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太陽風加速メカニズム解明へ
重要な発見

【金星探査機「PLANET-C」】

　「PLANET-C（あかつき）」が太陽周回している機会を利用した高精度観測により，太
陽風 * が太陽半径の約 5 倍離れた距離から急激に加速することと，太陽風の中で発生
した音波エネルギーが太陽半径の約5～10倍の所で最大になることを初めて発見した． 
　これは，太陽風加速域と音波加熱との間の関連を観測で直接示したものであり，「磁
力線振動の不安定で生じた音波が衝撃波を起こし，この衝撃波がプラズマを加熱して太
陽風加速をもたらす」という理論的シナリオに良く整合している． 
　（JAXA プレスリリース 平成 26 年 12 月 18 日）（The Astrophysical Journal, 
Vol. 788(2)117(2014)）
　本研究は，地球から見てちょうど太陽の反対側に位置していた「あかつき」を利用し，
太陽風の速度や太陽風プラズマの密度の濃淡の情報を得る新しい手法（電波シンチレー
ション）を導入したことで実現．
　＜太陽系科学研究系＞
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「あかつき」の観測に基づく太陽風加速のイメージ
（左）太陽の近くでのプラズマの遅い流れが，数太陽半径の距離から急激に加速し
て太陽風となる．

（右）太陽風の中で発生した音波がプラズマを加熱して太陽風の加速をもたらす．
音波は太陽表面から磁力線の振動として外向きに伝わってくる波動（アルベーン波）
が不安定化して生成される．

「あかつき」を使った太陽風観測の模式図

* 太陽から吹き出すプラ
ズマ（電気を帯びた希
薄なガス）の流れ
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木星磁気圏での電子加速に関する
学説を裏付け

【惑星分光観測衛星「SPRINT-A」】

　「SPRINT-A（ひさき）」による観測から，磁気圏の外側から内側に向けて電子輸送が起きているという観測的証
拠を初めて捉えた．これは，電子加速メカニズムに関する従来の学説を裏付ける重要な証拠である．
　木星は地球の 1000 倍以上もの強い磁場を持ち，木星磁気圏を形作っている．この磁気圏は太陽系最大の粒子
加速器として知られ，木星に近い内部磁気圏には，放射線帯と呼ばれる高エネルギー電子が詰まった領域がある．
この領域での電子加速に関する有力な学説は，
高温電子が木星磁気圏外側から内側に移動す
る際に励起する電磁波が電子をさらに加速さ
せ，これが定常的に継続することで木星放射
線帯が成立・維持される，というものであった．
　しかしこのメカニズムは統一的には理解さ
れておらず，木星放射線帯がどのように形成・
維持されているかという課題で，学術論争が
続いていた．
　（JAXA プレスリリース 平成 26 年 9 月 26 
日 ）（Science, Vol. 345(6204), pp.1581-
1584(2014)）
　＜太陽系科学研究系＞

非常に高い性能を持つ
省電力通信機器を開発

【超小型探査機「PROCYON」】

　東京大学と共同開発した超小型探査機「PROCYON」は，
平成 26 年 12 月 3 日に「はやぶさ 2」の相乗り小型副ペ
イロードとして打上げに成功した．
　これに搭載された通信機器の一つである X 帯電力増幅
器（GaN SSPA）は，高度な RF 設計技術と民生用 GaN 
HEMT ベアチップ実装技術と組合せ，インハウスかつ低予
算で新規開発した．その結果，総合電力効率 30％台という
超高効率な特性を実現した．（従来は 20 ～ 25％）
　高効率 GaN XSSPA の深宇宙探査機への搭載は，これが
世界初となる．また，この成果は衛星搭載用として発展す
るのみならず，深宇宙探査用新地上局など，将来の地上イ
ンフラの大電力増幅器の固体化の先鞭をつけるものである．
　＜宇宙機応用工学研究系＞
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PROCYON 内部に搭載された GaN SSPA

PROCYON 搭載の X 帯 GaN 固体増幅素子
（GaN SSPA）

SPRINT-A（ひさき）が観測したイオプラズマトーラスの極端紫外スペクトル
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月内部の地質構造
従来学説を覆す発見

【月周回衛星「SELENE」】

　将来の月探査で着陸候補地点のひとつである巨大衝
突盆地（サウスポール・エイトケン盆地）の地質を解
読することに成功し，月内部の物質の主成分が従来の
説とは異なる（カンラン石ではなく低 Ca 輝石）こと
を明らかにした．これまでは，盆地の地質が複雑であ
るため，解読はなされてこなかったが，SELENE（か
ぐや）による高空間分解能かつ低ノイズな画像データ
を解析することで，初めて同領域の地質を解読するこ
とができた．これは，月の起源と熱進化に関して従来
の学説を覆す発見となった．
　（Geophysical Research Letters, Vol. 41(8), 
pp.2738-2745(2014)）
　＜太陽系科学研究系＞

暗黒物質候補に新たな展開
【X線天文衛星「ASTRO-EⅡ」】

　2014 年，NASA や ESA の衛星から由来の不明な X 線輝線が検出
され，それが宇宙の暗黒物質候補「右巻きニュートリノ」からのも
のである可能性があると世界で注目されていた．その後，ASTRO-E
Ⅱを用いて精度の非常に高い X 線探索を実現．これにより，前述の
2014 年のＸ線輝線検出が「右巻きニュートリノ」起源である可能性
が極めて低いことを明らかにした．これは，「右巻きニュートリノ」
の質量に制限を付ける成果である．（PASJ : Publications of the 
Astronomical Society of Japan, Vol. 67(2)23(2015)）
　また，ISAS のアーカイブデータを再利用し追加費用無しで多様な
目的の実験に活用できることを実証した．
　＜学際科学研究系＞
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可視光で見たペルセウス座銀河団

Credit & Copyright: Jean-Charles 
Cuillandre (CFHT) & Giovanni Anselmi 
(Coelum Astronomia) ,  Hawai ian 
Starlight.

ASTRO-E Ⅱが測定したＸ線スペクトル（輝線と連続成分の強度比）

月のサウスポール・エイトケン盆地の地質解釈図

海外研究者が他衛星で検出した

3.5keV 付近には，ASTRO-EⅡでは輝

線信号が全く見られない．
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新しいクリープ疲労損傷
メカニズムの解明

【液体ロケットエンジンの設計・評価】

　液体ロケットエンジンの寿命に大きく影響する燃焼室銅合金
のクリープ疲労の原因解明のため，実機燃焼を模擬した疲労実
験を実施した．これにより，クリープと疲労の相乗作用により
急速な損傷蓄積が起こりうること，およびその損傷蓄積のメカ
ニズムを明らかにした．
　本研究では，従来のクリープ疲労試験と異なり１サイクル中
に制御方法を変えて応力保持を導入した疲労試験を行うこと
で，今回の発見に至った．
　この発見により，新型基幹ロケットエンジンの設計・評価に
おいて，この損傷蓄積メカニズムを踏まえた上で，より信頼性
の高いロケットエンジンを開発することが可能となった．
　（銅と銅合金，Vol. 54(1), pp.67-72(2015)）
　＜宇宙飛翔工学研究系＞

観測ロケット実験の革新と
利用の活性化へ大きく前進

【再使用観測ロケットの研究】

　再使用観測ロケットの実現に向け，エンジン技術のうち，100
回の繰り返し運用下における寿命管理技術，帰還・着陸・アボー
ト飛行の際に必要となるディープスロットリング技術や高動的応
答推力制御技術の実証を目的に新規エンジンの開発を行った．
　予定していた基本性能・高度機能・寿命確認の各試験シリーズ
では，これまでの使い捨てロケット用エンジンには無い試験方法，
運転方法の試行錯誤を重ねながら，必要なデータを全て取得する
ことに成功した．また，同一燃焼器で 143 回に上る着火回数を

実現した上，設計範囲（40 ～ 100%）を大
幅に下回る 21％までのディープスロットリ
ング運用を実現し，エンジンの飛躍的な運
用性向上に対する可能性を示した．これら
エンジンの設計・開発・試験を通じて，ロケッ
トの再使用化に本質的に必要となる各種管
理技術等，再使用エンジンに関する多くの
知見を獲得した．
　＜宇宙飛翔工学研究系＞
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クリープ疲労（青）では純粋クリープ（赤）や純粋疲労に
くらべ大幅に寿命が低下（破断に至る）

破断した試験片の電子顕微鏡写真

寿命管理された燃焼器の点検
（繰り返し燃焼試験後）

多数回試験を実現する効率的な
モニタリング及び試験運用

40%推力 70%推力

100%推力

エンジンスロットリング制御実証の様子
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微小重力実験の実用化に目途
【大気球による自由落下を利用した実験】

　　大気球による自由落下を利用した微小重力実験シ
ステムにおいて，実験部の大型化に成功し，実施可能
な微小重力実験の幅を広げることができた．
　これまでは，３次元的なドラッグフリー ** により
外乱の影響を低減した微小重力環境を実現していた
が，一方で，実験部の大きさに制約があった．これを
１軸のみのスライド機構の導入
により克服し，実験部サイズ拡
大及び 10-3G レベルの微小重力
環境を 30 秒間維持することに
成功した．これにより，達成で
きる微小重力環境は航空機より
10 秒以上長く，実験部の大きさ
は欧州での観測ロケットを用い
た微小重力実験と同等のサイズ
が可能となる．

　（International Journal of Microgravity Science Application, 
Vol. 32 (2) 320211(2015)）
　＜学際科学研究系＞

「あかり」遠赤外線全天画像の作成と公開

　赤外線天文衛星「あかり」が 2006 年～ 2007 年に行った全天サーベイ観測に基づき，遠赤外線全天画像デー
タを作成・公開した．本データは全天の 99 % の領域をカバーすると同時に，この波長帯の全天画像データとして
は，最も高解像度（空間分解能 1 ～ 1.5 分角）のものとなっている．また，65, 90, 140, 160 マイクロメートル
の 4 波長のデータは，これまで広く使われている IRAS 衛星による 100 マイクロメートルを超える波長の情報を

提供しており，宇宙に分布する低温のダストの密度・温度分布
をより正確に調べることができる．星が生まれる過程などさま
ざまな研究への利用が期待される．
　本研究は，東京大学大学院総合文化研究科 土井靖生 助教を
中心に ISAS，東北大学，筑波大学，および英国の研究者から
なるチームが実施した．宇宙放射線や赤外線入射光量の履歴等
により複雑に変動する検出器の特性を，ピクセル毎に解析・補
正することにより，高解像度，高精度の画像データの作成に成
功した．
　（ISAS トピックス　平成 27 年 1 月 15 日）
　＜宇宙物理学研究系＞
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3 軸ドラッグフリー制御システムに
おける微小重力実験部（左）と本シ
ステムの微小重力実験部（右）の比
較

大質量星りゅうこつ座エータ星周辺の遠赤外線画像
IRAS 衛星（右図．1983 年，米英蘭）の観測に比べ，「あかり」（左
図）は解像度が数倍改善していることがわかる．「あかり」画像
は 65, 90, 140 マイクロメートルをそれぞれ青，緑，赤に割り
当て，IRAS 画像では 60, 100 マイクロメートルを，それぞれ
水色と赤に割り当てて合成している．

他の飛翔手段との飛翔頻度及び実現可能な重力レベル
の比較・分析結果

** 落下機体を二重カプ
セル化し，内側のカ
プセルを自由落下さ
せる手法．
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太陽硬 X 線観測ロケット FOXSI-2
による高感度撮像分光観測

　X 線望遠鏡によるはじめての硬Ｘ線直接撮像観
測を行うために，平成 24 年の FOXSI 実験に引
き続き，平成 26 年 12 月にカリフォルニア大学
バークレー校および NASA と共同で観測ロケット

（FOXSI-2）を打上げ，太陽硬 X 線撮像分光観測
を実施．ISAS はファインピッチ CdTe 半導体撮
像検出器を新たに開発し，供給した．これを用い
て，20 キロ電子ボルトまでの高感度撮像分光観
測を実施し，高精度の硬 X 線イメージの取得に成
功した．
　（FY26 宇宙科学シンポジウム 平成 27 年 1 月）
　＜宇宙物理学研究系＞
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モンテカルロシミュレーションによる超高速
アウトフローの時間変動起源の解明

　　活動銀河核の中心には巨大ブラックホールがあり，様々な活動性の源になっている．巨大
ブラックホールの中には超高速アウトフローを伴うものがあり，極めて激しい時間変動を示す
が，これまでその起源は定まっていなかった．超高速アウトフローは，活動銀河核やその母銀
河団の進化に大きな寄与をしていると考えられ，その形成機構の解明が重要である．
　「すざく」による高分解能の観測データに，新たに開発したモンテカルロシミュレーション
による精密なスペクトルモデルを適用することで，巨大ブラックホールからの強力な紫外線放
射が超高速アウトフローを作り出し，局所的な不安定性によって時間変動が自然に説明される
という新たな描像を得た．この描像では，超高速アウトフローが定常的に存在し，莫大なエネ
ルギーを銀河空間に供給していることが示唆される．
　（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 446(1), pp.663-
676(2015)）　
　＜宇宙物理学研究系＞
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FOXSI-2 で得た硬 X 線画像
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近赤外線宇宙背景放射が示す特異な
「まだら模様」

　ISAS とカリフォルニア工科大学他の研究チームは，ロケット実験 CIBER 
（Cosmic Infrared Background ExpeRiment）により，近赤外線の宇宙背
景放射は強い非等方性（まだら模様）を示すことを発見した．
　波長 1.1 µm と 1.6 µm における背景放射画像データの空間スペクトル解
析によれば，普通の星や銀河等の影響だけでは説明できない極めて強い非等
方性が数分角の角度スケールに存在する．2 波長での空間スペクトルの比較
による放射源の推定に基づき，まだら模様は系外銀河のダークマター・ハロー
に普通の観測では見えないほどの暗い星が大量（予想の約 10 倍）に浮遊し
ていることに起因する，との仮説を示した．
　（JAXA プレスリリース 平成 26 年11月7 日）（Science, Vol. 346(6210), 
pp.732-735(2014)
　＜宇宙物理学研究系＞

高精度光学架台のポインティング制御

　人工衛星の基盤技術として，光学架台のポインティング制御技術を開発し，1 秒
角の精度で指向を維持することが可能であることを実証した．本制御精度を数メー
トル規模以上の大型構造に対して実現する技術は，世界最先端であり，次世代の天
文衛星や通信衛星の要求に資する．
　（Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 26(6), 
pp.730-739(2015)）
　＜宇宙飛翔工学研究系＞

ハイブリッドロケット融解燃料の流動
特性を解明

　燃料を固体で，酸化剤を液体で搭載することで爆発の危険のないハイブリッドロ
ケットについて，融解する燃料の流体解析により，流速，圧力，温度，加速度変化
に関する，流動の安定特性と微粒子化・飛散の特性を解明した．これにより，非火
薬ロケットによる安全・経済的宇宙輸送の実現性を高めた．
　（AIAA Journal, Vol. 53(6), pp.1578-1589(2015)）
　＜宇宙飛翔工学研究系＞
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発見した近赤外線の宇宙背景放射の
「まだら模様」
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マイクロ波放電式
イオンエンジン

　はやぶさ２搭載のイオンエンジン開発において，はやぶさでの
中和器の劣化や故障の原因を解明し長寿命化を実現した．磁場の
強化等の対策を講じ，高温・低温を繰り返す耐久試験を実施する
ことで，長時間作動の実証に成功した．
　（Journal of Propulsion and Power, Vol. 30(5), pp.1368-
1372/pp.1383-1389(2014)）
　＜宇宙飛翔工学研究系＞
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イオンエンジン中和器の耐久試験
（上）マイクロ波放電式中和器の耐久試験装置．ガラス製真空タンク
と電源・ガス供給装置・計測システムで構成

（下）はやぶさ 2 搭載のマイクロ波放電式イオンエンジン地上調整運
転の様子．円盤状噴射口からプラズマジェットが排出されている．

50kg 級小型衛星で世界最速の
ダウンリンク通信を達成

　新たに開発した小型・省電力の高速送信機を東大の
ほどよし 4 号に搭載し，相模原 3.8 ｍアンテナ局の間で，
160QAM 変調方式により毎秒 348Mbps の，50kg 級
衛星として世界最高速度の通信に成功した．本技術は，
これまでコストや消費電力の問題から高速通信機器の
搭載が難しかった超小型衛星による大量データの送信
を可能とする．
　（日本経済新聞　平成 27 年 3 月 10 日）　
　＜宇宙機応用工学研究系＞
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衛星の重量（Kg)

ほどよし#4
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　　　　近地球衛星の重量と通信速度
高山佳久ほか「超小型衛星−地上局ネットワークにおける光通信の検
討」，電子情報通信学会技術研究報告．SANE，宇宙・航空エレクトロニ
クス，110(92), 207-211(2010) 図 1 を元に加筆．

ブラックホール天体の X 線エネルギー
スペクトルの研究

　ブラックホール天体の X 線スペクトルに見られる “広がった鉄輝線の構造” に
ついて，輝線の構造と時間変動を統一的に説明できるモデルを初めて明らかにし
た．この結果は，今後ブラックホールの正体を解明するための手掛かりとなる．
　（PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol. 66(6), 
122(2014)）
　＜学際科学研究系＞
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