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Ⅲ. 実験室及び専門技術グループ等 

1. 宇宙科学プログラム・オフィス 
上野宗孝（室長） 大汐一夫 吉原圭介 小川恵美子 栗山悦宏 淺野聡子 

 

1. 宇宙科学プログラム・オフィスについて 
 

 宇宙科学プロジェクトは，相対的に少数精鋭のチーム
体制で実施しており，さらに挑戦的なミッションを実現
するため JAXA インテグレーション（とりまとめ）方式
を基本としている．今後，より着実にプロジェクトを遂
行するためには更なる支援とボトムアッププロセスの中
におけるプログラム戦略的な活動が重要である．人的リ
ソースが限られている状況において，プロジェクトチー
ムを横断的に支援する組織として「宇宙科学プログラ
ム・オフィス」が設置されている． 

 「宇宙科学プログラム・オフィス」は，プロジェクト
支援として審査会の対応，実験等の実施のための対外調
整支援等を横断的に行う他，以下の業務を行っている． 

・プログラム戦略に関すること 

・プログラムに係わる企画調整 

・内外への報告業務や計画管理対応の支援 

・プロジェクト・実験等の情報連絡対応等 

 

（1）プログラム戦略に関すること 

ミッションロードマップの作成・改訂とりまとめ対応 

宇宙科学ロードマップに関する検討を宇宙理学・宇宙
工学委員会の議論と連携 

設備整備要求とりまとめ，関係本部との調整（地上局
整備とりまとめ，将来計画，輸送本部・イプシロンロ
ケットプロジェクトチームなど） 

（2）プロジェクト・実験等活動の支援 

宇宙研内審査会事務局 

プロジェクト活動に関する相談窓口 → 関係部署との
I/F 

その他プロジェクト推進に関わること 

実行資金取りまとめと調整支援（計画ラインと連携），
各種経営審査対応 

（3）PD 配下の組織（プロジェクトチーム，実験室等）
の運営および運営支援 

（4）プロジェクト・実験等に関する対応（情報連絡含む） 
JAXA内説明，対外報告等の調整，資料とりまとめ 

プロジェクト，実験等に関する情報連絡・プロジェク
ト側の立場としての危機管理対応 

プロジェクト・実験が抱えている問題解決支援 

プログラム共通問題，プロジェクト固有問題対応 

試験設備・運用設備の調整作業 

宇宙科学プログラムの実行改善活動 

 

2. 昨年度の活動の総括 
 

 観測ロケット実験，大気球実験などの実行支援（各種
実験の総務班対応など）は，科学推進部とも連携を行い
実行した．宇宙科学プロジェクト・実験活動における問
題解決においては，プログラムの共通的な課題の解決に
加えて，個別問題の解決支援の必要性が高くなり，横通
し活動に加えて個別支援も重視し，各種相談窓口として
の機能を強化しつつある．宇宙研内にプロジェクト実行
時のノウハウの蓄積を行うための活動の一環として，宇
宙科学プログラム・オフィスのページを立ち上げ，JAXA

全体に対して，顔の見える組織となるよう，発信力強化
を行った． 

 宇宙科学プログラムの実効改善タスクフォースの事務
局として，アクションプランの取りまとめに続いて，宇
宙科学プログラムの活動をより良くする指針として，提
言にそった活動を開始した． 

 臼田後継局に関しては，要求の取りまとめを行い，建
設に向けた準備を進めた．また年度末には，臼田後継局
建設に向けた準備チームを発足させ，その事務局として
要求の整理と技術検討にかかわる事務局活動を行った． 

 2013 年 9 月に打ち上げられた，「ひさき」に搭載され
た計算機の軌道上リセット問題に端を発した，SOI-ASIC

デバイスの放射線耐性不適合問題に関しては，調査チー
ムを全 JAXA 的な形で立ち上げるとともに，そのとりま
とめを行った． 
 

 

2. SE 推進室 
紀伊恒男（室長） 満田和久 児子健一郎 飯嶋一征 池田知栄子 前島弘則 仁田工美  

小川美奈 中谷幸司 廣瀬史子  小川恵美子 橋本樹明 川勝康弘 東原和行 渡辺次男 
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1. 概 要 
 

 SE 推進室は，宇宙科学プログラム/プロジェクトにお
けるシステムズエンジニアリング（SE）の強化を図るた
めに，開発中のプロジェクトおよび検討中のプロジェク
トに対して，技術的事項の調整，SE 能力の強化施策，
SE 活動および技術開発戦略の策定に関する活動を行っ
ている．特に，開発中の宇宙科学プロジェクトの SE 活
動強化を図るために，プロジェクトの担当者を SE 推進
室に併任することでSE推進室とプロジェクトが連携し，
効率的な SE活動ができる体制をとっている． 

 

2. 2013 年度の活動内容 
 

 SE推進室の主な活動を SE推進室主体とチーフエンジ
ニアリングオフィス（CEO）との協力関連分に分け，更
に活動の目的別に整理した． 

 

2.1 プロジェクトにおける問題発生を防止するための
活動（SE推進室主体の活動） 

2.1.1 開発中のプロジェクトに対する支援 
（1） 開発中のプロジェクトの課題等の把握 
 開発中のプロジェクトの進捗，課題，リスク等をタイ
ムリーに経営層が把握すること，プロジェクト間で情報
共有することを目的として，所長，副所長，プログラム
ディレクタを構成員として含む所内月例会として「宇宙
科学プロジェクト開発状況確認会議」を新たに開催する
こととした． 2012 年度末から準備を開始し，当該実施
要領を運営連絡会（4/15）に諮り，第１回目の会合を 5

月に開始し，当該年度においては計 8回の開催となった． 
 なお， 本会議は「宇宙科学プログラム実行上の改善に
関するタスクフォース」の提言に基づくものである． 

 

（2） 科学衛星の特質に合わせたプロジェクト実施方法
の検討 

 タスクフォース提言に基づき， 宇宙科学プログラムに
適したプロジェクトの実施方法の検討を行い，その成果
を公知するために SE・PM関連文書の充実を図った．新
たに以下の文書を制定した． 

・宇宙科学研究所のプロジェクトにおける詳細設計審査
（CDR）実施要領ガイドライン 

 

（3） SE マトリックスによる状況把握と情報交換 
 SE/PO 定例会 
 前年度に引き続き，SE推進室，各プロジェクトの SE

担当者およびプログラムオフィス（PO）で構成する
SE/PO定例会（毎週，非公式会合）を開催し，相互のタ
イムリーな情報共有を行った．月惑星 SE 推進室からも
参加を得て相互の情報共有を図った．プロジェクトとし
ては，Bepi-Colombo/MMO，ASTRO-H，SPRINT-A，ERG，

PROCYON，はやぶさ 2，ISS科学，SPICA（プリプロジ
ェクト），再使用観測ロケット（本部プロジェクト），
C-SODA地上系，初期運用中の PLANET-C，観測ロケッ
ト，大気球から主に SE 推進室の併任者がメンバーとし
て参加した． 

 

（4） SE・PM支援チームによるプロジェクト支援 
 有識者による「宇宙科学プロジェクト横断システム設
計支援チーム」を前年度に引き続き，SE推進室に設置し，
プロジェクトの設計段階における SE の強化を図るため
に，設計支援チーム員としてプロジェクト主催の衛星シ
ステム設計関連会合や試験立ち合いへの参加をお願いし
た．その場で直接指摘や提言をしていただいたり，会議
終了後に意見を文書としてまとめて提出し，SE推進室か
らプロジェクトにフィードバックした．チーム員は主に
衛星・探査機のシステム設計を経験された JAXA 退職者
で，プロジェクト毎に担当を決めて，下記の設計会議，
審査会等に参加していただいた． 

・Bepi-Colombo （3/28） 

・ASTRO-H （7/18，11/21，2/14，3/11～13） 

・SPRINT-A （6/7） 

・ERG （6/6，11/27，3/7，3/14） 

 

（5） 宇宙科学プロジェクトの審査・評価への協力 
 SE推進室のプロジェクトへの支援活動として，下記の
宇宙科学プロジェクトの審査・評価等に協力した． 

・SPRINT-A射場輸送前確認会 （6/7） 

・ERG詳細設計確認会 （3/7，14） 

・SPICA全体会議 （2/12） 

・Bepi-ColomboΔCDR （11/14～17，ESTEC） 

 

（6） 科学衛星・探索 SE/PM 点検チームとの協力 
 「科学衛星・探査機 SE/PM点検チーム（中村点検チー
ム長）」は CEOの基の組織であり，科学衛星のミッショ
ン達成をより確実にするために独立的技術評価を行い，
開発上のリスクの早期検出，低減することを目的として，
2013 年度に新たに相模原キャンパスに設置された．SE

推進室は点検チームと情報共有を図るとともに，必要に
応じて協力して活動した．また，点検チームの活動に必
要な庶務的支援を行った． 

 

2.1.2 検討中のプロジェクトに対する支援 
 宇宙理学/工学委員会の下に設置されたワーキンググ
ループ（WG）は，将来の宇宙科学プロジェクトの検討
を行っている． 

 WG の中には，これまで宇宙科学プロジェクトの経験
が少ない，JAXA 外の多くのメンバーで構成されるもの
もある．プロジェクト化に向けた検討においては，検討
の当初から SE 的な考え方を取り入れることが，将来の
プロジェクト開発フェーズでの問題発生の最小化などに
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不可欠である．そこで，SE 推進室は WG による検討の
初期段階の支援，すなわち，科学目的の明確化，科学目
的からミッション要求へのフローダウンと，システム要
求の適切な選択，課題・リスクの抽出とその対策の検討
などを中心に支援している． 

 

（1） WGによる検討の支援 
 支援は基本的に，WG の要請に応じて行なっている．
今年度，支援を行ったのは LiteBIRD，SOLAR-C，WISH，
火星大気散逸観測ミッション，HiZ-GUNDAM，JUICEな
どのWGであった．この中で，HiZ-GUNDAM，LiteBIRD

は，つくばの MSDG（CEO・ミッションデザイン支援グ
ループ）に支援主体をお願いし，ISAS SE推進室はそれ
を支援する形で，支援活動を行った．LiteBIRD，火星大
気散逸観測ミッション，SOLAR-Cについては，ミッショ
ン成立性とシステム要求の適切な選択のための活動とし
て，メーカーによるシステム検討の支援まで行った． 

 また，今年度公募されたイプシロン級科学衛星に提案予
定の複数の WG に対し，要請に応じ，提案に向けた支援
活動を実施した．この支援活動にもMDSGに協力を得た． 
 

（2） 公開ホームページ（HP）の維持，更新 
 SE推進室によるWG活動への支援および SEに関する
情報をタイムリーに提供することを目的として，2012年
11 月に ISAS 外部向けの公開 HP を立ち上げ，WG の構
成員に周知し，2013 年は適切に維持・管理した．本 HP

では SE 推進室が宇宙科学プロジェクトのミッションサ
クセス・上流設計を支援することを紹介すると共に，WG

活動に有用な公開 JAXA文書を紹介するために更新した． 

 また，WG活動などに有用な文書を SE推進室で作成 

し，HP上に提供した． 

 

（3） 有用な JAXA 文書をWGに提供する手順の確立 
 WG 活動に有用であるが情報セキュリティー上限定開
示となっている文書については，情報セキュリティー規
定に基づき WG関係者の内，用件を満たす者に限定し閲
覧可能とするための手続きを確立し，WG からの要求に
基づき，JAXA文書の提供を開始した． 

 

2.2 SE 推進室/CEO の活動への協力 
 SE 推進室/CEO を中心とする JAXA 全体に関わる SE

推進活動がより効果的なものとなるよう，SE 推進室
/CEOに協力した． 

 

（1） 知的共有システム（LINKS）関連 
 プロジェクト活動で得られたマネジメントに関する経
験と知識（ナレッジ）を継承する目的で，知識共有シス
テム（LINKS）に反映するナレッジの収集に協力した． 

 2013年 9月に打上げられた SPRINT-A「ひさき」のプ
ロジェクトマネジャへのインタビューを通して，「戦略コ
ンポーネント・戦略部品の積極活用」「短期開発を念頭に
置いた設計思想」「プロジェクトの規模等に応じたコミュ
ニケーション」「新規開発ロケットに搭載されるペーロー
ドは大きなリスクを取る覚悟が必要」の４つの新しいナ
レッジが抽出され，LINKSに反映された． 

 

（2） 技術ロードマップ（TRM）の改訂 
 CEO が中心となって今年度実施した「JAXA 総合技術
ロードマップ（第 3 期中期計画期間）」の制定のうち，
宇宙科学分野のロードマップの制定に協力した． 

 

 

3. 安全・品質保証室（S&MAマネージャ） 
清水幸夫（室長） 大串義雄 矢嶋季郎 上戸有紀 杉山由香 

 

1. 概     要 
 

 宇宙航空研究開発機構の第三期中期事業計画が策定さ
れ，平成 25 年度はその初年度にあたる．策定された第
三期中期事業計画の安全・品質保証室に係わる事項はお
よそ第二期中期事業計画と同様に， 

一，機構内の品質マネジメントシステムを構築し，順
次システムの向上を進める． 

一，安全・信頼性管理に対する教育・訓練を行い，機
構全体の意識向上を図る． 

一，機構全体の安全・信頼性品質管理の共通データベ
ースを整備し，データ分析を行い，予防措置を徹
底する． 

一，安全・信頼性向上及び品質保証活動の強化により，

事故・不具合の低減を図る． 

である． 

 宇宙科学研究所の安全・品質保証室は，第二期中期事
業計画期より安全に関わる業務が付加され，宇宙科学研
究所の安全・信頼性・品質保証活動の中核を担う組織と
位置づけられた．宇宙科学研究所の品質マネジメント活
動は機構に横断的な「品質マネジメント規程」により行
われ，同じく機構に横断的な下位文書により実施される．
また，今年度は信頼性統括の強い指導により各本部の安
全・ミッション保証室（宇宙科学研究所の場合は安全・
品質保証室）を廃止し，新しく S&MAマネージャを配し
その依頼により安全・信頼性推進部より専門家を派遣す
る方式が試みられている．S&MAマネージャの配置は 11

月からであるため，以降の記述は安全・品質保証室とし
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た．適宜 S&MAマネージャと読み替えるものとする． 

 次に，宇宙科学研究所の安全・品質保証室の独立した
活動は， 

一，定常組織としての安全・品質保証室の活動， 

一，宇宙科学研究所信頼性品質会議の定期開催， 

一，安全・信頼性推進部との共通活動の推進， 

一，宇宙科学研究所のプロジェクト固有の品質保証活
動関連文書案の起草・制定および支援， 

一，宇宙科学研究所のプロジェクトに関連する契約相
手方企業との品質保証活動の協議・調整， 

である．また，宇宙科学研究所の安全・品質保証室は月・
惑星探査推進グループ（JSPEC）の安全・品質保証室を
兼務し，その所掌するプロジェクトについても同様の業
務を実施している． 

 安全・信頼性推進部との共通活動の推進では，統合安
全ミッション・保証会議がそれまでの安全・信頼性計画
分科会を引き継ぎ第１回が平成 25 年 11 月より開催さ
れ，その構成員として信頼性品質向上活動に努めた． 

 なお，電子部品・デバイス・電源グループより池田雅
彦氏の多大な支援を得ている． 

 平成 25 年度の安全・品質保証室の個々の活動を以下
に示す． 

 

2. 活     動 
 

2.1 宇宙科学研究所の品質マネジメントシステムの構
築，維持及び運用 

 品質マネジメント規程に基づき，宇宙科学研究所の品
質方針，品質目標を定めて QMS 活動の推進を実施して
いる．また，プロジェクト管理活動，S&MA活動を通し
て宇宙科学研究所における品質を確保するとともに，信
頼性品質会議において必要な是正処置情報の周知を展開
している． 

 宇宙科学研究所の QMS は，品質マネジメント規程に
基づく自主管理によって実施している．宇宙科学研究所
の品質方針の設定（RQA-X0003)，品質マネジメント活動
実施規則（RQA-A0005)に基づき，プログラム計画，プロ
ジェクトマネジメントのPDCAプロセスの実施内容を確
認し，QMS活動の実施状況に対するマネジメントレビュ
ーを行い，品質マネジメント評価を行った． 

 

2.2 JAXA 信頼性推進会議および信頼性計画分科会へ
の参加 

 機構全体の S&MA活動の重要事項調整，方針決定を行
うため，今年度より統合安全ミッション・品質保証会議
が信頼性推進会議および信頼性計画分科会を統合する形
で実施されることになった．同会議において，宇宙科学
研究所および JSPECとして参加し，宇宙科学研究所およ
び JSPEC の S&MA 活動について調整，意見交換などを
実施している． 

2.3 信頼性品質会議主催 
 宇宙科学研究所長決定第 21－6号の規定により安全・
品質保証室は毎月 1回の頻度で宇宙科学研究所信頼性品
質会議を主催した． 

 会議では， 

（1）宇宙科学に関する衛星及び飛翔体等の企画（以下
「企画」という．）の遂行に必要な所固有の品質マ
ネジメントに関わる規則・基準類の整備 

（2）企画における信頼性管理及び品質マネジメントシ
ステムの整備 

（3）企画の実施に伴い発生する信頼性管理情報の収
集，記録等 

（4）その他品質マネジメントに関して必要な事項につ
いて調整・水平展開・意見交換を行った． 

 

2.4 宇宙科学研究所会議・月惑星探査推進グループ会議
（JSPEC 会議）等出席 
 安全・品質保証室として，職位で指定された宇宙科学
研究所会議，JSPEC会議，プログラム開発状況確認会，
プログラム会議，技術評価専門部会等に参加し，必要に
応じて意見の発言・各種調整を行った． 

 

2.5 本部との情報の共有化 
 宇宙利用ミッション本部にて開催されているプロジェ
クト品質保証専任者会議に出席し，会議にて報告された
品質保証情報において，水平展開が必要と判断される品
質保証情報を宇宙科学研究所内に展開をはかった． 

 

2.6 科学衛星プロジェクトに関する審査会等支援活動 
 宇宙科学研究所および JSPECが計画し，今後打上げ予
定のプロジェクト・プリプロジェクトについて，そのプ
ロジェクトの重要な時期に開催される審査会等において
審査実施の支援を行っている．また，審査員として招集
された場合はそれらに参加し審査に加わっている．平成
25年度に参加した主な審査会等は下記の通り， 

 H25.05.31 ISS科学 ExHAM SRR/SDR本審査 

 H25.06.17 高機能薄膜デバイス MDR/SRR/SDR  

 H25.06.10 S520-27 LES打上げ前確認会 

 H25.07.04 観測ロケット実験確認会 

 H25.08.28 はやぶさ 2 デルタフェーズ II 

 システム安全審査（その２） 

 H25.09.10 ASTRO-H 電源系 CDR 

 H25.11.05 小型 SS_デルタ計画審査会 

 H25.12.12 小型スタースキャナー CDR 

 H26.03.13 ASTRO-H SXS CDR 

 H26.03.14 ERG システム CDR 

 

2.7 安全審査委員会等出席並びに安全性打ち合わせ 
 宇宙科学研究所が計画し，今後打上げ予定のプロジェ
クト・プリプロジェクトについて，そのプロジェクトの
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重要な時期に開催される JAXA の安全審査委員会および
宇宙研安全審査会の審査支援を行なっている．また，予
備的にプロジェクトから支援依頼のあった案件について
意見調整などを実施した．平成 25 年度に実施した主な
安全審査委員会等は次の通り．（安全検討確認会を除く） 
 H25.4.19 JAXAシステム安全審査部会#25-1， 

 H25.4.26 ISAS安全審査会（あきる野実験施設安全審査） 
 H25.5.27 JAXAシステム安全審査部会#25-2， 

 （SPRINT-A フェーズ 3） 

 H26.3.19 ISAS安全審査会#19． 

 

2.8 信頼性に関わる訓練・教育活動 
 JAXA 発足以降宇宙科学研究所においても品質保証室
が主催して信頼性品質向上に関わる訓練・教育活動を行
なっている．平成 25 年度は安全・信頼性推進部が主催
する計測器等取り扱いセミナー「スペアナ使いこなしセ
ミナー」を案内し，相模原地区からも積極的な参加が有
った． 

 

2.9 不具合情報システムの構築ならびに不具合情報の
登録 

 各プロジェクトと共同で，発生した不具合情報の収集
を行い，収集した軌道上ならびに衛星地上試験における
不具合情報を，宇宙科学研究所の不具合情報システムに
登録し，必要な部門へ水平展開が図れるよう不具合情報
システムの推進を行った． 

 軌道上で発生した不具合，地上試験の一環として行わ
れた一次噛み合せ試験，総合試験において発生した不具
合情報，ならびに契約相手先において発生した重要な不
具合に対する原因究明・現品処置策，是正処置策などを
収集し，宇宙科学研究所の不具合情報システムへ登録を
行っている． 

 

2.10 不具合情報システムⅢへの不具合情報の登録 
 安全・信頼性推進部と連携し，科学衛星に対する重要
な軌道上不具合情報および地上試験で発生した不具合情
報を JAXA不具合情報システムⅢに登録し，JAXA内へ不
具合情報の内容について水平展開を図っている． 

 

2.11 各プロジェクトに対する品質保証活動ならびに不
具合対応 

 契約相手先が実施する一次噛み合せ試験，総合試験，
および射場作業における品質保証活動として，朝会およ
び夕会への出席，試験前後に開かれるタスクブリーフィ
ング，タスクレビューへの出席，ならびに主要な試験の
立会いに参加し，試験手順書に基づいて作業が行われ，
適切な試験結果が得られていることを，信頼性，品質保
証の観点から確認している．また，契約相手方において
生産開始前に行われる製造開始前審査会に出席し，生産
開始前の準備状況を確認している． 

 不具合が発生した場合には，各プロジェクトからの要
請に基づき，発生した不具合の原因究明・現品処置策・
是正処置策の対応について，信頼性，品質保証の観点か
ら支援を行っている． 

 特に重大な不具合に関しては，安全・品質保証室の不
具合情報システムに登録し，他プロジェクトへの水平展
開を図っている． 

 

2.12 不具合原因究明委員会などへの参加 
 宇宙科学研究所が計画し，今後打上げ予定のプロジェ
クト・プリプロジェクトについて，あるいは既に軌道上
に投入された衛星・探査機などについて発生した不具合
や異常の原因究明を図るべく，委員会委員への委嘱指名
があった場合には参加し，原因究明のための意見を発し
ている． 

 

2.13 海外部品・コンポーネントに関する活動 
 現在進行中のプロジェクト・プリプロジェクトの部品
調達の指針となるべく宇宙科学研究所電子部品・デバイ
ス・電源グループとともに科学衛星部品プログラムを定
め，維持・改訂を実施し，各プロジェクトを支援してい
る． 

 また，安全・信頼性推進部，研究開発本部部品グルー
プ，宇宙科学研究所電子部品・デバイス・電源グループ
と連携し，科学衛星・探査機の海外部品・コンポーネン
トに関わる情報交換を実施した． 

 さらに宇宙用部品プログラム標準（JMR-012）につい
て技術的背景をもって各プロジェクトへの適用調整を行
なっている． 

 

2.14 科学衛星部品プログラム活動 
 宇宙科学研究所の電子部品・デバイス・電源グループ
と協力し，科学衛星・探査機に必要な部品プログラム活
動を実施している．活動は，科学衛星部品プログラム文
書の維持改訂，JAXA研究開発本部電子部品・デバイス・
材料グループと連携した JAXA 部品プログラム標準の維
持等である． また，平成 24年度の科学衛星部品選定ガ
イドライン，科学衛星 PAPDB 利用ガイドラインの発行
に続き，平成 25 年度には科学衛星部品の信頼性保証プ
ログラム概要の発行を行った． 

 宇宙利用ミッション本部からの水平展開として，陽子
による SEU 解析を，開発中の科学衛星に対して実施し
た． 

 

2.15 宇宙放射線による劣化の調査と科学衛星プロジェ
クトへの支援 

 放射線による部品劣化を予測できる Web 情報
（CRÈME-MC，SPENVIS）を収集し，関係者にその情報
の展開活動を実施している． 
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2.16 部品適用審査会参加とプロジェクト支援 
 プロジェクトの使用候補である輸入機器の部品適用審
査会資料を検討し，その是非についてのコメントや科学
衛星搭載機器の部品品質設定の支援を継続している．  

 科学衛星プロジェクトの部品に関する審査会等への参
加，技術支援を実施している． 

 

2.17 JAXA 設計基準策定の支援 
 以下の JAXA 設計基準策定の審議・支援を実施し，一
部文書の制定・改訂を行った． 

JMR-012A 電気・電子・電気機構部品プログラム標準
改訂 

JERG-0-039A 宇宙用はんだ付工程標準 改訂 

JERG-0-043A 宇宙用表面実装はんだ付工程標準 改訂 

JERG-0-054 BGA/CGA実装工程標準 制定 

JERG-0-055 海外部品調達 標準作業要求書 制定 

JERG-1-010 宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブック
（ロケット編）制定 

JERG-2-023 宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブック
（長寿命衛星編）制定 

JERG-2-100-HB001 システム設計標準ハンドブック制定 

JERG-2-130 宇宙機一般試験標準 Notice-2発行 

JERG-2-130-HB001 衝撃試験ハンドブック Notice-2 

発行 

JERG-2-130-HB002 音響試験ハンドブック Notice-2 

発行 

JERG-2-130-HB005A 熱真空試験ハンドブック Notice-2 

発行 

JERG-2-143 耐放射線設計標準 Notice-2発行 

JERG-2-143-HB001A 耐放射線設計ハンドブック 改訂 

JERG-2-144-HB001A スペースデブリ防護設計マニュ
アル 改訂 

JERG-2-153 指向管理標準 制定 

JERG-2-310 熱制御系設計標準 Notice-3発行 

JERG-2-340A 宇宙機用推進系設計標準 改訂 

JERG-2-400-HB002A 通信設計標準利用ガイドライ
ン（AOSデータリンクプロトコ
ル編）改訂 

JERG-2-700 運用設計標準 Notice-1 発行 

 

2.18 信頼性関連文書に関する制定および制定支援活動 
 宇宙科学研究所各プロジェクトの遂行に必要な文書の
抽出・文案起案・紹介などの手順を踏み技術文書として
の準備を進めた． 

 

2.19 JAXA/NASA/ESA 三極会合開催準備と出席 
 平成 25年 12月 18日～12月 20日の 3日間，米国ワシ
ントン DC に於いて TRISMAC 2013 が開催され S&MA

マネージャが参加した．本会合は平成 25年 10月に開催
予定であったが，米国政府予算のシャットダウンにより

延期されていたものである．次回会合は ESA主催により
2015年 5月にイタリアの ESA/ESRONにおいて開催予定
である．JAXA 主催で開催しその準備委員として活動を
行った．その後 ESA/NASA/JAXA の三極会合を京都で実
施した． 

 開催された ESA/JAXA/NASA 三極の安全･ミッション
保証（S&MA）に関する NASA/ESA/JAXA 技術情報交換
会議に安全・信頼性推進部，他本部の S&MA室とともに
参加し，S&MA活動についての意見交換を行った． 

 

2.20 宇宙科学研究所の信頼性情報サーバーの維持 
 宇宙科学研究所プロジェクト全体に環流させるため，
品質保証室独自の電子的情報管理サーバーを運用してい
る．最新情報を常に更新し，宇宙科学研究所・月惑星探
査推進グループのプロジェクト活動等の信頼性・品質保
証活動に供している． 

 

2.21 外国参考文書の翻訳と登録 
 宇宙科学研究所科学衛星プロジェクトに有用な海外の
参考文書の翻訳・整備を行なっている．現在 139件の翻
訳文書を維持しているが，さらに利用しやすいよう今後
も引き続き翻訳精度の向上を図る．また，翻訳すべき文
書の選定・追加を行なう． 

 

2.22 契約相手方のQMSの監査並びにハイレベルマネ
ジメント会合への参加 

 安全・信頼性推進部が主催する契約の相手方に対する
信頼性・品質保証監査及びハイレベル会合に参加し，契
約相手方に対する品質監査の支援を実施した．平成 25

年度に安全・品質保証室が参加した監査は，日本電気㈱・
NT スペース㈱および三菱重工業㈱長崎造船所（現在は
防衛・宇宙ドメイン）に対する特別監査であった． 

 また，S＆MA 品質調査／監査計画案実行推進チーム
（B チーム）において行われた，『信頼性・品質保証監査
の成果及び課題などについて』のとりまとめに参画し，
過去に行われた監査の成果及び課題をもとに問題点を洗
い出し，問題点の対処策の方向性を見きわめ，今後の品
質監査に反映を行う． 

 

2.23 連携活動状況 
 安全・品質保証室の活動として，平成 25 年度は以下
の会合等に参加した． 

 ①  S&MA関連委員会への出席 計 37回 

 ②  S&MA関連会議への出席 計 34回 

 ③  部品関連会議への出席 計 9回 

 ④  講演会・セミナーへの出席 計 5回 

 ⑤  プロジェクト関連会合への出席 計 798回 

 ⑥  研究所会議他への出席 計 67回 

 その他の会議へ合計 1118 回出席し，情報の交換，収
集・分析，展開を実施した． 
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2.24 惑星保護（プラネタリープロテクション）に関わ
る活動 

 平成 23 年度に制定されたプラネタリープロテクショ
ン安全審査部会の事務局として，平成 24 年 12 月 26 日
に安全審査部会の審査会に係わる調整準備作業を実施
し，今後安全審査部会が招集される場合を想定した審査
員の仮選定を実施した． 

 

3. 研究成果等の発表 
 

 安全・品質保証室長清水幸夫の研究成果の発表は次の
通り．また，宇宙輸送工学研究系の研究成果の発表も参
照の事． 

 2013年 6月 3日-6月 4日 ISTS出前授業「君たちが作
るこれからの日本の宇宙開発と未来」，一宮市立大徳小学
校，尾西第三中学校，岡崎市立矢作南小学校，羽根小学
校，南中学校． 

 2013年 6月 8日 豊橋市教育委員会生涯学習講座，「小
惑星探査機はやぶさと日本の宇宙開発」，@豊橋市自然史
博物館． 

 2013年 11月 1日 大学生のための科学技術史講座，「日
本の宇宙科学研究の成果と将来計画」，＠国立科学博物 

館． 

 2013年 11月 6日 若年技能者人材育成支援等事業シン
ポジウム&技能検定試験成績優秀者表彰 特別講演「日本
の宇宙開発を支えるものづくり技能」，＠東京都江戸東京
博物館ホール． 

 2013年 11月 12日 2013年度サイエンスパートナーシ
ップ・プログラム「宇宙開発における素粒子・粒子の応
用」，＠東海大学付属望洋高等学校 

 2013 年 11 月 22 日 岐阜県高等学校教育研究会工業部
会電気・通信系分科会主催「缶サットチャレンジ岐阜
2013大会」缶サット降下性能実験競技審査委員，@可児
市ふれあいパーク． 

 2014年１月 16日 島根県奥出雲町教育委員会主催夢授
業，宇宙に夢中！ 「はやぶさの成果と科学者が目指した
もの」，@奥出雲町三成カルチャープラザ仁多． 

 

4. その他 
 

 平成 25年度の S&MAマネージャの定年退職および長
年多大なご支援を戴いた大串義雄氏の一旦離職に伴い，
平成 26年度より新 S&MAマネージャが赴任され新しい
体制発足予定． 

 

 

4. 大気球実験室 
吉田哲也（室長） 斎藤芳隆 井筒直樹 福家英之 飯嶋一征 

田村 誠 梯 友哉 莊司泰弘 濱田 要 松坂幸彦 山田和彦 

 

1. は じ め に 
 

 大気球実験室では，大気球を用いた宇宙科学実験の実
施および大気球の飛翔運用にかかる機器の開発を行って
いる． 

 大気球による宇宙科学実験は，昭和 41（1966）年に東
京大学宇宙航空研究所に気球工学部門が設立され，ロケ
ット，人工衛星と並ぶ飛翔体の研究として活動を開始し，
昭和 56（1981）年の宇宙科学研究所への改組，平成 15

（2003）年の宇宙航空研究開発機構への統合後も活動を
継続している． 

 茨城県大洋村，福島県原ノ町，そして 30 余年の間に
約 400 機を放球した岩手県気仙郡三陸町（現 岩手県大
船渡市三陸町）の三陸大気球観測所を経て，現在は北海
道大樹町多目的航空公園内の連携協力拠点大樹航空宇宙
実験場において大気球実験を行っている．また，海外に
おいてもアメリカ，インド，オーストラリア，インドネ
シア，ブラジル，ノルウェー，カナダ，ロシア等での海
外気球実験を併せて推進してきた． 

 

 

2. 平成 25 年度大気球実験 
 

 平成 24年 11月の第 23回大気球研究委員会において，
国内気球実験として，理学観測 3実験，工学実証 2実験，
微小重力実験 1実験が採択され，大気球実験室による超
薄膜高高度気球飛翔性能試験と併せて，合計 7実験が計
画された．このうち 4 実験は，平成 24 年度の第二次気
球実験で天候不良のため実施できなかった実験であっ
た． 

 第一次気球実験は 5月 7日から連携協力拠点大樹航空
宇宙実験場において実施された．小型気球による 2実験
を 5月後半に実施し，6月 5日早朝には B13–01実験の実
施に向けた放球準備作業を実施したが，気球を放球する
際に気球部と搭載機器部の間の切離しロープカッターが
誤動作した．本不具合は，気球の飛翔安全に関わる可能
性がある事象であり，原因究明及び対策に時間を要する
ことが判ったため，第一次気球実験で予定していた残り
の実験の実施を見送ることとした． 

 また，8月 26日から実施した第二次気球実験について
も，不具合対策や地上検証試験の準備に一定の時間を必
要とすることから，大型気球の飛翔に適した 8月下旬ま
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でに十分な対策を講じることが困難であったため，予定
していた B13-04 実験も実施を見送ることとし，第二次
気球実験では B13-01 実験不具合原因究明のための地上
試験と超薄膜高高度気球飛翔性能試験（BS13-08実験） 

を実施した． 

 平成 25 年度に実施した気球実験の飛翔概要を表 1 に
示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 BS13-02/03 成層圏オゾン・大気重力波・二酸化
窒素の観測 

 

 

 

 

 

 

 5月 15日に，地表付近から上部成層圏にかけてのオゾ
ン高度分布と大気重力波等によるその微細構造の観測を
目的として，電気化学式（ECC）オゾンゾンデと光学オ
ゾンゾンデの 2種類のオゾン観測器を用いて，オゾン，
風速，気温，気圧の精密観測を行った．なお，BS13-03

に高度 30 km以上で測定精度が良い光学オゾンゾンデを
搭載し，一方高度30 km以下で非常に高い精度を持つECC

オゾンゾンデを 50分ほど先行して放球したBS13-02ゴム
気球に搭載した．また，光学オゾンゾンデには小型の分
光器を搭載し，オゾン以外に二酸化窒素等も測定できる
よう改良した．実験の結果データの取得は順調に行われ
たが，新型光学オゾンゾンデにはいくつか問題点がある
ことが分かった．オゾンについては分光器の波長感度特
性の補正の問題でこれまでのフィルター式に比べて低め
のオゾン量が導出された．二酸化窒素に関しては気球上
昇中の温度変化による分光器の波長ずれや分解能変化に
よりかなりノイジーな上，そもそも吸収量が少なく S/N

が足らないようである．温度変化に関しては，本観測器
の利点である小型・軽量を生かしたまま温度安定化させ
るための改良を現在検討中である．二酸化窒素の吸収量
を増やすには，放球時間を早めて日出前後の時間帯をね
らい，それに合わせて入射光学系を改良する方法が考え
られるが，一方でオゾンに関しては太陽高度が高い方が
有利なため，オゾンについてはこれまでとは違う波長帯
を利用することも含めて検討中である．このように新し

い装置で初めて実際に観測したことで問題点を把握で
き，次回の観測に向けて装置・解析方法ともに改良をす
るための貴重なデータを得ることが出来た． 

 

2.2 BS13-04 皮膜に網をかぶせたスーパープレッシ
ャー気球の飛翔性能評価 

 

 

 

 

 

 

 5月 25日に，皮膜に網をかぶせたスーパープレッシャ
ー気球を 2 kg のゴム気球から吊り下げて飛翔試験を行
った．このスーパープレッシャー気球は，平成 24 年に
実施した B12-02 実験において発生した飛翔環境下での
耐圧性能の劣化への対策として，フィルム長と網線長を
一致させる改良を施した直径 3 m の気球である．日昇を
またがって飛翔させる実験を実施し，低温環境下で 6,280 

Pa以上の耐圧性能を有し，2時間にわたり 5,600 Paの差
圧に耐えること，地上実験でも観測されていた微小なガ
ス漏れが発生しており，その量が変化しないことを確認
した．この最大差圧印加時には，フィルム，および網に
対して，本研究において最終目標とする体積 30万 m3の
気球において想定される応力の 63倍，および，1.6 倍が
かかっており，その応力に耐えることが確認されたこと
を意味する．また，日昇後の上昇速度は 0.4 m/secと緩や
かであり，気球内ガスの温度上昇に起因すると考えられ
る圧力上昇が観測され，その時定数は 3,000 秒であり，
20度の温度上昇に相当することが判明した．この試験を
通じて，改良を加えた気球が成層圏での飛翔にあたって，
微少なガス漏れを除き，問題がないことが確認された． 

 

表 1 平成 25年度大気球実験飛翔概要 

 放球日時 実験番号 目的 高度 飛翔時間 

第一次気球
実験 

5月 15日 
BS13-02 
BS13-03 

成層圏オゾン・大気重力波・二酸化窒素の観測 
32.0 km 
43.0 km 

2時間 17分
2時間 53分

5月 25日 BS13-04 皮膜に網をかぶせたスーパープレッシャー気球の飛翔性能評価 24.7 km 3時間 32分

6月 5日 B13-01 大気球を利用した微小重力実験(燃焼実験) ロープカッター誤動作のため放球中止 

 B13-02 気球搭載望遠鏡による惑星大気観測 B13–01不具合原因究明のため見送り 

 B13-03 火星探査用飛行機の高高度飛行試験 B13–01不具合原因究明のため見送り 

第二次気球
実験 

 B13-04 成層圏大気のクライオサンプリング B13–01不具合原因究明のため見送り 

9月 20日 BS13-08 超薄膜高高度気球飛翔性能試験 53.7 km 3時間 07分 

 

表 2 BS13-02/03実験概要 

放球日時 5月 15日 4時 50分 / 5時 41分 

気球満膨張体積 ゴム気球 / 10,000 m3薄膜気球 

飛翔高度 32.0 km / 43.0 km 

飛翔時間 2時間 17分 / 2時間 53分 

担当機関 東北大学など 

 

表 3 B13-04実験概要 

放球日時 5月 25日 1時 51分 

気球 ゴム気球 2機，SP気球(10m3) 

飛翔高度 24.7 km 

飛翔時間 3時間 32分 

担当機関 宇宙航空研究開発機構 
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2.3 BS13-08 超薄膜高高度気球飛翔性能試験 
 

 

 

 

 

 

 9月 20日に，気球用フィルムとして世界で最も薄い，
厚さ 2.8 µm，折径 140 cmのポリエチレンフィルムを用
いて製作した容積 80,000 m3の超薄膜高高度気球の飛翔
性能試験を実施した．この気球は，放球作業時に発生し
得る気球フィルムへのダメージを軽減し，同時に放球時
のスプーラーとの摩擦から気球を保護するため頭部に
11 m のキャップフィルムが被せられているという特徴
を持ち，ホーステール型の排気口を取り付け，水平浮遊
を可能にする改良が施された気球である．放球は大型気
球と同様のスプーラーとカラーを用いる方法で問題なく
実施された．気球は正常に上昇し，高度 53.7 kmにて水
平浮遊に入り，以後，指令電波により破壊機構を駆動す
るまでの 12 分間に渡り水平浮遊を行った．搭載 ITV カ
メラの映像からは，気球が正常に展開していること，ガ
スが排気口から正常に排気されていること，破壊機構に
より大きな穴が開けられること，が確認された． 

 本実験で気球を高度 53.7 km に到達させたことによ
り，平成 14年に ISAS が樹立した気球到達最高高度の世
界記録 53.0 km が 11 年ぶりに更新された．また，水平
浮遊が可能となったことで，中間圏でのより長時間に渡
るその場観測への利用が可能となった．今後は，10 kg

程度の搭載機器を高度 50 km程度で飛翔させることを目
標とした開発を開始する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 B13-01 実験で発生した不具合 
 6月 5日の B13-01実験で発生した不具合は，その後の
テレメトリデータの精査などの結果，ロープカッターの
誤動作を生じさせた直接的な原因は，今年度から飛翔実
験に供した新規開発の気球バスシステムを構成する半導
体フォト MOSリレーの短絡故障であり，この ICの開封
検査により，静電気放電（ESD）による破壊である可能
性が強く示唆された．今般の気球バスシステムの新規開
発にあたっては，搭載システムの耐衝撃性の向上と部品
枯渇への対応のために，メカニカルリレーを半導体リレ
ーに置き換えてきた．このため，メカニカルリレーでは
極めて大きかった ESD 耐性が失われて，ESD 対策がな
されていなかった半導体リレーが破壊に至ったものであ
る．ポリエチレン気球の放球にあたり静電気がさまざま
な不具合の原因となることはこれまでも指摘されてお
り，日本でも過去いくつかの不具合が報告されてきた．
気球バスシステムの新規開発にあたっては，当然 ESD対
策を考慮しなければならないところであったが，設計の
観点から抜け落ちてしまっていた．その他，小型・軽量
化を図るあまりに，回路上のグラウンドの処理が不適切
であるところもあり，気球立上げ時に生じた静電気によ
りさまざまな不具合事象が誘発された．このため，第二
次気球実験期間中に，これらの不具合の原因究明と対策
の妥当性検証を目的とした地上検証試験を実施した．試
験の結果，不具合の原因がポリエチレン気球の立ち上げ
時に発生した静電気の放電に伴う電子回路の故障による
と考えて無矛盾であり，当該電子回路に静電気放電破壊
対策を講じることで再発を防止できることを確認した．
本対策により，平成 26 年度より大型気球による実験を
再開する所存である． 

 

3. 国際協力
 

 国内で実施困難な長時間気球実験を実現するために，
国外での飛翔機会の確保が不可欠となっており，平成 24

年度よりオーストラリアでの気球実験の可能性の検討を
開始している．平成 25 年 3 月には，候補となる実験グ
ループと共にアリススプリングスの視察を行い，また放
球場に設置した小型気象観測装置とドップラーソーダに

表 4 BS13-08実験概要 

放球日時 9月 20日 5時 22分 

気球 80,000 m3 

飛翔高度 53.7 km 

飛翔時間 3時間 07分 

担当機関 宇宙航空研究開発機構 

 

図 1 BS13-04の放球 
 

図 2 BS13-08の放球 
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よる連続観測を開始した．さらに，オーストラリアで気
球実験を実施するために必要な実施取決め（MOU）やオ
ーストラリアに設置されている NASAの施設を利用する
ための書簡取決め（LOA）も宇宙科学研究所科学推進部
の協力を得て締結された． 

 オーストラリアでの気球実験で使用する放球装置，ヘ
リウムガス供給装置の開発も進み，本年度中に完成した．
さらに，長時間飛翔実現の要となる移動地上局 4式も完
成した．また，高速データ転送を可能とする 800 kbps 

QPSK 高速テレメトリシステムの開発も進め，試作した
送信機をゴム気球で飛翔させ，ビットエラーレートなど
の性能を飛翔環境において検証した． 

 一方で，第一次気球実験での不具合原因の究明をうけ
て，これから対策を講じた改修型バスシステムの製作を
行うため，来年度少なくとも 1機は国内で大型気球を放
球し，新しいバスシステムの健全性を確認する必要があ
ると考えている．そのため，当初計画した平成 26 年 4

～6月のオーストラリアでの実験は見送り，同年 10～12

月に実施する方向で調整を進めている． 

 

4. 研究開発 
 

4.1 新テレメトリコマンドシステム 
 統一された使い易いユーザーインターフェースを持つ
新しいテレメトリコマンドシステムを開発した． 

 従来のシステムは，長期にわたって使用されており，
部品の枯渇によってシステムの更新が難しいという問題
があった．また，気球工学側が，ユーザーの様々な要求
に応える形で開発されてきたため，テレメトリ・コマン
ド共に様々なフォーマットが存在していた．これらフォ
ーマットの多様化は，ユーザー側に対し，観測機器設計
の初期段階から気球工学側との調整を必要とし，気球工
学側に対しては，多様なフォーマットに応じた機器の運
用を必要としていた．さらに，近年の大気球実験では，
大型気球を用いる実験が主流となり，観測機器の大型化
や，複雑化，開発にかかる時間やコストの肥大化という
問題が生じていた． 

 そこで，ユーザー側の観測機器と気球工学側の機器と
のインターフェースを RS-232Cへ規格・統一させ，ユー
ザー側の観測機器と気球工学側の機器の開発性向上，信
頼性・メンテナンス性の向上を目指した開発を行った．
また，新テレメトリコマンドシステムでは，大規模で複
雑な観測機器に対応するために，機器開発の自由度を向
上させることを目指した．具体的には，ユーザー用に 3

系統のポートを用意し，最大 3つの観測機器をサポート
可能なシステムを構築した．新テレメトリコマンドシス
テムにより，地上局～ゴンドラ間の気球工学の装置を意
識せずに，開発・実験することを可能にした．さらに，
新テレメトリコマンドシステムは，機器を搭載する際の
制約を軽減するために，軽量・コンパクトな設計として

いる． 

 新テレメトリコマンドシステムは，平成 26 年度から
新しいシステムの運用を開始する予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 主副系アンテナ更新 
 既存の主系と呼ばれる 3.6 mφパラボラアンテナと副
系と呼ばれる 1.8 mφパラボラアンテナの老朽化が進ん
でおり大気球実験の安全性・信頼性を確保するための更
新を進めている．新規に導入したパラボラアンテナには
以下の特徴がある． 

1. アンテナの制御ラインには Ethernetを採用し，LAN

ケーブルの接続先とアプリケーションがインストー
ルされた端末があれば複数個所でパラボラアンテナ
の状態を監視することが可能となり，今後の拡張性
が向上した． 

2. 従来，IF 周波数が一定値となるよう，ミキシングす
る周波数を変更して受信していたが，一定の周波数
をミキシングし，IF周波数を変更して受信する方式
とした．これにより，システム構成を簡略化するこ
とができた． 

3. 電界追尾をモノパルススイッチング方式の一次放射
器へ変更した．従来，副系で利用していたコニカル
スキャン方式では可動部が存在しており，モノパル
ススイッチング方式にすることにより可動部は無く
なり，メンテナンス性・信頼性が向上すると共に追
尾性能が向上した． 

 副系の更新は平成 24 年度中に完了しており，本年度
の飛翔実験において，所期の性能が発揮されていること
を確認した．また，主系の更新は本年度中に完了した．
今後，平成 26 年度に気球の追尾試験による性能確認を
行った後，気球実験での運用を開始する予定である． 

 
4.3 豪州実験用移動観測局 
 老朽化の進んだ低高度宇宙通信実験システム
（LASCOS）に代わる移動観測局の開発を行った．長時間
の飛翔実験を実施するためには見通し通信距離を越えて
気球を追尾する必要があるため，メイン局用に 1局，ダ
ウンレンジ局用に 2局を製作した．また，海外で実験す

図 3 新テレメトリコマンドシステムの外観 
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る際に海上輸送が必要となることを念頭におき，海上コ
ンテナ（20 ft DRY 9’6”)の外周部を加工せずに製作を行っ
た．LASCOSよりも天井高を 1 feet高くすることで，テ
レメトリ受信用パラボラアンテナを取外す事なく収納さ
れている．移動観測局の内部には気球の追尾，テレメト
リ受信，気球へのコマンド送信，データの収集，モニタ
ーに必要となる機材，及び良質な電源を確保のための発
動発電機，耐雷トランスを格納した．テレメトリ受信用
パラボラアンテナ装置，発動発電機を積み降ろして運用
する方式を採用し，従来の LASCOSに比べ約 2倍の作業
用床面積を確保した．今後，平成 26 年度に国内で動作
確認を行った後，豪州での気球実験における観測局とし
て利用する予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.4 豪州実験用放球装置 
 平成 26 年度に計画しているオーストラリア気球実験
において使用する放球システムを開発した．現地飛揚場
は大樹実験場のように気球実験専用の施設設備が一切な
いため，荒地土壌の屋外での放球運用を想定し，日本で
経験実績のあるセミダイナミック放球法を用いたオース
トラリア実験用放球システムを開発製作した． 

 放球システムは大樹町と同じく跳ね上げローラー装置
と放球装置で構成し，各台車は現地飛揚場に合わせて荒
地走行仕様とする．大樹町のような備え付けの設備は作
れないので，重要なローラー開放，放球機構部分のみを
日本で製作し，荒地を走行する重機部はオーストラリア
現地でレンタルする．オーストラリア実験では日本での
気球実験に比べてより大重量の観測器，気球を用いた実
験が予定されており，各装置の耐荷重，仕様も合わせて
スペックアップした． 

＜跳ね上げローラー装置＞ 

 跳ね上げローラー装置は，平成 25 年に大樹町跳ね上
げローラー装置を改良したB1000クラス気球まで放球可
能なローラー機構をベースに開発製作した．台車は牽引
可能とし，総浮力 6 ton の気球を保持したまま走行可能
であり，総浮力 6 ton でもローラー開放時による衝撃を

十分に吸収，緩和する衝撃吸収機能を有する．また，台
車上に He ガス充填装置の搭載スペース，ローラー初期
セット補助機構，安全ロック機構も設けた． 

＜放球装置＞ 

 放球装置はアタッチメントを介して大型クレーン先端
に取り付ける構造（着脱可能）とした．気球総浮力 6 ton

に耐えうる構造とし，2～3 tonの観測器を吊り下げた状
態でも安全・確実に放球が行える構造とした．放球ピン
引き抜き機構は電動油圧ポンプ方式を採用した．気球お
よび観測器を保持する放球プレートは大樹町と同じく，
十分な駆動能力，安全機能を有する放球プレートロック
機構により固定され，気球の振れ角度（±40度程度）の
範囲でリリース可能とする．放球装置走行部は現地レン
タルの 100 ton 級大型クレーンを想定し，放球時の観測
器の旋回（風下調整）はクレーン機能を使用する． 

＜ガス充填装置＞ 

 気球へのヘリウムガス充填に用いるガス充填装置を大
樹町で現在使用しているものからスペックアップして開
発製作した．ヘリウムガスコンテナの高圧ガスを流量調
節弁にて減圧し大気開放圧で気球内へ充填する．オース
トラリア実験で予定している大浮力を比較的短時間で充
填するため，従来機の 2倍に相当する最大 100 Nm3/min

の出力流量を確保した．ヘリウムコンテナ 2台の並列接
続による効率的な運用を可能にするため，入力口を 2口
設けた．コリオリ式質量流量計などを有し，従来機より
も高精度での状態モニターも可能とした．従来機よりも
輸送しやすい構造設計としており，跳ね上げローラー装
置の台車上に搭載できる． 

 今回開発製作した放球システムは平成 26 年度のオー
ストラリア実験にて実際に使用する予定である． 

 

4.5 俵型気球の開発 
 成層圏に長時間滞空することを目的としたスーパープ
レッシャー気球の研究・開発を行っている．ローブドパ
ンプキン型スーパープレッシャー気球の赤道部を延長し
た円筒状部分を有する俵型気球は，不完全展開を抑制し
全ゴアが正常に展開する．しかし，シェルに使用してい
るフィルム BH25が飛翔終了時の気球破壊の際に低温環
境下で飛散する可能性があり，また，フィルムと補強ロ
ープの比重が海水の比重より大きいため気球の海上回収
を困難にしている．そこで，前年度に製作した，ポリエ
チレンフィルム（厚さ 30 µm）とスペクトラ製ロープ（ダ
イニーマ）を用いた容積 5,000 m3の俵型気球を用いた地
上膨張試験と耐圧試験を大樹航空宇宙実験場の格納庫内
で実施し，実機での要求値の 2.5 倍以上の耐圧性能を確
認した．また，ゼロプレッシャー気球用引き裂き機構を
スーパープレッシャー向けに改良を行って取り付け，気
密試験および動作試験により問題ないことを確認した．
これらの改良により海上回収に目処がついた．今後の飛
翔試験に向けてさらに検討を行っていきたい． 

図 4 移動観測局外観 
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4.6 超薄膜高高度気球の開発 
 薄膜高高度気球開発は本年度の飛翔性能試験の実施で
一定の成果を得られた．今後の方向性としては，より薄
いポリエチレンフィルムでより大きな気球を開発し，さ
らなる高高度を目指すことも考えられるが，当面は薄膜
高高度気球の搭載重量の増大を図り，到達高度は若干犠
牲となるものの，より宇宙科学実験に使いやすい気球へ
の転換を図りたい．このためには，気球そのものの開発
研究に加えて，航空法上の重気球への要求を満足するた
めに，小型軽量の ATC トランスポンダの調達や気球シ
ステムの二重化などの技術開発も必要となる． 

 

4.7 気球ゴンドラの姿勢制御に関する研究 
 ゴンドラの方向制御は，従来から天体の観測を行うゴ
ンドラに搭載されてきたほか，近年では大気球による工
学実験等でも必要とされることがあり，数度程度の精度
でのゴンドラ方位角制御に対する要求がある．一方大気
球実験に供されるゴンドラはその目的に応じて多様であ
り，また要求される気球の飛翔様態も多岐にわたる．こ

のため，ゴンドラの方向制御システムの構築はユーザー
によって行われる．しかし，特に新規のユーザーにとっ
て必ずしも専門ではない制御システムの構築は負担とな
ることから，新規に開発する際の参考となるゴンドラ方
向制御システムのガイドラインを提言することを目指し
ている． 

 本年度は，過去の飛翔データから B09-01 実験で得ら
れたゴンドラの姿勢履歴データを，特に振動周波数と高
度の関係に着目して詳細に解析し，高度帯ごとに特徴的
な傾向があることを見出した．また，気球～ゴンドラに
至る力学モデルを構築することを目指し，ゴンドラの姿
勢変動に対して支配的な吊り紐の機械特性を測定する実
験を行った．今後，気球のダイナミクスシステムのモデ
ルを構築し，飛翔データと合わせて検討することで，気
球～ゴンドラに作用する外乱力と姿勢挙動について理解
を深める．これにより，将来ユーザーが個々のゴンドラ
に応じたシステムを製作するベースとなるような方向制
御システムの構成要素や制御アルゴリズム等について，
2～3 年程度以内にとりまとめることを目標に検討を行
っていく． 

 

5. ま と め 

気球バスシステムの新規開発において，ESDに関する
短慮のために本年度のすべての大型気球による実験を見
送ることとなり，実験準備を進めてこられた実験グルー
プの皆様に深くお詫びしたい．宇宙科学研究所では今回
の不具合原因究明に留まらず，関連する大気球実験のシ
ステム開発の技術課題，リスクの抽出と，その解決法の
妥当性の検討を目的としたタスクチームを設置してお
り，タスクチームの報告を生かして確実な実験運営を図
っていきたい． 

 

 

5. 観測ロケット実験室 
職員：石井信明（室長） 吉田裕二 餅原義孝 太刀川純孝 竹前俊昭 下瀬 滋 荒川 聡 岡崎 峻  

河野太郎 岩田直子 鈴木直洋 羽生宏人 竹内伸介 峯杉賢治 佐藤英一 志田真樹 中塚潤一  

徳留真一郎 坂井智彦 岡田尚基 川原康介 鎌田幸男 伊藤大智 水野貴秀 小林雄太 久木田明夫  

高橋 優 富澤利夫 山本高行 野中 聡 廣瀬史子 佐藤峻介 長谷川晃子 小川博之 伊藤 隆  

清水成人 吉山京子 小野 縁 周東三和子 阿部琢美 松岡彩子 中村正人 田中孝治 福島洋介  

山田和彦 稲富裕光 殿河内啓史 大汐一夫 栗山悦宏 稲谷芳文 

他大学院・学生：高橋隆男 菅井正敏 

JAXA他本部職員：関 妙子 鵜野将年 中村徹哉 入門朋子 田元光彦 感應寺治城 中野雅仁 山田辰二  

長浜宗治 畑枝一幸 井手郁夫 笠木幸子 長田卓郎 馬渡一子 村上亜矢 上村正子 

 

1. 概要 
 

 衛星や探査機に比べて機動的で迅速な飛翔実験機会の
提供ができる長所を活かし，年数機程度の打上げ機会を

用いて，高層大気物理，地球環境，宇宙プラズマ物理学，
宇宙天文学などの観測研究や微小重力環境を利用した科
学研究を行うとともに，飛翔手段の洗練及び搭載機器/

地上支援装置の性能向上を目的とした飛翔体システム研

図 5 俵型気球の地上試験の様子 
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究など，宇宙飛翔体に関する実験的工学研究を行う． 

 

2. 平成 25 年度の活動概要 
 

2.1 S-310-42 号機及び S-520-27 号機の打上げ 
 2機の観測ロケット S-310-42号機と S-520-27号機は，
高度 70～300km に渡る幅広い高度領域における超高層
大気の擾乱に関する観測を目的として開発された． 

 S-310-42 号機は 2013 年 7 月 20 日 23:00 に，S-520-27

号機は，同日 23:57に打上げられた．S-310-42号機では，
打上げ後 72 秒から 240 秒間に渡って，高度 60～140km

付近で TMA（トリメチルアルミニウム）を放出，TMA

白色雲が生成された．また，S-520-27号機では，打上げ
後 497秒から 20秒間に渡って，高度 120～100km付近で，
リチウムを放出，月光により散乱した赤い帯状の発光雲
が生成された．それぞれ，異なる高度で発生した発光雲
は地上観測に加えて，JAXA 航空本部の協力により上空
で待機していた実験用航空機「飛翔」からも撮像に成功
し，長時間に渡って中性大気の運動を観測した． 

 ロケットに搭載した観測機器により電場，磁場，電子
密度，電子密度擾乱の観測及び姿勢決定のための地磁気
と月光の観測も予定通り行われ，また，ロケットから送
信されたビーコン電波を地上局で受信した． 

 異なる高度で発生する 2つの擾乱現象の同時観測及び
夜間の月光によるリチウム発光雲観測はともに世界初で
あり，夜間に超高層大気の風向風速を推定する手段を確
立する事が出来た． 

 

2.2 S-310-43 号機の開発 
 将来の極低温推進剤を用いた軌道間輸送システムや長
時間コースティングを可能にするエンジン予冷システム 

の開発を目的として，S-310-43号機の開発を進めている．
本実験では，極低温推進剤として液体窒素（LN2）を用
い，エンジンとタンクを模擬した供試体に LN2を流した
時の液面挙動や沸騰を伴う気液混合流体（2 相流）の伝
熱特性を搭載の小型カメラと温度計，圧力計，ボイド率
計などによって計測し，ロケット慣性飛行中の熱流動解
析モデルと比較検証する予定である． 

 当初，S-310-43 号機の打上げは，平成 25 年度冬に予
定していたが，実験装置の開発に時間を要することから，
平成 26年の夏に打上げることとした． 

 

2.3 S-520-29 号機の開発 
 電離圏 E領域（高度 70～130km）に突発的に発生する
高電子密度層（スポラディック E層）の立体観測を目的
に S-520-29号機の開発を行っている．ロケットに搭載し
た観測装置によるロケット飛行経路に沿った垂直構造の
観測に加えて，紫外線イメージャを使って，電離層上方
から水平面内での密度分布を計測することによって，立
体的な密度分布を測定する予定である． 

 このため，太陽光が電離圏 E領域を照射し，成層圏（高
度 50km）より下方が日陰となる日没直後にロケットを
打上げる必要があると同時に，ロケット頭胴部を分離し，
ガスジェット装置によりロケットが鉛直となるような姿
勢制御が要求されている．S-520-29号機の打上げは，平
成 26年夏を予定している． 

 

2.4 S-310-44 号機の開発 
 冬季日中，電離圏下部に時折発生する高温度層（Sq電
流系）の発生メカニズム解明を目的として S-310-44号機
の開発を行っている．S-310-44号機の打上げは，平成 26

年冬を予定している． 

 

 

6. ISS 科学プロジェクト室 
高柳昌弘（室長） 荒井康智 上野史郎 大里美佳 菅 勇志 菊池政雄 北島博之 木下恭一 木村 公  

栗本 卓 小出 孝 駒崎雅人 阪田薫穂 坂本道人 佐野琢己 高岡秀充 寺田昌弘 東辻浩夫 冨田 洋 

中川友進 中平聡志 夏井坂誠 七尾 進 西堀俊幸 Paradis Paul F 東端 晃 松本 聡 水島隆成  

宮代一利 吉崎 泉 阿部琢美 足立 聡 石岡憲昭 石川毅彦 稲富裕光 岡田純平 黒谷明美 鈴木 睦  

橋本博文 山﨑 敦  

 

1. はじめに 
 

 ISS科学プロジェクト室では，微小重力環境などの宇宙
環境を利用した宇宙科学研究ミッションを実施している．
国際宇宙ステーション・日本実験棟（以下，ISS・きぼう）

のほか，航空機，落下棟，小型ロケット，回収衛星などの
実験機会を利用した実験・観測を計画・推進しており，研
究分野は，生命科学・物質科学・基礎科学・地球大気観測・
天体観測など多岐に渡る．平成 25年度の活動の概略を，
前後の年度の実績・予定と併せ，図１に示す． 
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 ISS・きぼう船内実験室利用；生命科学分野では，植物
学研究分野の実験を 2件，物質科学分野では流体科学研
究分野 2 件，結晶成長科学分野 1 件の ISS・きぼう船内
実験室利用の宇宙実験を実施した．また，基礎科学分野
では，国際協力による露モジュール利用のダストプラズ
マ実験の実験運用が平成 25 年 6 月に終了し，飛行後解
析に着手した．その他，これまでに実施した宇宙実験の
飛行後解析を継続，また，供試体開発を含む，平成 26

年度以降に実施する宇宙実験ミッションの準備を行って
いる． 

 ISS・きぼう船外実験プラットフォーム利用；MAXIは，
後期運用段階の 2年目の観測を実施，引き続き順調な観
測運用を継続している．SMILES は，後期運用を継続実
施し，平成 25 年度末にこれを終了．また，観測運用で
得られたデータを利用した地球大気科学研究を推進する

ため，レベル 2処理研究を進めるとともに，平成 25年 9

月に ISAS 宇宙理学委員会による科学成果の評価を取り
纏め，これを受けて平成 25 年度末，ミッション終了審
査を実施した．船外実験プラットフォーム第 2期利用装
置であるポート共有実験装置の 5つの構成ミッションの
内の 2件，IMAP及び GLIMSは，何れも地球超高層大気
観測ミッションである．平成 24年 7月の HTV#3により
打上げられ，現在，観測運用 2年目を実施，順調にデー
タを蓄積している． 

 ISS科学プロジェクト室では，ISS・きぼうを利用した
宇宙実験・観測ミッション以外に，ISS 露モジュール利
用や中国回収衛星利用ミッションなど，国際協力による
実験機会の獲得に向けた活動を積極的に行っている． 

 以下の各項に，ISS 科学プロジェクト室が推進する宇
宙実験ミッションの詳細を述べる． 

 

図 1 ISS科学プロジェクト室の活動概要 
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2. 生命科学分野 
 

2.1 植物生理研究プロジェクト 
 植物が外部環境に対して応答・適応するときに働くオ
ーキシンの微小重力下での輸送機構を調べる「植物の重
力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア動態の
解析（CsPINs）」では，すでに軌道上実験が終了してい
る一部の宇宙実験サンプルについて，蛍光イメージング
や分子生物学的な手法により解析を進めた．さらに，平
成 26年度初頭に Run 3の宇宙実験を実施し，フライトサ
ンプルを回収し，解析を進める予定である． 

 「植物の抗重力反応機構－シグナル変換・伝達から応
答まで（Resist Tubule）」については，HTV-4 によって
実験サンプル・器具類を打上げ，Run3の実施を完了して
おり，SpaceX-3でフライトサンプルを回収する予定であ
る．Run1の実験サンプルは平成 26年度当初に SpaceX-3

で打上げ，平成 26年 5月頃に実施予定である． 

 平成 27 年度以降に実施を予定している「宇宙環境を
利用した植物の重力応答反応機構および姿勢制御機構の
解析（Auxin Transport）」のプロジェクト移行を完了し，
平成 26 年度から供試体開発などの具体的な実験準備を
進める計画である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 細胞生物学研究プロジェクト 
 平成 16 年に実施した第 1 回線虫国際共同実験
（ICE-First）につき，宇宙環境下では筋肉を構成する成
分であるミオシン類のタンパク質発現が大幅に減少する
ことを明らかにした研究結果を報告した学術論文が
Current Biotechnologyに掲載された． 

 

3. 物質科学・基礎科学分野 
 

3.1 流体科学研究プロジェクト 
 流体科学では，液柱マランゴニ対流現象および沸騰二
相流現象に関する研究を行っている．マランゴニ対流研
究については，「マランゴニ対流における時空間構造」お

よび「高プラントル数流体の液柱マランゴニ振動流遷移
における表面変形効果の実験的評価」に関する宇宙実験
を ISS・きぼうの微小重力環境下で実施し，液柱形状や
温度条件を様々に変化させた実験条件下で高精度なデー
タの取得に成功している．一方，沸騰二相流研究につい
ては，ISS・きぼうでの宇宙実験に向けた実験装置が開発
段階にある．平成 25 年度は実験装置のエンジニアリン
グモデル（EM）による機能試験，環境試験を完了し，
詳細設計を進めた． 

 マランゴニ対流宇宙実験では，国際宇宙ステーション
（ISS）での長時間微小重力環境を最大限に活用しながら，
地上では実現不可能なサイズ（直径30mm ないし50mm，
最大長さ 62.5mm）の液柱を形成し（図 3），流れ場，温
度場の観測を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 25 年度の実験により得られた主な成果は以下で
ある． 

（1）液柱マランゴニ対流におけるカオス・乱流遷移につ
いて，これまでの表面温度変動だけでなく，液柱内
の時空間構造についての一部データ取得に成功した
（図 4）．本データを解析することにより，速度場と
温度場の相関関係を明らかにすることができ，マラ
ンゴニ対流のカオス・乱流構造の特異性を見出すこ
とが期待される．今後予定されている宇宙実験によ
り，更なるデータ取得を行い，時空間構造の遷移過
程を体系的に捉える計画である． 

（2）振動流状態における動的界面変形を計測し，理論的
に予測されていたスケーリング則が成立する可能性
を見いだした．今後は，理論の実験的検証を確実に
するために，大きさの異なる液柱でのデータを取得
する． 

（3）自由表面での熱授受が対流不安定性に及ぼす影響に
ついてデータを取得した．これは，液柱に発生する
マランゴニ対流で顕著に発現する現象である．表面
から外部に対して熱が散逸する状況では，対流は安
定化し，定常流は振動流へと遷移しづらいことが分
かってきた． 

図 2 Resist Tubule実験で生育したシロイヌナズナ(µG環境) 

図 3 ISS・きぼう内で形成した液柱 
（直径 30 mm，長さ 60 mm） 
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 以上のように，広範かつ高精度な実験データの取得に
より，現象の全体像を把握するに至り，対流不安定性の
物理モデルの構築・検証に寄与した．また，数値解析と
比較するリファレンスデータを提供した． 

 マランゴニ対流研究のレビュ記事として，International 

Journal of Microgravity Science and Application に掲載さ
れた．これまでのマランゴニ対流研究の歴史的背景や，
過去の地上および宇宙実験結果についてまとめられ，更
に「きぼう」での宇宙実験で明らかになった内容が述べ
られている． 

 

3.2 結晶成長研究プロジェクト 
 微小重力を利用した結晶成長メカニズムの解明を行う
ために，以下の 5つの宇宙実験テーマについて，実験計
画の作成，実験装置の開発，宇宙実験準備，実験後解析
などの研究開発を行った． 

・ 氷結晶成長におけるパターン形成（Ice Crystal） 

・ ファセット的セル状結晶成長機構の研究（Facet） 

・ 微小重力における溶液からのタンパク質結晶の成長
機構と完全性に関するその場観察による研究（Nano 

Step） 

・ 微小重力下における TLZ法による均一組成 SiGe結
晶育成の研究（Hicari） 

・ 微小重力環境下における混晶半導体結晶成長（Alloy 

Semiconductor） 

 この中で Ice Crystal, Facet, NanoStepは宇宙実験を実
施済みで，昨年度に引き続き解析や論文発表などを行っ
た．Hicariについては，1～3本目の試料の宇宙実験を実
施し，液体中の対流抑制による軸方向均一組成領域の伸
長を確認し，結晶成長原理の検証が進展した（図 5）．ま
た，径方向組成均一性が成長界面形状に依存せずに実現
できることが判明し，地上での大型結晶製造に役立つデ
ータも取得できた．Alloy Semiconductorは 3元系化合物
半導体である InGaSb の結晶成長過程を明らかにする研
究である．Alloy Semiconductorは Hicariに続いて第一回
目の軌道上実験が実施され，地上での参照実験と併せて
解析等を行った．その結果，地上と異なり微小重力環境
では（111）A面の成長界面形状がほぼ平坦となることが
明らかになった．平成 26 年度は残り三回の軌道上実験
と飛行後解析を実施予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 燃焼科学研究プロジェクト 
 微小重力環境を利用した燃焼メカニズム解明を行うた
めの以下の 2つの宇宙実験テーマについて，実験計画の
作成，実験装置の開発，実験の準備などの研究開発を行
った． 

（1）ランダム分散液滴群の燃え広がりと群燃焼発現メカ
ニズムの解明（Group Combustion）: 実験計画の詳
細化，供試体 EMによる試験，供試体の維持設計，
供試体 PFMの製作・試験 

（2）宇宙火災安全性評価の基礎となる重力条件による固
体材料燃焼性変化の定量的把握（Solid Combustion）:

実験計画の詳細化，供試体の概念設計，要素試作試
験 

 ISS・きぼうで行われる最初の燃焼実験になる燃料液滴
群の燃焼実験 Group Combustionについては，平成 24年
度末に詳細設計審査（CDR）を終え，平成 25 年度はき
ぼう多目的実験ラックに搭載する実験供試体の維持設計
を進めた．また，軌道上実験条件最適化等のために供試
体エンジニアリングモデル（EM）による航空機実験等の
試験を行った（図 6）．さらに，供試体プロトフライトモ
デル（PFM）の製作に着手し，機能・性能および耐環境
性の確認試験の大半を完了させた．きぼうで実施する固
体燃焼実験 Solid Combustionについては，実験要求の詳
細化を進めるとともに，多目的実験ラックに搭載する実験
装置の概念設計および要素試作試験を引き続き行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 液柱内流動の時空間構造 
 

図 5 Hicari 宇宙実験で育成した SiGe 結晶の外観（上）と，SiGe
結晶中の Ge濃度分布（下:濃度分布を色の違いで表現）左から右に
結晶が成長し，その組成が地上実験では得られない均一組成となっ
ている． 

図 6 Group Combustion実験供試体 EMによる航空機で
撮影された SiCファイバー格子上液滴群の燃え拡がり 
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3.4 ダストプラズマ研究ミッション 
 ロシア，ドイツを中心とする国際研究チームに参加し，
ISSに搭載されているダストプラズマ実験装置PK-3 Plus

を用いた共同研究ミッションを行っている．PK-3 Plus

は，平成 25 年 6 月の実験を最後に運用が終了した．平
成 26 年度に予定される最終報告に向け，成果の取り纏
めを進めている． 

 ダストプラズマとは，イオン，電子，微粒子から成り，
全体で電気的に中性となっている状態である．日本から
は，JAXA 宇宙科学研究所，岡山大学，京都工芸繊維大
学が参加し，主として荷電粒子系における臨界点の研究
を進めている．PK-3 Plus では高周波を用いてプラズマ
を生成する．生成可能な最大電子密度は，地上実験の結
果から 4～5!108 cm–3程度と推測される．微小重力下で
観察されるダストプラズマの例を図 7に示す．白い輝点
は投入した微粒子である．図の中央付近に粒子の存在し
ない領域（ボイド領域）と呼ばれ，微小重力実験におい
て解決すべき重要課題の一つである． 

 平成 25 年度における本研究プロジェクトの年度目標
は，（1）10月に開催された最後の PK-3 Plus国際科学シ
ンポジウムに向けたデータ解析を進めること，（2）臨界
点に近づいた度合いを定量的に表すことについて検討を
進めること，（3）成果のまとめを進めることである．（1）
に関しては，日本から提案の 3件とも口頭発表すること
ができた．（2）に関しては，相図上での位置以外に，構
造因子を用いることができないか検討を進めている．
（3）に関しては，10月の国際シンポジウムを含め，国際
会議に 10件の発表を行った． 

 当年度のその他の成果としては，図 7の中央部付近に
存在する粒子がほとんど存在せず暗い領域（ボイド領域） 
の発生を抑制できる条件が明確になりつつある点が挙げ
られる．微小重力下において，ボイドにより観察範囲が
大きく減少することは大きな問題となっている．ボイド
発生を抑制する条件の明確化は，将来の新型装置の設計
に大きく貢献できるであろう． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 静電浮遊炉技術研究 
 ISS 搭載にむけて，静電浮遊炉の要素技術の確立・要

素の小型化等の技術研究を進めている．平成 25年度は，
昨年度に引き続き有人宇宙環境利用ミッション本部が進
める ISS搭載機器の開発プロジェクトを支援した．具体
的には，表面張力及び粘性係数を取得する「液滴振動計
測」におけるセンサーの最適化，浮遊に失敗した試料を
回収する機構の確認試験（航空機実験による短時間微小
重力実験）の支援（実験コンフィギュレーションの企画
及び装置の組み立て）を実施した．また，試料と装置の
適合性を確認する試験装置の設計・製作を行った． 

 

4. 船外実験プラットフォーム利用科学観測 
 

4.1 全天Ｘ線監視装置（MAXI） 
4.1.1 概要 
 全天 X線監視装置（Monitor of All-sky X-ray Image : 

MAXI）は国際宇宙ステーションに搭載された天文観測
装置で理化学研究所との共同ミッションである．比例計
数管を用いたカメラ（GSC）と X線 CCDカメラ（SSC）
により全天をスキャン観測し，X 線天体の増光や新天体
の出現などを監視している．これらを発見した場合はイ
ンターネットを通じてその発見を通報し，世界中の望遠
鏡でのフォローアップ観測を促す．また既知天体につい
てはその明るさの変動情報を随時更新しインターネット
を通じて世界へ公開している． 

 MAXI は 2009 年 8 月に観測を開始し同年 10 月から 2

年間の定常運用を開始した．2011年度に定常運用を終え
ると同時にフルサクセスの達成が確認され，2012年度か
ら後期運用を開始した（2014 年度末までの運用が承認
済）． 

 

4.1.2 MAXI による科学成果 
 MAXI で突発的天体現象が発見された時は 2 つの国
際機関へ通報している．１つは ATEL（http://www. 
astronomerstelegram.org）で平成 25 年度は 26 件報告し
た．もう一方は GCN（http://gcn.gsfc.nasa.gov）で，ガン
マ線バースト（GRB）と考えられる現象について 10 件
を報告した．平成 25 年度末で累計は ATEL が 145 件，
GCNが 50件である．ATELへの速報は MAXIチーム自
身だけでなく，理化学研究所から公開しているデータを
使用して海外の研究者が投稿したものもあり，公開デー
タが世界中の研究者に広く使われていることを示してい
る．発見した現象で重要なものは論文として発表してい
る．平成 25年度は MAXIチーム（JAXA・理研をはじめ
とする国内機関で構成）による 10 件のレフェリー論文
が受理された．また，平成 25 年度には MAXI のデータ
を利用した博士論文 1件が東京工業大学で受理された． 

 

4.1.2.1 MAXI によるγ線バーストの観測 
 2013年 4月 27日に GRB130427Aが複数の観測装置で
とらえられた．MAXIは爆発から約 3260秒後と 8820秒

図 7 微小重力実験により観察されたダストプラズマの一例 
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の X 線を捉えたが，このγ線バーストは 40 億光年の距
離で発生しており，これは異例な近傍での発生で過去 23

年で最も強いγ線バーストである．その明るさ（近さ）
ゆえγ線・X 線だけでなく，可視・赤外・電波での観測
でも高精度のデータが得られ，ガンマ線バーストの放射
機構解明が進み，多数の論文が出版された．MAXI の観
測成果はサイエンス誌の論文に寄与し，新聞等にも掲載
された． 

 

4.1.2.2 MAXI による「火の玉 X線閃光」の発見 
 MAXI は小マゼラン星雲の方向に新星爆発の約 100 倍
明るい軟 X線閃光を放射する天体（MAXI J0158-744）を
発見した．この発見を受けて宇宙や地上の各種望遠鏡で
の観測とその解析の結果，この閃光は非常に重い白色矮
星で起こった新星爆発初期に星全体を包み込んだ「火の
玉」からの放射と結論した．このような放射は理論的に
は予言されていたが，実際に観測されたのは史上初めて
である．軟 X線での監視を続ける MAXIの特色が最大限
に生かされた成果と言える．またエネルギー分解能に優
れた CCD カメラでもこの現象をとらえており，そのス
ペクトルからネオンの輝線を発見した．既存の新星爆発
理論では説明できないため，その理論に大きな影響を与
えている． 

 
4.1.2.3 MAXI による「極超新星残骸」の証拠 
 MAXI の全天モニターデータを積分をすることで全天
図を描くことができる．図 8は MAXI/SSCによる全天図
である．SSCは GSCに比べて低エネルギー（長波長）側
に感度があり，GSCではみえない銀河系に付随して大き
く広がった構造がみられる．このうち白鳥座付近に広が
る構造についてスペクトル解析した結果，世界で初めて
輝線構造を発見し，これが希薄で高温のプラズマである
ことを示した．構造は複数のクランプに分かれて見える
が，スペクトルに大きな差がなく，星間吸収量にも差が
ないことからこれらは単一の天体と考えることができ
る．すると熱エネルギーが 9×1051ergと見積もられ，通

常の超新星残骸に比べると 2 ケタ程度大きい．OB 型星
からの星風モデルでも説明が難しいことから，これは極
超新星爆発の痕跡であると考えるのが最も妥当である．
つまりMAXIは銀河系内で初めて極超新星爆発の証拠を
見つけたことになる．この結果は JAXA の記者レクチャ
で紹介され，新聞等にも掲載された． 

 

4.2 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ（SMILES） 
 SMILESは「4K機械式冷凍機と超伝導技術を用いたサ
ブミリ波帯リム放射サウンダの技術実証」と「成層圏大
気微量成分のグローバルな時空間分布の観測実験」とい
う二つの側面をもつ，JAXAと情報通信研究機構（NICT）
との共同ミッションである． 

 機械式冷凍機により 4K にまで冷却し，理論的な限界
近くにまで雑音を抑制した超伝導ミクサにより，大気微
量分子が発する微弱なサブミリ波帯の電磁波を検出し，
その輝度温度スペクトルを逆変換することで複数種の微
量分子の高度プロファイルを同時に算出する． 

 SMILES は地球大気の縁方向（大気を透かして見る方
向）にアンテナを向けて，上下にスキャンを行い，さま
ざまな高度の大気からのサブミリ波が畳み込まれた信号
を輝度温度スペクトルとして観測する．このスペクトル
をリトリーバルアルゴリズムによって逆問題として解
き，接線高度における大気微量分子の高度プロファイル
を導出する．観測の高度分解能は約 3km，高度範囲は対
象となる微量分子によって異なるが，上部対流圏から下
部熱圏（15km～100km）が主なターゲットとなる． 

 2010年 4月に発生したサブミリ波局部発振器系の故障
以降，軌道上の地球大気観測は実施不能となっているが，
冷凍機の再冷却に伴う温度特性データの取得や，分光系
の周波数特性データの取得などを年度末まで実施した．
4K級ジュール・トムソン機械式冷凍機は，軌道上約 7800

時間の運転後の再冷却時において，冷凍機系内のコンタ
ミネーションの固化による配管閉塞が発生し，4Kへの冷
却が不能になった．本事象に対して，原因究明・検討チ
ームを発足させ，SMILES で使われている冷凍機材料の
オフガス試験と詳細な解析を通じて，閉塞の直接原因の
推定とコンタミネーションの発生プロセスについて調査
し，SMILES とほぼ同じ 4K 級ジュール・トムソン冷凍
機を搭載する ASTRO-H 冷凍機への影響について検討結
果をまとめた．さらに，この検討で得られた知見は，後
続する冷凍機搭載ミッションである SPICA等の 1K及び
4K級ジュール・トムソン冷凍機に対しても活用が見込ま
れる． 

 これまでの地球大気観測で得られたサブミリ波スペク
トルから地上データ処理システムにより微量分子の高度
分布を導出する計算（高次データ処理）の再処理につい
ては，最新の知見をその都度導入しながら改良を繰り返
した．これらのサブミリ波スペクトルや高次データの最
新の解析結果について議論するため，国内外の学会にお

 

図 8 MAXIJ0158の発見． 
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いて成果を発表した．また，これまでの科学的成果につ
いて，宇宙理学委員会の諮問による専門委員会において
外部評価を受けた結果を，理学委員会に報告した．高次
データについては，大気科学研究に利用できるという判
断に基づき，一般の研究に供するために高次データ配布
サーバ及び，科学衛星運用・データ利用センター
（C-SODA）が運営する Data ARchives and Transmission 

System（DARTS）において，アップデートした高次デー
タを随時公開している． 

 

4.3 地球超高層大気撮像観測（ISS-IMAP）及びスプラ
イトおよび雷放電の高速測光撮像センサ
（JEM-GLIMS） 
 ポート共有実験装置（MCE; Multi-mission Consolidated 

Equipment）は，JEM 曝露部第 2 期利用ミッションとし
て選定された 5つのミッション機器を混載して，JEM曝
露部の標準実験装置としてインテグレートしたものであ
る．2012年 7月 21日にこうのとり 3号機（HTV3）/H-IIB

ロケット 3号機で打上げられ，船外実験プラットフォー
ムに取り付けられた．搭載ミッション機器のうち
ISS-IMAPと JEM-GLIMSの設計・開発及び観測運用・デ
ータを利用した科学研究を ISS科学プロジェクト室が他
大学・他研究機関と共同で遂行する． 

 ISS-IMAP は，中間圏，熱圏・電離圏およびプラズマ
圏から発せられる微弱な大気光またはプラズマ発光現象
を超高感度の可視近赤外分光撮像装置と極端紫外撮像装
置の撮影により，地球大気と宇宙空間との境界で起こっ
ているプラズマと大気の乱れを観測することで，GPSや
放送衛星など人工衛星からの電波に障害が発生する場所
や頻度を捉え，障害発生の仕組みを解明することを目指
す． 

 JEM-GLIMS は，雷雲と地上間で起こる雷放電と成層
圏・中間圏・下部熱圏で発生する高高度放電現象（スプ 

ライト，エルブス，ブルージェット）の空間分布と発光
の時間変動とを観測することで，スプライトの発生メカ
ニズムの理解，スプライトや雷放電の全地球的な分布と
その変動の理解を目指す．さらに，雷放電を光学観測だ
けでなく電波観測機器も使用して多面的に観測すること
で，世界初となる宇宙空間からの位置評定や，雷雲地上
間放電（CG）と雲内放電（IC）との識別も試みる． 

 2013 年度は，昨年 11 月に開始した定常運用を継続し
ており，観測データを順調に蓄積している． 

 

5. 国際協力による宇宙実験計画推進 
 

5.1 インド回収衛星利用国際協力 
 インド回収衛星（SRE-II）を利用した日印国際協力プ
ロジェクトを推進中である．軌道上で微生物を培養し，
宇宙空間で成長率や代謝が変化しないか，宇宙での継代
によって遺伝子変化が起こらないか等を調べ，微小重力，
宇宙放射線等の宇宙環境へのストレス応答を調べるミッ
ションである．日本が装置提供，インドが回収衛星によ
るフライト機会を提供し，日印の研究者が協力して実験
を行う．平成 22 年 5 月にフライトモデルの製造を完了
しているが，インド側の都合により打上げ延期となって
いる．継続的にインド側に状況確認を行うとともに，フ
ライトモデルの維持管理を行っている． 

 

5.2 中国回収衛星利用国際協力 
 半導体結晶成長実験を，ISASと中国科学院上海珪酸塩
研究所の協働で進めるという国際協力である．前年度に
引き続き協力の範囲などについて協議し，平成 25 年 6

月に中国回収衛星（実践 10号，平成 27年打上げ予定）
に係る地上研究交流についての合意を得た．以降，飛行
後の試料分析に関する地上研究および将来の材料科学に
関する日中学術交流を行っている． 
 

 

7. 科学衛星運用・データ利用センター 
菅原正行（センター長） 中西 功 齋藤 宏 篠原 育 長木明成 宮野喜和 広野 創 三浦 昭 鎌田幸男  

小野 縁 本田秀之 吉山京子 北村 斉 永松弘行 餅原義孝 長谷川晃子 福本訓士 西村佳代子 宮澤秀幸  

谷田貝宇 北條勝己 岡田尚基 吉野 彰 山本善一 堂谷忠靖 山田隆弘 清水敏文 吉川 真 戸田知朗  

冨木淳史 海老沢研 松崎恵一 高木亮治 山本幸生 鈴木純子 平田玲子 平井寿美子 水谷美保 大島たまみ  

加藤隆二 藤嶋幸美 稲田久里子 山岸 泉 山村一誠 巻内慎一郎 江草芙実 瀧田 玲 臼井文彦 古賀達也  

仲田達也 安部正真 岡田達明 三井 博 矢田 達 石橋之宏 唐牛 譲 上椙真之 山本晶子 佐竹 渉 

 

1. 概要 
 

 科学衛星運用・データ利用センター（C-SODA）は，
平成 20 年 4 月，それまでの宇宙科学情報解析センター
のデータアーカイブ担当部署を母体とし，システム開発
部の改編に伴う探査機システム開発グループ員と情報シ

ステム開発グループ員の再配置を受けて統合した組織と
して発足した．宇宙科学研究所及び月・惑星探査プログ
ラムグループ管轄の科学衛星・探査機に係る試験運用設
備の整備から管制運用，並びに科学データのアーカイブ
まで一括して担当する部門として，計画調整グループ，
衛星運用グループ，科学データ利用促進グループから構
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成される． 

 計画調整グループは C-SODA全体を取りまとめ，事業
計画と資金管理を統一的に管理する中核の存在であると
ともに，C-SODA 発足の経緯から技術情報システムチー
ムと情報基盤チームを内包している． 

 衛星運用グループは，プロジェクトと連携して科学衛
星･探査機の運用を調整手配している．また，試験・運用
設備の開発並びに維持管理を実施し，プロジェクト間で
共通・汎用的な運用システムを目指し，より効率的でよ
り信頼性の高い設備の開発を推進している．これらは，
衛星設計の共通化にも繋がり相乗効果が期待される． 

 科学データ利用促進グループは，近年の急速なデータ
多様化，高度化，国際化に鑑み，組織的なデータベース
や高速ネットワークなどの計算機資源が，今や研究活動
の生命線となる認識のもと，情報基盤チームと一体とな
って計算機・ネットワーク環境を整備・提供すると同時
に，各種ツールを開発することによって研究活動を積極
的に支援している． 

 平成 25 年 4 月，プロジェクトチームの解散後も引き
続き業務する宇宙科学研究所内暫定チームとして「あか
りデータ処理・解析チーム」及び「はやぶさキュレーシ
ョンチーム」が構成され，C-SODAの下に置かれた． 

 

2. 計画調整グループ 
 

2.1 計画調整業務 
 前年度に引き続き，計画調整グループの本来業務であ
る C-SODA 内の業務の進捗管理，資金管理等を円滑に行
うとともに，C-SODA 内の情報共有や認識合せの促進の
ため C-SODA 所属職員で構成するセンター定例会を毎
月開催した．また，センター内の意思疎通をより円滑に
し職員の増員に対応するため，6 カ所に分散していた
C-SODA の執務室について一部模様替えを行い，グルー
プ単位になるよう 4カ所に集約した． 

 C-SODA 外との係わりでは「プロジェクト対応計画書
調整要領」を策定し，C-SODA と各プロジェクトの協力
関係について，資金面を含む業務分担の基本的パターン
及び業務担当者一覧を整理した． 

 

2.2 技術情報システムチーム 
宇宙科学資料のデータベース化と検索システムの開発 
 宇宙科学研究所における技術情報の蓄積・利活用を目
的として，研究開発過程における文書（実験計画書・報
告書を含む），画像（写真，静止画），映像（動画）等，広
範囲にわたる技術情報を体系化した上で共有する科学情
報デジタルアーカイブズの基盤整備を継続的に実施した． 
 平成 25 年度は，保有する資料のデジタル化と検索シ
ステム（宇宙科学資料サーバ）への登録をさらに進める
ために必要なコンテンツの棚卸しと検索に必須のメタデ
ータの付加作業を全画像コンテンツを対象に開始し，同

時により使いやすくするための工夫や一括登録用プログ
ラムの改良，宇宙科学資料サーバの換装，共有データス
トレージへの専用領域確保により，システム全体として
の機能性を充実させた． 

 平成 25 年度に新しく追加した技術資料は，観測ロケ
ット S-310-41 号機および S-520-28 号機飛翔実験の実験
報告書，S-310-42 号機および S-520-27 号機飛翔実験の
実験計画書およびその撮影動画・静止画，ハイブリッド
ロケット研究WG 成果報告書であり，これら計画書・報
告書の印刷・製本ならびに保有する HDD へのデータ登
録を実施した． 

 また，昭和 30年代から平成元年までの映像記録（16mm

フィルムの映像を簡易テレシネで miniDVCAMテープに
記録したもの）の劣化を防ぐため，ディジタル化を行い，
1990年から 2010年までの映像記録（MOVファイル）を
パソコンで扱いやすい MPEG-4ファイルに変換した． 

 これら業務と平行して，資料の保存と開示範囲に関す
る将来の方向性を検討した． 

 

2.3 情報基盤チーム 
相模原固有情報基盤システムの運用管理および役職員等 
に対する技術支援業務 
 相模原固有情報基盤システム（相模原キャンパスにお
いて共通的に使用される情報システムのうち，JAXA 共
通ネットワークシステム（JAXAnet）に含まれない，相
模原キャンパスおよび付属施設固有の情報基盤のための
システムおよびネットワークサービス）について，安全
かつ確実な運用を図るべく，システムの運用管理及び技
術支援業務を実施している．また，相模原固有部分
JAXAnet 部分のネットワークやネットワークサービス
に対する技術支援に関して，関係者間で情報共有の場を
持つことによって業務を調整し，円滑にユーザサポート
ができる体制を作っている． 

 相模原キャンパスは学術情報ネットワーク（SINET4）
の拠点機関となっていて，そのアクセス回線が整備され
ており，電源・空調環境の提供や，SINET4 の管理者で
ある国立情報学研究所による運用業務等のサポートを行
っている．また SINET4 を通じて，インターネット接続
に加えて，相模原キャンパスと関連する大学等との間の
閉域網（SINET4 の VPN サービス）の提供を受けると
共に，利用の実態に沿って，適宜 VPN サービスの追加・
削除をサポートしている． 

 東日本大震災直後の計画停電の際に，筑波共通サーバ
上に立ち上げた，相模原在勤の役職員向け広報 WEB ペ
ージは，所期の目的を達成したことから，平成 25 年 5

月末をもって閉鎖した． 

 前年度までの，B 棟 1F の大型計算機室内の電源系統
の整理やラックの移設・撤去等の環境整備及び入札手続
きを踏まえて，平成 25年 4～8月に科学衛星データ処理
システム・新システムの据付調整（データ移行，システ
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ム移行を含む）を行い，9 月 1 日より新システムの運用
を開始した（新システムの特徴については 4.8節参照）．
その際，データ利用促進グループが試験的に運用してき
たバグ管理システム，プロジェクト管理ソフトウェア，
仮想化用ソフトウェア，分散処理用ベースシステム装置
の運用管理を情報基盤チームが引き継いだ．なお，旧シ
ステムの撤去作業は 10月から 11月にかけて行った． 

 B 棟 1F のネットワーク室は秋から冬にかけて湿度が
極端に低くなるので，12 月に加湿器の設置工事を行っ
た．平成 24年度に導入した WEB 改ざん検知システムの
運用を継続した． 

 平成 25 年度には相模原キャンパスの非常用発電機の
交換などのため計画停電が 3回（10月，1月，3月）あっ
たので，その都度，停電前に全システムをシャットダウ
ンし，復電後に起動する対応を行った．その際，バック
アップの取得，セキュリティパッチの適用なども行った． 
 4 月に発生した有人本部のサーバへの不正アクセスな
どをきっかけとして，JAXA 全体の情報セキュリティ強
化が図られ，公開サーバの総点検，情報システムに関す
るヒヤリングや台帳の作成，ID・パスワードの管理状況
の調査，メーリングリストの棚卸，インターネットに向
けた通信プロトコルの制限，不審なアクセスがないかの
ログ解析などが行われ，それぞれ対応した．また，セキ
ュリティ講習と標的型不審メール訓練に参加した． 

 

3. 衛星運用グループ 
 

3.1 衛星運用の支援，科学衛星・探査機運用システムの
管理・運用 

 科学衛星プロジェクトの中期計画および年度計画に従
い，既存衛星及び惑星分光観測衛星「Sprint-A」の打上
げから初期運用，定常運用に至るまでの衛星運用を滞り
なく実施し，各プロジェクトからの運用要求及び設備利
用要求を調整，円滑な運用を実現した．また，地上局の
不具合発生時には，原因調査・切り分け処置を関係部署
と連携して行う一方，各衛星プロジェクトに対する影響
が最小になるように運用に使用するアンテナ・実施体制
を調整した．さらに，管制室に「はやぶさ２」運用にも
対応できるよう管制システムを追加した． 

 また，はやぶさ 2・BepiColomboへの対応を中心に「新
SLEゲートウェイシステム（SSG）」の構築作業を開始，
プロジェクトの要求のとりまとめ・開発スケジュールの
調整ならびに開発作業を進めた． 

 

3.2 衛星試験の支援，衛星試験設備の整備・管理 
 衛星の試験で使用される設備を維持するほか，試験実
施中のプロジェクトに対しては，設備や使用場所の調整
を行う他，設備の信頼性の確保と試験の効率化を図った．
また，筑波宇宙センターにて試験を実施している
「ASTRO-H」については，衛星試験装置と衛星データ処

理系に関する試験対応を現地にて実施した．  

 

3.3 汎用衛星試験運用ソフトウェア（GSTOS）の開発 
 衛星の機能モデル，衛星監視制御プロトコル，衛星情
報ベース機能定義の研究成果を生かすことによってどの
ような衛星の試験及び運用のあらゆるフェーズでも使用
できる汎用の衛星試験運用ソフトウェアである GSTOS

については，維持管理を継続的に実施した .「ひさき
（SPRINT-A）」の打上げ・運用開始を迎え，GSTOSが実
運用に初適用されたことは開発活動における大きなマイ
ルストーンとなった．また当初想定の「BepiColombo」，
「ひさき」，「ASTRO-H」，に加え，「はやぶさ 2」ならび
に「ERG」を対象とした試験および運用への対応を滞り
なく実施，「はやぶさ 2」についてはプロジェクト要望に
対応して機能追加を実施した． 

 

3.4 衛星診断および自動運用方式の検討 
 運用中の衛星の健康状態をチェックし，問題がある場
合は，それを運用者に知らせ，事前に確認したコマンド
もしくはコマンド群について自動的にコマンドを発行
し，衛星状態の修正ができるようシステムのレベルアッ
プを行い，小型衛星「れいめい」衛星運用系の実機を用
いて試験運用を実施した． 

 

4. 科学データ利用促進グループ 
 

4.1 科学衛星テレメトリデータベース（SIRIUS）の開
発及び運用 

 SIRIUSでは，運用中の科学衛星テレメトリデータに対
し，時刻較正・ソート・重複除去等の処理を行い日々登録
している．平成 25年度は「ひさき」データの提供を開始
した．また，科学衛星データ処理システムの更新に対応し
てサービスを中断することなくシステム移行を行った． 

 

4.2 衛星時刻較正システムの開発 
 宇宙科学研究所の衛星共通地上システムにおける，テ
レメトリデータの時刻較正を共通化・明確化し，システ
ム開発の効率化を図るため，衛星時刻較正システムを整
備している．平成 25 年度はこれまで開発を進めてきた
時刻較正ソフトウェアを時刻較正システムとして運用す
る準備を進めた．時刻較正システムは平成 26 年度から
運用開始する予定である． 

 

4.3 サイエンス・データベース（DARTS）の開発およ
び運用 

 宇宙科学研究所の科学衛星の観測データを広く国内外
の研究者に公開し，データ解析研究を推進する為にサイ
エンス・データベース（Data ARchives and Transmission 

System, DARTS）を開発・運用している．DARTSでは，
単にデータを公開するだけでなく，研究支援のためのデ

This document is provided by JAXA.



Ⅲ．実験室及び専門技術グループ等 105 

ータ検索機能や早見機能も提供している．また，DARTS

では宇宙科学研究所の科学衛星にとどまらず，海外の主
要宇宙科学データベースのミラーサーバの運営を行なう
など，機能拡張を続けている．DARTS の利用は，ホー
ムページ（http://darts.isas.jaxa.jp/）によりネットワーク
を通して行なうことができる．平成 25 年度は既存の天
文学，太陽物理学，太陽地球系物理学（STP），月惑星科
学向けサービスを継続すると共に，新規データの追加，
新規サービスの開発や既存サービスの改良を実施した．
平成 25 年度中には科学衛星データ処理システムの更新
があり，サービスを中断することなく，システムの移行
を実施した．また，「きぼう」で行われている実験データ
（流体物理研究と結晶成長研究）を ISS科学室より引き受
け，DARTSから公開開始する準備を進めている． 

 

4.4 DARTS の運用の定式化・品質向上 
 DARTSは，サービスの提供開始以来 10余年改良が続
けられてきた．全体として，さまざまな技術を用いて構
築された，多岐にわたる学問分野をサポートする複雑な
データベースヘと成長してきた．プロトタイピングを重
視し，高い機能をユーザにタイムリーに提供することに
重きが置かれることが積み重なってきた結果，開発や運
用に必要な情報の明文化が進んでおらず，安定したサー
ビス提供や，ちょっとした改善，今後生じる計算機換装
への障害となっている．そこで，（アプリケーションを束
ねた）DARTS システムの設計の見える化，改善活動を
進めている．本年度は，昨年度に引き続き設定書類の整
備や設計の整理を進めると共に，Webページについて，
学問分野担当毎の責任の明確化を図ると共に，コンテン
ツの構成・履歴管理を開始した．また，第三者的な視点
から DARTS のコンテンツ全体の見直しを実施し，日本
語コンテンツを用意する範囲の明確化など，品質の向上
を実施している． 

 

4.5 衛星運用工学データベース（EDISON）の開発およ
び運用 

 宇宙科学研究所が打上げる衛星や探査機の円滑な運用
を支援することを目的とし，衛星運用工学データベース
の開発および運用を行なっている．日々の運用や運用後
のデータ解析に有益な広範囲の情報として，電圧，電流，
温度，圧力，姿勢などの衛星自身のデータを始め，受信
レベルなどの地上局情報や，軌道情報，天候，コマンド
記録，などを含んでいる． 

 平成 25年度は，既存 EDISONである「はやぶさ」，「す
ざく」，「あかり」，「ひので」，「あかつき」，「イカロス」
対応 EDISON の安定的運用を行なった．また，次期
EDISON として RDB を利用した新しいシステムの開発
を進め，「ひさき」向け EDISONを次期 EDISONシステ
ムによってサービスを開始した．平成 25 年度中は，こ
れらのシステム運用と共に，科学衛星データ処理システ

ムの更新に対応してサービスを中断することなくシステ
ム移行を行った． 

 

4.6 科学衛星異常監視・診断システム（ISACS-DOC）
の開発および運用 

 複雑で高度化する科学衛星，探査機の定常的な運用を
運用担当者の数を抑制しつつ，長期にわたって安全に実
行することを目指した運用支援システム「ISACS-DOC」
を開発している．本システムはこれまで「GEOTAIL」お
よび「のぞみ」，「はやぶさ」，「あかり」，「ひので」，「あ
かつき」対応のものが試験開発され，宇宙科学研究所の
管制室にて日々の定常運用に利用されてきた． 

 平成 25 年度は既存システムである「ひので」，「あか
つき」向け ISACS-DOCの運用を行った． 

 

4.7 レベル 1時系列データフォーマット変換ツールの
開発 

 現在，宇宙科学研究所では，GSTOS（Generic Spacecraft 

Test and Operations Software）の整備を進めているが，
これは個別の衛星の開発がミニマムとなるようソフトウ
ェア体系を整理するものであり，SIB に基づくデータ処
理も含まれる．共通化の範囲をさらに広げ，バス機器の
データや，観測機器のステータスから各科学コミュニテ
ィーが使用するファイルフォーマットにてデータ・ファ
イルを作成する汎用なツール（レベル 1時系列データフ
ォーマット変換ツール）を開発した．平成 25 年度はこ
れまで逐次アップデートを重ねながら開発を進めて
FITS対応版，CSV対応版，SPICE対応版を GTAPIを用
いて共通化する改修を行い，ソフトウェアのメインテナ
ンス性や拡張性が大幅に向上した．「ひさき」，
「ASTRO-H」チームが本格的な利用を開始している． 

 

4.8 科学衛星データ処理システムの更新 
 科学衛星データ処理システムは，年々，多様化・高度
化・大容量化する科学衛星データのデータ処理に対応す
る為に，約 5 年に一度の頻度で，新しいシステムへの更
新を行っており，平成 25 年度に新システムへの更新を
行った（2.3節参照）． 

 旧システムと新システムを比べると，ラック本数は 13

架から 8 架へ，対外ネットワーク速度は 1Gbps から
10Gbps へ，共有データストレージ容量は 484TB から
2,058TB へと，よりコンパクトで，より速く，より大容
量となった．また，新システムでは，13台の物理サーバ
上で約 100台の仮想サーバが稼働する仮想計算機環境を
新技術として導入した． 

 

5. 「あかり」データ処理・解析チーム 
 

5.1 赤外線天文衛星「あかり」 
 平成 18年 2月に打上げられた「あかり（ASTRO-F）」
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は，液体ヘリウムと機械式冷凍機により極低温に冷却さ
れた有効径 68.5cm の反射望遠鏡を搭載し，赤外線によ
る全天サーベイ（連続的な天球スキャン）や指向観測（望
遠鏡を特定天域に固定しての詳細観測）を行って，銀河・
星・惑星系の誕生と進化を探る日本初の赤外線天文衛星
である．「あかり」には，近・中間赤外線カメラ（IRC）
と遠赤外線サーベイヤー（FIS）の 2 台の観測装置が搭
載され，波長 2µm から 180µm に至る赤外線のほぼ全域
での観測を可能にしている．極低温冷却状態での 1 年 4

ヶ月の観測期間を実現し，液体ヘリウム全量を消費した
後も，機械式冷凍機のみによる冷却で約 20 ヶ月の近赤
外線指向観測を可能にした． 

 「あかり」は全天サーベイや数多くの指向観測に成功
して膨大なデータと多くの成果をもたらし，平成 23 年
11 月に運用を終えた．「あかり」衛星の停波に伴い，
「ASTRO-F」プロジェクトの終了に向けて宇宙理学委員
会および宇宙科学研究所によって審査が行われた．この
結果は，平成 25年 1月 29日の理事会議にて報告された．
その後，平成 25年 7月 10日に文部科学省宇宙開発利用
部会にて，「あかり」のプロジェクト終了の事後評価が行
われ，学術的にも，技術的にも，当初の目標を十分に上
回る成果を出したとの評価を受けた． 

 

5.2 「あかり」データプロダクト作成計画 
 「あかり」の取得した膨大なデータのうち，既に天文
学的成果として発表されたものはごく一部である．その
理由として，データ処理に専用のソフトウェア，専門的
な知識と経験が必要なため，他波長との比較や新しい研
究アイデアをすぐに試せないことなどがある．そこで，
「あかり」でしか得られない貴重な情報を，理論家を含む
一般の天文学者に広く簡単に利用してもらうために，デ
ータ処理に習熟したチームにより Science Ready デー
タを作成し，アーカイブを行う事でデータの利用を促進
することが望まれる．平成 24年 6月の第 36回宇宙理学
委員会で報告・了承された終了審査においても，この点
が強く推奨され，今後作成するプロダクトとその優先順
位のリストが確認された． 

 「あかり」プロジェクトでは，「あかり」の取得したデ
ータの処理・アーカイブを進める計画を作成し，宇宙科
学研究所による終了審査と合わせて評価が行われた．上
記の作成データプロダクトのリストに基づき，（1）全天
サーベイにおいては，遠赤外線カタログの改良，遠赤外
線，中間赤外線の双方で微光天体カタログの作成，並び
に全天イメージマップの作成，（2）指向観測データにつ
いては，技術的に可能な範囲ですべてのデータの統一的
な処理を行い，その結果をアーカイブする，ことを目標
とした体制と実行計画が承認された． 

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

平成 25年 3月 31日をもって「ASTRO-F」プロジェクト
が終了し，翌 4月 1日付けで「あかり」データ処理・解
析チームが発足した．本チームは，5 年の時限付きプロ
ジェクトで，最初の 3年がデータ作成フェーズ，その後
2 年がメンテナンスフェーズと位置づけられている．デ
ータ作成フェーズでは，職員 1名，招聘研究員 3名と技
術派遣 2名からなるチームが，データ作成・評価・公開
作業を担当し，これ以外に関連大学の研究者がデータ作
成に参加している． 

 

5.3 平成 25 年度の主な活動 
5.3.1 データプロダクト作成作業 
 上記に述べた計画に従い，「あかり」のデータプロダク
ト作成を行っている．（1）遠赤外線全天サーベイカタロ
グについては，天体検出の完全性・信頼性の向上を中心
に処理システムの改善に取り組んだ．また，スキャン観
測データの非線形感度特性の補正，荷電粒子による疑似
信号の除去プログラムの性能向上に取り組み，一定の成
果を得た．この活動は次年度に継続している．（2）遠赤
外線全天イメージマップの作成は，東京大学・東北大学
のチームを中心に行われ，公開候補となるバージョンが
完成した．現在，チーム内ユーザーによって評価・検証
が行われている．（3）中間赤外線全天イメージマップは，
業務委託契約によって名古屋大学のチームが実施してお
り，黄道光の除去精度の向上，装置由来の疑似信号の除
去精度の向上などの成果が上がっている．（4）近・中間
赤外線撮像データの処理は，暗電流の差し引き，感度補
正などの系統的な評価を行い，また全データの処理を安
定して行う体制を整えた．（5）近・中間赤外線分光デー
タは，業務委託契約によって東京大学のチームが実施し
ている．平成 25 年度は 8 月から活動を開始し，様々な
モードで取得されたデータから，有意なスペクトル情報
を取り出すための，技術的検討を行った．（6）これ以外
の観測データについても，技術的検討を進めている． 

 

5.3.2 データ公開作業 
 平成 25 年度は，以下の 3 種類のデータの新規公開作
業を行った．（1）北黄極深探査点源天体カタログ第 2版
（平成 25 年 10 月 16 日公開）．南北黄極領域は，太陽同
期軌道で観測を行った「あかり」からの可視性が良く，
繰り返し観測して高品質・高感度のデータが得られるこ
とから，プロジェクト主導の大規模サーベイを行った．
そのうち北黄極領域は，銀河進化を研究するための遠方
銀河の観測に適した領域であり，近・中間赤外線カメラ
により 2, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 24µmの 9波長で観測が行
われた．データ作成は，北黄極サーベイチームによって
行われた．第 2版では，27,770天体について「あかり」
9波長帯と，地上観測による可視領域 14波長帯での明る
さを掲載している．そのほとんどが遠方の銀河であると
考えられる．初版に比べ，検出数の増加，情報の精度が
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大きく向上した．「あかり」の連続した波長バンドによる
観測によって，これらの天体の赤外線光度が精密に測定
できるため，過去数 10 億年に遡って星形成率の進化を
推定することが可能になった．（2）近赤外線拡散光分光
カタログ（平成 25 年 6 月 27 日公開）．全天 278 箇所の
近赤外線観測による，特定の天体を含まない拡散光のス
ペクトルデータが与えられている．このデータは，拡散
光の成分分離（黄道光・銀河系内拡散光・赤外線背景光）
を行う研究プロジェクトの一環として作成されたもの
を，ユーザー作成カタログとして，「あかりデータ処理・
作成チーム」が評価・検証し，公開したものである．ま
た，本データは，「あかり」の複数の観測プログラム（そ
れぞれが別の科学的目的を持って提案されたもの）のデ
ータから作成されたという点で，初めての例である．（3）
系内電離領域の近赤外線分光カタログ（平成 26 年 3 月
10日公開）．銀河系内の電離領域 36箇所の 2.5-5.4µmの
スペクトルを系統的に解析したデータで，ダスト微粒子，
分子，原子，イオンから発せられる特徴的なパターンを
多く含み，これらの領域の物理・化学状態を研究するた
めの重要な情報となっている．本カタログも，ユーザー
によって作成したものを，「あかりデータ処理・作成チー
ム」が検証し公開しているものである． 

 

6. はやぶさキュレーションチーム 
 

 我が国は世界に先駆けて小惑星サンプルリターン探査
計画を実施し，2010年 6月には探査機「はやぶさ」が小
惑星「イトカワ」で採取したサンプル粒子の地球帰還を
果した．これは人類初の始原天体からのサンプルリター
ンであり，人類が今まで入手していた始原的物質（隕石
や惑星間塵など）とは違って，酸素や水による変成も受
けておらず，地球突入時の熱や衝撃も受けていないリタ
ーンサンプルの特色を持っている．これに続く次世代の
惑星探査計画においても，わが国は，小天体や月面など
の天体からのサンプルリターンを志向している．惑星物
質試料受け入れチーム（キュレーションチーム）はこう
したサンプルリターン計画において，多様な太陽系天体
からの回収試料の受入れ設備（キュレーション設備）と
して全国の物質分析科学の研究機関と連携し，これら試
料から科学的知見を最大限に引き出すための共同利用設
備であり，惑星物質試料を採取するための宇宙探査機に
搭載される清浄な試料カプセルを準備するための基礎研
究，宇宙探査機で採取・密閉して地球にもたらされる惑
星物質試料の入ったカプセルの受け入れ，惑星物質試料
の初期分析，分類，カタログ化，配布，保管などを担う． 
 「はやぶさ」の持ち帰った「イトカワ」サンプルは今 

まで人類が取り扱った内でもっとも微小であって清浄度
が要請される惑星物質試料の内の１つに分類されるもの
であり，高度にクリーンな環境中で地球の大気成分やそ
の他の地球物質と極力反応させることなく微小な試料を
取り出し，試料を破壊・喪失することなく基本的計測を
行った後，外部研究機関による詳細分析のための供与に
備えて小容器に取り分け密閉して保管するとともにデー
タを保管することを目指している．このため，「イトカワ」
サンプル到着後もそのサンプルの状態に応じて，特殊な
装置の開発を行なって試料回収を実施する等，初めての
方法・手順などを考案し，必要な環境や機器を開発して
準備し，それらについて試験を実施して機能・性能の確
認を行ってから実サンプルに適用するという手順を通し
て，「イトカワ」サンプルの持つ特徴を極力失うことが無
い様に注意を払って作業を進めている． 

 これらへの対応のために，現時点のキュレーション設
備は小惑星「イトカワ」のサンプルキュレーション作業
に専従している．2010年 6月に帰還してきたサンプル容
器を収めたリエントリーカプセルを受入れ，サンプルコ
ンテナを CT 検査の後，取り出し，洗浄して清浄環境に
移送し，開封して残留ガスサンプルを採集すると共に固
体微粒子サンプルを回収し，「イトカワ」起源であること
を確認している（2010年 11月公表）．微粒子サンプルの
一部は 2011 年 1 月より，事前選別されている初期分析
チームヘの配布が開始され，初期分析結果は 2011 年お
よび 2012 年の月惑星会議（ヒューストン），JpGU2011

（特別国際セッション），MetSoc2011，NIPR2011，日本
惑星科学会において結果報告が行われたと同時に，科学
雑誌 Science への 6 編の論文掲載をはじめ計 8 編の査読
論文として発表されている．2014 年 2 月には Meteorite 

and Planetary Science誌に特集号が組まれ 7編の査読論
文が発表されている． 

 初期分析の分析結果とキュレーション設備での記載情
報（SEM/EDX スペクトル，ESED/BSE 画像，光学観察
像など）はサンプルカタログとして 2012年 1月よりWeb

公開され，同時に第１回国際研究公募がアナウンスされ，
2012年 6月より採択者への配布がスタートしている．第
２回国際研究公募のアナウンスは 2013 年 1 月に実施さ
れ，2013年 6月より採択者への配布がスタートしている． 
 これらの作業と並行してNASAへのサンプル提供も実
施された．サンプル輸送時に用いられた輸送容器はキュ
レーション設備による新規開発品であり，高純度窒素環
境下で粒子の封入ができ，サンプル汚染を極力抑えるこ
とが可能になっている．国際研究公募で選抜された研究
者への粒子分配もこの容器を用いて配分されている． 
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8. ミッション機器系グループ 
上野宗孝（グループ長） 山本高行 川原康介 武田伸一郎 長谷川克也 長谷川 直 

 

1. ミッション搭載機器の開発 
 

・「ASTRO-H」・HXIの開発 

・「はやぶさ 2」搭載通信機器 

 

2. 戦略コンポーネントの開発 
 

 誘導制御グループと連携し，JAXA 戦略コンポーネン
トのフレームワークを活用する形で，小型スタースキャ
ナの開発を推進した．本コンポーネントは，「ジオスペー
ス探査衛星（ERG）」への搭載が予定されている． 

 

3. スペースプラズマ実験設備 
 

 宇宙科学実験用スペースプラズマ実験設備・超高速衝
突実験施設の運営を行った．2004年度以前の超高速衝突
実験施設は 2005 年度以降の実験装置の新規導入と運営
方法の変更によって，2004年度以前のレールガンのみ運
用時と比較して運転人員・維持費の削減にも関わらず，
共同利用ユーザーに提供できるショット数を大幅に増加

させている．その結果，新たな共同利用ユーザーを開拓
し，共同利申請書数も大きく増加している．超高速衝突
実験施設は大学共同利用施設として，大学・大学院教育
に貢献するようになり，多くの若手研究者の育成にも貢
献している．その結果，数多くの先端的な研究成果の創
出に貢献をする装置となった．また，JAXA のミッショ
ンの実機レベルの試験にも使用されるようになり，JAXA

の宇宙利用・宇宙科学ミッション開発にも貢献するよう
になりつつある． 

 今年度も施設運営のとりまとめを行い，スペースプラ
ズマ共同利用に関連した過去 17 年間の実績レベル（シ
ョット数：100発，国際学会論文数：5本，査読論文数：
2 本以上）を大きく上回る，ショット数：200 発，国際
学会論文数：10本，査読論文数：4本以上の実績を達成
した． 

 また既存の飛翔体加速器の消耗品・計測系の新規開発
を行い，より効率的・機能的な運用を可能にするととも
に，詳細な衝突現象を捉える事が可能な観測機器運用シ
ステムの開発を行った． 

 

 

 

9. 基盤技術グループ 
餅原義孝（グループ長） 富澤利夫 伊藤文成 鈴木直洋 徳永好志 小林清和 鎌田幸男 松坂幸彦 安田誠一  

下瀬 滋 中島 潔 八木下剛 矢田 達 石田 学 嶋田 徹 堀 恵一 阿部琢美 安部正真 岡田達明  

小川博之 田中孝治 船木一幸 松岡彩子 水野貴秀 村田泰宏 竹前俊昭 津田雄一 森 治 矢野 創 

 

1. プロジェクト等への支援 
 

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

（1）将来型推進系の開発業務において，エンジン，推進
薬，スタンド，供給，計測系に関する設計，試験，
解析を行った. 

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

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

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

（5）超･遷音速風洞による研究開発において，試験･計測･

解析技術をもって支援した. 

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

（7）ロケット･衛星開発試験に係わる電気･通信設備（指
令電話･ITV･放送他）の更新計画，設計，製作，運
用全般の業務を行った．指令電話設備については全
面更新を行った． 

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

 

2. 主な研究開発支援活動 
 

－再使用型エンジンの研究開発 

－N2O/エタノール推進系を利用した飛翔機体システム
及び噴射エレメントの研究開発 

－LOX/LH2推進系の統合化へ向けた GH2/GO2-RCS の実
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用化研究 

－ハイブリッドエンジンの研究 

－飛翔体の機体計測に関する研究 

－環境試験方式の開発研究 

－柔軟構造物の振動制御の研究 

－エアーブリージングエンジン推進系加圧用チャージャ 

ー開発研究 

－イプシロンスピンモータ地上燃焼試験 

 

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

 

 

10. 航法・誘導・制御グループ 
石井信明（グループ長） 照井冬人 志田真樹 山本高行 廣瀬史子 清水成人 佐藤峻介 市川 勉 田村 誠 

 

1. 概  要 
 

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

 

2. プロジェクト支援 
 

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

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

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

（4）大気球実験機の姿勢決定システムの構築と検証 

 

3. 基盤技術研究，要素技術開発 
 

（1）小型スタースキャナの開発と性能評価試験の実施 

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

（3）衛星構体における微小擾乱解析，擾乱伝達特性の実
験的検証 

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

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

（6）深宇宙探査機の高精度軌道決定技術の研究，DDOR

技術の開発 

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

 

4. 研究設備の維持管理 
 

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

 

 

 

11. 推進系グループ 
成尾芳博（グループ長） 志田真樹 八木下 剛 中塚潤一 嶋田 徹 國中 均 堀 恵一  

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

 

1. は じ め に 
 

 推進系グループは，科学衛星や探査機の軌道制御や姿
勢制御に用いる衛星推進系の研究開発，及び将来型宇宙

輸送システムに係る主推進系や補助推進系の研究に携わ
っている．このうち衛星推進系に関しては，化学推進や
電気推進に関わる機器開発を行うだけでなく，射場作業，
地上運用，軌道運用に至る全てのフェーズに寄与してい
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る．また，輸送システムの推進系に関しては，将来の再
使用型宇宙輸送系に用いることを想定したロケットエン
ジンや空気吸い込み式エンジンに関する基礎開発研究，
ハイブリッドロケットや低毒性推進系に関する基礎開発
研究，次期固体ロケットに関する研究開発等，幅広い研
究活動を行っている．さらに，衛星推進系の GSE保全管
理や輸送システム推進系の研究開発に用いる各種試験設
備の維持管理にも従事している．以下に平成 25 年度の
活動概要を記す． 

 

2. 衛星推進系（化学推進）の研究開発 
 

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

 平成 25年度はすでに打上げられている科学衛星の運用
に参加するとともに，「 BepiColombo（MMO）」，
「ASTRO-H」，「はやぶさ 2」，「ERG」の姿勢，軌道を制
御するアクチュエータの一つである衛星推進系の開発を
行った．また，小型科学衛星，月・惑星探査機に搭載す
る推進系の初期検討及び，東京大学との共同研究ミッシ
ョンである超小型深宇宙探査機技術実証機PROCYONの
推進系開発に参加した．衛星推進系に関する先進的な研
究活動に関しては，4.3項及び 4.4項に示す． 

 

2.2 衛星推進系の信頼性向上活動 
 平成 25年度は，「あかつき」の金星周回軌道への投入
失敗で得られた教訓への対応を最初のトリガーとして
ISAS内に発足した「科学衛星・探査機推進系改善チーム」
というフレームワークで活動を行った． 

 その中で，過去の衛星推進系に関する不具合を調査・
分析し，海外調達品の調達方法やコンタミネーション管
理の方法が，不具合の発生に大きな影響を与えているこ
とを明らかにした．その結果を受け，主としてこれらの
観点から国内推進系メーカに対してヒアリングを実施
し，不具合を防止するための取り組み状況を把握，メー
カに対する改善要望をまとめる共に，JAXA が取り組む
べき改善策をまとめた． 

 特に，コンタミネーション管理については，半導体製
造プロセスでの洗浄手法を参考にして推進系の洗浄方法
に関する改善案を検討した．また，その改善案の妥当性
を評価するための基礎実験冶具類の整備を行った． 

 

 

 

3. 電気推進の研究開発 
 

3.1 電気推進の研究開発 
 「はやぶさ」小惑星探査にて実績を上げた 10cm マイ
クロ波イオンエンジン µ10に関し，宇宙運用から得られ
た知見を元に性能や有用性の改良，さらには応用範囲の
拡大を目指した研究開発を行っている．「はやぶさ 2」に
は，これまでの 8mN から 10mN に推力向上したマイク
ロ波放電式イオンエンジンを投入すべく開発を進めた．
また，20cm 級や 1cm 級のイオンエンジンの研究も進め
ている． 

 軌道間輸送機への電気推進の応用が考えられており，
これに向けてDCアークジェット，MPDアークジェット，
ホールスラスタの研究開発も進めている． 

 

4. 将来型推進系の研究 
 

4.1 再使用型宇宙輪送システム用主推進系・補助推進系
に係る研究 

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

 平成 25 年度は，昨年度までの研究により明らかとな
った課題を反映し，ヘルスマネジメントの高度化及びリ
アルタイムシミュレータの試作を行い OBC/HMC/GSC

の機能に関して模擬試験による事前検証を可能とする環
境を構築し，また運用効率化のため推進系ステータスの
情報管理システムを新たに構築し，それらの機能実証を
行った．また，高頻度運用・システム高性能化のための
要素研究として水素酸素 RCS，統合推進システム，高度
補償ノズル，複合材液体酸素タンクの各研究を実施し，
システムへの適用に向けた基礎特性と課題を把握した． 

 

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

 平成 25 年度は，再使用観測ロケット技術実証エンジ
ンの液体酸素ターボポンプ（OTP），液体水素ターボポン
プ（FTP）の単体試験を行い，再使用観測ロケットのエ
ンジンに求められる広範な作動領域（推力 40-100%）に
おけるポンプ揚程特性の確認及びポンプ／タービン効率
の設計予測の妥当性を確認するとともに，軸推力バラン
ス機構や軸振動特性など広範囲におけるターボポンプの
安定作動を確認した．さらに，高頻度再使用運用を実現
するためにターボポンプに対して盛り込んだスタンド取
り付け状態におけるプッシュプルやトルクチェック，気
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密検査，点検ポートからの内部点検など，各種の設計上
の工夫に対する有効性の確認，及び 100回再使用を実現
するための運用計画についてその妥当性を確認した．ま
た，エンジンシステムを構成する，エンジンバルブ，配
管類，バルブ駆動系，計測制御系，燃焼室，噴射器，点
火器の各コンポーネントを製作し，エンジンシステム試
験へ向けてエンジンのセットアップを実施，システム燃
焼試験の準備を整えた． 

 その他，推進システムとしては，再使用観測ロケット
のミッションにおける技術課題を解消することを目的と
して，極低温スロッシング試験，タンク排液試験，ヘル
スモニタセンサの開発及び機能実証，リサーキュレーシ
ョンポンプによるエンジン予冷方式の検討，供試体・治
具設計及び技術実証試験等を行った． 

 

4.1.3 スペースプレーン技術実証機及び極超音速推進
系の研究 

 ス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． 

 本年度は，小型機体によるマッハ 2機体の設計・製作，
第 2 段階で使用するブースタの検討を実験システムの観
点で進めた．また，飛行実験に供する空気吸い込み式エン
ジンの検討を行い，試作したエンジン要素（インテーク，
ラム燃焼器）を用いて要素特性を取得する実験を行った． 
 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た．このシステムには，機体姿
勢を制御するためのコールドガスジェットシステムが搭
載されており，この設計・製作及び気球実験における運
用を行った． 

 

4.2 ハイブリッドロケットの研究 
 大学共同利用によるハイブリッドロケット研究WGの
活動として以下の成果を得ている．技術実証用ハイブリ
ッドロケットエンジン（HTE-5-1）試験設備を用いて，
酸化剤旋回流方式供試体（HTE-5-1-240202-103）の GOX

を用いた着火試験に成功した．また，推力 1.5kNで燃焼
時間 20 秒までの長時間燃焼に成功し，供給系を増強し
た上で，推力 4.5kN，燃焼時間 2 秒及び 5 秒の燃焼試験
を実施した．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．プラズマジェットイグナイタを新
規に開発し，再着火に成功した．設計に必要な膨大な内

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
ルを世界初で開発した．多目的最適設計ツールを用い，
クラスタ三段式ハイブリッドロケットの概念設計を実施
し，打上げ可能な解を取得した．開発した CFD ツール
を用い，非定常燃焼解析を実施し，燃料後退速度を定性
的に予測できることを実証した． 

 第 10 回 ICFD，第 57 回宇宙科学連合講演会でオーガ
ナイズドセッションを企画し，JAXA，大学，固体ロケッ
ト製造業者，外国研究機関等による活発な意見交換を行
った． 

 

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

 

4.3.2 N2O/エタノール推進系の研究 
 常温貯蔵可能でほぼ無毒の推進剤を用いた安全性・運
用性・即応性に優れる多目的な二液推進系の構築を目指
して，液化亜酸化窒素（N2O）とエタノールを推進剤と
する無毒液体推進系の実証研究を行っている．イプシロ
ンロケットのポスト・ブースト・ステージ推進系等への
適用を目標としており，平成 25 年度は，噴射器要素試
験（液流し）及び噴射器エレメント単体の可視化による
噴射・微粒化・燃焼等の観測を行った．また，新製した
ノズル開口比 25 のノズルを持つセラミック複合材燃焼
器を使用したエンジンの性能を取得することを目的とし
て，推力 2kNクラスのエンジン試験を実施した． 

 

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

 

4.4.2 セラミックスラスタの研究 
 耐熱性能の高いセラミックをスラスタ材料として使用
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するスラスタの研究を行っている．「あかつき」搭載以降，
さらなる性能向上を目指して研究を継続しており，実験
をもとにした数値解析コードの整備と噴射器の改良によ
る性能向上研究を行っている．また，セラミックスラス
タには欧州宇宙機関（ESA）からも関心が寄せられてい
る．M-REP（Mars Robotic Exploration Program）と呼ば
れる火星探査ミッション構想の火星着陸ランダなどに搭
載される 1.1kN 級の新型スラスタである HTAE（High 

Thrust Apogee Engine）について ESA/ESTECで研究開発
を進めており，その候補としてセラミックスラスタが上
がっている．そこで，1.1kN 級のセラミックスラスタを
試作し，英国にて燃焼試験を実施し，要求された性能を
十分に発揮することが確認された． 

 

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

 

4.4.4 耐酸化剤ダイヤフラムの開発 
 加速度の方向や大きさの変化に影響を受けず，かつ酸
化剤の排出効率を高くするための気液分離機構として，
耐酸化剤ダイヤフラムの研究を行っている．本年度は，
特にシール部の研究を進め，シール部を膜材に融着する
技術を開発した．また，これを応用して燃料・酸化剤を
共通球殻に納める一体型タンクの研究も行っている． 

 

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

 

4.5 固体ロケット及び固体推進薬に係る研究 
4.5.1 固体ロケットの信頼性向上の研究 
 固体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． 

 

4.5.2 イプシロンロケット研究（主推進系・補助推進系
（SJ/RCS）） 

 イプシロンロケットプロジェクトは，平成 25 年 9 月
に初号機打上げに成功した．推進系グループは，イプシ
ロンロケットの主推進系・補助推進系全般の開発支援業
務に従事している． 

 

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

4.6 衛星推進系 GSE の保全管理，推進系試験設備の維
持運用 

 衛星推進系 GSEの保全管理ならびに，各種科学衛星の
開発に伴った GSE機材の追加，及び能代ロケット実験場
やあきる野実験施設に設置されている推進系試験設備の 

維持管理・運用及び老朽化更新を行った．さらに，イプ
シロンロケットの内之浦設備系（ヒドラジン・高圧ガス
など）の改修作業に協力した． 

 

5. そ の 他 
 

5.1 DE 連携活動 
 平成 25 年度は下記の研究テーマについて研究開発本
部等と連携した活動を実施した. 

 ・電気推進の JAXA横断的研究 

 ・SDS- 4搭載 QCMの宇宙実証 

 ・科学衛星推進系の信頼性向上研究 

 ・セラミックスラスタの研究 

 ・高温耐性バルブの研究 

 ・バルブ信頼性の研究 

 ・低毒性推進系の研究 

 ・再使用観測ロケット推進系の研究 

 ・N2O/エタノール推進系の研究 

 ・イプシロンロケット RCS・PBS関係 

 ・イプシロンロケット 内之浦設備系（ヒドラジン・
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高圧ガスなど） 

 

5.2 プロジェクト活動 
 推進系グループメンバーが平成 25 年度に参加したプ
ロジェクト及びプリプロジェクトを以下に示す. 

 ・ASTRO-EⅡプロジェクト 

 ・SOLAR-Bプロジェクト 

 ・MMO（BepiColombo）プロジェクト 

 ・ASTRO-Hプロジェクト 

 ・小型科学衛星プロジェクト（SPRINT-A, ERG） 

 ・SPICAプリプロジェクト 

 ・観測ロケット 

 ・再使用観測ロケット技術実証 

 ・イプシロンプロジェクト 

 ・IKAROSプロジェクト 

 ・はやぶさ 2プロジェクト 

 ・SDS4プロジェクト 

 ・ERGプロジェクト 

 ・PROCYONプロジェクト 

 

5.3 WG 活動 
 推進系グループメンバーが平成 25 年度に参加したワ
ーキンググループを以下に示す. 

 ・ソーラーセイルWG 

 ・先進的固体ロケットシステム実証研究 WG 

 ・ハイブリッドロケット研究 WG 

 ・スペースプレーン技術実証機 WG 

 ・小型月着陸実験機 WG 

 ・深宇宙探査技術実験ミッション WG 

 
 

 

12. 熱・流体グループ 
小川博之（グループ長） 太刀川純孝 岩田直子 岡崎 峻 柴野靖子 下田孝幸 中川貴雄  

野中 聡 大山 聖 高木亮治 船木一幸 野々村拓 山田哲哉 山田和彦 

 

1. プロジェクト等への参加 
 

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

MMO，ひさき，ERG，ASTRO-H，SPICA，イプシロン
ロケット，再使用観測ロケット，GAPS，火星飛行機，
SLIM, Destinyなど）に，熱・流体に関する専門技術をも
って参加した．それぞれにおいて，設計や開発，試験，
評価など，各種課題の解決にあたっているが，今年度は
特に，ひさき打上げ，ERG熱モデル試験，MMO太陽電
池パネル熱真空試験を主体的に実施したほか，ASTRO-H

冷凍機微小擾乱や MMO太陽電池，ERG熱制御材，MMO

の軌道上コンタミネーションなどの課題解決に貢献し
た．また，熱制御材料の紫外線照射試験や熱光学特性の
測定をおこない，あかつき，はやぶさ 2プロジェクト等
に貢献した．機械式冷凍機に関しては，研究開発本部熱
グループと連携し，プロジェクト横断的（SPICA, AS-

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

 

2. 専門技術の維持・向上 
 

 「工学委員会戦略的基礎開発研究」に「高機能熱輸送
制御の研究」の研究課題を応募し採択された． 

 宇宙科学プログラム技術委員会には①多層膜型フレキ
シブル OSRの開発，②MLI排気特性測定，③熱制御材評
価，④高機能ヒートパイプ・蓄熱デバイス・機械式ヒート

スイッチ特性評価，⑤熱制御材料の劣化予測に関する研
究，⑥アウトガス評価の研究課題を申請し採択された． 

 

3. DE 連携 
 

 研究開発本部・熱グループとプロジェクトや熱設計標
準委員会（WG6, WG6T, WG17）において連携した． 

 

4. 専門技術インフラ整備 
 

 熱解析ソフト，流体解析ソフトの保守および整備をお
こなった． 

 また，アーク加熱風洞の保守・整備を行うとともに，
JAXA 内外のユーザーが利用しやすいように環境整備を
おこなった． 

 

5. ループヒートパイプの研究 
 

 ①MLHP の特有の現象である片側熱負荷時の逆転流
動，多孔体フローレギュレーション機能を確認できる熱
解析モデルを構築し，実験との比較によりモデルの有効
性を確認した．これによりこれまで確立されていなかっ
た MLHP熱流動モデルを独自に構築し，全ての動作モー
ドでの特性予測が可能となった． 

 ②独自の高性能 SUS ウィックを用いた内部可視観察
用 MLHP実験システムを新規構築，これをパラボリック
フライト試験に供し，地上環境下と微小重力環境下での
蒸発器内気液分布・熱流動挙動および凝縮器二相流様式
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の違いを明らかにした．微小重力環境での MLHPの内部
流動を世界で初めて観察し，気液分布を明らかにした． 

 ③セカンダリウィックの形状が LHP の動作に与える
影響を調べ，低熱負荷時のスタートアップ特性の改善を
確認したほか，性能向上およびロバスト性を目指したセ
カンダリウィック最適化の方向づけをすることができ，
LHP 高性能化に向けたセカンダリウィックの基本技術
を取得できた． 

 ④独自の高性能 SUS プライマリウィック機械加工時
のウィックの健全性を確認し，プライマリウィック製造
上の機械加工問題が解決できた． 

 

6. 自励振動ヒートパイプの研究 
 

 ①OHP内部流動を可視化できる OHPの開発とそれを
用いた実験をおこない，1gおよび無重量環境下での内部
流動を計測した． 

 ②OHP内部流動の熱流体数値解析モデルを構築した．
これにより初期気液分布とスタートアップの実験結果を
再現できた． 

 

7. 次世代多機能型展開ラジエータの研究 
 

 ①高熱伝導性グラファイトシートをフィンとする多機
能展開ラジエータを設計製作，形状記憶合金とバイアス
ばねを併用した独自の受動型可逆展開アクチュエータ，
および能動的電動アクチュエータを新規開発し，試験を
実施した． 

 ②アクチュエータを電動型，受動型と容易に変更可能
なデバイス形状へと改良した． 

 ③課題はいくつか残されたものの，本手法の有効性・
多機能性を確認した． 

 

8. アンモニア充填設備の整備 
 

 宇宙用二相流体デバイス開発のためのアンモニア充填
設備を整備した． 

 

9. 多層断熱材の排気特性に関する研究 
 

 JAXA における「MLI 剥離防止技術標準」の策定活動
において，H-IIA 打上げ時のフェアリング内減圧に伴う
MLIの剥離防止のための設計データ取得を行っている．
各種 MLI についてフェアリング減圧プロファイルを模
擬した減圧試験と MLI 層間気体の排気特性を取得する
試験（以下，定常試験）を実施している．宇宙研はこの
活動に積極的に参加している．特に，MLI層間の排気特
性を取得する試験と MLI 層間圧力の物理現象の解明と
解析モデル化については中心になって試験及び検討を実
施してきた．各種 MLIについてフェアリング減圧プロフ

ァイルを模擬した減圧試験と MLI 層間気体の排気特性
を取得する試験（以下，定常試験）を実施している．今
年度は，近年需要の高まってきている「最外層銀蒸着テ
フロン MLI」に着眼を置き，H-IIA 打上げ時のフェアリ
ング内減圧に伴う MLI の剥離防止のための設計データ
取得を行った．最外層を銀蒸着テフロンとすることで太
陽光が直射する場合の衛星内部への熱流入量を通常の
MLI よりも小さくすることができ，「ASTRO-H」など熱
設計要求の厳しい科学衛星で使用予定である． 

 銀蒸着テフロンはポリイミドフィルムに比べてリジッ
ドな上，テフロンの劣化の観点から最外層に空気抜け穴
を設けるのが難しいため，通常の MLIよりも排気特性が
悪く剥離しやすいと考えられる． 

 MLI剥離防止標準等でもこれまで全く調べられてこな
かった最外層銀蒸着テフロン MLI の排気特性について
知見を得，今後の科学衛星の熱設計に活かすことを目的
とした． 

 最外層銀蒸着テフロン MLIの定常試験，H-IIAの最悪
減圧プロファイルの減圧試験を実施した． 

 

10. 熱制御材特性評価 
 

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

 ①「ASTRO-H」，「ERG」，「MMO」など開発中のプロ
ジェクトへの熱制御材（粘着材 Y9703，ITO コート付き
銀蒸着テフロン，接着剤 RTVS692 など）提供及び技術
支援を通じてプロジェクト支援を行った． 

 ②粘着材は多くの場合，熱制御フィルム同士の貼り合
わせなどに使用することが多く，深宇宙外表面に近いた
め軌道上では-100℃以下の極低温から 100℃以上の高温
までの環境に曝されるケースが多いが，メーカで保障さ
れている許容温度下限は通常-40℃程度である．そのた
め，軌道上で使用するためには独自に熱サイクル試験や
極低温試験を実施する必要がある．今年度は，
「ASTRO-H」のシステム TTM 試験中に粘着材 Y9703 で
貼付けた 10mil 銀蒸着テフロンが剥離した問題を受け
て，ITOコート有/無しの銀蒸着テフロンの極低温試験を
実施した．結果，Y9703 は液体窒素温度では剥離してし
まうことが明らかになった． 

 ③「ASTRO-H」や「ERG」で，導電性や耐放射線要求
を満たすために使用が検討されている，これまで科学衛
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星で十分な使用実績の無かった熱制御材などを購入し，
アウトガス試験や熱サイクル試験を実施しプロジェクト
支援を行うとともに新たな熱制御材の知見を得ることが
できた． 

 ④「ERG」，「ASTRO-H」等で使用予定であるもののア
ウトガスデータの無かった粘着材 9703, 9704や，科学衛
星では使用実績の無いサーマルフィラー・白色塗料（宇
宙用・民生用どちらも）・接着剤などのアウトガス測定を
行い，今後の宇宙機用熱制御材の可能性を広げた． 

 ⑤衛星に使用されるガラスクロステープのアウトガス
の過去データが 20 年以上前と古かったため再測定を行
ったところ，過去データと異なりアウトガス量が ASTM

基準を満たさないことが判明．これをきっかけに「ERG」
はテープを見直すなど，プロジェクトに直接貢献した． 

 ⑥粘着材 9704（「ERG」で使用予定），9703（「ASTRO-H」
で使用予定），9709S, 9725，接着剤 RTVS692（「ASTRO-H」
での使用候補）などを使ってポリイミドフィルムを貼り
合わせた供試体にて，-150℃～+120℃の熱サイクル試験
を約 1000回実施した． 

 ⑦導電性要求がある衛星について，熱制御材を貼る粘
着テープにも導電性が要求される．通常よく使用されて
きたテープは非導電性（Y966）であるため，導電性であ
る Y9704について熱衝撃と放射線耐性があるか検証を行
った． 

 

11. ロケットフェアリング内衛星構体排気の検討 
 

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

 

12. アウトガス評価 
 

 軌道上で衛星をコンタミネーションによる性能劣化か
ら防ぐために，衛星の開発段階からコンタミネーション
を管理する必要がある．分子状コンタミネーション管理
の際に重要となるのがアウトガスの種類と放出量であ
り，より精確な管理のためにはこれらを材料データから
類推するだけでなく実測することが重要であるが，これ
まで，衛星熱真空試験やベーキングの際にアウトガス量，
種類を測定して分析を行うということは行われてこなか
った．現行開発中の衛星の地上試験の際にアウトガスデ
ータの取得，分析を行い，分子状コンタミネーション管
理や軌道上でのアウトガス予測に反映させると共に，測
定や分析にかかる技術を向上させることで今後の衛星開
発に活かすことを目的とする．今年度は，科学衛星
「ERG」と「MMO」について，熱真空試験時及びその後

のチャンバ空ベーキング時にコンタミネーション物質を
採取し成分分析を行った．成分とその質量比を同定する
ためには，従来行って来た FT-IR による分析に加え
GC-MS 分析を行うことが有用であることが判明したた
め，「ERG」については両方の分析を実施した．どちら
の衛星においても空ベーキング時の FT-IRによる定性分
析ではフタル酸エステルとシリコーンが検出された．こ
れは FY24 に取得した「SPRINT-A」や「ASTRO-H」の
データとも同じ結果であり，衛星が異なっても接着剤等
の主コンタミネーション源の成分はこの 2種（及び複数
の衛星で確認されているパラフィン）であることが確認
された． 

 

13. 高機能ヒートパイプの研究 
 

 海外の衛星では有用な熱制御デバイスとして注目・使
用されている可変コンダクタンスヒートパイプ，ヒート
スイッチ，蓄熱デバイスの設計・製作をし，その特性を
調べることで，その基礎技術や応用技術を習得し，衛星
プロジェクトへの適用検討や信頼性確保に資することが
目的である．衛星メーカにはない技術を得る，また地上
試験における動作特性を把握し，衛星システム試験時に
生じうる現象を把握し，検証方法についての知見を得る
ことも目的とする． 

 高機能ヒートパイプについて，今年度はΩ型グルーブ
と矩形グルーブのヒートパイプの試作を行い可視化実験
に供する供試体の制作を行った．今後，可視化と温度計
測によってヒートパイプの動作と内部流体が起こす現象
を解明し，衛星実運用での対応策，将来衛星に資する開
発を行う．また，宇宙用ヒートパイプの動作特性取得試
験をおこない，地上試験独特の現象について調べた． 

 機械式ヒートスイッチ，蓄熱デバイスについては，今
までは制作の容易性から実験室で実験できる供試体を制
作してきたが，本年度は宇宙での使用を想定し軽量化し
た容器の制作を行った．また，これら今までの研究成果
を用いて，実衛星に搭載した場合にどのような効果があ
るかを検証した．目的に応じて，これらデバイスの使用
方法も変わる．そこで，従来の深宇宙に向いたラジエタ
ーに機器を直に取り付ける熱設計では，200W 必要なヒ
ータ電力を削減する目的で解析を行った．結果，PCMで
は重量が 5kg増加する代わりにヒータ電力は 0Wにでき
る結果を得た．また，機械的ヒートスイッチにおいては
本研究で作成したヒートスイッチで 400g の質量増加で
ヒータ電力を 0Wにできる結果を得た． 

 

14. GAPS センサ部の熱制御に関する研究 
 

 GAPSは 2015年度以降に南極での気球実験を計画して
おり，宇宙線中の反粒子の高感度探査を通じて未知の宇
宙物理過程を探る事を主目的としている．また，惑星周
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回軌道上と異なり重力の影響があるため，気球特有の環
境に適した冷却システムの構築が必要である．GAPS の
熱設計で問題になるのは，Si（Li）検出器の内部発熱が
低密度で広範囲に分布していること，観測の要求から約
-35℃以下に保つ必要がある点である．冷却システムの構
成は，検出器の発熱を低温のラジエータパネルまで輸送
し，宇宙空間へ輻射放熱することを計画している．現在，
観測とシステムの要求を満たす熱輸送デバイスとして有
力視しているのは自励振動型ヒートパイプ（OHP）であ
る．そこで，ターン長が 6mクラスの大型 OHPを作成し，
恒温槽を利用した実験によって実機クラスでの熱輸送を
確認している．熱輸送システム開発に伴い，逆止弁の開
発，逆止弁の効果，作動流体の最適化，リザーバの動作
に与える影響，配管経路の最適化を行い，大型の熱輸送
システムとして GAPS に OHP を適用するための開発を
おこなっている． 

 

15. 放射率可変素子（SRD）の高機能化に関する
研究 

 

 宇宙機の熱制御において，ラジエータの高機能化は電
力の削減および軽量化の観点から重要である．そのため，
高温で放射率が高く，低温で放射率が低くなる自律型熱
制御デバイスの開発を行っている．放射率可変素子
（SRD）は，小惑星探査機「はやぶさ」，小型工学実験衛
星「れいめい」に搭載され，軌道上実証試験を行い，長
期間におよぶ軌道上動作が確認されている．この熱制御
デバイスは，機械的な要素と電力を必要としないため，
軽量かつ高い信頼性を備える．現在，さらなる高性能化・
高機能化を目指して開発を継続している．具体的には，
強磁性材料であるペロブスカイト構造 Mn 酸化物（従来
の SRD）に多層薄膜を施し，太陽光吸収率が小さく，か
つ全半球放射率の温度依存性の優れた誘電体多層膜付放
射率可変素子（SRDM : Smart Radiation Device with Mul-

tilayer film）の開発を行っている．現在までに開発され
た SRDMは，室温付近を境に，低温側で 0.36，高温側で
0.78の放射率変化を有し，太陽光吸収率は 0.22である．
開発要素と手法は以下のとおりである． 

① バルク材料の性能向上：現材料（LSMOおよび LSCMO）
以外の候補材料について単結晶を製作し，電気抵抗率
の温度依存性を測定することによって，赤外放射率の
温度依存性を類推し，新しい材料の探索を実施． 

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

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

 

16. MEMSを使った赤外放射可変デバイスの研究 
 

 ラジエータの高機能化によって，電力および重量のシス
テムリソース削減を目指している．そのため，宇宙機の状
況（宇宙機の温度，熱環境，ミッションフェーズなど）に
より赤外放射率を自由にコントロールできるような熱制
御デバイスの開発を行うことを目的としている．放射率の
制御に電気を使う点が短所であるが，軌道上において放射
率の変化条件を自由に変更できることが長所であり，その
ような用途も多い．今年度は，昨年度に引き続き，MEMS

シャッターを応用した放射率可変デバイスを試作し
た．設計目標がεeff,close=0.14，εeff,open=0.52である
のに対し，今年度の試作品の性能は，εeff,close=0.40，
εeff,open=0.81であった． 

 

17. 多層膜によるフレキシブル熱制御材（COSF）
の研究 

 

 本研究は，軌道上での使用実績が十分にあるポリイミ
ドフィルム上に多層薄膜を施すことにより，設計によっ
て太陽光吸収率αS や全半球放射率εH を自由に選択で
きるフレキシブル熱制御材 COSF（Controlled Optical 

Surface Film）の開発を目指している．この熱制御材の特
徴は，形状がフレキシブルである他，従来のようなガラ
スやフィルムの光学特性に制約を受けることなく，熱光
学特性の設計が自由に行えること（性能のフレキシビリ
ティ），多層薄膜に使用する材料を予め紫外線・放射線等
に耐性のある材料を選定できること，αS の入射角度依
存性が調整できること等が挙げられる．また，従来の
OSRのように金属（アルミ，銀など）を用いて太陽光を
反射させていないため，電波透過性があることも大きな
特徴である．具体的には，誘電体多層膜を遺伝的アルゴ
リズムにより設計，膜構成を最適化し，少ない層数で広
帯域（0.25～100µm）の反射率をコントロールしており，
そのための設計手法の開発も行っている．ラジエータ材
料として COSFを設計した場合，設計目標をαS<0.10，
εH>0.80 と設定したのに対し，今年度の試作品の性能
はαS=0.11，εN=0.71 であった．これまでに，誘電体
多層膜の境界付近における光学定数の不確定性につい
て，以下の２つの方法を使った改良を検討している． 

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

② 中間層が生成されないような成膜方法の採用する．具
体的には，新対向ターゲット式スパッタ（NFTS）に
よる多層薄膜を試作する． 
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18. ポリイミドフォームを用いた断熱システムに
関する研究 

 

 大気中，真空中における多孔質断熱材料のふく射・伝
導伝熱挙動を実験的，理論的に明らかにし，宇宙機の断
熱設計の革新的な技術の向上を図ることを目的としてい
る．使用する断熱材には，アウトガス，電気絶縁性，耐
熱性，耐紫外線性，耐放射線性等に優れ，かつ軽量化が
図れるポリイミドフォームを使用し，多層構造（ふく射
熱伝導をカットするための両面アルミ蒸着フィルムを挿
入）にすることにより，従来の MLIより軽く，断熱性能
を高めている．ポリイミドフォームを使った MLIの特徴
としては，急減圧に対する膨らみ防止の他，シームレス
構造による断熱性能の低下防止などが挙げられる．これ
まで，複雑な多孔質断熱材料のふく射・伝導伝熱を理論
的に明らかにすることを目的とし，SPring8 の X 線ビー
ムラインを使用し，CT による構造解析を行うことによ
って，3 次元熱解析モデルの構築を行い，格子ボルツマ
ン法を用いた熱伝導率計算コードを作成し，熱伝導率の
計算を行ってきた．また，多孔質断熱材の熱伝導率を定
常法で測定し，格子ボルツマン法を用いた推算値と比較
を行ってきた．現在まで，それらの結果をもとに高性能
なポリイミドフォーム MLI（PF-MLI）を製作し，その断
熱性能を測定している．その結果，従来の MLIと比較し，
軽量で断熱性能が高くなることを明らかにした． 

 

19. 宇宙用ハイブリット光・熱エネルギー変換素
子の研究 

 

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

Conversion Device: HECD）の開発を目的としている．
HECDは，TPVによる光エネルギーから電気エネルギー
への変換と，TE セルによる熱エネルギーから電気エネ
ルギーへの変換との加算により，エネルギー変換効率を
高めることを狙っている．TPVに効果的な波長を選択す
るフィルターの開発，TPVと TEの適切な配置などを含
めたシステム検討を行い，試作を行っている． 

 

20. 宇宙用熱制御（熱防御）材料の高温放射特性
に関する研究 

 

 本研究は，大気圏再突入機の熱防御材など，真空・高
温下における材料表面の垂直分光放射率，光学定数，膜
厚等の時間的変化を同時に測定し，高温下での表面状態
の変化および熱光学特性を明らかにすることを目的とし
ている．これまで，分離黒体法による試料表面の垂直分
光放射率と偏光解析法による光学定数・膜厚等の同時測
定装置の構築を行い，測定技術がほぼ確立できた．現在

は，表面弾性波を使った非接触温度測定技術の開発を行
っている．具体的には，金属およびセラミックスの表面
をレーザーで加熱することによって励起された表面波を
レーザー干渉計（非接触式）で検出，表面波位相速度の
温度依存性を測定する．今年度は Si3N4 などの材料に対
し，約 1500Kまでの表面波の温度依存性の測定を行い，
その測定手法が有効であることを示した． 

 

21. 科学衛星に使用する熱制御材料の劣化評価お
よび予測に関する研究 

 

 科学衛星に使用および使用予定の様々な熱制御材料に
対し，プロトン，エレクトロン，紫外線，および原子状
酸素の照射試験を行い，軌道上での熱光学特性の劣化を
評価している．地上で照射試験を行う場合，大気中では
時間の経過とともに劣化の回復が生じるため，簡易型太
陽光吸収率測定装置を開発し，それを照射試験設備に設
置，照射後，すぐに材料の熱光学特性の測定を行ってい
る．また，劣化の回復現象についても観察している．今
年度は，昨年度に引き続き，熱制御材料の劣化予測につ
いての検討を行った．また，サンプルを大気に曝すこと
なく，真空のまま熱光学特性の測定が可能な装置の開発
を行い，照射試験設備との噛み合わせ試験を行った． 

 

22. 極低温衛星用の高性能断熱材の開発 
 

 本研究は，極低温で使用される高性能な MLIの開発を
目的としている．MLIの断越性能が評価される指標であ
る実効輻射率は境界温度によって変化する．しかし，こ
の点に関して宇宙機用の MLI で詳細な検討を行った研
究は無く境界温度を 150K 以下の低温に境界温度を有す
る MLIの正確な断熱性能予測が困難である． 

① ボイルオフカロリメータ法を使用した高精度な断越
性能計測と解析によって，極低温での MLI の断越性
能を予測する事を可能にした． 

② 過去の文献などの調査と実験によって，ベルクロ，通
気孔など機械環境などに適用するための施工が断熱
性能に与える影響を評価した． 

③ ロケットによって打上げられる宇宙用 MLI の層数な
ど最高性能が出せるように設計の最適化を行った． 

④ 極低温での断熱性能を決める支配的要因が明らかに
なると共に，高断熱性能 MLI の管理方法も確立する
事を可能にした． 

 

23. 極低温高放射率ラジエター材料の開発 
 

 放熱面に使用される塗料などは，常温では高輻射率を
実現するが，多くの塗料は 20K以下の極低温で放射率が
急激に低下する事が知られている．また，様々な塗料の
測定を行った前例が多くはなく，データベースから宇宙
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機の熱設計を行うことは困難である． 

① 極低温で高輻射率見込みのある塗料を塗布した表面
の，各波長の反射率測定によって任意温度での輻射率
の測定を行った． 

② 液体窒素温度以上でカロリメトリックに測定したデ 

ータを用いて反射率による測定の評価を行った． 

 幾何学的に光をトラップする形状のラジエターを設
計・開発し，その評価を液体窒素温度で行い，20K以下
の極低温で表面の塗料の輻射率に依らず輻射率が 0.7 以
上の高輻射率を実現できることを示した． 
 

 

13. 構造・機構・材料グループ 
佐藤英一（グループ長） 下瀬 滋 河野太郎 小松敬治 松永三郎 峯杉賢治  

後藤 健 石村康生 奥泉信克 竹内伸介 伊藤文成 

 

1. プロジェクト等への参加 
 

 専門技術をもとに，開発中のプロジェクト（SPRINT-A, 

はやぶさ 2, ASTRO-H, BepiColombo, ERG, イプシロン,

再使用観測ロケット），プリプロジェクト（SPICA），実
験室（大気球，観測ロケット）に，構造系担当その他と
して参加している．また，ワーキンググループ（先進的
固体ロケットシステム，SLIM，中型ソーラー電力セイル，
火星飛行機，FRV，次世代標準バス）の活動に，構造担
当その他として参加している． 

2. 専門技術の維持・向上 
 

 工学委員会戦略的基礎開発研究として，高精度大型宇
宙構造システムの開発研究，宇宙科学プログラム委員会
の元での活動として，準能動的防振サンドイッチパネル
の開発及びサーマルスナップの予測評価手法の研究を実
施している． 

 今後の衛星の微小擾乱試験および先進的擾乱アイソレ
ーション構造の開発のために，微小擾乱試験用資機材を
整備した． 

 

 

14. 電子部品・デバイス・電源グループ 
廣瀨和之（グループ長） 梯 友哉 伊藤大智 池田雅彦 池田博一 小林大輔 高島 健 尾崎正伸  

三田 信 齋藤宏文 久木田明夫 豊田裕之 川崎 治 村島未生 嶋田貴信 高橋 優 田中孝治 

 

1. 電子部品・デバイスに関する活動 
 

1.1 プロジェクト等への参加 
（1）科学衛星への民生部品の適用検討 

（2）MMO（APL/NSPAR審査，PAPDB登録） 

（3）SPRINT-A（APL/NSPAR審査，PAPDB登録） 

（4）ASTRO-H（APLの作成，APL/NSPAR審査） 

（5）はやぶさ 2（APLの作成，APL/NSPAR審査） 

（6）科学衛星部品の国産化/つくば部品 G の進捗管理
（FPGA, PoL） 

（7）ひさき SC2リセット（SP5000S）検討委員会 

（8）プロトンによる SEU問題の検討（はやぶさ 2，ERG

へ検討資料展開） 

（9）部品技術の蓄積（元 NEC，元日立の招聘研究員と
の定例勉強会，若手教育） 

 

1.2 科学衛星用部品の信頼性保証プログラム概要の作
成（所内配付） 

 科学衛星部品プログラムの背景となる宇宙用部品の信
頼性保証プログラムの考え方を解説した文章を作成して
制定した． 

1.3 部品不具合対策・タスクフォースへの参加 
 HR5000S，SP5003のアップセット発生確率をシミュレ
ーションコード CREMEを用いて算出した． 

 

1.4 部品に関するWeb 情報を関連プロジェクトへ展開
した． 

 

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

（2）宇宙用部品技術委員会での審議 

（3）電子部品分科会での審議 

（4）部品推進会議での審議  

（5）部品入手安定化検討会での審議  

（6）宇宙転用ハンドブック（科学衛星編）での審議  

（7）部品開発検討分科会での審議  

 

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

の審議（USEF） 

（2）最新デバイス委員会での審議（HIREC） 

（3）Nuclear and Space Radiation Effects Conferenceで
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の発表（1件） 

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

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

 

2. 電源に関する活動 
 

2.1 プロジェクト等への参加 
 あかつき，BepiColombo/MMO，SPRINT-A，ASTRO-H，
ERG，はやぶさ 2，SPICA，エアロキャプチャ，火星複
合探査 MELOS，SLIM，APPROACH 等の各プロジェク
ト，プリプロジェクト，ワーキンググループ活動，そし
て観測ロケットや大気球実験等に参加し，専門性をもっ
てその活動に協力した．SPRINT-A ではフライトオペに
参加し，打上げからクリティカルフェーズまでの異常時
対応計画を立案した．BepiColombo/MMO では，太陽電
池パネルの熱真空試験を実施し，高照度高温環境下で耐
性を有する設計に指針を与えた．ERGにおいては，電源
サブシステム担当として，またミッション部電源系担当
として開発を進め詳細設計確認会を実施し，EMC担当と
しては EMC 計測および対策を行いプロジェクトに貢献
した． 

 

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

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

 また，CFRP を用いた軽量の取り付け治具を試作し，
振動試験を実施した．加振中の放電挙動に異常はなく，
試験前後で電池の特性が変化しなかったことから，十分
な機械環境耐性を持つことを確認した．現在の技術で直
ちに実現可能なエネルギー密度は，115.5 Wh/kgである． 
 これにより宇宙用電池の大幅な軽量化を実現し，宇宙
機の軽量化に寄与できる見込みを得た． 

 

 

2.3 充放電器とバランス回路を統合したバランス充放
電器の開発 
 バッテリを用いる従来の蓄電源システムでは，バッテ
リ制御のためには「充放電器」と「バランス回路」の 2

つのコンポーネントが必要となる．本研究ではこれら 2

つのコンポーネントを 1つに統合することで蓄電源シス
テム構成を大幅に簡素化することが可能な「統合型バラ
ンス充放電器」の開発を行った． 

 PWM コンバータと共振形多段倍電圧整流回路の組合
せにより統合型バランス充放電器を導出した．本統合型
バランス充放電器では，PWM コンバータが主に充放電
器として動作し，多段倍電圧整流回路がバランス回路の
機能を実現する．PWM コンバータは従来のコンバータ
とほぼ同様の原理で動作する一方，PWM コンバータ内
で副次的に発生する交流電圧を用いて多段倍電圧整流回
路を駆動する．一般的に，多段倍電圧整流回路を駆動す
るためには交流電圧発生回路が必要となるが，本統合型
充放電器では交流電圧発生回路を用いることなく倍電圧
回路を駆動することができる．言い換えると，従来のシ
ステムと比較して交流電圧発生回路を削除することが可
能なため，回路構成を簡素化することできる．このよう
に，副次的に発生する交流電圧を有効利用することで回
路素子数の増加を招くことなく 2つのコンポーネントを
統合できるため，蓄電源をシステムレベルで簡素化する
ことができる． 

 PWM コンバータと共振形多段倍電圧整流回路に対し
て詳細な動作解析を実施し，動作条件の一般化を行った．
更に，6 直列のセルに対して統合型バランス充放電器を
試作した．初期電圧を意図的にばらつかせた状態から充
放電サイクル実験を行った結果，本統合型バランス充放
電器により電圧ばらつきを解消しつつ充放電サイクルを
実施可能なことが示された． 

 本活動における成果は，国内学会発表 1件，国際会議
発表 1件，学術論文（IEEE）掲載 1件，特許出願 1件，
である． 

 

2.4 火星表面探査に最適化した太陽電池セルの開発 
 火星着陸探査技術実証（MELOS）WG では，2020 年
代初頭の火星探査を目指している．JAXA はシャープと
協力し，次世代の宇宙用太陽電池として，逆積み格子不
整合型 3接合（IMM3J）太陽電池セルを開発している．
これは厚み 10µm 程度と薄く柔軟で，30％を大きく上回
る高い変換効率を実現する太陽電池である． 

 IMM3Jを含む多接合太陽電池は，異なる波長に感度を
持つ太陽電池（サブセル）を直列接続して構成される．
火星大気は 700nm より短い波長の光を大きく減衰させ
るため，AM0 スペクトル用の IMM3J 太陽電池を火星表
面で使用すると，サブセル間の発生電流バランスが崩れ
る．そこでサブセル構造を火星表面の太陽光スペクトル
に最適化することで，変換効率を高めることができる． 

This document is provided by JAXA.



Ⅲ．実験室及び専門技術グループ等 120 

 平成 25 年度は，700nm 以下の光を吸収する Top セル
の厚みを増し，発生電流が過剰になる Bottom セルのバ
ンドギャップエネルギーを増すことで電流を絞りつつ発
生電圧を向上させた．その結果，AM0 スペクトル用
IMM3Jセルに比較して，火星表面での発生電力を約 1割
向上させることに成功した． 

 

2.5 惑星探査機適用に向けた薄膜３接合太陽電池セル
の耐性評価 

 逆積み格子不整合型（IMM）3 接合太陽電池セルは，
ボトムセルに格子不整合材料である InGaAs を用いた構
造とすることで，従来のリジットタイプに比べ，30％以
上の高い変換効率が実現可能であり，パドルの軽量化・
省スペース化に寄与できることから，将来，様々な惑星
探査ミッションへの搭載が期待されている．例えば内惑
星探査であれば高光強度高温，外惑星探査であれば低光
強度低温環境など，地球から遠く離れた深宇宙環境下で
は，地球周回衛星とは異なる太陽電池セルの設計・評価
が必要となる．特殊かつ非常に広範囲に渡る環境に晒さ
れることから，将来の探査ミッションへの IMM セル適
用に向けては実環境下での耐性評価が必要不可欠とな
る． 

 そこで本年度は，惑星探査機が宇宙空間で曝される低
光強度低温（ -90℃ , 0.2sun）および高光強度高温
（220/150/100℃, 5/2sun）環境下において，1000時間以上
の連続照射試験を行い，各種環境における出力および劣
化特性を取得した．その結果を基に，性能予測手法を確
立しパドルの設計最適化への寄与，また性能低下に対す
る温度および光強度の依存性・劣化メカニズムの解明を
目指す． 

 

2.6 次世代小型衛星電源系要素技術実証システム 
 NESSIE は，主に将来科学衛星や探査機において，今
後利用が予想される，高効率多接合薄膜太陽電池アレイ
シート（SSS:スペースソーラーシート）を機能構造膜化
した薄膜セル応用機能構造パネル（KKM-PNL），リチウ
ムイオンキャパシタ（LIC）及びその充電回路の宇宙実
証を目的とする． 

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

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

 今年度は 9月に「ひさき」に搭載されて打上げられ，
10月の初期チェックアウト以降，継続して実証データを
取得した．来年度も継続して実証データの取得を行う予
定である． 

 

2.7 非接触電力電送の宇宙適用性の研究 
 非接触電力伝送技術は金属接点を有さないため，宇宙
プラズマ環境下でのアーク放電，コネクタ分離・結合時
の勘合不良による短絡や給電不良の原因を排除できると
ともに，スリップリングへの応用においては接点の摩耗
粉による短絡，接触抵抗の変動等の耐久性を中心とした
問題を解決できる．また，給電側と受電側の位置決めに
自由度があるため，コネクタ勘合に比べて無人・無重力
の環境での信頼度が向上できる． 

 このように非接触電力伝送技術は，将来の宇宙共通イ
ンフラとして基盤技術向上が期待できるため，本年度は
民生用で応用が進んでいる電磁誘導方式に着目し，コイ
ルの試作と伝送能力の予備的評価を行った．コイルにつ
いては宇宙用としての省スペース化及び実装のフレキシ
ビリティを意図し，銅の表皮効果を利用してコイル厚み
を薄くするため，ポリイミドのフレキシブル基板上に銅
箔により形成したコイルを試作した．また磁束を集中さ
せ伝送効率を向上するために磁性シートとの組み合わせ
を検討し，コイル位置及び距離に応じた伝送効率を計測
し，基本的特性の把握を行った．引き続き伝送効率向上
のためのコイル形状，共振特性，伝送周波数の検討を進
めている． 

 

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

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

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

 今年度は，10倍，100倍，1000倍の順方向通電を 2000h

行い，劣化の程度を評価した． 

 

2.9 X 線天文衛星「すざく」太陽電池パドルの軌道上発
生電力解析 

 X線天文衛星「すざく」は，2005年 7月の打上げ以降，
順調に観測を続けてきた．しかし，2011年中頃以降, 
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太陽電池パドルの発生電流がそれまでとは異なる傾きで
１年以上に渡り低下していることが確認された．そこで，
軌道上環境における太陽電池パドル発生電力の予測およ
び原因究明のため，JPL ‘Solar Cell Radiation Handbook’ 
記載の予測手法に従い解析を試みた． 

 解析の結果，2011年中頃以降で見られた軌道上での太
陽電池アレイの劣化量は，本予測手法に基づいて算出さ
れた性能低下に比べて大きいことが示唆された．今回確
認された軌道上での発生電力低下に対する要因として，
（1）太陽電池セル温度の上昇，または（2）太陽フレア 

等の影響による放射線劣化量の増加に起因していること
を疑い，更なる検討を進めた． 

 前者については，打上げから 6年経過後に太陽電池セ
ルが通常の運転温度から 20℃程度上昇したと仮定する
と軌道上での低下を説明できることが示された．一方後
者では，新たに提案された宇宙環境モデル AP-9/AE-9を
用いて 1年間の等価 1 MeV電子換算被曝量を計算すると
3.0×1014 /cm2程度と見積もられ，本放射線環境条件下で
は，打上げから 6年以降に観測された軌道上での発生電
流低下と一致する解析結果を得た． 
 

 

15. 通信・データ処理グループ 
川﨑繁男（グループ長） 坂井智彦 小林雄太 冨木淳史 吉田賢史  

 

1. は じ め に 
 

 平成 25 年度の通信・データ処理グループ活動につい
て報告する．通信・データ処理グループの活動は，研究
系並びにプロジェクトと密接に関連しているものが多
く，厳密にこれらと区別することは難しいが，研究より
も一歩進んで開発段階に到達している技術，プロジェク
ト横断的な共通技術の 2項目を本活動内容と位置づけ報
告を行う． 

 

2. 活 動 内 容 
 

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

（Traveling Wave Tube Amplifier）および，GaAs（Gallium 

Arsenide）を用いた SSPA（Solid State Power Amplifier）
が搭載されている．TWTAは SSPAと比較すると高出力，
高効率であるが，フットプリント，質量が大きく，真空
移行時の放電という問題も存在する．SSPA として
TWTAと同等の出力，効率を実現できれば搭載増幅器の
大幅な小型化・低質量化を実現できる．また，GaN

（Gallium Nitride）を使用した SSPAは効率 50%以上が可
能と考えられ，従来の Si,GaAs デバイスの効率と比較し
て高出力，高効率化が期待でき，広いバンドギャップ特
性から放射線にも強く，TWTAと比較すると小型，軽量，
低消費電力化が期待できる． 

 平成 25 年度は，昨年度までの成果を活かして，超小
型深宇宙探査機 PROCYONへの搭載を目指し，主に X帯
の搭載用固体電力増幅器の研究開発を進めた． 

 ① X帯 SSPA EM製作・評価 

 ② X帯 SSPA EM環境試験 

 ③ X帯 SSPA FM設計 

 SSPA EMの外観を図 1に，電気的性能を表 1に各々示
す．表 1に示すように，既存の搭載系 SSPAよりも大幅

に効率の改善がなされ，過去の JAXAの探査機用の SSPA

と比較しても，10%以上高い効率を実現している．また，
EM の環境試験として，60Co を用いたトータルドーズ試
験（15krad），-20℃～+60℃（<1E-3 Pa）での熱真空試
験，振動試験（正弦波・ランダム波），準静的加速度試験，
衝撃試験等を実施し，宇宙環境耐性を有することを確認
した．平成 26 年度以降は，FM の製作・評価を行い，
PROCYONプロジェクトにおいて，搭載実証を実施して
いく予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PROCYON搭載軽量X帯深宇宙通信システムの開発 
 PROCYONは，超小型衛星による小惑星フライバイ探
査ミッションを目的として，「はやぶさ 2」のピギーバッ
ク搭載機会での打上げを目指している．超小型衛星によ
る深宇宙探査ミッションは，大型衛星とは異なる信頼性
基準，コストのバランスによって成立させる必要がある．
特に搭載重量や発生電力の制約条件は大きく，従来の宇
宙用通信コンポーネントの設計概念を大きく変えて積極
的な民生部品の活用と小型軽量化に最適な技術の導入が
不可欠である．そこで，これまで宇宙研と東大超小型衛
星組合で行ってきた通信技術をコンバインして小型デジ

図 1 GaN衛星搭載高性能 GaN固体電力増幅器 EM外観 

表 1 GaN衛星搭載高性能 GaN固体電力増幅器 EM電気的性能 

Size 150*120*62mm 

Weight 1.47kg 

Output power 41.8dBm 

Power consumption 44.6W（+36V） 

Efficiency 33.8%（@+20degC） 
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タルトランスポンダ，GaN を用いた高効率 SSPA，超軽
量アイソフラックス LGA（Low Gain Antenna），送受共
用広帯域平面 MGA（Medium Gain Antenna）・HGA（High 

Gain Antenna），低損失 BPF（Band Pass Filter）・DIP

（Diplexer）の開発を進めて来た． 

 平成 25 年度は，通信系構成の検討，各コンポーネン
トの設計，EM 開発，環境試験を実施した．PROCYON

の外観と通信系サブシステムのブロックダイヤグラムを
図 2 に示す．平成 26 年度以降，FM の開発を進め，
PROCYONプロジェクトでの搭載実証を経て，革新的な
超小型深宇宙搭載通信システムが完成することで，通信
に起因する制約を解き放って，新たな科学衛星ミッショ
ンを創出する突破口を切り開くことが可能になる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 RVT ロケット内ワイヤレスヘルスモニタリングシ
ステム 

 高頻度再使用ロケットの実験機 RVT（Reusable Vehicle 

Test）内部における完全ワイヤレスセンサネットワーク
システムを実現するため，従来の通信機能のみではなく
電力伝送機能も付加したワイヤレスヘルスモニタリング
システムを提案している．本年度はシステム実現性を検
証するため，マイクロ波電力伝送（MPT: Microwave 

Power Transfer）システムおよび ZigBeeシステムを統合
し，制御するハードウェアおよびソフトウェアの設計，
試作，評価を行った．図 3に実機を用いた通信機能のみ
の評価を行っている様子を示す．基地局とセンサ局を機
内に設置し，センサ局の位置を 10 箇所変えて様々な場
所で通信ができるかどうか RSSI（Received Signal 

Strength Indicator）および PER（Packet Error Rate）を測
定した．エアロシェルがある場合と無い場合で測定を行
い，エアロシェルのマルチパスが与える影響も評価した．
表 2 に測定結果を示す．全ての位置で RSSI の規定値で
ある-93dBm 以上の値を示し，PER も 0 であることから

正常に通信が行えていることを確認した．エアロシェル
によるマルチパスの影響が懸念されたが，エアロシェル
なしの場合に比べ RSSIは上昇し，PER が依然 0である
ことから今回のシステムの場合，エアロシェルによる悪
影響はないことを確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ロケットアビオニクス低コスト化研究 
 ロケットアビオニクスの低コスト化に向けて，民生部
品の活用，システム構成の検討，ロケット追跡管制シス
テムの簡素化の 3つの取り組みを行っている．部品につ
いては，車載・産業品の中心とした民生部品の適用，ま
たその品質管理手法，試験方法についてプロジェクト横
断的に検討を進めている．システム構成は，これまでの
モジュラー型アビオニクスの考え方に加えて，今後は民
生部品を積極的に活用することにより，より小型・分散
化する方向である．ロケット追跡管制システムは，衛星
通信回線を用い地上局に依存しないシステム構築の検討
を進めている． 

 これら上記 3つの実現に向けて，必要な通信機器の開
発，ネットワークの基礎評価を行った．ロケットではこ
れまで個別配線が主体であったが，冗長系システムを構
築し信頼性の確保を行うために，ネットワーク化が重要
な要素となる．車載，鉄道，航空機分野などでの採用が
進み，低コストで実現可能なネットワークとして
Ethernet に着目し，TCP/IP を用いた汎用 Ethernet と，
産業用リアルタイム Ethernet との併用を視野に各種評
価を行っている．地上と搭載との通信には IPを用い，シ
ームレス接続する通信機の開発を進めている．本通信機
は無線 LANモデムの延長であり，衛星・ロケットで割り

図 2 PROCYON外観，通信系サブシステムブロックダイヤグラム 

図 3 RVT内ワイヤレスヘルスモニタリングシステム 
 

表 2 asurement Results of RSSI and PER 

This document is provided by JAXA.



Ⅲ．実験室及び専門技術グループ等 123 

当てられている S帯の周波数を使用し，最大数百 kmま
でカバーしていることである．また双方向の通信コード
を用いて中精度の測距を行い，TCP/IPに加え独自のネッ
トワーク層による再送機能を有している．衛星経由の通
信機には，ロケット搭載に適した通信衛星の比較・検討
を行い，また宇宙研で実績のあるイリジウム通信機につ
いての評価を行った．通信方式，地上を介さないモジュ
ール間の直接通信により飛翔保安に適用できる範囲内で
の遅延時間を得られる見通しを得ている．今後は衛星経
由の通信と直接通信との独立した 2系統の通信路を確保
し，Ethernetと IPで統一したコンパクトなシステムの構
築を行う予定である．また，電磁干渉しゃへい室に設置
されている電磁干渉（EMI）測定装置の利用も検討する． 
 

2.5 次期赤外天文衛星（SPICA）の電磁環境両立性
（EMC）の検討と予測ツールの整備 
 通信・データ処理グループではアナログ高周波技術と
その知見を生かして，「次期赤外天文衛星（SPICA）」の
電磁環境両立性の検討に取り組んでいる． 

 「SPICA」の EMC はリスク低減計画により表 3 の通
り抽出され，リスク低減フェーズ（RMP）の中で検討が
実施された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この中で，表 3 に識別された「SPICA」の EMC リス
ク項目 2のバス部の X帯高速ダウンリンク電波と超高感
度のボロメータ観測センサーへの電磁干渉ついて，電磁
界シミュレータによる数値解析を使用して干渉レベルの
検討をおこなったので，本報告ではこれについて取り上
げる． 

 RMP#2 では光学系において設計に進展のあった副反
射鏡やバッフルチューブ，IOBを加え X帯においてシー
ルドに寄与しないトラス構造，リブ類の削除しメッシュ
数を削減した上で，電磁界に影響を及ぼす開口部の有無
（主にバス部）や，テレスコープシェルに CFRP_H の導
電率（2.857e4）を適用した場合の解析をおこなった．そ
れぞれの設定条件において計算コストを割り出した結
果，表 4の通りとなった． 

 「SPICA」の衛星構造体は MLIでシールドされ開口部
を積極的に塞ぐ方針である．このため開口部を減らせば，
メッシュ数が減ることから計算時間も短縮出来ると考え
られるが，大幅な時間短縮はなかった．一方で，テレス

コープシェルやバッフルの材料物性値として，CFRP_H

の値を適用したところ，計算時間が 3.5～4 倍に増大し
た．「SPICA」の衛星構造体の大規模電磁界シミュレーシ
ョンは，ワークステーションレベルのリソースにおいて
も十分な計算コストとして成立することが分かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 衛星構造体の電磁界解析結果を図 4に示す．ペイロー
ドモジュール内に発生する電界強度は，テレスコープシ
ェルとバッフルに与えた導電率や開口部の有無に関係な
く似た電界分布となることが分かった．PLM周辺や内部
の電界強度に詳細な比較については，引き続き検討をお
こなう予定である． 

表 3 識別された SPICAの EMCリスク 

1 想定しない雑音源の判明 

2 ダウンリンク電波干渉による検出器性能劣化 

3 冷凍機磁場による検出器性能劣化 

4 衛星電源雑音による検出器性能劣化 

5 DC-DCコンバータ雑音などによる検出器性能劣化 

6 信号/電源の不平衡電流などによる検出器性能劣化 

7 冷凍機配管の誘導電流による検出器性能劣化 

 

表 4 設定条件とメッシュ数および計算時間の関係 

テレスコープシェル，
バッフル素材 

開口部の有無 メッシュ数 計算時間 

PEC あり 3,598,806 14h,00m,46s 
PEC なし 3,457,304 13h,52m,54s 

CFRP あり 3,598,806 46h,58m,56s 
CFRP なし 3,457,236 56h,23m,39s 

Notes 
OS： Windows Server 2008 R2 
CPU： Intel Xeon E5-2670 @2.60GHz x2 
メモリ： 192GB 

 

(a) 
 

(b) 
 

図 4 SPICA 衛星構造体の電磁界解析結果：（a）PEC 開口部なし，
（b）CFRP_H開口部なし 
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