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　地球を離れると、そこには一見過酷な環境が広がっているように見える。秋田研究室ではそのような宇
宙の多様な環境を利用し、航空宇宙工学を用いて宇宙の謎を解明するための従来とは異なる探査システム
を開発すべく研究を重ねている。ここでは先生の研究を大まかに金星や火星などの空気のある世界と宇宙
空間の空気のない世界の二つに分けて紹介していく。
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　皆さんは小惑星探査機「はやぶさ」や世界最高
レベルの打上成功率を誇る「H-ⅡAロケット」、
半世紀ぶりに誕生した国産の旅客機「MRJ」など
を聞いたことがあるだろうか。航空産業や宇宙産
業は最先端技術の結晶であり、進歩が著しい分野
でもある。将来この分野の研究をしたいと考える
人は少なくないだろう。航空宇宙工学とはこれら
の産業の基礎となる重要な学問である。
　秋田先生はそのような航空宇宙工学の中でも空
気力学に軸足を置いて研究を進めている。空気力
学とは流体力学と呼ばれる学問の一種で、空気な
どの気体の流れとその中で運動する物体への影響
を扱う学問である。航空宇宙工学と聞いて、航空
分野ならば飛行機が容易に連想され、空気抵抗や
揚力を考えるために空気力学が必要であることは
すぐに分かるだろう。空気力学は宇宙工学を語る
うえでも欠かせない存在である。例えば地球から

空気のある世界とない世界
宇宙へロケットを飛ばそうとする際は、ロケット
が地球の大気圏を抜ける必要があるので、その軌
道制御のために空気力学が必要となる。逆にス
ペースシャトルやはやぶさのようなカプセルが地
球へと帰ってくる際には、大気圏に突入する過程
で空力加熱という現象によって大きな加熱を受け
る。このような熱や力にカプセルや機体が耐えら
れるかを考えるためにも空気力学は必要となるの
だ。これは地球に限ったことではなく、火星や金
星など大気をもつ惑星全てに言えることである。
　実は惑星の大気だけではなく、惑星間を移動す
る過程にも空気力学は関係がある。宇宙には空気
はないが本当の真空ではない。太陽風というもの
が存在しているのだ。これを利用して宇宙を飛行
しようとする際にも空気力学が使える。
　先生はこのような空気のある世界と空気のない
世界の両方を研究している。次からはそれぞれの
具体的な内容をみていこう。最初に紹介するのは
空気のない世界の話である。
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磁気セイル

　まずは太陽風の説明をしよう。太陽風とは端的
に言えば太陽から四方八方に放出されているプラ
ズマの風である。この主成分は水素の原子核と電
子であり、これはオーロラの原因にもなっている。
太陽風は1 ㎤あたりに陽子と電子がそれぞれ5個か
ら10個しかないので密度はとても低いが、これら
の粒子は秒速500 kmから600 kmという非常に速
いスピードで飛んでいる。
　先生は宇宙を飛行するのにこの風がうまく使え
ないかと考えた。風が吹いているのでヨットのよ
うに帆をたてれば進めるのではないか、と思う人
もいるかもしれない。しかし太陽風は非常に高速
ではあるものの密度が低いので、移動に必要な風
を受けるためにはとても広い帆を広げなくてはな
らない。それでは機体が非常に重くなってしまう
ので効率が悪い。そこで先生は太陽風がプラズマ
の風、つまり荷電粒子の風であることに注目し、
物理的な帆でなく磁気の帆を作ることを考えてい
る。これは宇宙船からコイルなどで磁場を発生さ
せることで作られ、磁気セイルと呼ばれる。
　電磁場中で荷電粒子が運動するとローレンツ力
が発生する。前述のように太陽風は荷電粒子の風
であるので、磁場を与えることで太陽から飛んで
くる荷電粒子の運動量変化が宇宙船の抵抗力とな
り、それが推進力となるのだ（図１）。先生はこの
技術によって二つのことが実現できるのではない
かと考えている。
　第一に、先生は磁気セイルを用いることで、遠
い宇宙にもっと短時間で行けるようになるのでは

ないかと期待している。現在、地球から最も離れ
たところを飛んでいる探査機はNASAのボイ
ジャー1号である。これは1977年に打ち上げられ
てから35年も経った2012年に、ようやく太陽系圏
から脱出した。この例から分かるように、太陽系
の端や外側に行くためには非常に時間がかかって
しまう。これを改善させる方法はいくつか考えら
れるが、その一つが燃料を使わない方法である。
燃料を使わないことでその分の重さだけ機体が軽
くなり、速く飛ぶことができるのである。そのた
め、燃料を使わない磁気セイルの研究によって探
査に必要な時間が短縮され、宇宙の謎を解き明か
す速度が上がることが期待できる。
　第二に、磁気セイルは宇宙線と呼ばれる宇宙に
存在する放射線から宇宙飛行士を守る研究にもつ
ながるのではないか、と期待されている。宇宙線
は主に遠くの星から飛んでくるものと太陽由来の
ものの二種類があり、人体の細胞を傷つけてしま
うこともある。このうち太陽由来の宇宙線は、地
球においては大気と磁場に遮られて地上にはほと
んど届かない。一方で、宇宙では遮るものが少な
いため宇宙線が宇宙飛行士に与える影響が問題と
なっている。宇宙飛行士を守るために宇宙船の壁
を分厚くするのにも限界がある。そこで磁気セイ
ルのような磁気によるバリアを作り、太陽由来の
荷電粒子の軌道を変えることで宇宙飛行士を守れ
るのではないかと考えているのだ。
　このような可能性を秘めた磁気セイルだが、実
験を地上で行うのは非常に難しい。なぜなら宇宙
で機体がつくりだす数百mから数kmという帆の
スケールや、秒速数百kmで飛んでくるという太
陽風の環境を地上で再現することはとても困難だ
からである。そこで先生は、荷電粒子の流れと電
磁場の干渉のシミュレーションをすることによっ
てこの研究を進めている。
　先生はシミュレーションを用いて人工衛星が得
られる推進力だけでなく安定性も調べた。それに
よって、衛星の磁場を発生させるためのコイルの
軸が太陽風の流れに対して垂直であると安定する、
ということを明らかにした。さらには太陽風の速
度や密度などの環境の変化が磁気セイルにどのよ
うな影響を与えるのかも明らかにしてきた。

推進力

宇宙船

太陽風に押し曲げられた磁場

図１　磁気セイルの仕組み
太陽風を使って推進力を生み出す。
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宇宙傘

　地球から最も近い惑星の一つであり将来人類が
移住できるかもしれない惑星の筆頭、それが火星
である。そのような火星には二酸化炭素の大気が
存在する。ここから紹介していくのは空気のある
世界の話である。
　火星には大気があるため、その表面を探索する
ためには、突入する際に空力加熱で機体がとても
熱くなってしまうという問題を克服しなければな
らない。今までは実際どの程度の加熱を受けるの
か、その加熱からどのようにして搭載機器を守る
のかという研究が多かった。しかし先生は JAXA
や東京大学などと協力して、そもそも熱負荷があ
まりかからないように飛ぶ機体についての研究を
している。
　大気は重力の影響により地表では濃くて高度が
上がるにつれて段々と薄くなっている。機体が大
気の薄いところからいきなり大気の濃いところに
速い速度のまま突入してしまうと、短時間で大き
な熱量を受けてしまう。そこで先生は機体を密度
の低い高度でゆっくり減速させる方法を考えてい
る。そうすればトータルで受ける熱量は変わらな
いがピークの加熱量を減らすことができる。つま
り加熱をゆるやかにすることができるのだ。
　ではゆっくり落下するにはどうしたらいいのだ
ろうか。落下の軌道を決めているのは抵抗係数と
機体の質量、そして機体の大きさの三つのパラメー
タである。抵抗係数とは機体が空気力をどれだけ
受けやすいかを決める値である。この抵抗係数は

あまり変化しない値であり、機体の質量はミッショ
ンの内容によって制限されてしまう。そのため、
これらを変化させて軌道を変えようとするのは困
難である。そこで先生は機体の大きさに注目し
た。面積を大きくすることで空気力を効率よく受
けることで減速しようとしたのだ。これに基づい
て先生たちが開発したのが宇宙傘と呼ばれるもの
である。それでは宇宙傘について具体的に述べて
いこう。
　宇宙傘は面積を大きくするために浮き輪そっく
りの形をしており、金属などによる支持構造はな
い（図２）。これによって従来の機体よりさらに軽
くなり、そして構造が単純であるため故障などの
問題が起きにくくなるのだ。宇宙傘の外側はザイ
ロン®と呼ばれる材料でできている。ザイロン®

とは防弾チョッキなどにも使われており、有機系
繊維の中では最高レベルの丈夫さを誇る材料であ
る。宇宙傘の浮き輪の空洞部分の中に入れる気体
は二酸化炭素だ。二酸化炭素が選ばれたのは液化
するため体積効率がいいからである。また、ガス
漏れ対策のために宇宙傘の内側にシリコンゴムの
層をつけた。
　先生たちは直径1.2 mほどの宇宙傘を実際に開
発した。これを直径20 cm、高さ30 cmほどに畳ん
でから、広がらないように外側にカバーを付けて
折りたたみ傘のように収納し、機体を観測ロケッ
トにのせて高度約150 kmから落とす実験を行なっ
た。その結果、速度や軌道などの飛行データを正
常に取得することができ、そのデータは先生たち
の予測とよく一致していた。

断面図

カプセル

傘

浮き輪構造

飛ぶ方向

概略図

宇宙傘の構造は単純であり、浮き輪のようになっている。空洞部分には二酸化炭素が含まれている。

図２　宇宙傘の構造
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　バルーンを金星に飛ばすという発想はすでにあ
り、実際に成功した例もある。それは1984年に旧
ソ連がフランスや東西ドイツなどと協力して実行
したベガ計画である。この探査においてバルーン
は金星の雲の高度50 kmから55 kmを46時間にわ
たり浮遊して、1万1600 kmを旅し、金星の風・気
温・気圧・雷などを観測するという成功をおさめ
た。しかし、ガス漏れなどの構造的問題によって
長期間にわたる観測をすることができず、より詳
しく金星を調査するための十分な時間をとること
は難しい。
　そこで先生は先に述べた宇宙傘を利用すること
を考えた。宇宙傘の中のガスを二酸化炭素でなく
ヘリウムなどにすれば簡単に浮くのではないかと
いう発想である。
　従来のバルーンは、金星上空から大気に突入し、
パラシュートを開き減速する。さらにバルーンを
引きずり出し、ガスを注入し膨らます、などのさ
まざまな工程を当然失敗しないようにやらなけれ
ばいけなかった。飛びながらパラシュートを開く
というただでさえ難しい作業と並行してバルーン

惑星カイト

　みなさんは凧あげをした経験があるだろうか。
凧の初飛行は2800年以上前といわれ、風さえあれ
ばいつまでも飛び続けることができる究極にエコ
な飛行体である。先生はそのような凧が金星探査
に使えるのではないかと考えている。
　惑星バルーンはガス漏れしにくいとはいえ、か
なりの長時間にわたって使おうとするとガスの流
出を完全に避けることは難しい。また二酸化硫黄
の雲が地表を覆っているため、従来の探査機で用
いていた太陽光発電では電力が不十分である。過
酷な金星環境下でなにか利用できるものはないの
か。そこで思いついたのは強い風を利用した凧型
探査機である。
　これのメリットは飛行のための燃料やヘリウム
ガスが不要なことである。それに加えてプロペラ
をつけるなどして風力発電をすれば太陽電池の100
倍ほど効率のよい発電が期待できることもある。
これにより得られる電力によって搭載機器を冷却
することもできる。このような特徴から凧型探査
機は超長期間の探査が可能ではないかと先生は期
待している。
　ここで凧型探査機の実用化にむけて克服しなけ
ればいけない課題がいくつかある。その一つがど

惑星バルーン

　地球に最も近いもう一つの惑星は金星であり、
この星はまだ謎の多い惑星でもある。金星には4
日で金星を一周するような強い風が吹いている。
風速は秒速100 mに達し、金星の自転の実に60倍
の速さをもっている。また、二酸化硫黄の雲によっ
て熱がこもることにより表面温度は平均で460 ℃
にものぼる。このような非常に過酷な環境である
金星の地表を探査するために、火星などと同じよ
うに地表を探査車で走らせることは現実的ではな
い。そこで先生が開発しようとしているのは、大
気中を浮遊するバルーンと凧型の探査機である。

惑星バルーンとカイト

を展開するというのはとても大変である。しかし
宇宙傘を利用する、つまり、大気に突入する前に
予め膨らませてから投下するのであれば、何もせ
ずに浮力と重力が釣り合った場所で浮かせること
ができる。これは従来の方法に比べて非常に単純
であるため、成功率が高いシステムを作ることが
できるのである。
　バルーンを使うメリットは衛星などに比べて地
表に近いため比較的高解像度で、そして地上を走
る探査車より広い範囲を探索できるということが
挙げられる。それだけでなくバルーンは風まかせ
に動くため、風の動きを観測することもできるの
だ。金星の大気の動きについてはまだ謎が多いた
め、解明のための有力な手段の一つとなることが
期待されている。先生はバルーンの具体的な設計
から大気突入条件までさまざまなことをシミュ
レーションすることで、この実現を目指している。

　今後先生たちは、宇宙傘を宇宙ステーションか
ら放出してもらうことを計画している。この実験
によって、軌道上で宇宙傘を展開して大気に突入
するという実践を想定したデータの取得を期待し
ている。
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うやって金星に帆を降ろすのかということである。
凧あげをしたことがある人ならわかると思うが、
風をうまくつかむまで走って加速するという動作
をしなくてはいけないため、地上から帆をあげる
のは大変である。そこで先生は凧を地上からあげ
るのではなく、上から落として釣り合いの状態に
することを考えた。カプセルには大気に突入する
際に受ける熱から内部を守るための、ヒートシー
ルドという中華鍋のようなものが付いている。普
通なら突入後は邪魔になるので捨ててしまうもの
だが、これをおもりにして帆のロープを引きずり
出すことを考えた。そうすることで風を受けてあ

るところで釣り合って、凧が飛ぶことが期待でき
る（図３）。
　実際に空から落ちてきた凧がきちんと釣り合い
の状態になるのかどうか、先生は実験することに
した。まず行なったのが係留気球からの降下実験
である（図４-左）。係留気球に凧をぶらさげて
そこからおもりとともに落とすことで、空から落
ちてきた凧がきちんと飛び続けることができるか
を検証したのだ。その結果、安定して飛べるとい
うことを示すことができた。
　次に行なったのが車の牽引による飛行実験であ
る（図４-右）。これは凧の特性を調べるためで、

風

地面

凧の帆

おもり

係留気球

地面

風

パラシュート

カプセル本体

ヒートシールド

ひも

凧の帆

係留気球からの降下実験と車の牽引による飛行実験。これらによって凧が安定に飛ぶためのデータを得た。

図４　先生が行なってきた凧の実験

落下中にパラシュートと凧が分離して、凧を釣り合いの状態にする。

図３　金星凧の飛行シナリオ
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　今まで述べてきたように先生は空気力学に軸足
を置いて研究しているといっても、さまざまなこ
とを研究している。だが惑星探査の本流はテレビ
でよく見る火星の着陸機や探査車などであり、先
生はその本流の研究はしていないのだ。それは
いったいなぜだろうか。これは先生の経歴をみる
ことでわかる。
　そもそも先生が宇宙に興味をもったのは幼いと
きにプラネタリウムで学者の伝記を見たことがきっ
かけであった。その頃にはスペースシャトル計画
などの特集がテレビなどで放送されており、宇宙
のことをなんとなく面白いなと思っていたそうだ。
その後先生は大学に入り、修士課程までは空気力
学を専門にしながら古典的なテーマについて研究
していた。
　そのような先生に転機が訪れたのは博士課程に
入ったころだ。修士の頃と同じようにこれまでの
延長線上にあるようなテーマをやろうとしたとこ
ろ指導教官に言われた言葉がある。「それは君がや
らなくても誰かがやるよ。」その言葉によって、先
生は他の人がやるならば自分は自分しかやらない
ようなテーマを扱った方が意義があるのでは、と

飽くなき先生の探求心

思い一風変わった研究を始めた。そうして始めた
のが今までに説明してきた磁気セイルなどの研究
である。
　先生は大学を出た後もさまざまな機関でいろい
ろな分野の研究者と幅広いテーマについて研究し
てきた。バルーンや凧は確かに一風変わった研究
テーマかもしれないが、アイデアがもう一つ二つ
あればこれらの研究は一気に進展するのではない
かと先生は考え、さまざまな機関での経験を基に
して研究を重ねている。
　先生は宇宙傘や宇宙バルーンの実用化のため
に、現在さらなるシミュレーションと実験を続け
ている。より一般的で複雑なシミュレーションを
続けることで、より正確なモデルをつくろうと考
えているのだ。しかし航空宇宙の場合、実用化の
ためには実際に飛ぶものを作らなければ意味がな
い。そのため JAXAの施設などを使いながら飛行
実験も続けていくつもりだという。
　先生にどんな学生を研究室に求めるかを聞いた
ところ、航空宇宙への興味の有無はあまり気にし
ていないと語った。そしてこう付け加えた。「航空
宇宙にそんなに興味ないですけどっていう学生が
卒業するころには航空宇宙面白いなって思ってく
れれば僕の勝ちかなって。」
　先生のユニークかつ大胆な発想によって宇宙の
謎がさらに解明され、その先には帆船によって世
界の海を行き来した大航海時代のように宇宙を自
由に行き来する時代がくるかもしれない。

先生はどれくらいの力がロープにかかっているの
かや、どのような凧であればどれほどの高度まで
上がるのかといったことを実験したのだ。この実
験によって、翼面積が凧に与える影響や凧のロー
プの長さの影響のデータを取ることができた。こ
れにより金星で凧を降ろすための最適な凧の構造
を調べることができるようになった。
　このように実験をして一つひとつ課題を解決し
ているが、まだまだ課題は残っている。その一つ
に、凧自身の性質として地表に係留されているた
め観測範囲が狭いということがある。そこで先生
はおもりをある程度動くようにすることを考えて
いる。おもりに車輪を付けて動けるようにすれば
凧でも移動できるというわけだ。
　凧型探査機についての研究者は非常に少なく、
これからのさらなるシミュレーションを経て実用
段階になるのが待ち遠しい。

　快く取材を引き受けてくださった秋田先生に心
より御礼申し上げます。本文の執筆にあたっては、
秋田先生に多くのご支援をいただきました。
　取材では、本稿で紹介したもの以外の専門的な
テーマも自分たちに分かりやすく説明してくださ
りました。また、取材の際には先生の研究に対す
るユーモアあふれる姿勢に、自分も将来このよう
な姿勢で勉学に励んでいきたいと感銘を受けまし
た。あらためて、お忙しい中本当にありがとうご
ざいました。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平林 透）

執筆者より


