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日本初の測位衛星
みちびきが社会を変える
小惑星イトカワが
ふたたび科学誌 Science の表紙を飾る
Dr.古川の宇宙医学実験レポート
“３本の矢”パワーで宇宙を目指す
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実用化へ向け防災から農業まで
100テーマを超える実験開始

日本初の測位衛星
みちびき」が社会を変える

「

発生直後から、
必要な情報を必要な人に
リアルタイム防災ソリューションの構築
株式会社 ＮＴＴデータ

号の表紙は新しくISS 搭乗宇宙飛行士に認定
された油井、大西、金井宇宙飛行士です。２
年あまりの基礎訓練を終え、ずいぶん引き締ま
った顔つきになったと感じますが、いかがでしょ
うか。お互いの存在を ３本の矢 になぞらえて切磋琢磨する
３人に、宇宙を目指す熱い思いを語り合ってもらいました。巻
頭特集では、準天頂衛星初号機「みちびき」を利用した民間
企業の利用実証実験をご紹介。防災から農業まで、私たちの
暮らしをよりよく導く
「みちびき」の活躍にご期待ください。さて、
小惑星探査機「はやぶさ」の使命を、公開中の映画で詳しく
知った方もいらっしゃると思います。成果の 1 つ、持ち帰った
イトカワ微粒子の分析はどこまで進んでいるのでしょう。８月
26 日発行の科学誌『Science』に、６人の研
究者による論文が発表されました。詳し
い分析結果をそれぞれの研究者にイン
タビュー。太陽系起源の謎に迫りま
す。はや４カ月を経過した古川聡
R O D U C T I O N
宇宙飛行士の国際宇宙ステーシ
ョン滞在。今号では医師の経験
を生かして実施された宇宙医学
実験をレポートします。今月の地
球帰還までまだまだミッションは
続きます。皆様の応援、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

今

実用化へ向け防災から農業まで100テーマを超える実験開始

日本初の測位衛星
みちびきが
社会を変える

2010年9月に打ち上げられた準天頂衛星初号機「みちびき」の
利用実証実験が、2011年１月からスタートした。
将来の日本のインフラとして期待され、
実験には多くの企業や団体が参加している。
どのような実験が実施され、
どのような結果が出ているのか。
実用化に向けて進む利用実証実験の
最前線を取材した。

−

もに︑
成果はインターネット上
︵Ｑ

予定です﹂

ｚ ｖ ｉｓ ｉｏｎ ︶でも公開する

12

打ち上げから１年
﹁みちびき﹂の現状

11

なお︑ 年度からはアジア・オ

セアニア地域での共同実証実験な

２０１０年９月 日に打ち上げ

られてからおよそ１年︑これまで

ど海外での利用を推進する活動が

14

行われていく︒

ラートフラグの解除が行われた︒

22

数多くのニュースや記事に紹介さ

アラートフラグが付けられている

11

れたことで︑日本国内における準

信号を受信した機器は︑その信号

年６月 日と７月 日に︑﹁み

﹁
﹃みちびき﹄を使った実験は順

しつつある︒

が測位には利用できない状態にあ

ちびき﹂の信号に含まれていたア

調です﹂と語るのは︑衛星利用推

ると判断し︑測位計算から除外す

天頂衛星初号機﹁みちびき﹂の知

進センター準天頂衛星システム利

る︒つまり︑アラートフラグの解

名度は高くなり︑その役割も浸透

用推進チームの小暮聡ミッション

除により︑
﹁みちびき﹂の信号を

った︒

サブマネージャ︒﹁軌道投入後︑３

﹁今の段階では︑
﹃みちびき﹄に

カ月の初期機能確認期間を経て︑

りました︒﹃みちびき﹄の信号の技

対応したＧＰＳ受信機でなければ

一般の方でも利用できるようにな

術特性の評価を準天頂衛星システ

昨年 月から技術実証実験が始ま

ムの地上局で受信したデータを用

除によって︑市販のＧＰＳ受信機

せん︒しかしアラートフラグの解

でも﹃みちびき﹄対応が進んでい

﹃みちびき﹄の信号は利用できま

まな環境で評価するために︑﹃みち

くでしょう﹂︵小暮ミッションサブ

いて進めるとともに︑その効果を

びき﹄に対応した測量用受信機や

ビルの谷間や森の中などのさまざ

ロガーを配布しました︒全国の大

いよいよ﹁みちびき﹂は︑技術

マネージャ︶

て私たちの暮らしに役立てていく

学︑
測量関係会社︑
タクシー会社︑

かを検討する利用実証の段階に入

運送会社︑林野庁森林管理局︑林

によって着実にデータが集まって

ったと言える︒

実証段階から︑どのように利用し

います︒技術実証実験で得られた

務環境事務所など約 機関の協力

データはＪ ＡＸＡ内で評価を行

い︑参加研究機関と共有するとと
3
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作物にも、
人にも、
環境にも優しい
ＩＴ農業の実現を目指して
日立造船 株式会社
6

小惑星イトカワが
ふたたび科学誌
『Science』
の
表紙を飾る
中村智樹 東北大学大学院 理学研究科 准教授
圦本尚義 北海道大学大学院 理学研究院 教授
理工学研究科
海老原充 首都大学東京大学院
分子物質化学専攻 教授
大阪大学大学院
理学研究科
教授
𡈽山 明
野口高明 茨城大学 理学部 教授
長尾敬介 東京大学大学院 理学系研究科 教授
10

46億年目の邂逅
12

ISS長期滞在ミッション4カ月経過

Dr.古川の宇宙医学
実験レポート
14

３本の矢 パワーで
宇宙を目指す。
油井亀美也 大西卓哉 金井宣茂

宇宙飛行士

18

JAXA最前線
20

北極海の海氷面積
観測史上２位の小ささに
表紙：左から金井宣茂、
油井亀美也、
大西卓哉宇宙飛行士。現
在NASAジョンソン宇宙センターを拠点に、T-38ジェット練習
機での飛行訓練や語学訓練を行っている。10月には大西宇宙
飛行士が、
フロリダ州沖合の海底約20mに設置されている米
国海洋大気庁
（NOAA）
の
「アクエリアス」
と呼ばれる閉鎖施設
内で、NASAの極限環境ミッション運用訓練に参加した。
ISS画像出典：JAXA/NASA
宇宙飛行士画像：TAYAMA Tatsuyuki
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発生直後から︑必要な情報を必要な人に
リアルタイム防災ソリューションの構築
株式会社ＮＴＴデータ

文部科学省・宇宙利用促進調整事業

ＮＴＴデータは︑２００９年から

い構造で︑受信機の小型化が比較的

の受信機は既存のＧＰＳ受信機に近

るようになる︒さらに︑
﹁みちびき﹂

ば︑情報をリアルタイムで入手でき

き﹂の信号が受信できる範囲にいれ

ータが進めている実験では︑
﹁みちび

不通になってしまったが︑ＮＴＴデ

が出来ることが確認できた︒ 年

合わせることで︑効果的に避難誘導

末内に収められたコンテンツと組み

ではあったが︑小容量データでも端

るかが試された︒実験の結果︑屋内

れ︑それに従って出口まで到達でき

面に地下街の避難経路が３Ｄ表示さ

ニューが表示される︒実験では︑画

は日本全国に一斉送信されるため︑

られている︒﹁みちびき﹂からの信号

ても同様です﹂︵礒さん︶

ビットというデータ通信速度につい

る必要もあるでしょう︒毎秒２５０

ージとして適しているのかを確認す

地上の通信設備が
使用不能でも
﹁みちびき﹂
から情報を送信

の 一 環 と し て︑ア ジ ア 航 測 株 式 会
容易なため︑携帯電話やスマートフ

体的には︑﹁みちびき﹂が発信してい

ョンの構築の実験を行っている︒具

用したリアルタイム防災ソリューシ

使って︑広域同報小容量データを利

が重要だ︒

どのモバイル端末で利用できること

うには既に普及している携帯電話な

となるが︑一般に広く利用してもら

れば︑大きなデータの送受信も可能

いうメリットもある︒専用端末を作

Ｄ︑３Ｄのどちらが適しているのか︑

﹁地図の表示方法に関しては︑２

の検討課題も挙げられている︒

行われる︒

含む広域な場所で避難誘導の確認が

月に予定されている実験では屋外を

するのか︑といった問題があります︒

が変化した場合にはどのように対処

災害後に道路が寸断されるなど情報

実験は順調に進んでいるが︑今後

るＬ １ Ｓ
̶ ＡＩＦ 信号︵ ※︶を利用
したメッセージ送受信システムと︑
屋内でも位置情報などのメッセージ

情報の空白を埋める
ツールとして実用化を探る

できる防災システムを構築するため

を呼びかける緊急メッセージを受信
実験が行われた︒受信機が受信した

信機とスマートフォンを使った実証

ポルタで﹁みちびき﹂に対応した受
が︑果たしてこの回数が防災メッセ

ージを送信する仕様となっています

行うのか︑なぜ農業なのだろうか︒

なぜ﹁みちびき﹂を利用した実験を

うとするもの︒しかし︑日立造船が

させることで︑農業のＩＴ化に繋げよ

補強信号を利用して農機を自動走行

だ︒この実験の目的は︑﹁みちびき﹂の

﹂
精度走行システムの実証実験︵ ※︶

の実現に向けた準天頂衛星による高

日立造船が進めるのは︑
﹁ＩＴ農業

ど︑〝面〟で作業を行っています︒〝面〟

ナやヘリコプターで農薬を散布するな

﹁海外の大規模農業を見ると︑セス

が大きいと考えてのこと︒

業分野での実用化が最もインパクト

ル単位の制御が実現できるなら︑農

自動走行を考えた時︑センチメート

した理由は︑
﹁みちびき﹂を利用した

る︒農機の自動走行をテーマに選択

キンググループに参加し活動してい

事業推進委員会のＩＴ自動走行ワー

日立造船はＳＰＡＣの衛星測位補強

支援を行った︒こうした経緯から︑

一の場合に備え︑トラクターにはバン

チを持った人間が一緒に移動して万が

いっても︑安全のため緊急停止スイッ

ションを初めて実施した︒無人走行と

びき﹂による無人走行デモンストレー

学の自律走行農機を使用して﹁みち

けるテクニカルツアーでは︑北海道大

精度の高さも証明された︒また︑今

数㎝の範囲内に収まり︑﹁みちびき﹂の

も︑環境の変化による位置のずれは

われた︒同時に行われた定点観測で

ーを使用して︑直線や走行実験が行

ちびき﹂アンテナを設置したトラクタ

Ｓ波浪計などの実績を持っている︒

している電子基準点︑港湾局のＧＰ

水や農薬︑肥料も︑その作物に適し

業ができるようになります︒使用する

生じるが︑﹁みちびき﹂信号を併用する

だけを使った場合は１〜 ｍの誤差が

回の間隔で測位を行った︒通常ＧＰＳ

の低速走行で行い︑走行中は１秒に５

※測位補正情報︑ＧＰＳの健全性に関する情報などを
搭載したＧＰＳ補強信号

れ︑実証実験を続けていく︒

な災害にも対応することを視野に入

るべく︑地震・津波以外のさまざま

白を埋めるツール﹂として実用化す

を災害発生直後における﹁情報の空

ＮＴＴデータでは︑このシステム

できる︒

災メッセージを必要な人にだけ送信

置情報と照らし合わせることで︑防

先頭に地域情報を付加し受信者の位

を受信してしまうが︑メッセージの

必要のない地域でも同じメッセージ

地域による情報の振り分けも考え

社︑株式会社パスコ︑慶應義塾大学
ォンなどの端末に組み込みやすいと

KIMURA Munetaka

プロジ
Red Rescue
ェクト﹂を立ち上げ︑﹁みちびき﹂を
1

などと共同で﹁

木村宗貴
月 日には︑北海道の上富良野
の畑で実証実験が行われた︒実験に
立ち会った農業関係者からは︑昼夜
問わず作業できる点や正確な走行が
実現できる農機制御に関心が集ま
り︑１日も早く準天頂衛星システム
が利用できるようにして欲しいとい
う要望が出た︒
今後は︑
﹁みちびき﹂の信号が利用
できるアジア各国やオーストラリア
への展開も視野に入れている︒
﹁農機の自動走行技術が日本独自
の技術として確立すれば︑国内だけ
でなく海外に技術を輸出することも
可能になります﹂︵ 神崎さん︶
近い将来︑開墾から作付け︑収穫
までの農作業がすべて無人で行われ
ただ︑実際に農業に携わっている人々

るようになる日が来るかもしれない︒
からは︑自動化してしまうと農業と
という声も聞かれるとのこと︒すべて

してのやりがいがなくなってしまう︑

担が大きい作業だけにとどめるという

を自動化するのではなく︑人間の負
方法も考えられる︒いずれにせよ︑こ
の利用実証実験の成果によって︑日本

※文部科学省地球観測技術等調査研究委託事業

の農業が大きく変わることは確かだ︒

横浜駅東口地下街ポルタでの実験
ＳＰＡＣ︵ ㈶衛星測位利用推進センター︶
は︑測位
衛 星に関 連 する企 業や団 体 と 連 携し︑衛 星 測 位 を
利用した活動の普及や利用研究の推進を行っていま
す︒その活動の１つとして︑﹁みちびき﹂
の民間利用実
証 実 験ための機 器 貸し出しや取りまとめを行ってい
ます︒ＳＰＡＣが行った民 間による﹁みちびき ﹂の利
用実証実験への参加募集では︑
２０１１年８月末で締
め切った第三次募集までで︑
１００件を超える実験テ
ーマが提出されました︒内容は︑測量やカーナビゲー
ション︑防災︑鉄道やバスの運行︑
ＩＴ施工︑
ロボットへ
の利用など多岐にわたります︒第一次︑第二次の応募
の際には複数の企業・団体による共同協力実験が多
かったのですが︑第三次ではそれぞれの企 業・団 体が
競合するようなテーマが増えたと感じます︒
﹁みちび
き﹂を利用した産業への展開が︑より現実味を帯びて
きたという証でしょう︒︵談︶

財団法人衛星測位利用推進センター

﹁みちびき﹂の利用拡大に向け
民間企業の実証実験を推進

階段に到着
避難経路を
見ながら避難
避難経路表示
アクション呼出

6
5
4
3
2

を 送 信 で き る シ ス テ ム〝 ＩＭ Ｅ Ｓ

の実験だ︒
Ｌ１ Ｓ
̶ＡＩＦの短いメッセージが
スマートフォンに送られると︑その

また︑現時点では６秒に１回メッセ

﹁
﹃みちびき﹄を利用した防災メッ

年３ 月 に︑横 浜 駅 東 口 地 下 街

セージの利点の１つは︑衛星からメ
信号をトリガーにして︑内蔵されて

日立造船は 年ほど前に船舶用Ｇ

の農業が衛星測位技術によって畝単

パーが取り付けられ︑障害物等に接触

また︑雲仙普賢岳で発生した土石流

術と組み合せて生育管理すれば〝必

た量にできる︒リモートセンシング技

ISO Naoki

︶
〟を
︵ Indoor Messaging System
組み合わせ︑いつでもどこでも避難

ッセージが送信されるため︑万が一地
いるアプリケーションが受信した情
や﹁安否確認﹂など︑災害発生直後

報を表示︑続けて﹁避難経路表示﹂
に取りうる行動を示すアクションメ

送受信できる点です﹂︵木村さん︶
３月の東日本大震災では︑インフ

２０１１年２月に行われた実証実

富良野での実験は成功
現場の声を取り入れて
課題に取り組む

上の通信施設が使用不能であっても

ラが断絶して固定電話や携帯電話が

作物にも︑
人にも︑
環境にも優しい
ＩＴ農業の実現を目指して
日立造船株式会社

でに数々のＧＰＳ関連事業を行って

ＰＳ受信機を手掛けてから︑これま

位の〝線〟の農業に︑さらに﹁みちび

験では︑上部にＧＰＳアンテナと﹁み

きた︒船舶以外では︑緊急車輌用の

策も施している︒自動走行は時速５㎞

した場合には停止するなどの安全対

センチメートル級の制御で
１株１株を丁寧に育てる

カーナビゲーションシステムや国土

御が可能になれば︑いわば〝点〟の農

き﹂によってセンチメートル単位の制

年 月の国連第 回ＩＣＧ会議にお

地理院が全国約１２００カ所に設置

の災害現場では︑ＧＰＳ信号を利用
した建設車両の正確な移動体管理を

利用できることが確認された︒

と誤差は数㎝程度となり︑十分実用に

礒 尚樹

12

4
5

12

緊急情報受信
（場所別）
緊急情報受信
（一斉同報）
パーソナルナビゲーション 16
障害者支援ナビ、
観光情報提供、
山間地
（登山）
行動支援 等
カーナビゲーション 16
ナビゲーション、
運転支援・分析、
ルート最適化検証、
歩行者危険報知 等

（財）
衛星測位利用推進センター
利用推進本部
副本部長

防災 10
地盤変位観測、
斜面モニタリング、
災害救難、
津波検知 等

MATSUOKA Shigeru

基礎研究 22
補強情報
（測位補正情報）
の
基本性能検証、
サービス精度適応性検証
IT施工 6
IT農業
（農機運転支援）
、 地図調製 2
除雪車誘導・
鉄道･バス運行 5
精度検証、
建機運転支援 等

測量 19
静止・移動測量、
登記、
山林調査、
地籍、
土木、
固定資産土地評価、
湖面
（河床形状）
測量 等

松岡 繁

10

1
その他 4
海洋調査、
物流管理、
位置認証、
ロボット

6

「みちびき」
アンテナ

要な場所〟だけに〝最適な量〟与え

GPSアンテナ

㈱ＮＴＴデータ
リージョナルビジネス事業部
e−コミュニティ事業部
第三システム開発担当
シニアエキスパート

「みちびき」を使った利用実証テーマ数（2011年9月時点）

9

10

11

日立造船㈱
機械・インフラ本部
開発センター GPS測位部
主席技師

ることができるのです ﹂︵神崎さん︶

KANZAKI Masayuki

行い︑無人化施工による復旧作業の

神崎政之

㈱ＮＴＴデータ
リージョナルビジネス事業部
e−コミュニティ事業部
ホームランドセキュリティ担当
課長
２月につくば市の農村工学研
究所の敷地で行われた実験。
トラクターの上部にGPSアン
テナと
「みちびき」
アンテナが取
りつけられている

25

Oxygen Isotopic Compositions of
Asteroidal Materials Returned from
Itokawa by the Hayabusa Mission

Itokawa Dust Particles: A Direct Link
Between S-Type Asteroids and
Ordinary Chondrites

はやぶさ計画によりイトカワから回収された
小惑星物質の酸素同位体組成

小惑星イトカワの微粒子：S 型小惑星と
普通コンドライト隕石を直接結び付ける物的証拠

圦本尚義

YURIMOTO Hisayoshi

中村智樹

北海道大学大学院 理学研究院 教授

1

論文タイトルが意味するのは、
つまりどういうことか？
惑星を作る元素の半分以上は酸素で
あり、その「同位体比」は天体ごとに
異なるといわれています。同位体とは
「化学的性質は同じだが、重さだけが
異なる原子」のことで、酸素では３種
類の安定な同位体が存在します。そし
て同位体の存在比率は、試料のふるさ
とについての重要な情報を含んでいま
す。私たちの研究グループでは、世界
で唯一の「同位体顕微鏡」を使って
28 個の微粒子を分析しました。
どんな分析手法や分析技術が活躍
したか？
高速で飛ぶ原子を試料にぶつける
と、その表面に直径 10μm 程度のク
レーターができます。こうして試料の
表面を「掘り返す」ことで、試料に含
まれる酸素原子を分析する手法を開発
しました。同位体比を調べる作業と
は、掘り返されて飛び出した原子１個
１個を漏らさず捕まえ、同位体ごとの
個数比を測っていく作業にほかなりま
せん。
この分析を行った「同位体顕微鏡」
は、
「はやぶさ」ミッションが立ち上が
る以前から、この種の分析を視野に入
れ取り組んできたものです。

2

17

NAKAMURA Tomoki

東北大学大学院 理学研究科 准教授

3

今回の結果がもたらす、新たな期
待や新たな謎は？
今回の試料の酸素同位体比は、地球
上の物質とは明らかに異なっていまし
た。また、ある種の隕石に含まれる鉱
物とよく似ていました。これは今後の
隕石研究や惑星探査に大きな手がかり
を与えるものです。この手がかりを生
かすことで、どの隕石がどの小惑星か
らやってきたか、ふるさとの天体につ
いてビビッドな理解が得られることで
しょう。そして、
「はやぶさ２」が目的
とするＣ型小惑星のサンプル分析がま
すます楽しみになってきました。私た
」の起
ちの生命を支える「水（H2O）
源解明について、大きな鍵を見つけら
れるかもしれません。
震災の影響や、分析時の印象深い
エピソードについて。
震災でというのは特にありません
が、サンプルケースを収めたカバンを
携え、NHK さんの取材カメラつきで
九州大学（博多）から北海道大学（札
幌）まで、陸路を１日で移動したのは
貴重な経験でした。日本は狭いようで
広いし、広いようで狭い、と妙な実感
を持ちました。

4

O/16O比

1

論文タイトルが意味するのは、
つまりどういうことか？
「最もポピュラーなタイプの隕石
は、小惑星起源である」という物的証
拠を手に入れたということです。人類
初の試料を分析したことで、これまで
は「〜であろう」だったことを「〜で
ある」と断言できるようになった。い
わば「現行犯逮捕」
。今回の初期分析
の主目的の 1 つが達成されたわけで
す。個人的には「〜ではなかった」と
いう結果が出ても面白かったと思うの
ですが（笑）
、
そんなことは起こらず、
学会発表でも世界中の隕石学者から賞
賛と安堵の拍手を浴びました。
どんな分析手法や分析技術が活躍
したか？
きわめて明るいＸ線ビームを当て、
微細な領域の結晶構造から鉱物種を知
る「Ｘ線回折分析」と、試料中の元素
の種類や量を調べる「蛍光Ｘ線分析」
を同時に行う、オリジナルの分析シス
テムを使いました。ヒ素カレーの分析
で知られる中井泉先生（東京理科大）
など 放射光マフィア からのアドバ
イスもいただいています。私はこれま
でにも隕石や宇宙塵のほか、2006 年
に帰還した NASA のスターダスト計画
の試料（彗星の尾の微粒子）分析にも
関わり、
分析システムの改良も経て「５
μ m（マイクロメートル）の大きさで
もいける」と自信を持っていました。
が、今回の試料は 30 〜 150μm。楽
勝でした。Ｘ線ビームをわざわざ弱め
て使う場合もあったほどです。

2

イトカワ微粒子の酸素同位体比

3

今回の結果がもたらす、新たな期
待や新たな謎は？
例えば輝石という鉱物は、ある条件
が整うと、過去に経験した最大の温度
を「記憶」する場合があります。私たち
はこれを
「輝石温度計」
と呼んでいます。
他にもこうした指標はたくさんあり、そ
れらを総合すると今回の試料が経験し
た最高温度は「約 800℃」ということが
言えます。ここから芋づる式に「母天体
の大きさ」や「イトカワ生成のメカニズ
ム」にさかのぼることができました。ま
た、強い衝撃を受けた痕跡が見つかっ
た試料もありました。衝突はいつ起きた
のか。何とぶつかったのか。あるいは、
違う天体からのチリも、表面に積もって
いたのではないか……。わずかな手がか
りをもとに事件の真相を描き出すプロセ
スには、科学捜査ドラマのような面白さ
があります。
震災の影響や、分析時の印象深い
エピソードについて。
試料の配布は２月初めでしたから、
もしそれが１カ月遅れていたら私はこ
の分析にかかわれなかったと思いま
す。また震災から１カ月間、東北大の
キャンパスは入構禁止となりました。
私は自宅で余震を感じながら、３つの
仕事に取り組みました。①ガスが止ま
っていたので、電気ポットで沸かした
お湯を湯船に注ぐのを約 100 回繰り
返す。これで風呂１回分でした。②近
所の肉屋さんの行列に並んでコロッケ
を買う。③その合間に『Science』の
論文を書く……。この頃のことは一生
忘れないでしょう。

4

関係者が記念に
サインをした
2006年
6月２日号
「小惑星イトカワ
特集」

「はやぶさ」が持ち帰った
微粒子の電子顕微鏡写真が
『Science』の表紙を飾った
©Science

を伝える特集号を出したのは

査機﹁はやぶさ﹂の成果

科学誌﹃ Science
﹄が ペ
ージを割いて小惑星探

めましたが︑もし厳密さに欠ける

えてそれらをコメントの形にまと

力をいただきました︒たとえも交

お願いし︑先生方には多大なご協

米

27

なるべく平易な表現でのお答えを

ば︑筆者の責によるものであるこ

と感じられる部分があるとすれ

とを︑あらかじめお断りしておき

身創痍の帰還︑微粒子の発見と分

析を経て︑
今年８月︑
サンプル初期

２００６年６月のことでした︒満

分析の成果を伝える６編の論文が

川口淳一郎教授︵元﹁はやぶさ﹂プ

Ｊ ＡＸＡシニアフェローである

ロジェクトマネージャー︶
は︑
今回

ます︒

﹁イトカワ﹂
が︑
再び飾りました︒

の慶事に寄せて次のように述べて

掲載された同誌の表紙を︑前回に

このニュースを伝える記者会見

比 べ 約 １０ ０ 万 倍 に 拡 大 さ れ た

はＪ ＡＸＡ東京事務所と仙台の東

﹁空間を拓くことで︑
あらたな姿

があきらかになるという︑我が国

います︒

の宇宙開発がかつて夢にまで見た

北大学を結んで行われました︒グ

づけようと︑論文の筆頭著者であ

新しい次代が到来していることを

ッドニュースを発信し東北を元気

り初期分析チームのメンバーでも

実感させるものです﹂

の閉塞感に触れつつ︑

ある６人の先生方が全国から仙台

﹁我が国の次世代を担う若人

に集結︒分析に大きな貢献を果た

ギー加速器研究機構の担当者もプ

に︑挑戦する心と自信を植えつけ

そして︑震災被害の苦労や時代

レゼンテーションに参加して︑復

ることにつながればと切望するも

し︑
震災で被害を受けた︑
高エネル

旧支援に関する謝辞を述べたの

のです﹂とステートメントを結ん

でいます︒

も︑
忘れがたいひとコマでした︒

＊

さて本稿では︑その６名の先生

原始太陽系の姿を伝える﹁動か

系の起源に関する新たな理解の地

ぬ証拠﹂
を手にした私たちは︑
太陽

平を拓くことができました︒新し

方に次のような質問を投げかけま

は︑
つまりどういうことか？

論文タイトルが意味するの

7

6. 宇宙風化などの
表面変質
現在のイトカワへ進化

い時代の始まり︑と言っていいの

同位体顕微鏡を
使った分析の様子

︵文／喜多充成︶

5. 一部のかけらが集合

ただければと思います︒

4. 衝突により破壊

かもしれません︒人類初のサンプ

3. 強い衝突

©東北大学
/JAXA

活躍したか？

イトカワ微粒子と地球物質の酸素同位体比
地球上の物質とは由来が異なるものであることが判明

多くのイトカワ微粒子に、強い衝突の
痕跡を確認
A. 強い衝撃で溶融し発泡した斜長石
B. 包埋に使用した樹脂
C. 穴
D. Mg に富み Ca に乏しい単斜輝石

1

どんな分析手法や分析技術が

©北海道大学/JAXA

ルを目の当たりにした先生方の言

2. 直径 20km程度の
大きさ

葉から︑
その興奮と次なる分析・次

O/16O比

18

2

今回の結果がもたらす︑新た

D

なる探査への期待感を︑感じてい

B

な期待や新たな謎は？

A

3

震災の影響や︑分析時の印象

C

4

深いエピソードについて︒

1. 原子物資が集合し
イトカワ母天体形成

地球物質の酸素同位体比

読者の理解の助けとなるよう︑

イトカワ形成史

した︒

小惑星イトカワが
ふたたび
科学誌 Science の表紙を飾る

6

Irradiation History of Itokawa Regolith
Material Deduced from Noble Gases
in the Hayabusa Samples

Incipient Space Weathering Observed
on the Surface of Itokawa Dust Particles
イトカワ塵粒子の表面に
観察された初期宇宙風化

はやぶさ試料の希ガスからわかった、
イトカワ表層物質の太陽風および宇宙線照射の歴史

NAGAO Keisuke

長尾敬介

野口高明

東京大学大学院 理学系研究科 教授

1

論文タイトルが意味するのは、
つまりどういうことか？
試料に含まれる「希ガス」と呼ばれ
る元素を測定し、試料が宇宙空間にど
の程度さらされていたかを推定しまし
た。この希ガスは、太陽風や宇宙線な
ど、宇宙空間を飛び交う粒子がイトカ
ワ表面の砂粒にぶつかって生じたもの
です。
どんな分析手法や分析技術が活躍
したか？
風の強い日に外出すると、外套の繊
維の隙間に砂埃が入り込みます。外套
をはたいて落ちた砂埃が多ければ、長
い時間外出していたことになります
し、砂埃が繊維の深いところまで潜り
込んでいれば、強い風が吹いていたと
考えられます。また砂埃そのものの性
質を分析することで、どこから飛んで
きたものかも分かるはず。ここでいう
外套が今回の試料、砂埃がヘリウムや
ネオンやアルゴンなどの希ガスに相当
します。
希ガスを手がかりにする理由は、①
化学反応をしない元素である、②ごく
微量でも検出できる、③由来により同
位体比が大きく変わる、といったメリ
ットがあるから。隕石や宇宙塵の研究
を支えてきた分析手法のひとつであ
り、膨大なデータの蓄積もあります。
一方、希ガス専用の質量分析計を作
っている会社は世界に２社ぐらいしか
ないという、非常に特殊な分野です。
私たちはレーザーで試料を加熱し、容
器から出るガス成分は徹底的に排除す
るなど、独自の分析法を磨き、装置の
改良をしながら使っています。操作も
私たちだけにしかできない、世界に１
つだけの分析機器です。

ただこの分析法では、希ガスを出す
ために加熱していくので、最後に試料
は溶けてなくなってしまいます。
「大き
な試料をたくさん欲しい」と、なかな
か言いにくいのがこの点です（笑）
。
今回の結果がもたらす、新たな期
待や新たな謎は？
イトカワのやせ細っていくメカニ
ズムを提示したところ、
「イトカワは
10 億年でなくなる」という予言に皆
さん興味を持たれたようでしたね。た
だ、
軌道が専門の吉川真先生（JAXA）
は「１億年しないうちに惑星などに衝
突してなくなる」と言っています。
「どういうメカニズムでやせ細って
行くのか」が、科学的には意味のある
問いになりますね。衝突による衝撃
や、静電気的に表面の粒が飛び出すな
どのメカニズム以外にも理由がありそ
うです。実験で確かめてみたいテーマ
も温めています。
また、
過去にあったかもしれない
「大
衝突の痕跡」なども探せるかもしれま
せん。
震災の影響や、分析時の印象深い
エピソードについて。
幸いにも震災で大きな被害はありま
せんでした。思い出話をさせていただ
くなら、
「はやぶさ」出発前の 2000 年
から初期分析チーム編成のための分析
コンペが始まり、02 年にほとんどの
チームが決定されました。使いこなし
の難しい特殊な分析機器なので、今回
のために 10 年前のメンバーが再結集
することになりました。当時学生だっ
た諸君もそれぞれの分野で活躍してお
り、同窓会のような楽しい分析作業で
した。

NOGUCHI Takaaki

3

4

1

論文タイトルが意味するのは、
つまりどういうことか？
小惑星と隕石は同じ起源と思われてき
ましたが、表面の色や太陽光の反射の
仕方が異なっている点が長年の謎とされ
ていました。その原因は「宇宙風化」
̶̶太陽から放出されるいろいろなエネ
ルギーを持ったイオンや微小な隕石の衝
突で、小惑星のごく表面が変化すること
̶̶であろうという有力な説がありました
が、今回、イトカワの試料を分析するこ
とで、この説を支持する決定的な証拠を
得ることができました。
どんな分析手法や分析技術が活躍
したか？
大気中の酸素や水分で試料が変化し
ないよう、窒素ガスの中で粒子をエポキ
シ樹脂に埋め込むなどして、樹脂ごとダ
イヤモンドの刃で非常に薄くスライスしま
した。さらにできる限り大気に触れないよ
うに注意しながら、出来上がった厚さ１万
分の１mmの薄片を電子顕微鏡で観察
したところ、興味深い事実が分かりました。
鉱物のごく表面には、鉄や硫黄やマ
グネシウムに富む超微粒子を含む層が見
つかりました。面白いのは、それらの元
素がその鉱物に含まれていなくても、こう
した層ができているということです。これ
は、周囲の鉱物が蒸発するなどしてでき
た蒸気が積もったものと考えられます。
似たような超微粒子の層は月の試料でも
見つかっていますが、月には硫黄がとて
も少ないため、硫黄を含む層は見つかっ
ていませんでした。
さらに、２価の鉄イオンを多く含む鉱物
の場合、この層のすぐ下には、鉄に富
む超微粒子を含む層がありました。イトカ
ワの色合いを変えているのは、もともと
鉱物に含まれていた２価の鉄イオンが還
元され、金属鉄の超微粒子が生じるから
だろうと考えられてきましたが、たしかにこ
の試料からは動かぬ証拠が見つかったわ
けです。
微細な試料のハンドリングや前処理、
そして電子顕微鏡での観察には、私が
工夫した試料作成方法とともに、半導

2

小惑星イトカワから回収された粒子の
中性子放射化分析

𡈽山 明

TSUCHIYAMA Akira

海老原充

大阪大学大学院 理学研究科 教授

体や液晶の製造・開発の現場で培われ
た最先端の機器や技術が生かされていま
す。まさに、理学と工学の技術が結び
つくことでできた仕事だと言えます。
今回の結果がもたらす、新たな
期待や新たな謎は？
今回は、宇宙風化の組織（層構造）
を観察することで、どのようにしてイトカ
ワの上で宇宙風化が起きたかというプロ
セスを推定しました。次は、推定したプ
ロセスで本当にイトカワの試料にみられる
ような組織ができるのか、実験的に確か
めることが必要です。
そして、イトカワ試料で見られたような
宇宙風化が起きるのにかかった時間も、
実験と試料の観察・分析によって明らか
にできるのではないかと思います。そうす
ると、小惑星のスペクトルを測ることで、
どのくらいの期間にわたって宇宙風化を
受けたかが分かるようになるかもしれませ
んし、昔から調べられている月試料の宇
宙風化を新たな視点から見直すこともで
きるかもしれません。
さらには「はやぶさ２」の探査対象天
体である「１９９９ＪＵ３」ではどのような
宇宙風化が起きているかを考える基礎に
もなるのではないかと思います。
震災の影響や、分析時の印象深い
エピソードについて。
３月にヒューストンで開かれた月惑星科
学会議（ＬＰＳＣ）で「はやぶさ」の発
表が行われた日の夜（現地時間）に、
震災が起きていました。翌朝、何も知ら
ずにホテルの食堂に行き、仙台平野を
突き進む津波の映像を見て衝撃を受けま
した。急いで部屋に戻りメールをチェック
すると、同僚からも学生からも、破壊さ
れた実験室の画像が送られてきており、
呆然としました。帰国してからはひたすら
実験室や居室の後片付けが続き、なん
だか悪い夢を見ているようでした。壊れ
た機器の修復なども徐々に進んではいま
すが、まだまだ研究を元通り再開するま
でには至っていません。はやく過去形で
語れるようになりたいと思っています。
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1

論文タイトルが意味するのは、
つまりどういうことか？
天体の表面にある細かな砂状の物質
を「レゴリス」と呼びます。私たちのグ
ループは初期分析のトップバッターと
して、イトカワのレゴリス40粒につい
て、
３次元形状と内部構造に加え、どん
な材料
（鉱物）
でできているかを詳細に
調べました。そして試料がどういう履
歴を経たものなのかを推定しました。
どんな分析手法や分析技術が活躍
したか？
試料の分析にはＸ線マイクロCT
（断
層撮影）装置を使用しました。Ｘ線光
源には、世界最大級の放射光実験施設
「SPring−8」の高輝度Ｘ線を使ったた
め、非常に高い空間分解能（細かな形
状を違いを見分ける能力。今回は髪の
毛の太さの1,000分の１程度）が実現
しています。また、異なるエネルギー
（波長）
のＸ線を当て、得られた像の違
いを読み取ることで、含まれている鉱
物を同定する分析も、今回初めて可能
になりました。
「PF」
（フォトン・ファク
トリー）
や
「SPring−8」など、日本の放射
光科学の蓄積があってこそ、今回のよ
うな分析も可能となっているわけです。

2

EBIHARA Mitsuru

首都大学東京大学院 理工学研究科 分子物質化学専攻 教授

3

今回の結果がもたらす、新たな期
待や新たな謎は？
レゴリスはそもそも天体表面の物質が
隕石などの衝突により破壊されてでき
たものですが、今回の試料の中には角
の取れたものもあります。衝突による
振動を受けて角が丸まったものと考え
られます。今回の試料と月のレゴリス
の比較から、重力の小さい天体ならで
はの性質を読み取ることもできまし
た。当然ながら、天体観測や隕石の分
析では決して分からなかった小惑星の
姿が明らかになりました。
震災の影響や、分析時の印象深い
エピソードについて。
初めてイトカワ粒子を見た時は、宝
石のような美しい粒子に感激しまし
た。また、３・11大震災はアメリカのヒ
ューストンで分析成果の最初の学会発
表を行ったその日の夜のことでした。
宿泊先のホテルでインターネット越し
にほぼリアルタイムで見た地震とその
後の津波の映像や、繰り返されたテレ
ビニュースの映像を、今でも鮮明に思
い出します。幸いにして大阪大学や
SPring−8は地震の被害にあわなかっ
たのですが、東北大や茨城大など他の
チームは大変な思いをされました。
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1

論文タイトルが意味するのは、
つまりどういうことか？
試料に中性子を当て、その後に出る
ごく弱い放射線を精密に測ることで、
どんな元素がどの程度含まれているか
を知る手法（中性子放射化分析）を使
って、試料を調べました。試料表面で
なく、試料全体の元素組成を調べたこ
とが重要なポイントです。
どんな分析手法や分析技術が活躍
したか？
この手法は、言ってみれば中性子を
バチのように使って木琴（試料）を叩
き、出る音の音階や音量で、元素の種
類や量を推定する方法です。半世紀以
上前から使われ、宇宙・地球化学を大
きく進歩させてきました。
決して最新の手法とは言えません
が、宇宙物質を分析する上で現在で最
も優れた方法だと言えるのは、①透過
力の高い中性子線やガンマ線を使うの
で、表面だけでなく試料全体を分析す
ることができ、②破壊せず検査できる
ので、試料の再利用が可能で、③一度
限りの分析でも、データの信頼度が高
い……、などの理由によります。
今回のはやぶさ試料のように「失敗
も再分析も許されない」場合に、非常
に心強い手法です。
分析には京都大学の研究用原子炉
（大阪府熊取町）や、金沢大学の低レ
ベル放射線実験施設（石川県小松市）
を利用させてもらいました。
今回の結果がもたらす、新たな期
待や新たな謎は？
太陽系は
「高温のガス」
が出発点で、
それが冷えつつ凝縮・凝集し、徐々に
現在のような姿になったものと考えら
れています。
私たちが分析した試料は、
初期分析にまわされた中でも最も大き
なものの 1 つでしたが、それでも数 μg
程度。それが中性子の照射後に割れ、
１つの大きな粒子と４つの小さな粒子
に分かれてしまいました。それらを別々

2

3

©大阪大学/JAXA

Ｘ線 CT 像の例。2 種類の異なるエネルギー（波長）のＸ線で撮影し、
濃淡の違うを見ることで、鉱物の種類を同定した

に分析したところ、どちらもが同じよ
うな元素組成を示しました。偏りなく
元素が分布、つまり「ガスだった時の
均質な性質」を残しているのが、今回
の試料です。太陽系のごく初期の姿を
写し留めたスナップショットを私たち
は見ていることになります。
また、
ニッケル
（Ni）
、
コバルト
（Co）
、
イリジウム（Ir）の量や比率を精査した
ところ、一般的な隕石に比べ Ir の存
在比が少ないことも分かりました。高
温のガスが冷えていく過程で、Co や
Ni より先に凝集した Ir が取り除かれ
たわけですが、そこには、いったいど
んなメカニズムが働いたのか……。太
陽系初期の物質移動や元素分別に関す
る議論が、
「物証」
を得たことで、
俄然、
熱を帯びてきました。
震災の影響や、分析時の印象深い
エピソードについて。
顕微鏡下でハンドリング中に、試料
を見失って冷や汗を出したことがあり
ます。
また、会長を務めている日本地球化
学会では、今回の原発事故を受けて放
射能強度の測定をボランティアで実施
し、事故の影響評価や一般向けセミナ
ーも行ってきました。福島の土壌採取
やその測定に関しては関連学会と連携
して共同作業を企画しましたが、呼び
かけ・取りまとめ・実施の時期と、今
回の論文作成の時期が重なり、大変な
日々でした。
さらに８月にチェコのプラハで行わ
れた地球化学の国際学会では、福島関
連の特別セッションを米欧の学会と共
同開催し、それにかかわる共同声明を
起草・発信するという作業も行いまし
た。これも、今回の論文の修正や共同
記者会見準備と時期的に完全に重なっ
ていました。いま思えばよくもちこた
えたなと感慨を新たにします。もちろ
ん直接の被災者の方々の大変さとは比
べようもありませんが。

4

イトカワ塵粒子のごく表面をどうやって観察するか

20

宇宙風化している表面
観察方向
宇宙風化していない内部

イトカワの塵粒子を
特別なエポキシ樹脂
に埋め込んで、樹脂
ごとダイヤモンド刃
で多数の薄切り
（0.1
μmの厚さ）にして、
薄切り
（切片という）
の端を観察すれば、
それは 表 面 付 近 の
断面を見ていること
になる

斜面になっている表面
宇宙風化している表面
観察方向
宇宙風化していない内部
21

22

Ne/ Ne

©東京大学/JAXA

太陽から放射されたネオンが、分析したはやぶさ粒子３個に存在
（＃0015、＃0053、#0065）
イトカワ微粒子をごく薄く切り出した試料
の縁の部分の電子顕微鏡写真。イトカワ
粒子の表面とその下に、大きさ数ナノメー
トル以下の明るい点が多数みられる。こ
れらが宇宙風化によって作られた鉄に富
む超微粒子
9

Neutron Activation Analysis of a
Paticle Returned from Asteroid Itokawa

はやぶさサンプルの３次元構造：
イトカワレゴリスの起源と進化

茨城大学 理学部 教授

Ne/22Ne

2

Three-Dimensional Structure of
Hayabusa Samples:
Origin and Evolution of Itokawa Regolith

©茨城大学/JAXA

イトカワ粒子の表面
（表面を斜めに見ている）

20nm

イトカワ粒子の内部

©大阪大学/JAXA

シャープなエッジを持つ粒子
（左）
や丸みを帯びた粒子
（右）

中性子を照射された試料は、ノイズとなる自然放射線が少ない廃鉱のトンネル
内に設けられた「極低レベル放射能測定室」で長期間にわたって測定された。
トンネル脇のプレハブ小屋は、測定器を冷却するための液化窒素の製造設備

8

億年目の邂逅

46
©茨城大学/JAXA

©首都大学東京/JAXA

鉄に富む超微粒子を
含む層は、
長年の謎に
決着をつける
動かぬ証拠 でした。
（茨城大・野口高明教授）

太陽系の
ごく初期の姿を留めた
スナップショットを
私たちは見ています。
（首都大・海老原充教授）
背景のカラー画像と同じ《RAQD02-0049》
。こちらは電子
顕微鏡による画像

厚さ0.1μmにスライスされた
サンプルの縁には、宇宙風化に
よる層状の構造が見て取れた

©東北大学/JAXA

強い衝撃の
痕跡が見つかった
試料もありました。
（東北大・中村智樹准教授）
（上）差し渡し50μm（小惑星イ
トカワの約1000万分の１）の
サンプル《RA-QD02-0013》
（下）衝撃の痕跡を残す粒子

©大阪大学/JAXA

宝石のような
美しい姿に、
感激しました。
（大阪大・𡈽山明教授）
光学顕微鏡で見たイトカワ粒子
《RA-QD02-0011》
。径５μm
のカーボンファイバーがサンプ
ルを支える
©東京大学/JAXA

希ガスを出すため、
試料を加熱しました。

©北海道大学/JAXA

高速の原子を
試料にぶつけ、
クレーターを作りました。

（東京大・長尾敬介教授）
分析にかけられた３つの粒子。
すでに溶けてなくなっている

（北海道大・圦本尚義教授）
100μm以下の微粒子の表面
の微小な領域を掘り返した

サンプル命名規則

RA - QD01 - 0065 - 2
①

②

③

④

イトカワのサンプル︵試料︶は識

別のため番号を付与される︒
この画

像はサンプルの中でも最大のもの

の１つ︽ RA-QD02-0049
︾という粒
子を光学顕微鏡で撮影したもの︒

この元素組成を詳しく分析した首

都大の海老原充教授は﹁太陽系の

ごく初期の姿を留めたスナップシ

86

ョットを︑私たちは見ていることに

1
8
1

なります﹂
とコメントしている︒

m

いっぽう﹃ Science
﹄の表紙を飾
った︽ RA-QD01-0010
︾
︵６ページ
参照︶
は︑長軸
×短軸 μ

︵マイクロメートル︶
︒
ここから

カンラン石や斜長石︑硫化鉄など

が見つかっている︒

﹁候補画像を何点か﹃ Science
﹄
編集部に送ったうちで︑最初に送

ったのがこれでした︒さまざまな

結晶を含み︑多くの情報を読み取

ることのできる典型的なサンプル

です︒
﹃器量が良いね﹄
という人も

いるほどで︑センターを張るにふ

さわしい〝優等生〟だと思います

ね﹂
︵東北大・中村智樹准教授︶

これらはＪ ＡＸＡ相模原キャン

パス
︵神奈川県︶
のキュレーション

A

設備で︑帰還したサンプルキャッ

チャーの 室から落下法︵たたき

落とし法︶
で石英板に落とし︑
ピッ

クアップされたもの︒

そして︑例えば︽ RA-QD01- 0010
︾

は︑兵庫県佐用町の SPring -↓
8
茨城県つくば市の高エネルギー加

速器研究機構↓水戸市の茨城大学

↓福岡市の九州大学↓札幌市の北

海道大学↓仙台市の東北大学↓Ｊ

X

ＡＸＡ相模原キャンパスと日本中

11

を移動した︒超高輝度の 線や電

※サンプル番号はＪＡＸＡで一元管理し、枝番号が増えたり
試料が溶融・消滅した場合も随時更新。

km

子線を照射され︑ときには秒速約

④ 枝番号：試料が分割された場合には枝番号を付ける。
スライスしていく場合は、枝番号のない本体が残ったまま、
枝番号の付いた子試料が増えていく場合もある。

られて表面を掘り返されるなどし

③ 主番号：通し番号を付与。

５００ に達するイオンをぶつけ

② ＱＤ：いったん石英皿
（Quartz Disk)に落とされてから、
ピックアップされたもの。皿ごとに番号が付く。
テフロン加工の
「へら」
の場合はTFとなる。

て︑
分析にかけられた︒

① ＲＡ：A室
（Room A）
から採取されたもの。Ｂ室からの場合はRBと
なる。サンプルキャッチャーのA室、B室以外から見つかるサンプ
ルも想定している。

10

古川宇宙飛行士は﹁聴診器を使用し

地上で同時に聞くことができます︒

ではなかった﹂と述べるとともに︑

印象として︑
﹁操作は特に難しいもの

験支援システムを実際に使ってみた

古川宇宙飛行士はこの宇宙医学実

さらに︑ＵＳＢカメラを用いた診断

が難しい場合があるが︑宇宙医学実

て自分の心音を聞くと反響など診断

公開されました︒このシステムは︑

価﹂の実験のために︑自身とマイケ

医学データの意味はよく分かる︒し

﹁医師の自分にとっては表示される

技術の検証も行われました︒ハイビ

ル・フォッサム宇宙飛行士の皮膚や
得した心音のデータを録音してから

験支援システムでは電子聴診器で取

軌道上の宇宙飛行士が自身で取得し

２０１１年６月に国際宇宙ステー
粘膜などのサンプルを採取しまし
かし︑医師でない宇宙飛行士にとっ

ジョンカメラを用いて宇宙飛行士の舌

ション︵ＩＳＳ︶に到着してからし
た︒この実験は︑人工的な環境で宇
聞くことができるので︑自己診断で
ては︑医学データを理解するのは難

︵心音︑心拍数︑血中酸素飽和度︑

おいた古川宇宙飛行士の医学データ

実験は︑事前に軌道上で取得して

るとの評価は得られましたが︑古川

われました︒﹁一定のレベルに達してい

に送って︑目の結膜や舌の診断が行

得られた画像をリアルタイムで地上

ソコンに付けた小さなＵＳＢカメラで

しいのではないか︒異常なデータが

脳波など︶を﹁宇宙医学実験支援シ

現れた場合に警告の表示が出るなど

ステム﹂に取り込み︑その解析結果で

Ｊ ＡＸＡ宇宙環境利用センターの
の機能が必要では﹂と︑システムの

さんからはUSBカメラの汎用性・小

小川志保さんは︑
﹁医師である古川さ

ある電子カルテを古川宇宙飛行士と

んは︑聴診器を身体のどこに当てれ
ＪＡＸＡでは今後もシステムの検証

改善に向けた意見も出されました︒

型性を生かしつつ︑性能を向上させよ

を目的としています︒﹁長期宇宙滞在
ばいいか分かっているので︑始めか

り 精 細 な 画 像 が 見 える よ うにす る

宇宙飛行士の毛髪分析による医学生
ら き れ い な 心 音 が 取 れ ま し た︒で

地上の山田深医師が同時に見ながら

ビスフォスフォネートを用いた宇
物学的影響に関する研究﹂では︑自

計︑Ｘ線診断装置などをＩＳＳに運

を進めるとともに︑血圧計や骨密度

行われました︒このシステムでは︑電

宙での骨の減少を防ぐための実験
身とフォッサム宇宙飛行士の毛髪を
も︑医師ではない宇宙飛行士では難

提案をもらいました﹂︵小川さん︶

は︑これまで若田光一宇宙飛行士や

しいと思います︒医学実験支援シス

と︑機能性が非常によくなるという

野口聡一宇宙飛行士も行ったもので
採取しました︒

士が自分の心音を取得し︑軌道上と

す︒ビスフォスフォネートは骨粗し
ょう症や尿路結石の阻害剤として︑

Ｊ ＡＸＡが開発している﹁宇宙医
が︑より簡単に当てる位置を知るこ

ら ヒ ア リ ン グ を 行 い︑飛 行 士 自 ら

示するだけでなく︑今後古川さんか

在する宇宙飛行士の身体 真 菌 叢 評

また︑
﹁国際宇宙ステーションに滞

たります︒マランゴニ対流とは︑地上

おり︑今回はその第４シリーズに当

行われ︑その様子は報道関係者にも

波宇宙センターを結んで９月６日に

によって装置から取り出され︑９月

られたサンプルは︑古川宇宙飛行士

﹁タンパク質結晶生成実験﹂で得

りました︒

とができる機能を持たせたい﹂と語

にはＪ ＡＸＡが開発した温度勾配炉

Ｓに運ばれました︒﹁勾配炉ラック﹂

ク﹂と﹁多目的実験ラック﹂がＩＳ

ぎ実験﹂も行いました︒﹁宇宙医学に

医学にチャレンジ！﹂と﹁宇宙ふし

一般からテーマを公募した﹁宇宙

宇宙で足裏の皮膚が
むけるのはなぜ？

んで使用することも検討しています︒

テムでの通信機能を活用して︑聴診

地上でも一般薬として使われていま

学 実 験 支 援 シ ス テ ム ﹂の 実 証 実 験

す︒古川宇宙飛行士はこの錠剤を週
に一度服用し︑適度な運動や食事に
は︑ＩＳＳ上の古川宇宙飛行士と筑

チャレンジ！﹂では︑微小重力下で
では観測が難しい表面張力の差によ

説明をしています︒宇宙で生活して

て︑古川宇宙飛行士は適切で丁寧な

ていますが︑それぞれの実験につい

Ｊ ＡＸＡウェブサイト上で公開され

した︒この様子は映像に収められ︑

覚︑宇宙酔いなどの実験が行われま

シ フ ト に よ る サ イ ズ 変 化︑上 下 感

ポジション﹂
︑宇宙での血圧や体液

ときの姿勢を調べる﹁ニュートラル

粒子が集まるものです︒地上実験な

において︑はっきりと〝ある領域〟に

た︒このＰＡＳ現象は︑ある条件下

粒子集合構造︶という貴
Structure:
重な現象をとらえることができまし

︵

て い ま す︒ 今 回 初 め て︑ Ｐ Ａ Ｓ

成長などの分野での応用が期待され

挙げつつあり︑将来︑半導体の結晶

験は世界でもトップレベルの成果を

って生じる対流のことです︒この実

タンパク実験はこれで４回目になり

ルーに渡されました︒﹁きぼう﹂での

飛行士ら第 次／第 次長期滞在ク

したアンドレイ・ボリシェンコ宇宙

ユーザーが開発した実験機器で宇宙

られます︒﹁多目的実験ラック﹂は︑

能で︑半導体などの材料実験に用い

多様な温度環境を実現することが可

実験を行えるようにスペースを提供
するラックで︑電源や通信を提供す

真撮影など緻密な作業を︑地上の運

宇宙飛行士は︑軌道上での検証や写

問題がある可能性が指摘され︑古川

認作業の中で装置内のヒーター部に

います︒今年の春からの初期動作確

います︒古川宇宙飛行士は︑温度勾

P a r t i c l e A c c u m u l a t i o n ますが︑無事︑全てのサンプルが地
上に帰還し︑ロシアやマレーシアの

どで知られているのですが︑詳しいメ

るインターフェースなどが備わって

カニズムや条件などは分かっていませ

年１月に打ち上げられた﹁こう

医師として
宇宙飛行士として
課題と真摯に向き合う

サンプルも一緒に︑日本の放射光施

﹁きぼう﹂日本実験棟では︑宇宙医

く︑足の裏まで見せてくれました︒
ん︒代表研究者である西野耕一教授

用管制との連携プレーで的確に対応

︵横浜国立大学︶を中心とした研究

しました︒

実験が続けられています︒﹁マランゴニ

のとり﹂２号機によって︑
﹁きぼう﹂

いても︑勤勉な態度があらわれてい

意見ももらいました︒どの実験につ

で︑こちらがたじろぐくらいの厳しい

支援システムの検証では医師の視点

について小川さんは︑
﹁宇宙医学実験

ＩＳＳでの古川宇宙飛行士の活動

る軌道上訓練も月に一度行いました︒

サー︶として︑緊急時の対処に関す

クルー︵クルー・メディカル・オフィ

ども行いました︒さらに︑医療担当

ＩＳＳの各システムのメンテナンスな

ロッパの実験棟で行われる実験や︑

クルーの一員として︑アメリカやヨー

古川宇宙飛行士はＩＳＳ長期滞在

日本実験棟で使用する﹁勾配炉ラッ

http://twitter.com/
Astro_Satoshi

し︑メカニズムの解明を目指します︒

古川宇宙飛行士を
フォローしよう！

チ ー ムで は こ の 現 象 を 詳 し く 解 析

11

宇宙医学実験支援システムのデータ取得のため、脳波計と
24時間心電図計を装着しました。
データは宇宙ステーショ
ン内のラップトップコンピュータに集められ、自分で自分
自身のデータを見ることができます。健康だったかな？

移過程﹂は２００８年から行われて

地上にいる宇宙医学生物学研究室主任研究員・
山田深医師による舌の問診

対流におけるカオス・乱流とその遷

学実験のほかに︑科学や応用分野の

配炉の初期動作確認作業を担当して

16

︶8などでの解析が始ま
設︵ SPringっています︒

28

が搭載されています︒温度勾配炉は

いる間に起こる足底の皮膚の変化を

27

日にソユーズ宇宙船で地球に帰還

調べる実験では︑いかにも医師らし

しん きん そう

ドッキング﹂や︑全身の力を抜いた

両手の指先を合わせてみる﹁指 |指

実験しています︒

よって︑その効果が出るかどうかを

器を当てる個所を地上から適切に指

電子カルテを共有し
宇宙と地上で健康診断

子聴診器によって軌道上の宇宙飛行

や目︑顔色などを診断する実験はこ

ばらくの間︑古川聡宇宙飛行士はス
宙飛行士に付着している微生物︵特
も適切に行える﹂と述べています︒

た医学データを見ながら︑健康状態

ペースシャトルが運んできた荷物の
に真菌︶の変化を調べることで︑宇

のモニタや体調管理を行えることを

運搬や整理などに大忙しの毎日でし
宙飛行士の健康管理に役立てること

れまでも行われていますが︑今回はパ

たが︑８月からは本格的な宇宙医学

目的としています︒

実験を実施しています︒

宇宙医学
実験レポート

「宇宙医学実験支援システム」は、軌道上で取られた
脳波や血中酸素飽和度などのデータを一元管理し、電子
カルテとして軌道上と地上でモニタできるシステムで、
宇宙での健康管理だけでなく、地上での遠隔医療技術へ
の貢献が期待されています。

さが伝わってきます﹂
と語っています︒

宇宙医学にチャレンジ！

実施

実験方法 足底を下方と側方から撮
影し︑
指先で足底を押した際の変化を

足底の皮膚

実験方法 微小重力空間で全身の力を抜いた時の自
然な姿勢を撮影︒
結果 肘・股関節・膝関節や背中が曲がった中立姿勢
になりました︒
解説 地上では︑重力で倒れないように姿勢を正し
た り︑重 力 に 引 か れ て 腕 が 垂 直 に 垂 れ ま す︒宇 宙 で
は︑力を抜くと屈筋と伸筋の張力バランスの結果︑関
節が曲がり中立姿勢に︒地上で立っているような気
をつけの姿勢をとると︑背中とお尻の筋肉が張りま
す︒重い頭を支えなくていいので肩がこりません︒

ニュートラルポジション

実験方法 目を開けた状態と︑閉じた状態で︑両手を
ゆっくり移動させ︑顔の前で指先と指先を合わせる︒
地上では合わせられるが︑
微小重力では合うのか︒
結果 開眼では左右の指先がぴったり合いました︒
閉眼では左右の指先の位置がずれましたが︑数回繰
り返すと︑
学習効果で指先が近づきました︒
解説 手の協調運動は︑腕の重さなどの情報をもと
に小脳が調節しています︒微小重力では腕の重さが
感じられないので︑
協調運動がうまくできません︒

指 指
‒ドッキング

実験方法 頭︑
首︑
腕︑
手首︑
胸囲︑
腹囲︑
太もも︑
ふくら
はぎ︑
足首の周りを測り比較︒
結果 頭︑
手首︑
足首︑
首︑
胸囲は変化なし︒
上肢︑
前腕︑
太ももは１㎝ ︑ふくらはぎは４㎝ ︑ウエストは６㎝ 細
くなりました︒
解説 微小重力では体液が１．５ ℓ ほど下肢から上
半身に移動し︑顔が丸くなったり︑足が鳥のように細
くなる現象が起きます︒内臓も垂れ下がらず浮かび
ます︒

体液シフトとサイズ変化

8 月2日
観察︒
結果 飛行１カ月を過ぎたころから︑
足底の皮膚︵特に体重がかかる部分︶
は柔らかくなり︑
現在も古い表皮がむ
けている途中です︒
解説 微小重力空間では︑
立って歩く
ことはないので足底への刺激が少な
く︑皮 膚 が 柔 ら か く な り︑古 い 皮 膚 の
角質は剥離します︒

12
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Dr.古川の

11月の地球帰還を控え、古川聡宇宙飛行士の
長期滞在ミッションも大詰めを迎えています。
８月から９月にかけて、宇宙と地上を結んで体調を
診断する「宇宙医学実験支援システム」の検証と
一般の方々にテーマを募った
「宇宙医学にチャレンジ ! 」が行われました。
医師の経験を生かし、身体を張ってトライした
宇宙医学実験を中心にご紹介します。

て︑１つ１つの課題に向き合う真摯

http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/furukawa/exp2/
「宇宙医学にチャレンジ」
の実験動画はこちら

ＩＳＳ長期滞在ミッション ４カ月経過
地上での遠隔医療技術への
貢献にも期待
「宇宙医学実験支援システム」

9月28日撮影

油井亀美也
YUI Kimiya

自衛隊で医師としてプールの上か
した︒今度は自分が潜る側になっ

らダイビングの指示を出していま
て︑いろいろ気がつくこともあり
ましたね︒

フィードバックを
その場でもらい
次の訓練に生かす
先輩の宇宙飛行士からは︑

うな訓練を受けてきましたか︒

宙飛行士候補者︶訓練ではどのよ

概要を勉強しました︒宇宙機の基

油井 代表的な宇宙機としてその

りましたか︒

した︒シャトルに関する訓練はあ

づいたアドバイスをもらえたのは

飛行士の方からも自身の経験に基

りました︒ほかのＪ ＡＸＡの宇宙

いる点について話し合う機会があ

グがあり︑訓練の状況や苦労して

週間に１回の定期的なミーティン

に関する訓練︑野外での研修︑Ｎ

際宇宙ステーション︶のシステム

オンランズ国立公園の近くのエリ

ップ訓練です︒アメリカのキャニ

大西 私としては野外リーダーシ

はどんなものでしたか︒

ればいけない﹂と教えてもらった

際にこういうところを注意しなけ

の宇宙飛行士からも︑﹁宇宙では実

油井 教官をやっているＮＡＳＡ

本当によかったです︒

り︑Ｔ
立てて︑リーダーシップを学ぶわ

お世話になりました︒

に呼んでもらったり︑公私両面で

行士と一緒にＥＶＡをしたスティ

ＳＴＳ １１４で野口聡一宇宙飛

訓練は初めてで︑戸惑うところも

大きなプールの中で行うＥＶＡの

ソコン作業をしながら﹁あの時︑

ったので︑正式な訓練以外にもパ
聡一は大変だったんだよ﹂
とか︑﹁こ
際のミッション中の話を聞くこと

の時︑俺が助けられた﹂とか︑実

ありました︒結構苦労しました
が︑楽しかったです︒

ができて︑
とても身になりました︒

金井 私もＥＶＡの訓練が印象に
残っています︒私はもともと海上

-ジェットで
飛行訓練

油井、大西、金井宇宙飛行士は
２００９年から約２年間、
宇宙機システムに関する基本操作訓練から
宇宙科学や宇宙医学の講義、語学訓練まで、
さまざまな訓練に取り組んできた。

〝 本の矢〟
パワ ーで
宇宙を目指す︒

2011年７月︑
油井︑
大西︑
金井宇宙飛行士が
ISS搭乗宇宙飛行士に認定された︒
お互いの存在を〝３本の矢〟
にたとえ︑
団結し︑
サポートし合いながら
宇宙ステーションの機器操作からサバイバル実習まで
２年あまりの訓練を終了した３人に︑
切磋琢磨して身に付けたもの︑
ISS滞在へ向けた意気込みを
語り合ってもらった︒

どんなことを教わりましたか︒

大西 コースのカリキュラムに沿

特に印象に残っている訓練

本を学ぶにはよかったと思います︒

大西 若田光一宇宙飛行士とは２

って︑船外活動︵ＥＶＡ︶やロボ

ＡＳＡの各施設の訪問︑ロシア語

アで２つのチームに分かれ︑ 日
ジェットでの

に話をしたり︑ホームパーティー
けです︒重い荷物を担いで１日中
でした︒

ーブン・ロビンソンさんと同じだ

金井 私はＮＡＳＡでの部屋が︑

に似たものが多かったのですが︑

油井 航空自衛隊で経験した訓練

歩くというのはかなり新鮮な体験

スシャトルの退役が決まった後で

−
38

−

ＩＳＳ搭乗
宇宙飛行士を
目指して

KANAI NORISHIGE
-は 主 に 米 空 軍 の 戦 闘 機 パ イ ロ ッ ト 養 成 の た め
に使われる 人乗りの練習機︒ミッションスペシャ
リストは︑この練習機による飛行訓練を年間１００
時間以上行うことが義務づけられている︒パイロッ
トは前の座席で操縦を担当し︑ミッションスペシャ
リストは後ろの座席で地上管制官との通信やナビ
ゲーションを担当しながら︑ストレス下で複数の作
業を同時に行う能力を養う︒
2

ＮＡＳＡでのＡＳＣＡＮ︵宇

ットアーム操作の訓練︑
ＩＳＳ
︵国

の勉強などがありました︒

間︑そのエリアを移動しながら活

油井 あとはＴ

動します︒日替わりでリーダーを

で一緒に飛んでいる間

訓練が始まったのはスペー

10

T
38

T
38

ONISHI TAKUYA
─
─

3

フライトや︑地質学の勉強です︒

−
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YUI KIMIYA
1970年長野県生まれ。92年3月防衛大学校理工学専攻卒業。
92年4月防衛庁
（現 防衛省）
航空自衛隊入隊。
2008年12月航空幕僚監部に所属。
09年2月日本人宇宙飛行士候補者として選抜。
09年4月ISS搭乗宇宙飛行士候補者基礎訓練に参加。
11年7月、
同基礎訓練を修了しISS搭乗宇宙飛行士として認定。

1976年千葉県生まれ。2002年3月防衛医科大学校医学科卒業。
02年4月〜 防衛医科大学校病院、
自衛隊大湊病院、
自衛隊呉病院、
等。
09年6月海上自衛隊第一術科学校衛生課に所属。
09年9月日本人宇宙飛行士候補者として採用。
ISS搭乗宇宙飛行士候補者基礎訓練に参加。
2011年7月、
同基礎訓練を修了しISS搭乗宇宙飛行士として認定。

1975年東京都生まれ。98年3月東京大学工学部航空宇宙工学科卒業。
98年4月全日本空輸株式会社入社。
2003年6月運航本部に所属。
09年2月日本人宇宙飛行士候補者として選抜。
09年4月ISS搭乗宇宙飛行士候補者基礎訓練に参加。
2011年7月、同基礎訓練を修了しISS搭乗宇宙飛行士として認定。

１３０で飛んだジョージ・ザムカ

大西 ＳＴＳ １２０とＳＴＳ
ターですね︒何回か行く機会があ

金井 やっぱりケネディ宇宙セン
金井 訓練で求められるレベルは

は︑
カラオケで盛り上がりましたよ︒

後︑﹁今日のフライトについてコメ

緒だった時︑フライトが終わった
ました︒

て行ってもらって︑非常に感動し

前のアトランティスの前まで連れ
感じています︒

の団結心を強めたのではないかと

しました︒そういう環境がクラス

非常に高く︑みんな一生懸命勉強

ントもらえますか﹂と聞いたら︑
大西 私もケネディ宇宙センター

ったのですが︑一度︑打ち上げ直

そういう姿勢をもつことが大事
です︒スペースシャトルを手の届

での訓練で一

で︑フィードバッグをもらうよう
的でした︒

く距離で見られたのはすごく印象

宇宙飛行士とＴ

にしていると絶対いい宇宙飛行士
宇宙飛行士としての今後の目

ＩＳＳ長期滞在に向けて
ここからがスタート

になるというアドバイスをもらい
ました︒それから︑ずっと実践し
ています︒
あるし︑共通しているところもあ

バックグラウンドが違うところも

お話をうかがっていると︑
に向けて︑今できることをやって

大西 引き続きＩＳＳの長期滞在

標についてうかがいたいと思います︒

査機が撮った写真を見て︑すごい

です︒子供のころ︑ボイジャー探

るパサデナのジェット推進研究所

油井 私は︑惑星探査を行ってい

象に残っているのはどこですか︒

油井 金井さんが加わってくれた時

すごく心強かったです︒

るというか︑３人いたというのは

３人で相談すればだいたい解決す

す︒〝３本の矢〟ではないですが︑

大西 まさにその通りだと思いま

かがですか︒

せで訓練に臨めた気がしますがい

る３人が︑とてもうまい組み合わ

ければいけないことが山ほどある

油井 訓練を受けて︑身に付けな

と思います︒

れた仕事を着実にやって行きたい

にもなると思いますので︑与えら

ントやリーダーシップを学ぶ機会

る機会が与えられます︒マネジメ

ントといって︑実際の業務に携わ

ＡＳＡの中でジョブ・アサインメ

いきたい︒それと︑これからはＮ

３人で支え合い
課題を乗り越える

と思っていましたから︒ボイジャ
は本当にうれしかったですからね︒

カとカナダの宇宙飛行士候補者が
いう感じがしています︒さらに知

やくスタート地点に立ったかなと

金井 ２年間訓練を受けて︑よう

けですから︑地球

強や研究を続けて道を拓いていけ

く感じました︒そういう分野の勉

非常に高い評価を受けていると強

のロボットアームの運 用に必 要 な 知 識 を 習 得

ロボットアームの
操作訓練
するため︑
システム概要や︑
ロボットアームの構造・設計
概 念︑
ロボットアームに取り付けられたカメラの操作方
法︑宇宙ステーション補給機﹁こうのとり﹂
の把持およ
びリリース操 作などについて︑
シミュレーターでの実 技
や講義︑模型を使用したイメージトレーニングを行う︒

巨大プールを使った
船外活動訓練
ジョンソン宇宙センターにある無重量環境訓練施設に
は︑縦 ｍ︑横 ｍ︑深さ ｍのプールにＩＳＳの模型が
沈められている︒宇宙で着るのと同じような宇宙服に
重りをつけてプールに潜り︑
水から受ける浮力と重力を
バランスさせて﹁ 中性浮力 ﹂の状態を作り出す︒船外
活動を最初から最後まで通しての訓練では︑
６時間以
上潜って活動することも︒

１-３５という大型のジェット機を使った訓練︒無
重 量 環 境のもとで︑空 間 認 識や身 体 動 作の変 化︑物
理現象について理解する︒一度の飛行で 〜 回のパ
ラボリックフライト︵放物線を描く飛行︶
を行い︑
１回
あたり約 秒間の無重量環境を体験する︒

無重量体感訓練
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ＮＡＳＡの施設を訪問して印

ーからはまだ電波が届いていると
ことが分かりました︒これからも

なる仕事をしたいと思います︒そ

大西 訓練スケジュールが微妙に

れからとても個人的なことになっ

いう話を聞いて︑ＮＡＳＡのパワ

で︑その人をつかまえて︑どこで
てしまいますが︑訓練期間中はず

いろいろな訓練に参加して能力を

つまずいたのか︑どこに気を付け
っと単身赴任でした︒これからは

高め︑実際に宇宙で人々のために

ないといけないか︑事前に情報収
家族を大切にしながら宇宙飛行士

を済ませている人が必ずいるの

集するんです︒逆に︑３人の中で
としての目標も高く持ってやって

３人で違っていて︑先にその訓練

ーを改めて感じました︒

一番最初に自分が訓練に入る時は

いましたが︑皆仲が良さそうでし
識や技量を伸ばしていかないとい

行きたいと思っています︒

きついですけどね︵笑︶
︒
ＡＳＣＡＮクラスにはアメリ

たね︒

みのスケジュール

大西 筑波宇宙センターに来た時

けません︒ＮＡＳＡでの仕事を一
をこなすことを目

でもバリバリ仕事

に帰ってきたら聞

る機会がありませ

ないことを一生懸命やる大切さを

大西 今自分がやらなければなら

るように自分も頑張るし︑若い人

野外リーダーシップ訓練

地球観測の基礎や︑将来の探査ミッションを見据えた
実地研修︒断層の観察や重力測定による地層調査︑
岩石の分析などを通して︑地質学の知識を深める︒

地質学研修

宇 宙 飛 行で重 要な自 己 管 理やリーダーシップ︑
フォロ
ワーシップなどのチームワーク︑状況に応じた判断方法
などを理解・習得するための訓練︒訓練中は︑参加し
たメンバーの中で毎日リーダーを交 替し︑全 員で協 力
しながら野外生活を送る︒写真は米国ユタ州のキャニ
オンランズ国立公園周辺で行われた時のもの︒

40

生懸命やって︑宇宙でのミッショ
指していかなけれ

川さんと同じ医師

当面の目標となると︑やは
きたいことがたく

んでした︒自分の

いですか︒

す︒その中で頑張っている様子がツ

専門をどうやって

伝えていきたいです︒これからは

たちにも頑張ってほしいというこ

30

ンとはどういうものなのかをきち
っと把握し︑自信を持って仕事が
ばと思います︒
金井さんは古

できるレベルに達しないといけな
いと考えています︒
としてのバックグ

りＩＳＳ の長期滞在だと思いま

ラウンドがあるわ

す︒古川聡宇宙飛行士のＩＳＳで
さんあるのではな

日本のもつ可能性を
宇宙を通じ伝えていきたい

の活躍をご覧になって︑どのよう

イッターなどからも感じられます︒

将来のミッション

に感じていますか︒

油井 ロシアでの訓練の合間にヒ

に生かしていけば

はなかなか話をす

ューストンに戻ってきた時︑相談

よいのか︑勉強し
いと思っています︒

金井 打ち上げ前

に乗ってもらったことがありまし

なければいけないと思っています

大西 分刻みのスケジュールです

た︒疲れていると思うのですが︑

から︑すごく大変だろうと思いま

古川さんはいつも笑顔で︑私たち

分かる日本の良さがいっぱいあり

すが︑アメリカに行ったからこそ
ました︒私たちには大きな可能性

油井 アメリカにいて思ったので
最後にもう１つ質問させてい

ので︑古川さんから話が聞けるの

ただきます︒日本はまだ大震災か

があるんだということを知ってほ

が楽しみです︒

らの復興の途中です︒Ｊ ＡＸＡの

しいですね︒

も安心して話ができました︒

宇宙飛行士として︑日本の若い人

えて︑日本の技術はＮＡＳＡでも

金井 油井さんと一緒ですが︑加

子どもたちと顔をあわせて話をす

30

−

金井 古川さんのようにどんなに

たちや子供たちに伝えていきたい

ることもたくさんあると思います

とを伝えていきたいです︒

60

−

−
38

つらくても笑顔を絶やさず︑分刻

と思っていることはありますか︒

ので︑そういう機会を大事にした

20
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大西卓哉
KANAI Norishige
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ONISHI Takuya

金井宣茂

ロボットアームの操作訓練以外の
画像出典：JAXA/NASA
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※1992年は、
世界中が協力して宇宙や地球環境に
ついて考える国際宇宙年だった。日本でも、
国際宇
宙年をきっかけに宇宙の普及活動を行おうと、
一般
の方々から｢宇宙の日｣にふさわしい日を公募、
毛利
衛宇宙飛行士が初めて宇宙へ飛び立った日である
９月12日が
「宇宙の日」
に選ばれた

宇宙航空研究開発機構機関誌 No.

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
2011年11月1日発行
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JAXA'ｓ編集委員会
委員長
的川泰宣
副委員長 寺田弘慈
委員
阪本成一／寺門和夫／喜多充成
顧問
山根一眞

041

日本科学未来館での表彰式

ＪＡＸＡと大学等との連携状況は
こちらでご覧いただけます。
大学等連携推進室ウェブサイト
http://collabo-univ.jaxa.jp/

12

12

前列右から上村治睦主任開発員、
蔭山邦幸主任開発員、
滝口太防災室長

-
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「

おりひめ・ひこぼし」、
きぼう」のロボット技術および
「
はやぶさ」プロジェクトチームが
アメリカ航空宇宙学会より表彰
「

金星探査機
「あかつき」の今後の金
星再会合に向けた軌道変更の検討
の一環として、軌道制御用エンジン
（ＯＭＥ）
の第１回テスト噴射（※1）
を9月7日、第２回テスト噴射（※2）
を14日に実施しました。その結果、
OMEでは今後の軌道制御に有効な
推進力が得られないことが分かり
ました。ＯＭＥは破損が進行したと
考えられるため、今後の使用を断念
することとしました。その結果を受
け、今後は姿勢制御用スラスタ
（RCS）
による軌道制御および金星軌
道への再投入をめざすこととし、11
月上旬に「あかつき」が近日点を通
過するタイミングで、RCSによる軌
道制御を実施する予定です。
「あかつ
き」による観測成果を最大化すべ
く、軌道および投入方法を関係者で
検討しています。

INFORMATION 5

金星探査機「あかつき」

軌道制御用
エンジンの
テスト噴射
実施
※１：姿 勢 外 乱
（エンジンの本来 の推力方 向
でない向きに推力が発 生する等）の定量的把
握を目的とし、噴射時間は約２秒
（計画通り）
※２：ＯＭＥ噴射状況の再確認等を目的とし、
噴射時間は約５秒
（計画通り）

「あかつき」
の最新状況は
こちらでご覧いただけます。
●
「あかつき」
チームツイッター
http://twitter.com/Akatsuki̲JAXA
●
「あかつき」
プロジェクトサイト
http://www.stp.isas.jaxa.jp/venus/

ⓒ池下章裕

今年度に打ち上げを予定している第
一期水循環変動観測衛星
（GCOMW1：Global Change Observation
Mission 1st - Water）
の愛 称が「し
ずく」に決定しました。
７月から８月に
かけて愛称を募集し、過去最高の
２万998件もの応募をいただきまし
た。その中で「しずく」は、1 , 3 9 2
件ともっとも多くの応募をいただきま
した。
「しずく」のミッションは、雨や
水蒸気の量、海水の温度など地
球上の水の動きを観測することで
す。その観測データは、地球環境
変動の研究や気象予測、漁業な
どへの活用が期待されています。
一滴のしずくが雨となり、海に流れ、
水蒸気になり、
氷にもなる。
「しずく」は、
水の循環を宇宙から見つめ、地球
環境の仕組みを探っていきます。

技術試験衛星Ⅶ型「きく７号（おりひ
め・ひこぼし／ETS-Ⅶ）
」および、
「きぼ
う」
日本実験棟での先進的な宇宙ロ
ボット技術の開発・運用に対してアメリ
カ航空宇宙学会
（ＡＩＡＡ）
から
「2011
AIAA Space Automation and
Robotics Award」
を受賞しました。
今回の受賞は、
「きぼう」の打ち上げ
に先立ち米国のスペースシャトル
STS -85（1997年8月打ち上げ）
を用
いて実施した、
世界初の宇宙空間に
おける精密ロボットアーム運用実験
（マニピュレータ飛 行 実 証 試 験
MFD:Manipurator Flight
Demonstration）、
および「きく７号
（おりひめ・ひこぼし）」
（1997年11月

INFORMATION 1

24

安部隆士・JAXA大学等連
携推進室長
（左）と阪野智
一・神戸大学国際文化学研
究科長
（右）

陸域観測技術衛星「だいち」
海上保安庁より表彰

﹁
愛称はし
ずくに
﹂
第一期水循環変動
観測衛星GCOM W1

９月 日︑日本科
学 未 来 館 で﹁
﹃宇
宙 の 日 ﹄全 国 小・
中学生作文絵画
コンテスト﹂の表
彰式が行われま
した︒このコンテ
ストは︑
９月 日
の﹁宇宙の日﹂︵ ※︶の記念行事で︑
宇宙開発の普及啓発を行うととも
に︑好奇心・創造力を育成するこ
とを目的として毎年実施されてい
ます︒今年度は２万件を超える多
数の応募があり︑
審査の結果選ば
れた小中学生が表彰式に招待さ
れ︑
各主催者の代表から賞状と副
賞の授与が行われました︒

宇宙の日」作文絵画
コンテスト表彰式開催

09

INFORMATION 2

JAXAと海上保安庁は︑2006 技術を発展させ︑さまざまなユー
年 月より﹁だいち海氷プロジェ ザーによる利用の実現を目指し
クト﹂を開始︒陸域観測技術衛星 ています︒
﹁だいち﹂の合成開口レーダＰＡ
ＬＳＡＲを用いて︑毎年オホーツ
ク海に現れる流氷を週に２〜３
回︑
１回に350㎞の幅で観測し︑
﹁海氷マップ﹂の情報として︑海難
防止のために貢献してきました︒
JAXA宇宙利用ミッション本部
および﹁だいち﹂の多年にわたる
海上保安庁への衛星画像提供に対
して︑日本が独自に海図を作成す
るために海洋調査業務を開始して
140年目となる水路記念日
︵９
月 日︶
に︑第一管区海上保安本
部長表彰が授与されました︒
現在︑
﹁だいち﹂の後継機
﹁ALOS |2﹂
の開発が進められており︑広域観
測と高分解能観測を両立させた

INFORMATION 7

「

10

での成果を改めて異なる視点から
捉え直すことによって︑新たな知
見を創出すべく活動を進めていき
ます︒理工学分野での連携協定が
多かったJAXAにとっては画期
的な試みとなる今回の協力協定締
結︒今後の研究成果にご期待くだ
さい︒

宇宙機関長パネルに登壇す
る立川理事長

10

宙は︑文化人類学者にとって魅力
的なフィールド︒人が宇宙に行く︑
ということを﹃移民﹄として捉え
研究することもできる﹂と今後の
連携活動に対する抱負を語ってい
ます︒﹁人は︑
なぜ宇宙に行くのか﹂
﹁宇宙への進出は人間にどのよう
な貢献をもたらすのか﹂
といった︑
長年にわたり繰り返し議論されて
きたテーマについては︑先行研究
としてＪ ＡＸＡ協力の下︑国際高
等研究所が﹁宇宙問題への人文・
社会科学からのアプローチ﹂︵ 年
３月︶
などを発表した実績があり
ますが︑本連携協定では︑これま

JAXAブースでは来年打ち上
げ予定の「しずく」
（ＧＣＯＭＷ１）
などによる日本の地球観
測衛星による世界への貢献
や「はやぶさ」
イオンエンジンが
展示・紹介されるなど、
学会参
加の学生から研究者まで多く
の関心を集め、
最終日の一般
公開日含め会期中５日間で、
総計1,400人の来訪者が訪
れた。
（上）
子供達の質問に答
える阪本成一教授

10月3日から7日にかけて、南アフリ
カ共和国のケープタウンで第62回
国際宇宙会議
（IAC）
が開催されま
した。3日に行われた宇宙機関長
パネルに出席した立川敬二理事長
は、
宇宙ステーション補給機
「こうの
とり」
や準天頂衛星初号機
「みちび
き」
の打ち上げ成功、
日本の宇宙飛
行士の活動報告、今年12月に日本
で行うISS利用ワークショップや、
アジア太平洋地域宇宙機関会議
（APRSAF）の活動を紹介。その
ほか、東日本大震災時の各国の支
援への謝辞を述べました。また、
国
際宇宙ステーションの成功と輸送シ
ステム技術への貢献が認められ、
白
木邦明技術参与が第35回Allan
D. Emil記念賞を授与されました。
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INFORMATION 4

JAXA白木技術参与が第35回Allan D. Emil記念賞授与

神戸大学大学院国際文化学研究科と
人文・社会科学分野に関する協力協定を締結

第62回国際宇宙会議
（IAC）
開催

JAXAでは︑２０１０年 月よ
り専任の人文・社会科学コーディ
ネータを大学等連携推進室に設置
し︑大学との新たな研究連携の一
環として︑人文・社会科学分野に
おける研究連携活動をスタートし
ています︒ 年 月３日︑その成
果の１つとして︑Ｊ ＡＸＡ大学等
連携推進室と神戸大学大学院国際
文化学研究科との間において︑人
文・社会科学分野における研究連
携協力協定が締結されました︒
神戸大学側の研究代表者であり︑
﹁宇宙人類学﹂を提唱されている
岡田浩樹教授
︵文化人類学︶
は︑﹁宇

INFORMATION 6

「しずく」
の最新状況はこちらでご覧いただけます。
http://www.satnavi.jaxa.jp/project/gcom̲w1/

打ち上げ）
における衛星搭載ロボット
アームの地上からの遠隔制御実験
の実績を讃えるものです。
また、J A X Aの「はやぶさ」プロジ
ェクトチームが
「2011 AIAA Space
Operations and Support Award」
を受賞しました。
この賞は、
宇宙技術に
おける課題を克服するために払われた
優れた努力に対して贈られるもので、
数々の困難を乗り越えて小惑星サン
プルリターンを世界で初めて達成した
ことが高く評価されました。
おりひめ・ひこぼし紹介サイト
http://www.jaxa.jp/projects/sat/ets7
MFD：マニピュレーター
飛行実証試験紹介サイト
http://iss.jaxa.jp/shuttle/ﬂight/mfd/

左からJAXAの西田信一郎上席研究員、
小田光茂主幹研究員、
國中均教授、
川口淳一郎教授、
佐藤隆久上席、
上杉邦憲名誉教授
18
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北極海の海氷面積 観測史上2位の小ささに
北極海の海氷密接度の最新画像および過去に観測された画像は、
北極海海氷モニターウェブサイト上で公開しています。
http://www.ijis.iarc.uaf.edu/jp

AMSR - Eが捉えた2011年9月9日の北極海氷分布

ⓒJAXA

JAXAが開発・運用した改良型高性能マ
イクロ波放射計（AMSR-E）
は、
アメリカの

薄い氷で広く覆われた状態であったこと、
また、
記録的な密接度低下を伴う海氷縮小

地球観測衛星「Aqua」
に搭載された高性能
マイクロ波放射計で、
地球から放射される
微弱な電波を観測することで、
海氷や海面
水温、
水蒸気、
降水などを昼夜の区別なく天
候にも左右されずに観測してきました。
AMSR-Eが観測した海氷データを解析
した結果、
今年の北極海の海氷の最小面積
は、453万㎢（９月９日現在）
となり、
衛星
観測史上最小面積を記録した2007年（425
万㎢）
に次ぐ小ささにまで縮小したことを
確認しました。また、
海氷密接度（※）
では
2007年を下回り、
史上最小を記録したこと
が分かりました。さらに、AMSR-Eによる
観測で、
今年春の海氷状態は、
前年に比べて

により、
今夏はロシア側、
カナダ側の両方の
北極海航路から海氷が消失したことが明ら
かとなりました。
AMSR-Eは設計寿命３年のところ、
９年
を超えて運用してきましたが、
日本時間10
月４日、
定常観測に必要な回転速度（毎分
40回転）
を維持する限界に達したため、
観測
および回転を自動で停止しました。JAXA
は、AMSR-Eの後継として、AMSR2を搭
載した第一期水循環変動観測衛星「しず
く」
（GCOM-W1）
を打ち上げる予定です。
※海氷密接度：海氷域内のある領域を対象とした、
氷に覆われている海面の割合

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

融解最小時期の北極海氷分布
（上：1979年 中：2007年 下：2011年）
2011年は、シベリア沿岸からすっかり海氷が
なくなっており、
また、
カナダの多島海でも島と
島の間に広く水路が開いている様子が分かる

「JAXA's」
配送サービスを行っています。
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:03-6206-4902

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/

