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筑波から見守った きぼうオープン！
かぐや 地形カメラによる立体地図で
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ティコクレーター上空を遊覧飛行する
高精細動画を公開
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東覚フライトディレクタに聞くSTS-124

筑波から見守った
きぼう オープン！

3

東覚芳夫
有人宇宙環境利用ミッション本部JEM運用プロジェクトチーム
主任開発員／フライトディレクタ

若田光一・野口聡一宇宙飛行士が語る

月に星出彰彦宇宙飛行士が搭乗したSTS -124
ミッションで日本の実験モジュール「きぼう」の
船内実験室が国際宇宙ステーションに取り付け
られ、
「きぼう」
の運用がいよいよ本格的にスター
トしました。来年には若田光一宇宙飛行士の長期滞在ミッ
ションがあり、その中の STS -127ミッションで船外実験プ
ラットフォームと船外パレットを取り付けて「きぼう」が完成し
ます。そして来年後半から再来年にかけて 6 か月間、野口聡
一宇宙飛行士が国際宇宙ステーションに長期滞在することも
決まっており、まさに宇宙と地球が常時接続している時代が
到来したわけです。月を周回する「かぐや」からは、この身近
な宇宙を実感できるティコクレーターの迫力のある画像が届き
ました。地形カメラがとらえたダイナミックなイメージを、見開
きのグラビアでお楽しみください。
5 〜 6 月には大きな災害が続きま
した。ミャンマーの大型サイクロ
ン、中国の四川大地震、そして
6 月中旬の岩手・宮城内陸地震。
これらの災害に JAXA がどう対
応したのか。
「だいち」が被災地
の画像データを提供するまでを
追いかけました。日本の宇宙開
発の「いま」の姿を見ていただけ
ればと思います。

６

筑波から
見守った
きぼう
オープン！

2008年6月5日朝
（日本時間）
、
星出彰彦宇宙飛行士は
「きぼう」船内実験室に泳ぐように入った。
その映像は、
筑波宇宙センターの運用管制室から、
遠隔操作で
「きぼう」
の
カメラが撮影した最初の映像だ。
見守っていた管制員たちは
思わず立ち上がって拍手。
その中心には、
チームの指揮官である
東覚芳夫フライトディレクタ
（FD）
がいた。
「運用管制チームと議論を重ねて飛行を迎えた。
おかげで常に安心感があった」
と星出宇宙飛行士は、
筑波とのチームワークを、
ミッション成功の要因にあげる。
その筑波から見たSTS-124ミッションについて、
（取材・文／林公代、
軌道上の画像はすべてNASA提供）
東覚FDに話を聞いた。

東覚フライトディレクタに
聞くSTS -124
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小さな揺れが大きな不安︑
実験室の取り付け

２００８年６月１日︵日本時
間︑以下同︶
に打ち上げられたス
ペースシャトル・ディスカバリー
号の貨物室には︑国際宇宙ステー
ション最大の部屋となる
﹁きぼう﹂
船内実験室が納められていた︒約
日間の飛行中︑最初の大イベン
トは４日目の船内実験室の取り付
け︒星出彰彦宇宙飛行士のロボッ
トアーム操作を見守る東覚芳夫Ｆ
Ｄが︑心配していることがあった
という︒
﹁スペースシャトルの貨物室と
船内実験室の間隔が ㎝ 以下しか
なかった︒前回の船内保管室の時
より︑さらに狭い︒しかも船内実
験室は長く重いから︑取り出す時
に少しでも揺れるとぶつかる可能
性があったのです﹂
実際︑船内実験室の留め金を外
し︑星出宇宙飛行士がアームで少
し動かしたとたん︑若干の動きが
14

長期滞在ミッションへの
意気込み

7

かぐや 地形カメラによる立体地図で

ティコクレーター上空を
遊覧飛行する
高精細動画を公開

8

春山純一 宇宙科学研究本部 固体惑星科学研究系 助教

ティコクレーターの
立体視動画より

10

相次ぐ災害に緊急観測で対応する

防災利用システム室
の働き

12

衛星利用推進センター 防災利用システム室
横山隆三 岩手大学特任教授

石川隆司理事に聞く

14

調布航空宇宙センターの
活動
石川隆司

JAXA理事

宇宙広報レポート

16

1.調布航空宇宙センターで
航空技術の最先端にふれる
2.JAXAと北海道・大樹町が
連携協力協定を結ぶ
阪本成一 宇宙科学研究本部対外協力室教授

JAXA最前線

18

宇宙発・日本発のヒット商品を！
JAXA コスモード・
プロジェクト 始動。

20

表紙：STS -124ミッションの飛行12日目、
スペースシャトル
「デ
ィスカバリー号」
から撮影した国際宇宙ステーション。先端部
に取り付けられた
「きぼう」の船内実験室、船内保管室、ロボ
ットアームをはっきりと見ることができる。
（NASA提供）

有人宇宙環境利用
ミッション本部
JEM運用プロジェ
クトチーム 主任開
発員の東覚芳夫フ
ライトディレクタ
（FD）
。同い年だが
JAXAでは星出宇
宙飛行士の1年後
輩。水のトラブル時にあせりは？
「リハーサルではもっと大きいト
ラブルを訓練済み。何があっても
あきらめずに別の策を進めるとい
うタフさは鍛えられていました」
2

入り口の
「のれん」をく
飛行5日目「きぼう」
ぐるマーク・ケリー船長。
「のれ

んのことは知らなかった。でも星
出さんらしい気の利いた演出です
ね」
（東覚FD）

飛行3日目

国際宇宙ステーションに近づく
ディスカバリー号。
貨物室には
「きぼう」
船内実験室が

右／ペイロードベイ（貨物室）
か
ら取り出された
「きぼう」
船内実験
室
左／船内実験室の取り付けを行う
星出宇宙飛行士とナイバーグ宇宙
飛行士。
「訓練と同じで実感がわか
なかった。ナイバーグ宇宙飛行士
は、スペースシャトルの窓から船
内実験室を見て初めて、本当に動
かしたと実感したようだ」

あった︒しかし星出宇宙飛行士は
この動きをすばやく補正︑シャト
ルから船内実験室を取り出し︑６
月４日午前８時 分︑国際宇宙ス
テーションに取り付けた︒

上／ディスカバリー号のミッドデ
ッキで食事をとる星出宇宙飛行士
下／国際宇宙ステーションとの距
離と接近速度を測定する

その後︑
ロボットアームの展開︑
保管室の移設作業と次々に成功さ
せ︑盛りだくさんの作業はヤマ場
を越えた︒今回のミッションを振
り返って東覚ＦＤは︑
﹁ヒューストンや宇宙とうまく
連携できたことが最大の収穫︒ト
ラブルが少なかったのは︑手順書
や事前の段どりがよかったという
こと︒何より実験室の出来がよか
った﹂と分析する︒
実験室の出来とは︑具体的にど
んなところなのか︒
﹁コマンドを送ると︑水が気持
ちよく回り始める︒空気を回すフ
ァンの動きもいい﹂と︑まるで﹁き

右／「きぼう」
の引越し作業。船内
保管室からラックを運び込む。
左／実験ラックの配線を1つ1つ
慎重につないでいく

﹁ありえない﹂
︑
入室前のハプニング

飛行2日目／
飛行3日目

取り付け後に︑まず重要なのは
気密漏れのチェック︒ゴミが少しで
もはさまっていると空気が漏れる
ので慎重に確認する︒その後︑星
出宇宙飛行士らは
﹁きぼう﹂と国
際宇宙ステーションの間の電気︑
通信︑冷却水︑空気の配管をつな
いでいく作業にとりかかった︒
予期せぬトラブルが発生したの
は︑冷却水の配管をつないだ直後
のことだ︒
ＮＡＳＡから﹁水の動きがおか
しい﹂という連絡が入った︒ＮＡ
ＳＡが用意した接続用配管に予定
の水が入っておらず︑空気が数百
直
前
に
ビ
デ
オ
起
動
︒
ほど混入したという︒空気がポ ﹁いらっしゃーい﹂
の
ンプに入ると壊れる恐れがある︒ 舞台裏
筑波チームに緊張が走った︒
﹁聞いた時は﹃ありえない﹄と思
東覚ＦＤがミッション中︑もっ
った︒水が少し漏れることは懸念 とも感慨深かったと語るのは︑星
していたが︑水が入っていないと 出宇宙飛行士の﹁きぼう﹂入室シ
は︒至急ＮＡＳＡのＦＤと連絡を ーンだ︒その歴史的瞬間は︑内部
とり︑日本の技術チームと検討を のビデオカメラを筑波から操作し
始めました︒過去の設計や試験の て︑撮影する予定だった︒だが
データを見ながら水を早く回すこ 冷却水のトラブルを処理した時点
とで泡が散るだろうと判断し︑そ で︑予定から２時間ほど作業は遅
のとおりの結果が得られました﹂ れていた︒さらに︑きぼうの頭脳
迅速なコミュニケーションが功 にあたる制御装置︵ＪＣＰ︶立ち
を奏し︑トラブル発生から約１時 上げという大きな作業が続く︒Ｊ
間で無事︑解決に導いた︒
ＣＰが動き出すと︑
﹁きぼう﹂全

もっとも忙しかった日
実は筑波運用管制チームにとっ
て︑もっとも忙しかったのは入室の
翌日︑飛行６日目だった︒空っぽ
の船内実験室に︑すでに取り付け
てあった船内保管室から８個の実
験ラックを運び込み︑電気や水な
どの配線を接続していく︒１つで
も配線ミスがあると電源が入らな
い︒手順書と照らし合わせながら
地道な作業が進められていった︒
同時に﹁きぼう﹂の外では︑船

飛行4日目

42

装置のデータ︑約１万点が一斉に 外活動でカメラの取り付けが行わ
送られてきた︒そして︑筑波から れた︒作業の指示はヒューストン
﹁きぼう﹂
への初コマンド送信︒﹁き が行うが︑取り付け後のカメラに
ぼう﹂との通信が︑ついに開かれ ヒーターを入れ︑動作確認をする
たのだ︒
のは︑筑波の仕事︒また﹁きぼう﹂
﹁ここまで来れば︑あとは時間 の頭脳︑ＪＣＰ２系統のうち︑片
との勝負﹂と気合いが入る︒ヒュ 系統の立ち上げ作業もあった︒Ｎ
ーストン︵ＮＡＳＡジョンソン宇 ＡＳＡは２人のＦＤで対応するほ
宙センター︶
︑筑波︑宇宙の星出 ど︑作業は複雑だったのだ︒
宇宙飛行士が連携し︑作業は急ピ
前日の体育館が見る見るうちに
ッチで進む︒そしてビデオが準備 実験室になっていく︒星出宇宙飛
できたのは入室５分前！
行士は︑
﹁何回もリハーサルをしたが︑あ
﹁広かっただけに狭く感じて︑
んなに迅速な作業は見たことがな 冗談で﹃もったいないね﹄と言う
い﹂
東覚ＦＤも驚くほど︒練習の 宇宙飛行士もいましたが︑
﹃きぼ
成果を見事︑本番で発揮したのだ︒ う﹄が日々成長するのを実感しま
﹁きぼう﹂に入室した星出宇宙 した﹂と語っている︒
飛行士は︑カメラに向かって真っ
自分の手で実験室を作り上げる
直ぐ飛んできて
﹁いらっしゃーい﹂ 醍醐味を感じていたようだ︒
と書かれた紙を見せた︒
﹁カメラ
﹁きぼうの
が間に合ってよかった﹂と胸をな
内部が見える﹂
でおろす︒その後は体育館状態︒
宇宙飛行士たちは回転したり︑踊
ったり︑国際宇宙ステーション最
大の空間を満喫していた︒

cc

4

ハーモニー（中央）
に取り付けられた
「きぼう」
船内実験室
（左手前）
と
船内保管室
（上）
5

飛行6日目
飛行7日目

スペースシャトル・ディスカバリ
ー号打ち上げ。
「ガンバッテ クー
ダサイ」
とNASAテレビで日本語
のアナウンス

上／
「きぼう」内部のビデオが撮
影した画像。準備ができたのは入
室5分前！
下／ STS-124クルーの
「きぼう」
船内実験室入室時の運用管制室

2008年6月1日6時2分（日本時間）
打ち上げ
飛行4日目

ぼう﹂内部が見えているように話
す︒
﹁たしかに水や空気︑通信が
どこをどう流れているかイメージ
できる︒そうでないと︑トラブル
時に﹃あのあたりだ﹄と即座に対
処できない﹂
このイメージ力こそ
運用成功の鍵にちがいない︒
さらに驚くのが︑宇宙との距離
感だ︒
﹁宇宙と話しているというより︑
すぐそこにいて﹃ちょっとそれ取
って﹄という感覚です﹂
この感覚は一朝一夕には生まれ
ない︒飛行前から︑東覚ＦＤは星
出宇宙飛行士と頻繁にメールを交
わし︑不安要素をつぶしてきた︒
各管制員も同様に星出宇宙飛行士
と議論を重ねてきたという︒こう

若田光一宇宙飛行士

野口聡一宇宙飛行士

7

（7月9日、筑波宇宙センターにて）

るSTS -127
（私が地球に帰るスペースシ
ャトル）
の最終段階の訓練は、打ち上げ
直前まで地上で行われますが、私はその
時は既に宇宙にいるために参加できませ
ん。その状況下で仲間のSTS -127クル
ーらと一緒に「きぼう」第３便の組み立
てを確実に終えるには、打ち上げ前のみ
ならず宇宙での訓練も継続し、自分の腕
を磨いておかないといけません。それが
これまで経験したことのない新しい課題
です。

「6か月は長期戦。
打ち上げまでに少しずつ準備」
野口聡一宇宙飛行士
今はやはり若田宇宙飛行士の第18次
長期滞在が目前に迫っており、バックア
ップとしてそれを成功させたいというの
が強くあります。それを終えてから第20
次へ続くという気持ちです。
６か月というのは長期戦で、コンディ
ションの維持が大事だと感じています。
訓練も、シャトルの訓練のように短期間
で一気に仕上げるのでなく、わりと少人

数でいろんなところを回って時間をかけ
て準備していくのが特徴です。来年の打
ち上げまで、このペースで自分の中で少
しずつ準備していければいいと思ってい
ます。
打ち上げに使うソユーズ宇宙船は、３
人乗りなので非常に狭いと感じられるか
もしれません。でも人間３人がカプセル
に乗って宇宙に行って帰るには十分なス
ペースがあります。宇宙船の操作を直接
担当するような訓練をしていると、手に
取れる範囲にある宇宙船という感覚がす
ごくあります。まず座って宇宙船そのも
のの形がわかるし、手の届くところにい
ろんな配管があり、ここを開ければ空気
が入ってくるとか、まさに身に付ける宇
宙船というぐらいの身近感があって、あ
る意味、直接的、直感的でおもしろいと
思います。
打ち上げ時には「きぼう」が完成して
おり、おそらくHTVも打ち上げられてい
るはずなので、日本の皆さんにISSの本
格的な利用の始まりを見て、感じてほし
いと思います。

24

という主体的な気持ちで進めてい
きたい﹂
東覚ＦＤは︑さらに気を引き締
める︒そして 年には﹁きぼう﹂
３便目︑船外実験プラットフォー
ム及び船外パレットの取り付けが
ある︒
﹁じつは３便目が一番むずかし
い︒スペースシャトルと国際宇宙
ステーションのロボットアームの協
調作業があり︑
﹃きぼう﹄のロボッ
トアームで個々の実験装置を取り
付ける︒アームのフル稼働です﹂
現在︑手順書を作りながら国内
のリハーサルを始め︑年末からの
ＮＡＳＡとのシミュレーションに
備える︒
﹁きぼう﹂完成の成功に
向けて︑タフな日々は続く︒

「きぼう」組み立ての第１便、第２便が
大成功に終わり、締めくくりの第３便も
確実に成功させるため更に気を引き締め
ていきたいと強く感じています。今回２
月から５月末に地球に帰るまで約３か月
ぐらい宇宙に行きます。打ち上げ時と帰
還前のスペースシャトルが国際宇宙ステ
ーション
（ISS）
にドッキング中の慌しい
ISS組み立て作業時は100メートルダッ
シュ、その間の約３か月間の宇宙滞在は
「きぼう」を始めとするISS上の実験室で
いろんな実験や整備作業などを行うマラ
ソンのようなミッションです。長期滞在
の最後に「きぼう」組み立てを完成させ
る仕事が待っており、最後まで気が抜け
ない宇宙飛行になると思います。
私は、1992年に「きぼう」の組み立て・
検証要員として宇宙飛行士候補者に選ば
れました。これまで２回の宇宙飛行を経
て、訓練を始めて16年が経った今、宇宙
飛行士になった時から目指してきた目標
の仕事が近づいてきている事を感じま
す。初めての経験となるISS長期滞在飛
行を確実に遂行できるよう、これまでの
宇宙飛行士としての飛行や訓練の経験を
すべてぶつけ、充実したミッションにし
たいと思います。
今回の飛行中自分にとっての大きな課
題は、
「きぼう」の船外実験プラットフォ
ームや船外パレット等の取り付け作業で
す。私が宇宙に行く時に乗るスペースシ
ャトル（STS -119）
のISSドッキング中
にアメリカの大きなトラス構造
（ S6）
を
ロボットアームで取り付けますが、その
訓練は打ち上げ直前まで行うことがで
きます。さまざまな宇宙実験のための準
備やISSの修理や整備のための船外活動
の準備も万全です。
「きぼう」を打ち上げ

体育館から実験室に様変わりした
「きぼう」

した徹底したやりとりが︑距離を
超えた﹁あうんの呼吸﹂を生んだ
のだろう︒

若田光一宇宙飛行士

10

月の実験開始に向けて

「これまでの宇宙飛行士としての
経験を全部ぶつける」

2009年2月打ち上げ予定の
スペースシャトル
「ディスカバリー号」
に搭乗し、
5月末までの約3か月間、第18次長期滞在クルーとして国際宇宙ステーションに
滞在する若田光一宇宙飛行士と、
09年後半から翌10年前半の約6か月間、
第20次長期滞在クルーとして国際宇宙ステーションに滞在する
野口聡一宇宙飛行士が共同会見で語りました。
それぞれのミッションに向けた現在の心境をご紹介します。

現在︑運用管制チームは︑８
月の宇宙実験開始に向けて準備を
進めている︒たとえば実験に必要
なガス供給システムや︑データを
地上に送るための通信機能の確認
などだ︒筑波の運用管制室は今も
常時︑約 人で 時間︑
﹁きぼう﹂
を見守っている︒
﹁実験が始まると︑より複雑な
作業になります︒
﹃きぼう﹄の本
領を発揮すると共に︑宇宙飛行士
が安全にリラックスして活動でき
る場所を︑私たちが提供するんだ

長期滞在ミッションへの意気込み

8

09

船内実験室の窓
（星出宇宙飛行士の頭後方にある）
は大人気。
「眠くなるまで窓をあけてずっと外を見ていました。
独り占めできて楽しかった」
（星出宇宙飛行士）

実験室の窓から。
「夜から朝になる瞬間が美しかった。地球は儚
（はかな）
いが、大地からは力強さを感じた」
（星出宇宙飛行士）

NASAジョンソン宇宙センターの
無重量環境訓練施設のプールで
サバイバル訓練中の若田
（右）
、
野口
（左）
両宇宙飛行士
（2008年5月、
NASA提供）

6
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たく同感です︒
春山 重力場研究の大御所であ
るマサチューセッツ工科大のマリ
ア・ズーバ先生にお見せしたとき
も︑才女で厳格な普段のイメージ
とはうってかわって︑顔を上気さ
せ満面の笑みで感動を伝えていた
だきました︒月の分光学研究の第
一人者であるブラウン大学のカー
ル・ピータース先生に至っては︑﹁こ
れを見て︑︵ティコの中央丘に︶
ま

でもそれをわかった上でピーター
ス先生は︑地質学上重要な地点な
ので﹁ますます﹂と︒﹁特別な登山
靴をあつらえる﹂とおっしゃって
ました︵笑い︶
︒
さて︑初画像取得のときの様
̶
子を各ミッション機器のＰＩ
︵主
研究者︶
のみなさんに伺っていま
すが︑春山さんの場合は？
春山 個人的には自分の担当ミッ
ションの初画像よりも先に︑その
感激を味わうことができました︒
ＨＤＴＶ
︵ハイビジョンカメラ︶
で︑
万㎞離れた場所から地球をとら
えた画像があったじゃないですか︒
とても印象的な映像でした︒
̶
春山 あの場に居合わせたんです
よ︒
ＰＩの山崎順一さん
︵ＮＨＫ︶
︑
普段はクールな方なのですが︑最
後のスイッチを押す手が震えてい
たように見えました︒そしてモニ
ターに映し出されたのは︑ほんと
うに美しい映像でした︒自分のこ
とのように嬉しかったです︒

画面のど真ん中に︑露出ぴっ
̶
たりの地球が ⁝⁝︒
春山 ミッションにはたくさんの
人間が関わっているわけですが︑
すべてがうまくいって初めてパー
フェクトなデータが得られます︒
画像などは非常にわかりやすく︑
光学系や電気系︑姿勢制御や取り
付け︑軌道推定 ⁝⁝︒みんな自分
の担当分野でミスがあったらどう
いう絵になるか︑ひやひやしなが

美しい画像は
﹁すべてが
パーフェクト﹂
の証

すます登ってみたくなった﹂と︒
勇敢ですね︵笑い︶
︒
̶
春山 じつはずっと以前に﹁もし
ご自身が行けるとしたら ︑どこ
に？﹂と伺ったら︑間髪入れず﹁テ
ィコの中央丘﹂とおっしゃってい
たのが印象深く︑さっそくご紹介
したんです︒
かなりの急斜面に見えますが︒
̶
春山 高さ方向の強調はしていま
せんので︑
かなりきつい斜面です︒

春山 ええ︑だからリアリティが
増すんです︒
かぐやのＰＩの先生方に伺う
̶
と︑みなさん自分のデータを見て
いると﹁まるで自分がかぐやに乗っ
て︑月の上を飛んでいるような気分
になった﹂とおっしゃっています︒
春山 分かります︑分かります︒
﹁そうですか︑よかったです
̶
ね﹂とか相づちを打ちながら︑実
は内心︑単純に﹁うらやましいな
ぁ﹂と思っていたんです︑﹁私も飛
んでみたいな﹂と︒
春山 ︵笑い︶
︒
ところが今回︑大画面テレビ
̶
でこの動画を流してみて︑ほんと
うに自分も飛んでいるような︑ま
るで遊覧飛行している気分になり
ました︒春山さんたちに﹁月へ連

﹁かぐや﹂
の取得画像を専門家による解説付きで紹介する︑
﹁かぐや画像ギャラリー﹂
で７月 日︑
すさまじい動画が公開された︒
コペルニクスと並ぶ有名クレーターのひとつ
﹁ティコ﹂
の上空を︑
まるで遊覧飛行のように飛び回る視点からの２分間の動画だ︒
これまで学会など一部では上映はされていたが︑
今回インターネットで
公開されたのはフルハイビジョンサイズ
︵１９２０×１０８０ピクセル︶
で
３００メガバイト弱︑
ビットレート Ｍｂｐｓ の動画ファイル︒
古めのパソコンでは再生がとぎれとぎれになるほど圧倒的なデータ量だ︒
この動画は︑﹁かぐや﹂
搭載の地形カメラで取得された画像から
作られた立体地図がベースとなっている︒
史上最も詳細な月全球の立体地図を作るため観測を続ける︑
地形カメラの主研究者
︵ＰＩ︶
である春山純一助教に聞いた︒
︵インタビュー・構成／喜多充成︶

﹁アメイジング！﹂
海外研究者からも大反響
すさまじい反響でしょう？
̶
春山 私が直接反響をいただく
のは研究者コミュニティだけです
が︑海外からも﹁アメイジング︵す
ごい︶﹂﹁ブレス・テイキング
︵息を
呑んだ︶﹂などとお褒めをいただ
きます︒
研究者ではないですが︑まっ
̶

には？
春山 なりましたね︵笑い︶
︒ＨＤ
ＴＶだけでなく︑アンテナやマス
トなどの展開を確認するモニター
カメラからも︑きれいな月面の画
像が届いてきました︒﹁こんなにキ
レイなら︑地形カメラなんていら
ないんじゃないの﹂とか冷やかさ

11

数は多いので︑解像度が高いほど
データはより確かなものになるわ
けです︒そしてこれは固体表面を
持つ太陽系の他の惑星や衛星︑小
惑星などにも通用する手法です︒
他には？
̶
春山 あるいは地形カメラで立体
地図を作ると︑その場所の傾斜が
分かります︒カメラで撮ってみて
すごく明るいエリアがあったとし
て︑それが太陽光の入射角の具合
によるものか︑その場所にある物
質そのものの明るさなのか︑より
正確な推定が可能になります︒一
緒に載っているマルチバンドイメ
ージャ︵ＭＩ・可視近赤外域の多
色撮像︶
やスペクトルプロファイ
ラ︵ＳＰ・連続分光観測︶
の分光デ
ータについて︑地形の影響を補正
するにも必須ですし︒

情報に画像を重ねて︑
リアリティが増す

ら息を詰めて待っていたと思うん
です︒そこに︑モニター画面のま
さにど真ん中のあの美しい地球で
したから︒チーム仕事の醍醐味で
すよね︒
感激が徐々にプレッシャー
̶

れて行ってもらえた﹂という気持
ちになれたんです︒どうもありが
とうございました︒
春山 そうですか︑よかったです
ね︵笑い︶
︒
この﹁遊覧飛行シリーズ﹂
︑次
̶
作以降もどんどん出てきますか？
春山 準備はしていますが︑けっ
こう手間がかかるので
︵苦笑︶
︒そ
れよりも︑
これを見た方にはぜひ︑
ホンモノの月を双眼鏡で眺めるこ
とをおススメしたいです︒ティコ
クレーターも視認でき︑感動も深
まると思います︒学生たちにもそ
れを強く勧めています︒﹁じっくり
見ること﹂は科学の基本ですし︑
それに何より月は美しい︒本当に
美しいですから︒
わかりました︑ぜひ︒
̶

アポロ17号の宇宙飛行士が撮影した写真
（右）
と、
地形カメラによる立体地図
（左）
はほぼ一致。
月全球にわたってこれを可能にするのが
地形カメラのすごさ。

8
9

春山純一
宇宙科学研究本部
固体惑星科学研究系 助教

立体視の原理そのものは︑
地球
̶
観測衛星などとも同様ですよね︒
複数のカメラで撮った画像から︑
高さ情報を得ていくという⁝⁝︒
春山 はい︑航空写真などでも使
われている手法です︒地形カメラ
の場合は前方を見るカメラと後方
を見るカメラの２つがあって︑そ
れらから立体視用のペア画像を取
得します︒これらを処理して起伏
の情報を得ていますが︑そこにさ
らにカメラで真上から撮ったよう
に補正した画像を重ねています︒
テクスチャーマッピングと
̶
いう方法ですね︒

http://wms.selene.jaxa.jp
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発で届きました︒嬉しかったので
すが︑それよりもホッとした気持
ちのほうが大きかったかもしれま
せん︒えらそうなことを言うよう
ですが︑﹁このカメラがうまくいか
ないと︑今後の日本の惑星科学が
非常に厳しい状況に置かれるだろ
う﹂というプレッシャーもありま
した︒とりあえずそこからは解放
された気分でした︒
あのクレーターを選んだ理
̶
由は？
春山 裏側にあるクレーターがち
ゃんと撮れるか︑極域に近い暗い
部分でちゃんと撮れるか︑確かめ
たかったこともある︒このクレー
ターは非常に重要なクレーターで
⁝⁝︑と言いたいところですが︑
実は割り当てられた時間の関係か
ら︑通りがかりに撮ったに近いも
のです︵笑い︶
︒
しかし鳥肌が立つくらいの
̶
精細さ︑素晴らしい解像度の画像
でした︒
春山 ほとんど一発で補正も必要
なく立体視ができました︒
あそこまでの解像度は︑今後
̶
の研究に何をもたらしますか？
春山 たとえばクレーター年代学
という分野があります︒その土地
が古いほどたくさんのクレータ
ー︑つまり衝突痕がある︒
﹁肌年齢﹂でたとえるとわか
̶
りやすそうですが？
春山 いろいろ差し障りがあるの
でそのたとえはやめたほうがいい
と思います
︵笑い︶
︒
いずれにせよ小
さいクレーターのほうが圧倒的に

かぐや画像ギャラリー

地形カメラの初取得データで作成された
「ダイソンクレーター」
の立体視動画より。クレーター内部の
小さなクレーターまで、数えられるほどの精細さでくっきりと。

れもしましたが︑
冗談じゃないよ︑
と︵笑い︶
︒
そして初画像が﹁ダイソンク
̶
レーター﹂
︒
春山 忘れもしません２００７年
月３日の朝方です︒前の晩から
運用を続けていましたが︑画素の
欠けも抜けもない美しい画像が一
11

HDTVによる地球の初画像

地形カメラの初画像に見入る関係者
（2007年11月3日未明、
相模原キャンパスの運用室にて）

テ ィ コ ク レ ー タ ー の 立 体 視 動 画 よ り

30

NASA 提供

10
11

月の南部に位置するティコクレーター
ティコクレーターの全景。真ん中に中央丘がある

ティコクレーターの名は︑のち
に﹁ケプラーの法則﹂をもらたす
精密な天体観測を行ったデンマー
クの天文学者︑ティコ・ブラーエ
にちなむもの︒光条と呼ばれる白
い筋が放射状に出ていることから
見つけやすく︑コペルニクスクレ
ーターなどとならぶ有名クレータ
ーの１つ︒地球から見える月を人
間の顔にたとえると︑あごのやや
右寄り
︵向かって左側︶
に位置して
いる︒
今回の画像は４パス︵上空通過
４回分の取得画像︑１パスで約
㎞前後の幅で観測︶
を重ねたもの
で︑直径約 ㎞のティコクレータ
ーをすっぽりカバーする︒中央丘
の山塊は富士山に匹敵する大きさ
と険しさ︒
︵﹁ か ぐ や 画 像 ギ ャ ラ リ ー ﹂
で︑フ
http://wms.selene.jaxa.jp
ルハイビジョンサイズの動画ファ
イルがダウンロード可能です︶
85
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衛星利用推進センター 防災利用システム室のスタッフ
（左から滝澤親一主任開発員、
松原彰士計画マネージャ、
山﨑秀人主査）

で︑岩手︑宮城︑秋田の被災域の
全体を観測しているものでした︒
それまでの被害調査は︑主として
人家のある場所や道路沿いを中心
に行われていましたが︑これらの
画像により︑人が踏み込んでいな
い山の中にも膨大な数の土砂崩れ
や崩落箇所があることが判明しま
した︒また地震前と地震後のパン
シャープン立体視画像
︵2
.5m解
像度カラー立体視画像︶を専門家
に見せたところ︑崩壊地の地形特
徴︑
土石流や堰止め湖の状況把握︑
今後の復旧対策で注意すべき構造
線の存在など︑詳細な情報を判読
できることも判明しました︒
これらの〝だいち〟画像は︑岩
手大学︑
東北大学︑
岩手県︑
宮城県︑
市町村︑国交省︑森林管理局など
の多くの部署に提供しましたが︑
被災総合調査︑復旧対策︑住民
説明などに利用されています︒土
砂崩れや崩壊の箇所は安定してい
ないところが多くあり︑今後も引
き続き監視する必要があるそうで
す︒復旧工事も進展の監視も含め
て︑今後の〝だいち〟データが大
いに期待されているところです︒
航空写真だと撮影できる範囲が
限られますが︑衛星には広域を真
上から一括して撮れる利点があり
ます︒今回のように災害直後に衛
星画像がタイミングよく提供され
れば︑大いに役立ちます﹂
岩手・宮城内陸地震の緊急観測
は現在も継続され︑
﹁だいち﹂の
画像は各方面からさらに注目を集
めている︒

った︒
しかし激甚災害であるため︑
ＪＡＸＡが独自の対応を検討して
いた時︑国連の要請で﹁国際災害
チャータ﹂が発動された︒国際災
害チャータとは︑各国で災害が発
生した際に参加宇宙機関が被災地
の観測を行うなど宇宙技術を通じ
て支援を行う枠組みである︒
この発動を受けて︑直ちに﹁だ
いち﹂による緊急観測が行われ︑
サイクロン上陸から４日後︑５月
７日に国連を通じてデータが提供
された︒また︑救援に向かった日
本の機関﹁ＪＩＣＡ︵国際協力機
構︶
﹂からも︑データ提供の依頼
を受けた︒
こういった活動を通じ︑
国連及びミャンマー政府から非常
国際災害チャータの要請に基づいて
JAXAが画像を提供した最近の主な災害
※昨年10月〜今年6月までの
8か月間のものを抽出
※日付はUTC
（協定世界時）
による

災害の内容
ベトナムの台風
米国南カリフォルニアにおける火災
ドミニカ共和国の洪水及びハリケーン
メキシコの洪水
ベトナムの洪水
バングラデシュの洪水及びサイクロン
北海のオイル流出
アフリカ南部の洪水
ボリビアの洪水
ルワンダの地震
米国南東部のトルネード
エクアドルの洪水
ナミビアの洪水
米国の洪水
アルゼンチンの火災
カナダの洪水
チリ南部の火山噴火
ミャンマーのサイクロン
中国の地震
チリの洪水

海外での災害発生時に
も迅速に対応
この地震が起こる１か月前に
は︑アジアで大規模な自然災害が
相次いで発生していた︒５月２〜
３日にかけてミャンマーを襲った
大型サイクロン︒そして︑５月
日に中国・四川省で発生したマ
グニチュード8
.0の四川大地震︒
海外での災害時にも︑時に防災
システム室のサポートが求められ
る︒国内の場合は特に要求がなく
とも当然のことながら対応を進め
るが︑海外の場合は基本的にユー
ザーからの要請がベースだ︒
ミャンマーの大型サイクロンの
際は︑特に政府からの要求はなか

相次ぐ災害に緊急観測で対応する

防災利用
システム室の
働き

このように大きく報道された災
害を含め︑洪水︑台風︑海上の油
分調査まで︑
﹁だいち﹂は年間 件
もの緊急観測を行っている︒
災害観測が専門ではない陸域観
測技術衛星でありながら成果を上

各方面のサポーターと共に
より幅広い分野への貢献を

迅速な対応は中国でも高く評価さ
れ︑各メディアでも報じられた︒

発生から２か月以上が過ぎた今も︑
まだ
その傷跡が生々しい
﹁岩手・宮城内陸地震﹂
︒
地震直後にさまざまな機関が救援に
乗り出す中︑
JAXAもまた︑
陸域観測技術衛星
﹁だいち﹂
による
緊急観測を通じてサポートを行った︒
対応したのは︑
衛星利用推進センター防災利用システム室だ︒
一刻を争う状況下で︑
どのような体制を整え︑
支援を進めていったのか︒
また︑
通常はどのような業務を行っているのだろうか︒
防災利用システム室のスタッフに話を聞いた︒

災害前と災害後の画像を比較すると、
山間部において土砂災
害が数多く発生したことがわかる。
土砂災害が起きた箇所は、
崩壊により茶色く地面が露出している。

げているのは︑天候や状況に応じ
て柔軟な対応を可能としている3
つのセンサーを搭載しているため
だ︒世界的に見ても即時的に効率
の高いデータを提供できる﹁だい
ち﹂の機能を活かし︑防災利用シ
ステム室では今後の衛星画像の活
用法も検討しているという︒地図
情報と組み合わせることで実現し
た﹁衛星地形図﹂などもその一例
で︑各方面から大きな期待が寄せ
られている︒また︑地球観測研究
センター
︵ＥＯＲＣ︶をはじめ各分
野の識者や協力機関などに画像の
詳細な分析や解析を実施してもら
うことで︑画像利用の可能性をさ
らに広げることが可能だ︒
JAXAに防災利用システム室
ができて2年︒防災利用システム
室の松原彰士マネージャは︑これ
までを振り返りながら語った︒
﹁ユーザーの要求をヒアリング
し︑集約してきた結果︑今回のよ
うに国内外の災害に大きく貢献で
きたことは非常によかったと思い
ます︒ミャンマーの災害では初め
てＪＩＣＡから要請を受けるなど︑
外部ユーザ機関の認知も高まって
きたのは非常に喜ばしいことです︒
日本のユーザー要求レベルは︑発
災後3時間以内に衛星画像を入手
したいという世界で最も高いもの
なので︑
こうした要求に対応できる
ようこれからも努力していきたい﹂
より広い分野に貢献するため︑
進化を続ける﹁だいち﹂の目と防
災利用システム室︒その活躍に︑
今後も大いに期待していきたい︒

チャータの発動日
2007年10月4日
2007年10月24日
2007年10月30日
2007年11月2日
2007年11月15日
2007年11月16日
2007年12月12日
2008年1月10日
2008年1月25日
2008年2月5日
2008年2月8日
2008年2月26日
2008年3月14日
2008年3月20日
2008年4月17日
2008年4月30日
2008年5月2日
2008年5月4日
2008年5月12日
2008年5月23日

岩手大学
地域連携推進センター
リモートセンシング
実利用技術開発室の
横山隆三特任教授

災害前と災害後の画像比較

12
13

に有効なデータであると高い評価
を受けている︒
中国・四川大地震では︑発生当
日の５月 日に中国が国際災害チ
ャータに緊急観測を要請した︒翌
日には︑JAXAが緊急観測を
行っている︒その結果︑世界で最
も早くデータを提供できたのがＪ
ＡＸＡだった︒他機関からデータ
が送付されたのは地震発生から３
〜４日後だったため︑ＪＡＸＡの
12

岩手・宮城内陸地震で
被災地の
画像データを提供

1

43

2
2

12

❷湯ノ倉温泉周辺

45
災害後
（2008.6.15）
災害前
（2007.3.1）

災害後
（2008.6.15）
災害前
（2007.3.1）

13

❶栗駒ダム周辺

60

災害翌日の2008年6月15日に観測した画像で更新した
「だいち防災マップ」
。
6月16日に関係機関へ提供した
災害前の2007年3月1日の観測画像で作成した
「だいち防災マップ」
。
JAXAは6月14日の地震発生後3時間で、
このマップを関係機関へ提供した

1

15

岩手・宮城内陸地震が発生した
のは︑６月 日午前８時 分︒災
害を知ったスタッフは防災利用シ ッフが調整して緊急観測が遂行さ
ステム室に速やかに集合し︑対応 れ︑各機関やマスメディアへデー
を進めた︒
タを提供すると同時に地球観測研
まずは︑陸域観測技術衛星﹁だ 究センター
︵ＥＯＲＣ︶
のウェブサ
いち﹂によって観測された現地の イトでも観測結果を公開︒この画
災害前の画像データをプリントす 像と﹁だいち防災マップ﹂を合わ
る︒これは﹁だいち防災マップ﹂ せることで︑災害前と後の違いを
と呼ばれるもので︑日本全土の河 把握することができ︑救援活動の
川や道路情報などがデータベース 後方支援が可能となったのだ︒
化されている︒休日返上で作業を
この画像を入手した岩手大学地
進め︑各省庁などの関係機関にこ 域連携推進センターの横山隆三特
のマップを配布した︒
任教授は︑
同センターが抽出した︑
最新の状況については発生の翌 降雨時に特に警戒が必要となる現
日︑ 日に観測された︒じつは 場集水域のデータを持って被災地
この時︑
﹁だいち﹂はちょうど３ に入った︒その時の状況を︑横山
年に１回の大規模なメンテナンス 特任教授はこう語る︒
制御に入っていた︒そこへ災害が
﹁今回の地震に関しましては︑
重なってしまったわけだが︑スタ 6月 日と7月2日の
〝だいち〟
デ
ータが活躍しました︒前者は地震
の次の日のＡＶＮＩＲ ︳２画像で
雲被覆が ％程度でしたが︑それ
でも雲間から多くの土砂崩れや崩
壊地が見えてお
り︑被災直後の
被害状況把握や
現地調査に役立
ったと言われま
した︒
後者は7月2
日のＡＶＮＩＲ ︳
２とPRISM
データで︑雲 被
覆がほぼゼロ
15

今年4月から︑
東京・調布市にある
航空宇宙技術研究センターが
﹁調布航空宇宙センター﹂
と
名前を変えました︒
同センターは︑
近くの三鷹市に分室として
飛行場をもつJAXA航空プログラムグループの
本拠地でもあります︒
今回は︑
この調布航空宇宙センターの
主な活動について︑
石川隆司理事に話を聞きました︒

航空と宇宙の
基礎的な研究

│

が︑こうした施設は1つのメーカ
ーではとてももてない大規模なも
のです︒それ以外にも︑ジェット
エンジンの試験設備︑航空機の構
造試験設備︑
複合材料の試験設備︑
それから航空機のコックピットを
模擬した飛行シミュレーターなど
もあります︒

今後もMRJ開発を
サポートする

│
最近の大きな話題は何でし なく︑今後もより一層サポートを
ょうか︒
していきます︒ＭＲＪはジェット
石川 国産旅客機ＭＲＪの開発が 機なので︑今後ジェット機の飛行
３月末にＧＯになったことでしょ 試験をしなくてはいけません︒そ
うね︒航空プログラムグループで のため︑ジェットＦＴＢ︵フライ
はこれまで︑将来ＭＲＪのライバ ング・テスト・ベッド︶と言いま
ルとなる飛行機との競争に勝つた すが︑実験用のジェット機を導入
めの技術を研究してきました︒今 していきたいと考えています︒
回︑三菱航空機株式会社による開 ││ＭＲＪについては︑以前﹃Ｊ
発が決定したわけですが︑これで ＡＸＡ '
ｓ ﹄でお話を伺いました
私どもの役目が終わったわけでは ︵２００６年 月︶
︒あの時のコン

│

ＡＸＡのコンピューター技術を使
うわけですね︒
石川 たとえば翼の前縁について
いるスラットという高揚力装置
は︑着陸の時にうるさい音がする
ので︑その音を下げなくてはいけ
ません︒そういう時に私どもが開
発したプログラムが適用されてい
くということになります︒
ＭＲＪは日本の航空機産業
にとって重要な意味をもっていま
すが︑ＪＡＸＡとしても長い間の
研究が現場で実際に使われるとい
うことになりますね︒
石川 研究者がやってきたこと
が︑本物の飛行機という形で結実
していくということで︑大きな意
味をもっています︒私自身も研究
してきた複合材料がたくさん使わ
れるということで︑感慨深い面も
あります︒

│

││これから大事になってくる研
究には︑
どんなものがありますか︒
石川 最近︑低炭素社会というこ
とが言われていますが︑脱化石燃
料のための基礎技術なども研究し
ています︒水素燃料の航空機のい
ろいろな要素技術とか︑プロペラ
やジェットエンジンのファンを電
気モーターで回して飛行機を飛ば
すにはどうするかといった研究で
す︒こうした技術は一朝一夕にで
きるわけではないので︑先を見越
して研究しておかなくてはなりま
せん︒

複合材料で
功労者メダルを受賞
││このほど︑
﹁複合材料功労者
メダル﹂を受賞されました︒これ
についてお話を伺えればと思いま
す︒
石川 このメダルは世界で初めて
複合材料研究センターをつくった
アメリカのデラウェア大学が授与
しているものです︒今年の私とも
う１人を含め世界中で 人に与え
られています︒日本人は３人で︑
１人目はメダルに顔が刻まれてい
る林 毅先生で︑非常に早い時期
から複合材料の研究をされた方で
す︒私の指導教官でした︒もう１
人は︑炭素繊維の発明者の進藤昭
男さんです︒私の受賞理由は︑日
本の複合材料研究を世界のトップ
クラスに育てたというものです︒
日本の複合材料の研究が世界中か
ら評価されている表れだと思いま
す︒

センター内の展示室で、展示品の複合材料をバックに。
手許にあるのは、デラウェア大学から授与された
複合材料功労者メダル
上：開発中の国産旅客機MRJ
（想像図、提供：三菱航空機株式会社）
左：超音速旅客機
（想像図）

14
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超音速旅客機の研究はどう

05

今日は調布航空宇宙センタ
ーに伺っております︒ここではど
のような研究をされているのでし
ょうか︒
石川 ここには研究開発本部と航
空プログラムグループがありま
す︒研究開発本部は航空と宇宙の
基礎研究や先端的な研究をしてい
るところで︑ここだけでなく︑筑
波にも研究者がいます︒航空プロ
グラムグループには︑プロジェク
トを進めるグループが５つあり︑
主に飛行場分室で研究していま
す︒ひと言で言うと︑調布航空宇
宙センターは航空と宇宙に関する
基礎的な研究をしているところで
す︒
ここには大きな試験設備もあり
ます︒風洞が5種類ほどあります

20

12

なっていますか︒
石川 コンコルドの後釜となるマ
ッハ２程度で飛ぶ飛行機ですが︑
機体の設計手法は︑ 年にオース
トラリアのウーメラで行った実験
で実証しました︒次の課題は︑超
音速で飛んでいく時に︑太鼓の音
のような衝撃音が地上にまき散ら
されるソニックブームという現象
です︒スーパーコンピューターで
設計することで︑ソニックブーム
を減らすことはある程度できるよ
うになっているのですが︑これを
証明してみせないといけない︒そ
のための無人の実験機を設計しま
した︒これをぜひ飛ばしたいと思
います︒
宇宙関係の研究ではどうで
しょうか︒
石川 １つはイオンエンジンです
ね︒イオンエンジンは︑化学燃料
を燃やすロケットに比べると推力
はずっと小さいのですが︑長時間
推力を発生させることができると
いう利点があり︑
﹁はやぶさ﹂に
も使われています︒ここでは推力
がもっと大きなイオンエンジンを
研究しています︒高度の低い軌道
を飛ぶ衛星は︑空気抵抗が大きい
ので︑
すぐに高度が落ちてしまう︒
そうならないように︑イオンエン
ジンを噴射して軌道を押し上げて
やるのです︒それから︑これは組
織としては研究開発本部ではない
のですが︑月・惑星探査プログラ
ムグループの人がここにもいて︑
月面ローバーとか︑月面用ロボッ
トなどの研究をしています︒
25

超音速機など将来を
見据えた研究も

│

調布航空宇宙センター
（上）
と飛行場分室
（下）

│

セプトで実際に開発が行われてい
くのでしょうか︒
石川 細かいところは一部変わっ
ていますが︑大枠は変わっていま
せん︒現在︑機体の材料にどうい
うものを使うかを決めたり︑設計
図の細部を詰めている状況です︒
それから︑ジェットエンジンは米
国のプラット＆ホイットニー社製
のものを採用することになりまし
た︒非常に燃費のよいエンジン
で︑地上で試験運転中です︒ＭＲ
Ｊはライバルに比べて ％以上燃
費のよい飛行機になりますが︑そ
の 数％のうち半分くらいがエン
ジン︑残りの半分はＪＡＸＡが関
係している先端的な技術によるも
のです︒
ＪＡＸＡが関係している技
術というと︑まずは材料というこ
とになりますか︒
石川 軽くて強い複合材料︒しか
も低コストの複合材料をたくさん
使うことになっています︒
細部の設計についても︑Ｊ

│

20

いしかわ・たかし 1949年生まれ。
東京大学大学院工学系研究科博士課程を修了し、
78年、航空宇宙技術研究所
（NAL）
に入所。
STOLプロジェクト、織物複合材の力学研究などに携わった後、
2001年に先進複合材評価技術開発センター長、
JAXA統合後の2005年には
航空プログラムグループディレクタ。
08年4月、理事
（研究開発本部・航空プログラムグループ担当）
に
就任

石川隆司

MRJの風洞模型を見て、
国産旅客機復活の感慨に浸る

宇宙広報レポート2

丈夫さと軽さを両立する、天然の複合材料と言えるも
のなのです。わかりやすい説明と、折りたたみ式の肥
後守（ひごのかみ）ナイフを使った手際のよい工作に、

JAXAと北海道東部の十勝の南側に位置する大樹町とが
連携協力の協定を結ぶことになり、
5月26日に大樹町で行われた調印式に行ってきました。

航空実験の要は風洞実験ということで、まず訪れた

子どもたちの目は釘付けです。完成品には JAXA 印

のは風洞群。巨大な空気タンクを取り巻くようにさま

のついた竹とんぼもありました。さては調布航空宇宙

ざまな風洞が設置されています。コンピューターシ

センターお墨付きの竹とんぼでしょうか。うーん、い

ミュレーションも進んできましたが、まだまだ風洞の

かにも飛びそうです（なお、後日相模原で仕入れた情

役割は重要で、目的に応じて大小さまざまな風洞が活

報によると、竹にはところどころに節（ふし）がある

用されています。

のでねじれに対する剛性も高いとのこと。さすが生き

6.5m × 5.5m 低速風洞では、2011 年の初飛行を

大樹小学校と中島小学校の全校生
徒約100名によるバルーンリリ
ースのセレモニー。それぞれの願
いをメッセージに込めて空に放ち
ました。
「宇宙に行ってみたい」が
多数を占めましたが、
「町長になり
たい」というメッセージを見つけ
た大樹町の伏見町長は思わず相好
を崩しました

物は賢い工夫をしているものです）
。

めざし JAXA が機体開発に協力している国産旅客機

航空機メンテナンスの実際や、超音速機の技術開発

「MRJ」の風洞実験現場が公開されていました。入口

状況、スペースデブリのその後の状況などの情報も仕

には「写真撮影厳禁」の文字。カメラをしまって中に

入れてきました。学ぶところの多い、充実した週末。

入ると、そこには銀色に輝くあの飛行機の姿が……。

あえていうなら今回撮影した素材がポストカードとか

風洞模型とはいえ、想像図で見た MRJ が実際にそこ

になるともっとよかったかな……。

Seiichi Sakamoto
宇宙科学研究本部対外協力室教
授。専門は電波天文学、星間物理
学。宇宙科学を中心とした広報普
及活動をはじめ、ロケット射場周
辺漁民との対話や国際協力など
「たいがいのこと」に挑戦中。
（写
真：今回の一般公開で撮影した
赤外線サーモグラフィでのポート
レート。ちなみに後ろの子のメガ
ネのガラスは光は通すが赤外線は
通しにくく、そこだけ暗くなって
います。温室効果です）

に鎮座していると、ああ本当に国産旅客機ができるん
だという感慨が湧いてきます。
続く 1.27m 極超音速風洞では、シュリーレン装置

宇宙広報レポート1

が公開されていました。シュリーレン装置は、空気の
屈折率の変化を測ることで空気の密度変化を見えるよ
うにする装置です。ライターの炎をかざすと、上昇す

「十勝の大地のような
大きい心で支援」

る空気の流れがよく見えて、見学者から思わず驚きの
声が上がります。私も、人の列が途切れる一瞬のチャ

JAXA がこれまで三陸大気球観測所（岩手・大船渡

ンスを待って自分の頭から立ち上る湯気の観察にチャ

市）で行ってきた大気球実験が、今年度から大樹町で

レンジ。その場ではたしかに見えていたのですが、写

行われるようになりました。今回の協定は、それを受

真にはうまく写りませんでした。残念。

けて JAXA の宇宙航空関係の実験と大樹町の宇宙航

同じブースでは、携帯型音源探査装置のデモも行わ

空教育活動などの地域振興の両面で、これまで以上に

れていました。小型ながらヘリコプターのローターな

互いに連携協力していこうという趣旨により結ばれる

どの雑音等の発生源特定に有効とのこと。会場におい

ことになったものです。

てあったホイッスルを軽く吹くと、自分の顔のあたり
に黄色い丸が突如出現。見事に音源を突き止められて

調印式が行われたのは、大樹町多目的航空公園の中
にある連携拠点「大樹航空宇宙実験場」
。約 200 人の

しまいました。

関係者が見守る中、立川敬二・JAXA 理事長と伏見

天然の
「複合材料」
を使った
竹とんぼ作りを見学

悦夫・大樹町長が協定書に署名し、固い握手を交わし
ました。
また、北海道出身の青山伸・文部科学省大臣官房審

少し離れた第２会場、飛行場分室にある 2m × 2m

議官が、
「大気球は人工衛星、ロケットと共に大切な

低速風洞では、運転中の風洞に入れるというので入れ

飛翔体の１つであり、大気球実験は次世代の人材養成

てもらいました。子どもたちも中に入るので風速は毎

の大切な機会でもある。十勝の大地のような大きな心

世界初となる
スライダー放球装置

で支援してほしい」と挨拶し、今回の連携協力に大き

秒 10m ぐらいに抑えてありましたが、真ん中に立つ
となかなかのもの。ちなみに毎秒 30m ぐらいになる

その後、地元の小学生約 100 名によるバルーンリ

複合材料チームのブースでは竹とんぼ作りが行われ

リースがあり、子供たちの宇宙へのメッセージを載せ

ていました。竹は、表面付近で密度が高く、内側に行

大人でも吹き飛ばされそうになる
2m×2m低速風洞に挑戦！

くにつれてしだいに密度が低くなる構造をもつことで

た色とりどりの風船が宇宙に届けとばかりに空高く舞
署名後に握手する立川理事長と
大樹町の伏見町長

い上がりました。

調印式に先立ち、前日の５月 25 日には、町内で気

空気の密度の変化を
見ることができる
シュリーレン装置

と大人でも飛ばされそうになるとのこと。

な期待を寄せました。

大気球実験は、
年２回10機程度の予定

研究開発本部と航空プログラムグループの本拠地である
調布航空宇宙センターで行われた
春の一般公開にデジタルカメラをもって遊びに行ってきました。
いろいろ楽しめましたので、
その一部をご紹介します。

気球の模型を背に説明する
吉田大気球実験室長。
記者の向こうにみえる市松模様の箱が
放球実験用のペイロード

球実験と航空実験をテーマにした講演会が開かれまし
た。今月から大気球実験を行う吉田哲也・宇宙科学研
究本部 大気球実験室長と、これまで多くの飛行技術
関連実験を行ってきた柳原正明・研究開発本部 飛行
竹とんぼの工作教室

技術研究センター長が、講師として登壇。多数の町民

携帯型音源
探査装置のデモ風景。
ホイッスルを吹くと
見事に黄色い丸が…。

が参加して、講演を楽しみました。
大気球実験は今後、年２回で、平均 10 機程度の気
球を放球し実験を行う予定となっています。
17

柳原センター長による
講演の様子
16

J

A

X

A

最

前

線

1.WASEDA-SAT2、2.Negai☆″、
3.UNITEC-1、4.大気水蒸気観測衛星
（想像図）

2

創価大学

15

ケットにも、温室効果ガス観測
技術衛星「GOSAT」と共に公募
による相乗り小型副衛星が搭載さ
れます。今回の PLANET-C の
相乗り衛星は、今年４〜５月に
行った公募に基づき選定したも
ので、４機のうち、大学宇宙工
学コンソーシアム（UNISEC）の
UNITEC-1 は、世界で初めて、
宇宙機関以外で金星に向けた軌道
をめざすことになります。

12

12

ＳＴＳ￣１１９は︑太陽電池パド
ルを搭載したＳ６トラス︵柱状の
構造物︶を国際宇宙ステーション
に取り付けるミッションで︑約
日間の飛行︒約３か月の長期滞在
を終えた若田宇宙飛行士を載せて
帰還するＳＴＳ ￣ １２７は︑約
日間の飛行で︑
﹁きぼう﹂の船
外実験プラットフォームと船外パ
レットを国際宇宙ステーションに
運び︑すでに設置されている船内
実験室の先に取り付けます︒

1 早稲田大学

JAXA は７月３日に選定委員会
を開催し、2010 年打ち上げ予定
の PLANET-C と共に H-ⅡA ロ
ケットに相乗り搭載して打ち上げ
る小型副衛星の候補を 4 機選定
しました。小型衛星の公募は、民
間企業や大学などが製作する小型
衛星に対して容易で迅速な打ち上
げ・運用機会を提供する仕組みづ
くりとして行われているもので、
今年度打ち上げ予定の H-ⅡA ロ

15

上／ STS-127ミッション終了後の
「きぼう」
外観予想図
右／若田光一宇宙飛行士

INFORMATION 3

3

UNISEC

JAXA
シンポジウム
2008に
672名が参加

4 鹿児島大学
PLANET-C（想像図）

INFORMATION 5

「GOSAT」
の愛称募集中
きみも衛星の名付け親になろう！

JAXA は 7 月 10 日、
都内で JAXA
シンポジウム 2008「空へ挑み、
宇宙を拓く」を開催しました。同
シンポジウムは 2005 年から毎年
開催されており、今年で４回目。
当日は、一般や大学生、宇宙開発
関係者など 672 名が来場し、フ
リージャーナリストの池上彰氏
をナビゲーターに、①「きぼう」
日本実験棟、②月周回衛星「かぐ
や」
、③温室効果ガス観測技術衛
星「GOSAT」の３つのプロジェ
クトに携わる研究者・技術者の生
の声を紹介しました。

ＪＡＸＡと国立環境研究所︑環境
省は︑今年度打ち上げ予定の温室
効果ガス観測技術衛星﹁ＧＯＳＡ
Ｔ﹂について︑広く皆さまに親し
みを持っていただくための愛称を
募集しています︒選定愛称を提案
いただいた方の中から抽選で１組
２名様︵日本国内居住者に限りま
す︶を種子島宇宙センターでのＧ
ＯＳＡＴ打ち上げ見学にご招待し
ます︵愛称の発表は 月中旬を予
定しています︶
︒
応募期間は︑９月 日まで︒応募
条件は︑①ひらがな︑又はカタカ
ナ︵ひらがな／カタカナ混じりで
もよい︶で︑②ＧＯＳＡＴの役割
や目的をイメージでき︑③発音し
やすく︑④ローマ字表記でも読み
やすく︑⑤過去に打ち上げた日本
の人工衛星の愛称と同一にならな
いことです︒インターネットまた
10

発行企画●JAXA
（宇宙航空研究開発機構）
編集制作●財団法人日本宇宙フォーラム
デザイン●Better Days
印刷製本●株式会社ビー・シー・シー
平成20年8月1日発行
JAXA'ｓ編集委員会
委員長
的川泰宣
副委員長 舘 和夫
委員
阪本成一／寺門和夫
顧問
山根一眞

19

はハガキか︑ＪＡＸＡの各事業所
︵一部除く︶
︑国立環境研究所から
直接応募もできます︒詳しくは︑
ＧＯＳＡＴ愛称募集キャンペーン
事務局︵ＴＥＬ ０. ３ ︳５２００
︳
１３０９︶までお問い合わせく
ださい︒

021
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INFORMATION 1

「PLANET-C」
に相乗りする小型副衛星を選定

若田宇宙飛行士の
長期滞在
スペースシャトルの
打ち上げ日変更

米国航空宇宙 局︵ＮＡＳ Ａ ︶は︑
若田光一宇宙飛行士が搭乗するス
ペースシャトル・ディスカバリー
号︵ＳＴＳ ￣１１９︶の打ち上げ
目標日を今年 月４日
︵米国時間︑
以下同︶から来年２月 日予定に
変更しました︒また︑今年度見込
みだった﹁きぼう﹂日本実験棟打
ち上げ３便目となるスペースシャ
ト ル・ エ ン デ バ ー 号︵ Ｓ Ｔ Ｓ ￣
１２７︶の打ち上げ目標日も︑来
年５月 日に変更しました︒
若田宇宙飛行士が往路で利用する

INFORMATION 4
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INFORMATION 2

宇宙飛行士候補者 書類選抜合格者の内訳
書類選抜
合格者
（人）

男女別

年齢別

職業別

963

男性

206

839

女性

24

124

30 歳未満

28

183

30 〜40 歳

179

651

41歳以上

23

129

会社員

123

515

公務員

25

133

自営業

1

16

学生
その他

6

46

75

253

7

39

関東

131

557

中部

27

104

近畿

北海道・東北

19

116

中国・四国

5

34

九州・沖縄

5

43

36

70

海外

男女別
10%

国際宇宙ステーション搭乗

応募者
（参考）

230

合計

地域別

上／愛称募集の告知チラシ
右／AXAウェブサイトの
愛称募集キャンペーン画像

年齢別

宇宙飛行士
候補者に
過去最高の
963名が応募
JAXA が４月１日〜６月 20 日ま
で募集した国際宇宙ステーション
搭乗宇宙飛行士候補者
（３名以内）
の応募者数は、過去最高の 963
名（男性 839 名、女性 124 名）で
した。今後は、応募者から提出さ
れた応募書類とその後実施した
英語試験による書類選抜で絞り
込んだ 230 名（男性 206 名、女
性 24 名）により、８月以降、第
１〜３次選抜を行います。最終選
抜結果は、来年２月下旬頃に発表
されます。
職業別

10% 12%

78%

53%
3%
0%

「GOSAT」
愛称募集ポスター

地域別
16%

2%
2%
3%

33%
90%

満席の会場は熱い熱気に包まれた

STS-127（2J/A）
ミッションロゴ

11%

8%

57%

12%

男性

30歳未満

会社員

学生

女性

30〜40歳

公務員

その他

41歳以上

自営業

関東
中部
近畿
北海道・東北

中国・四国
九州・沖縄
海外
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産学官連携部
皆既日食に映る、
ほとばしる太陽のエネルギー。
COSMODEの頭文字 C の形でもあります

宇宙発・日本発の
ヒット商品を！
JAXA
コスモード・
プロジェクト
始動。
H-ⅡAロケットフェアリング

端性、新しさ、信頼性、未来的
……、皆さんは宇宙技術と聞い
て、どんなイメージを抱くでしょうか？
より多くの人に宇宙発・日本発の技術
の成果を、身近に感じてもらうことは、
JAXA のミッションの１つです。

先

しかし JAXA 自身が製品を作ったり
販売したりするわけではありません。宇
宙技術を製品やサービスの競争力・付加
価値アップに利用したいという企業を応
援することで、
その商品がヒットすれば、
結果として多くの人に宇宙が身近なもの
になるはず……。
こうした考えから JAXA では「コス
モード・プロジェクト」と名付けた共通
のブランドロゴを制作しました。このロ
ゴマークは JAXA に関係する宇宙技術
を活かして生み出された製品やサービス
に付与されます。そうした製品やサービ
スを応援し、宇宙技術のビジネス利用を
盛り上げていきます。

住宅への断熱材使用例

写真提供・日進産業

１号としては、まさにロケットの
「先端」を支える技術が選定され
ました。先端部のフェアリングに塗布さ
れ、空力加熱からペイロードを守ってき
た塗布型断熱材（断熱塗料）の技術を用
いた、株式会社日進産業（本社・鳥取県）
の「GAINA」という製品です。

第

たもの

に付与されます。詳しくは、産学官連携
サイト「JAXA AEROSPACE Biz」を
ご覧ください。

広報部

（産学官連携部・湊宣明、
写真左）

「今後も続々登場します、
お楽しみに！」

ご連絡・お問い合わせは、
産学官連携部
「COSMODE PROJECT」
事務局
TEL.03-6266-6464
FAX.03-6266-6913
Mail: COSMODE@jaxa.jp

●「宇宙オープンラボ」
で共同開発され

●「宇宙日本食」
として認証されたもの

「日本経済を
活性化する一助に！」

（同・末永和也、右）

なおこのロゴは、すでに JAXA に設
けられている制度の中で、

● JAXA保有の特許などを利用したもの

断熱材「GAINA」

※ロゴ使用料は製品販売価格の0.1%を原則とし
ます
（除外規定あり）
。JAXA自身が実施中の多
くのプロジェクトを成功させ、安全・安心や感動
を世の中に伝えていくことでブランドの価値を高
め
「使用料以上の価値」を製品に与えられるよう
努めます。

〒100-8260 東京都千代田区丸の内1-6-5
丸の内北口ビルディング２階
TEL:03-6266-6400 FAX:03-6266-6910

JAXAホームページ http://www.jaxa.jp
メールサービス http://www.jaxa.jp/pr/mail/

