古川聡宇宙飛行士 2011年に
国際宇宙ステーションでの
長期滞在が決定
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月周回衛星
「かぐや」
の成果と今後の運用
初めて姿を現した金星探査機
「PLANET-C」
実機

昨年施行された宇宙基本法に基づいて、
2009年は日本の宇宙活動が
新たな時代を迎えます。
JAXAは、
日本の宇宙航空開発の中核機関として、
国民生活に役に立ち、
日本の国益に
かなった国家戦略を推進してまいります。
今年は、
日本人初の国際宇宙ステーションへの長期滞在、
温室効果ガス観測技術衛星
「いぶき」
の打ち上げ、
新大型ロケットH ―ⅡB試験機の初めての打ち上げや
HTV
（宇宙ステーション補給機）
による
国際宇宙ステーションへの物資輸送の開始など、
さまざまな計画があります。
これらを着実に進め、
日本の科学技術の向上と
宇宙航空産業の発展に
貢献をしていきたいと思います。
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温室効果ガス観測技術衛星「い
ぶき」の目的は、地球温暖化の主
要因となっている二酸化炭素やメ
タンガスの全球観測です。
「いぶ
き」の観測点は約 5 万 6000 地
点もあり、世界中の温室効果ガス
の濃度分布を把握できます。
「い
ぶき」は「全球地球観測システ
ム（GEOSS）
」の１つであり、
昨年７月の洞爺湖サミットでも、
GEOSS の加速化が言及されて
います。
「いぶき」
の観測によって、
国連気候変動枠組条約や京都議定
書を含めた、地球温暖化対策に大
きく貢献できると期待されていま

現在 JAXA が集中して行って

す。

いる航空分野の研究は、次世代旅
客機と静粛超音速機です。
次世代旅客機の場合は、騒音の
低減、軽くて丈夫な複合材、環境
にやさしいエンジン、安全運行に

今年の２月から約３か月間、日

の成果も非常に楽しみです。すで

ンを２基並列して推力を向上さ

つながる操縦席やコックピットな

本人として初めて若田光一宇宙飛

にマランゴニ対流実験や氷結晶成

せ、低軌道への打ち上げ能力が約

ど、現在のジェット旅客機よりも

行士が長期滞在する予定です。ま

長実験などが行われています。そ

16 トンもあります。Ｈ-ⅡＢの当

高付加価値あるいは差別化できる

た、年末から野口聡一宇宙飛行士

の他にもタンパク質の結晶生成実

面の目的は、国際宇宙ステーショ

技術の開発を行っています。また

が約６か月間、2011 年には古川

験や細胞培養実験、植物の成長を

ンへの物資輸送を行う HTV（宇

静粛超音速機についても、静かで

聡宇宙飛行士も長期滞在を予定し

調べる実験などが予定されており、 宙ステーション補給機）の打ち上

エネルギー効率の高い超音速機の

ています。山崎直子宇宙飛行士の

これらの実験によって得られた知

げですが、将来的には、有人宇宙

実現に向けた技術研究に、世界に

国際宇宙ステーションのミッショ

見が、将来的に製薬や医療、産業

船や月・惑星探査など新しい輸送

先駆けて取り組んでいます。

ンも決まりました。

分野などの発展に貢献し、国民の

ミッションに活用できるのではと

生活に還元できると思います。

期待しています。

私たちと同じ日本人が宇宙に滞
宇宙での生活が実感としてわいて

を打ち上げて、その後は毎年平均

据えた先端技術の研究開発を行い、

くるのではないでしょうか。日本

1 機を打ち上げる予定です。ス

その技術を移転することで、日本

人が長期滞在して、日本人の手で、

ペースシャトルが退役した後の物

の宇宙航空産業が発展して国際競

Ｈ-ⅡＢロケットは、現在の基

資の輸送手段として、HTV が世

争力をもち、国の基幹産業として

幹ロケットＨ-ⅡＡを発展させたロ

界各国から大いに注目されていま

成長するよう、支援していきたい

ケットです。Ｈ-ⅡＡの第１段エンジ

す。

と思います。

また、
「きぼう」での宇宙実験
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宇宙飛行士をめざす
君たちへ 後編
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毛利衛、向井千秋、
土井隆雄
３宇宙飛行士 座談会

宇宙広報レポート
日本全国、
東奔西走の日々が続く
講演会の舞台裏、
お教えします
阪本成一 宇宙科学研究本部対外協力室教授
2008年ノーベル物理学賞を受賞した
高エネルギー加速器研究機構の
小林誠・特別栄誉教授インタビュー
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「対称性の破れ」
の謎に挑んだ
「小林・益川理論」
は
宇宙の起源を解明する基礎となった

JAXA最前線
東京・丸の内のビジネス街からも
国際宇宙ステーションが見えた！
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平成21年度
「JAXAタウンミーティング」
の
共催団体を募集中です
表紙：国際宇宙ステーションへの
長期滞在が決まった古川聡宇宙飛行士
（1月5日、JAXA東京事務所で行われた記者会見にて）

見ると、まだ規模が小さいという

HTV は 09 年度にまず実証機

大きな意味があると思います。

3

日本の宇宙航空産業は世界的に

在することで、国民の皆さんにも

日本人のための実験ができる点に、

009 年が明けたばかりの１月５日、国際宇宙
ステーションへの長期滞在が決まった古川聡
宇宙飛行士の記者会見が行われました。満面
の笑みを浮かべた古川宇宙飛行士を見ている
と、２年後のフライトがとても待ち遠しくなってきました。
今年最初の JAXA's の表紙は、その会見時のショットです。
これまでの訓練の様子などをまとめた記事も掲載しました
ので、ぜひお読みください。今年は、１月に H-ⅡA ロケッ
トによる温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」打ち上げが
あり、今月は、日本人として初めて国際宇宙ステーション
に長期滞在する若田光一宇宙飛
行士の STS-119 ミッション打
ち上げが予定されています。若
田宇宙飛行士は５月まで３か月
間の長期滞在で、最後に「きぼ
う」の最終組み立ても行います。
月・惑星探査では、後期運用に
入った「かぐや」のこれまでの
成果、そして来年打ち上げ予定
の金星探査機「PLANET-C」
の実機の姿をご紹介します。
「世
界天文年」という一大キャン
ペーンや 7 月の皆既日食も加
わって、今年もにぎやかで楽し
みな一年になりそうですね。

2009年。
日本の宇宙活動が
新たな時代を
迎える年

のが現状です。JAXA は先を見

＊全文は、JAXAウェブサイトでご覧いただけます。http://www.jaxa.jp/article/interview/vol44/



加藤學

に聞く

サイエンスマネージャ

これまでの成果
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月周回衛星
「かぐや」
が月に到達して１年以上が過ぎ、
搭載した観測機器による成果が学会誌などに続々と発表されています。
とくに最近発表された成果を中心に、
SELENEプロジェクトの
加藤學サイエンスマネージャに話を聞きました。
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月誕生直後には
マグマオーシャンが
存在した

─

── 月の表面の物質を調べる装
置についてはいかがですか。
加藤 「かぐや」には月の表面が
どういう岩石でできているか、ど
ういう鉱物組成かを調べる装置が

れていた月の歴史とは少し違って
くるのでしょうか。
加藤 月が誕生した直後には表層
が溶けて、いわゆるマグマオーシ
ャンが存在したと考えられていま
す。月の熱源はこれでだいたい決
まってくるのですが、今まで考え
ていたよりもたくさんの熱が蓄え
られていたということです。それ
から地形カメラでは南極のシャッ
クルトンクレーターの内側を見て
いますが、これはＪＡＸＡ
‘ｓ の
号で紹介されていますね。

す。クレーターの数と大きさの関
係からその地域ができた年代を決
める「クレーター年代学」という
手法がありますが、地形カメラの
データでこれを行いました。月の
表側はすでにきちっと決められて
いますので、裏側のいわゆる海と
言われている場所の か所ほどに
ついて年代を調べました。その結
果、これまで 億年前ぐらいに活
動が終わっていると思われていた
月の裏側の海は、それより 億年
ほど若く、 億年前くらいまで活
動があったことがわかってきまし
た。表側は活動が活発で約 億年
前まで活動していましたが、裏側
も 億年前まで活動していたとい
うことは、その時代まで熱源があ
り、冷え切っていなかったことを
示しています。
── とすると、これまで考えら

レーザ高度計で全球の
高度マップを完成

すから、そういう場所は基地を
つくる候補地になり得ると思いま
す。

── 月の重力場については、ク
ローズアップ画像が発表されてい
ましたが、全球のデータはとれて
いますか。
加藤 もちろん全部とっていま
す。重力の大きいところは平均よ
りも重い物質がある場所で、酸
化鉄をたくさん含んだマグマがあ
ふれてきた場所がそれにあたりま
す。重力の小さいところは、軽い
岩石しかないことを意味していま
す。表側では海と呼ばれている場
所に重い物質が分布しています。

重力場の観測で
地下構造が明らかに

「かぐや」の地形カメラによって、直径
200 〜 300m 以上の小さなクレーター
が正確に把握できるようになった。これ
まで 30 数億年前に形成されたと考えら
れていたモスクワの海の東側の地域では、
クレーターの個数密度が小さいことから、
さらに若く約 25 億年前に形成されたこ
とが推定された。

今日は「かぐや」の観測成
果についてうかがいたいと思いま
す。
加藤 定常観測は 月 日に終わ
り、現在は後期運用に入っていま
す。観測としては ％以上終了し
ています。ほとんど順調にデータ
が取れましたので、研究者は今、
そのデータを使って論文を書いて
いる段階です。
── 各観測装置について成果を
お話しください。
加藤 まず地形カメラですが、地
形カメラは高分解能のステレオカ
メラで、すでにティコクレータ
ーの３次元動画などおもしろい映
像を皆さんに見ていただいていま

２つ載っています。１つがマルチ
バンドイメージャで、もう１つが
スペクトルプロファイラです。こ
の２つの装置で、クレーターの中
央丘を観測しました。直径１００
㎞ぐらいのクレーターができる激
しい衝突では、衝撃のリバウンド
で真ん中が盛り上がります。これ
が中央丘ですが、ここには地下の
物質が飛び出しているので、そう
いうところを調べれば地下の物質
がわかります。５、
６か所の中央
丘について調べたところ、斜長岩
というカルシウムやアルミニウム
に富む鉱物からなる岩石が主成分
であることがわかりました。ど

月の裏側の海の年代推定
（地形カメラ）
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エイトケン盆地の中にあり、平均
半径から９㎞低くなっています。
── レーザ高度計では両極の「永
久日影」と「永久日向（日照）
」
も調べました。これにはどのよう
な意味があるのでしょうか。
加藤 極地方が次に人間が行く候
補地になっているからです。極に
どれくらい氷があるか、あるいは
１年中日向（永久日照）の場所が
あって、太陽からエネルギーが取
れるかといったことを知りたいわ
けです。調べたところ、永久日影
は両極ともにありました。１年中
日向のところは残念ながらないこ
とがわかりましたが、１年のうち
％日が当たる場所はありますか
ら、そこに太陽電池を開いておけ
ば、電力にこと欠かきません。で

月の表側のコペルニクスクレー
ターでは典型的なかんらん石の
スペクトルが見られた。一方、
ツィオルコフスキーでは輝石と
斜長石のスペクトルが見られ、
この地域にはかんらん石ではな
く、斜長石と輝石の混合物が分
布していると考えられる。

こでもだいたい同じような組成で
す。ということは、地下に斜長岩
の層があるということです。この
ことも、これまでのマグマオーシ
ャンの描像が少し違うかもしれな
いということを意味しています。
── レーザ高度計についてはい
かがですか。
加藤 レーザ高度計で全球を測定
しました。これまで測定されてい
なかった北緯 度より北、南緯
度より南も測定しました。それ
によって全球の高度マップが完成
し、月の最高点はどこか、最低
点はどこかもきちんと決まりまし
た。最高点は裏側のクレーターの
縁のところで、月の平均半径から
㎞高くなっています。もっとも
深いところは、やはり裏側の南極

月裏側の
ツィオルコフスキー
中央丘の岩相
（スペクトル
プロファイラ）
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月の裏側のマグマ噴出活動の
長期継続
（地形カメラ）

10

モスクワの海の一部領域などに 25 億年
前に形成された領域がいくつか見いださ
れ、裏側においても海を形成するような
内部活動が、少なくとも 25 億年前まで
継続していたことが明らかになった。
地形カメラによって得られた画像データ
をもとに、クレーター年代学手法（表面
のクレーターの個数密度からその場所の
形成年代を推定する手法）により、月の
裏側の海の形成年代を調べた。その結果、
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アルプス谷
（地形カメラ）

雨の海の北東を縁どるアル
プス山脈の中にある。谷
は全長 143km、幅 11 〜
14km、深さ約 700m で、
溶岩で埋められた平坦な谷
底には蛇行谷がある。

── ガンマ線分光計については、
データがとれないという時期もあ
ったと聞いておりますが。
加藤 はい。なかなか苦しいとこ
ろだったのですが、結果が出てき

使命は、
月の歴史を探ること

思います。
中央丘の組成がみな同じだという
── お話をうかがっていると、 こと、それから裏側の活動が 億
表と裏では様子が全然違うようで 年若くなったということは、逆に
すね。
２分性を緩和する方向に向いてい
加藤 重力のデータと、さっき るのです。その両方がわかってき
ご説明したレーザ高度計のデータ ました。
は、
表と裏で特徴が非常に異なる、 ── 地下の構造については、何
いわゆる月の２分性をますます際 か見えてきましたか。
立たせてきました。
ところが一方、 加藤 レーダーサウンダーという
装置で、これもほとんど全球を観
測し、今、表側の海の部分を解析
しています。それを見ると、海の
地下５００ｍ ほどのところに不連
続な面があります。海ができた時
に、マグマが２回わき出してきた
ことがわかります。もう少し調べ
ていくと、どこからマグマがわき
出ているかも見えてくると思いま
す。
── 磁力計の観測結果はいかが
ですか。
加藤 裏側の南極の近くに磁場の
あるところがいくつも見つかりま
した。といっても１ナノテスラほ
どの非常に弱いものです。クレー
ターのところに、磁場を保存した
物質が分布しているのではないか
と思います。
「かぐや」の高度を
下げて、このあたりをさらに調べ
ますので、磁場についてはこれか
らが楽しみです。

に聞く

プロジェクトマネージャ

器の担当、ＮＡＳＤＡは衛星本体
を担当していました。私は観測機
器側の担当として宇宙科学研究所
のとりまとめという形で計画に参
加しました。
──「かぐや」の観測機器が順調
にはたらいて、これだけミッショ
ンが成功した理由はどのようなと
ころにあったとお考えですか。
佐々木 いろいろな理由がありま
す。地上に置いている段階で、か
なり試験をしたということもあり
ます。それから、この計画では、
科学ミッションではあっても実用
衛星の担当の方が参加しました。
科学者は先端的なミッションを追
究します。そこに科学としての価
値があるわけですが、一方、実用
衛星の考え方は与えられた目標を
確実に実施するというところにあ
ります。いろいろ議論はありまし
たが、結果としては、信頼性が高
く、科学成果も出るという衛星が
できあがりました。今、月・惑星
探査プログラムグループ（ＪＳＰ
ＥＣ）では今後の惑星探査計画を
検討しています。惑星探査という
のは規模が大きい上に、国際的な
注目度も高いし、競争も激しい。
「かぐや」のやり方は今後の惑星
探査ミッションで生きてくるので
はないかと思います。

夏までに徐々に
高度を下ろす

ました。放射性同位元素が出すガ
ンマ線を測定して、月の表面の元
素の分布を調べるわけですが、ウ
ランとカリウムについては全球マ
ップがつくられました。両方の元
素とも、表側の海の部分の濃度が
高くなっています。カリウムの全
球マップはすでにありますが、ウ
ランの全球マップは世界で初めて
です。
── たいへん興味深い結果がど
んどん出てきているようですね。
先生のお話をうかがうと、たとえ
ばマグマオーシャンにしても、新
しいモデルを考えないといけない
ようですね。
加藤 だいぶ改訂しなければいけ
ないと思います。月の２分性につ
いても、内部構造とか進化の過程
が、今までの考えと全然違うとい
うことなのです。

マ線分光計の観測を主に行ってい
ます。ガンマ線分光計は定常運用
時に４か月ぐらいストップしてい
たので、その分のデータを取得し
ているのです。それ以外の機器も
オンにして、できるだけデータを
取っています。春までには、高度
を ㎞まで下ろす予定です。月の
磁場は高度１００㎞ではなかなか
観測しづらかったのですが、高度
㎞まで下ろすと、これまでの８
倍の感度で観測することができま
す。
高度 ㎞で数か月回った後は、
燃料が残れば、南極の上空で更に
高度が低くなる軌道に入れ、磁場
などを観測することも考えていま
す。これも世界的にも画期的なデ
ータになるはずです。
── 最後はどうなるのでしょう
か。
佐々木 夏前には、
「かぐや」の

── 月には昔、磁場があったの
でしょうか。
加藤 月に活動があった時代には
もう少し磁場が強かったのではな
いかと思います。それがどれくら
いの時代まであったのかというこ
とが大きな問題になってきますね。
──「かぐや」の大きな目的の１
つは、月の起源と進化を明らかに
することです。各観測装置で得ら
れた成果を総合して、月の歴史の
全体像を描くことが、次のステッ
プになるのでしょうか。
加藤 はい、それをちゃんと行う
のが使命だと思っています。今は
各装置のデータをまとめている段
階ですが、データを統合して、で
きるだけ早くそれを推し進めてい
きたいと考えています。
── どうもありがとうございま
した。

晴れの海

燃料がなくなってくるので、月面
に落下することになります。その
ときどうするかは、今、議論を
しているところです。月面に衝突
する直前まである場所の地形を観
測するとか、磁場を精度よく観測
するとか、落下のときの発光を地
上から観測するなどの案がありま
す。
── いずれにしても、
「かぐや」
の観測ミッションは夏までで終わ
りになるわけですね。
佐々木 科学者にとっては、観測
しただけで終わりではなく、その
データでちゃんとした論文を書い
て国際的にも認められるというの
がゴールです。後期運用をしなが
ら、科学者の人たちが実際に成果
を出して、当初の目的を達するこ
とができるよう貢献していきたい
と考えています。

アポロ盆地

10

── 現在、
「かぐや」は後期運用
に入っているわけですが、今後の
計画はどのようになりますか。
佐々木 後期運用では、まずガン

重力異常とは、
各地点での重力値と平均重力の差。
晴れの海では、
地表面の玄武岩溶岩と、
地下のマントルの隆起によって
正の重力異常
（赤色）
が見られる。

50

月の裏側にあるアポロ盆地（左）と、
月の表側にある晴れの海（右）の重力異常

裏側には海の部分が本当に少ない
ことがきちんとわかってきまし
た。また、巨大な衝突でできた多
重リングの構造がそのまま残って
いるようです。そういうことが重
力場の観測で明らかになってきま
したので、地下構造がどうなって
いるのか、なぜこのような違いが
できているのかがわかっていくと

佐々木進

機器チェックアウト

50

50

後期運用

クリティカルフェーズ

2008年 月末で定常運用を終え、
後期運用フェーズに移行した月周回衛星
「かぐや」
。
開発から打ち上げ、
そして定常運用まで
SELENEプロジェクトを率いてきた
滝澤悦貞プロジェクトマネージャが 月末で退任し、
月から宇宙情報・エネルギー工学研究系の
佐々木進教授が後を引き継ぎました。
新たに就任した佐々木プロジェクトマネージャに、
「かぐや」
の今後について聞きました。

打ち上げ 9/14

あと半年、
成功のまま
終わらせたい
── プロジェクトマネージャに
なられての抱負について、まずお
話しください。
佐々木 これまでの「かぐや」の
観測は基本的には大成功です。全
部の機器がほとんど完全に動くと
いうのは、実はなかなか難しいこ
となのです。それが非常にうまく
いっているので、ぜひあと半年を
成功のまま終わらせたいと思って
います。
── 先生は「かぐや」のプロジ
ェクトの最初から関われていたわ
けですね。
佐々木 当時は宇宙科学研究所と
ＮＡＳＤＡ（宇宙開発事業団）に
分かれ、宇宙科学研究所が観測機
2007

単バンド画像 （750nm）

データ公開
後期ミッション観測

30km

0

High

反射率

Low

シュレディンガー（直径312km）／ 75.0S/132.4E
（クレメンタインデータより。©NASA）

定常観測

シュレディンガー内部
（マルチバンドイメージャ）
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「かぐや」の運用経過と今後の計画

11

古川 聡

Furukawa Satoshi

2.5

10

初飛行で半年間の
宇宙滞在にも
「不安なし」
２０１０年に完成予定の国際宇
宙ステーション。現在の３人体
制から 年夏頃には６人体制とな
り、本格的な宇宙利用の時代が始
まります。
古川聡宇宙飛行士は、１９８９
年に東京大学医学部を卒業。５年
間消化器外科、一般外科の臨床を
行った後、大学で５年間研究を行
っていました。医学の専門を生か
し、
「生命科学の実験を促進する
ことに貢献したい」と意欲を見せ
ます。
たとえば無重力状態に長い期間
いると、骨や筋肉が弱くなり、地
上の骨粗鬆症に似た症状が現れま

2007年8月に行われたNEEMO訓練は、
国際宇宙ステーション長期滞在宇宙飛行士の適性を
見極める訓練とも言われている。
メディカルドリルを使って緊急時の医療訓練を行う。
施設内は国際宇宙ステーション
ロシアモジュールとほぼ同じ大きさ。
海底を月や火星に見立てて船外活動を
行っているところ

古川聡宇宙飛行士が2011年春頃から、
第 次／第 次長期滞在搭乗員として、
約６か月間、
国際宇宙ステーションに滞在することが決まりました。
日本人が長期滞在するのは古川宇宙飛行士で３人目。
初飛行で半年間の長期滞在を行うのは、
日本人で初めてとなります。

上の１気圧に急激に戻ると生命が
危険にさらされるため、逃げ場も
ない。国際宇宙ステーションから
すぐ地球に帰ることができないの
と同じです」

シャトル引退後の
ソユーズ宇宙船で
国際宇宙ステーションへ

になります。古
川宇宙飛行士
は、 年末に国
際宇宙ステーシ
ョンに長期滞在
する野口聡一宇
宙飛行士のバッ
クアップクルー
も務めているた
め、訓練の半分
はロシアで行っ
ています。
「 私は 年に
ソユーズ宇宙船
のフライトエンジニアの資格を取
り、 年から再びソユーズのアッ
プデートされた部分を勉強し直し
ていますが、４年の間にソフトウ
ェアが変わり、利用者に優しく間
違いが起こりにくいように改良さ
れています。具体的には、エンジ
ンが噴射している場面で以前は２
つの画面を見る必要がありました
が、今は必要な情報が１つの画面
だけでモニターできるようになっ
ている。より安全に、確実にとい
う努力を続けるロシアの宇宙船に
対する姿勢を非常に尊敬します。
ソユーズは信頼性の高い乗り物だ
と思います」
と古川宇宙飛行士は、
ソユーズ宇宙船やロシア宇宙開発
を高く評価しています。
宇宙で楽しみにしていることは
音楽やスポーツ。そして日本のＨ
ＴＶ（宇宙ステーション補給機）
で、
まだ開発中ではあるものの
「お
すし」が届けられたりしたら最高
だそうです。

09

09

08

04

国際宇宙ステーションへの長期滞在が決まり、
記者会見に臨む古川宇宙飛行士。
左は立川敬二JAXA理事長
（2009年1月5日）

古川宇宙飛行士が長期滞在する
年には、スペースシャトルはす
す。その骨粗鬆症の治療薬ビスフ でに引退している予定です。そこ
ォフォネート剤が宇宙の症状にも で宇宙と地上との行き来には、ロ
効果があるかを検証する実験や、 シアのソユーズ宇宙船を使うこと
無重力での三次元の空間認識に興
味があるそうです。
古川宇宙飛行士は、初飛行で６
か月もの長期滞在となりますが、
「不安はない」と言います。その
理由に、 年８月の極限環境ミッ
ション運用（ＮＥＥＭＯ）訓練の
経験をあげます。
「フロリダの海底の施設で 日
間、
６人のクルーで訓練しました。
ＮＥＥＭＯは宇宙ミッションによ
く似ていると多くの宇宙飛行士が
言うとおり、狭い閉鎖環境で一緒
に行動しながら分刻みの仕事をこ
なす。海底 ｍ は 気圧なので地
11

宇宙飛行士候補者に選ばれた記者会見で。
右から古川聡、
星出彰彦、
山崎直子
（旧姓角野）
、
毛利衛の各宇宙飛行士
（1999年2月）
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ロシア船外活動用オルラン宇宙服に
冷却用下着を着て入る古川宇宙飛行士。
ロシアの宇宙服はNASAと違い、
背中のドアをあけて入る
しくみになっている
（写真左、2004年）
ソユーズ宇宙船の訓練中。
ソユーズ宇宙船は3人乗りで、
中は非常に狭い
（写真右、2003年）
訓練はロシア・モスクワ郊外にある
ガガーリン宇宙飛行士訓練センター
（通称
「星の街」
）
で主に行われる。

1964年、
神奈川県横浜市生まれ。89年に東京大学医学部卒業後、
東京大学医学部付属病院などに勤務。99年、
宇宙飛行士候補者に選定。
2001年、
宇宙飛行士に認定。04年、
ソユーズ-TMA宇宙船フライトエンジニア資格を取得。
06年、
搭乗運用技術者
（MS）
に任命。08年5月、
野口聡一宇宙飛行士
（国際宇宙ステーション第22次／第23次長期滞在）
のバックアップクルーに任命。
08年12月、
国際宇宙ステーション第28次／ 29次長期滞在クルーのフライトエンジニアに任命。
ロシア・サービスモジュール
「ズヴェズダ」
にある
水供給装置
（指さしている部分）
の訓練中。
手前は食事用の木製テーブル。
テーブルの
ふたをあけると宇宙食を温めるヒーターがある。
長期滞在中は、
ここで宇宙日本食を食べることに
（2008年10月、
ガガーリン宇宙飛行士
訓練センターにて）

28

29

国際宇宙ステーション長期滞在3人組。
真ん中の若田光一宇宙飛行士が
2009年2月から、
右の野口聡一宇宙飛行士は2009年末から、
そして古川聡宇宙飛行士が2011年春頃から滞在する予定
（2008年4月、
ガガーリン宇宙飛行士訓練センターにて）

2
008年秋から年
末にかけ行われた
PLANET C
─ の

「計器合わせ噛み合
わせ試験」
（通称「一噛み」
）は、そ
れまでは別々に開発・製作が進めら
れてきたモジュールを組み合わせ、
1つのシステムとして動作確認を行
う試験。ここで初めてPLANET
C
─ は、打ち上げ時とほぼ同じ形と
なった。
「試験の後に機体は再び分解され、
それぞれのモジュールごとに振動
を模擬した試験を行いながら動作

試験や音響試験など、打ち上げ環境
チェックを繰り返します。この“一
えば、高校野球でいうと地区予選の

噛み〟が全体の中でどの段階かとい
決勝ぐらいに相当するものでしょ
う。いよいよ甲子園の土を踏むため
の大きな区切りを迎えているわけで
すが、最後の決勝戦までには、まだ
まだいくつもの関門が控えていま
す。 年度いっぱいをかけ、緊張感
を持続しながら、それらを1つ1つ
村正人プロジェクトマネージャ）

クリアしていくことになります」（中
日本の探査機として初めて他の惑
PLANET C
─ の打ち上げは、

星の重力圏に到達することになる
年度の予定だ。

10

10

（2008年12月23日、JAXA相模原キャンパスにて、
大判フィルムカメラで撮影）
11

09

PLANET-C 搭載の観測機
器群。5 種類のカメラで金
星の気象に迫る。取り付け
位置は見開き写真の本体左
奥面。上面には観測データ
伝送用の平面アンテナ。

初 め て 姿 を 現 し た 金 星 探 査 機「PLANET-C」の 実 機

今年は、
昨年から選考を続けていた新しい宇宙飛行士候補者が
いよいよ誕生します。
そして若田光一、
野口聡一、
古川聡宇宙飛行士の
国際宇宙ステーションへの長期滞在も予定されている、
日本の有人宇宙開発の新しい幕開けの年でもあります。
前号に引き続いてお届けする
毛利衛、
向井千秋、
土井隆雄の３人の宇宙飛行士による座談会。
前編では25年前に宇宙飛行士に応募した時の心境から、
最初のミッションに至るまでを紹介しましたが、
今回は、
これからの日本の宇宙開発の
進むべき方向について、
それぞれの気持ちを語ってもらいます。

日本の有人計画は、
始めようとしているけど
まだ始まっていない

毛利衛、向井千秋、
土井隆雄、3宇宙飛行士 座談会

的川 せっかく３人集まっていら
っしゃるので、有人の計画につい
てもう少し聞きたいと思います。
土井 やっぱりスジを通すことが
大切だと思います。日本人宇宙飛
行士がお客さんになって、スペー
スシャトルで国際宇宙ステーショ
ンに行くというのは、国際協力
が進んでいる限りはいいんですけ
ど、それだけでは国の有人宇宙プ
ロジェクトとしては物足りないで
すね。なぜなら打ち上げロケット

後編

がないから。だれか日本人を宇宙
に送ろうとした時にどこかの国に
頼まなくてはいけない。しかし、
有人ロケットをどうするかの議論
は、一生懸命始めようとしている
んだけれどまだ始まっていない。
しかも、有人ロケットを作るだけ
のインフラが日本にあるかという
と、それも厳しい。航空産業は日
本に育ってこなかったから。私は
将来的にはシャトルのような有翼
型の宇宙船が必要だと思っていま
すが、それを作るにも、やはり航
空産業の存在は非常に重要です。
的川 アメリカの場合には有人飛
行をめざした時に、すでに経験が
あった。
土井 たくさん経験があったんで
すよ。そういう航空産業の歴史が
ないと、
いわゆる水平離着陸型の、
将来型の多くの人を輸送できるよ
うな宇宙船というのは難しい。で
もやらなければ実現しないでしょ
う。その辺のジレンマに今、日本
はいる。
的川 毛利さんの日本の有人計画
についての期待というのはどうい
うところですか。
毛利 まさにこれからです。日本
のロケットはＮ│ⅡからＨ│Ⅰ、
Ｈ│Ⅱと着実に進歩してきた。ち
ょうど社会全体も「宇宙基本法」
ができて、今まではアメリカ依存
だったけど、日本独自でやった方
がいいですよという時代になって
きた。日本独自の宇宙開発という
のはどういうものかを考える時で
す。今が大事な時で、有人はお金
がかかるからといって初めからや

めてしまっては、何もできっこな
い。日本の宇宙開発は最終的には
有人、つまり日本人に結びつかな
いと意味がないので、そこに結び
付けるために、これまでの経験を
活かし、これからの戦略を立てる
のが大事です。

小粒でもいいから
キラッとするものが必要
的川 向井さんはいかがですか。
向井 ２つあります。まず日本は
有人・無人関係なく、戦略として
月面をめざすべきだと思います。
そして、そのために国際宇宙ステ
ーションを十二分に利用すべきで
す。２つめは、やはり宇宙へ行
く乗り物をもっている国は強いか
ら、自分のもっている実力に合わ
せて、小粒でもいいからキラッと
するものをやることが必要です。
私は種子島から２人乗りのロケッ
トでいいから打ち上げるべきだと
思うんですよ。アメリカが開発し
ているオライオンみたいな大きい
宇宙船は作れないかもしれないけ
ど、小型車であれば可能だと思い
ます。月面拠点に行くのに、座
席をちょうだいなんて言わなくて
も、うちは２人乗りだけど行けま
すということができる。
毛利 向井さんが言った、人間２
人を種子島から打ち上げるという
のも、あとはタイムスケジュール
をどう設定するかなんですけど、
そこはまだちょっと先に置いてお
いて、今できる日本らしいユニー
クな宇宙開発は何かというところ
で、ある提案をしようと思ってい

STS-123ミッションの土井隆雄宇宙飛行士
（2008年3月、NASA提供）

STS-99ミッションの毛利衛宇宙飛行士
（2000年2月、NASA提供）

るんです。ヒューマノイド・タ
イプの２足歩行ロボットを月面に
送るというのはどうでしょう。こ
の分野の日本の技術レベルは非常
に高い。将来の有人のことも考え
て、２足歩行のロボットに高性能
のセンサーをつけて、宇宙飛行士
があたかも月面にいるようにロボ
ットを動かす。たとえば２０１８
年頃に、ちょうどアームストロン
グ船長と同じように、月面に第一
歩を踏み出すというのはどうでし
ょう。ハイビジョンのステレオカ
メラでリアルタイムに観測しなが
ら。
的川 ロボットを月に送るという
話はいろんな人が言っていますよ
ね。
毛利 それが、ただのロボットで
はなく、その後、人間にもつなが

STS-95ミッションの向井千秋宇宙飛行士
（1998年10月、NASA提供）

るような一体化した計画だったら
日本らしいのではないかと思って
います。
的川 土井さん。日本のこれから
進むべき方向は？
土井 「きぼう」は国際宇宙ステ
ーションの中でいちばん大きいモ
ジュールですが、電気とか水は全
部アメリカからもらっている。地
上との通信もやってもらっている
ので、アメリカのモジュールがな
ければ「きぼう」は存在し得ない
わけです。いちばん大事なところ
を他人に作ってもらっている。何
かに頼ればうまくいくというやり
方を、日本はしてきたのですが、
そのあたりは反省すべきところが
ある。アメリカでは今、月に行く
計画を進めていますが、このまま
では国際宇宙ステーションで起こ

12
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司会：的川泰宣 JAXA技術参与
土井隆雄 宇宙飛行士
向井千秋 宇宙飛行士
毛利衛 宇宙飛行士

向井千秋記念子ども科学館
（館林市）
の
プラネタリウムでの講演

神奈川県
子どもサイエンス
フェスティバルにて

JAXAでは、
宇宙・航空分野の開発研究に対する理解を深めていただくために、
職員を学校や各種団体などへ
講師として派遣しています。
広報部が取り扱った一般職員の講師派遣だけでも2008年度は約300件
（08年12月末現在）
ありますが、
このほかにもJAXAが主催するタウンミーティングや国内外での展示会、
施設の一般公開などでも講演を行っています。
私が所属する宇宙科学研究本部ではこれ以外にも講演会やイベントを実施していますので、
これら全部を合わせると、
私だけでも今年度の対応件数が年60件を
超えています。
要するに週１件以上のペースでやっているわけですが、
それでも全都道府県を回り切るにはほど遠い状況です。
今回は、
全国行脚で行っているこうした講演の舞台裏を皆さまにご紹介します。

筑波宇宙センターで１日４回講演にチャレンジ
一言で「講演会」と言っても、その対象は、幼児を

座談会を行う 3 宇宙飛行士と的川技術参与。1 期生の 3 人が一堂に顔を合わせる機会は滅多にない。

そのようないろいろな層の人たちに同時にお話ししな
ければならないこともよくあります。何度も足を運ん

会場については、最近増えているのがプラネタリウ

でくださる熱心な方もいらっしゃいますので、同じ話

ムでの講演会。もともとプラネタリウムは講演会用に

をするわけにもいかず、毎回それなりに準備が必要で

はつくられておらず、解説員のブースが後方にありま

す。

すから、前に立つとパソコンを手許に置いておくこと

講演の内容については、具体的なリクエストがある

ができず、しかも画面が自分の真上に出たり、参加者

場合もあれば、漠然と宇宙について何かいい話をとい

の顔が見えなかったりと、最初のうちはいろいろと戸

うような相談を受ける場合もあり、まちまちです。最

惑うことがありました。
また、ゆったりとした席に腰かけてあたりが暗くな

ストが多く、こちらも持ちネタがだいぶ揃ってきまし

ると少なからぬ人が寝息を立て始めるようなので、会

た。

場を少し明るくしたり、途中で大音響のロケット打ち

筑波宇宙センターの一般公開では１日に４話という

上げ映像を入れたりと、工夫を凝らしています。夏祭

のにもチャレンジしました。アポロ疑惑の質問が出る

りの際に小学校の体育館で行った講演会では１年から

のに辟易としかかっていましたが、最近ではこれをむ

６年までの全校生徒と保護者を相手に 90 分。１年生

しろ話のアクセントに使って疑惑を科学的に解消した

にも最後まで飽きずに聞いてもらえた時にはたいへん

りもしています。

充実した気分になりました。
今年はガリレオが望遠鏡で初めて宇宙を観測してか

りやすいようですが、宇宙のスケール感を少しでも感

ら 400 年を記念して制定された「世界天文年 2009」
。

じてもらえるようにと、無料のシミュレーションソフ

これを機に大勢の方に宇宙の魅力にふれていただきた

トを使って、
私たちが見ることのできる「宇宙の果て」

く、私も微力ながら頑張ろうと思っています。

まで旅行をしてもらったりしています。また、将来の

講演会やイベントの様子は世界天文年の世界合同企

ことを真剣に考え始める中・高生には、学生生活の過

画である「Cosmic Diary（天文学者のブログ）
」の

ごし方に関するメッセージのようなものも込めるよう

私のページ（和英併記）で紹介しようと思います。ど

にしています。

うぞご覧いただき、会場にも足をお運びください。

秋田市の
小学校での講演会

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。
写真は「Cosmic Diary（天文学者
のブログ）
」の阪本成一のページ（和
英併記）http://cosmicdiary.org/
blogs/jaxa/seiichi_sakamoto/

土井 月にはみんな行きたいかも
しれませんね。
向井 私もぜひ行きたい。
土井 世界各国の宇宙飛行士には
優れた人がいっぱいいます。その
中で日本の宇宙飛行士に何が必要
かというと、これからはクリエイ
ティビィティだと思います。訓練
をしながら、その問題点を明らか
にして、解決策を考えるとか、新
しい機器を作りだすとか、新しい
発想ができる人が必要だと思いま
す。
毛利 日本の社会ではクリエイテ
ィビティが育たないような教育環
境があるので、そこは今一番弱
いかもしれないね。しかし日本に
も優れた能力をもっている人はた
くさんいます。これまでは科学や
技術に関する能力に重点が置かれ
てきましたが、もう少し範囲を広
げてみたら、日本にだってすごく
優れた操縦能力をもっている人と
か、いろいろな創造的な能力をも
っている人がいる。これからはそ
うした人にも宇宙飛行士に入って
ほしいと思います。
向井 今回の募集では「きぼう」
の運用とか国際宇宙ステーション
での長期滞在のできる人を求めて
いるわけですが、その中でどんど
ん先に進んでいくことが必要だと
思います。
毛利 そこに満足するのではなく
て、常に前に進む気持ちをもって
いるということですね。
的川 わかりました。今日はあり
がとうございました。

近は「かぐや」の活躍もあって月関係の講演のリクエ

小学生には比較的身近な月や太陽系の話などがわか
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体育館からプラネタリウムまで
対応にも工夫を凝らす

ったことがまた起こるという感じ
がしています。次の計画を立てる
時には、アメリカが撤退しても日
本が独力で続けていけるような方
向に進むべきだと思います。特に
有人打ち上げロケットの開発は始
めなければいけません。ぼくは時
間がかかったとしても有翼タイプ
のロケットの開発を押します。す
でにＪＡＸＡはＮＡＳＤＡ時代に
ＨＯＰＥ（無人宇宙往還機）の開
発をしていたので、ひょっとする
とそんなに時間をかけなくてもで
きるかもしれませんね。

家集団など、年齢層や興味の対象もさまざまですし、

新しいものに
挑戦していくのは、
どの時代でも同じこと

シニア、熱心な宇宙ファン、あるいは技術分野の専門

的川 最後に、皆さんが応募した
時とは時代がずいぶん変わってい
ますが、これまでの時間の経過を
頭に入れながら、これから宇宙飛
行士になる人たちへのメッセージ
や期待したいことを、お１人ずつ
お話ください。
向井 これからは月や火星へ行く
可能性もすごくあると思うんで
す。ですから、これからの人たち
はぜひそういう可能性に向かって
進んでいってほしいと思います。
毛利 私たちの時には無からいろ
いろなチャレンジをしました。新
しいものに挑戦していくというの
は、どの時代の宇宙飛行士でも同
じです。そういうスピリットをも
って、自分は月に行くんだという
ぐらいのターゲットに向かってほ
しい。

連れた家族や小学校低学年に始まって、中・高校生、
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2008年のノーベル賞で物理学賞を受賞された小林誠・高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授と

95

物質とクォーク

物質

分子

原子

原子核

陽子・中性子

クォーク

ダウン

ストレンジ

ボトム

クォークは３世代６種類ある

年︑
高エネルギー物理学研究所 物理研究系教授︒ 年︑
KEK素粒子原子核研究所教授︒

1944年︑
愛知県生まれ︒ 年︑
名古屋大学大学院 理学研究科博士課程修了︒
97

2003年︑
KEK素粒子原子核研究所長︒ 年︑
KEK名誉教授︒ 年︑
日本学術振興会理事︒
07

年︑﹁CP対称性の破れの起源の発見﹂
によりノーベル物理学賞を受賞︒

06

かどうかを検証しなければなりま
せん。理論を明らかにするために
は、
実験が必要です。ＫＥＫでは、
１周が３㎞、直径が１㎞もある円
形の大型加速器、ＫＥＫＢ加速器
（電子陽電子衝突型加速器）を建
設し、Ｂ中間子という粒子とその
反粒子を大量に作り、それらが衝
突して崩壊していく様子を数多く
観測しました。そして 年に、Ｂ
中間子と反Ｂ中間子にわずかな違
いがあることを発見し、
「対称性
の破れ」が起きることを確認しま
した。報告を聞いた時には「本当
によかった」と思いました。日
本の加速器技術は世界的にもトッ
プレベルで、その高い技術力によ
って検証に成功したのだと思いま
す。
トップ

85

宇宙粒子線の観測など、
ＪＡＸＡとＫＥＫとの
共同研究に期待

チャーム

08

※本インタビューの詳細は、JAXAウェブサイトでご覧いただけます。
http://www.jaxa.jp/article/interview/vol43/

独立行政法人日本学術振興会 理事
︵兼︶
学術システム研究センター所長︒
理学博士︒

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
︵KEK︶
特別栄誉教授︒

Kobayashi Makoto

「対称性の破れ」によって、宇宙 ││ 今後どのような研究が進む
の物質（粒子）
・反物質（反粒子） と思いますか？
の非対称性をつくり出すことがで 小林 標準モデルの世界はある程
きるという、原理的なメカニズム 度検証が終わりましたので、今後
はわかっています。しかし、標準 は、その先にある、
「超対称性理
モデルだけでは宇宙の起源を説明 論」などといわれている新しい世
しきれません。宇宙が誕生した時 界を明らかにしていく方向に進む
には、粒子と同じだけあった反物 でしょう。私自身は年齢的にもそ
質は今ではほとんど見られず、物 れほど多くのことはできないと思
質優位になっていますが、この現 いますが、ブレークスルー（突破
象を引き出すには標準モデルだけ 口）はどこから出てくるかわかり
では足りません。宇宙の起源の問 ませんので、いろいろなことに挑
題についてはまだ未解決ですが、 戦してみたいです。
「対称性の破れ」を裏付ける理論 ││ ＪＡＸＡに期待されること
によって、宇宙の起源を解明する は何でしょうか？
ための基礎ができたと言えるでし 小林 加速器で素粒子について測
ょう。
れることはだんだん限られてきま
したので、いろいろな素粒子反応
の観測情報が宇宙頼りになってき
たところがあります。
これまでも、
宇宙粒子線の観測など、ＪＡＸＡ
とＫＥＫの共同研究はあり、実験
の人たちはお互いの壁がなくなっ
てきていると思います。そういう
意味で、これからのＪＡＸＡとＫ
ＥＫの共同研究は非常に発展する
のではないかと期待します。共同
研究の潜在的な可能性はとても高
いと思います。
アップ

上／ノーベル物理学賞受賞の
小林教授と益川教授（資料提供：KEK）
下／京都大学理学部時代に撮影された写真。
後列左端が小林教授、前列左が益川教授（資料提供：KEK）
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││ 先生の「対称性の破れ」を裏
付ける理論によって、宇宙の起源
がどう解明されたのでしょうか？
小林 素粒子レベルの「対称性の
破れ」は、私たちの標準モデルで
ほぼ完全に説明できます。
そして、

第 3 世代

小林 誠

第 2 世代

73

16
17

72

第１世代

77 74

益川敏英・京都産業大学教授は、
ともに京都大学助手だった1973年に共同で
つくる一番基本的な要素です。素 を支配しているのはまさに素粒子
粒子物理学とは、何が一番基本 の物理法則ですから、誕生して間
「小林・益川理論」
を発表しました。
この論文では、
物質を構成する最小単位の素粒子の１つ、
的な構成要素かを追求する学問で もない宇宙の様子を知りたいと思
クォークが少なくとも６種類あれば、「対称性の破れ」
という現象が起きることが示されています。
す。同時にそれは、自然界で、一 うと、素粒子の知識が必要になっ
この理論は後の研究によって実証され、
現在の素粒子物理学の基礎となる
「標準モデル」
を築きました。
番基本的なところは何なのかを研 てきます。素粒子物理学は、宇宙
宇宙は約137億年前にビッグバンという大爆発によって誕生し、
その直後に、
究する学問でもあります。
の起源を明らかにする宇宙物理学
物質を構成する
「粒子」
と、
それと正反対の性質をもつ
「反粒子」
が粒子と同じ数だけ生まれました。
│
│
素
粒
子
物
理
学
と
宇
宙
の
関
係
との結びつきがとても強いと思い
ところが現在の宇宙では反粒子が見当たらず、
粒子だけが生き残って、
星や生命を形づくっています。
はどのようなものでしょうか？
ます。
小林 宇宙の始まりはビッグバン
粒子と反粒子の対称性が破れて、
物質が多く反物質が少ない非対称な世界になっているのです。
「6つのクォークがある」
この
「対称性の破れ」
現象の謎に挑んだ
「小林・益川理論」
は、
素粒子物理学の発展に貢献しただけでなく、 と呼ばれる大爆発であり、ビッグ と予言
バンによる大きなエネルギーが物
宇宙の起源を解明するための基礎にもなっています。
質をつくる粒子を生み出したと考 ││ 先生は、３つのクォークし
えられています。ビッグバン直後 かわかっていない時に、
「６つの
は超高温・高密度の状態で、飛び クォークがある」
と予言しました。
初期の宇宙現象は、
交う粒子のエネルギーは非常に高 １９９５年に６番目のクォーク
まさに素粒子の反応
く、初期の宇宙で起きている現象 「トップ」が見つかった時は、ど
││ ノーベル物理学賞を受賞さ はまさに素粒子の反応です。そこ んなお気持ちでしたか？
れて、今の心境はいかがでしょう
か？
小林 大変名誉なことですが、プ
レッシャーもあり、責任を感じ
ています。本当に自分が受賞して
もよいのかなという気がしていま
す。
││ 先生が研究なさっている「素
粒子物理学」は、一般の方にわか
りやすく説明すると、
どんな学問、
どんな研究と言えますか？
小林 素粒子というのは、物質を

小林 たしかに論文を発表した
年当時は、「アップ」
「ダウン」
「ス
トレンジ」という3種類のクォー
クしか見つかっていませんでした
が、論文を発表した翌 年に、4
番目の「チャーム」
、 年に５番
目の「ボトム」が発見されました。
5番目の「ボトム」が見つかった
ら、そのパートナーである６番目
がきっとあるだろうという考えが
有力になり、実際に６番目の「ト
ップ」が確認されたときは、誰も
が「やっと確認できたか」と当た
り前のように感じました。ですか
ら、６番目が見つかった 年には
特別な感慨はなく、むしろ、５番
目が見つかった 年の方が、クォ
ークの数の上では重要な年だった
と思います。
││ ２００１年には、ＫＥＫ（高
エネルギー加速器研究機構）の加
速器を使って、ようやく「対称性
の破れ」
の理論を実証されました。
その時のお気持ちはいかがでした
か？
小林 クォークの数は６番目まで
わかりましたが、
「対称性の破れ」
の現象が、本当に私たちが提案し
たようなメカニズムで起きている
77

KEKB 加速器（資料提供：KEK）

41歳以上
会社員
公務員

職業別 自営業
学生
その他

46（92％）

206（90％）

839（87％）

4（8％）

24（10％）

124（13％）

7（14％）

28（12％）

183（19％）

42（84％）

179（78％）

651（68％）

1（2％）

23（10％）

129（13％）

27（54％）

123（53％）

515（53％）

8（16％）

25（11％）

133（14％）

0（0％）

1（0％）

16（2％）

0（0％）

6（3％）

46（5％）

15（30％）

75（33％）

253（26％）
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JAXAと極地研が
共同医学研究を実施

国際宇宙ステーションに搭乗する
宇宙飛行士候補者の選抜
（３名以
内）
を行っているJAXAは、第
１次選抜合格者の 名を対象に昨
年 〜 月にかけて第 次選抜試
験を行い、
男性９名、
女性１名の計
名を第２次選抜合格者として決
定しました。
現在、
第３次選抜試験
を行っており、 月下旬頃には最
終選抜結果が発表される予定です。

宇宙飛行士候補者の
第２次選抜で
10名が合格

（単位：人）

赤生原避難港
（桜島）
災害対策本部
（鹿児島駅会場）

超小型通信端末を用いて
避難住民のICタグを読み取る
（桜島の赤生原避難港）

JAXAと国立極地研究所は、変則
的な日照や長期間の閉鎖環境等の
宇宙と南極の共通点に着目した、
苛酷な環境での健康管理に関する
共同医学研究を実施します。これ
は、日本南極地域観測隊員から被
験者を募り、国際宇宙ステーショ
ンなどでの宇宙飛行士の健康管理
に関連した医学研究データを南極
で取得するもので、宇宙での長期
滞在と南極越冬生活、それぞれの
健康管理技術の向上を図ります。
研究対象となるのは第 50 次日本
南極地域観測隊員（2008 年 12

024
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21年2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

共同で会見に臨むJAXA宇宙医学生物学研究室の向井千秋
室長
（左）と国立極地研究所生物圏研究グループの渡邉研太
郎教授
（右）
（昨年12月10日、JAXA東京事務所）

災害対策本部に送られた避難港の
映像
（鹿児島駅会場）

月〜 10 年春）で、次の３テーマ
で医学研究を実施します。
1.特殊な日照時間の
体内リズムへの影響に関する研究
南極での季節による日照時間変動
に伴う、ヒトの自律神経活動や睡
眠覚醒に及ぼす影響を、心電図、
脳波、体の動きで調べます。デー
タは、
「きぼう」で使用検討中の小
型計測器等を利用して取得します。
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30 歳未満

年齢別 30～40歳

963

JAXA と国際連合教育科学文化
機関（ユネスコ）は、人類共通の
世界遺産の監視保護に役立てるた
め、陸域観測技術衛星「だいち」
を利用した世界遺産監視協力に関
する取り決めを締結しました。
ユネスコは、2003 年から欧州宇
宙機関（ESA）などと宇宙技術
を用いた世界遺産の監視・保護
のための協力を結び、人工衛星を
使った世界遺産の監視を実施して
きました。一方 JAXA も、
「だい
ち」の打ち上げ以降、約３年間
にわたる全球観測により世界遺産
の観測データを蓄積してきました。
こうした中で「だいち」のデータ
を用いてできる協力について両者
が協議し、今回の取り決め締結に
至ったものです。
JAXA は今後、アジアを中心と
した国内外 10 か所の世界遺産を
年 2 回程度撮像し、画像をユネ
スコに提供するほか、
これまで
「だ
いち」で撮像した世界遺産の画像
をデータベース化して公開してい
きます。またユネスコは、世界の
関連研究機関、遺産保有国と共に、
提供されたデータを遺産の保護活
動に役立てます。

15

温室効果ガス観測技術衛星

女性

230

JAXAとユネスコが
世界遺産監視に
関する協力を
取り決め

「いぶき」
打ち上げに成功

男性

応募者

50

JAXAと三菱重工業株式会社は
１月 日 時 分、温室効果ガス
観測技術衛星
「いぶき」を搭載し
たH ─ⅡAロケット 号機を種子
島宇宙センターから打ち上げまし
た。「いぶき」
は、
約 分後にロケッ
トから分離され、打ち上げは無事
成功しました。
「いぶき」はその後、 月 日
時 分にクリティカル運用期間を
終了。衛星全体及び観測センサー
等の搭載機器の機能確認を実施す
る「初期機能確認運用期間」へ移
行し、今後約 か月間、衛星搭載
機器の機能確認等を実施する予定
です。

男女別
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INFORMATION 3

合計

書類選抜
合格者

桜島火山爆発総合防災訓練で

第2次選抜 第1次選抜
合格者
合格者

「きく８号」
を
用いた
通信実験を実施

JAXAと情報通信研究機構
（NICT）
は１月 日、鹿児島市
で行われた桜島火山爆発総合防災
訓練の中で、技術試験衛星 ─Ⅷ型
「きく８号」の基本実験の１つと
して、衛星通信実験用端末による
情報伝達実験を実施しました。
今回の実験は、特にICタグによ
る避難住民管理を中心とした防災
アプリケーションの実用化に向け
たシステム検証と、JAXAが行
う防災活動の周知を目的としたも
のです。
JAXAが参加したのは、災害対
策本部のある鹿児島駅会場と、桜
島の避難港（３港）を結んで行っ
た実験です。避難住民の避難状況、
安否情報を迅速に把握するため、
避難港に避難してきた住民が携行
するICタグから情報を読み取
り、「きく８号」を介して迅速に災
害対策本部に伝達しました。また、
点在する避難所の状況を一元管理
するため、各避難港の映像も同様
に災害対策本部へ送られました。
さらに超小型通信端末を用いて、
避難港周辺の道路状況、土砂崩れ、
火災発生、負傷者数等の被災情報
（想定）
が、位置情報と共に被災地
の状況として災害対策本部へ送信
されました。
14
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種子島宇宙センターで打ち上げられたH-ⅡAロケット15号機

「いぶき」
搭載カメラによる衛星分離の様子
（上）
H-IIA 搭載カメラが撮影した「いぶき」分離の瞬間（下）

「いぶき」打ち上げ当日午前 2 時過ぎの種子島宇宙センター大型ロケット発射場
頭上には満天の星空が広がっている（撮影・山根一眞氏）

2.新しい運動トレーニング法の
有効性に関する研究
南極地域観測隊員の冬季の運動機
会減少と食事過多に伴う体重の増
加に対して、トレーニング中に筋
肉へ電気刺激を加えて効果を高め
るハイブリッドトレーニング法を
行い、その有効性を確認します。
3.長期間入浴できない状態での
皮膚の衛生管理技術の研究
国際宇宙ステーションに滞在する
宇宙飛行士に対して計画している
のと同様の方法で、南極観測隊員
から皮膚に常在する菌のデータを
取得します。

署名式を終えた松浦晃一郎ユネスコ事務局長
（中央左）
と立川敬二
理事長
（中央右）
（昨年12月2日、JAXA東京事務所）
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東京・丸の内のビジネス街からも
国際宇宙ステーションが見えた！

1998 年 11 月 20 日に最初のモジュール
「ザーリャ」が打ち上げられてから 10 年を
経て、いよいよ完成間近の国際宇宙ステー
ションは、人類が宇宙につくった最大の構築
物です。タイミングが合えば、夕暮れ時や早
朝に明るく輝きながら空を横切るその姿を、
地上から肉眼で見ることもできます。
東京・丸の内のビジネス街のど真ん中に
ある情報センター JAXA i（ジャクサ・ア
イ）では、昨年 11 月 21 日に国際宇宙ステー
ションの観望会を開催しました。実はこの日
は、JAXA i の月例トークイベント「マンス
リートーク」の開催日で、しかも星出彰彦宇
宙飛行士が登場する日。そして東京地方から
の最大仰角が 81 度と、ほぼ真上を通過する
ことになる、観望には絶好の条件が重なった
日でもありました。幸い天候にも恵まれ、イ
ベントに集まったたくさんの皆さまに、高層
ビルに切り取られた明るい夕暮れの空を、さ
らに明るく輝きながら飛翔していく国際宇宙
ステーション（写真の左下から右上へのびる
線）をご覧いただき楽しんでいただくことが
できました。
JAXA では、日本の各都市からの 10 日先
までの国際宇宙ステーションの目視予想情報
を「宇宙ステーション・きぼう広報・情報セ
ンター」や携帯電話向けサイトを通じてご提
供しています。観望会では「初めて見た。感
動した」と感想を話す方も多くいらっしゃい
ました。まだの方はぜひ（若田宇宙飛行士の
滞在中にでも）ご覧になってみてください。

国際宇宙ステーションを見よう
http://kibo.tksc.jaxa.jp/
携帯電話向けサイトJAXAモバイル
http://mobile.jaxa.jp/

ビルの合い間を横切る国際宇宙ステーションを見上げる
参加者たち。
「ちょうどミッション中のスペースシャトルが
ドッキングしている」
との説明もあった。

平成21年度
「JAXAタウンミーティング」
の共催団体を募集中です
（２月13日まで）
。
JAXA タウンミーティングは、日本の宇宙航空開発
について、市民の皆様と JAXA の役職員が直接お話
しをしながら意見を交換する、
「意見交換会」です。会
場にお越しいただいた皆様から自由なご意見をいただき
たいと思っています。
「JAXA タウンミーティング」は、
各地域の方にご協力いただき、今までに全国 34 か所
で開催してきました。現在、平成 21 年度の共催団体
を募集中ですので、ぜひご応募ください（2 月 13 日ま
で）
。
（写真は、2008 年 8 月に大阪・岸和田市で行
われたタウンミーティングの様子）
広報部

ご応募・詳細は
下記ウェブサイトを
ご覧ください。
http://www.jaxa.jp/
townmeeting/
〒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ウェブサイト http://www.jaxa.jp/
メールサービス http://www.jaxa.jp/pr/mail/

