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3．おもな研究設備 

a. 大学共同利用設備 
設備 構成要素 概  要 

あきる野実験施設 

高空性能試験設備 固体及び液体の化学推進系の基礎的な燃焼実験を行うための施設で
あり，主に推力 1トン程度までの小規模な燃焼実験を行える設備が設
置されている．近隣に火薬庫を設置していることから，火薬類を用
いた実験に適している．また，大学等では実施困難な燃焼実験環境
（例えば，真空環境でのロケット燃焼）が整っているため，JAXA や
大学等の化学推進系の基礎研究を支える基盤的施設である． 

Ｘ線発生装置付き燃焼装置 

高圧ガス製造設備 

高速気流総合実験設備 

超音速風洞 
高速気流総合実験設備では，宇宙科学・探査ロードマップにおける
「宇宙工学分野の将来構想」に対応した次の 3つのカテゴリーの高速
飛翔体研究を推進している： 
１）イプシロンロケット・再使用ロケットの 2 つのプロジェクト

の設計ならびに開発試験． 
２）将来の JAXA/ISAS プロジェクト化を目指した戦略的宇宙工

学研究．具体的には，「深宇宙航行を革新するためのシステム
技術・大気圏内高速飛行/再突入研究」ならびに「将来型の輸
送システム」研究． 

３）高速飛翔体研究における大学共同利用機関として，大学との
共同研究として，風洞計測技術等の基盤技術や，「将来型の宇
宙輸送システム」のための萌芽的研究． 

遷音速風洞 

空気源 

貯気槽 

スペースプラズマ実験設備 

超高速衝突実験施設 
スペースプラズマ実験設備は，宇宙に存在する極限的環境を地上で
模擬し，そこに生起する現象に関する研究や観測のための機器開発
を行うことを目的としている． 
これらは，宇宙科学・探査ロードマップに記載された近未来の太陽
系探査科学（宇宙空間物理学，惑星科学）ミッション用の搭載機器
開発のための基盤設備であるとともに，宇宙空間に生起する様々な
大気・プラズマ現象，超高速衝突現象に関するシミュレーション実
験にも用いられる． 
平成 26年度は磁化チェンバーを用いた高密度プラズマ発生に関する
研究，ダストプラズマの振る舞いに関する研究，各種チェンバーを
使用して開発された測定器の科学衛星上での観測に基づいた研究の
成果が論文として出版された．超高速衝突実験施設を用いた平成 26
年度成果としては，曲面クレーターに関する論文・IKAROS搭載ダス
ト検出器の較正に関する論文・鉄隕石に関する衝突の論文等の科学
的成果が出版された． 

スペースチェンバー実験設備 

磁気シールド付真空チェンバー 

大口径イオンビーム発生装置 

先端プラズマ推進実験用チャンバ 

宇宙放射線実験設備 

赤外線装置 

X線天文学，赤外線天文学を推進するための飛翔体に搭載する観測機
器の開発のため，大学共同利用を実施する設備である． 

X線実験装置 

熱真空試験装置 

赤外線モニタ観測装置 

惑星大気突入環境模擬装置   

アーク加熱されプラズマ化した気流によって惑星突入時の高加熱率
を模擬できる高エンタルピー風洞であり，太陽系惑星から地球帰還
時等の高速大気突入環境を模擬できる世界有数の設備として設置さ
れたものである． 
これまでに，はやぶさシリーズの帰還カプセル熱防護材の開発の中
心となるとともに，将来計画として検討中の深宇宙往復探査機（ト
ロヤ群小惑星など）に用いられるべき革新的な熱防護材料の研究開
発に使用される． 
また，大学共同利用設備として，多くの大学の研究に使用され，最
先端耐熱材料の開発や地球外物質の分光測定等を通じて様々な先端
研究成果を生み出している設備である． 
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設備 構成要素 概  要 

惑星風洞   

惑星環境風洞設備は低速の風洞設備で，真空排気装置により大気圧
下の試験が可能である．本設備は①再使用観測ロケットなどプロジ
ェクトにおけるシステム設計や開発試験，②火星飛行機など将来の
プロジェクト化を目指した戦略的宇宙工学研究，③装置を管理する
宇宙飛翔工学研究系の各研究室の流体力学的研究および大学との共
同研究，を目的として使用されている．これらは宇宙科学・探査ロ
ードマップの「宇宙工学分野の将来構想」における，「再使用システ
ム技術による低コスト高頻度輸送の実現」，「深宇宙航行を革新する
ためのシステム技術・大気圏内高速飛行/再突入研究」に対応する．
また大学との共同研究により，流体力学研究や惑星環境研究など幅
広いコミュニティとのつながりを持って研究を行うと共に，人材の
教育及び学生の研究の場としての役割も持つ設備である． 

   

b. 研究系設備 
設備 構成要素 概  要 

センサー極低温冷却試験装置 冷却試験装置 

1K以下の極低温環境を作り出し，低温検出器の試作・試験等を行う
ための設備である．冷凍機，計測装置等から成る．宇宙応用を考慮
した 1K以下の冷却技術は限られた拠点しか有しておらず，X線や赤
外線などの宇宙観測分野において，これから主流となる低温検出器
の基礎研究のための設備である． 

センサー・デバイス試験装置 

センサー・デバイス試験装置 
センサーデバイスの試作，センサーデバイスの測定実験，センサー
デバイスの環境試験（温度，真空，ベーキング）を行うための設備
群である．そのためのクリーンルームやチャンバ及び各種測定機器
等を備え，基礎研究から衛星搭載センサ（FM品）まで幅広く対応す
る．現在開発中のプロジェクト（ASTRO-H，ERG，はやぶさ 2等）
や将来の宇宙科学・探査ミッションで必要となる最先端のセンサー
デバイスを取扱い，ISASにおける各種センサ技術を支える． 

工作室 

VLBI観測装置 

VLBI観測設備（臼田） 

以下の目的で使用する設備である． 
（1）臼田 64mアンテナ，内之浦 34mアンテナ等の組み合わせて電波

天文観測を行い天文学の研究を行う．2014年度はこれを使って，
パルサーのジャイアントパルスの放射機構解明や，宇宙の中性
水素ガスについての観測的研究を遂行した．また，国内外の電
波望遠鏡と協力して VLBI観測を行い，星形成領域や活動銀河の
高分解能観測による研究も遂行した． 

（2）探査機からの信号をこの設備を利用して受信して，探査機の送
信波を利用した太陽系天体の観測を行う．「あかつき」によって
太陽コロナ観測を行い，太陽風加速メカニズムの解明に成功し，
その成果を 2014年に発表した． 

（3）高精度軌道決定データの取得のため，通常の追跡設備とは違う
方法で探査機からの受信信号の増幅，伝送，周波数変換等の信
号処理を行う． 

（4）ロシアの RADIOASTRONスペース VLBIに関する国際活動へ，
VLBI観測に参加することにより貢献する． 

（5）深宇宙探査に対して十分な精度のアンテナの局位置を VLBI測
地観測によって決定する． 

（6）教育・開発をめざした利用： 電波の受信設備として低雑音増幅
器，冷却給電部などの周辺設備の技術開発のテストベンチとし
て利用．さらにそれらの開発を学生や経験の少ない職員ととも
に行うことにより教育的効果を得ている． 

10mアンテナ 

VLBI観測設備（内之浦） 

超電導マグネット   

宇宙実験を模擬した事前の地上実験を行うため，電磁ブレーキと同様
の原理に基づき強い磁場を印加することで，導電性流体中の対流を強
く抑制することで，微小重力の模擬環境を提供する．宇宙環境利用
科学のうち，主に物質科学研究の基盤的設備である． 
今後の物質科学は，主に(1) 実用化を意識した材料プロセスの発展，
(2) 地球上のみならず宇宙空間における物質の変化の解明，を目指し
ている．宇宙環境利用科学では，大型・小型飛翔体から地上設備ま
で，研究の目的に適したインフラの選択・利用による研究の芽出し
や育成が欠かせず，本設備がそのための貴重な地上実験機会を支え
ている． 
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設備 構成要素 概  要 

極限環境・無重力結晶成長 
実験システム（落下管） 

  

宇宙実験を模擬した事前の地上実験を行うため，制御雰囲気中の金
属チューブ（28ｍ落下管）内にて，サブミリサイズの溶解液滴を自
由落下させるという短時間微小重力環境そのものを提供する．宇宙
環境利用科学のうち，主に物質科学研究の基盤的設備である． 
今後の物質科学は，主に(1) 実用化を意識した材料プロセスの発展，
(2) 地球上のみならず宇宙空間における物質の変化の解明，を目指し
ている．宇宙環境利用科学では，大型・小型飛翔体から地上設備ま
で，研究の目的に適したインフラの選択・利用による研究の芽出し
や育成が欠かせず，本設備がそのための貴重な地上実験機会を支え
ている． 

プラズマ推進実験設備 

プラズマ推進実験装置【A棟】 
「より遠く」「より自在な」「より多面的な」宇宙探査活動を実現する
ため，電気ロケットは根幹技術の 1 つである．本設備は，電気推進
システムの基礎研究に資して，基本的な性能試験や小規模なデモン
ストレーション等を行い，その後の長時間耐久試験やシステム開発
等に繋げる．「はやぶさ 1・2」小惑星探査機の主推進装置マイクロ波
放電式イオンエンジンは，本設備から巣立ち成果を収めた． 

プラズマ推進実験装置【D棟】 

電気推進耐久試験装置   

本設備は，大容積・高排気能力・高頻度試験・自動運転を特徴として
おり，電気ロケットの長時間耐久試験やシステム開発に貢献してき
た．特に，本設備を用いて「はやぶさ 1・2」小惑星探査機の主推進装
置マイクロ波放電式イオンエンジン 8機を宇宙実現させた．電気ロケ
ット専用の大型試験装置としては日本唯一であり，今後の宇宙探査を
支える技術研究開発に関し日本全体を先導する拠点である． 

先進的大気圏突入気体力学 
実験装置 

高速衝撃波駆動装置（自由ピ
ストン 2段隔膜衝撃波管） 先進的な大気圏突入や惑星探査技術の基盤となる気体力学実験を実

施する設備である．将来の深宇宙探査（火星，木星等の大気エント
リーミッション），サンプルリターン，惑星着陸探査で鍵となる技術
である大気圏突入カプセルの開発等において必須である気体力学
（特に，高速＆高温という極限環境の気体力学）実験を行う． 本設
備を構成する各装置は，小型ではあるが運用が容易であり，低コス
トで繰り返し試験が実施できるため，機動的に挑戦的な課題に取り
組むことが可能である．先進的なミッションの芽だしに迅速かつ多
面的に対応でき，大型の大学共同利用設備で行う各種風洞実験の前
段階の試験を行うとともに，既存設備では実施できない挑戦的な課
題に先駆的に取り組んでいる． 

高速バルブ型ショックチューブ 

小型アーク風洞 

ICP加熱装置 

真空チャンバ 

飛翔航法制御試験システム 
（モーションテーブル） 

  

観測ロケットや科学衛星打上げ用ロケットの姿勢制御系の試験を行
うための装置で，テーブルをピッチ・ヨー・ロール 3 軸ごとに独立
に揺動できる．ロケットの毎号機で実施するフライト品を使用した
誘導制御試験に不可欠の装置であり，今後 10年以上継続が想定され
るイプシロンロケットの各号機の試験に使用されるとともに，将来
の新ロケット開発時にも必ず必要になる装置であるほか，一部の人
工衛星・探査機の姿勢制御の開発研究に重要な役割を果たす． 

マグネトロンスパッタ装置 

マグネトロンスパッタ装置 宇宙飛翔工学研究 薄膜材料製膜・評価装置群は，主要装置として，
マグネトロンスパッタ装置，赤外フーリエ分光計で構成され，それ
以外に，薄膜材料評価用の小装置群を具備する．これらは，ソーラ
ー電力セイル研究，薄膜太陽電池開発を含む，ISAS/JSPECにて研究
されている将来の宇宙探査計画に資する研究・開発のための設備で
ある． 

赤外フーリエ分光計 

小備品 

小型吸込風洞 

小型超音速風洞（真空チャン
バー） 

流体力学に関する基礎研究を行う設備である．本設備の実験的手法
とコンピュータシミュレーション解析を組み合わせ，主として，物
体周りの気流の研究，流れ場解析（プルーム音響試験等），翼型供試
体の流体実験，プラズマアクチュエータ研究等を行う．例えば，プ
ルーム音響解析は，プルーム気流と壁面干渉の流れ場を解析するも
ので，JAXAロケット射点の設計や衛星音響試験軽減化に向けた理論
予測を可能とする．プラズマアクチュエータ研究は，物体周りの流
れ場の制御に関して，従来の形状を工夫する受動的制御から，マイ
クロデバイスを用いた能動的制御に転換させる工学的革新をもたら
すことが期待され，将来的に実用化されれば，宇宙分野のみならず，
車・航空機・ヘリコプターなどの輸送機器や，ガスタービン・扇風
機・風車などの流体機器の効率化や低騒音化等，広く産業界にイン
パクトを与えるポテンシャルを有する革新技術である． 

小型低速風洞 

真空ポンプ 
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設備 構成要素 概  要 

耐熱材料試験評価装置（CVD
装置） 

高温特性評価装置 
宇宙往還機の再使用耐熱材料の研究のために導入されたもので，耐
熱（耐酸化）コーティングを行い，耐熱材料の基礎研究を行うため
の設備である．将来の再使用型の有翼宇宙機やエンジン材料等の研
究で使用するほか，セラミック系複合材のプロセス研究としても使
用する． 

高温クリープ試験装置 

DDOR デジタルバックエンド
設備(臼田・内之浦) 

  

深宇宙ミッション(はやぶさ 2, PROCYON, あかつき等）の高精度軌
道決定を行なうための VLBI観測で使用する設備である．海外機関に
よって運用される深宇宙探査機(MAVEN, Insight, Bepi Colombo等)の
軌道決定支援にも使用する．また，回線状況が悪く通常の運用設備
ではキャリアがロックせずデータ(レンジ・ドップラ・テレメトリ）
が取得できない状況下の探査機運用において open-loop レコーダと
して利用される(IKAROS, あかつき等)．電波天文・惑星電波科学観
測用のバックエンド受信機としても使用する（パルサー観測，RADIO 
ASTRON観測等）． 

耐熱性宇宙電子材料作成・評
価装置 

耐熱性宇宙電子材料作成装置 

クリーンルームに設置された超高真空チャンバー3 室から成る設備
であり，超高純度な結晶成長とその場観察（物理分析）が可能．半
導体，素子，チップ等の材料・デバイスレベルの研究を行う．これ
により，他では手に入らない素材を作り出し，世界トップレベルの
センサ開発を行うとともに放射線が半導体素子に与える効果を解明
する．自律性を有する研究所として，エレクトロニクス分野におい
て自ら所有すべき基盤的な設備である．現在は赤外線グループにお
いて将来の科学衛星に搭載するための赤外センサ開発，X線グループ
によるカドテルのセンサ開発（ASTRO-H搭載用）を行うなど，将来
の科学衛星・学術研究計画のベースとなる設備である． 

耐熱性宇宙電子材料評価装置 

宇宙ナノエレクトロニクスク
リーンルーム 

ナノRF用 ICPイオンエッティ
ング装置 

MEMS，ナノ RF技術，赤外検知素子，X線検知器などを含む宇宙ナ
ノエレクトロニクス分野において，高精度のプロセスやナノスケー
ルの試料観測における装置類を有するクリーンルームは必要不可欠
である．そのクリーン度によって，高性能な装置を使った半導体デ
バイスや集積回路の特性が左右されることは言うまでもない．これ
までのMEMSクリーンルームは，それらの高性能装置を用いて X線
ミラーなどを試作し，成果を上げてきた．次の 10年の計画の一環と
して，FY25-27において重点研究を実施し，世界トップクラスのナノ
スケール半導体デバイスや集積回路の試作を行っていき，宇宙用電
子部品技術や科学天文衛星など宇宙科学・探査ロードマップに示さ
れたプロジェクトに貢献するつもりである．したがって，今後の衛
星プロジェクトや地上追跡局に用いられる宇宙用ナノエレクトロニ
クスの試作を行える宇宙ナノエレクトロニクスクリーンルームの設
備の整備・運用は，極めて重要である． 

RFデバイス用スキャナ 

SEMおよび電子露光装置 

成膜装置（ALD） 

 

c. プロジェクト特化設備 
設備 構成要素 概  要 

相模原３ｍアンテナ局   

「れいめい」（INDEX）の地上運用局（主局）として設置した設備で
ある．Sバンドのアップリンク・ダウンリンク，及び Xバンドのダウ
ンリンクの 2周波に対応．直径 3.8mで研究者が直接運用ができる低
コストで小回りが利く地上局である． 
このような地上局が他にないため，「れいめい」の他，東京大学との
共同研究よる小型衛星（「ほどよし」衛星）による高速データ通信の
研究実証が予定されている．また，将来的にも 50～100kg クラスの
超小型衛星による磁気圏プラズマグループのフォーメーションフラ
イト計画や，同クラスでのマイクロ波合成開口レーダの研究（構想）
や，同クラスでの磁気圏プラズマグループのフォーメーションフラ
イト計画などでの活用を想定している． 

大気球実験設備 

気球放球設備 
総重量 500kg以上の搭載機器を高高度に打上げる全長 100m以上の大
型気球に 1 トン以上の総浮力を得るためにヘリウムガスを注入し，
地上風等のさまざまな気象条件に対応しながら安全に放球を行うた
めの大気球放球設備や，飛翔中の気球から送信されるテレメトリ電
波を受信し，観測データを得ると共にコマンド送信装置を併用して
測距を行い，気球の航跡計算，表示を行う気球追尾受信システムな
どが大樹航空宇宙実験場に設置されている．また搭載機器を気球飛
翔環境を模擬して試験するための恒温恒圧器が相模原キャンパスに
設置されている． 

遠距離長時間追尾受信設備 

恒圧恒温器 
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観測ロケット実験設備 

統合型アビオニクス管制装置 

相模原における飛翔前試験のため，統合型アビオニクスおよび電
源・タイマ・点火系機器の管制装置やテレメータ・レーダ系機器の
試験装置を維持・管理している．また，内之浦宇宙空間観測所には，
小型ロケット打上げ用の飛行管制システム，上層風観測・風補正シ
ステムが整備されており，飛行解析・飛行安全機能を司っている． 

タイマ・点火管制装置 

テレメータ・レーダ試験装置 

小型ロケット打上げ用飛行管制
追跡システム 

能代ロケット実験場 

大型大気燃焼試験設備 推力 500 トン級の固体モータ燃焼試験まで対応可能な日本で唯一の
大型大気燃焼試験設備や，固体・液体を問わず真空環境下での燃焼
試験が可能な真空燃焼試験設備を擁し，多種の固体及び液体ロケッ
トエンジンの燃焼試験に対応するための施設である．半径 1km の保
安距離が確保可能で，大型燃焼試験や様々な実験に極めて自在性の
高い試験環境を提供している．推進系工学研究に係る多種の実験や
大学共同利用の多様な試験要望に応えるため，能代ロケット実験場
は試験設備に特化し，実験要求に応じて試験環境を自在に構築でき
る運営形態としている． 

真空燃焼試験設備 

極低温推進剤試験設備 

第一／第二計測室 

   

d. 科学衛星データ利用・キュレーション事業 
設備 構成要素 概  要 

計画調整グループ設備 

科学衛星運用支援システム 

C-SODA が各科学ミッションプロジェクトとの協力のもとに整備す
る衛星管制システムは，ISAS の科学衛星・探査機の管制運用，ミッ
ション運用のコマンド作成から実際の管制運用，テレメトリの監視
を行うシステムで，打上げ前の試験フェーズから，衛星・探査機の
運用終了まで使用される科学衛星・探査機運用に必要不可欠なイン
フラシステムである． 

科学衛星データ処理システム
（相模原固有ネットワークを含む） 

無停電電源装置(CVCF) 

次期 SINETアクセス回線 

衛星運用グループ設備 

衛星管制（既存衛星） 
共通 QL・姿勢系 QL 

衛星管制向け UPS 

衛星管制（GSTOS1） 

ISACS-DOC 

衛星試験装置 

衛星運用向け指令電話（OIS) 

 USC射場衛星電源 

利用促進グループ設備 

科学衛星データベースシステム
（SIRIUS） 

科学衛星・探査機のテレメトリデータに対し，時刻較正・ソート・
重複除去等の処理を行い保存・提供するデータベース(SIRIUS)，各科
学衛星のテレメトリデータの時刻較正を共通化したシステム(衛星時
刻較正システム)，バス機器や観測機器からのテレメトリデータを工
学値変換し，各科学コミュニティが使用するファイルフォーマット
にて提供する汎用的なツール（レベル 1 時系列データフォーマット
変換ツール），JAXA の科学衛星・探査機等の観測データを広く国内
外の研究者に公開し，データ解析研究を推進する為のサイエンス・
アーカイブ（DARTS)，衛星や探査機の円滑な運用を支援することを
目的とした衛星運用工学データベース（EDISON)の開発，運用，維
持改訂を実施している． 

レベル 1 時系列データフォーマ
ット変換ソフトウェア（L1TSD） 

サイエンスデータベースシステム 
（DARTS） 

衛星工学データベース 
（EDISON） 
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キュレーション設備 

クリーンルームおよびユーテ
ィリティー 

主にサンプルリターンミッションによって持ち帰られた地球外物質
試料の受入，記載，分配，保管といったキュレーション活動を行う
設備．設備の特徴としては，試料を大気に触れさせない状態で取扱
い，地球物質による汚染を極力排除していることである．また現在
取り扱っているはやぶさ帰還試料は 100 ミクロン以下の微小サイズ
であり，微小試料のハンドリング技術を備えた各種装置を有してい
る．今後はやぶさ２帰還試料受入に備えて，記載装置の充実を図り，
地球外物質試料のデータベースの構築と研究成果最大化に向けた研
究促進を目的とした整備を進める． 

クリーンチャンバー 

各種洗浄装置 

各種測定装置 

各種試料処理装置 

各種試料ハンドリング装置 

各種グローブボックス 

走査透過電子顕微鏡 
(STEM/EDX/EELS) 

電子線プローブ X 線マイクロ
アナライザー（EPMA) 

X線 CT観測装置（XCT) 

はやぶさ２用クリーンチャンバー 

クリーンルーム追加・新規装
置導入室整備 

ユーティリティー整備 

カプセル輸送装置・開封機構 

各種装置の雰囲気遮断化 

質量分析計（nano-SIMS) 

   

e. プロジェクト共通設備 
設備 構成要素 概  要 

宇宙機組立試験設備 

宇宙環境試験設備 

科学衛星・ロケットなどの宇宙機・飛翔体の基礎研究及び開発・組
立試験に供する試験設備である．2014年度は， 
・電波無響試験設備において，ポジショナの更新を行った． 
・構造機能試験設備において，重力補正装置の新規導入を行った． 
・衛星姿勢制御試験設備のスターシミュレータにより JAXA 戦略
コンポーネント小型スタースキャナの性能試験に貢献した． 

機械環境試験設備 

磁気シールド試験設備 

電波無響試験設備 

計測設備 

構造機能試験設備 

衛星姿勢制御試験設備 

試験用通信設備 

   

ｆ. DE 設備 
設備 構成要素 概  要 

工作工場・エレクトロニクス
ショップ 

工作工場 
研究･実験用機器類の製作および，設計，試作，改造，修理などを行
うための設備．旋盤・フライス盤・ボール盤・鋸盤，剪断機，折曲
機等の汎用工作機械や貸出し用の各種工具・測定器類を有するほか，
各種金属材料，ボルトナット類，電気電子部品等の供給も行う．汎
用工作機械の加工精度は 50µm 級．2014 年度には，これら供給部材
の基本台帳の再整理を行った． 

エレクトロニクスショップ 
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GPSシミュレータ   

地上から人工衛星までの幅広い高度範囲に対応し，各種飛翔体の運
動を模擬した GPS 衛星信号を出力できる装置である．科学衛星，観
測ロケット，大気球などの位置，姿勢決定に用いられる GPS システ
ムの試験のために，プロジェクト等にて横断的に使用されている． 

SJ，RCS 

IPA洗浄装置 

本設備は，科学衛星・ロケットなどに搭載する液体推進系の①製造
過程の検査装置，②打上げまでの地上支援設備，③基礎開発・不具
合調査などの試験機材などに分類される装置群である．これらは，
宇宙科学研究所/月・惑星探査プログラムグループが係る科学衛星，
探査機，イプシロンロケット，観測ロケット，再使用高頻度など共
同で使用するための機材類である． 

気密試験装置・ガス供給装置 

GN2/He供給装置 

一液燃焼試験設備 

二液スラスタ用推薬供給装置 

一液排ガス処理設備 

ヘリウムリークディテクタ 

シグトレ装置 

水流し試験装置 

コンタミチェッカー 

露点計 

データ収録装置 

高圧 Heガードル 

GN2注気装置・GHe注気装置 

ヘリウムリークディテクタ 
（ISAS-clean room用） 

He充填装置 

計測装置類（バルブ駆動モニタ） 

熱光学特性測定装置 

太陽光吸収率測定装置 

宇宙機に使用される熱制御材料の熱光学特性（太陽光吸収率，赤外
放射率）の測定，および紫外線による熱光学特性の劣化評価を行う
ための装置である．これらの測定値は，宇宙機の熱設計を行うため
に必須である． 

赤外放射率測定装置 

UV照射試験装置 

小型熱真空チャンバー 

プロジェクト支援用構造・材
料評価試験装置 

高温試験装置 

ロケットおよび衛星を構成する材料の各種特性取得試験を実施する
ために使用する．開発，および運用において発生する各種不具合に
迅速に対応するために設置されている基盤的設備である． 

樹脂系試験装置 

構造材料試験装置 

探傷装置 
電子走査式アレイ型超音波探
傷システム 

観測ロケットやイプシロンロケット等の固体ロケット推進薬の非破
壊検査（超音波探傷）で用いる設備．試験体に応じた各種プローブ
を有している． 
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電子顕微鏡 

  
材料関連の研究に広く利用するほか，不具合対策や突発的事象等の解
析用途としても使用する．以下の TEM, SEM, 試料準備設備からなる． 

透過型電子顕微鏡（TEM) 高分解能型分析電子顕微鏡 JEM3010 (JEOL) EDS付属  

走査型電子顕微鏡（SEM) 電界放射形走査電子顕微鏡 JSM-7100F (JEOL) EDS,EBSP付属 

試料準備設備 
レーザ顕微鏡，クロスセクションポリッシャ，ツインジェット電解
研磨装置，ディンプルグラインダ，イオンミリング装置等 

電子プローブ X 線マイクロア
ナライザ（EPMA） 

  

1ミクロンサイズの鉱物を非破壊で定量元素分析を行うための設備で
ある．鉱物学及び岩石学では必須のもので，固体惑星科学分野にお
ける基本的な設備である．この種の装置は分析精度を確保，維持す
るためにコンタミ管理を厳格に行うが，本装置は 20年以上使用して
老朽化が進んでいることもあり，コンタミ管理は柔軟な対応をして
いる．従って，多少揮発性を有する物質などについても分析が可能
である．また，本格的な試料分析の前段階として分析手法を確立す
るための予備的研究を行うなど，試験的用途としても運用している． 

マイクロデバイス試験装置   

ある特定の機能を持つ集積回路を設計・試験を行うための装置群で
あり，集積回路を設計するための設備（回路図編集ソフト，回路シ
ミュレータ，集積回路レイアウトツール等），集積回路を評価するた
めの設備（LabView，オシロスコープ，パルスジェネレータ等）及び
集積回路の設計データを印刷するための装置（大型プロッター装置，
データ変換ソフト）から構成されている． 
ISASのエレクトロニクス分野を支える基盤的設備であり，ISAS内外
の様々な要望に応じて，集積回路設計を行う． 

集積回路設計システム   

ISAS の電子デバイス分野における研究に利用するものである．米国
Cadence Design Systems, Inc.社製ソフトウェアからなる．電子デバイ
スが厳しい宇宙環境に晒された時にどうなるのか研究したり，将来
の天文ミッションなどで要求されるような，半導体を用いたセンサ
技術を研究したりすることに使われている．具体的には，研究に必
要な電子部品・回路を設計することに利用している． また，電子デ
バイスに放射線が当たった時に生じる誤動作について，その原理な
どをコンピュータシミュレーションの技術で探求することに利用し
ている． 

SA電源 

大面積ロングパネル 
ソーラーシミュレータ 

充放電試験装置は，バッテリやキャパシタといった蓄電デバイスの
長期充放電サイクル試験を，真空条件や各種温度条件下で実施可能
である．当グループでは，宇宙用や民生品の蓄電デバイスの長期評
価を行っている． 
ソーラーシミュレータは，10cm 四方の面積に AM0 模擬光を照射す
る装置である．宇宙用太陽電池の特性評価はもちろん，あわせて備
えられた小型の熱真空チャンバを用いた熱真空試験や，表面材料の
長期劣化特性評価にも使用できる． 
大面積ロングパルスソーラーシミュレータは，2.5m×1.5m の大面積
に，最大 800msのパルス AM0模擬光を照射する装置である．衛星の
開発過程で使用する小型の太陽電池パネルから，フライトに供する
大型のパネルまで，電気特性の取得が可能である． 

ソーラーシミュレータ 

充放電試験装置 

小型衛星用近傍界放射パター
ン測定装置 

  

加速が見込まれる小型衛星開発においては，高性能通信系が必要と
される．その小型衛星では，太陽電池パドルなどの展開突起物があ
り，通信系の障害になりうる可能性がある．このため，事前に小型
衛星に取り付けられたアンテナの放射パターンを実測し，アンテナ
パターンの乱れを調べておく必要がある． 
本設備は，そのようなアンテナの放射パターンを高精度に測定する
ための設備であり，コンパクトな電波暗室にて高精度にかつ少人数
で測定することが可能である．このため，宇宙科学・探査ロードマ
ップにて探査機・衛星系の将来ビジョンとして掲げられている「深
宇宙航行の通信技術」の高度化や，探査機・衛星系の「超小型化・
軽量化」の実現に必要な設備であるとともに，今後 5 年程度の目標
として定められた「衛星および惑星探査機システム・サブシステム
の小型軽量化・高機能化研究」を進めるために必要な設備である． 
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