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Ⅵ. 宇宙科学技術・専門技術 
 

 

1. 大学共同利用実験調整室 
教職員：吉田哲也（室長） 阿部琢美 石田 学 下田孝幸 鈴木直洋 野中 聡 長谷川直 船木一幸 

 
 大学共同利用に供される，スペースチャンバー，超高
速衝突試験装置，各種宇宙放射線装置，高速気流風洞，
惑星大気突入環境模擬装置などの施設設備について，関
連する専門委員会と協働して，その維持管理を実施する 

とともに，それらの施設設備を利用した大学共同利用シ
ステムに基づく宇宙科学研究の成果最大化のための支援
を行った． 

 

 

 

2. 基盤技術グループ 
教職員：餅原義孝（グループ長） 富澤利夫 伊藤文成 鈴木直洋 徳永好志 鎌田幸男 松坂幸彦 安田誠一  

下瀬 滋 中島 潔 八木下剛 矢田 達 石田 学 嶋田 徹 堀 恵一 阿部琢美 安部正真 岡田達明 
小川博之 田中孝治 船木一幸 松岡彩子 水野貴秀 村田泰宏 竹前俊昭 津田雄一 森 治 矢野 創 
川原康介 長谷川克也 吉山京子 

 

1. プロジェクト等への支援 
 プロジェクト，プリプロジェクト，ワーキンググルー
プ活動等に参加し，専門性をもってその活動を支援した． 
（1）将来型推進系の開発業務において，エンジン，推進

薬，スタンド，供給，計測系に関する設計，試験，
解析を行い，イプシロン M-35 モータ地上燃焼試験
用拡散筒及び発展型エアベアリングテストスタンド
の開発を行なった． 

（2）環境試験方式の開発業務において，振動試験では，
小型振動試験装置の円滑な運用を実施した．また，
衝撃試験においては，波形切り出し手法による波形
についての SRS解析にて，ゼロシフトを考えた計測
及び解析結果を導いた． 

（3）大気球観測実験において，新しい気球本体の回収方
法，大型排気弁，国産化ロードテープ，豪州実験用
放球装置，インドネシア実験用搭載機器の開発並び
に大樹町，インドネシアでのオペレーション支援を
行った． 

（4）各種試験設備（機械環境・熱環境・電波無響室・姿
勢制御・あきる野実験施設他多数の設備）を用いて，
ロケット・衛星のシステム開発及び試験支援業務な
らびに共用計測器の精度維持管理を行い，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． 

（5）ロケット搭載のレーダ・KuTVテレメータ及び，地 

上設備に関する運用を行い，Kuバンドテレビ受信機
の QL装置を構築した． 

（6）ASIC 技術を用いた LIDAR 受信回路部の BBM を用
いた総合的性能評価，ロケット機壁から一切張り出
しが無いコンフォーマルコンパクトアンテナ
（CCA）の開発を行った． 

（7）ロケット･衛星開発試験に係わる電気･通信設備（指
令電話･ITV･放送他）の更新計画，設計，製作，運
用全般の業務を行った． 

 

2. 主な研究開発支援活動 
・再使用型エンジンの研究開発 

・N2O/エタノール推進系を利用した飛翔機体システム及
び噴射エレメントの研究開発 

・LOX/LH2推進系の統合化へ向けた GH2/GO2-RCS の実
用化研究 

・ハイブリッドエンジンの研究 

・飛翔体の機体計測に関する研究 

・正弦波掃引振動試験の制御手法についての開発 

・エアーブリージングエンジン推進系加圧用チャージャ
ー研究開発 

 

※本項にある研究設備及び基盤技術グループの管理下に
ある工作工場，エレクトロニクスショップの詳細は，【お
もな研究設備】の項を参照願いたい． 
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3. 航法・誘導・制御グループ 
教職員：石井信明（グループ長） 照井冬人 志田真樹 山本高行 廣瀬史子 清水成人 佐藤峻介 市川 勉 田村 

誠 伊藤琢博 植田聡史 坂井真一郎 竹内 央 津田雄一 橋本樹明 坂東信尚 福島洋介 吉川 真 
吉光徹雄 

 

1. 概  要 
 航法・誘導・制御グループでは，現在進行中のあるい
は将来の実現を目指して精力的に検討が進められている
宇宙科学ミッション，特に月惑星探査計画を中心とした
幅広いプロジェクトに対し，軌道解析，航法，誘導制御
に関する側面からの技術支援を行っている．プロジェク
ト，プリプロジェクト，ワーキンググループ等の活動に
参加するとともに，内在する技術課題を抽出し，個別研
究へと発展させている． 

 

2. プロジェクト支援 
（1）金星探査機「あかつき」の打上げと惑星間航行中の

運用支援．金星周回軌道投入のための精密軌道決定
と軌道制御計画の立案．金星再会合に向けた長期軌
道解析の実施． 

（2）「Bepi Colombo」，「ASTRO-H」，「SPICA」，「はやぶ
さ 2」，小型科学衛星（共通バスおよび 1，2号機），
FFAST，小型ジャスミン，DESTINY，小型ソーラセ
イル実証機，国際有人宇宙船等のシステム検討，軌
道解析，軌道決定，誘導制御，姿勢軌道制御系サブ
システム検討，推進系サブシステム検討の実施． 

（3）観測ロケット，再使用観測ロケット，イプシロン等，
宇宙輸送システムの打上げ軌道解析，飛行安全評価，
機体システム検討の実施． 

（4）大気球実験機の姿勢決定システムの構築と検証． 

3. 基盤技術研究，要素技術開発 
（1）小型スタースキャナの開発と性能評価試験の実施． 

（2）高精度ポインティング制御のためのチップチルトミ
ラー（可動鏡駆動方式）の開発と性能評価試験の実
施． 

（3）衛星構体における微小擾乱解析，擾乱伝達特性の実
験的検証． 

（4）次世代推進系（GH2/GOX 統合化推進系，HAN 系推
進系，エタノール系推進系など）のサブシステム解
析，性能評価試験の実施． 

（5）GPS複合航法，フォーメーションフライト等におけ
る相対航法技術の研究． 

（6）深宇宙探査機の高精度軌道決定技術の研究，DDOR

技術の開発． 

（7）月惑星探査のための移動機構，探査ローバ，歩行ロ
ボット等の概念検討，トレードオフスタディ，歩行
シミュレーションの実施． 

 

4. 研究設備の維持管理 
 姿勢系センサや誘導制御装置の性能評価試験等に供す
る地上試験装置および軌道解析サーバ類，推進系地上試
験装置，小型飛翔体打上げ管制システムなどの維持管理，
保守点検等を行い，効率的な研究開発を行っている． 

 

 

 

 

4. 推進系グループ 
教職員：成尾芳博（グループ長） 志田真樹 八木下剛 中塚潤一 嶋田 徹 國中 均 堀 恵一 徳留真一郎  

澤井秀次郎 西山和孝 小林弘明 森 治 羽生宏人 丸 祐介 北川幸樹 

 

1. 概要 
 推進系グループは，推進系の専門的知識や解析・実験
技術などの専門技術を以って，各種プロジェクト，プリ
プロジェクト及びワーキンググループ活動等に参加して
いるが，その所掌範囲は，衛星の軌道制御や姿勢制御に
用いる衛星推進系（化学推進及び電気推進）からロケッ
トの打上げや姿勢制御に用いる主推進系や補助推進系の
研究開発，将来の再使用輸送系のための各種エンジンや
ハイブリッドロケットの基礎研究まで，極めて広範囲に
及ぶ．この中で衛星推進系（化学及び電気）と観測ロケ
ットの推進系は宇宙科学ミッションと特に結びつきが強
く，それらの推進系に関しては，検討の初期段階から機

器開発，射場作業，地上運用，軌道運用まで，全てのフ
ェーズに関与，貢献している． 

 

2. プロジェクト支援活動 
・「すざく（ASTRO-EⅡ）」，「ひので（SOLAR-B）」，「あ
かつき（PLANET-C）」，「IKAROS」，SDS4など既に軌
道上にある衛星については推進系のモニタを継続し，
運用に参加． 

・「はやぶさ 2」においては電気推進及び化学推進の開発
を，PROCYONではガスジェットの開発を担当し，打
上げ後は軌道運用に参加． 

・「MMO（Bepi Colombo）」，「ASTRO-H」，「ERG」など
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開発中の衛星においては，推進系の機器開発を継続し
て実施． 

・小型科学衛星プロジェクト（ SLIM, DESTINY），
「SPICA」，火星着陸探査技術実証などにおいては，そ
れぞれのミッションに必要とされる推進系の検討を実
施． 

・再使用観測ロケット技術実証においては，角田宇宙セ
ンターにてエンジン燃焼試験を実施し，液水/液酸ロケ
ットエンジンで 100 フライトに耐えうる再使用性を実
証． 

・その他，イプシロンでは次号機に向けた推進系の検討
に参加，観測ロケットでは，ガスジェットの開発を担
当し，射場運用に参加． 

 

3. JAXA 横断的な連携活動 
 科学衛星・探査機に搭載される推進系の信頼性向上，
及び不具合の未然防止に有用と考えられる基礎データ取
得試験（「推薬透過影響評価」，「推薬等の長期保管の影響
評価」，「酸化剤（MON-3）のロケット機械環境付加時の
挙動評価」，「洗浄方法の検討」など）を実施し，新たな
知見を得た．そのほか，下記の研究テーマについて JAXA

横断的な連携活動を実施した．  

・「電気推進の JAXA 横断的研究」，「セラミックスラスタ
の研究」，「低毒性推進系の研究」，「再使用観測ロケッ 

ト推進系の研究」，「N2O/エタノール推進系の研究」，
「イプシロンロケット RCS・PBS関係」，「イプシロン
ロケット 内之浦設備系（ヒドラジン・高圧ガス等）」 

 

4. WG 活動 
 「ソーラーセイル WG」，「先進的固体ロケットシステ
ム実証研究 WG」，「ハイブリッドロケット研究WG」，「ス
ペースプレーン技術実証機 WG」，「小型月着陸実験機
WG」，「深宇宙探査技術実験ミッションWG」などの WG

活動に参加． 

 

5. 将来ミッションのための研究活動 
 将来ミッションのための研究活動として，下記の研究
に参加した． 

①低毒性推進系関連研究：「HAN 系１液推進剤を用いた
スラスタの研究開発」及び「N2O/エタノール推進系の
研究」 

②衛星推進系関連研究：「燃料電池統合型二液推進系の研
究」，「耐熱複合材料の長期信頼性の研究」，「耐酸化剤
ダイヤフラムの開発」，「気液平衡スラスタの研究」 

③固体ロケット及び固体推進薬関連研究：「固体ロケット
の信頼性向上の研究」，「高性能低環境負荷型固体推進
薬の研究」 

 

 

 

5. 熱・流体グループ 
教職員：小川博之（グループ長） 太刀川純孝 岩田直子 岡崎 峻 柴野靖子 下田孝幸 中川貴雄 野中 聡  

大山 聖 高木亮治 船木一幸 野々村拓 山田哲哉 山田和彦 

 

1. 概要 
 熱・流体グループでは，熱および流体の分野の専門的
知識や解析・実験技術などの専門技術をもって，プロジ
ェクトやプリプロジェクト，ワーキンググループ活動等
において主体的に活動，貢献している．またそれらの活
動を通じて専門知識や専門技術の向上を図り，同時に，
将来の科学ミッションにおいて必要とされる，あるいは
将来の科学ミッションを可能とする，熱・流体に係わる
専門技術の研究開発を進めている． 

 

2. プロジェクト等への参加 
 プロジェクト・プリプロジェクト，およびワーキング
グループ活動等（「あかつき」，「はやぶさ 2」，「Bepi 

Colombo/ MMO」，「ひさき」，「ERG」，「ASTRO-H」，
「SPICA」，イプシロンロケット，再使用観測ロケット，

GAPS，火星飛行機，SLIM, Destiny，PROCYON，ソーラ
ーセイル，SOLAR-C，小型 JASMINE，JUICE，など）に
参加，設計や開発，試験，評価など，各種課題の解決に
あたった． 

3. 専門技術の維持・向上 
3.1 ループヒートパイプの研究 

3.2 自励振動ヒートパイプの研究 

3.3 次世代多機能型展開ラジエータの研究 

3.4 多層断熱材の排気特性に関する研究 

3.5 熱制御材特性評価 

3.6 ロケットフェアリング内衛星構体排気の研究 

3.7 衛星アウトガス・分子状コンタミネーションの研究 

3.8 高機能ヒートパイプの研究 

3.9 ヒートスイッチの研究 

3.10 蓄熱デバイスの研究 

3.11 放射率可変素子（SRD）の高機能化に関する研究 

3.12 MEMSを使った赤外放射可変デバイスの研究 

3.13 多層膜によるフレキシブル熱制御材（COSF）の研究 

3.14 火星表面探査のための断熱材に関する研究 

3.15 宇宙用ハイブリット光・熱エネルギー変換素子の
研究 

3.16 宇宙用熱制御（熱防御）材料の高温放射特性に関
する研究 
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3.17 科学衛星に使用する熱制御材料の劣化評価および
予測に関する研究 

3.18 極低温衛星用の高性能断熱材の開発 

3.19 極低温高放射率ラジエータ材料の開発 

3.20 銀蒸着 PEIの開発 

 

4. DE 連携 
 研究開発本部・熱グループとプロジェクトや熱設計標
準委員会（WG6, WG6T, WG17）において連携し活動し
た． 

5. 専門技術インフラ整備 
・熱解析ソフト，流体解析ソフトの保守および整備をお
こなった． 

・アーク加熱風洞の保守・整備を行うとともに，JAXA

内外のユーザーが利用しやすいように環境整備をおこ
なった． 

・熱光学特性測定装置を適切に維持・管理し，プロジェ
クト等に供した． 

・宇宙用二相流体デバイス開発のためのアンモニア充填
設備を維持・管理した． 

 

 

6. 構造・機構・材料グループ 
教職員：佐藤英一（グループ長） 下瀬 滋 河野太郎 松永三郎 峯杉賢治 後藤 健 石村康生 奥泉信克  

竹内伸介 伊藤文成 加藤秀樹 馬場満久 

 

1. 概  要 
 当グループでは，構造・機構・材料およびその周辺分
野の専門的知識や解析・実験技術などの専門技術を持っ
て，各種プロジェクト，プリプロジェクトおよび組織的
な研究開発活動に参加，貢献している．特に，各種ロケ
ット発射装置の維持・更新の長期計画検討を行っている．
また，将来の宇宙科学ミッションにおいて必要とされる，
あるいは将来の宇宙科学ミッションを可能とする，構造･
機構･材料に係る専門技術の研究開発を機構内外と協働，
連携しつつ進めている． 

 

2. プロジェクト等への参加 
 専門技術をもとに，開発中のプロジェクト（「はやぶさ 2」， 

「ASTRO-H」，「ERG」，「Bepi Colombo」，イプシロン，
再使用観測ロケット，プリプロジェクト「SPICA」，実験
室（大気球，観測ロケット）に，構造系担当その他とし
て参加している．また，ワーキンググループ（先進的固
体ロケットシステム，SLIM, DESTINY，中型ソーラー電
力セイル，火星探査航空機，FRV等）の活動に，構造担
当その他として参加している． 

 

3. 基盤技術研究 
（1）高精度大型宇宙構造システムの開発研究（工学委員

会戦略的開発研究） 

（2）宇宙機の振動制御に関する研究 
 

 

 

7. 電子部品・デバイス・電源グループ 
教職員：廣瀨和之（グループ長） 梯 友哉 伊藤大智 小林大輔 尾崎正伸 三田 信 齋藤宏文 久木田明夫  

豊田裕之 川崎 治 村島未生 宮澤 優 田中孝治 牧謙一郎 水野貴秀 和田武彦 

 

1. 概要 
 電子部品・デバイス・電源分野の専門知識・技術を持
って各種プロジェクト・プリプロジェクトに参加・貢献
するとともに，基盤的研究開発活動を実施した．これら
の活動を通じて専門性を高め，人材の育成を図った． 

 

2. プロジェクト, プリプロジェクト, WG支援活動 
 電子部品・デバイスの専門技術者として，また電源系
サブシステム担当者として，以下に挙げる支援活動を行
った． 

・「はやぶさ 2」，「MMO」，「ASTRO-H」，「ERG」の APL

管理/NSPAR審査． 

・「PROCYON」の放射線試験・耐性評価． 

・「ひさき」，「ひので」，「あかつき」などの運用及び電源
系対応． 

・「MMO」，「ERG」，「ASTRO-H」，「はやぶさ 2」の電源
系機器開発． 

・「はやぶさ 2」，「PROCYON」の打上げ実験・初期運用
に参加． 

・「SLIM」，「DESTINY」，「火星着陸探査技術実証プロジ
ェクト」，「ソーラー電力セイル」等，各 WG固有の要
求を満足するための電源系検討の実施． 

 

3. 電子部品・デバイスに関する基盤的活動項目 
3.1 科学衛星用部品の信頼性保証プログラム概要の作
成（所内配付） 
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3.2 民生部品の宇宙転用についてのガイドライン整備 

3.3 部品不具合対策・タスクフォースへの参加 

3.4 部品に関する情報を関連プロジェクトへの展開 

3.5 JAXA委員会での審議 

3.6 JAXA外委員会での活動 

 

4. 電源に関する基盤的活動項目 
4.1 SUSラミネートリチウムイオンニ次電池の開発 

4.2 充放電器とバランス回路を統合したバランス充放
電器の開発 

4.3 火星表面探査に最適化した太陽電池セルの開発 

4.4  次世代小型衛星電源系要素技術実証システム
(NESSIE) 

4.5 非接触電力電送の宇宙適用性の研究 
 

 

 

 

8. 通信・データ処理グループ 
教職員：川﨑繁男（グループ長）坂井智彦 小林雄太 吉田賢史 戸田知朗 冨木淳史 松崎恵一 山田隆弘 山本善一 

 
 相模原 DE通信・データ処理グループでは，プロジェ
クトを支える研究と将来性有望と思われる無線通信技術
の開発支援に力を入れている．PROCYONの通信系サブ
システムを担当し，コンポーネント開発，環境試験対応，
総合試験対応，周波数申請対応，地上局調整対応，初期
運用対応等の全ての通信系搭載機器に関するフライト品
開発に関する打上げ・初期運用を行った． 

 民生品ロケットのアビオニクスへの開発も行った．す
なわち，民生品を適用するための基準，調整，試験，Ether

ベースのネットワークによる冗長システムの構築，観測 

ロケット実証コンポーネントの開発を行った．また民間
の新しい技術の導入・開発を進め，再使用観測ロケット
向けに小規模実験に適した汎用通信機の開発，ERGの適
合性試験に向けて PXIe計測システムの整備を行った． 

 さらに，送受信機やデータ伝送回路などを自作して，
RVTを使ったロケット・宇宙機内の無線電力伝送と通
信・センサデータ伝送を用いたワイヤレスセンサヘルス
モニタリングシステムの開発を行った．マイクロ波を用
いた無線電力伝送とエネルギーハーベストの宇宙機適用
は世界初である． 
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