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Ⅶ. 研究委員会 
 

 

1. 宇宙理学委員会 
1.1 戦略的開発研究 
目的：プロジェクトの準備段階である WGが，ミッショ
ン提案に向けて具体的な技術課題を解決するための研究
開発を行う． 

 

ワーキンググループ： 

・次期磁気圏衛星（SCOPE）WG 

・ATHENA WG 

・超広視野初期宇宙探査衛星（WISH）WG 

・宇宙線反粒子探索計画 GAPS WG 

・太陽系外惑星探査（JTPF）WG 

・木星氷衛星探査（JUICE）WG 

・月内部構造探査WG 

・次期太陽観測衛星（SOLAR-C）WG 

・火星大気散逸探査検討 WG 

・次期火星探査（MELOS）WG 

・JEM-EUSO WG 

・ガンマ線バーストを用いた初期宇宙探査計画 

 （HiZ-GUNDUM）WG 

・編隊飛行による高エネルギー走査衛星（FFAST）WG 

・超小型精密測位衛星（PPM-Sat）WG 

・高感度ガンマ線望遠鏡（CAST）WG 

・小型重力波観測衛星（DPF）WG 

・ダークバリオン探査衛星（DIOS）WG 

・Ｘ線ガンマ線偏光観測小型衛星（POLARIS）WG 

・赤外線探査による小型位置天文衛星（JASMINE）WG 

・宇宙背景放射偏光精密測定計画（LiteBIRD）WG 

・広天域 X線短時間突発天体監視 WF-MAXI 

・X線偏光観測衛星 GEMS WG 

・MARS2020生命探査WG 

・MARS2020火星電磁波・音波観測 WG 

・WFIRST-AFTA WG 

・衛星搭載超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
（SMILES-2） 

・FUJIN WG 

実績と効果：外部発表の実績（報告書に記載されたもの）
は，学術論文 3件，国際学会発表 11件，国内学会発表
約 80件．成果の代表例は以下のとおり． 

① 超広視野初期宇宙探査衛星（WISH）について，望
遠鏡構造・光学系の最適化などの検討を行い，ミッ
ション提案を行った． 

② 太陽観測衛星 SOLAR-C について，像安定度確保の
ためのシステム検討などを行い，ミッション提案を

行った． 

③ 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測のための LiteBIRD

について，ミッション部全体の熱・構造検討などを
行い，ミッション提案を行った． 

④ 火星大気散逸ミッション（のぞみ後継機）のシステ
ム概念設計を行い，規模・成立性の検討を行った． 

⑤ 木星氷衛星総合探査のための JUICEミッションに向
けて，4つの観測装置の概念設計を行った． 

⑥ 位置天文学のための小型 JASMINE 衛星に向けて，
衛星の熱設計など，成立性検討を行った． 

⑦ ESAの大型 X線天文衛星 ATHENAに向けて，高分解
能 X線分光器のための冷却系の研究開発を行った． 

⑧ 太陽系外惑星研究のために，NASAのWFIRST-AFTA

衛星に搭載するコロナグラフの開発を行った． 

⑨ 小型重力波観測衛星 DPFに向けて，干渉計・試験マ
スモジュールの試作を進めた． 

 

1.2 搭載機器基礎開発研究 
目的：競争力ある宇宙科学ミッションを実現するために，
将来ミッションに搭載する機器の基礎的な研究開発を先
行して行う． 

 

実績と効果：外部発表の実績（報告書に記載されたもの）
は，学術論文 3件，国際学会発表 7件，国内学会発表約
20件．成果の代表例は以下のとおり． 

① 気球実験による反粒子宇宙線観測に必要となる，自
励振動ヒートパイプを用いた軽量低消費電力な冷却
機構の開発を継続し，実用性を高めた． 

② 気球搭載 VLBI 電波望遠鏡の開発を進め，波長以上
に変動する局間位置の変動を補償し，初めての気球
VLBI観測に成功した． 

③ 系外惑星をトランジット法で観測する際，惑星大気
組成の精査に必要となる超広帯域・デフォーカス分
光素子の開発を開始した． 

④ CCD による低エネルギーX 線観測を行う際に有効
な，CCD表面への可視光遮断フィルムコート技術を
開発した． 

⑤ 宇宙空間からの天体や惑星観測のための，放射線耐
久性に優れた長寿命極端紫外光検出器を試作した． 

 

1.3 委員会としての活動 
目的：宇宙科学プログラムの成果の最大化 

 宇宙科学研究所の諮問を受け，開発中・運用中のプロ
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ジェクト，各種実験の評価と，さらなる成果創出のため
の提言を行うとともに，ミッション公募に応募されたミ
ッション提案に対する科学的な評価を行った．また，宇 

宙科学ロードマップの具体化検討，宇宙科学プロジェク
トの進め方に関する検討などを行い答申を行った． 

 

 
 

2. 宇宙工学委員会 
2.1 戦略的開発研究 
目的：将来の工学ミッション提案（科学衛星，飛翔体）
や科学衛星や飛翔体・宇宙輸送システムの革新を目指し
た要素技術研究を実施． 

 

ワーキンググループ： 

・ソーラーセイルWG 

・月惑星表面探査技術の研究 WG 

・ハイブリッドロケットの研究 WG 

・スペースプレーン技術実証機の検討 WG 

・先進的固体ロケットシステム技術実証 WG 

・火星探査航空機WG 

・火星着陸探査技術実証ミッション立ち上げに向けた総
合研究開発 WG 

・海外ミッションを利用した太陽系サンプルリターン探
査 WG 

・小型月着陸実験機（SLIM）WG 

・深宇宙探査技術実験ミッション（DESTINY）WG 

 

運用： 

・れいめい 

・IKAROS 

 

要素技術研究： 

・一方向 CNT 紡績糸強化複合材料による超軽量構造体
の創製 

・再使用輸送系の高頻度繰り返し運用技術の研究 

・高機能熱輸送制御の研究 

・立方晶窒化ホウ素を材料に用いた電界放出型カソード
の開発 

・革新的な衛星バス技術の研究 

・多偏波合成開口レーダ（SAR）の革新的小型化の研究 

・ホールスラスタの研究開発 

・宇宙工学技術の早期宇宙実証を目指した超小型衛星コ
ミュニティの形成と先進要素・バス系機器開発 

・月惑星の縦孔・地下空洞探査技術の研究 

・観測ロケット・ランダー用革新的デトネーション推進 

機構の研究 

・大型高精度光学架台の研究 

・Flash LIDARの研究 

 

実績と効果：外部発表の実績は，学術論文 117件，国際
学会発表 165件，国内学会発表 407件．成果の代表例は
以下のとおり． 

① ソーラセイルWGでは，ソーラー電力セイル探査機
による外惑星領域探査の実証ミッションとしてとり
まとめ，次期中型計画として提案した． 

② ハイブリッドロケットの研究では，最大推力 4.5kN，
燃焼時間 10 秒といった従来実績に比べて大推力・
長時間燃焼に成功．大推力エンジンの設計・燃焼技
術を獲得した． 

③ 先進的固体ロケットシステム技術実証 WG では，低
コスト GG（気体発生器）用固体推進薬に使う共晶酸
化剤の造粒とこれを適用した推進薬グレインの試作
を実施．結晶の形状不安定性の排除と燃焼安定性確保
が可能であることを実験的に明らかにした．また，ア
ンモニウムジニトラミドを含む固体３成分系混合物
から生じるイオン液体推進剤について，一般的には難
燃性と言われるイオン液体が着火・燃焼することを実
証し，推進剤としての適用可能性を見出した． 

④ 火星着陸探査技術実証ミッション立ち上げに向けた
総合研究開発WGでは，火星探査計画をとりまとめ，
次期中型計画として提案した． 

⑤ 月惑星表面探査技術 WG では，SLIM および次期中
型計画に応募された火星探査計画にペイロード提案
をおこなった． 

⑥ 多偏波合成開口レーダ（SAR）の革新的小型化の研究
では，ヒンジ展開部の非接触導波管チョークフランジ
の最適化を行い，3次元的な間隙が 1mm以内で，損
失 0.1dB 以下である卵型溝形状を得た（特許出願
済）．また，ほどよし 4衛星から相模原 3.8mアンテ
ナにて，16QAM変調，348Mbps の 50kg級衛星とし
て世界最高速の高速ダウンリンク通信に成功した． 
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3. 宇宙環境利用科学委員会 
3.1 ワーキンググループ 
目的：宇宙環境を利用する科学研究ミッションを提案す
るための研究を行う． 

ワーキンググループ： 

（物質科学）  

・微小重力下での酸素分圧制御による金属性融体の表面
張力測定 

・共通微小重力実験装置を用いる高圧環境下における点
火・燃焼WG 

・微小重力沸騰・二相流研究会 

（基礎科学） 

・液体・固体ヘリウム WG 

・次期実験装置 PK-4を利用した微小重力実験計画検討 

・気体燃料の包括的燃焼限界理論構築のための低速対向
流火炎法 

（生命科学） 

・植物の抗重力反応解明 

・スペース・モス 

・フロンティア生物の戦略 

 －植物の成長と重力受容システム－ 

・宇宙環境に対する植物反応解明のための実験系構築 

・宇宙微生物学研究班ワーキンググループ 

・魚類のウロコを用いた宇宙生物学的研究 

・地球周回軌道におけるアストロバイオロジー実験 

 

実績と効果：前年度よりも一層の重点化を行った結果，昨
年度 24チームが今年度 13チームとすることができた．外
部発表の実績は，学術論文 72件，解説記事等 8件，国際
学会発表 67件，国内学会発表 174件，著書 4件．成果の
代表例は以下のとおり．なお，これらは全て，具体的な
ISS実験計画を立案するための地上研究の成果である． 

① 航空機利用の短時間微小重力実験により，固体ヘリ
ウムの溶融・再成長過程が秒単位という極めて短時
間で起こる現象を発見した．これは，微小重力実験
条件の詳細化に資するのみならず，極低温固体物理
の新たな発展の契機となるであろう．（International 

Journal of Microgravity Science 平成 26年 4月） 

② 生命の起源で重要な役割を果たすと考えられる有機
物が宇宙塵により搬入された可能性が議論されてい
るが，その宇宙環境での安定性は不明である．この
安定性を検証する ISS曝露部実験を想定した地上実
験を行った．その結果，アミノ酸自体は宇宙環境で
は不安定であるが，その前駆体は安定であり，宇宙
起源のアミノ酸前駆体が地球生命の素材として重要
である可能性を示唆した．（Transactions of the Japan 

Society for Aeronautical and Space Sciences 平成 26年
5月） 

3.2 研究チーム 
目的：ワーキンググループに採択されることを目指した
研究を行う． 

研究チーム： 

（物質科学） 

・成長メカニズムに依存するタンパク質結晶の完全性 

・気相からの核形成と宇宙ダスト 

・宇宙環境における固体燃焼利用推進 WG 

・拡散問題ワーキンググループ 

・静電浮遊炉研究 

・バルク結晶成長機構 RT 

（基礎科学） 

・重力場を制御したコロイド凝集・結晶化のモデル応用
に関する研究 

・微小重力環境下でのエマルションの安定性機構解明 

（生命科学） 

・宇宙環境の人体影響評価と防護に関する研究 

・宇宙環境ストレスの受容と応答に関する分子細胞生物
学的研究 

・骨格筋に保持されるエピジェネティクスと予備運動の
効果検討WG 

・船外実験プラットホーム利用実験施設を用いた太陽放
射光の生物影響研究 

・微小重力での体の変化と対抗策 

 －長期の宇宙滞在を目指して－ 

・宇宙で曝露する線種による線量・線量率効果曲線の解
析 

・各種生理機能の調節における感覚神経および体液分布
の役割追求 WG 

・人工重力と運動による宇宙飛行デコンディショニング
に対する対抗措置の国際的協力 

・宇宙における植物の生活環 

・宇宙環境における樹木利用 （CosmoBon） 

・「きぼう」における宇宙生命科学研究計画 

・位置有感生体組織等価物質比例計数箱（PS-TEPC）の
開発とそれによる宇宙ステーション内での線量計測技
術の確立に関する研究チーム 

・宇宙環境へ適応するための感覚 

 －運動ゲインコントロール－ 

・宇宙農業構想 

・細胞-身体張力発揮-伝達-制御基盤とその適応機構，抗
加齢と健康維持へ 

 

実績と効果：外部発表の実績は，学術論文 77 件，解説
記事等 4件，国際学会発表 68件，国内学会発表 152件，
著書 1件．成果の代表例は以下のとおり．なお，これら
は全て，将来の微小重力実験実施を目指した地上研究の
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成果である． 

① 地上の放射光施設でのガス浮遊加熱実験と分子動力
学計算により，酸化ジルコニウムの液体状態の原子
構造と電子構造を調べ，融液から結晶化のしやすさ
の原因を解明した．その結果，これまで困難とされ
てきた超高温液体に関する研究への新たな可能性を
開くとともに，ISS で実施予定の静電浮遊実験に関
する参考データを得た．（Nature Communications 
平成 26年 12月） 

② 宇宙ダスト生成の再現実験として，気相から浮遊状
態のシリケートが合成される過程の赤外吸収スペク
トルを地上の実験室で計測した．その結果，浮遊シ
リケートのナノ粒子が従来の報告よりも低い温度で
結晶化することを見出し，かつ天体観測で得られて 

いる 9.7µm近傍での赤外スペクトルがシリケート由
来である可能性を示した．（The Astrophysical Journal 
平成 27年 2月受理） 

③ 傾斜させた基板上に大きな粒界のコロイド結晶を成
長させることに成功した．微小重力環境でこの技術
を用いたコロイド結晶成長実験が出来れば，地上で
の高品質フォトニック結晶製造への応用が可能とな
る．（Journal of Crystal Growth平成 26年 9月） 

④ ヒメツリガネゴケの光の波長や強度に対する屈曲応
答を地上実験で定量的に測定した．その結果，被子
植物が示す光屈性応答の共通点と相違点が明らかに
なった．この実験により宇宙環境でコケ植物を利用
する場合に必要となる情報を得ることができた．
（Plant Signaling and Behavior 平成 27年 3月） 

 

 

4. 大気球研究委員会 
4.1 目的 
 大気球の運営及び大気球に関する研究計画の立案その
他専門的事項を審議する． 
 

4.2 採択課題一覧 
① 平成 27年度国内気球実験として採択したもの 

  i. 成層圏における微生物捕獲実験 

  ii. 成層圏大気のクライオサンプリング 

  iii. ISSからの放出衛星（EGG）の搭載機器の動作確
認，及び，運用確認試験 

② 平成 27 年度オーストラリア気球実験として採択し
たもの 

  i. エマルションガンマ線望遠鏡による宇宙ガンマ
線観測計画（GRAINE計画） 

③ 海外機関の飛翔機会を利用する気球実験として認知
したもの 

  i. 気球による MeV ガンマ線天体国際共同観測

（SMILE-Ⅱ） 

  ii. 極周回成層圏テレスコープ(FUJIN)による惑星大
気観測 

 

4.3 年度末評価 
 平成 26 年度大気球実験として，B14-01 実験（微小重
力実験）は気象条件不適合や気球システム不具合を乗り
越えての 3年越しの実施となり，燃焼実験は不首尾に終
わったものの，大気球の放球オペレーションという観点
ではオーストラリア気球実験の予備的な効果があるなど
来年度以降への展望を拓いた．B14-02（火星飛行機）は
機体性能が安全要求を満たせないことが判明したため，
また，B14-03（網をかけたスーパープレッシャー気球）
は気象条件不適合のため，それぞれ実施が見送られた．
その他，オーストラリア気球実験の準備が集中的に実施
された．これらを総合的に勘案し，平成 26 年度大気球
実験は概ね所期の目的を達成したものと評価した． 

 

 

5. 宇宙科学プログラム技術委員会 
 本委員会では，応募要件に掲げる性格の活動について
提案を募り，宇宙科学研究所内外の委員によって書類お
よび発表による審査を行い，支援する課題を決定してい
る．平成 26年度は，25件の申請があり 16件を採択した． 
 

5.1. 応募要件 
① 開発的要素が高く，戦略的開発研究費や，国の所管

する競争的資金（科学研究費補助金等）の応募には
そぐわないが，宇宙科学プログラムの実現のために
必要で，かつ特定のミッションに閉じない横断的に
必要な技術的活動． 

② 現在開発が行われている宇宙科学プロジェクト等に
横断的に必要な活動． 

③ 宇宙科学プロジェクト等に横断的な技術課題解決の
ための研究・開発，宇宙科学プロジェクト等に横断
的な基盤技術の研究・開発（標準化活動，プログラ
ム化活動など）を対象とする活動． 

④ 宇宙科学研究所 DE グループの技術の維持・向上に
資する活動． 

 

5.2. 採択課題一覧 
① 多層膜フレキシブル COSFの開発 
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② 熱制御材料の劣化予測に関する研究 

③ 火星表面探査のための断熱材の研究 

④ 銀蒸着 PEIの開発 

⑤ アウトガス評価 

⑥ 熱制御材特性評価 

⑦ 高機能ヒートパイプ，蓄熱デバイス，機械式ヒート
スイッチ  

⑧ Ethernetバスを用いた低コスト搭載内ネットワーク
の構築 

⑨ PXIe計測システムを用いたRF適合性試験方法の提案 

⑩ 科学衛星用民生部品利用検討 

⑪ SUSラミネート Li-ion電池の宇宙機搭載方法検討 

⑫ 「ベロブスカイト型太陽電池」の宇宙機適用について
の検討 

⑬ 非接触電力伝送方式について 

⑭ 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 

⑮ 深宇宙探査ミッションデザイン支援環境：A-SPADE 

⑯ DDOR技術の国際標準化への寄与 

 
5.3. 年度末評価 
 平成 26 年度末，採択された上記研究課題につき成果
報告書の提出を求め，宇宙科学プログラム技術委員会に
おいてその書類審査を行うとともに，成果報告会を開催
して発表審査を行った．いずれの課題においても計画通
りの活動が行われたことを確認した．またその審査結果
を平成 27年度の採択審査の参考とした． 
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