
５．平成１６年度委員会評価結果
概 要

宇宙科学研究本部では，年度の研究実績の評価をより透明性をもって実施するために，全国の宇宙科学研究者の

代表が参加する研究委員会による「委員会評価」を実施している．

宇宙科学プログラムの年度評価は大きく二つに分けられる．

（Ａ）研究者の自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学研究（研究系の所掌）

（Ｂ）衛星等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進

（Ｂ）に関しては「年一回の委員会評価をすること」が中期計画に記載されている．ここで，「委員会」とは，そ

れぞれのプロジェクトの性格により，宇宙理学委員会，宇宙工学委員会，宇宙環境利用科学委員会，のいずれかで

ある．

それぞれの委員会で，平成１６年度の実績について各プロジェクトより成果報告を受けて，評価を行った．

以下に各プロジェクトの成果報告及び委員会での評価結果を記載する．

ａ．宇宙理学委員会（平成１７年３月１４日開催）

評価を行ったプロジェクト一覧

・あけぼの，ジオテイル，はるか，のぞみ（宇宙空間にあり運用中のもの）

・ASTRO−E２, ASTRO−F, LUNAR−A, SELENE, SOLAR−B, PLANET−C, BepiColombo（打ち上げを目指し開発中のも

の）

「あけぼの」プロジェクト

プロジェクトの概要：

「あけぼの（EXOS−D）」は，１９８９年の打ち上げ以来，順調に科学観測を続けている．電磁場・波動・プラズマ・

放射線帯粒子などのデータを取得する９種の観測機器を搭載し，オーロラ現象等に関連する地球電離圏・磁気圏の

観測および放射線帯の観測を行っている．

運用状況の概要：

・ 打ち上げ後１６年間，放射線量の多い領域を周回しているにもかかわらず，科学データ取得の上で支障のある

不具合は無い．カナダで製作されたイオン組成計測器を搭載する等，国際協力を積極的に行っている．

・ 現在は内之浦宇宙空間観測所（USC）と ESRANGE（スウェーデン）の２局で定常データ受信を行っている．

「あけぼの」衛星は USCにて運用・追跡・データ取得を行っている．平成１６年は日曜を除く毎日，１～

２パスの運用を行った．２００４年１月から１２月までの実績は総計４６３パスであった．（１パスの時間は季節に

よって変わり，２０分～１時間１０分の間である．）

スウェーデン宇宙公社と協力し，特にオーロラに関連した極域におけるデータを取得する目的として，エ

スレンジ局でのデータ取得を行った．２００４年１月から１２月までの実績は総計４６３パス（国内局と同数）で

あった．取得したデータは CD−ROMに保存して宇宙科学研究本部に送付し，SIRIUS（テレメデータの

データベース）に格納した．

・ 科学データベースを利用するためのプラットホームの環境整備と維持，これを利用した国内外の研究者との
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協力による極域電離圏・磁気圏および放射線帯の研究を進めた．「あけぼの」のデータの一部は，DARTS

データベースによって国内外の研究者に提供されている．平成１６年度には，主に以下のような科学的成果を

得ている．

カルガリー大学，コロラド大との共同研究により，極域からのイオンの流出を担う主たるメカニズムに

ついての理解が進んだ．

東北大学を中心とする研究グループにより，オーロラ粒子加速に関連する沿磁力線電流と電磁流体波の

関連についての理解が進んだ．

金沢大を中心とする研究グループにより，プラズマ中における電界アンテナの特性についての理解が進

んだ．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分達成したものと評価される．

１６年以上にわたり，順調に科学観測を続けており，成果も出し続けている．また，太陽活動の１周期を超える放

射線帯などの変動データは世界的にも価値が高い．

「ジオテイル」プロジェクト

プロジェクトの概要：

１９９２年７月に打ち上げられたジオテイル衛星は，日米共同プロジェクトとして進められており，衛星搭載の磁

場，電場，プラズマ，波動，高エネルギー計測装置を用いて地球磁気圏周辺の宇宙空間で発生するプラズマ現象の

観測研究を行っている．

運用状況と成果の概要：

打ち上げ後１２年８ヶ月になる現在も衛星の状態は良好であり，７つの搭載科学観測機器は順調に観測を続けてい

る．これまで幾多の成果をあげ，宇宙プラズマ物理学の研究進展に大きく貢献したことは世界的に高く評価されて

いる．さらに最近では，宇宙天気予報等の観点から，ジオテイル衛星の観測は多衛星による国際共同観測の中で重

要な位置を占めている．

平成１６年度には，磁気圏尾部領域をはじめとする地球周辺の宇宙空間に発生するプラズマ現象の解明を目指し，

国際協力による磁気圏多点観測網の中で役割を果たす為，以下のジオテイル衛星の運用を行った．

・ 米国 NASAとの協力関係の下に，国内局，米国 DSN局にて衛星運用・追跡管制，データ取得を行った．

（２００４年１月から１２月までの DSN局での年間受信実績は１１７０トラック）

・ 米国 NASA／GSFCとデータ交換を行い，日米双方で取得されたデータを共有した．

・ ２００４年に取得された新規データについて較正作業が進行中であり，NASA／GSFCにて国際標準フォーマット

（CDF方式）に変換され，近日中にデータ公開する予定である．

・ 米国，欧州とともに地球磁気圏の国際共同観測を行なった．

・ ２００３年度中に衛星の推進系に僅かに残っていた燃料を完全に放出するオペレーションを終了していた．これ

により，２００４年５月に発生した衛星の長時間（２００分超）日陰を無事に乗り切ることができた．

・ ジオテイル衛星による観測は太陽活動度の１周期を越え，磁気圏の巨視的な構造が太陽活動度によってどの

ように変化するか議論できるようになりつつある．

以上のように，平成１６年度はジオテイル衛星の運用・データ処理は順調に行われ，着実に科学的な成果をあげて

いる．

２６７Ⅱ．研究活動



（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分達成したものと評価される．

１２年以上の期間にわたり観測を行ってきており，宇宙プラズマ物理学の研究進展に大きく貢献した事は世界的に

高く評価されている．また，宇宙天気予報の前進にも大きな貢献をしている．

「はるか」プロジェクト

プロジェクトの概要：

科学衛星「はるか」は１９９７年２月に工学実験衛星として打ち上げられ，スペース VLBIをおこなう基礎実験をお

こなった．同年より，鹿児島からの運用，世界の５局のトラッキング局による追尾，世界の多くの電波望遠鏡と３

局の相関処理センターとの協力の下に，スペース VLBI観測をおこなってきた．NASAとの５年間の協力契約によ

り２００２年まで公開観測を実施し，超高空間分解能電波観測を実現，活動的銀河核でのジェット現象解明などの成果

をあげてきた．２００３年からは，臼田トラッキング局と世界の数観測局とによるサーベイ観測に移行して，活動的銀

河核の統計的研究を続行してきた．

運用状況の概要：

・ 「はるか」は，１９９７年の２月に打ち上げられ，現在８年を経過し，９年目の運用に入っている．

・ しかしながら，２００３年１０月以降，リアクションホイールの故障により３軸姿勢制御が不能となり，天文学観

測が現在できない状況にある．

・ 衛星は，フリースピン状態にあり，太陽電池に太陽光が当った時にだけ衛星電源が入り，衛星追跡ができる

ようになっている．

・ この間，温度上昇によりリアクションホイールが故障から復帰する可能性があるという見通しに立って機会

を待ち，２００４年７月，リアクションホイールの昇温には成功したものの，故障回復にはいたらなかった．取

得データ等から故障の状況を再検討した結果，８月時点で，故障から復帰する見通しは低いとの結論を得

た．

・ ２００４年９月より，週１回の運用に切り替えて，軌道および姿勢モニタを継続している．運用終了の手続きを

開始したい．

（特記事項）２００４年１１月に「はるか」を用い，「ASTRO−E２」衛星打上げ支援のためサンチャゴ局コマンド適合

性試験を実施した．

プロジェクトの成果：

・ ２００３年１０月までに，のべ７００あまりの公募観測及びサーベイ観測を行った．このうち公募観測については観

測公募５回，約４５０の観測を実施することができた．

・ 公募観測で取得したデータについては，一般研究者にオンライン公開すべく，データアーカイブ作成の作業

を開始した．

・ 「はるか」は，特に比較的低周波数側でよく見える AGN（活動銀河核）のジェットで最高解像度の画像を

得ることに成功，まっすぐに伸びていると思われていたジェットの内部構造がより複雑な構造であることを

示すとともに，４年にわたるモニタ観測から，ジェットやジェットの吹き溜まりの動きを視覚的にとらえる

ことに成功した．また，ジェットの影を通して，AGNの周りにあるプラズマトーラスの電子密度などの物

理状態を明らかにした．さらに，サーベイ観測などにより多くの高輝度温度天体を確認した．

・ 将来のスペース VLBI計画を進める上で必要となる位相伝送，柔軟構造物の姿勢制御，展開アンテナ，軌道

決定などの工学的な技術を確認した．さらに，世界初のスペース VLBIミッションとして，複雑な国際協力
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でのミッションの運用方法を確立した．

サイエンス面でも次期 VLBI衛星計画を進める上での重要な観測結果を得ることができた．

（宇宙理学委員会における評価）

「はるか」は１９９７年２月に工学実験衛星として打ち上げられて以来，スペース VLBIを行うための基礎実験を積

みかさね，またスペース VLBI観測を実施して大きな科学的成果も生んでおり，高い評価を得ているところであ

る．科学観測の実施という平成１６年度の年度目標は達成できなかったが，所期のミッション期間がとうに過ぎてお

り，やむを得ないことであった．

なお，宇宙理学委員会として「はるか」衛星の運用終了手続きにはいることを了承した．

「のぞみ」プロジェクト

プロジェクトの概要：

「のぞみ」は，１９９８年７月に打ち上げられた日本初の火星探査機である．火星近傍から火星上層大気および太陽

風との相互作用という理学研究と，惑星探査に必要な工学的研究の両面を持つ．国際協力として，米国，カナダ，

スウェーデン，ドイツの観測装置を搭載，フランスとも協力している．また，ヨーロッパ宇宙機関（ESA）の火星

探査機「マーズエクスプレス」との共同研究も計画してきた．２００３年１２月に火星に接近したが，火星への途上で発

生した不具合のため，火星周回軌道にのせるために必要な装置を働かす事ができず，火星軌道への投入を断念し

た．

平成１６年度の活動状況：

平成１６年度には，主として，前年度末からの不具合原因究明作業を継続するとともに，それまでに取得した科学

データの解析作業を実施した．

・ 「のぞみ」の不具合箇所の原因究明を行い，最終結果を宇宙開発委員会に報告し了承された．また，事故究

明の結果を JAXAに展開し，他の科学衛星及び応用衛星の総点検に反映した．

・ ヨーロッパ宇宙機関（ESA）の火星探査機「マーズエクスプレス」との共同研究を行った．

・ 「のぞみ」のデータ解析並びにアーカイブの保守を行った．

・ 「のぞみ」後の火星観測に関する検討会を行った．

・ ロシアで計画中の Phobos Soilへの観測機器搭載提案を行った．

プロジェクトの成果：

・ 地球プラズマ圏の世界初の撮像

・ LISM（Local Interstellar Medium）の観測

・ ミッション解析技術の向上

・ 精密軌道決定技術の取得

・ 軌道計画技術の向上

・ 自律化技術の習得

・ 超遠距離通信の実証

・ 地上支援ソフト（計画立案，運用支援）の充実

（宇宙理学委員会における評価）

１）不具合の原因究明，２）科学活動・国際協力，の二点に着目して評価を行い，その目標達成を確認した．な

お，宇宙理学委員会として，これをもって「のぞみ」プロジェクトを終了することを確認した．
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火星軌道投入を断念せざるを得なかったことはまことに遺憾であるが，打ち上げ後の地球周回および惑星間軌道

にいたときに得られた科学成果はそれなりの評価に値する．また，工学上の成果として，ミッション解析，軌道計

画，精密軌道決定，自律化技術，超遠距離通信，搭載機器軽量化，運用支援ソフト等において将来の深宇宙ミッショ

ンに繋がる成果が得られている．

「Astro−E２」プロジェクト

プロジェクトの概要：

動的な視点から宇宙の構造形成やブラックホール周辺現象の理解を目指して，世界最高（「あすか」衛星の１０倍

以上）の超高分解能 X線分光と高感度広帯域 X線分光を実現する科学衛星「Astro−E２」の飛翔モデルの開発を行

う．打上げ後は，国際公募観測等による観測を進める．

年次計画：

平成１３－１６年度：衛星製作

平成１６年度 ：総合試験

平成１７年度 ：打ち上げ，試験観測，国際公募観測

平成１８－１９年度：国際公募観測

以上の年次計画に基づき，平成１６年度には以下の作業を行った．

１．総合試験の実施

平成１６年度冬期打上げを目して，総合試験を４月より実施，１２月には終了し，衛星は打ち上げ可能状態となっ

た．しかし，諸般の事情により，打ち上げが平成１７年度早期に変更されたため，総合試験終了後は衛星保管の作業

を行った．

２．M−V−６号機とのインターフェース調整と確認

頭胴部仮組（ロケット三段目及びノーズフェアリングとの機械的インターフェース試験及び調整），ロケット三

段目計測部との電気的インターフェース試験，ロケット第二組オペレーションでのノーズフェアリングアクセス性

確認及び運用性総合試験を実施した．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分に達成したものと評価される．

「ASTRO−F」プロジェクト

プロジェクトの概要：

「ASTRO−F」は，超流動液体ヘリウムと機械式冷凍機により冷却した口径７０cmの望遠鏡を用いて赤外線天体の

サーベイを行い，銀河，及び星・惑星系の形成と進化の過程を解明することを目的とする衛星である．「ASTRO−

F」による天体のデータは，チーム内での研究に使用された後，赤外線天体カタログとして，世界の研究者に公開

される．

「ASTRO−F」は，２００３年春に冷却望遠鏡を接着支持している部分に不具合が発見され，打上げの延期，総合試

験の中断に至った．この不具合の改修は平成１６年度中に完了し，総合試験が再開された．現在，平成１７年度冬期の

打上げを目指して総合試験を進めている．
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年次計画：

衛星試作：平成９－１０年度

衛星製作：平成１１－１５年度

総合試験：平成１５－１７年度

打上げ ：平成１７年度

以上の年次計画に基づき，平成１６年度は，以下の開発を行った．

・ 「ASTRO−F」の飛翔モデルの開発

１．改修後の望遠鏡の性能／強度の検証

打上げ環境に耐える強度と，仕様を満たす面精度を有することが検証された．

２．観測系の組立て完成

３．システム試験（総合試験）の再開

M−V−８号機

M−V−８号機の製作を継続し，各段ノズルのシステム試験，及び各段の仮組み，搭載機器の単体試験を実施

した．

・ 赤外線カタログ製作に向けた準備

観測計画の策定作業を継続すると共に，韓国，ESA，及び欧州の協力機関と共同して，サーベイデータの標

準解析ソフトウェア（パイプライン）の開発を行った．また，ESAと共同で，望遠鏡指向方向の決定ソフト

ウェア開発を進めた．

・ 総点検作業の実施

平成１６年９月より１１月まで総点検作業を行い，追加検討項目約３０点が指摘された．これらは平成１６年度末ま

でに終了予定である．

以上により，平成１７年度には総合試験を完了し，M−V−８号機により打ち上げ，観測を開始する見通しが立った．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分に達成したものと評価される．

「LUNAR−A」プロジェクト

プロジェクトの概要：

ペネトレータという新しい手段を用いて月面に月震計，熱流量計などの計測装置を設置し，月の内部構造を探る

宇宙探査機「LUNAR−A」の飛翔モデルの開発と観測を行う．これにより，月の起源と進化に密接に関連した月の

地震学的構造，熱的構造を理解するための情報が得られるほか，将来の月・惑星探査に貢献するペネトレータ技術

を実証する．

本プロジェクトでは，月面貫入時の１万 Gを超す衝撃に耐え得るペネトレータの開発等で困難に逢着しており，

平成１６年度にはこの課題を突破する技術開発を中心とする開発計画を立てていた．

年次計画：

衛星試作：平成４－５年度

衛星製作：平成６－１０年度

総合試験：平成１１年度，平成１５年度
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打上げ ：平成１６年度

以上の年度計画に基づき，平成１６年度には，以下の項目を実施した．

・ ペネトレータ飛翔モデルの製作・試験，及び母船の打上げ前の総合試験の実施

平成１５年度から実施してきた「LUNAR−A」総点検の結果，ペネトレータの技術開発について課題があるこ

とが判明した．その結果，これまでの技術的判断及びプロジェクト運営に関する総括を行った上で，JAXAと

して計画を見直し，今後の対応策を立案することとした．

・ M−V−２号機の整備等の実施

適正な保管のための整備を行った．

・ 進捗状況に関する委員会評価の年一回実施

「LUNAR−A」計画について，プロジェクトマネジメントを含む包括的な評価を行う事を目的とした「LU-

NAR−A計画検討委員会」が設置された．委員は，JAXA外及び JAXA内他本部の有識者から構成され，開発

上の技術的問題，コスト，スケジュールを含むマネジメント上の内容が評価され，有意義な助言を得た．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の年度計画は抜本的に見直しが余儀なくなっており，当初の年度計画に沿った事業は実施されるにい

たらなかった．

「SELENE」プロジェクト

プロジェクトの概要：

月の元素・鉱物組成，地形・表層構造，環境，重力分布を月全域にわたり観測し，月の起源と進化の解明を目指

す．また，取得した観測データは，「SELENE」以降の月探査計画の検討，月利用可能性の調査にも活用する．あ

わせて，月探査を体系的，継続的に進める上で必要となる基盤技術の開発を行う．

年次計画：

平成１５年度：PFM製作，衛星システム噛合せ試験，単体環境試験（一部）

地上設備整備（追跡管制及びミッションデータ受信・処理・解析・公開系）

平成１６年度：PFM単体環境試験，PFMシステムインテグレーション試験

地上設備整備，プロジェクト点検

平成１７年度：衛星システム PFM試験，適合性試験，ロケット製作，地上系総合試験，

プロジェクト点検での反映処理

平成１８年度：衛星システム PFM試験，ロケット製作，射場整備作業，打上げ，衛星運用，

データ処理・解析，プロジェクト点検での反映処理

平成１９年度：衛星運用，データ処理・解析・公開，射点系設備後処置

（平成１７年度以降の計画は，中期計画見直しのため，変更の可能性がある．）

上記の年次計画に基づき，平成１６年度には，以下の作業を行った．

１．人工衛星の開発

・ PFM単体環境試験

単体環境試験の一部は，衛星システム PFM試験の途中で実施．

・ PFMインテグレーション
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バス機器及び観測機器を，順次組み付け中．

２．地上設備整備

・ 追跡管制ソフトウェアの設計・製作

・ ミッションデータ受信・処理・解析・公開系の設計・製作

３．プロジェクト点検

・ 「みどり２」運用異常の原因究明や，これまでに実施された JAXA衛星の総点検の成果を踏まえ，「SE-

LENE」計画の信頼性向上を図るため「SELENE」衛星システム，バス機器，観測機器，及び地上システ

ムに対する点検を実施している．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分に達成したものと評価される．

「SOLAR−B」プロジェクト

プロジェクトの概要：

可視光望遠鏡，X線望遠鏡及び極端紫外線撮像分光装置を組み合わせて，太陽大気の構造とダイナミックな磁気

活動，磁気リコネクション過程，コロナの成因，ダイナモ機構などの宇宙プラズマ物理学の基本的諸問題を解明す

る．日・米（NASA）・英（PPARC）が３つの望遠鏡の製作を分担，欧州（ESA）も極域ダウンリンク局を提供し

て衛星運用に参加する．

年次計画：

平成１１年度 ：開発研究

平成１２－１３年度：衛星試作

平成１４－１７年度：衛星製作

平成１７－１８年度：総合試験，打上げ

平成１６年度の事業計画：

・ 衛星開発 「衛星のフライトモデルを製作する」

・ ロケット製作 「M−V−７号機に関する調整を行う」

・ 観測事業 「観測事業に向けた準備作業を行う」

以上の年次計画に基づき，平成１６年度には，以下の作業を行った．

１．衛星開発

・ 衛星フライトモデルの製作を進めるとともに，各種搭載機器の単体性能を評価し，おおむね良好な結果を得

た．特に主力観測装置であり日本側開発担当の可視光磁場望遠鏡に関しては太陽磁場の最小単位である磁気

チューブを分解して観測できる解像力の実現の見通しを得ることができた．

・ 国際協力で製作した搭載観測機器の結合試験を実施するとともに，姿勢軌道制御系サブシステム試験を実施

し，良好な結果を得た．また，全ての搭載機器を集合し，衛星システムの第一次噛み合わせ試験を遂行し，

発覚した不具合については全て対策を打つことができた．

２．ロケット製作

・ M−V−７号機の製作を開始した．

３．観測事業

・ 「ようこう」衛星で用いた衛星運用，データ解析システムの保守・点検を進めており，「SOLAR－B」衛星
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向けに改修する準備を進めた．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分に達成したものと評価される．

金星探査プロジェクト「PLANET−C」

プロジェクトの概要：

金星の雲の下に隠された気象現象を，最新の赤外線観測技術により金星周回軌道から観測する．これにより，地

球気象学の常識を超えた高速の大気循環「超回転」を始めとする金星大気力学のメカニズムを解明し，地球気候変

動理解の鍵となる惑星気象学の確立に資する．

年次計画：

平成１４－１５年度：基礎開発研究

平成１６－１８年度：衛星試作

平成１８－２０年度：衛星製作・総合試験

平成２０年度 ：打上げ

以上の年次計画に基づき，平成１６年度には，以下の開発を行った．

・ 探査機システムの開発

M−Vロケットで打ち上げ可能な重量４８０kgの金星探査機の構造・熱設計を行った．

・ サブシステムの仕様検討及びインターフェースの調整

既存の衛星サブシステムと異なるものについて仕様検討を行い，その結果を ICDとして集約し，インター

フェースの調整を行った．

・ 観測装置の開発

５種類のカメラについて構造・熱設計を進め，性能を確認した．また画像データ処理装置についても集積回

路を採用して設計を進めた．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分に達成したものと評価される．

水星探査プロジェクト「BepiColombo」

プロジェクトの概要：

欧州宇宙機関（ESA）との国際協力により，水星の磁場，磁気圏，内部，表層の多岐にわたる水星の謎の解明を

行う．MPO（Mercury Planetary Orbiter）とMMO（Mercury Magnetospheric Orbiter）の２つの周回衛星から構成され

る．JAXAはMMOの衛星システムと国際公募により選定されるMMO／MPOの観測装置を担当する．

年次計画：

平成１５年度 ：基礎研究フェーズ

平成１６年度 ：研究フェーズ（国際観測機器公募，内惑星熱真空環境シミュレータ製作）

平成１７－１８年度：衛星試作，熱構造モデル製作
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平成１９－２０年度：熱構造モデル試験，衛星製作

平成２１年度 ：衛星製作，総合試験

平成２２年度 ：総合試験，母船総合試験（ESTEC）

平成２３年度 ：母船総合試験（ESTEC）

平成２４年度 ：射場作業，打上げ

以上の年次計画に基づき，平成１６年度には，次の活動を行った．

１．ESA共同による観測装置選定の実施

・ MMO探査機の観測装置国際公募を平成１６年４月から７月にかけて行い，国際評価委員会により平成１６年１１

月に５つの観測機器開発チームを選定した．

・ ESA側でも，平成１６年１１月にMPO探査機に搭載する１１の観測機器開発チームを選定した．

・ 平成１７年３月７日には，日欧の機器担当者によるMMOサイエンスワーキンググループ会合を開催した．

２．システム／サブシステム／観測機器検討

・ 平成１７年度からの探査機予備設計開始へ向け，MMO探査機の詳細仕様検討などのシステム検討を行った．

・ ESA担当のMPO探査機と JAXA担当のMMO探査機間の機械的，熱的，電気的なインターフェースの検討

を行うとともに，ESA−JAXA間インターフェースに使用する基本文書の作成を行った．

・ 機械，熱，電気，通信機器，推進系，データ処理系等サブシステムの検討を行った．

・ 平成１７年３月８－９日には，探査機予備設計移行前審査を実施した．

３．内惑星熱真空環境シミュレータ

・ 地球に比べて１１倍に達する太陽光に耐える熱設計検証に資する内惑星熱真空環境シミュレータを製作してお

り，１７年度からの稼動を予定している．

４．ESA−JAXA間合意文書の締結

・ １１月に ESAとの間で，合意文書（LOA）を締結した．

（宇宙理学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分に達成したものと評価される．

ｂ．宇宙工学委員会（平成１７年３月３１日実施）

評価を行った項目一覧

・はやぶさ（宇宙空間にあり運用中のもの）

・INDEX（打ち上げを目指し開発中のもの）

・小型飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクト

・さらに将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先端研究

「はやぶさ」プロジェクト

プロジェクトの概要：

将来の本格的なサンプルリターン型探査に必須となる重要な工学技術要素を開発し，工学実験ミッションとして

これらを実証する．具体的には，１）イオンエンジンを主たる推進機関とする惑星間の航行，２）光学情報を用い

た自律的な航法と誘導技術，３）微小重量環境下における小天体表面試料の採取技術，４）サンプルを封入したカ
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プセルを惑星間軌道から直接に地球大気圏に突入させ地上回収すること，の４大技術を開発・実証する．２００３年５

月に打ち上げられており，２００４年５月に地球スウィングバイに成功した．

運用状況の概要：

・ 「はやぶさ」は，２００３年５月の打ち上げ以来，順調に飛行を継続している．搭載されたイオンエンジンの動

作もほぼ計画通りで，２００４年１２月に，２０，０００台・時間の運転を達成した．

・ ２００３年１１月に生じた史上最大規模の太陽フレアにより，太陽電池の出力が若干低下し，イオンエンジンの出

力を絞って運用せざるをえなくなっている．そのため，２００４年７月に，小惑星「イトカワ」への到着を２００５

年８月末から９月上旬の時期へと延期する決定を行った．予定していた科学観測期間を確保すべく，小惑星

離脱時期を１２月はじめに延期して，滞在期間長を３ヶ月としている．

・ 「はやぶさ」打ち上げから現在にいたるまで燃料消費量はごく少量にとどまっており，予想された探査機質

量よりも重い状態で飛行している．このためイオンエンジンによる加速度が小さくなり，これが到着を遅ら

せる間接的な要因ともなっている．

・ ２００５年２月半ばには，太陽から１．７AUの遠日点を無事通過し，太陽電池発生電力は改善の方向に向かって

いる．

・ 科学観測に関する NASA選抜科学者との合同協議が２００４年１０月に開催され，運用エリア，ソフトウェア，

ハードウェア，研究課題の確認と調整，さらにデータポリシーやデータ変換に関わる具体的な調整が行われ

た．

NASAとのMOUにしたがい，深宇宙局網（DSN）による，追跡および軌道決定支援が行われている．

プロジェクトの成果：

・ ２００４年５月の地球スウィングバイ時には，「はやぶさ」に搭載された科学観測機器が全て健全な状態である

ことが確認された．

・ 巡航中のコマンド指令日には，各種の天体を用いて，X線，赤外線のスペクトル観測と解析を実施，２００４年

夏の COSPARアセンブリにて成果が報告された．

・ 「はやぶさ」に搭載されたマイクロ波駆動の新型イオンエンジンの動作も順調で，幅広い流量域でのイオン

エンジン性能が確認された．この成果に対し，日本航空宇宙学会より，技術賞が授与された．

今後の計画：

・ 地球からの距離は２００５年５月下旬に最長となり，通信系運用上もっとも困難な時期を迎えるが，ビーコン

モードによる自律判断運用を行うこととしている．

・ ２００５年の５月に，小惑星観測フェーズでのデータ処理体制を確認する合同会議を開催し，日米合同の観測

データ処理の実施に向けて協議する．

・ ２００５年３月における「はやぶさ」の，イトカワとの相対距離は，すでに１００万 km以下であり，すでにラン

デブーフェーズが開始されている．

・ 合明けの，２００５年８月上旬には，イトカワまでの距離が約７万 kmとなり，明るさも６等級に見えるはず

で，点像ではあるが搭載の航法カメラによって撮像ができる見込みである．この時点で，地上からの電波に

よる軌道推定値とこの画像情報を組み合わせて複合航法を実施し，８月末までのイオンエンジン運転計画を

決定する．

・ 現在のところ，イオンエンジンの停止は，２００５年８月末であり，最初のパーキング域（Gate Position）への

到着は，９月上旬から中旬にかけてとなる見込みである．

（宇宙工学委員会における評価）

平成１６年度の実施結果は年度計画の目標を十分達成したものと評価される．
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「はやぶさ」がミッション提案された際に掲げていた４大技術実証要素に加えて，イオンエンジンによる推進と

地球スウィングバイを併用する手法という，実証要素が開拓された．今回実施した地球スウィングバイは，この点

で新規技術を実証したことになる．

小型衛星「INDEX」

プロジェクトの概要：

先進的な小型衛星技術を用いた衛星を開発し，オーロラの微細な構造撮像と粒子計測により，オーロラのダイナ

ミクスを解明する．これにより，１）オーロラの微細構造とダイナミクスの解明，２）小型３軸衛星技術の習

得，３）新規衛星技術の実証，４）宇宙理工学の活性化，という成果が期待される．

年次計画：

平成１４，１５年度：衛星製作

平成１６年度 ：総合試験

平成１７年度 ：打ち上げ，観測運用

以上の年次計画に基づき，平成１４，１５年度に衛星製作を行い，平成１６年度に衛星総合試験を行った．

小型飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクト

プロジェクトの概要：

衛星や探査機に比べて機動的で迅速な飛翔実験機会の提供ができる長所を活かして，大気球，観測ロケット等小

型飛翔体等による年数回程度の打上げ機会を用いて，大気物理，地球物理，天文学などの観測研究を行い，併せて

飛翔手段の洗練及び飛翔機会を利用した機器の性能実証や飛翔体システム研究などの宇宙飛翔体に関する実験的工

学研究を行う．

年次計画：

平成１５年度から平成１９年度にかけて，大気球，観測ロケット等による観測研究，及び宇宙飛翔体に関する実験的

工学研究を実施する．

平成１６年度の事業計画：

１．ソーラーセイルの展開実験及び極域における熱圏下部の中層大気観測を目的として観測ロケット S−３１０（２

機）を打ち上げる．

２．マイクロ波受信実験に向けて観測ロケット S−３１０を製作する．

３．大気球を用いて，地球物理，宇宙線，天文学などの観測研究を行うとともに，飛翔手段の洗練及び飛翔機会

を利用した機器の性能実証や飛翔体システムの研究などの宇宙飛翔体に関する実験的工学研究を行う．

以上の年次計画に基づき，平成１６年度には，以下の実験を行った．

１．ソーラーセイルの展開実験及び極域における熱圏下部の中層大気観測を目的とした観測ロケット S−３１０−３４

号機の打上げによる実験の実施

・ 平成１６年８月９日，S−３１０−３４号機は内之浦実験場から予定通り打ち上げられ，２種類の形式のソーラセ
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イルの展開実験が実施された．

・ ロケットの飛翔と実験機器の動作は正常で，搭載光学カメラによる展開時の膜の挙動を捕らえることに成

功した．この種の宇宙空間でのセイルの展開実験は例が少なく，展開に成功したのは初めてである．

・ 飛行後の解析により実験データとして得られた展開中や展開後の膜面の運動とモデルによる予測との比較

も行われた．この結果今後の大型化や展開収納方式などに備えて多くの知見が蓄積され，実験は成功で

あった．

２．オーロラ現象に伴う大気運動の解明を目指した観測ロケット S−３１０−３５号機打上げによる実験の実施

・ 平成１６年１２月１３日，S−３１０−３５号機はノルウエーアンドーヤ実験場から計画通り打ち上げられた．ロケッ

トの飛翔と観測機器などの動作は正常で，同時に行われた地上観測も計画通りに行われた．

・ この結果，オーロラ現象に伴う大気運動の駆動メカニズムを理解するために必要な，上層大気の直接観測

に成功し，現象の理解のための多くのデータが蓄積された．

・ 飛行後の解析は進行中であり，オーロラ活動とこの大気運動の相関のモデル化に寄与する成果が得られ

た．

３．観測ロケット S−３１０−３６号機の準備の開始

・ S−３１０−３６号機は平成１７年度打ち上げを目指して，ロケットと基本計器の製作，及び搭載実験であるフェ

イズドアレイアンテナの展開と送受信実験の機器製作が実施された．

４．三陸大気球観測所における，気球を用いた様々な観測や実験，及び気球の開発の実施

・ 三陸大気球観測所において第１次（平成１６年５月～６月），第２次（平成１６年８月～９月）にわたり気球

による８機の観測と，３機の飛翔性能試験を行った．

・ 気球の飛翔はすべて正常で，科学観測を行った８機の気球実験では，実施した観測や実験においてすべて

良好なデータを取得することができた．

・ 当本部が開発した厚さ３．０マイクロメートル以下の非常に薄いフィルムを用い製作した気球の飛翔性能試

験を実施し，成層圏を超え中間圏での科学観測実験の道を開くことができた．

・ 長時間飛翔可能なスーパープレッシャー型気球の１号機を飛翔性能試験として実施し，大型スーパープ

レッシャー気球開発の第１歩を踏み出すことができた．

さらに将来の宇宙科学研究プロジェクトに向けた先端研究

標記については２００４年度宇宙工学分野において選定された以下の研究テーマにつき，２００５年３月３１日開催の宇宙

工学委員会において研究者が発表を行い，当日出席の委員（１９名）全員が評価を行った．評価は，①研究成果，将

来への発展性，所要経費及びそれらを総合した結果を夫々５点満点で採点する（５：極めて優れている，４：優れ

ている，３：普通，２：劣っている，１：極めて劣っている）方式で行った．以下に各研究成果概要と総合評価点

の平均点（各委員の評価点の総和を委員数で除した値）を記す．結果的には各研究テーマはいずれも３点以上であ

り，期待した成果が得られていると判定された．

１．衛星・探査機分野

１－１．ソーラー電力セイルの研究（総合評価点：４．３０）

ソーラーセイル計画は，将来の外惑星探査において核となる革新的な技術の開発と実証を目的とし，大型の膜構

造物を展開する技術を用いて，光子および高性能イオンエンジンを併用した推進機関による軌道操作と，太陽光エ

ネルギーによる動力の確保などの工学実験を行うものである．

ソーラーセイルWGは，２００４年度に発足から４年目をむかえ，３回のWG会合と研究会を開催し，２００３年度に

は，改訂された実証計画案が工学委員会に提案され，２００３年度末までに工学委員会にて次期科学衛星候補として選

抜した．
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膜面展開技術は，外惑星系探査における非原子力の電力確保手段としての薄膜電池の展開という観点と，光子推

進を併用する観点から実証ミッションに欠くことのできない要素であり，併用する超高比推力イオンエンジンは，

太陽系大航海時代に欠くべからざる技術要素である．セイルWG活動では，観測ロケットと大気球による膜構造

物展開実験を準備し，とくに２００４年８月，S−３１０−３４号機によりロケット実験に成功した．とくにクローバ型セイ

ルの展開実験は所期の目的を達したが，扇子状セイルの展開については中途で展開が停止する不具合があり，M−

V−８号機のサブペイロードを利用して再実験を試みる提案が１１月の理工学委員会に提案され，これを了承した．

また，本年度は，次期衛星計画提案内容の打上げ年度，軌道計画・シナリオ案を変更し，２０１１年以降の打上げ機

会を検討した．その結果，２０１１，２０１２年とも従来の２０１０年打ち上げに比べて飛行時間は長くなるものの，十分な長

さの打ち上げ窓を確保できることを示した．また，探査機設計においては，１０％質量マージンを持たせた設計案を

準備するとともに，ドラム構造，集電機構の具体化と試作を行った．薄膜太陽電池については，５０micron x３０m電

池を試作済みであり，輻射冷却コーティングを試作中である．高比推力イオンエンジンは，２kW級１５kV電源を

試作，試験済みで，現在効率改善に向けて改良試作中である．低温２液推進機関に関しては，－４０degC（ドライ

アイス下）でのスラスタ燃焼試験を実施済みである．統合型燃料電池については，改質器，希薄燃焼器つきの形式

にて発電実験中である．これらの他，インテリジェントインタセプタの検討や，エントリプローブについて，水素

／酸素燃焼器による高加熱率材料試験を行うとともに，多段膜構造物によるエアロブレーキングの可能性について

も検討が行われた．

２００５，２００６年度においては，実プロジェクト化をにらみ，先行して開発できる要素に重点をおいて進める方針

で，２００５年度M−V−８サブペイロードで，２０～３０m級展開実験を補完するほか，２００６年度M−V−７サブペイロード

（工学委員会にて了承）で，小型衛星による薄膜太陽電池の展開実験が計画中である．

２．先進的理工学実験分野

２－１．先進的推進系の研究（総合評価点：３．８０）

（研究の目的）

低公害性・安全性・簡便性・貯蔵性・低コスト性・高信頼性・高性能・発展性など，将来の宇宙開発の要求に応

える先進的推進系を開発する．

（完成した場合の効果）

従来に比べて上記特性に優れる新たなロケットの構成が明確となり，地上燃焼試験により技術実証される．

（研究の成果）

１）高性能低公害固体推進薬の研究では，AlとMgの合金「マグナリウム」で「Alの高燃焼効率化」と「塩酸

排出量の低減」の両立を目指している．今年度は昨年度の成果を踏まえ，AlとMg／Alを混和させる方法によ

り Al集塊粒子の燃焼効率向上を目論んだ．添加割合を１０，２０，４０％と３水準に設定し，凝縮相成分の解析を

実施したところ，１０％添加でも燃焼効率に影響を与えていることがわかり，２０％と４０％に至ってはほとんど優

位差が見られなかった．この結果から，集塊粒子の粒度分布に影響を及ぼす添加割合は１０～２０％の付近に存在

していることがわかった．

添加割合と推進薬の機械特性の相関については，４０％添加では多少劣化する方向ではあるものの，大幅に低

下していない．上述した燃焼効率改善の結果と並べれば，２０％未満の添加量が材料特性に与える影響も含めて

最適である．以上は本研究で得られた新たな知見である．

２）高エネルギー物質を用いたガスハイブリッドロケットの研究では，AP系コンポジット推進薬を用いた現用

固体ロケットの代替推進システムの構築を目指し，高信頼性，安全，低環境負荷の推進系の開発を目的として

いる．今年度は，GAPの燃速を制御する目的でナノ粒子を添加したが，高燃速化には効果がなかった．一方，

PEG添加物は大きく燃速が低下し，PEGの添加量を変化させれば，通常の内面燃焼型グレイン対応の燃焼速

度領域をすべてカバーできることがわかった．また，機械的物性も GG燃料として十分な性能を持つこと，等
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の知見を得た．

３）二段燃焼型ハイブリッドロケット（SCHR）の研究では，ハイブリッドロケットの短所である低い推進剤利

用効率や燃焼不安定性などの問題点を解消すべく多数の粒状燃料を充填した一次燃焼室において低 O／F比で

燃料を低温燃焼させ，還元雰囲気の一次燃焼ガスを二次酸化剤と混合して二次燃焼室で燃焼させるという，二

段燃焼型ハイブリッドロケット（SCHR）の実現を目指し，一次燃焼室の燃焼機構や燃焼特性，あるいはエン

ジン全体の熱サイクルの解明と，一次燃焼室の軽量化や耐熱などの技術的課題に取り組んでいる．今年度は，

平成１５年度に行った燃焼試験結果に基づいて一次燃焼過程の数値モデルを開発し，また燃焼試験で問題となっ

た幾つかの技術的な問題点について解決策を検討し，これらの検討に基づいて新たな燃焼試験について検討し

た．

４）N２O／エタノール液体ロケットの研究では，亜酸化窒素／エタノール液体推進剤による安全性と運用性に優

れた無毒の多目的二液推進系の構築を目指して，小型エンジン試作実験・触媒点火器／スラスタ試作実験・推

進剤加圧供給系試作試験・N２O／エタノール燃料電池の検討・統合型推進系実証モデルの試作に取り組んでい

る．今年度は N２O／エタノールエンジン低コストインジェクタの試作燃焼実験を実施し，混合比，燃焼圧，酸

化剤温度をパラメータとして，着火特性，燃焼安定性の調査と，推進剤の運用性を確認した．また，７００N級

試作エンジンの設計製作および２０kN級エンジンの設計検討を行った．

２－２．太陽発電衛星の研究（総合評価点：３．９３）

（研究の目的）

太陽発電衛星は現代社会の最大の課題である地球環境問題・エネルギー資源問題を解決するための新エネルギー

システムとして，核融合と並び大きな可能性を持っている．本研究では，この太陽発電衛星システムの中で最も重

要な技術課題，（１）軌道上での発送電一体型大型パネルの展開と姿勢・形状維持，（２）発送電一体型パネルからの

マイクロ波ビームの放射とその方向制御，について専門の研究者が自ら手を下して開拓的・先端的研究を行うこと

によりその基本技術を確立する．

（完成した場合の効果）

本研究により１００kWクラスの太陽発電衛星の軌道上実証プロジェクトに着手可能な理工学的基盤を確立でき

る．

（本年度の成果）

発送電一体型大型パネルを軌道上で安定に展開するシナリオをシミュレーションによって明らかにするととも

に，アクチュエーターとして形状記憶合金，ラッチ機構として磁石を用いたパネル展開の機能モデルを試作試験

し，その原理を検証した．発送電一体型パネルからのマイクロ波ビームの放射とその方向制御については，位相制

御機能を持つマイクロ波回路と４枚構成のアンテナアレイを試作試験し，レトロディレクティブ方式によるマイク

ロ波送電技術の基礎を確立した．これらの課題の研究と並行して実施した太陽発電衛星のシステム研究について

は，新しい概念であるテザー型太陽発電衛星の技術的成立性（特に，低高度軌道から静止衛星軌道までの輸送方

法，静止衛星軌道でのインテグレーション方法，インテグレーション時及び定常時の姿勢安定性）の解析的検討，

発送電一体型パネルに対するデブリの衝撃破壊を最小に止めるための構造様式の実験的検討，高電圧太陽電池の電

位配置による放電抑止効果の実験的検討，を行った．これらにより５年計画で実施している研究計画の第２年度分

を全て完遂した．

２－３．磁気セイルの研究（総合評価点：４．１４）

磁気プラズマセイルは，探査機周辺に巨大な磁気プラズマ帆を生成し，これと太陽風の相互作用により探査機の

推進力を得ようとする推進システムである．従来より，直径１００km程度の巨大電磁石により巨大なダイポール磁

場を発生させ，太陽風プラズマにより発生する誘導磁場とダイポール磁場の相互作用から推進力を得ようとする磁
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気セイルのアイデアは存在していたが，その巨大さゆえ実現が困難とされてきた．近年，ワシントン大学の研究グ

ループにより，高ベータプラズマ噴射により探査機周りの小規模ダイポール磁場を展開して巨大磁場を形成する

（磁場インフレーション）という概念が提案され，太陽風を利用した推進システムが再び脚光を浴びている．本研

究では，磁気セイルをプラズマ源と同時に運用して推進効率を高める磁気プラズマセイル（Magneto Plasma Sail）

の実現を目指して研究を進めてきており，平成１６年度に次のような成果が得られている．

１）電磁流体シミュレーションならびにプラズマ粒子シミュレーションによって，磁気セイルの推力発生メカニ

ズムを解明した．また，有効磁場直径が数 kmの小型磁気セイルの実現可能性を示した（従来から提唱されて

いる磁気セイルでは，直径数百 kmの宇宙機コイルが必要であった）．この小型磁気セイルのサブスケール地

上実験を実施している．

２）電磁流体シミュレーションによって，宇宙機の磁場をプラズマ噴射によって効率的に展開する方法を検討し

た．プラズマ噴射方法を工夫することで１００mN／kWを超える大きな推力／電力比を実現できる可能性があり，

太陽系内外の探査を短期間に実現する推進システムとして有望である．今後は磁気プラズマセイル全系の大規

模プラズマ解析を進めると共に，磁気プラズマセイルを実現するための技術要素の開発を行う．

２－４．月惑星探査機搭載用着陸レーダの開発（総合評価点：３．９２）

将来の深宇宙探査において，月・火星などの惑星表面の直接探査が検討・計画されている．そのため，天体に着

陸する技術，とくに大きな重力を有する天体に現実的なリソースで着陸する技術の開発・実証は不可欠である．そ

こで月惑星表面探査WGでは，将来の科学探査の要求を勘案して，「降りたいところに降りる」着陸を実現し，「観

たいところを観る」表面移動を実現することを目的とし，その実現にあたって必要となる技術の確立と実証を推進

している．惑星表面上に，ピンポイントに，「降りたいところに降りる」という要求は，科学探査を考えた場合に

は，必須の技術となる．また，惑星表面の広範囲において，サンプル採取・その場分析を行う移動型探査ロボット

技術が必要となっている．そこで，小型軽量低消費電力化を実現するにあたって重要な要素であるアクチュエータ

として，超音波振動によって駆動するアクチュエータの宇宙仕様化の実現を図る．また，新型アクチュエータを組

み込んだサンプル採取用スマートマニピュレータおよび科学移動探査装置の試作を行い，フィールド試験などを実

施し，アクチュエータの性能評価および探査システムの評価を行う．なお，超音波アクチュエータは，従来の DC

モータに比べて格段に小型，軽量化が可能で大きな保持トルクを有し，無電力での姿勢保持が可能である．そのた

め，サンプル採取装置だけでなく，伸展物の展開・収納やアンテナ・カメラなどのジンバル機構など宇宙ミッショ

ンへの応用が強く期待される．

本年度に得られた成果を下記に記す．

（１）月着陸小型衛星のシステム検討

高精度着陸技術の中で，地上試験では困難な航法系の総合実証を主たるミッションとして，月着陸小型実験

機のシステム検討を行った．熱設計，電力解析，通信回線解析，重量解析，推進系様式検討などを実施した．

衛星重量約２４０kgでの成立性を確認した．

（２）超音波モータの宇宙仕様化

初期検討で課題となった摩擦材などに関して，超音波モータの改良を行った．温度試験，放射試験，熱真空

試験を行い，良好な結果を得られ，宇宙仕様化への見通しを得ることができた．

（３）スマートマニピュレータの試作検討

超音波モータを組み込んだ軽量マニピュレータを試作し，モータの性能評価およびドライブユニットの評価

を行った．また，本体重量２kgに対して，可搬重量０．９kgを達することができた．サンプル採取実験を行い，

軽量マニピュレータの性能評価を行い，低消費電力でサンプル採取が可能であることがわかった．

２－５．イオンエンジン漏洩マイクロ波のビーコン応用（総合評価点：３．２７）

（研究の目的）

「はやぶさ」小惑星探査機では世界に先駆けて「マイクロ波放電式イオンエンジン」を実用した．高比推力を誇
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るイオンエンジンは今後の深宇宙探査には必須技術であり，特にマイクロ波放電式は他国とは一線を画して宇宙科

学研究本部が独自に研究開発を進める形式で，技術優位性をもつ．「はやぶさ」運用では，太陽電池発生電力のほ

とんどすべてを電気推進加速に割り当てており，地球との通信時間帯になるとエンジンの出力を下げて，余剰電力

にて送信機をオンしている．そのため，エンジン稼働率の低下をきたしている．

本形式のイオンエンジンではマイクロ波利用しているため，地上からこれを直接検知することが出来れば，送信

機の電力を伴わずに動作を確認することができる．さらに，恣意的に周波数変化をさせて数種類の情報伝達や，変

調させて高度な通信，軌道決定のためのレンジ・レンジレート計測に応用展開することも出来る．本来の通信波と

合わせて２波を用いれば，VLBIによる軌道決定にも有効である．本研究ではイオンエンジンから漏えいするマイ

クロ波を地上で検知し，これをビーコン応用するための技術的成立性の評価を目的とする．

（研究の成果）

４．２GHzの信号を増幅する低雑音増幅器（LNA）と増幅された信号を，分光器で処理できる周波数（１００−５００

MHz）に変換する周波数変換器を作成した．LNAは，１段あたり，常温で雑音温度７０K以下で２５dBの利得がある．

後段の処理に十分な利得にするためには，２段構成となっている．周波数変換器の出力は，臼田で観測する場合

は，VLBIシステムで使用されているビデオ変換器，変換器を通して計算機に取り込まれる．デジタル変換された

データは，オフライン処理で FFT処理され，分光することができる．

２－６．展開型柔構造による大気突入飛行体の開発 （総合評価点：４．１４）

近年，惑星大気突入システムや回収システムの開発が必要となっている．これらのシステムに共通した技術ポイ

ントは大気突入時の加熱を避ける手段であり，そのための耐熱構造であった．しかしながら，耐熱構造重量が全体

重量に占める割合は無視できず，何らかの方策が必要であった．その方策として，加熱そのものを低減して，必要

な耐熱構造重量を低減することで目的を達成でき，それは，いわゆる弾道係数を低減することで達成可能である．

弾道係数を低減するための方策として，軽量であり収納性がよいことから柔構造のエアロシェルを開発する．大気

突入前に大面積の柔構造エアロシェルを展開し，機体の弾道係数を下げ，空力加熱が大幅に低減させることによ

り，熱防御材にかかる負担を減らすことが可能となる．

このような機体の開発を行うため，それまで行われてきた基礎研究をもとに，実証研究まで進めること，及び，

この種の機体を利用したシステムの概念検討を行う．

前年度まで行われて来た基礎的研究を踏まえ，飛翔実験を行った．

この飛翔実験は，この種の機体システム開発の鍵となる，空気力での機体成立性の実証を主眼としたものであ

る．このため，大型気球を利用して，高度４０kmからの自由落下を利用した飛翔とし，最大飛行速度もマッハ数１

程度としている．機体は，直径１．５m，重量約８０kgであった．飛翔実験の実施は，大気球観測センターの協力に依っ

たものである．

飛翔は予定通りに行われ，飛翔中の各種データもほぼ完全に得られ，初期の目的を達成した．この種の機体は，

展開型であることがメリットであるが，この飛翔実験では，展開が終了した最終飛行形態のみの実験となってお

り，展開のプロセスをも包含した飛翔実験は，今後のこととしている．このためには，さらに確実な展開機構の開

発が必要となる．

２－７．超伝導磁石を用いた衛星間位置制御の研究（総合評価点：３．８１）

（研究の目的）

超電動磁石を用いたフォーメーションフライト衛星間の相対位置制御技術について基礎研究を行う．

（完成した場合の効果）

複数衛星による協調ミッション，なかでも衛星間の相対位置を制御するフォーメーションフライトミッション
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は，新しい衛星の可能性を拓く技術として近年注目を集めている．その具体例としては，２衛星でそれぞれ望遠鏡

部・検出器部を構成する XEUSミッションなどを挙げることができる．その技術的な課題の一つは，フォーメー

ション維持に必要な推薬量の増大にあり，高効率の電気推進を用いても低高度地球周回軌道では，膨大な燃料が必

要になっている．

本研究では，複数衛星に超電導磁石を搭載し，その吸引・反発力を用いて衛星間相対位置を制御することで，推

薬を必要としないフォーメーションフライト衛星技術の実現を目指す．このような技術が確立されれば，将来の

フォーメーションフライトミッションに新しい魅力的な選択肢を提示してその可能性を大きく広げるとともに，独

創的なアイデアにより日本の技術力を世界に示すことにもなる．

（研究の成果）

近地球ミッションの場合の，地磁場と磁気モーメントの間で生じる巨大な外乱トルク低減のため，また効率的な

超電導コイル電流の制御のため，正弦波状の超電導コイル電流間に位相差を生じ，その位相差により吸引・反発力

を制御する方式を提案した．また，その位相差制御をインパルス的な電圧印加により行う方式を提案した．いずれ

の提案も，ダイナミクスシミュレーションや回路シミュレーションなどによりその有効性が検証されている．

また，実際の超電導コイルを用いた実験装置も立ち上げ中である．この実験装置により，インパルス電圧印加に

より超電導コイル電流の位相・振幅を制御する提案手法の実現性，有効性を検証する予定である．

２－８．金星探査プローブの研究（総合評価点：３．８１）

金星は，地表面温度７４０K，地表面圧力９０気圧であり，高度４７km～７０kmには硫酸性の雲が浮遊する過酷な環境

をもつ惑星である．この金星に惑星間遷移軌道から直接に小型カプセルをエントリーさせ，熱交換型水蒸気圧膨張

気球を放出し，その後，高度３５km（大気温度約２００℃）にて定常浮遊する気球により２週間に渡る大気観測を行う

というミッションを具体的に想定し，技術課題を明確化し，関連する基礎研究を行った．

今年度の研究成果は大別して２点あり，まずはこれまで行ってきたミッション検討結果を整理し，それらの客観

的根拠を再確認し，場合によっては再検討・修正を行い，構成メンバー間の共通理解を図った点である．約３５kg

の小型金星突入カプセルは，輻射加熱がその半分を占める場合もある約３０MW／m２の空力加熱環境を通過し，気球

膜の凍結の心配がない高度４５kmにて気球を放出する．気球はその後，パラシュートにより緩降下しつつ，周囲の

高温大気との熱流束を受け内部の水蒸気を蒸発させ，約１時間後，高度約３５kmにて満膨張に達し定常浮遊状態に

移行する．ここで，カプセルは目的の高度に速やかに到達させるため，及び気球膜の収納性を考慮して，砲弾型の

長い形状を有した比較的高弾道係数のカプセルが望ましいことがわかった．

関連の基礎研究として今年度大きな成果があったものは，突入熱空力環境の予測技術，高エンタルピー CO２ガス

を発生する誘導加熱ヒータの開発，気球膜の実験研究，高温エレクトロニクスの調査である．輻射加熱を中心に，

炭素原子を含む熱化学素反応仮定の十全に取り入れた空力加熱の予測ツールの整備も進んだ．また，高温 CO２気流

を発生する誘導加熱ヒータが開発され，その性能の一次評価がなされ，耐熱材料試験の準備が整えられた．気球膜

として種々のものを試作しガスバリア特性等を取得したが，表面にニッケル・ルテニウムメッキを施したベクトラ

を用い，内部に高吸水ポリマーを配して多層構造としたものの良好な性能が示された．今後，表面からの熱伝導特

性，高温強度特性等をさらに詳細に取得していく必要性が，膨張解析とともに認識された．また，ミッションを実

現する際にキーとなる高温エレクトロニクスに関連して，SOI半導体素子の研究開発が進んできており，特にこれ

らをデバイス化したものの調査を行い，ミッションの実現性が一歩前進した．今後，より具体的な機能を想定し

て，デバイスを調査・設計していく方針である．

研究過程において獲得された知見，技術成果は，一般的に将来の惑星探査技術のベクトルに一致するといえ，将

来の発展性も幅広いと考えられる．今後，平成１７年度は，今年度トレードオフされたシステム検討をより詳細化す

るとともに，関連の基礎研究の内容を深化させる．その後，より高められたシステム案に基づき，より具体的に実

証計画を提案していく予定である．
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２－９．宇宙探査エレクトロニクスの研究

２－９－１．部品系（総合評価点：４．１３）

１）部分空乏型 SOIデバイス

放射線のトータルドーズ耐性に優れており，将来の惑星ミッションなどに必須である部分空乏型の SOI（Sili-

con−On−Insulator）SRAMメモリーのシングルイベントアップセット耐性を強化する手法を検討した．検討結果

をもとに設計を行い，その後に製造・パッケージ実装・評価を行った．基本電気特性は良好で，重イオン照射試

験でシングルイベントアップセット耐性を評価した結果，優れたシングルイベントアップセット耐性を確認でき

たことから，当該強化手法の有効性を実証した．

２）マイクロマシン技術

マイクロマシン技術を用いた２次元センサーやマイクロスラスターなどを実用化するためには，２次元アレイ

への信号線や制御線，電力線などを３次元的に配置する技術が必要である．シリコン基板に Deep RIE（Reactive

Ion Etching）技術を用いて，直径３０μm，深さ２００μm程度のマイクロスルーホールを開け，その孔内に熱酸化に

より酸化膜を１μm堆積し，その上に最先端のMCR−CVD（metal chloride reduction chemical vapor deposition）を

用いて超伝導材である Alを０．１μm堆積した．このマイクロスルーホール基板の配線の導通を確認できて，全

３ステップからなる多層マイクロ接続基板技術の第２ステップをクリアした．

２－９－２．電源系（総合評価点：４．２１）

１） SSR－PPT方式による電力管理手法の検証

（研究の目的）

PLANET－CやMMO等の将来衛星における太陽電池により発電される電力の制御手法として，SSR－PPT方式

等の手法の適用性検討を行う．

（完成した場合の効果）

衛星における太陽電池での発生電力の高効率での運用が可能になる．特に衛星―太陽距離の大きく変化する惑星

探査機においては，従来のシャント手法による余剰電力の処理には太陽電池パネルの大面積化／排熱処理等に限界

がある．本研究によりレギュレータにより発生電力の管理を行いつつ必要に応じて発生電力をピークパワーまで活

用可能なピークパワートラッキングを行うことにより，電源系の質量軽減／小型化／高効率化に寄与する．

（研究の成果）

本年度は，SSR手法により電力管理を行った場合，衛星負荷が必要とする電力のバランス点での制御を行う SSR

－CV方式と，太陽電池の電力を最大動作点において取り出す SSR－PPT方式等の比較検討と進めると共に，「は

やぶさ」において試作された SSRの EM品を改修することにより，PPT制御の可能な SSRを製作するとともに，

この試作品を使用して制御の妥当性を検証した．

２） リチウム電池の安全性評価

（研究の目的）

並列接続の電池の運用における問題点の抽出を行う．

（完成した場合の効果）

中小型のリチウムイオン二次電池を並列に接続し，擬似的に大容量のバッテリとして使用することができる．小

型のバッテリを複数台並列に使用する場合には制御系をバッテリの並列数だけ用意する必要があるが，本手法にお

いては制御系を統合することができることから，電源系としての質量軽減が図られる．また，電池内部でのセル単

位での不具合に対して，ロバスト性を向上させる可能性がある．
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（研究の成果）

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，比較的容量が大きいリチウムイオン二次電池のよ

うな低インピーダンスの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．この中で

は意図的に劣化を促進するセルを組み込んだバッテリおよびオープン故障を模擬した要素を組み込んだバッテリ等

を製作し，これらの劣化／不具合等がバッテリを構成する他のセルにどのような影響を及ぼすか，評価した．その

結果，オープン故障を模擬しているバッテリにおいては，試験の継続が困難と思われる過負荷が他のセルに生じ，

早期に試験を終了することとなった．劣化を促進するセルを組み込んだバッテリにおいては，平成１６年度内には顕

著な劣化傾向あるいは他のセルとのアンバランス等が見られていない．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可能なデータの取得をすすめる必要がある．

３） 宇宙用太陽電池の精密診断技術の研究

（研究の目的）

エレクトロルミネッセンス法による非破壊での太陽電池の精密診断手法を開発する．

（完成した場合の効果）

マルチジャンクション太陽電池のような複雑な層構造を有する太陽電池の各層の性情評価，放射照射時における

劣化傾向等を非破壊手法により評価することが可能になる．これにより，太陽電池の能力および信頼性の向上をす

すめることが可能になる．

（研究の成果）

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た．

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．

４） リチウムイオン二次電池の耐環境性向上の研究

（研究の目的）

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する．

（完成した場合の効果）

外装材にアルミラミネート材料を使用するリチウムイオン二次電池や電気二重層キャパシタの宇宙機への適用が

可能となる．これにより，衛星の小型軽量化，高信頼性化がすすむ．
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（研究の成果）

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

ト材料が使用されつつある．

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，真空下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．特にエポキシ樹脂をポッティング材料に使用し，リチウムイオン

二次電池を使用した減圧環境下における充放電サイクル試験およびオフガス試験を実施した場合には，０～３０℃の温

度範囲にて，電池の放電電圧が良好に維持された．またオフガス試験においても電池内部の電解液成分の検出量は

トレース量であり，耐減圧環境性能の向上を図ることができた．

２－９－３．航法センサ系（総合評価点：４．５３）

１）月惑星探査機搭載用着陸レーダの開発

（研究の目的）

比較的重力の大きな月・惑星表面に高精度に着陸する際に必須となる探査機搭載用マイクロ波高度速度計，すな

わち着陸レーダを開発する．

（完成した場合の効果）

月惑星探査機においては，周回軌道上からのリモートセンシング観測のみでは得られる情報に限界があり，着陸

して天体表面を詳細に探査する意義は大きい．我が国においては，「MUSES−C」探査機において，重力の非常に

小さい小惑星へ着陸する技術として，画像センサとレーザ高度計を使用した方式を開発した．しかしながら，月や

火星などの重力の大きな天体への着陸には時間スケールの速い応答が必要であり，速度計の搭載が必須であるが，

その技術は有していない．一方，米国，ロシアは，月あるいは火星への着陸の実績があるが（失敗も多い），安全

な着陸を実現するレベルであり，探査したい地点へのピンポイント着陸の技術は有していない．

こうした状況の中で，本研究は将来の月惑星表面への高精度着陸に欠かせない根幹技術である着陸レーダを開発

するものであり，惑星科学の発展に大きく貢献するとともに，日本の技術力を諸外国に示すことになる．

（研究の成果）

前年度製作した BBMには，送信パルスの受信機への回り込み，アンテナサイドローブが高い，反射パルス波形

の収録時間が短い，といった問題点があった．本年度は BBMに改良を加えることによって，送信パルスの回り込

みは５０dB抑圧，アンテナサイドローブは５dB抑圧してほぼ理論通りのパターンとした．パルス波形収録時間は

レーダ動作を検証するのに十分な３０秒を確保して，ヘリの時刻データと５０μs以下の精度で同期する装置を開発し

た．パルスの追尾はゲートトラック方式を採用しており，昨年度フィールド試験及びシミュレーション結果を反映

して，自然地形からの反射パルスを安定して追尾するよう，追尾アルゴリズムに改良を加えた．

BBMの動作を確認するため，航空機を使用したフィールド試験を富士樹海及び大島裏砂漠にて行った．この結

果，樹林を対象とした地形に対しても，火山岩堆積地を対象としても，安定して動作することが確認され，高度測

定精度５％以下，速度測定精度約１０％を得た．高度測定精度に関しては，ミッション要求を満たしている．

２）２次元走査型レーザレーダの開発

（研究の目的）

マイクロマシン技術を適用して２次元走査可能で軽量高信頼性のレーザレーダを開発することを目的とし，２次

元走査型レーザレーダの基礎技術である，２次元走査機構の開発及び光学設計，レーザ設計を行う．
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（完成した場合の効果）

現在搭載されているレーザレーダは１方向のみの距離計測であるが，惑星表面の詳細な構造を広範囲に捉える手

段として搭載カメラによる撮像に加えて，レーザレーダによる表面状態を含む地形情報は重要である．２次元走査

の距離計測が実現すれば，探査機軌道や惑星の自転を利用して行っている表面地形のマッピング効率が飛躍的に向

上し，航法，理学観測両面でたいへん有意義であるとともに，多点を測距するために測定の信頼性が向上する．

（研究の成果）

受信光学系に関しては，テレセントリック光学系とマイクロシャッターアレイを組み合わせた走査光学系を考案

し，試作したマイクロシャッターアレイと市販レンズを組み合わせて機能実証試験を行った．

「MUSES−C」および「SELENE」に搭載したレーザレーダの問題点である熱真空環境における脆弱性に対して，

その原因と考えられるポッケルスセルを使用しない，可飽和吸収帯を使用したレーザを試作し，熱真空環境におけ

る低温保管にも耐えられることを実証した．この手法はレーザ共振器の構造の簡素化，小型化を同時に実現してい

る．

２－１０．先進的飛翔システムの基礎開発実験 （総合評価点：４．０６）

１）１６年度の活動概要と RVT実験機の今後の計画

平成１５年度までに実施した再使用ロケット実験機による離着陸実験を継続発展させること，および将来型の輸送

システムで必要となる要素技術研究とシステム解析を継続して実施した．実験機についてはこれまでの圧力供給型

の推進システムをポンプ供給式に置き換え，ポンプ形態での繰り返し飛行実験運用と離着陸飛行を目指した検討に

着手し，ポンプの試作と一部のポンプ性能試験を実施した．また樹脂ライナ型の複合材液体水素タンクの試作と基

礎試験を実施し，飛翔型タンクの試作に向けた検討を進めつつある．さらに次の展開に向けては基礎的研究も含め

た種々の解析や試作試験を実施している，飛行範囲の拡大による空気力の影響を考慮した空力的および飛行力学的

検討，将来の推進系の統合化の先行研究として実施している，水素酸素を用いた補助推進システムの試作試験，さ

らには RVT実験機を発展させた再使用型観測ロケットのシステム解析を継続して実施した．

２）エンジンのポンプ化と性能評価試験

次の実験機への搭載を計画してエンジンをポンプ化するための検討および水素酸素ターボポンプの試作と特性試

験を行った．試験は離着陸飛行のための広範囲の推力制御特性や動的なエンジンの応答特性の取得に主眼を置き実

験機に搭載した状態を想定して各種特性データを取得した．今回取得したデータを元に１７年度に完成する新しい燃

焼機と併せてステージ形態での燃焼試験へと移行する予定である．

３）樹脂ライナ複合材液体水素タンクの試作研究

１５年度に実施した飛行実験までに開発されたメタルライナ FW方式の複合剤液体水素タンクに引き続き，将来の

大型化や形状の自在性などを考慮した樹脂ライナ積層方式のタンクの試作試験を実施している．１６年度は小型のモ

デルタンクを試作し，製作方法の試行を行った上で液体水素を充填し，この方式によるタンクの成立性を確認し

た．また RVT実験機への搭載を想定したプロトモデルタンクを同一の方法で試作し，耐圧試験を実施した．１７年

度には液体水素の充填と加圧サイクル試験，および破壊挙動の研究のための試験へと移行する予定である．

４）水素酸素 RCSの試作研究

将来の飛翔体システムの主推進と補助推進系と動力源を水素酸素による統合化したシステムを構築する研究の一

環として，ガス酸素ガス水素補助推進系を目指した試作研究を行っている．１６年度は SiC／SiC金属セラミック複

合剤を用いた燃焼器と噴射機を組み合わせ，各種推進特性や立ち上がり，立ち下がりの応答特性などの取得試験を

行い姿勢制御系推進機としての機能を満たす見通しを得た．また次のステップで RVT実験機への搭載を目指して

機体搭載型のシステムの予備検討を行った．
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５）飛行範囲の拡大と空力飛行特性研究

RVT実験機の今後の飛行範囲の拡大や飛行速度の増加に備え，主として離着陸時のエンジンからのジェットプ

ルームと流れの干渉に着目して実験的な研究を行った．流れの可視化には PIV法を用い，主流との干渉によって

生じるジェットの非定常な振る舞いや，横風時の着陸を模擬した大迎角飛行における周遊の影響などの観点で主と

して実験的に特性を把握するための研究を行った．

６）再使用観測ロケットのシステム解析

使い捨て型の観測ロケットに替わり，弾道飛行を行い発射点へ帰還可能でかつ繰り返し飛行できるロケットシス

テムの検討を引き続き実施している．１６年度は主として帰還時の空力飛行特性および着陸姿勢への機体の姿勢変更

のマニューバが可能な飛行方法や持つべき空力特性について検討を行い，風洞試験によるデータ取得と機体形状設

計のためのデータの蓄積を図った．また着陸に備えてエンジンを再着火するために機体の運動に課すべき条件につ

いての考察も行った．

ｃ．宇宙環境利用科学委員会（平成１７年３月１１日実施）

○中期計画の該当項目

「国際宇宙ステーションにおける宇宙科学研究」についての評価

１．宇宙環境利用科学プロジェクトの委員会評価

ISS科学プロジェクト室が外部研究者と協力して推進した宇宙環境利用科学プロジェクトに関する平成１６年度の

活動について，宇宙環境利用科学委員会による委員会評価を実施した．評価は，生命科学，物質・基礎科学，科学

観測の各分野別委員会により詳細に行われ，その結果が，第５回宇宙環境利用科学委員会に報告され，以下のよう

に取り纏められた．

評価：A

各プロジェクトは着実に成果を上げており，その進捗は良好である．また，フライト候補選定済みの与圧部利用

テーマおよび曝露部利用科学観測ミッションは，想定される打上げ時期に対して，準備状況に問題はない．

２．提言

前項評価と併せ，宇宙環境利用科学プロジェクトについて，以下のような提言が行われた．

１）温度勾配炉搭載計画が凍結されたが，この装置の利用を前提とした国際公募テーマについては，いずれも国際

科学レビューにおいて高い評価を得ており科学的意義は大きい．早期の宇宙実験実施のため，代替手段として

の長時間微小重力実験手段の確保が必要である．

２）MAXIおよび SMILES共，その科学的・技術的優位性は高いと考えられるが，海外の競合計画もあり，現状

２００８年とされている，打上げ，軌道上実証・観測時期に遅滞のないよう，両ミッションの早期打上げの実現に

向け，ISS・JEMプログラムとして対応する必要がある．

３．評価の詳細

３－１．生命科学分野

１）一次選定・国際公募選定テーマ

ａ．「カイコ生体反応による長期宇宙放射線曝露の総合的影響評価」（国際公募テーマ）

重粒子線の照射による CR３９からのシアン発生が実験におよぼす影響について PIとの協議が必要と判断され
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た．

ｂ．「微小重力の前庭系神経伝達機構に及ぼす影響」（国際公募テーマ）

「ラットの骨格筋繊維および脊椎運動のニューロンに及ぼす微小重力ならびに神経筋活動の影響」（国際公募

テーマ）

フライト機会の確保について，例えば ESAのMISS（２００９年）の利用を検討するといった努力を継続すべき

である．この様な JEM初期利用でないテーマについても，その科学的意義にしたがって実施にむけた努力を

はらう必要性が確認された．

ｃ．「鶏杯の卵繊毛尿膜の血管新生を刺激するのは重力か？あるいは酸素濃度か？（国際公募テーマ）

代表研究者の離日により辞退される予定であることが報告され，了解した．

ｄ．「宇宙空間における生体寿命の変動―細胞クローン寿命の解析」（一次選定テーマ）

中間評価で指摘された分子レベルでの解析が考慮されなければ，科学的意義を維持するのは困難であると判

断された．

ｅ．「骨格細胞分化因子（RANKL）遺伝子制御領域内の重力感受エレメントの同定」（国際公募テーマ）

評価資料の記述内容について代表研究者との調整のうえ資料を修正し，委員に回覧して再評価した（平成１７

年２月末まで）．今年度中にベースライン化を目指すという目標が達成されておらず，進捗が遅れていること

が確認された．

ｆ．「蛋白質ユビキチンリガーゼ Cblを介した筋萎縮の新規メカニズム」（国際公募テーマ），「重力によるコムギ

芽生え細胞壁のフェルラ酸形成の制御機構」（国際公募テーマ）については，ベースライン化が準備されてい

ることが報告され，これについて了承した．

ｇ．その他のテーマについては，それぞれ順調に進捗していることが確認された．

以上，一次選定・国際公募テーマについて，いくつかの問題点は指摘されたものの今年度設定した作業目標につ

いてはほぼ達成された．

２）線虫国際共同宇宙実験プロジェクト（ICE−First）

サンプルの回収が成功し，現在プロテオーム解析が進行中であることが報告された．今後の課題として，地上

で実施された細胞系譜の実験に関し，宇宙でも再検証することが期待される．

３）技術開発研究（水棲生物）

体色解析装置などが２００４年度に準備され，試料生物の飼育と実験ができるようになったことが報告された．こ

の研究では JEMの水棲生物実験装置開発への科学的要求の規定を成果として想定しており，体色解析の科学的

必要性が明確になるように積極的に装置開発とリンクさせて進めるべきと判断された．

４）NASDAより移行した先導研究（重力感受機構）

JAXA統合前より継続されてきたシステム研究は今年度で完結することが前提であり，その成果を総括するよ

うな評価資料とすべきである．この点から見ると，本研究は当初の目的に鑑みて，必ずしも学術的な成果が問わ

れるものではないが，得られた結果は学術的にも意義が求められるところから国際的な専門誌に掲載されるよう

努力することが求められる．

３－２．物質・基礎科学分野

１）準安定相研究プロジェクト

ａ．「微小重力下におけるシリコンの無容器結晶化」（国際公募テーマ）

これまでの地上研究の結果，モデルに修正が必要なことが明らかとなった．このため，モデルの再構築を図

り，また地上での小径試料でモデルの検証が出来る可能性があることから，この点を含めて当面は地上研究を

継続することが適当と判断する．今後，微小重力実験の実験条件を明確にした後，実験計画立案を行うことが

適当である．なお，設定した年度計画に対する進捗は順調と判断される．
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初期利用計画への取り込みについては，本研究の全体的な進捗を見極める必要があるため，対象外とする．

ｂ．「準安定相研究」（地上研究）

精力的に実験がなされており知的財産権及び学術論文としての成果報告も十分なされている．また，流れが

凝固過程に与える影響についても今後の発展が期待される等，当初の目的は達成されている．なお，本研究は

本年度を以って終了する．

２）燃焼科学研究プロジェクト

ａ．「宇宙船内低速空気流中における電線の燃焼特性におよぼす材料諸特性の影響」（国際公募テーマ）

本研究の科学的意義は高く，また，今後の宇宙システムの火災安全基準への反映も可能であり，実用面での

意義も評価できる．年度の計画としては順調に進捗しているが，２００９年のフライトのためには，課題となって

いる事項を速やかに解決し，来年度中のベースライン化が必要と判断される．

宇宙実験は，NASA装置を利用することから装置利用の交渉を継続する必要がある．年度計画に対する進捗

は順調であると判断される．

初期利用計画には NASAとの装置利用交渉結果が明確となった段階で取り込む事とする．

ｂ．「燃焼研究」（地上研究）

数値シミュレーションで予測された火炎伝播モードを，落下塔を活用した短時間微小重力実験で検証し，定

量的一致が得られたことは評価できる．今後，火炎伝播挙動解析に関わる研究については，国際公募テーマと

連携し，メカニズムの解明を進めることが妥当である．

３）基礎科学研究プロジェクト

「動的ピストン効果研究」

本研究は，臨界点における熱流体現象の研究として，科学的な意義は高く良好な成果を上げており，設定した

年度計画に対する進捗は順調と判断される．

なお，本研究のように先導研究として実施してきた課題は本年度末をもって終結するが，高い成果が上がって

いる課題については来年度以降も継続できるように何らかの措置が必要との意見が出された．

４）結晶成長研究プロジェクト

選定済フライト候補テーマおよび地上研究は，体系的に研究が進められている．なお，結晶成長研究プロジェ

クトとして，研究の科学的意義・テーマとの対応関係を分り易く説明することが今後必要である．

ａ．「微小重力下における In０．３Ga０．７As均一組成単結晶の成長」（国際公募テーマ）

温度勾配炉（GHF）の打ち上げ凍結のためフライト準備を中断し，地上実験で検討可能な研究課題を進めて

いる．本プロジェクトの年度計画はこの様な状態を前提としているため，進捗そのものは順調である．今

後，地上実験で検討可能な範囲で継続することが適当である．

ｂ．「樹枝状結晶の成長過程のその場観察による結晶の形態形成に対する微小重力の効果」（一次選定テーマ）

氷種結晶作製に関する要素技術的課題は解決されており，供試体開発も順調に推移していると判断する．年

度計画に対する進捗も順調であり，溶液成長実験装置の初期利用テーマとして実施が可能であると判断す

る．なお，今後の運用上の柔軟性を確保するために，供試体保管期間の長期化が必要であり，早急に試料の

長期保存における劣化限界を明確にすることが必要である．

ｃ．「ファセット的セル状結晶成長機構の研究」（一次選定テーマ）

要素技術課題などがほぼ解決され，供試体開発は順調に進んでいる．年度計画に対する進捗も順調である．

したがって，溶液成長実験装置の初期利用テーマとして実施することが可能と判断する．なお，今後の運用

上の柔軟性を確保するために，供試体保管期間の長期化が必要であり，早急に試料の長期保存における劣化

限界を明確にすることが必要である．

ｄ．「固液界面安定性に対する重力の影響」（一次選定テーマ）
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２００２年の科学評価において，モデル詳細化が課題とされたが，現段階においてもモデルは構築されていな

い．このため，本研究を初期利用テーマとして具体化するためには，今後２年以内のモデル構築が不可欠と

判断される．

ｅ．「溶液からの結晶成長その場観察」（一次選定テーマ）

現在塚本 PIは，平成１６年度採択の地上公募研究により，類似の研究をスタートさせ次期国際公募への提案

を検討している．このため，本テーマと公募地上研究での研究プロジェクトとを統合することが適当である

との議論もあったが，代表研究者のこれまでの実績を踏まえると結論として溶液成長実験装置の初期利用

テーマとしては，選定済みの一次選定テーマを実施することを推奨する．このため，早急に実験計画書の立

案を進め，２０１０年頃の実施を目指すことが適当と判断される．

ｆ．「生体高分子結晶成長機構解明研究」（地上研究）

不純物と結晶品質との関係を様々な結晶品質指標に基づき定量的に解明し，その結果を論文として積極的に

公表していることは評価できる．なお結晶品質に関する研究は本年度で終了する．

５）熱物性研究プロジェクト

ａ．「液体構造の複雑性の系統的変化を示す１４（IVB）族液体における自己拡散および不純物拡散に及ぼす短距

離秩序の役割」（国際公募テーマ）

GHFの打ち上げ凍結のためフライト準備は中断し，地上実験で検討可能な研究課題を進めている．本プロ

ジェクトも年度計画はこの様な状態を前提としているため，進捗そのものは順調である．今後，地上実験で

検討可能な範囲で継続することが適当である．

ｂ．「微小重力環境下における液体と過冷状態の半導体融液の熱物性に関する研究」（国際公募テーマ）

ESA代表研究者実験の共同研究テーマであることから，代表研究者の地上研究進捗と歩調を合わせて進め

ることが必要である．年度計画に対する進捗は順調である．

６）流体科学研究プロジェクト

ａ．「高プラントル数流体のマランゴニ振動流遷移における液柱界面の動的変形効果の実験的評価」（国際公募

テーマ）

２００２年の国際公募選定の後，ISS計画の変更を踏まえて全体として計画的に進められてきており，年度計画

の進捗も順調である．このため，本年度内のベースライン化の実施が可能である．なお，流体物理実験装置

による科学的利用テーマとして２００９年頃の実施が可能であると判断されることから，初期利用計画への取り

込みが可能である．

ｂ．「マランゴニ対流現象解明統合テーマ」（一次選定テーマ）（「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷

移過程」，「マランゴニ対流における時空間構造」および「マランゴニ対流の定常流からカオス流への遷移過

程と流れの内部構造の観察」を統合）

２００２年の科学評価結果を踏まえ，研究テーマが再編されたが，その後供試体開発も順調に進んでおり，年度

計画に対する進捗も順調である．このため，流体物理実験装置の利用テーマとして，装置の機能検証も合わ

せて２００８年からの実施が可能と判断されることから，初期利用計画への取り込みが可能である．

ｃ．「周期的な渦流れにおける分散粒子のダイナミクス」（国際公募テーマ）

本研究は，既に平成１６年１１月にMAXUSロケットで微小重力実験が行われ，研究目的である微小重力下で

の PAS発生条件の把握，画像データの取得等に成功し，現在解析が進められている．国際公募選定テーマ

では初の宇宙実験実施であり，実験が成功したことは評価される．今後解析を進め，意義ある成果の提示を

期待する（学術論文発表等）．

３－３．曝露部利用科学観測分野

１）全天 X線監視装置（MAXI）
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① X線新星，ガンマ線バースト，活動銀河核など，活動的な宇宙現象を捉えるという壮大なミッションであ

り，特にモニタ観測としては，～１mcrabという極めて高い感度を持ち，当面計画されている競合計画に対し，

その科学的優位性は依然，保持されている．

② ガス比例計数管および X線 CCDによるセンサはもちろん，ループヒートパイプ，スターセンサ，GPS受信

機等のコンポーネント開発も確実に行われている．また，熱構造モデルによる試験等のシステムレベル開発，

地上処理系の開発等も着実に行われている．

＜結論＞

コンポーネント開発を中心に進めるとした今年度の年次計画は，計画通りに開発が進められているものと判断す

る．また，２００８年の打上げに対しても特段の問題は無い．

２）超伝導サブミリ波リム放射サウンダ（SMILES）

① ４K機械式冷凍機と超伝導技術を用いた，高感度な成層圏大気微量成分のサブミリ波帯放射観測技術の実証

とこれによる大気科学の諸問題の解決への可能性を示すという本プロジェクトの科学的・技術的意義は高いと

考えられる．

② 機械式冷凍機，超伝導ミクサ，HEMTアンプ，電波分光系，アンテナ～常温・冷却光学系などの，キーと

なる技術的課題の殆どが克服され，それぞれのコンポーネント開発も着実に行われている．

＜結論＞

シャトル事故による ISSプログラムの遅延に照らして，システムレベルの開発をスローダウンした経緯はある

が，これも織り込み済みのものであり，コンポーネント開発を中心に進めるとした今年度の年次計画は，計画通り

に開発が進められているものと判断される．また，２００８年の打上げに対しても特段の問題は見あたらない．
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