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C O N T E N T S
3

野口聡一宇宙飛行士
宇宙長期滞在ミッションは今日もつづく
4

古川聡宇宙飛行士が見た
バイコヌールでのソユーズ打ち上げ
「

月 18 日に打ち上げが決まった金星探査機
「あ
かつき」
。地球の兄弟星と言われる金星の大
気の謎に迫り、地球の成り立ちを解明する手
がかりを探して旅立ちます。今号の表紙は、
最終調整が進む「あかつき」と、プロジェクトマネージャ
の中村正人教授。国内外のたくさんの皆様にご参加いただ
いた「お届けします！あなたのメッセージ 暁の金星へ」
キャンペーンの結果も誌面で紹介しています。
「あかつき」
と入れ替わるように、６月に地球帰還が予定されている小
惑星探査機「はやぶさ」
。イオンエンジン
の不具合など、数々の困難を乗り越え
てきたドラマを國中均教授が語り
ます。そして、国際宇宙ステーシ
ョン（ISS）に長期滞在中の野
R O D U C T I O N
口聡一宇宙飛行士の活動や、４
月に打ち上げられるスペースシ
ャトル「ディスカバリー号」に
搭乗する山崎直子宇宙飛行士の
最新情報も。今春、話題が目白
押しのＪＡＸＡの宇宙開発情報
をお届けします。

５

I N T

高い技術力と
チームワークに感動」
古川 聡

宇宙飛行士

6

「はやぶさ」
を地球帰還へと導く

イオンエンジン運用
國中 均

月・惑星探査プログラムグループ探査機システム
研究開発グループ・リーダー／宇宙科学研究本部教授

9

宇宙広報レポート
「あかつき」
メッセージキャンペーンの舞台裏
阪本成一 宇宙科学研究本部対外協力室教授
10

「食べ物は何が好きですか。
（岡山県 小学１年生）
ぼくはカレーです」
「お届けします！あなたのメッセージ、
暁の金星へ」
キャンペーン参加、
ありがとうございました！
12

宇宙機関長会議
（HOA）
開催

各国の機関長が語る
ISS計画の将来
14

環境監視から人材育成まで
アジア太平洋地域の宇宙利用を推進する

アジア協力推進室
石田 中 宇宙利用ミッション本部アジア協力推進室室長
16

宇宙のノウハウを身近な暮らしに
「宇宙オープンラボ」
の取り組み

福田義也 産業連携センター産業連携室室長
17

宇宙ならではのサイエンスアート

「水の球をを用いた
造形実験」
の不思議な世界
藤原隆男 京都市立芸術大学教授
18

JAXA最前線
20

事業所一覧
JAXA各事業所が
科学技術週間に合わせ特別一般公開
表紙：金星探査機
「あかつき」
の最終チェックを行う、
金星探査機プロジェクトマネージャの中村正人教授。
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1 野口、クリーマー両宇宙飛行士は
「きぼう」日本実験棟ロボットアー
ムの子アームを船外に搬出する作業
を行った。子アームが収納されてい
る
「きぼう」
エアロックを減圧した後、
船外側のハッチを開けて移動テーブ
ルを船外にスライドさせ、親アーム
で子アームを把持した。
（３月10日）

3

2「きぼう」日本実験棟の親アーム
（手前）
と子アーム
（奥）
（
。3月10日）
3 子アーム搬出時の「きぼう」運用
管制室の様子。
（3月10日）

2009年12月から始まった、
国際宇宙ステーションでの長期滞在ミッション。
第22次／ 23次長期滞在クルーのフライトエンジニアとして、
野口聡一宇宙飛行士の
活動はつづいています。3月中旬には、
「きぼう」
の船外実験プラットホームに
小型ロボットアームを設置する作業を完了「
。きぼう」
は基本機能を確立しました。
滞在３か月を過ぎた野口宇宙飛行士の生活を写真でご紹介します。

4
5

6

6 ISSで撮影した映像を通じて子供
たちに絵本の読み聞かせ。
7 細胞ラックのタンパク質結晶生成
装置に、55種類のたんぱく質が収
められたユニットを収納する。
（2月
5日）
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写真：NASA 提供
文中の日付は日本時間

4 ２月にスペースシャトル「エンデ
バー号」がドッキングし、
「トランク
ウィリティー」
（第３結合部）と観測
用モジュールのキューポラが取り付
けられた。キューポラには、6枚の
窓と天窓、ISSのロボットアームの
操作盤などが設置されている。写真
はキューポラの窓から地球を撮影す
る野口宇宙飛行士。
（2月19日）
5「ハーモニー」
（第2結合部）で作
業する野口宇宙飛行士（中）と、テ
リー・バーツ（左）
、スティーブン・
ロビンソン（右）宇宙飛行士。
（2月
11日）

7

打ち上げに向けてソコル宇宙服を着用した野
口宇宙飛行士ら第22次／第23次長期滞在
クルーと古川宇宙飛行士らバックアップクルー
©NASA/JAXA/Bill Ingalls

2009年12月21日、
カザフスタン共和国バイコヌール宇宙基地から
野口聡一宇宙飛行士を乗せたソユーズTMA-17宇宙船が飛び立ちました。
バックアップクルーとして、
打ち上げをサポートした古川聡宇宙飛行士に
現場での体験や、
将来のミッションへの意気込みを聞きました。

国際宇宙ステーション（ISS)
の第28次／第29次長期滞
在クルーである古川宇宙飛行
士。ISS長期滞在に向けて、
ロシアのガガーリン宇宙飛行
士訓練センターや、NASA
ジョンソン宇宙センターなど
で訓練を行っている。

FURUKAWA Satoshi

口宇宙飛行士はどんな作業をして

いるのですか︒

古川 主にソユーズ宇宙船の状

態を︑モニター画面を見ながら

チェックしています︒スペース

シャトルの場合は︑異常事態が起

きた時には手順書を見てスイッチ

を操作しなければなりませんが︑

ソユーズの場合は打ち上げの約９

分間に限って言えば︑そういう操

シャトルと大きく違うかもしれま

作はほとんどありません︒ここは

野口聡一宇宙飛行士が乗っ
̶
たソユーズの打ち上げを実際にご

せんね︒たとえばエンジンが停止

明るくなって︑お腹に響くような

ながら待っていると︑突然︑空が

ていたのですが︑寒空の中︑震え

れたビューイングポイントから見

打ち上げでした︒１・４ ほど離

映像を見ていると︑コマン
̶
ダーがスティックを使って何か操

ることは何もありません︒

準備をするだけで︑作業としてす

ます︒クルーは身体的︑精神的に

ま自動的に緊急脱出モードに入り

いて警告音が鳴りますが︑そのま

するというような深刻な事態が発

轟音が来ました︒予想以上に迫力

しょうか︒

のある打ち上げで︑しかもあの中

作をしています︒あれは何をして

生した場合には︑赤いランプがつ

に野口さんが乗っているんだと思

いるのでしょうか︒

古川 現地時間で午前３時 分の

うと︑言葉もありませんでした︒

を押しているのです︒コマンダー

が︑その間に︑気密チェックや各

ち上げまで２時間くらいあります

古川 宇宙船に乗りこんでから打

は忙しいのですか︒

ですね︒

のです︒それで︑使っているわけ

すから︑ボタンまで手が届かない

しかもシートベルトを締めていま

の席は構造上深いところにあり︑

古川 パネル上にある各種ボタン

打ち上げまでの間︑ソユー
̶
ズ宇宙船内と管制室とのやり取り

種機器のチェックなどを︑手順書

打ち上げのときに︑Ｇはど
̶
れくらいかかりますか︒

ので結構忙しいですね︒

ースシャトルより少し大きいです

古川 ４Ｇ弱だと思います︒スペ

ね︒

リフトオフから軌道に乗る
̶
までの約９分間︑コマンダーや野

と一緒に１つずつ進めていきます

に沿って行っていきます︒地上側

km

52

覧になった印象はいかがだったで

ソユーズの打ち上げは
予想以上の迫力だった

古川 聡 宇宙飛行士

4

バイコヌール時間12月21日午前３時52分
（日
本時間12月21日午前６時52分）に打ち上
げられた、野口宇宙飛行士らの搭乗するソユ
ーズ宇宙船 ©NASA/JAXA/Bill Ingalls

熟練した技術者に
支えられているソユーズ
宇宙船の信頼性

うな職人の方々でしたね︒

れなら大丈夫だ﹂と感じられるよ

た︒お会いしただけで︑
﹁あ︑こ

トンとロシア︑残りが日本とドイ

古川 そうですね︒主にヒュース

は︑ロシアが多くなりますか︒

ツ︑そして必要があればカナダと

どんな印象をお持ちですか︒

トラクターもたくさんいますが︑ 験については︑どのようなことを

古川 若手ですごく優秀なインス

ですね︒

いますが︑古川さんは宇宙での実

日本での訓練は主に﹁きぼ
̶
う﹂日本実験棟の訓練になると思

いうことになります︒

古川 とても信頼性の高い宇宙船

中には 年以上のソユーズの歴史

星の街︵ガガーリン宇宙飛
̶
シミュレーターに乗ってみ 行士訓練センター︶にも︑ベテラ
̶
て︑ソユーズ宇宙船については︑ ンのインストラクターがいるそう

ですね︒何重にも冗長性を持たせ

時のシミュレーションになったと

行動していました︒ご自身が飛ぶ

て︑バイコヌールでずっと一緒に

さて︑古川さんは今回︑野
̶
口宇宙飛行士のバックアップとし

野口宇宙飛行士らクルー３
̶
人は︑出発の挨拶をして発射台に

た︒

とてもよい雰囲気の記者会見でし

す︒ＮＡＳＡで行われる記者会見

で︑ガラス張りの部屋で行われま

ールに入ると隔離されてしまうの

席します︒宇宙飛行士はバイコヌ

功させているのに︑それでもまだ

まで１００機以上の打ち上げを成

どんどん変わっていきます︒これ

に見やすいように細かいところは

す︒モニター画面も︑人間工学的

古川 ロシア特有の温かみのある︑ メントを反映して改良していま

とは︑少し違っていますね︒

細かい所で改良を加えていく姿勢

かい機器の配置などはクルーのコ

物になっています︒それから︑細

ことで︑非常に安全性が高い乗り

さらにバックアップがあるという

ただいていることを︑将来の日本

なります︒私自身が経験させてい

スシャトルとは別の意味で勉強に

な意味でソユーズ宇宙船はスペー

古川 その通りですね︒いろいろ

が︑いかがでしょうか︒

知ることが必要になると思います

アのテクノロジーについてもっと

からはＮＡＳＡだけでなく︑ロシ

の打ち上げは初めてでした︒これ

Ｊ ＡＸＡにとって︑ソユー
̶
ズ宇宙船による日本人宇宙飛行士

がある︒それが駄目になっても︑ インストラクターもいます︒

なものが壊れても︑バックアップ

の有人宇宙開発に生かしていきた

生活を豊かにするとともに︑将来

古川 医学の切り口で︑皆さんの

他の経歴の宇宙飛行士とは
̶
別な見方ができるでしょうね︒

と思っています︒

るかを自分の体を使って調べたい

宇宙に長期滞在したときにどうな

宇宙へ行けるようにするために︑

と思いますし︑将来誰もが気軽に

ムの解明や新薬創成につなげたい

長実験を通して︑病気のメカニズ

す︒たとえばたんぱく質の結晶成

者なので︑やはりライフサイエン

古川 私のバックグラウンドは医

期待していますか︒

ることによって︑万が一何か重要

思いますが︑いかがですか︒

向かうバスに乗りこみました︒古

はすごいと思いました︒

の宇宙時代に向けての準備もでき

をすべて知っているような伝説の

古川 大変勉強になりました︒ソ

たのですか︒

むのかを経験できたことが１つ︒ 川さんは︑その直前まで一緒だっ

ユーズの打ち上げがどのように進

古川 その通りです︒野口さんた

いと思います︒

思います︒

古川さんのこれからの訓練
̶

医者としての経歴を
宇宙で役立てたい

るようにぜひ頑張っていきたいと
も行かれましたね︒現場をご覧に

信頼性の高い作業をしていまし

古川 非常に熟練した方たちが︑

なった印象はいかがですか︒

ていった時︑私たちは離れて︑別

ス系の実験に特に興味がありま

もう１つは野口さんたちのクルー

勉強になった
バックアップとしての訓練

のチームワークが素晴らしく︑よ

バイコヌールでは︑ソユー
̶
ズ宇宙船とロケットの組立現場に

30

いお手本を見せていただきました︒ ちがバスに乗るために建物から出
これをぜひ自分のミッションにも

たと実感しました︒

点でバックアップの任務が終わっ

生かしていきたいと思っています︒ のバスに乗りこみました︒あの時
打ち上げ前のクルー記者会
̶
見には︑バックアップも一緒に出

5

上／ソユーズ宇宙船の最終確認後、ロケット組
立棟で組立状況を視察する野口宇宙飛行士、
古川宇宙飛行士ら ©FSA 下／打ち上げ前最
後の記者会見を行う古川宇宙飛行士らバック
アップクルー ©NASA/JAXA/Bill Ingalls

ミッションにとって危機なんです

感じがしていた︒
﹁はやぶさ﹂の

スな状況に陥る︒個人的には非常

なるほど︑
﹁はやぶさ﹂はシリア

い作業︒でもそれが楽しくなれば

２００９年

月９日に﹁イ

に複雑な心境でした︒

│

だから言えますが︑私にはイオン

とはゴールテープを切るだけ︒今

國中 最後のハードルを迎え︑あ

れを通してイオンエンジンは何か

くるデータはとても貴重です︒そ

エンジンは世界にない︒送られて

け長時間の運転実績があるイオン

國中 月以遠の深宇宙で︑これだ

ーも出かけていました︒２日目の

り︑
﹁はやぶさ﹂チームのメンバ

でＩＡＣ という大きな学会があ

の半ば︑韓国の大田︵テジョン︶

國中 兆候はありました︒

うにやってきた？

れました︒
﹁その時﹂はどんなふ

オンエンジン異常停止﹂を発表さ

エンジンの稼働時間が５％ほど足

を語ろうとしている︒ああでもな

﹁危険で楽しい﹂とは？

りない感触がありました︒エンジ

月

ン各部の温度や電流・電圧の変化︑ いこうでもないと考え︑読み取ろ
起動・停止の具合などからそんな

朝︑パソコンを開いたら管制室か

│

なんです︒

としてはとても〝楽しい〟データ

が︑実はイオンエンジンの研究者

2005年夏︑ 年あまりの旅を経て
小惑星イトカワに到着し︑
月には世界ではじめて小惑星に
離着陸した探査機︑﹁はやぶさ﹂
︒
帰路には一時連絡が途絶え︑
通信復活後には瀕死の状況が明らかに⁝⁝︒次々とトラブルに襲われ︑
﹁普通ならとっくに諦めている状態の宇宙機﹂
を︑
関係者は創意と粘りで生き返らせ︑
ついに地球へ到達する軌道達成が目前となった︒往復の重責を果たしたイオンエンジンは
３月下旬に動力航行の終了を予定している︒帰還計画の実施で中心的役割を果たし︑
オーストラリアでの回収作戦も現場で指揮に当たる︑
プロジェクトチームの
國中均教授︵月惑星探査プログラムグループ︑イオンエンジン開発担当︶
に︑
﹁はやぶさ﹂
の帰還運用について聞いた︒

ゴール間際に
エンジン異常停止！
イオンエンジン︑深宇宙往

復航行の達成が目前となりまし

│
た︒これで﹁はやぶさ﹂は地球に

2

うとするのが︑私にとっては楽し

戻ってこられます︒

11

10

月・惑星探査プログラムグル
ープ探査機システム研究開発
グループ・リーダー／宇宙科
学研究本部教授

帰還が迫る「はやぶさ」のイメージ図（©池下章裕）
。
地球までの距離約４万kmで小惑星の
サンプルが入っていると期待される
カプセルが分離される

11

國中 均

KUNINAKA Hitoshi

6

ら﹁中和器の電圧が上がっていま
イオンエンジンは︑人間で

す﹂という〝不幸の手紙〟が⁝⁝︒

がり︑エンジンが異常停止した︒

うが︑構造もシンプルだし︑効率

でなく︑より大きな１基にしたほ

すのなら小さくして数を増やすの

思うほどでした︒

障してくれた﹂んじゃないかと

って︑その時期に合わせて﹁故

でもその段階ではイオンエ

ンジンはまだ復活していないわけ

│
ですよね︒
﹁今度ばかりはもう駄

國中 実はこの時︑協力関係にあ
が別々の中和器とイオンエンジン

國中 私にはアテがあった︒それ

と聞きます︒

せる︒つまり﹁冗長性﹂が手に入

きている部分を組み合わせて動か

國中 どれかがダメになっても生

た意味は？

としては︑どの時期がいちばん

ってみて︑イオンエンジン担当

年初夏の打ち上げ直後

うか︒
﹁ 本当に動くの

の試運転の時期でしょ

國中
なく︑１つの中和器で２つのエン

か﹂を非常に心配しな

あ︑今日も無事だった︒

日の運用を終え︑
﹁あ

モデル︵実機︶を作るときに付加

を続け︑心の中で﹁ゴメン﹂と言 ︵試作・検証用︶から︑フライト

で︑すぐに動きましたか？
國中 振り返ってみれば 月の故

です︒もし１週間後だったら︑臼

ミング〟で起こった故障だったん

ットリング
︵出力可変︶

運転ができるイオンエ

ンジンも実はこれが初

めてでしたし︒

家庭のガスコン

な運用には大きなアンテナが必要

使えませんでした︒イレギュラー

信用アンテナが工事に入っていて

た︒結局︑イオンエンジンＡが安

定させるのが最初はやっかいだっ

ろがあり︑出力を絞った状態で安

國中 イオンエンジンも似たとこ

のは難しい⁝⁝︒

ロでも弱火を維持する

│

です︒雪の迫る季節なのに工事着

定しないことが早い段階でわかっ

たので︑使用を控えることに︒最

用に取り組みました︒また故障が
１か月早ければ︑太陽から遠いの

後の３か月のクロス運転が可能だ

手を先延ばしにしてもらい復旧運

でクロス運転を可能にするだけの

│

年のイトカワ到着時は？

状態で温存されていたからですね︒

電力が得られなかったでしょう︒ ったのは︑中和器Ａが新品に近い
現に試行の最初の頃︑電力不足で
クロス運転は安定しなかった︒ま

國中 到着したら︑イオンエンジ

「はやぶさ」
から切り離されたカプセルは
オーストラリアの砂漠で回収される予定

│
もいい⁝⁝︒

るＮＡＳＡ・ＪＰＬ︵惑星探査な
を組み合わせて動かす﹁クロス運

る︒これを生かさない手はない︒ つらかったですか？

目か﹂と思った関係者も多かった

と︑
﹁鼻孔﹂に相当する中和器の
どで実績のあるジェット推進研究
転﹂です︒使ってみたいとは思っ

ピンチはチャンス
裏技で乗り切る

セットで成り立っています︒中和
所︶のスタッフが︑カプセル回収
ていたけれど︑
﹁そのチャンスは

いう﹁口﹂に当たるイオン噴出口

器の電圧上昇というのは︑つまり
の打ち合わせに来日していたんで

４×４すべての組み合わせだけで

小惑星往復の
険しい道のり

寿命が近いと？
す︒初日の打ち合わせを終えて帰

ないだろう︒そんなものが必要に
なるようなピンチは来てほしくな

ジンを動かす設定まで可能な回路

いつ頃から準備していたも

を作っていました︒

│

いな﹂と思っていた方法でした︒

それをあえて４基構成にし

國中 そう︒普通ならどちらかに
宅したら﹁停まっている﹂との連

│

寿命が来れば︑そのエンジンは終
絡が︒そのまま管制室に入り︑徹

これまでの運用を振り返

わりです︒Ｉ ＡＣ の会場でプロ

│

ジェクトマネージャの川口淳一郎
夜のまま翌日のＪＰＬとの打ち合
わせに⁝⁝︒

國中 そもそも工学実証のための

これで家に帰れる﹂と

こんなこともあろうかと⁝⁝︒ がら過ごしました︒１
宇宙機ですからね︒念のため当時

│

國中 １９９９年頃でしたか︑﹁は

の回路図を取り寄せて確認し︑試

のなんですか︒
やぶさ﹂
︵当時は﹁ＭＵＳＥＳ│

彼らにその事情は？

國中 まだ発表できる状況ではな

Ｃ﹂
︶のエンジニアリングモデル

│
かった︒何事もなかったかのよう

いながら彼らの帰国を見送りまし

いう感じでした︒スロ

にポーカーフェイスで打ち合わせ

國中 当面の対策として︑出力を

した回路です︒特殊な運転パター

行に踏み切りました︒

一刻を争う事態⁝⁝︒

５ｍＮ︵ミリニュートン︒約０・５

た︒各方面への調整を終えて発表

│
重︶に絞って中和器の消耗を遅

り電力も得られるようになったら︑ バーに詫びたところ﹁気にするな︒ 流しないよう︑いくつかダイオー

田︵長野県︶にある直径 ｍ の通

障は︑まさに〝ここしかないタイ
ドを付加しただけで︑重量増も最

ンをしても変なところに電流が逆

小限︒そもそもイオンエンジンに

できたのが 月９日︒ＪＰＬメン
それより軌道設計のツールを貸そ

限らずエンジンは︑同じ出力を出

うか？﹂と申し出てくれて︑ホッ

らせ︑ 月になって太陽に近くな

11

│

り︑夜の運用に間に合いました︒

け︑帰国して相模原の管制室に入

港に向かうバスの中でも電話し続

て何とかしてくれ﹂となった︒空

先生に話したら﹁すぐ日本に帰っ

!?

うことになりました︒しかし 月

11

２基運転で遅れを取り戻そうとい
としました︒

「はやぶさ」は４基のイオンエンジンを搭載し
ている。イオンエンジンＡは打ち上げ直後に
動作不安定で運用を休止していた。イオ
ンエンジンＢは電圧上昇のため運用休止中
（2007年４月以降）
2009年11月３日、中和器の電圧が上がり、
動作中のイオンエンジンＤが異常停止した。
イオンエンジンＣは停止中だが、稼働するこ
とは確認している

11

３日の夜︑再び中和器の電圧が上
スラスタヘッド
中和器

64

るで﹁はやぶさ﹂は何か考えがあ

7

03

05

12

g

ぶ迷惑がられたんじゃないでしょ

いるところにそれですから︑だい

の先生たちがキリキリしてやって

楽しませてもらいました︒理学畑

だ︑小惑星！﹂と︑観光客気分で

して︑
﹁こんなふうになってるん

の一員として毎日運用室に顔を出

ンの出番はしばらくない︒チーム

マジックなんてものではなく︑こ

國中 そうですね︵苦笑︶
︒でも

ですよね︒

変える﹂ようなことをやったわけ

飛行士が︑鼻息だけで体の向きを

とえでいうと︑
﹁宙に浮いた宇宙

ています︒さっきの口と鼻孔のた

呻き声を上げたのが︑録音に残っ

が渦を巻くように噴出する影響を

磁石の配置や構造により︑イオン

が関係している︒エンジン内部の

いろ調べると﹁スワールトルク﹂

馬に乗っているようでした︒いろ

ったく姿勢が安定せず︑じゃじゃ

かった︒第１期の始めの頃は︑ま

から︑特殊な運転をせざるを得な

路はそうだった︒それができない

ヘリコプターの機体が︑回転

國中 船のスクリューとも同じで

翼と逆に回ろうとするような⁝⁝︒

│

を捕捉できたが︑探査機のスピン

す︒わずかなトルクなので地上試
かりしていれば問題にならないの

験ではわからないし︑姿勢がしっ

使ってきた化学スラスタもダメに
キセノン生ガス噴射だと 秒かそ

桁高効率のエンジンです︒それが

なっていた︒これでは︑大きなア

が止まらず︑姿勢を変えるために ︵約４５０秒︶に比べても︑ひと

Ｂ ロケット第１段のＬＥ │７ Ａ

受けていた︒

れは偶然です︒そもそもイオンエ

年 月 日の二度目の小
26

絶︒すぐに再び電波で
﹁はやぶさ﹂ 秒のオーダーという︑Ｈ│ⅡＡ／

ある〝比推力〟でいうと３０００

ンジンは︑エンジン効率の指標で

うか︵笑︶
︒

│
11

惑星タッチダウンの後に︑通信途

05

ことができない⁝⁝︒

エンジンを狙った方向に噴射する

ンテナを地球に向けたり︑イオン

ま４つの中和器が姿勢制御に使え

まガス残量に余裕があり︑たまた

効率の運用方法なんです︒たまた

こいらですから︑屈辱的なほど低

実現し︑安定してイオンエンジン

の姿勢制御系の人たちの頑張りで

用して姿勢を保つ方法が︑ＮＥＣ

太陽光のわずかな圧力をうまく利

ですが︑この時は大問題でした︒

ま地球を通り過ぎていってしまう

生しても︑何もしなければそのま

ています︒その後︑何か問題が発

㎞ 上空をかすめる軌道を目指し

まだ難関が控えている︒

も︑
ゴールテープを切るまでには︑

最後のハードルは乗り越えて

最後の３か月を﹁クロス運転﹂で

ジンを１日半ほど動かして軌道の微

３００万㎞の地点で︑イオンエン

月に﹁第２期軌道変換﹂を開始︒ の１週間ほど前の距離２００ 〜

認は行っていないという︒
﹁調べ

うことになるが︑事前に電圧の確

超えているリチウム一次電池を使

カプセルの切り離しやビーコン

る方向を向いていた︒本当に偶然

信号︵電波による位置通報︶の電

國中 状況を聞いて︑
﹁ああ︑こ

力は︑すでに設計寿命をはるかに

れでもう出番はないな﹂と思いま

ような軌道です︒さまざまな条件

乗り切り︑ついに地球への到達が

ることはできるが︑ダメとわかっ

│

をクリアにして︑おそらく再突入

なんです︒

こで運用をあきらめています︒で
も川口先生は違った︒
﹁イオンエ

年２月にイオンエンジン

ついに地球に
到達する軌道へ

│

ンジンを噴け！﹂
って言うんです︒
スピンしていてどっち向いてるか

ても打てる手はなく︑調べること

小惑星表面のサンプルが収まって

そのほかにも不確定要素は多い︒

で電圧も低下してしまう﹂
からだ︒

を再点火︒４月から 月まで︑帰

中和器の︑どこがどう傷んでいるの

き﹁これで最後の正月を越せる﹂ がんばってくれたイオンエンジンや

いると期待されるカプセルの回収

還に向けての﹁第１期軌道変換﹂ 國中 ﹁クロス運転﹂がうまくい
と思いましたが︑ホントにここま

かいないのか︑私はできるなら実物

わからない状態で︑危なくてコマ

んな？

を見てみたい︒でもそれはかないま

ンドなんて打てない︒
﹁ムチャ言
ね︵笑︶
︒

で来たんですねぇ⁝⁝︵と感慨深

までには︑まだ予断を許さない状

げにカレンダーに目をやる︶
︒
Ｗ︵リアクションホイール︶は３

況が続きそうだ︒

※尚この取材は２月中旬に行いました︒

︵インタビュー・構成／喜多充成︶

せん︒再突入カプセルを切り離した

＊

尽きてしまいますから︒

探査機は︑たぶん流星のように燃え

國中 すでに姿勢を保つためのＲ

噴射﹂で姿勢制御を行うことにし

場所に落とすための︒

ない︒でもイオンエンジンって︑ います︑オーストラリアの狙った

基中２基が故障︒化学スラスタも

國中 今﹁はやぶさ﹂は︑約２００

結果的に﹁キセノン生ガス

たわけですよね︒一部では﹁國中

そもそも姿勢がしっかりとれた状

最後の軌道微調整が残って

マジック﹂とも呼ばれるほど想定

態で使うものです︒少なくとも往

│

外の運用方法で︑私も記者会見の

│

を行いましたが︑その時期はど

目前です︒本当に長旅でした︒

調整を行います︒それがイオンエン

09

ジンの最後の仕事になります︒長く

08

した︒普通の宇宙機だったら︑こ

年はお休みをし︑ 年２

相模原キャンパスに展示されている「はやぶさ」の模型を前に
感慨深げな國中教授

を噴かせるようになったんです︒

10

うなぁ︑この人 ﹂と思いました

10

07

席で驚きのあまり﹁ゥエッ ﹂と
!?

8

「あかつき」
キャンペーンとは
今年５月に打ち上げを予定している金星探査機「あ
かつき」は、世界初の「惑星気象衛星」です。地球の
双子星として知られる金星の気象を探ることで、わか
っているようでわかっていない地球の気象の、真の理
解にもつなげることを目指しています。
「あかつき」
は、
月周回衛星「かぐや」以来３年ぶりに地球周回軌道を
離れる日本の探査機となります。JAXA では、この
探査計画に多くの皆さんに直接参加いただくために、
探査機にとりつけるバランスウェイトにメッセージな
どを縮小印刷して搭載することとし、その内容を広く
募集することにしました。
太陽系探査機に名前やメッセージなどを託して打ち

間もなく打ち上げられる予定の
金星探査機
「あかつき」
に名前やメッセージを
載せて金星に届けるべく、
「お届けします！あなたのメッセージ
暁の金星へ」
と称するキャンペーンを実施しました。
読者の方々の中にも参加された方がいらっしゃると思います。
このキャンペーンをどのように
展開したのか、
その
たのか、
舞台裏をご紹介します
をご紹介します。

上げるのは珍しいことではありません。有名なところ
では 1972 年に打ち上げられたパイオニア 10 号の金
属板などがあります。日本でも、98 年打ち上げの火
星探査機 PLANET-B（のちに「のぞみ」と改称）の「あ
なたの名前を火星へ」キャンペーンに始まり、2003
年打ち上げの小惑星探査機 MUSES-C（のちに「は
やぶさ」と改称）の「星の王子さまに会いに行きませ
んか」キャンペーン、最近では 07 年打ち上げの月周

メッセージが
プリントされたアルミプレート

回衛星 SELENE（のちに「かぐや」と改称）の「月
に願いを！」キャンペーンと、さまざまな取り組みを
してきました。

募集は個人向けと団体向けの２本立て

り込んだのも新たな試みでした。

過去のキャンペーンの募集の仕方は、インターネッ

内容をどのようなものにするかも、思案のしどころ

トやハガキ、あるいは手書きの窓口を設けるなど、い

でした。昨今、名前などの個人情報を載せることにつ

ろいろなやり方がありました。搭載する内容も、名前

いては心理的にやや抵抗があるようです。それでも数

だけとするのか、メッセージも含めるのか、あるいは

を集めるだけであれば、簡便なやり方はいろいろあり

イラストなどの画像も可とするかなど、いろいろな自

ますが、私たちとしてはメッセージや手書きのイラス

由度があります。参加する側にとっての利便性などに

トなど、搭載される内容の濃さや、それを準備するプ

配慮すべきですが、一方で経費や手間、時間などに強

ロセスにこだわりました。

い制約があるため、やれることにはおのずと限りが出

インターネット応募された方には金星行きの記念乗

てきます。そんな中で、最大限の満足を引き出せるよ

車証を発行したり、団体に向けても代表者あてに乗車

うにと最適化を進めました。

証を送付したり、大口参加者にはアルミプレートのフ

個人参加の敷居を下げるにはハガキ応募の可否がカ

ライトモデル同等品を送るなど、フォローアップも工

ギを握りますが、受領確認の送付や受付後の処理に大

夫し、一過性のイベントではなく何度もこのキャンペ

変な手間暇がかかります。
「のぞみ」のときの経験か

ーンに関するやりとりが続くような配慮も行いました。

らハガキは処理しきれないと判断して断念し、インタ

質にこだわったためにインターネット署名の途中経

ーネットを通じた募集を世界天文年 2009 日本委員会

過が芳しくなく、関係者をやきもきさせましたが、締

のサーバーをお借りして実施することにしました。そ

め切り直前には学校などからの団体応募が続々と届き、

して私たちは、各方面への告知と、インターネットを

最終的には 26 万人となりました。そのうち団体応募

使えない方や直筆を希望される方に向けて寄せ書きな

は 14 万人強で、ねらい通りそのほとんどには心のこ

どの機会を提供するところに労力を集中させました。

もったメッセージが書かれていました。

告知方法と中身の濃さ、
そしてフォローアップに工夫

キャンペーンのこれから
お預かりしたメッセージの原本は「あかつき」関係

キャンペーンの盛り上がりは告知方法に強く依存し

者の手元に保管され、勇気を与えてくれています。ア

ますが、最近いろいろなキャンペーンがあるため、次

ルミプレートはすでに印刷され、ベーキング処理を経

第にマスメディアに大きく取り上げられにくくなって

て探査機の３か所に分けて搭載されました。5 月下旬
には H-ⅡA ロケットにより打ち上げられて直接金星

きています。企業広告との連携も早い時期から模索し
ましたが、不況の折、うまい解は見つかりませんでし
た。そこで、ここのところ重点的に取り組んできた地
域連携と科学館連携、そして学校連携を軸に、団体応
募の取り組みが、できるだけ広まるように展開しまし
9

た。若者向けのフリーペーパーやマンガ雑誌などに売

3月12日に記者公開された
金星探査機
「あかつき」

阪本成一
SAKAMOTO Seiichi

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
に向かい、半年後には金星周回軌道に投入される予定
辺漁民との対話や国際協力など
です。26 万人の夢を載せた旅がまもなく始まります。 「たいがいのこと」に挑戦中。写
真はプロジェクトのキャラクター
続報を楽しみにお待ちください。
である「あかつきくん」に扮した
ひとこま。

これまでのメッセージキャンペーン
宇宙機名称

火星探査機
「のぞみ」

小惑星探査機
「はやぶさ」

（打ち上げ年月）

（1998年７月打ち上げ）

「キャンペーン名称」
応募数

「あなたの名前を火星へ」 「星の王子様に
約27万人
会いに行きませんか
ミリオンキャンペーン」
約88万人

概要とその後

2×6cmの枠に手書きされハガ
キで寄せられた氏名を宇宙科学
研究所（当時）の職員総出でハ
サミで切り取り、アルミプレー
トに焼き付け、バランスウエイト
として「のぞみ」に取り付けた。
火星到達がかなわず運用は停止
したが、探査機は人工惑星とし
て太陽系の旅を続けている。

（2003年5月打ち上げ）

インターネットで「氏名」のみを
受け付け、小惑星着陸時に目印
として用いる反射性の球体「タ
ーゲットマーカ」の表面に縮小
印刷して取り付けた。米国惑星
協会などの協力で海外からも多
数の応募が。ターゲットマーカ
は2005 年11月に小惑星イト
カワに到達、少なくとも今後数
万年はイトカワとともに太陽系
の旅を続ける。

月周回衛星
「かぐや」

金星探査機
「あかつき」

（2007年9月打ち上げ）

（2010年5月打ち上げ予定）

「月に願いを！
キャンペーン」
約41万人

「お届けします！
あなたのメッセージ、
暁の金星へ」
約26万人

主にインターネットで名前と20
天文学コミュニティの有志による
文字のメッセージを受け付け 「世界天文年2009日本委員会」
た。米国惑星協会との協力の
と協力して実施。科学館や学校
もと、海外からも多数の応募が。 にとどまらず、幼稚園・保育園、
観測ミッションを成功裏に終え、
地方自治体、関係企業、さら
2009年 6月に月面に制御落下。 には少年サッカーチームやロッ
月表面南側のギル・クレーター
ク歌手のファンクラブまで……。
付近に機体破片とともに眠る。
さまざまな団体からの応募を受
け付け、バラエティあふれる寄
せ書きやイラストが集まった。エ
ッセイコンテストの入賞作品が
全文搭載されるなどイベント連
動型の企画もあった。

火星探査機﹁のぞみ﹂に始まる﹃宇宙へのメッセージ・キャンペーン﹄
は︑
回を重ねるごとに進化してきた︒最初はハガキに手書きで︑
次にはインターネットで受け付けた
名前を乗せてきたが︑
さらに短文のメッセージを添えることができるようになった︒
そして︑
５月 日に打ち上げが迫る﹁あかつき﹂
では︑
寄せ書きやイラストや
写真などの画像を託せるまでに⁝⁝︒いわばＦＡＸから電子メール︑
そして添付画像付きメールへと〝通信容量〟が格段に大きくなってきたわけだ︒
ここでは﹁あかつき﹂に託された数多くのメッセージから︑
ほんのごく一部を紹介させていただく︒
18

御津南小学校（岡山県岡山市）
「JA X A職員の卒業生から教えてもらい、クラス全員で参加しました。
『食べ物は何
が好きですか？ ぼくはカレーです』など、まるで友人に出す手紙のように書いた
子も多く、ちょっと勘違いしていたかもしれません（笑）
。書いたときは盛り上がりま
したが、今はすっかり忘れています。でも、打ち上げの頃にまた思い出してくれると
思います」
（1年担任の森通代教諭）

杉並シーダーズ（東京都杉並区）
「少年サッカーのクラブなので宇宙には縁がないはずでしたが、たまたま保護者に
関連のお仕事の方がいて、参加させてもらいました。
『金星にまで書いたものが届く』
と聞かされましたが、あまりにも壮大なお話で、私は最初、さっぱりわけがわかりま
せんでした。でも、
子供たちは何の迷いもなく書いていましたね」
（三木健一郎監督）

10

加茂プラネタリウム館（京都府木津川市）
「来館者だけでなく地元の宇宙少年団や児童館の利用者にも書いていただきました。
大きな寄せ書き用紙がずっと置かれたままだと躊躇するかもしれないので、小さい
用紙に書いてもらって回収し、こちらでまとめて1枚にしたりしました。金星は親し
みのある天体ですから、話題にもしやすかったですね」
（三井啓子解説員）

野間自由幼稚園（静岡県伊東市）
「保護者の方からキャンペーンを教えていただき、
『未来に生きていく子供たちの地平
線を開く試みだ』と感じ、二つ返事で参加させてもらいました。明け方に見る金星
はとても印象深く、そんな話を子供たちに聞かせたりしながら、書いたり描いたり
してもらいました」
（大平洋園長）

初音（はつね）ミク
「ボーカロイド」と呼ばれる歌唱ソフトを発端に、ユーザーの自由な創作活動で育て
られたキャラクター「初音ミク」を宇宙に送ろうと有志が呼びかけ、約1万4,000
人のメッセージと数多くのイラストが集まった。これはそのうちの１つで、探査機「パ
イオニア10 号」
、
「同11号」に搭載されているメッセージプレートにちなんだもの。
寄せられた署名とメッセージも同時に刻まれている。
（画：フリスクP）

世界天文年エッセイ賞
「星空への想い」というテーマで開催された関連イベント「世界天文年エッセイ賞」
の、
入賞作品の全文と選考委員講評や授賞式の写真、
そして全応募作品（表紙のみ）
が搭載される。

フォトモザイクポスター
世界天文年2009の関連キャンペーン「めざせ1000万人！みんなで星を見よう！」
実行委員会によるフォトモザイク。天文に関係する写真（640×480ピクセル）を
参加者から募り、それらの色と濃淡を生かし、それぞれ6,400 枚を使って「ガリレ
オの肖像」と「すばる望遠鏡」を描いた（図はカラー版の原画。
「あかつき」にはモ
ノクロ版が搭載される）
。

※インターネットで寄せられたお名前とメッセージは、このページの
背景のような形にレイアウトされて搭載されます
11

ＡＳＡ︶のチャールズ・ボールデ

長︑
米国航空宇宙局
︵Ｎ

ＡＸＡの立川敬二理事

議に出席したのは︑Ｊ

における実験と発見のために優れ

最大の国際宇宙施設﹂が﹁軌道上

声明文では︑ＩＳＳという﹁世界

いました︒会議後発表された共同

なっており︑６人の常駐体制も整

ＩＳＳの組み立ては完了間近と

国際宇宙ステーション︵ＩＳＳ︶
計画に参加している
日本︑
アメリカ︑
ロシア︑
欧州︑
カナダの各宇宙機関による
宇宙機関長会議︵ＨＯＡ︶
が２０１０年３月 日︑
東京で開催されました︒
各機関長が強調したのはＩＳＳ計画で培われ︑
今後も続く強いパートナーシップでした︒

ン長官︑ロシア連邦宇宙局︵ＦＳ

会

Ａ︶のアナトリー・ペルミノフ長

が︑ＩＳＳ計画の先にある将来の

た機会を提供できるようになっ

探査活動への道を開くとともに︑

官︑欧州宇宙機関︵ＥＳＡ︶のジ

カナダ宇宙庁︵ＣＳＡ︶のスティ

ャン・ジャック・ドーダン長官︑ た﹂とし︑さらにＩＳＳでの研究

ーブ・マクリーン長官です︒

立川敬二理事長
TACHIKAWA Keiji
ＪＡＸＡ理事長
1962年、日本電信電話公社（現在
のNTT）に入社。1978年に、米マ
サチューセッツ工科大学経営学部修士
コースを修了。NTTアメリカ社長など
を歴任し、1998年にNTT移動通信網
（現NTTドコモ）代表取締役社長に就
任。2004年6月に同社相談役就任。
同年11月15日、JAXA理事長に就任。

11

チャールズ・ボールデン
Charles F. Bolden Jr.
NASA（米国航空宇宙局）長官
1980 年に海兵隊のパイロットか
ら NASA の宇宙飛行士候補者に。
1986年のSTS -61C と1990年の
STS-31ではパイロットを、1992年
のSTS -45と1994年のSTS -60で
はコマンダーをつとめた。STS -31
はハッブル宇宙望遠鏡の打ち上げミッ
ション、STS -60はロシアとの初の
共同ミッションで、ロシアの宇宙飛行
士セルゲイ・クリカレフ（現ガガーリ
ン宇宙飛行士訓練センター所長）が搭
乗した。1994年に海兵隊に戻り、在
日米軍副司令官などをへて2003年
に退役。2009 年、NASA 長官に任
命された。

アナトリー・ペルミノフ
Anatoly N. Perminov
FSA（ロシア連邦宇宙局）長官
プレセツク宇宙基地所長、ロシア宇宙
軍司令官などをへて、2004年、FSA
長官に任命された。ロケットと宇宙船
の運用に関する専門家。モスクワ工科
大学の教授もつとめる。宇宙技術に関
する多数の論文や著作があり、海外に
も翻訳されている。

会議後のミニシンポジウム。実験から
探査活動までISSを最大限に利用し
ていくために、参加国のパートナーシ
ップの重要性が強調された
12

地上への利益ももたらすであろう

語りました︒ＥＳＡのドーダン長

使って︑宇宙で高いレベルの研究

トーチヌイを建設することにな

を行います﹂と語るとともに︑ア

っており︑将来はここから有人の

ムール州に新しい宇宙基地ボス

ーシップです︒ＩＳＳ計画のパー

官も︑
﹁この計画が成功するため

また︑ＩＳＳの運用を少なくと
トナーシップはＩＳＳ計画を超え

に必要なのは確固としたパートナ

も２０２０年まで継続することに
打ち上げを行うことを明らかにし

と述べています︒

何ら技術的問題はないこと︑さら
ました︒
Ｊ ＡＸＡの立川理事長は︑
﹁Ｉ

て続いていくでしょう﹂と述べま
アメリカのオバマ政権は︑これ

した︒

で保証するための検討を各宇宙機
関が行っていることを明らかにし

することができます︒宇宙で新し

で︑ＩＳＳの利点を最大限に享受

ナーシップでした︒ＣＳＡのマク

ＩＳＳ計画で培われてきたパート

す﹂と語りました︒

術をここで研究することができま

でも考えており︑これに必要な技

ます︒私たちは将来の火星探査ま

いることや︑将来の有人輸送につ

ション輸送機︶を物資の回収に用

してはオープンであるべきです﹂

くるでしょう︒そうした国々に対

利用のすばらしいアイデアが出て

際的な共同実験を行うことを提案

ため︑生命科学などの分野で︑国

ＩＳＳの利用をさらに進展させる

さんあります︒日本がアジア太平

利用に熱意をもっている国はたく

デン長官も﹁有人活動やＩＳＳの

ートナーはそうした国々がＩＳＳ

洋地域で行っているように︑各パ
ＩＳＳ計画の参加国以外にも多

に参加できるようにアプローチす

計画は閉鎖的であってはなりませ

ＥＳＡのドーダン長官は﹁ＩＳＳ

の意見は一致しました︒

を歓迎するという点で︑各機関長

がＩＳＳでの活動に参加すること

えています︒この点に関しては︑ べきです﹂と述べ︑今後多くの国

くの国がＩＳＳを利用したいと考

しました﹂と述べました︒

しょうか︒宇宙実験については︑ と語りました︒ＮＡＳＡのボール

ながる開発もできるのではないで

す︒たとえばＨＴＶ︵宇宙ステー

発展させていきたいと考えていま

ＳＳ計画で得られた技術をさらに

年度予算要求を発表しまし

た︒これに関連して︑ＮＡＳＡの

る

かできないさまざまな実験や研究
ボールデン長官は﹁ＩＳＳ を

会議後に行われたミニシンポジ

年︑あるいはその先まで使うこと

ウムでは︑各機関長が国際宇宙ス
い研究を行う施設が担保されるの
で︑革新的な研究や実験の場所と

リーン長官は﹁ＩＳＳ計画は複雑

各機関長がまず強調したのは︑ して利用していきたいと考えてい

いて語りました︒

テーション計画の意義や将来につ

移行しつつあるわけです︒

を長期間にわたって行う時代へと

各要素をフルに使って︑宇宙でし

ＩＳＳ計画は建設の時代から︑ 運用を少なくとも 年まで延長す

ました︒

まで 年までとしてきたＩＳＳの

にＩＳＳの各要素の運用を 年ま

20
CSA（カナダ宇宙庁）長官
1983年、カナダ初の宇宙飛行士候
補者の 1 人に選抜され、1992 年の
STS -52、2006年のSTS -115で宇
宙飛行を果たした。STS -115では船
外活動を行い、ISSのロボットアーム
（カナダーム2）を操作した最初のカ
ナダ人宇宙飛行士となった。2008年、
CSA長官に任命された。

ん︒私たち以外の国からもＩＳＳ

13

な国際プロジェクトであり︑ここ

Steve MacLean

ロシアのペルミノフ長官は﹁今

スティーブ・マクリーン

後︑ロシアのセグメントを有効に

上／写真左からアナトリー・ペルミノ
フ長官（FSA）
、チャールズ・ボール
デン長官（NASA）
、立川敬二理事長
（JAXA）
、ジャン・ジャック・ドーダ
ン長官（ESA）
、スティーブ・マクリ
ーン長官（CSA）
下／会議ではISS計画がもたらした
成果や、今後の運用について話し合わ
れた

11

20

15

28

ESA（欧州宇宙機関）長官
ONERA（フランス国立航空宇宙技術
研究所）で研究活動をはじめ、在職中
にスペースラブミッションのためのフ
ランス人宇宙飛行士候補者の1人に選
抜された。1986年にESAに移り、
輸送系局長などをへて、2003 年、
ESA長官に任命された。

でつくられたパートナーシップは

Jean-Jacques Dordain

将来のモデルになるものです﹂と

ジャン・ジャック・ドーダン

石田 中

ISHIDA Chu

宇宙利用ミッション本部
アジア協力推進室室長

盛況に終わったAPRSAF-16。
次回のAPRSAF-17は
オーストラリアで開催予定

性があると思います︒また︑宇宙

環境の関係なども見えてくる可能

︲

プロジェクトについて議論される

教育の分野でも︑バングラデシュ

2010年１月 〜 日︑
タイのバンコクで
第 回アジア太平洋地域宇宙機関会議︵APRSAF
︶
が開催されました︒
年々高まる宇宙技術利用へのニーズに応えるため
1993年に第１回を開催以来︑
各国政府︑
宇宙機関︑
利用機関︑
民間企業などが会し︑
活発に議論が行われています︒会議に参加した宇宙利用ミッション本部
アジア協力推進室石田 中室長に話を聞きました︒

ようになり︑出席者も増えてきて

がワークショップの開催を提案し

アジア協力推進室の任務か
̶
らお話しください︒

Ｊ ＡＸＡは︑今年の夏に準天頂衛

組織から３１０人が参加しました︒ たり︑開発途上国が熱心に取り組

んでいることが印象的でした︒

石田 ２００７年に設立されまし

会にも影響を与えるので︑宇宙技

害や環境の問題は日本の経済や社

などを行っています︒アジアの災

プロジェクト﹁ＳＡＦＥ﹂の推進

高さに驚かされました︒その結果

国から１９５人が参加し︑関心の

ークショップを行いました︒ か

た測位衛星利用の協力に関するワ

年の第 回ＡＰＲＳＡＦで日本

石田 ﹁センチネル・アジア﹂は︑

関係はあったわけですか︒

重要だと思います︒以前から協力

中国︑日本ということになりま
災害の多いアジア地域では︑
̶
す︒そこで︑これらを組み合わせ ﹁センチネル・アジア﹂の役割は

災害の概況把握を担う

術によりこれらの問題解決に貢献

の会合で複数衛星による測位プ

ざすことが決まりました︒それか
ら︑流行が懸念されている鳥イン
フルエンザの発生状況に関する情
報を︑超高速インターネット衛星

回を開催しました︒最初は情報交

が中心となって１９９３年に第１

いて議論することを目的に︑日本

域の宇宙開発利用活動の協力につ

洋の宇宙機関が集まって︑この地

せて使うと︑鳥インフルエンザと

し︑地球観測衛星のデータと合わ

れるというのは面白いと思います

た︒健康の分野で宇宙技術が使わ

連合︵ＡＳＥＡＮ︶からありまし

いう協力の提案が東南アジア諸国

10

05

12

19
ロジェクトを立ち上げることをめ

17

や環境のための新しい衛星利用の

することは︑Ｊ ＡＸＡにとって非
常に大切です︒

ＰＲＳＡＦ ̶ ︶が開催されま
したが︑新しい提案など︑特徴的

今年１月にタイで第 回ア
̶
ジア太平洋地域宇宙機関会議︵Ａ
16

石田 ＡＰＲＳＡＦはアジア太平 ﹁きずな﹂を利用して集めたいと

な出来事がありましたか︒

16

換が主でしたが︑近年は具体的な

衛星を活用した環境問題への取り組みや、
宇宙環境利用の拡大などが活発に話し合われました

を受けて︑次回のＡＰＲＳＡＦ
が提案し︑翌年 月にはシステム
̶
が運用を開始しました︒１年足ら

国際協力︑
﹁センチネル・アジア﹂ 域で測位衛星を持つのはインド︑

星初号機を打ち上げるための準備

アジア太平洋地域の
衛星利用を推進

も盛況で︑ の国・地域︑ の機関・

います︒今年はこれまででもっと

16

た︒Ｊ ＡＸＡ全体のアジア協力の

29

を進めています︒これでアジア地 ﹁センチネル・アジア﹂

10

26

とりまとめや︑小型衛星に関する

27

16

14

く評価されたと思います︒実際に

ことがＡＰＲＳＡＦ参加者から高

ずの短期間でシステムを実現した
すね︒

のサービスにつなげていきたいで

まく統合︑調整することで︑地域
﹁きぼう﹂日本実験棟が完成
̶
しました︒宇宙実験でも︑アジア

くでしょう︒

ＡＦＥ﹂の役割は大きくなってい
を期待しています︒

運用するところにつながっていくこと

各国政府機関だけでなく︑国連ア

ができればと思っています︒
また︑

小 型 衛 星をアジアで共 同で開 発︑ う全体的な宇宙利用推進の体系化

石田 宇宙実験についてはＡＰＲ

ますが︒
今後のアジア協力に関して
̶
の抱負をお願いします︒

高まっていますので︑これらの機

宇宙技術を利用したいとの関心が

それぞれのプロジェクトにおいて

ＥＳＣＡＰ︶
︑ＡＳＥＡＮ等の地

ジア太平洋経済社会委員会︵ＵＮ

﹁センチネル・アジア﹂の中
̶
で︑Ｊ ＡＸＡの役割はどういうと
ころにあるのでしょうか︒

石田 アジアの各国は︑防災︑環

との協力関係が考えられると思い

災害が起こると︑各国はまず概況

石田 各国の要望を受けて︑全体
ＳＡＦの﹁国際宇宙ステーション

境監視や国土管理に宇宙技術を利

を把握するのに苦労します︒陸域
観測技術衛星﹁だいち﹂による情

利用分科会﹂で検討していて︑す

供してくれたということで中国の

日本が世界に先駆けてデータを提
優れた衛星を持っていることもあ

域観測技術衛星﹁だいち﹂という

ています︒
﹁きぼう﹂が完成して

レーシア︑インド︑韓国で始まっ

発展とともにアジア太平洋地域の

用したいと考えています︒技術の

います︒

関とも協力していきたいと考えて

やアジア開発銀行等の援助機関も

域組織︑
国際協力機構︵ＪＩＣＡ︶

報提供は広域の被害概況を短時間
の構想︑システムをとりまとめ︑参
でに宇宙環境を利用した実験がマ

日本がリーダーシップを
発揮し︑
アジア地域と協働

で把握するのに非常に役に立って
現化していくということです︒陸

いて︑中国の四川大地震の時も︑ 加機関の協力を得ながらそれを実

防災機関から感謝されました︒

活動していますが︑アジアでは中

極のうちの１極のリーダーとして

アジアでは︑日本がリーダーシッ

なく︑通信や測位︑宇宙環境利

国︑インド︑韓国など︑力を持っ

ますので︑この地域の宇宙利用を

ＡＰＲＳＡＦを立ち上げた時︑

その利用の公募が始まっており︑ 宇宙利用は確実に広がってきてい
その利用は今後さらに広まって

り︑中心的な役割を担っています︒

アジア地域では︑衛星画像
̶
を処理して利用する体制は整って

用︑宇宙教育など広い分野につい

ている国も増えています︒
今後は︑

プを取って牽引していくというポ

から撮影した地球の画像を授業で

て︑ニーズを受けて︑地域の関係

リシーでした︒今も欧米と並ぶ３

環境監視プロジェクト﹁ＳＡ 使うなど︑教育分野にも使ってい
̶
ＦＥ﹂についてお聞かせください︒ こうという提案も出され︑今後具

機関と協力してその可能性を検討

す︒観測衛星の画像利用だけで

体化されることになりました︒

それらの国々とも協働しながら︑

くると思います︒また︑
﹁きぼう﹂ 総合的に推進したいと思っていま

石田 アジアでも環境問題への関

アジア地域での宇宙利用を主導し

アジア太平洋地域での
総合的な宇宙利用をめざす

るのが︑日本︑韓国︑インド︑タ
心が急速に高まっています︒ＳＡ

しながら︑計画を策定︑具体化す

ていきたいと考えています︒

いるのでしょうか︒

イです︒シンガポールは︑衛星は

小型人工衛星の基礎的な技
̶
術を広める﹁ＳＴＡＲ﹂計画︵ア

る︒さらに︑その進捗をモニター

「だいち」
等の
地球観測衛星
データ

石田 国によって違いがあります︒

持っていないけれどもデータを解

ＦＥは︑各国の環境問題の監視と

して改善点を見つけ出して解決を

宇宙機関

衛星を持っていてデータが提供でき

析する能力がありますし︑タイの

ジア太平洋地域のための衛星技術

センチネル・アジアの
全体フロー

図り︑次に生かしていく︒そうい

対策立案のために衛星データを

りますか︒

行政利用するプロジェクトです︒ 計画︶では︑どのような動きがあ
石田 アジア地域の小型衛星に対

アジア工科大学はデータ解析のサ

局と森林局と協力して︑衛星デー

２００８年︑ベトナムの水文気象

年に日本が提案し︑昨年６月から

各国の被災地住民

する関心や要求に応えるため︑一昨

開発して人材育成の協力を行うと

防災活動

タを利用して︑水資源管理と森林

いう︑世 界でも初の試みです︒こ

被害状況の把握

管理を行う２つの利用システムを

前回のＡＰＲＳＡＦ ̶ で正式
にプロジェクトがスタートしまし

れまでに︑
タイ︑インドネシア︑韓国︑

防災機関

相模原キャンパスで国際共同プロジェ

た︒その後︑カンボジアの水資源

インドから人材が来ていますが︑今

衛星画像のインターネッ
トによる即時配信

作ってテストしたのですが︑非常

にうまくいきました︒その結果︑ クトが始まりました︒地 域で複数

管理とラオスの森林管理︑スリラ

の国が参加し︑小型衛星を実際に

ンカの海面上昇の影響の評価︑イ

年からベトナムからも参 加します︒
当 面は小 型 衛 星 技 術に関する人

ンドネシアの干ばつ監視の利用シ
ステムに広がっており︑今後︑地

材育成が目的ですが︑将来的には

15

災害監視に関する
能力養成

デジタルアジア

15

域の環境問題の解決のために﹁Ｓ

災害情報共有
プラットフォーム

能力養成
JAXA、
ADRC等

ービスをしています︒これらをう

「だいち」
が観測した、2008年５月に中国四川省で発生した
M7.9の四川大地震の災害前
（左）
と災害後
（右）
。土砂崩れが
町を覆っている様子がわかります

MOON SCOPE

衛星の恵み うれしの茶

佐賀県嬉野市で生産。人工衛星の画像
を解析し、うまみ成分を決める窒素含
有量の高い茶木を選びだす（画像の赤
いエリア）

月周回衛星「かぐや」に搭載された、
高精細なレーザー高度計の観測データ
をもとに作られた「立体月球儀」
。月
球儀に仕込まれたRFIDタグに反応す
る小型端末
「MOON SCOPE」
を使っ
て、月の情報を知ることができる

宇宙への敷居を下げ、
新ビジネスや技術開発に
民間企業や大学、
研究機関からの参加を幅広く募る
「宇宙オープンラボ」
制度。さまざまな業種から
アイデアや技術が集まり成果が生まれている。
ニーズの掘り起こしや支援を行っている産業連携
センター産業連携室福田義也室長に話を聞いた。
宇宙下着

宇宙飛行士がより快適に国際宇宙ス
テーションですごせるよう、
消臭機能、
抗菌機能、保温機能、制電性、動作快
適性などを追求した

宇宙の民間活用を助ける
宇宙オープンラボ
宇宙オープンラボとは簡単

に言ってどんなものなのでしょ

︱
う？
福田 Ｊ ＡＸＡが２００４年から
開始した制度です︒それまでのＪ
厚長大な産業を相手にしてきたの

ＡＸＡは︑航空宇宙関連という重
ですが︑宇宙というものをもっと
広く国民に知ってもらい︑国民生
活に役立てなければいけないだろ
うという考えに変わりました︒そ
のために︑民間産業の宇宙利用の

ＪＡＸＡのノウハウを
活用してほしい

はどのようなものがありますか︒

ご自身で印象深かった案件に
らおうという考えの下に作られた

アモジュールを借り︑ハイビジョ

食品のコマーシャル撮影にＩＳＳ

した代表的な例を挙げると︑日清

を狙っています︒この制度を利用

もっと民間が宇宙とかかわること

てくるといいなと思っています

の中で使えるものが︑たくさん出

例と言えるでしょう︒今後も生活

なったということは︑１つの成功

て生活に役立つ製品が出て話題に

術︑宇宙に関するノウハウを使っ

申請の数はまだ少ないよう

ところです︒

し︑そのために広く公募している
マーシャルをきっかけに︑生活に
役立つような製品にも︑宇宙技術

ですね︒

るものなら︑どんな業種・業態の

すが︑一般社会的に認められてい

福田 ギャンブルなどは対象外で

しょうか︒

究に参加できる制度ということで

一部というイメージが強く︑敷居

方はＪ ＡＸＡ＝国の機関︑行政の

て意見を聞くと︑特に中小企業の

ます︒講演などで地方にうかがっ

まだ低いのではないかと思ってい

オープンラボ制度自身の認知度が

福田 個人的な意見ですが︑宇宙

産業でも参加できます︒大学など

が高いと思われています︒そうじ

一般企業も宇宙の活動や研

の利用が拡大していきましたね︒

の研究機関でも構いません︒

︱

︱

ンカメラで撮影しました︒あのコ

︵国際宇宙ステーション︶のロシ

て研究資金の分担も行っており︑ を抑える下着でしょうか︒宇宙技

福田 最近ですと︑やはり加齢臭

︱

FUKUDA Yoshiya

制度なのです︒その足がかりとし

裾野を拡大し︑産業を創出しても

福田義也

ゃないんです︑何でも相談してく

ださいと伝えています︒地方には︑

宇宙を利用した事業を考えておら

れる企業の方が︑潜在的に多くい

らっしゃると思いますので︑日本

商工会議所を通じてこちらからア

Ｊ ＡＸＡの活動も開拓から

クセスしたいと考えています︒

しいと思います︒

らではの知見を産業に利用してほ

企業の方も安心して︑Ｊ ＡＸＡな

ちんと秘密保持契約を行います︒

面でも︑宇宙オープンラボではき

を生みます︒また︑知的所有権の

どさまざまな面で大きな波及効果

要がありますから︑雇用の拡大な

る分野の企業や人材が参加する必

す︒有人ミッションでは︑あらゆ

げが良いきっかけになると思いま

めには︑有人ミッションの立ち上

なるでしょう︒それを実現するた

ら１兆円規模の国内需要が必要に

る市場にするためには︑６千億か

ただ︑産業界にとって魅力のあ

思っています︒

たことは︑２歩︑３歩の前進だと

ョンデザインができるようになっ

て︑新しいビジネス展開やミッシ

とより幅広い分野の方々と接触し

います︒ＮＡＳＤＡ時代に比べる

育成することが明確にうたわれて

確実なものにして︑日本の産業を

裾野を中小企業まで広げて技術を

や国の基本計画にも︑宇宙開発の

福田 昨年制定された宇宙基本法

ということですね︒

技術利用という段階に移ってきた

︱

産業連携センター産業連携室室長
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しています︒願わくは今回の実施

なって広がり︑そこからまた新た

これを見ての感慨や驚きが波紋と

水球の表面に生じた波のように︑

かまわない︒あえて特別な道具を

がきっかけとなって︑多くの宇宙

な何かが生まれてくれれば⁝⁝︒

たシャミトフ飛行士はじめ︑この

い姿のほうに驚くというが︑まさ

飛行士の皆さんが︑それこそ自由

予測できない変化を見せる︒人は

にこの水球のアートもそういう類

時間の楽しみとしてでも挑戦して

使わない内容としたのは︑そうし

のデモンストレーションと感じら

この試みにはそうした願いも込め

た狙いもあってのことなんです﹂

れた︒

られているようだ︒

テーマに興味を示し︑理解してい

有名です︒球面の１点にストロー

もらえればと思います︒水はいつ

ただいた関係者のみなさんに感謝

水球の表面にインクや金箔で模

もそこにあるし︑揺らすのも指で

水が球体となるのは表面積をできるだけ小
さくしようとはたらく 表面張力 による。
水滴があるサイズ以下だと重力よりも表面
張力の影響が支配的となるため、小さなも
のなら地上でも可能だが、250cc・直径
約8cmもの水球が見られるのは、微小重
力環境の宇宙ならでは。
「球体に生じる波は 球面調和関数 といっ
て数学や物理学でも興味深いテーマです。
『形の科学』を提唱する高木隆司先生（神
戸芸術工科大学特別教授）にも有益なアド
バイスをいただきました」
（藤原教授）

﹁非常に限られた実施時間の中

回の試みはそれにヒントを得ては

「水球を用いた造形実験」
藤原隆男/JAXA
（実施）

のようなもので風を吹き付ける

つも目にしているものの見慣れな

京都市立芸術大学教授。このテーマ
の代表提案者であり、大学では宇宙論
などを講じる天体物理学者。
「芸大の学生さんたちは宇宙のことを
非常に熱心に勉強してくれています。
宇宙論が素粒子物理学と不可分である
ように、たぶん現代美術や彫刻とも領
域を接している。アートと宇宙は非常
に近いものだと感じています」
。

全く見たことのないものより︑い

FUJIWARA Takao

と︑
生じた波が球の表面を往復し︑ でもしっかりと成果を出してくれ

﹁水は方円の器に随う﹂ということわざは︑
宇宙では通用しない︒自由空間に放たれた水は球体となって
浮遊しつづける︒
﹁きぼう﹂文化・人文社会科学利用
パイロットミッションの一環として実施された
﹁水の球を用いた造形実験﹂は︑
宇宙だからこそ実現した
サイエンスアートの試みだ︒
︵写真・文／喜多充成︶

藤原隆男
様を描く﹁墨流し水球絵画﹂
︵グ

いますが︑違うのは︑２点から同

「水球を用いた造形実験」
藤原隆男/JAXA
（実施）

レゴリー・シャミトフ宇宙飛行士
提案者の逢坂卓郎筑波大学教授は

ビデオ映像に︑目を奪われた︒

「水球を用いた造形実験」
藤原隆男/JAXA
（実施）

実施︶を本誌第 号で紹介した︒ 不思議な形が生まれています︒今
﹁万物の根源であり︑生命を育ん

見慣れたモノの

す﹂

化する水球の姿を期待したもので

波の干渉により︑さらに複雑に変

だ地球を象徴する存在﹂として︑ 時に振動を加えること︒それらの
水球を使っていた︒
今回紹介する﹁水の球を用いた
造形実験﹂は︑同じシャミトフ宇
宙飛行士の手により︑
﹁墨流し水

球絵画﹂
に先立って行われたもの︒ 見たことがないカタチ
﹁水球のデモンストレーション

藤原教授は解説する︒
飛散防止のためのケース内で︑
針金の輪に付着させ固定された水

は︑微小重力環境を象徴するもの
として︑過去に何人もの宇宙飛

巻いたもの︶
を差し込んで動かす︒

行士が好んで挑戦してきました︒ 球に︑２本の振動子︵針金に糸を
とりわけドナルド・ペティ宇宙

飛行士︵第６次長期滞在クルー︑ すると水球は不思議にひしゃげ︑
透明な水に映る背景の模様まで︑
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26

２００２〜 年︶が行った実験が
03

右／緊急脱出訓練を終えた
STS-131クルー
左 ／スペースシャトル
「ディスカバリー号」
の席に着き、
カウントダウンシミュレーションに
参 加する
（左から）
クレイ
トン･アンダーソン、
山崎直子、ステファニー･ウィルソン
宇宙飛行 士

TCDTで与圧服
（オレンジスーツ）
を着用

射点に到着したディスカバリー号

INFORMATION 1

山崎直子
宇宙飛行士、
ＴＣＤＴ参加
いよいよ打ち上げへ

セイル﹂を装備︒﹁ソーラーセイル﹂
で宇宙空間を航行できること︑及
び薄膜太陽電池で発電できるこ
との世界初の実証をめざします︒
月・惑星探査プログラムグループ
森治プロジェクトリーダーに最新
状況を聞きました︒﹁３月末に種子
島宇宙センターへ運ばれた後︑最
終の電気試験を行い︑推進薬を充
填︑そして４月の後半にいよいよ
ロケットに組み付けられます︒苦
労もあったけれどあっという間に
ここまできました︒イカロスは必
ず世界を驚かせてくれると信じて
出航を見送りたいと思います﹂

「イカロス」のセイル膜は折り畳まれ、
円柱形の本体に巻きつけて収納されている

INFORMATION 2

̶

太陽光で進む宇宙ヨット
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﹁
イ
カロス ﹂
打ち上げに向け
最終調整

小型ソーラー電力セイル実証機
﹁IKAROS
︵イカロス︶﹂は︑金
星探査機
﹁あかつき﹂と相乗りで
2010年５月 日にH ⅡAロ
ケットでの打ち上げに向け︑最終
調整に入っています︒﹁イカロス﹂
は︑太陽の光を受けて進む﹁ソー
ラーセイル﹂と︑太陽の光を受け
て薄膜太陽電池で発電する﹁電力

イカロス（イメージ図）

NASA ケネディ宇宙センター
（KSC）
では、米国時間 2010 年４
月５日のスペースシャトル「ディ
スカバリー号」
（STS-131）の打
ち上げに向けた準備作業が進め
られています。山崎宇宙飛行士
ら STS-131 クルーは、同 3 月 2
日から 5 日にかけて、KSC にて、
ターミナル・カウントダウン・デモ
ンストレーション・テスト
（Terminal
Countdown Demonstration
Test: TCDT）を 行 い ま し た。
TCDT では、射点からの緊急避
難訓練や、打ち上げ直前までのカ
ウントダウン作業を模擬する訓練
のほか、ディスカバリー号のペイ
ロードの搭載状況の確認などが
行われました。TCDT を終えた
STS-131 クルーは、同３月５日
に NASA ジョンソン宇宙センタ
ー（JSC）へ戻りました。STS-131
クルーは、打ち上げの数日前に再
び KSC へ戻ります。
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INFORMATION 3

黄色丸で示した付近は、
地震前後と比較すると
海岸線の形状や沿岸部の
道路などに変化が見られるため、
地震もしくは津波による
影響がうかがえる

陸域観測技術衛星
「だいち」
による

チリ地震に伴う
緊急観測

INFORMATION 4

乱気流検知システムに関する

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
2010年3月31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／喜多允成
顧問
山根一眞
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左から佐々木ファンクションマネージャ、
虎野プロジェクトマネージャ、小鑓サブマネージャ

INFORMATION 5

031

﹁科学技術への顕著な貢献2009

2005 年より文部科学省科学技術
政策研究所では、科学技術への顕
著な貢献をした人物を「科学技
術への顕著な貢献 ナイスステッ
プな研究者」として選定していま
す。この度、宇宙ステーション補
給機（HTV）ミッションの技術
実証が評価され、HTV プロジェ
クトチームが 2009 年の「ナイス
ステップな研究者」に選定されま
した。2 月 9 日、科学技術政策研
究所にて虎野𠮷彦プロジェクトマ
ネージャ、小鑓幸雄サブマネー
ジャ、佐々木宏ファンクションマ
ネージャに記念品の贈呈が行われ
ました。

ナイスステップな研究者 に
﹂
HTVプロジェクトチームが選定

宇宙航空研究開発機構機関誌 No.

共同研究を
米ボーイング社と
締結

JAXAは︑ザ・ボーイング・カ
ンパニーと航空機の運航安全技
術分野における乱気流検知シス
テム﹁航空機搭載型ドップラーラ
イダー﹂に関する共同研究契約を
締結しました︒上空の乱気流は全
世界で航空機の安全運航を脅か
す重大な問題となっていますが︑
航空機に利用できる有効なツー
ルは開発されていない状況です︒
JAXAでは︑これまで検知がで
きなかった︑雲や雨を伴わず高高
度で突如発生する晴天乱気流など
を飛行中に計測できる︑航空機搭
載型ドップラーライダーの研究開
発を行ってきましたが︑今後ボー
イング社と協力関係を構築し︑実
用化を視野に入れて研究開発を更
に発展させていきます︒
締結式の様子（右：マット・ガンツ バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー、
左：石川隆司理事）

2010 年２月 27 日 15 時 34 分頃
（日
本時間、以下同）にチリ中部の沿
岸（チリの首都サンティアゴの南
西 325km、深さ 35km）において
マグニチュード 8.8 の巨大地震が
発生しました。JAXA では 10 年
２月 27 日、3 月１日に続き、３
月４日 23 時 58 分頃に陸域観測
技術衛星「だいち」搭載光学セン
サ、高性能可視近赤外放射計２型
（アブニール ･ ツー）
、パンクロ
マチック立体視センサ
（プリズム）
により観測を実施しました。写真
は沿岸部の町ペリュウエから南
西約６km 付近を拡大した画像で
す。取得された画像は、国際災害
チャータを通じて海外関係機関へ
提供されました。

事業所等一覧
本社
調布航空宇宙センター
〒182-8522
東京都調布市深大寺東町7-44-1
TEL：0422-40-3000
FAX：0422-40-3281

調布航空宇宙センター
飛行場分室
〒181-0015
東京都三鷹市大沢6-13-1
TEL：0422-40-3000
FAX：0422-40-3281

東京事務所
〒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
（３〜５階）
TEL：03-6266-6000
FAX：03-6266-6910

相模原キャンパス
〒252-5210
神奈川県相模原市中央区
由野台3-1-1
（4月1日より）
TEL：042-751-3911
FAX：042-759-8440

筑波宇宙センター
〒305-8505
茨城県つくば市千現2-1-1
TEL：029-868-5000
FAX：029-868-5988

角田宇宙センター
〒981-1525
宮城県角田市君萱字小金沢1
TEL：0224-68-3111
FAX：0224-68-2860

種子島宇宙センター
〒891-3793
鹿児島県熊毛郡南種子町
大字茎永字麻津
TEL：0997-26-2111
FAX：0997-26-9100

内之浦宇宙空間観測所
〒893-1402
鹿児島県肝属郡肝付町
南方1791-13
TEL：0994-31-6978
FAX：0994-67-3811

地球観測センター
〒350-0393
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋
字沼ノ上1401
TEL：049-298-1200
FAX：049-296-0217

名古屋駐在員事務所
〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山1-12-14
金山総合ビル10階
TEL：052-332-3251
FAX：052-339-1280

能代多目的実験場
〒016-0179
秋田県能代市浅内字下西山1
TEL：0185-52-7123
FAX：0185-54-3189

臼田宇宙空間観測所
〒384-0306
長野県佐久市上小田切
大曲1831-6
TEL：0267-81-1230
FAX：0267-81-1234

勝浦宇宙通信所
〒299-5213
千葉県勝浦市芳賀花立山1-14
TEL：0470-73-0654
FAX：0470-70-7001

大手町分室
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-2
第一鉄鋼ビル５階
TEL：050-3362-7838
FAX：03-6259-8740

沖縄宇宙通信所
〒904-0402
沖縄県国頭郡恩納村字安富祖
金良原1712
TEL：098-967-8211
FAX：098-983-3001

増田宇宙通信所
〒891-3603
鹿児島県熊毛郡中種子町
増田1887-1
TEL：0997-27-1990
FAX：0997-24-2000

小笠原追跡所
〒100-2101
東京都小笠原村父島桑ノ木山
TEL：04998-2-2522
FAX：04998-2-2360

毎年４月18日の「発明の日」を含む１週
て広く理解と関心をもっていただくために、
JAXA も各事業所で施設の公開やイベントを
実施します。筑波宇宙センター（茨城県つく
ば市）では、
「つくばで発見！宇宙がみちび
く新たなきぼう」をキャッチフレーズに、さ
まざまなイベントを開催。毎年人気の「水ロ
ケット教室」
や、
GPS を使った宝探し、
ヒュー
ストンからの生中継で古川聡宇宙飛行士によ
る講演も予定しています。この機会にぜひ各
事業所の公開にご参加いただき、JAXA の
活動や成果をご覧ください。

ワシントン駐在員事務所
Washington D.C. Oﬃce
2120 L St., N.W., Suite 205,
Washington, D.C.20037, U.S.A.
TEL：+1-202-333-6844
FAX：+1-202-333-6845
ヒューストン駐在員事務所
Houston Oﬃce
100 Cyberonics Blvd.,
Suite 201 Houston, TX 77058,U.S.A.
TEL：+1-281-280-0222
FAX：+1-281-486-1024(G3)/228-0489(G4)
ケネディ宇宙センター駐在員事務所
Kennedy Space Center Liaison Oﬃce
SSPF M006,Code:JAXA-KSC,
Kennedy Space Center FL 32899, U.S.A.
TEL：+1-321-867-3879
FAX：+1-321-452-9662
パリ駐在員事務所
Paris Oﬃce
3 Avenue Hoche, 75008
Paris, France
TEL：+33-1-4622-4983
FAX：+33-1-4622-4932
バンコク駐在員事務所
Bangkok Oﬃce
B.B. Bldg., Room 1502,
54, Asoke Road, Sukhumvit 21,
Bangkok 10110, Thailand
TEL：+66-2260-7026
FAX：+66-2260-7027
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間は「科学技術週間」です。科学技術につい

海外駐在員事務所

●筑波宇宙センター
４月17日
（土）10:00〜16:00
●角田宇宙センター
４月18日
（日）10：00〜15:30
●調布航空宇宙センター
４月18日
（日）10:00〜16:00
●情報センター
JAXAi
「春のキッズデー」
４月25日
（日）10:00〜18:00
●地球観測センター
５月15日
（土）10:00〜16:00
※その他の事業所も特別一般公開を予定しています。
詳細についてはJAXA広報部、
または各事業所へお問い合わせください。
http://www.jaxa.jp/visit/

広報部

青空に向かって打ち上げられる
「水ロケット」

〒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3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/

