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3．その他のプロジェクト 

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

栗本 卓 小出 孝 駒崎雅人 坂本道人 佐野琢己 高岡秀充 寺田昌弘 冨田 洋 中川友進  

中平聡志 夏井坂誠 西堀俊幸 東端 晃 松本 聡 水島隆成 宮代一利 吉崎 泉 阿部琢美  

足立 聡 石岡憲昭 石川毅彦 稲富裕光 岡田純平 黒谷明美 鈴木 睦 橋本博文 山﨑 敦  

嶋津 徹 

 

 ISS科学プロジェクト室は，ISS等の微小重力環境を利
用した科学研究活動のため以下を実施する． 

・ISS 日本実験棟（JEM）船内実験室などを利用した，
流体科学，燃焼科学，結晶成長科学，植物生理学等の
供試体開発及び実験 

・JEM船外実験プラットフォーム搭載の「全天 X線監視
装置（MAXI）」の科学観測，MAXI 及び「超電導サブ
ミリ波サウンダ（SMILES）」の観測データの処理・デ
ータ利用研究，「地球超高層大気撮像観測（IMAP）」及
び「スプライト及び雷放電の高速測光撮像センサ
（GLIMS）」の科学観測 

実績： 

① 流体科学，結晶成長科学，植物生理学，宇宙・地球
観測等の宇宙実験・観測ミッション（実験用供試体
開発 6件，宇宙実験・観測ミッションの運用 7件，
宇宙実験結果の解析 3件）を実施した． 

② きぼう・与圧部の物理実験データ（ビデオ画像およ
び温度等の時系列データ）を整備し，公開を開始．
世界の研究者に配信し，コミュニティ研究者のデー
タ利用を促進した． 

③ MAXI では，364 天体の X 線光度曲線の常時公開，
Webを用いた解析システムの開発など，観測データ
公開システムの整備を進めた． 

④ GLIMSでは，スプライト等の超高層大気中の放電発
光現象を，昼夜を通した全球分布として初めて捉え
た．また対流圏での雷発光と超高層でのスプライト
発光とを分離する手法を確立した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果： 

① 平成 26年度（4月～12月）査読付き論文数：14編/

査読付き論文の累計数：726編 

② MAXI 公開データ利用が進み，Astronomer’s Tele-

gramが 32件，GCN Circularが 15件発行され，また，
外部研究者による査読論文が 15編出版された．（①
には含まれない） 

③ 植物生理学実験（CsPINs）では，水分と重力による
屈性の制御における干渉性，屈性部位の特異性を解
明した．（論文準備中） 

④ マランゴニ対流実験では，過去の流体力学的不安定
性理論に対して実験的反証を示し，新たな理論構築
に寄与，理論解析に対する新たな道筋を示した．
（Physics of Fluid 平成 27年 2月） 

⑤ 最も地球に近く，激しいＸ線・ガンマ線変動を示す
巨大ブラックホール Mkn421 を，3 年以上にわたり
MAXI で観測，長時間スケールでのＸ線時間変動の
特徴を，高精度で求めることに成功した．観測結果
は，巨大ブラックホールに円盤状に吸い込まれる物
質とジェットとして超高速で放出される物質のつな
がりを示唆し，今後検証すべき課題として明らかに
した．（Astrophysical Journal 平成 27年 1月）

⑥ SMILES の観測により初めて検出された，成層圏オ
ゾンの日変化が長期変動の議論で無視できないとい
う問題提起が，国連が発行する『オゾンアセスメン
トレポート 2014年版』において，取り上げられた． 

⑦ GLIMSによる雷放電の光学と電磁観測により，スプ
ライト（高高度放電発光現象）の位置とスプライト
が引き起こす雷放電時の物理的なパラメータの特定
を可能にし，地球オゾン層にスプライトが与える影
響について，より定量的に理解できるようになった．
（Journal of Geophysical Research 平成 27年 3月受理）
この成果は，”第 3 回 ISS Research & Development 

Conference”（平成 26年 6月）において，これまでの
ISSでの成果トップ 3」に選ばれた． 

 

 
GLIMSで検出した雷放電イベントの全球分布 
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b. 観測ロケット実験室 
教職員：石井信明（室長） 吉田裕二 餅原義孝 太刀川純孝 竹前俊昭 下瀬 滋 荒川 聡 加藤洋一 岡崎 峻  

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

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

高橋 優 馬場満久 村島未生 富澤利夫 山本高行 野中 聡 廣瀬史子 佐藤峻介 長谷川晃子  

小川博之 伊藤 隆 清水成人 小野 縁 阿部琢美 松岡彩子 中村正人 田中孝治 福島洋介 山田和彦 
稲富裕光 永田靖典 月崎竜童 殿河内啓史 大汐一夫 稲谷芳文 谷口大祐 岡上 瞳 

他大学・院生：高橋隆男 白澤秀剛 小黒純平 

JAXA他本部職員：関 妙子 入門朋子 田元光彦 長野恒明 感應寺治城 中野雅仁 山田辰二 向吉義博  

篠原 誠 中村雄二 園内良一 井手郁夫  笠木幸子 長田卓郎 馬渡一子 村上亜矢  

松ヶ野恵未 

 

 観測ロケット実験室は，観測ロケットを用いた実験・
観測機会を提供することを目的に，観測ロケットの制
作・打上げを行うとともに，次年度以降の打上げに向け
た設計・解析を進める． 

実績： 

① 2機の観測ロケット（S-310-43号機と S-520-29号機）
の打上げに成功した． 

② 液体ロケットが宇宙空間を慣性飛行する模擬環境を
作り，極低温推進システムを模した実験装置内に極
低温流体（液体窒素）を流動させ，気体と液体が混
合した流れの挙動や温度・圧力等のデータ取得に成
功した．（S-310-43号機） 

③ 高度約 100km 付近に突発的に発生する高い電子密
度の層（スポラディック E層）において，金属イオ
ンが発する紫外散乱光の観測およびプローブによる
電子密度・温度測定を実施した．これにより，電子
密度の空間構造解明に必要なデータ取得に成功し
た．（S-520-29号機） 

④ S-310 型ロケットにも搭載可能な小型姿勢制御装置
をインハウスかつ低コスト（従来の 1/10以下）で開
発し，今年度に打上げた 2機のロケットで性能の実
証に成功した． 

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：102編（2003年以降） 

② これまで，飛行実験が困難であった極低温流体を用
いたロケット実験が成功したことで，地上試験結果
から想定していたよりも効率的なエンジンシステム
の開発と運用が可能となった． 

③ 小型姿勢制御装置の実証により，空気抵抗を利用し
た再突入飛行制御や減速装置（パラシュート等）放
出時の姿勢制御等が可能となり，機器回収実験（材
料実験や生物実験，電子部品の飛行後性能評価等）
への道筋をつけた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

平成 26年度観測ロケット実験概要 

ロケット機種 目的 打上げ実施日 

観測ロケット S-310-43号機 
ロケット慣性飛行中の二相流挙動 
及び熱伝達特性の観測実験 

平成 26年 8月 4日 
（23時 00分 00秒） 

観測ロケット 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 

平成 26年 8月 17日 
（19時 10分 00秒） 

   

 

 

 

 

ᆅୖヨ㦂㸦㸯!⎔ቃ㸧 㣕⾜ヨ㦂㸦ȣ!⎔ቃ㸧

S-310-43号機の実験で取得された画像（右）及びそれに対応する
条件で行った地上試験の画像（左） 
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c. 大気球実験室 
教職員：吉田哲也（室長） 斎藤芳隆 井筒直樹 福家英之 飯嶋一征 田村 誠 梯 友哉 池田忠作 佐藤崇俊  

莊司泰弘 濱田 要 松坂幸彦 山田和彦 

 大気球実験室は，大気球を用いた科学観測や工学実験
を実施するために必要な飛翔手段の開発・運用，及び革
新的気球システムの研究を行う． 

実績： 

① 国内で実施予定であった 3 実験のうち，1 実験を実
施し，飛翔に成功した．2 実験は気象条件不適合等
のため実施できなかった． 

② 国内で追加実験期間を設定したため，予定していた
豪州気球実験を延期することとし，平成 27 年度に
実験期間を再設定した．国外実験については，気球
システム，実験ユーザともに国内での準備を完了し
た． 

③ 小規模プロジェクト「熱帯対流圏界層における力
学・化学過程の解明」の支援を実施． 

効果： 

① 海外で気球実験を実施するための環境整備は，今後
国内では実現が難しい長時間気球実験（陸上回収を 

必要とする理学観測等）等，幅広い実験実施の可能
性を広げるための大きな前進となった． 

② 安全文書の制定によって，気球システムの安全思想
を明確にすると同時に，実験ユーザに対しても過度
な安全検討を要求することなく，確実な実験安全を
確保できる仕組みとした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 26年度気球実験飛翔概要 

放球日時 実験番号 目  的 高度 飛翔時間 

8月 22日 B14–01 大気球を利用した微小重力実験（燃焼実験） 38.6 km 3時間 20分 

 B14–02 火星探査用飛行機の高高度飛行試験 実験準備遅れのため見送り 

 B14–03 皮膜に網をかぶせたスーパープレッシャー気球の飛翔性能評価 気象条件不適合のため見送り 

 

 

d. 再使用観測ロケット技術実証 
教職員：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 月崎竜童 佐藤峻介 

 

 再使用観測ロケット技術実証は，再使用観測ロケット
の研究を行い，エンジン再使用や帰還飛行方式等の技術
実証を進める． 

実績： 

① 運用間隔：最短 24時間以内，再使用回数：100回以
上，ペイロード：100kg以上，最高到達高度：100km

以上を実現する再使用観測ロケットの実現に向け，
下記の技術実証やシステム設計を進めた． 

・再使用エンジンの試験を，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． 

・風洞試験や数値流体解析により帰還飛行に関する

空力特性評価を実施し，帰還飛行の技術実証に必
要となる機体設計・制御・誘導に係わるデータを
取得した． 

・これまでの各種技術実証試験における成果をシス 

テム設計に反映し，次の検討に向けて高度化した
機体仕様に関する新たなベースラインを設定した． 

効果： 

① 平成 26 年度査読付き論文数：1 編/査読付き論文の
累計数：4編 

② 再使用エンジンの仕様や設計，エンジン試験につい
て，また再使用エンジンの寿命制限部品の点検及び
整備性について，第 64回国際宇宙会議（IAC）で発
表をおこなった． 

気球 B14-01号機の放球 

This document is provided by JAXA.



Ⅳ．宇宙科学プロジェクト 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

e. 小規模プロジェクト 
 宇宙科学プログラムの三本柱の一つとして，海外ミッ
ションへの参加を含めたあらゆる機会を活用してさらに
多くの科学成果の創出を目指している． 

①国際共同ミッションで公募選定した「熱帯対流圏界層
における力学・化学過程の解明」について，小規模プ
ロジェクトとして再定義し推進した．インドネシア国
立航空宇宙研究所（LAPAN）の協力のもと，平成 27

年 2月 5日～3月 6日に，大気球を用いた実験を実施
し，インドネシアにおける高層大気の各種サンプルを
採取することに成功した．今後サンプルを国内の複数
大学で解析し，温暖化ガスや各種同位体分析を行い，
水蒸気・オゾンゾンデ観測の結果とあわせて，成層圏
への大気の流入域である熱帯対流圏界層内で進行する
さまざまな大気化学過程について理解の質的深化を図
る． 

②平成 25 年度の小規模プロジェクト提案募集に応募が
あった 10件の提案に対して，宇宙理工学委員会で評 

価を行った．そのうち１件が推薦され ISAS で評価を
実施している． 

③平成 26 年度に小規模プロジェクトの提案募集を実施
し，15 件の応募について現在選定中である．平成 27

年度に採択を決定し，計画を進める予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

インドネシアでの大気球放球の様子 

スロッシング
マネージメント

タンクデバイス開発 燃料消費
マネージメント

空力特性評価 故障検知用
センサ開発

着陸脚荷重試験

エンジンシステム試験

断熱材
寿命管理
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