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Ⅳ. 宇宙科学プロジェクト 
 

 

1. 宇宙科学・探査ロードマップ 
本ロードマップにおける具体的な進め方（骨子） 
1. 宇宙科学プロジェクトを，戦略的中型計画，公募型小
型計画，小規模プロジェクト群の 3つのカテゴリに分
け（下図を参照），天文学・宇宙物理学，太陽系探査
科学，これらのミッションを先導する衛星・探査機・
輸送を含む宇宙工学の三つの分野において推進する． 

2. 天文学・宇宙物理学分野は，フラッグシップ的に戦
略的に実施する中型計画，および機動的に実施する
小型計画，さらには海外大型ミッションへの参加な
ど多様な機会を駆使して実行する． 

3. 太陽系探査科学分野は，最初の約 10年を機動性の高

い小型計画による工学課題の克服・技術獲得と先鋭
化したミッション目的を立て，10年後以降の大型科
学ミッションによる本格探査に備える．イプシロン
ロケット高度化等を活用した低コスト・高頻度な宇
宙科学ミッションを実現する． 

4. 科学衛星や探査機の小型化・高度化技術などの工学
研究，ならびに惑星探査，深宇宙航行システム，新
たな宇宙輸送システム，などの研究成果をプロジェ
クト化する． 

（平成 25年 9月 19日，宇宙科学・探査部会了承） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 科学衛星・探査機 

a. あけぼの 
所内：松岡彩子（プロジェクトマネージャ） 早川 基 藤本正樹 齋藤義文 篠原 育 阿部琢美 淺村和史  

長谷川洋 横田勝一郎 山﨑 敦 寺本万里子 野村麗子 向井利典 

所外：長野 勇 井町智彦 笠原禎也 後藤由貴 八木谷聡（金沢大）湯元清文（九大）山本真行（高知工科大） 

佐川永一（マルチメディア振興センター）菊池雅行 行松 彰 山岸久雄 門倉 昭（極地研）賀谷信幸（神戸
大）細川敬祐（電通大）白澤秀剛 利根川豊 三宅 亙 田中 真（東海大）長井嗣信 浅井佳子（東工大） 

星野真弘 寺澤敏夫（東大）町田 忍 平原聖文 塩川和夫 三好由純 藤井良一（名大）中川朋子（東北工大）
渡部重十（北海道情報大学） 高橋幸弘（北大）飯島雅英（淑徳高校）大家 寛 熊本篤志 笠羽康正  

岡野章一 坂野井健 森岡 昭 加藤雄人（東北大）長妻 努（NICT）岡田敏美 小林 香 石坂圭吾（富山
県立大）青山隆司（福井工大）中村雅夫（大阪府大） 
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 磁気圏観測衛星「あけぼの（EXOS-D）」(1989 年 2 月
22日打上げ)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． 

 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． 

実績： 

① 2012年に打上げられた NASAの Van Allen Probes衛
星（VAPs）との同時観測を継続実施し，VAPs衛星
と EXOS-Dの両方で観測したプラズマ波動（コーラ
ス）の解析を進めた． 

効果： 

① 平成 26年度査読付き論文数：6編／査読付き論文の
累計数：311編 

② 内部磁気圏で観測したプラズマ波動の解析により，
重イオン（He++または D+）がこれまで考えられ
ていたよりも豊富に存在することを強く示唆する証
拠を得た．これにより，磁気圏の正確なプラズマ組
成が分かり，磁気圏の中で起きている現象について，
より精度の高い研究が可能となった（Geophysical 

Research Letters  平成 26年 6月, Journal of Geophys-

ical Research 平成 26年 6月） 

③ EXOS-D は世界で最も長く放射線帯で観測を実施し
ている衛星であり，この貴重な長期観測データのデ
ータベース化を今後進める． 

 

 

b. GEOTAIL 
所内：プロジェクトマネージャ 齋藤義文（9月～）篠原 育（～8月） 

向井利典 上杉邦憲 中谷一郎 橋本正之 西田篤弘 鶴田浩一郎 早川 基 川口淳一郎 藤本正樹  

中村正人 松岡彩子 高島 健 淺村和史 長谷川洋 横田勝一郎 山﨑 敦 井上浩三郎 市川 勉  

齋藤 宏  

所外：白井仁人（一関高専）小原隆博 笠羽康正（東北大）中川朋子（東北工大）林 幹治 寺澤敏夫 星野真弘  

吉川一朗（東大）長井嗣信 坪内 健（東工大）菊地 順 長谷川信行（早大）村上浩之 柳町朋樹（立教大）
上野玄太（統数研）江尻全機 門倉 昭（極地研）村田健史 長妻 努（NICT）永田勝明（玉川大）松本洋介
（千葉大）櫻井 亨 利根川豊 遠山文雄 三宅 亙 坂田圭司（東海大）柏木利介（神奈川大）杉山 徹
（JAMSTEC）宗像一起（信州大）國分 征 萩野瀧樹 塩川和夫 平原聖文 町田 忍 関華奈子 家田章正  

梅田隆行 三好由純 今田晋介 堀 智昭 宮下幸長（名大）岡田敏美 三宅壮聡 高野博史 石坂圭吾（富山
県大）成行泰裕（富山大）長野 勇 笠原禎也 八木谷聡 井町智彦（金沢大）中村 匡（福井県大）木村磐根  

松本 紘 橋本弘蔵 大村善治 小嶋浩嗣 上田義勝 田口 聡 能勢正仁（京大）筒井 稔（京産大） 

中村雅夫（大阪府大）賀谷信幸 臼井英之（神戸大）新 浩一（広島市大）清水 徹 近藤光志（愛媛大） 

高田 拓（高知高専）湯元清文 河野英昭 羽田 亨 松清修一 深沢圭一郎（九大） 

他 GEOTAILプロジェクトチーム 

 

 磁気圏観測衛星「GEOTAIL」（1992 年 7 月 24 日打上
げ）は，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． 

実績： 

① 地球周辺宇宙空間プラズマの国際共同観測網の中
で，NASAの THEMIS衛星と共同観測を実施して日
米双方から観測データを公開した． 

② 磁気リコネクションの機構の解明等を目的として，
平成 27年 3月打上げの米国MMS衛星との共同観測
に向けた調整を開始した． 

③ 打上げ（平成 4年 7月）から 22年経過し初めて地球

周辺の太陽活動周期（約 11年）の 2周期を超えて均
質な外部磁気圏の観測データを取得し，あけぼの衛星
の近地球領域のデータとあわせると地球磁気圏の 2つ
の異なる領域で同時期に貴重な長期間データが得ら
れたことになる． 

効果： 

① 平成 26 年度査読付き論文数：26 編／査読付き論文
の累計数：1113編 

② 観測した磁気流体定在波の周期から地球磁気圏のプ
ラズマ密度を算出し，プラズマ密度の太陽周期依存
性を明らかにした．これは GEOTAIL の長期にわた
る均質な観測データを活かした貴重な成果である．
（Journal of Geophysical Research 平成 26年 10月） 
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c. ASTRO-EⅡ 
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 飯塚 亮 小高裕和 勝田 哲 川原田円 佐藤理江 林多佳由  

林 克洋 海老沢研 田村隆幸 鮫島寛明 中川友進 

所外：玉川 徹 石川久美 湯浅孝行 野田博文 岩切 渉（理研）田代 信 寺田幸功 瀬田裕美（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 菅原泰晴（中央大）河合誠之 谷津陽一（東工
大）大橋隆哉 石崎欣尚 江副祐一郎 山田真也 小波さおり（首都大）井上 一（明星大）吉田篤正 馬場 彩  

澤田真理 高橋一郎（青山学院大）松下恭子 幸村孝由 佐藤浩介（東京理科大）根来 均 中島基樹（日大）
北本俊二 内山泰伸 星野晶夫 斎藤新也（立教大）片岡 淳 佐藤悟郞（早大）内山秀樹（静岡大）藤本龍一  

米徳大輔（金沢大）國枝秀世 田原 譲 三石郁之 石橋和紀 宮澤拓也 松本浩典 森 英之（名大） 

宇野伸一郎（日本福祉大）小山勝二 鶴 剛 田中孝明 信川正順 内田裕之 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 薙野 綾 上田周太郎（阪大）深沢泰司  

高橋弘充 大野雅功 勝田隼一郎 水野恒史 田中康之（広島大）粟木久光 寺島雄一 杉田聡司（愛媛大） 

山内 誠 森 浩二（宮崎大）Robert 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） 

 

 X線天文衛星「すざく（ASTRO-EII）」（2005年 7月 10

日打上げ）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打上げられた． 

実績： 

① 第 9期国際公募観測を実施した．(国際公募観測の観
測数は約 200件/年） 

② 国際公募観測時間とは別枠で設定されている突発天
体観測時間により 1件の観測を実施した． 

効果： 

① 平成 26年度査読付き論文数：110編／査読付き論文
の累計数：790編 

② 東京大学大学院と理化学研究所の研究グループが，
ASTRO-EⅡを用いて最強な磁場を持つ，ある中性子
星（マグネター）を観測したところ，磁力でわずか

に変形している兆候を発見．これは中性子星の強い
磁場のうち，内部に隠れた部分の強度を推定した初
めての成果であり，中性子星で起きる極限物理現象
を理解する上で大きな進展である．（Physical Review 

Letters 平成 26 年 4 月/東京大学プレスリリース 平
成 26年 6月 2日） 

③ 米国メリーランド大学の研究者を中心とするチーム
が「すざく」のデータを使って，超巨大ブラックホ
ールが大量の物質を飲み込む際に，銀河スケールの
強力なアウトフローを引き起こす外向きの強力な物
質流を発生させていることを突き止めた．（Nature 

平成 27年 3月 26日 / JAXAプレスリリース 平成 27

年 3月 26日） 

 

 

d. INDEX 
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） 

 

 小型高機能科学衛星「れいめい（INDEX）」（2005年 8

月 24日打上げ）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． 

実績： 

① 打上げから 9年間動作しているリチウムイオン電池
のバッテリの負荷をステップ状に変化させ，バッテ
リ電圧の過渡応答を計測した．これにより，バッテ
リ内部の化学反応のうち，リチウム物質が移動拡散
する際の電荷移動の現象特性を推測する方法を明確

化し，バッテリ消耗の因果関係を把握できる見通し
がついた．INDEXを用いて，電池の寿命末期の挙動
を理解し，リチウムイオン電池の長期運用性の明確
化を目指す． 

② 通常の衛星運用では，衛星の可視時間にオペレータ
が衛星からの信号をみて地上装置を運用する等の作
業が必要であるが，それを自動化するシステムを開
発完了した．運用中衛星「INDEX」と合わせた総合
的なシステム検証を実施し，実用可能である見通し
を得た． 
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効果： 

① 平成 26年度査読付き論文数：2編／査読付き論文の
累計数：45編 

② オーロラが発光する主要因は，磁気圏に存在する電
子が高度 3000-10000km に存在する磁力線平行電場
によって加速され，地球大気構成粒子に衝突するた
めとされている．INDEXは，平行電場によって加速 

される電子は磁気圏起源のものだけではなく，高高
度の電離圏電子からも構成されていることを明らか
にした．（Journal of Geophysical Research 平成 26年 5

月／Annales Geophysicae 平成 26年 5月） 

③ 衛星運用自動化システムの実現により，地上局での
作業員を削減し，衛星運用にかかる経費削減への貢
献が期待できる． 

 

 

e. SOLAR-B 
所内：プロジェクトマネージャ 清水敏文（8月～）坂尾太郎（～7月） 

松崎恵一 渡邉恭子 岡本丈典 飯田佑輔 Lee Kyoung Sun 松本琢磨 一本 潔 山田隆弘 橋本樹明  

坂井真一郎 坂東信尚 澤井秀次郎 中塚潤一 志田真樹 石井信明 峯杉賢治 廣瀨和之 豊田裕之  

山本善一 戸田知朗 太刀川純孝 竹内 央 高木亮治 常田佐久 

所外：阿部旬也 松田郁未 池田沙織 菅野浩一 上嶋博子 他（JAXA統合追跡 NW）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 坂東貴政 成影典之 石川真之介 下条圭美  

岩井一正（国立天文台）永田伸一 磯部洋明 浅井 歩 西田圭佑 渡邉皓子（京大）草野完也 増田 智  

今田晋亮 石橋一紀 伴場由美（名大）蓑島 敬（海洋研究開発機構）David Brooks（ジョージメイソン大学） 

他｢ひので｣チーム 

 

 太陽観測衛星「ひので（SOLAR-B）」（2006 年 9 月 23

日打上げ）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． 

実績： 

① 世界に開かれた軌道上天文台として，国際コミュニ
ティから観測提案 37件を採択し，また NASAの IRIS

衛星との同時観測を行った． 

② 「フレア」と呼ばれる太陽大気中で起こる爆発の発現
メカニズムの解明を目指し，太陽表面の精密磁場観測
や EUV/X線でのフレアプラズマの診断を行った． 

効果： 

① 平成 26 年度査読付き論文数：85 編／査読付き論文
の累計数：861編（平成 26年 10月時点） 

② 日本天文学会の PASJにおいて「ひので」特集号（平
成 26 年 12 月）が組まれ，「ひので」からの最新の
成果や関連する研究の成果 18論文が掲載された． 

③ 太陽フレアをトリガーする磁場の観測からの特定，
トリガー磁場を発達させる光球ガスダイナミクスの
発見，トリガーに向けたコロナガスの動的振る舞い
を明らかにした．これらは，太陽フレア発生の予測
精度を向上させ，発現メカニズムを解明する上で重 

要な観測結果である．（PASJ 平成 26年 12月） 

④ 「ひので」観測データを世界へ完全公開しているこ
とで，プロジェクトに直接関係はしていない研究者 

による学術研究も進み，全世界における科学的成果
創出への「ひので」の貢献度は高い． 

例）「ひので」可視光・磁場望遠鏡により精密計測した太
陽フレアのデータをもとに，コロナ質量放出の原因
となる物理的機構に関する 2つの有力なモデルのう
ち，ねじれたフラックスロープ※が放出を引き起こ
すという第一のモデルを裏付ける理論モデリングを
行なった．これにより，フレア発生に至る磁場の発
展過程を求めた．（Nature 平成 26年 10月）
※惑星間空間で観測されるねじれた磁力線構造 

コロナガスの動的振る舞いの様子．上は
コロナ画像，下はドップラー速度を表す． 

This document is provided by JAXA.
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f. PLANET-C 
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 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 廣瀨和之 
太刀川純孝 中塚潤一 戸田知朗 吉川 真 加藤隆二 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（北海道情報大）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）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（滋賀県立大） 

 

 金星探査機「あかつき（PLANET-C）」（2010年 5月 21

日打上げ）は，金星気候の力学的解明を目的として開発
された． 

実績： 

① 複数の軌道投入計画を比較検討した結果，再投入の
タイミングを 2015年 12月とする計画とした．投入
時は不具合のある主推進エンジンに代わって姿勢制
御用エンジン（主推進器より推力が小さい）を用い
て，当初予定より遠金点の遠い軌道へ投入すること
としている．（JAXAプレスリリース 平成 27年 2月
6日） 

効果： 

① 平成 26年度査読付き論文数：3編／査読付き論文の
累計数：17編 

② 2011年に実施した太陽コロナの電波観測により，太
陽半径の約５倍離れた距離から太陽風が急激に速度
を増していることが分かった．太陽から離れた場所
での太陽風の加速には，太陽風の中を伝わる波をエ 

ネルギー源とする加熱が関わっていることも明らか
にし，太陽風の加速メカニズムに関する理解を進め
る新たな知見を得た．厳しい状況にある探査機によ
って工夫をこらして科学成果を得ている．（The As-

trophysical Journal 平成 26年 6月/12月，JAXAプレ
スリリース 平成 26年 12月 18日） 

【１】研究ハイライトに掲載． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

g. Bepi Colombo 
所内：早川 基（プロジェクトマネージャ）前島弘則（サブマネージャ）藤本正樹（プロジェクトサイエンティスト） 

小川博之 峯杉賢治 松岡彩子 高島 健 清水幸夫 下瀬 滋 鎌田幸男 志田真樹 太刀川純孝 市川 勉 
伊藤文成 川原康介 石井信明 小野田淳次郎 川口淳一郎 國中 均 小松敬治 齋藤宏文 佐藤英一  

橋本樹明 八田博志 森田泰弘 山田隆弘 山本善一 中村正人 加藤隆二 久保田孝 後藤 健 澤井秀次郎 
戸田知朗 廣瀨和之 堀 恵一 水野貴秀 吉川 真 安部正真 岡田達明 北村良実 齋藤義文 篠原 育 
田中 智 淺村和史 大竹真紀子 長谷川洋 早川雅彦 春山純一 矢野 創 山﨑 敦 横田勝一郎  

村上 豪 藤井雅之  

所外：今泉 充 松本晴久（JAXA研究開発本部）中澤 暁（JAXA月・惑星探査プログラムグループ）向井利典  

小山孝一郎 鶴田浩一郎 西田篤弘（JAXAOB）出村裕英 平田 成（会津大）白井仁人（一関高専）南 繁行 
武智誠次（大阪市大）佐伯和人（阪大）中村雅夫（大阪府大）杉原孝充（海洋研）野澤宏大 篠原 学（鹿児島
高専）長野 勇（金沢大 OB）笠原禎也 八木谷聡 井町智彦 後藤由貴（金沢大）松永恒雄（環境研） 

湯元清文 河野英昭 吉川顕正（九大）筒井 稔（京産大）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）
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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 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） 

 

 水星探査計画／水星磁気圏探査機「Bepi Colombo/MMO」
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． 

実績： 

① フライトモデル機器を順次組立てながら機能確認を
行う総合試験を継続し，水星軌道上での定常運用を
模擬した 36 時間連続試験や熱真空試験，質量特性
試験等を正常に終了した． 

② 総合試験終了後，ESAへ輸送する前に，フライトモ
デルを報道公開した． 

効果： 

① 平成 26年度査読付き論文数：4編／査読付き論文の
累計数：33編 

② 水星探査に必要な高温高太陽光環境への耐性を実証 

する過程を通じて，セル表面が摂氏 240度にも達す
る高温環境下でも正常に動作する太陽電池パネルを
開発し，その劣化特性等を把握し，水星軌道での運
用に問題のないことを確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. ASTRO-H 
所内：高橋忠幸（プロジェクトマネージャ）峯杉賢治（バス系統括）堂谷忠靖（ミッション系機器統括）満田和久  

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 小川美奈 岡崎 健 
太田方之 夏苅 権 和田篤始 川原田円 飯塚 亮 井上芳幸 勝田 哲 片岡理江 小高裕和 林多佳由 
林 克洋 武田伸一郎 中島真也 中川貴雄 川﨑繁男 小川博之 坂井真一郎 廣瀬和之 山田隆弘  

池田博一 海老沢研 石村康生 坂東信尚 田村隆幸 岩田直子 柴野靖子 嶋田貴信 志田真樹 河野太郎 
梯 友哉 鮫島寛明 冨田 洋 上野史郎 杉田寛之 岡本 篤 佐藤洋一 篠崎慶亮 

所外：大橋隆哉（プロジェクトサイエンティスト/首都大）石崎欣尚 江副祐一郎（首都大）牧島一夫（東大・理研） 

中澤知洋 平賀純子（東大）玉川 徹 湯浅孝行 野田博文（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）内山秀樹（静岡大）坪井陽子（中央大）片岡 淳 佐藤悟朗（早大）河合誠之  

谷津陽一（東工大）吉田篤正 馬場 彩 澤田真理（青山学院大）松下恭子 幸村孝由 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 斉藤新也（立
教大）宇野伸一郎（日本福祉大）國枝秀世 田島宏康 松本浩典 古澤彰浩 石橋和紀 秋元文江 田原 譲  

田村啓輔 森 英之 山岡和貴（名大）幅 良統（愛知教育大）小山勝二 鶴 剛 嶺重 慎 上田佳宏
榎戸輝揚 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）中森健之（山形大），他 ASTRO-Hチーム 

 

 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． 

 

真空熱試験の様子 
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実績： 

① 衛星構体フライトモデル，バス系機器フライトモデ
ル，ミッション機器の一次噛み合わせ試験を行い，姿
勢系駆動状態や日照模擬環境での動作確認を行った． 

② 一次噛み合わせ試験の後，各コンポーネントの衛星
組み込み前性能確認試験を行い，要求が満たされて
いる事を確認した．その後，各機器のフライトモデ
ルへの組み込みと総合試験を開始した． 

効果： 

① 平成 26年度査読付き論文数 51編／査読付き論文の
累計数：232編 

② ASTRO-H を用いて行うサイエンス，および打上げ
後の性能確認観測ターゲットの選定についての戦略
を記した論文を 16 編執筆し，世界の研究者向けに
公開した．（arXiv /astro-ph 平成 26年 12月） 

③ ASTRO-H搭載予定のガンマ線センサの技術を用い
て試作した「超広角コンプトンカメラ」は，事業化
され，医療分野等において臨床実験を行うと共に， 

油ガス田における低濃度の自然放射線物質の集積の
可視化をはかる研究への応用が開始された．先端技
術を要求する科学衛星の開発から生まれた宇宙技術
を，民間の持つ製造技術と合わせることで事業化す
ることができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 惑星分光観測衛星 
所内：プロジェクトマネージャ 山﨑 敦（2月～）澤井秀次郎（～1月） 

福田盛介 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 宮澤 優  

村島未生 吉岡和夫  

村上 豪 木村智樹 藤本正樹  

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 

 

 惑星分光観測衛星「ひさき（SPRINT-A）」（2013 年 9

月 14 日打上げ）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． 

実績： 

① 木星，金星，火星等の科学観測を実施するとともに，
それら惑星観測好機ではない期間を利用して，極端
紫外線の分光観測という特長を生かし，かに星雲や
複数の恒星の観測も実施した． 

② X線観測衛星（Chandra，XMM-Newton，すざく）と
の木星協調観測および NASAの火星探査機 MAVEN

との協調観測を実施した． 

効果： 

① 平成 26年度査読付き論文数：4編／査読付き論文の
累計数：9編 

② 観測成果が国内外共に注目されており，地球電磁
気・地球惑星圏学会（SGEPSS）やアメリカ地球物
理学連合（AGU）等，国内外での学会で SPRINT-A

特別セッションが開催された． 

③ 「ひさき」の木星の長時間連続観測と「ハッブル宇
宙望遠鏡」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．木星では，衛星イオ由来
のプラズマや太陽風と木星磁気圏との相互作用によ
ってオーロラが常時発生しているのが観測されてい
たが，地球で見られるようなオーロラ爆発は断片的
にしか観測できておらず，その成因が不明のままで
あった．「ひさき」の長時間連続観測により太陽風静

一次噛み合わせ試験の様子 
 

惑星分光観測衛星「ひさき」（左下）とハッブル宇宙望遠鏡（HST，
右下）による木星オーロラ観測の想像図． 
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穏時のオーロラ爆発現象を連続的に捉え，オーロラ
爆発が木星磁場と高速自転によって引き起こされる
証拠を捉えた．さらに，ハッブル宇宙望遠鏡で得た
オーロラ画像データの空間分布から，木星のオーロ
ラ爆発は木星磁気圏の全体が急速に活性化して起き
ている可能性が高いことも同時に判明した．
（Geophysical Research Letters 平成 27年 3月） 

④ 打上げ後に発生した CPUの一過性故障（SEU）に端 

を発し，搭載部品の放射線対応が必要になったが，
一過性故障シナリオの特定や対策を迅速に実施し，
さらにこの改善策を水平展開することで，JAXA 衛
星の信頼性向上に貢献した． 

 

研究ハイライト（p.1～8） 
【１】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）】 

 

j. ジオスペース探査衛星 
所内：プロジェクトマネージャ 篠原 育（9月～）高島 健（～8月）  

中村揚介（サブマネージャ）高島 健（ミッションマネージャ）福田盛介（ファンクションマネージャ） 

仁田工美（ファンクションサブマネージャ）淺村和史 笠原 慧 三谷烈史 松岡彩子 三田 信 牧謙一郎 
村島未生 小川恵美子 藤本正樹 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） 

 

 「ジオスペース探査衛星（ERG）」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のメカニズム
の解明を目指したミッションである． 

実績： 

① 衛星開発の過程で，技術的課題を解決するため，打
上げ時期を当初予定の 2015年度から 2016年度打上
げへと計画変更した．2016年度打上げでもフルサク
セスの達成が可能である見込み． 

② ミッション機器毎に詳細設計確認を完了し，フライト
モデルの製作を進めるとともに，ミッション部総合試
験を実施し，ミッション部の機能確認を着実に進めた． 

③ NASAの Van Allen Probesプロジェクトチームとの
間で共同観測計画を策定した． 

④ 台湾との協定に基づいた観測機器開発を順調に進め
た． 

効果： 

① 平成 26 年度査読付き論文数：8 編/査読付き論文の
累計数：13編 

② ERG 衛星が世界で初めて搭載する波動粒子相互作

用解析装置（S-WPIA）の開発を進めている．この装
置で得られる観測データにより，プラズマ波動と粒
子のエネルギー交換過程を直接検出し，バン・アレ
ン帯の高エネルギー電子の生成メカニズム解明を目
指す． 

③ ERG 衛星は地上多点観測と協調して観測すること
で，総合的にジオスペースをモニターし，宇宙環境
変動のメカニズムを解明することを目指している．
この為の国際的な地上観測網の整備を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ミッション部総合試験の様子 
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k. 次世代赤外線天文衛星（SPICA） 
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 上野宗孝 吉原圭介 長島隆一 猿楽祐樹 磯部直樹 櫨香奈恵  

大井 渚 瀧田 怜 江草芙実 小山佑世 児子健一郎 

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 馬場 勧 美浦由佳 野田篤司 歌島昌由（研究開発本部） 

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 山本 智 大坪貴文 臼井文彦 上塚貴史 空華智子 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 竹内 努 平原靖大 大薮進喜  

石原大助 永山貴宏（名大） 山下卓也 有本信雄 松尾 宏 児玉忠恭 泉浦秀行 今西昌俊 小谷隆行  

白簱麻衣 川邊良平 成田憲保（国立天文台）山田 亨 市川 隆 板 良房 津村耕司（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 池田優二（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）野村英子
（東工大）百瀬宗武（茨城大） 川端弘治（広島大） 後藤友嗣（National Tsing Hua University）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）松浦美香子（ロンドン大） 

 

 「SPICA (Space Infrared Telescope for Cosmology and 

Astrophysics) 次世代赤外線天文衛星」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
質循環という天文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． 

実績： 

① SPICA当初のミッション科学目的を維持しながら，
ミッションの実現性をより高めることを目指して，計
画見直し（ミッション再定義）の活動を日欧協力で進
めた．そのために，日欧米研究者らによる SPICA 科
学会議の開催を通して，科学目標の最適化を進めた． 

② ミッションの実現可能性を高めるべく，ESA-JAXA 

間で次世代冷却赤外線望遠鏡の技術検討を実施し
た．その結果，技術的・予算的に実現可能な SPICA

の新しいミッション構成案を得た． 

効果： 

① 平成 26 年度査読付き論文数：19 編／査読付き論文
の累計数：96編 

② 科学技術・学術審議会分科会研究環境基盤部会による
「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構
想 ロードマップの策定－ロードマップ 2014－」の
中で．その意義が高く評価され，SPICA はもっとも
高い評価を受けたプロジェクトの一つとなった． 

 
 

 

l. イプシロン搭載宇宙科学ミッション 
イプシロン搭載宇宙科学ミッションの提案募集 
 平成 25 年度に公募したイプシロン搭載宇宙科学ミッ
ションについて，ISAS内で候補の選定を実施した．候補
選定にあたっては，「宇宙科学プログラム実行上の改善提
言」実行方策に則り，各提案について技術アドバイスや
第三者解析，フロントローディング活動（企業への詳細 

検討発注による見積もり精度向上）等の支援を充実させ，
計画を明確化させた提案を選定する状況を整えた．ISAS

支援による技術検討の結果を踏まえ，平成 27 年 2 月に
ISASとして「小型探査機による高精度月面着陸の技術実
証（SLIM）」を選定した．今後は，JAXA経営レベルでの
計画精査を進める予定である． 
 

 

ｍ. 戦略的中型宇宙科学ミッション 
戦略的中型宇宙科学ミッションの提案募集の実施 
 平成 26 年度に戦略的中型宇宙科学ミッション候補の

提案募集を実施した．募集に対して 5件の応募があり，
宇宙理工学委員会にて評価選定を実施中である． 
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