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1. は じ め に 
 

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

 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

年度 8月に達成された． 

 

2. 衛星運用及びデータ取得 
 

2.1 衛星の運用 
 「あけぼの」衛星は，1989 年の打上げ以来 25 年にわ
たり，順調に科学観測を続けている．電磁場・波動・プ
ラズマ・放射線帯粒子などのデータを取得する 9種の観
測機器を搭載し，オーロラ現象等に関連する地球電離
圏・磁気圏の観測および放射線帯の観測を行っている． 

 「あけぼの」衛星は現在，主に内之浦宇宙空間観測所
の宮原 11mアンテナを使用して運用・追跡・データ取得
を行っている．日曜を除くほぼ毎日，データ取得を行い，
2013年 4月から 2014年 3月までの実績は総計 674パス
であった．（1 パスの時間は季節によって変わり，10 分
程度～54分の間である．） 

 

2.2 データ取得 
 前述の内之浦における運用のほかに，スウェーデン宇
宙公社と協力し，オーロラに特に関連した極域における
データを取得する目的で，エスレンジ局でのデータ取得

を行った．2013年 4月から 2014年 3月までの実績は総
計 610パスであった．取得したデータはオンラインで宇
宙科学研究所に送付し，SIRIUS（テレメトリデータのデ
ータベース）に格納した． 

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

 

3. 科 学 成 果 
 

3.1 長期間データを用いた，放射線帯の高エネルギー電
子を増やす太陽風の条件の解明 

 Miyoshi et al. [GRL, 2013] は，「あけぼの」衛星や
GOES，POES 衛星等の人工衛星の 1994 年から 2008 年
までの長期観測データを用いて，地球にやってくる太陽
風と放射線帯中のエネルギーの高い電子の関係を統計的
に解析し，放射線帯の電子の数を増やすために必要な太
陽風の条件を明らかにした． 

1） 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 

2） このとき数日間にわたってコーラスと呼ばれる宇宙
の電波が強く発生しやすい状況になり，電子の数が
増えること 

を示した．また，オーロラの活動も数日間にわたって活
発になることを示した． 

 図１は，高速太陽風イベントにおける放射線帯中のプ
ラズマや波動の様子の時間変化を，太陽風の磁場が南向
きの時と北向きの時に分けて統計的に解析した結果であ
る．太陽風の磁場が南向きの時に，L>4の放射線外帯領
域で熱的電子の密度が減少（プラズマ圏境界面が内側に
入ったことを示す），また高温の電子がプラズマシートか
ら注入され，ホイッスラーモードのコーラス波を立てて
いることがわかる．図 2は，この解析結果を模式的に示
した図である． 
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 本結果は，放射線帯電子の増加のメカニズムの理解に
重要なものであり，宇宙天気予報の精度向上等への貢献
が期待される．長期間，放射線帯を含む磁気圏の観測を
継続してきた「あけぼの」衛星ならではの成果である． 

3.2 EMIC rising tone（triggered emission）の観測的発見 
 Sakaguchi et al., [GRL, 2013] は，「あけぼの」衛星によ
って磁気圏内で観測されたイオンサイクロトロン 

（EMIC）波が，Lモード（He+バンド）から Rモード（He+

バンド）を経て L モード（O+バンド）にモードが変換
していく様子を明らかにした．また，周波数が時間とと
もに増加する（rising tone）現象について，2010年頃か
ら提唱されていた非線形波動の成長の理論をサポートす
る解析結果を出し，電子の爆発的な降り込みと，放射線
帯外帯と内帯の間の領域（スロット領域）の生成を引き
起こす可能性のあることを示唆した（図 3）．放射線帯の
中でも内帯・スロット領域（L=2～3）を中心に観測する
あけぼのの軌道の特性が生かされた研究であると特徴づ
けられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 出版物 
 2013 年度に，「あけぼの」衛星のデータを使用して書
かれた査読論文は 7編である．2014年 3月の時点での，
あけぼのプロジェクトによる論文総数を表 1に，2009年
以降の各年の査読論文数の推移を図 4に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Superposed epoch 解析によって得られた，高速太陽風イベン
トにおける放射線帯の時間変化．太陽風磁場が南向きの時（左）と，
北向きの時（右）で分けてある．Thermal plasma density，whistler 
wave，>2MeV electron flux があけぼののデータ．（electron flux は
POES，>2MeV electron flux は GOESのデータ） 

図２ 高速太陽風イベント時に，磁気圏内で起きている現象を，太
陽風磁場が南向きの時（左）と北向きの時（右）に分けて，模式的
に示した図． 

図３ 「あけぼの」で観測された EMIC波動．20:40-21:25 の時間帯，
4-8Hz の周波数帯に出現している．21:00 以前は O+バンド，21:00
以降は He+バンド 

表 1 あけぼのプロジ
ェクトによる総論文数 

査読論文 304 

プロシーディング 61 

96 

博士論文 35 

修士論文 118 

卒業論文 97 

 
図 4 査読論文数 
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他 GEOTAILプロジェクトチーム 

 

1. はじめに 
 

 磁気圏観測衛星「GEOTAIL」は，1992年 7月 24日に
米国フロリダ州ケープカナベラルからデルタ IIロケット
で打上げられた日米共同プロジェクトの衛星である．そ
の研究目的は，地球磁気圏尾部の構造とダイナミックス
および磁気圏の高温プラズマの起源と加熱・加速過程を
明らかにすることである（図 1）．この目的のために，特
有の軌道計画が実行された．1994 年 11 月までの 2 年余
りの期間は月との二重スウィングバイ技術などを駆使し
て衛星軌道の遠地点が常に地球磁気圏の尾部に来るよう
に制御され，地心距離で 210倍の地球半径までの広範な
磁気圏尾部領域をくまなく探査した（図 2）．1994 年 11

月以降は，磁気圏サブストームなどの研究のため，衛星
軌道の遠地点距離を 30倍の地球半径に下げ，現在に至
っている．なお，衛星軌道の近地点距離は 9-10倍の地球
半径で，この近地球軌道は昼間側の磁気圏境界面や地球
前面の定在衝撃波やその上流域などの観測に適したもの
になっている．近地球軌道に入ってからは，本影持続時
間が 3 時間以上にもおよぶ長時間日陰が発生している
が，その対処のための特別な OPを用いて問題なく切り抜
けている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 搭載観測装置としては日米双方から合計 7個，即ち，
磁場計測装置（MGF），電場計測装置（EFD），2組（日
米各 1 組）のプラズマ計測装置（LEP，CPI），2 組（日
米各 1組）の高エネルギー粒子計測装置（HEP，EPIC）
およびプラズマ波動観測装置（PWI）である．日本側が
主任研究者の観測装置にも部分的に米国 NASAから提供
された要素も含まれているので観測装置の約 1/3 が米国
製，残りの 2/3が日本製である． 

 さらに，日本製の観測装置にはヨーロッパ（ドイツ，
ESA）提供のものも一部に含まれている．日本側の観測
装置は，宇宙科学研究所を中心に，東京大学，京都大学，
金沢大学，富山県立大学，名古屋大学，早稲田大学，立
教大学，愛媛大学，などの研究者の協力のもとに開発さ
れた．衛星運用やデータ解析には観測装置開発に携わっ
たメンバー以外にも多数の研究者が参加し，数々の研究
成果が得られている．2013 年中までに出版された
「GEOTAIL」関連の原著論文数は 1090編以上（外国人の
筆頭著者も含む，国際的な査読付き論文誌に掲載された
もの）である．（図 3） 図 1 GEOTAIL衛星による磁気圏尾部の観測 

 

図 2 GEOTAIL衛星の軌道 
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2. 衛星の運用状況 
 

 2013年度末現在で打上げ後 21年 8ヶ月を経過したが，
（当初からの計画に従って）衛星の運用・管制は宇宙科学
研究所が責任をもち，データ受信は日米双方で行ってい
る．米国 JPLの深宇宙ネットワーク（DSN）局で受信さ
れるデータ（搭載のデータレコーダに記録された時間連
続データ）は NASAゴダード宇宙飛行センターで一次処
理され，Key Parameter Dataは世界中の研究者に公開さ
れている．また，高時間分解能のプラズマおよび磁場デ
ータは宇宙科学研究所の科学衛星データベース・システ
ム（DARTS）から一般公開されている．（科学衛星運用･
データ利用センターの項を参照のこと．）また，IACGに
おける協議を軸に，米国の「WIND」衛星，ESAの「Cluster- 

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

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

の時間的に連続したデータを取得していた．） 

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

 また，衛星運用の地上系システムは，打上げ当初から
汎用大型計算機を用いたシステムを継続して利用してき
たが，システム維持のコストや老朽化の観点から，他の
新しい科学衛星と同様に Linux計算機を利用したシステ
ムへの移行が望まれていた．こうした中，2012年度には，

大型計算機からの移行システムの開発・試験を実施し，
2013 年度中から汎用大型計算機を用いた衛星運用から
Linux 計算機による新システムでの運用に切り替えを行
った．これにより，地上系機器の老朽化に伴うリスクが
大幅に低減できたと考えている． 

 これまで幾多の成果をあげ，宇宙プラズマ物理学の研
究進展に大きく貢献した事は世界的に高く評価されてい
るが，さらに最近では宇宙天気予報等の観点から
「GEOTAIL」の観測は多衛星による国際共同観測の中で
重要な位置を占め続けている．国際協力による磁気圏多
点観測網の中での責務を果たすため，これまでに引き続
いて 2013 年度には以下の項目について「GEOTAIL」の
運用が行われた． 

 

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

 ・追跡管制およびデータ取得を行った. 

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

データベース・システムに登録される. 

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

 

 上記の衛星運用項目以外にも，先に述べたように，米
国，欧州とともに地球磁気圏の国際共同観測を行なうこ
とによって，着実に科学的な成果を上げ続けている．
2013 年中に国際的な査読付き論文雑誌に掲載された
｢GEOTAIL｣関連論文の数は 32 本であり，打上げ後，20

年以上を経た現在も科学的な活動は衰えていない． 

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

 「GEOTAIL」の科学的研究活動の詳細や成果報告につ
いては，太陽系科学研究系の項などに関連記述があるの
で，そちらを参照されたい． 

図 3 GEOTAIL衛星の査読付き国際論文出版数の推移 
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 2013-2015年の 3年間は，第 24太陽活動の極大期を迎
えることが想定され，日本を含む国際的な内部磁気圏観
測計画の実施が開始されることや，NASA MMS 衛星が
打上げられ磁気リコネクションの観測的研究が新たな局 

面を迎える．こうした宇宙プラズマ研究をとりまく環境
の変化の中で，「GEOTAIL」衛星の観測継続は，引き続
き大きな科学的成果に資するはずである． 

 

 

 

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

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

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

中澤知洋（東大）坪井陽子 飯塚 亮 菅原泰晴（中央大）河合誠之 谷津陽一 森井幹雄（東工大）大橋隆哉 
石崎欣尚 江副祐一郎（首都大）幸村孝由（工学院大）吉田篤正 山岡和貴 馬場 彩（青山学院大）松下恭子 
佐藤浩介（東京理科大）中島基樹（日大）北本俊二 村上弘志（立教大）片岡 淳 中森健之（早大）村上敏夫 
藤本龍一 米徳大輔 星野晶夫（金沢大）内山秀樹（静岡大）宇野伸一郎（日本福祉大）國枝秀世 石橋和紀  

古澤文江 宮澤拓也 田原 譲 杉田聡司 松本浩典 幅良 統 森 英之（名大）小山勝二 鶴 剛  

信川正順 上田佳宏（京大）山内茂雄 太田直美（奈良女子大）常深 博 林田 清 中島 大 穴吹直久（阪
大）深沢泰司 高橋弘充 大野雅功 水野恒史 田中康之（広島大）粟木久光 寺島雄一（愛媛大）山内 誠  

森 浩二（宮崎大）Rob Petre Lorella Angelini 向井浩二 濱口健二 Katja Pottschmidt（ゴダード宇宙飛行セ
ンター） 

 

1. は じ め に 
 

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

 

2. 主な活動 
 

 平成 25 年度には，第 8 期国際公募観測を実施した．
さらに第 9期国際公募観測の公募と選定，観測に向けた
準備を行った．これまでの米国チャンドラ衛星との共同
観測に加えて，第 7期国際公募観測に開始した米国フェ
ルミ衛星との共同観測提案に基づく観測を実施した．ま
た平成 22 年 2 月より，突発天体観測時間（国際公募観
測とは別枠）を使った宇宙ステーション曝露部ミッショ
ン MAXI との協力を開始し，平成 25 年度中には，この
枠組による 2つの突発天体の観測が行われた． 

 平成 21年度の第４期公募観測から，「すざく」衛星の
特長を最大限に引き出すようなプロジェクト的な観測を
行う観測枠としてキープロジェクトを開始した．一般の
公募観測に加えてキープロジェクトからの科学成果も創
出されつつある．第 8期公募観測に実施したキープロジ
ェクトは以下の通りである. 

 ・銀河中心とバルジ領域のマッピング観測 

 ・ペルセウス銀河団のビリアル半径までの系統的マッ
ピング観測 

 ・超新星残骸プラズマ進化の新しいシナリオ 

 ・近傍銀河団のビリアル半径までの温度・エントロピ
ー分布の観測 

 ・太陽風電荷交換反応の検証 

 

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

 「すざく」も打上げから 8年が経過し，いくつかの機
器に経年変化が見られている．太陽電池パドルによる発
電量については，平均して 20W/年ほどの減少だったが，
2011年 8月から 2012年 7月にかけて大きく低下し，2013

年度中は小康状態を保っていた．一方，バッテリの劣化
により，2013年 2月頃より，2系統のバッテリの片系に
おいて，充電量を増やすと発熱する兆候が見られた．充
電量の制御により対応していたが，2014年 1月に，片系
の充電能力 90％程度が失われたために，日陰中に十分な
電圧が確保できずに，衛星の自動制御により観測を停止
した．その後バッテリをトリクル充電する，日陰中の電
力を下げるなどの工夫で 1 月末に 3 軸制御と CCD カメ
ラによる観測を再開，2月中に硬Ｘ線検出器も再起動し，
公募観測を再開した． 
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3. 主な成果の紹介 
 

 平成 25年度には，以下の 5件の結果を報道や HPを通
じて公開した．より詳しくは以下の URLを参照のこと． 
 http://www.astro.isas.jaxa.jp/suzaku/flash/ 

 

3.1 ブラックホールに落ち込む最後の1/100秒の解明へ 
 代表的なブラックホール天体である「はくちょう座
X-1」を X 線観測衛星「すざく」で観測し，ブラックホ
ールに高温ガスが落ち込む最後の 100分の 1秒に，10億
度以上にまで急激に加熱され，高エネルギーX 線を出す
ことを突き止めた． 

 

3.2 ケプラーの超新星爆発は金属を多く含む星の爆発
だった 

 「すざく」は，ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラー
が 1604 年に観測したことで知られる「ケプラーの超新
星爆発」を引き起こした星が，太陽よりも数倍多くの割
合で重い元素を含んでいたことを明らかにした．400 年
以上前に爆発した星の残骸を調べることで，爆発する前
の星の素性を探りあてた．この発見は，宇宙の標準光源
として用いられる Ia 型超新星爆発の明るさに予想外の 

バラつきがある可能性を示唆する． 

 

3.3 藤原定家の超新星爆発は非対称爆発だった 
 「すざく」は，藤原定家が記録した 1,000 年前の超新
星爆発の非対称な形状を明らかにした． 

 藤原定家は 1006 年に超新星爆発があったことを「明
月記」に記録として残した．その記録と現在の研究から，
この超新星は史上最も明るく輝いた核暴走型超新星とい
われている．この型の超新星は Ia型と呼ばれ，明るさが
一定のため，標準光源として宇宙の加速膨張の発見に寄
与してきた．明るさが一定の標準光源であるためには，
爆発がすべて一様，対称でなくてはならない．ところが， 

「すざく」の観測から，SN1006は鉄などの元素がある方
向に偏った非対称爆発だったことがわかった．宇宙の標
準光源に使われる Ia型超新星は予想外に「ゆがんだ」爆
発をしていたのである． 

 今回の発見は，Ia型超新星を標準光源として用いる多
くの研究に一石を投じるものである．さらに天文学上の
大きな未解決問題，「星の爆発のメカニズム」を解き明か
す重要な手掛かりを与えるものである． 

 

3.4 鉄はどこから来たのか? 
 高い感度と分光性能を誇る X 線天文衛星 「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
割合を調べたところ，そのばらつきが小さいことを発見
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．銀河団の誕生は宇宙誕生から約
40億年後（いまから約 100億年前）だと考えられている
ので，いまから 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，宇宙中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． 

 

3.5 宇宙の瞬間湯沸かし器 
 西暦 1572 年に爆発した「ティコ・ブラーエの超新星
残骸」の衝撃波において，気体中の電子が約２億度まで
瞬間的に加熱されている証拠を世界で初めて捉えた．こ
れは，Ｘ線天文衛星「すざく」による良質な観測データ
と，最新の物理学を駆使して開発した理論的手法の組み
合わせによって得られた画期的な成果であり，宇宙空間
で普遍的に存在する「無衝突衝撃波」の理解に大きな進
展をもたらすものである． 
 

 

4. SOLAR-B プロジェクト 
所内：坂尾太郎（プロジェクトマネージャ） 清水敏文 松崎恵一 渡邉恭子 岡本丈典 飯田佑輔 Lee Kyoung Sun

成影典之 一本 潔 山田隆弘 山本善一 田島道夫 橋本樹明 石井信明 峯杉賢治 廣瀨和之  

坂井真一郎 澤井秀次郎 戸田知朗 加藤隆二 大西 晃 太刀川純孝 豊田裕之 坂東信尚 竹内 央  

廣川英治 志田真樹 中塚潤一 斎藤 宏 長江朋子 餅原義孝 周東晃四郎 井上浩三郎 大串義雄  

清水幸夫 

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

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

他｢ひので｣チーム 

 

1. 「ひので」の概要 
 

 ｢SOLAR-B｣は，可視光を用いた太陽表面磁場の精密測

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

ロケット 7号機により打上げられ，初期投入軌道に予定
どおり投入され，｢ひので｣と命名された．衛星はロケッ
トから分離後，打上げからおよそ 17 分後に太陽捕捉を
完了，その後太陽電池パドル展開･太陽再捕捉完了した．
その後計 4回の軌道マヌーバを実施し，最終的に，高度
約 680km，傾斜角 98.1° の太陽同期極軌道に投入された．
姿勢制御系の機能･性能確認の後，3つの望遠鏡の電源投
入およびドア開けを行い，同年 10 月下旬より試験観測
を開始した．試験観測からすべての望遠鏡が非常に高い
解像度など所定の性能を有していることが確認され，現
在までに様々な新しい科学研究を発展できる優れた太陽
画像データが得られている．2007年年末より X帯での科
学データダウンリンクが不安定となる事象が発生し，
2008年 2月より S帯でのデータダウンリンクへの移行作
業に着手した．以降，望遠鏡側で観測の効率化を図り，
発生するデータ量を可能な限り抑えた上で，S 帯ダウン
リンク受信（S 帯地上受信局の効率的な確保や JAXA 地
上局の増強伝送回線の保持を含む）を行なっており，世
界の太陽コミュニティーに対する観測提案の受付･実施
に基づく，高い科学的価値をもつ観測･データ取得を引き
続き行なっている．2010年度に続き今年度（2013年度），
宇宙理学委員会によるミッション延長審査を受け，
2014-2016 年度の 3 年間の運用延長を認めていただいて
いる． 

 

2. 搭載機器の状況等 
 

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

 

2.1 ｢ひので｣搭載可視光磁場望遠鏡（SOT）の軌道上
運用 

 国立天文台およびロッキードマーチン太陽天体物理学
研究所（LMSAL）と協力して，｢ひので｣に搭載された可
視光磁場望遠鏡（SOT）による観測運用を継続している．
この望遠鏡は，解像度 0.2-0.3秒角で太陽表面の磁場を精
度高く測定する能力などを持つ世界に唯一の軌道上可視
光望遠鏡であり，世界や国内の研究者や大学院生から

様々な観測提案が多数寄せられている．観測運用は日米
SOTチームより半々の割合で運用を担当し，日本の担当
週では，上記の研究者の他，国立天文台，京都大学，東
京大学などからの研究者や大学院生も参加して観測運用
を実施している．毎週国際電話会議を通じて日米チーム
として観測対象の協議や望遠鏡の健全性の議論を行い，
SOTが長く観測可能なように努めている． 

 

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

 

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

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

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

 また，2012年 5月より，望遠鏡先端部の薄膜金属フィ
ルターに微小なホールがあいたためと考えられる可視迷
光が，一部の X線画像に混入するようになったため，こ
れを補正するための画像を定期的に取得し，迷光成分の
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除去を試みている． 

 

2.4 ｢ひので｣搭載極端紫外線撮像分光装置（EIS） 
 ｢ひので｣搭載の極端紫外線撮像分光装置（EIS）もま
た，打上げからこれまで順調に観測が継続されており，
取得された遷移層･コロナからの極端紫外線スペクトル
や極端紫外線像から数多くの成果が得られている．観測
波長域の未同定輝線の同定という分光学的なものから，
MHD 進行波の検出，太陽極領域ジェット磁気構造の特
定のほか，活動領域端に発見されたアウトフロー領域の
磁気構造や活動領域コロナループの足元に発見された高
速フローなどについて理解が進んでいる．これらの新た
な観測結果をもとに，太陽コロナの加熱機構や太陽フレ
ア発生機構について活発な研究が進められている． 

 

3. 観測運用 
 

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

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

 

3.2 太陽活動期における太陽フレア観測プランの策定 
 ｢ひので｣はX帯ダウンリンク問題により取得データ量
が減少したが，現在では，受信局の増加や観測の工夫に
より有意義な観測が行われている．太陽活動は「ひので」
の打上げ以降続いた長い低調期を脱して活発になってき
ており，限られた衛星テレメトリ資産条件のもとで，科
学的に有効な活動領域やフレアなどダイナミックスに富
んだ対象を重点的に観測することを目指している．この
ためには，活動領域･フレアに対する汎用性の高い観測プ
ランを立案し，できるだけ多様な研究活動に提供する必
要がある．｢ひので｣の中でも取得データの大部分（70%）
を占めるのが可視光磁場望遠鏡（SOT）であるため，SOT

の活動領域･フレア観測計画は特に重要である．SOT で
は定期的にベクトル磁場のデータを取得するプログラム
を軸に，できる限り可視光のイメージも取得し，フレア
や活動領域による磁場とその上空のプラズマの変化を詳
細に観測している．その他の観測機器（XRT･EIS）につ
いても，具体的な計画が策定され，フレアや活動領域の
観測を行っている． 

 

3.3 ｢ひので｣軌道上太陽天文台としてのサイエンス計
画調整 

 ｢ひので｣は世界に開かれた軌道上太陽天文台として科

学運用を実施している．科学観測は，科学運用チームが
主体的に提案･実施するコア観測プログラムと，世界の研
究者からの提案に基づく観測提案プログラム（HOP, 

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

 一方，NASA の運用経費削減による米国の観測運用マ
ンパワーの削減予定を受け，これに対応した観測運用形
態を 2014 年 1 月に 1 ヶ月間試行し，問題の有無や改善
点の抽出を行った．同様の運用試行を同年 6月にも実施
し，引き続き課題の検討を進める． 

 

3.4 ｢ひので｣フレアリストの作成 
 名古屋大学太陽地球環境研究所との協力により，｢ひの
で｣の視野内で発生し，また｢ひので｣が観測することがで
きた太陽フレアのカタログを作成するシステムを構築し
ている．作成したカタログは Web上に公開しており，ひ
ろく太陽研究者の便に供されている．また，このフレア
カタログを用いて，可視光磁場望遠鏡で観測された白色
光フレアの統計的な解析を進めている． 

 

3.5 ｢ひので｣デブリ回避運用の検討および準備 
 軌道上のデブリや小物体の数が近年急速に増加してい
る．高度約 680kmの極軌道の｢ひので｣においても，デブ
リとの異常な接近や最悪の場合，衝突の危険性が高まっ
ている．他の JAXA 衛星でも接近からの回避運用の事例
も見られ始めたため，｢ひので｣について回避運用の検討
および詳細手順の確立作業を行った．｢ひので｣の可視光
望遠鏡は強烈な太陽光を望遠鏡内部に導入しているた
め，衛星の太陽指向がある角度以上になると，太陽光の
斜入射による望遠鏡の破損の危険性がある．またデブリ
の接近はいつ発生するかは予知できないが，接近予報が
出た場合にデブリ回避運用実施までを少人数の運用者で
短時間にかつ安全に実施する必要がある．これらの点な
どを考慮して，デブリ回避のための軌道マヌーバの方針
や回避運用実施までの運用プロセスの検討などを行い，
詳細手順を確立した．2012年 3月にデブリの異常接近に
より，実際にこの回避運用を実施し，無事デブリとの衝
突を回避することができた．また，回避運用の過程で識
別された手順の不備に対して，修正検討を行い，今後同
様に回避を行う必要のある場合に備えている．2012年 3

月の事例以降は，まだ回避運用に至ったケースは生じて
いないが，注意深く経過をモニターする必要のあった接
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近事例は複数回生じており，今後もデブリ接近に対する
慎重な対応が必要である． 

 

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

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

回転数のドリフト傾向は継続しており，2016年ころに再
び回転数の戻し運用を行う必要が出るものと思われる． 

 

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

 

 

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

曽根理嗣 田中孝治 鵜野将年 淺村和史 山﨑 敦 

所外：平原聖文（名大）坂野井健（東北大）岡田雅樹（極地研）小淵保幸（三菱電機）三好由純（名大）海老原祐輔（京
大）小川泰信（極地研）細川敬祐（電通大）西山尚典 福田陽子（極地研）秋谷祐亮（京大院生） 

 

1. 概 要 
 

 2005年 8月に打上げられた「れいめい（INDEX）」は，
重量 70kg の日本を代表する高機能な小型 3 軸衛星であ
り，世界初の高空間・高時間分解能のオーロラ粒子・発
光の同時観測を成し遂げた．電離圏・磁気圏結合，磁気
圏尾部でのプラズマダイナミクスに関する新たな知見を
得てきた．これらの成果により，2010年度日本航空宇宙
学会技術賞を受賞している．2013年度には，れいめい衛
星の開発と長年の省力化運用に対して宇宙科学研究所所
長表彰を受けている． 

 第 2 章には理学観測の 2013 年度の内容を紹介する．
極域オーロラと粒子観測，中緯度域の大気光，スプライ
ト観測についての所定の目的を達成したため，理学委員
会と連携しつつ，2012 年度を以って，「れいめい」の理
学観測を終了した．第 2章では，これまでの観測データ
に基づいた理学的な成果を報告する． 

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

 第 5章には，「れいめい」のプロジェクト特定設備とな
っている相模原局の 3.8mアンテナの機能拡張として，X

帯受信機能の整備，及び，大学等の他機関が打上げる小
型衛星の運用受信ができるように局設備の機能拡張を行
っている現状を紹介する． 

 衛星プロジェクトの学術成果の発表としては，1 件の
査読付き論文，1 件の修士論文が出版された．学会発表
については，1件の国際・国内学会発表がなされた． 

 

2. 理学観測の概要 
 

 れいめい衛星は，元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．
現在も，公開データを用いた国内（東北大，京都大，名
古屋大，高知高専他）ならびに国外（米国，ノルウェー
他）との共同研究が進行中である．また，海外研究者か
らのデータリクエストもあり，共同研究を進めている．
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これらの研究成果は国内・国際学会にて報告されている． 
 

2.1 理学観測終了 
 2008 年 8 月の ESA の不具合発生以前のれいめい衛星
の理学目的は，画像・粒子によるオーロラの高時間・高
空間分解能同時観測によって，オーロラ微細構造に対応
するプラズマ構造を明らかにし，微細構造の成因を解明
することであった．ESAに不具合が発生し，電子観測が
不可能になった後の主な理学目的は，これまで衛星観測
例が乏しい大気光やスプライト発光，また極域において
リム方向における窒素分子イオンの太陽光共鳴散乱光を
捉え，極域電離圏からのイオン流出過程を明らかにする
ことであった．大気光に関して，2012年度までにほぼ全
地球経度を網羅し，汎地球的な分布を調査するために必
要な統計的データを取得している．それ以外にも，運用
延長申請した際に設定した観測目的をすべて達成し，必
要なデータの取得を完了した． 

 一方，2012年には，地球大気光や共鳴散乱光を観測す
るための IMAP，スプライトを観測するための GLIMSが
ISS に設置されて稼働を開始し，着実にデータを蓄積し
ている．また，太陽活動度は極大期を過ぎ，今後は低下
傾向となると予想される．これらのことから，れいめい
プロジェクトは理学観測終了を宇宙理学委員会に申請
し，2012年度末をもって終了が認められた． 

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

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

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

 

2.2 極域におけるオーロラ観測 
 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課
題を行った．特に，2014年 2月 28日から 3月 6日にか
けて，EISCAT特別観測を 7日間（計 7パス，EISCAT特
別観測時間計 5時間）実施した．図 1に，2014年 2月 28

日 00:36UT付近における MACリム観測によるオーロラ
高度分布（レーダーとの共同観測時に実施）と，図 2に
詳細モードによる下向き観測例をそれぞれ示す．図 1の
イベントでは，太陽風中の CME 影響下における磁気擾
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．これにより，従
来通り，オーロラの分布が良好に捉えられており，かつ
N2+上昇流にともなう増光を 7年ぶりに捉えることがで
きた．これらにより，高度分布モードならびに詳細観測
モードについていずれも，理学目的に向けた研究が依然
として性能を維持していることが確認された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 搭載リチウムイオン電池の軌道上評価 

 「れいめい」に搭載されたリチウムイオン 2次電池は，
既に軌道上で 7 年間動作し，4 万サイクルを超える充放
電サイクルを経験している．軌道上の長時間のデータが
精密に計測されているリチウムイオン電池として，国際
的に数少ないものであり，軌道上の寿命評価のための観
測を継続している．「れいめい」では，アルミラミネート
材を外装に使用したリチウムイオン二次電池が使用され
ている．この電池では，正極にスピネルマンガン酸リチ
ウム，負極にグラファイト系カーボンが使用されており，
公称エネルギー密度は 160 Wh/kg を超える電池であっ
た．バッテリとしては，これを 7直列とし，更にこれを
2 並列を搭載していた．ラミネート外装を減圧環境下で
補強するために，アルミ容器に格納し，内部はエポキシ
系樹脂でモールドを施し，衛星へ実装した． 

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

程度であり，この電圧を加味して，必要に応じて科学観
測機器（特にカメラ）の運用時間と台数制限を行ってきた． 
 特に 2012年度には，放電末期の電圧が UVC電圧値に
近づく傾向があることから，充電時電圧を，これまでの
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4.1V/cellから 4.2 V/cellに設定し，運用を継続してきた．
図 3と図 4には，充放電時のバッテリの電圧を，それぞ
れ 4.1IV/cellと 4.2Ｖ/cellで充電した場合に対して示して
いる．図 3と図 4を比較すると解るように，この際の充
電電圧の上昇幅に対して，放電時電圧の増加量は小さく，
電池の内部抵抗の増大が危惧される．図 5は，打上げ後
7 年間に及ぶ電池の運用データとして，放電末期の電圧
と，このときの負荷電流を示している．別途，充放電サ
イクル中の温度推移を確認しているが，打上げ当初から
大きな変化はなく，劣化を助長する電池内部抵抗の上昇
に伴う発熱等は今のところ認識されていない．今のとこ
ろ，電源系に係り通常の衛星運用に支障を来す状況はな
く，健全性は打上げから７年を経て，依然として確保さ
れている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 年度後半に発生した地上アンテナの不具合等に
よる衛星の緊張運用期間には，4.2V/cell での充電を継続
していたが，2013年度には，定常的運用への移行を受け
てコマンド運用を回復し，バッテリの延命処置を進める
ため再度充電電圧を 4.1V/cellに戻す作業を実施した． 

 また，劣化傾向をインピーダンスの面から理解を図る
ため，放電時の UVC 制御を解除した状態で，科学観測
用のカメラを動作させ，ステップ上に負荷を変動させる
実験を行った．図 6および図 7には，負荷変動に伴う電
圧変化を，2 系統ある直列組それぞれについて示した．
本評価から，UVC制御を解除した状態であれば，カメラ
の使用が可能であることが示唆されている．また，負荷
変動時の電流が均等にそれぞれの直列接続同士に分配さ
れており，また到達した電圧レベルも同定度であること
から，二系統の直列接続それぞれの間で劣化傾向に大き
な差異はないことが示唆された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 衛星運用の自動化・遠隔化と汎用化 
 

 「れいめい」の定常運用におけるオペレータの負担軽
減を目的に，自動運用システムを開発，実機による検証

図 3 低い充電電圧レベル（4.1V/cell）での充放電 
 

図 4 高い充電電圧レベル（4.2V/cell）での充放電 
 

図 5 バッテリ放電末期電圧のトレンド 
 

図 6 負荷変動に伴う電圧変化（バッテリ 1） 
 

図 7 負荷変動に伴う電圧変化（バッテリ 2） 
 

図 8「どこでも衛星運用」概略 
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実験を行っている．自動運用システムでは，「スケジュー
ラ」と呼ぶソフトウェアが，運用計画ファイルより生成
されるスケジュールファイルに基づいて，オペレータの
代わりに運用シーケンス全体を管理・統括・制御し，オ
ペレータの代役を果たす．「れいめい」実機を用い，当初
の目標であった観測データ/HKデータのダウンリンクの
自動化は実現し，運用者の負担が軽減する目処は立った．
一方，ユーザが衛星や地上局の状態を監視したり，緊急
時の対応をせざるを得なかったり，というケースも考え
られる．人間が極力運用システムに拘束されずに自動運
用システムと通信するための一手段として，遠隔運用シ
ステムを現在の自動運用システムと組み合わせることを
行なっている，衛星運用の操作一式（運用時間調整，運
用，取得データ管理，安全管理）を実現し，自動運用を
前提とするシステムとの組み合わせにより，「どこでも運
用」可能なシステムの実現を目指している．図 8は「ど
こでも運用システム」の概略を示している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 年度は遠隔運用システムの試作として，「れいめ
い」の衛星状態監視機能の一部を携帯端末 iPad上に実装
した．開発には，Apple 独自の Xcode を用いており，優
れたユーザインタフェースを提供する一方で，機種依存
性が高い．2013年度は，端末の機種依存性を極力なくす
方向で，システムの改良を行った．具体的には，XMLで
記述する衛星・地上局データベースから衛星・地上局の
状態監視ならびに制御を行えるアプリケーションを（半）
自動生成する仕組みであるスクリプトを開発した．生成
したアプリケーション（JavaScript+HTML）は Webブラ
ウザがあれば，端末や OS の種類に依存せずに利用可能
である．図 9は Webブラウザ版衛星状態監視システムの
スクリーンショットである．アプリケーション開発の労
力が軽減され，維持管理も容易になり，コスト削減にも
繋がると期待される．少人数での衛星・地上局同時開発
のための開発ベッドとしても活用できることを期待して
いる．また，衛星・地上局の開発初期段階から，状態チ
ェックに使えるアプリケーションを揃えられるため，試
験治具としても有用であると考えている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013年度には，Webブラウザ版衛星状態監視システム
の一部機能を，「れいめい」実運用に適用した．ただし，
セキュリティ面を考慮し，ごく限定的な条件の下で実施し
た．運用室内において一部テレメトリの受信・表示を実施
し，コマンド送信機能については，「れいめい」搭載計算
機プロトタイプを利用したシミュレータを対象とした． 

 今後は，特にセキュリティ面の課題を明確にして解決策
を見出しつつ，緊急内容に応じたコマンド（緊急スケジュ
ール）発行の機能なども，徐々に実装する予定である．ま
た，他衛星への適用について検討を進める予定である． 

 

5. 相模原 3.8ｍアンテナ局の高度化 

5.1 X 帯受信機能の付加 
小型衛星の機能を高度化するためには，観測機器の高

度化に加えて観測データをダウンリンクする通信速度を
大幅に高速化させる必要がある．特に，小型衛星による
地球観測ミッションの場合には，ダウンリンクできる画
像の量がミッションの価値に直結するため，数 100Mbps

程度のダウンリンク通信速度が必要となる． 

このような将来を見据えて，2012 年度には，「れいめ
い」を運用している相模原キャンパスの S 帯 3ｍアンテ
ナを S/X 帯共用の 3.8ｍアンテナに更新した．このアン
テナ設備を用いて，「ほどよし 4号」衛星にて 300Mbps の
高速通信実験を 2014年度に行う予定である． 

 2013年度には，3.8ｍS/X帯アンテナの X帯受信機能の
整備を行った．図 10は，相模原 3.8ｍアンテナ局の構成
である．＊の部分は，2013年度に新設した部分である．
X 帯の RF 受信フロントエンドとして，アンテナ鏡面直
下の背面機器室内に，低雑音増幅器，周波数変換器，シ

図 8「どこでも衛星運用」概略 
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ステム雑音計測装置，校正信号入力部などを設置した．
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． 

 

5.2 大学共同利用設備としての S帯衛星運用局を目指
して 

 近年，教育やビジネスを目的として，大学等が小型衛
星を開発して打上げるようになっている．大学等で小型
衛星をしても，開発と運用維持に専門的な知識と経験が
必要な S 帯以上の周波数のアンテナ局を維持すること
は，現状の日本の小型衛星コミュニチｲーには負担が大き
く，ほとんど実現できていない． 

 この問題を解決するために，「れいめい」のプロジェク
ト特定設備である相模原局を他大学の小型衛星等の運用，
受信ができるように機能拡張を行っている．図 10は，整
備した S/X 帯共用アンテナ局設備のブロック図を示す．
2014年度打上げの東京大学が中心となった「ほどよし 3，

4号」衛星の衛星運用を行えるように整備を行っている． 

 S 帯については，屋上設置のアンテナから 4 階の運用
室までの径路は，衛星によらずに共通とし，4 階運用室
にて送信系，受信系の中間周波数の段階で切り替えスイ
ッチを用意した．その切り替えスイッチにより，各衛星
が独自の変調器，復調器，ベースバンド処理装置を持て
るシステムとした．相模原には地上設備の最低限の操作
を行うオペレータ駐在するが，衛星のベースバンド信号
はネットワークによってほぼ準リアルタイムに該当大学
拠点にある衛星運用センターに伝送できるシステムが構
築された．外部機関のオペレータにはトレーニングを行
い，宇宙研スタッフの監督の下で 3.8ｍアンテナの操作
ができるような体制を整備中である． 

 2013年度現在では，「れいめい」の送受信周波数近傍の
周波数でしか運用ができないハードウェアになっている
が，今後，S帯に割り当てられている周波数全域にわたっ
て，衛星運用が行えるシステムに改修を行う予定である． 
 

 

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

上野宗孝 上水和典 川勝康弘 奥泉信克 山本善一 鎌田幸男 冨木淳史 山田隆弘 竹前俊昭  

豊田裕之 成田伸一郎 廣瀨和之 太刀川純孝 中塚潤一 戸田知朗 林山朋子 吉川 真 加藤隆二  

 

図 10 相模原 3.8ｍアンテナ局の構成．S帯れいめい系部分は既設であり，2013年度に新設した部分は，他機関衛星の S帯運用系
への切り替え系，及び，高速 X帯受信系であり，＊で示してある． 
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市川 勉 竹内 央 廣瀬史子 橋本樹明 関 妙子 山本高行 鵜野将年 川原康介 福吉芙由子  

山本幸生 餅原義孝 清水幸夫 矢嶋季郎 大串義雄 井上浩三郎 入門朋子 澤井秀次郎 長谷川晃子  

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

所外：田口 真（立教大）渡部重十 福原哲也（北大）岩上直幹（東大）坂野井健（東北大）はしもとじょーじ（岡山
大）堀之内武 高橋幸弘（北大）高木征弘（京産大）星野直哉（東北大）神山 徹（産業総合研究所）（京大）
二口将彦（立教大）林 祥介（神戸大）松田佳久 佐藤尚毅（東京学芸大）中村良介（産総研）平田 成（会津
大）山田 学（千葉工業大学）大月祥子（専修大学）小郷原一智（京産大） 

 

1. はじめに 
 

 金星探査機「あかつき（PLANET-C）」は 2010年 5月
21 日に種子島宇宙センターから打上げられた．2010 年
12 月 7 日に金星周回軌道への投入オペレーション
（VOI-1）が行われたが，推進系の不具合のため「あかつ
き」は十分に減速できず金星近傍を通過し，太陽の周り
を約 203 日の周期で公転する軌道に入った．VOI-1 は失
敗に終わったが，探査機に搭載されたミッション機器の
健全性は確認されている．プロジェクトチームは 2015

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

 

2. 探査機に対する熱環境の影響の緩和 

 VOI-1失敗のため，「あかつき」は当初想定していない
太陽周回軌道を飛行することとなった．近日点近傍では，
設計条件を上回る熱環境（図 1）にさらされるため，想
定外の高温により表面熱制御材が劣化し，探査機内部の
温度が上昇することが懸念される．2011 年 4 月 17 日の
第 1回の近日点では，熱環境の緩和を図るための運用と
して，最も熱体制が高い+Z 面を太陽指向とするように
探査機の姿勢を変更し，機器温度を許容温度範囲内に維
持する対策がとられた．また，その後の定常運用におい
ても，+Z 面を太陽指向とする姿勢を基本としている．
これまでのところ長期的な温度上昇トレンドがあり，表
面材の劣化の影響が考えられる（図 2）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 軌道制御エンジン試験噴射 

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

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

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

秒間の噴射が実施され，得られた推力の大きさから，
OME は破損が進行して燃焼器として機能していない状
態にあると推定された．これらの試験結果から，破損し
た OME ではなく姿勢制御システム（RCS）を用いて軌
道制御を実施した方が良いと判断された．この為，不必
要となった酸化剤は投棄することと成り 2011 年 9 月か
ら 10月にかけて 65kg（推定値）の投棄が実施された． 

 

4. 金星への再接近に向けた軌道制御 

RCSを用いた軌道制御は，第 2回の近日点（2011年 11

月６日）の近傍である 2011年 11月 1日，10日，21日に
実施された．姿勢制御スラスターの噴射時間はそれぞれ，
587.5秒，544.0秒，342.12秒であった．3回の噴射による，
速度変更（ΔV）は約 240m/sであり，探査機は 2015年 11

月に金星に再び接近する軌道（図 3）に入った． 

 

 

 

 

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

 

図 2 探査機各部の温度履歴．およそ 200日ごとの近日点通過時に温
度が上がるほか，長期的な温度上昇トレンドが見える．
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 現在のまま飛行を続け，探査機が計 9回（残り 2回）
の近日点における過酷な熱環境を生き延びられれば，
2015 年 12 月には，探査機は金星と会合する．この時ど
の様にして金星周回軌道へ再投入するかは検討中であ
り，太陽潮汐の影響を考慮した投入計画を立案中である．
現在の所，ホフマン遷移軌道，太陽潮汐を利用した重力
ブレーキ法，2015 年には一度金星との Swing-by をした
のち，次の会合チャンスを待ち投入する方法などが考慮 

され，出来上がり軌道の科学観測に於ける有意さと，投
入の技術的難易度のトレードオフを行っている． 

 

6. 科学観測 
 

 2010年，金星周回軌道投入失敗の直後に行った金星撮
像により，雲の温度分布にこれまで知られていなかった
微細構造を発見した（Geophys. Res. Lett.に掲載）．その
後，2011年に遠距離からの金星測光観測により，硫酸雲
の光学的性質が従来と異なっていることや，雲の原料と
なる物質が惑星スケールの流体波動によって運ばれてい
るらしいことを見出した．また同年，太陽コロナの電波
掩蔽観測を行い，太陽風の速度分布や電磁流体波動の性
質について新たな知見を得た（Astrophys. J.に掲載）．こ
れらクルージング中に取得した科学データによる成果創
出に引き続き取り組むとともに，欧州の金星周回機
Venus Express により得られた金星画像データを用いて
データ処理パイプラインを実証し，予備的な科学解析に
も取り組んでいる． 

 検討中の金星周回軌道は赤道周回軌道であり，このよ
うな軌道であれば長期にわたる連続的な撮像観測が可能
となるため，当初の科学目的を大きく損なわず達成でき
る可能性がある．遠金点高度が高くなるために解像度が
落ちることが研究成果にどのような影響を及ぼすかにつ
いて検討中である．再軌道投入時には NASA DSNの支援
を得る予定であり，その見返りに NASAから受け入れる
Participating Scientistが 7人選ばれている．今後は新たな
観測軌道を前提に，彼らとの研究手順の調整を行う． 
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松本 紘 山川 宏 橋本弘蔵 大村善治 山路 敦 能勢正仁 小嶋浩嗣 上田義勝（京大）柴田裕実  

佐々木晶（阪大）岡田雅樹 田中良昌（極地研）渋谷秀敏（熊本大）本田理恵（高知大）向井 正 臼井英之  

中村昭子（神戸大）佐川永一（国際通信経済研究所）荒木博志 河野宣之（天文台）柴村英道（埼玉県短大） 

中村良介（産総研）村田健史 長妻 努 品川裕之 坪内 健（NICT）柳澤正久（電通大）高橋隆男  

利根川豊 三宅 亙 田中 真（東海大）大橋英雄（海洋大）井田 茂 綱川秀夫 中澤 清 長井嗣信  

本蔵義守 松島政貴 高橋 太 片岡龍峰（東工大）渋谷眞人（東京工芸大）阿部 豊 杉浦直治 寺澤敏夫  

図 3 姿勢制御スラスター噴射後の軌道． 
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星野真弘 岩井岳夫 杉田精司 宮本英昭 吉川一朗 三浦弥生（東大）向後保雄（理科大）高木靖彦（東邦学
園大）大家 寛 岡野章一 小野高幸 笠羽康正 森岡 昭 小原隆博 寺田直樹 三澤浩昭 坂野井健  

大谷栄治 加藤雄人 熊本篤志 土屋史紀（東北大）中川朋子（東北工大）岡田敏美 石坂圭吾 三宅壮聡  

高野博史（富山県大）野上謙一（濁協医科大）藤井良一 小島正宣 渡辺誠一郎 町田 忍 平原聖文  

関華奈子 三好由純 西野真木 家田章正 海老原祐輔（名大）中野久松（法政大）山本哲生 日置幸介（北大）
滝澤慶之（理研）高田淑子（宮城教育大）柳町朋樹 田口 真 亀田真吾（立教大）塩見 慶（リモート・セン
シング技術センター）菊池 順 長谷部信行 宮地 孝 宮島光弘（早大）諸岡倫子（スウェーデン宇宙物理研
究所）中村るみ（オーストリア宇宙研究所） 

 

1. 概   要 
 

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

 本計画の科学的意義は，以下の二つである． 

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

（2）水星は，磁場の存在と関係すると見られる巨大な
中心核など特異な構造と歴史を持つ．その内部・
表層の全球観測は，太陽系形成，特に地球型惑星
の起源と進化の解明に貢献することが期待される． 

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

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

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

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

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

に最適化されたもので，以下の特徴を持つ． 

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

・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，
スピン安定である． 

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

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

・軌道：表層・内部・磁場を全球計測するため，低高
度極軌道をとる． 

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

 

2. 「BepiColombo」全体計画 
 

 重量・コストの制約に起因する ESA側のスケジュール
遅延（技術課題に対するリスクの見直し，重量超過に伴
う打上げ機体の変更）に伴い，「MMO」探査機及び観測
装置等の設計・試作を 2005～2008 年度に行い，製作を
2009～2012 年度に行う．2012～2014 年度の国内での総
合試験，2015年度に欧州での総合試験を経て，打上げは
2016年度の予定である． 

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

Composite）として打上げられる．打上げは，アリアン
５型により，南米 Kourou基地（仏領ギアナ）で 2015年
夏に実施する．地球（1 回），2 回の金星，4 回の水星フ
ライバイを経て，2022年に水星に到着する．この間の統
合モジュールの制御・運用は「MPO」がつかさどり，ESA

によって実施される．JAXAが担当する「MMO」探査機
は殆どの時間は電源 OFF状態で（MPOからの温度維持
機能を除く），最低限のヘルスチェック運用のみ実施する． 
 水星周回軌道に入る前に，「MCS」から「MTM」が切
り離され，「MPO」の推進機能を使って長楕円の水星周
回軌道に投入される．その後「MPO」の推進機能を用い
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て遠水点高度を下げ，「MMO」の周回軌道（高度：400

×12,000km，周期：9.3時間）に到達する．ここで「MMO」
は起動され，十分なヘルスチェックの後に「MPO」から
スピン分離し，臼田 64mによる独自の運用・観測活動を
開始する．「MPO」は，再度の推進薬の噴射によって更
に高度を下げ，ほぼ円軌道（高度：400×1,500km，周期：
2.3時間）に至る．これにより，「MPO」/「MMO」探査
機は，同一軌道面を 1：4 の軌道周期で周回し，磁場連
携観測などに寄与する． 

 

3. 開発全体スケジュールと主要マイルストーン 
 

・2003年度 基礎研究フェーズ 

・2004年度 フェーズＡ（研究フェーズ） 

国際観測機器公募，内惑星熱真空環境シミュレータ
製作など 

・2005年度 フェーズＢ（予備設計フェーズ） 

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

・2006年度 同上続き 

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

・2007年度 同上続き 

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

・2008年度 同上続き 

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

・2009年度 フェーズＣ（設計・製作フェーズ） 

年度前半から「MMO」探査機の熱構造モデルの試験
＠JAXA 

３月～：サブシステム CDR（2011年度５月まで） 

・2010年度 フェーズＣ（設計・製作フェーズ） 

９月：「MMO」探査機の熱構造モデルの ESA/ESTEC

への輸送 

10月：ESA/ESTECでの MMO単体熱モデル試験 

12月：ESA/ESTECでのMOSIFと組合わせた熱試験 

・2011年度 同上続き 

７月～１月 FM一次噛み合わせ＠JAXA 

２月～６月 FM単体環境試験＠JAXA 

・2012年度 フェーズＤ（「MMO」総合試験＠JAXA） 

10月～「MMO」/FM総合試験＠JAXA 

・2013年度 同上続き 

・2014年度 同上続き 

 ～1月 「MMO」/FM総合試験＠JAXA 

3～4月 「MMO」探査機のフライトモデルをESTEC

へ輸送 

・2015年度 

6 月 「MMO」探査機のフライトモデルを ESA へ
引渡し 

７月~ 母船総合試験＠ESTEC（欧州宇宙技術セン
ター） 

・2016年度 射場作業，打上げ（2016年７月予定） 

 

表 1 水星探査プロジェクト： 2013年度主要会合 

 総合試験中間報告会 

2013年 3月 28日 第 19回MMO設計会議．相模原 

 ESA-JAXA インターフェース会議 

2013年 4月 15-18日 
 

第 36 回 ESA-JAXA Interface Meeting．
ISAS/JAXA 

2013年 7月 25日 
 

第 37 回 ESA-JAXA Interface Meeting．
ESA/ESOC 

2013年 12月 2-4日 
 

第 38 回 ESA-JAXA Interface Meeting．
ESA/ESTEC 

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

2013年 9月 1-5日 
 

第 10 回 MMO Science Working Team 
Meeting．Lapland 

 

4．「MMO」・「MPO」搭載観測機器 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 また，両探査機の連携によって以下のより有意義な観
測が可能となる． 

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

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

 
表 2 「MMO」探査機：観測機器チーム 

名称 観測内容 
代表者 /副代表者
および機関 

他の参加機関 
（国内）・参加国 

MGF 水星内部・磁気
圏・太陽風の磁
場観測 

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

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

MPPE 電子・イオン・
高速中性粒子の
エネルギー・質
量分析による磁
気圏・大気・太
陽風探査 

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

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

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

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

Japan：富山県大，愛
媛大，京都産業大，
東北大，JAXA 
Europe：フランス，
スウェーデン，ノル
ウェー，フィンラン
ド，ハンガリー，ESA 

MSASI ナトリウム大気
の撮像による大
気生成・消滅の
探査 

吉川一朗 
（東大）/ O. Kora-
blev（IKI, ロシア） 

Japan：立教大，東北
大，JAXA 

MDM 水星・惑星間・
恒星間ダストの
観測 

柴田裕実 
（京大） 

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

 

表 3 「MPO」探査機：観測機器チーム 

名称 観測内容 
PI/Co-PI 
（一部略） 

他の国内 
参加機関 

BELA レーザー高度計
による重力場・
内部構造の探査 

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

国立天文台 

ISA 
MORE 

電波精密測距に
よる重力場・内
部構造の探査 

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

 

MAG 水星内部・磁気
圏・太陽風の磁
場観測 

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

JAXA 他 

SIMBIO- 
SYS 

撮像および光・近
赤外分光による
表層地形・組成地
形・組成観測 

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

 

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

 

MGNS ガンマ線・中性子計
測による表面組成 

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

JAXA，早大
他 

MIXS  
SIXS 

X線計測による
表面組成 

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

JAXA他 

PHEBUS 紫外線分光によ
る大気組成 

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

JAXA，東大 
他 

SERENA 中性粒子・イオ
ン観測による表
面・大気組成 

S. Orsini （CNR-IFSI, Italy） 他 JAXA 他 

 

5. 「MMO」・「MPO」探査機の設計検討・開発状況 
 

 MMO単独の総合試験を継続実施している．3月に総合
試験中間報告会を実施し，各機器・システム間での情報
の交換・共有を行った．衛星システム（基本文書作成，
品質保証計画，対 ESA モジュール I/F，「MMO」探査機
詳細仕様など），の作成・維持を行った． 

 また，ESA側開発遅れに伴う打上げ年度の変更に伴う
影響，開発遅れをもたらした技術的問題の影響，MESSEN-

GER の観測に基づく水星重力係数の大幅な改訂に伴う
影響の評価を引き続き実施した． 

 

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

Assurance）マネージャーとの調整を継続した． 

 ESA側 Spacecraft CDRを契機に発足した SPCによる
Tracking Committee にメンバーとして参加するととも
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に，11月に行われた ESA側 Spacecraft ΔCDRに参加し，
ESA側プロジェクトの状態を確認した． 

 

6．「MMO」・「MPO」観測チームの活動 
 

6.1 BepiColombo Science Working Team（Bepi-SWT） 
 2013年度の Bepi-SWTを，ラップランドにて 2013年 9

月に開催した．会議では（1）プロジェクトの進行状況報
告，（2）各搭載機器の開発状況報告，（3）水星サイエン 

スに関する基調講演が行われた． 

 

6.2 MMO Science Working Sub-Group（MMO-SWG） 
 2013 年度は MMO-SWG としての会合は行っていない
が，SWGメンバーを中心に水星周辺という熱的に厳しい
環境，さらには，活用できるリソースが限られていると
いう境界条件において，いかに最高のサイエンス成果を
得るかというデータ取得戦略議論を行っている． 

 

 

 

8. ASTRO-H プロジェクト 
所内：高橋忠幸（プロジェクトマネージャ）満田和久（プロジェクトサイエンティスト）峯杉賢治（バス系統括） 

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

尾崎正伸 前田良知 渡辺 伸 竹井 洋 辻本匡弘 夏苅 権 石村康生 志田真樹 岡崎 健 冨田 洋 
上野史郎 田村隆幸 坂東信尚 太田方之 和田篤始 岩田直子 嶋田貴信 川原田円 飯塚 亮 湯浅孝行 
小高裕和 林多佳由 片岡理江 林 克洋 山田隆弘 池田博一 中川貴雄 川﨑繁男 小川博之 海老沢研 
松本浩典 杉田寛之 佐藤洋一 篠崎慶亮  

所外：玉川 徹 佐藤悟朗（理研）田代 信 寺田幸功（埼玉大）藤本龍一（金沢大）久保田あや（芝浦工大） 

牧島一夫（東大・理研）中澤知洋 平賀純子（東大）内山秀樹（静岡大）坪井陽子（中央大）片岡 淳  

中森健之（早大）河合誠之 谷津陽一（東工大）大橋隆哉 石崎欣尚 江副祐一郎（首都大）吉田篤正 馬場 彩 
澤田真理（青山学院大）衣笠健三（国立天文台）幸村孝由（工学院大）山岡和貴（名大）松下恭子 佐藤浩介（東
京理科大）北本俊二 内山泰伸（立教大）村上弘志（東北学院大）村上敏夫 米徳大輔（金沢大）星野晶夫（立
教大）宇野伸一郎（日本福祉大）田島宏康 古澤彰浩 石橋和紀 秋元文江 田原 譲 田村啓輔 森 英之（名
大）幅 良統（愛知教育大）小山勝二 鶴 剛 嶺重 慎 上田佳宏 田中孝明 信川正順 内田裕之（京大） 

山内茂雄 太田直美（奈良女大）常深 博 林田 清 穴吹直久 中嶋 大 能町正治（阪大）伊藤真之（神戸
大）深沢泰司 水野恒史 高橋弘充 大野雅功 田中康之（広島大）粟木久光 黄木景二 寺島雄一（愛媛大）
廿日出 勇 山内 誠 森 浩二（宮崎大）高坂達郎（高知工科大）北山 哲（東邦大）他 ASTRO-Hチーム 

 

1. ASTRO-H 衛星の概要 
 

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

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

 2013年度は MTM（機械試験モデル）を用いて機械環
境試験（衝撃，音響，正弦波振動試験）を行い，衛星の
構造数学モデルの妥当性，及び衛星主構造の耐振動性を
評価した．また，機械環境試験前後にアライメント測定
を行い，変動が起きていないことを確認した． 

 その後，FM（フライトモデル）の組立を行い，搭載機
器の一次噛み合わせ試験を実施した． 

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

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

（2）厚い周辺物質に隠された遠方（過去）の巨大ブラ
ックホールを，現在運用中の日本のＸ線天文衛星
「すざく」の約 100 倍の感度で観測し，その進化
と銀河形成に果たす役割を解明する． 
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（3）ブラックホールの極めて近傍にある物質の運動
や，そこから出る輝線の構造を測定することで，
重力のゆがみを把握し，相対論的時空の構造を明
らかにする． 

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

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

 この科学的目標を実現するために，以下の装置の開発
を行う． 

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

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

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

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

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

 

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

助言を得るために，NASA，ESA，JAXAのそれぞれの宇
宙機関からサイエンスワーキンググループ（SWG）メン
バーが公募され，13名が選ばれている． 

 

2. ASTRO-H 衛星搭載マイクロカロリメータ 
 （SXS）の開発 
 

 ASTRO-H搭載予定の SXS検出器は，極低温検出器マ
イクロカロリメータを用いた精密分光器である．マイク
ロカロリメータはＸ線 CCDカメラの 20倍程度の分光能
力を持ち，天体の運動や物理状態を精度よく決定するこ
とが可能である．宇宙の様々な謎を解き明かし，未知の
物理現象を発見することが大きく期待される．2013年度
全体については EMによる各種実証試験及び環境試験，
FM の詳細設計と製作を行った．EM デュワはシステム
MTM 試験に参加した．また各種機器はサブシステム噛
み合わせ試験，システム一次噛み合わせ試験に参加して
いる．2012年度に EMのデュワとセンサを組み合わせて
の冷却試験で判明した冷凍機の駆動による振動が，セン
サ温度の安定度とエネルギー分解能を劣化させる現象に
ついて，原因究明と改良を行った．冷凍機とデュワの間
に振動を伝えないアイソレータを挟むことで，センサの
性能劣化は避けられる見通しが立ち，アイソレータの詳
細設計及び関連するインタフェースの設計変更と検証を
進めている．デュワはフライトモデルの製作を開始して
おり，2014年度初頭からセンサの組み付けを始める．冷
凍機駆動装置や信号処理装置など各種電気機器も設計，
製作が進行しており，環境試験及び性能評価試験を様々
なレベルで行っている． 

 

3. ASTRO-H 衛星搭載Ｘ線望遠鏡（SXT/HXT）
の開発 

 

 ASTRO-H 衛星には 2 台の硬Ｘ線望遠鏡（HXT:Hard 

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

Telescope）が搭載される． 

 HXT製作は日本側の担当であり，名大，愛媛大，高知
工科大，宇宙研が共同で開発を進めている．1 台目のフ
ライト品（HXT-1）は，すでに前年度までに製造と X線
での較正を一通り終えている．今年度は 2台目のフライ
ト品（HXT-2）の製造と X線での較正試験（SPring-8実
験）を行った．まず，HXT-2に必要な反射鏡を全数（約
1000枚）揃え，HXT-2の 2段目に反射鏡を搭載した．そ
の後 SPring-8 で 2 段目のフォイルの位置調整を行った
後，1 段目の反射鏡を搭載し，上下段合わせたフォイル
の最終位置調整を行い，この段階で望遠鏡としての性能
を確認する X線照射試験を実施した．さらに 1段目反射
鏡の上にプリコリメータのブレードを搭載し，SPring-8

で望遠鏡としての全体性能を確認した後，音響試験，振
動試験を実施し，再び SPring-8にて，機械環境試験前後
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で望遠鏡の性能に変化がないことを確認し，最終の性能
評価試験を実施した．最後にアラインメントキューブの
向きの較正を行い，HXT-2が完成した． 

 SXTは NASA/GSFCの担当であるが，基本的な技術に
HXTと共通する部分が多いため，TV会議などで緊密に
連絡を取りながら開発を進めている．今年度は，音響試
験用のプレコリメータを日本側で製造してNASA側に輸
送し，NASA/GSFCでは 2台目のフライト品（SXT-2）の
ミラー部の組み上げを完了した．組み上がった SXT-2に
X線での較正試験を実施した後，日本から送った PC と
AC を組み付け，望遠鏡として完成させた．一連の機械
環境試験を実施し，直後の X線測定で，性能に変化がな
かったことを確認した．その後，SXT-2は日本に向けて
発送され，宇宙研のビームラインに到着した．これで，
日本側で行われるサーマルシールドの搭載作業を残し
て，SXTは 2台とも完成したことになる．その後，宇宙
研では SXTの較正試験を実施している． 

 

4. ASTRO-H 衛星搭載軟Ｘ線撮像検出器（SXI）
の開発 

 

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

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

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

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

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

（5）イべント処理に FPGAを利用することで，撮像間
隔を短縮する． 

 2013年度はフライトモデルの製造を進めると共に，シ
ステム機械環境試験に SXIセンサの機械環境試験モデル
を，一次噛み合わせ試験に SXI-Sのフライトモデルを参
加させ，設計検証とフライトモデルの電気/機械インタフ
ェース確認を進めた． 

 CCDについては 24個の FM 候補素子を製造し，フラ
イト素子の選定を進めた．新たに開発したスクリーニン
グシステムを用いて各素子のエネルギー分解能，電荷転
送効率，低エネルギーX 線に対する応答，暗電流などを
比較し，4 素子をフライト素子として，4 素子をフライ
トスペア素子として選定した． 

 アナログ回路系（ビデオボード，ドライバボード）に
ついては EMを用いて機能試験，性能試験を行った後，
FMの製造を行った．FMのアナログ回路と EMの CCD

を噛み合わせた冷却性能試験では，読み出しノイズを電
子数換算で 6個，5.9keVの X線に対するエネルギー分解
能 150eV（FWHM）を達成し，要求性能を満たすことが
確認できた．CCD，アナログ回路系を納める SXI-Sにつ
いてはフライトモデル，及び単体試験で真空引きを行う
ための真空蓋の製造を行った． 

 デジタル回路系のうち，CCDの画素毎の信号処理を担
う SXI-PE については昨年度に引き続き機上のデータ処
理ロジックのデバッグを進め，フライトモデル用ロジッ
クの最終確認を進めた．他方の SXI-DE についてはフラ
イトモデルを製造し，システム試験の一次噛み合わせ試
験に合流した．一次噛み合わせ試験においてはシステム
とのバス電源，SMUとの I/F確認，データ処理性能の確
認を行った． 

 一段スターリング冷凍機についてはフライトモデル一
式を製造し，実際の CCD を冷却することによって冷却
性能が要求を満たしていることを確認した． 

 上記で述べた各フライトコンポーネントについては，
個別に EM機器や地上試験装置と接続して機能試験，性
能試験を行ったのち，フライト機器どうしを接続して機
能試験，冷却性能試験を実施した． 

 2014年 1月には SXI-Sを始めとするフライトコンポー
ネントを筑波宇宙センターに搬入し，フライト用のハー
ネスを用いて機器を接続して全系での冷却性能試験を実
施した．その後，衛星に搭載し一次噛み合わせ試験に合
流した． 

 

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

 

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

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

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

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

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

 HXIについて，2013年度は，センサ部及び回路部のそ
れぞれのコンポーネントについて，衛星搭載実機の製造
と試験を行った．まず，2013年秋より実施された衛星一
次嚙み合わせ試験においてデジタルエレクトロニクス部
（HXI-DE）のフライト品を参加させ，衛星のデータ処理
系ネットワークとの噛み合わせを実施し，通信に問題が
ないことを確認した．また並行してセンサ部（HXI-S）
のエンジニアリングモデルを用いた性能実証試験を行
い，要求性能を満たすことを確認したのち，フライト品
の製造を進めた．衛星一次噛み合わせ試験後半に向けて，
アナログ及びデジタル処理部（HXI-AE，HXI-DPU）の
フライト品の製造と，そこに搭載するロジック回路の検
証を完了した後，センサ部フライト品との end-to-endの
噛み合わせ試験を予め実施し，単体レベルでの機能性能
が所定通りであることを確認してから衛星との噛み合わ
せに臨んだ．一次嚙み合わせ試験においては衛星バス系
及びミッション機器を同時に動作させた状態でのセンサ
性能を測定し，単体試験時との比較を行うことで他機器
からの干渉が問題ないレベルであることを確かめること
が出来た． 

 SGDにおいては，昨年度不具合が発生したカメラ部の
テルル化カドミウム半導体と読み出し基板とを電気的，
機械的に接合しているバンプ接合の改善を行った．改善
した方法で，電気試験，温度サイクル試験，ランダム振
動試験，高周波衝撃試験を行い，フライトモデルの製造
方法を確立した． 

 カメラ部も含め，センサ部，電気回路のフライトモデ
ルの製造を進め，SGD-S，AE，DPU，DE を組み合わせ
たサブシステム噛み合わせ試験を順次実施し，動作の確
認，問題点の洗い出しを行った．また，一次噛み合わせ
試験には，フライト品を使用したモデルで参加し，衛星
バスシステム上での動作，性能の確認，他機器との干渉
の確認を行った． 

 

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

 

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

 今年度は基本設計および詳細設計を進めた． 

CAMS-LDと CAMS-Tの機械的デザインを確定した後，
次に，光学的性能を調べるための Engineering Qualifica-

tion Model（EQM）の製作に入った．他方，機械環境試
験を通過した EM一組は，11月に日本に送られた．この
EM を用いて，1 月に一次嚙み合わせ試験でレーザー照
射を含む CAMS全系の電気試験と，アラインメント調整
の機械作業を実施した．電気試験では FPGAプログラム

に軽微な不具合が発生したが，これは一次嚙み合わせ試
験後にプログラムを書き換え，単体で試験を行って修正
を確認することとした．アラインメント調整作業では，
CAMS-LDと CAMS-Tの間のアラインメントを，要求値
の 10 秒角以下に抑えることができることを実証した．
現在，搭載品の製造が行われている． 

 

7. ASTRO-H 衛星用解析ソフトウェア・キャリブ
レーションの構築 

 

 ASTRO-H 衛星は公開天文台として，科学観測データ
はひろく科学者に開かれる．すなわち，搭載装置の開発
者でなくとも，ASTRO-H 衛星の科学成果を最大限に引
き出せるように，迅速，正確，かつ，容易に観測データ
が解析できる仕組みを構築することが重要である．
ASTRO-H では，解析ソフトウェアの開発，及び，搭載
装置の較正情報の取りまとめを行うチームとしてソフト
ウェア・キャリブレーションチーム（SCT）を組織し，
活動を続けている. 

 昨年度までは，SCTにて NASA/GSFCと共同で，各検
出器開発グループ，科学検討グループ，アーカイブグル
ープ等，複数の検討グループと議論を行いながら，観測
データの高次処理ソフトウェアのなかでも，各搭載装置
で共通に用いられるツールを中心に開発を進めてきた．
今年度も引き続き共通ツールの開発を進めつつ，各搭載
装置固有のツールの仕様決定，及び，コーディングに着
手し，一部はテストも開始できている．また，各検出器
の較正試験の担当者との研究打合せを通じ，較正情報を
30程度の項目に整理した．これらのソフトウェア仕様や
較正項目のリストを元に，高次処理プロセスの入出力フ
ァイルのキーワードやフォーマットの規定にフィードバ
ックした. 

 

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

 

 ASTRO-H のデータを世界に発信するとともに長期間
保管するためのアーカイブシステムの開発を進めるチー
ムとして，アーカイブチームを組織し，活動を行っている． 
 2013年度は，システムの設計を詳細化するとともに，
データ処理やアーカイブで用いるデータベースと JAXA

と NASA間でデータ交換をするためのシステム，ユーザ
にデータを配布するシステムの開発を実施した． 

 

9. ASTRO-H 衛星の地上系システムの構築 
 

 ASTRO-H 衛星の打上げ後に行われる観測計画の受付
から，衛星管制，上述の観測データの高次処理やデータ
公開までの一連の運用に必要な地上系システムの開発を
進めている．2013年度は，下記の各系システム単体での
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開発や機能確認を行った．また，2014年度以降に実施す
る系間試験に向けてインタフェース調整を行った． 

 

9.1 衛星運用に係るシステム 
 科学衛星運用･データ利用センター（C-SODA）の協力
のもと 2012 年度に構築した汎用衛星試験運用ソフトウ
ェア（GSTOS; Generic Spacecraft Test and Operations 

Software），データ分配/蓄積装置，地上試験装置（GSE）
を一次噛み合わせ試験に供するとともに，今後の総合試
験，運用に向けて，機能・処理能力向上等の要改善点の
抽出を行った． 

 また，時刻付けライブラリを利用した時刻校正システ
ムをデータ分配/蓄積装置に構築し，一次噛み合わせ試験
に供した． 

 

9.2 データ利用に係るシステム 
 C-SODA が管理する科学衛星テレメトリデータベース
SIRIUS，サーバ群 Reformatter への ASTRO-H 環境構築
に際し，C-SODA とインタフェース調整を行った．
C-SODA の協力のもと，一次噛み合わせ試験データをオ
フラインで SIRIUS に登録し，時刻校正の検証等を行っ
た． 

 

9.3 観測データベース 
 ASTRO-Hでは，「すざく」と同様に，観測要求受付か
ら観測データアーカイブまで一貫して使用する観測計 

画・観測結果・処理結果を一元管理する観測データベー
ス（ODB）を使用する．2013年度は，すざく観測データ
ベース（ODB）をベースに，外部公開部分の ODB を開
発した．SCT，アーカイブチーム等，ODBを利用する各
チームにて機能評価を開始した． 

 

10. ASTRO-H チームの広報教育活動 
 

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

EPO）の活動を行っている．これを支援し，自らも広報
教育活動を行う EPOチームを青山学院大，日本福祉大，
名大，神戸大，宇宙研のメンバーで構成し，広報教育活
動のためにパンフレットやクリアファイル，ロゴシール
といった資料作成などの活動を行っている． 

 2013 年度も，一般の方への講演活動などを継続し，
ASTRO-H 衛星のみならず JAXA や宇宙物理学の宣伝を
行った． 

 また，ASTRO-H 衛星の公式 web page からは，
ASTRO-H 日誌として衛星の開発状況を一般に伝えるな
どの作業を行っている． 

 ASTRO-Hチームは日本全国の機関にメンバーが点在 

しているのが特徴で，そのおかげで，宮城から宮崎まで
幅広い箇所での広報教育活動が可能になっている． 

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

 

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

小川博之 岡崎 峻 久木田明夫 高橋 優 山﨑 敦 吉岡和夫 村上 豪 木村智樹 

所外：吉川一朗（東大）土屋史紀 鍵谷将人 笠羽康正 坂野井健 寺田直樹（東北大） 

他 惑星分光観測衛星プロジェクトチーム 

 

1. 惑星分光観測衛星の概要 
 

 惑星分光観測衛星（SPRINT-A）は，地球周回軌道か
ら惑星の大気や磁気圏プラズマを極端紫外光で高分散の
分光撮像観測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 日に打上げられ，
「ひさき」と命名された．11月 19日に最初の惑星観測を
実施し，定常的な惑星観測運用を継続している． 

 

2. 惑星分光観測衛星の活動 
 

 本年度は，FM 総合試験を完了し，射場作業，初期運

用を実施し，定常観測運用に移行した．以下に各作業の
概要を記す． 

 

2.1 FM 総合試験の完了 
 2012年後半から続く FM総合試験を完了し，予定した
全ての衛星機能・性能を確認検証した．設計会議として
射場輸送前確認会を実施し，打上げに支障がないことを
確認した． 

 

2.2 射場作業 
 衛星は 6月 23日に内之浦宇宙空間観測所に搬入され，
射場作業を開始した．衛星動作試験・外観確認，衛星-

ロケット間結合（図 1），射点での全機振動試験・最終動
作試験などを経て，9月 14日にイプシロンロケット試験
機により打上げられ，所定の軌道に投入された．打上げ
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後，射場近くの地名にちなみ衛星は「ひさき」と命名さ
れた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 初期運用 
 打上げ後の衛星状態は正常であり，約 2ヶ月にわたる
初期チェックアウト，初期運用を問題なく終了した．11

月 19 日には木星および金星のファーストライトを取得
した（図 2a, 2b．JAXAプレスリリースより抜粋）．衛星
は設計通りの機能性能を発揮しており，定常観測運用に
移行できることを確認した． 

 

2.4 定常観測運用 
 今年度は主に木星と金星の連続観測を実施した．木星
オーロラとイオプラズマトーラスの観測では，木星磁気
圏内で高温電子の存在から，エネルギー輸送プロセス・
輸送経路を同定した．また，1 月にはハッブル宇宙望遠
鏡（HST）などと木星協調観測を実施した．HSTによる
木星オーロラの空間構造観測と，「ひさき」による極端紫
外発光量の時間変化の対応関係を捉えることに成功し
た．金星観測は，流出する大気総量を導出するためのデ
ータを取得し，観測を継続している． 

 また，同時に地上運用系の整備を進め，観測計画系お
よびデータ処理系を実稼働させ，定常観測運用に使用し
ている． 
  

図 1 イプシロンロケット頭胴部に結合された惑星分光観測衛星．
7月 26日撮影．（JAXAデジタルアーカイブスより） 

 

図 2a 11月 19日 10:51（日本標準時）からの５分間で，極端紫外線分光装置により撮像された木星の分光観測画像．左側が視野ガイドカメラ
の画像で，そのスリット（幅は 10秒角）を通り抜けてきた光の極端紫外線分光画像が右側である．右側の図の横軸は波長を表し，左端から右
端までがおよそ 150nm から 50nm の範囲に対応している．観測対象の木星磁気圏の光や，木星オーロラが確認できる．なお，地球周辺の大気
の光も広がって同時に観測されている． 

 

図 2b 11月 19日 16:29（日本標準時）からの８分間で，極端紫外線分光装置により撮像された金星の分光観測画像．スリットの幅は 60秒角
である．金星からの散乱光が検出されている．なお，左側の視野ガイドカメラ画像はスリットを挿入する前の金星を合成したものであり，右
側の８分間の積分による分光観測を実施しているときには，実際には金星はスリット内に落ち込んでおり視野ガイドカメラでは観測できない． 
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10. ジオスペース探査衛星プロジェクト 
所内：高島 健（プロジェクトマネージャ） 中村揚介（サブマネージャ） 淺村和史（ミッションマネージャ） 

仁田工美（ファンクションサブマネージャ）笠原 慧 三谷烈史 松岡彩子 村島未生 小川恵美子 藤本正樹 
篠原 育 齋藤義文 長谷川洋 横田勝一郎 早川 基 阿部琢美 山田 学 

所外：小野高幸（PI/東北大）三好由純（プロジェクトサイエンティスト/名大）平原聖文（名大）松本晴久 東尾奈々
（JAXA研究開発本部）笠羽康正（東北大）小嶋浩嗣（京大）塩川和夫 関華奈子 疋島 充 （名大）加藤雄人 
熊本篤志 寺田直樹 小原隆博 坂野井健 土屋史紀 栗田 玲（東北大）渡部重十（北大）宮下幸長  

堀 智昭 瀬川朋紀 菊池 崇 藤井良一 大塚雄一 西谷 望 梅田隆行 桂華邦裕 下山 学 町田 忍  

家田章正 齊藤慎司 北村成寿 増田 智 今田晋介 小路真史（名大）尾花由紀（大阪電通大）中村雅夫（大
阪府大）篠原 学（鹿児島高専）笠原禎也 八木谷聡 後藤由貴 尾崎光紀 松田昇也（金沢大）橋本久美子（吉
備国際大）湯元清文 田中高史 河野英昭 吉川顕正（九大）大村善治 能勢正仁 海老原祐輔 上田義勝  

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

片岡龍峰 西山尚典（極地研）上野玄太 樋口知之 中野慎也（統数研）浅井圭子（玉川学園）松本洋介（千葉
大）田所裕康（東京工科大）長井嗣信 長谷川実穂（東工大）寺沢敏夫 星野真弘 天野孝伸（東大） 

北村健太郎（徳山高専）石坂圭吾 三宅壮聡 岡田敏美（富山県立大）田口 真 柳町朋樹（立教大） 

中村紗都子（京大）高田 拓（高知高専）長妻 努 村田健史 島津浩哲 品川裕之 陣 英克 坂口歌織（NICT）
飯島雅英（大乗淑徳学園）村中崇信（中京大）細川敬祐（電通大）田中 真 三宅 亘 白澤秀剛（東海大）  

中溝 葵（フィンランド FMI）Shiang-Yu Wang 風間洋一（台湾 ASIAA）小笠原桂一（米国 SWRI） 

アルヴェリウス幸子（スウェーデン IRF） 

 

1. 概 要 
 

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

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

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

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

（2）放射線帯の相対論的電子の加速素過程を同定する． 

（3）放射線帯の相対論的電子の消失機構を検証する． 

 また，この計画は，人工衛星による直接観測に加え，
磁力計やレーダー観測といった連携地上観測，さらにシ
ミュレーション・モデリングの 3つのチームから構成さ

れており，太陽地球系科学分野の様々な研究手法を結集
し総合的な観測を行う．さらに，多様なデータを統合的
に解析する体制を整備し，科学成果を最大限にするため
にサイエンスセンターを設置し，プロジェクトのデータ
の標準化とアーカイブ，統合解析ツールの開発と公開を
行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 開発全体スケジュールと主要マイルストーン 
 

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

・2012年 5月 SDR（System Definition Review） 

・2012年 8月 プロジェクト化 

図 1 軌道上の ERG（想像図） 
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・2013年 3月 基本設計確認会 

・2014年 3月 詳細設計確認会 

・2014年 11月 1次噛合せ 

・2015年 4月 FM総合試験 

・2015年 12月 打上げ予定 

 
表 1 ジオスペース探査プロジェクト： 2013年度主要会合 

 設計・サイエンス会議 
2013年 6月 6-7日 第 3回 ERG設計会議・サイエンス会議 

2013年 11月 26-27日 第 4回 ERG設計会議・サイエンス会議 

 

3. ERG 搭載観測機器 
 

 ERG衛星は，相対論的な電子の加速が起こっていると
考えられているジオスペースの赤道面付近で，プラズマ
総合観測を行う．放射線帯の相対論的な電子の加速を理
解するためには，放射線帯のメガ電子ボルトの電子の観
測だけではなく，6 桁以上低い電子ボルトのプラズマま
でをカバーするように，エネルギー方向に連続的に観測
する必要がある．また，プラズマの波の波形観測も重要
である．実は，このような総合観測は，ジオスペース赤
道面ではほとんど行われたことがない．それは，放射線
帯のエネルギーが高い粒子のために，低いエネルギーの
プラズマ/粒子の観測がとても難しいからである．ERG

衛星では，新たに開発した機器を搭載して，放射線帯の
中でのプラズマ総合観測の実現を目指している． 

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

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

 加えて，S-WPIA: ソフトウェア型波動粒子相互作用解
析装置（PWE, MEP-e/HEP-e/XEP-e の出力信号を MDP

内で処理）により，どのエネルギー粒子がどのプラズマ 

波動（周波数）とエネルギー授受をしているのかを直接
測定する．世界ではじめて波動粒子相互作用を定量的に
検証する． 

 
表 2 「ERG」探査機：観測機器チーム 

名称 観測内容 代表者 

LEP-e 
低エネルギー 
電子計測 

風間洋一（ASIAA） 

MEP-e 
中間エネルギー 
電子計測 

笠原 慧（JAXA） 

HEP-e 
高エネルギー 
電子計測 

三谷烈史（JAXA） 

XEP-e 
超高エネルギー 
電子計測 

松本晴久，東尾奈々
（JAXA） 

LEP-i 
低エネルギー 
イオン計測 

淺村和史（JAXA） 

MEP-i 
中間エネルギー 
イオン計測 

笠原 慧（JAXA） 

PWE 
プラズマ波動・電場
計測 

笠羽康正（東北大） 

MGF 磁場観測 松岡彩子（JAXA） 

S-WPIA 
波動粒子相互作用解
析装置 

小嶋浩嗣（京大） 

 

 また，観測のためには以下の特徴を持つ． 

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

・姿勢：ワイヤアンテナ展開，粒子全方位計測のため，
スピン安定であり，常時太陽を指向する． 

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

 

4. 国際協力対応 
 

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

 また，台湾 Academia Sinica Institute of Astronomy and 

Astrophysics（ASIAA）が中心となり，低エネルギー電子
分析器（LEP-e）の開発をすすめている． 
 

 

11. 次世代赤外線天文衛星（SPICA）プリプロジェクト 
所内：中川貴雄（プリプロジェクト長） 松原英雄 川勝康弘 川田光伸 片 宏一 紀伊恒男 山村一誠 松浦周二  

和田武彦 塩谷圭吾 村田泰宏 小松敬治 山田隆弘 小川博之 後藤 健 橋本樹明 坂井真一郎 佐藤英一  

齋藤宏文 竹内伸介 冨木淳史 澤井秀次郎 中塚潤一 清水成人 岡崎 峻 大串義雄 清水幸夫  

久木田明夫 戸田知朗 廣瀨和之 福田盛介 阪本成一 渡辺次男 上野宗孝 吉原圭介 長島隆一 猿楽祐樹 
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津村耕司 磯部直樹 白簱麻衣 櫨香奈恵 大井 渚 瀧田 怜 江草芙実  

所外：山脇敏彦 水谷忠均 清水隆三 宇都宮真 杉田寛之 佐藤洋一 篠崎慶亮 澤田健一郎 岡本 篤 畠中龍太 
安藤麻紀子 山中浩二 巳谷真司 村上尚美 谷 洋海 馬場 勧 美浦 由佳 宮崎英治 木本雄吾  

石澤淳一郎（研究開発本部） 野田篤司 歌島昌由（ミッションデザイン支援グループ） 丸山健太 森 研人  

松田武志（環境試験技術センター）芝井 広（Principal Investigator）深川美里（阪大）尾中 敬 河野孝太郎  

田村元秀 小林尚人 宮田隆志 川良公明 左近 樹 土井靖生 酒向重行 斎藤智樹（東大）金田英宏  

平原靖大 大薮進喜 石原大助 空華智子 永山貴宏（名大）渡部潤一 山下卓也 有本信雄 松尾 宏  

児玉忠恭 泉浦秀行 今西昌俊 小山佑世 小谷隆行（国立天文台）山田 亨 市川 隆 板 良房 大坪貴文
（東北大）村上正秀（筑波大）松本敏雄 高見道弘 大山陽一（台湾中央研究院）藤代尚文（京都産業大）長尾 透
（愛媛大） 松尾太郎（京大）所 仁志（ナノオプトニクス研究所）江上英一（アリゾナ大）本田充彦（神奈川大） 
後藤友嗣（ボーア研究所）高木俊暢（宇宙国際フォーラム）鈴木仁研（SRON）植田稔也（デンバー大） 

 

1. は じ め に 
 

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

scope for Cosmology and Astrophysics）は，（1）銀河誕生
のドラマ，（2）惑星形成のレシピ，（3）宇宙における物
質循環という天体物理学の重要課題の解明に挑む赤外線
天文衛星プロジェクトである．このような課題を解明す
るために，「SPICA」では，放射冷却と機械式冷凍器の活
用により，従来よりもはるかに大口径（3m 級）の冷却
（< 6K）赤外線望遠鏡を搭載し，中間・遠赤外線領域に
おいて，従来のミッションよりも格段に優れた感度を達
成することを目指している． 

 SPICA は，平成 20 年からプリプロジェクト活動を進
めている．平成 22 年には，システム要求審査（System 

Requirement Review）に合格した．平成 23年度から 25

年度にかけて，技術的な確実性をより進めることを目指
して，リスク低減フェーズ活動を行った．あわせて，平
成 25 年度には，国際協力の枠組みの変更の議論を進め
た．それに基づく技術検討・開発を進め，さらに，搭載
焦点面観測機器の構成の見直しを行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. プロジェクト推進活動 
 

2.1 国際科学会議の開催 
 SPICA国際科学会議を 6月に東京で開催した．海外か
らの参加者 80 名を含めて 182 名の参加があった．活発
な議論により，国際コミュニティのより一層の意見集約
をはかった． 

 本国際会議にあわせて，海外著名研究者を講演者にむ
かえ，一般の方むけの講演会を開催した． 

 

2.2 学術の大型研究計画マスタープランへの採択 
 コミュニティにおける SPICA の重要性の議論を重ね
た．その結果，「第 22期学術の大型研究計画に関するマ
スタープラン（マスタープラン 2014）」（日本学術会議平
成 26年 3月 12日発表）において，諸観点から速やかに
実施すべき「重点大型研究計画」の 1 つとして，SPICA

が採択された． 

 

3. リスク低減フェーズ活動 
 

3.1 リスク低減フェーズ活動 
 SPICAは技術的にも挑戦的なミッションであり，プロ
ジェクト全期間を通したリスク低減活動を計画的に実施
する必要がある．さらに，ASTRO-G のキャンセルとい
う事態を受け，平成 23 年度に，SPICA リスク低減計画
の見直しを再度行った．その結果として，「リスク低減フ
ェーズ」を SPICAに導入することとした． 

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

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

 1. ミッション部（PLM）熱構造 

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

 2. 擾乱管理・指向制御 

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

図 1 軌道上の SPICA（想像図） 
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前例がなく，リスク要因である． 

 3. EMC（電磁干渉対策） 

科学目的から要求される感度を達成するために
は，EMC管理を行うことは必須要求である．SPICA

の観測機器，特に SAFARIは EMI（電磁干渉）に
敏感であり，リスク要因となっている． 

 4. 観測機器 

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

 SPICA では，「リスク低減フェーズ」を，主として机
上検討からなる「フェーズ 1（RMP#1）」と，試作活動
を含む「フェーズ 2（RMP#2）」とにわけて活動を行っ
た．フェーズ 1 を平成 24 年 1 月から 7 月まで，フェー
ズ 2を平成 24年 12月から平成 26年 3月まで実施した． 
 

3.2 リスク低減フェーズの成果 
 リスク低減フェーズの成果を，フェーズ 2の成果に重
点を置き，以下に述べる． 

 

3.2.1 ミッション部熱構造 
 SPICA冷却系で最も重要な 4.5Kステージの冷却には，
冷凍機系として，二重の冗長構成をとっている．設計の
前提としては，最悪ケースとして，搭載される 4K-JT 2

系統のうちの 1台が故障し，かつ冷凍機能力が経時劣化
し，ミッション終了時で 40mWとなるという厳しい条件
を課した．このうえで，4.5Kステージの冷却能力に 25%

マージンを確保するため，4.5Kステージ熱負荷は 30mW

以下を目標とした．RMP#1 検討結果を元に設計検討を
進め，各要素技術の試作評価結果を中心とした RMP#2

検討結果を設計に反映した．より信頼性の高い熱物性値
の使用，Baffle 底面シールドの追加などを行い，4.5K ス
テージ熱負荷は 30mW未満を達成した． 

 構造的には，鏡筒・Baffleおよび Inner / Middle / Outer 

shield の構造検討を行い，熱的要求を満足しつつ剛性や
強度，製造性および質量を考慮してハニカムサンドイッ
チパネルをベースラインとした．ハニカムサンドイッチ
試作品の特性評価し，実現性を確認した．また，CFRP

に熱ストラップを配した試作を行った． 

 上記の目標達成のために，重要となる要素について，
試作・測定を行った． 

 まず，主トラス分離機構を設計し，要素試作を行った．
分離機構に必要な分離バネの候補材料の熱機械物性測定
を行い，ベースラインとしていたバネ材料の有効性を確
認した．並行して分離バネを試作評価し，求められる構
造的機能・性能が問題なく得られることを確認した．ま
た，保持解放機構の機能評価試験を行い，問題なく動作
することを確認した． 

 熱設計の鍵となる Multi Layer Insulator（MLI）の試作

評価を行った．まずは縫製無しの理想的な MLIの断熱性
能評価試験を行い，SPICA使用条件下の温度領域にて予
想される断熱性能を算出した．算出された断熱性能およ
び軽量化検討の結果，Middle shield外側 MLIを無しとし
た．また，現在のベースラインを含めた設計候補の試作
品を用いた減圧試験および断熱性能評価試験を行い，減
圧時の挙動や剥離有無の確認および縫製の影響を含めた
実装温度での断熱性能評価を行った． 

 さらに，低温における黒色材料の試作・評価を行った．
設計ベースラインである Desoto blackを含めた候補材料
を試作し，製造性確認や低温カロリメータ測定および室
温反射率スペクトル測定を行った．必要な性能評価試験
を全て完了し，設計で用いている値（鏡筒でε=0.71，
Baffleでε=0.33）は十分実現可能であることを確認した． 
 熱・構造設計の精度と信頼性を向上するために，材料
物性測定を行い，測定結果 PLM熱構造設計に反映した． 
 

3.2.2 指向制御 
 高周波域（10Hz以上）において，冷凍機に起因する擾
乱が指向制御に与える影響を軽減するため，振動遮断ア
イソレータを設計・試作・評価した．まず，アイソレー
タの詳細設計により，6 自由度全てで 1/100（@15Hz）
の力伝達低減可能な設計結果を得た．続いて，アイソレ
ータの BBMを試作評価した結果，11.6Hz以上の周波数
で 1/100の抑制を達成した．温度評価も-65℃～-10℃で実
施し，Q値も動作温度（-45℃付近）で Q<3を達成した．
その結果をモデル解析に反映し，冷凍機の代表的な駆動周
波数である 15Hzにおいて，擾乱の指向制御にあたえる影
響を 1/100以下に抑えることができることを確かめた． 

 擾乱源からの伝達特性を測定するために，冷凍機から
FPI コールドヘッドまでの配管仕様のベースラインを決
定し，第三熱交換器の構造特性を模擬したダミー配管を
試作した．製造と伝達特性の測定を行った．さらに，冷
凍機ハーネスの計装によるアイソレータ伝達特性への影
響を確認するため，ダミー・ハーネスを製造し，配線の
引き回し方法による伝達率の差異を評価した． 

 低中周波数領域（10Hz以下）については，まず擾乱源
を特定し，擾乱レベルの測定を進めた．フォースセンサ
による 1KJT 冷凍機の高周波擾乱計測を実施し，従来冷
凍機と同レベルの擾乱量であることを確認した．リアクシ
ョンホイール，機械ジャイロの高周波擾乱計測も同様に実
施し，コンポーネント擾乱仕様値内であることを確認し
た．低周波擾乱計測に関しては，まず空気浮上式テーブル
による低周波計測の高精度化（バックグラウンドノイズレ
ベルの低減）について検討した．その結果，RMP#1計測
時より計測限界スペクトルを最大で約 800µN Hz-0.5（0.02

～0.2Hz）低減することが可能になった． 

 さらに，低中周波数領域の擾乱の指向にあたえる影響
を軽減するために，Tip-tilt mirror（TTM）の BBMを製
作した．これを実際の作動環境である極低温環境
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（<10K）で試験評価し，正常に機能することが確認でき
た．また，センサによるフィードバックを要しないメカ
ニズムとして機能することも確認された．しかし，発熱
量が目標仕様値を上回ったことから，発熱量の低減策を
まとめた． 

 

3.2.3 EMC 
 雑音源を系統的に調査した．干渉を受ける観測機の雑
音感受性の調査を日欧共同で進めた．雑音の伝達経路に
ついても調査を進めた． 

 これらをもとに，総合的な電磁干渉対策ベースライン
を，日欧共同で立案した． 

 雑音源から雑音を受けるセンサまでの伝達測定評価の
ために，数値シミュレーションおよびシールド材の物性
評価を進め，その結果をシステム全体の EMC 方針に反
映した． 

 

3.2.4 観測機器 
 中間赤外線分光撮像装置の開発遅延を防ぐ活動を進め
た．そのために，重要な検出器チップキャリヤーなどの
設計を進め，要求された性能をもつ設計解を得た． 

 また，観測装置の開発によるリスク低減のため，最終
的な光学性能を満たすための，観測系全体の総合的なア
ライメント方針，試験方針を，日欧共同で検討を進め， 

基本方針を作成した． 

 
3.2.5 システム検討 
 上記の 4大リスク項目に対するリスク低減活動成果を 

もとに，システム全体としての整合性の検討を進めた． 

 あわせて，極低温機器に対するコンタミネーションの
影響を評価し，2013年末に管理方針を作成した． 

 

4. 国際協力枠組みの見直し 
 

4.1 国際協力枠組みの見直し 
 平成 25 年 9 月に発表された新しい「宇宙科学ロード
マップ」に沿い，今後，より確実にプロジェクト化を行
なうために，欧州の負担を増やし，日本の負担を減らす
方向で，新しい国際協力の枠組みの見直しを行った．新
しい枠組みでは，欧州側で ESAコスミックビジョンの中
規模計画に応募し採択される必要があり，日欧共同でチ
ームを作り準備を進めた．宇宙科学研究所では SPICAプ
リプロジェクトチームを含む SPICA 検討のタスクフォー
スを設置し，体制と分担枠組みの変更について検討した． 
 

4.2 焦点面観測装置の見直し 
 上記の見直しにともない，日本が担当する焦点面観測
装置の構成を見直した． 

 

 

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

川崎 治 葛生和人 橋本知之 小野寺卓郎 高田仁志 木村俊哉 佐藤正喜 

 

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

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

 

1. 帰還飛行/エンジン再着火/着陸に係わる技術
実証 

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

 

2. 故障許容に関する技術実証ヘルスモニタセン
サの開発および機能実証 

 

 センサの選定と配置方法などヘルスモニタを成立させ
る水素漏洩検知システムの仕様を設定する．また，計測
項目の検討および FDIRロジックの検討を実施する． 
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3. 繰り返し飛行運用に係わる技術実証 
 

 極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる再使
用可能な断熱材の仕様と，繰り返し運用における検査・
補修方法を設定する．エンジン 100回再使用及び再使用
運用に係わる実証，100 回再使用における寿命保障及び
１エンジン故障許容のために必要なエンジン機能の選定
及び実証，到達高度要求を満足するエンジン基本性能の
実証を行う． 

 

4. 今年度の成果 
 

4.1 再使用観測ロケットシステム検討 
 故障許容/ヘルスマネジメントに対する機体内ネット
ワーク要求仕様を検討した． 

 電気系搭載機器候補品検討，及び搭載電池構成のトレ
ードオフを実施した． 

 

4.2 帰還着陸飛行における姿勢転回モデル飛行実証 
 帰還飛行を成り立たせるための機体形状設計，空力デ
バイス設計，制御検討，飛行実証機の搭載機器設計，艤
装検討，機体構造設計など，滑空転回試験のための各種
準備を実施した． 

 

4.3 推進剤挙動に係わる技術実証 
 タンク加振下でのスロッシング試験を実施し，タンク
圧力挙動解析モデルを構築した．これにより，スロッシ
ングによるタンク圧力の事前予測や加圧システム設計が
可能となった． 

 

4.4 リサーキュレーションポンプによるエンジン予冷
方式の技術実証 

 リサーキュレーションポンプによるエンジン予冷方式
の技術実証試験供試体および治具を設計した．液体窒素
を用いて，技術実証試験で用いる電動ポンプの作動確認
を実施した． 

4.5 着陸脚の基礎特性把握機能技術実証 
 衝撃緩衝試験の詳細計画の策定，クラッシャブル着陸
脚の詳細設計解析，着陸時の転倒解析を実施した． 

 

4.6 ヘルスモニタセンサの開発及び機能実証 
 GH2 拡散/センサ配置確認試験の詳細計画の策定，供
試体および治具設計に反映するための GH2 拡散解析を
実施した． 

 

4.7 極低温推進剤タンク断熱材の多数回使用に係わる
実証 

 断熱材基礎特性把握試験，アルミ合金製のタンクを使
用する詳細試験計画の策定をおこなった．供試体および
治具仕様を詳細化し供試体タンクの設計を実施した． 

 

4.8 エンジン 100 回使用に係わる実証 
 再使用観測ロケットエンジン技術実証のために設計/

製作した OTP, FTPの単体試験を実施し，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．また，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． 

 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た．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． 

 その他に，技術実証試験のための試験設備の改修をお
こなった． 

 

 

13. ワーキンググループ 
 ワーキンググループは，宇宙理学・工学委員会・宇宙
環境利用科学委員会で承認され，将来の科学衛星はじめ，
様々なミッション実施に向けて，ミッション達成の鍵と
なる技術項目や衛星としての検討項目を見定めるなどの 

基礎研究を全国の大学・研究機関の研究者，技術者が広
く参加し実施している． 

 宇宙理学委員会，宇宙工学委員会，宇宙環境利用科学
委員会で以下の WGが活動している． 

 

 

1. 宇宙理学委員会 
 

・次期磁気圏衛星（SCOPE）WG 

・ATHENA WG 

・超広視野初期宇宙探査衛星（WISH）WG 

・宇宙線反粒子探索計画 GAPS WG 

・太陽系外惑星探査（JTPF）WG 

・木星氷衛星探査（JUICE）WG 
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・月内部構造探査 WG 

・次期太陽観測衛星（SOLAR-C）WG 

・火星大気散逸探査検討 WG 

・次期火星探査（オービター）WG 

・JEM-EUSO WG 

・ガンマ線バーストを用いた 初期宇宙探査計画 

（HiZ-GUNDUM）WG 

・編隊飛行による高エネルギー走査衛星（FFAST）WG 

・超小型精密測位衛星（PPM-Sat）WG 

・高感度ガンマ線望遠鏡（CAST）WG 

・小型重力波観測衛星（DPF）WG 

・ダークバリオン探査衛星（DIOS）WG 

・Ｘ線ガンマ線偏光観測小型衛星（POLARIS）WG 

・赤外線探査による小型位置天文衛星（JASMINE）WG 

・宇宙背景放射偏光精密測定計画（LiteBIRD）WG 

・WF-MAXI 

・GEMS WG 

・MARS2020生命探査WG 

・MARS2020火星電磁波・音波観測 WG 

・WFIRST-AFTA WG 

 

2. 宇宙工学委員会 
 

・ソーラーセイル実験探査機 WG 

・月惑星表面探査技術 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 

・フォーメーションフライト技術 WG 

・先進的固体ロケットシステム実証研究 WG 

・太陽発電衛星WG 

・火星探査航空機 WG 

・火星着陸探査技術実証 WG 

・海外ミッションを利用した太陽系サンプルリターン 

 探査WG 

・太陽発電衛星技術実証 WG 

・小型月着陸実験機（SLIM）WG 

・深宇宙探査技術実験ミッション（DESTINY）WG 

 

3. 宇宙環境利用科学委員会 
 

（物質科学） 

・微小重力沸騰・二相流研究会 

・微小重力下での酸素分圧制御による金属性融体の 

 表面張力測定 

・拡散問題ワーキンググループ 

・共通微小重力実験装置を用いる高圧環境下における 

 点火・燃焼 WG 

・成長メカニズムに依存するタンパク質結晶の完全性 

・浮遊液滴非線形ダイナミクス 

・界面熱流体システムにおける熱物質輸送現象とその 

 制御 

・ナノ構造エネルギーデバイスの電気化学プロセシング 

 研究チーム 

 

（基礎科学） 

・液体・固体ヘリウム WG 

・次期実験装置 PK-4を利用した微小重力実験計画検討 

・臨界密度ゆらぎ中での化学過程 

・可変重力下における散逸構造の形成 

・微小重力環境下でのエマルションの安定性機構解明 

・微小重力環境下でのバブル・滴・フォームの印象派 

 物理学 

 

（生物科学） 

・スペース・モス 

・フロンティア生物の戦略 

 －植物の成長と重力受容システム－ 

・宇宙で曝露する線種による線量・線量率効果曲線の 

 解析 

・植物の抗重力反応解明 

・宇宙環境ストレスの受容と応答に関する分子細胞 

 生物学的研究 

・微小重力での体の変化と対抗策 

 －長期の宇宙滞在を目指して－ 

・各種生理機能の調節における感覚神経および体液分布 

 の役割追求 WG 

・宇宙微生物学研究班ワーキンググループ 

・宇宙環境へ適応するための感覚-運動ゲインコントロール 

・骨格筋に保持されるエピジェネティクスと予備運動の 

 効果検討WG 

・宇宙環境における樹木利用（CosmoBon） 

・地球周回軌道におけるアストロバイオロジー実験 

 

 

14. 平成 25 年度委員会評価結果 
 宇宙科学研究所では，各年度の研究実績の評価を，透
明性をもって実施するために，全国の宇宙科学研究者の
代表が参加する研究委員会による「委員会評価」を実施
している． 

 宇宙科学プログラムの年度評価は大きく 2 つに分けら

れる． 

（A）研究者の自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学
研究（研究系の所掌） 

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

 それぞれの委員会で，平成 25年度の実績について各プ
ロジェクト等より成果報告を受けて，評価を行った． 

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

 

 

a. 宇宙理学委員会 
 平成 26年 3月 6日に開催された第 43回理学委員会に
て，平成 25 年度プロジェクト評価を行った．以下のプ
ロジェクトについて各代表者から報告を受け，質疑応答
の後，委員が所定の評価表にコメントを書き込む方式で，
評価を行った． 

プリプロジェクト：SPICA 

開発中のプロジェクト：ERG，CALET，ASTRO-H，
BepiColumbo 

平成 25 年度に運用またはデータ処理を行ったプロジ
ェクト：ひさき，IMAP，GLIMS，あかつき，SMILES，
MAXI，ひので，すざく，GEOTAIL，あけぼの 

その他のプロジェクト：観測ロケット，科学データ公開 

 各プロジェクトにはあらかじめ，以下の項目について
の報告を依頼した． 

 1. プロジェクトの目的・概要・全体計画 

 2. プロジェクトの目標（成功基準） 

 3. プロジェクトの現状 

 4. 平成 25年度の課題 

 5. 平成 25年度の活動・業績・成果 

 6. 評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 

 7. 平成 26年度の計画 

 委員による評価コメントは，各プロジェクトに送付さ
れるとともに，JAXA によるプロジェクト年度評価のた
めに用いられた． 

 以下では，各プロジェクトからの報告概要（上記 3か
ら 6）とともに，委員からの主な評価コメントをまとめ
た．委員によって反対の主旨のコメントもあったが，理
学委員による多面的な評価を示すものとして，敢えてそ
のまま掲載した． 

 

1. SPICA 
 
プロジェクトの現状 
・リスク低減フェーズ２の実施：ミッションの成否に大
きな影響を与えるリスク要因について，開発移行の判
断の前に充分にそのリスクを低減するために，「リスク
低減フェーズ（RMP）」活動を実施している． 

・プロジェクトの枠組みの見直し：より確実にプロジェ
クトを実施できるよう，プロジェクトの枠組みの見直
しを行った．日本としては，新しい科学衛星ロードマ
ップで定義される「戦略的中型ミッション」としての

実現を目指す． 

・国内実施体制の見直し：宇宙研副所長をチーフとする 

SPICA Task Force を立ち上げ，プリプロチームの枠組
みを超える課題の解決に取り組んでいる 

・国際協力の枠組みの見直し：新しい枠組では，欧州は
従来の分担に加えてペイロード部全体のとりまとめを
担当する．日本が全体取りまとめにおいてリードする
ことに変更は無く，衛星システム，冷凍機提供，打上
げ，ミッション運用を担当する．ESAの負担が増える
ため，従来適用されていた Cosmic Vision の Mission of 

Opportunity 選定は辞退し，新たに M クラスに応募す
る．これにともない，打上げ年度も見直す（2025年頃）． 

平成 25 年度の課題 
・リスク低減フェーズ２（RMP#2）の実施． 

・中間評価で設定された A/Iの処置を行う． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・プロジェクトの枠組みを見直した． 

・リスク低減フェーズ 2活動を実施し，所期の成果をあ
げた． 

・国際コミュニティにむけ，SPICA国際会議を開催した． 

・研究成果を，学術論文として発表した． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・大型の科学衛星計画を確実に進めるために，計画全体
の見直しを進めた． 

・国内実施体制の見直しを進めた． 

・リスク低減フェーズ活動を行い，技術的なリスクを軽
減した． 

評価コメント 
・新たな体制を高く評価できる．新たな国際的な枠組み，
国内体制によって，実現性が高まった． 

・新しい枠組みの体制構築・サイエンス検討・役割分担
が精力的に進められている． 

・オールジャパン体制が整備されたことが評価できる． 

 

2. ERG 
 
プロジェクトの現状 
・平成 25年 3月より搭載機器ならびに衛星システムの詳
細設計をすすめ，平成 26年 2月中旬より観測機器，サ
ブコンポーネントの詳細設計確認会を実施している． 

・ミッション部（構体・観測機器）の構造モデルによる
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振動試験の実施，熱モデルによる熱平衡試験を実施し，
数学モデルとのコリレーションならびに各機器の環境
条件を制定した． 

・ミッション部 EM 電気インターフェース/ミッションネ
ットワーク試験を実施した．メーカー検証不足による
FPGA/ソフトウエアの不具合が発生し，原因究明と再
検証のためスケジュールが 1.5 ヶ月ほど遅延．スケジ
ュールマージンを使用し，打上げ時期は現時点では維
持． 

・平成 26年 3月末までに，すべての機器について FM製
造への移行を終了する予定． 

・低エネルギー粒子観測機器（LEP-e）の国際協力相手
方が成功大学から中央研究院に変更となり，協定の結
び直しを行った． 

・衛星全体重量がロケットインターフェースを超過する
可能性があり，超過時の対応策としてフォールバック
プランを作成，重量管理を厳しく行いながら開発・製
造をすすめている． 

・平成 24年 8月に打上がった Van Allen Probes（NASA）
とサイエンスにおける協力体制を作りつつ，共同観測
計画案の作成を実施している． 

平成 25 年度の課題 
・ミッション部の構造モデル・熱モデルの試験を実施し，
設計の確度を上げ，その結果を詳細設計に反映する． 

・ミッション部，観測機器のエンジニアリングモデルを
製作し，性能評価ならびに耐環境性能の確認を実施し，
結果を詳細設計に反映する． 

・ミッション部の EM総合試験を実施し，データ処理ネ
ットワークの性能が要求を満足することを確認すると
ともに，試験結果を詳細設計に反映する． 

・詳細設計をすすめ，衛星重量超過問題を解決し，詳細
設計確認会を実施し終える． 

・詳細設計確認会終了後に，FM製造を開始する． 

・サイエンスセンターからのデータ公開方針についてプ
ロジェクト内で合意をとり，Rule of the loadとして制
定する． 

・Van Allen Probesの観測結果を考慮し，ジオスペース
探査衛星の観測計画案についてまとめるとともに，共
同観測案についても引き続き検討を実施していく． 

・分野横断的なサイエンス研究会を開催し，粒子加速に
関する多角的な検討を行い，要すれば観測計画への反
映をおこなっていく． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・ミッション部の構造・熱モデルの製作・試験，観測機器
の EM 製作・性能評価試験を実施し，要求を満たすこ
とあるいは問題点を明らかにし，詳細設計ならびに FM

製造・検証手順に反映していくこととした． 

・衛星重量超過時の対策として，フォールバックプラン
を作成し，コミュニティーと合意した． 

・詳細設計確認会を実施し，FM製造へ移行できる予定． 

・3編の査読付き論文が出版，13件の国際学会発表，26

件の国内学会発表，4件の一般向け記事が出版された． 
・宇宙科学連携拠点（JAXA‐名大）として，ERG サイ
エンスセンターが設置された． 

・サイエンス会議毎（3回/年程度）にチュートリアルセ
ッションを設け，観測機器の特性，専門以外のサイエ
ンスについて意見交換をできる場を作り，観測計画立
案に向けた議論を行っている． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・FM 設計に対し，強放射線環境下での粒子計測にむけ
て，Geant4を用いた詳細シミュレーションを行い，バ
ックグランド粒子となる高エネルギー電子の影響を評
価した．衛星重量が厳しい状況ではあるが，観測機器
の筐体厚を最適化することにより，必要とするデータ
が取得出来ることを確認した． 

・ミッション部機器に関しては，EM を用いた EMC 計
測を実施．問題点を明らかにした上で FM設計に反映
し EMC要求を満たせる目処を示した． 

・バス機器に関しては他衛星（「ひさき」，「ASTRO-H」
等）の FM 品にて EMC 計測を実施し，問題ない事を
確認できた． 

・EM/FM の無いバス機器に対しては，配線ルートなど
の情報をもとに影響を検討・評価し，問題点の明確化
を行い，FM設計にむけた対応策の検討を実施した． 

・厳しいスケジュールのなかで，問題発生によるスケジ
ュール遅延を最小限として，FM 製造に向けた詳細設
計をほぼ終了して詳細設計確認会を実施することがで
きた． 

・衛星重量超過に対しては，新たに大幅な超過が発生し
ないようにメーカーとともに厳しく管理を続けてい
る．イプシロンチームと，衛星インターフェース重量
の再設定について議論をすすめている． 

・Van Allen Probesとの共同研究についてジオスペース
探査衛星のデータ取得を前提に準備が進められ，共同
観測に関するホワイトペーパーのDraftが作成された． 

評価コメント 
・FM 製作移行に向け，順調に進められている．フォール
バックプランの設定などリスク管理も進められている． 

・名古屋大学にサイエンスセンターが作られたことは大
きな成果．今後の大学と宇宙研の連携の在り方の見本
になるように頑張ってほしい．ERGサイエンスセンタ
ーと宇宙研の責任分界を定める必要がある． 

・Van Allen Probesとの役割の違いをより明確にすべき． 

・問題を抱えているものの，スケジュールを維持してい
ることを評価する． 

・重量超過は深刻な問題ではないか？ミッション審査時
の問題点であった重量超過問題が発生し，その対策が
とれているか． 

・スケジュールマージンが殆どないのを危惧する．打上
げ時期と科学成果に関係があるミッションなので，着
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実にプロジェクトを進めて欲しい． 

 

3. CALET 
 

プロジェクトの現状 
・平成 22 年に開発移行し，JAXA（有人宇宙環境利用ミ
ッション本部）が早稲田大学・ISS 科学プロジェクト
室，ASI（イタリア宇宙機関）及び NASA と共同して
開発を推進している． 

・JAXA における総括 CDR を平成 25 年 3 月に完了，全
フライトコンポーネントの製作・試験をほぼ終了し，
サブシステムレベルの組み立て・試験を実施中． 

・各センサーのシグナル測定のための「宇宙線ミューオ
ントリガーシステム」，及び全吸収型カロリメータの 

End-to-End試験に用いる「大強度パルスレーザ照射シ
ステム」の開発・製作を早稲田大学で行った． 

・ガンマ線バーストモニタ（CGBM）は，HXM2台と SGM1

台が完成しており，研究者チームによるキャリブレー
ション実験が，筑波宇宙センターで実施されている． 

・イタリアは，JAXA-ASI間の取り決めに従って搭載用高
圧電源（HV）の製作を担当しており，EM品の提供に
引き続いて，ガンマ線バーストモニタ（CGBM）の HV

モジュール PFM品とカロリメータ用 HVbox-01（PFM

予備品）と HVbox-02（PFM 品）が納入されている．
このため，Technical Interface Meeting（TIM）が必要
に応じて日伊で開催されている． 

・CGBM 用の HVモジュール（3式）については，SITAEL

社製のほぼ同じ製品である ASTRO-H用 HVモジュー
ルにおいて放電現象が検出されたため，イタリア側メ
ンバーとともに検査を行った結果，同様な放電につな
がるポッティングプロセスにおける不具合（ボイド発
生）が発見された．このため，ASTRO-H チームの支
援も得て，製造工程の見直しにより確実な方法による
再製作を実施中． 

・国際協力として，日米伊のサイエンスチーム間におい
て，Data Process and Analysis Plan（DPAP）に関する
協定書を作成し，各国研究者の任務分担を規定してい
る．国際共同研究推進のため，サイエンスチーム会議
（TIM）をテレコンにより随時開催するとともに，全体
会議の形式で各国持ち回りの face-to-face meetingを年
2回の割合で開催している． 

・平成 25年度から，CALET地上運用システムの構築が
開始された．筑波宇宙センターの地上運用システムの
構築と早稲田大学の  CALET Operations Center

（WCOC）の設置による軌道上データ監視及びデータ解
析システムの開発を実施している． 

平成 25 年度の課題 
・ミッション機器の不具合により，システム組立て及び
試験の終了時期が遅延している． CALET は
H-IIB/HTV-5で平成 26年度に打上げ予定のため，HTV

側への引き渡し時期について調整中． 

・光電子増倍管のロットサンプル試験において放電現象
が発生したため，すべての光電子増倍管の熱真空試験
を有識者の支援を得て実施した．その結果，全ての光
電子増倍管で放電現象は確認されず，フライト品とし
て健全であることが確認できた． 

・データ解析ソフト及びＱＬシステムの開発，及び国際
研究チームによる軌道上運用の検討及びデータ解析用
ソフトフェアの共同開発の実施．実運用体制について，
その方策を検討． 

・つくば宇宙センター内のUser Operation Area（UOA）
における CALET 運用システム構築のため，研究者チ
ームとメーカ，JAXA 運用担当者の３者による I/F 調
整等が行われている．詳細な運用計画に基づく運用手
順書の作成と UOA及びWCOCにおける運用担当者の
訓練を実施する． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・メーカ側でのミッション装置構造と前置回路システム
の製造を終了し，JAXA/PI 側との共同開発体制のもと
で，機能・性能試験とシステム組立てを開始する段階
に達した． 

・軌道上運用準備として，筑波宇宙センター（TKSC）
における地上運用システムの整備，軌道上チェックア
ウトシナリオの検討，運用文書（手順書を含む）の作
成を行っている．TKSC のシステムと対応して，早稲
田大学での軌道上データ監視とデータ解析を実施する 

WCOCの構築をほぼ完成しており，TKSCシステムと
のインターフェース調整を実施した． 

・装置熱構造モデルと前置回路システムの BBMを用い
て，CALET 実機と同構造のモデルにより，CERN に
おいて国際研究チームによるビーム照射実験を実施し
た．このデータ解析結果とシミュレーション計算の比
較を国際研究チームで実施し，電子，陽子・原子核観
測における装置性能要求が満たされていることを確認
した．ガンマ線はビーム照射実験が困難なためシミュ
レーション計算により性能確認を行った．これらの成
果を，宇宙線国際会議やその他の国際会議，及び日本
物理学会，宇宙科学シンポジウム等で発表した． 

・イタリア側との TIMを日伊において実施して，CGBM

の HVモジュールの再製作を実施している．これまで
に ASTRO-Hチームの支援とイタリア側研究者の努力
により，平成 26 年 3 月内に必要な３式の日本側への
供給が可能になっている． 

・全体計画と装置要素技術開発の内容を中心に以下の業
績・成果をあげている． 

・査読付き論文 1編  

・国際学会論文：宇宙線国際会議 14編，その他 4

編（内，招待講演 1編） 

・国内学会発表：日本物理学会 20件（内，招待講
演  1 件），日本天文学会 3 件，宇宙科学シン
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ポジウム（口頭発表１件 ポスター発表 6件），
その他 一般講演 3件  

・修士論文： 6編 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・フライトコンポネントの重要部分の製作・試験が終了
しており，ミッションデータ処理装置（MDC）の製作・
試験が本年度内に終了すれば，システムインテグレー
ションが開始できる予定．平成 26 年度の「こうのと
り」5号機での打上げに向けて，作業を推進中． 

・MAXI など先行ミッションの開発経験を生かし，サイ
エンスチームとして，ミッションデータ処理装置用ソ
フトウエアの設計・検証，サポートセンサの検証，地
上運用システム，軌道上運用計画において中心的に開
発の技術支援を行った． 

・加速器ビーム実験とシミュレーション計算による装置
開発，軌道上観測に関する技術開発，及び期待される
サイエンス成果に関する報告や論文発表を活発に行っ
ている． 

・先行観測に比べてエネルギー分解能，電子識別におい
て優れた性能を持ち，すでに観測が実施された 1TeV

以下の領域を含めて，相補的に科学観測目標を達成でき
るため，宇宙線観測に新たな展望を切り拓くミッション
として国際的にも観測の実現が強く期待されている． 

評価コメント 
・ミッション機器に不具合があり，遅延しているが，レ
ビュー・全数試験やスケジュール調整など，打上げに
向け，おおむね順調に進んでいる． 

・放電の原因究明が不十分．原因が分かっていないのが
不安である． 

・スケジュールの成立性に不安を感じる． 

・回路系の基本設計が不十分であったようなトラブルが
でている．JAXA にものを持ち込んで，関係者がそろ
って確認することができていないのではないか．この
進め方では科学衛星のような高度なセンサーの搭載は
難しいのではないか． 

・科学目標をもう少し明確にすべき．Fermi や HESS で
不十分で，CALET が貢献できる点は何か．打上げ前
とはいえ，関連論文が 1本も出ていないというのは気
がかりである． 

 

4. ASTRO-H 
 

プロジェクトの現状 
・4-6月の MTM試験終了後，8月より一次噛み合わせ試
験を実施． 

・2015 年度（11 月末）打上げのマスタースケジュール
に従って，開発計画を実施中．衛星バス系については
FM品，ミッション系も FMあるいは，FM同等品によ
る一次噛み合わせ試験が進行中． 

・システムレベルで管理している技術的課題は，1）冷

凍機擾乱問題，2）ESA 提供高圧電源ポッティング不
良の二つ．1）は，解決策をダンパ付きアイソレータ
に絞り込み，EDU（Engineering Development Unit）を
製造して実機での試験を行う予定である．2）は JAXA

側が実験を行い，手順を確立，現場での立ち会いを含
めて支援．HXI/SGD 用は 4 月中に Deliver 予定．SXS

用は課題解決作業実施中（バックアップ解を含む）． 

・マスタースケジュールにしたがって，開発が進められ
ている． 

平成 25 年度の課題 
・MTM試験を行い衛星の構造設計の妥当性を確認する． 

・一次噛み合わせ試験を実施する． 

・TTM試験，MTM試験など各種システム試験，EM機
器等を用いた各種サブシステム試験によって識別され
た課題の解決をはかり，設計の妥当性を確認，あるい
は要求の緩和を行う． 

・打上げ前キャリブレーションや，初期観測の計画立案
を開始する． 

・パイプラインソフトウェア，解析ソフトウェア等，開
発を進める． 

・ユーザーサポート体制構築開始． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・硬 X 線望遠鏡 2 台が完成，軟 X 線望遠鏡 2 台が完成
（NASA）．SXI-S, HXI1-Sが完成．HXI2-S（Sはセンサ
ー部），SGD1/2は FM製造中． 

・冷凍機擾乱問題については，引き続き課題解決を進め
ている． 

・宇宙科学連合講演会（10 月米子）にて，ASTRO-H の
オーガナイズドセッションを企画．メーカーや工学担
当のメンバーを中心に ASTRO-H の開発について発表
が行われた． 

・COSPARシンポジウム，藤原シンポジウムなどにおい
て ASTRO-Hの招待講演が行われた． 

・ASTRO-H の観測予想を含む論文が，多く出版される
ようになった（ADSで ASTRO-Hが abstractに含まれ
る論文は，過去 3年間で 120を超えている）． 

・電源系を含むバス系機器が完成し，それらを用いて，一
次噛み合わせ試験を開始することができた． 

・SXI（軟 X線イメージャ），HXI-1（硬 X線イメージャ）
のセンサー部分は FMが完成．SGD（軟ガンマ線検出
器）についても１台の製造が進行中．SXS（軟 X線分
光検出器）は３月末にカロリメータセンサー部が
NASAから Deliverされる． 

・様々な課題を解決し，観測機器の FM製造にめどをつ
けることができた．一次噛み合わせには FM品もしく
は FM相当品を登場させることができた（SXSは当初
の計画通り EM）． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・我が国の主導のもと，大規模な国際協力で行われてい
る ASTRO-H 計画において，課題を明確にしつつ，詳
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細設計作業，FM製造作業を進めることによって 2015

年度打上げ目標のスケジュールを確保することができ
ている． 

・それぞれの搭載機器に対して，詳細設計に関するレビ
ューが行なわれ，適切なタイミングで FM製造に移行
している．FM 品もしくは FM 相当品を用いた（SXS

は EM）一次噛み合わせ試験が実施できた． 

・打上げまでを見据えたリソース配分を管理し，プロジ
ェクトを進める上で適切な対策を講じた． 

評価コメント 
・一次噛み合わせ試験の進行など，打上げに向け，順調
に進んでいる．望遠鏡 4台が完成し，順調に経過して
いる． 

・挑戦的な観測装置については，予測困難な課題が生じ
ている．冷凍機擾乱問題解決の進捗を期待する． 

・主要懸念事項の解決が見えてきたのが朗報． 

・理工一体で，若手 JAXA エンジニアによるリーダーシ
ップを発揮させている． 

・チャレンジングなミッションであるが，困難な課題に
果敢に取り組んでいる． 

 

5. BepiColombo 
 

プロジェクトの現状 
・一昨年 10月より総合試験を開始．振動・衝撃を終了．
高圧機器の健全性の確認のために各センサーを取り外
し，単体でチェック中． 

・フライト用太陽電池に発生した白濁問題に関して原因
究明および影響の評価を実施中． 

・今年秋にかけて熱真空試験を行い，単体の総合試験を
終了．来年 1月に ESAへ輸送予定． 

・ESAは昨年 Spacecraft CDRを実施．その際に 2015年
打上げは無理である事が判明．SPC が招集した
Tracking Committeeの監視のもとスケジュールを再検
討．その結果 2016年 7月打上げ，2024年 1月に水星
周回軌道投入をノミナルスケジュールに変更．SPCへ
報告，承認を受けた． 

平成 25 年度の課題 
・MMO単体での総合試験を実施する．（ESA側スケジュ
ールの遅延に伴い ESA への引き渡し準備は来年度に
繰り延べ）． 

・ESA側が実施する Spacecraft CDRに参加． 

・ESA側プロジェクトとの会合・情報交換を行う事によ
り，再来年度初頭に予定されている日欧のモジュール
を組み合わせた総合試験への準備を行う． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・FM総合試験を継続．振動試験・衝撃試験まで終了した． 
・ESA側のスケジュール変更に伴うスケジュール・コス
トへの影響を精査した． 

・ESA側 Spacecraft CDRに参加した． 

・ESA 側プロジェクトの活動をモニターする目的で SPC

の元に結成された Tracking Committee メンバーに
JAXA を代表するメンバーとして参画し，ESA 側プロ
ジェクトの進捗状況をモニターした． 

・FM 太陽電池において発生した白濁問題に関して，原
因究明と影響の評価を実施中．白濁の発生個所（セル
と AR コーティング間の剥離）の同定，発生条件の絞
り込み（カバーガラス用接着剤が薄い所で発生）を行
った． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・MESENGER の水星周回軌道投入から約３年たち様々
な観測により，新たな知見が得られているがそれに伴
い新たな問題点・疑問が次々と見つかっている．それ
らの問題点・疑問の多くは BepiColomboの観測により
初めて解明されると考えられており，BepiColombo の
重要性は増している． 

・総合試験も残りわずかとなり，ESAへの引渡しに見通
しがついた． 

評価コメント 
・太陽電池部の白濁問題の原因究明と確実な解決を望む．
カバーガラス剥離部への斜入射紫外線・粒子線は問題
にならないか？ 

・ESA 側で遅延が発生している．日本側としては順調に
進展している． 

・チャレンジングなミッションであるが，困難な課題に
果敢に取り組んでいる． 

・打上げの遅れが，機器設計および科学目標面でどのよ
うなインパクトがあり，どのように対処するのか． 

・MESSENGER の結果に対し，BepiColombo のサイエン
ス目標がどのように変化してきているかを，具体的に
示してほしい．MESENGER を踏まえた目標の再設定
をすべき． 

・大学コミュニティ，JAXA 内の横断的サポート体制を
「見える化」して，先につなげる必要がある． 

・水星に到着してデータが出るまで，研究コミュニティ
を維持することが重要． 

 

6. ひさき 
 

プロジェクトの現状 
・2013 年 9 月に打上げ，12 月から木星の定常観測を続
けている． 

・2014 年 1 月にハッブル宇宙望遠鏡（HST）と木星の協
調観測を実施（成功）． 

・HST協調観測期間中のデータを優先的にアーカイブし，
4月をめどに公開する予定． 

平成 25 年度の課題 
・射場オペレーションと衛星打上げを実施する．→成功 

・初期運用・観測運用準備を完了する．→完了，成功． 

・定常観測を開始する．→開始． 
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・成功基準 1（木星イオプラズマトーラスの Spectrumか
ら背景電子温度を導出）を達成する．→達成． 

・HSTとの木星協調観測を実施する．→実施．論文準備
中． 

・Space Science Reviewに特集号を設け，論文発表する
→論文準備中． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・当初の予定通り，木星の観測を 3ヶ月続け，オーロラ
とイオトーラスの長期的変動をおさえた． 

・1 月に HST との協調観測を実施し，2 月 17，18 日に
米国欧州から研究者を招き，国際シンポジウムを開催
した． 

・成功基準 1を達成した． 

・6本の査読付き論文を投稿準備中．10本の国際学会発
表を行った．15本の国内学会発表． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・成功基準 1を達成した．論文準備中． 

・成功基準 3（木星磁気圏へのエネルギー流入ルートを
明らかにする）の達成に必要なデータを取得し，解析
中．イオトーラスとオーロラの発光のタイミングの差
を正確に計測．カッシーニ衛星で疑問になった長年の
謎を解明． 

・木星イオに関し，これまで知られていない周期性を発
見（論文準備中）． 

・HSTとの協調観測を成功．3, 4本の論文を準備中． 

・2 月 19-21 日に開催された惑星圏シンポジウム＠東北
大において，特別セッションが設けられた．（5件の招
待講演） 

・2月 17，18日に EXCEEDに関する国際シンポジウム
を開催．外国から４件の招待講演. 

・米国の本格木星探査計画 JUNO の観測計画の立案， 

ESAの JUICEミッションの立案に大きなインパクトを
与えると考えられる． 

・「かぐや」衛星の EUV望遠鏡で存在の可能性があった，
未知の EUV星が確実にあることを確認．論文準備中． 

評価コメント 
・短時間で重要な成果を出している．顕著な成果が得ら
れており，今後が期待される． 

・木星のキャンペーン観測など，ユニークかつ新たな知
見をもたらす観測が展開されている．ハッブルとの連
携で木星磁気圏のダイナミックスが見え始めている． 

・イプシロンが着目された一方で，「ひさき」については
殆ど（一般だけではなく太陽系関係者にも）情報が伝
わっていないのではないか？ 

 

7. IMAP 
 

プロジェクトの現状 
・2012年 7月の打上げの後，2012年 10月から定常観測
が開始された． 

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

・取得された観測データの校正作業を進めている． 

・データ処理システムを構築し，Level-1データ，Level-2 

データの作成を定常的に行っている． 

・レーダーなど地上観測との同時観測を実施している． 

・ISSからのリム方向の撮影観測との同時観測を実施した． 

平成 25 年度の課題 
・定常運用の実施． 

・成功基準：フル・サクセスの達成（１年間の観測） 

・地上観測との同時観測の実施． 

・データ校正の実施． 

・Level-データの作成と研究者向けのデータ公開． 

・昨年度の理学委員会による指摘事項に対応する． 

－積極的にアウトリーチを進めて頂きたい．成果公開に
努力が必要．科学衛星に比べ，ISS での観測にどのよ
うな制約/メリット/困難があるか，知見が公開される
と良い． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・連続的な定常観測が実施された． 

・これまでの観測データを元に，観測パラメータの最適
化がされた． 

・観測データの校正作業をすすめ，Level-1及び Level-2デ
ータ処理システムが開発され，運用された． 

・MUレーダー，赤道大気レーダー，GPS受信機網，地
上大気光イメージャ等との同時観測を実施した． 

・2013 年 5 月 20 日地球惑星科学連合大会において特別
セッション（国際セッション）が実施された． 

・2013 年 11 月 2 日に地球電磁気・地球惑星圏学会にお
いて特別セッションが実施された． 

・2013年 9月 17-18日に ISS-IMAPに関する研究集会が
実施された． 

・国内外の学会において 35件の発表が行われた． 

・理学委員会による指摘事項について：神戸市立青少年
科学館においてパネル・模型の展示と講演会を実施す
るなど，科学館や出前授業等によってアウトリーチ活
動を実施した．一般向けの公開はまだ開始出来ていな
いが，研究者に向けた Level-2 データの提供を開始し
た．研究会等において ISS観測の特色について情報共
有を行なったが，不十分であり，今後も知見の公開を
行なう． 

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

・１年間以上のデータの取得に成功したため，現象の季
節変化，地域依存性，竜巻等の極端現象の影響，地磁
気擾乱度依存性などが明らかにするデータが取得さ
れ，フルサクセスを達成した． 

・観測データをもとにしたデータ校正が進められた．さ
らに，そのデータ校正は地上観測との比較により検証
された． 
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・校正を行なったデータを用いて Level-2 データが作成
され，装置開発グループ外の研究者が利用出来る様に
なり，データ解析が進められている． 

・VISIによる大気光の観測では，広範囲の大気重力波分
布を捉えエネルギーの大気波動による対流圏から超高
層大気への輸送，超高層大気内での輸送を解明できる
データが取得された． 

・EUVI による極端紫外光の観測では，ヘリウム・イオ
ンの広範囲な分布が捉えられた． 

評価コメント 
・フルサクセス達成の科学的成果を示してほしい．まだ
査読論文としての成果が上がっていないのは疑問．観
測データの分析・解析まで進んでいない点が気懸かり． 

・良い観測結果が得られているようであるが，きちんと
した査読誌での発表が行われていないのは残念であ
る． 

・フルサクセス基準自体は，ある種当然のことであり，む
しろ観測結果を科学にするための体制強化をすべき． 

・イメージングのミッションなので，ISAS/JAXAと協力
して積極的にアウトリーチを進めるべき． 

 

8. GLIMS 
 

プロジェクトの現状 
・2012年 7月に H-IIB/HTV3号機によって打上げられ，

2012年 8月に JEM曝露部に設置された．2012年 9-11

月の初期チェックアウト運用を経て，12月から定常運
用を開始． 

・現在まで大きな不具合は発生せず，全機器は正常に機
能し，安定したデータ取得を継続している． 

・Level-0（生テレメトリデータ）・Level-1（相対値変換）
データ処理と QLプロット作成を，毎日実行している． 

・コマンドシーケンスファイルを 2 回/週の頻度でアップ
ロードし，GLIMSの自動運用を行っている．自動観測
に関し不具合は発生していない． 

・2013 年 12 月に 1 年間の連続運用を実現させた．複数
例のスプライト検出に成功しており，さらに得られた
データの詳細解析から全球発生頻度分布の推定が可能
となった．これによりミニマムサクセスを達成． 

・これまでに，3,130 例以上の雷イベントを観測．当初
予定の年間最大取得可能数の 1/2 程度（圧縮率の関係
で取得数を下げている）． 

・詳細解析を継続中で，積極的な成果発表を行っている． 
平成 25 年度の課題 
・引き続き定常運用を継続し，フルサクセス達成を目指
す． 

・観測データの詳細解析を進め，より多くの高高度放電
発光現象イベントの検出を行う． 

・積極的な学会発表・成果公開を実行する． 

・研究成果の査読論文への投稿を積極的に行う． 

・地上光学観測網（欧州，日本）との連携観測の実施． 

・地上電磁波観測網（ELF, VLF）との連携観測の実施． 

・Webページや講演等により一般人へのアウトリーチを
積極的に実施する． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・大きな不具合は発生せず，安定した軌道上観測を継続
できた． 

・2013年 4月から 2014年 1月末にかけて，2,317の雷イ
ベントの検出に成功した． 

・MCE 搭載 HDTV との共同観測を実施中．同じく，地
球ガンマ線を観測する ISS搭載 FIRESTATIONミッシ
ョンとの共同研究を打診中． 

・GLIMSの成果に関して，米国地球物理学連合（AGU），
欧州地球科学連合（EGU）などの国際学会における招
待講演を行った． 

・日本地球惑星科学連合（JpGU），地球電磁気・地球惑
星圏学会（SGEPSS），日本大気電気学会などの国内学
会，国際学会，およびシンポジウム等において，19件
の発表を行った．うち，3件が国際学会における発表． 

・国内外の研究コミュニティと連携し，GLIMS と地上と
の同時観測を実施中． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・2013 年 11 月に 1 年間継続した定常運用を実施し，ミ
ニマムサクセスを達成した． 

・定常運用を開始してからこれまでに，3,130 例以上の
雷観測データの取得に成功した． 

・詳細解析を進めており，数 10例以上の高高度放電発光
現象イベントの検出に成功していることを確認した． 

・GLIMS の観測データおよび地上電磁波観測データとの
比較から，発見以来の謎とされる高高度放電発光現象
の空間分布を決める要因に関して，新たな知見が得ら
れると期待される． 

・欧州の ASIM ミッションや TARANIS 衛星などに先駆
けて，天底観測データの取得に成功した．GLIMSの解
析結果が，これらのミッションにおける課題設定に本
質的に役立つと考えられる．国際学会における招待講
演を 2 件，国内・国際学会にて 19 件の発表等，積極
的に成果公開に努めている． 

・Webページによる一般人へのアウトリーチを積極的に
実施した． 

評価コメント 
・観測自体は順調．安定なデータ取得を継続している． 

・観測データの分析・解析にまで及んでいないように見
受けられる． 

・成果の科学的価値が不明．データから何が見えてきた
のか？ 

・査読誌での発表が行われていないのは残念である． 

・観測結果の科学的意味を高めるための体制作りを望み
たい． 
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9. あかつき 
 

プロジェクトの現状 
・基本的に昨年度末と変化は無い．2010 年 5 月に衛星を
打上げ，同年 12 月に金星周回軌道への投入に失敗し
た．この原因としては，軌道制御用エンジン（OME）
の燃料側逆止弁の動作不良のために燃料と酸化剤の混
合比が設計条件を逸脱し，ノズルが異常な高温を経て
破損した，と推定される． 

・今後の軌道制御を姿勢制御用エンジン（RCS）で行う
ことを決定し，2011年 11月に RCSで軌道周期調整マ
ヌーバを実施，2015年以降に金星周回軌道に再投入で
きる見通しを得た． 

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

・2015 年末に改めて金星周回軌道投入を行うための複数
の軌道制御計画を考案し，それぞれについて実現可能
性と安全性を検討している． 

平成 25 年度の課題 
・次回の金星周回軌道投入の時期まで探査機の健全な状
態を維持できるよう，引き続き電源系，姿勢系，推進系
等のサブシステムに注意を払いつつ運用を実施する． 

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

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・およそ 200日ごとに訪れる近日点通過のたびに機体の
温度がより高くなっていく様子が観察されているが，
平成 24年 12月 8日の第 4回目の近日点通過では温度
上昇のペースが鈍る傾向が確認され，その後の近日点
でも同様の傾向が続いている．これは地上で行ってい
る軌道上環境を模擬した実験の結果とも整合してお
り，次の金星周回軌道投入まで運用を継続できる可能
性が高まった． 

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

・2015 年末に改めて金星周回軌道投入を行うための複数
の軌道制御計画を考案し，それぞれについて実現可能
性と安全性の検討を継続中である． 

・2011 年に実施した金星観測と太陽コロナ観測のデータ
を解析し，成果を国内外の学会で発表した．これらの
成果を論文として投稿した． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・探査機は当初予定より強い太陽光を浴びる厳しい状況
にあるが，熱入力に対して比較的強い高利得アンテナ
取り付け面を太陽に向けた姿勢を保つなどして探査機
の健全な状態を維持し，2015年以降の金星周回軌道再
投入につなげる可能性を高めた． 

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

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

・金星軌道再投入の考え方をプロジェクトとして示した
論文を公表した． 

評価コメント 
・将来の観測に対して準備されており，努力が評価でき
る．リカバリーできることを期待する． 

・限られたリソースにおいても，電波観測などの成果が
創出されている． 

 

10. SMILES 
 

プロジェクトの現状 
・2009年 10月より定常観測を行なっていたが，2010年

4 月にサブミリ波局部発振器系の不具合のため，大気
観測を中断（のちに終了）した．その後，装置特性の
評価等のため，冷凍機や分光計のデータを個別に取得
している．2014年 3月中に終了予定． 

・データ処理は観測終了後も引き続き実施しており，
2012年 3月よりウェブサイト上及び DARTSで一般に
公開している． 

・SMILES ミッションで達成したサイエンス成果につい
て，理学委員会の諮問を受けた外部評価委員会を 

2013年 3月末に実施し，勧告を受けた．同年 9月に理
学委員会に報告し了承された．ミッション全体として
は，2014年 2月に有人本部にてミッション終了審査を
実施した． 

平成 25 年度の課題 
・昨年度の計画より：取得したデータの高次処理につい
て，引き続き改良を行うとともに，一般公開データを 

DARTS からリリースする．→ C-SODAとの調整を進
め，データの新バージョンが完成するごとに DARTS

へ移管する手順を確立した．・データアーカイブの移管
作業の実施 → リリースノート・検証論文の整備を進
めてきたが，来年度以降も継続した実施体制が必
要．・今後のコミュニティ研究の活性化と，ISAS イン
ハウス研究の具体化  →  ISAS 外の研究者による 

SMILES データを利用した論文が発表され始めるな
ど，コミュニティ研究の一定の活性化は図れている．

This document is provided by JAXA.



Ⅳ．プロジェクト・ワーキンググループ 163 

インハウス研究として，データの品質の向上に集中し
て実施してきた． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・前年度に引き続き高次処理の改良を繰り返し行い，高
次処理データの品質を向上させることができた． 

・サイエンス成果の一例として，① オゾンをはじめとす
る大気微量成分の日変化を明確化し，複数衛星データ
を利用してトレンドを論議する際に，観測時間による
バイアスが存在することを指摘したこと，② オゾンゾ
ンデ観測データとの比較検証の結果，オゾンゾンデが
測器の持つ応答時間により負のバイアスを持ちうるこ
とを指摘したことなどが特筆される． 

・軌道上では，すでに大気観測は不可能であるものの，
後期運用として冷凍機の運転を継続し，ジュール・ト
ムソン冷凍機の冷媒ガスと圧縮機の経時変化データを
蓄積した（今年度をもって終了）．それらの技術データ
は将来の冷凍機開発の信頼性向上や長寿命化に生かさ
れる． 

・査読付き論文誌にて，9 編を発表，1 編を投稿中．10

件の国際学会発表，約 20件の国内学会発表． 

・C-SODA との協力による，DARTS を利用したデータ
の一般公開（2012年 8月より継続中）． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・SMILES は約半年の期間ではあったが，これまでの衛
星観測をはるかに上回る精密な大気測定を実証した． 

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

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

・観測データの一般公開をおこなった． 

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

評価コメント 
・データ解析，データ利用が継続して行われているが，デ
ータ利用のさらなる促進が必要． 

・プロジェクト終了後のデータベース整備，アップデー
トの道筋を確立してほしい． 

・冷凍機宇宙利用を実証したことは重要な成果． 

 

11. MAXI 
 

プロジェクトの現状 
・GSC（ガススリットカメラ）全 12台中 6台で運用中．そ
のうち 1台は微小隕石による微小ガスリーク中．非運
用中の 6 台のうち 1 台は故障，5 台は冗長系のため運
用を制限して温存中．12台中 6台のカメラについては
4年以上の残存寿命を確保できる見通し． 

・SSC（CCD スリットカメラ）：2013 年 4 月 13 日～2014

年 2月 12日までは，2カメラ中 1カメラのみで運用．

それ以外は 2カメラで運用． 

・約 350 個の天体の X 線光度曲線と全天画像を毎日更新
して公開． 

・全天の任意領域の光度曲線とスペクトルをオンデマン
ド公開． 

・2012 年 3 月 16 日定常運用終了審査会において，実験
要求達成を伴う定常運用終了と，3年間（2015年 3月
まで）の後期運用移行を承認． 

平成 25 年度の課題 
・観測・データ公開・速報を継続して実施． 

・科学評価委員会で課された課題を継続して推進：データ
解析マニュアル整備などによるチーム外の科学者によ
るデータ利用の促進・長期的アーカイブの開発 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・データ公開の充実：Ｘ線光度曲線公開 349天体（平成

24 年度 323 天体，平成 23 年度 274 天体）・週単位光
度曲線を公開（238天体）・キャリブレーションを進め
て，オン・デマンド公開を正常運用中の全 GSC検出器
に拡大・SSCデータのオン・デマンド公開をチーム内
で開始（一般公開に向けて） 

・今年度 6 個の新天体を発見などの科学成果：ATel

（Astronomer’s Telegram）へ 24件投稿・他チームによ
る MAXI 天体に関する ATel 報告が他に 14 件・GCN 

Circular への GRB/XRF報告 8件 

・「すざく」との連携観測 1件． 

・「すざく‐MAXI 国際会議 2014」を共催． 

・学術論文：査読付きジャーナル 8編受理（3編投稿中；
他に査読付集録 2 編受理）チーム外著者による MAXI

関連天体の査読論文 9 編．国際学会発表 40 件．国内
学会発表 55件． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・データ公開の継続と拡充により，チーム外著者による

MAXIデータを用いた論文が増加． 

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

・MAXI アーカイブ開発の着実な進行． 

評価コメント 
・安定なデータ取得を継続している． 

・確実な成果創出は高く評価できる．SSCの成果が上が
りつつある． 

・アーカイブの整備が進められた．さらにデータ利用が
広がることを期待． 

・継続が命であり，半分に減っているカメラを上手に使
うことを願いたい． 

 

12. ひので 
 

プロジェクトの現状 
・2006 年の打上げ以降，2007 年年末に X 帯ダウンリン
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ク不安定化する不具合事象が発生し，2008年 2月より
S帯ダウンリンクへの移行作業を開始した． 

・観測機器についても不具合事象はあるものの，観測に
支障をきたすものではなく，現時点で 3台の観測装置
は全て，通常観測を行なっている． 

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

・2013 年に理学委員会の下で運用延長審査を受け，
2014‐2016年度の運用延長が認められた． 

平成 25 年度の課題 
・現ミッション延長期間（2011-2013年度）の延長審査の
際に重点観測項目として提示した，（1） 太陽活動の上
昇にともなう活動現象，特にフレア，の観測と，（2） 極
域磁場の長期モニター観測，を引き続き進める． 

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

・S帯地上局の受信機会の確保に努める． 

・前年度の理学委員会評価コメン卜に対応する． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・ひので SWG（国際ひので科学チームの意思決定機関）
にて確認・決定された，フレア観測および極域観測等
のコア観測を優先させる観測運用方針を今年度も引き
続き保持し，これらを重点的に観測運用を進めている． 

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

・EPO活動の一環として，全国の高校・公開天文台との
共同観測キャンペーンを昨年度に続き実施し（観測提
案の 1つとして採択），今年度も 13の高校・公開天文
台が参加した． 

・11 月 12-15 日に飛騨高山にて第 7 回ひので国際科学会
議を開催し，参加者約 200名（うち，海外より 118名），
口頭講演 61件，ポスター講演 168件の参加を得た． 

・前年度の理学委員会評価コメン卜へ対応した（詳細は
理学委員会にて報告）． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・2011"2013 年度の運用延長審査で重点観測項目として
提示した，（1）太陽活動の上昇にともなう活動現象，
特にフレアの観測と，（2）極域磁場の長期モニター観
測を観測運用の基本方針と設定し，観測と成果創出を
進めている． 

・2013 年は少なくとも 77 編（秋口以降の未集計論文あ
り）の査読付き論文が出版された．ほぼ 3日に 1編のペ
ースを維持し続けており，出版レー卜は鈍化していない． 

・本年度は国内で「ひので」関係の個人の受賞 2件． 

・昨年打上げの米 IRIS 衛星との共同観測スキームの確
立とデータ解析促進のため，日本人若手を米国運用・

解析拠点に派遣している． 

評価コメント 
・全般に順調に展開している． 

・打上げ後，長期にわたって優れた科学成果を創出し続
けていることは特筆すべき． 

・昨年度の課題に真剣に取り組んだ成果が見られる． 

・磁場反転機構は，確認されれば大きな成果である． 

 

13. すざく 
 

プロジェクトの現状 
・打上げ約１か月後の 2005年 8月 8日に，X線分光器の
液体ヘリウムを消失．軌道上で 7eVの優れた分解能を
実証したが，宇宙 X線の観測には至らなかった． 

・2005年 9月からの試験観測により，高感度広帯域（0.2 

- 600keV）X線分光性能を実証． 

・2006年 4月より国際公募観測開始．第 8期公募観測を
実施中．これに加えて， 随時提案を受け付ける突発天
体観測枠も設定． 

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

・Chandra衛星（米国，第 5期から），Fermi衛星（米国，
第 6期から），ISS曝露部搭載全天 X線監視装置 MAXI

（2009 年 2 月から）との共同観測プロジェクトをそれ
ぞれ立ちあげ，実施中． 

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

・打上げから約 9年を経過し，太陽電池の発生電力低下
とバッテリーの劣化が顕著になっている．2013年 1月
16 日から 1 月 31 日まで，バッテリーの劣化に対応す
る運用方法を確立のため，観測を一時停止した．現在
も引き続き，対応策を試行している． 

平成 25 年度の課題 
・国際公募観測を中心とする観測を継続する． 

・2011年 Stanfordに続く，第 5回すざく国際会議を開催
予定． 

・寿命コンポーネントの劣化への対応．太陽電池，ジャ
イロ以外に，バッテリーの劣化が顕著に見えてきてお
り，こまめにパラメータを変更して観測を継続する． 

・国際公募観測 AO の出し方について．発生電力の動向
を見ながら，AO自体を発出するか，key project をど
うするかを検討する． 

・NASA Senior Review：2014年 3月頃． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・寿命コンポーネント（太陽電池，バッテリー）劣化へ
の対応を実施した． 

・公募観測を実施した．2013 年 1 月の観測中断のため，
「ひさき」，XMM-Newton, Chandraとの木星同時観測を
含め，一部の観測を第４月に持ち越した． 

・MAXI との共同観測により 2 件の突発天体観測を実施
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した． 

・X線 CCDカメラの較正データベースを 2014年 2月 3

日に updateした． 

・STTの劣化によると推定される姿勢決定処理の遅れ，
米国のパイプライン処理の停止などの影響による遅れ
を生じたが，姿勢決定は収束条件の見直し等により，
遅れを取り戻している． 

・2015年 3月まで運用できる可能性を考慮して，国際公
募を実施した．１年で完了する key projectを公募した． 

・2013年に，「すざく」科学的成果による 90編の論文が
掲載された． 

・2014年 2月 19-20日に，すざく-MAXI国際会議を愛媛
大で実施した．参加者 222名．海外からは 45名． 

・複数のプレスリリースを実施した． 

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

・打上げ 8年以上経過し，寿命部品の劣化が顕著になっ
てきているが，運用による対処，国際公募観測募集へ
の対処を行っている． 

評価コメント 
・バッテリーなど，寿命部品の経年劣化による運用困難
が生じているが，適切に対処している．消費電力の削減，
ヒーターの最適化等を行い，チーム一丸となって衛星の
運用を継続していることは評価できる． 

・Nature論文も含め，科学成果は順調に算出されている． 

 

14. GEOTAIL 
 

プロジェクトの現状 
・搭載科学観測機器の状態は，経年劣化により観測を終
了した一部の機器を除き，良好である．打上げ以降 20

年以上継続して，地球近傍の磁気圏尾部のプラズマの
直接観測データを取得中． 

・平成 24年 12月末に生じた搭載データレコーダ故障（2

台中 1台）に関しては，DSN局の支援が最大限に得ら
れたことで，データ欠損を最小限にとどめること（欠
損率は約 10～15％）ができた．データレコーダの以外
の衛星システム状態は良好． 

・大型計算機を用いた旧地上系システムから，UNIX 計
算機による地上系システムへの移行を完了した． 

・データレコーダ故障の処置後も含めて，定常運用・デ
ータ処理を実施している． 

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

・2012 年度に理学委員会の基で運用延長審査を受け，
2015 年度までの運用が NASAの DSNサポートの継続
という条件の下で認められている． 

平成 25 年度の課題 
・NASAとの協力関係の下に国内局・米国 DSN局にて継

続的に衛星運用・追跡管制，データ取得を行う． 

・取得されたデータを公開することで，国際共同観測の
中での役割を果たす． 

・2014年秋以降打上げ予定の NASA MMS衛星プロジェ
クトと情報交換を進め，2016年度以降のプロジェクト
延長計画を検討する． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・NASAとの協力関係の下に国内局・米国 DSN局にて衛
星運用・追跡管制，データ取得を行った． 

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

・2012 年に取得された新規データについては較正作業が
進行中であり，DARTSからの公開，および，NASA/GSFC

において国際標準フォーマット（CDF 方式）に変換さ
れデータ公開される． 

・汎用大型計算機からの移行システム（Linux 計算機に
よるシステム：軌道決定，姿勢決定，SIRIUS登録，SI‐
QLとの I/F）による衛星運用を開始． 

・32本の査読付き論文（国際的論文誌）が出版された． 

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

・較正済データを順次公開することで，国際的な共同観
測の中で役割を果たしたか． 

評価コメント 
・貴重なデータを取得し続けている．順調に成果創出を
続けている． 

・昨年度のコメントへ回答されていて，適正である． 

・宇宙空間から磁気圏尾部を 20 年間継続観測するとい
うということはすばらしいことである．2 度とこのよ
うな観測はできないであろうから，可能な限り継続す
べきであろう． 

・今後いつまで運用するかの議論が必要．対費用効果（人
的労力を含め）を精査した上でミッションを継続する
か判断すべき． 

 

15. あけぼの 
 

プロジェクトの現状 
・あけぼの衛星は，その軌道の特徴より，地球の放射線
帯における滞在時間が長く，25年の間に共通機器，観
測機器共に放射線による劣化を受けている．しかし，
共通機器に関しては，科学的観測を続行する上で致命
的な劣化は無い．科学観測機器に関しては，あけぼの
衛星には 9種類の科学観測機器が搭載されている．こ
のうち，現在でも科学的研究に使える質を備えたデー
タを出しているのは，低周波プラズマ波動計測装置
（VLF），高周波プラズマ波動計測装置（PWS），電子温
度計測装置（TED），放射線モニタ（RDM）の 4 つで
ある．これらは，特に内部磁気圏の観測の主力となる
観測機器である． 
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・定常運用・データ処理を実施している． 

・2013年 6月に理学委員会の基で運用延長審査を受け，
2016年度末までの運用が認められた（2014年度末に，
Van Allen Probes との共同観測について中間レビュー
を行う）． 

平成 25 年度の課題 
・2013 年度に迎えた太陽活動極大期までの太陽活動 2

サイクル分の，継続的な放射線帯および内部磁気圏内
の波動観測． 

・2014年度以降の観測計画の策定（理学委員会における
運用延長審査）：Van Allen Probes との共同観測・ERG

（2015年度打上げ予定）との共同観測． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・名古屋大学から，「宇宙天気予報に新しい手がかり長
寿衛星『あけぼの』によって，放射線帯の高エネルギ
ー電子を増やす太陽風の条件を解明」というプレスリ
リースを実施した．原著論文著者は，文部科学大臣表
彰若手科学者賞を受賞した．複数のメディアに取り上
げられた． 

・EMIC rising tone（triggered emission）の観測的発見 

・2013年度は 7本の査読付き論文が出版された． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・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． 

・プレスリリースされた研究は，世界でもっとも長く 24

年間にわたって観測を行っている「あけぼの」長期デ
ータによって初めて可能となったもの． 

・近年の理論的研究（EMIC 波動の非線形発展等）を観
測的に裏付ける研究がおこなわれた． 

評価コメント 
・安定なデータ取得を継続した．機齢を重ねつつも着実
に成果を産み出していて評価できる．7 本の査読論文
の出版は特筆に値する． 

・Van Allen Probes との共同観測についての進展を期待
する．VAP や ERG との同時観測で何がわかるのか，
具体的内容を記述して欲しい． 

・太陽活動 2サイクル分のデータをほぼ取り終えたこと
はすばらしいが，それで何がわかるのか． 

・観測は予定通りだが，多くの機器が動いていない．終
了時期を考える必要がある． 

 

16. 観測ロケット 
 

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

・幅広いユーザ要求を実現するための高度化・高機能化
を実践する． 

・年平均 2機程度の打上げを行い，観測ロケットの特質

を活かした成果を獲得する． 

・高度化・高機能化を達成するための搭載系と地上系の
開発および改良を推進する． 

平成 25 年度の課題 
・観測ロケット 2機（S-310-42号機と S-520-27号機）の
連続打上げにより，TMA（白色雲）及び LES（赤色散
乱雲）を発生させ，高層における中性大気の観測を行う． 

・観測ロケット（S-310-43号機）を打上げ，ロケット慣
性飛行中の極低温流体（LN2）の熱伝達特性を取得す
るとともに小型カメラによる二相流の挙動観察を行う． 

・次年度予定している観測ロケット（S-520-29 号機と
S-310-44号機）の打上げに向けた準備（設計会議等に
よるユーザ要求の確認および打上げに向けた関係機関
との調整など）を促進する． 

・観測ロケット高度化・高機能化の一環として，S-520

型ロケット用に開発された小型姿勢制御装置を S-310

型ロケットにも搭載できるよう，さらなる小型化を実
践する． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・S-310-42号機/S-520-27号機を 2013年 7月 20日 23:00

と 23:57 に連続打上げし，「電離圏 E 領域と F 領域の
相互作用に関する総合観測」を実施した． 

・S-310-43号機による「ロケット慣性飛行中のニ相流挙
動および熱伝達特性の観測実験」は，2014年度に打上
げ延期した． 

・2014年度打上げの，S-520-29号機「スポラディック E

層空間構造の立体観測実験」，S-310-44 号機「Sq 電流
系に起因する電離圏加熱現象の解明とプラズマ波動計
測用小型センサーの放出試験」に向けた準備を行った． 

評価のポイント（プロジェクトによる自己評価） 
・2 機の観測ロケット S-310-42 号機と S-520-27 号機の
連続打上げに成功し，異なる高度で発生する 2つの擾
乱現象の同時観測に成功（世界初）したとともに LES

（リチウム噴射装置）による夜間超高層大気の風向風速
を推定する手段を確立した． 

・事前の地上試験により，S-310-43号機に搭載する実験
装置の問題点を明らかにし，断熱性能向上，冷却能力
向上，温度計測点追加など，テストセクション上流に
過大な熱流入が発生しても実験条件が成立し，解析が
可能となるような対策を実施した． 

・2014年度の打上げに関し，夏に打上げ予定の S-520-29

号機の設計/確認会議を行い，フライト品の製作を進め
るとともに，冬に打上げ予定の S-310-44号機の設計会
議を行い，ユーザ要求を反映させた設計を実施した．
また，2014年 7-8月の打上げに向け関係省庁との調整
を開始した． 

・統合型アビオニクスの開発を完了し，安定した性能と
効率的な運用を確認した． 

・これまで S-520 型ロケット用に開発された小型姿勢制
御装置をさらに小型化（重量，体積とも約半分に）し，
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S-310 型ロケットにも搭載可能な小型姿勢制御装置を
開発した． 

評価コメント 
・E層，F層を狙った 2機同時打上げ成功は評価できる．
当初計画の成果を挙げた． 

・43号機の打上げ延期は適切．十分な改修期間をとるこ
とが望ましい．延期に至った検討も次期に活かされる
ことが期待される． 

・TMA，LES撮像で何がわかるのか？乱流がわかること
による学問上のインパクトを知りたい． 

・観測ロケットという活動により得られた成果が，理学・
工学的な見地からどのような位置づけになっているか
がわかると良い．将来を見通した議論が必要． 

 

17. 科学データ公開 
 

プロジェクトの現状 
・ JAXA 衛星データの保存と公開．プロジェクトから受
け取った高次処理済みデータを DARTSに格納，プロ
ジェクトのデータポリシーに従って公開している． 

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

・運用終了後の衛星プロジェクトからの引き継ぎ．衛星
プロジェクトが作成したデータプロダクトやサービス
を引き継いでいる．現在は，「かぐや」，「あかり」，
「SMILES」が主な対象． 

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

・データ保存，処理，公開サービスのための計算機シス
テム運用．2013年夏に，機器換装を実施し，9月より
新システムの運用を開始した． 

平成 25 年度の課題 
・定常業務として，JAXA の科学衛星データの保存と

DARTS からの公開を継続的に実施し，運用中の衛星
データを追加する．検索等の既存のデータサービスを
安定に運用する． 

・データ利用促進のためのツールを開発し，公開する． 

・終了した JAXA の衛星や探査機，および関連するデー
タの集約，公開を進める． 

・2013年 9月までにシステム換装を実施する． 

・JAXA 調布キャンパスへの DARTS 全データバックアッ
プを行う． 

・昨年度の理学委員会評価における指摘事項に対応す
る：広報，アウトリーチについて・体制や事業の進め
方について・成果の評価について． 

平成 25 年度の活動・業績・成果 
・JAXA の科学衛星データの保存と DARTS からの公開
を継続的に実施し，運用中の衛星データを追加した． 

－「あけぼの」PWSの新たなデータを公開した． 

－ISS 与圧部データのアーカイブ化，DARTS からの公開
準備を進めている． 

－「ひさき」のデータ処理支援，「ひさき」，「あかつき」
のチーム内データ公開支援を開始した． 

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

－月惑星シミュレーターのウェブ公開を行った． 

－Apollo月地震データ表示アプリケーションを改良した． 

－「あかり」全天画像データ検索・公開システム開発が
進展し，試験公開の準備中． 

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

－「かぐや」，「SMILES」の再処理データを DARTSから
公開した． 

－「かぐや」データアーカイブ・システムの DARTS へ
の統合を進めている． 

・データプロセッシング，保存，サービスのためのシス
テムを安定に運用した． 

－ユーザに大きな影響を与えることなく，システム換装
を実施した． 

－あらたに「ひさき」，「MAXI」プロジェクトに対して
システムの提供を開始した． 

・JAXA 調布キャンパスへの DARTS 全データバックアッ
プを完了した． 

・C-SODA が提供するサービス定義を明確化し，プロジ
ェクトごとの対応計画を策定した． 

・DARTS から広報向きの情報を切り離し，新たに一般
向けのウェブページを立ち上げた． 

・C-SODA 運営委員会の成果物として，「望ましい科学デ
ータ公開・データ利用のあり方について」のレポート
を理学委員会で報告し，公開した． 

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

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

・「あかり」，「かぐや」，「SMILES」等，運用を終了した
プロジェクトから，条件を明確化した上で，データプ
ロダクトの引き継ぎと DARTSからの公開を順調に進
めている． 

・5 年に一度のシステム換装を，ユーザーに大きな影響
を与えることなく，実施した． 

・相模原キャンパス外へのデータバックアップを実施した． 
評価コメント 
・重要な業務である．着実に進展しており評価できる． 

・月惑星シミュレータは評価できる． 

・長年の課題であった「あけぼの」PWSデータがアーカ
イブされて公開されたことは評価できる．VLFデータ
も期待したい． 
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・長期的なビジョンも示して欲しい．10 年，20 年先を
見据えた計画を立てるためには，今が好機ではないか． 

・日本の科学データ公開は欧米に比べて遥かに遅れてい
る．データ利用促進をさらに進めて頂きたい． 

・こういった基盤となる活動をさらにサポートすべき．運
用終了後のデータ解析を継続できる体制構築・予算確

保が必要． 

・大量のデータ処理・データアーカイブを実現している
素粒子実験などとのシステムを比較したうえで検討が
行われているか．情報交換を緊密にして，最適解を探
して欲しい． 

 

 

b. 宇宙工学委員会 
 平成 26年 3月 24日に宇宙工学委員会評価委員会を，
また 3月 27日に第 40回宇宙工学委員会を開催し，（I）宇
宙工学プロジェクトである再使用観測ロケット技術実証，
及び（II）平成 25 年度宇宙工学分野において選定された
先端研究について評価を行った．評価は，平成 25年度の
研究成果報告を受け，質疑応答の後，当日出席の委員全員
が，評価表にコメントを書き込む方式で，評価を行い，コ
メントは各研究グループへフィードバックした． 

 

1. 再使用観測ロケット技術実証 
 

 再使用観測ロケットの目的は，ロケットの再使用化に
より，現行の使い捨ての観測ロケットに対して運用コス
トの大幅削減と実験環境の革新を図り，宇宙実験参加の
敷居を飛躍的に下げることである．高度 120km 以上に
100kg のペイロードを打上げ発射点に帰還，最短ターン
アラウンド時間１日，繰り返し飛行回数 100回，を当面
の性能目標としている．再使用観測ロケットによって，
多くのユーザから要求がある「衛星では不可能な低高度
の直接観測機会」を低コストで容易に繰り返し可能な形
で提供することにより，質的に異なる実験機会（ロケッ
トの軌道・姿勢の自由度向上，亜音速飛行と準静止状態
の実現，観測機器の回収と繰り返し飛行 etc.）を提供し，
利用の活性化を図る．大気物理（超高層大気・磁気圏プ
ラズマ）や微少重力科学等の分野のユーザが関心を示し
ている．同時に，再使用観測ロケットの開発過程におい
て，将来の宇宙輸送コストの飛躍的削減を図るロケット
推進宇宙往還システムの実現を目指し，この実現に必要
な繰返し飛行運用や故障許容システム，寿命管理設計や
信頼性設計技術，軽量の構造・材料および推進システム
の開発に資する基礎技術の開発・実証を行うことも目的
の一つである． 

 

 FY25 エンジン開発成果概要 
 再使用観測ロケットエンジン技術実証のために設計/

製作した OTP, FTPの単体試験を実施し，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． 

 また，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． 

 

2. 将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先
端研究 

 

2.1 ソーラーセイルWG戦略開発研究 
   （総合評価点：7.30） 
 ソーラー電力セイルの優位性を活かした外惑星領域往
復（トロヤ群サンプルリターン）ミッションの次期中型
計画での実施を目指して計画策定を進めた．特に，トロ
ヤ群サイエンスのミッションコンセプトを明らかにして
候補天体を絞り込んだ．また，子機が着陸し採取した試
料を親機に引き渡す方式とし，技術リスクを考慮して，
サクセスクライテリアを設定した．一方，各技術要素（セ
イル試作，展開機構試作，高比推力イオンエンジン，統
合型燃料電池，気液平衡スラスタ，膜面フェーズドアレ
ーアンテナ，サンプル採取，カプセル等）について，着
実に研究開発を進め，厳しい性能要求に向けて要素技術
レベルを向上させた． 

 

2.2 ハイブリッドロケットの研究  
   （総合評価点：6.57） 
 以下の成果が得られた． 

・技術実証用ハイブリッドロケットエンジン（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．推力 1.5kN で燃焼時間 20 秒までの長時間燃焼に
成功．供給系を増強し，推力 4.5kN，燃焼時間 2 秒お
よび 5秒の燃焼試験を実施． 

・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． 

・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． 

・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の世界初の開発． 

・多目的最適設計ツールを用い，クラスタ三段式ハイブ
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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． 

・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． 

 

2.3 スペースプレーン技術実証機（SEED）の検討 
   （総合評価点：5.73） 
 本 WGは，スペースプレーンの実現に必要な技術を，
飛行実証を交えながら研究することを目的としている．
今年度は，スペースプレーンの実現にあたっての本質的
な技術課題の識別と，それらの課題に対する現状技術レ
ベルの共有・設計方針の議論を行ってきた．その結果，
空力形状設計技術と空気吸込式エンジン技術を重要な技
術分野と識別した．空力設計技術については，設計ロジ
ックの検討を，目指すべき TSTOシステム策定と関連さ
せつつ行った．エンジン技術については，現在の技術レ
ベルを再認識し，飛行実証すべき技術要素を明確にして，
飛行実験用エンジンの設計を行った．飛行実験システム
の開発研究については，科研費（基盤 A）を活用し，機
体構造の設計製作（特に主翼），飛行実験用エンジンの製
作，搭載計算機・アビオニクスの試作，風洞実験による
飛行実験機の空力特性評価を行った． 

 

2.4 次世代小型標準バス技術の研究 
   （総合評価点：6.97） 
 当初計画通り，昨年度までの 5年間で，WGで扱った多
くの研究項目は「ゴール」のレベルに達しており，本年度
は残作業を有する 3課題に絞って研究を行った．①CFRP

スラストチューブの分割製法の健全性を実条件の静荷重
試験で確認，②クワドラチュア成分の低減や高 Q 値化を
施したMEMSジャイロを試作し，バイアス安定度の向上
を確認，③自然言語の各種文書から衛星搭載の姿勢制御系
ソフトウェアの状態遷移表モデルを自動作成するプロセ
スを開発，など所望の研究成果を得ることができた． 

 

2.5 月惑星表面探査技術の研究（自律探査技術分科会） 
   （総合評価点：6.53） 
 「観たいものを観る」移動探査ロボットシステムの知
能化をめざして，以下の課題について検討し，有意な成
果を得た． 

・環境認識の高度化 

・走破性の向上 

・移動の自律性の向上 

・フィールド実験による自律機能の確認 

 また，分科会構成員との頻度の高い情報交換を行い，
研究体制を強化した． 

 

2.6 月惑星表面探査技術の研究（小型プローブ技術分科会） 
   （総合評価点：6.55） 
 今後の小天体探査において小型のローバを用いた高機

能な探査を実現するために，以下の項目の研究と開発を
行なった． 

・微小重力環境での移動メカニズム: 複数の移動メカニ
ズムに関して落下塔を利用した無重力実験で検証し，
MINERVA-II ローバに使用する移動メカニズムを最終
決定した． 

・電波を用いた自己位置同定: 通信機のフライトモデルに
距離測定機能を付加し，擬似距離測定実験を行なった． 

・自律探査手法: CPUボードとカメラ 1台のフライトモ
デルを製作した．形態可変型ローバによる長時間サバ
イバルの検討を行なった． 

 

2.7 月着陸探査に必要な要素技術の研究 
   （総合評価点：6.58） 
 以下，主たる研究成果を示す．いずれも，「低リソース
探査機にて，月面ピンポイント着陸を実現する」技術の
一部であり，相互に検討の I/F 条件を調整しながら実施
した． 

・推進剤・酸化剤一体型タンクの実現に向けた耐酸化剤
ダイヤフラム膜の研究 

・発泡アルミニウム構造の考案と，実機大モデルでの落
下試験 

・高精度着陸のための光学航法の検討と，その検討のた
めの月面地形データの整備 

・着陸レーダの検討 

 

2.8 月惑星表面探査技術WG（着陸ダイナミクス技術分
科会）   （総合評価点：6.27） 

 分科会での議論により，運動量/エネルギー交換による
衝撃吸収の研究，セミアクティブ着陸脚・衝撃吸収専用
着陸脚，差動滑車機構着陸脚の研究，機構解析ソフトウ
エアによる着陸挙動解析の研究が効果的に進捗した．ま
た，計算機シミュレーションに用いるパラメータの共通
化を行い，各方式の優劣比較ができるようにした．共通
計測装置を整備し，実機実験の結果についての定量的評
価が可能となった． 

 

2.9 先進的固体ロケットシステム技術実証研究 
   （総合評価点：7.20） 
 低コストガスジェネレータ推進薬向け AP/AN 共晶酸
化剤の粒度調整手法を確立した．共晶大粒子については
燃焼安定性に影響を及ぼすことを実験的に明らかにし
た．高エネルギー酸化剤 ADN 等含む固体３成分系混合
物が水等の溶媒を用いずに液化する現象を発見，イオン
液体推進剤の研究の糸口をつかんだ． 

 非破壊検査技術については，イプシロン初号機 2段モ
ータに対し超音波探傷の試行を行い，必要とされたアレ
イプローブの分解能･取り扱い性向上を実施し，イプシロ
ン 2 号機 2，3 段モータの品質保証採用にむけた開発を
行った．低コストをめざした超軽量アブレータの製作を
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実施し，基礎的な熱機械特性を取得した．低コストモー
タケースの実現のために，熱可塑型 CFRPの試作試験を
実施し，素材レベル開発が終了した． 

 開口比 25 のノズルを有する耐熱複合材燃焼器を用い
た N20/エタノール推進系システム燃焼試験を実施し，安
定な燃焼条件を確立した．噴射器エレメント試験を実施
し，噴射器エレメント構成を最適化した． 

 アビオニクスの抜本的な低コスト化に向け，通信機能を
統合した通信機の開発，地上局が不要な商用衛星通信モジ
ュールの改良，ネットワークシステムの検討を行った． 

 

2.10 火星探査航空機の研究開発 
   （総合評価点：6.59） 
 高高度飛行試験の準備を進めるとともに，フィードバ
ック制御を行うための機体改修を行った．また，火星で
の飛行による風観測ミッションなどの検討を行った． 

要素技術の研究開発に関しては，ベースとなる翼型から
最大揚抗比が 2割向上する翼型を開発することに成功す
るなど，当初の目的を達成することが出来た．学術雑誌
（7件），国際会議（29件），国内会議（37件），解説記事
（2件）などを発表した． 

 

2.11 マイクロ波ロケット飛行実証実験 
   （総合評価点：6.19） 
 昨年度の試験で明らかになった伝送ビーム強度分布の
偏りとリード弁式吸気機構の吸気量不足への対策を行っ
た．伝送ビーム強度の偏りを改善するためテーパ管集光
器の形状を多角形型にした．リード弁式吸気機構の吸気
面積を増大させつつ根元の降伏を避けるため， 先端に向
かって薄く細くなるリード弁を設計した．素材として許
容応力が高く軽いチタンを用いた． 

 飛行実証試験では繰り返しパルス運転可能なミリ波照
射デューティ比が 0.2 程度以下であることが分かった．
しかし集光後のビーム強度が低く，デトネーションを駆
動できず，また残留プラズマによる異常放電により推力
低下が発生し飛翔には至らなかった． 

 数値計算により新たにミリ波プラズマのフィラメント
構造を再現することに成功した． 

 

2.12 革新的デトネーション推進機構の研究 
   （総合評価点：7.06） 
 時間平均推力259N推重比0.8のパルスデトネーション
エンジンの 1.5 sec垂直飛行試験に成功した．フライト用
エンジン地上燃焼試験で，1.5s作動，成功率 91%，平均
推力 256 N，比推力 131s，推重比 0.81を達成した．サブ
システムを統合し，全重量 32.5kgの飛行試験機が完成し
た．高度 15m・射出速度 10m/s級垂直飛行用射出・回収
機構を開発し，エンジン不作動でも機体に損傷を与えな
いこと（最大加速 1.5G 減速 3.8G）を確認した．屋内に
おいてもパルスデトネーションエンジンの 0.2sの水平飛

行試験に成功した．環状デトネーションエンジンの内部
流動を可視化し，斜め衝撃波，推進剤流入停止相の存在
を確認した．環状デトネーションエンジンの推力計測を
行い，質量流量・当量比依存性を明らかにし，推力 138N，
比推力 103sを達成した．滑走試験機を製作し屋外音響計
測を行った．S-310観測ロケット搭載を目指した 500N級
環状デトネーションエンジン（RDE）の設計を行い，熱
伝達計測システムを構築した．S-310 観測ロケットによ
る RDE飛行実証試験の検討を行った. 

 

2.13 再使用高頻度宇宙輸送システムの研究 
   （総合評価点：6.57） 
 高頻度大量宇宙輸送を目指した研究として，航空機
的に繰り返し飛行可能なシステムに必要とされる技術
について研究開発を行った．昨年度までの研究により
明らかとなった課題を反映し，ヘルスマネジメントの
高度化およ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た．そ
れらの機能実証を 3月に行った．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． 

 

2.14 高機能熱輸送制御の研究  （総合評価点：7.39） 
 分散熱源・分散ラジエータに対応できるマルチエバポ
レータ・マルチコンデンサ型ループヒートパイプ
（MLHP）の熱数学モデルが構築できた．また微小重力環
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．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． 

 OHP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．また OHP 内部流動の熱流体数値解析モ
デルを構築し，実験結果による検証をおこなった． 

 独自の可逆展開アクチュエータを新規開発し，多機能
展開ラジエータを設計製作，試験によりその有効性・多
機能性を確認した． 

 

2.15 高精度大型宇宙構造システムの開発研究 
   （総合評価点：6.81） 
 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
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ついて，材料の軌道上物性変化の低減化および内部摩擦
の低減によって 0.4mmRMS＠直径 5mの実現の見通しを
得た．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． 

 
2.16 科学ミッションのための光通信/測距技術の開発

研究 
   （総合評価点：6.06） 
 入笠山デブリ観測局（JAXA 設備，長野県）周囲環境
を利用した長距離（1km以上）光伝搬実験を計画し，そ
の実施へ向けた準備を進めた．具体的には，フィールド
での実験に必要となる可搬型の光送受信系の製作を
NICT と分担して行い，観測局と対向する実験地点の選
定とその利用のための調整を実施した．なお，伝搬実験
は，予定時期に想定を越える降雪があったため延期した． 
 また，研究管理棟屋上の赤外モニター設備を使った衛
星からの光直接受信へ向けた準備も進めたが，必要な設
備改修の実施が本年度は困難と判明したため，実施を見
送った． 

 

2.17 一方向 CNT 紡績糸強化複合材料による超軽量構
造体の創製 

   （総合評価点：6.78） 
下記成果を得た． 

・CNT 紡績糸にテンションをかけたままプリプレグ化す
る方法を用いて，樹脂が完全に含浸した複合材料が製
造可能なことを確認した． 

・従来の複合材料と同様に，撚り角（繊維配向角）が機
械的特性に及ぼす影響が大きいことを確認した． 

・撚糸技術や細径化 CNT を用いることでさらなる機械
的特性の向上が可能なことを確認した． 

 

2.18 深宇宙探査機技術ミッションの研究 
   （総合評価点：6.34） 
（1）薄膜軽量太陽電池パドルの軽量ヒンジ，保持解放機

構，展開同期機構を設計・試作した．追加のダミー
パネル・ヒンジを製造し，ヒンジ・同期機構（ダミ
ー含む），ダミーパネル（7枚）から成る部分要素モ
デルにて，展開試験を実施した． 

（2）µ20 イオンエンジン系中和器の試験系（2 系統）を
完成させ，試作中和器の長時間運転を開始した．技
術動向を踏まえイオン源用磁石を再選定し，対応す
る磁気回路を製作した． 

（3）EOS（Encapusulated Operation Script）動作評価のた
め，OBCの BBMを試作した． 

（4）多目的進化計算による最適化手法を用いた，イプシ
ロンによる打上げ軌道，電気推進によるスパイラル
軌道の設計・最適化の検討を進め，進展が得られた． 

 

2.19 立方晶窒化ホウ素を材料に用いた電界放出型カソ
ードの開発 

   （総合評価点：5.61） 
 研究協力者の堤井准教授に作製いただいた高品質立方
晶窒化ホウ素薄膜を用いた電界放出型電子源を開発し，
その性能を評価した．薄膜製作法の違いにより立方晶の
割合が異なる複数の薄膜を用いて最適な薄膜を選別し
た．また，凹凸のある基板上への薄膜作成にも試みた．
その成果として，引出電流として，35µA，0.3mA/cm2を
達成した．これは，最終目標の 6割に当たり，初年度の
成果としては十二分な成果である.この性能の達成によ
り，翌年度に実施する耐酸素性の評価が可能となった． 

 

2.20 柔構造飛翔体による将来型火星探査ミッション創
出に向けた研究開発 

   （総合評価点：6.97） 
 本活動の軸である柔軟エアロシェル大気圏突入機に関
しては，要素技術の高度化を進め，実用にむけた最終フ
ライト実証へ進む準備を整えた．また，それに続くべく，
柔軟飛翔体の新たな利用法として，揚力型膜面高速飛翔
体，パラフォイル型探査機，凧型探査機，大気突入機一
体型ローバ，などのユニークなアイデアについて研究開
発をスタートさせた．それらを利用した惑星探査につい
ても想像力を豊かにして様々な議論を進めている． 

 

2.21 多偏波合成開口レーダ（SAR）の革新的小型化の
研究 

   （総合評価点：7.41） 
 合成開口レーダーの基本仕様と主要開発項目を明らか
にした．ハニカムパネルを用いたスロットアレイ・アン
テナを設計し，試作した．アンテナの面精度を損なう熱
構造ひずみを定量的に解析し，低減法を見出した．展開
機構の設計解析，RFアンプの要素試作，RF導波管合成
器の電気設計，RF電力増幅部の概念的熱設計を行った．
300Mbp高速通信を「ほどよし 4号」衛星で実証する FM

試験と地上局整備を行った．宇宙実証センターと SDS 

100kg 衛星をベースに，衛星バスのシステム成立性の検
討を行った． 

 

2.22 超小型深宇宙探査機に関する研究 
   （総合評価点：7.13） 
 深宇宙探査ミッションを超小型クラス（50kg程度）で
実現することを目指し，超小型深宇宙探査機バスシステ
ムの検討と，各種バス系（通信系・推進系）・ミッション
系要素技術の試作評価を行い，一定の実現性の目処を得
ることができた． 
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 本研究の成果は，26年度「はやぶさ 2」と相乗りで打
上げ予定の超小型深宇宙探査技術実証機PROCYONに引 

き渡され，軌道上実証される予定である． 

 

 

 

c. 宇宙環境利用科学委員会 
 宇宙環境利用科学委員会（以下，「当委員会」）は，宇
宙科学研究所の大学共同利用システムによる宇宙環境利
用科学分野の優れた成果の創出を目指し，研究計画の立
案，研究プロジェクトの企画およびその他の専門的事項
についての審議等を行うと共に，宇宙環境利用科学分野
の研究者コミュニティ活動を積極的に推進する． 

 当委員会では，ISS 搭載機器・小型飛翔体等の開発運
用及び宇宙科学データの整備事業において実施された，
（1）ISS 日本実験棟（JEM）船内実験室を利用した，物
質科学・生命科学分野の供試体の開発及び実験，（2）ISS

他国モジュールを利用した実験など JEM 以外の手段に
よる実験について評価を行った．今年度の評価対象は，
物質科学分野: マランゴニ対流研究および結晶成長研
究，生命科学分野: 植物生理研究，基礎科学: ダストプ
ラズマ研究である．実施主体は ISS科学プロジェクト室
であることから，評価調書案は ISS科学プロジェクト室
により作成された．宇宙環境利用科学は大きく，物質科
学，基礎科学，生命科学の三分野に分かれるので，以下
では分野毎に評価結果の概要を示す． 

 

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

 
 流体科学，結晶成長科学，植物生理等，多岐の分野の
実験用供試体の開発を進めるとともに，5 件の宇宙実験
ミッションを実施した． 

 

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

（a）マランゴニ対流における時空間構造（Marangoni 

UVP） 

（b）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（Dynamic 

Surf） 

 研究の目的は，液柱における層流から振動流への遷移
メカニズムの理解，さらには振動流からカオス，乱流へ
の遷移メカニズムを理解するためのデータ取得である．
Marangoni UVPでは，液柱における対流を観察する方法
として超音波によるドップラー効果を利用した UVP（超
音波流速分布測定法）を用いて，液柱内部の速度分布の
計測や赤外線サーモグラフィによる表面温度変動の測定

を行う．Dynamic Surfでは液柱表面の変形および温度を
測定する．平成 25 年度は，液柱マランゴニ対流におけ
るカオス・乱流遷移について定量的解析を実施し，表面
張力流に特有な対流不安定性の物理モデルの構築・検証
に寄与したと評価された．そして，UVP実験に関しては，
軌道上の操作ミスのため当初計画通りの実験を実施でき
なかったため，科学的意義を再評価し適切であれば損傷
した装置の修理・再打上げを目指すこととした． 

 

1.1.2 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） 

 本研究は， JAXA が考案した新しい結晶成長方法
（Traveling Liquidus-Zone Method）により均一組成の

Si0.5Ge0.5 結晶を育成することを目指して，微小重力環境
にて，（1）2次元 TLZ法の原理検証，（2）地上での長尺・
大口径混晶育成のための条件把握を行う．平成 25 年度
は，地上実験では得ることのできない均一組成の SiGe

結晶を微小重力環境で育成することに成功し，関連デー
タの解析を進めた．以上のことから計画通り順調に実験
が進展していると評価された．そして，微小重力実験成
果の地上での製造手順への反映シナリオを今後検討すべ
きであるとした． 

 

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

 

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

出キャリア動態の解析（CsPINs） 
 本研究では，キュウリの芽生え時に形成されるペグに
着眼し，重力依存的成長制御機構を調べている．これま
でに実施済みの微小重力実験データの解析から，（1）オ
ーキシンの輸送担体である CsPIN1 タンパク質が，重力
依存的に重力感受細胞内でのその局在を変化させてオー
キシンの動態を制御すること，（2）その結果，地上では
境界域の上側でオーキシン量を減少させ，ペグ形成を抑
制する可能性を示すことができた． 

 植物における根の伸長の方向を決定する因子は水分屈
性と重力屈性によるものであるが，これまでは重力の影
響を排除した実験は行われてこなかった．さらに，重力
と水分による影響を分離した芽生えの伸長を観察する実
験はこれまでない．これらの点に独創性があり，意義あ
る成果が得られることが期待されると評価した．実験機
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器の不具合で一部実験が完了していない．実験を早期に
再開し，ミッションを完了させるべきであると判断した． 
 

1.3.2 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） 

 本研究は，宇宙の微小重力環境を利用して，植物の抗重
力反応におけるシグナル変換・伝達から応答に至る機構を
解明することを目的としている．特に，表層微小管に起因
する抗重力反応メカニズムが，1g 環境でも成立すること
を示すことが目的達成の鍵となる．きぼう実験棟の CBEF

内で栽培されたシロイヌナズナの生育画像の解析，並び
に，宇宙実験後に地上に回収された試料の解析より，1g

環境においても，抗重力反応メカニズムとして表層微小管
が重要な役割を果たすとの結果が得られた点を高く評価
した．現在進行中の，GFP 発現ラインを用いた細胞内動
態解析と組み合わせることにより，植物の抗重力反応メカ
ニズムの全容が明らかになることを期待する． 

 

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

 

2.1 物質科学分野 
 中国が平成 26年に回収衛星「実践 10号」にて実施す
る予定の混晶半導体 InGaSb 結晶成長実験に関して，回
収試料の日中共同分析に関する地上研究を支援した．評
価の結果，引き続き支援を継続すべきとされた． 

 

2.2 基礎科学分野 
2.2.1 ダストプラズマ研究 
 本研究は，国際研究協力によりダストプラズマの微小
重力実験実施を目指すものである．国際研究チーム内で 

実験の意義，実験条件等の提示を行い，チーム内で議論
の上，意義が認められた場合には実験に組み込まれる．
これまで，試行的な実験を含めて合計 7回の微小重力実
験機会を得ることに成功した．本研究の主な目的は荷電
粒子系における臨界点について理解することである．併
せて，ダストプラズマ分野ではあまり進んでいないプラ
ズマ計測についても注力し，新しい知見を蓄積すること 

も目指す．平成 25年度では，実験装置 PK-3 Plusの実験
運用が 6月に終了した．その後，10月に最後の PK-3 Plus

国際科学シンポジウムが開催され，成果発表を行った．
また併せて，本研究分野において重要な課題である粒子
が存在しない領域（ボイド領域）の形成機構についても
検討を継続した．その結果，ボイド形成を防ぐ条件が明
らかになりつつある．評価の結果，次年度の報告会ある
いは評価会に向け，PK-3 Plus ミッションの成果のまと
めをしっかりと行うこととされた． 

 

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

 

3. 研究者コミュニティ活動の推進 
 

 当委員会は，宇宙環境あるいは短時間微小重力を利用
することが不可欠である研究をワーキンググループ
（WG）および研究チーム（RT）としてコミュニティ等へ
公募を行い，合計 48件を採択した．WGは具体的な科学
研究ミッションを提案するための研究を行い，RT はワ
ーキンググループに採択されることを目指した研究を行
う．それらの活動成果は，学術論文，国際学会，国内学
会などで公開された． 

 

 

ｄ. 大気球研究委員会 
 平成 25 年度の大気球実験として採択された 7 実験の
成果報告書に基づき，平成 25 年度大気球実験の評価が
行われた． 

 第一次気球実験で実施した 2実験については所期の目 

 

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

 

 

e. 宇宙科学プログラム技術委員会 
 本委員会では，応募要件に掲げる性格の活動について
提案を募り，宇宙科学研究所内外の委員によって書類お
よび発表による審査を行い，支援する課題を決定してい
る．平成 25年度は，24件の申請があり 18件を採択した． 
 

1. 応募要件 
（1）開発的要素が高く，戦略的開発研究費や，国の所管

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

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

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

（4）宇宙科学研究所 DE グループの技術の維持・向上に
資する活動． 

 

2. 採択課題一覧 
 

１）CCSDSにおける DDOR標準化作業 

２）多層膜型フレキシブル OSRの開発 

３）熱制御材料の劣化予測に関する研究 

４）MLI排気特性測定 

５）熱制御材特性評価 

６）アウトガス評価 

７）高機能ヒートパイプ，蓄熱デバイス，機械式ヒート
スイッチ 

８）極低温域における全半球放射率の測定 

９）SpaceWire上位プロトコルの試作等 

10）Ethernet を用いたネットワーク型小型 S 帯送受信機
の開発 

11）軌道上におけるサーマルスナップの予測手法の検
討・準能動的防振サンドイッチパネルの開発 

12）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 

13）民生部品利用ガイドラインの作成等 

14）惑星探査機用に向けた薄膜 3接合太陽電池セルの耐
性評価 

15）SUSラミネート Li-ion電池の宇宙機搭載方法検討 

16）非接触電力伝送技術の宇宙適応性の研究 

17）IPベースによる搭載内ネットワークの検討 

18）深宇宙探査ミッションデザイン支援環境：A-SPADE 

 

3. 年度末評価 
 

 平成 25 年度末，採択された上記研究課題につき成果
報告書の提出を求め，宇宙科学プログラム技術委員会に
おいてその書類審査を行った．いずれの課題においても
計画通りの活動が行われたことを確認した．またその審
査結果を平成 26年度の採択審査の参考とした． 
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