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古川宇宙飛行士長期滞在ミッション始まる

ソユーズ宇宙船搭乗までを
誌上体験
5

大解剖 新型ソユーズはここが違う！

荒木秀二 有人宇宙環境利用ミッション本部参事
6

際宇宙ステーションでの長期滞在ミッションをス
タートさせた古川聡宇宙飛行士。滞在期間中
に、科学から医学の分野まで微小重力を生かし
た実験を行います。皆さんからアイデアを募集し
た「宇宙医学にチャレンジ！」
「宇宙ふしぎ実験」も、JAXA
ホームページで映像とともに紹介していく予定ですのでご期待
ください。巻頭特集では、古川宇宙飛行士が搭乗した新型ソ
ユーズ宇宙船や、ガガーリン時代から受け継がれる打ち上げ
前の伝統儀式をレポート。さらに向井千秋宇宙飛行士の解説
で、地上の暮らしから火星探査までを視野に入れた宇宙医学
の最前線をご紹介します。さて、小惑星探査機「はやぶさ」
映画化の話題は皆さんもご存知のことでしょう。今号では、的
川泰宣技術参与とともに、科学の成果がなぜ
ここまで人々の心をとらえたのかを掘り下
げる特集を組みました。皆さん１人１人
にとり「は
、 やぶさ」はどんな存在でしょ
うか。地球帰還１周年を迎えた愛
R O D U C T I O N
すべき探査機に思いをはせなが
ら、ご覧いただければ幸いです。

国

I N T

帰還1周年の
はやぶさ」と大震災

「

〜復興に向けた、
新たな使命
（ミッション）
〜
的川泰宣 技術参与
10

臼田宇宙空間観測所
成長の記録
12

地上での、
火星での、
健やかな暮らしのために
向井千秋 宇宙飛行士／特任参与
14

宇宙に飛び出す
メイド・イン・ジャパン 第３回

尾西食品 株式会社
15

宇宙広報レポート
島の子どもたちと宇宙を語る

宇宙技術および科学の
国際シンポジウム
（ISTS）
へ
阪本成一 宇宙科学研究所教授／宇宙科学広報・普及主幹
16

東日本大震災への
JAXAの取り組み 第２回
宇宙利用ミッション本部

中尾正博 ミッションマネージャ
髙畑博樹 技術領域リーダ

堀内貴史 開発員

18

JAXA最前線
20

CLOSE UP
「

だいち」が初めてとらえた富士山

表紙：ソユーズ宇宙船に搭乗する古川聡、
マイケル・フォッサム
（中央）
、
セルゲイ・ヴォルコフ
（下）
ら第28次／第29次長期滞在
クルー ©JAXA/NASA/Carla Cioffi
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赤の広場を訪れた︒
打ち上げ前に︑
宇宙飛行士は必ずここでガガーリ

モジュール﹁ズヴェズダ﹂
︑ 日

ステーション︵ＩＳＳ︶のロシア

▼ 月 日 バイコヌール宇宙基

見︒これも打ち上げ前の恒例行事︒

1

▼ 月 日 バイコヌール宇宙基

地に移動するまで︑クルーは短い

▼ 月 日 最終試験に合格︒

目はソユーズ宇宙船のシミュレー

18

休暇をとった︒

5

タを用いた運用試験が行われた︒

2

▼ 月 日 クルーはモスクワの

5

25

A

地に到着︒モスクワから飛行機で

A

日本時間６月８日午前５時 分︑
ソユーズ宇宙船が
国際宇宙ステーションに向け出発しました︒古川聡宇宙飛行士の
約５カ月半にわたる長期滞在ミッションの始まりです︒
ソユーズ宇宙船に搭乗する際に︑
宇宙飛行士はさまざまな﹁伝統儀式﹂に参加します︒
これは︑
人類初の宇宙飛行に成功したガガーリンが打ち上げ前にした事を真似ることで︑
ミッションの成功を願うもの︒
古川宇宙飛行士が参加した儀式の紹介をまじえ︑
打ち上げまでをご覧いただきましょう︒

▼ 月 日 モスクワ郊外のガガ
ーリン宇宙飛行士訓練センター

ンらの墓に赤いカーネーションを
日 ロシア連邦宇宙局

ささげることになっている︒
月

17

▼ 月 日〜 日 ソユーズ宇宙

▼

5

験が行われた︒ 日目は国際宇宙 ︵ＦＳＡ︶のポポフキン長官らと会

船の打ち上げに向けた最終実技試

14

︵ＧＣＴＣ︶で最終訓練を開始︒

11
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16 14
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B
「打ち上げ・帰還時に着るソコル宇宙服はシートに寝転んだ
体勢に最適化されているため、
立っているときにはゴリラのよ
うな姿勢になってしまいます。かなり努力して胸を張らないと
良い姿勢を保てません」
（古川宇宙飛行士ツイッターより）

B

約 時間である︒
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3

回目

1

ノートホテル前で︑ロシア︑アメ

リカ︑日本︑そしてカザフスタン

D

5

日 この日は第

1

月

6

▼

にれ

回目のフィットチ

E

2

われた︒

ＳＳのドッキングのシミュレーシ

3

の木を植える伝統的な行事も行わ

6

れた︒

▼ 月 日

F

ェックを行った︒その後︑クルー

4

はロケット組み立て棟と博物館を

打ち上げロケット

G

6

見学︒

日

5

▼ 月 日 ソユーズ宇宙船が打

6

ち上げロケットに結合された︒

月

が発射台に移動された︒この﹁ロ

5

▼

ールアウト﹂は現地時間で朝 時

H

1

に始まることになっている︒ロケ

7

6

ットは 時間ほどで発射台に到着

I

6

し︑垂直に立てられた︒

8

▼ 月 日 ＦＳＡとクルーとの

7

ミーティングが行われ︑打ち上げ

6

が最終的に確認された︒

▼ 月 日〜 日 クルーは 日

12

夜︑コスモノートホテルを出発︒

2

バイコヌール宇宙基地内の施設で

J

ソコル宇宙服を着用後︑関係者と

8

の会見を行い︑
発射台に向かった︒

12

▼ 日 午前 時 分︵日本時間

台を離れた︒約 分後︑ソユーズ

午前 時 分︶
︑ロケットは発射

宇宙船は地球を周回する軌道に入

った︒

9

5

E

の﹁フィットチェック﹂を行った︒ の国旗を掲揚するセレモニーが行

置などを実際に確認する作業︒打

ョン︑手順書の確認︑体調維持の

F

これはクルーが搭乗するソユーズ

ち上げと帰還時に着るソコル宇宙

トレーニングなどの様子を各国の

C

▼ 月 日 ソユーズ宇宙船とＩ

服の気密性チェックも行った︒

メディアに公開︒宇宙飛行士が楡

27

宇宙船に乗りこんで︑機器類の配

▼ 月 日 滞在しているコスモ

5

G 「我々が乗るソユーズロケット
のロールアウト
（整備施設か
ら打ち上げ場所への移動）
が
行われました。ロケットを横
にして列車で運びます。歩くく
らいで結構速いです。その後
垂直に立てられました。ロー
ルアウトはバックアップクル
ーのみが見る伝統。今回、
実
際に乗るプライムクルーであ
る我々はホテルで待機」
（古川
宇宙飛行士ツイッターより）

J

I

「ホテルのドアにサイン。これも伝統」
（古川宇宙飛行
士ツイッターより）

H

「記者会見の後、
クルーと家族らは
『砂漠の白い太陽』
という
映画を見た。この伝統は、
関係者の話では1970年頃から続
いているらしい」
（古川宇宙飛行士ツイッターより）

古川宇宙飛行士をフォローしよう！
古川宇宙飛行士がISS長期滞在期間中に、
科学実験やISSでの日常生活の様子、
身体の変化などについて、
ツイートしていく予定です。
皆さんフォローをお願いいたします。http://twitter.com/Astro̲Satoshi

画像：Ａ、
Ｄ／©FSA
Ｂ、
Ｃ、
Ｅ、
Ｉ／©JAXA/NASA/Victor Zelentsov
Ｆ、
Ｊ／©S.P.Korolev RSC Energia
Ｇ、
Ｈ／©JAXA/NASA/Carla Cioffi
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︱︱ソユーズ宇宙船について簡単
に説明して下さい︒
荒木 ソユーズ宇宙船は大きく３
つの部分に分かれています︒
﹁軌道
士が生活するための場所で︑ドッ

モジュール﹂は軌道上で宇宙飛行

通信アンテナがあったりします︒

キング口やドッキングするための

着陸時に宇宙飛行士が乗り込むと

﹁帰還モジュール﹂は打ち上げと

は電子制御機器や燃料タンク︑ス
ら今の形に至っています︒ソユー

しい型だそうですね︒

ーション︵ＩＳＳ︶から回収する

に物を運べるほか︑国際宇宙ステ

た︒
スペースシャトルの退役後は︑
地上に物を持って帰還できるのは
ソユーズ宇宙船しかありませんの
で︑ＩＳＳでの実験成果を持ち帰
るという点で非常に意味があるの

機器／推進モジュール

ころです︒﹁機器／推進モジュール﹂

電池板がついています︒打ち上げ

ラスターなどの機械部分で︑太陽

ーが従来のアナログ方式からデジ

ズＴＭＡ ︱Ｍは一番新しい型で︑

タル化されたということです︒こ

時には太陽電池板はたたまれてい

され︑帰還モジュールだけが戻っ

一番大きな改良点はコンピュータ

てきます︒

㎏ほど軽くなり︑その分︑余分

れによってトータルとして機器が

今回が２回目の飛行になります︒

︱︱ 古川聡宇宙飛行士が乗った

ます︒帰還時には軌道モジュール

のはソユーズＴＭＡ ︱Ｍという新

と機器／推進モジュールが切り離

システムモニタ用アナログプロセッサ5台を、
1台の新
機器へ変更するなど軽量化を図り、
搭載ペイロード
が、
これまでの50kgから、
120kgまで回収可能に。

ではないかと思っています︒
また︑

ペリスコープ

●70kgの軽量化、
消費電力の削減

コンピューターが高性能になった

地球
（赤外線）
センサ
搭乗ハッチ

●計算能力が30倍にアップ

ことで︑宇宙飛行士の操作の負荷

ラジエータ

©JAXA/GCTC

2AO-BKAアンテナ
（Kursアンテナ）

1974年から使われていたメインコンピュータArgon-16
を、
新しいデジタル方式のTsVM101コンピュータへ
改良したことで、
計算能力が格段にアップ。クルーの
タスクが自動化され、
負担軽減に。

が低減されています︒今までは宇

︱︱ソユーズ宇宙船を打ち上げる

ました︒

していたものがかなり自動化され

宙飛行士がコマンドを順番に指示

ユーズを操縦するような訓練もし

︱︱ 非常時は船長を手伝ってソ

などを繰り返し訓練していました︒

ランデブーやＩＳＳとのドッキング

して︑それに対処する訓練をしま

ソ ユ ー ズ の ロ ケ ッ ト は︑ 荒木 いろいろな不具合を起こ

す︒船長が操作できない時に古川

荒木

ロケットも長い歴史がありますね︒ ていたわけですね︒

ートニク１号を打ち上げたロケッ

ともあり︑結構大変だったのでは

１９５７年に最初の人工衛星スプ

ないかと思います︒

宇宙飛行士が単独で操縦するよ

は垂直に立てた状態で組み立てて

︱︱ 野口聡一宇宙飛行士に続い

うな訓練もしていました︒今回ソ

いきますが︑ロシアの場合は横に

て古川宇宙飛行士もソユーズ宇宙

トの発展型です︒小さなエンジン

倒したまま組み立て︑そのまま発

船で飛び︑Ｊ ＡＸＡとしても習得

を組み合わせることによって推力

射台に運んで行って︑それから立

することが多いと思います︒今後

部分を覚えなければいけないこ

ち上げます︒燃料にはケロシンを

Ｊ ＡＸＡが有人宇宙船を開発する

ユーズＴＭＡ ︱Ｍで新しくなった

使っています︒これは︑高性能を

際に参考になるとお考えですか︒

を出すという形のロケットになっ

狙うよりも︑着実にできる技術を

荒木 ﹁きぼう﹂を開発すること

ています︒欧米の多くのロケット

考え方によるものだと思います︒

によって︑われわれは軌道上の施

組み合わせて使うというロシアの

︱︱古川宇宙飛行士はロシアでど

行士訓練センターには幾つもの訓

荒木 ロシアのガガーリン宇宙飛

物なので︑設計の考え方だとか安

宇宙船というのは動きのある乗り

に運用もしています︒しかし有人

んな訓練をしていたのでしょうか︒ 設に関してはいろいろ学び︑実際

練施設があります︒古川宇宙飛行

した︒古川宇宙飛行士は船長の補

ソユーズ宇宙船の操作訓練が主で

ことが多いですから︑基本的には

や米国側のモジュールで操作する

かと思います︒

時に非常に参考になるのではない

今後自分たちで宇宙船を開発する

ういう経験を積むということは︑

少し違ってきます︒ですから︑こ

士の場合はISS上で﹁きぼう﹂ 全性の考え方︑操作の仕方などが

佐をする役割なので︑船長と一緒

に打ち上がってからＩＳＳまでの

5

2.5m
2.1m
2.6m

座席の前の
「ネプチューン」
表示ディスプレイがカラー
化され、
表示情報量も増加。
機器セクション
（与圧環境）
軌道モジュール
帰還モジュール
Kurs
高利得アンテナ
ハッチ パラシュート
カバー

70

荒木 ソユーズ宇宙船は長い歴史

有人宇宙環境利用ミッション本部
参事

荷物も増やせることになりまし

ARAKI Shuji

をもち︑何度も部分改良されなが

荒木秀二

●ディスプレイのカラー化で表示情報量増加

ドッキングプローブ
（アクティブ側）

ハッチ

※Kurs:無線自動ドッキングシステム
「コーズ」
、150〜200km離れた地点から使用可能

帰還１周年の
はやぶさと大震災

MATOGAWA Yasunori

技術参与

東松島︑陸前高田︑南三陸⁝⁝︒

５月の初旬︑痛む膝をだましな

沈んでいました︒しかしドミンゴ

さに言葉を失い︑気持ちもだいぶ

りでいましたが︑現場のすさまじ

ニュース映像でずいぶん見たつも

た︒２日目の晩に泊まった仙台の

送のようでした︒スケジュールが許

４月に行われたコンサートの再放

が流れてきました︒ＮＨＫホールで

やっぱりお客さんもみな泣きなが

がゆっくりと会場を映し出すと︑

を歌い出しました︒テレビカメラ

歌いたい﹂
と日本語で
﹃ふるさと﹄

ミンゴは﹁今日はみんなと一緒に

の歌声がそれを一瞬忘れさせてく

せば行きたかったコンサートだった

ら歌っている︒私も気がついた

れました︒コンサートの最後にド

ので﹁ああ︑得したなぁ﹂と︑さ

ら︑１人ホテルのベッドに座った

けると︑プラシド・ドミンゴの歌声

２日間で訪ねた多賀城︑塩竈︑

すがのテノールに聞き入りました︒

ホテルの部屋に入って︑テレビをつ

がら駆け足で被災３県を回りまし

芸術の力︑
科学の力

︶
〜復興に向けた︑
新たな使命 ︵ミッション〜

的川泰宣

6

きつけるのだろうか﹂
︑
﹁人間が作

ッというまに人の心をこれほど惹

そして思ったのは︑﹁音楽はなぜア

まま一緒に口ずさんでいました︒

原発事故もあって東北では︑大人

ったものに違いはありませんが︑

﹁科学﹂も﹁芸術﹂も︑人間が作

です︒

のだけが決定的な被害を受けたん

まの風景は残り︑人間が作ったも

思いでいます︒

いいのか︑問いを投げかけられた

て︑このことをどう受け止めたら

かなわない︒科学に関わる者とし

と鈴と﹂という詩では︑

教科書にも載っている﹁私と小鳥

みすゞは知っています︒小学校の

は相対的なものであることを金子

の島々は昔どおりの美しい風景︒

ころから撮った写真ですが︑遠景

止まりました︒ちょっと小高いと

理をしながら︑松島の景色に手が

東北から戻り︑自宅で写真の整

＊

力と比べてみると︑圧倒的に芸術

わけです︒芸術の魅力を科学の魅

に信頼を失うなんてことは︑ない

いっぽうで音楽が︑そんなふう

なんだ﹂という絶望や諦念ばかり︒

の科学なんだ﹂
﹁なんて人間は無力

現地で感じられるのは﹁何のため

頼がガタガタに崩れていました︒

して扱われています︒もちろんそ

は人間と自然が加害者と被害者と

っている︑という詩です︒ここで

んが獲られていった﹂と弔いをや

んが人間にさらわれた︒お兄ちゃ

万ものイワシが﹁うちのお父ちゃ

祭りをやっているが︑海の中で何

イワシが大漁で浜では人間がお

いでしょうか︒

する人は多いのではな

を注ぐという姿勢に共感

対しても分け隔てなく愛情

も︑それこそ八百万のものに

る鈴も︑動物の小鳥も︑人間

みんなちがって︑みんないい︒

しかし近景の岸辺はがれきの山︒
の力のほうがすごい︒人に感動を

金子みすゞの詩の中に﹁大漁﹂

自然との﹁共生﹂
を問い直す

ったものでありながら︑なぜこれ
も子どもも科学や技術に対する信

鈴と︑小鳥と︑それから私︑

ということです︒

ほどの素晴らしい力を持つのか﹂

変わらない景観と変わり果てた景

の逆もあること︑そしてその関係

という作品があります︒

色が︑写真の中ではっきりと峻別
もたらすという点で︑科学は全く

は蹂躙されたり征

自然と人間の関係

欧米的にいえば︑

といっています︒無生物であ

されている︒もともとの自然のま

服したりなのかもし
れないけれど︑日本人
の気持ちとしてはちょっ
と 違 う︒そ れ を﹁ 共 生 ﹂と
呼ぶのかもしれません︒
今度の震災を契機にずいぶんと
いろんなこと考えさせられました
が︑日本人がこれから復興を果た
していくとき︑今までの近代科学
になかったような考え方をベース
に﹁自然との共生﹂を科学技術の
中に生かしていく必要が︑きっと
ある︒そういう知恵をわれわれは
持っているに違いないと信じたい

自然との共生を︑
科学技術の中に
生かしていく必要がある

7

2010年8月、
丸の内オアゾのJAXAi
（当時）
でのカプセル展示

﹁ やぶさの軌跡が
は
﹂
４本の映画に

各地を巡回するカプセル展示の来場
者 数 は 万 人 を 超 え︑ 各 種 ノ ベ ル
ティグッズや書籍︑映画などが次々
と 企 画 さ れ︑ ブ ー ム は 続 い て い る︒
﹁はやぶさ﹂人気を盛り上げた功労
者のひとり︑
上坂浩光氏はこう語る︒

﹁はやぶさ﹂プロジェクトチーム

によるミッション紹介映像﹃祈り﹄

どうしてもこのストーリーを︑プラ

をお手伝いしたことがきっかけで︑

げたいと考えました︒プラネタリウ

ネ タリ ウムで上 映 す る 作 品に仕 上

することを避けるものなのですが︑

ム は ふつ う 近 隣 の 館 と 番 組 が 重 複

分のお兄ちゃんだと思ってる子が

たとえば﹁はやぶさ﹂のことを自

なりの受け止め方をしています︒

けですが︑やっぱり監督の言うこ

う思う？﹂と教室で討議させたわ

国語の先生が﹁みんな︑これど

できました︒
﹁ は や ぶ さ ﹂し か 出 て

ネタリウムで上映してもらうことが

二塁打となって逆転勝ちし︑歓喜

ムズムズして打ってしまう︒
結果︑

ひどく落ち込んでいるときに触

全国にたくさんいます︒小さい子

とを聞くべきだという人もいて︑

映 期 間 が延長 されるほ どの支 持 を

また︑子どもたちも子どもたち

ている人が多いのです︒

はやぶさの新たなミッションは︑
未来を担う子どもたちを
勇気づけることかもしれない
し︑そう信じられるような日本で

れたドミンゴの﹃ふるさと﹄や︑

は身近な人の死に直面する機会が

クラスは真っ二つに分かれまし

いただきました︒
﹁はやぶさ﹂４ 作

これから大きくなっていろんな職

は結論は言えない︒ただ︑みんな

品︵他 世紀フォックス︑東映︑松

映されることになり︵ 角川系︶
︑上

います︒また︑一般の映画館でも上

入をしてもらえたのではないかと思

こない映画ですが︑その分︑感情移

く︑最後には国内のほとんどのプラ

思い返した金子みすゞの詩をきっ

少ないので︑本体がバラバラに散

た︒そして先生は最後にこう言っ

これに関してはそ ういうことはな

かけに︑そんなことを考えさせら

っていくシーンがすごく悲しい︒

たんですね︒
る子がいたという話を各地で聞き

で迎えられるというお話です︒

れました︒

ワーッと泣きながら見ている子

﹁どっちがいいかなんてオレに
ました︒

﹁カプセルはわが子だ﹂
世界初のサンプルリターンとい

や︑口をつぐんでジーッと見てい

いてほしい⁝⁝︒

50

う科学技術史上の事件でありなが
元の出来事として世の中に受け止

業に就いたときに︑この星野君の
ような立場に立たされることが何
度もあると思う︒そのときは一方
的に監督の目線だったり星野君だ

竹︶のなかでも︑いい口火を切れた

のではないかと思っています︒

氏

映画﹃ HAYABUSA BACK TO THE EARTH
﹄
監督

上坂浩光

©有限会社ライブ・
「はやぶさ」
大型映像制作委員会

ら︑﹁はやぶさ﹂はまったく違う次
められています︒

はやぶさ版
自らは燃え尽きてカプセルだけ ﹁星野くんの二塁打﹂
私が中学校１年生だった頃︑国

を地上に送り届ける再突入のシー
ンを見て︑
世のお母さんたちは
﹁は

いいと思う行動をとれ﹂
︒この話

ったりと︑そういうふうには考え

をすると︑﹁私も教科書で読んで覚

るな︒その場その場で考え︑最も
た︒たしか１点リードされた９回

えているよ﹂という方もいらっし

打 ﹂という文 章が載っていまし
裏で１アウト１・２塁︒監督からバ

語の教 科 書に﹁ 星野くんの二塁
て︑はかなく散って行くが︑自分

ントのサインが出たが︑星野君は

がわが子だ︒わが身は燃え尽き
がお腹を痛めた子は生き残り︑果

やぶさの本体は自分で︑カプセル

敢に生き抜いていくんだ﹂と感じ

20

画像提供/NASA

8

ゃる︒私自身︑何度もそういう場
はたまた父と子の交流だったり︑

ムマネジメントの要諦だったり︑

は３・ を経験して別の角度から

光るものがあったんだ︒﹃はやぶさ﹄

たそうです︒

て︑月はものすごくきれいに見え

イオード﹂の話は︑今までに出合

ぶさ﹂の最後の危機を救った﹁ダ
た現象は︑少なくとも私が関わっ

リーが重ねられています︒こうし

﹁はやぶさ﹂にさまざまなストー

きゃいけない﹂と︒私も同感です︒

をしっかりわれわれも読み取らな

見直されているのじゃないか︒そこ

している子がいた︒聞いてみると

れ︑おかしいな﹂と言って涙を流

見ている子どもたちの中に︑﹁あ

面を経験しました︒そして﹁はや

った中でもっとも素晴らしい﹁星

てくるかなあ︑今までそんなこと

なかった﹂と言うのだそうです︒

﹁お月さんを見てどうして涙が出

あるいは︑海辺で生まれ育ったの

プロジェクトマネージャーの川口
を飛び回り講演を続けています︒

に﹁海は見たくない﹂と言ってい

君もいまだに伝道師のように全国
﹁みな︑はやぶさの話を聞きたく

てきた中でも初めてのことです︒
人の出入りが減った運用室の湯沸

て︑知りたくて来てくれる︒こん

﹁はやぶさ﹂が行方不明となり︑
しポットを︑プロジェクトマネー

＊
打ち上げ直前の︑機器テストも
ジャーが自ら補充してお湯を絶や

た子が︑帰り道に﹁やっぱりまた

できないようなぎりぎりの段階で

海が見たいなあ﹂
と言い出したり︒

電気回路に手を入れるなんての

ながら︑しか

なにやりやすいことはない﹂と言い

その友人は︑スケールの大きな

さず︑
チームに
﹁あきらめないぞ﹂

を経

と発信した︑

していたこと

は︑確信犯的なルール違反です︒

もあります︒

しかしそれが︑帰還目前で寿命の

て成り立たないわけですが︑エン

たしかに多く

というエピソ

ジニアとしての覚悟の一手が結果

の人の共感を

ードも有名に

的に奏功し︑ブレイクスルーが果

呼ぶ物語とな

費えたイオンエンジンを復活させ

たせた︒宇宙技術や宇宙開発がど

ったが︑単な

る超ファインプレーとなった︒も

うというのではなく︑ひとつの仕

る感動のスト

ただ︑心配

事に取り組んだ奴らのすごい執念

ーリーとして

なりました︒

があったから︑それが共感を呼ぶ

消費され︑忘

ちろん︑みんなが気軽にルール違

が﹁はやぶさ﹂のミッションには

れられてしま
うのではないか⁝⁝︒
しかし︑そんなことはありませ

さしさんの﹁案山子﹂のメロディ

役割を担うことになったのではな

経て︑﹁はやぶさ﹂はもっと大きな

景色が人間に与える力をまざまざ

を取り戻せるのも︑自然からでし

て︑話す中身

かない︒これからもこういう機会

た︑自然に裏切られたという思い
ます︒単に
﹁は

と感じた︑と言っていました︒ま

やぶさ﹂のこ

があったら連れて行きたい︑とも

まったと言い

とを伝えるだ

ずれ﹁はやぶさ世代﹂と呼ばれる

代のように︑いまの小中学生はい

かつてのアトム世代やアポロ世

言っていました︒僕も賛成です︒
こと︑原 発の

時に彼らは﹁震災世代﹂でもあり

ようになるのかもしれません︒同

仙台の友人が印象的な話をして

にあっても︑ポットのお湯を絶や

えない﹁通信途絶﹂にも似た時期

近したスーパームーンで︑ 人ぐ

た︑新たなミッションのひとつで

れわれと﹁はやぶさ﹂に与えられ

はないかと思うのです︒︵談︶

見に行った︒大津波から８日後だ
から︑まだあちこち灯が消えてい

らいの子どもを連れて海の近くに

信し︑熱を保ち続ける︒それがわ

さぬよう︑
﹁あきらめないぞ﹂と発

くれました︒３月 日の満月は︑

出し︑勇気づける︒復興の先が見

の復興と未来を担う彼らを照らし

さで輝いた﹁はやぶさ﹂が︑日本

帰還時には満月の何倍もの明る

ます︒

とに触れない
という心境になってきたようです︒

でいられない

らの日本のこ

こと︑これか

ない︒震 災の

けでは収まら

が変わってし

し３・

©池下章裕

﹁はやぶさ世代﹂
の
んでした︒むしろ帰還から１年を 未来を照らそう
ーにあわせ︑
旅に出た
﹁はやぶさ﹂

いかと思っています︒

帰還前からも︑たとえばさだま

﹁感動﹂
だけでは終わらせない

たくさん詰まっていました︒

のでしょう︒そういうエピソード

反をやっていたらミッションなん

野くんの二塁打﹂
だと思いました︒

11

地球と月との距離が 年ぶりに接

19

18

を気遣い呼びかける感動的な替え

をしていました︒

立川敬二理事長は先日こんな話
でもたくさんの人が応援してくれ

﹁３・ で﹃はやぶさ﹄のブーム
は吹き飛ばされてしまうかもしれ
ないと思っていたが︑でもやっぱり

11

20

歌を作ってくれる人など︑ネット
ていました︒帰還を機にその熱が
いっそう広がりました︒
挑戦と冒険の物語だったり︑チー

9

11

1983年10月22日

1983年6月7日

1982年8月11日

1983年11月15日

1983年6月19日

1982年12月12日

1983年12月9日

1983年8月29日

1983年3月25日

山を削り︑谷を埋め︑突貫工事

が続けられた︒
八ヶ岳山麓に直

径 ｍのアンテナがその雄姿

ＩＳＡＳホームページ﹃ 宇宙研物語 ﹄
より

＊

レー彗星の太陽接

近という 年に一

度の観測チャンス

76

条件を満たす カ所あまりの

のアクセスが良い︑といった

音も少なく︑そこそこに交通

通信回線と干渉せず︑電波雑

所だ︒航空路やマイクロ波の

されたのが臼田宇宙空間観測

能にする地球局﹂として建設

めがけ︑
﹁超遠距離通信を可

ハ

月末のことだった︒

ちょっとに控えた１９８４年

機ＭＳ Ｔ５の打上げを２カ月

︲

を見せたのは︑
ハレー探査試験

64

10

機や試験機の運用を︑不可欠

プ・スペース︶をめざす探査

は︑月以遠の深宇宙︵ディー

以降︑臼田宇宙空間観測所

信に成功している︒

うど反対側の距離を隔てた通

陽をはさんで地球軌道のちょ

期間中には最大約３億㎞︑太

ることができた︒ミッション

彗星の国際観測チームに加わ

ルを乗り切り︑日本はハレー

す︒綱渡りの工事スケジュー

ラアンテナが徐々に姿を現

地に世界最大級の大型パラボ

市︶
︒人里離れた山あいの敷

県南佐久郡臼田町︵現・佐久

候補地から選ばれたのが長野

10

10

の設備として支えてきた︒日

本の宇宙機だけでなく︑ 年

宙空間観測所の ｍ アンテナ

経験やノウハウが︑内之浦宇

風雪に耐え︑積み重ねられた

用が必要となる︒文字通りの

降雪時にはいっそう慎重な運

大型アンテナだけに強風や

ことを実証した︒

系全域が﹁通信圏内﹂である

局とともに運用を支援︒太陽

ンベラで運用する深宇宙通信

ＳＡがオーストラリア・キャ

星フライバイ観測では︑ＮＡ

のボイジャー２号による海王

89

の建設や︑のちの﹁はやぶさ﹂

の救出運用につながっている︒

11

34

火星探査機「のぞみ」
が
打ち上げ直後の１９９８年
7月にとらえた、地球と
月の写真。もしこの写真
を限りなく拡大して見ら
れるなら、どこかに必ず
真正面を向いた臼田の
64m のパラボラアンテ
ナが映っているはず

1984年1月13日
1984年4月23日

完成

︱︱ 古川聡宇宙飛行士の長期滞
在にどのような期待をされていま
すか︒
向井 古川宇宙飛行士は最初のフ
宙の環境に慣れるのに少し時間が

ライトから長期滞在ですから︑宇
かかるかもしれませんね︒
しかし︑
ロシアのサリュート宇宙ステーシ
グ・アトコフ宇宙飛行士も︑ミー

ョンに２３６ 日 間 滞 在 したオレ
ル宇宙ステーションで４３８日間

タだけでなく︑睡眠時の脳波も入

図︶を作りました︒心電計のデー

したいわけです︒その初めてのシス

アドバイスしてくれるようなものに

きないかどうかも調べています︒

けたときに腎臓や尿管に結石がで

体の状態を時系列で記録していま

のテープのように︑宇宙飛行士の

JAXAでは︑宇宙飛行士が宇宙で健康に過ごすための医学を地上に生かす研究を
行っています︒古川宇宙飛行士の長期滞在中には︑骨量減少予防などの医学実験や︑
脳波計や聴診器で測ったデータを一元管理し健康状態をチェックする
﹁宇宙医学実験支援システム﹂の検証が行われます︒将来の火星探査まで視野に入れた
取り組みの最前線を︑向井千秋宇宙飛行士に聞きました︒

者でした︒医者は自分の体に起こ

す︒例えば骨が弱くなるときに

リー・ポリャコフ宇宙飛行士も医

の宇宙滞在最長記録を作ったワレ

っていることが分かりながら宇宙

は︑溶けたカルシウムが毛髪にも

︱︱それから︑宇宙飛行士の皮膚

骨量減少の予防に使えるとなれ

ろんデータは地上にも送られてき

クのある人に予防的に使うことが

の微生物を調べる研究もあります︒

ば︑宇宙飛行士は誰もがこの薬剤

ますが︑自分がどういうストレス

できるのではないかと思います︒

向井 これは主に真菌︵カビ︶を

ラウンドをもつ古川宇宙飛行士が

す︒医学のバックグラウンドを持

下にあるかとか︑不整脈がおきて

︱︱ 若田光一宇宙飛行士と野口

︱︱ 毛髪を使った研究もありま

対象にしています︒人間の皮膚に

テムなので︑やはり医者のバックグ

っている日本人宇宙飛行士がこれ

いるとか︑昨夜の睡眠がちゃんと

聡一宇宙飛行士が行ったビスフォ

すね︒

そうですね︒

向井 はい︒アメリカとの共同研

る細胞は実際︑ストレスに非常に

とがありますが︑毛髪の根元にあ

す︒それらは体を守っている場合

はさまざまな細菌が存在していま

骨粗しょう症や
結石の予防に生かす

究で︑ 例のデータを集めること

向井 骨粗しょう症や結石のリス

士が行って︑それを使うことにな

に着いているので︑古川宇宙飛行

地上では無害な細菌が
宇宙では有害に

蓄積します︒そうした履歴を毛髪

までとは違った長期滞在の報告を

とれたかなどを︑自身で診断する

スフォネートによる骨量減少予防

向井 ストレスで毛髪が抜けるこ

で調べるわけです︒

してくれることを期待しています︒

ことができるのです︒

対策の実験は︑古川宇宙飛行士も

を飲むことになると思います︒

︱︱ 古川宇宙飛行士が行う医学

︱︱ その支援システムはすでに

行いますか︒

︱︱ 研究の成果は地上でも使え

の研究にはどのようなものがあり

打ち上げてあるのですか︒

使うのがベストです︒

ますか︒

向井 もう﹁きぼう﹂日本実験棟

りますし︑電子聴診器で自分の心

宇宙飛行士
特任参与

音を入れることもできます︒もち

MUKAI Chiaki

は う ま いの で は な い か と 思 い ま

向井千秋

にいますから︑やはりリスク管理

24

向井 まず︑心電計を 時間付け
て計測する自律神経活動に関する
研究があります︒人間の体には
時間のリズム以外にもいくつもの
リズムがあります︒そうしたリズ
ムが宇宙環境でどのように変化す
るかを調べようとしています︒今
までは︑得られたデータを軌道上
で分析できなかったのですが︑古
川宇宙飛行士が自分で分析できる
﹁宇宙医学実験支援システム﹂︵左

ったかというと︑将来火星へ行くこ

ります︒なぜこのようなものを作

飛行士も参加していますので︑も

になっています︒アメリカの宇宙

の遺伝子を調べて︑微小重力や宇

敏感なのです︒そこで︑この細胞

症させたり︑細菌が毒素を出して

もありますが︑日和見感染症を発

宇 宙 環 境でのふるまいを 調べま

皮膚に悪影響を与えることもあり
を調べようと考えています︒それ

消毒してしまえばいいというもの

す︒皮膚についている細菌を全部

ます︒そこで︑そのような細菌の
から毛髪は１カ月に約１㎝ 伸びる

宙放射線によるストレスにその細
ているビスフォスフォネートが予

ので︑ちょうどテープレコーダー

胞がどのように反応しているのか
防的に効いたかどうかを調べてい

う５ 〜６例集まっているはずで
えているからです︒宇宙飛行士が

ますが︑日本側ではさらに骨が溶

す︒骨粗しょう症の治療に使われ
自分の体調や睡眠状態をそこで分

も診断できるシステムが必要と考

析でき︑何か問題があるときには

とを考えた場合︑医者がいなくて

10

24

12

音声
ガイダンス

Ｓ︶には︑すでにいろいろなカビ

は０・２〜０・３Gで重力を感じる

士にはＩＳＳに滞在しているとき

ではなく︑それらがいた方がいい場

ようになります︒すると︑月面の

と同じ影響が出るかもしれない︒

地球でも︑
他の星でも
役立つ宇宙医学を目指す
︱︱ 今までのお話をうかがって

火星の重力はこれを少し上回るの

重力はそれ以下なので︑宇宙飛行
いると︑単にＩＳＳの長期滞在だ

で︑地上と同じような現象が生ま

向井 パネルの後ろなど湿気のあ
る場所にはカビがずいぶん生えて

けではなく将来人類が火星に行く

が存在しているわけですね︒

いるんです︒﹁きぼう﹂はまだ新し

ことも視野に入れた研究をされて

合もあります︒皮膚の細菌の状態

で︑
そういうものを含めて調べます︒

の カ ビ な ど の 力 関 係 で 決 ま るの
いですが︑すでに 年近くたつモ

は自分の持っている抵抗力と外部

︱︱国際宇宙ステーション︵ＩＳ
とは宇宙飛行士やその国の品物か

ジュールもありますから︒もとも

いるように思えますが︒

では︑日本もアメリカやロシアと

生理学とか重力生物学という分野

れるかもしれない︒こうした重力

医学﹂と考えられがちですが︑私

向井 ＮＡＳＡにしてもＥＳＡに

すると︑仕事のシフトや睡眠時間

たちは﹁社会に役立つ宇宙医学﹂

しても︑すでにＩＳＳを 年以上

幅することのできるＰＣＲ︵ポリ

も 時間に合わせなくてはいけな

ら持ちこまれたものなので︑菌叢

歯や目などの状況を、
地上から健康診断

メラーゼ連鎖反応︶装置の小型の

にも国籍があって︑モジュールご

USBカメラ
睡眠時の脳波計測を目
的としている。一般人も
取り扱いが容易で、本人
による軌道上でのデータ
確認が可能

わずかな遺伝子があればそれを増

析できるようにしたい︒そこで︑

いますので︑なるべく軌道上で分

ちは将来火星へ行くことを考えて

の医学の診断と同じように︑私た

向井 遺伝子で調べます︒さっき

︱︱どうやって調べるのですか︒

とに違うのではないでしょうか︒

り少し長くて約 時間です︒そう

例えば火星の１日は地球の１日よ

向に少しずつ変わってきています︒

星に行く研究を進めようという方

て︑ＩＳＳをテストベッドにして火

ＳＳは火星の疑似環境になってい

ことが目標になっているんです︒I

運用してきて︑今では火星に行く

と︑﹁宇宙に行く特殊な人のための

向井 そうです︒宇宙医学という

ているわけですね︒

も︑一方では地上での応用も考え

︱︱ 火星まで視野に入れながら

白い分野だと思います︒

ができます︒とても重要だし︑面

同じスタートラインに立って研究

10

菌の毒性が上がったという論文が

があります︒数年前︑サルモネラ

の性質が変わりやすくなる可能性

射線の影響もありますので︑細菌

早くなるようです︒さらに宇宙放

下では細胞が増殖するスピードが

向井 あると思います︒微小重力

まうことはあるのでしょうか︒

環境では有害なものに変化してし

︱︱ 普段は無害な細菌が︑宇宙

サンプルをこれで調べます︒

の皮膚や鼻の粘膜などからとった

たかを知ることができます︒ヒト

が死んでしまっていても︑何がい

ました︒ＰＣＲ法を使うと︑細菌

ものを宇宙に持っていくことにし

置をドイツがもちこんで︑実験を

は︑遠心力で重力を変えられる装

Ｉ Ｍ Ｌ ︱２ と い う ミ ッ シ ョ ン で

向井 私が最初に飛んだときの

たな展開が期待できそうですね︒

力が生物に与える影響の研究も新

︱︱ 月面や火星を考えると︑重

研究は全然違ってきてしまいます︒

とももっと遠くに置くかによって︑

す︒目標をＩＳＳに置くのか︑それ

にＩＳＳを使おうとしているんで

えた方がいいのか︒そういった研究

か︑朝は青色にするなど波長を変

く 途 中の照 明は白 色 光にするの

まっています︒それから︑火星に行

いのではないか︒そういう検討が始

ても楽しみです︒

んなレポートをしてくるのか︑と

る古川宇宙飛行士が医者としてど

けでなく︑その意味が分かってい

向井 実験を手順書通りに行うだ

すね︒

期滞在はそういう意味でも重要で

︱︱ 今回の古川宇宙飛行士の長

ても役立ちます︒

医学の研究は︑地上の医学にもと

法も分かってくるはずです︒宇宙

究すれば︑地上の患者さんの対処

程や︑それが治っていく過程を研

なっているわけです︒そうなる過

して帰ってくると︑病人のように

行士が宇宙の微小重力環境で過ご

を目指しています︒健康な宇宙飛

25

行いました︒それによると︑生物

25
NASAから出ています︒

13
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解析・分析
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簡易脳波計
若田、
野口宇宙飛行士も
行った自律神経活動リ
ズム実験用機材。今回、
軌道上での解析機能を
付加
自律神経活動リズム実
験サポート機器
（酸素飽
和度）
として使用

画像
データ
データ
入力
読み込み
音・音声情報

ホルター心電計

自律神経活動リズム実
験のサポート機器
（心臓
音、腸音）として使用。地
上との 音 声 会 話 機 能、
bluetoothを用いた電送
機能の検証を行う

血中酸素飽和度測定機
器
（パルスオキシメータ）
電子聴診器

「宇宙医学実験支援システ
ム」は、軌道上でさまざまな
医学機器から取得した医学
実験データを一元管理し、
その解析情報を、軌道上と
地上とでモニタできる。宇
宙飛行士が自身のデータを
記録・参照できるカルテとし
ても機能するため、将来の
火星探査では、日々の健康
状態のモニタと体調管理に
役立てることも視野に入れ
ている
「宇宙医学実験
支援システム」
を構成する
電子聴診器の
機能を確認する
古川宇宙飛行士

尾西食品

誰もが名前を知っているような有名企業や大企業だけが︑
宇宙の仕事に関わっているわけではありません︒
あなたの町にもあるような一見ごく普通の町工場や中小企業も︑
独自の技術やノウハウで日本の宇宙開発を支えてくれています︒
今回は国際宇宙ステーションに送られる
宇宙食を供給する企業を訪ねました︒

株式会社︵東京都港区︶

は特別な銘柄が採用されました︒

地元の宮城県古川農業試験場で開

発され︑２００４年に品種登録さ

れたという﹁たきたて﹂という銘

﹁うまみと粘りが強く︑冷めて

柄です︒

もおいしい︑低アミロース米とい

うジャンルのお米です︒そのまま

食べるには粘りが強すぎるため一

般にはあまり売られていません

が︑外食産業やお弁当・おにぎり

にブレンドされているので︑みな

思います﹂︵同試験場作物育種部・

さんもどこかで口にされていると

永野邦明部長︶

実はこの古川農業試験場︑﹁ササ

社ほか２社で保存期限５年ごと

ニシキ﹂や﹁ひとめぼれ﹂を世に

の更新需要を支えているそうで

も︑
﹁被災地に最も近い非常食工

す︒そして今回の東日本大震災で

登山家や海外旅行に行かれる方ぐ
というのは同社開発部リーダー

らいでしょう﹂
の伊藤秀朗さん︒お湯や水を加え

て供給してきた保存食の専門企業

﹂を︑戦時中から軍糧食とし
２︶

インが３ 本︑フル稼働を続けて

ーンほどの連続蒸気炊飯乾燥ラ

幅２ｍ と︑ちょうどプールの１レ

おり︑それらは付与された試験番

の新品種候補がここで育てられて

メの育種センターです︒今も多く

国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン︵ Ｉ Ｓ

送り出してきた日本を代表するコ

ょうか？ ﹁宇宙日本食︵ ※１︶
﹂

で︑戦後は登山や海外旅行向けな

Ｓ︶向けの﹁ごはん﹂を作っている

場﹂︵伊藤さん︶
として︑
長さ ｍ ×

に名を連ねるのは多くが日本を代

て戻す乾燥米飯﹁アルファ米︵ ※

表する大手食品企業ですが︑この

います︒

﹁ たきたて ﹂も︑以前は﹁ 東北

号で呼ばれます︒ここを巣立った
どニッチな市場でビジネスを続け

災でした︒それまで非常食の定番

１９９５年１月の阪神・淡路大震

といいます︒

ハードルはそれほどでもなかった

で︑宇宙向けといっても技術的な

そもそもが保存食メーカーなの

ッとしています﹂︵伊藤さん︶

んからも高い評価をいただけてホ

田さんや他の宇宙飛行士のみなさ

に︑﹃たきたて﹄を選びました︒若

く︑さまざまな銘柄米を試した末

﹁地元だから選んだわけではな

てきました︒

だった乾パンが﹃固くてパサパサ

﹁こだわったのはおいしさで

＊

﹁当社のことをご存知なのは︑

で食べられない﹄と避難所で不評

す︒創業者の尾西敏保は潜水艦乗

古川で生まれ宇宙に届けられた

１７２号﹂と呼ばれていました︒

で︑以降︑備蓄用非常食をアルフ

りで︑味が士気に影響することを

﹁風向きが大きく変わったのは

ァ米に切り替える自治体が増えた

実感していました︒宇宙食はいっ

選ばれた特別な銘柄

会社︑
社員 名あまりの中小企業︒

尾西食品という会社をご存じでし

ニッチな市場で存在感

「被災地優先のため今夏の宇宙食の納品ができなくな
っていますが、
快くご了解いただきました」
（開発部チーフ
リーダー 伊藤秀朗さん）

16
のです﹂

自治体や民間企業の防災担当者︑

70

※2 アルファ米
コメを炊くとデンプンはアルファ化
（糊化）
する。
その状態ではじめて人間はデンプンを消化でき
る。炊飯直後に急速乾燥した
「アルファ米」
は、
含
有水分量が低いため長期保存が可能で、
水で戻
せば調理不要で食べられる。軽量であることもメ
リットとなり植村直己や野口健らも愛用。宇宙日
本食
（写真上）
では、
市販品
（写真下）
で使われてい
る脱酸素剤の代わりにガスバリア性の高いフィル
ムと真空パッケージを用いている

11

宮城県古川市︵当時︒現・大崎市︶

そこでも︑いつものおいしさを提

てみれば究極の非日常食ですが︑

った古川聡宇宙飛行士もじっくり

﹁東北の粘り﹂を︑長期滞在に入

と味わってくれることでしょう︒

の専用工場がフル操業でそれに応え

試食と検討を重ね︑宇宙向けに

供したかった﹂︵伊藤さん︶
万食
︵ 同社推定 ︶が備蓄さ れ︑同

ました︒現在では全国に８５００

震災直前の 年 月に竣工した
94

第

3回

©JAXA/NASA
※1 宇宙日本食
ISS滞在宇宙飛行士に提供する宇宙食として
JAXAが認証制度を整備。和食に限定せず、
日本
の家庭料理からメニューを選定、
ラーメンやサバの
味噌煮、
ようかんなど、11社28品目が認証された

14

「はやぶさ」
カプセル展示を
見る人々の列

ミニ講演会

ISTSとは

べく、主として児童・生徒に向けた講座を開いてきま
した。通常は会期中に手分けして会場の地元の学校を

６月５日から12日にかけて、第28回宇宙技術およ

回って特別授業を行うのですが、今回は宜野湾市にと

び科学の国際シンポジウム（ISTS）が沖縄県宜野湾

どまらず沖縄県の協力を取り付けることができました

市の沖縄コンベンションセンターで開催されました。

ので、希望のあった学校を手分けして回る「宇宙一日

会場となった宜野湾市は沖縄本島のやや南、那覇から

出前授業」を昨年から行ってきました。私自身も10

十数㎞北上したところにあり、移設問題に揺れる普天

月に沖縄本島の４校、12月には宮古島の３校を訪問

間飛行場を擁しています。

しました。特に宮古島では１日のうちに３校で話をす

このシンポジウムは、狭い専門分野でなく宇宙全般
を広く扱う国際会議としては屈指の規模を誇ります。
第１回のISTSが開催されたのが1959年で、その後
おおむね２年に一度のペースで開催されてきました。
前回は2009年に筑波で行われ、次回は13年に名古
屋で行われる予定となっています。

るというタイトなスケジュールとなりましたが、島の
子どもたちのキラキラした瞳に心が洗われました。

「はやぶさ」
カプセル展示やイベントも開催
会期中にシンポジウム会場に隣接する展示棟で並行
して行われた国際宇宙展示会と「こどもサイエンスフ

特に学会参加経験の浅い若手研究者にとっては、英

ェスタ沖縄」では、ちょうど１年前に地球帰還を果た

語で自分の研究内容を紹介する貴重な機会となってい

した「はやぶさ」カプセルの実物展示や宇宙関連団体

ます。それにしても、ペンシルロケットの公開試射実

のブースのほか、子ども向けの各種の工作体験や、科

験に始まる日本の宇宙開発の開始が1955年ですから、

学ライブショー、JAXAの職員による宇宙ミニ講演な

国内でこのような国際学会がこのような長期にわたっ

どが行われました。

て継続的に開催されているのは素晴らしいことです。

震災の影響なく成功裏に開催

今回は「はやぶさ」のカプセルが会場に来たことも
あって、個別の学校を回るのではなく、平日に小中学
校からバスを仕立てて会場に来ていただき、ステージ

研究者向けのシンポジウムは６月６日から10日に

で行われたミニ講演などを聞いてもらうことになりま

かけての５日間が主たる会期で、10もの会場に分か

した。平日の５日間だけでも25校から総勢3,000名

れて150以上の分科会が開催され、世界各地からお

近い数の小中学生が来ましたので、展示会場はずっと

よそ1,000名もの宇宙関係者が参加しました。宇宙工

賑わいが続きました。私もミニ講演を４回と科学ライ

学や太陽系探査、宇宙医学などの広い分野を含んでお

ブショーのゲスト登壇をこなし、
「はやぶさ」のことや

り、参加者の中には向井千秋、山崎直子両宇宙飛行士

宇宙のことについてお話しました。同じ会場で工作教

の姿も見えました。セッションには宇宙教育関連のも

室などが行われていて、風船をもって走り回る子ども

のもあり、私たちも「月探査情報ステーション」につ

たちもいましたので、聴衆の集中を維持するのは大変

いての発表を行いました。

なことでしたが、内容を少しずつ修正することで対応

３月11日の東日本大震災と、それに伴う福島第一

しました。

原発の事故の影響で、国内で開催を予定していた多く

メインに位置付けられていた「はやぶさ」カプセル

の国際会議が中止されるなか、例年を上回る数の発表

展示は、今回は会期が長く、平日の展示が続いたこと

があり盛会となったことは、日本の復興の兆しを国際

もあり、基本的には待ち時間もなくゆったりとご覧い

的にも示す貴重な機会となりました。

ただくことができましたが、それでも初日に行われた

１年前からプレイベントを実施
JAXAでは、宇宙に関する研究者・技術者が一堂に
会するこの機会を利用して地域の学校教育を活性化す
15

JAXAのブースでは
「はやぶさ」2分の1模型のほか、
今年度打ち上げ予定の第一期水循環変動
「GCOM-W1」
などの展示が行われた
観測衛星

山崎直子宇宙飛行士の講演会の後では、入口に長い行
列ができました。沖縄県内ではこの種のイベントで
1,000名近い人が集まることは稀だそうで、宇宙に対
する関心が高まっていることを感じました。

阪本成一
SAKAMOTO Seiichi
宇宙科学研究所教授/宇宙科学広
報・普及主幹。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「はやぶさ」のカプセ
ル回収時に使用された防護ヘルメ
ットを着用した筆者

◎大船渡市

大船渡市役所

大船渡市
岩手県沿岸広域振興局

中尾 ３月 日から 日にかけ︑
13

中尾 ﹁きずな﹂という貼り紙は

していましたが︑ほとんどの方は︑

衛星経由であることは気づかなか

ったのではないでしょうか︒衛星通

信なので少々のタイムラグがある

ことを心配していたのですが︑イン

は問題にならなかったようです︒

ターネットの利用ではタイムラグ

堀内 撤収の際に︑被災者の方々

から﹁ずっと置いてほしい﹂とい

で筑波を出発し︑夕方に岩手県庁

だ４トントラック１台とバス１台

中尾 私たちが持ちこんだハイビ

うに利用されたのでしょう︒

︱︱ 現地で﹁ きずな ﹂はどのよ

配置しました︒

情報にシフトしていきました︒

古車情報や住宅情報といった生活

をしたり︑時間が経ってからは中

に思います︒避難情報や安否確認

ット利用の需要が大きかったよう

せんでした︒むしろ︑インターネ

ので︑電話の需要はあまりありま

電話回線は比較的早くに復旧した

で︑衛星を意識せずにインターネ

インターネットに対応した機器

るパソコンやｉＰｈｏｎｅ などの

中尾 皆さんが︑普段使われてい

今後の技術的な課題や目標
̶̶
はありますか︒

たんだなという実感がわきました︒

ＩＰ電話も持っていきましたが︑ う声をいただき︑必要とされてい

に到着しました︒災害対策本部は

ジョンテレビ会議システムで︑岩

日には︑盛岡︱釜石間の通信回

災害対策本部と現地対策本部による
テレビ電話会議の様子

開けた場所が必要だったため 階

屋上にＵＳＡＴアンテナを設置︒

超高速インターネット衛星
「きずな」
（WINDS）

４階でしたが︑アンテナは南側に

日に岩手県から︑岩手県庁の

ンターへ戻りました︒

がりにくく︑いったん筑波宇宙セ

ましたが︑地震直後で電話もつな

境の需要がないか各方面に打診し

直前で震災が発生︒すぐに通信環

だトラックが︑新潟港に到着する

ナや受信機などの装置一式を積ん

訓練を予定していました︒アンテ

新潟県で﹁きずな﹂を使った防災

12

ある出先機関をつなぎたいという

は︑大船渡市役所にもシステムを

線がつながりました︒また 日に

ちが行ったころには電気も回復

であるために被害も少なく︑私た

岩手県庁のある盛岡市は内陸

しました︒釜石市ではパソコンを

うために︑無線ＬＡＮ環境を提供

時に一般の方々にも利用してもら

も参加できるようにしました︒同

連絡調整会議に︑釜石市の関係者

ぎ︑県庁でほぼ毎日行われていた

の展望室に設置することになり︑ 手県庁と釜石市の出先機関をつな

︱︱ 利用する方は︑衛星通信と

といったこともありました︒

銀行から発注先に振り込みを行う

たね︒企業の方がインターネット

を確認するために利用していまし

の日作業に向かう現場の地図など

された保健所や消防署の方が︑そ

堀内 その他︑各自治体から派遣

ほぼ終了し︑今後はいろいろな

なるでしょう︒当初の技術開発は

から見て使いやすい端末が必要に

載バッテリーでも動く︑ユーザー

ず︑消費電力が少なく︑小型で車

感じました︒設置に１日もかから

ットに接続できる環境が大切だと

装置を運び上げました︒

していました︒県庁に２名の担当

設置し︑市民の方々に使ってもら

JAXAでは東日本大震災の被災地での取り組みとして︑超高速インターネット衛星﹁きずな﹂
︵WINDS︶と
技術試験衛星Ⅷ型﹁きく８号﹂を利用した︑ブロードバンド環境の構築やインターネット回線の提供を行いました︒
今後の通信衛星開発への課題も見えてきた今回の取り組みについて︑現地で作業に当たった担当者に話を聞きました︒

第2回

をこれから作ろうとしています︒

っているので︑そのための枠組み

人々に使ってもらう実用段階に入

者を残し︑３ 名で釜石市へ︒釜

いました︒

意識されていましたか︒

石 市 で は１ 階 の 局 長 室 に テ レ ビ

17

会議システムを置き︑４階建ての

15

要望があり︑ 日朝に装置を積ん

庁舎内の災害対策本部と釜石市に

宇宙と地上のネットワークをつなぎ、
衛星を
使った超高速・大容量の通信技術を実現す
るための技術開発・実証を行っている。一般
家庭では、
最大155Mbpsの受信及び6Mbps
の送信を、
また企業等では最大1.2Gbpsの
超高速双方向通信の達成を目的としている

24

19

15

東日本大震災へのJAXAの取り組み

インターネットによる
安否情報確認・発信
ノートPC

筑波宇宙センター
「きく8号」の支援
・大船渡市役所
（防災対策本部）
における
各種情報収集
・大船渡市役所へのIP電話の提供
・大槌町の避難所の方へ
インターネット回線提供

大容量通信でテレビ会議から
生活情報収集まで、幅広く利用
超高速インターネット衛星「きずな」
釜石市
岩手県沿岸広域振興局
◎釜石市

岩手県庁
県災害対策本部

大槌町
中央公民館
◎盛岡市
ハイビジョン
テレビ会議
IP電話

宇宙利用ミッション本部
衛星利用推進センター
中尾正博ミッションマネージャ（左）
堀内貴史開発員
（右）
インターネット
「きずな」の支援
・岩手県庁と釜石市を結び
ハイビジョンテレビ会議による情報共有
・IP電話による情報共有
・安否情報発信

◎大槌町
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技術試験衛星Ⅷ型
「きく８号」

いたのですが︑震災発生直後から

ＸＡの実証実験は昨年で終了して

髙畑 ﹁きく８号﹂を使ったＪ Ａ
支援に来た他自治体の方や警察の

た︒避難している方だけでなく︑ アップしてくれたので︑とても助

っている中央公民館に設置しまし

かりました︒

ンターのスタッフが強力にバック

が︑将来の衛星利用に求められる

ネットに直接アクセスできること

くらいのシンプルさや︑インター

髙畑 地上通信端末はJAXAの

のではないかと︑今回の経験を通

境を構築しました︒特徴的だなと

じて感じました︒

感 じ た の は 避 難 し て い る 方 が︑ 担当者が操作しましたが︑一般の

︱︱ 今回の支援を通して感じた

どの準備を行っていました︒
﹁き

課題は︒

ずな﹂の実証実験でつながりのあ

で津波の状況を閲覧し
YouTube
ていたことです︒被災地では震災

方にも︑情報収集のために自由に

ったＮＰＯを通じて︑岩手県大船

以降の情報が途絶えているので︑ ン１つで衛星を捕まえて︑通信で

インターネットを使ってもらう環

渡市役所で要望があるという情報

周囲がどんな状況になったのかが

かと︑地上通信端末の動作確認な

を入手し︑また︑文部科学省から

きるような簡易なシステムが必要

をもっと小型化し︑たとえばボタ

人々に使ってもらうためには端末

正式な要請があったため３月 日

分からない︒だから︑ YouTube でしょう︒携帯電話に組み込める
で自分たちのいる大槌町や近隣の

有効性が実証されたことにもなり

所では、野口宇宙飛行士が子どもたちに宇宙での暮ら

しをDVDで解説しました。若田宇宙飛行士は「努力

つかを考えながら過ごしてほしい」
、野口宇宙飛行士

は「日ごと月ごとに確実に復興していくと信じてくだ

さい」とエールを送りました。また６月11日、郡山

市の避難所などを訪問した山崎直子宇宙飛行士は、

川さんも宇宙に行くまで10年以上かかった。いつ宇

宇宙での活動をビデオで紹介しながら交流。
「私も古

に大船渡市役所に回線を提供する

ますね︒

の実験などをスクリーンで紹介。宮城県名取市の避難

若田︑
野口︑
山崎宇宙飛行士
被災地の子どもたちへエール

気になられますよう願っています」と励ましました。

形で支援を開始しました︒

帯電話による音声通信のみでし

髙畑 ﹁きく 号﹂がこれまでに

と信じていた。みなさんも一日一日を大切にして、元

被災状況を見て︑
﹁ああ︑こんな

た︒私たちは﹁きく８号﹂の通信

実施してきた防災訓練での実証実

が、一日一日の積み重ねがいつか、どこかでつながる

︱︱ 大船渡市役所の状況はどの

端末︑外部アンテナ︑ＰＣ︑ＩＰ

験の成果が出たと思います︒大船
ちを前に、若田宇宙飛行士が国際宇宙ステーションで

︱︱ 災害時における通信衛星の

電話などを持ちこんで︑筑波宇宙

渡市役所の方からは﹁JAXAの

も含め皆別の仕事をしていたので

れました。大船渡中学校では、約250人の子どもた

状態だったんだ﹂と知ったんです︒

センターとの回線を接続してイン

すが︑今回の支援のためにミッシ

一宇宙飛行士、野口聡一宇宙飛行士が、５月

ようでしたか︒

ターネットが利用できる環境を構

支援は︑地上インフラが崩壊して

３日に装置を持ちこみ︑その翌日

ョンメンバーと協力企業の方々が

14日、岩手県や宮城県、福島県の避難所や学校を訪

髙畑 外部との連絡手段が衛星携

築し︑外部への連絡と情報収集が

った﹂というコメントをいただき

できるようにしました︒
﹁きずな﹂ いる中︑非常にありがたく︑助か
のような高速回線ではありません

ました︒

髙畑 ミッション期間が終了して

ましたか︒

︱︱ どのような支援体制をとり

が︑端末は小型なのでどこにでも
持っていけます︒
４月２日に岩手県から︑釜石市
の北にある大槌町に回線提供して

に回線を提供しました︒大槌町は

欲しいという要請があった時も︑ １年半ほど経過しているので︑私

非常に被害が大きい地区で︑町役

再集結しました︒ロジスティック

17

日本大震災の被災者を激励するために、若田光

東

8

場も津波の被害を受けており︑役

すれば、どんなことでも実現できる。どんな目標を持

24

場機能が移設され︑避難所にもな ︵運輸︶面では︑衛星利用推進セ

宙に行けるのか、と不安な気持ちで訓練に励んでいた

﹁きく８号﹂を被災地で使えない

上／避難所に設置された可搬型通信実験用端末
下／大槌町中央公民館2階ホールにPCを設置

コンパクトな端末で、
スピーディーに衛星回線を提供
技術試験衛星Ⅷ型「きく８号」

宇宙利用ミッション本部
利用推進プログラム・
システムズエンジニアリング室
髙畑博樹技術領域リーダ

携帯型端末での移動体通信技
術や将来の測位衛星技術の開
発・習得を目的に、
山間部や海
上などの地上通信網が無い場
所でも通信ができること、
災害
発生時でも安定した通信サー
ビスを提供できることを目標に
している

５月 日︑米国アラバマ州ハンツ
ビルにて開催された第 回国際宇
宙開発会議において︑﹁はやぶさ﹂
プロジェクトチームが︑米国宇宙
協会から︑日本初となる﹁フォン・
ブラウン賞﹂を受賞しました︒受
賞理由は︑﹁初の太陽周回天体表面
へのイオンエンジンによる往復航
行︑および小惑星の試料を採取し
ての地球帰還﹂に成功したことで
す︒川口淳一郎プロジェクトマネ
ージャーは
﹁わが国の宇宙開発︑
太
陽系探査が米国︑世界に認められ
た証拠︒今︑日本は︑未曾有の大震
災に見舞われ︑なお多くの方々が
苦難を強いられています︒今回︑
フォン・ブラウン賞を受賞したこ
と︑それは︑宇宙という狭い世界
だけのことではなく︑世界が認め
た日本の実力を ︑日本人である
我々が発揮し︑自信をもって更な
る高いレベルの復興をめざして︑
勇気をもって取り組め︑と示唆し
ているものと思います﹂と述べま
した︒
20

INFORMATION 1

「

はやぶさ」プロジェクトチーム
フォン・ブラウン賞を受賞

30

INFORMATION 2

「

はやぶさ」
ギネスに認定

INFORMATION 4

宇宙ステーション補給機
﹁
︶
こ
うのとり ﹂︵HTVに
電波功績賞 総務大臣賞

６月10日、
電波産業会による第22回
電波功績賞表彰式において、
「こうの
とり」が
「HTV近傍接近システム通
信技術の開発」
により
「電波功績賞
総務大臣賞」
を受賞しました。今回
の受賞は、
「こうのとり」
において、
デ
ータ中継衛星を経由する長距離通
信とランデブー制御の超近距離通
信を行うための近傍接近通信システ
ムを開発し、その技術が米国航空
宇宙局
（NASA）にも採用されるな
ど、
電波を有効に利用した宇宙通信
システムの実用化に大きく貢献した
ことが評価されたものです。開発に
深く携わった三菱電機
（株）
も共に
受賞しました。

INFORMATION 3

「きぼう」
からの小型衛星放出実証ミッション

3つの小型衛星を選定

JAXAでは︑
2012年にISS
の﹁きぼう﹂
日本実験棟からの小型
衛星放出実験を予定しています︒
放出する衛星は縦横各 ㎝ ︑高さ
㎝ 以下︒衛星搭載ケースに入れ
て︑
宇宙ステーション補給機﹁こ
うのとり﹂
に搭載して打ち上げら
れ︑﹁きぼう﹂
のロボットアームで
軌道投入されます︒有人運用の特
性を生かした﹁きぼう﹂
利用の拡
大を図るとともに︑
小型衛星ユー
ザーに対して多様な打ち上げ機会
を提供することを目的としていま
す︒公募の結果︑
和歌山大学︑
福岡
工業大学︑
明星電気株式会社が選
ばれました︒今後はさらに詳細な
技術調整を行い︑
来年の打ち上げ
を目指します︒

「はやぶさ」
のギネス認定証

小惑星探査機「はやぶさ」
が、
「世界で
初めて小惑星から物質を持ち帰った
探査機」
としてギネス世界記録に認
定されました。
６月13日で地球帰還
１周年。引き続き多くの皆様に応援
していただきありがとうございます。
川口淳一郎プロジェクトマネージャ
ーは、
「ギネス認定はやぶさの成果を
国民の皆様に広く認知いただくきっ
かけとなると思うので、
非常にうれし
い。日本の若者や子どもたちが、
自分
たちも頑張れるんだと思えるような
良い刺激になることを期待します」
と述べました。

左から、
上杉邦憲氏
John Strickland氏
JAXAの上森規光
川口淳一郎
John Mankins氏
（NSS）
松尾弘毅氏

30
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国際宇宙ステーション
飛行方向
「きぼう」
エアロック
「きぼう」
ロボットアーム

放出機構
小型衛星

森田総 務大臣政務官から
表彰状を受け取る宇宙ステー
ション回収機研究開発室の
鈴木裕介室長
（中央）
と、
三菱
電機㈱の小西善彦氏
（右）
提供：電波産業会
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INFORMATION 5

低ソニックブーム設計概念実証プロジェクト
「

第１フェーズ試験 D‐SEND#1」実施

放球の準備

ソニックブ
飛行時間を大幅に短縮し、経済的 レンジ実験場において、
で環境に優しい次世代超音速旅 ームを計測する第１フェーズ試験
客機の開発においては、環境への 「D−SEND#1」を実施しました。
影響を低減することが大きな課題 2種類の軸対称形状（※2）
の供試体
となっています。JAXAでは静粛 を気球から落下させ、超音速で発
超音速機技術の研究の一環として、 生するソニックブームを空中と地上
（※1）
ソニックブーム
低減効果の検 で計測。低ブーム軸対称形状によ
証と、
試験により取得したデータに るソニックブ―ムを半減させる技術
よるソニックブームに関する国際的 実証に成功しました。2013年には
「D−SEND#2」を予
な環境基準策定への貢献を目的と 2回目の試験
今後とも静粛超音速機
して、
２つのフェーズからなる低ソニ 定しており、
ックブーム設計概念実証プロジェ 技術の研究に貢献していきます。
クト
（D - SENDプロジェクト）を進
※１ 航空機が超音速で飛行する際に
めています。４月19日から５月16日 発生する爆音のこと
にかけ、
スウェーデン宇宙公社エス ※２ 円錐形や円筒形に代表される形状

上昇中の供試体

INFORMATION 6

６月 日から 日の期間中︑オー
ストリアのウイーンで国連宇宙空
間平和利用委員会
︵COPUOS︶
本委員会が開催されました︒
COPUOSは︑宇宙活動に関す
る研究支援や情報交換︑宇宙空間
の平和利用のための方策︑法律問
題の検討等を行っています︒今年
は常設委員会としての初会合から
周年に当たると同時に︑有人宇
宙飛行 周年にも当たることか
ら︑
６月 日にCOPUOS 周年
記念行事が開かれ︑これまでの宇
宙開発利用の成果や ︑持続的発
展のための宇宙開発利用の必要
性︑国際宇宙協力の重要性などを
盛り込んだ
﹁COPUOS 周年記
念会合宣言﹂が採択されました︒
ラウンドテーブルでは︑JAXA
の稲谷芳文教授が小惑星探査機
﹁はやぶさ﹂の地球帰還︑ISS計
画への日本の取り組みなどについて
プレゼンテーション︒翌２日にはウ
イーン市庁舎で各国から招かれた
宇宙飛行士で構成された宇宙飛行
士パネルが開催され︑JAXAの向
井千秋宇宙飛行士が出席し︑宇宙
活動の将来展望などのディスカッシ
ョンを行いました︒
また︑COPUOS
開催場所であるウィ
ーン国際センターの
ホールでは︑記念展
示も開催され︑各出
展国の宇宙活動に
関する展示を見に︑
多くの見学者が訪
れました︒

国連宇宙空間
平和利用委員会（COPUOS）
50周年記念会合開催

50

2

1 50

10

50

2011年7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／喜多充成
顧問
山根一眞
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INFORMATION 7

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

039

この夏︑
宇宙を身近に感じよう

上／JAXAは宇宙ステーション補給
機﹁こうのとり﹂
や﹁はやぶさ﹂
帰還カプ
セル模型などを展示 下／ウイーン市
庁舎で開催された宇宙飛行士パネル

宇宙航空研究開発機構機関誌 No.

50

JAXAでは、
宇宙航空開発の最前線
に触れていただくためのイベント
を７月から８月にかけて開催しま
す。事業所特別公開から小惑星探査
機「はやぶさ」
のカプセル展示まで、
楽しみながら学べる多彩な催しに、
ぜひご参加ください。
筑波宇宙センター 夏のダブル企画！
パネル展：
「だいち」
が見た地球のすがた
〜未来へ広がる
「だいち」
の成果〜
サマーラボ：
「子ども博士の夏休み」
〜宇宙的自由研究＆工作〜
筑波宇宙センターでは、
大人も子どもも楽しめ
る夏休み企画をご用意しています。子どもたち
には、自由研究や工作をJAXAスタッフが専
門知識を駆使してしっかりサポート。大人の
方には、
地球観測に大きな貢献を果たした陸
域観測技術衛星
「だいち」
の成果を、
鮮明な画
像とともにご紹介します。イベント開催場所で
ある
「プラネットキューブ」
の隣には、
人工衛星
の実物大型模型や体験コーナーがある展示
館
「スペースドーム」
もありますので、
併せてご
覧ください。

●開催場所：筑波宇宙センター「プラネットキューブ」
●開催期間：７月21日
（木）
〜31日
（日）
相模原キャンパス特別公開
普段は見ることのできない施設の公開や、
最新
の研究内容をわかりやすく紹介します。衛星や
ロケットの模型展示、
水ロケット大会など、
いろい
ろなイベントをご用意してお待ちしています。
●開催場所：相模原キャンパス
●開催期間：７月29日
（金）
〜30日
（土）
勝浦宇宙通信所施設一般公開
宇宙服試着体験など、
楽しいイベントをご用意し
ています
（計画停電等の都合により内容が変更
になる場合がございます）。
●開催場所：勝浦宇宙通信所
●開催期間：8月20日
（土）
小惑星探査機
「はやぶさ」
カプセル展示
７年の歳月を経て地球に帰還した
「はやぶさ」
のカプセル実機を展示。
●東金文化会館
（千葉県東金市）
7月15日
（金）
〜18日
（月）
（栃木県宇都宮市）
●わくわくグランディ科学ランド
7月21日
（木）
〜25日
（月）
●ゆめたろうプラザ
（愛知県知多郡武豊町）
8月4日
（木）
〜7日
（日）
●佐久市子ども未来館
（長野県佐久市）
8月19日
（金）
〜22
（月）

CLOSE UP

「

だいち」が初めてとらえた富士山
５月12日、
陸域観測技術衛星「だいち」
の運用が終了しました。

「だいち」
データが利用され、
また、
ブラジルの森林伐採監視など、
地

「だいち」
は、2006年１月24日に種子島宇宙センターから打ち上

球環境分野でも貢献してきました。これまでの運用にあたり、
ご協

げられ、
設計寿命３年、
目標寿命5年を超えての運用を通じ、
地球
観測に関し多くの成果をあげてきました。災害観測においては年
間約100件の大規模災害を撮像し、
国内外へ情報提供。東日本大
震災では400シーンの撮像を行い、
政府の情報集収に貢献しまし
た。その他、
国土地理院での２万５千分の１地形図の作成・更新に

力をいただいた関係各機関及び各位に深く感謝いたします。
「だいち」
が観測した美しい地球の姿は、
「だいち写真ギャラリー」
でご覧いただけます。日本の景観から世界遺産まで、
さまざまなテ
ーマでお楽しみください。
http://www.sapc.jaxa.jp/gallery/

心に残るこの一枚
富岡健治 JAXA技術参与（元ALOSプロジェクトマネージャ）
この画像は打ち上げ後約３週間目の2006年２月14日に取得さ
れた、
「だいち」
のパンクロマチック立体視センサ（PRISM）
の軌
道上初期チェックアウトデータ（初画像）
です。
「だいち」
の機能・
性能（衛星の時刻、
位置、
姿勢、
センサの地球指向軸、
光学特性、
高
速データのオンボード処理・伝送）
がすべて集約された画像とい
えます。何よりも、
開発スタッフの熱意が通じたのか雲ひとつな
い天候に恵まれ、
甲府盆地〜富士山頂まで一望できる高精細で
美しい、
開発時の苦労が吹き飛んだ感動的な１枚です。残念なが
ら「だいち」
は東日本大震災関連観測直後の本年５月に電力異常
で運用を終了しました。少し間が空きますが、
引き続き国土管理、
災害対策等を目的とした弟分になる「ALOS-2」
「
、ALOS-3」に
ミッションを引き継ぐ予定です。

広報部

〒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's」
配送サービスを開始しました。
ご自宅や
職場など、
ご指定の場所へJAXA'sを配送します。
本サービスご利用には、
配送に要する実費をご負
担いただくことになります。詳しくは下記ウェブサイ
トをご覧ください。
http://www.jaxas.jp/
●お問い合わせ先
財団法人日本宇宙フォーラム 広報・調査事業部
「JAXA's」
配送サービス窓口
TEL：03-5200-1301

JAXAウェブサイト http://www.jaxa.jp/
メールサービス http://www.jaxa.jp/pr/mail/
JAXA's配送サービス http://www.jaxas.jp/

