
Ⅱ−2−i−36

極超音速ターボエンジンに関する先端的要素技術の研究

教 授 安部隆士 技術職員 本郷素行 大学院学生 山地一徳

室蘭工大・教授 棚次亘弘 大学院学生 丸 祐介 大学院学生 宇佐美敦

助教授 佐藤哲也 大学院学生 吹場活佳

助 手 小林弘明 大学院学生 根来延樹

宇宙輸送機用の空気吸い込み式エンジンに関し，先端的な要素技術を抽出して基礎研究を実施している．本年度

は，２つのテーマ，（１）プラグノズルの性能向上に関する研究，（２）プリクーラの着霜低減に関する研究を実施し

た．プラグノズルに関しては，幅広い作動条件下における性能向上を目的として，ベル型アダプタの装着と外部流

吸い込みの効果を調査した．この結果，低膨張比においては外部流吸い込みによりボートテールドラックを軽減

し，高膨張比においてはベル型アダプタにより不足膨張を解消して推力効率を改善できることを示した．プリクー

ラに関しては，円管表面への着霜について高精度な実験データを蓄積し，これを元に水分の凝縮モデルを組み込ん

だ新たな CFDコードを開発した．また，電界による着霜防止技術について実験研究を行い，冷却面温度と霜層剥

離効果の関係を明らかにした．この結果，電場の印可によって霜成長形状が大きく変化し，針状の粗い霜が成長す

ること，比較的高温（２２０K）の冷却面に発生する霜に対して，特に剥離効果が大きいことを明らかにした．

Ⅱ−2−i−37

多列円板構造を有するインテーク／飛翔体の開発研究

教 授 安部隆士 助教授 佐藤哲也 技術職員 本郷素行

室蘭工大・教授 棚次亘弘 助 手 小林弘明 大学院学生 丸 祐介

宇宙輸送機用空気吸い込み式エンジンのエアインテークに要求される２つの課題の克服，すなわち，（１）非設計

点性能の改善，（２）構造重量の軽減を目的とした多列円板構造インテークについて，開発研究を進めている．本年

度は，多列円板構造インテークのキー技術となる，軸対称キャビティ流れの特性調査を行った．キャビティ形状が

後流境界層厚さに与える影響を実験的，解析的に調査し，キャビティ長さの総和を同一とした場合，キャビティ個

数が多い方が境界層の肥厚化を抑制できることを明らかにした．また，キャビティ内外部の高速圧力計測を行い，

キャビティ形状と振動特性の関係を調査した．これらの研究により，多列円板構造インテークの設計に資する知見

を得ることができた．さらに，飛翔体への応用を想定し，キャビティ付き円錐にかかる空気力を測定し，その抗力

特性や安定性を評価した．この結果，円錐面上にキャビティを設けることで空力中心が３０％後方に移動し，空力安

定に寄与すること，キャビティを円板で分割することで抗力を大幅に低減できることなどを明らかにした．

ｊ．宇宙探査工学研究系

Ⅱ−2−j−1

月惑星着陸機搭載着陸レーダ（電波高度速度計）の研究

助教授 水野貴秀 技術職員 坂井智彦

助 手 福田盛介 RA 高原卓也

惑星表面に着陸する探査機に必要不可欠な航法センサーである電波高度速度計（着陸レーダ）の開発を行ってい

る．本レーダは，着陸機が垂直降下に移る高度３．５kmから使用できる，C帯（４．３GHz）のパルスレーダであり，

宇宙機の惑星表面に対する高度及び速度を同時に測定できる機能を有している．現在 BBMを製作して，航空機を

使用したフィールド試験を重ねて，信号処理，アンテナ，レーダシステムに関して研究を行っている．

１６８ Ⅱ．研究活動



Ⅱ−2−j−2

２次元走査レーザレーダの研究

助教授 水野貴秀 助 手 福田盛介

助 手 三田 信 RA 高原卓也

惑星探査機に搭載されているレーザレーダは，主に１００km以近での距離計測に使用され，航法及び科学観測の

両面から極めて重要な技術である．本研究では惑星探査機に搭載する２次元走査レーザレーダに必要とされる，小

型軽量かつ高信頼性の走査光学系を，MEMS技術を適用することによって実現する．受信光学系には，テレセン

トリック光学系，マイクロレンズアレイ，マイクロシャッターアレイを用いてビーム走査を可能としており，大口

径の受信ビームを回転ミラーを使用することなくビーム走査を実現しているところに特徴がある．

Ⅱ−2−j−3

ソフトコア CPUと SRAM型 FPGAを用いた衛星搭載計算機システムの研究

助教授 水野貴秀 RA 高原卓也

現在衛星搭載用計算機は，放射線耐性が保証された CPUとアンチヒューズ型 FPGAで構成されるのが主流であ

るが，民生分野で使用されている CPUに比して速度は遅く，アンチヒューズ FPGAは再書き込み可能な SRAM型

FPGAに対してシステム開発上の柔軟性が著しく劣る．このような状況に対して，民生組み込みシステムで使用さ

れている，再書き込み可能な SRAM型 FPGA上にソフトコア CPUの３重多数決システムを構築することによっ

て，放射線耐性を損なうことなく開発の柔軟性が高い計算機システムを実現する．

Ⅱ−2−j−4

ペネトレータ搭載アンテナに関する研究

助教授 水野貴秀

「LUNAR−A」計画で使用されるペネトレータは月面下約１．５mに貫入し，月震データを取得して月軌道にある

母衛星と UHF帯（TLM４００MHz，CMD４５０MHz）で通信を行う．ペネトレータに搭載されたアンテナは送受共用で，

月レゴリス中に完全に埋没した状態で，月面クレータ下から電波を放射して母船との通信を行う特殊なアンテナで

ある．クレータ下から電波を放射するため，本研究ではクレータによる電波散乱の影響を TLM法を用いて解析し

ている．

Ⅱ−2−j−5

静電駆動型マイクロアクチュエータの不安定性の利用

助 手 三田 信 客員教授 藤田博之 東大生産研 年吉 洋

静電型マイクロアクチュエータ，特に平行平板型の場合，pull−in（引き込み）現象などの不安定性が存在する．

この静電マイクロアクチュエータ特有の不安定現象を積極的に利用し，自励発振や乱数の発生するデバイスの開発

を行った．

Ⅱ−2−j−6

MEMS技術を用いたマイクロ慣性センサの研究

助 手 三田 信 客員教授 藤田博之 東大生産研 年吉 洋

MEMS技術を用いて，従来のマイクロ慣性センサより高精度化したマイクロ加速度計及びマイクロジャイロス

コープの設計・製作を行った．
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Ⅱ−2−j−7

マイクロアクチュエータの研究・開発

助 手 三田 信 客員教授 藤田博之 東大生産研 年吉 洋

MEMS技術を用いて新しいマイクロアクチュエータの研究・開発を行った．２次元駆動可能な慣性駆動型のア

クチュエータを開発し，動作の確認を行った．また，変位積分型の静電アクチュエータの開発を行い，動作を確認

した．

Ⅱ−2−j−8

宇宙用多接合太陽電池の研究

教 授 田島道夫 総合技術研究本部・副主任開発部員 今泉 充 シャープ 高本達也

助教授 曽根理嗣 総合技術研究本部・開発部員 川北史朗

大学院学生 杉本広紀 原研高崎・副主任研究員 大島 武

宇宙用の高効率光電変換素子として期待されているⅢ−V族化合物半導体多接合太陽電池セルに対し，各層の評

価を個別に行うことのできるエレクトロルミネッセンス（EL）法を適用した評価を行っている．本手法により耐

放射線性は、ミドル層（GaAs），ボトム層（Ge），トップ層（GaInP２）の順に強くなっていることが示され，従来

の選択励起による放射線照射効果のフォトルミネッセンス解析結果，ならびに電気的評価結果と良く一致した．さ

らにトップ層（GaInP２）のオーダリング状況，ミドル層（GaAs）の In添加効果の評価が出来ることを示した．セ

ルの ELマッピング測定を行うことにより，セル面内の特性の均一性およびブライトスポットと呼ばれる欠陥の成

因を調べる上で有効であることを示した．

Ⅱ−2−j−9

CIGS太陽電池の研究

教 授 田島道夫 大学院学生 吉田和生 総合技術研究本部・開発部員 川北史朗

助教授 曽根理嗣 総合技術研究本部・副主任開発部員 今泉 充 原研高崎・副主任研究員 大島 武

Cu（In，Ga）Se２（CIGS）太陽電池は薄膜軽量であり，優れた耐放射線性を持つことから次世代宇宙用太陽電池

として注目されている．しかし，この太陽電池が有する高い耐放射線性の原因等は未解明な部分を多く残してい

る．本研究では CIGS太陽電池の放射線照射劣化過程・回復過程を調べることを目的とし，多結晶 CIGS太陽電池

セルに対し陽子線を照射し，引き続き熱処理を施し，欠陥の発生・消滅状況をフォトルミネッセンス（PL）によ

り解析している．本年度は，陽子線照射によって誘起される深い準位の発光帯（０．８eV発光帯）に対し，陽子線

照射量依存性および照射後の等温熱処理効果について調査した．照射量依存性では照射量増加に対し１．１eV発光

帯は減衰し，０．８eV発光帯は増加する．両発光帯の発光強度の変化は１～２桁程変化したのに対し，セルの Voc

では３０％，Iscでは１０％以下の減衰であった．これより PL特性に影響を与えている欠陥は，電気特性に影響を与

えている欠陥と一対一に対応しているわけではないと考えられる．

Ⅱ−2−j−10

SOIウエハーの光学的評価の研究

教 授 田島道夫 特別共同研究員 満山 弘

特別研究員 李 志強 大学院学生 八代吉宗

シリコン層の厚さが０．０５～０．２μm程度の極薄膜 SOI（silicon−on−insulator）ウエハー中の欠陥，不純物，および

界面の評価を行うことを目的とし，同ウエハーの紫外線励起により発生する凝縮ルミネッセンスを利用した評価手

法を開発している．

今年度は SOIデバイスで懸案とれているゲッタリングプロセスにつき，SOI構造をアイランド化しそこに堆積さ

せたポリシリコン膜によりゲッタリングを行う方法の有効性を検討した．６００℃におけるゲッタリングプロセスの

有無，およびゲッタリングに続く４００℃における水素熱処理の有無に対し，フォトルミネッセンス（PL）マッピン
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グにより詳細な強度比較を行った．その結果６００℃ゲッタリングと水素熱処理を施した部分では約２５％の PL強度

上昇が認められ，このプロセスで SOIのゲッタリングが可能であることが確認された．

なお，SOS（silicon−on−sapphire）ウエハーおよび歪み Siウエハーの評価についても国内外のウエハー製造機関

と共同研究を行っている．

Ⅱ−2−j−11

SiC結晶の光学的評価の研究

教 授 田島道夫 特別共同研究員 東 栄光 シクスオン 塩見 弘

宇宙用高温エレクトロニクス，パワーエレクトロニクス等の用途の SiC（炭化硅素）デバイスの高性能化を目的

とし，SiCウエハー中の欠陥の高感度・精密検出を行っている．今年度はとくに，高周波デバイス用として最近注

目されている半絶縁性ウエハーの評価を行った．同ウエハーの PLでは Si空孔に起因する深い準位が現れ，その強

度マッピングからウエハー中の転位やマイクロパイプを高精度で評価できることが明らかとなった．これは，従来

の溶融 KOH液を用いていた破壊検査のエッチング法に比べて著しく簡便であることから，新しい標準的な欠陥評

価手法となりうるとして注目されている．（特許出願）

Ⅱ−2−j−12

人工衛星用星姿勢センサの研究

教 授 齋藤宏文 助教授 水野貴秀 技術職員 廣川英治

助教授 紀伊恒男 助 手 藤本龍一

助教授 橋本樹明 助 手 坂井真一郎

「はやぶさ」用に開発した小型軽量で０．０５deg精度の広視野スタートラッカについて，軌道上での動作を評価

し，動作パラメータのチューニングを行った．この結果を，「INDEX」用および「SOLAR−B」用の同型のスター

トラッカの軌道上運用に反映させる．秒角精度の高精度スタートラッカについては，「ASTRO−EⅡ」用および「AS-

TRO−F」用のものの光学性能測定，単体環境試験，衛星搭載状態での試験を行い，軌道上での予測性能を評価し

ている．

Ⅱ−2−j−13

人工衛星用太陽姿勢センサの研究

教 授 齋藤宏文 助教授 橋本樹明 技術職員 廣川英治

助教授 紀伊恒男 助 手 坂井真一郎 天文台 清水敏文

直交する２つの１次元 CCDを検出素子とする２次元高精度太陽センサを研究・開発している．精度０．０５度（３

σ）のものとしては，「あけぼの」，「ようこう」，「あすか」に搭載されたものをセンサ部とエレキ部を一体型し，「は

やぶさ」のフライトに供した．現在，軌道上データの評価を行っている．「ASTRO−EⅡ」，「ASTRO−F」，「IN-

DEX」，「SOLAR−B」にも同型のセンサが搭載され，そのフライトモデルの製作，光学特性試験，単体環境試験，

衛星搭載状態での試験などを行っている．高精度のセンサとしては，「ASTRO−F」用に視野角を２degまで広げた

タイプを開発し，「SOLAR−B」用には視野角１deg，精度０．２arcsecを目指して開発している．

Ⅱ−2−j−14

人工衛星用慣性センサ及びその応用の研究

助教授 橋本樹明 助教授 峯杉賢治 技術職員 廣川英治

人工衛星用慣性姿勢基準装置（FRIGおよび TDG方式）につき開発的研究をしている．特に現在は，ドリフト

レート安定性の温度特性の把握を，理論解析および実測の両面から行い，「ASTRO−F」，「SOLAR−B」で使用する

際の限界性能把握を行っている．またこれらの機械式ジャイロを用いた慣性姿勢基準装置の発生する振動擾乱の測

定およびその発生メカニズムの解明を行い，低減策についての研究も行っている．
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Ⅱ−2−j−15

人工衛星用光ファイバージャイロの高精度化の研究

教 授 齋藤宏文 助教授 橋本樹明 助 手 坂井真一郎

客員教授 保立和夫 助 手 戸田知朗 総合技術研究本部 鈴木秀人

可動部を持たないため振動擾乱の発生が無く，信頼性も高いと考えられている光ファイバージャイロの高精度化

研究を行っている．ひとつは小型衛星用に，小型，安価な量産型光ファイバージャイロに対して温度制御等を行う

ことにより極限性能を引きだす研究を行っている．もう一方は，現在の高精度機械式ジャイロに匹敵する性能を達

成するため，相対強度雑音補正機能などの各種新規技術の適用によって世界最高レベルの性能を達成する研究を

行っている．

Ⅱ−2−j−16

磁気軸受ホイールとその衛星姿勢制御への応用の研究

助教授 橋本樹明 総合技術研究本部 中島 厚 総合技術研究本部 井澤克彦

助 手 坂井真一郎 総合技術研究本部 鈴木秀人 民間等共同研究員 齊藤光伯

磁気軸受ホイール（特に全自由度能動制御型）を，人工衛星の姿勢制御においてアクチュエータ及びレートセン

サとして使用するための，理論的及び実験的な研究を行っている．ホイールのジンバル角制御に２自由度制御系，

H∞制御理論，スライディングモード制御，適応制御等のロバスト制御則を適用することにより，パラメータ変動

に強い制御系を構成することを検討し，計算機シミュレーションによってその有効性を確認した．現在は，ホイー

ルの発生する振動擾乱を軸受制御の工夫により低減する方法について引き続き研究を進めており，試作モデルを用

いて振動擾乱の実測を行っている．また，実際の人工衛星への搭載を考慮し，信頼性向上のためのセンサ，制御部，

電源部の FDIR（故障検出・分離・再構成）の研究も行い，実験モデルに実装してその動作確認試験を行った．

Ⅱ−2−j−17

人工衛星の姿勢決定法の研究

教 授 中谷一郎 助教授 橋本樹明 技術職員 廣川英治

助教授 紀伊恒男 助教授 堂谷忠靖

現在は主に，スタートラッカによる星撮像データとスターマップをマッチングさせる星同定法についての研究を

行っている．「はやぶさ」については，全天の星から機上星同定を行うアルゴリズムを開発し，軌道上で動作の確

認を行った．現在は，実運用に使用している．「ASTRO−F」については，視野内を移動する星を対象とした星同定

アルゴリズムを開発し，その有効性の確認試験を行った．

Ⅱ−2−j−18

人工衛星の姿勢制御方式の研究

教 授 平林 久 助教授 久保田孝 COE研究員 望月奈々子

助教授 紀伊恒男 助 手 村田泰宏

助教授 橋本樹明 助 手 坂井真一郎

天文観測を目的とした科学衛星の高精度三軸姿勢指向制御方式に関し以下のような研究を行っている．

（１）「ASTRO−F」の姿勢制御系について，特にスキャンモードの姿勢制御方式の研究およびフライトモデルを

用いた静的閉ループ試験による検証を行っている．

（２）超高精度姿勢安定のための制御系について，衛星に働く全トルクを最小化する考えに基づいて，最適なアク

チュエータ駆動則の研究を行っている．

（３）姿勢変更制御（姿勢マヌーバ）方式について，最短時間で所望の姿勢変更を行う実用的制御アルゴリズムの

研究を行っている．また高トルクアクチュエータとして CMG（コントール・モーメンタム・ジャイロ）を用

いた高速姿勢マヌーバについて，その駆動方式の検討，特異点解析，制御性能評価などを行っている．
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（４）リアクションホイール故障時などを考慮して，２ホイールによる３軸姿勢制御の可能性についての研究を

行っている．

Ⅱ−2−j−19

画像航法の研究

助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝 会津大 出村裕英

探査機による月・惑星表面の撮像画像と，既にわかっているクレータ等の特徴地形の地図とをパターンマッチン

グすることにより，探査機の軌道・姿勢情報を含むパラメータ値が求められる．このような画像データと従来の電

波航法データ・姿勢センサデータを併せてカルマンフィルタで推定を行えば，精度の高い軌道・姿勢推定が可能で

ある．その一例として「のぞみ」の月スウィングバイ時の画像や，「Lunar Orbiter」の画像からクレータを抽出し，

これを月面地図と比較することにより航法精度を向上させることを試みた．

また，将来の月探査機の自律航法を目指して，クレータの抽出，地図データベースとのマッチングを自動的に行

い，それにより得られる情報を用いて機上にて航法精度を向上させるアルゴリズムについて研究を行い，計算機シ

ミュレーションにより，その性能を確認している．

Ⅱ−2−j−20

自然地形の特徴点を利用したランデブー・着陸法の研究

教 授 中谷一郎 助教授 橋本樹明 助教授 久保田孝

小惑星等の未知天体にランデブー，着陸する際には，自然地形の撮像画像をもとに探査機の相対位置を計測し，

目標点まで誘導する必要がある．従来この種の処理は高度な自然地形認識が必要と考えられてきたが，画像のフィ

ルタリングによる自動特徴点抽出を用いることにより，高速に相対位置が計測できることがわかった．現在，この

特徴点抽出アルゴリズムと探査機制御則を組み合わせて，探査機の小惑星表面への誘導シミュレーションを行って

いる．

Ⅱ−2−j−21

画像を用いた自然地形の認識に関する研究

助教授 橋本樹明 助教授 澤井秀次郎

助教授 久保田孝 総合技術研究本部 片山保宏

天体への着陸，天体表面の移動を行うためには，当該地域の地形の認識，すなわち山であるか谷であるか平地で

あるか等の認識が必要になる．従来はこのような認識を行う場合，まず天体の３次元地図を作製し，その地形を評

価関数にかけて分類，認識を行っていたが，膨大な計算量が必要であった．本研究では，あらかじめ分類に必要な

地形カテゴリーを限定することによって，１枚の陰影画像から高速に地形分類，認識を行うことを行っている．

また着陸地点の安全度（傾斜，障害物の有無）を判定する方法として，天体表面の反射率の非線形性を利用して

複数地点から撮像された陰影画像から惑星表面の状態を求める手法，ステレオ画像を用いる方法，太陽光の陰を利

用する方法等を開発し，計算機シミュレーションにより各アルゴリズムの比較およびその性能の確認を行ってい

る．

Ⅱ−2−j−22

超電導磁石を用いたフォーメーションフライト相対位置制御の研究

教 授 齋藤宏文 助 手 坂井真一郎

助教授 橋本樹明 大学院学生 金田良介

２つの衛星が地球周回軌道を所望の相対位置関係を保って飛翔させる場合，非ケプラー運動させる必要がある．

一般的には，この用途には電気推進スラスタのような高効率推進系が使用されるが，ミッション期間が長い場合は

必要な燃料が膨大になる．そこで，超電導磁石の吸引反発力を利用して２衛星の相対位置を制御することが考えら
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れる．本年度は，相対位置制御方式について，交流駆動の位相制御による最適化の研究を行い，実際の電磁石に対

する位相制御特性の測定を行った．

Ⅱ−2−j−23

高々度気球を用いた微小重力実験システムの研究

助教授 橋本樹明 助教授 石川毅彦 助 手 坂井真一郎

助教授 澤井秀次郎 助教授 稲富裕光 助 手 吉光徹雄

助教授 齋藤芳隆 助教授 山川 宏

高々度に飛翔させた気球から２重殻構造の機体を落下させ，その内殻部分に搭載した実験装置を理想的な無重力

状態とさせるシステムの開発を行っている．本年度は，（気球とのインターフェイスを含む）全体システム設計，

機体の空力設計，下向き加速用推進系の開発，外殻～内殻間ギャップセンサの開発，微小重力実験部とのインター

フェイス検討などを行った．

Ⅱ−2−j−24

高温エレクトロニクス

教 授 田島道夫 助教授 廣 和之 技術職員 狛 雅子

将来計画である月・惑星探査ミッションの実現にあたっては，衛星の熱設計に対してこれまでになく苛酷な条件

が課せられる．この問題を解決するためには，高温で動作する半導体デバイスの開発が急務である．本年度は，高

温エレクトロニクスを支える半導体界面の熱的安定性についての基礎研究を進めるとともに，宇宙ばかりでなく，

航空・自動車・地下資源探査等の分野で開発が進められている高温エレクトロニクスの先端開発状況にスポットを

あてた第１５回高温エレクトロニクス研究会を開催した．

Ⅱ−2−j−25

宇宙用半導体デバイス界面の耐放射性・耐熱性の研究

助教授 廣 和之 教 授 田島道夫

将来ミッションとして計画している「高機能探査衛星を利用した惑星探査」を成功させる上で，衛星搭載用とし

て高機能性・小型軽量性に加え耐放射性・耐熱性に優れた高信頼性半導体デバイスの開発が必至である．本研究に

おいては，このような民生デバイスの開発とは一線を画す極限デバイス開発のための基盤研究として，デバイス動

作の要である半導体界面に対する精緻な制御・評価技術を確立し，衛星搭載用デバイスの問題点を把握，最適構造

の検討および極限プロセスの開発を計っていく計画である．

今年度は，具体的に以下の二点を明らかにした．

１）MOSデバイスの放射線耐性を決定する SiO２／Si界面の電子状態について放射光を用いた光電子分光法によ

り検討した．その結果，界面近傍の SiO２薄膜の電子状態はバルクと比べて著しく異なり，価電子状態は Siと

SiO２の中間の性質を示すことを明らかにした．

２）先端MOSデバイスのゲート絶縁膜材料として，SiO２膜より高い誘電率を有する HfAlOx膜の研究開発が実

用化を目指して進められている．光電子分光法を用いた新しい評価手法を，MOSデバイスの性能ならびに信

頼性を決定する HfAlOx膜中の電荷トラップ密度の評価に適用した．その結果，HfAlOx膜の電荷トラップの

存在する位置が界面近傍であると特定することができた．

Ⅱ−2−j−26

宇宙用 SOIデバイスの開発

助教授 廣 和之 教 授 齋藤宏文 助 手 福田盛介

宇宙用半導体メモリーにおいては，宇宙放射線によるソフトエラー（放射線によるビット反転エラー）が深刻な

問題であることが知られていたが，微細化の進む民生用半導体メモリーにおいても，近年，部品内部の不純物材料
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から発生する放射線問題に加えて，地上に降り注ぐ中性子線の問題が顕在化して，航空機だけでなくハイエンド

サーバー等 IT基盤技術におけるソフトエラーの問題が強く危惧されている．本年度，三菱重工業㈱，沖電気工業

㈱と共同で，独自の耐放射線強化シミュレーション技術と最先端の民生 SOI（Silicon On Insulator）製造技術を用い

て高信頼民生用半導体メモリーを開発した．フランス原子力エネルギー研究機関の研究者と共同で，米国ロスアラ

モス研究所において中性子照射試験をしたところ，宇宙から降り注ぐ中性子線によるソフトエラー確率が今までに

発表されている民生用半導体メモリーのものに比べて二桁近く小さいことを確認した．これは，宇宙科学の研究で

生まれた先端技術が，高信頼性が要求される民生産業機器用半導体メモリーの深刻なソフトエラー問題をいっきに

解決したことを意味するものである．

Ⅱ−2−j−27

科学衛星用電池の研究開発

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

衛星搭載用二次電池には，長寿命性，高信頼性，軽量化が要求される．従来，科学衛星には Ni−Cd電池が用い

られ，各ミッションにおいて長期にわたる安定な動作が確認されている．今年度は，「ASTRO−F」，「ASTRO−E

Ⅱ」，「SOLAR−B」，「LUNAR−A」等への適用を進めている Ni−Cdあるいは Ni−MHバッテリの開発確認を進める

とともに，最近のミッションの高度化に伴う電池の軽量化検討を進めている．

特に，今年度はリチウムイオン二次電池について，個々の将来ミッションの要求に対応可能とするため，「IN-

DEX」用リチウムイオンバッテリの設計および評価，「MMO」および「PLANET−C」等の大型科学衛星への適用

性検討および電源設計を実施した．

Ⅱ−2−j−28

ロケット用電池の研究開発

教 授 森田泰弘 教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

技術職員 安田誠一 助教授 廣 和之

ロケットには，これまで，集中電源用に Ni−Cdが，制御用に熱電池や Ag−Zn電池等が使用されてきた．一方，

民生市場においてはハイブリッド自動車用にリチウムイオン二次電池の開発が進められているが，この用途の電池

の仕様がロケット制御用電池に必要とされる要求仕様と類似している．このことから，今年度はハイブリッドカー

用リチウムイオン二次電池について，耐衝撃・振動性能を向上させ，ロケットの制御用電池として使用可能とする

ための開発を進めた．本成果については，平成１７年度打ち上げ予定であるM−Vロケット６号機の３段目制御用電

池として適用される予定である．

Ⅱ−2−j−29

軌道上衛星の電源系データ評価

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

「はやぶさ」は世界で始めて宇宙用に開発された大型リチウムイオン二次電池を使用してフライトを続けてい

る．「はやぶさ」では，バッテリの健全性確保のために，自己放電を補うための補充電（週一回）を実施するとと

もに，セル間の特性ばらつきを抑えるためのリセットオペレーション（４ヶ月に一回）を実施している．今年度は，

これらのオペレーションを継続するとともに，今後の適切な運用に備えたバッテリの軌道上容量測定を実施した．

この結果依然として定格１３．２Ahに対して１３．４Ahの容量性能が維持されていることが明らかになり，バッテリの健

全性が確認された．

また，「はやぶさ」に使用されているトリプルジャンクション太陽電池については，軌道上でのロックアップ現

象を活用した太陽電池の発生電力確認を行った．これらのデータをもとに，今後のはやぶさの電力運用計画を進め
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ている．

Ⅱ−2−j−30

SSR−PPT方式によるリチウム系電池の制御方式

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

「はやぶさ」においては，トリプルジャンクション太陽電池により発電を行い，この発生電力をシリーズ・ス

ウィッチング・レギュレータ（SSR）により衛星負荷が必要とする電力のバランス点において制御する方式が適用

されている．今年度は，このレギュレータ方式を発展させ，更に太陽電池の最大能力を活用するためのピーク・パ

ワー・トラッキング（PPT）を取り込む手法について，試作を含めた検討を実施した．本手法については，

「PLANET−C」等の科学衛星に対する適用を検討している．

Ⅱ−2−j−31

並列接続の電池の運用における問題点の抽出

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

大型化する衛星バスの要求に対して，電力を蓄積／供給するためのバッテリにおいては，これまで電池の大型化

あるいは組み電池（バッテリ）の並列接続により対応をしてきている．バッテリを並列に接続する場合には，制御

系統をそれぞれに付随させる必要があり，質量の増加を招く．また大型の電池においては，電池内部での熱バラン

ス等により電池の性能劣化を誘発する怖れがある．これらの背景から，電池単体（セル）としては中小型のものを

使用し，これを並列接続した上でバッテリに組む手法があるが，比較的容量が大きく低インピーダンスのリチウム

イオン二次電池を並列に接続し，セル間にバランスのずれが生じた際にどのような制御が適切であるかは評価の必

要がある．

今年度は，本検討のためにセルおよびバッテリの製作を実施し，初期性能についての確認を実施した．今後も検

討を継続し，将来の大型衛星におけるバッテリ需要に対応したいと考える．

Ⅱ−2−j−32

ラミネート電池の宇宙環境耐性向上のための検討

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

近年注目をうけているリチウムイオン二次電池においては，更なる軽量化のために外装材としてアルミラミネー

ト材料を使用されつつある．

このような背景を受け，小型衛星への適用性を評価するためにラミネート材料を外装材として使用する蓄電デバ

イスについて，耐宇宙環境性向上のための検討を実施した．

特に大きな問題は，真空化においてセルが膨れ，電池内部での電極と電解液あるいはセパレータとの接触抵抗が

増大することである．これに対して，電池をエポキシあるいはウラレン等の樹脂によりポッティングし，耐環境性

の向上を図ることが可能であることが分かった．現在，低圧環境下において，３ヶ月以上の低軌道を模擬した充放

電試験を完了している．

Ⅱ−2−j−33

電池保管手法の検討

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

惑星間飛行を想定する科学探査機においては，目的地に到達するまでのクルージング中における電池の劣化を低
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減することが必須となる．このことから，電池の保管手法についての検討を進めている．特に，近年開発が進むリ

チウムイオン二次電池について，低温での保管を試みるとともに，保管後セルの充放電試験を実施し，劣化の有無

を確認する作業を実施している．平成１５年度までに，電解液が凍結する温度において電池を低温保管しても大きな

劣化が確認されないことを見出している．今年度は，更に将来想定される「PLANET−C」や「MMO」等の衛星に

おける保管環境を模擬した条件まで検討範囲を広げて評価を実施した，低温保管が電池の劣化抑制に繋がる知見を

得ている．

Ⅱ−2−j−34

大気球への燃料電池適用検討

教 授 山上隆正 助教授 廣 和之 総合技術研究本部 主任研究員 内藤 均

助教授 齋藤芳隆 助教授 曽根理嗣

教 授 田島道夫 技術職員 鵜野将年

大気球においては，電源として，現在，リチウム一次電池を使用する試みがあるが，将来の長期間にわたる運用

等を考えた場合には燃料電池の適用が必要になると考えている．ここでは，高高度において使用する燃料電池の技

術課題の抽出あるいは評価試験等を実施している．

今年度は特に，大気球ミッション用に大気開放下で使用される１００W級燃料電池の評価およびシステム設計を進

めた．この中では，JAXAにより検討を進めている水素／酸素系燃料電池を使用し，外部から加湿を行わず，熱制

御もパッシブにした際の発電性能の確認を含んでいる．

Ⅱ−2−j−35

ソーラー電力セールへの燃料電池適用検討

教 授 川口淳一郎 助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣 助 手 羽生宏人

ソーラー電力セールにおいては，惑星間飛行中の電力需要を削減し，かつ電源系の長期保管を可能とする試みと

して，低温保管が可能な衛星推進薬を使用した燃料電池の研究を進めている．

今年度は，燃料としてモノメチルヒドラジン（MMH）を使用し，酸化剤として酸素を使用した際の発電性能確

認を行い，通常の燃料電池材料がMMH等の衛星推進薬に対して耐食性に問題があることを見出した．本結果につ

いては，衛星推進薬に対して耐腐食性を有する炭素材料の探索を行い，ここで見出された炭素材料を使用した燃料

電池スタックの試作を実施した．また，このような新素材の探索と並行して，燃料および酸化剤の供給方式につい

ても検討を進め，一旦燃料を希薄燃焼させることにより水素を生成してから燃料電池スタックに供給する手法等を

見出している．

Ⅱ−2−j−36

SSPS等への電気二重層キャパシタの適用性検討

教 授 田島道夫 助教授 曽根理嗣

助教授 廣 和之 技術職員 鵜野将年

電気二重層キャパシタについては，従来，蓄電能力に対して質量および体積が大きい問題があった．その一方で

保管特性に優れることから，「はやぶさ」搭載ロボットである「ミネルバ」においては蓄電デバイスとして使用さ

れている．また，宇宙太陽光発電衛星（SSPS）に代表される宇宙機においては，電池では実現が難しい長寿命や

高率放電性能が要求されることが考えられる．

これらの背景を受け，今年度は３０００F級電気二重層キャパシタを入手し，低軌道衛星を模擬した充放電試験を開

始した．
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Ⅱ−2−j−37

超電導コイルを用いた衛星フォーメーションフライトのための共振電流位相制御手法の検討

教 授 齋藤宏文 助 手 坂井真一郎

助教授 橋本樹明 大学院学生 金田良介

２つの衛星を地球周回軌道を所望の相対位置関係を保って飛翔させるフォーメーションフライトは，将来の望遠

鏡ミッションなどへの応用が期待されている手法である．このような場合，相対位置維持のためには低推力とはい

え推力が常時必要となり，特にミッション期間が長い場合には膨大な燃料を必要とする．そこで，超電導磁石の吸

引反発力を利用して２衛星の相対位置を制御する手法を提案している．本年度は，このために必要となる超電導コ

イル間の位相差制御の手法について検討を行った．近地球での地磁場による外乱トルクを低減するためには，それ

ぞれの衛星の超電導コイルは０．０１Hzないし０．１Hz程度の交流駆動されることが望ましい．このような状態でコイ

ル間の吸引反発力を制御するには，その位相差を制御すればよい．この位相差制御を電力的に効率よく行うため

に，インパルス的に電圧印加を行い位相差を制御する駆動方式と回路を提案し，その検討を行った．

Ⅱ−2−j−38

高々度気球を用いた微小重力実験システムにおける，内外殻ギャップセンサの開発

助教授 橋本樹明 助 手 坂井真一郎

助教授 澤井秀次郎 大学院学生 星野慎二

高々度気球からの自由落下を利用し，微小重力実験を実施する計画が進められている．この計画では機体内部は

２重殻構造をなし，内殻は外殻と機械的に切り離されている．この状態で内外殻の距離を保つように外殻をコール

ドガスジェットスラスタにより制御することで，内殻内部に精度の高い無重力環境を実現することができる．本検

討では，この相対位置制御に必要となる内外殻距離計の開発を行った．その原理は，レーザー変位系を４個用い

て，内殻下部に取り付けたられた半球までの距離をそれぞれ測定し，その結果をもとに半球の中心位置を求めると

いうものである．本年度は実際のレーザー変位系を用いた実験システムを構築し，半球の中心位置を測定する実験

を実施し，その測定精度などの検討を行った．

Ⅱ−2−j−39

放射率可変型ラジエータに関する研究

技術職員 太刀川純孝 助 手 大西 晃 大学院学生 山名広章

強磁性材料であるペロブスカイト構造Mn酸化物に多層薄膜を施し，太陽光吸収率（αS）が小さく，かつ全半

球放射率（εH）の温度依存性の優れた新しい放射率可変型ラジエータ（SRD：Smart Radiation Device）の開発を目

的としている．この次世代のラジエータは，機械的な要素と電力を必要としないため，サーマルルーバー等と比較

して，軽量かつ高い信頼性が期待できる．

εHの特性について，強磁性転移温度におけるカット特性と，ΔεHのさらなる向上を目指してバルクに多層薄膜

の考えを導入し，その評価を開始した．αSの特性は多層薄膜について再構成を図ることにより，より小さくなり

性能が向上された．そして，その薄膜に対して紫外線照射による長期寿命試験を開始した．

Ⅱ−2−j−40

高熱伝導性グラファイトシートを用いた自律型吸放熱デバイスに関する研究

助 手 大西 晃 共同研究員 長野方星

ラジエータの高機能化を目指し，高熱伝導性・異方性・フレキシビルのグラファイトシートを活用した自律型吸

放熱デバイス（RTP：Reversible Thermal Panel）の開発を目的としている．RTPはサーマルダブラーと宇宙空間に

面した放熱フィンが一体となった構造で，搭載機器温度に対応して放熱フィンが開閉することでラジエータやアブ

ソーバの機能を有したデバイスである．
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金星探査を目的とした「PLANET−C」に RTPを提案し，構造設計に関する検討を開始した．具体的には，展開

収納動作モデル，保持及び収納方法，ラジエータ部の剛性等の検討を行った．また，展開部の性能を評価するため

に一部グラファイト積層材の試作を行った．

Ⅱ−2−j−41

熱電効果による宇宙用熱制御に関する研究

技術職員 太刀川純孝 助 手 大西 晃

共同研究員 長野方星 大学院学生 上杉剛正

熱電発電を基本に，宇宙用能動型熱制御システムを新たに提案・構築することを目的としている．具体的には，

温度差を利用した熱電発電によって得られた電力で，流体ループの小型ポンプを駆動するものである．つまり，宇

宙機からの電力供給を必要としない，小型，軽量な流体ループシステムの開発を狙っている．

熱電発電材料の開発を始めるにあたり，焼成用電気炉，プレス器等の装置を準備し，材料の試作に取り掛かっ

た．サンプルとして，ペロブスカイト型Mn酸化物を作製するとともに，そのゼーベック係数，比抵抗等を－４０～

８０℃の温度範囲で測定し，評価を始めた．

Ⅱ−2−j−42

宇宙用熱制御（熱防御）材料の高温放射特性に関する研究

助 手 大西 晃 技術職員 太刀川純孝

高温下における試料表面の垂直分光放射率と，光学定数や膜厚の時間的変化など表面状態との関係を同時に明ら

かにすることを目的としている．これまで，分離黒体法による試料表面の垂直分光放射率測定と偏光解析法による

光学定数の同時測定法が可能な装置を構築した．

高温下の試料表面の温度を精度よく決定するために，クリスチャンセン効果を適用した放射温度計を提案し，そ

の評価を開始した．

Ⅱ−2−j−43

発泡ポリイミドフォームによる断熱材に関する研究

助 手 大西 晃 技術職員 太刀川純孝 共同研究員 長野方星

より優れた断熱性能と，そのシステムデザインを検討することを目的としている．現在は耐熱性，耐紫外線性，

耐放射線性，電気絶縁性に優れたポリイミド樹脂を基材にした発泡ポリイミドフォームに着目している．

大気環境下における熱拡散率測定装置を構築し，熱拡散率の密度依存性と温度依存性を測定した．さらに，熱伝

導率を導き，断熱性能の評価を行った．

Ⅱ−2−j−44

熱制御材料の長期紫外線照射による耐性に関する研究

助 手 大西 晃 技術職員 太刀川純孝

熱制御材について，長期紫外線照射による耐性とその劣化特性を明らかにすることを目的としている．

５年，１０年相当の紫外線を加速度的（地球近傍の太陽光の７～１０倍）に照射し，加速度試験の意義とその劣化につ

いて光学的立場から評価を行った．

Ⅱ−2−j−45

簡易型太陽光吸率，全半球放射率測定装置の開発

助 手 大西 晃 共同研究員 長野方星

技術職員 太刀川純孝 大学院学生 山名広章

太陽光吸収率，全半球放射率の測定を行なう可搬型装置として，研究室レベルの性能を有し，かつ，小型・軽量
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で迅速にその場測定が可能なポータブル太陽光吸収率計測システムとポータブル全半球放射率計測システムの開発

を目指している．

太陽光吸収率計測システムは，ツェルニー・ターナ型を基本に測定波長範囲２５０～２６００nmの分光器と積分球か

ら構成される装置を試作した．光源との関係から５００～２１００nmの波長範囲では従来の分光器測定と比較して良く

一致することが確認された．

全半球放射率計測システムは，小型黒体炉光源，積分球，サーモパイル・センサから成る装置を試作し，従来の

カロリメータ法の測定結果と比較して良い一致が得られた．

Ⅱ−2−j−46

ワイヤレス・マルチチャンネル計測システムの開発

技術職員 太刀川純孝 助 手 大西 晃

１円玉サイズに小型送受信機，各種センサ（温度，加速度，画像等）を搭載し，測定個所に貼り付けるだけで情

報を取得することができるワイヤレス・マルチチャンネル計測システムの開発を目的としている．今年度は，主に

温度計測システムの開発を行った．本システムは，センサモジュールとデータ処理を行うベースユニットから構成

され，データは小型送受信機を使ってセンサーモジュールからベースユニットに RF伝送される．１ユニット

で，２分間に１０００チャンネルの計測を目指している．

これまで，ICチップ温度センサの性能評価，小型小受信機の回線検討と，これらの小型化に着手した．そし

て，１センサモジュールに最大２５チャンネルの温度センサが接続可能なシステムを構築し，その性能の評価を行っ

た．

Ⅱ−2−j−47

科学衛星と M−V型ロケット第３段計器部の熱設計

助 手 大西 晃 技術職員 太刀川純孝

科学衛星とM−V型ロケット第３段計器部の熱設計に関する作業状況は，以下の通りである．

・ 「はやぶさ」のフライト温度データの解析の結果，熱設計に対して低めの運用がなされているが，機能的に

は問題ないと判断している．

・ X線天文衛星「ASTRO−EⅡ」はフライトモデルによる熱真空試験，５モードについて行った．その結果，一

部熱数学モデルの修正を行うことにより，許容温度範囲内に維持されることを確認した．フライトの熱解析は

１３ケースについて行い，全ケースにおいて熱設計，ヒータデューティ共に満足していることが確認された．

ヒートパイプは動作試験を行い，その健全性を確認した．

・ 赤外線天文衛星「ASTRO−F」は太陽電池パドル裏面の熱制御材料の変更と評価を行った．FMECAに関す

る報告を行った．フライトモデルによる熱真空試験の準備を一部開始した．

・ 太陽観測衛星「SOLAR−B」は望遠鏡 OTAの熱制御材料の一部変更と，システムとの詳細熱設計について

検証した．

・ 金星惑星探査「PLANET−C」はシステム，サブシステムにおいて熱数学モデルを構築し，高温モードと低

温モードについて解析を行った．未評価のサブシステムを除き，熱設計が成立することを確認した．

・ M−V型ロケット第３段計器部の熱設計は６号機について熱解析を行い，満足する結果が得られた．

Ⅱ−2−j−48

飛翔体テレビ伝送装置の開発

助 手 大西 晃 教 授 山本善一

ロケットの飛翔保安等への活用のため，ロケットのエンジンの燃焼，各段の分離状況等を地上に伝送するための

ロケット搭載用テレビ伝送システムの開発を行っている．

M−V−６号機の搭載システム動作検証を行い，正常であることを確認した．
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Ⅱ−2−j−49

宇宙機のインテリジェント化と地上系のシームレス結合に関する研究

助 手 福島洋介 総合技術研究本部 副主任開発部員 稲場典康

総研本部誘導グループと共同で「宇宙機運用インテリジェント地上系の研究」を行っている．その研究の一部と

して，２００４年度は宇宙機と地上系とのシームレス結合（同一のプログラムモジュールを動作させること）の検討を

行った．

Ⅱ−2−j−50

M−V用慣性航法装置の研究

教 授 中谷一郎 助教授 久保田孝 技術職員 田村 誠

教 授 川口淳一郎 技術職員 斉藤 宏

M−Vに用いる慣性航法装置の各種試験及び解析を行っている．今年度は，ファイバ・オプティカル・ジャイロ，

加速度計，プロセッサからなる慣性航法装置において，６号機フライトに向けたパラメータ実装を行った．また６

号機フライトモデルの解析および性能評価を行った．

Ⅱ−2−j−51

ロケットの姿勢制御法の研究

教 授 中谷一郎 助教授 久保田孝 技術職員 斉藤 宏

教 授 川口淳一郎 助 手 津田雄一 技術職員 田村 誠

教 授 森田泰弘 助 手 森 治

M−Vの姿勢制御系について，制御パラメータ，制御シーケンス，制御則等のミッションに応じた変更，搭載ハー

ドウェアの小型・軽量・低消費電力化，マイクロコンピュータを応用した地上支援装置の設計法，制御系の検討を

進めた．

Ⅱ−2−j−52

MEMS技術を応用した宇宙探査機システムへの応用研究

教 授 二宮敬虔 助教授 橋本樹明 東大生研 藤田博之

教 授 中谷一郎 助教授 久保田孝 東大生研 橋本秀紀

教 授 齋藤宏文 東京電機大学 原島文雄

最新のマイクロエレクトロニクス技術を用いて，超小型・軽量・低消費電力のセンサの研究開発をめざしてい

る．大学の専門家との強い連携を行い，宇宙探査機システムへの応用の検討を進めている．

Ⅱ−2−j−53

高精度月面着陸手法の研究

教 授 中谷一郎 助教授 久保田孝

助教授 橋本樹明 助教授 澤井秀次郎

月面探査のために高精度の着陸手法について検討を行っている．画像を用いて月表面クレータなどの地形情報を

もとに高精度に着陸する手法について検討を行った．また画像情報をもとに表面地形認識を行い，障害物の検出お

よび着陸回避方法について検討を行った．
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Ⅱ−2−j−54

非ホロノミックな宇宙機の姿勢制御の研究

教 授 中谷一郎 助教授 橋本樹明

助教授 久保田孝 大学院学生 下田真吾

微小重力環境で探査を行うロボットの姿勢制御に関する検討を行っている．今年度は，太陽方向や地球リンク姿

勢など制約を受ける姿勢マヌーバ経路について，初期角運動量が存在する場合の２ホイールによる姿勢経路生成手

法及び制御手法について検討した．

Ⅱ−2−j−55

月探査ローバのビジュアルナビゲーションの研究

教 授 中谷一郎 助 手 吉光徹雄

助教授 久保田孝 大学院学生 江尻理帆

カメラ画像に基づいて障害物の認識を行い，移動可能な経路を生成するアルゴリズムについて検討を行ってい

る．さらに認識結果に基づいて移動戦略や観測戦略を行う人工知能に関して研究を進めている．

Ⅱ−2−j−56

知的行動計画に関する研究

教 授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 Lee Serin

行動計画に関する知的な立案方法に関する研究を進めている．反射的に意図された行動を経験から学習し計画す

る手法について検討を進めている．今年度は状況的行為に基づいた近似計画手法について検討した．

Ⅱ−2−j−57

複数探査ロボットの協調に関する研究

教 授 中谷一郎 大学院学生 松尾和芳

助教授 久保田孝 大学院学生 下田真吾

物体の搬送など１台のロボットではできない作業が存在する．そこで，複数のロボットがいかに協調して作業を

達成することができるか，その協調メカニズムを明らかにすることを検討している．今年度は搬送問題を例題とし

て取り上げ，協調の基本原理を抽出した．

Ⅱ−2−j−58

自律型探査ローバの画像に基づく自己位置同定の研究

教 授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 佐藤孝洋

着陸時の画像と着陸後の周囲画像を比較することにより，惑星表面での位置を推定する手法について検討を行っ

ている．今年度は，山頂を特徴として自己位置推定を行う手法を提案し，感度解析を行った．

Ⅱ−2−j−59

自律探査ローバの地形認識に関する研究

教 授 中谷一郎 助教授 久保田孝 大学院学生 佐藤孝洋

カメラ画像に基づいて障害物を検出し回避経路を自動生成する手法について検討を行っている．今年度は濃淡画

像から岩やクレータなどを認識する手法を検討した．
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Ⅱ−2−j−60

惑星探査用多脚ロボットに関する研究

教 授 中谷一郎 大学院学生 豊川貴章 大学院学生 飯塚浩二郎

助教授 久保田孝 大学院学生 下田真吾

惑星探査において，脚型ロボットは不整地における走破性の高さから活躍することが期待されている．そこで，

惑星表面などの複雑な地形において，走行可能な移動メカニズムと移動アルゴリズムの研究を行っている．今年度

は回転型移動歩行手法の検討を行った．

Ⅱ−2−j−61

探査機の位置同定に関する研究

教 授 中谷一郎 助 手 吉光徹雄 大学院学生 肥後さやか

惑星探査において，探査機がどこにいるのかを知ることは必要不可欠である．地球上では，GPS衛星によって

瞬時に自分の位置同定ができる．これに倣って，惑星上の探査機と周回衛星との通信によって，自律的に探査機位

置を同定する手法の研究を行っている．

Ⅱ−2−j−62

小天体探査ロボットのホップ移動に関する研究

教 授 中谷一郎 助 手 吉光徹雄

助教授 久保田孝 東京理科大学 朴澤佐智子

小天体のような重力の小さい惑星において，ホップ移動は有効な手段である．科学的探査のために興味深い場所

に移動することが要求される．そこで２つのトルカを用いて所望の方向にホップ移動できる手法の研究を行ってい

る．

Ⅱ−2−j−63

月面探査ローバシステムの研究

助教授 久保田孝 助 手 吉光徹雄 大阪大学 佐伯和人

教 授 中谷一郎 助 手 岡田達明 研究職員 大竹真紀子

明治大学 黒田洋司 国立天文台 佐々木晶 教 授 加藤 學

中央大学 國井康晴 海洋大学 杉原孝充

月面を無人地質探査する探査ローバのシステムに関する検討を行った．科学ミッションを定義し，その要求に応

じた観測機器検討，観測シナリオ，探査シナリオ，熱解析を行った．

Ⅱ−2−j−64

探査機のビジュアリザーションの研究

助教授 久保田孝 技術職員 田村 誠

探査機の運動や状態を視覚的に表現することは，ミッション設計および探査機の運用に重要である．そこで，コ

ンピュータグラフィックス技術を駆使して，探査機の運動やミッションを視覚化する検討を行っている．

Ⅱ−2−j−65

宇宙における画像処理に関する研究

助教授 久保田孝 東京工業大学 奥富正敏

宇宙探査ミッションが高度化するにつれて，目標天体への自律ランデブ・着陸が要求されており，画像を用いた

航法誘導および画像処理手法が重要となっている．そこで画像を利用した天体の３次元的な形状の復元および画像

に基づく航法誘導・障害物検知について研究を進めている．
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Ⅱ−2−j−66

宇宙における探査機構に関する研究

助教授 久保田孝 豊田工業大学 古谷克司

宇宙探査ミッションが高度化するにつれて，惑星表面および内部の直接探査が要求されており，サンプル採取や

サンプルの研磨・研削などの加工技術，内部探査機構などが必要となっている．そこで，惑星探査において，表面

および内部を調べるための科学観測支援装置について研究を進めている．

Ⅱ−2−j−67

月・惑星探査におけるテレサイエンスシステムに関する研究

助教授 久保田孝 中央大学 國井康晴

月や惑星表面での移動型科学探査の強い要求がある．その際，地球からの遠隔操縦でランダまたはローバにより

科学探査を行うに際して，科学者の操作しやすいテレサイエンスシステムが必要である．そこで，惑星探査用テレ

サイエンスシステムの構築を進めている．

Ⅱ−2−j−68

惑星探査における自律システムに関する研究

助教授 久保田孝 明治大学 黒田洋司

月や惑星表面での移動型科学探査の強い要求がある．その際，地球との通信時間遅れのため，自分で判断して行

動する高い自律機能が探査機に必要となる．自律惑星探査システムの構築を行いたい．

Ⅱ−2−j−69

惑星探査のための自律着陸制御に関する研究

助教授 久保田孝 中央大学 永松弘行

惑星表面での直接科学探査の強い要求がある．そのためには，探査機が安全，確実に着陸することが重要であ

り，岩やクレータなどを回避して自律的に探査機を制御することが必要となる．そこで探査機の自律着陸制御に関

して研究を進めている．

Ⅱ−2−j−70

惑星探査における探査ロボットの知能化に関する研究

助教授 久保田孝 筑波大学 中内 靖

惑星表面での直接科学探査の強い要求がある．時間遅れの大きい天体では，未知環境で自分で判断して行動でき

る知能が必要である．そこで探査ロボットの知能化について研究を進めている．

Ⅱ−2−j−71

自律移動型地中探査ロボットの研究

助教授 久保田孝 教 授 中谷一郎

月・惑星探査において内部探査は科学者からの要求の高いミッションである．そこで内部を掘削しながら探査を

行うロボットの検討を行っている．掘削ロボットの地中推進手法について，推進力の解析とモグラ型実験システム

による実験的検討を行った．

Ⅱ−2−j−72

探査ローバの自己位置同定手法の研究

助教授 久保田孝 助 手 吉光徹雄 明治大学 黒田洋司

月・火星ローバなど惑星表面を移動する探査機は，自己の位置や向きを同定するための機能を備える必要があ
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る．太陽や星の位置，まわりの環境情報や内界センサ情報を用いて，自己の絶対位置を推定する手法を検討した．

Ⅱ−2−j−73

微小重力環境における移動メカニズムの研究

助教授 久保田孝 助 手 吉光徹雄 大学院学生 下田真吾

微小重力下において従来のような車輪型ロボットを用いると，惑星表面の凹凸によりローバと惑星表面との間で

常に接触を保つことができず，確実な移動を保証できない．そこで，摩擦を利用した新しい移動メカニズムを提案

し，実験的検討を進めている．

Ⅱ−2−j−74

重力を考慮した移動方式の研究

助教授 久保田孝 助 手 吉光徹雄 大学院学生 下田真吾

惑星探査において移動探査を行うことが科学的に重要となっている．そこで惑星環境に適した移動方式の検討を

進めている．重力に着目し，その大きさの違いによる移動形態の影響を考察し，重力環境に応じた移動メカニズム

について検討を行った．

Ⅱ−2−j−75

惑星探査における岩石研磨システムに関する研究

助教授 久保田孝 助 手 吉光徹雄

中央大学 國井康晴 特別共同利用研究員 多田興平

月や惑星の地質探査において，表面のサンプルを研削研磨して詳細な観察をすることは科学的に意義が高い．そ

こで，惑星において効率よく研削する方式について検討を行っている．今年度は，超音波岩石研削機における個別

要素法を利用した研削面の状態解析を行った．

Ⅱ−2−j−76

超音波振動技術の宇宙使用の可能性に関する研究

助教授 久保田孝 中央大学 國井康晴 特別共同利用研究員 多田興平

宇宙探査機には，小型・軽量・低消費電力のシステムが要求されている．そこで，新しいアクチュエータとし

て，超音波振動技術を利用したモータの宇宙への応用を検討している．振動試験，温度試験，放射試験を行って，

その性能評価を行ない，問題点の洗い出しを行った．

Ⅱ−2−j−77

移動ステレオ視による小天体のマッピングに関する研究

助教授 久保田孝 大学院学生 飯塚浩二郎

小天体まわりに探査機が停留し，撮像したカメラ情報をもとに小天体の３次元構造を復元するマッピング手法に

ついて検討を行っている．あわせてグラフィカルシミュレータを作成し，さまざまなケースでの３次元シミュレー

ションを進めている．

Ⅱ−2−j−78

月面地形における車輪走行機構に関する研究

助教授 久保田孝 大学院学生 飯塚浩二郎

月面科学探査において，探査ロボットは科学的に興味深い場所に移動し，観たいところを観ることが要求され

る．月表面の砂地において，車輪型移動ロボットの走行機構がどのように影響するかについて検討を行っている．

１８５Ⅱ．研究活動



Ⅱ−2−j−79

マップマッチングに関する研究

助教授 久保田孝 特別共同利用研究員 クラウスメーゼル

惑星表面探査において，自己位置同定および地図生成は必要不可欠な機能である．そこで探査ロボットが作成す

る地図同士を重ね合わせることにより，相対位置推定および広範囲なマップ生成手法について検討を行った．

ｋ．宇宙情報・エネルギー工学研究系

Ⅱ−2−k−1

超小型ロケット搭載用 GPS受信システム

教 授 齋藤宏文 技術職員 鎌田幸男

技術職員 池永敏憲 技術職員 川原康介

クレジットカードの２／３のサイズの超小型車載用 GPS受信機を，ロケット搭載用の測位センサーシステムとして

適応する開発を行っている．すでに，軌道速度に起因するドップラー周波数に対して動作できるような装置改修は

完了しており，「INDEX」に搭載される．これに加えて，打ち上げ衝撃時の連続動作の確認も完了している．ロケッ

トの各段エンジンの着火時の急激な加速度の立ち上がり（ジャーク）に対して，GPSの測位が連続して継続でき

ることの確認を，GPSシミュレーターを用いて確認している．あわせて，ロケット搭載アンテナの配置と，その

アンテナパターンによる可視 GPS衛星状況の検討を行っている．

Ⅱ−2−k−2

太陽発電衛星の研究

教 授 佐々木進 帝京大 松岡秀雄 特別共同利用研究員 横森信博

教 授 高野 忠 麻布大 P.コリンズ 特別共同利用研究員 野神誠一郎

助教授 田中孝治 京 大 川崎繁男 共同研究学生 仁木洋平

助教授 樋口 健 京 大 篠原真毅 共同研究学生 飯田雄介

助教授 小川博之 北 大 石村康生 共同研究学生 奥村 碧

助 手 成尾芳博 東京農業大学 石井忠司

助 手 奥泉信克 静岡大学 山極芳樹

技術職員 橋本保成 特別共同利用研究員 岩佐 稔

太陽発電衛星の基礎技術である大型構造物展開・維持と無線送電について試作研究を行うとともに，近未来に実

施すべき実証実験及び実用型太陽発電衛星のシステム検討を行った．大型構造物展開に関しては，形状記憶合金を

アクチュエーターとして用いた二次元展開及び磁石を用いたラッチ機構について試作試験を行った．大型構造物の

軌道上の姿勢維持については，外乱トルクに対する姿勢変動を計算機シミュレーションによって解析するととも

に，初期展開時の姿勢安定性についても評価を行った．太陽発電衛星の電気的な基本モジュールである発送電一体

型パネルユニットについて電気・機械・熱的な検討を行うとともに，最も重要なマイクロ波回路については，低損

失移相器，高効率増幅器，ミキシング方式によるレトロディレクティブ回路，アレイ化した集積アンテナを試作し

て試験した．太陽発電衛星のシステム検討として，パネル面の温度解析と熱サイクルが姿勢安定に及ぼす影響を解

析した．また実用太陽発電衛星の構成単位（数十トン）を低軌道から静止衛星軌道まで運搬するための軌道間輸送

機についても検討を行った．その他，太陽発電衛星など宇宙電力システムへの応用が期待できる水電解と燃料電池

を組み合わせた水サイクルエネルギーシステムの試作研究も行った．これらの研究活動と平行して，太陽発電衛星

の研究を全国的に推進するための太陽発電衛星研究会の事務局活動を行った．
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