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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 (情報の更新) 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 (情報の更新) 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 (情報の更新) 表１を Rev.F を基に Update
参考-26 (情報の更新) 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
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   STS-92 プレスキット正誤表（Ｅ改訂：9/18）
ページ／場所 誤記 訂正結果

P1-2   /表 1.1-1 帰還予定日時の午前と午後が

反対であった。

表 1.1-1 を訂正すると共に、最新

の情報に更新。

P1-38  /表 1.3-1 (情報の更新) STS-106(2A.2b)の打上げを反映

P1-41  /(5)2A.2b (情報の更新) STS-106(2A.2b) のミッション状

況を反映

P7-4   /表 7-1 (情報の更新) 2A.2b の EVA 結果を反映

参考-42 － 以下の 2 ページの改訂に伴う改訂

日を更新

参考-54/ STS-106 (情報の更新) STS-106(2A.2b)の打上げを反映

参考-55/参考-6 (情報の更新) STS-106(2A.2b)の打上げを反映

各改訂ページ右上には改訂記号（例：＜E 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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表１．１－１ ＳＴＳ－９２ミッションの打上げ・飛行計画の概要

2000 年 9月 13 日現在

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  午後 9時 30 分（米国東部夏時間）

       10 月 6 日  午前 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分未満

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　午後 5時 00 分頃（米国東部夏時間）

　　 　10 月 17 日  午前 6時 00 分頃 (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、9月 28日に実施される 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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１．３　国際宇宙ステーション(ISS)の概要　　　　　　　　　　　　<<<<Ｅ改訂Ｅ改訂Ｅ改訂Ｅ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9月18日現在）

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 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 TM 宇宙船　（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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宙ステーションの中核のモジュールとほぼ同じ設計のモジュールです。ズヴェズダは、

後方に1つ、前方に3つの合計4箇のドッキング･ポートを持っています。（ミールは、

後方に1つ、前方に5つの合計6箇持っています。）

ズヴェズダには、睡眠用の個室、トイレ、冷蔵冷凍庫を含む調理設備、食事用のテ

ーブル等が装備されています。このため、米国の居住モジュールが打ち上げられるま

での宇宙飛行士の居住区として使われます。

ズヴェズダの詳細につきましては、「ズヴェズダ(サービスモジュール)打上げに関

するプレスキット」がありますので、そちらを御参照下さい。

図1.3-4　ズヴェズダ概観図

(5)2A.2b

2A.2b(STS-106)は、ISS への荷物の運搬とズヴェズダ内の機器の起動・点検作業を

行う飛行で、クルーは ISS とのドッキング後にズヴェズダ内へ入り、ズヴェズダを打

上げる際に各機器やパネル等を取り付けていた固定用ボルトの取り外しや、重量削減

のために取り外されていた機器や補給品など約 2.5t をシャトル及び、ズヴェズダの

さらに後ろにドッキングしたプログレス M1補給船から搬入しました。

STS-106 で搭載される主なペイロードは以下の通りです。また、2A.2b フライトで

は、1回の EVA が行われました。

・ スペースハブ・ダブルモジュール

 　　ISS 滞在クルーのための食料、水、衣服、ズヴェズダとザーリャのバッテリなど

の補給物資を運搬しました。

・ ICC(Integrated Cargo Carrier)　曝露機器の輸送用キャリア

NASDA の材料曝露実験装置
(軌道上で今後、取付けを予定)
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表7-1　スペースシャトル計画のEVAの概要（3/3）
ミッション 実施年月日 継続時間 EVAクルー 備考

ｽｺｯﾄ･ﾊﾟﾗｼﾞﾝｽｷｰ39 STS-86 1997.10.01 5H01m
ｳﾗｼﾞﾐｰﾙ･ﾁﾄﾌ

(ﾛｼｱ人)

初めてｼｬﾄﾙで外国人(ﾛｼｱ人)がEVAを

実施。ミールとドッキングした状態で

のEVA。EDFT-06。
SAFERの試験。

ｳｲﾝｽﾄﾝ･ｽｺｯﾄ40 1997.11.24 7H43m
土井 隆雄

ｳｲﾝｽﾄﾝ･ｽｺｯﾄ41

STS-87

1997.12.03 5H00m
土井 隆雄

EDFT-05。
スパルタン衛星の手づかみでの回収

に成功。(日本人初のEVA)
小型TVカメラ衛星SPRINTの飛行試

験。

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ42 1998.12.07 7H21m
ｼﾞﾑ･ﾆｭｰﾏﾝ

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ43 1998.12.09 7H02m
ｼﾞﾑ･ﾆｭｰﾏﾝ

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ44

STS-88

1998.12.12 6H59m
ｼﾞﾑ･ﾆｭｰﾏﾝ

国際宇宙ステーション(ISS)の組立、

2Aフライト。

SAFERを実用で装備。

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽは、通算7回のEVAで、合計

44H09mのEVA作業を記録 (史上最

長)。

ﾀﾏﾗ･ｼﾞｬｰﾆｶﾞﾝ45 STS-96 1999.05.29
   ～05.30

7H55m

ﾀﾞﾝ･ﾊﾞﾘｰ

ISS組立、2A.1フライト。

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾐｽ46 1999.12.22 8H15m
ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾗﾝｽﾌｪﾙﾄﾞ

ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｰﾙ47 1999.12.23 8H10m
ｸﾗｳﾃﾞ･ﾆｺﾘｴｰﾙ

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾐｽ48

STS-103

1999.12.24 8H08m
ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾗﾝｽﾌｪﾙﾄﾞ

HST（ハッブル宇宙望遠鏡）の3回目

の修理ミッション。

それぞれ、史上2,3,4番目に長いEVA
となった。

ｸﾗｳﾃﾞ･ﾆｺﾘｴｰﾙは、ESA宇宙飛行士初の

EVAを実施(外国人として3人目)
ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ49 STS-101 2000.05.21

    ～05.32
6H44m

ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ

ISS組立、2A.2aフライト。

ｴﾄﾞ･ﾙｰ50 STS-106 2000.09.10
～09.11

6H14m

ﾕｰﾘｰ･ﾏﾚﾝﾁｪﾝｺ

(ﾛｼｱ人)

ISS組立、2A.2bフライト。

ﾘﾛｲ･ﾁｬｵ51 2000.10予定

ｳｲﾘｱﾑ･ﾏｯｶｰｻｰ

ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜｲｿﾞﾌ52
ﾛﾍﾟｽﾞ-ｱﾚｸﾞﾘｱ
ﾘﾛｲ･ﾁｬｵ53
ｳｲﾘｱﾑ･ﾏｯｶｰｻｰ

ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜｲｿﾞﾌ54

STS-92

ﾛﾍﾟｽﾞ-ｱﾚｸﾞﾘｱ

ISS組立、3Aフライト。

注：STS-XXで示されるミッション名は、フライトの順番とは異なる場合がある。

SM：Shuttle Mission（通番フライト番号）

SAFER：Simplified Aid for EVA Rescue（セルフレスキュー用推進装置）

EDFT : EVA Development Flight Test （国際宇宙ステーション用のＥＶＡ開発飛行試験）
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参考－５　スペースシャトルの打上げ実績　　　　　　　　　　　＜Ｅ改訂＞
２０００年９月１８日現在

（１／１４）

ﾐｯｼｮﾝ

(号数)
打上げ

年 月 日
着　　陸

年 月 日
宇宙飛行士 ｵｰﾋﾞﾀ名 飛行時間

(日/時:分)
備     考

STS-1
(1)

1981. 4.12 1981. 4 .14 ｼﾞｮﾝ･ﾔﾝｸ （゙C）

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾘｯﾍﾟﾝ（P）

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 02/06:21 シャトル初飛行。

(試験飛行)
STS-2
(2)

1981.11.12 1981.11.14 J.ｴﾝｸﾞﾙ（C）

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾙｰﾘ （ーP）

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 02/06:13 ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑのﾃｽﾄ等

(試験飛行)
STS-3
(3)

1982. 3.22 1982. 3.30 ｼﾞｬｯｸ･ﾗｳｽﾏ（C）

ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ﾌﾗｰﾄﾝ（P）

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 08/00:05 (試験飛行)

STS-4
(4)

1982. 6.27 1982. 7. 4 ﾄｰﾏｽ･ﾏｯﾃｨﾝｸﾞﾘ （ーC）

H.ﾊｰﾂﾌｨｰﾙﾄ （゙P）

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 07/01:10 初の軍事ﾐｯｼｮﾝ。

(試験飛行)
STS-5
(5)

1982.11.11 1982.11.16 ﾊﾞﾝｽ･ﾌﾞﾗﾝﾄ （゙C）

R.ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔ（P）

J.ｱﾚﾝ (MS)

W.ﾚﾉｱ (MS)

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 05/02:14 初の実用飛行。

人工衛星SBS-3とｱﾆｸC-

3を打上げ。

STS-6
(6)

1983. 4. 4 1983. 4. 9 ﾎﾟｰﾙ･ﾜｲﾂ（C）

ｶﾛﾙ･ﾎﾞﾌﾞｺ（P）

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ (MS)

ｽﾄｰﾘｰ･ﾏｽｸﾞﾚｲﾌ  ゙(MS)

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 05/00:23 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ号初飛行。

TDRS-A(追跡ﾃﾞｰﾀ中継

衛星)。
ｼｬﾄﾙ初のEVA。

STS-7
(7)

1983. 6.18 1983. 6.24 ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾘｯﾍﾟﾝ（C）

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾎｰｸ（P）

ｼﾞｮﾝ･ﾌｴﾋﾞｱﾝ (MS)

ｻﾘｰ･ﾗｲﾄ  ゙* (MS)

ﾉｰﾏﾝ･ｻｶﾞｰﾄ  ゙ (MS)

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 06/02:24 米国初の女性宇宙飛行

士（ｻﾘｰ･ﾗｲﾄﾞ）。

ｱﾆｸC-2/ﾊﾟﾗﾊﾟB-1衛星

を打上げ。SPAS衛星を

放出/回収。

STS-8
(8)

1983. 8.30 1983. 9. 5 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾙｰﾘ （ーC）

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝｽﾀｲﾝ

　　　　　　　（P）

ﾃﾞｰﾙ･ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ー(MS)

ｷﾞｵﾝ･ﾌﾞﾙﾌｫｰﾄ  ゙(MS)

ｳｲﾘｱﾑ･ｿｰﾝﾄﾝ (MS)

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 06/01:07 初の夜間打上げ /夜間

着陸。

人工雪実験(朝日新聞

社後援)。

STS-9
(9)

1983.11.28 1983.12. 8 ｼﾞｮﾝ･ﾔﾝｸ （゙C）

ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ･ｼｮｳ Jr.（P）

ｵｰｴﾝ･ｷﾞｬﾘｵｯﾄ (MS)

R.ﾊﾟｰｶ  ー(MS)

B.ﾘﾋﾃﾝﾍﾞﾙｸ (PS)

ｳﾙﾌ･ﾒﾙﾎﾞﾙﾄ (PS)

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 10/07:47 初のｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞﾐｯｼｮﾝ。

SEPAC(日本のｵｰﾛﾗ実

験)を実施。

初のﾍﾟｲﾛｰﾄﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽ

ﾄ。ﾒﾙﾎﾞﾙﾄは、初の欧州

宇宙飛行士。

ﾔﾝｸﾞは宇宙飛行回数最

多記録(6回)。
STS41-B
(10)

1984. 2. 3 1984. 2.11 ﾊﾞﾝｽ･ﾌﾞﾗﾝﾄ （゙C）

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾞﾌﾞｿﾝ（P）

ﾌﾞﾙｰｽ･ﾏｯｶﾝﾄﾞﾚｽ (MS)

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾈｱ(MS)

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｽﾁｭﾜｰﾄ (MS)

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 07/23:17 ｳｴｽﾀｰ6/ﾊﾟﾗﾊﾟB-2衛星

を打上げ。

命綱無しでの宇宙遊泳

に初成功。

KSCに初着陸。

STS41-C
(11)

1984. 4. 6 1984. 4.13 ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾘｯﾍﾟﾝ（C）

ﾌﾗﾝｼｽ･ｽｺﾋﾞ （ーP）

ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾈﾙｿﾝ (MS)

J.ﾎﾌﾃﾝ (MS)

T.ﾊｰﾄ (MS)

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 06/23:40 初の軌道上衛星修理

(SMM衛星)。
LDEF(長期曝露衛星)の
放出(1990年1月打上げ

のSTS-32で回収)。
STS41-D
(12)

1984. 8.30 1984. 9. 5 H.ﾊｰﾂﾌｨｰﾙﾄ （゙C）

ﾏｲｹﾙ･ｺｰﾂ（P）

ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ﾚｽﾞﾆｸ* (MS)

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰﾚｲ (MS)

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾐｭﾚｲﾝ(MS)

C.ｳｫｰｶ  ー(PS)

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 06/00:56 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ初飛行。

OSAT-1太陽電池ﾊﾟﾄﾞﾙ

展開実験。

3衛星を放出。

初の民間ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞｽﾍﾟｼｬ

ﾘｽﾄ (ｳｵｰｶ )ー。



－参考-54－

（１３／１４）＜Ｅ改訂＞
ﾐｯｼｮﾝ

(号数)
打上げ

年 月 日

着    陸

年 月 日

宇宙飛行士 ｵｰﾋﾞﾀ名 飛行時間

(日/時:分)
備     考

STS-88
(93)

1998.12. 4 1998.12.15 ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾊﾞﾅ (C)

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｽﾀｰｺﾌ (P)

ﾅﾝｼｰ･ｶﾘ *ー (MS)

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ (MS)

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾆｭｰﾏﾝ (MS)

ｾﾙｹﾞｲ･ｸﾘｶﾚﾌ (MS ﾛｼｱ)

ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ 11/19:18 ｼｬﾄﾙによる初の国際宇

宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(2A)フ

ライト。

ﾕﾆﾃｨ(ﾉｰﾄ 1゙)を打上げ。

STS-96
(94)

1999. 5.27 1999. 6. 6 ｹﾝﾄ･ﾛﾐﾝｶﾞ （ーC）

ﾘｯｸ･ﾊｽﾞﾊﾞﾝﾄ (゙P)

ﾀﾏﾗ･ｼﾞｬｰﾆｶﾞﾝ*（MS）

ｴﾚﾝ･ｵﾁｮｱ*(MS)

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾘ （ーMS）

ｼﾞｭﾘｰ･ﾍﾟｲｴｯﾄ(MS)

ﾊﾞﾚﾘｰ･ﾄｶﾚﾌ (MS ﾛｼｱ)

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 9/19:13 国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの補給

飛行(2A.1)。

STS-93

(95)

1999.7.23 1999. 7.27 ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽ *゙(C)

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｯｼｭﾋﾞ (ーP)

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰﾚｲ(MS)

ｷｬｻﾘﾝ･ｺｰﾙﾏﾝ*(MS)

ﾐｼｪﾙ･ﾄｸﾞﾆｰﾆ(MS ﾌﾗﾝｽ)

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 4/23: AXAF(ﾁｬﾝﾄﾞﾗ Xー線望遠

鏡)を放出。

ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽﾞは、女性初

の船長。

STS-103

(96)

1999.12.19 1999.12.27 ｶｰﾃｨｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ (C)

ｽｺｯﾄ･ｷﾘ  ー(P)

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾐｽ (MS)

ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｰﾙ (MS)

ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾗﾝｽﾌｪﾙﾄ  ゙(MS)

ｸﾗｳﾃﾞ･ﾆｺﾘｴｰﾙ (MS ESA)

ｼﾞｰﾝﾌﾗﾝｺｲｽ･ｸﾚﾙﾎﾞｲ

             (MS ESA)

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 7/23:10 ﾊｯﾌﾞﾙ宇宙望遠鏡の3回

目のｻｰﾋﾞｽﾐｯｼｮﾝ

STS-99

(97)

2000. 2.11

      

2000.2.22

      

ｹﾋﾞﾝ･ｸﾚｰｹﾞﾙ (C)

ﾄﾞﾐﾆｸ･L･P･ｺﾞｰﾘｨ (P)

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ﾃｨｴﾚ (MS)

ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｶｳﾞｧﾝﾃﾞｨ* (MS)

ｼﾞｬﾆｽ･ｳﾞｫｽ* (MS)

毛利　衛 (MS NASDA)

ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ 11/05:39 SRTM

EarthKAM

毛利MS 2回目の飛行。

STS-101

(98)

2000. 5.19 2000. 5.29 ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾊﾙｾﾙ (C)

ｽｺｯﾄ･ﾎﾛｳｲｯﾂ (P)

ﾒｱﾘｰ･ｴﾚﾝ･ｳｴｰﾊﾞ  ー*(MS)

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｳｲﾘｱﾑｽ (゙MS)

ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ（MS）

ｽｰｻﾞﾝ･ﾍﾙﾑｽ *゙（MS）

ﾕｰﾘ･ｳｻﾁｪﾌ(ﾛｼｱMS)

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ 9/20:10 国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの補給

飛行(2A.2a)。

ｼｬﾄﾙ操縦席の表示機器

類ｶﾗｰ液晶に変え新型化

した。

STS-106

(99)

2000. 9. 8

       

　

2000. 9.20

　予定

ﾃﾚﾝｽ･ｳｲﾙｶｯﾄ (C)

ｽｺｯﾄ･ｱﾙﾄﾏﾝ (P)

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ(MS)

ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾙ  ー(MS)

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾏｽﾄﾗｷｵ(MS)

ﾕｰﾘｰ･ﾏﾚﾝﾁｪﾝｺ (ﾛｼｱMS)

ﾎﾞﾘｽ･ﾓﾛｺﾌ (ﾛｼｱMS)

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ 11/ 国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの補給

飛行(2A.2b)。



－参考-55－

（１４／１４）＜Ｅ改訂＞
ﾐｯｼｮﾝ

(号数)
打上げ

年 月 日

着    陸

年 月 日

宇宙飛行士 ｵｰﾋﾞﾀ名 飛行時間

(日/時:分)
備     考

STS-92
(100)

2000.10. 05
予定

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾀﾞﾌｨ  ー(C)

ﾊﾟﾒﾗ･ｱﾝ･ﾒﾙﾛｲ (P)

ﾘﾛｲ･ﾁｬｵ (MS)

ｳｲﾘｱﾑ･ﾏｯｶｰｻ (MS)

ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜｲｿﾞﾌ (MS)

ﾏｲｹﾙ･ﾛﾍﾟｽ -゙ｱﾚｸﾞﾘｱ

(MS)

若田 光一 (MS NASDA)

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ ｼｬﾄﾙによる国際宇宙ｽﾃｰ

ｼｮﾝの建設(3A)フライ

ト。

Z1トラス、PMA-3を打上

げ。

若田宇宙飛行士搭乗。

　注）・＊マークは、女性を示す。

 ・C: Commander(船長)、P: Pilot(パイロット)、PC: Payload Commander、
   MS: Mission Specialist 、PS: Payload Specialist

出典： NASA Kennedy Space Center Space Shuttle Status Report 、
　　 　Space Shuttle Press Kit 、
　　　 Reporter’s Space Flight Note Pad　(Boeing社作成)　Feb.,2000、
       http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/chron/chrontoc.htm 　等

参考－６　オービタ毎のミッション回数

オービタ（OV）番号 オービタ名 初飛行 ミッション回数

　ＯＶ－１０２ コロンビア 1981年04月12日 ２６

　ＯＶ－　９９ チャレンジャー 1983年04月04日 １０
(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ事故により喪失)

　ＯＶ－１０３ ディスカバリー 1984年08月30日 ２７

　ＯＶ－１０４ アトランティス 1985年10月03日 ２２

　ＯＶ－１０５ エンデバー 1992年05月07日 １４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０００年９月１８日現在


