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SOLAR-C: 計画の概要
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T ~ 6000 K
Turbulent convection and its interaction with magnetic fields are 
the source of energy injection into the outer atmosphere.

T ~ 105 K
The Alfvén and sound speeds both increase rapidly with height, 
playing critical role in the energy transfer.

T ~ 106 - 107 K
The energy injected from underneath is finally released, leading 
to the hot corona, the solar wind, and coronal mass ejections. 

T ~ 104 K
Regulates the mass and energy loading into the corona by 
fine-scale dynamics, such as jets and waves. 

太陽表面

コロナ
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¡ SOLAR-C  
=  高感度太陽紫外線分光観測衛星
¡ 戦略的中型SOLAR-C à

Solar-C (EUVST): 尖鋭化à
SOLAR-Cプロジェクト

¡ 日本が主導し米国・欧州諸国の協力を得て開発す
る太陽分野の国際プロジェクト

¡ 観測装置として極端紫外線域の高分散撮像分光器
(EUVST, EUV high-throughput Spectroscopic Telescope)
を用いて、太陽の外層大気を温度的に隙間なく観
測し、1桁以上の性能向上（空間0.4”・時間分解能
0.5s、波長範囲17-122nm & 280-285nm）した世界初
の分光観測を実現させ、科学目標 1) 太陽大気・太
陽風形成の基礎物理過程、2) フレア・プラズマ噴
出を引き起こす物理過程を解明する。
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プロジェクト立ち上げ履歴

¡ 概念検討段階 (Pre-Phase A1a, A1b, A2)における活動結果
¡ ミッションコンセプト提案審査採択: 2018/7    (HiZ-GUNDAMと共に)
¡ 公募型⼩型4号機へのダウンセレクト: 2020/4
¡ 概算要求事項化内⽰︓ 2021/12  (概算要求⼆年⽬)
¡ ミッション定義審査 (MDR):  2021/12(事前説明会) ~ 2022/7(結審)
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Selected for 
mission #4  

プロジェクト段階
Project stage

ミッション探求フェーズ
Mission exploring phase

ミッション定義フェーズ
Mission defining phase

概念設計
Conceptual design

計画決定
Planning decision

基本設計
Basic design

詳細設計
Detailed design

製作・試験
Fabrication/Verification

運用
Operation

アイデア創出プロセス
Idea creation process

アイデア実現加速
プロセス

Idea implementation 
process

宇宙理工学委員会ワーキンググループ
WG under Advisory Committees for Space 

Science and Engineering

プリプロ候補チーム
（所内準備チーム）

Pre-project candidate team
(ISAS reserve team)

プリプロチーム
Pre-project team

Pre-Phase A1a Pre-Phase A1b

Pre-Phase A2 Phase A1 Phase A2 Phase B Phase C Phase D Phase E

プロジェクトチーム
Project team

プリプロジェクト
候補選定審査

Pre-project candidate 
selection review

宇宙研の科学審査
（理工学委員会選定審査）

ISAS science review
(ACSSE selection review) プロジェクト

準備審査
Project readiness review

プロジェクト
移行審査

Project transition review

ミッションコンセプト提案と審査
Mission concept proposal and review

プリプロジェクト化
Phase-up to pre-project

プロジェクト化
Phase-up to project

MDR SRR SDR PDR

TRL
CML ≧1 ≧2 ≧3 ≧4

≧3

≧5

≧3, ≧4 ≧4, ≧5 ≧5 ≧6

概念検討段階
Conceptual study stage

プロジェクト構築段階
Project establishment stage

現時点
Present

2019.3 2020.4
Dates

2028年7月

2018.7

launch

衛星システム選定RFP
S/C System Contractor 

selection

ダウンセレクト
前確認会

Down selection
review

2023.62022.12
Review points

2022.11 2023.7
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※宇宙基本計画工程表(令和
4年度改訂, 2022/12/23決定)

概算要求事
項化(FY22)

SDR



プロジェクト最新状況
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※宇宙基本計画工程表(令和
4年度改訂, 2022/12/23決定)

概算要求事
項化(FY22)

¡ JAXAプロジェクト準備審査を経て、SOLAR-Cプリプロチーム発⾜: 2022/11
¡ SRR(システム要求審査)を終了:  2022/12/27
¡ SDR(システム定義審査, 2023/6予定)に向け、“計画決定フェーズ”の活動中
¡ 国際協⼒機関体制に加え、国内の開発企業体制が確定

SDR



Spacecraft bus

Primary mirror assembly (28cm diameter)

Telescope structure (CFRP)

Slit assembly

Aperture door

Grating assembly
Ultra fine sun sensor

Pre-slit & radiator

Guide telescope

SW CCD Camera

LW IAPS Camera & radiator panel

Bus I/F structure

E-boxes (Spectrograph, Telescope) etc.

Spectral irradiance monitor

Slit Jaw Imager

Radiator for the mirror

緑色: JAXA開発担当

SOLAR-C：構成と国際協力体制
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¡ 極端紫外線高感度分光望遠鏡 EUVST (EUV high-throughput Spectroscopic Telescope)は小
型衛星バス上に搭載され、イプシロンSロケットで太陽同期極軌道へ打ち上げられる。

¡ 日本は、EUVST全体構造(鏡筒)と主鏡機構(口径28cm指向駆動可能な単鏡)および衛星バ
ス、ロケットを担当する。EUVSTの分光器コンポーネント開発に、米国・欧州諸国が
得意とする技術を持って参加する。

日本が主導、日本・
世界が最も欲しい
装置を実現させる。

複数国間の連携は、
JAXAにとって
初めての経験。



世界における位置付け(1/2)
高分解能の太陽観測

¡ 3種類の高分解能観測装置が、2020年代に推進すべき太陽プラズマ研究に最も有効で実現優先
度が高い観測装置である (NGSPM-SOT*報告書)。研究コミュニティ主導でその実現方法や各宇
宙機関への提案・調整が実施され、小型/中型衛星の群での形で実現させることとなった。
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Turbulent convection and its interaction with magnetic fields are 
the source of energy injection into the outer atmosphere.

T ~ 105 K
The Alfvén and sound speeds both increase rapidly with height, 
playing critical role in the energy transfer.

T ~ 106 - 107 K
The energy injected from underneath is finally released, leading 
to the hot corona, the solar wind, and coronal mass ejections. 

T ~ 104 K
Regulates the mass and energy loading into the corona by 
fine-scale dynamics, such as jets and waves. 

太陽表面

コロナ

JAXA SOLAR-C
として実現

NASA MUSE
として実現 (2022/2選定)

DKIST (4m口径太陽望
遠鏡＠ハワイ, NSF) 

2020年代に小型/中型衛星の
群として実現させる計画

* NGSPM-SOT = Next Generational Solar Physics Mission Science Objectives Team, 
NASA, JAXA and ESAが選抜任命・諮問した14名の研究者チームであり、2017
年7月に報告書が答申として提出された.

0.3” coronal/TR spectrograph (T-9)       

0.2”-0.6” coronal imager (T-7)                

0.1” – 0.3” chromospheric imager 
and magnetograph (T-4)

0.1” photospheric magnetograph (T-1)
0.1” chromospheric spectrograph (T-5)

特徴: 低層大気(表面, 彩層)での磁場計測能力

優先度が高い装置の順序は
以下の順である。

戦略的な観測連携

特徴:コロナの高時間分解能, 広視野”撮像”の能力
ただし限定的な温度のみ。

特徴: 大気全温度層の同時”分光”の能力。
ただし、高時間分解能は狭視野のみ。

(2021年から運用開始)

温度
範囲
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世界における位置付け (2/2)
太陽圏システム科学

Credit: NASA/JHU APL
“その場”観測

Parker Solar Probe

Credit: ESA/AOES

Solar Orbiter

コロナ撮像・分光、表面磁場観測

8.9太陽半径
(最接近観測 2025~)

Credit: NASA/JHU

BepiColombo/みお (MMO)

60Rs (最接近), 24度傾斜角位置
(2027~)

65Rs – 100 Rs @水星軌道 (2025~)

SOLAR-C
(FY2028~, JAXA)

5太陽半径以遠のコ
ロナ偏光観測

7

SOLAR-Cは、太陽表面の高解像度観測 (DKIST, 米国)と内部太陽圏の探査観測 (Parker Solar Probe, Solar 
Orbiter, BepiColombo等)を物理的に結び付けることを可能にする分光診断を提供できる唯一のミッション。

PUNCH (2025~)

(テレメ制限, 低時間分解能)

?

全面
観測

表面磁場の
高解像度観測
(2021-)

日本天文学会2022年春季年会

(2018.8打上, NASA)

(2020.2打上, ESA/NASA)

DKIST
(NSF)

(2023打上予定, インド)

(2022打上, 
中国)

(NASA)

(NASA, SMEX)

(2018.10打上, ESA/JAXA)

MUSE (2027~)

高解像度コロ
ナ撮像観測
(NASA)

戦略的
観測
連携
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SOLAR-C: 国内開発の最新状況

¡ 国内の開発企業体制が確定、プロジェクト化(2023/7)前に⾏う、要素試作を含む概念設
計検討、予備設計検討を現在実施中。
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衛星システム: NEC 取り纏め

EUVST望遠鏡システム: 
MELCO(尼崎) 取り纏め

高精度太陽センサ(UFSS): 
明星電気

主鏡機構部BBM試作評価の風景

詳細は次の原氏講演 V243a

FM品に同等な全系モデル
(BBMその2モデル)の設計中

設計基準書等
プロジェクト準備

最大の課題: 開発中のイプシロンS
ロケット搭載重量に合致するための
望遠鏡&システムの軽量化 (検討中)



まとめ
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¡ SOLAR-Cは、2018年7月のミッションコンセプト提案採択から約4年で、
ミッション定義審査(MDR)、そしてシステム要求審査(SRR)を通過した。

¡ 現在、計画決定フェーズ(Phase A2)にあり、国際協力機関体制および開
発企業体制を確定させ、プロジェクト開始(2023/7, Phase B)に向け、予備
設計検討や実際に用いる要素技術の試作評価など、衛星システム・
EUVST望遠鏡システムの検討を進めている。

¡ 目下最大の課題は、開発中のイプシロンSロケット搭載重量に合致する
ために、望遠鏡と衛星システムの軽量化であり、最重要課題として検討
を進めている。

¡ SOLAR-Cは、日本天文学会の中で、特に太陽研究者コミュニティ(太陽
研連)が、第一優先で取り組む科学衛星計画であり、今後も天文学会を
挙げてのご支援をお願いいたします。


