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1. 概要 
 宇宙空間からの観測を主な手段とする宇宙物理学の観
測的研究，次世代の観測装置・観測技術の研究，新しい
宇宙ミッションの検討や立ち上げ，さらに宇宙物理学に
かかわる原子分子素過程の理論的研究を行っている．観
測は電波，サブミリ波・赤外線，X 線・ガンマ線までの
広い波長をカバーしており，相補的に可視光を含む地上
の観測装置を用いた研究も行っている． 

 主な観測対象は，銀河団，活動銀河核，銀河，恒星，
星形成領域や原始星，超新星残骸，星間物質，太陽系外
惑星，宇宙背景放射などである． 

 次世代の観測装置としては，X 線や赤外線の軽量望遠
鏡，ピクセル型赤外線検出器，極低温を用いた X 線分光
検出器，これらを冷却する宇宙冷却技術，コロナグラフ，
X線・ガンマ線ピクセル検出器，アナログおよびディジタ
ル信号処理技術，ミリ波サブミリ波超低雑音ヘテロダイン
受信機，次世代 VLBI技術などの研究をすすめている． 

2. 2014 年度の研究活動 
電波からガンマ線までの幅広い波長域で多様な宇宙の

現象の解明を進めるとともに，将来ミッションのための
新たな観測装置の開発，既存の検出器の改良，ミッショ
ン検討を並行して進めた．また，原子分子素過程を中心
に，理論的研究を進めた． 

Ｘ線ガンマ線領域の観測研究としては，「すざく」を始
めとするＸ線天文衛星やガンマ線衛星を用いて研究を行
った．X線を放射する多種多様な天体，すなわち，大質量
星，激変星，白色矮星，中性子星，パルサー星雲，超新星
残骸，我々の銀河系中心，活動銀河核，銀河団等の様々な
階層での天体現象の研究を進めた．また，個々の天体に分
類されないＸ線背景放射やそれを用いたダークマターの
探索等，幅広い宇宙物理学研究をすすめた．これら観測デ
ータの解析にあたっては，理論モデルとの比較が重要にな
る事がある．モンテカルロシミュレーション用のツールを
開発するなど，新たな解析手法の構築も進めた． 
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 一方，将来のより感度のよい観測のための開発的研究
も様々な方面で行った．具体的には，Ｘ線・ガンマ線検
出器の感度向上を目指した低バックグラウンド化，エネ
ルギー分解能，位置分解能の向上等を多方面で進めた．
このうち，コンプトンカメラについては，福島での除染
作業における放射線汚染の可視化に使われるなど，民生
品への応用も進められた．並行して，将来のミッション
検討も複数のミッションについて具体化を進めた． 

 赤外線領域では，「あかり」をはじめとする様々な赤外
線観測衛星のデータやカタログ，ロケット搭載の望遠鏡
による観測，地上望遠鏡による観測など，多様な手段・
データを活用して研究を進めた．観測対象も，太陽系内
の天体から遠方の活動銀河核まで，多岐に渡っている．
2014年度の成果の一例としては，木星の影に入ったガリ
レオ衛星が明るく輝いていることの発見がある．これは，
木星上層大気のヘイズによる太陽光の散乱が原因である
ことがわかった．この新発見は，木星の縞模様を形作る
木星の雲の形成を理解するのに重要なだけでなく，大気
透過光の観測という立場から系外惑星の大気を探る研究
においても重要である．別の例としては，z~6という遠
方のクエーサーからの Hα輝線の初めての検出がある．
この観測から，中心の超大質量ブラックホールの質量を
求め，大きなものでは 1010 太陽質量にも達することを明
らかにした．遠方宇宙でこのような大質量のブラックホ
ールが発見されたことは，初期宇宙においてブラックホ
ールが急速に成長したことを示している． 

 このような赤外線観測と並行して，赤外線観測技術の
基礎開発を行った．具体的な開発内容としては，遠赤外
線画像センサー，干渉光学フィルター，自立型コロナグ
ラフ，イマージョングレーティングなどがあげられる．
さらに，「あかり」搭載分光器の較正精度向上にむけた二
次光の影響評価を進めた．将来ミッションのための中間
赤外線観測装置の感度評価も行った． 

 電波領域では，ALMA, VLBAなど内外の電波望遠鏡を
用いて，幅広く観測的研究を行った．また，日本 VLBI

観測網に臼田 64m アンテナ等を参加させて共同観測も
推進させた．観測対象天体の１つに活動銀河核，銀河系
中心，メーザー天体等のコンパクトな天体がある．2014

年度は特に電波ジェットの VLBI モニター観測によるガ
ンマ線放射領域の同定や銀河系中心ブラックホールへ落
下するダスト雲のモニター観測などに成果があがった．
さらに野辺山 45m 望遠鏡，臼田 64m アンテナを用いて
分子雲や HI 雲の単一鏡観測を行い，星生成や星間物質
の進化の研究も推進した． 

 一方，将来の衛星ミッションを見据えて，低周波電波
天文学，サブミリ波天文学，スペース VLBI 等の科学目
標・観測システムの検討を行った．さらに検討するだけ
でなくそれを進めたものとして，気球 VLBI 実験機の開
発や低雑音ミリ波受信機の開発も行った．また，研究系
の電波天文技術の利用として，深宇宙探査用新地上局ア

ンテナシステムの技術検討にも参加している． 

 理論的な研究としては，反陽子と原子の低エネルギー
衝突で，原子過程と粒子反粒子対消滅過程を同時に正し
く記述する量子力学的方法を開発した．これを用いて，
反陽子と水素原子が分子的束縛状態を形成する可能性を
調べ，この状態が電子 Auger遷移や対消滅による崩壊過
程で生じる振動準位幅を計算した．また，反陽子とヘリ
ウム原子の衝突による反陽子ヘリウム原子生成反応を半
古典論を用いて計算した．特に，衝突前にヘリウムが 2S

等の準安定状態に励起されていると，生成される反陽子
ヘリウムは Auger遷移に対してより安定な長寿命状態が
できることがわかった． 

 また，分子に低速（～核子あたり keV）の多価イオン
が衝突すると，強い静電引力を受けて多数の電子が引き
抜かれ，その結果分子は不安定になってクーロン爆発を
起こす．近年，このような衝突過程が，散乱イオンと解
離イオン対の 3重同時計数測定によって詳しく調べられ
るようになった．われわれは，実験から得られる知見を
予言あるいは解釈するために，標的が 2原子分子の場合
に，その多重電離過程の動力学を記述する物理的モデル
を開発した．最近フランスの GANILで行われた希ガス 2

量体の詳細な測定結果に対して，このモデルを用いて理
論的な解析を行った．その結果，生成イオンの価数対分
布を説明することに成功した．また，衝突の途中で準分子
が形成されるとき，そこに関与する電子が各イオンの電荷
を部分的に遮蔽する効果が重要であることを見出した． 

 

3. 研究項目 
3.1 X線ガンマ線領域での研究 

3.1.1 観測研究 

3.1.1.1 「すざく」の観測による大質量星の星風の研究 

3.1.1.2 強磁場激変星からの X 線放射モデルの確立と，
「すざく」の観測データに応用しての白色矮星質量
の導出 

3.1.1.3 GRS1747-312 からのＸ線バーストを用いた中性
子星の質量半径への制限 

3.1.1.4 「すざく」の観測によるパルサー星雲 HESS 

J1456-645の解析 

3.1.1.5 「すざく」の観測による超新星残骸カシオペア A

の進化の研究 

3.1.1.6 GeV ガンマ線で明るい超新星残骸の「すざく」
による研究 

3.1.1.7 「すざく」の観測による銀河系中心核の活動性探
査 

3.1.1.8 活動銀河核ジェットのガンマ線短時間変動のモ
デル化による放射機構への制限 

3.1.1.9 「すざく」による軟Ｘ線背景放射の起源について
の観測研究 

3.1.1.10 「すざく」によるＸ線背景放射からのダークマ
ター放射の探索 
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3.1.1.11 衝突銀河団のガス形態を用いた銀河団プラズ
マ物理の研究 

3.1.1.12 銀河，銀河団，超銀河団のＸ線観測 

3.1.2 観測技術の開発研究 

3.1.2.1 荷電粒子バックグラウンドを大幅に減らしたＸ
線 CCDカメラの開発 

3.1.2.2 将来の宇宙ミッション，また地上応用のための
TES型 X線マイクロカロリメータの開発 

3.1.2.3 新たな手法による X 線マイクロカロリメータの
開発 

3.1.2.4 高感度ガンマ線観測を目指したコンプトンカメ
ラの開発研究 

3.1.2.5 テルル化カドミウム（CdTe）半導体による X線，
ガンマ線撮像検出器の研究 

3.1.2.6 小型衛星 DIOSのためのシステム検討 

3.1.2.7 大型Ｘ線天文台Athena X-IFU冷却システムの検討 

3.1.2.8 LiteBIRD搭載をめざした観測システムの研究 

3.2 赤外線領域での研究 

3.2.1 観測研究 

3.2.1.1 宇宙赤外線背景放射（CIB）のロケット観測によ
る研究 

3.2.1.2 ガリレオ衛星食観測による近赤外線宇宙背景放
射の研究 

3.2.1.3 DIRBEのデータを用いた近赤外背景放射の研究 

3.2.1.4 GOALS 高光度赤外銀河における銀河合体と星
形成効率の関係の研究 

3.2.1.5 ミリメートル波広帯域分光装置 Z-Specによるｚ
～４星形成銀河の観測 

3.2.1.6 北黄極領域の多波長観測が明らかにした宇宙激
動期の銀河進化の特性 

3.2.1.7 活動的銀河核周囲の構造のあかり赤外線分光研究 

3.2.1.8 超大質量ブラックホール質量の進化のあかり観
測による解明 

3.2.1.9 褐色矮星大気の分光観測研究 

3.2.1.10 赤色巨星からの突発的質量放出の観測的研究 

3.2.1.11 Herbig Ae型星の星周囲円盤微細構造の研究 

3.2.1.12 ガリレオ衛星食観測による木星大気の研究 

3.2.2 観測技術の開発研究 

3.2.2.1 GeBIB/FD-SOI CMOS 遠赤外線画像センサーの
開発研究 

3.2.2.2 遠赤外線 CSIP検出器の開発 

3.2.2.3 単一材料多層干渉光学フィルターの開発研究 

3.2.2.4 自立型コロナグラフマスクの開発 

3.2.2.5 中間赤外線衛星搭載観測装置の感度評価 

3.2.2.6 中間赤外線用イマージョングレーティングの開発 

3.2.2.7 あかり搭載分光機の二次光影響評価による較正
精度向上 

3.3 電波領域での研究 

3.3.1 観測研究 

3.3.1.1 臼田 64mアンテナをはじめとする JAXAの追跡
用アンテナを使った電波天文観測の推進 

3.3.1.2 電波ジェットの VLBI モニター観測によるガン
マ線放射領域の同定 

3.3.1.3 日本 VLBI 観測網を用いた銀河系中心ブラック
ホールへ落下するダスト雲のモニター観測 

3.3.1.4 ALMA 等ミリ波サブミリ波大型電波望遠鏡を用
いた銀河系中心分子雲での星生成の観測的研究 

3.3.2 観測技術の開発研究 

3.3.2.1 低周波電波天文学，サブミリ波天文学，スペー
ス VLBI 等スペースの利用が期待される電波天文
計画の科学目標・観測システムの検討 

3.3.2.2 気球 VLBIフライト実験機の設計と開発 

3.3.2.3 深宇宙探査用新地上局アンテナシステムの技術
検討 

3.4 理論研究 

3.4.1.1 反陽子と水素原子の準安定束縛状態の理論的研
究 

3.4.1.2 反陽子とヘリウム原子の衝突による反陽子ヘリ
ウム原子の生成反応の理論的研究 

3.4.1.3 多価イオンによる希ガス２量体の多重電離過程
の理論的研究 

 

4. 研究ハイライト（p.1～8） 
【９】「あかり」遠赤外線全天画像の作成と公開 

【10】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 

【11】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 

【12】近赤外線宇宙背景放射が示す特異な「まだら模様」 
 

 

2. 太陽系科学研究系 
Department of Solar System Sciences 

教職員：藤本正樹 佐藤毅彦 早川 基 中村正人 阿部琢美 齋藤義文 松岡彩子 高島 健 田中 智 岡田達明  

安部正真 坂尾太郎 今村 剛 尾崎正伸 清水敏文 淺村和史 横田勝一郎 長谷川洋 山﨑 敦  

笠原 慧 春山純一 大竹真紀子 白石浩章 早川雅彦 三谷烈史 小林直樹 一本 潔 小嶋浩嗣  

吉川一朗 Adam Masters 渡邊誠一郎 橘 省吾 岡本丈典 飯田祐輔 村上 豪 松本琢磨 山本圭香  

Lee Kyoung Sun 倉本 圭 中村栄三 はしもとじょーじ 三好由純 鈴木絢子 平井隆之 
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学振特別研究員：渡邉恭子 木村智樹 小路真史 佐藤隆雄  

宇宙研院・学生：坂本優美花 飯生翔大 岩瀬大輝 安田 遼 五十里哲 中谷俊洋 日南川英明 古本拓朗  

松隈俊大 仲内悠祐 大場崇義 榎本孝之 坂谷尚哉 堀川大和 宮本麻由 上村洸太 大石峻裕 

加藤大羽 今村有人 加納龍一 川畑佑典 上本季更 滝田 隼 小川匡教 北川普崇 清水健矢 

Piotr Lewkowicz Ferran Gonzalez Franquesta 伴場由美 

 

1. 概要 
 太陽系科学研究系では地球・太陽を含んだ太陽系天体，
及び，太陽系空間を研究対象とする． 

 強く関連する学術分野としては，宇宙プラズマ物理，
太陽物理，太陽圏科学，地球・惑星磁気圏物理，地球・
惑星電離層物理，惑星大気科学，惑星地質学，惑星物理
学，惑星進化論，太陽系形成論等が挙げられる． 

 運用中や運用終了した衛星・探査機からのデータを解
析（小惑星探査計画「はやぶさ 2」，惑星分光観測衛星「ひ
さき」，太陽観測衛星「ひので」や「はやぶさ」サンプル・
キュレーション活動も含む）して科学的成果を生み出す
とともに，準備中の水星探査計画（Bepi Colombo）等を
確実に進める． 

 基礎的な学術研究と同時に，新しい観測機器・探査方
法の開発，新しいミッションの企画検討も行う．さらに，
衝突実験装置を用いた研究や，気球・ロケットによる観
測も行っている． 

 

2. 2014 年度の研究活動 
 太陽フレアはねじられた磁場に蓄えられたエネルギー
が突然解放される爆発現象である．そのトリガー機構は
殆ど分かっていない．それにおいて重要と考えられる太
陽表面ダイナミクスを「ひので」の磁場・速度場の観測
から発見した．太陽表面の高密度ガスのダイナミクスが，
フレア発現のトリガーとして重要な役割を果たしている
ことを初めて観測的に示した例として重要である． 

 将来の太陽 X線観測に向け，サブ秒角の空間分解能を
持つ斜入射 Wolterミラーの国産開発研究を進めている．
2013 年度の試作・評価を踏まえて 2014 年度に試作した
ミラーを SPring-8/BL29XUL にて評価計測した．今後は
抽出された課題の改善に取り組み，将来的には光子計測
機能を持つ X線ピクセル検出器と組み合わせて，太陽コ
ロナ中の粒子加速過程の観測的研究に供することを構想
する． 

 MMS は，同一構成の４機の衛星から成る編隊飛行観
測により，地球磁気圏の磁力線再結合領域において，世
界で初めて電子スケールの観測を時間と空間を分離して
行なう NASA旗艦計画である．2015年 3月 12日に米国
フロリダ州のケネディー宇宙センターから打上げられた
が，イオンのエネルギー分布を測定する DIS(Dual Ion 

Sensor)16台の設計，製作，アセンブル，単体環境試験，
初期性能確認試験を研究系のメンバーが担当した． 

 「ひさき」の木星の長時間連続観測と「ハッブル宇宙
望遠鏡（HST）」高解像度のオーロラ画像によって，オー

ロラの突発的増光（オーロラ爆発）を捉え，この現象が
木星自身の高速自転によって引き起こされることを世界
で初めて示した．この共同観測は，ITYFとして在籍して
いたサラ・バッドマン（現ランカスター大）らによる
HST観測時間への申請が，高い競争を勝ち抜いて採択さ
れることで実現した．それぞれの特長を生かした同時観
測を実施することで，世界で初めての成果が得られた．
「ひさき」による木星オーロラ観測は，X線天文衛星との
共同観測という展開も見せている． 

 JUICE とは，ESA が 2012 年 5 月に選定したＬクラス
計画であり，（1）巨大ガス惑星の世界の理解（2）氷衛
星（ガニメデ，エウロパ，カリスト）の探査を目的とす
る．日本からの JUICE への参加に責任を持つ
JUICE-JAPAN WGは 2013年 9月に設立され，平成 26年
2 月に小規模プロジェクトの募集に対して応募，9 月に
理学委員会による MDR/SRRを通過した． 

 月には非常に希薄な大気，外気圏と呼ばれるものが存
在する．地上観測により，ナトリウムとカリウムの外気
圏があることと，その緯度分布が分かっていた．「かぐや」
によるその場観測によって新たに経度分布を得ることが
出来た．それは朝方にピークが偏った非対称があるもの
であり，その原因として，月面に備蓄された月外気圏構
成粒子源が日照中に枯渇することが考えられる． 

 差動回転する高速帯状流の中における流体波動の一般
的な解を導き，これまで金星大気で見つかっている様々
な振動構造を説明できることを示した．金星探査機「あ
かつき」の観測データの解釈や，他の太陽系惑星への幅
広い応用が期待される． 

 ESAの Venus Expressによる金星画像を解析し，金星
の硫酸雲の特性が大きな年々変動を示すこと，それが雲
形成に関わる二酸化硫黄濃度の変動と良く対応すること
を見いだした．これは成層圏への二酸化硫黄の供給が雲
形成をコントロールすることを直接的に示す初めての成
果であり，金星探査機「あかつき」による雲物理研究の
基礎となるものである． 

 月周回衛星「かぐや」などで精密に測られた月の形の
変化を理論的な計算による見積もりと比べることによ
り，月の地下深くに軟らかい層が存在すること，さらに，
その層の中では地球からの潮汐によって熱が効率的に生
じていることを明らかにした． 

 月の表面の「光条（こうじょう）」（レイ）は，月面で
最も目を惹くものの一つである．「なぜ隕石衝突クレータ
から飛び出した物質は一様には降り積もらず，非一様に
放射状（ヒトデのような形）にまき散らされるのか」は，
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謎であった．この謎を，「SELENE（かぐや）」の高解像
度画像データの解析，室内での模擬隕石衝突実験，コン
ピュータによる数値計算の 3つの手法を用いて総合的に
研究して解明した． 

 「かぐや」による探査データの解析によって，従来と
は異なる地殻およびマントルの化学組成・構造の理解が
進んでいる．それらから新しく得られた進化モデルを議
論した．特に月原始地殻の化学組成が純粋な斜長岩で構
成され，また地殻深部ほどより純度が上昇すること，月
裏側に表側よりもより原始的な地殻が存在し，マントル
の組成は浅い部分では輝石が主となる鉱物であることを
示し，これらからマグマオーシャンの固化過程の新たな
モデルを提案した． 

 「はやぶさ 2」搭載の衝突実験装置 SCI による汚染実
験，破片飛散計測実験を行った．このようなデータは他
にはないものであるが，小惑星現地における実験を安全
に実施する上での指針を得た． 

 火星は小型の地球型惑星であり，その深部構造に関して
は未知の天体である．火星は小型であるが故に，ほどよく
過去を記憶した天体であり，その内部構造の理解は地球型
惑星の形成と進化のステージを探る格好のターゲットと
目されている．その火星の地震活動，火山活動の情報に加
え，隕石衝突の同定とその衝撃振動，大気擾乱による地動
（脈動）を用いた本格的な火星内部構造探査を行うのは
InSight計画（NASA）であり，日本からもサイエンス検討
や解析プログラムにおいて貢献をしている． 

 宇宙空間や原子炉近傍などの強い放射線環境において
見られる画像の雑音を取り除く素子のプロトタイプを開
発した．陽子線や電子線などの荷電粒子放射線はエネル
ギー周囲に落としながら物質中を進むことを利用し，２
枚の検出素子を極めて近接させ光が入ってこない裏面の
素子を放射線入射位置検出装置として用いる．125µmの
間隔で素子を実装する設計を成功させ，放射線医学総合
研究所の実験用加速器において放射線照射試験を実施
し，得られたデータから全自動プロセスで放射線雑音を
ある程度特定することに成功した． 

 

3. 研究項目 
3.1 太陽物理学 

3.1.1 太陽物理学の研究：「ひので」，「ひので－IRIS」 

3.1.2 装置開発と将来計画：次世代太陽観測衛星の概念
検討と技術的検討，光子計測型 X線望遠鏡の開発検
討，高速 CMOSセンサ回路の開発 

3.1.3 国際共同観測ロケット実験 CLASP 

3.2 宇宙プラズマ 

3.2.1 科学衛星データ解析：「あけぼの」，「GEOTAIL」，
「れいめい」，「かぐや」，「ひさき」，惑星探査機観測
データ解析による木星・土星磁気圏ダイナミクスの
解析 

3.2.2 観測ロケット：ICI-4 

3.2.3 数値計算・理論研究：粒子コードによる宇宙プラ
ズマ基礎課程の探究，原始惑星系円盤の物理 

3.2.4 観測機器開発 

3.2.5 将来計画の準備:水星探査計画「Bepi Colombo」，
ERG，MMS，火星大気散逸観測計画の検討，JUICE 

3.3 惑星大気 

3.3.1 太陽大気：「あかつき」 

3.3.2 金星大気：Venus Express 

3.3.3 火星大気 

3.3.4 地球大気：観測ロケットによる極域電離圏電子密
度擾乱観測 

3.4 固体惑星 

3.4.1 月探査：「かぐや」のデータを用いた月科学 

3.4.2 小惑星探査：はやぶさ試料キュレーション，はや
ぶさ 2科学運用計画の策定 

3.4.3 将来計画検討：SLIM，DESTINIY，ペネトレータ
技術開発とミッション検討，将来大型月着陸探査，
月・火星洞窟探査， 

3.4.4 装置開発 

 

4. 研究ハイライト（p.1～8） 
【１】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」】 

【２】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」】 

【４】月内部の地質構造 従来学説を覆す発見【月周回衛
星「SELENE」】 

 

3. 学際科学研究系 
Department of Interdisciplinary Space Science 

教職員：吉田哲也 石岡憲昭 石川毅彦 稲富裕光 海老沢研 足立 聡 黒谷明美 生田ちさと 齋藤芳隆  

篠原 育 高木亮治 橋本博文 松崎恵一 井筒直樹 岡田純平 田村隆幸 福家英之 三浦 昭  

矢野 創 山本幸生 今井弘二 高井 研 真下 茂 山岸明彦 依田眞一 Oleg Gusev 河口優子 

久保田晃弘 長谷部文雄 

学振特別研究員：鮫島寛明 

宇宙研院・学生：渡辺愛弓 下地優希 戸崎健太 長田拓真 清水憲政 増山陽介 高橋克征 岩田直子 山崎廣樹  

和田師也 水本岬希 坂中佳秀 加藤寛隆 佐藤広大 根岸茂利 橋本栄尭 田中 結 
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1. 概要 
 宇宙科学全般に広がるもしくは宇宙科学と周辺領域に
またがる学際的分野，新たな宇宙科学分野の発展を担う
べく，以下の分野での基礎研究，飛翔体への搭載を目指
した機器や情報システムの研究開発を行っている． 

1）宇宙環境利用科学分野では，微小重力や放射線環境
などの宇宙の特異な環境を利用し，地上では計測・観
察が困難な現象の解明やその応用を目指している．具
体的には，新機能材料創製等を目指す材料科学とそれ
に関連する流体科学，プラズマ物理等の基礎科学，生
命の発生・進化・移動およびそれらへの宇宙環境の影
響の解明と，生命前駆物質および地球外生命を探索す
るアストロバイオロジーを推進している． 

2）情報システムの研究開発においては，大量の科学衛
星観測データを高速に処理，伝送，蓄積するため，情
報処理，計算機ネットワーク，分散処理技術，大容量
データベース等の基盤技術研究を進めている．また，
主に人工衛星を用いた，宇宙プラズマ，太陽，天文デ
ータの解析に基づく観測的研究，データの可視化，天
体プラズマ現象の数値シミュレーションや衛星デー
タのモデル化を通しての理論的研究，宇宙機の異常監
視・診断システム，数値シミュレーション，データ同
化など宇宙工学研究も実施している． 

3）宇宙科学研究のための飛翔体のひとつである大気球
に関連した研究では，大気球およびその運用システム
と大気球を用いた理学観測・工学実証のための実験シ
ステムの研究開発を行うとともに，大気球を用いたさ
まざまな宇宙科学研究を推進している． 

 

2. 2014 年度の研究活動 
2.1 宇宙環境利用科学に関する研究 
 物質科学では静電浮遊法で得られる「超高温」や「過
冷却」を特徴とした研究を行っている．超高温融体の熱
物性計測に加えて，新たな熱物性測定法の構築，放射光
での融体構造解析，アモルファス等の準安定相の創製な
どの研究を進めている．また，ISS 搭載静電浮遊炉での
実験に向けて準備作業を進めている．さらに，強磁場，
遠心機，ISSの利用による InGaSb結晶の育成を行った．
その結果，対流が強く抑制された条件では固液界面形状
の平坦化および成長結晶中の In 濃度の均一化が促進さ
れること，そして微小重力環境で得た結晶の成長速度は
予想に反して地上での値に比べて高くなることを明らか
にした． 

 ダストプラズマ研究ではクーロン結晶の粒子温度計測
の研究，および新型小型プラズマチャンバーの研究を進
めた．前者の研究では，粒子温度が室温よりも 10 倍程
度高い温度であることを示すことができた．後者の研究
においては，ダストプラズマを生成可能な小型プラズマ
チャンバーを製作することができた． 

 生命科学では，宇宙飛行マウスの皮膚の遺伝子変化を

後肢懸垂群および過重力群と比較した．宇宙飛行群，後
肢懸垂群で筋萎縮に関わるユビキチン化タンパク質の分
解を促進する遺伝子群が増加することを明らかにすると
同時に，皮膚の遺伝子発現変化が筋組織の変化の一部を
反映するバイオマーカーとなる可能性を示すことができ
た．また，棘皮動物胚，脊索動物胚での骨片形成への重
力の役割を調べるための宇宙実験系の最適化を進めた．
イトマキヒトデの重力刺激応答（起き上がり行動）と光
刺激応答（負の走光性）について，刺激の組み合わせに
よる応答反応を調べ，行動を規定する，重力とそれ以外
の刺激への応答の相互作用を分析した．さらに，パンス
ペルミア仮説を検証する宇宙実験に必要な，有機物含有
宇宙塵等を非破壊捕集するエアロゲル捕集パネルと極限
環境微生物等を固定する温度計付曝露パネルの FMを，
汚染除去・管理プロトコルを確立したクリーンルーム内
で完成した．捕集微粒子の記録・摘出装置を試作し，仕
様要求を満足した． 

2.2 情報科学・情報工学に関する研究 
 データアーカイブに関する研究では，様々な衛星デー
タを効率的にアーカイブし，その利用を促進するための
研究を行った．特に，今まであまり使われてこなかった，
1970 年代の火星探査機バイキングの地震計データを取
得し，過去に出版された結果を再現できることを確認し
た上で，公開した．これらの研究成果によるアーカイブ
データやツールは，DARTS (http://darts.isas.jaxa.jp)から
公開されている． 

 数値シミュレーション研究においては，主にスパコン
を用いて，効率良く衛星開発を行うための研究や太陽圏
プラズマシミュレーション研究を行った． 

 ソフトウェア，データに関する研究では，研究者がア
ーカイブデータを用いて研究を行う際，それを支援する
ためのソフトウェアやツールの研究開発を行った．特に，
JAXA 内外で公開されている様々な時系列データを同時
比較し，可視化するためのツールの研究開発を行い，
http://darts.isas.jaxa.jp/C3/から公開した． 

 宇宙科学に関する学際的な研究では，各自の専門分野
に情報科学的な視点を取り入れ，学際的な研究を行った．
たとえば，X 線連星系の研究では，データサイエンスの
手法を用いて，ブラックホール新星の X線光度曲線の効
率的な分類を行っている．また，日食の際の大気オゾン
量短時間変動，およびその光度依存性を調べ，詳細に大
気モデルと比較することによって，オゾン生成・破壊に
太陽紫外線が与える影響を明らかにした． 

2.3 大気球に関する研究活動 
 気球についての研究では，将来の高精度，高感度での
理学気球実験の実施に不可欠な，長時間飛翔を実現する
ための圧力気球の開発研究および長時間飛翔運用を可能
とするイリジウム衛星通信を利用した気球制御システム
の開発研究を進めた．網をかぶせた圧力気球の研究では，
飛翔試験用に体積 5,000m3の気球を製作したが，飛翔性
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能試験の機会に恵まれず，代替として地上膨張試験を実
施し，気球の正常展開の確認，および，耐圧性能を向上
させる方法の検討を行った．衛星通信を利用した気球制
御システムは機能を最小限に絞りシンプルな構成を採用
することによって信頼性を高める方針で開発し，2015年
度の海外気球実験で実運用に供されることになった． 

 また，気球を用いた宇宙科学研究においては，超伝導
スペクトロメータを用いた宇宙線観測実験（BESS）の南
極上空の気球飛翔で得られた宇宙線事象データの詳細な
解析を続け，宇宙線物理学の基礎的データとなる一次宇
宙線陽子，ヘリウム成分のエネルギースペクトルの導出
を進めた．また，高エネルギー電子線，ガンマ線などの
宇宙線の到来方向とエネルギーを観測することで宇宙暗
黒物質の正体や宇宙から飛来する高エネルギーの電子・
陽子・原子核の起源の解明を目指し国際宇宙ステーショ
ンで実施される CALET実験の開発を完了した．2015年
度の打上げを予定している．さらに，宇宙線中に極僅か
に存在している可能性がある反重陽子などの反粒子成分
の高感度探索を通じて宇宙の暗黒物質などに関する知見
の獲得を目指すエキゾチック原子を用いた宇宙線反粒子
の高感度観測実験 GAPSや，初期宇宙における宇宙イン
フレーションの直接の証拠となる原始重力波の検出を目
的とした宇宙マイクロ波背景放射偏光測定による宇宙創
生の研究，小型科学衛星による宇宙マイクロ波背景放射
偏光観測計画 LiteBIRD の検討を進め，それぞれプロジ
ェクト化に向けた提案を行った． 

 

3. 研究項目 
3.1 宇宙環境利用科学に関する研究 

3.1.1 物質科学 

3.1.1.1 浮遊法を用いた高温融体及び準安定相研究 

3.1.1.2 結晶成長に関する研究 

3.1.2 ダストプラズマ研究 

3.1.3 生命科学 

3.1.3.1 宇宙飛行マウスの皮膚の遺伝子解析 

3.1.3.2 動物の発生・形態形成及び行動における重力応答 

3.1.3.3 アストロバイオロジー研究 

3.2 情報科学・情報工学に関する研究 

3.2.1 データアーカイブに関する研究 

3.2.1.1 月惑星探査データの GIS化 

3.2.1.2 惑星科学データ共有のための国際標準プロトコ
ル開発 

3.2.1.3 火星探査機データのアーカイブ化に関わる研究
3.2.1.4 地球大気データのアーカイブ化に関わる研究 

3.2.2 数値シミュレーション研究 

3.2.2.1 衛星開発へのデータ同化手法 

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

3.2.2.3 数値シミュレーションによる衛星データ解析研
究支援 

3.2.2.4 エクサフロップス級計算機に向けたプログラミ
ングモデルの検討 

3.2.2.5 自励振動ヒートパイプの数値シミュレーション 

3.2.3 ソフトウェア・データに関する研究 

3.2.3.1 効率的なツール開発 

3.2.3.2 分野横断型研究のためのウェブサービス開発 

3.2.4 宇宙科学に関する学際的な研究 

3.2.4.1 X線連星系の研究 

3.2.4.2 活動的銀河中心核の X線時間変動の研究 

3.2.4.3 X線観測による銀河団プラズマの動力学 

3.2.4.4 日食が大気化学に及ぼす研究 

3.3 大気球に関する研究 

3.3.1 気球についての研究 

3.3.1.1 網をかぶせた圧力気球の研究 

3.3.1.2 衛星通信を用いた気球制御システムの研究 

3.3.2 気球を用いた宇宙科学の研究 

3.3.2.1 エキゾチック原子を用いた宇宙線反粒子の研究 

3.3.2.2 超伝導スペクトロメータを用いた宇宙線の観測 

3.3.2.3 高エネルギー宇宙電子線・ガンマ線の観測 

3.3.2.4 宇宙マイクロ波背景放射偏光測定による宇宙創
生の研究 

 

4. 研究ハイライト（p.1～8） 
【５】暗黒物質候補に新たな展開【X線天文衛星「ASTRO-EII」】 
【８】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】 

【17】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 
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梶沼隆志  

 

1. 概要 
 宇宙飛翔工学研究系では，宇宙飛翔システムに関する
基礎と応用についての学術研究を通して宇宙科学プロジ
ェクトへの貢献を進めている．主な研究分野は宇宙航行
に関わるシステム工学，宇宙輸送工学，宇宙構造・材料
工学である． 

 

2. 2014 年度の研究活動 
 宇宙航行に関わるシステム工学分野では，宇宙機，飛
翔体に関連した，応用飛行力学，制御システム論，輸送
系システム設計など，プロジェクトに先駆的な工学研究
を行っている． 

 主として，惑星探査機，先進的科学衛星等の宇宙機お
よびそれにかかわる航行，誘導，制御に関する研究と，
ロケットなどの飛翔体システムの研究を行なっている． 

 具体的にはそれらに関連する計画立案とミッション解
析，軌道設計，システム設計ないし実験機による試験，
計算機によるシミュレーション等を行なっている． 

 宇宙輸送工学分野では，大気圏内及び宇宙空間を飛翔
する，あるいは宇宙空間から帰還する飛翔体や探査機の
推進と航行に関わる，推進系や空気力学等の諸分野にお
ける広範な工学研究を行っている． 

 具体的には，固体ロケット・液体ロケット及びハイブ
リッドロケット，宇宙往還機への適用が期待される空気
吸込式エンジン，惑星間航行に用いられる電気推進など
先進型宇宙推進システム，大気を利用した軌道制御や再
突入・回収技術に関わるシステムと要素技術の開発研究，
飛翔体の空力的特性評価と最適化研究，これらの基盤と
なる化学反応・流動・熱・電磁気学的諸課題に関する基
礎研究が，機械工学，燃料工学，化学反応工学，電磁流

体力学，伝熱工学，気体力学，高速流体力学など様々な
立場から進められている． 

 宇宙構造・材料工学分野では，地上から，地球周回低
軌道上，静止軌道上，惑星上，そして深宇宙にいたるさ
まざまな飛翔体や構造物のシステムを対象として，それ
らに関わる構造と材料分野における広範な応用及び基礎
研究を行っている． 

 具体的には，ロケットや人工衛星の構造動力学，構造
設計・解析とその機械環境試験，伸展ブームや展開アン
テナなどの展開構造やメカニズムの研究，宇宙飛翔体用
構造材料の強度と加工性の研究，推進器構成用耐熱材料
の研究，膜面やケーブル材料の研究などが行われている． 
 また，将来の宇宙構造物については，新しい構造概念
の創造や構造解析についての研究，インフレータブル構
造やセイル構造などの超軽量構造物の研究，高機能材料
による適応構造の研究などが進められている． 

 

3. 研究項目 
3.1 イプシロンロケット 

3.1.1 イプシロンロケット空力特性の研究 

3.1.2 イプシロンロケットの誘導制御系の研究 

3.1.3 イプシロンロケットの構造系開発 

3.2 再使用高頻度宇宙輪送システムの研究 

3.3 固体ロケット推進に関する研究 

3.3.1 高エネルギー物質を適用した固体推進薬 

3.3.2 補助推進系用新型ガスジェネレータ固体推進薬 

3.3.3 デブリレス固体推進薬 

3.3.4 熱可塑性樹脂を用いた固体推進薬の研究 

3.3.5 固体ロケットモータ内部弾道性能の高精度数値
予測システム（ACSSIB）の研究 
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3.4 ハイブリッドロケットの研究 

3.5 スペースプレーン技術実証システムの研究 

3.6 空力性能の革新を目指した研究 

3.7 ロケットプルーム音響予測に向けた音響解析 

3.8 宇宙輸送機等における多様な空力課題に関する研究 

3.9 科学衛星の熱設計，解析，試験に関する研究と，将
来の科学衛星のための新しい熱制御技術の研究 

3.10 現行科学衛星プロジェクトの構造系開発 

3.10.1 小型科学衛星の構造系開発 

3.10.2 はやぶさ 2の構造系開発 

3.10.3 MMOの構造系開発 

3.10.4 ASTRO-Hの構造系開発 

3.11 環境試験方式の開発研究 

3.12 柔軟構造物の振動制御の研究 

3.13 科学衛星打上げ用ロケットの構造・機能・動力学
に関する研究 

3.14 大型高精度光学架台に関する研究 

3.15 耐熱複合材の研究 

3.15.1 TPS用耐熱コーティングの酸化特性 

3.15.2 耐熱複合材料の各種エンジン部品への適用 

3.15.3 固体ロケットノズル耐熱材料の軽量化・低コス
ト化に関する研究 

3.15.4 アブレータ用 CFRPの高温劣化特性 

3.16. 高分子および高分子基複合材の研究 

3.16.1 高速回転 CFRP円板の開発 

3.16.2 CFRP用簡便非破壊技術の開発 

3.16.3 耐熱性ポリイミド樹脂の開発 

3.16.4 高精度大型宇宙構造に使用する高精度複合材に
関する研究 

3.16.5 カーボンナノチューブによる超軽量構造体の創
製に関する研究 

3.17 金属系材料の強度･破壊 

3.17.1 金属・合金の低温クリープ 

3.17.2 ロケットエンジン燃焼室銅合金のクリープ疲労 

3.17.3 低温超塑性チタン合金開発と粒界辷り直接観察 

3.18 透明脆性材料の超高遠衝突損傷の直接観察 

3.19 非破壊信頼性評価 

3.20 材料・工程の国際標準化のための活動 

3.21 電鋳ライナ極低温複合材タンクの開発研究 

3.22 超小型衛星の研究開発 

3.22.1 フライトモデル開発と軌道上運用 

3.22.2 小型 CMGを用いた姿勢制御系に関する研究 

3.22.3 高電力衛星の電源と熱設計に関する研究 

3.22.4 柔軟構造衛星の姿勢挙動に関する研究 

3.22.5 複数地上局の自動運用に関する研究 

3.23 液体推進系に関する研究 

3.23.1 バイオアルコール燃料の燃焼研究 

3.23.2 HAN系 1液推進剤を用いたスラスタの研究開発 

3.23.3 セラミックスラスタの開発研究 

3.23.4 N2O/エタノール推進系の研究 

3.23.5 気液平衡調圧系 

3.23.6 固気平衡スラスタ 

3.24 非化学推進 

3.24.1 イオンエンジン 

3.24.2 MPDアークジェット 

3.24.3 DCアークジェット 

3.24.4 パルス・プラズマ・スラスタ（PPT） 

3.24.5 磁気プラズマセイル 

3.24.6 マイクロスラスタのための高感度推力スタンド
の開発 

3.24.7 ホールスラスタ 

3.25 再突入・惑星突入に関わる研究 

3.26 電磁力による流れの制御とその応用 

3.26.1 高速流れに関する研究 

3.26.2 低速流れに関する研究 

3.27 展開型柔軟構造体による再突入機の開発 

3.28 火星探査用航空機に関する研究 

3.29 天体着陸航法誘導システムの研究 

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

3.31 「はやぶさ 2」における研究 

3.31.1 「はやぶさ 2」ミッションの軌道・誘導・航法・
制御解析 

3.31.2 「はやぶさ 2」におけるアストロダイナミクス研究 

3.32 IKAROS の運用成果を踏まえたソーラー電力セイ
ル基盤研究 

3.32.1 IKAROS探索運用 

3.32.2 深宇宙ソーラーセイル航行のための誘導航法 

3.32.3 膜構造物の展開挙動 

3.32.4 膜構造物の展張形状 

3.33 ソーラー電力セイル探査機による外惑星領域探査
計画 

3.33.1 計画策定 

3.33.2 セイル試作 

3.33.3 セイル展開機構試作 

3.33.4 セイル収納装置試作 

3.34 需給状況に応じた電力制御システム 

 

4. 研究ハイライト（p.1～8） 
【６】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】 

【７】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】 

【13】高精度光学架台のポインティング制御 

【14】ハイブリッドロケット融解燃料の流動特性を解明 

【15】マイクロ波放電式イオンエンジン 
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5. 宇宙機応用工学研究系 
Department of Spacecraft Engineering 

教職員：齋藤宏文 山田隆弘 川﨑繁男 池田博一 橋本樹明 久保田孝 山本善一 廣瀨和之 吉川 真 戸田知朗 

田中孝治 吉光徹雄 曽根理嗣 水野貴秀 坂井真一郎 福田盛介 竹内 央 冨木淳史 牧謙一郎  

豊田裕之 三田 信 福島洋介 小林大輔 坂東信尚 大槻真嗣 西川健二郎 和田智之 梅田 実  

高橋正樹 Josaphat Tetuko Sri Sumantyo 廣川二郎 Prilando Rizki Akbar Oleg Nizhnik Soken Halil Ersin  

宮地晃平 松野下誠 

宇宙研院・学生：金子智喜 村上 遼 井上史也 片野将太郎 久米孝志 小林泰士 小林正和 吉田頌平 天野祐司  

加藤 言 冨岡孝太 畑 真尋 樋口史仁 本荘泰生 元木啓介 若尾周一郎 柴田拓馬 田中康平  

池永敏憲 大津恭平 川田和周 杉村さゆり 本田拓馬 成瀬涼平 深見友也 盛本真史 渡邊宏弥  

Budhaditya Pyne Vinay Ravindra 大谷知弘 津吹優太 西山万里 前田孝雄 井辻宏章 渕田紳平  

鯵坂志門 Paudel Saroj 野地拓匡 長谷川直輝 木下尋可 小山翔平 中川 啓 廣木健太  

森谷真帆 朱 玄宰 五嶋研人 野内敬太 高浦直己 

 

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

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

 地上系技術としては，ΔVLBI や光学航法などを複合
した高精度軌道推定法，宇宙機運用システムの高度情報
化などを行っている． 

 また，小型科学衛星のシステムアーキテクチャの研究
や太陽発電衛星などの宇宙エネルギーシステムの研究を
行っている． 

 

2. 2014 年度の研究活動 
2.1 電源系技術 
 小型ミッションを対象として，小型高エネルギー密度

の SUSラミネート電池を開発した．その有用性が認めら
れ，小型衛星 3号機に選定された SLIMへの搭載が決ま
っている．また，将来の火星表面探査を見据えた太陽電
池の開発を行った．多接合化が進む最近の太陽電池は，
スペクトルへの適合性に特に注意を払う必要があり，火
星探査用に最適化が必要である．AM0 用太陽電池に比
べ，約 9 %の変換効率向上を達成した． 

 また，これまでの燃料電池／再生型燃料電池研究成果
を活用し，再生可能エネルギー利用によるエネルギーキ
ャリア研究を立ち上げた． 

2.2 通信技術 
 宇宙用情報通信エネルギー伝送用コンポーネントの研
究においては，宇宙機搭載用Ｘ帯高出力高効率 GaNデバ
イスと GaAs を用いた電波天文・Ｘ線検知機用超低雑音
増幅集積回路の試作と特性評価を行った．また，宇宙ナ
ノ RF エレクトロニクス技術を用いた電子細胞チップの
提案を行い，Si と化合物半導体集積回路「HySIC」によ
るシステムオンチップの試作を開始した． 

 衛星・宇宙機システムの開発に関しては，深宇宙通信
衛星搭載用レトロディレクティブ機能付きアクティブ集
積フェーズドアレーアンテナと，開発した小型高性能レ
クテナを用いたローバ用無線電力伝送さらにマイクロ波
電力伝送とエネルギーハーベストによる宇宙機内ワイヤ
レス電力伝送ヘルスモニタリングセンサシステムの開発
を行った． 

 また，宇宙機内のワイヤハーネスを無線技術（ワイヤ
レスハーネス）に置き換えるため，宇宙機内狭小閉鎖環
境における電波伝搬，打上げを含む振動環境下において
も良好な無線通信ネットワークの構成が可能なことを実
証した． 

 さらに，上述した GaN・SSPAを用いて PROCYONの
搭載通信系システム全体を開発した．この搭載通信シス
テムは世界トップクラスの低消費電力性能を有してお
り，深宇宙空間での動作性能と通信実績を今後蓄積する
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予定である． 

2.3 情報データ処理技術 
 情報データ処理の分野では，統一的なアーキテクチャ
ー（構成原理）に基づき多くの宇宙機で共通に利用でき
る標準的なコンポーネントやインターフェースを開発し
ている．平成 26年度は SpaceWire-Rと呼ばれる宇宙機上
の計算機を接続するための通信方式を完成させた．この
方式はヨーロッパの標準規格としても採用されることに
なっている．また，宇宙機の仕様のデータベース化を実
現するために，モデル化技術と言語理論を応用した方式
を開発中である．さらに，宇宙機をはじめとした遠隔自
律システムの搭載ソフトウエア技術要素としてスクリプ
ティング技術の利用拡大を目的とし，深宇宙探査ミッシ
ョン DESITNYの WGメンバとして具体的な利用・実装
の提案活動を行った． 

2.4 航法誘導制御技術 
 探査機が月や惑星に安全に着陸するために必要な着陸
脚について，セミアクティブ制御を導入することにより，
従来のアルミハニカム材を用いたパッシブなものより高
い耐転倒性能を満たすことを示した． 

2.5 自律化・ロボット技術 
 月惑星表面を移動探査するローバの自律性向上のため
に，フィールド試験（自律移動・行動計画）の実施，広
角 HDR カメラを用いた環境認識，特徴の少ない地形で
のビジュアルオドメトリ，ロボットの走行振動に基づく
自然地形の分類と走行電力推定，電力供給を考慮した経
路計画，スカイラインマッチングによる絶対位置推定，
搭載用画像処理ボードの試作を行い，検証を行った．ロ
ーバの走破性の向上に関して，サスペンション機構の比
較性能評価，地形環境に応じた走行電力の計測，Resistive 

Force Theoryを用いた牽引力推定，車輪グローサ系の形
状最適化と評価，形状記憶合金を利用したトランスフォ
ーム車輪の製作等を行った．また，惑星表面での環境認
識の高度化として，Laser Range Imager（LRI）を用いた
移動計測試験，LRI のハードウェア改良，市販 Flash 

LIDARを用いた地形取得と経路計画等，レーザによる計
測系に重点を置いた性能検証を実施した． 

 さらに，小惑星探査ローバ “MINERVA-II”を開発し，
微小重力下におけるホッピング機能の検証およびフライ
トモデルの製造を行い，「はやぶさ 2」に搭載し打上げた． 
2.6 デバイス技術 
 電子材料・デバイスの分野では，宇宙機に搭載する半
導体デバイスの基礎研究や耐環境性デバイスの開発，そ
れらの半導体材料の研究を行っている． 

 さらに，LIDARXと Flash LIDARの開発を行った．光
パルス検出 IC LIDARXは主に長距離用 LIDARの受信機
に使用される APD 出力読み出し回路で，APD から出力
されるパルスのタイミングと波高値を測定する回路であ
る．平成 26年度は，ICを LIDARテストベッド（評価用
レーザ距離計）に組み込み，周辺回路とあわせた測距精

度を評価するとともに搭載化への知見を蓄積した．Flash 

LIDARは距離画像を取得するセンサで，着陸時の障害物
検出や軌道上ランデブ時の相対距離姿勢測定に使用され
る．平成 26年度は 16×16素子の小規模回路を試作，試
験し，基本的な回路特性について評価を行った． 

2.7 軌道決定 
 軌道決定グループとしては，現在運用中の衛星・探査
機の軌道決定についてその状況を常に把握し，ミッショ
ン遂行に支障が生じないように作業を進めた．特に，「あ
かつき」については，金星周回軌道再投入に向けて解析
作業・運用調整を行った．「はやぶさ 2」の軌道決定では，
JAXAの探査機としては初めて DDOR観測量の実運用に
おける利用を開始し，従来の十倍の軌道決定精度が得ら
れる事を実証した．PROCYON には DDOR 高精度化の
ための信号送信装置を搭載し JPL との間で共同観測を
行なった． 

 地球接近天体に関する活動としては，国連等の活動に
参加し，国際的な共同検討に加わるとともに，アジア太
平洋地域における小惑星観測ネットワークの構築を行っ
た． 

2.8 小型衛星システム 
 小型衛星からの観測データを高速に伝送する技術研究
に関して研究開発を行ってきたが，平成 26年度には 50kg

級の小型衛星ほどよし 4号に我々の開発した高速送信機
を搭載して，相模原 3.8ｍアンテナにて X帯 16QAM変調
方式の 348Mbps のダウンリンク通信に成功した．これ
は，50kg級衛星の世界最高の通信速度である．100kg級
小型衛星に搭載するX帯合成開口レーダの開発研究を行
い，平成 26年度には，2偏波共用のハニカムスロットア
レイアンテナ（70cmｘ70cm）の設計製作を行った． 

 また，衛星バスの小型・軽量化や短工期化に向けて，ア
ーキテクチャ・コンポーネント・実装技術などの各レイ
ヤにおける研究・検討を推進した．月着陸実験機 SLIM 

に向けた画像航法や着陸レーダの研究・検討をした．衛
星搭載バッテリの劣化・寿命推定について，交流インピ
ーダンスを推定することによる新たな手法を開拓した． 

2.9 宇宙エネルギーシステム 
 宇宙太陽発電衛星の研究に関して，無線送電技術に関
するシステム研究のためのフェーズドアレーアンテナシ
ステムと方向探知システムの試作を行い，マイクロ波ビ
ーム制御に関する基礎実験を行った．また，S 帯マイク
ロ波を用い，位相比較及び振幅比較により，0.001 度程
度の精度で方向探知を行うための評価システムの構築を
行った． 

 また，ソーラー電力セイル用薄膜発電システムの開発
を行った．表面コーティングによる形状制御・維持技術
の開発を行った．また，ポリイミドフィルム上に形成し
た薄膜太陽電池の耐宇宙環境評価試験を実施した． 
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3. 研究項目 
3.1 電源系技術 

3.1.1 極端環境における宇宙用太陽電池の特性評価 

3.1.2 宇宙用蓄電デバイス 

3.2 通信技術 

3.2.1 ワイヤレスセンサおよび高効率回路技術 

3.2.2 搭載深宇宙 RF通信技術 

3.2.3 搭載近地球通信技術 

3.2.4 宇宙機内ワイヤレス通信技術 

3.3 情報データ処理技術 

3.3.1 衛星データ処理アーキテクチャ 

3.3.2 モデル化技術の衛星開発への応用 

3.3.3 自律遠隔システムのソフトウエア技術要素 

3.4 航法誘導制御技術 

3.4.1 宇宙機の姿勢決定・制御 

3.4.2 月惑星探査機の航法誘導制御 

3.4.3 惑星探査機の航法センサ 

3.5 自律化・ロボット技術 

3.5.1 月惑星探査ロボティクス 

3.5.2 小天体探査ローバ 

3.6 デバイス技術 

3.6.1 アナログ集積回路の研究開発 

3.6.2 耐環境エレクトロニクス 

3.6.3 宇宙用マイクロマシン 

3.7 軌道決定 

3.7.1 DDOR技術 

3.7.2 オープンループ受信機による軌道決定 

3.8 小型衛星システム 

3.8.1 小型科学衛星 

3.8.2 小型衛星高速通信システム 

3.8.3 小型衛星用マイクロ波合成開口レーダ 

3.9 宇宙エネルギーシステム 

3.9.1 太陽発電衛星システム 

3.9.2 薄膜発電システム 

3.9.3 水サイクルシステムを用いた宇宙機電源システム 

 

4. 研究ハイライト（p.1～8） 
【３】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」】 

【16】50kg 級小型衛星で世界最速のダウンリンク通信を
達成 

 
 

6. 国際トップヤングフェローシップ 
 2009年度より，日本を宇宙科学におけるトップサイエ
ンスの拠点とするための施策の一環として「国際トップ
ヤングフェロー(ITYF)」という制度を立ち上げている．
これは，国際公募により世界から極めて優れた若手研究
者を任期付で招聘する制度で，毎年数十倍という厳しい
競争率による選抜となっている．本制度による招聘は原
則 3年，審査を経て 5年まで延長可能としている．平成
26年度は新たに 1名を採用し，9名のフェローが在籍し
ている． 

 ITYFに在籍したフェローは，その研究活動期間におい
て顕著な成果を残している．例えば Stawarz 博士が在籍
中に学術誌「The Astrophysical Journal」へ発表した論文
では，A1836 銀河団中心部にあって最も明るく，知られ
ている中で最も質量の大きなブラックホールが存在する
PKS B1358-113 電波銀河について，電波・可視光・X線
の多波長観測データを用いて解析を行った．その結果，
ジェットからのエネルギー解放量が非常に大きいこと，
解放された積算エネルギーのおよそ半分が周辺物質への
ショック加熱として供給されていること，極めて大きな
マッハ数を持つショック波面がローブ領域の拡大によっ
て形成されていることが示唆され，ジェットが引き起こ

すショック加熱が，銀河団形成の過程でその特性を形づく
ることに重要な役割を果たしていることを明らかにした． 
 また本制度は，2012年秋に実施された宇宙科学研究所
国際外部評価において，「本制度が宇宙研の認知度を高め
るとともに宇宙科学の発展に大きく貢献している」とし
てその有効性が高く評価された．ITYF 制度開始から 5

年を経た今年，宇宙科学研究所として ITYF 制度の内部
レビューを実施した結果，各フェロー個人の研究成果は，
概ね期待通りの成果が得られていることが確認できた．
一方，宇宙研研究者とのシナジーの発揮は十分でないこ
とが明確となったため，下記の点で抜本的な修正を図る
等，本制度の改善を図ることとした． 

（1）職員とのシナジー最大化のための活動計画（PDCA

のベース）を導入 

（2）年度毎のレビュー会（計画/成果評価）等の開催 

（組織としての成果最大化を目指すガバナンスの確保） 
（3）フェロー部屋を廃止し，受入れ教員との日々の共同

活動を促進 

（4）新規フェローについては，組織としての狙いを具体
的に明示した公募 

 

氏名 前所属機関 研究テーマ 期間 

Khangulyan Dmitriy マックス・プランク核物理学研究所（独） 宇宙線加速と非熱的放射の理論的研究 
2010年 2月～
2015年 1月 

Stawarz Lukasz スタンフォード大学（米） 高エネルギージェット天体の観測的研究 
2010年 3月～
2015年 3月 
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河合宗司 スタンフォード大学（米） 不確実現象を解明する計算流体物理学と工学利用 
2011年 2月～
2015年 3月 

Campagnola Stefano NASA ジェット推進研究所（米） 先端的ミッション・軌道計画手法の研究 2012年 3月～ 

Masters Adam インペリアル・カレッジ・ロンドン（英） 
磁気リコネクション，ケルヴィン・ヘルムホルツ渦
に関する太陽風から惑星磁気圏内へとエネルギーが
流れ込む全貌の解明 

2012年 3月～
2014年 6月 

Simionescu Aurora スタンフォード大学（米） 
銀河団の中心から外縁部，その外側につながる大規
模構造までの物理過程の解明研究 

2013年 6月～ 

井上芳幸 スタンフォード大学（米） 
理論と観察の関連付けによる活動銀河（AGN）の本
質の解明 

2014年 2月～ 

Lee Shiu-Hang 理化学研究所（日本） 
銀河宇宙線の起源を解明するための SNR衝撃波のモ
デル化 

2014年 4月～ 

Peralta Javier アンダルシア宇宙物理学研究所（西） 
「あかつき」と「ビーナス・エクスプレス」による大
気力学の特性化 

2015年 4月～ 
（予定） 
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