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   STS-92 プレスキット正誤表（A 改訂：7/27）
ページ／場所 誤記 訂正結果

P1-2   /表 1.1-1 （情報の更新） 表1.1-1 を改訂。打上げ日時を9/21
から 10/5 へ変更。

P1-12  /図 1.2-4 「プログレス補給船」 「ソユーズ TM 宇宙船(2R)」
P1-18  /9 行目 「偏向グラス」 「偏光グラス」

参考-19 (情報の更新) 表１を改訂

   STS-92 プレスキット正誤表（B 改訂：8/7）
ページ／場所 誤記 訂正結果

P1-38　/表 1.3-1 － 出典を明記

参考-19,20 － 表１の注記を追加

   STS-92 プレスキット正誤表（C 改訂：8/16）
ページ／場所 誤記 訂正結果

P1-11  /1.2.2.3 項 6A フライトで起動予定 5A.1 フライトで起動予定

P1-38　/表 1.3-1 (情報の更新) 1P 打上げを反映

P7-7   /図 7-3 4 層と 6 層の誤訳を修正

（その他、補足情報を追記）

4 層(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝでｺｰﾄされたﾅｲﾛﾝ)
6 層(裂け目防止加工されたﾈｵﾌﾟﾚｰ

ﾝでｺｰﾄされたﾅｲﾛﾝ)
参考-54 /STS-106 宇宙飛行士名を訂正

リチャード・マストラッチョ

ボリス・モルコフ

リチャード・マストラキオ

ボリス・モロコフ

   STS-92 プレスキット正誤表（D 改訂：9/6）
ページ／場所 誤記 訂正結果

P1-2　/表 1.1-1 － 打上げ時間、着陸日時を改訂

P1-3  /1.1.3(4) 従来の「シャトル飛行規則」 「従来のシャトルのインタフェ

ース要求文書」に修正

P1-7  /1.2.2 － Z1 トラスと P1 トラスの Z,P の

由来を追記

P1-13,14/ (1) － CBM 結合手順を明確化した。

P1-21,22 /(1)概要 ISS への接近方法を訂正 図 1.2-9 を正しい図面に差替え

P1-30,31 － 図1.2-16,17 をｸﾘｱな図に差替え

P1-38  /表 1.3-1 － 出典を見直し。

参考-19,20 － 表１を Rev.F を基に Update
参考-26 － ISS 組立ｼｰｹﾝｽ Rev.F に合わせて

「きぼう」の開発ｽｹｼﾞｭｰﾙを更新

　各改訂ページ右上には改訂記号（例：＜D 改訂＞）を付けていますので、本文中

ではここで改訂ページを確認できます。
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<D 改訂>

表１．１－１ ＳＴＳ－９２ミッションの打上げ・飛行計画の概要

2000 年 8月末現在

項　目 計　画

ＳＴＳミッション番号 ＳＴＳ－９２

オービタ名称
ディスカバリー号（ディスカバリー号としては 28 回目の飛

行）

打上予定日時
2000 年 10 月 5 日  21 時 30 分（米国東部夏時間）

       10 月 6 日  10 時 30 分 (日本時間)

ロンチウィンドウ

（打上げ可能時間帯）
10分

打上げ場所 フロリダ州 NASA ケネディ宇宙センター（KSC）39A 発射台

飛行期間 約 11日間

搭乗員数 7名　(６章を参照下さい)

軌道高度
投入高度　　　：約 327km(177 海里)

ランデブー高度：約 379km(205 海里)（TBD）

軌道傾斜角 51.6 度

帰還予定日時
2000 年 10 月 16 日　 04 時 58 分（米国東部夏時間）

　　 　10 月 17 日   17 時 58 分 (日本時間)

帰還予定場所

主帰還地　：フロリダ州 NASA ケネディ宇宙センター（KSC）

代替帰還地：カリフォルニア州

            NASA ドライデン飛行研究センター（DFRC）

ｶｰｺﾞﾍﾞｲ

国際宇宙ステーション組立フライト 3A

 (Z1 トラス、PMA-3/SLP、DDCU、EVA 工具箱)

IMAX3 次元カーゴベイカメラ(ICBC-3D)
主要搭載ペイロード

ﾐｯﾄﾞﾃﾞｯｷ ISS への補給品

　源泉情報：　　http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/schedule/schedule.htm

（公式な打上げ日は、打上げの２週間前に実施される FRR(Fright Readiness Review：飛行準

備審査会)で決定され、発表されます。）

  STS:     Space Transportation System

  PMA-3:   Pressurized Mating Adapter-3(与圧結合アダプタ 3)

  SLP:     SpaceLab Pallet(スペースラブ･パレット)

　DDCU:    DC-DC Converter Unit(直流変圧器)

　ICBC-3D: IMAX Cargo Bay Camera 3 Dimension
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 1.1.3　STS-92 ミッションの特徴等                              <D 改訂>

(1) 国際宇宙ステーション(ISS)の組立てに日本人宇宙飛行士が初めて参加すると共

に、初めて内部に入室します。

(2) STS-92は、通算 100回目の記念すべきシャトルフライトです。

(3) 3A フライトが終了すると、ISS に宇宙飛行士が恒久的に滞在する準備が整いま

す。そのためにも本ミッションは重要な飛行となります。

(4) 若田宇宙飛行士が操作する RMS を使用しての組立て作業は、従来のシャトルの

インタフェース要求文書では対応できない(新たな手順の開発やコンピュータ

解析等で対応します)ほど精密な操作が要求されています。また、直接目視でき

ない位置に精密に結合させる等の操作も必要とされており、これまでにない難

しい運用となります。

(5) RMS運用以外にも４回の船外活動が必要であり、クルーの作業時間の余裕も少な

いため、予定どおりに作業が進まない場合は、大幅な計画変更が必要となる厳

しいミッションです。

(6) 今回の飛行は、軌道傾斜角が 51.6度と高いため、日本上空を通過します。条件

が良ければ朝晩に若田宇宙飛行士が乗ったシャトルを見ることができます。ま

た、今回はシャトルだけでなく、ISSとの接近や、ISSとドッキングしてさらに

明るくなる姿を見ることができます。

(参考)国際宇宙ステーションの組立フェーズで使われる各フライトの名称

ISS 組立フライトでは、以下のような形でミッション番号が設定されています。

表１．１－２　各ＩＳＳフライトで使われる名称の意味

A アメリカのフライト

R ロシアのフライト

P プログレス補給船による補給フライト

J 日本のフライト

E ヨーロッパ宇宙機関(ESA)のフライト

UF 利用フライト(Utilization Flight の略)

 1A/R や 1J/A、2J/A という「/」がついたものは、A/R ならアメリカとロシアのフライ

ト、J/A なら日本とアメリカのフライトという意味になります。つまり日本の曝露部等

が打ち上げられる 2J/A フライトは、日本とアメリカの飛行の２回目という意味です。

STS-92 の場合の 3A フライトは、アメリカの 3番目の組立フライトという意味です。

ところが、このような番号の付け方は、ISS 計画の初期段階に設定されたものであり、

その後の見直しにより、どんどん変わってしまいました。3A フライトの場合は、その

前に 2A.1、2A.2a、2A.2b という追加の飛行が入り、現在ではアメリカによる６番目の

組立フライトになってしまっています。さらに、先のフライトでは、18A, 19A, 15A

という打上げ順序もあり、大変ややこしい状況になっています。

  これらの番号が、修正されないのは、開発や運用設計に携わっている技術者達が混

乱しないように、順番が変わってもどのようなミッションのことかすぐに識別できる

ようにするためです。
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1.2.2　Z1 トラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<D 改訂>

　　Z1トラス（図1.2-2参照）は、ISSの初期段階の電力を確保するために、4Aフライト

で打ち上げるP6トラス（太陽電池パドルを装備したトラス：図1.2-4参照）を一時的

に設置する際の基礎構造部になるものです。

　このP6トラスは、２年程度Z1トラスの上で使用された後、13Aフライトで本来の位置

(左舷トラス)へ移設される予定です。

　

　注：Z1トラスのZは、Zenith(天頂方向)のZ、またP6トラスのPは、Port(左舷)のPに由

来して付けられた名称です。

　　さらに、Z1トラスには、ISSの姿勢制御装置や通信システムも搭載しており、初期

段階の要となるモジュールであると言えます。

　　Z1トラスは、シャトルのRMSを使用してユニティ･モジュールの天頂部の共通結合機

構に結合されます。

　　Z1トラスには、主に以下の装置類が取り付けられています。

・ 姿勢制御用コントロール･モーメント･ジャイロ：CMG(Control Moment Gyros)

・ Sバンド アンテナ･アセンブリ

・ Kuバンド アンテナ･アセンブリ

・ プラズマ生成ユニット：Plasma Contactor Units(PCU)

・ 一次、二次電力分配装置(DDCU等)

・ 機械的構造部

・ 熱制御システムハードウエア

・ 船外活動用工具箱(ETSD)

表１．２－２  Z1トラスの主要諸元(シャトルカーゴベイ搭載時)

諸　　元

重量 約8,360kg

大きさ 約4.9m×4.8m×4.2m

材質 アルミニウム2219合金

開発メーカ ボーイング社
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1.2.2.5  電力分配装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<Ｄ改訂>

　　 Z1トラスは、4Aフライトで結合されるP6トラスの太陽電池からの電力を米国実験

棟デスティニーに供給する際に電力配線を経由させるモジュールとなります。この

ため、過大な電力を遮断するためのサーキットブレーカーの役割を持つ

RPCM(Remote Power Controller Module)や直流変圧器DDCU(1.2.4項を参照)等が取

り付けられています。

1.2.2.6  機械的構造

Z1トラスの代表的な機械的構造としては、共通結合機構(CBM)、手動結合機構(MBM)、

Z1ケーブル･トレイがあります (図1.2-2を参照)。

(1)共通結合機構：CBM (Common Berthing Mechanism)

CBMはロシア以外のISS与圧エレメント間を結合するために共通的に使用される結

合機構であり、「きぼう」日本実験棟でも使われます。CBMには、モーター駆動で結

合を行うアクティブ側（把持ラッチ4個、構造結合用の駆動ボルト16個を有する）と

受動的なパッシブ側があり、気密を保持するために巨大なＯリング･シールが取り付

けられています。この両者を軌道上で結合することによって、与圧を保ったまま、宇

宙飛行士がISSの各モジュール間を移動することができるようになります。図1.2-5

にCBMの概観を示します。

Z1トラスとPMA-3側には、パッシブ側の共通結合機構が使われており、ユニティ側

に取り付けられたアクティブ側CBMからの制御で、結合されます。CBMを結合させるに

は、各モジュールをCBMの把持ラッチ部で把持できる距離(十数cm)まで、RMSで精密に

接近させる必要があります。把持ラッチ作業が終了すると、16本のモーター駆動の結

合ボルトを軽く締めて仮結合した状態で、構造部の歪みを防ぐために両CBM(ACBM,

図1.2-5  共通結合機構(CBM)

 キャプチャーラッチ 

（把持ラッチ） 

結合ボルト 

構造リング 

CBM コントローラー 
アライメント・ガイド 

アライメント・ガイド 

( 位置決め機構 ) 

ACBM PCBM 
(ﾊﾟｯｼﾌﾞ側のCBM) (ｱｸﾃｨﾌﾞ側のCBM) 



1―14

<Ｄ改訂>

　PCBM)の温度差が小さくなるのを待ち、その後、結合ボルトをきつく締め付け最終的

な構造結合が実施されます。

 CBMには、宇宙での過酷な温度環境や、デブリ（宇宙ゴミ）の衝突等から自らを守

るためにカバーが取り付けられています。

アクティブ側の CBM には、4 個の可動式カバーと、1 個の中央カバーの 2 種類のカ

バーが使われています。可動式カバーは、コマンドにより開閉できるようになってお

り、結合前に「開」状態にされます。中央カバーは、カバーを取り付けたままでの結

合が可能であり、結合完了後に、ハッチを開けて内部からクルーが取り外すことにな

っています。

今回の飛行で行われる、Z1トラスとユニティの結合、PMA-3とユニティの結合は、

軌道上での初めてのCBM結合作業となるため、今後のISS組立フライトの成否に係わる

重要な作業です。

(2)手動結合機構：MBM(Manual Berthing Mechanism)

 手動結合機構(図1.2-2(1/2))はZ1トラスの前方にあり、5Aフライトで打ち上げら

れる米国実験棟デスティニーをユニティの前方のCBMに設置する際に、邪魔となる

PMA-2を取り外して、一時的に仮置き(注)するために使われます。

(注)取り外されたPMA-2は、デスティニーとユニティの結合が完了した後、デスティニーの前

方にあるCBMに移設されます。

　この手動結合機構は、パッシブ側のCBMを結合できる機械的インタフェースを有し

ていますがアクティブ側のCBMとは異なり、EVAクルーが手動操作で固定する仕組みに

なっており、3AフライトでPMA-3を打ち上げる際に、PMA-3をスペースラブ･パレット

に固定する機構(1.2.3項参照)とよく似たものです。
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　1.2.7  ISS とのランデブー／ドッキング　　　　　　　　　　　　<Ｄ改訂>

　 (1)概要

ISSとのランデブー、ドッキングは飛行3日目(場合によっては4日目)に実施される

予定です。3Aフライトでは、これまでの組立フライトと同様にユニティ･モジュー

ルに取り付けられたPMA-2への結合を行います。

ISS組立のためのシャトルフライトでは、ドッキングのための接近方法は、各ミッ

ションにより異なりますが、3Aフライトではロシア地上局とISSとの通信条件等を

考慮し、ISSの下側(地球側)からシャトルが接近してISSの周りを180度周って反転

し、ISSの上からドッキングのために降下する-R barアプローチ方法を取ります。(図

1.2-9参照)

図1.2-9a  3AフライトでのシャトルとISSの接近の状況

(ISSの位置を固定した場合のシャトルとの相対位置関係を示した図)

図1.2-9b  3AフライトでのシャトルとISSのドッキング直前の状態(上図⑦に相当)

（下の半円部は地球を示す）

ISS

飛行方向
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 (2)ランデブー、ドッキング手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　<Ｄ改訂>

・ シャトルのランデブー･レーダの起動、及びODS(シャトルのドッキングシステム、

図1.2-4を参照)の起動。

・ ISS側のドッキング受け入れ準備の完了を確認。

・ 最終接近フェーズ開始のためのシャトルのスラスター噴射(Tiバーン)を実施。

・ ズヴェズダ･モジュール側では、シャトルが安全に接近できるようにするため、

ズヴェズダのスラスター噴射を禁止するモードへ移行。

（ズヴェズダとザーリャ･モジュールの太陽電池パドルは、シャトルのスラスター

噴射によるパドルへの汚染付着と振動の緩和を最小限にするため、シャトルが接

近する直前にパドル角度が変更されます。このため、この間、ISSの発生電力は低

下します。）

・ 至近距離まで近づき、ドッキング可能状態でシャトルのバーニア･ジェットを軽

く噴かして、シャトルのODSとISSのPMA-2(ISSのドッキング機構)を結合する。

この間、若田宇宙飛行士は、ISSまでの距離と接近率を小型のレーザー測距装

置で測定したり、ISSのビデオ撮影を行うなどしてコマンダー／パイロットの操

縦操作を支援します。

・ 機械的な結合が完了すると、ODSは停止され、ズヴェズダとザーリャモジュール

の太陽電池パドルの太陽追尾を再開する。

(3)制約事項

3A フライトでは、ISS とのドッキング／ドッキング解除時及び、ISS 入室時、EVA

開始前には、ロシアの２つのモジュールを地上から制御（姿勢制御の停止や電源の

投入／停止など）する必要があるため、ロシアの通信可能範囲でこれらの作業を実

施しなければなりません。しかし、旧ソ連時代と比べて規模が縮小された現在のロ

シアの宇宙通信システムでは NASA の通信システムと比べて、コマンドを送信でき

る範囲が非常に狭いので、コマンドの送信等に失敗すると、さらに通信が可能にな

るまで 1周回の間待たなければならず、運用計画を実行する上で厳しい作業スケジ

ュールとなっています。

　

図 1.2-10  シャトル(STS-92)と ISS のドッキング状態
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 1.2.8.2　3A フライトでの RMS 運用                             <Ｄ改訂>

 (1)Z1トラスの取付け

ユニティにZ1トラスを取り付ける前に、まず、ユニティの天頂部(図1.2-16参照)の

結合機構であるCBMを起動し、点検します。正常な起動が確認できれば、シャトルの

RMSを使ってカーゴベイに固定されているZ1トラスのグラップル･フィクスチャを把

持します。次に船内クルーの操作により、Z1トラスをカーゴベイに固定している

PRLA(4本のロンジロン･トラニオンを両舷に固定している機構)とキールピン（カーゴ

ベイの底部に固定されているピン1本）の固定を解除し、RMSでZ1トラスを持ち上げま

す。（注：シャトルに搭載するペイロードには通常5箇所の固定部が必要です。）

Z1トラス結合までのRMS操作は、ユニティ/PMA-2がシャトルの後方フライトデッキ

(AFD)の窓の視野を遮ってしまい、直接目視確認ができないため、TVカメラや

SVS(Space Vision System：P1-32の補足説明を参照下さい)を使用し、モニター画面

を見ながら操作します。

Z1トラスをユニティの天頂部の結合機構(CBM)に接近させて、双方のCBMを把持させ

た後、CBMの16本の駆動ボルトで、Z1トラスとユニティは構造的に結合されます。

 
図1.2-16  Z1トラスの取付イメージ

ﾕﾆﾃｨ天頂部

の CBM
① ②

③ ④
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(2)PMA-3の取付け                                                   <Ｄ改訂>

ユニティにPMA-3を取り付ける前に、ユニティの底部のCBM(図1.2-17参照)を起動し、

点検します。CBMの起動／点検が正常に完了すると、RMSでカーゴベイ内のPMA-3のグ

ラップルフィクスチャを把持します。この状態で、EVAクルーがスペースラブ･パレッ

ト(SLP)上に固定されたPMA-3のボルト結合を解除します。

結合が解除されると、RMSでPMA-3をカーゴベイから慎重に持ち上げ(注)、ユニティ

の底部にCBMを使って結合します。両側のCBMの温度差が小さくなるまでそのまま待機

し、その後、CBMの16本のボルトをきつく締めて気密が保てるように確実に固定しま

す。

（注：PMA-3とSLPの突起部との隙間が狭いため、ゆっくり動作させます。また、EVAク

ルーもこの時にPMA-3の移動状況を確認します。）

 

図1.2-17  PMA-3の取付

(3)EVA 時の作業支援

EVA 作業時には、EVA クルーの足場を確保する必要があります。しかし、宇宙ステー

ションのように大きな構造物になると足場を確保するための機器の設置だけでも大変

な作業になります。そこで近年、RMS の先端に EVA クルーを乗せて移動させる方法（図

1.2-10 参照）がよく使われるようになりました。これにより EVA 作業が可能な場所を

ﾕﾆﾃｨ底部

の CBM
②

③ ④

①



1－  38

１．３　国際宇宙ステーション(ISS)の概要　　　　　　　　　　　　<<<<Ｄ改訂Ｄ改訂Ｄ改訂Ｄ改訂>>>>
1.3.1  ISS計画の概要
国際宇宙ステーション計画は、米国、ロシア、日本、カナダ、欧州（ベルギー、デ

ンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、イギリ

ス、スイスおよびスウェーデンの１１ヶ国）とブラジル（注：ブラジルは、アメリカ

との２国間協定で参加。多国間協定での参加ではありません。）の計１６ヶ国が共同

で開発を行っているもので、米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のスペースシャトルやロシ

アのプロトンロケット等を用いて平均高度約４００Ｋｍの地球周回軌道上に恒久的

かつ多目的な有人施設を段階的に構築するものです。

宇宙ステーション計画は、ミールとスペースシャトルのドッキングミッション(フ

ェーズ I計画)の成果をもとに、開発、組立てを行っており、現在はフェーズ II 計画

に入っています。

ISS 計画の経緯については、参考の 2 章を御参照下さい。また、ISS の全組立てシ

ーケンスについては、参考-19 ページの表 1を御参照下さい。

　表 1.3-1 に現在までの ISS 組立フライトと 5A フライトまでの今後予定を示します。

表1.3-1  5Aフライトまでの国際宇宙ステーション組立スケジュール
ISS組立シーケンスRev.F対応（2000年8月末現在）

打上げ 日 フライ ト番号 打上げ 機 打上げ 要素

1998.11.20 1A/R 露/プロトン ザ ーリャ(FGB)(無人打上げ )

1998.12.04 2A 米/STS-88 ユニティ(ノード1)、与圧結合アダ プタ (PMA) -1,2

1999.05.27 2A.1 米/STS-96 ス ペース ハブ・ダ ブル・モジ ュールに よる 補給フライ ト、

EVA ク レーン

2000.05.19 2A.2a 米/STS-101 ス ペース ハブ・ダ ブル・モジ ュールに よる 修理保全フライ ト

2000.07.12 1R 露/プロトン ズ ヴェ ズ ダ （サ ービス ・モジ ュール）(無人打上げ )

2000.08.06 1P 露/ソ ユーズ プログ レス M1 補給船(無人打上げ )

2000.09.08 予定 2A.2b 米/STS-106 ス ペース ハブ・ダ ブル・モジ ュールに よる 補給フライ ト

2000.09.予定 2P 露/ソ ユーズ プログ レス M1 補給船(無人打上げ )

2000.10.05 予定 3A 米/STS-92 Z1 トラス 、PMA-3

2000.10.30 予定 2R 露/ソ ユーズ ソ ユーズ 　　　　　（ここより 3 人の 飛行士が 常駐）

2000.11.30 予定 4A 米/STS-97 P6 トラス 、太陽電池パドル、ラジ エ ータ

2000.12 予定 3P 露/ソ ユーズ プログ レス M1 補給船(無人打上げ )

2001.01.18 予定 5A 米/STS-98 米国実験棟デス ティニー(U.S.LAB)

※参考：NASA ホームページ (http://spaceflight.nasa.gov/station/assembly/flights/chron.html)

　　　　 プログレス補給船の打上げについては、Florida Todayを参考とした。

（http://www.flatoday.com/space/next/sked.htm）
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　　　  　表１ 国際宇宙ステーション組立スケジュール(2000年8月Rev.F)   <<<<Ｄ改訂Ｄ改訂Ｄ改訂Ｄ改訂>>>>
（出典： http://spaceflight.nasa.gov/station/assembly/flights/chron.html）

打上げ 日 フライ ト番号 打上げ 要素

1 1998.11.20 1A/R 基本機能モジ ュール(FGB)　愛称「ザ ーリャ(日の 出)」

2 1998.12.04 2A ノード1「ユニティ(統一)」+与圧結合アダ プタ (PMA)1,2

3 1999.05.27 2A.1 補給艤装フライ ト(SPACEHABﾓｼ゙ｭーﾙ)

4 2000.05.19 2A.2a 修理保全フライ ト(SPACEHABﾓｼ゙ｭーﾙ)

5 2000.07.12 1R サ ービス 棟(SM)　「ズ ヴェ ズ ダ (星)」

6 2000.09.08 2A.2b 補給艤装フライ ト(SPACEHABﾓｼ゙ｭーﾙ)

7 2000.10.05 3A Z1トラス 、PMA-3 （若田（若田（若田（若田MSMSMSMS搭乗）搭乗）搭乗）搭乗）
8 2000.10.30 2R ソ ユーズ TM (第1次滞在ク ルー)　　　　（ここより 搭乗員3名が 常時滞在）

9 2000.11.30 4A P6トラス （太陽電池パネル、ラジ エ ータ ）

10 2001.01.18 5A 米国実験棟(U.S.LAB) 「デス ティニー(運命)」

11 2001.02.15 5A.1 補給艤装フライ ト(多目的補給ﾓｼ゙ｭーﾙ(MPLM)「レオ ナルド」)

12 2001.03 4R ドッキ ング 室1 (DC-1)

13 2001.04.19 6A カ ナダ 製マニピュレータ (SSRMS)、MPLM「ラファ エ ロ」、UHFアンテナ

14 2001.05.17 7A エ アロック 、高圧ガ ス タ ンク

フェ ーズ II  完了　(注)

16 2001.06.21 7A.1 補給艤装フライ ト   MPLM 「ドナテロ」

17 2001.10.04 UF-1 MPLM(実験ラック )、バッテリ、予備品保管パレット

18 2002.01 8A S0(中央)トラス 、モビル･トランス ポータ ー(MT)

19 2002.02 UF-2 ＭＰＬＭ（実験ラック ）、モバイ ル･ベース ･シ ス テム(MBS)

20 2002.05 9A S1(右舷)トラス 、CETA(乗員･機器移動補助)カ ートA

21 2002.06 ULF1 利用及び 補給フライ ト　　　　　　　　　　　　　＜Rev.Fで 追加＞

22 2002.10 11A P1(左舷)トラス 、CETAカ ートB

23 2002.10 9A.1 ロシ ア科学電力プラットフォ ーム(SPP)+太陽電池ｱﾚｲ4枚

24 2002.12 12A P3/P4トラス （太陽電池パネル、バッテリ）

25 2003.02 12A.1 P5トラス 、補給品

26 2003.04 13A S3/S4トラス （太陽電池パネル、バッテリ）

27 2003.06 13A.1 補給フライ ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Rev.Fで 追加＞

28 2003.08 3R 汎用ドッキ ング ・モジ ュール(UDM)

29 2003.08 5R ドッキ ング 室2(DC-2)

30 2003.10 UF-4 カ ナダ 双腕型精密ﾏﾆｭﾋ゚ﾚー ﾀ(SPDM)、曝露ペイ ロード輸送パレット

31 2003.11 10A ノード2(NODE 2)

32 2004.02 1J/A1J/A1J/A1J/A 「きぼう」船内保管室「きぼう」船内保管室「きぼう」船内保管室「きぼう」船内保管室(ELM-PS)(ELM-PS)(ELM-PS)(ELM-PS)、SPP太陽電池パネル

33 2004.04 ATV ESAの 輸送機(Automated Transfer Vehicle)

34 2004.05 1J1J1J1J 「きぼう」船内実験室「きぼう」船内実験室「きぼう」船内実験室「きぼう」船内実験室(PM)(PM)(PM)(PM)、、、、「きぼう」ロボットアーム「きぼう」ロボットアーム「きぼう」ロボットアーム「きぼう」ロボットアーム(JEMRMS)(JEMRMS)(JEMRMS)(JEMRMS)
35 2004.06 10A.1 米国の 推進モジ ュール

36 2004.09 UF-3 MPLM（生命科学グ ローブボック ス 等）、曝露ペイ ロード輸送パレット

37 2004.10 1E 欧州実験棟(COF)

38 2005.01 2J/A2J/A2J/A2J/A 「きぼう」実験ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「きぼう」実験ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「きぼう」実験ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「きぼう」実験ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(EF)(EF)(EF)(EF),「きぼう」船外パレッ「きぼう」船外パレッ「きぼう」船外パレッ「きぼう」船外パレットトトト(ELM-ES)(ELM-ES)(ELM-ES)(ELM-ES),
バッテリ、キ ューポラ

39 2005.02 UF-5 MPLM(実験ラック )、曝露ペイ ロード輸送パレット

40 TBD 9R ドッキ ング 及び 保管モジ ュール(DSM)

41 2005.05 14A SPP太陽電池パネル、ズ ヴェ ズ ダ 用デブリシ ールド

42 2005.06 UF-6 MPLM(実験ラック )、バッテリ

43 2005.07 20A ノード3(NODE 3) (生命維持シ ス テムラック 含む )

44 2005.08 8R ロシ ア研究モジ ュール1

45 2005.09 16A 米国居住棟(U.S HAB)

46 2005.10 17A MPLM、デス ティニー用ラック

47 2005.12 18A 搭乗員緊急帰還機(CRV)

48 2006.01 19A MPLM　　　（搭乗員７名が 常時滞在可能とな る ）

49 2006.03 15A S6トラス （太陽電池パネル、バッテリ）

50 2006.03 10R ロシ ア研究モジ ュール2

51 2006.04 UF-7 生命科学実験施設生命科学実験施設生命科学実験施設生命科学実験施設（セントリフュージ（セントリフュージ（セントリフュージ（セントリフュージ：：：：CAMCAMCAMCAM））））
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<<<<Ｄ改訂Ｄ改訂Ｄ改訂Ｄ改訂>>>>

　（注）表中の フライ ト番号の 意味は 以下の 通り で す 。

A：アメリカ の フライ ト、 R：ロシ アの フライ ト、　J：日本関連の フライ ト、 E：ESA関連の フライ ト、

　 UF：利用フライ ト

　フェ ーズ I計画は 、ｼｬﾄﾙ･ﾐーﾙ･ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑの ことで あ り 、98年6月の 9回目の ﾐｯｼｮﾝで あ る STS-91を最

後に 完了しました 。

本表に は 、プログ レス 補給船、ソ ユーズ 宇宙船、HTV(H-II Transfer Vehicle)、ATVの フライ トは 基

本的に 含め て い ませ ん。

表２  国際宇宙ステーションの主要諸元

項　目 諸　元　等
全長 約108m(幅：ﾄﾗｽの軸方向)×約80m(進行方向)
高さ 約44m
重量 約454.0トン
電力 ロシア分を除く総発電電力　75kw(平均)

実験ユーザーの要求電力(日米欧加)　平均30kw以上
与圧部全容積 1140m3

与圧部
　　実験棟数

６実験棟（2003年末時点）
内訳：米国2(U.S. Lab、セントリフュージ)、
      日本1(「きぼう」船内実験室)、
　　　欧州1(COF)、
      ロシア2（研究モジュール1,2）

曝露搭載物
　取り付け場所

トラス上　4箇所、「きぼう」船外実験プラットフォーム10箇所

常時滞在可能
　　　搭乗員数

組立完了時７名（組立期間中は3名）

軌道 高度330km～480km (平均運用高度407km)
軌道傾斜角51.6度　円軌道

輸送手段 スペースシャトル（米国）、ソユーズ、プロトン（ロシア）
補給飛行用としてH-IIA(日本)、アリアン5(欧州)も使用予定。

通信手段 米国の追跡･データ中継衛星(TDRS)システム、及びロシアのデータ
中継衛星を使用。
その他、日本、欧州のデータ中継衛星システムを使用予定。

注：全長、重量データは、2000年7月にNASAが公開したズヴェズダのプレスキットから引用。
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（４）「きぼう」(ＪＥＭ)開発の経緯                            <Ｄ改訂>
日本は、宇宙ステーション計画には、独自に開発した実験室「きぼう」で参加

しています。以下は開発の経緯です。

①　１９８５年から２年間実施した予備設計で、ＪＥＭの基本構成、基本的な機

能性能要求が設定され、本格的開発の準備を整えました。

②　本格的開発として１９９０年１月から開発された基本設計は、１９９２年７

月の基本設計審査（ＰＤＲ）で完了し、ＪＥＭの基本仕様を確認しました。こ

れと並行し実施された開発基礎試験では、ＪＥＭの環境制御系や通信制御系等

の要素技術の確立や、耐宇宙環境用の部品の開発を行いました。

③　１９９２年３月から着手した詳細設計は、１９９８年２月にＪＥＭ詳細設計

審査その２（ＪＥＭ－ＣＤＲ＃２）を実施して、最終仕様を確定し、維持設計

に着手しました。

④　エンジニアリングモデル（ＥＭ）は製作を終了し、筑波宇宙センター内の宇

宙ステーション試験で、１９９８年９月まで全体システム試験が実施されまし

た。

⑤　実際に飛行するプロトフライトモデル（ＰＦＭ）の開発も進んでおり、船内

保管室(ELM-PS)は組立を終え、２０００年５月に宇宙ステーション試験棟に輸

送されました。

⑥　２００１年５月には各ＰＦＭがすべて筑波宇宙センターに揃い、全体システ

ム試験を開始する予定です。

　　スケジュール

　　1985～1988年　 1990～1993年

予備設計

　　　　　　　　　　1992～1998年

　　　　　　　　　　　　1994～2004年

 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年～

　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 ▲最初の「きぼう」

                                                      　構成要素の打上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開発基礎試験

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ(EM)
の製作/試験

ﾌﾗｲﾄﾓﾃﾞﾙ(PFM)の製作/試験

運　用


