
Ⅴ．宇宙科学プログラム 49 

 

Ⅴ. 宇宙科学プログラム 
 

 

1. 宇宙科学プログラム・オフィス 
教職員：上野宗孝（室長） 大汐一夫 吉原圭介 小川恵美子 淺野聡子 飯嶋一征 大井田俊彦 川勝康彦  

齋藤宏文 谷口大祐 田村 誠 東原和行 冨木淳史 永松弘之 馬場 肇 福島洋介 森 治 吉田哲也  

 

1. 宇宙科学プログラム・オフィスについて 
 宇宙科学研究所において実施しているプロジェクト
は，相対的に少数精鋭のチーム体制で構成されており，
それに加えて挑戦的なミッションを実現するため JAXA

インテグレーション（とりまとめ）方式により開発が行
われている．今後，より着実にプロジェクトを遂行する
ためには，更なる共通的な支援とボトムアッププロセス
の中におけるプログラム戦略的な活動が重要となる．各
プロジェクトの人的リソースが限られている状況におい
て，様々なプロジェクトチームを横断的に支援する組織
として「宇宙科学プログラム・オフィス」が設置されて
いる． 

 「宇宙科学プログラム・オフィス」は，プロジェクト
支援の一環として，マネージメント支援，審査会対応，
実験等の実施のための対外調整支援等を横断的に行う事
を含めて，以下の業務を行っている． 

・プログラム戦略と技術戦略の取りまとめ 

・プログラムに係わる企画調整，対外調整 

・内外への報告・報告支援や計画管理対応の支援 

・プロジェクト・実験等の情報連絡対応等 

・プログラム横断的な共通課題への対応 

 

（1）プログラム戦略に関すること 

・ミッションロードマップの作成・改訂とりまとめ対
応として，宇宙科学ロードマップに関する検討を宇
宙理学・宇宙工学委員会の議論と連携 

・設備整備要求とりまとめ，関係本部との調整（地上
局整備とりまとめ，将来計画，輸送本部・イプシロ
ンロケットプロジェクトチームなどとの情報共有） 

（2）プロジェクト・実験等活動の支援 

・宇宙研内審査会事務局 

・プロジェクト活動に関する相談窓口 → 関係部署と
の I/F 

・その他プロジェクト推進に関わること 

・実行資金取りまとめと調整支援（計画ラインと連携），
各種経営審査対応 

（3）PD 配下の組織（小規模プロジェクトチーム，研究
プロジェクトチーム，所内レベルのプリプロジェク
トチーム活動，各種実験室等）の運営および運営支
援 

（4）プロジェクト・実験等に関する対応（情報連絡含む） 
・JAXA内説明，対外報告等の調整，資料とりまとめ 

・プロジェクト，実験等に関する情報連絡・プロジェ
クト側の立場としての危機管理対応 

・プロジェクト・実験が抱えている問題解決支援 

・プログラム共通問題，プロジェクト固有問題対応 

・試験設備・運用設備の調整作業 

・宇宙科学プログラムの実行改善活動 

 

2. 昨年度の活動の総括 
 観測ロケット実験，大気球実験などの実行支援（各種
実験の総務班対応など）は，科学推進部とも連携を行い
実行した．宇宙科学プロジェクト・実験活動における問
題解決においては，プログラムの共通的な課題の解決に
加えて，個別問題の解決支援の必要性が高くなり，横通
し活動に加えて個別支援を重視するとともに，各種相談
窓口としての対応が多くを占める形となった．宇宙研内
にプロジェクト実行時のノウハウの蓄積を行うための活
動の一環として，宇宙科学プログラム・オフィスのペー
ジを立ち上げ，JAXA 全体に対して，顔の見える組織と
なるよう配慮した．この一環として，相模原キャンパス
における，環境試験設備棟の改修計画の検討の取りまと
めを行った． 

 宇宙科学プログラムの実効改善タスクフォースの事務
局として，アクションプランの取りまとめに続いて，宇
宙科学プログラムの活動をより良くする指針として，ア
クションプランの改訂に参画した．改訂されたアクショ
ンプランに従い，各種プロジェクトのマネージメントの
支援と，小規模ミッションの着実な実施，新規ミッショ
ン立ち上げに向けた活動を推進した． 

 臼田後継局に関しては，要求の取りまとめを行い，建
設に向けた準備を進めた．臼田後継局建設に向けた準備
チームの事務局として要求の整理と技術検討にかかわる
事務局活動を行い，建設開始に向けた準備をほぼ終了し
た． 

 2013年 9月に打上げられた，「ひさき」に搭載された計
算機の軌道上リセット問題に端を発した，SOI-ASIC デバ
イスの放射線耐性不適合問題に関しては，調査チームを全
JAXA的な形で立ち上げるとともに，そのとりまとめを行
うとともに，全 JAXA的なミッションの対応と今後の方針

This document is provided by JAXA.



Ⅴ．宇宙科学プログラム 50 

の各種委員会に参加し，2014 年度に打上げを行った
ALOS-2，はやぶさ 2 のミッションへの影響を最小限にす
る活動を行った．また今後打上げ予定の，ASTRO-H, 

MMO, ERGの各ミッションに対する対策とその妥当性の 

評価活動を行い，本問題に起因する影響を最小化する活
動を進めた．また合わせて今後の方向性の検討に加わっ
た． 

 

 

 

2. SE 推進室 
教職員：紀伊恒男（室長） 児子健一郎 飯嶋一征 池田知栄子 前島弘則 仁田工美 小川美奈 廣瀬史子  

小川恵美子 橋本樹明 東原和行 吉原圭介 

 

1. 概 要 
 SE 推進室は，宇宙科学プログラム/プロジェクトにお
けるシステムズエンジニアリング（SE）の強化を図るた
めに，開発中のプロジェクトおよび検討中のプロジェク
トに対して，技術的事項の調整，SE 能力の強化施策，
SE 活動および技術開発戦略の策定に関する活動を行っ
ている． 

 

2. 2014 年度の活動内容 
2.1 プロジェクトにおける問題発生防止のための活動 
2.1.1 開発中のプロジェクトに対する支援 
（1）開発中のプロジェクトの課題等の把握 

 開発中のプロジェクトの進捗，課題，リスク等をタイ
ムリーに経営層が把握すること，プロジェクト間で情報
共有することを目的として，「宇宙科学プロジェクト開発
状況確認会議」（所内月例会）を 2013 年度から SE 推進
室が主催している．これは，「宇宙科学プログラム実行上
の改善に関するタスクフォース」の提言に基づくもので
あり，所長，副所長，プログラムディレクタ，科学推進
部長を構成員として含めている．2014年度は予定通り 9

回開催した．有識者を含む技術的な深い議論が，プロジ
ェクト管理的な視点も踏まえてなされており，経営層を
含めたリスク共有の深化が進んでいる．「宇宙科学プロジ
ェクトの実施におけるタスクフォース提言実行方策」に
応じてコストに関する報告内容を拡充するために，当会
議の実施要領を改訂した． 

（2）科学衛星の特質に合わせたプロジェクト実施方法の
検討 

 タスクフォース提言に基づき，宇宙科学プログラムに
適したプロジェクトの実施方法を検討し，その成果を公
知するために SE・PM関連文書の改訂のための調査をし
た． 

（3）SEマトリックスによる状況把握と情報交換 SE/PO

定例会 

 前年度に引き続き，SE 推進室，各プロジェクトの SE 担
当者（SE推進室併任）およびプログラムオフィス（PO）で
構成する SE/PO 定例会を毎週開催し，相互のタイムリーな
情報共有を行った．月惑星 SE推進室も参加し，相互の情報
共有を図った．対象プロジェクトは，Bepi Colombo/MMO，

ASTRO-H，SPRINT-A，ERG，PROCYON，はやぶさ 2，
ISS科学，SPICA（プリプロジェクト），再使用観測ロケ
ット（本部プロジェクト），C-SODA地上系，初期運用中
の PLANET-C，観測ロケット，大気球とした． 

（4）SE・PM支援チームによるプロジェクト支援 

 有識者による「宇宙科学プロジェクト横断システム設
計支援チーム」を前年度に引き続き，SE推進室に設置し
た．当チーム員の活動として，プロジェクトの開発段階
における SE の強化を図るために，プロジェクト主催の
衛星システム設計関連会合への参加，及び，試験立合い
を通じて，指摘や提言をプロジェクトに伝えた． 

 チーム員は主に衛星・探査機のシステム開発に経験の
ある JAXA 退職者である．参加した設計会議，審査会等
は下記のとおり． 

・Bepi Colombo，ASTRO-H，ERG，JUICE 

（5）宇宙科学プロジェクトの審査・評価への協力 

 SE推進室のプロジェクトへの支援活動として，下記の
宇宙科学プロジェクトの審査・評価等に協力した． 

・れいめい：運用終了審査 

・SPRINT-A：運用延長審査 

・PROCYON：開発終了確認会，計画変更審査 

・Bepi Colombo：計画変更審査，ミッション CDR 

・ASTRO-H：システム CDR2，SXS CDR 

・ERG：計画変更審査，各ミッション機器 CDR，地上系
PDR 

・SLIM：SRR，ΔSRR 

・SPICA：ΔMDR，ΔSRR 

・戦略コンポ小型スタースキャナ：開発完了審査 

・臼田後継局：立地審査，MDR，SRR 

・ISS搭載 Auxin Trans：SDR，PDR 

・ISS搭載 Solid Combustion：SRR 

2.1.2 検討中のプロジェクトに対する支援 
 宇宙理学/工学委員会の下に設置されたワーキンググ
ループ（WG）は，将来の宇宙科学プロジェクトの検討
を行っている． 

 WG の中には，これまで宇宙科学プロジェクトの経験
が少ない，JAXA 外の多くのメンバーで構成されるもの
もある．プロジェクト化に向けた検討においては，検討
の当初から SE 的な考え方を取り入れることが，将来の
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プロジェクト開発フェーズでの問題発生の最小化などに
不可欠である．そこで，SE 推進室は WG による検討の
初期段階の支援，すなわち，科学目的の明確化，科学目
的からミッション要求へのフローダウンと，システム要
求の適切な選択，課題・リスクの抽出とその対策の検討
などを中心に支援している． 

（1）WGによる検討の支援 

 支援は基本的に，WG の要請に応じて行なっている．
今年度，支援を行ったWGは，LiteBIRD（MDSG（筑波
ミッションデザイン支援グループ）と協働），SOLAR-C，
火星大気散逸観測ミッション，JUICEであった．一部メ
ーカによるシステム検討の支援まで行った． 

 また，2013年度のイプシロン級科学衛星の公募に理工
学委員会から一次選定された複数の WG(APPROACH，
小型 JASMINE，SLIM，DESTINY)に対し，理工学委員会
や ISAS からの要請にもとづいて，提案のブラッシュア
ップ活動を実施した．この活動も MDSGとの協働，及び，
メーカによるシステム検討支援を得て実施した．最終的
には SLIM を ISAS 内の SRR・経営審査を合格する段階
まで提案内容の向上を支援した．引き続いて JAXA プリ
プロジェクト化のための経営審査のための準備でも支援
を行った． 

（2）公開ホームページの維持，更新 

 SE推進室によるWG活動への支援および SEに関する
情報をタイムリーに提供することを目的とした，ISAS外
部向けの公開サイトについて，2014年度も引き続き適切
に運用・管理した．本サイトでは SE 推進室が宇宙科学
プロジェクトのミッションサクセス・上流設計を支援す
ることを紹介すると共に，WG活動に有用な公開 JAXA 

文書を紹介するために更新した． 

 また，WG 活動などに有用な文書を SE 推進室で作成
し，サイト上に提供した． 

2.2 プロジェクトにおける問題発生後の TF 活動 
 開発中のプロジェクトにおける技術的事項の調整・解
決活動として，問題の発生したプロジェクトを対象とし
た ISAS が設定した各種タスクフォース（TF）活動に参
加した．具体的には下記の TFである． 

・Bepi Colombo/MMO太陽電池白濁問題 TF，ひさき SC2

リセット事象対策チーム，臼田後継局問題 TF，SPICA 

TF, SPICA拡大 TF 

2.3 CEO の活動への協力 
 CEOを中心とする JAXA全体に関わる SE推進活動が
より効果的なものとなるよう，CEOに協力した． 

（1）CEO会合への情報提供 

 ISASにおける SE・PM事例の情報を提供した． 

（2）SE検討WGへの参加 

 JAXA経営企画部が主導する「新生 JAXA活動」を受け
て CEO が問題提起した「新しいミッションを創出する
ためのシステムエンジニアリング」を検討する WGに参
加し，以下をWGのメンバーとして報告書にまとめた． 

・ISAS の研究者コミュニティによる新規ミッションボ
トムアッププロセスの長所と短所の整理 

・諸外国・非宇宙関連組織におけるイノベーション創出
を活発にするための組織的な活動事例調査 

・JAXAに適用するにあたっての考察 

（3）宇宙科学・探査 SE/PM点検チームの活動支援 

 相模原キャンパスにおける活動の支援をおこない，調
査・検討・事務支援などに協力した． 

 

 

3. S&MAマネージャ 
教職員：小林亮二（S&MA統括） 杉山由香 矢嶋秊郎 桑原孝次 大串義雄 上戸有紀 

 

 S&MA マネージャは，宇宙科学プロジェクト全般の
S&MA（システム安全・信頼性・品質保証）のとりまと
めの役割を担っている．具体的には，以下を実施してい
る． 

（1）S&MAに関わる基準，要求，要領等の作成 

（2）各プロジェクトの S&MAに関わる評価・調整（一
部プロジェクトでは S&MAの実施担当者の役割） 

（3）新たな標準，不具合情報等，各プロジェクト共通
事項の水平展開 

（4）宇宙科学研究所安全審査会および信頼性品質会議
の運営 

（5）安全・信頼性推進部および他本部 S&MAマネージ
ャとの協働により全社的な S&MA 方針や技術の
展開 

 以下，平成 26年度の主な成果を示す． 

1．はやぶさ 2，Bepi Colombo/MMO，ASTRO-H，
ERG の品質保証 
 開発中のはやぶさ 2等の科学衛星・惑星探査機につい
て，不具合対策会議への参加，試験立会い，射場作業へ
の参画，品質記録文書の確認等により，品質保証を行っ
た． 

 特に，はやぶさ 2は，射場作業の品質保証を行うため，
安全・信頼性推進部，ASTRO-H プロジェクトの協力を
得て「品質係」を編成し，射場作業に参加した．結果，
射場作業に起因する大きな問題を生じることは無く，計
画通り打上げることに貢献した． 

 また，Bepi Colombo/MMOでは，S&MA実施担当者と
して，FM 総合システム試験の朝会・夕会に参加し，ま
た適宜，試験立会いも実施した．主な不具合対策会議に
も参加し，S&MAの観点から指摘・調整を行った．最終
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的に，フェーズ 3安全審査および品質記録のとりまとめ
を行い，MMOの開発完了へ貢献した． 

 

2．タスクフォース提言の実行方策への入力 
 「宇宙科学プログラム実行上の改善に関するタスクフォ
ース報告書」が平成 24年 12月に作成されたが，それを
受けたアクションプランが不十分であったため，平成 26

年度にあらためて宇宙研全体で実行方策を検討した．
S&MAマネージャは，上記に示すプロジェクトに参画す
ることにより，宇宙科学プロジェクトの実際を経験した．
経験を元に，S&MAの観点で宇宙科学プロジェクトの改
善すべきところを識別し，「タスクフォース提言の実行方
策」へ入力した．具体的には以下の通り． 

（1）宇宙科学プロジェクトへの S&MA標準の適用 

機構の S&MA 標準を宇宙科学プロジェクトへ適
用し，S&MAの強化を図る． 

（2）プロジェクト内に S&MA担当の設置 

プロジェクト内に S&MA 担当を置くことで，安
全・信頼性・品質保証の目を持った人が，プロジ
ェクト内の適切な「カウンターバランス」となり，
タイムリーに評価できる体制を構築する．S&MA

マネージャは，よりプロジェクト共通事項やプロ
ジェクトサポート業務に重心を置く． 

 以上はタスクフォース実行方策に取り込まれ，宇宙研
の方針として制定された． 

 S&MAマネージャはこれらを実行に移すため，機構の
S&MA 標準を宇宙科学プロジェクトに適用するための
「適用ガイドライン」を作成した．従来より，宇宙科学プ
ロジェクトは S&MA に関わる解析（例:FMEA,ディレー
ティング解析）や品質保証を行ってきたが，プロジェク
ト毎に範囲，レベルが異なるため，体系的，統一的な方
針を出すことにした． 

 また，プロジェクト内に S&MA担当を設置することに
ついて，他本部で実施していることを参考にしつつ，宇
宙科学プロジェクトや宇宙研の特徴を鑑み，S&MA担当
の役割を明確にすることにしており，平成 27 年度上半
期に技術資料化する計画である． 

  

3．システム安全への取り組み 
 宇宙科学プロジェクトはシステム安全の手法を取り入
れ，安全確保のため着実なアプローチを行っている．人
工衛星の開発だけでなく，大気球実験，観測ロケット実
験，燃焼実験等の地上実験も同様の手法を取り入れてい
る．S&MAマネージャは，宇宙研安全審査会の審査員兼
事務局として全ての安全審査に関わり，適宜，プロジェ
クト，原局と指摘調整を行った．結果として，宇宙研が
行う開発および地上実験の無事故に貢献した． 

 また，宇宙研大気球実験室および安全・信頼性推進部
の協力を得て，北海道大樹町で実施する大気球実験に対
する安全要求を制定した．平成 27 年度の大気球実験よ
り適用する計画である． 

 

4．宇宙科学プロジェクト S&MA 要求適用ガイド 
 ラインの作成 
 機構の S&MA 標準は，「システム安全」「信頼性」「品
質保証」「ソフトウエア」「コンフィギュレーション管理」
の 5つから成るが，宇宙科学プロジェクトは既に「シス
テム安全」を十分に実施しているため，残る 4つの分野
に対する適用ガイドラインを作成した．なお，ソフトウ
エアについては，JEDIに作成いただいた． 

 宇宙科学プロジェクトの特質は，「JAXAインテグレー
タ方式であること」「宇宙科学に根ざした多様なミッショ
ン，挑戦的なミッションであること」「PI(Principal In-

vestigator, 研究代表者)がリードしてミッション機器の
開発にあたること」にある．こういった点は，宇宙科学
プロジェクトの良い点でもあるため，S&MA要求適用ガ
イドラインの検討にあたり，これらの継続が可能になる
ように取り計らった．27年度にプロジェクト，メーカと
調整し，制定する計画である． 

 

5 ． MIP(Mandatory Inspection Point)/KIP(Key 
Inspection Point)の実施 

 MIP/KIPは品質保証の一つの方策であるが，製造現場
にて，回路基板や機器組立を検査する行為である．従来
より，宇宙科学プロジェクトは，MIP/KIPを全機器に対
し実施しているわけではない．S&MAマネージャは，ハ
ードウエアの検査要員をチーム内に雇用しており，Bepi 

Colombo/MMO および ASTRO-H/SXS サブシステムにつ
いて，現品検査を行った． 

 また，製造プロセス，コンフィギュレーション管理に
関わる不具合については，製造現場にて，実態を確認し，
対策をプロジェクト，メーカと調整した． 

 

6．信頼性品質会議の運営 
 信頼性品質会議は，宇宙研内の安全・信頼性・品質保
証に関わる基準等の整備，不具合等の信頼性・品質情報
の水平展開，その他，S&MAに関わる調整意見交換を行
う会議である．S&MAマネージャは，本会議の議長とし
て，会議の運営にあたった．従来より月 1回開催してお
り，26年度も引き続き実施した．本会議にていろいろな
信頼性･品質情報を発信しているが，一過性で終わらない
ように，S&MAマネージャならびにその要員がプロジェ
クトの実施状況をフォローするようにしている． 
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4. 科学衛星運用・データ利用センター 
教職員：菅原正行（センター長） 齋藤 宏 鎌田幸男 小野 縁 本田秀之 水谷美保 山村一誠 巻内慎一郎  

江草芙実 瀧田 玲 安部正真 岡田達明 矢田 達 唐牛 譲 上椙真之 山本晶子 熊谷和也  

小山佑世 中藤亜衣子 

 

1．科学衛星・探査機の管制運用システムの開発と
運用 
 科学衛星・探査機の管制運用を行うための衛星管制・
データ伝送システムを整備し，管制運用に供する．新規
のプロジェクトからの要求をシステムに反映し，試験フ
ェーズから運用フェーズまでを支援する．また，衛星・
探査機へのコマンド送信・データ受信を行う地上局のア
サインや運用を行う． 

実績： 

① 「GEOTAIL」，「れいめい」，「あけぼの」，「ひさき」，
「ひので」，「あかつき」，「すざく」等，既存衛星・探
査機の管制運用を支援した． 

② 「はやぶさ 2」，「PROCYON」の試験，打上げ，初期
運用，管制運用を支援した． 

③ 「ASTRO-H」，「ERG」，「Bepi Colombo」等，将来ミ
ッションへの管制システムの対応を行い，試験を支
援している． 

効果： 

① 既存衛星・探査機が運用され，それぞれのミッショ
ンの成果の創出を下支えしている． 

② 試験フェーズから衛星管制システムを利用すること
で，効率的な試験が実施できる． 

 

2．観測データや回収サンプル等の蓄積・提供 
 科学衛星・探査機のサイエンスデータ及び工学データ
ベースの運用・開発を進め，宇宙科学データを恒久的に
保存すると共に利用者のデータ利便性を増進する．また，
「あかり」データプロダクトの作成，「はやぶさ」回収サ
ンプルのキュレーション及び試料分析についての国際公
募作業等を引き続き進める． 

実績： 

① 「あかり」の遠赤外線全天画像データの評価・検証を
進め，一般公開した．（ISAS トピックス 平成 27

年 1月 15日） 

② 「はやぶさ」回収サンプルに関し，第 3 回国際研究
公募を平成 27年 1月に開始した． 

③ データ公開サービスの安定運用により，世界の研究
者から年間で 50 テラバイト以上（昨年同等）のデ
ータダウンロードを継続的に実現した． 

効果： 

① 「はやぶさ」回収サンプルの国際研究公募について，
第 1 回，第 2 回公募を合せて 6 か国 25 研究機関へ
サンプルを配付した． 

② 世界で最大の天文データアーカイブを運用している
ストラスブール天文データセンターに，「あかり」全
天画像データが登録された．今後，世界中の研究者に
よる「あかり」のデータ利用がさらに加速され，星形
成初期過程の研究等における貢献が期待される． 

③ 観測データをシステマティックに管理し，広く一般
公開することにより，データ寿命や利用範囲の拡大
に伴う成果最大化や，観測結果の第三者検証を可能
とした． 

 

3．「はやぶさ」を通じて得られた取得データにつ
いて 
実績： 

① 第 2回宇宙物質科学シンポジウム（HAYABUSA2014）
を開催．10か国から約 100名が参加し，リモートセ
ンシングや地上観測など宇宙物質分析に関連する広
い分野について，約 70 の講演を行った．このシン
ポジウムでは，帰還サンプルが持つ科学的潜在能力
を最大限に引き出すため，サンプルが持つ太陽系の
歴史情報を紐解くプロセスについて議論，情報発信
を行った．この「はやぶさ」での研究マネージメン
トの経験は，「はやぶさ 2」をはじめとする今後のサ
ンプル帰還ミッションのキュレーション活動におい
て活かされる． 

② はやぶさサンプルカタログを常時Web上で閲覧でき
るよう，検索システムの改良を行った．これにより，
国際 AO に参加する研究者のみならず，世界中の誰
でも回収粒子の画像を閲覧できるようになった． 

③ 第 3回はやぶさサンプル分析国際 AOを開催した．
これらのサンプル分析研究から，「太陽系における天
体衝突史」及び「小惑星表面におけるプロセス（宇
宙風化）」の解明が期待される． 

効果： 

① 国際 AO 研究から，宇宙風化に関する新しい知見が
得られた． 

・「はやぶさ」が 2地点で取得したサンプルに宇宙風
化進行度に違いがあることを明らかにした．今後，
小天体表層の不均一性を議論する上で重要な情報
となる．（Earth Planets Space 平成 26年 10月） 

・太陽フレアを受けて生じるフレアトラックの数密
度から表面露出年代を推定する方法を新たに構築
し，イトカワ粒子の表面露出年代を算出すること
に成功した．（図 1 参照）これにより，これまで
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考えられていたものより短い時間で宇宙風化が生
じていることを発見した．（Earth Planets Space  
平成 26年 7月）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 帰還サンプルには，天体形成から現在に至るまでの
様々なイベントの年代が記録された希少な鉱物が含
まれており，JAXA では，その鉱物をキュレーショ
ンで行う初期記載情報から見つけ出すことに成功し
た．また，他機関等の研究者の協力を得ながら慎重
に分析を進め，研究を主導した． 

・「はやぶさ」回収サンプルの最大粒子（300µm超）
を用いて，Ｘ線CT観測から 3次元モデルを構築し，
斜長石の分布を明らかにした．斜長石は，イトカワ
の衝突イベントの年代推定に有用な鉱物の一つで
あり，この粒子を研究することで，衝突破壊年代が
詳細に推定できる可能性がある．（図 2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.「かぐや」を通じて得られた取得データについて 
実績：
① 世界各国でのデータ利用に貢献 

 より高いレベルの成果創出に貢献するため以下を実施． 
・「かぐや」観測データの高度な処理（例：月の全球
に亘る分光観測の反射率データの精度改善など）
を進め，国内および欧州，アメリカ，アジアなど
90か国の研究者等にデータを提供した． 

・複数の観測データを組み合わせて解析処理する 

「統合解析」の実現に向けて，統合解析データ配信
システムを整備． 

② 将来の月探査に有用なデータ作成 

着陸探査の候補地として国際的に注目されている極
域について，「かぐや」等のデータから詳細地形モデ
ル（図 3）を作成し，今後の月探査においてクリテ
ィカルな情報となる日照条件等についてスーパーコ
ンピュータを用いた解析・評価を実施． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果： 

① 世界 2位の論文数 

・平成 26 年度に 14 編の査読付き論文が出され，
1990 年代以降相次いで実施されている月探査の
中で「かぐや」の論文創出数が世界 2位となった． 
（図 4参照） 

・特に太古の月には大規模な磁場が存在していたこ
とを初めて明らかにした論文，及び月の中心核に近
い深い領域の状態を明らかにした論文は Nature 

Geoscience 誌に掲載され，月や惑星の起源と進化
を理解するために重要な成果をもたらした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 月着陸探査への国際的貢献 

整備した月極域の詳細地形モデルは，国際宇宙探査
協働グループ（ ISECG），および日米共同での
Resource Prospectorミッションの検討に不可欠なも
のとして，重要な役割を果たした． 

図 1 透過型電子顕微鏡によるイトカワ粒子の暗視野像．矢印が太
陽フレアを受けて生じるフレアトラックを示す． 

 

図 2 最大粒子のＸ線 CT観測から構築した３次元モデル． 
図中の白色が斜長石が存在する領域を示す． 

 

図 4 月探査機の観測データを用いた論文数 

図 3  ISECG等で使用された月極域の詳細地形データ. 
南極点を中心とする 300km四方の領域．色は標高を表す. 
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