
クトロスコピー性能をもち，かつ高速・低ノイズの読み
出しが可能な CMOS検出器，の 2項目についての実現性
を見極めるための検討を進めた．光子計測機能付き高分
解能 X線望遠鏡を実現する上で鍵となる，サブ秒角斜入
射ミラーについて，試作ミラーを完成し，SPring-8 にて
X線（8keV）結像性能評価を行った．これにより性能改
善項目を洗い出し，精密研磨工程の改善など，次年度の
研究内容の具体化を進めた．また，CMOS検出器は，検
出器メーカと技術協議を継続した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 国際共同観測ロケット実験 CLASP 
 「ひので」の詳細な観測により，彩層はダイナミック
な運動で満たされていることが解かった．しかし「ひの
で」を含む彩層観測の大半は撮像のみで，エネルギーの
輸送や解放に重要な役割を果たしているはずの磁場の測
定は，ほとんど行われていない．そこで，彩層磁場構造
の解明こそが太陽物理学のフロンティアであると考え，
ライマンα線（波長 1216Å）の直線偏光を～0.1% とい
う高い精度で検出し，量子力学的ハンレ効果を用いて彩
層・遷移層の磁場を直接計測することを目指した観測ロ
ケット実験 Chromospheric Lyman-Alpha SpectroPolar-

imeter (CLASP) を日・米・スペイン・ノルウェー・フラ
ンスの国際共同ミッションとして計画・推進している．
これは世界初の試みで，彩層・遷移層の磁場計測のため
の新しい観測手法と技術の検証・確立を目指している．
2015年のフライトに向けて，技術開発や検討を進めた． 

 

1.3.6 高速 CMOS センサ回路の開発 
 「SOLAR-C」の光学磁場診断望遠鏡で未踏の 0.1秒角

の高解像度を実現するには，衛星擾乱による画像ぶれを
抑える焦点面像安定化装置が重要である．特に，高速撮
像・画像相関処理により画像ズレをリアルタイムに検出
する「コリレーション・トラッカー」の高速化が重要で
あり，その実現を目指した CMOSセンサ回路の開発を行
っている．宇宙機搭載も視野に入る民生 CMOSセンサを
用いて，50x50 画素を約 1500 枚/秒で連続取得する回路
である．高速での画像の取得に成功し，今後取得画像の
ノイズ等の評価を行う予定である．また，製作した回路
をベースとして高速化の限界速度についても機上検討
し，約 2000枚/秒まで速度を上げられることが分かった．
「ひので」搭載の像安定化装置が 580 枚/秒であったのに
比べると，約 4 倍の向上が見込める．この性能は，0.1

秒角の高解像度をもつスペース望遠鏡の実現に向けた大
きなステップである． 

 

2. 宇宙プラズマ 
 
2.1 概要 
 宇宙プラズマグループは，太陽系空間を満たすプラズ
マガスの物理を研究対象とする者，プラズマ物理によっ
て支配される惑星磁気圏・電離圏を研究対象とする者，
太陽系における観測による知見を足場として普遍的な枠
組みでプラズマ宇宙観の構築に貢献する者から構成され
る．研究活動は，理論・シミュレーション研究，データ
解析，データを取得するための観測機器開発と広く展開
されている．さらに，衛星計画の企画等にも関わってい
る． 

 

2.2 科学衛星データ解析 
2.2.1 「あけぼの」 
 2014 年 2 月に，25 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は 2013

年 8 月に達成された．「あけぼの」衛星やその他の人工
衛星の長期観測データを用いて，地球にやってくる太陽
風とエネルギーの高い電子の関係が統計的に解析され
た．その結果，宇宙嵐時に電子の数が増えるためには，
スピードの速い太陽風の中に南向きを向いた磁場が含ま
れていること，オーロラの活動も数日間にわたって活発
になること等が示された．長期間蓄積したデータを生か
した，放射線帯の電子増大過程に関わる成果が論文等で
発表された． 

 

2.2.2 「GEOTAIL」 
 1992年の打上げ以来，「GEOTAIL」は素晴らしい成果
を出し続けている．時間分解能等の点においては後続の
欧米による衛星（ESA Cluster, NASA THEMIS）に劣る
ものの，興味深い領域を横切る軌道に 20 年近く留まっ
て観測してきたメリットは大きく，例えば，その空間サ

図 7 Wolter I型試作セグメントミラー．Pt蒸着後の写真．奥側が
回転放物面部，手前が回転双曲面部． 
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イズが小さいために衛星による遭遇確率がきわめて低
い，磁気圏尾部・磁気リコネクションのエンジン部（磁
気圏尾部全体は数十地球半径というスケールであるのに
対し，エンジン部のサイズは 100～1000kmである）通過
し，そのコアでのデータを取得し，その物理の解明に大
きく貢献している． 

 現在，世界で運用中の磁気圏観測衛星を足し合わせれ
ば，常に数機以上で地球磁気圏は観測されている状態に
ある．これは，長年の課題であった「時空分離」を可能
にする多点観測が可能であることを意味する．
「GEOTAIL」は，Cluster, THEMIS 等による多点同時観
測に参加することで，磁気圏現象の時空発展を理解する
研究にデータが提供されている．さらに，2015 年には
NASA が MMS という４衛星から成る編隊観測計画を開
始する．この計画では，衛星間距離を小さく取ることで
電子スケールでの物理を分解し，磁気リコネクションと
いう物理プロセスのエンジン部分を真に解剖しようとす
るものである．「GEOTAIL」は MMS が観測する領域の
周辺状況（マクロ物理的境界条件）を観測し，MMS の
観測を支援するだけでなく，データの相互参照からマル
チ・スケール物理観点からの新しい研究テーマの発掘を
可能にする．現在は，この準備を進めている段階にある． 
 

2.2.3 「れいめい」 
 「れいめい」衛星は，元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．2013 年度は，極域において，「れいめい」衛星
MACリム方向観測と地上レーダー（EISCAT等）との同
時観測によるイオン上昇現象ならびにオーロラ高度分布
の観測を行った．太陽風中の CME 影響下における時期
擾乱時（Kp 指数 5+ ～ 4）において，N2+上昇流に伴
う N2+増光の観測に成功した．同時の EISCATデータに
おいてもイオン上昇流が観測されていた． 

 

2.2.4 惑星探査機観測データ解析による木星・土星磁気
圏ダイナミクスの解析 

 惑星磁気圏のプラズマダイナミクスは，太陽風の条件
や惑星の自転速度，内部プラズマ源の違いを反映して，
多様なケースをもちうる．特に，木星・土星では，地球
と比して自転速度が大きいことや，太陽風のプラズマ
β・マッハ数が大きいことなどにより，プラズマ環境は
地球のそれと異なる面が多い． 

 例えば地球においては，昼側の磁気リコネクションが
磁気圏のダイナミクスを駆動する端緒となっていると考
えられるが，今年度，CASSINI衛星のデータを用いて土
星における昼側磁気圏界面リコネクションを解析したと
ころ，典型的なリコネクション電場は小さく，土星の電
離圏・磁気圏対流を駆動する主要因にはなりえないであ
ろう事が明らかになった．  

 また，土星の昼側磁気圏界面では，地球の場合と同じ
く，plasma depletion layer (PDL)と呼ばれるプラズマ密度
の小さい（磁場強度の強い）領域が観測されるが，この
現象の発現が，地球の場合と異なり，太陽風の磁場の向
きによらないという事がわかった．これは，土星磁気圏
界面が地球に比べてリコネクションを起こしにくいとい
う事を示唆しており，先の結果とも整合的である． 

 木星磁気圏に関しては，GALILEO 衛星のデータを用
いて，木星磁気圏夜側プラズマシートの共同研究を進め
た．一見分厚い（イオンの慣性長やジャイロ半径に比し
て）木星夜側プラズマシート内の電流層が，実は内部に
薄い構造を持つ，という事実は，木星磁気圏夜側のリコ
ネクションを考えるにあたって重要な結果であり，特筆
に値する． 

 これらのデータ解析の他，ISSIワークショップ（GIANT 

PLANET MAGNETODISCS AND AURORAE)の産物とし
て，GALILEO, CASSINIのデータ解析結果を多く盛り込
んだ木星・土星のレビュー論文を出版した． 

 

2.2.5 「かぐや」MAP-PACE 
 宇宙空間には様々な天体があり，その天体周囲のプラ
ズマの様子は固有磁場を持つ／持たない，濃い大気を持
つ／持たないで大きく異なっている．月はグローバルな
固有磁場を持たず，濃い大気も持たない天体の最も身近
な例であるが，その周囲のプラズマについては低エネル
ギーイオンのデータが殆ど無かった事から意外なほど良
くわかっていなかった．「かぐや」衛星搭載プラズマ観測
装置 MAP-PACE (MAgnetic field and Plasma experiment - 

Plasma energy Angle and Composition Experiment)は「か
ぐや」に搭載された 14の観測装置のうちの一つであり，
低エネルギー電子とイオンの 3次元分布関数の観測を，
100km 高度，50km 高度の極軌道，近月点高度 10km 程
度の楕円軌道で約１年半にわたって行なった．平成 25

年度に得られた新たな成果の一つに，地球磁気圏中にお
ける月周辺プラズマに関する観測成果が挙げられる．月
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は１ヶ月に 3－4 日の間地球磁気圏内に滞在する．地球
磁気圏尾部領域には，暖かいプラズマの存在するプラズ
マシートと呼ばれる領域が赤道付近にあり，プラズマシ
ートを挟んで南北に希薄で冷たいプラズマの存在するロ
ーブと呼ばれる領域がある．月が地球磁気圏中に滞在す
る間，多くの時間は磁気圏尾部のローブ領域に滞在する
が，磁気圏尾部がフラッピングと呼ばれる運動で月に対
して移動することから，頻繁にプラズマシート領域にも
出入りする．「かぐや」が月の昼側に滞在していた時に
は，プラズマシート，ローブの間の遷移領域では地球から
磁気圏尾部に向かうローブ領域の冷たいイオンや，プラズ
マシート－ローブ境界における冷たいイオンの加速，プラ
ズマシートの暖かいイオンなどが観測された．これらは過
去に地球磁気圏尾部の月軌道付近で「GEOTAIL」衛星が
観測したプラズマのデータとよく一致している．しかし
ながら，「かぐや」が月の夜側に滞在していた時には，「か
ぐや」が観測したデータは過去に地球磁気圏尾部で得ら
れた観測データと異なり，月の夜側ではローブ領域の冷た
いイオンは月に遮蔽されて観測されないということが初
めて明らかになった．そのかわり，衛星自体の静電ポテ
ンシャルによって加速されたイオンと，衛星と月面の間
のポテンシャル差によって加速された電子が同時に観測
されることのあることもわかった．これらの加速された
イオンと電子のデータを用いて，初めて月の夜側領域で
観測データのみから衛星自体の静電ポテンシャルと，月
表面の静電ポテンシャルの両方を同時に決定する事がで
きた．これは，将来人類が月面で活動する際に重要となる
月表面の静電ポテンシャルについての新しい結果である．
以上のようにMAP-PACEの観測によって月周辺プラズマ
環境が次第に解明されようとしており，これらの理解は，
大気をもたない天体と太陽風/磁気圏との間の相互作用
についての普遍的な理解につながるものである． 

 

2.2.6 ICI-3 
 2011 年 12 月３日にノルウェー・スピッツベルゲン島
のニーオレスンロケット実験場から RFE (Reversal Flow 

Event)に向けて打上げられたノルウェーの観測ロケット
ICI-3に搭載した低エネルギー電子計測装置 LEP-ESAに
よって取得されたデータの解析を行なった．ICI-3の主要
目的は，極域電離圏カスプ領域の RFE発生メカニズムの
解明，およびこれにより駆動されるプラズマ不安定性や
波動現象，イレギュラリティの因果関係を解明し，電離
圏プラズマに関する我々の理解を深める事にある．
LEP-ESAは 10eV-10keVのエネルギー範囲において電子
エネルギー分布関数を，方位角方向の分解能 22.5˚，時
間分解能 11msec/16energy step（または 22msec/32energy 

step）で測定できる．LEP-ESAは打上げ 180秒後の高圧
印加後正常に観測を行い，inverted-V 構造の加速電子や
１秒以下の非常に短い時間スケールのエネルギー分散を
持った電子などの興味深い観測結果が得られた．特に，

高時間分解能で降り込み電子データを調べたところ，時
間変化によって生じると考えられる，降り込み電子検出
開始時間のピッチアングル依存性が観測される場合のあ
ることが明らかとなった．これらのデータを詳しく解析
する事で，ロケット 1機の観測でも，得られたデータが
時間変化であるのか空間変化であるのか区別を付ける事
に初めて成功した． 

 

2.2.7 ISS 搭載 IMAP-GLIMS 
 国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟船外実
験プラットフォームに設置する「ポート共有実験装置
（MCE）」に搭載された 5 ミッションのうち，IMAP と

GLIMSの 2ミッションを担当する．定常観測を一年間継
続し，フルサクセスクライテリアを達成した．詳細は ISS

科学室 IMAP-GLIMS プロジェクトの研究活動報告の項
を参照のこと． 

 また，宇宙飛行士による夜間地球大気撮影を開始した．
ISS 与圧部からデジタルカメラを用いたリム方向撮影と
IMAP/VISI の天底方向を視野とした広視野・広波長域の
撮影を同時に行い，超高層大気の構造の３次元構造と時
間変化を観測する事が目的である． 

 

2.2.8 「ひさき/SPRINT-A」 
 「惑星分光観測衛星（ひさき/SPRINT-A）」は，地球周
回軌道から極端紫外光領域で惑星大気・プラズマを高分
散の分光撮像観測を実施する惑星観測用宇宙望遠鏡であ
る．観測対象は地球型惑星の流出大気と木星型惑星の内
部磁気圏プラズマの発光現象であり，大気進化プロセス
や高速回転系磁気圏内でのエネルギー輸送メカニズムに
迫ることが目的である． 

 衛星は 2013年 9月 14日にイプシロンロケット試験機
にて打上げられ，所定の軌道に投入された．初期チェッ
クアウト，初期運用を無事終了し，11 月 19 日に木星お
よび金星のファーストライトを取得した．定常観測運用
を開始し，主に木星と金星の連続観測を実施した．同時
に観測計画系およびデータ処理系を実稼働させ，計画的
な観測運用を開始した．また，2014年 1月にはハッブル
宇宙望遠鏡などと木星協調観測を実施した．木星オーロ
ラの空間構造と，「ひさき」によるオーロラとイオプラズ
マトーラスの極端紫外発光量の時間変化を捉えることに
成功した． 

 

2.3 数値計算・理論研究 
2.3.1 内部磁気圏の科学 
 磁気嵐・サブストームによる内部磁気圏の擾乱を理解
するには，衛星データの解析だけではなく，その内部磁
気圏が磁力線を介して繋がる地上での電磁場変動データ
や，数値モデリング研究との連携を強めていくことが必
要である．それを実行する組織として ERG サイエンス
センターを名大・STE研究所に大学連携共同研究拠点と
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して設置された．ERGサイエンスセンターでは，研究者
が快適なデータ解析研究を実施できるよう，高機能なソ
フトウエアや相互参照性の高いデータベースといった環
境整備を行いつつ，新しい視点による研究スタイルを促
進するためのソフトウエアの作成とそれを活用しての研
究が実践されることになる．初学者・若手向けにソフト
ウエア利用のためのワークショップを開催する等，ERG

の打上げ直後からデータ解析成果を出すことの可能な環
境を整備すべく，活動が行われている． 

 

2.3.2 原始惑星系円盤 
 惑星系形成論における最大の難問は，ダスト落下問題
と微惑星形成である．原始惑星系円盤内では，ダストが
集積して微惑星となり，それが集積して原始惑星，そし
て惑星へと成長するとされている．ダスト落下問題とは，
ダスト粒子が微惑星を形成する以前に，円盤ガスとの相
互作用によって角運動量を失って中心星に落下してしま
うというものである．微惑星形成問題は，自己重力不安
定を起こして微惑星が形成される高い程度にまでダスト
を集積させることは出来るのか，ということである．わ
れわれは，ダスト段階ではそのダイナミクスに対する円
盤ガスの影響が無視できないこと，一方で，ダストがあ
る程度集積すればガス・ダイナミクスへの反作用が無視
できないことに注目し，プラズマ物理において活用され
てきた数値モデル化のテクニックを活用したシミュレー
ションを実施して，ダスト段階での原始惑星系円盤の物
理の解明を目指している．具体的には，現在は円盤ガス
中に圧力バンプが存在する場合でのダスト濃集過程を調
査している．ダストの質量密度がガスのそれと同程度に
なるとガス圧力の空間分布を変形させる効果があるこ
と，その結果，圧力崩壊が起きダストをさらに濃集させ
るような流れ場が形成し得ること等を見出している． 

 

2.3.3 新しいMHD数値計算コード 
 MHD（電磁流体力学）は，宇宙プラズマガスの大規模
な振る舞いを「要領よく」記述する便利な体系である．
MHD 計算での最大の挑戦は，ミクロ物理（非 MHD 物
理）の効果を如何に取り込むのかということにある．ミ
クロ物理過程は，向きの異なる磁力線が短い間隔を挟ん
で向かい合う，薄い電流層中で発動する．そのため，MHD

コードにミクロ物理の効果を精度よく取り込むために
は，（1）そもそも，MHD の範囲内で，薄い電流層が形
成するダイナミクスを精度よく計算する解像度の高い計
算ができる必要があり，その上で，（2）計算上は解像し
ないミクロ物理の効果を，散逸として取り込むサブグリ
ッドモデルを構築する必要がある．本研究では，数値流
体力学分野で新規開発されたスキームが磁場のソレノイ
ダル条件の維持ということにも効果的であることから，
それを応用した MHDコードを開発した．さらに，乱流，
ショックといったテスト問題を経た上で，「高速磁気リコ

ネクション過程を再現できるか」というテスト問題にチ
ャレンジしている．  

 

2.3.4 プラズマ粒子コードによる成果 
 宇宙プラズマガスが，全体としては大規模に振る舞う
ときでも，その中に埋め込まれた鍵となるミクロ領域が
あり，そこで卓越する物理は MHD 近似では扱えない，
ということはしばしば起こることである．そのような場
合には，プラズマ粒子コードでの研究を実施する必要が
ある．磁気リコネクションは，その典型例である．ここ
では，粒子コードを用いて大規模な数値実験を行い，磁
気リコネクションのエンジン部分とその周辺領域がどの
ような相互作用をするのかを調査した．磁気リコネクシ
ョンの開始後，その効率はある期間の間に上昇するが，
リコネクション率が最大となるときにリコネクション・
エンジン内に溜まっていた磁束が急速に吐き出されてエ
ンジン境界での磁場強度が下がること，その後もリコネ
クション・ジェットに伸長とともにエンジン境界での磁
場強度は下がり続けること，ジェットが周囲のガスを押
しのけることができなくなってリコネクションが終焉を
迎える際には，短くなり続けるジェット中に磁場が溜ま
ること，それがリコネクション・エンジンのサイズを小
さくすること等がわかった．つまり，磁気リコネクショ
ン率の時間変化が周辺ガスとの相互作用で起きることは
想定されていたが，より具体的に，エンジン部分の内部
構造やサイズが周辺との相互作用で決まる様相が同定で
き，それがリコネクション率を決めることを理解できた． 
 

2.4 観測機器開発 
2.4.1 ICI-4 
  ICI-4はノルウェーの観測ロケットであり，2013年 12

月にノルウェーから打上げられる予定であった．しかし
ながら，ICI-4で使用する予定のロケットモーターが不具
合をおこしたため，ICI-4の打上げは 2014年 10月に延期
されることとなった．ICI-4に搭載する低エネルギー電子
の計測装置 LEP-ESA の開発は 2012 年度に行なった．
ICI-4の主要目的は，Flow Channel Eventに伴う後方散乱
現象・プラズマ擾乱の生成メカニズムを明らかにするこ
とである．Flow Channel Event は，地球磁気圏昼間側の
磁力線再結合によって生成される FTE（Flux Transfer 

Event）を含む磁力線のフットプリントで起こると考え
られており，上空では強い擾乱が発生する．開発を行っ
た LEP-ESAは 10eV-10keVのエネルギー範囲において電
子エネルギー分布関数を測定する．センサーはトップハ
ット型の静電エネルギー分析器で，主な構成は入口にコ
リメータ，内側にはエネルギー分析器トロイダル電極と
して働く 1ペアのトロイダル型偏向電極から成っている．
360度の視野角で，方位角方向の分解能は 22.5˚で，時間
分解能は 11msec/16energy step（または 22msec/32energy 

step）である．高時間分解能を実現するために，64チャ
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ンネルの高速アンプ及びカウンタを内蔵した ASIC を電
子の検出器部分に使用している他，高速掃引可能な掃引
型高圧電源も開発した．2013年度はこの観測装置の単体
環境試験，較正試験を実施した後，ロケットに組み込ん
での噛み合わせ試験を実施し，2014年度のフライトに向
けての準備を完了することができた． 

 

2.4.2 衛星搭載用磁力計の開発と試験 
 ジオスペース探査衛星 ERG 搭載磁力計（MGF）の
BBM の製作と試験を行った．ERG 搭載 MGF は，
BepiColombo MMO 搭載磁力計の一つである MGF-I を
元に設計したものである．ERGと MMOはともに高い耐
放射線性が求められ，MGFの設計の大部分は共通と出来
るが，ERGが測定する背景磁場は MMOよりも強く，ま
た大きく変動すること，低周波の電磁波観測の観点から
MMO よりも高いサンプリング周波数が求められるこ
と，電源の仕様が異なることなどから，磁力計としての
性能を損なわずに設計を変更する必要が生じた．これら
の変更箇所が，所定の性能を発揮することの確認が，
BBMの目的である．ノイズ特性，周波数特性，時間遅れ，
大振幅入力に対する反応は，所定の性能を満足すること
が確認された．一方，ΔΣ方式のアナログ－デジタル変
換器の直線性は，ERG磁場観測に必要な精度が出なかっ
た．直線性誤差の再現性が良いことから，地上較正の結
果で補正する方針を取ることとした．この結果を元に
2014年 2月に詳細設計審査を受け，適切に検討・設計が
行われているとの審査結果を得た． 

 

2.4.3 低エネルギーイオン分析器の開発 
 ジオスペース探査衛星（ERG）への搭載を念頭に 

10eV/q -25keV/q を対象としたイオンエネルギー質量分
析器（LEPi）を開発している．このエネルギー領域の粒
子観測はこれまで精力的に行われてきた．しかし，ERG 

衛星が観測を行う放射線帯内における観測は少ない．こ
れは高エネルギー粒子起源のノイズが問題となるからで
ある．そのため，検出領域を小さくできるような観測器
構造を考案するなどの対策を行っている．本年度は詳細
設計フェーズとなり，観測器試験モデル（EM）に対し
イオンビーム照射による粒子通過特性の取得，重水素ラ
ンプを用いた紫外線除去特性の取得のほか，各種環境試
験を行い良好な結果を得た．また，衛星バス機器との電
気インターフェース試験，熱試験モデル（TTM）による
熱真空試験を行った． 

 

2.4.4 同位体計測用質量分析器開発 
 惑星電離圏を始めとする惑星圏での同位体計測を目標
とする質量分析器の開発を行った．そこで大阪大学大学
院との共同研究により，マルチターン方式を用いて
m/dm > 3,000 の質量分解能を有した分析器の開発に取
り組んでいる．昨年度までに準備した，マルチターン型

質量分析器イオン光学系とマスゲート用スイッチング電
源に加えて，本年度は制御ボードと治具を準備し，全て
を組み上げた質量分析装置を用意した．これを真空チャ
ンバー内にセットし，残留ガスを使って性能試験を行った． 
 

2.4.5 中間エネルギー荷電粒子分析器の開発 
 0.1eV 程度から 10MeV 以上にわたる地球磁気圏プラ
ズマのエネルギーレンジのうち，中間エネルギー帯と呼
ばれる 10keV-200keV の領域に関しては，観測手法が十
分に確立されていない．そこで我々は ERG, SCOPEとい
った磁気圏探査に向けて中間エネルギー電子・イオン分
析器を開発している．2013年度は，両分析器の EM（エ
ンジニアリングモデル）を製作し，性能評価を実施する
とともに ERG 衛星を想定した環境試験（音響試験，振
動試験など）を実施した．EM の試験は次年度も引き続
き（温度サイクル，熱真空・熱平衡，衝撃試験等）実施
する予定である． 

 

2.4.6 観測ロケット搭載用高速ラングミュアプローブ
の開発 

 平成 26 年度夏期に打上げが予定されている観測ロケ
ットS-520-29号機に搭載する高速ラングミュアプローブ
の開発を行なった．この観測ロケット実験では紫外線，
電波，プローブを用いた測定という 3つの相補的手段を
組み合わせて，電離圏下部のスポラディック E層の空間
構造を立体的に観測する．この中で，高速ラングミュア
プローブはロケット位置における局所的な電子温度と電
子密度を測定するという役割を担っている．ラングミュ
アプローブは過去に数多く観測ロケットに搭載されてき
たが，今回の測定器は１秒あたり 8回の三角波電圧掃引
を行い，16 個/秒の電子温度・電子密度推定を可能にす
る高速サンプリングを行うことに特徴がある．典型的な
スポラディック E層の鉛直方向の厚さは 1～3 km程度と
されており，空間分解能に優れたデータを取得すること
で，詳細な空間構造についての議論を可能にすることが
重要である．平成 25 年度は本高速ラングミュアプロー
ブの設計および製作を行った． 

 

2.4.7 惑星大気圏・電離圏撮像のための迷光除去技術の
開発 

 非磁化惑星である火星の大気と太陽風の相互作用の理
解をすることは，火星が過去に経験した劇的な気候変動
の結果，二酸化炭素と水表が層環境から失われた理由を
探るうえで解決すべき課題である．そのためには，これ
まで提案されてきた多様な大気散逸機構を観測的に分別
し，各機構の太陽変動への応答を理解することが必要不
可欠である．太陽風と火星電離圏との相互作用領域にお
ける散逸する大気のグローバルイメージングが本質的な
観測である．しかし，惑星本体からの強烈な迷光を除去
し，微弱な拡散光を検出する技術が必要である． 
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 迷光除去システムとして，NASA 太陽観測衛星
STEREO などで既に実績のあるベーン構造バッフル技
術 [e.g., Buffington et al., 1996; 2000] に着目した．ベーン
構造バッフルの試作品を設計・製作し，要素実験を開始
した．ナイフエッジ型ベーン 3枚を用いて，要求値であ
る離角 1°で 10-7を達成することに成功した． 

 これまで観測が困難であった希薄な惑星外気圏の境界
領域の二次元撮像を可能とする鍵は，ノイズとして混入
する明るい迷光源を除去するこのような技術である．次
世代惑星観測機器に応用可能な技術としても期待できる． 
 

2.4.8 BepiColombo MMO搭載プラズマ波動観測装置
の総合試験と EMC試験 

 BepiColombo MMO に搭載され，初めて水星磁気圏で
のプラズマ波動計測を目指すプラズマ波動観測装置
（PWI: Plasma Wave Investigation）のフライトモデルを衛
星に組込んだ上での総合試験に参加している．機能試験
を繰り返し，ハードウェアの健全性，オンボードソフト
ウェア動作の検証を行い，順調な動作が確認された．一
方，プラズマ波動観測装置および，磁場観測装置が衛星
上で十分な観測性能を発揮できる環境が実現できている
ことを確認するシステム電磁適合性試験（システム
EMC）を行った．これは機上に搭載されたバス機器，お
よび，ミッション機器から発生するノイズが，プラズマ
波動観測や磁場観測に悪影響を与えないことを確認する
試験である．これまで，各単体の EMC 試験を行い，必
要に応じて改修を行ってきた各機器が，衛星に組み込ん
だ状態で，サイエンスのための計測に致命的な影響をあ
たえてしまうノイズを発生しないことを確認する最後の
機会となった．試験では ISAS 磁気シールドルーム内に
MMO 衛星を設置し，その周辺に，電界，磁界ノイズを
計測する EMC センサーを配置することによって行われ
た．そして衛星の立ち上げ，定常計測の状態において衛星
から発生するノイズとその変化に関する計測を行った．試
験の結果，観測に大きな影響をあたえるノイズの発生は認
められず，現状の状態で研究に供する観測データを産み出
す電磁環境にあることを確認することができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9 ERG 衛星搭載: 波動粒子相互作用解析装置  
 ERG 衛星に搭載される「波動粒子相互作用解析装置
（WPIA: Wave-Particle Interaction Analyzer）」のソフトウ
ェア開発に着手した上で，ERG衛星の EM総合試験に参
加し，そのハードウェア・ソフトウェアインターフェー
スの確認を行った．WPIA では，波動と粒子の位相を初
めて捉えることを目的とした観測装置である．このため，
プラズマ波動データとプラズマ粒子データに付される時
刻の相対精度が 10µsecで補償される必要がある．そのた
めにプラズマ波動観測装置が生成するタイミングクロッ
クを各プラズマ粒子センサーに配信して，それに同期し
たカウンタを各センサーに持たせることによって時刻精
度を実現させている．EM 総合試験では，プラズマ波動
観測装置のデジタル部と各粒子センサーデジタル部を，
ミッション部ネットワークおよび，タイミング配信のた
めの専用線で結び，同期信号が設計通り配信されている
こと，そして，その信号によって各粒子センサー内の時
刻カウンタが同期してインクリメントされ相対時刻精度
が実現できることを確認した． 

 一方，オンボードのソフトウェアで実現される WPIA

では，プラズマ波動の機上での calibration も重要な課題
であり，そこにおける位相エラーを最小にするためのア
ルゴリズムの開発が重要であった．特に ERG 衛星の重
要なターゲットであるコーラス波動はその周波数が連続
的に変化するため，十分短い時間のデータによって，
calibrationを実行する必要がある．そこで平成 25年度は
この calibration アルゴリズムを開発した上で，計算機シ
ミュレーションで得られたコーラス波動に対して適用さ
せることによりその動作の妥当性評価と検証を行った． 

 

2.5 将来計画の準備 
2.5.1 水星探査計画 
 水星探査「BepiColombo」計画を ESAとの共同で実施
するため 2016 年の打上げを目指して開発が進められて
いる．磁気圏探査を主とする MMOと表面探査を主とす
る MPO の 2 機構成であり，前者の開発に責任を持って
いる．詳細はプロジェクトチームの研究活動を参照のこ
と. 

 

2.5.2 ERG 
 ERGは，小型科学衛星第二号機として開発・製造がす
すめられている地球内部磁気圏探査機である．その目的
は，内部磁気圏における相対論的粒子を作り出す加速機
構を，「宇宙嵐」の文脈において理解することにある．
2016 年頃までの打上げを目指して開発が進められてい
る．ERG が期待されている役割は，2012 年の NASA・
Van Allen Probes（RBSP）衛星の打上げを契機とする，
次期太陽活動最大期における「全世界的内部磁気圏観測
キャンペーン」の最後期と，その後のフォローアップ観
測を担当することにあり，世界の動向における位置づけ

図 8 ISAS磁気シールドルーム内に設置されたMMO衛星（左）と，
発生するノイズを観測する各 EMCセンサー（右）． 
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も重要となっている．今年度は構造モデル・熱モデル・
エンジニアリングモデルを製作し各種試験を実施した．
その結果を反映し衛星・観測機器の詳細設計をすすめ，
詳細設計確認会を実施し，フライトモデル製造フェーズ
への移行が了承された．今後，フライトモデルの製造な
らびに噛み合わせ試験をすすめていく． 

 

2.5.3 MMS 
 MMS衛星計画は，米国の Sun-Earth Connection (SEC) 

Mission Roadmap上に載っている衛星計画であり，2015

年 3月の打上げを目指して準備が進められている．同一
構成の 4機の衛星から成る編隊飛行衛星計画で，地球磁
気圏の様々な領域において，複数衛星を用いた時間と空
間を分離した観測を行なう．MMS 衛星計画は，地球磁
気圏昼間側の磁気圏界面で発生する磁力線再結合の物理
素過程の解明を行なうことを最大の目的としている．
MMS衛星搭載 FPI (Fast Plasma Instrument) を構成する
センサーのうち，イオンのエネルギー分布を測定する
DIS (Dual Ion Sensor) の設計，製作，アセンブル，単体
環境試験，初期性能確認試験を担当したが，平成 25 年
度は米国において DISを衛星に組み込んで，総合試験を
実施した． 

 

2.5.4 SCOPE 
 SCOPE 衛星計画は，親衛星 1 機と子衛星 4 機の計 5

機からなる編隊飛行衛星であり，地球周辺宇宙空間を宇
宙プラズマ物理現象の実験室と見做し，そこでの精密な
「その場」観測から宇宙空間ダイナミクスの根源的理解へ
と迫ることを目指したミッションである．SCOPE編隊は
親-近子衛星ペア（中心の二機）とそれを取り囲む遠子 3

衛星からなり，親-近子間距離を 10～100km，親-遠子衛
星間距離を 10～5000km とすることで，プラズマ物理に
おける重要なスケールを網羅する．平成 23 年 10 月に
CSA との共同実施の見通しが立たないという事態にな
ったため，平成 25 年度には，超小型衛星を子衛星に用
いて SCOPE を実現する可能性についての検討を実施し
た．その結果，現存する 100kg級の超小型衛星を用いて
すぐに SCOPE を実現する事は困難ではあるものの，今
後 100kg 級の超小型衛星の開発を進めれば，SCOPE を
実現できる可能性のある事が明らかとなった． 

 

2.5.5 火星大気散逸観測計画の検討 
 かつて我々が「のぞみ」で目指した，非磁化惑星であ
る火星と太陽風の相互作用の理解は，海外の多くの探査
機が火星を踏破した現在でさえ，未だに成し遂げられて
いない課題である．火星が過去に経験した劇的な気候変
動の結果，表層環境から失われた二酸化炭素と水の行方
を明らかにするためには，太陽風が直接吹きつけること
による大気のはぎ取り（大気散逸）を理解することが不
可欠である．これまで提案されてきた多様な大気散逸機

構を観測的に分別し，各々の大気散逸機構の太陽変動へ
の応答を理解することによって，私達は初めて過去の大
気散逸量を推定する根拠を手にすることができる．この
目的は，2 機のオービター，すなわち散逸の「その場」
観測を担う衛星 Aと，散逸する大気の「グローバルイメ
ージング」および「太陽活動のモニタリング」を担う衛
星Bによる同時観測を実現することにより初めて達成で
きると期待されている． 

 火星からの大気散逸は，「のぞみ」の主な科学目標の一
つであったが，火星周回軌道への投入を果たせなかった
ために，今まで未解明の部分が多い課題として残ってい
る．2014年秋に火星軌道投入予定の米国 MAVENによっ
て，火星周辺のプラズマの総合的な観測が初めて実施さ
れ，物理メカニズムを理解する時代へと移行していくこ
とが期待されている．しかしながら，MAVEN 搭載のイ
オン観測装置では散逸イオンの粒子種を完全に弁別する
には不十分である．また，過去に演繹する為には，太陽
フレア，CME，CIRなど，特徴的な太陽活動現象が各々
の大気散逸機構に与える影響を理解することが不可欠で
あり，太陽変動を同時観測することが本質的に重要とな
る．しかし MAVENは，電離圏観測時と同時に太陽風パ
ラメータを全く抑えられないなどの単機プロジェクトで
あるが故の制約を抱えている． 

 本探査計画の特徴は，こうした制約を打破するため，
大気散逸の全体像と詳細特性を同時に捉える観測を衛星
2 機構成によって世界で初めて実現し，空間構造と詳細
特性を同時におさえ，散逸メカニズムの同定と総散逸率
の瞬時値の推定を可能にする．また，定常的に太陽風と
太陽放射パラメータをモニター観測することによって，
確度をもった過去への演繹を実現し，火星大気の散逸と
気候変動の関係を明らかにすることを目指している．
MAVEN 以前のミッションによってもたらされる「統計
的描像」から，本探査計画でもたらされる極端現象も記
述できる「瞬時描像」への質的転換は，幅広い時空間ス
ケールを内包する多様な散逸メカニズムの切り分け・解
明を可能とし，現在の観測から過去を推定するために不
可欠なブレークスルーとなると考えている． 

 平成 25 年度に行った主な検討とその内容・結果は以
下の通りである． 

 ①ミッション目的を達成するための軌道条件の成立性 

 本ミッションの科学目的は，火星に対し衛星を適切な
位置に配置することにより達成される．衛星 Aおよび衛
星 Bそれぞれ単体では，軌道パラメータを適切に選択し
て投入すれば，科学目的を達成するための軌道の実現は
十分に可能性があることが結論付けられた．衛星 A・B

相対位置の実現検討を次年度に行う予定である． 

 ②衛星システムメーカの支援を受けた，衛星システム
の概念設計 

 現在想定している観測機器およびそれを運用するのに
足るバスシステムを搭載した衛星を 2024 年 9 月に H2A
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で打上げることを仮定して，検討を行った．衛星 Aはス
ピン軸方向＝HGAの指向方向であるスピン衛星，衛星 B

はクローズアップ撮像のためのサンシェードを持つ三軸
安定衛星となった．観測機器配置，重量，電力には実現
可能性の見込みがあることが確認された一方で，ミッシ
ョン目的を達成するためのデータのダウンリンクおよび
巡航軌道中の熱設計に検討が必要であることが明らかに
なった．これらの課題を次年度に検討する． 

 ③本ミッション計画の主要機器の一つである，クロー
ズアップカメラの迷光除去システムの要素試験 

 クローズアップカメラの要素試験を行い，ナイフエッ
ジ型ベンを 3枚配置することによって離角 1度で 10-7の
減光率を達成し，本ミッションの観測要求を満たすこと
を確認した． 

 

2.5.6 観測ロケット S-520-29 号機実験 
 電離圏下部に発生するスポラディックE層の空間構造
の立体観測を目的として，観測ロケット S-520-29号機実
験が平成 26 年度夏期に予定されている．この実験では
紫外線および電波によるリモート観測，プローブによる
「その場」観測という 3 つの相補的な測定手段を組み合
わせて，スポラディック E層の詳細な空間構造を観測す
る．平成 25年度は実験の関係者を召集しての計画会議，
設計会議，確認会議を開催し，その後にロケットに搭載
する観測機器の設計と製作を行った． 

 

2.5.7 JUICE 
 JUICEとは，欧州を中心とする科学コミュニティによ
って提案され，ESA が 2012 年２月に選定した木星系探
査計画である．探査対象は，（1）ガス惑星・木星そのも
の，（2）木星周辺の宇宙空間，（3）ガニメデ，エウロパ
らの氷衛星，である．2020 年の打上げ，2030 年の木星
到着，2032年のガニメデ周回開始，という予定で進めら
れることになっている． 

 JUICE提案書の大元となった LAPLACE提案書の作成
には，日本からの少なからぬ貢献があった．当時は，ESA

が提供する探査機と同時に JAXA からも探査機を提供す
ることを考えていた．その後，ESAが単独で探査機を提
供することが現実的となってきたことから，ESA機に搭
載される観測機器に日本から貢献することへ，探査計画
企画活動の重心は移った． 

 2013 年度は，小規模プロジェクトの募集に対して
JUICEの提案を行った．並行して，プリプロジェクト化
の準備として，プロジェクト計画書の作成を進めた他，
ハードウェア提供４チームの開発進捗状況を把握すると
共に，各機器の開発支援を実施した．また，ハードウェ
ア提供４チームについては，欧州 PI側との調整を進め，
ハードウェア提供部分のそれぞれの要素開発を実施した
他，システム機器である伸展マスト（磁力計を搭載する
ための伸展物）を日本から提供する可能性が浮上したた

め，提供の可否についての検討も実施した． 

 

2.5.8 HISAKI/EXCEED 
 小型科学衛星 1 号機（HISAKI/EXCEED）は，極端紫
外光領域にある惑星大気光を地球の周回軌道から分光撮
像する計画である．観測の対象は，地球型惑星から流出
する大気と木星型惑星の磁気圏プラズマである．平成 25

年 9月にイプシロンロケットにより打上げられた． 

 観測機器は正常に動作し，2013 年 12 月から定常観測
に入った．2014年 1月にはハッブル宇宙望遠鏡と協調観
測を行った．木星のオーロラとイオプラズマに関するデ
ータを得，2014年 3月から金星大気の観測を行っている． 
 木星の観測から得られたスペクトル画像から，内部磁
気圏内の高温電子の割合を導き出すことに成功し，成功
基準のひとつを達成した．また，オーロラとイオプラズ
マトーラスの増光の時間差を図ることにより，木星磁気
圏内の動径方向のエネルギー輸送プロセスについて新し
い知見を得た．ミッションのフルサクセスに該当する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 金星ファーストライト．ジオコロナのほかに，炭素原
子，炭素イオン COの fourth positive bandが見える． 

図 10 木星のファーストライト．縦に見える筋はジオコロ
ナ．それ以外は木星のイオトーラズまたはオーロラ光． 

図 11 ひさき（EXCEED）の観測予定．木星に続き，金星，
火星，水星と観測ターゲットを変更してゆく． 
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3. 惑星大気 
 
3.1 金星大気 
3.1.1 地上からの偏光撮像観測 
 金星雲層構造はダイナミックに変化するもののそれら
の駆動源はよく分かっていない．トランジェントな現象
を捉えそのメカニズムを解明するために，金星大気を継
続的にモニターする観測が必要である．「偏光観測」は，
大気上層のエアロゾルの性質や分布に特に敏感な手法で
ある．飛騨天文台（京都大学大学院理学研究科附属天文
台）の口径 65cm屈折望遠鏡に HOPSと呼ばれる装置を
装着して観測を行う．HOPS（Hida Optical Polarimetry 

System）は川端潔（現東京理科大学名誉教授）を中心と
したグループが 2000 年頃から開発を手がけた装置で，
惑星の二次元偏光度マップを得ることができる．ISAS惑
星大気グループの手によりこれの光学系を（CCDカメラ
の更新に伴い）若干手直しし，2012年 5月から連続観測
を開始した（同天文台技術職員仲谷善一氏のご協力によ
る）． 

 2012年は 5月，8月，10月に観測を実施．続いて 2013

年には 7 月，8 月に観測を行った．これにより太陽位相
角 39°～129°の範囲をカバーするデータセットを取得し
た（図 12）．観測波長は青（438nm），緑（546nm），赤
（650nm），赤外（930nm）の 4 種類であるが，2012 年 5

月の観測のみ赤外が欠けている．図に示したのは赤
（650nm）における金星偏光度マップである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年度はこのうち 2012年度のデータ（赤道帯と極域）
を調べた結果，偏光の中立点位相角（直線偏光度がゼロ
になる位相角）が 1980 年代のパイオニア・ビーナス周
回機（PVO）による観測結果と異なっていたことを報告
した．今年度は新たにデータ点が加わり位相角をカバー
する範囲が増えたこと，偏光ベクトルを扱える放射伝達
計算プログラムが完成したことにより，詳細解析を行っ
た． 

 まず各位相角毎に赤道域（緯度±20°），北極域（+60°
以北），南極域（-60°以南）について偏光度を積分した．
さらに各観測ランで利用可能なデータ（たとえば 2013

年 7月なら 5セット）を平均化することで S/Nを高める．
こうして得られた偏光度の位相角依存性（位相曲線）の
うち極域に対するものを図 13に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に，得られた位相曲線を再現するような雲層モデル
の構築を行った．半無限の雲層（粒子は Hansen & 

Hovenier にしたがい，有効半径 1.05µm のもの）の上に
薄いヘイズ層を置いた．このヘイズ粒子の有効半径 reff,h

と光学的厚さ !h の二つを自由パラメータとして変化さ
せ，観測データとの合致を評価したのである．光学的厚
さ !hは波長につれて変わるので，赤外（930nm）に対す
る値を主パラメータとし，他の波長については各々に応
じた値に換算し放射伝達計算を実行している．すべての
粒子は球形と仮定し，Mie散乱を用いている． 

 結果は図 14 に示すとおりで，北極域に対しては !h = 

0.09が，南極域に対しては !h = 0.05がベストフィットと
なった．このときのヘイズ粒子有効半径 reff,hは北極域で
0.22µm，南極域で 0.20µmであり，大きな差はない．PVO

期間の値（Kawabata et al., 1980; Sato et al., 1996）と比較
すると，次のようなことがいえる． 

 1. 極ヘイズ粒子の有効半径 reff,hは，PVO期間（0.23 - 

0.25µm）と HOPS期間（0.20 - 0.22µm）でほぼ同じ
である（誤差バーの範囲）． 

 2. 極ヘイズの光学的厚さ !h は，PVO 期間のうち
Medium（0.10 程度）または Thin（0.05 程度）とさ
れるものに近い値を得た． 

 この「比較的に薄い」ヘイズは，雲層より上の SO2が
近年減少傾向にあるという報告（Marcq et al., 2012）と整
合的である．われわれはその後の観測で，ヘイズはさら

図 12 HOPS による金星二次元偏光度マップ（2012～13 年の観測
期，波長 650 nm）．ストークスパラメータ(I,Q,U,V)のうち-Q/Iをカ
ラー表示している．内合に近く視直径の大きかった 2012 年 5 月だ
け半分に縮小してある． 

図 13 北極域，南極域に対する偏光の位相曲線サマリー．930nmに
対しては位相角 129°データが欠けている（観測がない）． 
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に減少しほとんどその存在を確認できないほどになって
いる様子をとらえている．さらなる偏光データ取得の継
続とこうした現象が金星大気に対してもつ意味を明らか
にすべく研究してゆく予定である． 

 なお本項の成果は，榎本孝之修士論文（総合研究大学院
大学物理科学研究科宇宙科学専攻）としてまとめられた． 
 

3.1.2 地上からの近赤外線撮像観測 
 金星探査機「あかつき」は 2015 年末に金星に再会合
する．当初の軌道計画とはだいぶ異なる周回軌道となる
ことが予想され，サイエンスの作戦も練り直しが必要で
ある．一方，地上からはさまざまな機器で多様な波長で
の観測が可能となっており，「あかつき」の補佐となり得
るだろう．たとえば周回軌道の大半で「金星昼面が多く
見える」場合，IR1 カメラや IR2 カメラの夜面観測には
とても不利である．軌道周期が 1週間にもなれば「昼面
しか見えない」状態が何日も持続するわけで，地上から
バックアップとして夜面観測をするような補佐は十分に
考えられるのである． 

 その観点から，波長 2.26µm で金星夜面を観測できる
手段を開発した．オリジナルは木星の赤外線オーロラ（波
長 3.4µm）を観測するために開発してきた NIIHAMAカ
メラ（図 15）に波長 2.26µm フィルターを装着したので
ある．NIIHAMAカメラの特徴は以下の通り． 

 ＊あかつき IR2カメラと同じ PtSi検出素子（三菱電機
製，1024×1024画素）を使用． 

 ＊読み出しエレクトロニクスとして汎用性の高い
COGITO3を使用（制御用 PCとは VMEバスインタ
ーフェイスにより接続）． 

 ＊住友重機械製スターリング冷凍機（民生品）を 2台
使用（1 台は検出器冷却，もう 1 台は光学ベンチ全
体を冷却）．これにより検出器温度 65K，光学系温度

190Kを実現． 

 ＊観測用フィルターは J, H, K, H3
+（波長 3.4µm），金星

（2.26µm）を備える． 

 ＊全重量 30kg 程度と比較的小型であり，口径のさほ
ど大きくない望遠鏡にも適合する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この NIIHAMAカメラを 2013年 11月，米国ハワイ州
に向けて輸出した．受け入れ先はハワイ大学天文学研究
所（マウイ島）である．マウイ島のハレアカラ山頂天文
台施設にある SOLAR-C 望遠鏡への装着を，同研究所の
Prof. Jeff Kuhnが了承してくれたのである． 

 SOLAR-C望遠鏡は口径 45cmの軸外しグレゴリアン式
というやや変わった反射望遠鏡である．この望遠鏡は名
前が示すとおり太陽観測を目的に作られたもので，高い
コントラストを実現するため「散乱光の原因となる」光
路中の障害物を取り除く意図からこのような構造をとっ
ている．実は光路中の障害物は熱赤外線領域では大きな

 

図 14 モデル位相曲線と観測との比較．赤色の曲線がベストフィット（詳細はテキストを参照）． 

図 15 NIIHAMA カメラと真空ポンプ．小型ポンプの排気容量で十
分なため，山頂天文台で観測直前まで真空引きを行うことができる． 
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ノイズ発生源となるもので，その意味で木星赤外線オー
ロラ観測にもこの構造は適しているのである．そのこと
が大きな理由となって，NIIHAMAカメラを SOLAR-C望
遠鏡に装着して使う交渉が始まり，それが実現したので
あった． 

 2013 年 12 月，米国での輸入通関手続きにやや手間取
ったが現地で NIIHAMA システム一式を受領．山頂望遠
鏡への装着作業に入った．望遠鏡の機械部分に合わせた
インターフェイスプレート，鏡筒中に置く光路折り曲げ
用のミラー，リレーレンズ（CaF2材）やそのフォルダー
（角度調整機構付き）などは事前に打合せをし，適合する
ものを製作しておいた．幸い，致命的なインターフェイ
スの齟齬が発生することはなく，無事に NIIHAMA カメ
ラは SOLAR-C望遠鏡へ取り付けられた（図 16）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ファーストライトでは木星・金星の撮像を行った．図
17 に波長 2.26µm における金星画像を示す．左側がオリ
ジナル画像であり，これだけからは夜面の発光はほとん
ど分からない．そこで，波長の近い Kバンド・フィルタ
ーを用いた撮像も実施し，2.26µm 画像から K バンド画
像を差し引く処理を施した．こうすることで明るい昼面
から夜側へもれだす迷光を軽減することができ，夜面の
発光（下層大気からの熱赤外線で雲の濃淡ムラがシルエ
ットとして見える）を示すことができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 口径 45cm望遠鏡による金星夜面撮像は，ほとんど「最
小口径」記録ともいえるものであり，望遠鏡時間が比較
的多くとれること，標高 3000m級の山頂にあることなど
から，「あかつき」に対する有力なバックアップ装置とな
ることが期待される． 

 なお NIIHAMA カメラの開発・設置は科学研究費補助
金基盤研究（B）（2012～2014年度，課題番号 24403009）
により行っている． 

 
3.2 火星大気 
3.2.1 将来着陸探査のためのダストイメージャ開発 
 火星の気候と気象を大きく支配するダストについて
は，その重要性は認識されているものの，形状やサイズ
などに関する知見は少ない．ダスト粒子を直接に撮影し
たのは過去，Phoenix着陸機搭載の原子間力顕微鏡 AFM

によるわずか一例があるのみである．多数のダスト粒子
について直接にその形状を撮像したりサイズ分布を計測
する，そのような装置開発を目指し基礎実験を行った． 

 基本構造は極めて単純で，「裸の CMOS センサを上向
きに放置し，そこに沈降したダストを太陽光を光源とし
シルエットとして撮像する」のである．今日では携帯デ
バイス搭載のカメラ用に小型で多画素の CMOS が多く
流通している．実験に用いた OmniVision 社 OV2640 は
2Mピクセルの CMOSセンサで，ピッチは 2.2µmである．
したがって，数ミクロン以上の大きさのダスト粒子なら
ば，その姿を捉えられるであろうと考えた． 

 実験装置を図 18に示す．Arduinoという実験ボード，
ArduCAM Shieldというアドオンボード，そして OV2640 

CMOSセンサボード，すべて極めて安価な市販品の組み

合わせだけからなる．CMOSセンサはレンズ，レンズハ
ウジング，そしてセンサ直上のカバーガラスを取り外し，
完全に「裸の CMOS」としてある．これに試料（サハラ
砂漠の砂）をまき撮像した作例を図 19 に示す．驚くほ
ど明瞭に粒子が写り，拡大してゆくと 4～5µm レベルま
で分解できている．この分解能は実は，極めて妥当な結

図 16 SOLAR-C 望遠鏡に装着した NIIHAMA カメラ．赤道儀の東
側フォークに取り付けている． 

図 17 NIIHAMAファーストライトで取得した金星．Kバンド画像
を引くことで，夜面模様が見えた． 

 

図 18 ダストイメージャ BBM： Arduinoに ArduCAM Shieldを
アドオンし，OV2640 CMOSセンサを搭載している． 
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果である．というのは，カラーCMOSセンサはベイヤ配
列と呼ばれる RGB のフィルタがセンサ面に取り付けら
れており，2×2のマトリックス（Gが 2画素，Bと Rが
1 画素ずつ）を用いてカラー化，それを再び元の画素数
に直している．したがって，実際の分解能は画素ピッチ
の 2倍になっているからである． 

 この結果から，ダストのシルエットイメージングは有
望な手段であると考えられる．今後は，ベイヤ配列の各
画素を（CMOS のオンチップ演算を経ない）RAW 画像
として読み出すこと，各種の環境耐性を調べる試験を行
うなどして，将来の火星着陸ミッションに対する測器と
しての実現性を高めてゆく． 

 
3.3 地球大気 
3.3.1 観測ロケット実験 
 電離圏 E 領域（高度 70～130km）と F 領域（130～
300km）の相互作用の解明を目的とし，S-310-42 号機と
S-520-29号機の 2機の観測ロケットを用いて電離大気と
中性大気の総合観測を行う実験を 2013 年 7 月に実施し
た．主な実験結果は次の通りである． 

 ・中性大気風の推定を目的として，S-310-42号機では
ロケットの上昇時および下降時の高度 60～140km

付近において TMA（トリメチルアルミニウム）を，
S-520-29 号機では下降時の高度 120～100km 付近に
おいてリチウムをそれぞれ放出し，これらの発光を
地上観測点（内之浦，種子島）及び JAXA 実験用航
空機「飛翔」から観測することに成功した． 

 ・ロケットに搭載した観測機器により，局所的な電場，
磁場，電子密度，電子密度擾乱の観測を行うととも
に，ロケットから送信されるビーコン電波を地上局
で受信することでロケット－地上間の全電子数の観
測を行った． 

 ・リチウムが月光の散乱光により発光する様子を撮影
したのは世界初で，今後は夜間電離圏 F領域での中
性大気風観測手法として様々な実験への適用が期待

できる． 

 ・本実験で得られたデータを用いて，１）電離圏 E領
域および F領域に発生するプラズマ擾乱発生の因果
関係，2）電離圏 E 領域-F 領域間の電磁気的つなが
り，が詳しく議論される． 

 

4. 固体惑星 

平成 25年度は，「かぐや」のデータを利用した月の科学，
「かぐや」後継機 SELENE-2の科学観測機器・着陸地点及
びミッションシナリオの検討，ペネトレータ技術開発とミ
ッション検討を行った．また小惑星探査関係では，キュレ
ーション設備の実運用及び国際公募研究の推進，「はやぶ
さ」後継機「はやぶさ 2」搭載観測器の開発を行った． 

4.1 月探査 
4.1.1 かぐやのデータを用いた月科学 
4.1.1.1 月光学撮像観測（LISM） 
 「かぐや」に搭載された，月光学撮像観測（LISM）の 

データ解析を継続した．結果として以下のような成果を 

あげている. 

1）月表面に存在する縦穴について温度構造や被隕石衝
突確率などを評価した. 

2）LISMデータの補正・校正精度に関する評価を引き続
き行うとともに,チャンドラヤーン 1号搭載のM3，SIR-2

との輝度・反射率精度向上を行った． 

3）月高地地殼の主要元素の算定を行い，月地殼成長モ
デルを検討した． 

4）月面のクレータ分布関数を再評価した． 

5）月面オリエンターレ盆地の年代を評価した． 

6）地形カメラデータを基にした月面標高データと，
SELENE 高度計，LRO 高度計による標高データとの差
異を解析評価した． 

7）月面地形データの，水平精度・高度精度を向上させ
て，月全球のラフネス解析を行った． 

8）LISMデータと SELENE搭載 LRSデータを比較検討
し，月の海の地下構造を解析した． 

 

4.1.1.2 月重力場観測（RSAT/VRAD） 
 「かぐや」および子衛星「おきな」「おうな」に搭載さ
れたリレー衛星中継器（RSAT），相対 VLBI 用電波源
（VRAD）による月重力場のデータ解析を継続し，高度計
データ等との比較による月の内部構造の解明を行った．
またこれらの解析結果に基づいて ,次期月探査
SELENE-2 計画における相対 VLBI 観測，火星複合探査
MELOS 計画における火星回転計測等の，宇宙測地観測
における回転変動の推定精度解析を行い,ランダの着陸
地点やオービターの軌道・運用への制約条件を明確化し
た． 

 本年度は特に，重力場データと地形データに，熱進化

図 19 試料（サハラ砂漠の砂）を CMOS センサ上にまき，それを
シルエットとして撮像した作例．右の画像を 10 倍に拡大したのが
左上，さらに 5倍（トータル 50倍）拡大が左下の画像である．4～
5µmサイズまで分解している． 
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モデルを粘弾性変形の解析に取り込むことにより，衝突
盆地の地形緩和や海の大規模な変形の様子を明らかにし
た．また，次期月探査計画 SELENE-2において，月重力
場のより高精度な観測を実現するための機器構成のう
ち，特に技術的キーとなるアンテナの耐低温性設計を行
った． 

 

4.1.2 ペネトレータ技術開発とミッション検討 
 我々が開発を進めているペネトレータは秒速 300m 程
度で月惑星表面に貫入させて観測を行うハードランダー
プローブである．2010年の 3月にペネトレータ本体部の
技術開発を完了させた後，国際ミッション共同で実現す
るために重要な技術要素である，3 軸姿勢制御衛星から
ペネトレータを安定して分離させる機構や新たな搭載機
器の開発を進めてきた． 

 国際共同ミッションでペネトレータネットワークによ
る月惑星の内部構造探査を優位に進めるため，
end-to-endの技術実証を目的とした 2013年度イプシロン
搭載科学ミッションに提案すべく，単機による先鋭化さ
れた科学目的，衛星システムの軽量化などを検討した．
従来のスピン分離方式，SLIM で検討を進めているバス
系技術の取り込みによりペネトレータ単機での成立解を
示すことができた．しかし，単機ではミッションのリス
クが高いため 2 機搭載に向けて更なる検討を進めてい
る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 SELENE-2 検討と搭載機器開発 
 JAXA では月の科学探査と利用可能性調査を行うため
に月面に着陸して周辺を移動探査する技術を開発・実証
する探査機として SELENE-2 計画の検討をしている．
2007年 6月に SELENE-2プリプロジェクトが認められ，
現在，概念設計（Phase-A）活動を実施している． 

SELENE-2のミッションは， 

 1．将来の月面活動に必要な着陸技術と表面移動技術，
越夜技術の開発・実証 

 2．「その場」観測による月の科学探査と月の利用可能
性調査「その場」観測による月表面物質の科学探査
と月の利用可能性調査， 

 3．上記を通じての国際貢献と国際的地位の確保， 

と定義されている．固体惑星グループでは科学探査の部
分について，科学的目標と各観測装置候補の機能・性能
のとりまとめや調整を行っている．また主力搭載機器候
補である月震観測システム，分光カメラを国内外の大学，
研究機関との連携のもと，主導的に開発・研究を推進し
ている． 

 SELENE-2では着陸機・ローバによる地質精査と内部
構造探査を行う事で検討を進めており，本ミッションを
通じて以下のような科学データが得られると期待される． 
 1．分光撮像などによる着陸地点近傍の詳細な地質，

鉱物構造 

 2．月震や測地学観測による中心核や地殼・マントル
などの月内部構造データ 

 3．熱流量測定や電磁探査による月内部の熱構造デー
タ 

 4．放射線，ダストなどに関する月面環境の様相 

 

 なお，地質構造の正確な年代決定や物質進化過程の精
密化にはサンプルリターンを行い，月の石を分析するこ
とが必須である．このため SELENEシリーズの後継機で
は帰還技術の実証と合わせて月面物質のサンプルリター
ンを行う必要があると考えられる．SELENE-2ではこの
プリカーサーになる技術，科学的知見を得ることも視野
に入れ検討している. 

 ターゲットとなるサイエンスは着陸地点にも大きく左
右される．プリプロジェクト下に設置した着陸地点ワー
キンググループによる活発な議論を経て現在，5－6地点
程度にまで絞り込みがなされた．現在これらの検討結果
を考慮したシステム検討，およびミッションシナリオの
詳細検討を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 ペネトレータ分離機構要素試験実施状況 

図 21 SELENE-2ミッション想像図 
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4.2 小惑星探査 
4.2.1 はやぶさ試料キュレーション 
 キュレーション設備には雰囲気遮断で試料を取り扱う
チェンバーと，超高真空下で試料を長期保管する保管庫，
試料の観察・分類用の電子顕微鏡，コンテナ取り出し作
業や器具類の洗浄を行う加工・洗浄機能，真空排気系や
高純度の窒素ガスや超純水による循環水の供給系等があ
り，全体がクリーンルーム内に含まれる．また，採取針
や試料台など使用器具類は試料汚染を防止するため化学
組成や洗浄度を厳しく管理している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「はやぶさ」試料はキュレーション設備内で初期記載
が行われた後に，国内の各大学，研究施設で行われる第
１回初期分析用として石英板から採取した約 50 個の粒
子試料が配布された．粒子の 3次元構造による鉱物や空
隙率の分布，鉱物・元素組成分析による岩石種同定，超
薄切片の微細観察および宇宙風化現象の観察，希ガス分
析による進化史，同位体分析による成因･年代，放射化分
析による重元素組成，有機物検出などが実施された．こ
れらの結果は米国で開催された第 42回および 43回月惑
星科学会議で報告された．ほか，サイエンス 6編を含む
計 8 編の査読付き論文で発表されている．また 2011 年
のサイエンス 10大ニュースの 2番目に選ばれている． 

 初期分析結果を含めて，回収粒子の形状，サイズ，元

素組成等に関する情報を 2012 年 1 月にアーカイブ公開
すると同時に，国際研究公募の募集を開始した．国際研
究公募の選定は「はやぶさ国際研究公募委員会」で行わ
れ，約 60個の粒子が提供された．引き続き 2013年 1月
には第 2 回の国際研究公募の募集を行い約 50 個の粒子
を提供した．また 2013 年度よりキュレーション専門委
員会の承認のもとコンソーシアム研究を開始し，最大粒
子や特異鉱物を含む粒子の分析検討がスタートした．粒
子分析およびキュレーション活動に関する査読付き論文
は 2014年 2月号のMeteoritics and Planetary Science誌で
特集号として 7編発表されている． 

 なお，今後の試料分配作業およびキュレーション作業
を意識して，試料の汚染低減を意識した雰囲気遮断での
試料分割法の開発や，試料ハンドリング技術および汚染
管理技術についても研究開発を続けている． 

 

4.2.2 はやぶさ 2検討 
 小天体の科学探査と日本独自の深宇宙探査技術の確立
のために，Ｃ型小惑星からのサンプルリターンを行う探
査として，はやぶさ２計画を進めている．はやぶさ２の
ミッションは，「太陽系の起源・進化の解明や生命の原材
料物質を調べる」ために， 

 ・Ｃ型小惑星の物質科学的特性を調べる．特に鉱物・
水・有機物の相互作用を明らかにする. 

 ・小惑星の再集積過程・内部構造・地下物質の調査に
より，小惑星の形成過程を調べる. 

「日本独自の深宇宙探査技術の確立」のために， 

 ・「はやぶさ」で試みた新しい技術について，ロバスト
性，確実性，運用性を向上させ，技術として成熟さ
せる. 

 ・衝突体を天体に衝突させる実証を行う． 

と定義されている．固体惑星科学研究においてはこれら
の中で科学探査の部分について， 

 ・科学的目標と各観測装置候補の機能・性能の取り纏
めや調整，開発協力， 

 ・一部の搭載観測機器（近赤外線分光計，中間赤外カ
メラ，サンプリング装置，衝突装置，小型ランダー）
について，各大学や国際協力のもと主導的に開発，
研究を推進している． 

 はやぶさ 2における科学的なアプローチは，はやぶさ
2 プロジェクトのサイエンスチームを核として広く惑星
科学コミュニティと議論されている． 

 現在機器の詳細設計が完了しフライト品の製造段階で
あり，フライト品製造後の検証（一次噛合せ試験）が 2012

年 12月から開始され，2013年 11月から最終総合試験が
開始されている．詳細な運用計画の議論と立案作業も始
まっている． 

 また，サンプル地球帰還後の初期分析作業のうち，試
料の受入れ･記載･分配･保管を目的としたキュレーショ
ン作業の準備・検討も行っている． 

図 22 フランス，ドイツ，スイス等と共同して開発を進めてい
る地震計観測システムのインターフェース試験状況 

図 23 キュレーション設備内のクリーンチェンバー 
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5. 火星探査計画 
 

 火星周回機と着陸機を用いる探査を火星複合探査ワー
キンググループ（MELOS計画）のもとで検討している．
火星周回機による気象観測，大気散逸過程の探査，火星
着陸機による表層地質探査・生命探査，火星内部構造探
査，および無着陸での大気･ダストのサンプルリターン，
さらに飛行機やローバなど工学実験について，科学目標
や探査方法を並行して検討してきた．固体惑星分野とし
ては，着陸探査関連が主な対象となる． 

 2009 年度より周回機，2010 年度より大気突入および
着陸機のシステム検討を進めてきた．初号機は火星周回
探査機１機と EDL（大気突入・降下・着陸）の工学実証
を中心とする方針とし，周回機探査に関してはランダー
とのシナジーの観点から気象観測を採用することとし
た．着陸探査は継続して各検討を進めることになったが，
EDL実証を目指す工学実験を主目的とし，熱シールドを

含めた分離時重量が最大 600kg，ローバ重量約 50kgをベ
ースラインとして進めることとした．2012年度は主に技
術検討の具体化を行い，火星への高精度 EDL と着陸，
ローバミッションを中心とした工学実証と，火星表層の
生命圏科学探査を主目標とする火星複合探査として検討
を進めた． 

 科学目標として，以前は予備検討段階であった生命探
査が主要項目になった．欧米による火星探査の進捗によ
って生命存在可能性が高まり，かつ探査候補地点が具体
的に挙げられるようになったことに加え，高感度の蛍光
顕微鏡を微小生命が存在する場合の検知手段として使え
る目途が立ってきたためである．また，火星表層での気
象・大気組成分析も重要項目として検討されている．火
星気象に大きな影響を与えるダストの形状は未知である
ことからダストの顕微観察も重要な目標としている．周
囲の土壌元素分析，地震や火星回転運動や熱流量観測に
よる内部構造，周辺分光撮像観測，ガス分析についても
引き続き検討中である．オプションとして周回衛星から
の観測，航空機を用いた広域観測，着陸機からの定点観
測についても検討を継続している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 学際科学研究系 
教職員：石岡憲昭 石川毅彦 稲富裕光 海老沢研 阪本成一 吉田哲也 足立 聡 黒谷明美  

齋藤芳隆 篠原 育 高木亮治 橋本博文 松崎恵一 井筒直樹 岡田純平 田村隆幸  

福家英之 三浦 昭 矢野 創 山本幸生 今井弘二 高井 研 真下 茂 山岸明彦  

依田眞一 Oleg Gusev 久保田晃弘 

学振特別研究員：鮫島寛明 

宇宙研院・学生：西村 遼 橋本栄尭 森 雄飛 和田師也 山本未知彦 田中 結 水本岬希 岩田直子 

共同研究員：関 真也 高橋里佳 橋爪藤子 馬嶋秀行 吉田鉄生 

 

1. はじめに
 

 学際科学研究系は，平成 24 年 2 月にそれ以前の宇宙
環境利用科学研究系，宇宙科学情報解析研究系，大気球
研究系のメンバーを中心に再編された研究系である．本
研究系は，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
学分野の学術研究と，こうした学術研究の推進基盤とな

る技術やシステム等の研究を推進することを目的として
いる．また，学際科学研究系の取り組みとして，重力を
パラメータとした物質科学研究および極限環境微生物学
を軸としたアストロバイオロジー研究を推進している． 

 

2. 宇宙環境利用科学に関する研究 
 

 宇宙環境利用科学の主要な分野である物質科学，基礎

図 24 はやぶさ２ミッション想像図 

図 25 MELOS 探査で検討中のローバおよび蛍光顕微鏡撮
像部の初期検討モデル 
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科学，生命科学について以下の研究を行った． 

【物質科学】 

1）静電浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究， 

2）放射光を用いた高温融体の観察， 

3）地上用静電浮遊炉を利用した研究， 

4）結晶成長に関する研究， 

5）ガス浮遊法による大型ガラス準安定相の研究． 

【基礎科学】 

1）ダストプラズマ研究． 

【生命科学】 

1）閉鎖環境における植物の温熱効果の利用， 

2）動物の発生・形態形成及び行動と重力とのかかわり， 
3）宇宙飛行マウスの皮膚の遺伝子解析－抗酸化と細
胞老化－， 

4）アストロバイオロジー研究． 

 

2.1 物質科学 
2.1.1 浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究 
2.1.1.1 静電浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究 
 2015 年頃国際宇宙ステーション（ISS）に搭載予定の
静電浮遊炉を用いて多くの科学的成果を収めるべく，地
上研究を進めている．静電浮遊法がもたらす無容器プロ
セッシングにおいては，容器を用いた方法では取り扱い
が困難な高温融体の保持が可能であり，また容器からの
核発生が抑制されるため，深い過冷却状態が容易に実現
でき，これを利用して準安定相材料の創製も行われてき
ている．JAXAでは 2000年に静電浮遊法を用いた高温融
体の安定保持に成功して以来，同浮遊法を利用して
3,000℃を超える融点を持つ材料融体の熱物性計測の技
術研究や，準結晶や金属ガラスの研究を継続して進めてき
ている． 

 今年度は，ISSで実験を行う酸化物試料（金属元素-酸
素の 2元系）について，加熱レーザーとの適合性確認等
を行った．また，関連する研究者とともに ISS実験に向
けた提案をまとめるとともに，研究会を開催してその具
体的な内容や進め方について検討を深めた． 

 

2.1.1.2 放射光を用いた高温融体の構造物性研究 
 放射光施設（SPring-8）と静電浮遊炉を組み合わせ，
高温融体の構造物性研究を進めている．これまでは実験
毎に静電浮遊溶解装置一式を SPring-8へ運搬し，装置を
組み立てていたが，非効率であるために，今年度 SPring-8

専用の静電浮遊溶解装置を組み立て SPring-8 に常設し
た．これにより，SPring-8 を用いた静電浮遊実験の実施
が容易になり，高温融体の構造物性研究の一層の進展が
期待される． 

 

2.1.1.3 地上用静電浮遊炉を利用した研究 
 筑波宇宙センターに設置してある静電浮遊炉を用いて
以下の研究を実施している． 

・高粘性融体の表面張力および粘性係数測定法の確立：
金属ガラスや準結晶など，準安定相を創製する物質は
一般に粘性係数が高い．これまでに確立した計測法で
は高粘度の液体を取り扱うことが困難であるため，試
料の回転による変形を利用した新たな測定法の確立を
目指している．今年度は表面張力測定法を検討して，
実験的検証を行った． 

・高圧雰囲気対応静電浮遊炉の開発：主に酸化物融体を
ターゲットとした加圧型装置の開発を行っている．
Ca2O-Al2O3の浮遊溶融及び密度測定に成功した． 

 

2.1.1.4 大型試料ガス浮遊炉の開発とBaTi2O5ガラス準
安定相形成機構解明 

 過冷却を非常に大きくした状態から，BaTi2O5 を急速
凝固させると，高屈折率ガラスとなることが分かってい
る．本研究では，ガス浮遊法を用いて直径 8mm の大型
試料を得ることを目的としている．ところが，従来のガ
ス浮遊法では直径 3mm 程度が浮遊限界であったため，
新しいガス浮遊装置の開発を進めた．当年度では，直径
6mmの試料を浮遊させ，溶融・凝固に成功した（図 1参
照）．次年度では，加熱方法を改良し，直径 8mmの溶融・
凝固を試みる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 結晶成長に関する研究 
2.1.2.1 結晶成長機構の解明 
1）「きぼう」1 期利用テーマ「ファセット的セル状結晶
成長機構の研究」実験に関して，昨年度に引き続きデ
ータ解析を行った．その結果，微小重力環境で成長界
面の不安定化が起こるのはカイネティクス過冷度が
最大の箇所であること，不安定化後にセル境界での溶
質の濃化のために成長速度が低下してブレークダウ
ンに至ることを明らかにした． 

2）静岡大学，大阪大学と共に半導体結晶成長に関する
共同研究を行った．その結果，成長界面でのカイネテ
ィクスが界面形態および成長速度に及ぼす影響を定
量的に評価した．そして強い対流抑制効果が期待され
る強い静磁場中での InGaSb結晶成長を行い，データ
の蓄積を行った． 

3）早稲田大学と共に融液中の熱拡散現象に関する共同
研究を行った．その結果，融液中の 2 波長光干渉法
による新たな Soret係数の高精度測定法を確立し，有

図 1 ガス浮遊法で得られた直径 6mmの BaTi2O5ガラス
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機化合物融液における地上データの蓄積を行った． 

4）帝京科学大学と共に遠心機上で熱フィラメント法に
よるナノ・ダイヤモンドの合成を行い，シリコン基板
上でのダイヤモンドの被覆率に及ぼすガス種分圧，反
応温度，基板表面処理の影響を明らかにした． 

 

2.1.2.2 宇宙空間での結晶成長 
 東北大学と共に観測ロケットS-520-28号機により得ら
れた鉄および酸化タングステン固体微粒子の核形成実験
データの解析を進めた．その結果，微小重力環境下の方
が核生成は起り難く過飽和度は地上よりも 8桁も大きい
こと，吸着係数が 4桁小さいことを明らかにし，宇宙ダ
スト生成のモデルを見直す必要を迫る成果が得られた． 

 

2.1.3 マランゴニ対流研究 
 マランゴニ対流が層流から振動流に遷移するメカニズ
ムに関する新しいモデルの構築を進めている．このモデ
ルでは，高プラントル流体における温度境界層形成に着
目している．平成 25 年度では，モデルに基づいて数値
解析を行ったところ，従来のモデルよりも遷移現象をよ
り良く説明できるとの結果が得られた．次年度に結果を
まとめて公表する予定である． 

 

2.2 ダストプラズマ研究 
 ダストプラズマとは微粒子が混在したプラズマであ
る．クーロン相互作用が非常に強い状態，即ち強結合プ
ラズマを容易に得ることができる特徴がある．平成 25

年度では，ダストプラズマにおける重要なパラメータで
ある固相（クーロン結晶）における粒子温度の研究を前
年度に引き続き進めると共に，ESAが開発を進めている
次期ダストプラズマ実験装置 PK-4 における国際研究協
力の可能性を探索した． 

 

2.2.1 粒子温度計測 
 粒子の速度分布関数から粒子温度を求める方法が一般
的である．しかし，統計的に信頼できる粒子数を確保し
つつ，速度分解能を向上させることはしばしば困難であ
る．平成 25 年度では，新しい方法である粒子運動追跡
法をさらに発展させ，クーロン結晶中に伝播する波の分
散関係について調べた．分散関係は，クーロン結晶が通
常の結晶と同様にデバイモデルで説明できるのかを示す
ための必須データである． 

 クーロン結晶における分散関係は，振る舞いとしては
フォノンの分散関係に似た結果が得られた．今後，この
結果の妥当性および異なる分散関係は存在しないのか等
の探索を行う．また，伝播する波から温度を求めた結果，
0.13eVの結果が得られた．この値は室温よりも 4倍程度
高い．さらに，速度分布関数法に関してもデータ処理法
を改良したところ，0.22～0.56eV とさらに高い値が得ら
れた．しかし，低速度域での速度分解能が不十分なため，

値が高めになった可能性があることから，次年度に高解
像度カメラを導入し，再度計測を試みる． 

 粒子温度が室温よりも高い温度であることはほぼ明ら
かになりつつあるので，粒子の加熱機構についても次年
度に検討を開始する． 

 

2.2.2 次期ダストプラズマ研究 
 ESA が次世代装置 PK-4 を 2014 年に打上げ予定であ
る．日本独自のアイデアに基づく実験提案を行うべく，
研究チームを作って研究を続けている．平成 25 年度で
は，PK-4と同様の装置を用いて航空機実験を行った際の
三次元粒子分布のデータ処理法，および粒子が存在しな
い領域（ボイド領域）が形成されない条件について研究
を進めた．図 2に航空機実験データから三次元粒子座標
データの取得結果を示す．個々の粒子座標が概ね取得で
きたと考えられるが，検出漏れや重複が無いか等を次年
度に引き続き検討する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 生命科学 
2.3.1 閉鎖環境における植物の温熱効果の利用 
 将来の有人宇宙探査では，宇宙ステーションや月面基
地といった閉鎖環境に人間が暮らすことが前提となり，
いかに人間に適した自然な熱環境制御を行うかがカギと
なる．そこで植物の蒸散が温度の上昇を抑える効果があ
ることに着目し，その効果を定量的に評価する実験を行
い，12種類の植物について植物が存在する準閉鎖環境内
の温度を測定した．図 3にオキシカルジュームの温度の
測定例を示す． 

 さらに，これらのデータを定量的に解析し，温熱環境
の冷却効果および温度調整機能を評価した．その結果，
以下の知見を得た． 

1）多くの植物の場合，植物が存在することにより周囲
の温度が低く保たれ，温度変化が緩和される． 

2）さらに，周囲の温度が高くなるのにともない，植物
による温度降下が大きくなる． 

3）これらの植物温熱効果を解析することにより，植物
の冷却効果と温度調節機能を一般化でき，その有無に
より 3種類の型に大別することができる． 

4）基準温度 30℃における冷却効果は，チンゲンサイ，

図 2 航空機実験で得られた三次元粒子座標データ 
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フユシラズ，マリーゴールド，ハボタン，ミニトマト，
ベゴニア，オキシカルジューム，パンジー，バジルの
順に大きく，ゼラニウム，ポトス，アスパラガスでは
小さい． 

5）温度調節機能は，オキシカルジューム，チンゲンサ
イ，ミニトマト，マリーゴールド，フユシラズ，ベゴ
ニア，ハボタン，パンジーの順で強く，ゼラニウム，
ポトス，バジル，アスパラガスにはほとんど見られない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.3.2 動物の発生・形態形成及び行動と重力とのかかわり 
 動物の形態形成のモデルとして，棘皮動物バフンウニ
及び脊索動物ベニボヤの発生における骨片形成を取り上
げ，骨片形成に関与した培養細胞系を用いて，形態形成
に重力がどのような役割を果たしているのかについて調
べている．ウニ胚での骨片形成では，引き続き，宇宙実
験に適合化するための検討を深めた．ベニボヤは，より
脊椎動物と近縁な種類での知見を得る事で，無脊椎動物
と脊椎動物のそれぞれの情報を橋渡しすることを期待し
て昨年度より取り上げ，骨片形成に関わるウニの単離細
胞の培養系にあたるような実験系の確立を試みている
が，まだその確立には至っていない． 

 大型遠心機による，より長い時間の過重力実験を行う
実験系について，今年度はヒトデ成体などの個体レベル
の海産動物における「起き上がり行動」の観察・記録の
システムの整備を行い，詳細な行動の記録の試行を行った． 
 

2.3.3 宇宙飛行マウスの皮膚の遺伝子解析-抗酸化と細
胞老化- 

 昨年度に引き続き，ISSでのイタリア宇宙機関（ASI）
とシャトルでの米国航空宇宙局（NASA）が実施したマ
ウス宇宙実験のサンプルシェア研究に参加して（図 4（A），
4（B））得られたマウスの体毛付皮膚（3ヶ月と 2週間の
宇宙飛行：オスの C57BL/10Jマウス）や，ロシアの回収
衛星を利用した共同研究によって得られたげっ歯類の皮
膚を分析し，長期および短期の宇宙飛行の遺伝子発現に
及ぼす影響について検討している．過去の宇宙実験で宇
宙飛行したラットの筋肉や皮膚の分析から抗酸化に関連
するタンパク質の変動が報告されており，今年度は，酸
化ストレス応答関連タンパク質や細胞老化などに関わる

遺伝子群の発現変動を DNA マイクロアレイおよびリア
ルタイム PCRなどによって分析した．その過程で，老化
に関わる遺伝子としてサーチュインの発現変化はほとん
ど見られないが，抗酸化に関わる酵素類，特にスーパー
オキシドアニオンを過酸化水素に変換するスーパーオキ
シドジスムターゼ（SOD），過酸化水素を除去するカタ
ラーゼ，グルタチオンペルオキシダーゼ（GPx）の遺伝
子発現が有意に増加していることを見いだした．さらに，
グルタチオン転移酵素（GST）や NAD(P)H キノン還元
酵素（NQO1），へムオキシゲナーゼ 1（HO1）などの抗
酸化酵素の遺伝子も明らかに増加していた（図 4（C））．
これらの結果は，宇宙環境での酸化ストレスの増大に対
応する生体防御機構が働いていることを示すとともに，
老化要因の一つとして考えられる加齢に伴う活性酸素障
害の蓄積の進行を示唆していた．宇宙飛行マウスから抗
酸化酵素だけでなく栄養状態やエネルギー制限などによ
って誘導される遺伝子群の発現変化も観察されており，
宇宙飛行マウスの皮膚細胞の老化様現象が誘導されたこ
とを示唆していた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.3.4 アストロバイオロジー研究 
 「宇宙における生命の起源，進化，伝播および未来の研
究」を標榜し，天文学，太陽系科学，宇宙物質科学，地球
化学，極限環境微生物学などを学際的に繋いで推進される
アストロバイオロジー研究が，20 世紀終盤より国内外で
発展してきている．本年度の本研究系では，特に ISASに
優位性がある宇宙実験や宇宙探査の機会に絞り，宇宙物質
科学と極限環境微生物学の両面から以下の研究を行った． 
1）地球～金星領域の大型宇宙塵の分布構造の研究 

 有機物や含水鉱物を惑星表面にもたらす主因と考えら
れる大型宇宙塵のフラックスを実測するため，ソーラー
セイル小型実証機「イカロス」に搭載された ALADDIN

図 3 植物（オキシカルジューム）の温熱効果 

図 4 （A）ISS/きぼう内のマウス飼育実験装置（MDS）（NASA 提
供），（B）国際サンプルシェアの様子，（C）細胞老化に関わる遺伝
子群の発現変化例のリスト（LF:長期間飛行 SF:短期間飛行） 
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ダスト計測器の実データを解析した．結果，地球と金星双
方の周太陽ダストバンドを検出し，各惑星近傍には平均運
動共鳴によって分布の濃集域と減衰域が形成されること
を発見した．従来の地球近傍のダストフラックスモデルの
限界を指摘し，新ダスト収支モデルの構築を開始した． 

2）パンスペルミア仮説・化学進化仮説検証の研究 

 有機物・微生物の宇宙曝露と，有機物含有宇宙塵・地
球微生物含有エアロゾルの捕集試料の地上分析は，生命
前駆体の化学進化仮説とパンスペルミア仮説の両方を検
証するうえで重要である．これらをきぼう曝露部で実施
する喫緊の計画が「たんぽぽ」実験であり，将来の彗星
や氷天体の噴出試料サンプルリターン構想にも資する．
本年度は独自に開発した捕集パネルと曝露パネル双方の
宇宙環境実証試験を行い，たんぽぽ実験の FM設計確定
に貢献した．同時にエアロゲル中に捕獲された 10µm 以
上の固体微粒子を汚染・変成・紛失させずに自動的に観
察・摘出する装置（キーストーンマシン）の BBM を製
作し，密度 0.01g/cc のエアロゲルを最大要求サイズの
10mm 角に掘削することに成功した．また微生物コロニ
ーを含む粘土鉱物をエアロゲルに超高速衝突させ，掘削
試料の DNA 蛍光観察を行い，速度 4km/s でも一部生存
することを示した． 

3）有機物含有微粒子の高分解能質量分析計の研究 

 内部海に未知の生命圏が予想される氷天体から噴出さ
れる有機物や揮発成分を含む固体粒子は，サンプルリタ
ーンの過程で化学的･物理的変成が起こるリスクがある．
そのため，高い質量分解能を有するその場質量分析の実
現も期待されている．本年度は大阪大学と共同で小型マ
ルチターン質量分光装置（MULTUM-II）に，微粒子試料
を段階加熱してイオン信号を導入するための小型試料オ
ーブンを製作した．図 5に示すように，マーチソン隕石
微粒子を室温から 300℃強まで加熱することにより，各
成分が段階的に検出できることを確認した． 

 これら以外に，日本アストロバイオロジーネットワー
クと協力し，2013 年 11 月 28-30 日に国際アストロバイ
オロジーワークショップを相模原キャンパスにて開催し
た．8 カ国から 157 名の研究者の参加を得た．翌日には
相模原市立博物館大講堂にて，一般講演会を開催した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 情報科学・情報工学に関する研究 
 

 計算機工学，宇宙工学，天文学，太陽地球系物理学，
月惑星科学等さまざまな背景を持った研究者が，各専門
分野の研究を遂行すると同時に，それらの専門性を宇宙
科学情報の解析に生かし，データアーカイブに関する研
究，数値シミュレーションの研究，ソフトウェア・デー
タに関する研究などを行った． 

 

3.1 データアーカイブに関する研究 
 以下の研究開発によって構築されたデータアーカイブ
は，DARTS（Darts Archive and Transmission System, 

http://darts.isas.jaxa.jp/）から既に公開されている，ある
いは公開予定である． 

 

3.1.1 アポロ月震データのアーカイブ化 
 NASA が行ったアポロ計画の中で，月の地震（月震）
データのアーカイブ化を実施した．アポロ月震データは
約 40年前に取得され，約 20年前にテキサス大学の中村
教授と宇宙研の水谷教授が協力して 8mm の磁気テープ
へと移行した．このテープを掘り起こしアポロ月震デー
タをインターネット上で公開した．単なるデータの公開
に留めず，解析に必要な全ての情報を含めた，世界で初
めてのアポロ月震サイトとして公開を実施した．さらに，
今年度はシステムを高速化し，表示の高速化を行った． 

 
3.1.2 「かぐや」HDTV データのアーカイブ化 
 月周回衛星「かぐや」（SELENE）のハイビジョンカメ
ラ HDTVにより取得された全ての静止画，映像のフレー
ム画像をアーカイブ化し，Webサーバを通じて研究者な
らびに一般向けに公開するシステムを構築した．サービ
スとデータ配信を分離し，長期間の運用性，アップグレ
ードの容易さ，複数機関での相互利用性，第三者による
アプリケーション開発可能性などを実現している．アプ
リケーション開発は WMS に対応し，かぐや用 WMS サ
ーバと接続して複数のレイヤー表示に対応した．関係部
署と調整し，公開準備を進めている． 

 

3.1.3 月惑星探査データの GIS 化 
 探査機「はやぶさ」の取得した小惑星イトカワの観測
データおよび月周回衛星「かぐや」の取得した観測デー
タに関して，対象天体の地理座標に基づく GIS表現およ
び解析手法の研究を会津大学教員と連携して進めた．イ
トカワは典型的な不規則形状天体であり，緯経度１度の
実距離も不規則に変化するため，回転楕円体で記述でき
る天体で用いられている地理情報システムでは扱いにく
い．そのため，3D-GISと称するコンピュータグラフィッ
クに基づいた可視化ツールを開発している．一方，「かぐ
や」の月データについては Open Geospatial Con-sortium

（OGC）で行われている標準化作業に基づく可視化・解図 5 マーチソン隕石微粒子の段階加熱質量分光実験 
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析環境の開発・研究を同じく会津大学教員と連携して進
めており，WISE-CAPS（Web-based Interactive Secure 

Environment for Collaborative Analysis of Planetary Sci-

ence）の試験運用を行っている．また，国際的な研究者
コミュニティ内で進行中の OGC 標準自体の月惑星デー
タへの対応作業にも引き続き協力しており，International 

Planetary Data Allianceでの活動成果も取り込んで，研究
者コミュニティで広く利用可能なシステムの実現を目指
している． 

 

3.1.4 惑星科学データ共有のための国際標準プロトコ
ル開発 

 小惑星探査機「はやぶさ」や月周回衛星「かぐや」，金
星探査機「あかつき」，水星探査機「BepiColombo」など，
日本の惑星探査機で取得したデータを，他の国で打上げ
た探査機のデータと共通的に取り扱うことを目的とし
て，NASA, ESAなどを含む国際惑星データ連合（Interna-

tional Planetary Data Alliance; IPDA）と協力して開発を進
めた．中でもWeb Service APIと位置づけられる Plane-

tary Data Access Protocol（PDAP）を用いた検索サービス
の提供を進め，かぐやデータの PDAPによる検索システ
ムを構築した． 

 

3.2 数値シミュレーション研究 
3.2.1 衛星開発へのデータ同化手法 
 近年，数値シミュレーションと観測・実験データを融
合する手法としてデータ同化手法が注目を集めている．
これは物理モデルと現実世界の溝を埋めることが可能な
一つの方法論である．ここでは衛星熱設計に必要となる
熱数学モデルの高度化および衛星運用時の異常監視・診
断システムでの利用を前提としてデータ同化手法に関す
る研究を行っている．これまで開発してきた衛星の熱数
学モデルに対する節点法プログラムおよび逐次データ同
化手法の一つである粒子フィルタープログラムに対し
て，小型衛星の接触熱抵抗推定問題を対象とした双子実
験および実データを用いた検証により本手法の有効性を
確認した．また，GPGPU（General-Purpose computing on 

Graphics Processing Units）を利用した解析速度の高速化
を実施した．今後は実データを用いたさらなる検証を行
う予定である． 

 

3.2.2 超並列計算機上の大規模プラズマ粒子シミュレ
ーション・コードの開発とその応用 

 近年の計算機性能向上は，1 つのプロセッサの高速化
以上に非常に多数のプロセッサを協調して利用する超並
列計算技術に支えられている．宇宙科学の様々な局面に
現れるプラズマについて，数値シミュレーションが活用
されているが，プラズマを構成する粒子効果を取り扱う
為には粒子法（Particle-In-Cell 法）が用いられる．粒子
法計算では非常に多数の超粒子の軌道を長時間追う必要

がある為に，莫大な演算能力を必要とする．例えば，イ
オン・電子の双方を粒子で扱う完全粒子法で，本格的に
空間 3 次元の計算を行う為には～1 兆個にも及ぶ粒子を
扱うことが世界の最先端になっており，千個以上のプロ
セッサを用いた超並列計算を効率よく実施することが求
められる．我々はこのような計算が実施できるように，
完全粒子法，イオンを粒子，電子を流体として扱うハイ
ブリッド法，イオンのみを扱う One-Component-Plasma

モデル，完全粒子法だが電磁波を無視できる近似をした
magneto-staticモデル等，各種のシミュレーション・コー
ドを開発し，理学・工学にまたがるプラズマ研究への応
用研究に利用できるように整備している． 

 

3.2.3 数値シミュレーションによる衛星データ解析研
究支援 

 宇宙空間プラズマ物理研究では，GEOTAIL 衛星等，
宇宙空間における“その場”観測のデータ解析研究には，
今や数値シミュレーションとの連携が欠かせない局面が
多い．我々は，人工衛星データによる現象解析に立脚し
て，物理過程の理解の為に，数値シミュレーション，理
論計算を通して，宇宙空間プラズマ現象を支配するプラ
ズマ素過程・物質輸送過程・エネルギー変換過程につい
て研究を行っている．例えば，観測データで明らかにな
った，衝撃波における非熱的粒子の生成プロセスを研究
しており，数値シミュレーション解析と観測事実を総合
的に解釈することで，新しい知見が次々に見つかりつつ
ある．衝撃波の他にも，磁気リコネクションや境界層混
合過程等，宇宙空間プラズマでの重要なプラズマ素過程
の研究を進めている． 

 無衝突プラズマにおける散逸スケール（電子運動のス
ケール）と大規模構造（イオン運動のスケール以上）の
間に大きな隔たりがあることが，現象の理解を本質的に
難しくしている理由であるが，これをカバーするように
大規模なプラズマの粒子シミュレーション計算を実行す
ることで，データ解析研究に新しい視点を導いている．
このような成果を得るには，粒子シミュレーションの計
算結果の大規模なデータのハンドリングを効率よく行う
手法の開発も欠かせない． 

 

3.2.4 エクサフロップス級計算機に向けたプログラミ
ングモデルの検討 

 航空宇宙分野における流体解析においては高性能計算
機が必要とされている．2020年頃に実現が予想されてい
るエクサフロップス級計算機の検討が現在行われている
が，エクサフロップス級計算機を含めて，今後の高性能計
算機の技術的な問題として，B/F（メモリ性能と演算性能
との比）の減少傾向が挙げられる．流体解析はメモリ性能
を要求するアプリケーションであり，B/F の減少ととも
にプログラムの実行性能は低下する．今後は更なる B/F

比の減少が予想されるため，小手先のチューニングでは
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なく，これまでのプログラミングモデルを見直して，低
B/F を前提とした圧縮性流体解析プログラムを開発する
必要がある．従来型のベクトル計算機を意識したループ
構造（A）とスカラー型計算機を意識したループ構造（B）
の比較を行い低 B/Fにおける優劣を確認した．また，構
造体を有するデータ構造，ループ構造などスカラーCPU

向けの性能評価を行い，高速化のための指針を得た． 

 「京」を対象として，圧縮性流体解析プログラム UPACS

の高速化チューニングを実施し，大規模分散並列での性
能評価を実施した．ウィークスケーリング（ノード当た
りの問題規模を一定にしてノードを増加させる）では 8

万ノード規模まで，高い並列性能を維持できることが判
明した． 

 

3.2.5 自励振動ヒートパイプの数値シミュレーション 
 近年宇宙機の熱制御システムとして注目されている自
励振動型ヒートパイプに関する数値シミュレーションを
試みた．幾つかの物理的な仮定を前提とした簡易的な物
理数学モデルを構築し，数値実験を行った．簡易的な蒸
発・凝縮モデルを用いているが，基礎的な現象を再現す
ることができた．今後は検証およびモデルの高度化を実
施する． 

 

3.3 ソフトウェア・データに関する研究 
3.3.1 効率的なツール開発 
 衛星と搭載機器の開発の工程を減らすため，我々は，
SIB2PlanEditor と  SIB2Viewer と呼ばれる二つのツー
ルを開発した．SIB2PlanEditor は，試験手順の専用エデ
ィタであり，ISAS で使用しているコマンド計画と呼ば
れる言語を記述するためのものである．SIB2Viewer は，
衛星情報ベースバージョン 2（Spacecraft Information 

Baseversion 2）を編集するツール，SIB2UI (SIB2 User 

Interface) の機能を拡張するプログラムである．いずれ
のツールも，衛星開発における単純作業を削減し，衛星
や搭載機器の開発者を試験手順の作成や設計の中身に集
中させるためのものである．我々は，これらのツールの
メリットをツールの試用から評価した．SIB2PlanEditor 

の仕様により，試験手順の入力時間は 1/3 から 1/2 に
削減された．これらのツールは，衛星・搭載機器の設計
の初期段階から SIB2 への入力を促すことで，衛星のイ
ンテグレーションや電気試験の時間を削減することが期
待される． 

 

3.3.2 宇宙データの横型展開 
 人工衛星から地球の様子を捉えた観測データや，天体
や宇宙空間の現象を捉えた科学データなどをインターネ
ット等を介して公開することで，科学技術の専門家だけ
でなく，人文系や美術デザイン系の視点から，新たな価
値を見い出そうとする試みが始まった．JAXA 第一衛星
利用ミッション本部においても，JAXA が所有する膨大
な地球観測データを，異分野の人たちが身近に活用する
ための「JAXA OPEN API」を 2013年から提供し，それ
をスマートフォン等のアプリケーションのコンペ等へと
展開している． 

 宇宙データを知覚化することは，それだけでも科学技
術研究のために有用だが，可視化することでグラフィッ
クスやアニメーション，可聴化することで音響や音楽と
いった，科学技術の枠組みを越えた多様な形式の表現を
創作することができる．当研究系では，今年度「宇宙の
小箱」（http://www.isas.jaxa.jp/home/showcase）と題した
ウェブページを新たに立ち上げ，こうした宇宙データの
異分野への活用事例の発信を開始した．近年，メディア
アートやデジタルエンターテインメントの世界でも「デ
ータ」を用いた表現がトピックとなっている．そこで超
小型衛星からのテレメトリーデータを用いたメディアア
ート作品の制作展示を行なった．芸術とのコラボレーシ
ョンによる宇宙データの横型展開は，今後ますます重要
な研究テーマとなっていくだろう． 

 

3.3.3 分野横断型研究のためのウェブサービス開発 
 様々な現象が複雑に絡み合うような系を理解するため
には，複数の観測データを用いた総合的な研究を行う必
要がある．しかしながら各分野で基礎となるデータが蓄
積されてはいるものの，それらの高次プロダクトを統括
したアーカイブは存在しない．そこで，各分野の観測デ
ータをアーカイブ化し，それらのデータを容易に比較す
ることを目的として，ウェブサービス（C3; Cross-Cutting 

Comparisons）の開発を始めた．現在は DARTS LABSか
ら試験的に公開している．今後は取り扱う観測データや
比較・解析ツールを増やして行く予定である． 

 

 

図 6 ベクトル計算機とスカラー型計算機のループ構造の比較 
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3.4 天文学や宇宙プラズマに関する研究 
3.4.1 X 線連星系の研究 
 現在稼働中の「MAXI」，「すざく」や「ぎんが」衛星
のアーカイブデータを用いて，ブラックホールや白色矮
星を含む X 線連星系の観測的研究を行った．今年度は，
「MAXI」が発見したブラックホール天体 MAXIJ1305-704

の観測結果を発表した．また，ぎんがアーカイブを用い
て，過去に観測されたブラックホール天体 GS 1124-683

のデータに最新のモデルを適用し，ブラックホールのス
ピンに制限を与えた．また，「すざく」衛星が観測した矮
新星の性質を統一的に研究し，修士論文としてまとめた． 
 

3.4.2 活動的銀河中心核の時間変動の研究 
 非周期的かつ激しいX線時間変動は活動的銀河中心核
の特徴であるが，その起源は明らかになっていない．活
動的銀河中心核の 1カテゴリーであるセイファート銀河
において，多くの天体から広がったように見える鉄輝線
が検出されている．また，強度変動率のエネルギー依存
性を調べると，鉄輝線領域で極端に小さくなる，という
特徴がある．それらを説明する有力なモデルとして，当
研究系は Variable Partial Covering (VPC) model を提案
し，検証を行なっている．過去の研究からセイファート
銀河 MCG-6-30-15 について VPC モデルが成功すること
はわかっていたが，今年度は，特に激しい時間変動と特
異なスペクトルとを示すことで知られている狭輝線 1型
セイファート銀河 1H0707-495 について，VPC モデルが
適用可能かどうか，検討してみた．その結果，同じ部分
吸収率と異なる電離吸収度を持つ二つの部分吸収体を導
入する（Variable Double Partial Covering [VDPC] model）
ことによって，部分吸収率という一つのパラメータの変
化だけで，観測された複雑なスペクトル変化の大部分を
説明することに成功した． 

 

3.4.3 X 線観測による銀河団プラズマの動力学 
 銀河団の衝突と合体は，宇宙で最大の力学現象の一つ
である．そこでは，暗黒物質の重力エネルギーが，ガス
と銀河の運動を経由して，ガスを加熱し宇宙線を加速す
る．我々は，X 線衛星「すざく」を用いて合体途中の銀
河団において，X 線ラインの赤方偏移を用い，合体にと
もなうガスのバルクな運動（約 1500km/s）を世界で初め
て実測した．この新しい手法を多くの銀河団で利用し，
ガスの運動を系統的に測定している．それによって，衝
突と合体の物理を理解し，その力学を支配している暗黒
物質の分布を制限する．他の銀河団では，A2256 で見ら
れたガスの運動が見られるだろうか．A2256 の運動は，
成長のどの段階を示しているのだろうか．ガスと銀河は
いつも一緒に動いているのか．暗黒物質は，ガスや銀河
と同じように分布し，同じ速度を持っているのか．この
ような疑問に答えるため，我々は，全天で X線で最も明
るい「ペルセウス座」銀河団でのガスの運動測定を試み

た．この銀河団の中心領域は，「すざく」の CCD検出器
の較正のために，何度も観測されている．また，オフセ
ット領域での観測も豊富である．以上から，これまでに
ない統計精度で，測定が可能になった．加えて，CCD検
出器のエネルギー決定精度についても，詳しく調べた．
その結果，この天体において，有為なガスの運動は見ら
れなかった．これは，この銀河団の中心領域では，銀河
団衝突などの影響がガスには残っていないこと，したが
って，静水圧平衡の仮定による質量推定の誤差は小さい
ことを示している．ただし，銀河団の中心付近に，300 

km/s程度のガス運動のヒントを見つけた．これは，過去
の銀河団衝突の跡であるかもしれない．加えて，次期 X

線天文衛星 ASTRO-H 衛星による銀河団の動力学測定に
ついても，観測の検討を行っている． 

 

4. 大気球に関する研究 
 

 大気球実験で使用する次世代技術の研究と大気球によ
る観測を用いた宇宙科学の研究を行った．気球の次世代
技術については，「より高く，より長く」をテーマに，成
層圏を超えて中間圏に至るための軽量な気球や，長期間
成層圏に滞空できる気球の研究開発を行った．また，過
去の大気球観測実験で得られたデータの解析や，将来の
大気球による観測実験に用いる観測器の開発や検討を行
った． 

 

4.1 気球についての研究 
4.1.1 網をかけた圧力気球の開発 
 Lobed-pumpkin 型の圧力気球と比較して，気球重量を
軽くできるといったメリットのある，はっさくに被さっ
ているような縦に細長い菱形の目の網を被せた圧力気球
の開発を進めている．本年度は，以下の研究を行った． 

1）昨年，判明した気球の極部の構造の問題点に対する
対策を施した直径 3m の気球を製作して飛翔性能試
験を実施し，成層圏の低温環境下において，最大差圧
6,280Paに耐えることを実証し，改良の有効性を確認
した． 

2）放球時にスプーラーとの干渉が懸念されていた網と
フィルムとの結合部の改良案としてミシンで縫い付
ける結合方法を見出し，地上での要素試験により結合
強度を確認した． 

3）引き裂き機構と気球尾部構造との干渉を避けること
ができ１トンの荷重を吊り下げることが可能な尾部
構造を検討し，その有効性を地上での要素試験によっ
て確認した． 

4）気球製作時の網の取り扱いを容易にする網の改良を
行った． 

5）来年度に飛翔試験を実施するため，体積 5,000m3の気
球の開発を開始した． 
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4.1.2 成層圏パワードバルーンシステムの研究 
 成層圏に滞空し飛翔経路を制御可能な気球の研究を行
っている．これまでに研究・開発を行ってきた俵型気球
のアスペクト比を大きくすることにより空気抵抗の少な
いスーパープレッシャー型気球を実現し，また，推進機
を保持するための構造をインフレータブル素材で構成す
ることにより，放球時の困難さの軽減を図る．今年度は，
一対の模擬推進機とこれを支えるインフレータブル構造
を昨年度に製作した直径 5.7m，アスペクト比 2.72 の俵
型気球に取り付け，ペイロードの吊り下げ方法，放球時
の状態から気球の膨張，飛行モードへの姿勢変更過程等
を検証し，概念の有効性を確認した． 

 
4.2 気球を用いた宇宙科学の研究 
4.2.1 エキゾチック原子を用いた宇宙線反粒子の研究 
 宇宙線中に極僅かに存在している可能性がある反重陽
子などの反粒子成分の高感度探索を通じて宇宙の暗黒物
質などに関する知見を獲得すべく，米国と共同で GAPS

気球実験の準備を進めている． 

 本年度は，これまでの研究成果をさらに発展させ，
GAPS 測定器の詳細設計や要素技術の改良を進めた．平
成 24 年 6 月に大樹航空宇宙実験場にて実施したプロト

タイプ測定器による技術実証気球実験のデータ解析をよ
り詳細に行い，測定器性能や環境バックグラウンドへの
理解を深めた．そのほか実験室レベルでの各種実験デー
タや計算機シミュレーションも交えて，測定器設計の詳
細検討を一層進めた． 

 GAPS 熱制御系への採用を検討している自励振動ヒー
トパイプ（OHP）の世界初の飛翔環境下での動作実証や
更なる改良に成功するなど，GAPS 以外に応用可能な工
学的成果も得た． 

 

4.2.2 超伝導スペクトロメータを用いた宇宙線の観測 
 反陽子などの宇宙線の精密観測を通じて初期宇宙にお
ける素粒子現象を探求すべく，米国と共同で気球搭載型
超伝導スペクトロメータによる BESS気球実験を進めて
きた．前年度に引き続き今年度も，平成 16年 12月と平
成 19年 12月に南極上空の気球飛翔（それぞれ 8.5日間
と 29.5日間）によって得られた宇宙線事象データの詳細
な解析を進めている．今年度は宇宙線中の陽子とヘリウ
ムの同位体比の観測結果に関する成果を発表したほか，
反重陽子の探索解析も進めている． 

 

4.2.3 高エネルギー宇宙電子線・ガンマ線の観測 
 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟船外実験
プラットフォームの第 2 期利用ミッションとして，
CALET 観測計画を進めている．高エネルギー電子線，
ガンマ線などの宇宙線の到来方向とエネルギーを観測す
ることで宇宙暗黒物質の正体や宇宙から飛来する高エネ
ルギーの電子・陽子・原子核の起源の解明を目指してい
る．これまでに詳細設計を終え，今年度より搭載装置の
製造・試験を開始した．つくば宇宙センターにおける運
用システムや早大における運用・データ解析システムの
構築も進めている．打上げは平成 26 年度中の実現を目
指している． 

 

4.2.4 宇宙マイクロ波背景放射偏光測定による宇宙創
生の研究 

 初期宇宙における宇宙インフレーションの直接の証拠
となる原始重力波の検出を目的として，小型科学衛星に
よる宇宙マイクロ波背景放射偏光観測計画 LiteBIRD を
進めている．今年度は，システム検討を継続するととも
に，地上での宇宙マイクロ波背景放射偏光測定を推進し
ている研究者を招聘して測定器に関する議論を行った． 

 

5. 科学コミュニケーションに関する研究 
 

 広範な学術分野からなる総合科学である宇宙科学を題
材に，国民の宇宙科学・技術への理解増進と科学リテラ
シーの向上を目指し，科学コミュニケーション技術の開
発研究と実践，及び実践成果の解析研究を行った． 

 

図 7 ミシンで網と皮膜とを結合させた気球 
 

 

図 8 GAPS技術実証気球実験のフライト全般に亘る熱解析結果 
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5.1 文理融合のプラネタリウム番組の科学コミュニケ
ーションツールとしての評価 

 近年の博物館では，より高度な資料活用を目的として，
文理融合型の研究スタイルが展示などに反映されてい
る．博物館教育においては，学び手の個性や社会文化的
背景を生かし，学びの主体性を促す手だてを模索する意
味においても文理融合的観点からの教育プログラムの検
討が求められる． 

 そこで，総合研究大学院大学の他専攻の研究者との協
働により文理融合の観点からコミュニケーションツール
の製作を昨年度に引き続いて進めている．平成 25 年度
は「はやぶさ」打上げ 10周年を迎えるにあたり，「はや
ぶさ」が小惑星イトカワ周辺でどのような軌跡を辿った
かについて映像化を行った．この映像化は，広報・アウ
トリーチの一翼を担うとともに，記録映像としての側面
も有している．映像化にあたっては，例えば広報カメラ
による画像データとのマッチングによる位置データの整
合性確認や補正を行うなど，残されたデータに基づいて
実際の軌跡を極力忠実に再現する事に努めた．またカメ
ラワークで補いきれない視覚上の遠近感の欠如を補うた
めに，各種位置情報等を映像に挿入した．映像は平面版
と全天周映像（ドーム映像）版を制作し，「はやぶさ」打 

上げ 10 周年記念イベントや国際科学映像祭等に出品し
た．国際科学映像祭では，審査員特別賞や会場特別賞を
拝領し，来場された方々の関心も高かったと考えられる
が，一方で，全天周映像との適合性や，ストーリー性の
考慮等の課題も見受けられた．また映像制作の補助とし
て，「はやぶさ」やイトカワ等を，軌道データに基づいて
インタラクティブに可視化するツールを試作した．係る
ツールは試行段階であるが，映像制作の補助に留まらず，
コミュニケーションツールとしても有用であると考えら
れる． 

 

5.2 宇宙科学史の研究 
 科学コミュニケーションツールとしての側面から，日
本の宇宙科学史の研究を進めている．平成 24 年度は，
戦後日本初のロケットであるペンシルロケットを中心に
まとめた．今年度も引き続いて調査を行った． 

 

5.3 芸術との融合による科学の表現 
 宇宙科学の内容そのものではなく，科学の営みそのも
のを芸術の力を借りて分かりやすく表現する方法を模索
するために，「サイエンスとアートとの対話」という総合
研究大学院大学の取り組みを通じて，活動を行っている． 
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JAXA他本部職員：篠原主勲 石澤淳一郎 伊藤勝広 白石紀子 森下拓往 

 

1. は じ め に 
 

 宇宙飛翔工学研究系では，宇宙飛翔技術及び宇宙シス
テムの基盤となる宇宙システム工学，輸送工学，構造・
材料工学などに関する基礎と応用の研究，及びこれらに
関する搭載機器や地上システム等の研究，さらにプロジ
ェクトの提案と実行などを通して，大学共同利用システ
ムとしての宇宙科学プログラムにおける研究活動の推進
を行っている． 

 宇宙システム工学においては，飛翔体に関連した応用
力学，制御システム論，輸送系システム設計など，プロ
ジェクトに先駆的な工学研究を行っている．いわゆる，
信頼性工学でいうところのシステムエンジニアリングと
は内容を異にする．主として，惑星探査機，先進的科学
衛星等の宇宙機，およびそれにかかわる航行，誘導，制
御に関する研究と，実験的手段をもちいたロケットなど
の飛翔体システムの研究を行っている．具体的にはそれ
らに関連する計画立案とミッション解析，軌道設計，シ
ステム設計ないし，小型ロケットによる実験・試験，計
算機によるシミュレーション等を行っている. 

 宇宙輸送工学においては，宇宙飛翔工学の基盤となる
化学推進，電気推進等の推進系や空気力学，気体力学に
関する基礎及び応用の研究を行い，宇宙科学ミッション
の推進を図っている. 

 宇宙構造・材料工学においては，将来ミッションにつ
ながる先端的構造や材料，検査方法などの研究を行うと
ともに，宇宙研のほとんどのプロジェクト，プリプロジ
ェクトと協働してこれらの活動の推進を図っている． 

 

2. イプシロンロケット
 

2.1 イプシロンロケット空力特性の研究 
 イプシロンロケット初号機最終全機形態での風洞試験
を実施して空力特性を取得し，初号機フライト向けの空

力特性ベースラインを設定した．また打上げ後 75 秒以
降に行われる大迎角フェーズにおける空力特性をマッハ
数 4 において風洞試験を実施し，迎角 40 度までの大迎
角空力特性を設定した．これらの設定された空力特性は
2013年 9月に打上げられたイプシロンロケット初号機の
軌道設計，誘導制御解析に使用された．初号機の飛翔結
果から設定した空力特性ベースラインの妥当性を評価
し，各空力特性が設定した誤差範囲に収まり妥当である
ことを確認した． 

 

2.2 イプシロンロケットの誘導制御系の研究 
 イプシロンは未来を拓くロケットとして，機体の高性
能・低コスト化だけでなく，射場設備のコンパクト化や
運用の少人数・短期間化，さらにはユーザーインターフ
ェースの向上など，打上げシステム全体の改革を推進し
ている．このようなコンセプトは，誘導制御系の設計思
想にも大きな影響を与え，M-Vロケットに比べても，格
段の進化を求めている．特に，第 1段および第 2段ステ
ージの制御論理においては，発射当日の解析プロセスの
効率化を図るとともに打上げの可能性を拡大する目的
で，M-Vロケットで開発した H無限大制御論理を発展的
に拡張し，機体ダイナミクスの不確定性や突風応答に対
するロバスト性能（制御の頑強性）の強化を行った． 

 

2.3 イプシロンロケットの構造系開発 
 構造ワーキンググループとして，イプシロンロケット
の射場作業に協力した．ロケットの組立の立ち合いを行
い，組立後は全機振動試験を実施して機体及び射座の動
特性データの取得を行った． 

 

3. 再使用高頻度宇宙輪送システムの研究 
 

 将来の宇宙輸送システムは，高頻度大量の輸送が行わ
れ，輸送コストが現在よりも 2桁以上安いというのがある
べき姿である．このためには航空機的に繰り返し運行可能
なシステムでなければならない．宇宙輸送システムを航空
機的に繰り返し運行可能とするために必要とされる技術
について，先行的に研究をおこなっているものである． 

 機体システム知能化研究として，ヘルスマネジメント
に関する研究を行い異常検知ロジックに拡張カルマンフ
ィルタを適用し検知能力の高度化を行った．リアルタイ
ムシミュレーションとして，エンジン燃焼モデル，燃料・
酸化剤の充填モデルについてシミュレーション機能を構
築した．機能確認試験において充填の模擬地上運用，エ
ンジン燃焼の模擬を実施し，ソフトウェア機能を実証し
た．地上運用効率化研究として，運用の進捗状況や推進
点検結果を反映した運用管理システムの作成を目標に，

 

図 1 イプシロンロケット風洞試験 
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その構築方法を検討し試作した．将来の高頻度運用及び
システム高性能化に必要な要素技術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，ワイヤレスヘ
ルスモニタセンサ，光ファイバセンサ，液体酸素複合材タ
ンク，液体水素複合材高圧タンクの各要素研究を行った． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 固体ロケット推進に関する研究 
 

4.1 高エネルギー物質を適用した固体推進薬 
 実用酸化剤である過塩素酸アンモニウム（AP）に替わ
る新たな酸化剤に関する研究を行っている．AP はコン
ポジット推進薬が登場して以来，世界中で広く使用され
ている．しかし，環境負荷低減の観点あるいはより高性
能化を目指すためには新たな物質の適用が求められる．
固体推進薬の性能向上を狙うには，酸化剤やバインダな
どの組成に高エネルギー物質を適用する方法がある．本
研究では，ハロゲンを含まない高エネルギー物質の一つ
であるアンモニウムジニトラミド（ADN）について，そ
の合成方法，結晶の物性および推進薬に適用した場合の
燃焼特性について研究している. 

 

4.2 補助推進系用新型ガスジェネレータ固体推進薬 
 次世代の固体ロケットシステムは軽量化と低コスト化
が強く求められている．現用の補助推進系用ガスジェネ
レータ固体推進薬は，組成に国内で調達できない原料を
用いており，低コスト化の障害となっている．硝酸アン
モニウム（AN）は，化学肥料や産業爆薬などで広く用い
られる物質であり，古くから低コスト酸化剤として知ら
れる．そこで，ガスジェネレータ推進薬に AN を適用す
ることで大幅な低コスト化を目論み，同等の燃焼性能を
発揮させることを目標に組成と燃焼特性に関する検討を
行っている． 

 

4.3 デブリレス固体推進薬 
 スぺースデブリ抑制に関する研究が宇宙機に関わる広
い分野で行われている．固体ロケットモータについては，
推進薬の組成として用いられる金属燃料の Al が燃焼残

流の主要因となっており，デブリ生成の一因とされる．
そこでデブリを生じない推進薬組成として，Alを含まな
い組成が一つの候補となるが，単純にAlを除去した場合,

固体推進薬の燃焼性能の低下を招く．そこで，高エネル
ギー物質である GAP をバインダとして適用し，Al 除去
によって低下するエネルギーを GAP で補うことを着想
として GAP/APの 2成分系コンポジット固体推進薬の研
究を行っている. 

 

4.4 熱可塑性樹脂を用いた固体推進薬の研究 
 現状のコンポジット推進薬の燃料兼結合剤には，末端
水酸基ポリブタジエン（HTPB）などの熱硬化性樹脂が
使用されており，いったん成型されると後戻りができな
いシステムとなっている．ここに低融点型の熱可塑性樹
脂を応用できれば，少量連続生産により柔軟な計画生産
が可能となり，大幅な低価格化が期待できる．今年度は，
樹脂の改質に努め，金属材料，ライナ材などとの接着性
を向上することに成功し，実現に向けて前進した． 

 

4.5 固体ロケットモータ内部弾道性能の高精度数値予
測システム（ACSSIB）の研究 

 固体推進薬の内部微細構造が燃焼にどのように影響す
るかを明らかにする研究を行っている．酸化剤粒子の傾
きが燃焼速度にどのように影響を与えるかを調べるため
に，推進薬表面の燃焼伝播の単純な二次元シミュレーシ
ョンを行った．酸化剤とバインダの後退速度はそれぞれ
一定として，酸化剤粒子の配向が，後退方向と同一の場
合と垂直の場合の数値計算を行った結果，配向が後退方
向に対して垂直の場合の方が，推進剤の後退速度が速く
なることを明らかにした． 

 

5. ハイブリッドロケットの研究 

推力 5kN 級の技術実証用ハイブリッドロケットエン
ジンに関して，酸化剤旋回流方式供試体の気体酸素を用
いた着火試験，推力 1.5kN で燃焼時間 20 秒までの長時
間燃焼に成功．推力 4.5kN，燃焼時間 2 秒および 5 秒の
燃焼試験を実施． 

 燃焼性能向上技術の研究として，多段面対向噴射方式
のインジェクタ断面数，数の影響を確認した．また，複
数の旋回器を並列に配置することで混合を促進する手法
について，その混合性能を数値解析により調査した．
WAX 燃料を用いて酸化剤流旋回の影響およびバッフル
プレートによる燃焼促進の効果を実験的に調査した． 

 数値解析手法の開発研究として，昨年度開発した内部
弾道特性データベースを効率よく作成可能な解析ツール
を用いて設計パラメータに関するパラメトリック解析を
実施した．また，着火の数値解析について動的負荷分散
の導入を実施した．さらに，WAXなどの燃焼時に液化す
る燃料に関して，エントレーメント現象のプロセスの一

図 2 再使用高頻度宇宙輸送システムの研究 
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つである液膜の挙動の不安定性の解析結果を得た． 

 理論解析のアプローチを用いて，ハイブリッドロケッ
ト固有の燃焼不安定モードを含めた燃焼室線形安定解
析，酸化剤供給系のカップリングによる燃焼不安定性の
解析を行った． 

 多目的最適設計の研究として，遺伝的アルゴリズムを
用い，単段式ハイブリッドロケットおよび三段式クラス
タハイブリッドロケットの概念設計を行った． 

 燃料の開発・評価の研究として，低融点熱可塑性樹脂
（LT）の燃焼実験を行い，燃焼性能に対する L*の影響を
調べた．また，TNT換算率計測の予備実験として，爆薬
量の影響を確認した． 

 その他，エジェクタロケットコールドフロー実験の燃
焼部が及ぼす影響の研究，ハイブリッドロケットを用い
たデブリ除去の可能性についての検討，ハイブリッドロ
ケットのロケットスレッドへの適用のための燃焼実験を
実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. スペースプレーン技術実証システムの研究 
 

 スぺースプレーン技術をフライト状態で実証する枠組
みを開発し，そこで新規技術の研究をすることでスぺー
スプレーン実現に貢献する．スぺースプレーン技術をフ
ライト状態で実証する枠組みとして，気球を利用した効
率的なシステムを検討している．システム構築に向けて
は，気球からの落下により加速するマッハ 2までのシス
テム実証を第 1段階，気球からの落下に加え，ブースタ
による加速をするいわゆるロックーン方式によるマッハ
5 程度までのシステム実証を第 2 段階と位置づけて研究
を進めている． 

 今年度は，小型機体によるマッハ 2機体の設計・製作を
行い，胴体部および主翼の主構体を完成させた．それと並
行して，第 2段階で使用するブースタの検討や，空気吸い
込み式エンジンの検討を他大学と共同して実施した． 

 また，同実験技術の応用のひとつとして，気球から落
下する機体を使った無重力実験システムの検討を，他の
研究系と協力して実施し，主として機体システムの研究
開発・製作を担当した． 

7. 空力性能の革新を目指した研究 
 

 宇宙輪送機や流体機器の設計思想を革新するマイクロ
流体制御デバイスの研究を行っている．本年度は，大規
模ラージエディシミュレーションを実施し，実機に近い
スケールの流体機器の剥離制御効果を調べた．結果より
レイノルズ数が 5乗よりも低い場合は，乱流遷移を促す
ことで効率的なアクチュエーションが実施できるが，レ
イノルズ数が 6乗の場合は大規模渦を利用した制御が有
効であることを示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ロケットプルーム音響予測に向けた音響解析 

 ロケットプルーム流れ場の基礎的な音響波放射の特性
把握と，世界標準に資するロケットプルーム音響の予測
方法の確立を目指した研究を進めている．本年度は JEDI

センターと協力してイプシロンの低騒音射点形状を提案
し，実際に打上げ時 13dB の低騒音化につなげた．また
予測方法の確立のため，進化アルゴリズムを用いた多目
的設計探査を行い，単純かつ音響放射の少ない射点形状
が持つ流体音響特性を明らかにした．これらの知見を，
今後の射点設計に活かすとともに，更なる音源構造の理
解につなげて予測精度向上を図っていきたい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 宇宙輸送機等における多様な空力課題に関す
る研究 

 

 昨年度に引き続き非構造格子とそのソルバーを利用す

図 3 CFDによる旋回流中の火炎形状の可視化 
 

図 5 射点形の空力音響設計探査 
 

図 4 実機スケールに近い流体制御シミュレーション結果 
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ることで，複雑な形状のフラップを含む再使用観測ロケ
ット周りの流れ場の解析を行い，その特性を明らかにし
た．また将来の非定常解析に期待される構造格子および
非構造格子上での高次精度手法の開発を行い，幾何形状
を正しくモデル化した上で従来手法の 100倍程度の計算
効率ができる手法を提案した．合わせて種々の流体関連
研究を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 科学衛星の熱設計，解析，試験に関する研究
と，将来の科学衛星のための新しい熱制御技術
の研究 

 科学衛星は要求が多様であり，そのために設計，解析，
試験において従来にない柔軟な対応が必要とされる．ま
た将来の科学衛星実現のためには，新しい熱制御技術の
研究開発が必要である. 

 将来必要とされる熱制御技術はいくつかあるが，将来
の科学衛星において最も有用と考えられるループヒート
パイプと自励振動ヒートパイプ，展開型ラジエータにつ
いて試作研究をおこなった．これらは将来の科学衛星の
熱設計の自在性を革新するものである. 

 科学衛星の熱設計・解析・試験技術の研究を科学衛星
開発，主として水星探査機 BepiColombo MMOの開発を
通しておこなっている．得られた成果や知見は他の科学
衛星開発に展開・利用している． 

 水星探査機 BepiColombo MMOの太陽電池の技術上の
問題について，太陽電池パネルの熱真空試験，クーポン
パネルの試験，ベーキング等をおこない，課題を解決し
た．また分子状コンタミネーションについて，アウトガ
ス試験及びコンタミネーション物質輸送解析を JAXA 研
究開発本部電子部品・デバイス・材料グループと共同で
おこない，打上げ後の分子状コンタミネーションによる
劣化評価をおこなった． 

 

11. 現行科学衛星プロジェクトの構造系開発 
 

11.1 小型科学衛星の構造系開発 
 小型科学衛星（SPRINT）については，SPRINT-Aは射
場での打上げ準備作業に移行し，ロケットへの組付まで

の立ち合い及び全機振動試験の立ち合いを行った．また，
2号機相当である ERGのミッション部のMTM試験を実
施し，動特性データを取得して数学モデル・搭載機器の
機械環境等を更新した． 

 

11.2 はやぶさ 2の構造系開発 
 昨年度までに，はやぶさ 2構体を製造し，構造モデル
による機械環境サーベイ試験を行い，搭載機器の機械環
境を計測した．その結果を用いて，各搭載機器の機械環
境条件の設定と調整を行った．また，衝突装置 SCIの分
離衝撃の低減対策や推進系タンク・スラスタの振動試験
などに対する支援を行った． 

 

11.3 MMOの構造系開発 
 水星磁気圏探査機 MMOのフライトモデル（FM）（図
7）の製作を行った．構造試験モデルとは太陽電池パネ
ルの拡張等の設計変更を行ったため，解析による妥当性
を確認した上で，試験検証を行うための準備を実施した． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.4 ASTRO-H の構造系開発 
 次期 X 線天文衛星 ASTRO-H 衛星（図 8）の擾乱試験
を実施し，擾乱バジェットを満たすことを検証した．ま
た，MTM 試験を通じて，機械環境に対する主構造の耐
性，構造数学モデルの妥当性，各種搭載機器に設定され
た機械環境条件の妥当性を検証した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 フラップ付き再使用観測ロケットのシミュレーション結果 
 

図 7 MMOのフライトモデル 
 

図 8 ASTRO-H音響試験 
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12. 環境試験方式の開発研究 
 

 搭載機器の計装と関連して振動・衝撃・スピン・動釣
合等の機械環境試験法に関する研究および試験条件の策
定について研究を行っている．特に動電型振動試験装置
による振動・衝撃試験において，小型計算機を用いた制
御およびデータ取得の方式について研究を行っている．
本年度は観測ロケット S-520-27号機・S-310-42号機，は
やぶさ２衝突装置・再突入カプセル，水星探査機 MMO

全機の振動試験，イプシロンロケット B2PL，B3PL，
SPRINT-A全機，はやぶさ 2衝突装置・再突入カプセル，
はやぶさ 2 全機等の慣性諸量測定/動釣合試験等を実施
した. 

13. 柔軟構造物の振動制御の研究 
 

 構造物の剛性やダンパの減衰力を制御することによ
り，構造物の振動を減衰させるという新しい準能動的振
動制御法，クーロン摩擦や粘着層による減衰効果を利用
する受動的制振法，そして能動的制振について，トラス
構造・板・弦等を中心として理論的および実験的研究を
行っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 科学衛星打上げ用ロケットの構造・機能・動
力学に関する研究 

 

 科学衛星打上げ用ロケット，観測ロケットなどの構造
要素として，モータケース，各段間接手，ノーズフェア
リング，尾翼，尾翼筒などについて，研究開発を行って
いる．ロケットの性能・信頼性向上を目的とし，設計計
算手法の提案・改善，新規機構・構造の開発，製造法の
改良等を行っている．本年度はイプシロンロケットの打
上げに向けて，組立・全機振動試験の支援を実施した．
また分解型スラストチューブの荷重試験を実施し，破壊
モード（座屈）が分解製造に依存しない事を確認した．
また S-310-42号機の打上げで振動計測を実施し，貴重な
フライト中の振動データを得る事が出来た．また機体の
動特性の評価を行い，制御系の設計等に資するとともに，
ランチングオフ，風および制御等に伴う機体の運動と荷
重について研究を行っている．引き続き S-310-43号機の
PI部構造検討支援を行った. 

 

15. 高精度大型宇宙構造システムの研究開発 
 

 次世代の高精度大型宇宙構造システムの実現に向け，
特に，アンテナシステムに対して，（1）鏡面系の高精度
化と（2）支持構造及び展開ラッチ機構の高精度化を行
うと同時に，基盤技術として，（3）高い形状安定性を有
する材料開発，（4）高精度な設計/解析/試験技術の開発，
（5）大型構造物の計測精度の高精度化を行った． 

 具体的には，（1）ケーブル・メッシュ・リブ方式のア
ンテナについて，CFRP リブの軌道上物性変化の要因を
同定し，さらにその改善手段を明らかにした．さらに，
同アンテナにも利用されていたケーブルアセンブリの高
精度化と懸案であったその振動耐性を，EM アンテナの
正弦波振動試験によって示した．一昨年度の研究成果で
ある鏡面精度への影響の高い部位の摩擦低減と合わせ
て，5m規模の大型アンテナの 1mmRMS以下の鏡面精度
の実現の技術的な見通しを得た．また，更なる高周波の
電波観測にむけたソリッドアンテナに対して，スマート
副鏡を組み込んだアンテナシステムの性能評価を行い，
電波特性の向上が可能であることを示した．（2）支持構
造の高精度形状制御を行い，2mの規模のトラスを 10µm

以下の精度で制御可能なことを示した．展開ラッチ機構
の高精度化を試み，適切な設計によって，4 秒角以下の
展開再現性を実現できることを示した． 

 

16. 耐熱複合材の研究 
 

16.1 TPS 用耐熱コーティングの酸化特性 
 高温酸化速度を計測するための熱天秤内の流れ･拡散･
温度分布を求め，計測に必要な条件を明らかにした． SiC

試験片周りのActive酸化条件下における酸素分圧分布の
解析結果より，計測に当たり表面の酸素分圧の決定が重
要であることがわかった． 

 

16.2 耐熱複合材料の各種エンジン部品への適用 
 カーボン・カーボン複合材料および，SiC/SiC複合材料
を燃焼器，ノズルヘ適用する研究を実施している．カー

(a)高精度軽量パネル（38nmRMS） (b)高精度大型展開リフレクタ 
図 9 高精度大型宇宙構造システム 

 

図 8 ASTRO-H音響試験
 

 

図 10 燃焼中の SiC/SiC耐熱複合材燃焼器 
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ボン・カーボン複合材料では Siの含浸によるガスリーク
低減及び，2 次接着構造の実現について技術的な検討を
実施している． 

 SiC/SiC複合材料については，N2Oエタノールエンジン
用の燃焼器およびノズルを試作し，地上燃焼試験を実施
している．これらの試作試験を通じて，各種耐熱複合材
料による各種エンジン部品の設計・製作技術の確立を目
指して研究開発を進めている． 

 

16.3 固体ロケットノズル耐熱材料の軽量化・低コスト
化に関する研究 

 将来の固体ロケットの高性能化，低コスト化に寄与す
るために，新しいコンセプトに基づくより軽量で低コス
ト成形が可能な CFRPノズルライナーの開発を進めてい
る．密度と熱伝導率の低減によりライナー素材重量を約
半分にし，軽量化による上段ロケットの高性能化を実現
する．M-14などでノズルの高開口部に使用されているシ
リカ繊維系ノズルライナー部分や上段モータの高開口部
からの適用を想定している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 アブレータ用 CFRP の高温劣化特性 
 フェノールをマトリックスとする CFRPに対して高温
環境における劣化状況を顕微鏡や SEM，X線 CTを使っ
て観察し，劣化機構を検討した． 

 

17. 高分子および高分子基複合材の研究 
 

17.1 高速回転 CFRP 円板の開発 
 三次元強化の CFRP円板に関して，回転速度（周速度）
を最大化することを目的として最適化を図るとともに，
最適化した強化繊維配向を有する円板を試作して回転試
験を実施し開発を進めている． 

 

17.2 CFRP 用簡便非破壊技術の開発 
 Pulse thermographyと空中超音波探傷技術に関する検
討を行い，前者に関しては，得られた温度分布をフーリ
エ変換して得られる位相成分に注目し，特にその低周波
数に注目すると，これまで以上に深い欠陥の検知が可能
であることを見出した．また，後者に関しては，従来か
ら行われている水中浸漬に比較して解像度が大幅に落ち

る原因を分析し，解像度向上の方策を提案した． 

 

17.3 耐熱性ポリイミド樹脂の開発 
 イカロスの帆に使う熱可塑性ポリイミド樹脂を既に開
発しているが，将来のより大型のプロジェクトに向けて，
大面積化が可能な樹脂の改良を行った．また，従来品に
比べて耐熱温度が高い ISAS で開発した熱可塑性ポリイ
ミドに関して，この樹脂をマトリックスとする CFRPの
成形を実施した． 

 

17.4 高精度大型宇宙構造に使用する高精度複合材に関
する研究 

 本研究では各種複合材を用いた軽量構造体を高精度化
するために，様々な炭素繊維，樹脂による複合材の高精
度に関連する特性の変化を調べるとともに，これらの特
性変化機構を解明し複合材設計手法を確立することを目
的としている．また，熱可塑型複合材の高精度衛星構造
部材への適用を検討するために熱可塑型ポリイミド，低
吸水樹脂ポリメチルペンテンについて複合材としての特
性の取得と特性を発揮するために必要な界面設計などの
複合化設計方法を探索している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5 カーボンナノチューブによる超軽量構造体の創製
に関する研究 

 最新のナノ技術の研究成果と炭素繊維強化プラスチッ
クス（CFRP）製造技術を利用し，現在最も比強度・熱
伝導特性に優れる CFRPの性能を向上し，構造重量の飛
躍的な軽減（10年後には半減）を目指した研究開発を行
う．カーボンナノチューブ紡績糸とその複合材料の高強
度化と一方向 CNT シートを用いた高体積含有率一方向
CNT積層板の開発を行っている. 

 

18. 金属系材料の強度･破壊

18.1 金属・合金の低温クリープに関する研究 
 チタン合金は高比強度材料として宇宙機に数多く使用
されているが，室温で顕著なクリープ現象を起こす．この
現象は，我々が「はやぶさ」の推進剤タンク試験中に再発
見し，hcp金属特有の新たなクリープ変形様式であること
を明らかにした．その後 fcc金属においても同様の低温変

図 11 TM-250モータによる燃焼試験 
 

Epoxy→-3%

Cyanate→-6%

ヤング率変化曲線 

図 12 熱サイクルによる引張り弾性率の変化 
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形領域が存在することを見い出した．超微細粒金属は，超
強加工により高強度･高靱性化されたものだが，低温環境
での信頼性に低温クリープは重大な問題となる．そこで本
研究では，超微細粒から粗大粒の fcc金属について，粒径
と温度に応じた変形メカニズムの解明を行っている． 

 

18.2 ロケットエンジン燃焼室銅合金のクリープ疲労 
 液酸・液水ロケットエンジンの信頼性向上のため，燃
焼室銅合金の熱疲労・予寿命評価研究を行っている．応
力保持クリープを重畳させた高温疲労試験を実施し，単
純疲労とクリープの線形損傷則では説明できなかった地
上燃焼試験での損傷を再現した．試験後の SEM-EBSP

観察により，疲労損傷蓄積を評価している．本件は，非
破壊信頼性評価研究に関するNIMS-AIST-JAXA研究協力
協定に基づき，物材機構の協力を得て実施している. 

 

18.3 低温超塑性チタン合金開発と粒界辷り直接観察 
 科学衛星では，超塑性成形によりチタン合金製推進剤
タンクを製造している．このプロセスの信頼性向上のた
め，超塑性低温化に必要な材料学的諸元を明らかにする
ことが求められており，鉛筆を束ねたような伸張粒組織
をもつ ODS 鋼を横方向に引張り，素過程としての 2 次
元的粒界辷りを観察している．最終的には，素材メーカ
と共同で，低温超塑性に必要な熱間加工条件と超塑性特
性の関係を明確化し，量産可能な適正プロセス条件を提
案することを目標としている． 

 

19. セラミック系材料の超高遠衝突損傷 
 

 衛星推進系スラスタの耐熱温度（比推力）向上と国産
技術化をめざして，窒化珪素製スラスタを開発し，「あか
つき」に搭載した．脆性セラミックス部材に対し，多軸
破壊統計論に基づく厳密な破壊確率評価を行うととも
に，スぺースプラズマ実験設備の二段式軽ガス銃による
超高速衝突実験により耐メテオロイド衝突性の評価を行
った．その後，超高速衝突破壊機構の解明のため，超高
速度ビデオカメラによる透明物質の損傷進展過程の直接
観測を行っている．図 13 は，積層ポリカーボネートに

おいて，衝突により生じた衝撃波の干渉により，試料内
部の積層界面にクラックが発生・進展する様子の実時間
観察である． 

 

20. 非破壊信頼性評価 
 

 固体ロケットモータの大型化に伴い，定量的な非破壊
検査による品質保証を低コストで実施することが必要と
なってきており，イプシロンロケットでは設計段階から
効率的な品質保証方法を検討している．特に上段モータ
推進薬の品質保証として，SRB-Aで採用している放射線
検査（RT）から，超音波検査（UT）へ移行するための
研究開発を行っている．また，地上試験等でのヘルスモ
ニタリング用に，ファイバー・ブラッグ・グレーティン
グセンサ（FBG センサ）によるひずみ・AE 同時計測シ
ステムおよびサンプリングモアレ法変位計測システムを
開発している．なお本件は，非破壊信頼性評価研究に関
する NIMS-AIST-JAXA 研究協力協定に基づき NIMS と
AISTの協力を得て実施している. 

 

21. 国際標準化のための活動 
 

 微小デブリの生成原因・衝突模擬試験・ISO 標準化の
動向について調査分析し，2次デブリ（ejecta）の地上実
験方法について，国際標準化（ISO11227）のための活動
を行っている． 

 

22. 極低温推進剤用複合材要素の研究 
 

 将来輸送系では抜本的軽量化のために推進剤（LH2，
LOX）タンクの複合材（CFRP）化が不可欠である．再
使用ロケット実験機（RVT）プロジェクトにおいて，液
晶ポリマライナ付複合材 LH2タンクの開発に成功してお
り，地上燃焼試験において燃料タンクとして運用中であ
る．また現在，ライナに電鋳あるいはテフロン樹脂を用
いた複合材要素を開発しており，試験片によるライナ基
本特性の取得，フィラメントワインディングによるタン
クの試作・試験を実施した． 

 

23. クーロン力を用いた軌道上監視システムの航
法誘導制御則に関する研究 

 

 近年，スペースデブリの増加や大型展開構造物を持つ
宇宙機の増加に伴い，軌道上監視の需要が高まっている．
本研究では主衛星の周囲を広く自由に監視するために，
監視デバイスを搭載して主衛星から分離された副衛星の
運動をクーロン力で制御するシステムを考える．太陽電
池による発生電力がエネルギー源であるクーロン力は，
主衛星に搭載された複数の電荷制御装置によって制御さ
れるものとし，制御に適した両衛星モデルを提案した．

 

図 13  
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副衛星を監視位置に誘導し，主衛星を指向しながら監視
を行うための一連の位置・姿勢制御則を考案し，数値シ
ミュレーションを用いて制御精度や消費電力の観点から
有用性を評価した． 

 

24. 超小型衛星の研究開発 
 

24.1 超小型衛星の研究開発 
 数 kgから 100kg未満の超小型衛星は，1）挑戦的宇宙
システム工学の実践的教育・人材育成，2）部品・機器
レベルの先端技術の早期宇宙実証，3）超小型衛星（群）
による科学ミッションや実利用ミッションの実施，4）
新しい宇宙工学や高価値ビジネス分野の発掘・開拓，な
どに有効なツールとして現在大いに注目を集めている．
松永研では，50kg 級地球・天体観測技術実証衛星
TSUBAMEを研究開発しており，その主要ミッションは，
超小型の CMG（Control Moment Gyro）を用いた高速姿
勢変更技術実証，ガンマ線バーストの硬 X線偏光観測，
小型光学カメラを用いた地上・海上及び雲の高解像度可
視観測である．TSUBAMEはロシアのドニエプルロケッ
トにより，2014年に打上げ予定である． 

 

24.2 小型 CMGシステムと磁気トルカを用いた超小型
衛星の姿勢制御システムに関する研究 

 近年，超小型衛星の姿勢制御装置として CMG が注目
されている．CMG は出力トルクが大きいという利点を
持ち，慣性モーメントの小さな超小型衛星に搭載するこ
とで高速な姿勢変更が可能となる一方，不適切な制御が
行われると衛星の姿勢を大きく乱す可能性があるリスク
の高い姿勢制御装置でもある．本研究では，超小型衛星
「TSUBAME」を題材として，CMG および磁気トルカの
二つの姿勢制御装置を用いた安全性かつロバスト性の高
い姿勢制御システムを提案し，数値シミュレーションや
CMG 実機および衛星に搭載する計算機を用いた動作実
験によってその性能を検証する． 

 

24.3 超小型 CMGの発生する擾乱力の測定と評価に関
する研究 

 高トルク出力アクチュエータ CMG を搭載して姿勢制
御を行う衛星に関して，CMG は回転体を持つため擾乱
を発生し，衛星の観測機器等へ悪影響を与える懸念があ
る．本研究では超小型 CMG の擾乱を測定し，ホイール
の不釣合より発生する振れ回り運動に起因する擾乱力を
主に含む，ホイール回転周波数と同じ周波数に発生する
擾乱に着目して解析を行うことで， 超小型 CMGが発生
する擾乱力の大きさおよび特性を評価した． 

 

25. 液体推進系に関する研究 
 

25.1 バイオアルコール燃料の燃焼研究 

 メタノール，バイオメタノール，およびエタノールの
燃焼研究を進めている．詳細化学反応機構を使用した 2

次元火炎構造計算を行うとともに，火炎温度，OH ラジ
カル分布（PLIF 法），および化学種分布（6 化学種，ガ
スクロマトグラフィー）の測定結果により数値計算結果
を検証している．化学反応機構の精緻化，ならびにバイ
オメタノール燃焼における不純物の影響評価が目的であ
る．今年度は実験手法確立のため純エタノールを用いた
検証を実施した．実験・計算結果に相違がみられるため，
その考察・評価を行っている. 

 

25.2 HAN 系 1 液推進剤を用いたスラスタの研究開発 
 低毒性の推進系として，将来の衛星推進系への適用が
期待される HAN（Hydroxil Ammonium Nitrate）系燃料を
用いたスラスタの研究を行っている． HAN 推進剤にメ
タノールを添加した SHP-163 と名付けた推進剤を考案
した．地上燃焼試験の他，気球実験としてフライト状態
システムで高高度での安定燃焼試験を成功裏に実施し
た．スラスタ触媒寿命について，考察が必要であるもの
の従来の毒性の強い１液推進系と同等以上の性能を有す
ることを示している． 

 今年度は，宇宙システム開発推進機構との共同研究と
して，小型衛星への実験的搭載に向けたシステム検討を
実施した． 

 

25.3 セラミックスラスタの開発研究 
 衛星・惑星探査機のスラスタは，従来ニオブ合金で作
られてきたが，耐熱温度（比推力）向上と国産技術化を
めざして，500N級窒化珪素製スラスタを開発し，金星探
査機「あかつき」に搭載して軌道上での動作を確認した．
その後，ESA の M-REP（Mars Robotic Exploration 

Preparation Pre-Programme）における 1100N級メインス
ラスタ候補のひとつとして，スラスタの大型化開発を行
い，英国にて成功裏に地上燃焼試験を実施した． 

 

25.4 N20/エタノール推進系の研究 
 常温貯蔵が可能な無毒液体推進系である N2O/エタノ
ール推進系を PBS形態搭載を念頭に置いた BBM供試体
を用いたシステム検討を実施する．噴射器の性能向上に
向けた噴射器エレメント試験を実施し，高性能なエンジ
ンを開発する．上段用液体ロケットの構造重量を軽減し
性能を向上するためには，より軽量で使用温度が高い素
材を用いた放射冷却式燃焼器，ノズルを耐熱複合材料
SiC/SiCで実現する．耐熱複合材料燃焼器を用いたシステ
ム燃焼試験を実施し，30s の燃焼試験を実施した．耐熱
複合材料燃焼器はスロート部で最高温度 1250℃となり，
燃焼後のスロート径の拡大もなく良好であった．真空比
推力は 276sとなり，予想起動時の内圧上昇もなく安定し
た燃焼を維持した． 
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25.5 気液平衡調圧系 
 調圧系に気液平衡システムを適用した気液平衡調圧系
は，高圧部およびバルブを排除することで安全性・信頼
性を高めることを目指している． 

 気液平衡の液化ガスとして HFC-218（代替フロン）を
選定した．ダイヤフラム（EPDM膜）を介した推薬（ヒ
ドラジン）への溶け込みデータを取得したところ，長期
間（125日以上）溶け込みがないことが確認できた． 

 また，液化ガスの搭載量を減らし軽量化することを念
頭に，液化ガスと高圧ガスを組み合わせるハイブリッド
調圧系も提案した． 

 

25.6 固気平衡スラスタ 
 固気平衡スラスタは，気液平衡スラスタの応用であり，
昇華現象を用いることで，推進薬をタンク内で固体とし
て保持し，気体（蒸気）として噴射する．宇宙空間での
気液分離に比べ，固気分離が容易であるため，システム
全体が簡略化できる． 

 推薬としてナフタレンを選定し，その基礎特性（推力・
比推力）を理論値により見積もった．また，基本特性を
計測するための試験装置を製作しデータを取得した．こ
れによりタンク圧はタンク外壁温度から算出した値とは
完全には一致せず，噴射の昇華熱にも影響を受けるが，
ヒータで直接制御可能である等の知見を得た． 

 

26. 非化学推進 
 

26.1 イオンエンジン 
 月・惑星探査プログラムグループが開発し打上げを目
指す，「はやぶさ２」小惑星探査機に提供するマイクロ波
放電式イオンエンジンの開発に貢献した．この技術は，
当研究部門が研究開発した技術であり，「はやぶさ」以降
も引き続き技術開発を行ってきた．これまでに実施して
きた関連部品の国産化や性能向上の成果を統合して搭載
機器を組み上げ，作動試験を実施し，所定の性能を有す
ることを確認した． 

 マイクロ波放電式中和器に関して，性能劣化機構の解
明を行うとともに，高性能化/長寿命化研究を行った．プ
ラズマ中わずかに存在する 2価イオンが作動電圧により

加速されて内部壁面に衝突して発生する飛沫が汚染を引
き起こし，性能低下の要因と推察される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26.2 MPD アークジェット 
 メガＷ級電力に対応する大電力/大推力電気推進とし
て MPD アークジェットは期待される．これまでは，オ
イルコンデンサを組み込んだ LC 梯子回路にて１ミリ秒
程度の短時間の準定常作動にて試験実施してきた．さら
に放電時間を長くするために，電気二重層コンデンサに
よる放電回路の試作を行った．その電気素子は，電気自
動車などへの応用に関連し，性能向上が著しい．静電容
量がたいへんに大きいので，時定数にて数秒規模の RC

放電が実現できるので，当初の 100ミリ秒は，ほぼ一定
の放電とみなせる．試作した回路を MPD アークジェッ
トの外部磁場発生コイルに通電して，テスラ規模の磁場
発生を実証できた．今後は，プラズマ発生回路へも電気
二重層コンデンサ応用を目指す． 

 

26.3 DC アークジェット 
 10kWDCアークジェットの試運転を行った．中空陰極
にて電流分散化を目指したが，芳しい結果とならなかっ
た．また陰極先端を赤外線式温度計にて観測することに
成功した．プラズマ発生中も支障なく計測が可能であっ
た． 

 

26.4 パルス・プラズマ・スラスタ（PPT） 
 従来の PPT はテフロンブロックを推進剤として用い
るが，昇華によって放電室形状が著しく変形するため，
長時間に渡り高い性能を維持し続けることができなかっ
た．当研究部門の発案として，放電室形状を維持したま
ま外部からテフロンシートを供給する方式の研究を行っ
ている．これまでの 1重巻き供給では，昇華しきれず残
渣が発生して連続作動の妨げとなっていた．本年度は螺
旋巻きにして，排出機構を設けた． 

 

26.5 磁気プラズマセイル 
 磁場を帆（セイル）として太陽風プラズマのエネルギ

図 14 耐熱複合材燃焼器を取付けた N2O/エタノールエンジン 

図 15 はやぶさ 2 搭載用マイクロ波放電式イオンエンジンの作動
状況 
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を受け止めて宇宙機を推進させる「磁気プラズマセイル」
の研究開発を継続して実施した．スーパーコンピュータ
ならびに地上実験を駆使した磁気プラズマセイルの推力
特性評価が進み，宇宙機周囲にプラズマ電流を励起して
帆を拡大する方式により，地上実験では従来比の最大 4

倍・数値解析では最大 40 倍の推力増加を達成した．ま
た，超伝導コイルの特性のモデル化と最適設計を進め，
特に，遮蔽電流と交流電流損失の物理モデルにより，第
2 種超伝導体が持つ非線形特性の精密な予測が可能とな
った． 

 

26.6 マイクロスラスタのための高感度推力スタンドの
開発 

 推力1µNといった微小推力とその安定性（推力ノイズ）
を評価可能なねじり振り子式スラストスタンドを開発
し， 1～ 100µN の広い推力領域において推力感度
1x10-6N/(Hz)1/2を達成した． 

 

26.7 ホールスラスタ 
 次世代惑星探査機の主推進機用途として期待される
2kW クラスホールスラスタのに関する数値シミュレーシ
ョンによる設計と予備実験を IHI・IHI エアロスペースな
らびに航空本部・JEDI センターと共同で実施し，ホール
スラスタとしては最高クラスの Ispと推進効率2,500s/60%

を達成するなどの成果を得た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 再突入・惑星突入に関わる研究 
 

 有人・無人を問わず，月惑星探査に必要な基盤技術と
しての再突入・惑星突入技術は近年益々重要になってい
る．また，社会的にも関心が高い周回衛星の軌道減衰落
下も，再突入の研究分野の一部を構成している． 

 将来の有人・無人帰還機，惑星突入プローブ等に必要
とされる再突入・惑星突入技術のうち，特に基盤となる
熱防御技術，飛行技術，システム技術を中心とした研究
を実験的，解析的に行う．「はやぶさ」等，これまでのプ
ロジェクトで培ってきた熱防御技術研究の一環として，
従来型より軽量の耐熱材料の試作・試験・解析評価を行
い，研究開発を進めており，宇宙探査の可能性を拡張す
ることに貢献すると考えられる．また，主に数値的手法

により飛行・飛翔体再突入時の溶融落下性の研究を進め
ており，より精度の高く汎用的な飛行解析，溶融解析へ
応用することが可能になる. 

 

28. 電磁力による流れの制御とその応用 

28.1 高速流れに関する研究 
 電磁力を利用した流れの制御は多方面で注目を集め研
究が進められているが，我々は，再突入飛行に係わる高
エンタルピー流れの磁力による制御の可能性とその応用
について研究開発を進めている．研究は，高エンタルピ
ー流れを生成する各種の風洞を用いて行われるのみなら
ず，数値解析の手法を用いた研究も進められている．こ
の制御は，特に大気が低密度となる高高度飛行において
特に有効であると考えられるため，低密度における流れ
の制御効果についてさらに理解を深めることが必要とな
っている．また，これらの研究は，高エンタルピー流れ
の磁力による制御の可能性があることを示しており，実
飛行環境においての実証の可能性を示している．この実
証には，超軽量の超電導マグネットが必要とされるが，
5Tの着磁可能なエンジニアモデルを試作し（図 17），そ
のマグネットに着磁を行う装置も併せて開発するなど，
観測ロケット等を利用したフライト実証試験の準備を進
めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2 低速流れに関する研究 
 低速な流れの制御にも電磁力の効果は有効であり，
DBD プラズマアクチュエータとして知られる放電プラ
ズマによる流れの制御は，低速飛行する飛翔体まわりの
流れの制御に有効であると考えられる．この研究では，
放電プラズマによる流れの制御の効果を実験的に解明す
ると同時に，実験的に解明された効果を取り入れた数理
モデルを開発し，さらに高効率のプラズマアクチュエー
タの可能性を追求している. 

 

29. 展開型柔軟構造体による再突入機の開発 

再突入機が直面する厳しい空力加熱を緩和する手段と
して，低弾道係数化がある．これを実現する構造として，
展開型柔軟構造体による再突入機を研究開発している．
大型低速風洞，極超音速風洞など各種風洞試験や，流体

図 16 キセノンを推進剤とした高比推力 ホール
スラスタの実験 
 

図 17 超軽量超伝導マグネット（左）とその内部構造（右） 
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力学的，及び，構造力学的観点からの数値解析などを利
用した要素研究を始めとして，大気球を利用した自由飛
行環境での強度試験を行ってきた．2012 年に実施した
S-310 観測ロケットによる再突入飛行試験成果を踏まえ
て，柔軟エアロシェルのさらなる高度化（大型化，軽量
化）を進めると共に，次のマイルストーンとして地球低
軌道から再突入実証試験の準備を開始した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 火星探査用航空機に関する研究
 

 火星大気中での気象観測や高精度残留磁場観測などを
可能にする火星探査用航空機に関する研究を行ってい
る．本年度は飛行機型の探査機と密閉型パラグライダー
型の探査機の研究開発を行った． 

 飛行機型探査機については平成 26 年度に実施予定の
高高度飛行試験機の機体改修，ソフトウェアの高信頼性
化，耐環境試験などを行った．数値流体力学を用いて，
火星探査用飛行機の飛翔レイノルズ数（翼弦長基準で 2

万程度）における全機形状の空力的な特徴を明らかにし
た．また，低レイノルズ数における 3次元翼の特性につ
いても風洞実験により明らかにした． 

 密閉型のパラグライダー型探査機は，制御が容易であ
り，目的地にピンポイントの着地ができることが特徴で
ある．これを利用した基本的な飛翔計画を検討するとと
もに，その航法に必要な要素技術についても検討を行っ
た．密閉型のパラグライダーに関して，試作機を製作し，

大型低速風洞試験を実施し，通常のラムエア型のパラグ
ライダーに比べて大きく揚抗比が向上することを確認し
た．さらに，惑星環境風洞にて，火星環境を模擬した低密
度環境での空力特性取得試験を実施し，パラグライダー型
飛翔体の火星環境における飛行特性の理解を深めた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 天体着陸航法誘導システムの研究 
 

 「ピンポイント着陸技術」は，将来の天体着陸探査で
の必要性は広く認識されているものの，世界的にも未だ
達成されていない．SLIM ミッションは，月面を対象に
した「ピンポイント着陸技術」の実証を行う計画であり，
SLIM ミッションの提案に向けて，天体着陸航法誘導シ
ステムの研究を行う．SLIM ミッションにおける具体的
な要求機能，リソースを念頭におきつつ研究を進めてい
る．今年度は，探査機の小型軽量化を含めた検討を他の
研究系，大学等と共同して実施し，ミッション提案書と
して取りまとめた． 

 

32. アストロダイナミクス（応用宇宙機飛行力学）
と深宇宙探査ミッション解析 

 

 我が国が主導的に行う月惑星探査計画を推進するため

図 18 現在開発を進めている大型，軽量，高耐熱エアロシェルの 
試作品（直径 2.5m） 
 

図 19 ICP 加熱器で生成されたプラズマ気流を用いたインフレー
タブル構造体の加熱試験の様子 

 

図 20 火星探査用飛行機周りの数値流体力学解析結果 
 

図 21 火星探査用飛行機の大気球用試験機 
 

図 22 密閉型パラグライダーの試作機の風洞試験の様子 
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には，必要な新規の飛行技術を開拓し，それを現実のも
のとする必要がある．新たなミッションを理学コミュニ
ティならびに工学コミュニティとともに作案し，その飛
行計画を具体化する過程で，天体力学，姿勢ダイナミク
ス，誘導，航法に関わる応用飛行力学の総体（アストロ
ダイナミクス）を駆使して，具体的な飛行計画（ミッシ
ョンシナリオ）を構築する．いわゆる，スウィングバイ
と呼ばれる天体の重力援用軌道を駆使する応用弾道飛行
を行わせる手法は，一応の完成をみている．また，いわ
ゆる主たる重力源まわりの 2体運動を接続して飛行計画
を立てる手法も，完成をみている．当課題が解決をはか
っているものの 1つは，主として低推力推進機関を用い
て，それをスウィングバイと併用し，非線形効果を活用
して加速させる方法で，我が国が，「はやぶさ」計画で，
実用性を証明した日本独自の手法である．もう 1つは，
太陽，月，地球に探査機を加えた 4体問題で軌道計画を
作案する手法で，これについては，大きな加速効果を得
られるものの，有効な設計手法は未だ確立されていない．
他に，太陽-地球系，地球-月系等の 3 体系における実用
的な軌道設計手法，重力天体周辺で低推力推進機関を用
いる場合の軌道設計手法の研究を進めている．これらの
飛行計画手法が整備されれば，我が国の当該分野での主
導性は飛躍的に高まるものと期待される. 

 

33. 「はやぶさ 2」における研究 
 

33.1 「はやぶさ 2」ミッションの軌道・誘導・航法・制
御解析 

 「はやぶさ 2」は，小惑星サンプルリターンを目指す
探査機であり，「はやぶさ」の後継機である．軌道計画に
おいては，イオンエンジンを用いた低推力・連続推力の
最適軌道と地球スイングバイを併用した計画の策定と詳
細解析を行っている．また，「はやぶさ」の運用で得られ
た知見を踏まえた，新たな誘導方式，より自律性および
確実性を高めた小惑星相対誘導航法等の研究を行ってい
る． 

 

33.2 「はやぶさ 2」におけるアストロダイナミクス研究 
 「はやぶさ 2」は，小惑星サンプルリターンミッショ
ンであり，そのミッションフェーズの随所でアストロダ
イナミクスの高度な知見や技術を要求される．また，小
惑星という微小重力環境で新たなアストロダイナミクス
の知見を得られる可能性がある．それらの研究を，「はや
ぶさ 2」という具体的なミッションを題材に実施してい
る．たとえば，小惑星ランデブー時の画像・電波複合航
法，小惑星の重力モデル推定，小惑星近傍の軌道解析，
小惑星の形成過程の軌道力学的な考察，地球リエントリ
誘導の計画法，「はやぶさ 2」ミッションの後期運用のた
めの軌道計画等が題材となっている．これらについて，
アストロダイナミクスの研究コミュニティを組織して継

続的に検討を行っている状況である． 

 

34. IKAROS の運用成果を踏まえたソーラー電力
セイル基盤研究 

 

34.1 IKAROS 探索運用 
 IKAROSは 2011年 11月に推薬枯渇の兆候が見られた
後は姿勢制御を行わずに挙動をモニタする方針としたた
め，IKAROS は冬眠（搭載機器シャットダウン）と冬眠
明けを繰り返している． 

 IKAROSは 2012年 11月 22日までに 2回目の冬眠モー
ドに移行した．1 回目の冬眠明けのフライトデータは予
測値とほぼ一致していたが，若干の誤差があった．これ
が 1回目の冬眠明けの探索に時間を要した原因であると
考え，この誤差をなくすように運動モデルを修正した．
これを用いて探索を行ったところ，2 回目の冬眠明け直
後の 2013年 6月 20日に IKAROSの電波の捕捉に成功し，
運動モデルの修正の効果が確認できた． 

 1,2回目の冬眠明けでは，IKAROSと地球の距離が大き
く十分な通信回線を確保することができなかったため，
ビーコン運用にて姿勢や HKデータを取得した． 

 IKAROSは今後，2016年 8月の地球最接近に向けて地
球距離が小さくなり，テレメトリやレンジングの回線が
成立する可能性が高くなる．これにより，2011年秋以降
のカメラ画像データや 2011 年夏以降の薄膜太陽電池発
電データを取得できれば，セイル・薄膜太陽電池の性能
評価が可能となり，今後のソーラー電力セイルミッショ
ンにフィードバックできる．また，テレメトリやレンジ
ングの回線が成立しない場合でも，スピンモジュレーシ
ョンを除去したデータデコードによってこれらのデータ
を取得することを試みており，運用技術の向上にもつな
がる． 

 

34.2 深宇宙ソーラーセイル航行のための誘導航法 
 IKAROS の運用成果を活用して，太陽光圧の影響が非
常に強い環境下での高精度誘導法の実現に向けた研究を
行っている．たとえば，誘導の観点でロバストな軌道決
定手法の模索や，姿勢ダイナミクスを加味した新たな軌
道決定手法の検討等を行うことで，将来の本格的なソー
ラーセイル技術を使用した深宇宙探査機の軌道計画や誘
導技術に貢献することを目指している． 

 本年度は特に，IKAROSの航法誘導データから，ソーラ
ーセイル航行に重要な航法パラメータの抽出を行い，
IKAROSの軌道決定の再評価を行った．また，有限要素法
を用いて光学理論に忠実な探査機光学特性解析法を構築
し，探査機詳細形状を考慮した IKAROS・はやぶさ２・将
来のソーラーセイル機の軌道上擾乱特性の解析を行った． 
 

34.3 膜構造物の展開挙動 
 膜面の展開実験を地上で実施するには，空気抵抗や重
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力の影響が大きいため，それらを考慮した実験と解析に
よって，展開挙動を系統的に検討している．昨年度に引
き続き，IKAROS で用いられた四角形折りによって収納
された正方形膜面の遠心力展開挙動を，多粒子系モデル
による数値シミュレーションと真空槽内での小型モデル
の展開実験によって検討した．多粒子系モデルでは，膜
の座屈強度や折り目の剛性を考慮することにより，実験
モデルの挙動をよく表現できることを確認した．また実
験においては，IKAROS の運用でも確認された著しい非
対称展開となる場合の原因について検討した． 

 

34.4 膜構造物の展張形状 
 IKAROS 展張時のセイル全体の形状を再現することを
目指し，これまで十分考慮しなかったセイル膜面の波打
ち，しわ，折り目，貼付部材の反りなどを取り込んだ FEM

解析を行い，それぞれの剛性への影響を評価した．特に，
薄膜太陽電池と液晶デバイスの反りを考慮した非線形
FEM解析により，セイルのスピンレートが低く膜の張力
が微小であっても，太陽光圧による面外へのたわみが大
きくならないことを確認した． 

 

35. ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域
探査計画 

 

35.1 計画策定 
 ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域探査計画
として，これまで，木星周回機＆トロヤ群ランデブミッ
ションを検討してきたが，海外ミッションの状況も考慮
しつつ，これを発展的に見直し，ソーラー電力セイルの
技術的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． 

 まず，システム設計において，シングルスピン方式と
デュアルスピン方式のトレードオフを行い，前者をノミ
ナルとし，スピンレートを 0.1rpmとした．また，セイル
面積を 3000m2，セイル発電量を 5kW@5.2AU，イオンエ
ンジン比推力を 8000秒とした． 

 軌道計画では，復路の燃料は往路のマージン燃料と兼
ねることとし，木星スイングバイによってΔV を小さく
し，かつ，軌道傾斜角を変更することで，往復可能なト
ロヤ群小惑星の解を見出した．これに対し，トロヤ群小
惑星の軌道・サイズ・滞在期間等の条件を考慮し，候補
天体を絞り込んだ． 

 小惑星滞在中の運用として，消費燃料を軽減するため
HP にて小惑星の情報を取得した後，周回軌道に入れる
シナリオを考案した．IES を用いたホバリングについて
も検討した． 

 ミッション解析では，子機の帰還について，電気推進
の場合，システム重量が大きくなり，化学推進の場合，
燃料重量が大きくなるため，親機の帰還よりも不利であ
ることを明らかにした．一方，子機の着陸については，

サンプルの引き渡しが課題であるものの，サンプリング
の実現性や消費燃料の点で有利であることを示した． 

 子機のサンプル採取・親機への引き渡しの方法として，
pneumaticドリルで N2を噴射して小惑星表面を掘削後，
子機のコンベックステープを伸展させて親機のカプセル
にサンプルを入れる方式を第一案とした．より確実な弾
丸（はやぶさ）方式等についても検討中である． 

 サクセスクライテリアとして，子機でサンプリングし
て，その場分析を行うまでをフルサクセス，親機にサン
プルを渡して地球に帰還し分析をするまでをエクストラ
サクセスと定義した． 

 

35.2 セイル試作 
 セイルは面積 3000m2 であるが，ほぼ全面を薄膜太陽
電池，液晶デバイスなどのデバイスが占める． 

 薄膜太陽電池については，アモルファスシリコン型か
ら CIGS 型に変更した．開放電圧約 20V，約 200mm×
600mmのモジュールを 8直列に接続したものを 1ユニッ
トとし，折幅を 0.45mとしてレイアウト設計を行った結
果，セイルの供給可能電力は約 5kW@5.2AUと算出され
た．液晶デバイスについては，IKAROS の故障モードを
想定して長期動作試験と電圧印加試験を実施し不具合が
再現しないことを確認した． 

 セイル製作方法は，強度維持の観点から，セイルのベ
ースフィルムを帯単位で製作し，周方向に接続する方針
とした．製作場所縮小の観点から，1 ペタルをさらに 2

分割して製作し，最後に接続する方針とした．さらに，
接着剤を熱融着ポリイミドに置き換えるため，ISAS-TPI

を熱融着層とする非可塑性ポリイミドの多層膜化を行
い，熱融着・接着層として機能することを確認した． 

 セイルの試作試験では，マーカーの付与，セイルのカ
ッティング時にレーザー墨出し器を新たに導入し，製作
精度・作業効率を向上させた． 

 

35.3 セイル展開機構試作 
 展開機構の大幅な軽量化が見込めることからデュアル
スピン方式からシングルスピン方式に変更した．また，
大型ベアリングの軽量化のためローラー＆レール方式を
採用した． 

 打上げ振動環境に対するセイルのゆるみ・こぼれ防止
機構として，フランジ幅に余裕を設けることでセイルの
打上げ時の軸方向のずれを解消し，周方向のずれはロン
チロックで拘束する方針とした． 

 相対回転部への給電システムについて，展開機構に組
み込める包絡域の中で非接触給電のコイル設計を行い，
アクチュエータを動作させる十分な電力を供給できるこ
とを確認した．大型スリップリングの開発では，電気モ
デルを用いた電気試験において，ブラシ，リングの組み
合わせによる電気抵抗変化，ノイズ，摩擦，摩耗の評価
を行い，機械モデルを用いた機械試験において，製作精
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度，回転精度の評価を行った． 

 その他，損傷同定，画像による形状解析，伸展ブーム
展開方式についても検討を行っている． 

 

35.4 セイル収納装置試作 
 薄膜太陽電池等の膜厚の影響を考慮したセイル収納方
法として，巻き付け位相管理方式，区分直線近似折り方
式，折線分割方式の 3つを考案した． 

 この中で巻き付け位相管理方式に対応した収納装置を
開発して，検証試験を行ったところ，折線のずれを抑え
つつ，再現性のある収納が可能であることが確認できた．
一方で，収納作業中にハーネスがこぼれる，押しつけ治
具が十分セイルを抑えられないなど保持方法に関する課
題が明らかになった． 

 膜面の折り畳み支援装置についても検討した．特に，
セイルを蛇腹状に折り畳む際は，セイル上の薄膜太陽電
池を破損しないよう，一定以上の曲率に曲げないように
取り扱う必要がある．当初，曲率を管理しながら逐次的
にセイルを折り畳む方法を考案したが，セイルの圧縮剛

性が強いため一定の曲率を維持することが難しく，座屈
が発生してしまうことが判明した．このため，一つの折
り幅を同時に折り畳む方針とし，作業人員を減らせるよ
う，一人で広い範囲を折り畳める補助治具を開発し，有
効に機能することを確認した． 

 

36. 需給状況に応じた電力制御システム 
 

 分散化 HCE のコンセプトを非宇宙分野の電力制御に
適用・応用した研究の一つとして，EV 充電システムに
おける充電制御を検討した． 

 カードゲーム方式（分散化 HCEで考案），先取り方式
（接続された順に満充電になるまで充電する），均等方式
（接続されているものを均等に充電する）の 3 つを比較
し，カードゲーム方式の破綻確率が最も低いことを明ら
かにした．また，ユーザの台数・使用状況が変化しても
パラメータ（しきい値）を調整することで満足度を最大
限引き上げることができることも示した． 
 

 

 

5. 宇宙機応用工学研究系 
教職員：齋藤宏文 山田隆弘 川﨑繁男 池田博一 橋本樹明 久保田孝 山本善一 廣瀨和之  

吉川 真 戸田知朗 田中孝治 吉光徹雄 曽根理嗣 水野貴秀 坂井真一郎 福田盛介  

竹内 央 冨木淳史 牧謙一郎 豊田裕之 三田 信 福島洋介 小林大輔 坂東信尚  

大槻真嗣 佐々木進 柴田 直 西川健二郎 和田智之 高橋正樹 

Josaphat Tetuko SRI SUMANTYO 廣川二郎 吉田賢史 Prilando Rizki Akbar Oleg Nizhnik  

宮地晃平  

宇宙研院・学生：Peshala Gehan Jayasekara 鰺坂志門 大津恭平 大森隼人 本田拓馬 杉村さゆり  

高橋勇貴 Jartoux Daniel 茂渡修平 Paudel Saroj 宮田洋佑 村上 遼  

Schurr Naomi Danika 稲葉雄大 梅田啓介 岡田啓太郎 柴田優一 田中香次  

星野英二郎 天野裕士 井辻宏章 加藤 言 若尾周一郎 岩田 亮 康ドクフン  

中川 啓 前木 和 森谷真帆 浜田真一郎 米村 翔 前田孝雄 藤井裕大  

Halil Ersin Soken 多羽田俊 大谷知弘 津吹雄太 渡邊宏弥 Ravindra Vinay 深見友也  

成瀬涼平 Budhaditya Pyne 平井隆之 池永敏憲 濱田慎太郎 高橋将司 明井宏樹  

浜谷尋可 井上史也 小林正和 小山翔平 久米孝志 片野将太郎 野地拓匡 福田 豪  

小林雄太 長谷川直輝 Hyeonjae Ju 樋口史仁 

共同研究員：國井康晴 下田慎吾 原 進 古谷克司 外本伸治 永岡健司 水上憲明 飯塚浩二  

黒田洋司 栗栖正充 阿部新助 岩切直彦 前田惟裕 榊原直樹 中谷一郎 石井忠司  

相馬央令子 塩田一路 石上玄也 

 

1. はじめに 
 

 宇宙機応用工学研究系は，ロケット・人工衛星・惑星
探査機・探査ロボットなどの宇宙機，地上システム，お
よび宇宙機を応用した工学技術に関し，主として電気・
電子工学，計測・制御工学，応用物理学，エネルギー工
学などの立場から研究を行っている．具体的には以下の
ような研究を行っている． 

 電子材料・デバイスの分野では，宇宙機に搭載する半
導体デバイスの基礎研究や開発，それらの半導体材料の
研究を行っている．搭載電子機器の研究には，月・惑星
着陸機の高度・速度検出用パルスレーダ，レーザーレー
ダ，通信機器，アンテナ，宇宙用 GPS受信器，宇宙機搭
載用組み込みシステムの研究が含まれる．電源系に関し
ては，宇宙機用のリチウムイオン二次電池の性能向上研
究や，蓄電用キャパシタ，燃料電池の宇宙機への適用に
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ついても研究を進めている．航法・誘導・制御に関する
研究領域では，姿勢検出，相対位置検出，障害物検知な
どに用いるセンサの開発や，高精度姿勢指向技術，画像
を用いた自律航法，障害物検知・回避のためのアルゴリ
ズム，月・惑星着陸のための誘導制御則などの研究ほか，
制御用高性能アクチュエータの開発をも行っている．ま
た，宇宙探査機のインテリジェント化・自律化，移動ロ
ボット（ローバ）による月・惑星自律探査技術に関する
研究を行っている．地上系技術としては，ΔVLBI や光
学航法などを複合した高精度軌道推定法，宇宙機運用シ
ステムの高度情報化などを行っている．また，小型科学
衛星のシステムアーキテクチャの研究や太陽発電衛星な
どの宇宙エネルギーシステムの研究を行っている． 

 

2. 研究活動 
 

2.1 電源系技術 
2.1.1 極端環境における宇宙用太陽電池の特性評価 
1）高温・高照度環境における特性評価 

 水星探査機 MMOの太陽電池パネルの開発過程におい
て，太陽電池セルにカバーガラスを固定する接着剤の光
透過率が高温高照度環境では著しく低下することが明ら
かとなった．さらに詳細な特性を得るため，接着剤単独
の評価を進めた．その結果，250℃以上の高温で紫外光
が照射された場合に，透過率の低下が劇的に大きくなる
ことが判明した． 

 一方で，太陽電池セルそのものの劣化特性も正確に把
握されてはいない．宇宙用 3接合太陽電池セルは，地上
でも集光発電システムの中に用いられており，これの長
期劣化特性を予測する手法を確立することは重要であ
る．高照度の長時間照射試験は難しいが，通電試験は容
易であることに注目し，光照射と順方向通電が太陽電池
セルに与えるストレスの評価を進めている．これまでに
得られた結果では，順方向通電がより大きな劣化を引き
起こすことが明らかとなっており，そのメカニズムを探
っている． 

2）低温・低照度環境における特性評価 

 外惑星探査機を想定し，メタルフォイル基板 CIGS 太
陽電池セルの，低温・低照度環境における特性評価を進
めている．温度依存性を評価した結果，-100℃程度で効
率が最大となることがわかった．また，長期の連続照射
による特性変化も追跡している． 

 

2.1.2 宇宙用蓄電デバイスの研究開発 
1）SUSラミネートリチウムイオン電池の開発 

 宇宙用電池は，打上げ時の振動・衝撃，真空中での長
期充放電サイクルに耐えるため，きわめて頑丈な構造を
もって作られており，そのことがエネルギー密度
（Wh/kg）の低下を招いている．地上では軽量な Al ラミ
ネート電池が広く用いられているが，真空中では膨張し

著しい特性低下を招く．そこで高強度な SUSラミネート
フィルムをケースに用いたリチウムイオン電池を開発し
ている．一般に電池は小容量ほど低エネルギー密度にな
るが，11Ahと小容量ながら 129Wh/kgという高エネルギ
ー密度を達成した． 

 さらに，この電池を衛星構体に取り付ける治具を
CFRPを用いて試作し，振動試験を実施した．その結果，
治具質量を含めたエネルギー密度は，現状の技術で 115 

Wh/kgを達成できることを確認できた．また，振動環境
耐性のみを考慮するならば，治具を一切使わず両面テー
プによる固定のみでも十分な強度を得られることを確認
した． 

2）リチウムイオンキャパシタの宇宙機適用性検討 

 リチウムイオンキャパシタ（LIC）は，動作温度範囲
が広く，高レートで充放電可能で，充放電サイクル劣化
がきわめて小さく，さらに釘差しでも発火しない高い安
全性を持つ，新しい蓄電デバイスである．将来のミッシ
ョンの多様化を見据え，LIC の宇宙機適用性検討を進め
ている．これまでの評価で，ラミネートタイプの LICは
真空中で膨張するものの，電気特性の低下はほとんどな
いことがわかった．この特性を生かし，簡素な拘束治具
で衛星構体に取り付け，軽量化を図った．この成果を生
かし，2013年 9月 14日に打上げた「ひさき（SPRINT-A）」
に付帯するサブミッションである NESSIEの蓄電デバイ
スとして LICを搭載し，軌道上での運用可能性を評価し
ている．これまでのところ，正常な充放電挙動を確認し
ている． 

3）燃料電池/水電解技術の高度化検討 

 固体高分子形燃料電池は水素と酸素の反応により水を
生成する過程で，電力を取り出す技術である．宇宙の微
小重力のもとで燃料電池を運転するには，発電に伴い発
生する水を気相から除去するための水除去機能が必要に
なる．また，未反応のガスは循環させて反応系に戻すこ
とにより，燃料消費効率の高い発電システムを構築する
ことが可能となる． 

 このための閉鎖環境用燃料電池として，燃料電池メーカ
の協力を受け，図 1に示すような 100W級燃料電池システ
ムを試作している．このシステムでは，水素ガスは出口を
閉塞し，酸素ガスは循環させるための回転式ポンプを有し
ている．このポンプ内部には遠心力により水を除去するた
めの部位を有しており，連続発電を行いながら水を除去し
た上でガスを循環させる機能を付与している． 

 平成 25 年度には，このシステムを起動し連続動作に
至るためのシーケンスの検討を進め，自動動作可能なシ
ステムとして確立するための作業を進めた．この試験を
通じて，連続運転の中で酸素側からのみ水を除去しつつ
安定な状態を保持する技術の確立を進めた． 

 また，平成 24 年度に開始した長岡技術科学大学との
共同研究を継続した．特に，固体高分子形燃料電池の応
用技術として，酸化剤として炭酸ガスを，還元剤として
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水素を供給しつつ，メタン，メタノール，エタノール等を
合成する炭酸ガス還元リアクターの研究を行った．既に，
生成物の電位依存や選択性が存在することが解ってお
り，生成収率の向上を目指した触媒の研究を進めている． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）蓄電池劣化機構の解析と，衛星運用手法への反映 

 軌道上には，「すざく」「れいめい」をはじめとする科
学衛星が飛翔している．これらの運用に反映すべく，電
池の劣化解析支援や，運用データの解析等を進めている． 
 特に，リチウムイオン二次電池については，「はやぶさ」
に搭載された二次電池のターミネート運用に伴い，微小重
力環境に長期におかれた電池の性能均一性が示される結
果が解析から求まっている．「はやぶさ」カプセルに搭載
されていた一次電池については，同型電池の放射線照射試
験および放射線照射後の電池の分解調査を実施した． 

 なお，「れいめい」に搭載されているリチウムイオン二次
電池については，「れいめい」プロジェクト欄にて論じる． 

 これらの運用に伴う電池の劣化と安全性との関係をパ
ラメータとして把握することを目指し，大学と連携して，
電池劣化に伴う反応活性化エネルギーの推移と，電池内
部劣化傾向との比較検証等を進めている． 

 

2.2 通信技術 
2.2.1 ワイヤレスセンサおよび高効率回路技術 
1）RVT内ワイヤレスヘルスモニタリングシステム 

 高度な制御機能を持ち安全に高速飛行する宇宙船など
の内部で必要な速度，圧力，温度等のセンサと，その情
報を収集する信号処理部（OBC）の間での高速な情報伝
送を，ワイヤーハーネスを取り除き高性能で軽量・省電
力安価なワイヤレスセンサネットワークシステムの実現
のための研究を行っている． 

 平成 25 年度はセンサデータの通信に加え，電力も無
線で伝送するため，マイクロ波帯の電波を用いたシステ
ムの実現性に関する検討を行った．提案システムの有効
性を確認するため，本年度はハードウェア面ではアンテ
ナ，電力増幅器などのマイクロ波デバイスの設計，試作，
評価を，ソフトウェア面ではタイムシェアにより通信と
電力伝送を両立させる通信システム方式の検討を行い，
その実現性を示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）GaN HEMTを用いた深宇宙ミッション用 RF増幅器 

 GaN（Gallium Nitride）は GaAs（Gallium Arsenide）や
InP（Indium (III) Phosphide）に比べ耐圧・耐熱特性に優
れ，高周波パワーデバイスとして利用が進められている．
更に，耐放射線性にも優れているため宇宙機搭載用デバ
イスとして期待される． 

 平成 25 年度は深宇宙ミッション用の X 帯 オンボード
SSPA（Solid State Power Amplifier）を開発した．開発され
た SSPA内において，GaN HEMTは最終段の HPA（High 

Power Amplifier）に用いられた．開発された GaN HPAを
図 3に示す．GaN HPAの出力電力は 42dBm以上，電力負
荷効率は 45%以上をそれぞれ実現した．また，X帯搭載用
GaN HEMTデバイスに対して宇宙環境耐性評価を行い，
熱真空試験および放射線試験共に良好な結果を得た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）ナノ RF技術の研究 

 少数品であるが最高性能のチップや高密度実装集積回

図 1 閉鎖循環型燃料電池システムの試作品 
 

図 2 試作ワイヤレス温度センサユニットと計測例 

図 3 X band GaN High Power Amplifier 
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路，小型アンテナを内製することを目的に，重点研究「ナ
ノ RF技術の研究」を平成 25年度より開始した．最終目
標は，100 ナノプロセスによるナノ RF 技術を用い，今
後利用が増す X 帯を中心に Ka 帯まで動作する通信機や
センサ開発を，インハウスで行うことである． 

 本年度は，それらの研究開発用の半導体プロセス装置
設置のため，国内トップレベルである約 100m2以上の占
有面積に，ISO クラス 1 の宇宙ナノエレクトロニクスク
リーンルームを整備した（図 4，図 5参照）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 来年度以降は，クリーンルーム利用講習会やワークシ
ョップを開催し，利用者全体のレベル向上や教育も実施
する．将来，共同利用研究設備として，宇宙マイクロ・
ナノエレクトロニクス技術者・研究者の育成を行ってい
く予定である． 

 

2.2.2 搭載深宇宙 RF 通信技術 
 深宇宙探査に標準的な搭載通信機器について「あかつ
き」での長期的な軌道上実証を継続している．打上げか
ら 4年を経過しても機器に異常は全くない．再生測距方
式のみによる長期間の軌道決定も問題なく継続してい
て，「MMO」，「はやぶさ 2」からは再生測距方式を国内局
の標準測距方式としてよい実績が積み上げられている． 

 「あかつき」から標準的に採用されてきた搭載通信機
器について，「あかつき」では NASA 深宇宙ネットワー
クとの適合性が確認できていたが，「MMO」へ向けて

ESA 深宇宙ネットワークとの適合性も確認されたこと
によって，機関間にまたがるミッション運用において，
これら標準的な通信機器が十分に適合することの実証を
完了した． 

 

2.2.3 搭載近地球通信技術 
 長楕円軌道，月および L点探査にも対応可能な次世代
S/X 帯トランスポンダの設計検討を研究開発本部と共同
で実施している．開発予定のトランスポンダは，現行の
低軌道および静止軌道衛星も含んで汎用なコンセプトか
ら，編隊飛行衛星を除く全ての近地球将来ミッションの
中低速衛星運用回線および科学衛星の高速回線に適用可
能な内容となっている．小型科学衛星 3号ミッション候
補である DESTINY ミッションへ向けて開発を進める計
画である．2012年度から，研究開発本部で戦略開発コン
ポーネントとして採用する GaN 高効率固体増幅器と組
み合わせて最適に機能するよう連携した開発も進んでい
る． 

 

2.2.4 宇宙機内ワイヤレス通信技術 
 搭載機器間を結線するハーネスを無線化して削減する
技術として，質量軽減，試験工程の簡素化（コネクタレ
ス）による試験作業の信頼性向上，機器配置自由度の増
加という利点を最大限生かす研究開発を行っている．
2013 年度より産学連携オープンラボテーマとして採用
され(http://aerospacebiz.jaxa.jp/jp/topics/2013/topics131220.html)，
実用化へ向けた研究へ踏み出した．適用範囲は，地上環
境試験から搭載機器のバス無線化まで幅広い． 

 

2.2.5 光通信技術 
 X 帯，Ka 帯と通信技術の拡充が完了しつつある．RF

通信への相補技術として次世代の光通信技術（地上局と
宇宙機間の直接通信）の研究開発に取り組み始めた．光
通信の利点は，帯域制約を受けない高速性にある．その
ため，現実的な口径 1m 程度の光地上局を想定すると
月・L 点ミッションまで RF に対して有利に立つと推定
され，適用範囲を月・L 点ミッションまでと決めて，国
内技術として伝搬過程での確率的な大幅な回線劣化の予
測とその救済技術の研究を進めている．このための拠点
として相模原キャンパス屋上の赤外モニタ実験設備に着
目し，光通信への応用を展開してきた． 

 

2.2.6 次世代深宇宙地上局技術 
 臼田 64m 地上局の後継局検討を 2013 年度末から立ち
上げた．従来の X帯に加え，Ka帯（「はやぶさ 2」への適
用も射程に入れる）にも対応可能な局として構想される． 
 

2.3 情報データ処理技術 
2.3.1 衛星データ処理アーキテクチャ 
 衛星用のデータ処理システムは，従来は衛星毎に個別

図 4 宇宙ナノエレクトロニクスクリーンルーム 

図 5 ISOクラス 1環境実現のための高性能フィルタ 
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に開発されてきたが，この方法は効率的でない．どのよ
うな衛星にも適用できる標準的なデータ処理システムが
開発できれば，衛星毎の作業は大幅に削減することがで
きるが，実際には衛星毎にミッションが異なるために，
個々の衛星にとっては不要な機能までも搭載しなければ
ならなくなり，現実的ではない． 

 そこで，本研究では，個々の衛星に柔軟に対応でき，
かつ，ある程度の標準化も行えるようなデータ処理シス
テムの構成法（アーキテクチャ）の研究を行っている．
このアーキテクチャは，以下のような特徴を持っている．
（1）データ処理システムを複数の要素（コンポーネント）
から構成し，汎用の機能は標準要素として開発し，固有
の機能は固有の要素として個別に開発できる．これらの
要素を自由に組み合わせて使用できる．（2）衛星毎の規
模の違いは使用する要素の数の違いとして吸収できる．
どのような規模の衛星でも，同一の標準要素を使用でき
る．（3）物理的な要素（プロセッサ等）と機能的な要素
（アプリケーション等）を切り離して開発し，同じ物理要
素を異なった機能に使用できる（例えば，同一のプロセ
ッサを姿勢制御プロセッサとしても観測データプロセッ
サとしても使用できる）． 

 このアーキテクチャは，SPRINT-A や ASTRO-H 等に
おいて実際に使用されている． 

 

2.3.2 衛星搭載ネットワーク 
 上記のアーキテクチャの一部として，衛星内のネット
ワークの開発を行っている．ネットワークの基本部分は，
ヨーロッパで開発された SpaceWireという規格を使用し
ているが，SpaceWire を以下の点において拡張するため
の研究を行っている．（1）リアルタイム処理に使用でき
るようにするため，データの流れの制御を行えるように
する．（2）データ伝送の信頼性を高めるために，再送制
御を行えるようにする．これらの研究成果に基づいて，
SpaceWireの国際委員会に対する提案も行っている． 

 

2.3.3 モデル化技術の衛星開発への応用 
 宇宙研の衛星では従来から衛星情報ベース（SIB）と
いうデータベースを用いて，各衛星のテレメトリやコマ
ンドに関する情報を管理してきたが，このデータベース
に衛星の各種情報を格納できるようにするための研究を
行っている．情報をデータベースに格納するには，格納
すべきデータの構造を決め，それに合わせて情報をデー
タとして表現する必要がある．本研究では，データの構
造を決めるために各分野で開発されてきたモデル化の技
術を応用している．まずは，衛星の機能に関する情報の
構造（機能モデル）をソフトウエアのモデル化技法を参
考にして開発し，衛星情報ベースに衛星の機能に関する
情報を格納できるように拡張した．このデータベースは
SIB2と呼ばれており，SPRINT-Aや ASTRO-H等におい
て実際に使用されている． 

2.3.4 自律遠隔システムのソフトウエア技術要素 
 宇宙機も自律遠隔システム（ARS）に含まれるが，こ
の研究では宇宙機だけを対象とするのでなく，自律潜水
艇（AUV），無人飛行機（UAV），探査ローバなど現実に
利用されている遠隔システム一般を対象とした自律化技
術，特に搭載ソフトウエアについて研究している．具体
的には，ARSがおかれた環境や状況に応じたソフトウエ
ア機能の変更方法，それに適したソフトウエア・アーキ
テクチャの提案，運用者の意図をソフトウエアとして実
現させるための運用計画（プランニング，スケジューリ
ング），計画の動的変更（リプラン），ARSの状態監視（モ
ニタリング）のアルゴリズム考案およびソフトウエアへ
の実装である． 

 極限環境で利用される ARSは，運用者の運用意図ある
いは運用手順をいかにモデル化するのかが要点であり，
そうしたモデルを無理なく扱え得るソフトウエア・アー
キテクチャをいかに設計するかに重点を置いて研究して
いる．また，研究成果物の机上空論化を避けるべく，小
型 AUV を試作，運用実験を重ねて行い，アイディアの
現実性を検証しながら活動している． 

 深宇宙探査ミッションへ直接研究結果を寄与させるべ
く，小型科学衛星シリーズへのミッション提案 DESTINY

において，工学実験テーマとして搭載ソフトウエアのス
クリプト化の提案を行っている．これまでの成果で効果
があったものを宇宙機運用のシーンに適用させることが
目標である． 

 

2.4 航法誘導制御技術 
2.4.1 宇宙機の姿勢決定・制御 
 宇宙機の姿勢決定・制御に関して，制御アルゴリズム
の基礎研究から実際の衛星への応用，およびその飛翔デ
ータの解析まで，幅広い研究を行っている．特に本年度
は，以下の研究を，他研究系の教員，学生，JAXA 一般
職員らと共同して実施している． 

1）柔軟構造物を有する宇宙機の姿勢を高速に変更する
ための制御則の研究， 

2）観測装置と協調して熱歪みを軌道上でリアルタイム
に推定し宇宙機の姿勢を補正する技術についての研
究と，その SPRINT-A衛星の軌道上評価， 

3）絶対姿勢情報を用いずジャイロセンサのみを用いて
磁気センサのバイアス誤差をリアルタイムに推定する
新しいアルゴリズムの研究，ならびに大気球を用いた飛
翔実験装置（BOV）の姿勢決定・制御への応用， 

4）宇宙機の姿勢決定で一般に用いられるカルマンフィ
ルタの一種である UKF（Unscented Kalman Filter）の
磁気バイアス推定への応用， 

5）飛翔中の「れいめい」姿勢制御系の評価，および 2011

年 2 月に発生したジャイロ故障に対応するための，
新しいジャイロレス姿勢決定・制御系の構築， 

6）「あかり」「ひので」軌道上データの解析，特に中～
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低周波域での姿勢変動とその要因検討， 

7）気球ゴンドラの方向制御検討・開発． 

 

2.4.2 月惑星探査機の航法誘導制御 
1）月着陸を目指した探査機の誘導制御検討 

月着陸を目指した探査機の誘導則の検討を行った．ま
た，各種誘導則の比較検討を行うために，着陸シミュ
レータの開発も行っている． 

2）画像に基づく障害物検出 

月面画像からクレータ，岩等の障害物を抽出し，地形
の先験的知識からその大きさを推定する手法を研究
した． 

2）地形照合航法 

月面画像から特徴点を抽出し，探査機の位置を高精度
に決定する研究を行った． 

4）探査機の着陸時の制御 

探査機が天体表面に着陸する際のダイナミクスの解
析と着陸脚にアクティブ制御を導入した場合の効果
に関する研究，探査機姿勢制御を併用した場合の転倒
防止効果の研究，１本脚着陸方式の研究，アクティブ
着陸脚の試作・実験を行った． 

 
2.4.3 惑星探査機の航法センサ 
 月・惑星探査機の多くが，数十～数百 km からの距離
測定が可能な LIDAR（LIght Detection And Ranging）と
呼ばれる比較的長距離を受け持つレーザ距離計を搭載し
ている．着陸ミッションを持つ探査機では，移動距離の
測定や着陸時の転倒防止の必要から，数 km 程度の距離
から高度および速度を測定するためのマイクロ波を使っ
たレーダ，さらに着陸時の地形測定や障害物検知のため
に，近距離用のレーザ距離計を必要とする場合があり，
スキャン型またはスキャンレス型の LRI（Laser Range 

Imager）が望まれている．LRI は自律移動するローバか
らの期待もある．これらの要求に対応して，今年度は以
下の項目について研究活動を行った． 

1）光パルス検出 ICの開発 

主に長距離用 LIDAR の受信機に使用される，APD 出
力読み出し回路で，APDから出力されるパルスのタイ
ミングと波高値を測定する回路であり，デジタル系ク
ロックを低く抑えるための TAC（Time to Analog 

Converter）も有している．今年度は試作 IC"LIDARX04"

を「カスタム ASIC適用ガイドライン」に沿って，搭
載品として仕上げるために，以下を実施した． 

・民生シャトルサービスを使った搭載品製造管理の手
法の確立 

・搭載パッケージの選定 

・搭載品製造のための試験方法の確立，試験のための
基準データの取得 

・搭載品製造のための仕様書の作成 

2）LRI BBMの開発 

ローバの自律移動には三次元の地形環境認識が必須
である．距離画像センサには，比較的長距離を測定す
る単一レーザパルスによる Flash LIDAR 型と短距離
を測定する高繰り返しのレーザパルスによる電荷蓄
積型がある．ローバでは 10m 程度を 10cm 以下の精
度で測定する要求があることから，電荷蓄積型のセン
サを採用して，ローバ搭載用の小型低消費電力のレー
ザ距離画像装置（Laser Range Imager: LRI）の BBM

開発を行った． 

デバイス：S11962-01CR（浜松ホトニクス） 

受信系：FOV 10×10deg，画素 64×64 pixel 

送信系：LD波長 880nm，繰り返し 50～100kHz 

フレームレート：1～30Hz 

 図 6に示すように，室内の試験施設での測距試験を実
施したほか，太陽光下での試験を実施している．本セン
サを用いることによって，従来のステレオカメラによる
手法よりも，高速かつ安全な自律移動が可能になると期
待される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 自律化・ロボット技術 
2.5.1 月惑星探査ロボティクス 
 月・惑星・小惑星などの探査において，探査機が安全
確実に着陸し探査を行うためには，探査機に高度なイン
テリジェンスが要求される．そこで，未知環境である月
や惑星表面を，無人探査ロボットが自由自在に探査を行
うための研究を推進している．今年度は，主に月惑星探
査ローバの自律移動とフィールド試験，ロボット要素技
術開発に関する研究などを行った． 

 特に以下の課題について研究開発を実施した． 

1）探査ローバの自律移動 

月惑星表面での移動効率化のため，移動性能の向上，
自律機能のロバスト化，環境認識の高度化に関する課
題に取り組んだ．具体的には，能動型センシングシス
テム（Laser Range Imager：LRI）の開発とフィール
ドにおける評価，地形対応移動制御システムの構築と
フィールドでの走行，複数ロボット協調探査技術とし
てのスケールに依存しない画像による位置推定，スカ
イラインマッチングを用いた絶対位置推定，ライトフ
ィールドカメラ等の人間の感覚を超えたセンサによ
る環境認識の評価，単一画像による地形分類，消費電
力・発電量ベースの経路計画，自律機能の評価基準の
策定，自律機能の評価に使用するツールの整備（ダイ
ナミックシミュレータ開発）を行った． 

図 6 LRI 試験状況および距離画像 
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2）フィールド試験による評価 

伊豆大島裏砂漠におけるフィールド試験にて，自律移動
に必要な要素技術の成立性確認と性能評価を行った． 

3）主要コンポーネントの宇宙仕様化 

ロボットでは多くのモータユニットが必要となり，そ
の耐環境性の向上はシステムへの要求を軽減するこ
とにつながる．本研究では，モータユニットを構成す
る，モータ，角度センサ，ベアリング，ギヤについて
新規開発を行い，+200～-50 度（駆動温度），+200

度～-200 度（保存温度）の温度範囲を持つモータユ
ニットを実現した．特に角度センサとして使用する変
調波レゾルバは，真空環境で+200度～-200度での活
動を JSPEC が所有するチャンバにて確認し，ドライ
バについてもシングルイベントならびにトータルド
ーズに対する放射線試験評価を行った．レゾルバの分
解能を 25万分割としたものが JUICE/SWIミッション
への搭載候補となっている． 

4）極限環境における衝撃吸収 

月面着陸時にも問題となる衝撃ならびにリバウンド
に適用した手法を縦孔底への着陸に使用できないか
検討した．従来の運動量交換型ダンパではなく，エネ
ルギー交換型ダンパを用いることで，小型で大きな衝
撃吸収ならびにリバウンド低減を図るとともに，環境
条件に対して高いロバスト性を示すことができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 小天体探査ローバ 
 小天体を探査するロボットについて，今年度は以下の
研究を進めた． 

・電波を用いた自己位置同定 

データ通信のみを行う通信機に距離測定機能を付加
し，試作による検証を行った． 

・自律探査手法 

自律探査を行うため，カメラの検討と画像データを処
理するシステムの検討を行った． 

・ローバ分離メカニズム 

信頼性の高い分離メカニズムを考案し，微小重力環境
における有効性の検証を行った． 

 

2.6 デバイス技術 
2.6.1 アナログ集積回路の研究開発 
 宇宙機における観測機器等に必要とされるディジタ
ル・アナログ混載型集積回路に関する開発研究を推進し
ている．将来の宇宙機においては，高度な観測機器を実
現するために，高精度かつ高信頼性を有する集積回路の
開発が求められている．この要求の解決手段としては，
いわゆるディープサブミクロン CMOS を用いた集積回
路が有力な候補である．耐放射線性，低電力，ゲート遅
延の短縮といった優れた性能が期待できるからである．
しかし，アナログ部の回路方式，デジタル回路との干渉，
さらには歩留まり水準等の自明でない課題が存在する． 

 2013年度においては，硬 X線領域に特化した半導体検
出器用の低雑音信号処理回路を，より広い領域の X線に
対応すべく開発が行われた．これには小型衛星を用いた
高い赤方偏移を受けた X線の観測（HiZ-GUNDAM）や，
ISSでの X線源の全天サーベイの実験提案（WF-MAXI）
に向けたものが含まれている．一方当該集積回路のダイ
ナミックレンジを MeV 領域まで広げることにより，高
橋研究室で開発されたコンプトンカメラを用いた放射性
物質の環境汚染可視化装置への適用を進めている．当該
ASICは，X-FAB社の 0.35-µm CMOSを用いて制作され
たものである（図 9）．実際ショットキー型の CdTe半導
体検出器を用いて 60Co の 1.33MeV のガンマ線のスペク
トルを確認している（図 10）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図 7 LRI 搭載の探査ローバ（左）と撮像画像の一例（右） 
 

図 8 フィールド試験 
 

図 9 セラミックパッケージに実装され 64チャンネル構成の ASIC 

図 10 CdTeを用いた 60Coのエネルギースペクトル 
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2.6.2 耐環境エレクトロニクス 
 将来の「高機能探査機を利用した惑星探査」を実現す
る上で，高機能性・小型軽量性に加え，耐放射線性・耐
熱性に優れた高信頼性半導体デバイスの開発が必須であ
る．このような，民生半導体デバイス開発とは一線を画
す耐環境性半導体デバイス開発のための基盤研究とし
て，本年度は以下の研究活動を行った. 

（1）半導体集積回路を構成する基本トランジスタである
MOSFETは，微細化に伴い，これまでの 2次元形状
から 3次元形状に変化しようとしている．そのため
動作の要である SiO2/Si界面は従来の Si（100）基板
面方位だけでなく，他の Si面方位上にも形成される
ことになる．我々は，Si(100), Si(110), Si(111)基板上
に熱酸化法で膜厚 1nmほどの SiO2極薄膜を形成し，
SiO2膜の原子構造を反映するオージェパラメータと
いう値と，SiO2膜中の欠陥（電荷トラップ）密度を
X 線光電子分光法で測定した．その結果，SiO2極薄
膜はアモルファス構造であるにもかかわらず，オージ
ェパラメータの値および電荷トラップ密度が Si 基板
面方位に依存して変化するという 3次元MOSFETの
信頼性に深く関わる興味深い知見を得た． 

（2）エレクトロニクス技術で今日主流となっているもの
は，電荷量に情報を対応させるため放射線によって
発生するノイズ電荷の影響を受けやすい．このこと
が宇宙などの放射線環境下でエレクトロニクスを利
用する際のハードルとなっている．そこで，電荷量
ではない別の物性に情報を対応させる技術に期待が
かかっており，その内の一つに電子のスピンを利用
した「スピントロニクス技術」がある．我々は本技
術に関して最先端のものを有する東北大学と協力し
て，本技術に対する放射線効果の研究を進めている．
基本素子である磁気トンネル接合素子に 15MeV に
加速したシリコンイオンを 238個照射した所，予め
記憶させておいたデジタル情報をそのまま保持でき
ているが，わずかに 1.4%ほどにトンネル抵抗が低下
することを見いだした． 

（3）赤外光は普段の生活では熱源やセンサーなどに利用
されていることが良く知られているが，最近では「テ
ラヘルツ光診断」，「多光子励起過程によるPL観察」，
「超短パルスレーザーを用いた機能性材料の動的過
程の観測」，「次世代遠赤外イメージセンサー」，「カ
ーボンナノチューブ高分子複合材料を用いたフレキ
シブル熱電変換素子」，「スピンゼーベック効果によ
る熱電変換素子」，「ペロブスカイト型 Mn 酸化物を
応用した放射率可変素子（SRD）」など，分析技術や
新機能素子分野での新たな利用が幅広く研究されて
いる．本年度はそのような“赤外光”に焦点を当てた
「第 24回高温エレクトロニクス研究会」を開催した． 

 

 

2.6.3 宇宙用マイクロマシンに関する研究 
1）カンチレバー型多機能 MEMSデバイス 

一本のカンチレバーを用いて発振子や乱数発生器，論
理素子など様々なデバイスを実現することができる．
例えば，DC電源だけで発振する自励発振デバイス等
では，平行平板型アクチュエータで起こる pull-in（引
き込み）現象などの不安定現象を積極的に利用するこ
とで発振現象を引き起こしている．また，この不安定
現象を利用することで乱数発生器など今までになか
った MEMSデバイスを実現することができた．さら
に，カンチレバーを一本しか使用しない非常に単純な
構造の MEMS論理デバイスを開発した．従来の手法
では NOT デバイスのみか NOT デバイスを複数組み
合わせて NAND や OR などの論理デバイスを構成し
ていたが，本研究では，一つのデバイス（カンチレバ
ーが一本）で NOTはもちろんのこと，NANDや XOR，
XNOR などより複雑な論理デバイスを開発した．単
純な構造であるため，デバイスのフットプリントも小
さく，3次元化による高密度集積化が容易になる．宇
宙応用を考えた場合，MEMS は高い耐環境性能を持
つため，これらの技術を用いて宇宙用の発振子や論理
デバイスが実現できることになると期待できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）慣性駆動型 MEMSアクチュエータ 

MEMS アクチュエータの利用範囲を広げるため出力
を上昇することを目的として慣性駆動型のアクチュ
エータを開発し，動作の確認を行った．駆動方式とし
ては耐環境性に優れた静電式アクチュエータを利用
し，バネで吊られた重りを駆動させ，壁に衝突させる
ことで発生する衝撃力を利用し大きな力を発生して
いる．今までに通常使用される MEMSアクチュエー
タの 100倍から 1000倍以上の発生力を得ることに成
功した．現在更なる出力の向上をめざし，駆動方式や
機械構造を検討，試作している． 

図 11 研究開発中の MEMSデバイス 
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3）回路シミュレータを用いた MEMSデバイスのシミュ
レーション 

回路シミュレータを用いて MEMSデバイスのシミュ
レーション行う手法を開発し，デバイスの研究開発を
行なった．この手法は回路シミュレータ内で手軽に電
気と機械の連成シミュレーションが可能で，今までに
開発したデバイスの挙動を解析できることを確認し
た．本手法を用いて新たなデバイスの解析を行い，実
際にそのデバイスを作成し，解析どおりに動作するこ
とを確認した．また，本手法により周辺電気回路を含
んだ MEMSデバイスのシミュレーションが可能にな
るため，半導体集積回路と MEMSデバイスを集積化
したデバイスの研究・開発のシミュレーションが可能
になった． 

 

2.7 探査機の軌道決定 
 軌道決定グループとしては，主に「あかつき」，
「IKAROS」の軌道決定に関する運用作業や研究を行なっ
た．「はやぶさ 2」，「MMO」における海外機関の運用支
援に対応するため，軌道関連データのインターフェース
整備を行なった．また，深宇宙軌道決定ソフトウェアに
使用されている各種モデル・アルゴリズムを全面的に更
新し，DDOR計測を用いる高精度の軌道決定に対応でき
るよう改良した． 

 

2.7.1 DDOR 技術の開発 
 ΔVLBI の原理に基づき深宇宙探査機の軌道決定精度
を向上させる技術である Delta-DOR（Delta Differential 

One-way Range）の，国際的な相互運用性を確立するた
めに，宇宙データシステム諮問委員会（CCSDS）にて国
際標準規格・推奨規格の作成を行っている．JAXA は海
外深宇宙局を有さないため，国際的な相互協力体制を確
立する事が，JAXA が Delta-DOR 計測を行う上で本質的
に重要である．CCSDSにおける NASA，ESAとの議論を
通じて，昨年度までに  Delta-DOR raw data exchange 

format の Blue book の第 1 版候補が確定していたが，
Blue bookが正式発行されるためには，Blue bookに準拠
した  Delta-DOR データのデータ処理を異なる複数の 

Agency で独立に行い，結果を比較の上 Yellow book に
まとめる必要があった．JPL-JAXA 間（「IKAROS」のデ
ータを使用），及び，JPL-ESA間（Junoのデータを使用）
にて相互比較を行った結果，JPL-JAXA間では 30ps程度，
JPL-ESA 間では 130ps 程度の精度で機関間のデータ処
理結果の一致が見られた．精度評価の詳細を記載した 

Yellow book が 2013 年 4 月に発行されたのを受けて，
2013 年 6 月には DDOR 標準データ形式の推奨標準規格
（Blue book）が CCSDSから正式に発行された．2013年 5

月には DDOR の技術的側面の詳細を解説した文書
（Green book）を発行した． 

 

2.7.2 オープンループ受信機による「IKAROS」の軌道
決定 

 2010年に打上げられた「小型ソーラー電力セイル実証
機（IKAROS）」の軌道決定および太陽輻射圧推定を行っ
た．「IKAROS」はこれまでの探査機より一桁以上大きな
面積質量比を持つため，太陽輻射圧の推定が重要となる．
また，「IKAROS」は軌道上でその膜面を展開するため，
展開後の運動を検知することができる軌道決定の役割は
大きい．本年度は，「IKAROS」の姿勢状況が悪く信号が
微弱な上に，スピンレートが早すぎるため通常の運用系
では「IKAROS」からのダウンリンク信号をロックする
事ができず，2-way ドップラ観測量を取得することがで
きない状況が続いていた．そこで DDOR計測用に開発し
た受信機を「IKAROS」追跡用のオープンループ受信機
として利用して，記録した生電波のデータから 2-wayド
ップラ観測量を抽出するためのソフトウェアを昨年度ま
でに開発していたが，本年度の作業によりソフトウェア
の高速化を図り，実運用で容易に使用出来るようになっ
た．得られたデータを用いて冬眠運用中の軌道予測の候
補を絞り込み，2013年 6月の冬眠運用後の「IKAROS」
の再捕捉も問題なく行う事ができた． 

 

2.8 小型衛星システム 
2.8.1 小型科学衛星 
 ISASでは，従来の中型科学衛星の補完的な位置づけと
して，イプシロンロケットを用いた小型科学衛星の打上
げを行っている．1 号機である惑星分光観測衛星「ひさ
き（SPRINT-A）」は，2013年 9月に打上げられた． 

 「ひさき」の開発においては，多様なミッション要求
を有する後続の衛星を，同様の衛星バスを用いて低コス
トで高頻度に打上げるため，「柔軟な標準バス」のコンセ
プトのもとに，「セミオーダメイド」な SPRINT バスを
構築した．そこでは，SpaceWire 等の標準インタフェー
スを基盤とし，衛星間の機器換装が容易な構成を実現し，
次号機のジオスペース探査衛星「ERG」でも SPRINTバ
スが利用に供される． 

 また，さらに将来の小型衛星バスの発展に備え，宇宙
工学委員会の下に「次世代小型標準バス技術 WG」を組
織し，「多彩なコンポーネントのプラグイン化」，「革新的
な熱構造」，「簡便で標準化された検証方法」などを目標
に，他研究系と連携して研究を進めた．当研究系に関わ
るエレクトロニクス関係の研究としては，MEMSジャイ
ロの衛星 IRU 化検討や，「状態遷移表設計」をキーワー
ドとした衛星搭載ソフトウェアのモデルベース手法・プ
ロセスの開発などを行った． 

 一方，イプシロン級の小型工学実験衛星の実現を目指
し，小型月着陸実験機「SLIM（Smart Lander for Inves-

tigating Moon）」の検討に深く参画した．そこでは，革新
的な小型探査機システムの研究に加え，本研究系のバッ
クボーンであるエレクトロニクスを背景に，ピンポイン
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ト着陸の肝となる画像航法や着陸レーダの研究を行って
いる． 

 さらには，将来，これら小型衛星システムを用いて実
現する先進的なミッションの基礎研究として，多偏波レ
ーダやバイスタティック・レーダの研究も実施している． 
 

2.8.2 小型衛星高速通信システムの開発 
 小型地球観測衛星や惑星ローバなど電力リソースが限
られた宇宙機によるミッション成果を最大限に大きくす
るために，これらの小型システムからの観測データを数
100Mbps程度の高速で伝送するための小電力な高速通信
技術の開発を実施している．図 12 には開発した衛星搭
載系と地上系の写真を示す. 

 表 1は，開発した小型衛星用の高速通信システムの仕
様である．16QAM変調方式で，100Msps，200-300Mbps 

のデータレートを持ち，GaN-HEMTアンプの開発により
衛星搭載送信機の消費電力を 20Wに抑えた．この高速送
信機は 2014年に打上げられる重量 60kgの小型衛星，「ほ
どよし 4号」機に搭載される． 

 搭載通信機器に加えて，高速なダウンリンクのために
は，地上受信装置の開発も重要である．2012年度に相模
原に設置した地上受信用の 3.8m の S/X 帯共用パラボラ
アンテナに，X 帯 RF フロントエンド装置と復調復号装
置を設置する整備を行った．青山学院大学淵野辺キャン
パスからX帯試験電波を発射してコリメーション試験を
実施した．搭載高速送信機との噛み合わせ・適合性試験
を実施した．2014 年には，「ほどよし 4 号」衛星を利用
して，300Mbps程度の高速通信実験を実施する予定であ
る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3 小型衛星用マイクロ波合成開口レーダの研究 
 100kg 級の小型衛星に搭載可能なXバンドマイクロ波
合成開口レーダの検討と一部試作研究を行なっている．
ロケット収納サイズが 0.7mｘ0.7mｘ0.7m のピギーバッ
ク打上げに対応できるよう，一層構造スロットアレイア
ンテナをパネル展開し，導波管非接触対向方式（特願
2013-128851）で給電を行う方式を考案した．図 13には，
ロケットに収納された状態と，軌道上で 4.6mｘ0.7m に
アンテナを展開した状態での合成開口レーダ衛星の外形
を示す．システム検討の結果，600Wの GaNパルスアン
プを用いて，地上分解能 10m（NESZ=-20dB）あるいは，
3ｍ（NESZ=-15dB）の性能を得る事を目標とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年度は東工大，安藤・廣川研究室と共同研究にて，
70cmｘ70cm のハニカムパネルスロットアレイ・アンテ
ナを設計製作した．70cmｘ70cm の X帯ハニカムパネル
スロットアレイ・アンテナを電磁界設計した．図 14 は
設計結果の一例であり，1/4 部分のアンテナ開口効率の
周波数依存性を図示している．アンテナ効率は 60％を達
成している．図 15 は，試作した 70cmｘ70cm のハニカ
ムパネルスロットアレイアンテナの外観を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 開発した小型衛星高速通信システム仕様 
 

図 12 開発した小型衛星用 300Mbps通信システム. 
左：小型衛星搭載用高速送信機 
右：相模原 3.8m S/X帯アンテナ設備 

 

図 14 70cmｘ70cmの X帯ハニカムパネルスロットアレイ・アンテ
ナを電磁界設計した．図は 1/4 部分のアンテナ開口効率の周波数依
存性． 

 

図 13 100kg 級小型衛星に搭載できるマイクロ波合成開口レー
ダ．左上 0.7ｘ0.7ｘ0.7mのピギーバック形態でロケットに搭載 
右下 軌道上で 4.6mｘ0.7mの観測アンテナを展開 

 

小型搭載送信機 相模原小型受信局
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2.9 宇宙エネルギーシステム 
2.9.1 太陽発電衛星システム 
 太陽発電衛星（SPS）とは，衛星軌道上で太陽光によ
り発電した電気エネルギーを無線で地上に送り，利用す
る新しいエネルギーシステムである．地上での太陽光発
電と比較して，24時間天候に左右されずに発電が可能で
あり，安定かつ大電力のエネルギーを供給できる特長が
ある．衛星軌道上から地上へマイクロ波を用いた無線送
電が主に検討されている．マイクロ波は太陽光より大気
層を透過しやすく，高い送電効率が期待できる． 

 本研究では，その技術的なフィージビリティを確固た
るものにするために，SPSの理工学的研究課題に取り組
んでいる．課題は 4項目である．（1）軌道上大型構造物
技術，（2）高精度・高効率無線送電技術，（3）耐宇宙環
境性，（4）軌道上システム実証，である．この内，（2）
の一部であるマイクロ波送電については，Jspacesystems

と JAXA 研究開発本部が地上技術実証のプロジェクトを
進めているが，大規模化や高いビーム指向精度の実現は
基礎研究が必要な段階にある．先端的かつ系統的な研究
開発と実証実験を積み重ねてSPSの実用化を実現するた
めの技術体系を確立する． 

 

2.9.1.1 軌道上大型構造物技術 
 テザー型 SPSに関して，軌道上建設方法と形状維持技
術の研究開発を実施している．SPS に必要な km スケー
ルの発送電パネルを軌道上で無人で展開・維持する技術
は，現在は存在しない．本研究では km 級パネルの建設
方法を考案するとともに，それに必要な超軽量の展開機
構として形状記憶合金（SMA）及びカーボンナノチュー
ブ（CNT）を利用したアクチュエータの試作・試験を行
った．これによりまずは 100m 級の軌道上実証実験を可
能とする技術の確立を目指している．図 16 にモジュー
ル構造からなるテザー型 SPSの概要を示す．現在の検討
では，100m サイズの SPS ユニットを展開し，それらを
連結して，km サイズの SPS を構築する．図 17 に SPS

ユニットの連結による SPSの構築シナリオを示し，図 18

に SPSユニットの建設方法を示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 試作した 70cmｘ70cm のハニカムパネル製スロット
アレイ・アンテナ 

 

図 18 SPSユニットの展開建設方法 
 

図 16 テザー型太陽発電衛星（SPS） 
 

図 17 テザー型太陽発電衛星の構築シナリオ 
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2.9.1.2 高精度・高効率送電技術 
 本研究では SPS の特有の技術である無線送電に関し
て，C 帯（試作は 5.7GHz 帯）マイクロ波でのビーム形
成，方向制御に関する実験的研究を実施している．近未
来の小型軌道上実証を目指した試作研究を実施した．電
力付加効率 70%以上のパワーアンプを用い，ドライバー
アンプ，位相器を含む位相制御増幅基板を試作し，シス
テムの総合効率，位相や出力の安定性，環境試験等に着
手した．図 19 に位相制御増幅器基板を示す．また，上
記回路の試作試験をもとに，小型衛星を用いた場合の回
路検討を実施した．図 20 に小型衛星搭載を目指したマ
イクロ波無線送電システムのブロック図を示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.1.3 耐宇宙環境性 
 km サイズとなる SPS の発送電パネルではデブリによ
る衝突破壊は不可避である．超高速衝突では，物理的破
壊以外に，プラズマの発生，電位変動，電磁波放射が生
じる．このような，超高速衝突における電気的現象は，
搭載機器の動作に影響を与える可能性がある．また，衝
突による電磁波の放射を検知することで，大型パネルに
おけるデブリ衝突の検知，位置の特定，衝突規模の推定
を行える可能性がある．電磁波発生のメカニズムを解明
し，応用を検討するために，ISAS/JAXAの二段式軽ガス

銃を使用して実験を行った．図 21 に超高速衝突実験の
構成を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，SPSのコアー部を防御するための軽量デブリシ
ールドに関する研究を実施している．斜め衝突を用いる
ことでシールドを薄くして，軽量化を目指している．実
験とシミュレーションにより設計手法の検討を実施して
いる．図 22 に斜め衝突実験のターゲットと斜め衝突の
シミュレーション結果を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.9.1.4 軌道上システム実証 
 マイクロ波送電技術に関して，地上デモンストレーシ
ョンの次の実証フェーズとして，小型科学衛星を用いた
宇宙実証実験の検討を実施した．本実証実験の目的を以
下に示す．オプション案（D）として世界初の子衛星を
用いた宇宙機間無線送電実験を検討している． 

A. 衛星軌道上から地上へのマイクロ波ビ－ム制御能力
実証 

B. マイクロ波の電離層通過実証 

（パイロット信号の位相擾乱と主ビームの非線形現
象の評価） 

C. 宇宙-地上間マイクロ波電力伝送効率の定量的評価 

D. 子衛星を用いた宇宙機間無線送電技術実証（オプシ
ョン案） 

 実証実験で得られる技術データに基づき，実用太陽発
電衛星の電力システムとしての総合電力効率の評価，既
存の通信インフラに与える影響の評価を行うとともに，
次フェーズの技術的な課題を明らかにする． 

図 19 位相制御増幅基板 
 

図 22 （a）斜め衝突実験用ターゲットと（b）斜め衝突現象のシミ
ュレーション結果 

 

図 21 実験構成 

図 20 マイクロ波無線送電システムブロック図 
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 主要搭載ミッション機器は，2kW（Typ.）のマイクロ
波放射が可能な送電システムとプラズマ計測装置，波動
受信機である．電離層プラズマ中で商用 SPSにおいて想
定される電力密度 1,000W/m2を数十 mの範囲で実現し，
地上ではマイクロ波ビーム強度と放射パターン計測を実
施し，電離層中では，プラズマパラメータの計測と励起
される波動計測を行う．実験モードを図 23 に示す．ま
た，衛星の搭載案を図 24に示す． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.2 薄膜発電システムの研究 
 平成 23 年度から 3 年計画で，重点研究「超軽量大面
積薄膜発電システムの研究」を実施した．「IKAROS」で
実現した性能と木星圏探査ミッションにおける要求の間
の面積・重量電力比・コスト要求のギャップを埋めるた
めの技術開発である．木星圏等の外惑星探査をターゲッ
トミッションとするが，将来薄膜構造搭載化研究を行う
ことで，地球周回衛星への低コスト発電システムへの応
用も目指している．今年度は最終年度であり，反りのな
い大面積薄膜太陽電池と熱融着層付き集電路を試作し，
大面積発電システムの評価試験を行った．図 25 に，長
辺が 80cm程度のそり取り前後太陽電池を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.9.3 水サイクルシステムを用いた宇宙機電源システ

ムの研究 
 宇宙機あるいは宇宙基地における太陽光と水を利用し
た宇宙エネルギーシステムとして，水の電気分解と燃料電
池を組み合わせたシステムの基礎研究を実施している．エ
ネルギーシステムだけではなく，推進系や生命維持システ
ム，惑星における鉱物精製システムへの応用も検討して
いる．燃料電池と水の電気分解装置からなる閉鎖系シス
テムにおける，無重力環境下での使用を考慮した加湿器
の開発を行った．また，無重力環境下での動作確認の一
つとして，重量方向を変えて動作試験を行う装置を試作
し，実験を実施した．実験システムを図 26に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 25 試作薄膜発電システム 
 

（a）水平モード 
 

（b）垂直モード 

 

図 23 実験モード 
 

図 24 SPS小型衛星搭載案 
 

図 26 水サイクルエネルギーシステムの実験装置 
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