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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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Ⅱ−2−k−3

超高速宇宙浮遊物による薄膜構造物の破壊とその抑制に関する実験

教 授 佐々木進 技術職員 矢守 章 共同研究学生 多田翔一郎

助教授 田中孝治 連携大学院学生 齋藤陽亮 共同研究学生 三浦敦史

今後の宇宙活動では，薄膜太陽電池，反射ミラー，大型アンテナなど，大型で薄膜の構造物が本格的に利用され

ると考えられる．大型の薄膜構造物では宇宙デブリやメテオロイドによる衝撃破壊は不可避であり，その影響を評

価しておく必要がある．宇宙研に設備されているレールガンからの高速飛翔体（１g，４～５km／s，ポリカーボネ

イト）を各材質の薄膜ターゲットに衝突させ，その破壊の形態とイジェクタの性質（成分，拡がり方，二次破壊の

規模）を調べた．プロジェクタイルが薄膜衝突時に破砕する場合は，破砕しない場合に比べて下流側の物体にはる

かに大規模な破壊をもたらすが，衝突時のプロジェクタイル破砕の閾値はターゲットの面密度で決まることを見い

だした．破砕の閾値は，衝突時の運動量の変化に対し，音波がプロジェクタイルを伝搬する時間撃力が働くと仮定

すれば，プロジェクタイルの圧縮強度と概ね一致する．薄膜の破壊の拘束条件への依存については，（１）周辺が非

拘束の場合は薄膜は破断しづらい，（２）周辺が拘束された場合は正方形拘束の場合よりも円形拘束の場合の方が破

壊の規模が大きいこと，が分かった．また薄膜からの衝突プラズマの伝搬について，プラズマプローブ，画像観測，

分光観測により，その流速，密度，温度の計測を試みた．フラグメントや高温ガスなどのイジェクタの拡散状況と

後方構造物への破壊の影響については，画像観測と後方に設置した発泡スチロールによるイジェクタ捕捉により評

価を行った．

Ⅱ−2−k−4

飛翔体アンテナに関する研究

技術職員 鎌田幸男 教 授 高野 忠

技術職員 川原康介 共同研究学生 Arpa Thumvichit

ロケットや人工衛星に搭載する各種アンテナの形式や給電方式を，理論的・実験的に研究している．

半波長ダイポールを反射板に対し，極近接して置いた（通常はλ／４離して置く）形状のアンテナを検討してい

る．同軸線からオフセット給電したλ／４モノポールを作り，その同軸線側にλ／４の金属棒をつけることにより，半

波長ダイポールとした．整合と放射パターン共に優れ，衛星搭載用の超広角放射アンテナとして適することを，実

験と解析で示した．

Ⅱ−2−k−5

深宇宙探査用通信システムの研究

教 授 高野 忠 助教授 山本善一 技術職員 鎌田幸男

教 授 齋藤宏文 助 手 井上浩三郎

助教授 山田隆弘 助 手 戸田知朗

科学衛星の通信回線は，超遠距離で使用したり大量データを伝送する場合，リソースへの制約が厳しくなる．こ

れらに対し，通信方式，搭載機器および地上設備の検討・改良を通して，対処していく．

小惑星をローバにより探査する場合，ローバがすぐ小惑星裏側に行き，探査機あるいは地球局から非可視になっ

て，通信ができなくなってしまう．これに対する解決方法として，アドホック通信方式の検討を行っている．

Ⅱ−2−k−6

衛星無線回線の通信品質の研究

助 手 井上浩三郎 技術職員 山田三男

教 授 高野 忠 共同研究学生 前田 崇

衛星に搭載した受信機は，内之浦等の運用局からの上りリンク電波を受信するだけでなく，種々の干渉電波を受

けたり宇宙環境の影響を受けたりする．宇宙研本部の科学衛星において，各飛翔位置における受信状態を解析する
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研究を，今年度から立上げた．衛星位置は，蓄積されている軌道パラメータから計算し，可視範囲を求める．衛星

受信電力は，AGC情報としてデータベース（シリウス）に蓄積されている．これまでの解析により，レーダによ

る強力な干渉や日照・日陰による受信特性の変化が示された．

Ⅱ−2−k−7

光レーダ及び宇宙機間光通信の研究

教 授 高野 忠 共同研究学生 矢島辰朗 共同研究学生 稲葉 崇

光レーダや光散乱波通信においては，光波散乱によりスペックル現象が発生し，性能が劣化する．今年度はス

ペックルパターンの空間的間隔に対し，照射する面積による寄与と標的械質の粗さによる寄与を，分離して示すこ

とができた．前者はこれまでの理論により，指摘されていたものである．

天体着陸支援用レーザレーダにおいて，今年度は着陸機の姿勢と距離を同時に推定する方式を提案した．シミュ

レーションにより，その有効性を示した．

衛星間光通信やレーザレーダを含む光ワイヤレス通信全般について，現状の分析および所要技術開発の整理を

行った．

Ⅱ−2−k−8

光アンテナの研究

教 授 高野 忠 東京大学 三田吉郎 共同研究学生 宗正 康

助 手 三田 信 東京理科大・工 赤池正巳

光ワイヤレス通信や光レーダへ応用する事を目的として，超小型光アンテナの研究を進めている．MEMS技術

を用いて，フレネルレンズ形アンテナを設計・製作した．実験結果を理論特性と比較したところ，概ね良い一致を

示している．

Ⅱ−2−k−9

宇宙ごみ（スペースデブリ）と流星塵の環境に関する研究

教 授 高野 忠 共同研究学生 相馬央令子 国立天文台 渡部潤一

助教授 吉川 真 共同研究学生 石井健太郎 COE研究員 阿部新助

教 授 藤原 顯 助 手 矢野 創 技術職員 榮樂正光

デブリが宇宙基地等に衝突する際発生するマイクロ波により，デブリ検出するシステムについて，２アンテナを

用いて衝突場所を特定するため基礎的実験を行った．

月面に隕石が衝突する際，マイクロ波放射を検出できる可能性を示した．既に報告されている発光現象と，同時

観測を進める．

Ⅱ−2−k−10

超高速衝突によるマイクロ波放射に関する研究

教 授 高野 忠 技術職員 矢守 章 共同研究学生 大西裕子

教 授 藤原 顯 共同研究学生 相馬央令子

助 手 矢野 創 共同研究学生 石井健太郎

先に，デブリなどの高速物体が金属板に衝突する際，電磁波が放出される現象を見いだした．今年度は種々の金

属標的に，同じ速度で衝突させ実験を行った．データの再現性を確認すると共に，ステンレスとアルミで顕著な差

が観られた．これらの実験事実を基に，電子の熱的な励起と表面からの放射，および衝撃荷重との対応関係を検討

した．
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Ⅱ−2−k−11

岩石破壊によるマイクロ波放射現象と地震探知への応用に関する研究

教 授 高野 忠 共同研究学生 大西裕子 東大・地震研 桑野 修

共同研究学生 相馬央令子 東大・地震研 吉田真吾

共同研究学生 石井健太郎 東大・地震研 中谷正生

去年，静圧力により岩石が破壊される際マイクロ波が検出されたが，今年度はそのデータの解析を進めた．発生

電力量が，破壊直前の圧縮力（岩石により異なる）にほぼ比例することが示された．従ってこの現象が，岩石の破

壊の激しさに関連することが，推定される．

地震で岩石が破壊される際発生するマイクロ波を，人工衛星で受信するシステムの検討を進めた．

Ⅱ−2−k−12

太陽発電衛星用送電アンテナの研究

教 授 高野 忠 共同研究学生 菅原 章 能開大 花山英治

教 授 佐々木進 共同研究学生 橘川雄亮 電通大 上 芳夫

技術職員 鎌田幸男 共同研究学生 磯野泰三 京大・生存圏研 川崎繁男

静止軌道上の太陽発電衛星では，地上受電アンテナの直径を２～３kmと想定すると，直径１kmの送電用アン

テナが必要となる．これを直径１０m級のパラボラアンテナを配列して構成する場合，無給電素子（半波長ダイポー

ル）を装荷することにより開口間隙を埋めることを提案した．

BS受信用パラボラを改造しアンテナを構成し，実験を行った．その結果０．５dBの利得向上を示し，かつ理論特

性とも良い一致を見た．

Ⅱ−2−k−13

宇宙ミッションの研究

教 授 高野 忠 教 授 山下雅道 総合技術研究本部 中島 厚

室蘭工業大 棚次亘弘 筑波宇宙センター 岩田 勉

ロケットや人工衛星あるいは宇宙基地等の応用，すなわち宇宙ミッションについて研究を行っている．ロケット

や人工衛星等の宇宙基礎設備とサービスの関係，研究と開発の進め方，について検討を行った．

去年立ち上げた宇宙ミッション研究会は，改組して航空宇宙学会の１研究会とした．その結果，発表者・出席者

共にやり易くなったと思われる．シンポジウムは２回開いた．

Ⅱ−2−k−14

高分解能な合成開口レーダ画像の統計的性質に関する研究

助 手 福田盛介 共同研究学生 荒川隆浩

特別共同利用研究員 中村聖平

地球観測や惑星探査に有用なセンサである合成開口レーダ（SAR）が供する画像においては，昨今の高分解能化

に伴い，その統計的なふるまいが非ガウシアン的な性質を呈する傾向が強まっている．情報（テクスチャ）と雑音

（スペックル）が乗法的に重畳した空間的な揺らぎの統計を理解することは，種々の SARリモートセンシングの

アプリケーションにおいて重要である．本年度は，航空機搭載 SARを用いた観測実験の機会を得て，非ガウシア

ン性の解析やその偏波依存性を含めたモデル化，スペックル低減フィルタの開発，及び地上検証を行った．

Ⅱ−2−k−15

レーダポーラリメトリの研究

助 手 福田盛介 特別共同利用研究員 中村聖平

送受信に複数の偏波を使用するポーラリメトリック観測機能は，航空機 SARではすでに主流になりつつあり，
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また次世代の衛星 SARでも期待される技術である．各偏波チャネルの位相差や，散乱行列から導出される諸行列

の固有値解析，また素過程モデルの重ね合わせなどにより，撮像対象のマイクロ波に対する散乱プロセスを明らか

にし，ターゲット分類などに応用する試みが盛んである．特に，「ポーラリメトリックな観測により真に多重化さ

れる情報は何か，また得られる物理量は何か」という観点から研究を進めている．

Ⅱ−2−k−16

月・惑星着陸誘導用パルスレーダの対表面水平速度測定に関する研究

助 手 福田盛介 助教授 水野貴秀 技術職員 坂井智彦

月・惑星表面の効率的なその場観測のためには，ピンポイント着陸技術が必須である．そこで用いられる着陸

レーダには，対表面の高度のみならず水平速度成分の測定が求められる．開発中の Cバンドパルスレーダでは，

パルス間の位相回転からドップラを抽出するが，約１５度のビーム幅（周波数とアンテナサイズに起因）がもたらす

ドップラのパルス内位置依存性や，S／Nの低下（パワーの切れ込み）に伴う位相アンビギュイティの発生などの

課題があり，これらを解決して要求精度を達成し得るよう検討を続けている．

Ⅱ−2−k−17

小型ハードディスクの宇宙機搭載に関する検討

助 手 福田盛介 助 手 三田 信 技術職員 坂井智彦

教 授 齋藤宏文 助 手 高島 健

科学衛星におけるデータレコーダの軽量化を見据え，１～２．５インチの小型ハードディスク（HDD）に着目して

いる．その際，真空環境での使用に向けた気密化の検討は避けて通れないものである．電気インターフェースのみ

を外部に引き出す形で，HDD全体をハーメチックシールパッケージする作業を行っており，ランニング試験に供

して，宇宙環境における HDD使用のフィージビリティを確立する．

Ⅱ−2−k−18

次世代 X帯ディジタルトランスポンダの開発

助 手 戸田知朗 教 授 齋藤宏文 教 授 山本善一

測距信号再生技術，ベースバンド部のディジタル信号処理化，民生部品選択による低コスト化を図った小型・軽

量・省電力な深宇宙用次世代 X帯トランスポンダの開発を行ってきた．金星・水星探査機への搭載がプロジェク

トとして承認され，両探査機への搭載に向けた PM開発を開始した．電気 I／F設計，構造設計に着手し，仕様を確

定した．

Ⅱ−2−k−19

電界効果半導体レーザの研究

助 手 戸田知朗

従来と異なる半導体レーザ構造の採用により，新しい機能を半導体レーザに取り込むことができる．そのような

新しいレーザデバイスとして４端子構造の活性領域の電流注入，印加電圧に自由度を持つ電界効果半導体レーザの

試作を行い，また４端子構造用の評価実験系の構築を行った．製作した試験用 LDサンプルを用いて試験系の評価

を実施し，問題なく動作することを確認した．この評価試験系を用いて，試作品の電気特性評価をプロセス条件を

変えながら繰り返した結果，電極作成プロセスの問題と作成依頼した成長結晶材料中の不純物濃度の限界がデバイ

ス特性を阻害している事実が判明した．
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Ⅱ−2−k−20

ミリ波変調光波生成技術への電界効果半導体レーザの応用

助 手 戸田知朗

開発中の電界効果半導体レーザの特性を利用して，ミリ波によって変調された光波の生成が期待できる．これ

は，活性層またはその近傍の電子走行領域に逆バイアス印加による高電界領域が生じるので Gunn効果のような高

電界効果の導入が半導体レーザで可能となることによる．このような電子遷移効果半導体レーザの可能性の解析を

行った．結果として，InP系材料でレーザを構成すると，上記効果が期待できる物理条件がデバイス内に成立する

ことが示された．

Ⅱ−2−k−21

深宇宙通信回線のための低入力レベル対応受信機と Turbo符号復号器の開発

助 手 戸田知朗 教 授 齋藤宏文

標準化された Turbo符号を将来探査機に適用することを目的とする．深宇宙探査，特に木星までを含む探査計画

の実現には必須である符号利得の改善がこれで可能になる．また，次世代 X帯トランスポンダの特長である再生

型測距方式を開発中の受信機の機能として取り込むため，測距系の基板開発を行った．受信機内折り返しのレベル

で測距動作が機能することを確認した．

Ⅱ−2−k−22

磁気圏探査編隊飛行衛星間の通信システムの開発

助 手 戸田知朗 助教授 齋藤義文 助 手 津田雄一

検討段階にある磁気圏探査ミッション SCOPEのための，衛星間および衛星地上局間通信（データ，測距，時刻

同期）システムの実証評価に向けた基礎検討と概念設計を実施した．編隊姿勢維持と科学観測に必要な測距機能と

時刻精度を搭載系として新しく開発する点と限られたリソース（アンテナ，送信出力）による衛星間データ伝送の

高レート維持が設計上の鍵である．

Ⅱ−2−k−23

次期スペース VLBIミッションにおける位相補償法の検討

助 手 朝木義晴 岐阜大学 須藤広志 助 手 村田泰宏

国立天文台 河野祐介 東大天文 土居明宏 招聘職員 望月奈々子

「はるか」に続くスペース VLBI次期ミッションにおいて大気位相揺らぎなど補正して高感度観測 VLBI観測シ

ステムを目指すための位相補償法の検討を行った．位相揺らぎを引き起こす位相雑音源を特定して観測結果に与え

る影響を解析的に評価するとともに，スペース VLBI観測を模擬するソフトウエア・シミュレータの開発を行い，

様々な観測条件における位相補償法の有効性の定量的評価を行った．

Ⅱ−2−k−24

相対 VLBIによる系内天体水メーザ源までの距離測定

助 手 朝木義晴 鹿児島大学 今井 裕 国立天文台 三好 真

国立天文台 出口修至 国立天文台 本間希樹 MPIfR 蜂須賀一也

地球から約２．７kpc離れたM型の晩期型 S Perとその近傍の連続波源をアメリカ国立電波天文台の VLBAの相対

VLBIによるモニター観測を行い，位相補償によって両者間の相対離角を求めた。S Perの水メーザの運動を星周ガ

スの膨張運動、水メーザ・スポットの固有運動、年周視差でモデル化しフィットし，S Perの固有運動と年周視差

を求めた．今年度に全ての観測プログラムが終了し，現在解析を進めている．
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Ⅱ−2−k−25

宇宙回線用高能率通信方式の研究

助教授 山田隆弘

現在コンピュータ・ネットワークなどで使用されている通信方式は，地上の比較的品質の良い回線で使用される

ことを前提として開発されており，宇宙回線のように品質の悪い回線に使用する場合は十分な性能が得られるとは

限らない．本研究では，品質の悪い回線で能率良いデータ伝送が行えるような新たな通信方式の検討を行ってい

る．特に，データの再送制御と誤り訂正機能を組み合わせて用いることにより，データの再送をなるべく行わずに

データの受信側で正しくデータを再現できる方式について検討を行っている．

Ⅱ−2−k−26

宇宙情報システムのアーキテクチュアに関する研究

助教授 山田隆弘 NASA／JPL Peter Shames

人工衛星，惑星着陸機，宇宙ロボットなどで構成される将来の宇宙システムにおいて使用される情報システム

は，地上で使用されている情報システムよりもはるかに複雑なシステムとなる．このような複雑なシステムを効率

よく構築するためには，システム全体の概念や構成を統一的に記述するためのモデルが必要になる．本研究では，

国際標準化機構（ISO）が作成した分散処理システム用のモデルを基礎にしつつも構成の複雑な宇宙システムにも

適用できるようにいくつかの拡張を行い宇宙情報システム用アーキテクチュアの構築を行っている．

Ⅱ−2−k−27

テレメトリ・コマンド伝送用国際標準規格の作成

助教授 山田隆弘

人工衛星のテレメトリ及びコマンドの伝送方式としては，宇宙データシステム諮問委員会（CCSDS）が国際標

準規格として制定した方式が世界的に使用されている．しかし，これらの規格においては，テレメトリ・コマンド

の伝送に特化した規定の仕方がなされており，一般的なネットワーク用の標準規格と組み合わせてこれらの規格を

使用することは考慮されていない．そこで，将来の宇宙システムにおけるネットワーク的な環境においても使用で

きるように，現在の標準規格をさらに一般化した標準規格の作成を行っている．この標準規格は，宇宙データシス

テム諮問委員会（CCSDS）から標準規格として既に発行されており，平成１７年度中に国際標準化機構（ISO）から

も国際標準規格として発行される予定である．

Ⅱ−2−k−28

衛星管制用標準インターフェースの研究

助教授 山田隆弘 NASA／JPL Amalaye Oyake

ESA／ESOC Mario Merri

衛星管制で使用されるデータに関しては，テレメトリ及びコマンドの基本的なデータ構造については国際標準規

格が存在しているが，データの意味内容の規定に関してはプロジェクトが独自に行っており，プロジェクト間の互

換性は確保されていない．本研究では，テレメトリ及びコマンドの意味内容に関する規定も含んだ標準的なイン

ターフェースを確立するための検討を行っている．具体的には，衛星の各サブシステムあるいは搭載機器の動作を

標準的な記述方式で記述し，この記述をコマンドとテレメトリの意味内容に対応させるという方式を採用すること

により，あらゆる種類の衛星に対応できる方式の開発を行っている．

Ⅱ−2−k−29

データ記述用言語の研究

助教授 山田隆弘

人工衛星の運用やデータ処理を行うためには，人工衛星に関する各種のデータを使用する必要がある．これらの
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データの形式は，データ処理システム毎に規定されていることが多く，複数のシステムでデータを共有すること

は，一般的には困難である．しかし，データを標準的な記述形式で表現すれば，複数のシステムでデータを共有す

ることが可能になる．

このような目的のために，Extensible Markup Language（XML）を標準的な記述形式として採用するケースが増え

ているが，現実には XMLの使い方がシステム毎に異なるために，複数のシステムでデータを共有することは未だ

に困難である．本研究では，このような問題を解決するために，XMLの上位の言語としてデータの構造を規定す

るための標準的な言語の開発を行い，データの共有を真に可能にするための検討を行っている．

Ⅱ−2−k−30

小惑星の軌道進化の研究

助教授 吉川 真

太陽系には多数の小惑星が存在しているが，その軌道進化においては様々な特徴がある．特に，力学的な共鳴状

態にあるものや，惑星に頻繁に接近するような軌道にある小惑星については，その軌道が大きく変化する可能性が

あるし，また運動の挙動がカオス的になる場合もある．例えば，「はやぶさ」ミッションのターゲットになってい

る小惑星イトカワでは，カオス的性質の非常に強い軌道運動となっており，長期間に渡って軌道進化を調べること

が難しい．このようなカオス的な性質の強い小惑星の軌道解析や共鳴状態にある小惑星についての研究を進めてい

る．

Ⅱ−2−k−31

流星物質および隕石の軌道進化の研究

助教授 吉川 真

流星群となる流星物質は，彗星から放出された塵が母彗星の軌道に沿って運動している．最近，しし座流星群を

初めとしていくつかの流星群については，流星物質の軌道についての情報がかなり得られるようになってきた．こ

のような流星物質と母彗星との軌道進化の関連について研究を進めている．さらに，隕石のように小惑星が起源と

思われる天体についても，その軌道進化の研究を行っている．

Ⅱ−2−k−32

小惑星の観測的研究

助教授 吉川 真 リサーチアシスタント 黒田大介

小惑星は始原的天体として，太陽系の起源や進化を研究する上で重要な天体である．小惑星の起源は，太陽系誕

生の時に形成された微惑星そのものが残ったものか，ある程度大きな惑星に成長したものが互いの衝突によって破

砕されたものと考えられている．このような起源について知るためには，例えば小惑星表面の組成に非一様性があ

るかどうかを調べることが１つの手がかりとなる．同時に複数のバンドが撮影できる観測装置を使って，小惑星の

変光を観測することを行っている．また，軌道データと合わせたデータベースの作成も検討している．

Ⅱ−2−k−33

相対 VLBIによる軌道決定の研究

助教授 吉川 真 富士通 大西隆史 情報通信研究機構 近藤哲朗

助教授 加藤隆二 情報通信研究機構 関戸 衛

研究員 市川 勉 情報通信研究機構 市川隆一

深宇宙探査機の軌道決定では，レンジとドップラーという観測量を用いることが従来から行われており，これが

軌道決定の基本であるが，より軌道決定精度を向上させたり，また，探査機の運用に自由度を持たせたりするため

には，相対 VLBI観測による軌道決定が有望である．火星探査機「のぞみ」や小惑星探査機「はやぶさ」について，

国内外のアンテナを用いて電波星および探査機を VLBIで観測し，データの相関処理および軌道決定への利用を研
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究している．

Ⅱ−2−k−34

太陽電池パドルと周辺プラズマとの相互作用及び太陽電池パドルの表面電位制御に関する研究

助教授 田中孝治 東工大 小田原修 特別共同利用研究員 横森信博

教 授 佐々木進 特別共同利用研究員 岩佐 稔

大電力宇宙機のための高電圧太陽電池パドル開発の基礎研究として，高電圧太陽電池パドル表面の放電を起こし

にくい電位分布形成と衛星電位が周辺環境から受ける影響を解明するための基礎実験を行った．本年度は，模擬太

陽電池パネルを用い，電極アレーに種々のパターンで電圧を印加した際の電極電流とエミッシブプローブによる電

位計測を行った．

電極アレーに印加する電圧の変化に対応したシースの変化とプローブ電流の変化に関して知見を得た．

Ⅱ−2−k−35

月・惑星探査のための遠隔 SIMSに関する研究

助教授 田中孝治 理科大 金子 聰 共同研究学生 金子 敬

教 授 佐々木進 共同研究学生 石井嵩人

月・惑星探査のための遠隔 SIMSの基礎実験として，氷が存在すると考えられる月の永久影の領域を模擬する低

温ターゲットを用い，種々のイオンビーム条件で計測を行った．本年度は多孔質アルミナに水を含ませ，液体窒素

により極低温にしたターゲットを用い，水の質量スペクトル計測を行った．アルミナターゲットを用いた場合，水

のスペクトル強度変化は一次イオンビームのエネルギーに関して７００V付近でプラトーな領域となることが分かっ

た．

Ⅱ−2−k−36

水サイクル宇宙エネルギーシステムの研究と衛星・探査機太陽衛星用各種太陽電池の評価

助教授 田中孝治 技術職員 橋本保成

教 授 佐々木進 共同研究員 石井忠司

人工衛星や惑星探査機，宇宙基地における太陽光と水を利用した宇宙エネルギーシステムとして，水の電気分解

と燃料電池を組み合わせたシステムの基礎研究を実施した．１つのスタックで水電解と燃料電池の機能を有するリ

バーシブル燃料電池を試作し，±１Gで姿勢を変えられるテストスタンド上に原理モデルシステムを組み上げて，

姿勢を種々変化させて性能試験を行った．水電解モード，燃料電池モードともに宇宙の微小重力環境でも正常に運

転できることを示唆する結果が得られた．また，木星などの深宇宙探査を可能とするソーラーセールに太陽電池に

よる発電機能を付加した電力セールへの応用が可能となる薄膜太陽電池の検討を行った．

Ⅱ−2−k−37

薄膜太陽電池の耐放射線性の評価

助教授 田中孝治 総合技術研究本部 今泉 充 総合技術研究本部 島崎一紀

教 授 川口淳一郎 総合技術研究本部 川北史郎 総合技術研究本部 岐部公一

教 授 佐々木進 総合技術研究本部 住田泰史

ソーラーセールに太陽電池による発電機能を付加した電力セールや超大型の発電システムを有する太陽発電衛星

への応用が可能と考えられる薄膜太陽電池に関して，放射線照射試験を実施した．試験を行ったセルは，GSE社

製 CIGSセル（SUS薄膜基板），ITFT社製アモルファスシリコンセル（ポリイミド膜基板）である．従来の単結晶

シリコンセルと比較して良好な結果が得られた．また，異なる温度に関して，太陽電池特性回復に関するアニール

効果を確認した．
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Ⅱ−2−k−38

内之浦宇宙空間観測所の VLBIシステムの整備および試験観測

助教授 加藤隆二 研究員 市川 勉 情報通信研究機構 関戸 衛

助教授 吉川 真 招聘研究員 望月奈々子 情報通信研究機構 市川隆一

助 手 村田泰宏 富士通 大西隆史 情報通信研究機構 近藤哲朗

臼田６４m局は既に VLBI局として整備され，NICT（情報通信研究機構）局との間で VLBI観測を行ってきた．今

回，深宇宙探査機のバックアップ追跡運用局である内之浦３４m局を VLBI局として整備した．７月には臼田局，

NICT鹿嶋１１m局も参加して，電波源を用いた試験観測を行い，内之浦３４mの VLBIシステムが正常動作すること

を確認し，さらに「はやぶさ」を用いた試験観測を行い，内之浦３４m局と臼田６４m局との間で，干渉縞を観測し

た．これにより，JAXAの惑星探査機の追跡局間で，初めての惑星探査機の VLBI観測が確認出来た．

さらに１１月には，NICT，国土地理院と共同で内之浦３４m局の基準点位置を求める測地 VLBI実験を行い，約１cm

の精度で，局位置が測定出来た．
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