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国際宇宙ステーション／きぼうの利用戦略計画

－宇宙開発事業団の利用戦略計画－

はじめに

　国際宇宙ステーション計画は、米国、欧州（１１ヶ国）、日本、カナダ、ロシアが参加する科学

技術分野の巨大な国際協力プロジェクトであり、宇宙開発における２１世紀の国際協力の

在り方を象徴するプロジェクトでもある。この遂行に当たっては、国際宇宙ステーションの設

計、開発、運用、利用を参加国が共同して実施することが政府間協定にうたわれており、国

際宇宙ステーションの共同設計、その構成要素の開発をそれそれが分担することによって

計画が進められてきた。我が国は、国際宇宙ステーション取り付け型実験モジュール（愛称

は「きぼう」。「ＪＥＭ（Japanese Experiment Module）」ともいう）の開発を分担しており、「きぼう」を

含む国際宇宙ステーションの開発は最終段階を迎え、１９９８年末から軌道上建設が開始さ

れている。

　国際宇宙ステーションの建設が完了すると、宇宙飛行士の居住モジュールと共に、６つの

実験モジュール（米国実験棟、日本実験棟／きぼう与圧部、欧州実験棟、２つのロシア研究

棟、及び生命科学実験施設）、１４ヶ所の曝露ペイロード搭載空間（トラス上４ヶ所、きぼう曝露

部上１０ヶ所）を備えた巨大な宇宙施設が地球周回軌道上に出現する。その施設には常時

７人の宇宙飛行士が滞在し、その連携活動や支援活動のもとに、宇宙環境を利用する様々

な研究や宇宙実験を行なうこととし、そのための実験環境の整備や実験の準備が並行して

進められてきた。

　国際宇宙ステーションにおける宇宙環境利用は、その運用利用や宇宙実験の単なる実施

に留まるものではない。人類の活動領域を地球の外に拡大するという本質的な意義を伴う

ものである。そのために、人類が共有できる宇宙環境利用の理念と長期的な視点とを明確

にして、計画を着実に遂行することが求められている。国際宇宙ステーションを科学技術の

成果を求める場とするだけでなく、全人類への有形無形の貢献を創出する場とすることが

望まれている。このような社会的役割を担った国際宇宙ステーション／きぼうの利用を推進

するために、宇宙開発委員会宇宙環境利用部会は、１９９６年７月の部会報告において、我

が国としての「宇宙環境利用の意義」を整理した上で、その達成に向けた「宇宙環境利用の

当面の推進方策」を取りまとめた。部会報告を基礎としてその推進方策を具体化するため

に、宇宙開発事業団は幾つかの新たな推進活動に取り組んできた。

　２１世紀初頭の国際宇宙ステーション／きぼうの利用開始を目前に控えて、推進活動を更

に充実させ、宇宙環境利用の意義の確立に向けた活動を重点的に進める必要がある。この

ために、宇宙開発事業団が重点的に進めるべき研究や技術開発の方向性を明らかにして、

部会報告の「当面の推進方策」を補完することを目指した「宇宙開発事業団の利用戦略計

画」を策定した。この利用戦略計画は、宇宙開発事業団の宇宙環境利用計画と位置付ける

ものであり、定期的な見直しによって充実を図ることを期するものである。
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１．　宇宙環境利用及び国際宇宙ステーション／きぼう利用の目指すところ

１．１．　総　論

（１）歴史的な流れ

　大規模な有人宇宙ステーションを国際協力によって建設する構想は、東西冷戦構造最中

の１９８４年１月に、当時のレーガン米国大統領が西側先進諸国（欧州、日本、カナダ）に参

加を呼びかけたことに端を発している。我が国では、宇宙開発委員会宇宙基地特別部会が

１９８５年４月に「宇宙基地計画参加に関する基本構想」を、１９８７年７月には「宇宙ステー

ションの開発利用の本格化に向けて」をとりまとめ、宇宙ステーション計画への参加に対す

る我が国の意志決定がなされている。計画の参加にあたって設定された当時の我が国の

目標は、①人類の活動領域空間の拡大、②宇宙活動の多様化や高度化への対応、③有人

宇宙活動の実現、④人類共通のフロンティアの拡大と新産業の創出、及び、⑤国家プロジェ

クトとしての定常的な有人活動の推進、とされた。その後、東西冷戦構造の終結に伴う世界

情勢の大きな変化の中で、ロシアが宇宙ステーション計画に新たに参入することになり、ロ

シアモジュールの追加による宇宙ステーションの軌道上コンフィギュレーションの変更、開発

計画及び組立スケジュールの変更を経て、国際宇宙ステーション計画としての再設定がな

されて現在に至っている。

（２）国際宇宙ステーション計画の理念と我が国の目標

　国際宇宙ステーション計画は、人類の活動領域を宇宙に拡大することへの試み、最先端

の科学技術の実践と知見の拡大、宇宙利用を進めるための新たな技術開発のみに留まら

ず、２１世紀に向けた国際協力の象徴でもある。世界平和の維持、紛争の解決、地球環境の

保全など、人類の調和した未来を形成するために必要な国際協調や国際協力のあり方に

ついて大いなる指針を与え得るものである。国際宇宙ステーションの国際共同運用、多国籍

の宇宙飛行士の搭乗、研究における国際協力の経験蓄積などは、人類全体が運命共同体

であるとの理念の形成において、そのための精神的な基盤になるに違いない。このような視

点から、国際宇宙ステーション計画で得られる様々な成果は、地球上の全ての国や全ての

人々に共有されるべきものであり、この計画が、そのような理念を実現するための先導的な

役割を果たすことが期待されるのである。

　宇宙開発委員会は、冷戦構造の終結で国際情勢が大きく変化したことに伴い、１９９６年１

月に宇宙開発政策大綱を改定してきぼう（ＪＥＭ）を我が国初の「軌道上研究所」として位置

付けるとともに、これを中核にした総合的な研究体制の構築によって、宇宙環境利用活動の

充実を図ることを宇宙開発の重点活動の一つに掲げた。また、１９９５年９月に設置された宇

宙開発委員会宇宙環境利用部会は、このような社会的役割を担った「国際宇宙ステーショ

ン／きぼうの利用」について、「宇宙環境利用の意義」を整理するとともに、この実現に向け

た「当面の推進方策」を１９９６年７月の部会報告に取りまとめている。部会報告で整理され

た宇宙環境利用の意義は、国際宇宙ステーション／きぼうの利用を中心とする我が国の宇

宙環境利用の「目標」と理解すべき事項であり、次の５項目に整理されている。
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　①新たな科学的知見の創造

　地球上では実現できない研究を可能にし、新たな科学理論の展開をもたらす。国際宇宙ス

テーションは、柔軟性や機動性をもった実験環境を提供する。

　②社会の発展や生活の向上に役立つ地上での研究開発への貢献

　得られた知見や技術を地上の研究開発に反映させることにより、新たな研究の展開や技

術革新を促進する。また、宇宙で創製される新材料の利用などによって新しい生産活動を

創出する。国際宇宙ステーションは、宇宙での実験機会を増大させ、広範な取り組みを可能

にする。

　③宇宙技術をはじめとする広範な技術の高度化等の促進

　関連の宇宙技術の高度化を図ることができ、一般の技術革新につながる広範な技術力向

上の牽引力になる。国際宇宙ステーションは、有人宇宙技術の基盤確立、極限環境におけ

る実験技術や実験支援技術などの高度化を促進する。

　④人類の活動領域の拡大

　人類の恒久的な宇宙活動への道を開く。国際宇宙ステーションは、世界各国の協力によっ

て、人類の長期宇宙滞在と本格的な宇宙活動の実現の第一歩になる。

　⑤活力ある地球社会の実現

　宇宙は、国境や民族を越えた人類共通のフロンティアであり、興味や関心の対象でもある。

国際宇宙ステーションは、科学技術分野の巨大な国際協力プロジェクトであり、地球全体及

び人類全体の視点を重視するような地球社会の実現に貢献する。

（３）これまでの取り組み

　宇宙環境利用に対する我が国の目標の達成に貢献するために、宇宙開発事業団は、そ

れまでの開発運用機関としての機能に加えて、宇宙環境利用の牽引力になる研究を総合

的に推進する機能を担うことが要請された。これを受けて、宇宙開発事業団では、新たな推

進活動として次の取り組みを進めてきた。

　①きぼう利用に向けて総合的に我が国の利用要求をとりまとめる委員会

　１９９６年１０月に「宇宙環境利用研究委員会」を理事長の諮問機関として設置した。同研

究委員会は、きぼう等の利用研究テーマの募集や選定、宇宙ステーション利用計画ワーク

ショップの主催、ライフサイエンス分野など国際的なテーマ募集の国内とりまとめを始めとす

る国内の総合的な利用要求のとりまとめ活動を進めている。

　②きぼう利用に向けた宇宙環境利用の効果的研究推進の中核的役割を担う組織

　１９９６年１０月に理事長直轄の研究組織として「宇宙環境利用研究システム」を設置し、

同時に、その運営支援と実験技術開発などを行う組織として「宇宙環境利用研究センター」

を設置した。研究システムでは、我が国の宇宙環境利用を推進するために、宇宙環境利用

の有効性の早期提示を目標とした「先導的研究」、宇宙環境利用を進めるための基盤構築

やデータベース構築を目標とした「共通基盤的研究」を行うとともに、きぼう利用テーマの実
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施準備を進めるために、選定された利用テーマの提案者を招聘し、提案者や提案機関と協

力した実験ミッション開発や実験準備を行うなど、宇宙環境利用の中核的研究組織としての

機能を果たすことを目指した研究推進活動を進めている。また、研究センターでは、宇宙環

境利用研究を推進するための調査研究、実験技術開発、利用者への技術支援など、研究シ

ステムを支える機能を担う活動を進めている。

　③公募により研究を推進するシステム

　宇宙環境利用に関連する研究提案を我が国の研究者に広く求めて、開かれた研究推進

を実現するために、１９９７年４月に「宇宙環境利用に係る公募地上研究制度」を創設した。

１９９７年度から年度毎に地上研究テーマの公募を行い、宇宙環境利用を目指す広範な研

究テーマの開拓、研究の裾野の拡大、研究の質の向上などに資する制度運用を進めている。

　このような取り組みに加えて、１９９８年７月の宇宙環境利用部会応用化研究利用分科会

報告に基づき、民間企業が宇宙環境利用に参画することを促進するための「先導的応用化

研究」の実施準備も進めており、１９９９年度からの実施を目指している。このような推進活

動によって、多くの研究者が宇宙環境利用に関心を示し、宇宙環境利用の体系化に向けた

研究基盤の萌芽など、相応の成果が上がり始めている。しかし、「計画遅延への危惧」や「大

規模な予算の確保」という国際宇宙ステーション計画のプログラム上の課題や、｢限られた

実験機会｣、「実験準備に必要な多くの経験と長い時間」などの利用上の課題など、宇宙環境

利用に固有な課題が残されている。

（４）科学的な利用に対する懸念

我が国及び世界の人々の豊かな社会生活の実現への貢献の視点から、部会報告で整理

された宇宙環境利用の意義を認めることができる。しかしながら、国際宇宙ステーションの

科学的な利用については、その有用性を懸念する見解も示されてきた。その第１は「計画の

遅延とそのための科学研究へのインパクトへの危惧」、第２は「予算削減に伴う軌道上実験

施設の削減や機能低下への危惧」、第３は「計画参加国の宇宙開発予算の削減に伴う科学

研究の質の低下への危惧」、そして、第４は「国際宇宙ステーションの建設のために、初期に

は宇宙飛行士が宇宙実験に専念できないことへの危惧」などである。また、宇宙環境の活

用が自明な科学技術の分野を除けば、宇宙環境を実験手段として恒常的に利用しようとす

る研究分野が、未だに、分野としての体系化や成熟を達成していないことにも留意する必要

があるであろう。

（５）利用戦略計画の意味

　国際宇宙ステーション計画は、その建設や運用利用に多額の経費を要するために、計画

に参加する各国ともに、その経済的な負担は容易なものではない。特に、世界の経済情勢

が深刻の度を深めている昨今においては、国際宇宙ステーション計画の推進について、参

加各国ともに国民的な理解を得る努力が一層必要とされている。このためには、専門家の

十分な理解や適切な評価を基本にしながらも、国民一人一人にとっても分かりやすい成果

を出し続けることが重要になる。また、国際宇宙ステーション計画への研究者の危惧を少し

でも払拭し、宇宙環境利用の研究分野の育成に対する課題を段階的に解消するために、地
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地上研究と密接に連携した「新しい研究文化」や「新たな研究の枠組み」を構築することも

必要になる。

　このような状況の中で、当面、最も重視すべき事項は、「宇宙環境利用の有効性とその成果

を早期に提示する」ことであり、その結果として達成される「利用研究の領域構築とその体

系化」、その過程で確立される「研究手法や研究の枠組みなどの普遍化」である。このような

方向を目指して、厳選して進めるべき研究課題とその進め方を「宇宙開発事業団の利用戦

略計画」と位置付け、我が国の宇宙環境利用研究の進展に資することが、利用戦略計画策

定の意味するところである。

　一方、世界経済の継続的な発展を実現するには、その量的な拡大だけではなく、科学技術

の進歩や情報化の進展に応じた質的な拡大や、洗練された知的文化的な拡大が重要な要

素になる。国際宇宙ステーション計画についても、その利用によって得られる科学技術的な

成果による貢献だけでなく、地球社会の発展を宇宙から見守る拠点としての意義とその役

割を認識することが益々重要になるに違いない。この意味で、人文社会科学の側面からの

宇宙環境利用の視点を整理し、そのための利用戦略を設定することも重要になるが、これ

については今後の課題としたい。

（６）研究シナリオと利用戦略計画との関連

　宇宙環境利用研究委員会は、我が国の利用要求を取りまとめる一環として、宇宙環境利

用が有効と考えられる研究分野の育成・発展、及び体系化を期するために、３つの分野に

ついて「専門委員会」（微小重力科学、ライフサイエンス、宇宙医学）を設置し、分野毎に我が

国の宇宙環境利用研究の望ましい方向性を「研究シナリオ」としてまとめる努力をしている。

設定される研究シナリオは、次の４つの事項について提言することにより、各分野における

今後の進め方の指針として活用されるものである。

  （１）我が国の宇宙環境利用における重点研究領域の提示

  （２）国際宇宙ステーション／きぼうの利用テーマ募集における募集方針の設定

  （３）公募地上研究の重点研究領域の設定

  （４）宇宙開発事業団が今後開発すべき次期共通実験装置候補の設定

　一方、宇宙開発事業団は、宇宙環境利用の推進活動の更なる充実を図り、宇宙環境利用

の意義の早期確立に向けた活動を重点的に進めていこうとしている。このため、宇宙開発

事業団は、重点的に進めるべき研究や技術開発の方向を「宇宙開発事業団の利用戦略計

画」として定義し、これを世の中に明示して国民の理解を得ながら業務を進めていく。この

「利用戦略計画」では、研究シナリオの「我が国の研究の方向性の設定」というよりも、宇宙

環境利用の有効性を早期に実証するための先導的研究や基盤的研究を実施することが優

先課題になる。同時に新たな研究領域の開拓も目指して行く。この観点から、利用戦略計画

は、「研究シナリオ」、「世界の科学技術研究の動向」、「宇宙環境利用を目指す我が国の研究者

の動向」を参考にして設定される。
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１．２．　宇宙環境利用に対する宇宙開発事業団の目標

　宇宙環境利用部会報告で整理された「我が国の宇宙環境利用の意義（目標）」に対応して、

この実現に貢献するための宇宙開発事業団の目標を以下に示す。目標の設定に当たって

は、宇宙開発事業団の「開発運用機関としての役割」、「宇宙環境利用研究の効果的推進の

中核的機関としての役割」を踏まえて、宇宙環境利用及び国際宇宙ステーション／きぼう利

用に対する「将来の望ましい姿」を示すものである。宇宙開発事業団は、この目標の達成に

向けて、利用戦略計画の実施など、宇宙環境利用の総合的な推進活動を進める。

（１）「新たな科学的知見の創造」への対応

　宇宙環境の利用を実験手段に組入れた研究が数多く企画され、「重要な法則性や規則性

の発見」、或いは、「鍵となる仮説の検証」が宇宙環境の利用を通して実現される。また、宇宙

環境利用が引き金になって、新たな研究分野が創成されたり、既存の研究分野の発展が促

される。この結果として、「新たな科学的知見」が定常的に創出される。

（２）「社会の発展や生活の向上に役立つ地上での研究開発への貢献」への対応

　宇宙環境利用の成果を応用して、「地上生産技術の改善」を図り地上の製品製造プロセス

の技術改善及び製品研究開発に貢献する、或いは、宇宙環境の利用を「地上の生産プロセ

スの一部に組み入れる」ことで地上の製品開発プロセスの効率化や省力化に貢献する。こ

の結果として、通信放送分野と同様に、民間の主体的な宇宙環境の利用が定着する。

（３）「宇宙技術をはじめとする広範な技術の高度化等の促進」への対応

　人類共通のフロンティアである宇宙の開発と利用を効果的に進めるために、地上の技術

革新を先導する宇宙利用の技術開発が戦略的に進展する。この結果として、宇宙利用を支

える広範な技術開発力が維持され発展する。

（４）「人類の活動領域の拡大」への対応

　技術戦略の視点から、広範な有人宇宙技術の修得が図られる。また、日本人宇宙飛行士

の活動とその宇宙観が広く国民に伝わり、誰でもが宇宙環境利用の情報やデータを閲覧で

きることによって、国民一人一人の興味や関心の対象が宇宙に拡大し、宇宙と地球に対す

る理解を深めることに貢献する。

（５）「活力ある地球社会の実現」への対応

　宇宙環境の利用によって、人間の関わり合いを含めた地球規模の様々な事象に対する理

解が進み、国民一人一人の関心が地球規模に拡大することで、より高い視点の判断に立脚

した社会活動や経済活動の実現に貢献する。また、宇宙環境の利用によって、地球環境に

対する定量的な問題の把握や将来予測に関する知見が得られ、問題解決のための判断と

調和した地球生活の実現に貢献する。
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　無数に存在する天体の中で、生命が誕生して繁栄を続けている地球の存在は奇跡とすら

思われるものであり、このような貴重な天体を守ることは人類の使命でもあろう。国際宇宙ス

テーション計画が、「地球を守る」という人類最大の使命の遂行に貢献し、地球環境の持続的

保持と平和の維持の尊重を教える役割のあることにも理解を求めるべきである。そして、国

際宇宙ステーション計画の技術的な進展が、将来、国民一般及び国の政策決定者の宇宙

滞在を可能とし、地球全体を一括して把握できる時代の到来に大きく貢献することを期待し

たい。
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２．　宇宙開発事業団の取り組みの考え方

２．１．　総　論

２．１．１．　これまでの取り組み

　宇宙開発事業団では、宇宙環境のための早期利用機会として、様々な飛行機会（ＦＭＰＴ、

ＩＭＬ-２、ＭＳＬ-１、ＳＴＳ-８４、ＳＴＳ-９０、ＳＴＳ-９５、ＴＲ-１Ａシリーズ等）を確保して宇宙実

験ミッションを組立て、宇宙実験機会の提供、宇宙実験技術の習得、ユーザインテグレーシ

ョン技術と実験運用技術の習得、宇宙実験プロジェクト管理に対するノウハウ蓄積など、多く

の経験を積んできた。

　１９９２年度には、宇宙環境利用を目指す研究者の裾野拡大を目標にした宇宙環境利用

フロンティア共同研究プロジェクトが開始された。この研究プロジェクトは、産学官の研究ポ

テンシャルを最大限に活用する共同研究体制を基盤とした計画研究で、それぞれの研究参

加機関が宇宙開発事業団と研究資源を持ち寄る形態で計画研究体制の構築が図られた。

最初に微小重力利用研究の共同研究体制がスタートし、次いで有人宇宙技術研究が立ち

上がったが、理工学研究については一部の課題研究を除いて共同研究準備検討段階のま

ま次の制度に引き継がれた。

　１９９６年の部会報告以降、宇宙開発事業団はそれまでの宇宙インフラストラクチャの整備

運用や実験機会の提供という機能だけでなく、国際宇宙ステーション／きぼうの利用研究を

推進する中核機関になることが要請された。このため宇宙開発事業団は、我が国の宇宙環

境利用の発展を目指して、「宇宙環境利用研究委員会の設置と運営」、「宇宙環境利用研究シ

ステム及び同研究センターの設置とその推進活動」、「公募地上研究制度の整備と運営」など、

新たな推進活動に取り組んできた。現在の宇宙環境利用の推進活動における宇宙開発事

業団全体の組織体制は別添（宇宙開発事業団の「宇宙環境利用の推進体制」）に示すもの

であるが、この体制による具体的な取り組みの状況は次のものである。

（１）曝露部初期利用ミッション

　きぼう曝露部初期利用ミッションについては、宇宙環境利用研究委員会の設置直後の１９

９６年１１月に利用テーマの公募が行われ、国際的にもユニークな４つの初期利用ミッション

が選定されている。現在、テーマ提案者を宇宙環境利用研究システムに招聘し、提案機関と

の協力による開発分担体制のもとに、国際宇宙ステーションの利用としても先駆けになる実

験ミッションの開発を進めている。

（２）公募地上研究

　公募地上研究制度は、宇宙環境を利用する研究分野や研究者の裾野の拡大を目指すも

ので、宇宙環境利用実験の提案を目指した地上研究に対して、広範な研究者が応募できる

研究提案機会である。宇宙環境利用の新しいアイデアの発掘やきぼう利用に向けた地上

研究など、開かれた地上研究の推進を図っている。
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（３）国際公募

　国際宇宙ステーション計画に参加する各国の宇宙機関の間では、実験装置の相互利用

などによる実験実施の効率化が検討されてきた。国際的な検討の先行しているライフサイ

エンス分野では、各国の宇宙機関が提供できる実験装置を利用する研究を国際公募によっ

て募集する「ライフサイエンス及び宇宙医学分野の国際公募」が１９９７年から開始されてい

る。宇宙開発事業団も本国際公募に参画し、我が国の研究者が国際宇宙ステーションを利

用できる機会を拡大することに努めている。微小重力科学分野でも同様の主旨の国際公募

が検討されており、宇宙開発事業団も参画して２０００年からの実施を目指している。

（４）宇宙環境利用研究システム

　宇宙開発事業団では、きぼう利用研究推進の中核的機能を担う外部に開かれた研究組

織として、宇宙環境利用研究システムを設置した。同研究システムでは、自らの宇宙環境利

用研究を課題研究として実施することなどに加えて、きぼう利用研究テーマとして選定され

たテーマの実施準備を進めるために、テーマ提案者を招聘して実験ミッション開発や実験準

備を行なっている。課題研究は、現状限られた実施数ではあるが、外部研究者の参加を得

ながら、宇宙環境利用の有効性を早期に確立するための先導的研究や共通基盤的研究を

自主研究として進め、国際宇宙ステーション／きぼうの初期利用段階における早期の成果

創出を目指している。

（５）きぼう利用１次選定テーマ

　きぼう与圧部搭載の共通実験装置の初期利用テーマ（共通実験装置の検証目的を兼ね

る）は、１９９４年に行われ公募が行なわれて５０テーマが１次選定された。また、それらテー

マの実験要求を参照して、共通実験装置の開発が開始された。現在、宇宙開発事業団の宇

宙環境利用研究センターでは、１次選定テーマに対するユーザインテグレーションとして、実

験計画の調整及び実験計画書の設定（ベースライン化）作業を進めている（１９９９年１月現

在、４４テーマが対象、６テーマは辞退）。これらのうちベースライン化が完了して準備の比較

的先行しているテーマに対して、実験供試体の開発が進められている。１次選定テーマの最

終選定（飛行実施テーマの決定）については、平成１１年度以降、宇宙環境利用研究員会に

よって行われる予定である。

（６）早期利用ミッション

　宇宙開発事業団では、宇宙実験技術並びに実験運用技術の習得、及び宇宙環境利用の

実験成果の早期創出を目指して、スペースシャトル、ミール、並びに小型ロケット（ＴＲ-１Ａ）

を利用した宇宙実験を実施してきており、今後も、国際宇宙ステーション／きぼう利用に先

だって、適切な早期利用機会を活用した宇宙実験を実施してゆく予定である。特に、ＦＭＰＴ、

ＩＭＬ-２等のスペースシャトル利用ミッションでは、宇宙環境利用研究を広く国内に普及させ

る効果があったものと認識している。また、小型ロケットＴＲ-１Ａ利用の実験ミッションでは、

宇宙実験技術開発への貢献とともに、科学的意義の高い成果創出に貢献してきたと認識し

てきた。

　尚、スペースシャトル利用実験や小型ロケット利用実験、あるいは将来の可能性としての

ＨＯＰＥ-Ｘや小型ロケット以外の輸送系を活用する実験機会については、きぼうの運用開始

後はそれぞれの特徴を生かしてきぼう利用実験を補完する実験機会として発展していくも

のと見込まれる。
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　このような推進活動の結果として、多くの研究者が宇宙環境利用に関心を向け始めてき

た。実際、公募地上研究や、ライフサイエンス及び宇宙医学分野の国際公募では多数のテ

ーマ提案がなされており、宇宙環境利用の体系化に向けた新しい研究基盤の基礎が出来

始めている。しかしながら現時点では、「宇宙環境利用研究が自律的に進展し、分野の体系

化が図られて研究成果が広く競われる状況」には至ってはいない。このため、宇宙環境利用

研究の発展に対して阻害要因と考えられる全般的な課題について考察を加え、その克服に

向けた宇宙開発事業団の取り組みの方向性を示すことにする。

２．１．２．　成果創出に対する課題

（１）微小重力科学、生物科学分野など

　微小重力科学や生物科学など、宇宙環境を実験手段または実験環境として利用すること

を目指す研究分野では、これまでのところ、地上の科学研究や工学研究の進展に大きな影

響を与えた研究例や宇宙実験例などの実績は少なく、地上研究の分野において一定の地

位を確保する状況には至っていない。この原因については、これまでにも様々な論議がなさ

れており、例えば、①地上研究との比較において、実験機会が極めて限定されており、適切

な時期に必要な頻度の実験を実施できない、②宇宙実験には、地上研究には不要な特殊

な実験技術が必要、③宇宙実験には特殊な実験準備が伴うために、研究遂行能力以外の

多くの経験と長い準備期間とが必要、④打上げ等の実験運用経費を除いても、実験準備や

実験実施には多額の経費が必要、などの問題が指摘されてきた。宇宙環境利用の発展に

は、この様な負の要因を可能な限り除去して、宇宙環境利用を身近なものにする必要があ

る。宇宙開発事業団では、宇宙実験の様々な方法論の確立や宇宙実験技術の開発を通し

て、このための努力を続けることとしている。

　一方、この問題の克服には、研究者側の努力や工夫も重要になる。研究面からの大きな

課題として、１回の宇宙実験で実施可能な実験回数や取り扱える実験試料の数が限られる

ために、①統計解析で結果を推論するような実験組立てが容易でない、②実験結果の追試

が簡単でないために、新規現象の発見を確実なものにすることが容易でない、③成果の体

系化が図りにくい、④厳密な意味からの対照実験が組み難い、などの問題が生じる。このた

めに、単発的ないしランダムなアイデアで宇宙実験を企画しても、地上研究にインパクトを与

える体系的な科学成果は獲得し難い。成果の獲得には、研究シナリオに基づく計画研究の

企画と、緻密に計画された宇宙実験を継続的に実施して実験成果を発展的、体系的に積み

上げる工夫が必要な場合が多い。これまでのところ、こうした様々な阻害要因を克服して、

地上研究の先端的な活動と連携した研究計画を企画立案するなどの知的集約活動の取り

組みは十分になされてきたとは言い難く、今後の課題として認識すべき事項である。

　しかしながら、最も本質的な課題は、地上研究で最先端の専門的研究活動を担っている

研究者が、「自らの問題解決のために、宇宙実験機会を利用することを積極的に考える」状

況には至っていないことである。微小重力科学や生物科学の分野では、宇宙環境は実験手

段の一つにしか過ぎない訳で、地上研究から離れて単独に位置付けても意味がない。これ

まで、宇宙実験の結果だけによって、最先端の科学成果を創出することに期待をかけてい

たことは否めない。今後必要なことは、地上の最先端の研究領域に積極的に貢献できるテ
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テーマを見極め、そのテーマを推進して成果を早期に提示すること、そのための専門的研究

者を組織化することであろう。

（２）有人技術開発分野

　有人技術開発の分野については、長期的には我が国としての継続的な有人技術の蓄積

が重要になるが、短期的には、軌道上において搭乗員の健康状態が維持され、帰還後には

早期の地上生活への適応を可能とする搭乗員の健康管理や環境衛生管理技術の確立に

重点が置かれている。宇宙開発事業団では、これまで米国、ロシア等の開発済みの有人技

術を参考にしながら、このための技術の蓄積を図ってきた。また、宇宙環境利用フロンティア

共同研究、更には発展的に引き継がれた公募地上研究を通して、外部の研究者が自らの

研究対象として有人技術関連研究に取り組める環境を整備してきた。従来、宇宙開発事業

団が自ら責任を持って取り組む研究開発の範囲が明確でないとの指摘があったが、今後は

具体的なきぼうでの運用を目指し、技術の蓄積と体系化、運用指針の策定がなされる予定

である。

（３）宇宙科学、地球科学、宇宙技術開発分野など

　宇宙科学、地球科学、宇宙技術開発など、そもそもが宇宙での活動や宇宙利用ミッション

の実現を前提にする分野では、国内外の関連研究者が中心になって、自らのテーマを実施

するために、宇宙環境利用に向けた主体的な取り組みがなされてきた。このような取り組み

においては、①ミッション概念の発案と育成、②ミッションの実現に必要な基礎研究や要素

技術開発、③開発資金確保のための活動、④開発からミッションデータ利用までの長期に

わたる研究開発活動の維持など、集約的なグループ活動が要求される。宇宙科学研究所

の天体観測ミッションや宇宙開発事業団の地球観測ミッションでは、このような集約的活動

がミッション達成の基盤になってきた。

　きぼう曝露部利用ミッションは、当面の対象が技術開発や技術検証に挑戦する「先端的な

実験ミッション」、或いは、「先進的な科学ミッション」であることから、ミッション開発そのものが、

宇宙実績のない実験機器や実験システムの開発利用への挑戦と位置付けられている。こ

のようなミッション開発を的確に推進するために、ミッション提案者とその研究開発グループ

には、宇宙開発事業団の研究開発ポテンシャルや技術開発ポテンシャルを活用しながら、

宇宙開発事業団との協力による集約的活動を基礎として、ミッション開発を進めることが求

められる。このためには、宇宙開発事業団には、「利用ミッション概念を創出する機能や育成

する機能」が求められることになる。しかし、現状ではこの機能が十分ではなく、曝露部利用

を中心とした規模の大きなきぼう利用ミッションを発展的に創り出すことに対する課題であ

る。

（４）産業利用／商業的利用

　１０年以上前になされた宇宙環境利用の議論では、いわゆるメード・イン・スペースによっ

て、工業的に付加価値の極めて高い新材料が創製されるのではないかとの期待が持たれ、

多くの民間企業が宇宙環境利用に希望を抱いた時期があった。しかしながら、その後、高い

コストに見合う成果が容易には得られないことが明らかになるにつれ、産業界の関心は離
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離散して行った状況がある。高コストに見合う成果や産業利用形態が何であるかという基本

課題について、十分な議論や検討がなされてこなかったことが原因していると考えられる。

　米国では、ＣＳＣ（商業宇宙センター；Commercial Space Center）が中心になって、宇宙環

境を商業的に利用するための様々な努力がなされている。将来的には、国際宇宙ステーシ

ョンの米国利用枠の３０から６０％が商業利用になることが目標とされている。ＣＳＣの大き

な柱は、商業利用の顧客であるカスタマーと、商業利用のサービスを提供するサービスプロ

バイダーとを同時に育成する方針が採られていることであり、米国は、国際競争力ある新産

業の育成を目標にしていると言える。

　我が国においても、宇宙環境利用部会に設置された応用化研究利用分科会において、将

来の産業利用に向けた先導的応用化研究に関する報告書が１９９８年に取りまとめられ、１

９９９年度から宇宙開発事業団が先導的応用化研究を推進することになった。分科会の議

論では民間企業が参加しやすい仕組みを期待するとの意見もあり、その実施に当たっては、

成果の取り扱いや機密の保持などに対して、産業利用に馴染む新たな制度も整備すること

としている。また、宇宙環境利用の長期的発展のためには、真にコストに見合う産業利用形

態を明らかにして行くことが重要であり、関係者の努力が求められる所である。

２．１．３．　課題の克服に向けた方向性

（１）微小重力科学、生物科学分野など

　地上研究分野で最先端の研究を進めている研究者が、「自らの課題解決のために宇宙環

境利用を考える」ような状況が基本である。このためには、宇宙環境の様々な利用形態を示

すなど、推進のための普及活動は重要ではあるが、「地上研究にインパクトを与える研究成

果」が宇宙環境の利用から得られたことを例示することが最優先の課題になろう。このこと

によって、最先端の研究者が宇宙環境利用に関心を寄せ、結果として、質の高い研究企画

の創出が促される。独創的な発想と優れた成果の創出を重視し、最先端の研究者の参画を

得ながら宇宙環境利用を推進するとの方向である。この様な状況を多面的に支えるために、

公募による地上研究推進制度を一層充実させて宇宙環境利用に関心を持つ研究者が取り

組み易い研究推進制度を整えることが重要になる。また、微小重力実験を身近なものにす

るために、簡易な微小重力実験機会や擬似微小重力実験装置の提供を積極的に進めるこ

とも重要になろう。

　「課題解決型の宇宙環境利用」を迅速かつ効果的に進めるには、モデル研究としての宇

宙環境利用研究システムの先導的研究が先駆的な役割を果たすことが期待される。限られ

た実験回数で最大の成果を獲得するには、宇宙環境利用の効果と有効性を理論面からも

推論して解析するなど、理論と実験とを密接に連携させた知識集約型のチーム研究を行な

うことが本質的であり、先導的研究が知的集約型のモデル研究として位置付けられる点が

極めて重要になる。

　一般的に、宇宙環境を実験手段として利用するには、従来から培われてきた地上の研究

手法とは異なるアプローチが要請される。限られた実験機会、特殊な実験準備作業や実験
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技術など、地上の実験研究では遭遇することのない制約条件を前提にして実験準備を進め

なければならず、研究の企画から実験計画の立案の過程で必要になる広範な知識、実験

準備に必要な深い経験と技術能力などは、個人中心型の研究手法では対応不可能なレベ

ルに達してしまう。このために、地上研究との密接な連携を持ち、かつ実験技術の開発能力

をも持つグループが、研究機能を分担するような知識集約型のチーム研究手法が必要にな

るのである。このような研究の推進は、従来の個人をベースとした研究の実施スタイルを大

きく変革させる。この意味で、「新しい研究の枠組み」や「新しい研究文化」の土壌を培うこと

が求められており、ビッグサイエンスの推進に関する新たな挑戦であるとも言える。

　宇宙環境利用研究システム及び同研究センターが進めている先導的研究や共通基盤的

研究は、知識集約型のチーム研究の手法によって、宇宙実験の方法論や実験技術の確立

をも目指すものである。結果として研究成果のみならず、①宇宙環境利用のための多様な

方法論、実験技術、実験支援技術を蓄積するとともに、②宇宙実験の実施準備に対する技

術的、あるいは、人的な支援を充実することになる。また、③研究成果や方法論としての宇

宙実験プロセスに関する情報を広く公開し、必要な技術や情報を提供する等、十分な情報

提供や情報交換を行うことによって広く研究分野の振興につながることを期待するものであ

る。

　研究分野の効率のよい発展を目指すには、実験結果を体系的、多面的に理解できる成果

の創出が重要になる。特に、より基礎的な法則や規則性の発見につながることは重要で、こ

のためには、適切な研究シナリオの設定、シナリオに基づく宇宙実験の継続的な実施による

成果の積み上げ、その解析による実験事実の考察や検討が必要になる。研究シナリオに基

づく宇宙実験が継承的に実施され、研究対象のマップが埋められることによって重要な知

見が得られる姿が望ましい。一方、不十分な洞察による浅薄な研究シナリオでは、かえって

研究発展の阻害要因になりかねない。このため、研究シナリオの設定とその実施にあたっ

ては、見識あるトータルな科学的評価を伴う必要があることは言うまでもない。

（２）宇宙科学、地球科学、宇宙技術開発分野など

　国際宇宙ステーション／きぼうの曝露部利用は、「観測プラットフォーム」としての利用、或

いは、「技術開発プラットフォーム」としての利用が当面中心になる。その利用に当たっては、

テーマ公募が行われ、選定された提案ミッションについて、提案者及び提案機関と宇宙開発

事業団とが協力してミッション開発を進めることが予め想定されている。アイデアや概念が

優れていて、科学ミッションとしての価値や技術開発ミッションとしての貢献度が高い提案で

も、ミッション概念の育成や技術開発シナリオの検討が十分でない場合には選定にはつな

がらない。このために、公募による自由競争だけでミッションを選定するプロセスが、宇宙利

用を進展させるための適切な方法とは言い切れないことに留意する必要がある。

　本質的な課題は、国際宇宙ステーション／きぼう曝露部の特徴を最大限に生かし、国際的

な科学研究のレベルを向上させる先進的な科学ミッションの創出であり、また、宇宙利用に

貢献する先端的な技術開発ミッションを実施することである。このためには、利用シナリオ構

築の基礎になる提案を広く募り、「利用ミッションを企画立案する機能」や「利用ミッションの概

念をとりまとめる機能」を宇宙開発事業団が持つとの考え方が有効になる。このための宇宙

開発事業団の体制整備が最も重要な要素になろう。
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（３）産業利用／商業的利用

　将来の産業利用を目指した先導的応用化研究では、従来の宇宙実験成果の延長線上に

成果応用を捉えることには限界がある。最近までの宇宙環境利用研究の結果からは、産業

利用に結びつきそうなシーズは殆ど見つかっておらず、きわめて厳しい状況にあるからであ

る。このため、現在期待されていることは、むしろニーズからさかのぼって有効なテーマを探

すことにある。これまでの宇宙実験とは縁のなかった産業分野において、解決すべき技術課

題を検討し、宇宙環境利用実験で問題を解決できるものを発掘するアプローチである。この

考え方を進めるに当たっては、コストを明確に意識するとともに、継続的な利用を生むテー

マを念頭に置くことが重要になる。
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２．２．　宇宙開発事業団の取り組みの考え方

２．２．１．　開かれた研究体制の整備

　宇宙環境を利用する実験が広く国民から理解されるには、公募などによる開かれた実験

機会の提供及び研究体制の整備が重要である。このため、国のレベルでは、これまでにも、

このような考え方に沿った取り組みがなされてきた。１９８６年の宇宙基地特別部会報告で

は、宇宙基地利用の取りまとめ機関が定義され、これに基づいてきぼう利用に向けた推進

活動が進められてきた。しかしながら、各省庁の宇宙環境利用研究の予算措置などの取り

組みが、期待されたような積極的な展開にはならなかったことから、１９９６年の宇宙環境利

用部会報告において、利用要求取りまとめ機関の機能が「きぼう（ＪＥＭ）利用に向けて総合

的に利用要求をとりまとめる委員会」（「宇宙環境利用研究委員会」）へと移管されることに

なった。

　一方、１９９２年に、科学技術庁は宇宙環境利用の底辺の拡大を目指した宇宙環境利用フ

ロンティア共同研究プロジェクトを計画研究として発足させた。宇宙開発事業団は共同研究

の相手方としてこれを推進する役割を担い、微小重力利用研究、有人宇宙技術研究、理工

学研究の３分野で地上研究が進められたが、１９９７年から公募による地上研究制度に移

行し、開かれた推進制度の下で発展的に宇宙環境利用研究が進められることになり、新た

な推進制度のもとで、既に３回のテーマ公募が行なわれてきた。

　１９９６年１０月には、外部に開かれた流動的な研究組織として、宇宙開発事業団に宇宙

環境利用研究システムが設置され、同研究システムとともに研究開発や研究支援を担う組

織として宇宙環境利用研究センターが設置されている。また、１９９９年度からは、先導的応

用化研究の推進組織として、宇宙環境利用応用化研究推進グループが設置される予定で

ある。

　このような体制や制度の整備によって、大学をはじめとする多くの研究者が宇宙環境利用

研究を自らの関心と責任において実施できる状況が整いつつある。しかしながら、宇宙環境

利用研究を加速するには、研究分野の活性化、研究者の層の拡大、効率のよい成果の早

期創出等が不可欠であり、研究領域の重点化や研究の計画的推進が必要で、これからの

課題としての取り組みが進められている。

２．２．２．　宇宙環境利用研究システム

（１）「先導的研究」への取り組み

　最先端の地上研究を進展させることへの貢献を視野に入れ、宇宙環境の利用を通してこ

のような成果が確実に得られる研究領域を厳選して開拓するとともに、これを推進できる専

門的な理論研究者及び実験研究者に宇宙環境利用研究の先駆者として参画を求めて自

主研究を進める。この結果として、幅広い分野の第一線研究者が宇宙環境の利用に関心を

持つ状況を早期に実現することを目指す。

（２）「共通基盤的研究」への取り組み
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　宇宙環境を利用する研究の進展には、これに資する基盤研究も重要な役割を果たす。宇

宙環境利用の発展に必要な基盤的知見の獲得、宇宙環境利用の方法論の確立、宇宙環境

利用に必要な熱物性値などの基礎デ－タの整備を目指して、必要性の高いものから、順次、

計画的に自主研究を進める。この結果として、宇宙環境利用のための多様な方法論と実験

技術、デ－タベ－スを順次、体系的に整備する方向を目指すとともに、情報公開や情報提供

を適宜行うための体制整備を進める。共通基盤的研究は、宇宙環境利用研究センターのリ

ソースの活用を図って進めることを目指す。

（３）「公募地上研究の推進」への取り組み

　宇宙環境利用研究委員会では、微小重力科学分野、ライフサイエンス分野（生物科学及

びバイオメディカル）、及び宇宙医学分野の宇宙環境を利用する研究について、我が国として

重点を置くべき研究領域と、これらの領域の宇宙実験を実施するのに必要な「きぼう与圧部

次期共通実験装置候補」の検討を進めている。この検討に基づいて、重点的に推進すべき

研究領域が「研究シナリオ」としてまとめられる見込みである。宇宙開発事業団は、この「研

究シナリオ」を参考にして、公募地上研究で重点化すべき研究領域の集約化を目指す。また、

宇宙環境利用研究システムの知見が一般研究者に行き渡り、逆に、公募地上研究で見出さ

れた新たな知見が宇宙環境利用研究システムの自主研究にも反映できるように、先導的研

究及び共通基盤的研究と公募地上研究との研究協力の視点を重視して研究推進を進める。

　公募地上研究制度は、宇宙開発事業団からの委託で、財団法人・日本宇宙フォーラムが

運営している。公募地上研究の成果が宇宙実験のテーマ創出につながるには、日本宇宙フ

ォーラムの宇宙実験計画立案支援（ユーザインテグレーション）機能が極めて重要になるた

め、本機能の確立を目指し、宇宙開発事業団は日本宇宙フォーラムの人材育成に最大限に

協力する。

２．２．３．　応用化研究推進のための基盤整備

　１９９９年度からの宇宙環境利用の「先導的応用化研究」では、地上の生産活動に宇宙環

境利用の成果を応用する視点から、その可能性を実証するための最適な推進体制及び実

施体制の整備を目指す。ここでは、宇宙環境利用の成果に基づいて「地上生産技術の改

善」を図るための技術開発の可能性や、宇宙環境利用を「地上の生産プロセスの一部に組

み入れること」の実現性や効率性を実証するために、民間企業等の主体的参画を得て推進

事業を進める。また将来を展望して、宇宙環境利用ユーザ(カスタマ)の育成と、宇宙環境利

用サービスの提供基盤(サービスプロバイダ)の整備を意識する。

　この基盤整備では公益法人の機能を最大限に活用して進める。すなわち、宇宙環境利用

の応用の可能性を実証する推進事業(先導的応用化研究)を通して、公益法人が将来の民

間利用促進を行うポテンシャルを確立できるよう、その基盤を公益法人に構築することを目

指す。

２．２．４．　宇宙環境利用研究センタ－の基盤拡充
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（１）実験機会提供

　宇宙開発事業団は、従来からスペースシャトルやミール等の実験機会の提供を行ってき

たが、今後も、国際宇宙ステーション／きぼうの運用開始までのに確保可能な実験機会を

活用して、早期の研究成果の創出、実験技術の確立、実験運用技術の確立などを引き続き

目指すものとする。

　一方、小型ロケットの利用は、軌道上実験に先立つ予備実験の機会として、或いは、短い

微小重力継続時間（約６分程度）で結果の取得が可能な実験テーマの実施機会として多く

の利点を有している。ＴＲ-１Ａシリーズの後継については現在検討中であるが、きぼうを補

完する実験手段としての価値は非常に高く評価されている。小型ロケット利用等の検討に

当たっては、各国が有するインフラや既開発装置の有効利用の可能性など、国際協力の可

能性も視野に入れて検討を進める。

　地上の短時間微小重力実験手段である航空機及び落下施設に関しては、公募地上研究

の採択者の利用が容易なように、利用の枠組みや利用に関する技術支援などを整備して

いく必要がある。これまでのところ、実験技術の開発やその運用のノウハウの蓄積は不十

分であり、また実験企画自体が研究者任せであるが、予備実験手段としての価値は高いと

考えられるので、利用の普及は、研究を加速する上で重要になる。

（２）実験技術の整備

　宇宙実験に必要な実験技術の開発は、これまでも、宇宙開発事業団が中心になって実施

してきた。特に、次期のきぼう共通実験装置候補について、利用研究のニーズや技術開発

の現状と将来予測を踏まえて、より効率よく利用できる装置を目指した検討を進めていると

ころである。検討のポイントは、①研究分野毎の研究シナリオの実施を想定することだけで

なく、②搭載予定時期に技術的に陳腐化していないこと、③テレオペレーション等により搭乗

員の負担を最低限にできること、④研究者の要望にタイムリーな対応が図れること、⑤サン

プルの打ち上げから実験の実施、回収まで一連の実験運用が効率良くできること、等である。

　きぼう搭載の初期共通実験装置に関しては、今後の実験供試体開発を通じて具体的な実

験運用を見据えた実験技術を開発する必要がある。今後開発体制を強化していくことにな

ろう。

（３）実験運用技術の整備

　公募地上研究では、宇宙実験テーマの創出や実現に向けて、日本宇宙フォーラムによる

実験計画書立案のための検討支援や、きぼう搭載装置の機能性能、実験技術、試料容器

開発のための設計手法等について、研究者へのアドバイスや情報提供等のユーザインテ

グレーション業務を担当することにしている。しかし、現状ではこれらが十分でないことから、

適切な人材を育成・配置していくことを積極的に進める。
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　一方、きぼう搭載テーマについては、今後、地上からの実験試料の運搬や、きぼう内での

保管、実験の実施、試料の回収など、実験全体を通して関わり支援する実験運用体制の整

備が必要である。これまでのところ、個別の実験技術の確立に重点が置かれてきたが、今後

は総合的な実験運用を念頭に置いた体制を構築していくことになる。

２．２．５．　ミッションの企画立案機能の整備

（１）将来ミッションの創出に向けた取り組み

　国際宇宙ステ－ション／きぼうの曝露部利用を想定する科学観測ミッション、地球観測ミッ

ション、技術開発ミッションについては、「ミッション概念の育成」や「ミッション概念とりまとめ」

のための機能を整備することを目指す。

　その具体的な取り組みとして、「科学観測ミッション」については、きぼう初期利用のミッショ

ン開発で蓄積される研究ポテンシャルを活用し、宇宙環境利用研究システムが、観測プラッ

トフォ－ムとしてのきぼうの特徴を活かした新規ミッションや発展ミッションを育成するととも

に、そのための推進機能を持ち、内外のミッション要求をとりまとめてきぼう利用ミッションの

創出を目指す。

　「地球観測ミッション」については、宇宙開発事業団の地球観測システム本部が、地球観

測シナリオを基礎にして内外のミッション要求をとりまとめ、観測プラットフォ－ムとしてのき

ぼうの特徴を活かした利用ミッションや技術検証ミッションを育成するとともに、計画的なき

ぼう利用ミッションの創出を目指す。

　「技術開発ミッション」については、宇宙開発事業団の技術研究本部が、国内の利用要求

をとりまとめて技術開発ミッションを育成するとともに、技術開発テストベッドとしてのきぼう

の特徴を活かし、戦略的な技術開発を進めるために、計画的なきぼう利用技術開発ミッショ

ンの創出を目指す。

（２）きぼうの機能向上に向けた取り組み

　きぼうの機能向上を図り、宇宙環境利用の多様な拡大を図る基盤として、有人技術開発を

含む様々な技術開発が必要である。このための技術開発ミッションや技術検証ミッションに

ついては、きぼう利用の高度化の視点から、宇宙開発事業団の宇宙環境利用システム本部

が推進に当たるものとし、このためのきぼう利用ミッションの創出を目指す。ミッション概念の

創出にあたっては、国内外の技術ポテンシャルの活用を図り、国際協力で進める視点も重

視する。

２．２．６．　今後の課題

（１）利用戦略計画の実施に向けた課題

　国際宇宙ステーション／きぼうを利用する上では、「国際競争」と「国際協力」の２つの必須

の側面を考慮し、両者の絶妙なバランスのもとで進めていかなければならない。我が国の独
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の独自性を保とうとする科学研究や技術開発の分野においては、国際的な競争原理が支

配的であるが、国際宇宙ステーション／きぼうを利用する以上は各種リソース（電力、スペー

ス、宇宙飛行士の作業時間など）の制約がつきまとい、国際的な協力が不可欠となる。国際

協力のもとで、如何に研究アイデア、成果、機密等を確保し、如何に競争力を維持するかが

問題となるであろう。

　このような状況の中で、宇宙開発事業団の利用戦略計画を実施する上では、戦略実施の

プライオリティを明確にする必要がある。科学研究・技術開発の中でも、国際協力が有効な

分野・課題、国際競争が必要な分野・課題を分析して、「分野内での実施のプライオリティ」及

び「分野を横断しての実施のプライオリティ」を明確にし、国際協力と国際競争のバランスの

状況に応じて適する課題を優先的に実施できるような対策を講じておく必要がある。

（２）その他の課題

　今後、宇宙開発事業団として取り組む必要があるその他の課題は以下の通りである。

　○学会対応

　従来、宇宙環境利用研究の研究成果は、マイクログラビティ応用学会や宇宙生物科学会

のように、特定の研究領域を対象とする学会を中心に学会報告等がなされてきたが、より広

範な研究者の関心を集める観点から、今後は主要な学会との連携も必要であろう。関係研

究者にそれら学会での発表を推奨するとともに、有力な研究者を通じてシンポジウムの開

催等の努力も必要と思われる。

　○アイディアを議論できる体制、発表の制度、保護方策

　一般の地上研究の場合には、研究の発案から実験実施までの期間が短いことから、研究

のアイデアは通常研究者の手元に秘匿され、成果が定まったところで論文として発表される

のが通例である。一方、宇宙環境利用研究では、様々な方策が今後とられたにせよ、研究

提案から実験実施にかなりの期間を要することになる。このため、プライオリティの確保には

様々な困難が付きまとう。また研究者の懸念として、今後増えると思われる国際公募などに

おいて、海外の研究者から自己のアイデアを守ることへの困難さも指摘されている。

　アイデアの提案から実験実施までの期間が長い宇宙環境利用研究の場合には、他の地

上研究と同じメカニズムで研究のオリジナリティやプライオリティを保証することに無理があ

る。例えば、アイデアを議論できる場や、発表してプライオリティを確保できる場や制度が整

備されれば、これらの問題はかなり軽減されるはずである。研究者のコミュニティとの調整も

必要であるが、宇宙開発事業団で何らかの努力をすべき事項と考えられる。

　○研究者に対する情報提供

　宇宙環境利用研究の阻害要因の一つに、他の研究者の実験成果が分かりにくいという問

題がある。地上研究の場合では、研究の質に応じて主要な学会誌等に研究成果が発表さ

れ、それらは容易に入手することができる。ところが、宇宙環境利用研究の場合、そのような

メディアに成果が掲載された例は少なく、通常、宇宙関係学会誌に掲載されるか、宇宙機関
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機関の報告書としてまとめられるだけである。このために、一般の地上研究者がこの分野に

参画しようとすると、過去の研究成果のサーベイでまずかなりの障害を感じることになる。

最近では、インターネットを利用し、キーワード検索による論文を速報で電子メール配布す

るようなサービスが一部で開始され始めている。この種のサービス提供など、宇宙環境利用

研究がより参画しやすい研究分野となるよう様々な新しい方策を検討する必要がある。
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宇宙開発事業団の国際宇宙ステーション／「きぼう」の利用体制
１９９９年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微小重力科学系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生物科学・バイオメディカル系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曝露部利用系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応用化利用系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザインテグレーション　　　　　　　　　　　　健康管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共通実験装置開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　与圧部一次選定テーマ （注２）　　　 　　　 　　　実験支援機器開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　曝露部初期利用ミッション　　　　　　　 　　　　　　ペイロードインテグレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注１）　バイオメディカル研究は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇宙医学研究開発室と共同で研究を実施。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）　最終選定後にＪＥＭ利用テーマに。

宇宙環境利用研究システム

宇宙環境利用
研究委員会

　応用化研究推進グループ 宇宙環境利用システム本部 ＩＳＳ／きぼう
広報・情報センター

　　宇宙環境利用研究センター

宇宙医学研究開発室

微小重力科学

　　　宇宙開発事業団
　　　　　　理事長

生物科学・バイオテクノロジー

バイオメディカル （注１）

宇宙科学・天体観測

地球科学・地球観測 （ＩＳＳ利用）

ＪＥＭ利用テーマ研究

公募地上研究

地球観測
システム本部

技術研究本部

企画運営・研究管理部門

研究開発部門

技術開発部門

実験運用部門

フライトプロジェクト

応用化研究

宇宙環境利用推進部 宇宙ステーション

運用技術部

運用技術開発

有人技術開発

宇宙医学研究
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３．　研究分野ごとの目標と戦略計画

３．１．　微小重力科学

３．１．１．　微小重力環境の利用について

　重力は、電場、磁場、物質場などと同様に、場を定義する最も基本的な物理量の一つであ

る。これを等価的に微小量に近づけることが出来た時、地上では覆い隠されていた物理現

象が顕在化したり、その除去という単純化の結果として、物理現象そのものの理解や物理

現象の数理科学的な解明に道が開ける場合がある。微小重力場を実験や観察の環境場

等のツールとして利用する視点から、その特徴や利用の考え方及び意義をまとめる。

（１）密度対流の制御の利用

　流体は、温度や組成が一様でない場合には、その密度が不均一になる。地上の環境場で

は、これに起因して浮力が流体内部座標の関数として異なった値を取るために、対流（密度

対流）の発生が促進される。流体が関係する物理現象の観察や物理量の計測では、流体

内に温度勾配や濃度勾配が存在する環境のもとで行なわれることが殆どであるために、密

度対流が流体状態を複雑にさせてしまい、本質的な物理量の抽出、現象そのものの把握

や理解などを難しくさせている。

　一方、微小重力場では、流体の密度が局所的に相違しても、浮力そのものが微小量であ

ることから、密度対流が極端に抑制される。このために、地上環境場では対流という撹乱で

複雑さを呈する状態を単純化でき、「物理量の精密計測」、「単純化した物理現象の観察」、

「物理現象のモデル化と解析」などを比較的容易に行なうことが可能になる。また、微小重

力場では、熱・物質輸送が拡散支配になるために、流体の不純物濃度や組成の均一化に

とって最適な環境場が実現できる。

　このような環境場の特徴を活用して、「凝固カイネティクスや凝固パターン形成などの凝

固界面研究」、「熱・物質輸送研究」、「融液の高精度な熱伝導率計測や拡散係数計測など

の高温熱物性研究」を行なうことが可能になる。また、密度対流が抑制され制御できること

を利用して、「化合物半導体の単結晶育成」、「単結晶材料の組成均質化」、「材料組成の制

御」などにも適した環境場が提供される。

（２）沈降・浮遊の制御の利用

　密度の異なる複数の物質（固体と流体、流体と流体など）が混合すると、密度差に起因す

る相対運動が誘起される。地上環境場では、沈降や浮遊など、密度差に起因した相対運動

が発生して、初期状態として混合されていた物質が互いに分離（重力分別）される。
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　一方、微小重力場では、密度差に起因する相対運動が極端に抑制されるために、密度の

異なる相を均一に分散（均質混合）させて長時間保持したり、混相流体を相分離なしに保

持できるようになる。また、流体中に混入させた粒子の位置を（流体に対し）相対的に固定さ

せられることから、容器壁などの流体境界の影響を受けない流体の内部領域（対称な環境

場）において、結晶成長を進行させることなどが可能になる。

　このような環境場の特徴を活用して、複合材料や偏晶系材料の組織均質化などの「固液

共存系均質分散研究」、気泡挙動や多相流体挙動などの「気液混相流体研究」、「粒子分

散合金研究」を行なうことが可能になる。また、流体中に混合された粒子の位置制御ができ

ることを利用して、「蛋白質の結晶成長機構」、「溶液からの結晶成長機構」、「気相における

空間核形成」などを中心課題とした「自発核形成研究」、「均一核形成研究」、「結晶成長研

究」などに適した環境場が提供される。

（３）静水圧や自重の抑制の利用

　流体には静水圧が作用し、地上環境場では、流体各点の静水圧はその高さの関数として

定まる。一方、微小重力場では、自重が無視できることから静水圧は殆ど抑制される。また、

流体が自由表面を持つ場合には、表面張力の作用が顕在化して地上環境場とは異なる液

体表面形状が形成される。

　静水圧の抑制は、臨界現象に伴う物理現象解明に極めて有効な環境場を提供する。臨

界点の近傍では、流体の体積圧縮率が発散傾向になるために、僅かな圧力差でも圧縮の

様相（重力圧縮効果）が極めて大きく変化する。このために、地上環境場では、臨界点近傍

で流体密度の一様性が大きく崩れてしまい、物性値計測のための「一様な実験試料」を得

ることが不可能になる。また、重力場によって、流体の化学ポテンシャルや圧力に勾配が生

じて熱力学場が不安定になり、相転移の実現自体が困難になる。微小重力場ではこの問

題から回避できるために、臨界現象解明に対して最適な環境場が提供される。この他、マラ

ンゴニ対流現象や自由界面の形態形成など、地上環境場では覆い隠されている現象が顕

在化することから、これを利用した固有の研究領域が生まれている。また、地上環境場では

結晶構造が自重で破壊してしまう柔らかな分子性結晶に対しても、自重の除去できる微小

重力場は、このような結晶の成長に対して適切な環境場を提供する。

　このように、静水圧に影響される物理現象は予想外に多く、この影響を排除できる環境場

として、微小重力場の積極的な活用が考えられている。「非平衡系研究に含まれる広範な

臨界現象研究」、「マランゴニ対流を含む流体物理学研究」、「高品質な蛋白質結晶成長を

含む結晶成長研究」などのアクティブな研究分野が広がっている。

（４）無容器状態の利用

　微小重力場では、流体を一定の空間領域の内部に閉じ込める位置制御（フリードリフトを

組み込んだ浮遊位置制御）が実現できる。この浮遊位置制御によって、物質の加熱、溶融、

冷却、凝固等を無容器状態で実施する材料処理プロセスが可能になる。無容器状態の利

用は、「非平衡現象に関連する新たな科学的知見の獲得」、「新材料の探索」、「高純度物質

の創製」などに威力を発揮する。
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　当面の無容器状態の利用では、二つの方向が想定される。「第１の方向」は、無容器状態

で長時間継続する（大）過冷却状態を実現し、これによって新たな準安定相を探索して新材

料の製造を目指すものである。また、非平衡系科学研究の一環として、準安定状態、過冷

却液体構造、核形成機構などの研究にこの環境場を活用するものである。「第２の方向」は、

無容器処理による高純度物質の製造である。何れにしても、無容器処理を利用する非平衡

系物理現象の解明と新材料の創製は、微小重力場の利点と効果を典型的に示す事例とな

り、「準安定相研究と準安定相を利用する新材料創製」、「融液系均一核形成過程の研究」、

「熱物性研究」、更には、「非平衡系科学研究」など新たな展開をもたらす実験の環境場を

提供するものと期待される。

３．１．２．　現状分析と課題

３．１．２．１．　総　論

（１）宇宙実験の状況

　微小重力科学に関連する宇宙実験の実施実績は、世界全体の累積で、これまでに概ね１

２００時間程度が行われてきた。実験の結果を概観すると、拡散研究など幾つかの宇宙実

験において画期的な成果が得られたことを除けば、個々の実験レベルで相応の成果が得

られてはいるものの、研究のコストパフォーマンス（人的、資金的なリソースの投下に見合う

成果）を地上研究と比較した場合、全体としては低調の感は否めない。

　宇宙実験の実施には、地上研究と比較して百倍以上のコストが必要になる。また、宇宙実

験の実施機会も限定されており、１回の宇宙実験で取り扱える実験試料の数などにも制限

がある。このような様々な制約条件のもとで、系統的な宇宙実験を行ない、体系的な成果の

創出を期するには、微小重力科学として有望な研究領域を重点化して、これに特化した戦

略的な研究を進める必要がある。

（２）実験計画立案手法

　宇宙実験の特徴は、「少ない実験機会」、「少ない実験試料の数」、「特殊な実験準備」、

「必要資金の大きさ」といった様々な制約から、地上研究の場合ような「試行錯誤的な実験

研究手法」が適用できないことにある。このため、実験計画の立案に当たっては、シミュレー

ションなどの解析ツールの構築とその活用を通して、実験条件を確立するための検討や十

分な予備実験が必須になる。シミュレーションなどの解析検討を的確に実施するには、実験

試料の正確な物性値の把握が当然必要で、例えば、流体現象のシミュレーションには、実

験試料の粘性係数とその温度依存性、表面張力とその温度依存性など、正確な物性デー

タが必要になる。

　微小重力科学分野の実験では、溶液や融液など、液体状態の実験試料を取り扱う場合

が一般的であるために、実験組立てに当たっては、「物性値の取得」、「流体現象に関する

知見とシミュレーション技術や解析能力」、「微小重力の物理現象に関する知見」、「微小重
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力場で液体をハンドルするための実験技術」などが必要になり、これらの知見や技術の集

約によって始めて実験計画の立案が可能になるといっても過言ではない。この観点から、

実験計画の立案に当たっては、知的集約型のチーム研究手法が重要な位置付けをなす。

（３）制度と組織

　宇宙実験の実験テーマは、ＮＡＳＡの宇宙環境利用分野の研究公募（ＮＲＡ）に代表され

るように、公募で宇宙実験テーマが選定されてきた。研究公募では、研究者の独創性や自

由な発想が重視される。選定側に重点研究領域の指向や重点化の構想が無い限り、テー

マは科学的価値をスケールにしてランダムに選定され、実験テーマの相互関係は重視され

ない。この結果、実験成果もランダムになるために、体系的な成果の創出にはつながらない。

少ない実験機会で体系的に成果を創出するには、予め設定された研究領域を計画的に実

施するとの考え方が重要になる。

　１９９２年から開始された宇宙環境利用フロンティア共同研究の微小重力利用研究分野

では、産学官共同による計画研究として、「金属・合金材料研究」、「セラミックス材料研究」、

「半導体研究」、「流体現象研究」、など５つの研究コアが組織され、宇宙開発事業団との共

同研究として、微小重力利用に向けた地上研究が進められた。この活動では、宇宙環境利

用に対する計画研究が指向され、宇宙環境を利用する研究者の裾野拡大に多いに貢献は

したが、研究活動への参加形態が公募によるものでなく、広がりにも限界があったために、

１９９７年からは公募による地上研究制度に発展的に移行して現在に至っている。１９９９年

２月現在までに３回の公募が行なわれてきたが、公募する研究領域の重点化は行なわれ

ていない。効果的な成果創出の視点から、「公募研究領域の重点化」が今後の課題になっ

ている。

　一方、１９９６年１０月、外部に開かれた流動的な研究組織として宇宙開発事業団に設置

された宇宙環境利用研究システム及び宇宙環境利用研究センターでは、宇宙環境利用の

早期の成果創出、及び利用研究の体系化に向けた先導的研究及び共通基盤的研究を開

始している。

（４）微小重力研究の研究シナリオ

　１９８５年以降１９９２年までの間に、宇宙ステーション利用計画ワークショップ等の場を通

して、「きぼう」（ＪＥＭ）の利用要求に対するアンケート調査が実施され、６分野（材料、ライフ

サイエンス、理工学、通信、天体観測、地球観測）の利用分野構成と各分野における基準ミ

ッションの設定が行なわれた。基準ミッションとは、きぼうの設計を進めるに当たって基準と

して参照したきぼうの利用概念である。この調査に当たっては、利用重点分野や利用重点

領域を予め設定することはせず、機会均等の研究シナリオ設定を目指したものと理解でき

る。

　１９９２年以降、我が国も様々な飛行機会を活用し、ＦＭＰＴなどの本格的な宇宙実験を実

施してきた。きぼう利用の開始を控えた現在、我が国として重点的に育成すべき研究領域、

確立すべき研究領域などを明確にして、我が国の微小重力研究の発展を促す段階に至っ

たとの判断から、現在、宇宙環境利用研究委員会のもとに分野毎の専門委員会が設置さ
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れ、各分野の研究シナリオ設定の準備が進められている。微小重力科学分野についても同

様で、研究シナリオ設定のための検討が進められている。

３．１．２．２．　各研究分野の状況

（１）材料科学分野

　◯金属・合金

　微小重力利用の実績は、この研究領域が最も歴史が古く、スカイラブの時代にさかのぼ

る。「粒子分散合金」や「非混合系合金」の製造に当たって、重い粒子と軽い粒子とを均一

に混合できるとの発想で始められた。しかし、当初のもくろみは外れてしまい、粒子とマトリ

ックスの濡れ性の問題から、予想した程の成果は上げられなかった。

　微小重力利用の最も画期的な成果の一つは、「鋳造品に対する核発生挙動の把握」であ

る。鋳造品中央部における等軸晶の発生原因に関して、「坩堝材界面で発生した核が対流

によって中央部に輸送されるため」との結果が得られ、従来からの仮説が修正された。また、

重力偏析については、「初晶と母相の密度差から起こる」との結論も得られている。

　金属・合金の凝固は、製鉄など金属材料の製造プロセスとして古くから研究されており、

研究のバックグラウンドが非常に充実した分野の一つである。しかし、地上における工業的

な材料製造のための理論や手法が殆ど確立されており、工業的な視点では、微小重力実

験の成果が地上の応用研究に「インパクトを与え得る課題」を見いだすことは容易ではな

い。この分野の研究は、工業応用への関心が中心課題であり、問題解決型が多いのが現

状である。この点から、本分野への取り組みに当たっては、微小重力利用の意義や応用へ

の展開の可能性を十分に検討し、それらを明確にして進めることが重要である。

　◯ガラス、セラミックス、酸化物超伝導体

　地上のセラミックス研究の動向は、粉体の焼結体としての耐熱材料、高温強度材料など

への応用が中心をなしてきたが、最近では、セラミックスの誘電材料（電子デバイスとしての

チタン酸バリウムなど）への適用が進められており、より高性能の素材開発やセラミックス

薄膜の均質化の研究が進められている。

　セラミックス薄膜の製造プロセスは、殆どの場合、気相成長による合成である。微小重力

環境の利用によって、対流のない良好な環境場が得られることから、「気相成長における基

材近傍の濃度場と成長速度、結晶性の相関」や「気相中の拡散効果」を明らかにすること

で、地上の材料製造プロセスにフィードバックできる知見の獲得が期待できる。この実施に

当たっては、「流れと化学反応、及び結晶性」の観点から十分な検討が必要であり、特に、

「化学蒸着法（ＣＶＤ）」においては、反応物質の流れ（物質輸送）が存在するため、この流れ

と熱対流との関連を明確にすることが課題になる。

　◯半導体
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　高品質半導体の結晶成長を目指して、これまでに世界で数多くの宇宙実験が実施されて

きた。気相成長法によって、地上では製造困難な大型結晶（ヨウ化水銀結晶）が得られ、イ

ンジウムアンチモンでは均一組成の結晶が得られるなど、相応の成果が得られてきたもの

の、「高品質」な結晶成長に関しては成果の乏しいのが現状である。本質的な理由は、実験

試料と坩堝との濡れ性の問題など初歩的なものは別として、軌道上の実験環境場におけ

る残留重力の影響評価とそれへの対処がなされていない点にある。ＦＭＰＴにおける「鉛錫

テルルの均一組成結晶製造実験」では、結晶の全体レベルでの均一組成結晶は得られて

おらず、実験解析の考察として残留重力の重要性が認識されたことは重要な実験結果とし

て評価されている。

　一般的に、結晶の均一化や高品質化を目的にする実験では、実験を行う微小重力場の

環境を前提にした実験条件や実験キンフィギュレーションの設定が行なわれない限り、目

的とする成果を得ることは難しい。実験のコストが極めて高いために、繰り返し実験が現実

的ではないことを考えると、実験組立には、徹底した数値解析による実験条件の設定が重

要な役割を果たす。特に、残留重力と対流や拡散の効果、残留重力と結晶成長状態とのデ

リケートな相互作用などを定量化するには、熱・流体解析が基本的な役割を果たすことに

なる。しかしながら、高機能な解析コード、実験環境としての微小重力環境データ、電気炉

の熱環境データ、実験試料（融液）の熱物性データなど、数値解析に必要なツールやデータ

の体系的整備が求められている。

　溶液成長では、結晶の成長速度が融液成長の場合に比べて極めて遅いために、成長に

必要な時間が非常に長い。このために、これまでの微小重力実験によっては、実験時間の

確保が困難であった。このような実験をきぼう等で行なう場合には、融液成長以上に残留

重力の影響を受る。従って、溶液成長の場合には、融液成長以上に実験条件を詳細に最

適化する必要が生ずる。

　気相成長では、気相の輸送現象解明が十分でない。化学反応を用いるＣＶＤ法では、「化

学反応と物質輸送現象（特に熱拡散現象）、及び得られる結晶の完全性との関係」を解明

する価値がある。微小重力場におけるガスの熱拡散現象は未開拓の分野であり、ＣＶＤ法

の高精度化の実現には、熱拡散現象のデータベース化を急ぐ必要がある。ウエイクシール

ドを利用した気相成長等の実験も既に行われており、この発展として、排気量が無限大の

超高真空状態の利用によって、理想的なヘテロ成長も実現することが可能になる。また、真

空チャンバーが必要ないことから、大口径の基板上に均一な薄膜を成長させることなどを

考えることが可能になる。今日の電子デバイスの多くはヘテロ成長膜構造を有しており、工

業的にも関心が寄せられることが期待される。

　◯熱物性値の関連

　熱物性値測定の分野では、高精度な拡散データの計測に対して、各国ともに精力的な取

り組みがなされてきた。微小重力実験として実施された拡散実験で特筆すべき結果は、「錫

の自己拡散係数の測定」において、地上の測定結果より３０％以上も小さな値が得られた

こと、また、「拡散係数の新たな温度依存性」が見い出されたことである。我が国でも、小型

ロケット実験やスペースシャトル利用実験で拡散実験に取り組んできており、国際宇宙ステ

ーション／きぼうの利用を目指して、シアーセルによる高精度測定技術の開発も実施され
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施されてきた。今後は、実験方法（データ取得方法）の統一を図り、統計データとして意味の

あるデータ点数を確保するなど、データの信頼性向上を目指す必要がある。拡散係数は、

結晶成長や精練などの材料製造に対して、その製造条件の設定に不可欠な物理定数であ

ることから、データニーズが極めて高く、微小重力環境を利用した測定によって高精度なデ

ータベースの構築を図ることが重要になる。

　熱物性値の測定、特に、高精度な拡散係数の測定は、「液体論研究」への橋渡の視点か

らも関心が寄せられている重要な研究領域である。液体論研究自体は１９７０年代にめざ

ましい発展をとげ、液体アルゴンや液体金属ナトリウムなど、理論的な取り扱いが比較的容

易な系を対象として、統計力学、散乱実験、分子動力学計算などを用いた液体の原子配置

や運動状態と物性の関係が明らかにされてきた。しかしながら、理想気体や固体物理にお

けるデバイモデル、アインシュタインモデルのような、理論的に厳密に取り扱うことのできる

液体モデルは存在していない。また、融液については、高温、高圧、試料自体の化学的活

性の高さによって、精密な実験計測が極めて困難である。このために、液体論へのアプロー

チには本質的な難しさが伴い、近年では液体論の基礎的な研究はあまり盛んではない。一

方、基礎的な研究が縮小する反面、精錬や半導体産業などからの要求として、合金、半導

体融液、更にはセラミックなどより複雑な液体の物性に関する理論研究や実験研究がより

求められてきている。これらの物質は、一般に融点や蒸気圧が高く、精密な物性値の測定

が困難であるが、近年の熱物性測定装置や散乱実験装置の高精度化、高分解能化により

研究成果が得られつつある。より先進的な研究分野として、「金属の気－液臨界点におけ

る金属・非金属転移」や「電子－イオンのプラズマ振動の問題」、「過冷却状態における物

性と液体構造の関連」、「温度勾配下での拡散（熱拡散）」などの研究が進められている。こ

れらの現象は、密度の揺らぎや温度勾配への依存度が大きく、精密な実験計測を行なうに

は微小重力環境の利用が極めて有効であり、「臨界現象や非平衡統計力学の実験的な研

究対象」として今後興味が持たれる分野である。

　近年の実験技術の高度化と微小重力環境を利用した輸送現象の実験的な研究によって、

精密な実験値に基づく液体論の基礎的な研究に再挑戦できる環境が整いつつある。しかし

ながら、最新の実験装置を用いた融液物性については、データベース構築など物性値の体

系的な整理がほとんど進められていない。そのため、微小重力実験の実験計画を考える際

に、共同研究などの協力体制を含めて熱物性値及び測定ノウハウの利用が十分にはかれ

ない場合が多い。従って、微小重力実験計画の作成に関連した粘性や熱伝導率、密度等

の熱物性については、きぼう利用に関するインフラの整備の一環として、宇宙開発事業団

の地上研究として取り組み、主体的に物性の測定を行い、データベースや実験技術を提供

する必要があり、更に、整備した地上実験装置やノウハウは、きぼうを利用する研究者が自

由に使用できるような環境を整えることで、きぼう利用の効率化をはかれると期待できる。

（２）蛋白質結晶成長

　宇宙環境利用における蛋白質研究の取組みの大半は、微小重力環境を利用して地上で

は得られない良質大型の結晶を成長させ、地上での構造解析に供しようとするものである。

結晶を得るための取組みと並行して、微小重力場が蛋白質結晶成長にどのように寄与す

るか詳細が不明であために、光散乱や干渉計などの光学計測手段を活用して、結晶成長
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過程を解明しようとする試みも進められている。

　これまでの数多くの蛋白質結晶成長実験の結果によれば、様々な試行錯誤的な実験条

件の設定を通して、概ね３０％程度は地上よりも良質の大型結晶が得られているのも事実

である。最近では詳細な実験制御も可能になり、成長条件や成長手法をパラメータにした

実験も行なわれ始めているが、未だに最適条件の設定をもたらす結晶成長の方法論は確

立されていない。このため、結晶成長機構を考慮した取り組みによって、微小重力環境を最

大限に利用できる方法論を確立する必要があると考えられる。

　尚、米国では、微小重力環境を活用する蛋白質結晶育成の商業化を目指して、精力的な

取組みがなされている。宇宙環境の実利用に直結する領域として、国際競争のもとで研究

開発が展開されており、我が国としても積極的な対応が望まれる。

（３）基礎物理

　物理学を中心とした基礎科学の終局的な目標は、ミクロな時間空間スケ－ル、マクロな時

間空間スケ－ル、及び宇宙規模の時間空間スケ－ルで生起する自然現象に関して、統一

的な現象記述と現象を支配する基本法則を理解することにあると言える。基礎物理・物理

化学分野では、微小重力環境を利用して、これらの理解を進めるための知見獲得が目標に

なる。

　この分野で微小重力環境の利用が有効になる条件は、（１）電磁気的な相互作用が弱い

系を対象にする場合、（２）静水圧による圧縮を排除して、空間的に一様な試料を必要とす

る場合、（３）試料の自由浮遊によって、試料と容器の接触を排除したり、試料に作用する加

速度を極めて低減させることが必要な場合、（４）地上環境で予測される力学的擾乱の排除

が必要な場合、及び、（５）地上では観測不可能な宇宙論的効果や宇宙物理現象の観測を

対象とする場合である。このような条件の下で実施可能な研究領域として、臨界現象研究

（臨界現象実験とくりこみ理論）、非平衡系研究（非線形輸送現象）、溶融凝固と結晶成長

（原子の輸送メカニズム、核発生メカニズム、相転移現象）、パタ－ン形成（非線型現象の定

量的把握）、低密度粒子やフラクタル構造の物理（粒状物質系の力学、低密度凝縮の挙動

とフラクタル性）、複雑流体の物理（コロイド物理化学）、レ－ザ冷却と原子物理（ボ－ズアイ

ンシュタイン凝縮などの量子現象、原子レ－ザ、原子時計）などを挙げることができ、ＮＡＳＡ

のジェット推進研究所を中心に精力的な研究活動が進められている。

　我が国では、これまでに、微小重力科学分野として、この研究領域に取組んでこなかった

ことから、きぼう利用の対象として認識されていない。しかしながら、我が国には、統計物理

学、凝縮系物理学、非平衡系物理学などの基礎分野において有力な研究者が夫々の地上

研究分野で世界的な活動を行なっている。従って、この分野の研究者に情報提供を十分に

行い、既にに検討を進めている米国の研究テーマなどを参考にして、宇宙環境利用実験の

具体化を検討する必要がある。今後、米国等との国際協力も視野に入れて推進することが

適当と考えられる。

（４）流体物理
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　流体物理分野の目標は、流体現象や物質輸送現象の本質を理解することにあるが、基

礎物理分野での取組みとの重なりもあり、ここでは、共通基盤的な技術研究の視点を重視

して現状をまとめる。これまでに、微小重力科学研究としての流体物理の取組では、マラン

ゴニ対流現象の解明、核沸騰、ニ相流、気泡の運動、濡れ性現象等の研究が行われてき

た。方法論的には、シリコンオイル等のモデル液体が利用され、可視光によるその場観察

実験が積極的に進められてきた。今後は、微小重力科学分野の共通基盤的な領域を拡大

する視点から、融体材料を用いる流体物理研究への展開を目指すことも重要になる。更に、

実用面を考えると、流体シミュレーションツールの整備（自由表面の解析的取り扱い、g-

jitterの影響解析への対応など）が重要な課題になる。

　一方、微小重力分野の流体物理として多くの研究が行われてきたマランゴニ対流現象に

ついても、解明すべき本質的課題がある。具体的には、溶融金属、溶融半導体などの低プ

ラントル数流体のマランゴニ対流については、流体力学的な検討が殆どなされていない。ま

た、マランゴニ対流の非線形不安定性や層流から乱流に至るメカニズムの詳細についても、

多くの研究課題が残されている。今後の方向として、(1)振動流への遷移モデルの構築、(2)

実験、数値解析及び理論解析手法による遷移モデルの検証、(3)幅広いパラメータ（特にプ

ラントル数）を取り扱う包括的な検討、が必要になる。核沸騰、二相流研究に関しては研究

例が少ない上に、伝熱・流体特性の計測及び観測結果が体系的にまとめられていないの

が現状である。このために、数値解析技術を積極的に取り入れた研究を推進し、伝熱・流動

のモデル構築を図るなどの試みが必要であろう。

（５）燃焼

　「ガス火炎」の分野では、予混合気中で静止した球形の火炎構造（Flame Ball）が長時間

安定に存在することが確認され、層流噴流拡散火炎を用いたススの生成過程の観察など

が行われている。この他にも、火炎速度、燃焼限界に着目した実験がなされている。「液滴

燃焼」については、単一液滴の燃焼・消炎現象の液滴半径の２乗依存則及び準定常理論

との比較、超臨界状態におけるススの生成過程の観察などが行われている。「噴霧燃焼」

では、減圧法で均一噴霧を生成して火炎伝播機構を調べる実験がなされている。「微粒子・

ダスト燃焼」、「表面燃焼」、「燻燃」は宇宙船内の防災を意識した実験がなされている。表面

燃焼の実験では、浮力がないため火炎が壁面に近く形成され、条件によっては地上より早

く燃焼する等の結果が得られている。「燃焼合成」は比較的新しい分野であり、フラーレンの

生成過程の解明などが期待されている。

　燃焼分野では、上記のように、様々な微小重力実験がなされて着実な成果が上がってい

るが、燃焼の基礎プロセス、それも、理論と比較可能な単純な系を対象としているものが多

い。ガス火炎においては、層流燃焼から乱流燃焼へと対象を複雑化しようとする傾向はあ

るが、今後の展開として、基礎燃焼プロセスの解明に基づいた、地上燃焼機関への応用を

考慮した実験も計画されるべきであろう。

３．１．２．３．　実験技術開発

　本格的な実験装置の開発はFMPTにおいて最初に実施され、材料の溶融凝固を行う電気

炉、流体実験装置、結晶成長実験装置など、広範な分野の開発が行なわれた。それ以降、
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降、きぼう利用のための共通実験装置開発が進められている。きぼう共通実験装置開発に

必要な要素技術や実験技術については、ＴＲ-１Ａ小型ロケット実験の技術開発の一環とし

て実施され、実験技術の蓄積が図られてきた。

　きぼう共通実験装置は、宇宙ステーション利用計画ワークショップでの利用要求調査やア

ンケート調査、きぼう利用事前調査などの結果を踏まえて、利用希望が多く技術的にも開

発が可能な共通基盤的な実験装置を共通実験装置として定義し、その開発を進めてきた。

また、各分野の専門家からなる実験装置開発のアドバイザリ委員会を設置して、専門家の

意見を求めつつ、装置の機能性能の確定や仕様の設定を行なってきた。しかし、開発仕様

の設定に当たって、具体的な実験テーマの実験要求が明確でなかったことなどから、実験

装置の仕様設定が平凡で一般的なものになる傾向もあり、共通実験装置の特徴を何処に

求めるか等の課題が残されている。

３．１．２．４．　短時間微小重力実験手段

　小型ロケット利用の微小重力実験は、国際宇宙ステーション／きぼうでの実験計画立案

に必要な実験条件を設定するための予備実験、或いは、燃焼実験など短時間で目的が達

成される実験テーマの実施などのために、我が国として必要な実験手段である。

　第１次のＴＲ－ＩＡ実験計画は、微小重力実験システムの基盤整備及び宇宙実験技術の

開発を目指して平成３年から３回のフライト実験を行い、ＴＲ－ＩＡ小型ロケット実験システム

の開発、その場観察技術等の実験技術の開発を通して、デンドライド結晶成長の観察など

に優れた成果を創出した。第２次ＴＲ－ＩＡ実験計画では、その場観察技術、静電浮遊位置

制御技術など、我が国として特徴ある技術開発を行い、またこれらの技術に関連する科学

的な成果を創出して、平成１０年度のＴＲ-１Ａ７号機をもって終了した。現在、その後の具体

的な計画について検討が進められている。

　落下施設は、北海道及び岐阜県に各 １々０秒及び４秒の能力のものが存在し、公募地上

研究での利用、小型ロケット実験計画での条件設定、或いは、燃焼実験など、広範囲の分

野で有効な利用が図られてきた。また、航空機のパラボリックフライトによっても約２０秒間

の微小重力環境が得られることから、航空機実験システムが整備され活用されている。

３．１．３．　目　標

（１）物質科学と材料工学

　物質科学と材料工学分野は、「物質の微細構造と物性との相関」、「材料プロセッシングに

における物性影響」を取り扱う領域であり、その最終目標は、「優れた特性を有する材料製

造のプロセスを確立すること」にある。我が国では、電子材料、光学材料等の高機能材料の

分野で、基礎研究から実利用研究までの幅広い研究開発活動が行われており、他の分野

に比較して、人的ポテンシャルの高い研究領域と言える。従って、これに関連する幅広い研

究活動の中から、研究課題の解決に微小重力の利用が最も効果的な対象を積極的に抽

出し、知見の獲得や課題解決の方法論を確立する。



32

　具体的に、「半導体結晶成長」においては、均一組成を有する半導体材料の製造を行い、

微小重力利用の有効性を実証する。「蛋白結晶成長」においては、結晶成長条件の一般的

定量化を試み、微小重力環境が蛋白質結晶成長に有効であることを定量的に示す。「準安

定相研究」においては、準安定相物質の予測、過冷度推定等の予測技術の確立を目指す。

　微小重力実験技術に関しては、「静電方式無容器実験」、「シアーセルによる拡散係数測

定技術」、「干渉顕微鏡による濃度場・温度場のその場観察技術」など、独自の実験技術を

既に確立しており、この研究領域では世界の先端にある。従って、蛋白質結晶成長機構解

明などに当たっては、これらの得意技術を活用して、関連研究を積極的に進める。

　準安定相研究及び粘性係数などの高精度熱物性測定には、浮遊炉の利用が不可欠で

ある。現在、世界で３種類の浮遊位置制御方式（静電、電磁、音波）の浮遊炉が国際宇宙ス

テーション搭載用として想定され、開発準備が進められている。各方式の浮遊炉ともに、世

界レベルでの利用要望が大きいために、また、宇宙環境利用の有効性を示す最強力な実

験装置でもあるたに、国際共同利用が行なえる方向を目指した国際調整が進められている。

（２）基礎物理・物理化学

　米国を中心に、臨界現象研究、相転移現象研究、原子時計開発と相対論実験などが具体

的に計画され、レーザ冷却応用の原子物理実験（ボーズ・アインシュタイン凝縮の実現な

ど）の検討も進められている。我が国では、微小重力科学研究として、この分野の提案が殆

ど無いことから、これまできぼうの利用対象分野として取り上げられていなかった。しかし、

本分野は、基礎科学としの魅力が大きい分野であり、我が国も第一線の研究者が多数活

躍している分野でもあることから、今後、積極的に推進を図り、国際協力も視野に入れた議

論を進める。本分野での我が国の特徴として、「非平衡系現象と重力相関」を一つの中心

課題に位置付け、統計物理学、非平衡系物理学の研究者を中心に、準安定相研究におけ

る理論展開（流れと核発生等）との関連も念頭に置いて今後の議論を進める。

（３）流体物理

　流体物理分野の最終的な目標は、「自由表面を有する流体の挙動、非線形不安定性の

定量的把握、及び、共通基盤技術としてのシミュレーションツールの確立」にある。これらに

関する知見の確立、ツールの整備などは、共通基盤的事項として、他分野の宇宙実験に必

要な「流体の運動予測や制御方法の確立」に必須な方法論を提供することにもなる。これ

までは、シリコンオイル等のモデル液体を用いたその場観察実験が積極的に進められてき

たが、今後は、実用的観点から重要な融体材料を用いた流体物理研究も並行して進める。

　宇宙ステーションにおける微小重力環境は、１０－６ｇ程度の準定常的加速度（残留重力）

と数１００ヘルツまでのg-jitterと呼ばれる不規則な変動加速度を重ね合わせた環境である

と予測されている。微小重力環境の利用では、実験目的の達成に合せて、残留重力とg-
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jitterによる影響評価が必要で、特に、微小重力環境のもとでの流体運動のシミュレーション

に基づいて、実験組立てや実験系のコンフィギュレーションを工夫することが必要な場合が

一般的である。極言すれば、殆どの微小重力科学実験において、流体力学的検討が実験

の成否を支配すると言っても過言ではない。従って、本分野における「共通基盤技術として

のシミュレーションツールの確立」は、全ての微小重力科学実験に貢献するものと理解でき

る。このために、マイクログラビティ応用学会の流体研究委員会との連携も図り、今後の活

動を進める。

（４）燃焼科学とその応用

　燃焼科学分野の最終的な目標は、「基礎的な燃焼プロセスの解明に基づく燃焼現象の理

解」、及びこれらの知見に基づく「燃焼機関の高性能化をめざした研究」である。微小重力

環境における燃焼研究は日本で始められた研究でもあり、現在も落下施設の利用を中心

に精力的な研究が進められている。

　今後の展開として、「基礎燃焼プロセスの解明に必要な理論モデルの構築と実験」とを平

行して進めるとともに、「地上燃焼機関への応用を明確にする方向」で研究を進めることが

重要である。さらに、ＮＡＳＡとの国際協力を積極的に探り、ＮＡＳＡ開発の燃焼実験装置の

国際共同利用を図ることにより、我が国の宇宙ステーションにおける燃焼研究を進める。

（５）技術開発

　宇宙開発事業団はこれまでに、第一次材料実験計画（ＦＭＰＴ）、国際微小重力実験計画

（ＩＭＬ-１、２）、材料実験計画（ＭＳＬ-１）及び小型ロケット実験計画などを通して、新たなそ

の場観察技術、静電浮遊炉等の宇宙実験技術の開発を行ってきた。これらの技術は、ＮＡ

ＳＡ、ＥＳＡなどの宇宙機関の技術と比較して、世界的にも誇れるものである。従って、今ま

で培ってきた技術成果を継承して我が国独自の特徴ある技術を生かしてきぼう利用を進

めてゆく。

　我が国の宇宙実験技術の特徴は、光学干渉計による溶液あるいはＸ線による融体のそ

の場観察技術、或いは、静電浮遊炉による浮遊位置制御技術、シアーセルによる高精度拡

散係数測定技術などである。これらの特徴ある技術については、更に技術向上を進め、有

意義な研究の推進に貢献させるこたが重要になる。

（６）短時間微小重力実験手段

　落下施設、航空機及び小型ロケットによる短時間微小重力実験手段は、微小重力実験計

画の実験条件設定のため、微小重力下での現象確認、或いは短時間で目的達成可能な実

験計画実施のために必須な手段であり、我が国の独自性を活かせる視点にも配慮すると、

極めて重要な実験手段であると言える。従って、これらの実験手段の整備・維持を行い、微

小重力利用の総合的な推進を図る。



34

３．１．４．　戦略計画

３．１．４．１．　基本方針

（１）宇宙環境利用研究システムの役割

　既存の研究機関、或いは、それに所属する研究者は、各々の研究目標を定めて研究を進

めており、その目標は、宇宙環境利用とは独立に存在することは言うまでもない。一方、宇

宙環境利用研究システムは、宇宙環境利用の有効性を示すための目的研究を行なう主旨

で設立されている。これらの関係は、国立研究所・大学などの研究機関が横糸であるのに

対して、宇宙環境利用研究システムは宇宙環境利用を目的として研究を取り扱う点で縦糸

であると言える。宇宙環境利用研究システムでは、自主研究として、地上研究から軌道上実

験までを一環して行い、研究実施方法、宇宙実験の方法論、研究体制の構築法をも含め、

宇宙環境利用（微小重力利用）の有効性を実証し、宇宙環境利用（微小重力利用）の体系

化をも目指すものである。

（２）微小重力利用の体系化の推進

　微小重力利用の有効性の実証においては、体系的な理解は不可欠である。この観点か

ら、以下のような研究の進め方が重要になる。

　これまでの微小重力利用は、主として基礎研究指向で進められてきた。しかしながら、基

礎研究に留まるのではなく、基礎から応用への流れを考慮し、宇宙環境利用の将来的な発

展に配慮した計画立案が必要である。応用研究の実施には、その基礎になる基礎研究が

十分に実施され、その結果を踏まえて進めることが不可欠である。段階的な知見の蓄積と

その応用を念頭に置き、宇宙環境利用の将来の実用化を常に意識して進める必要がある。

　これまでの宇宙実験の中には、多くの実験の実施にもかかわらず、未だ体系的な理解が

進んでいない研究分野がある。その理由は、各々の実験が実験提案者の個々の視点で計

画されたために、実験組立ての段階で、体系的な結果を取得する視点に欠けていたことに

よる場合が多い。このような研究領域については、宇宙環境利用の有効性実証に向けた体

系的実験計画の立案によって、成果の集約を図る必要がある。

　一方、蛋白質結晶成長のように、詳細なメカニズムの解明が待たれるものの、微小重力環

境の利用が定性的には有効と見なせる研究領域も存在している。このような領域に対して

は、明確な視点や論理的な方法論を備えて利用の裾野を拡大するために、成功に導く因果

関係を明確にするなどして、研究領域の確立に資することが重要になる。

　また、既に微小重力利用の有効性が定量的に実証された領域では、積極的に利用を進

めて、科学技術の発展に貢献することが重要になる。例えば、拡散係数測定は、微小重力

利用によって高精度な結果が得られることが実証されている（Ｄ-１、ＴＲ－ＩＡ５号機）。拡散

係数などの熱物性値は、最も基本的な物性データであり、データベースの構築は、地上研

究や技術開発に大きな貢献を果たすと期待できる。このような研究領域の推進によって、微
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微小重力利用が地上における科学技術に積極的に貢献することが今後の利用の方向性

であると言える。

（３）知識集約的研究の実施

　宇宙実験計画の作成には、多くの知識、経験、データを必要とする。これらは、実験試料

の粘性係数などの熱物性値、実験試料と坩堝との反応性、熱流体の取り扱いに関する知

識、シミュレーションなどの解析計算能力であり、現象のモデル化に必要な理論体系、実験

容器設計のための実験技術などである。この様なものなくしては、成熟した実験計画の立

案は期待できない。

　特に、微小重力環境が液体及び気体の状態で有効に作用することから、微小重力実験

の目的達成には、流体物理や流体力学の能力や知見が不可欠なものになる。従来、流体

物理実験を除いて、流体力学を積極的に活用して実験計画を立案する手法は取られてこ

なかった。しかし、材料プロセッシング等の実験計画立案においても、最適な実験条件の確

立のためには、材料研究者と流体物理研究者とが積極的に融合して実験計画の作成を行

うことが必要になる。

　このように、宇宙実験計画の立案には、多くの知識の集約が必要になるために、研究計画

の立案に当たっては、各々の知識を代表するメンバを研究チームに組み込むなど、知的集

約型のチーム研究手法を採用する。

（４）実験技術開発

　実験技術開発としてこれまでに、きぼう共通実験装置開発に必要な要素技術（浮遊制御

技術、３次元流体観察技術、各種のその場観察技術など）の開発、宇宙実験の実施に不可

欠な基盤的データ取得（濡れ性、表面張力、粘性、拡散係数など）のための技術開発、きぼ

う共通実験装置の機能を有効に活用するための解析装置（干渉縞自動解析、温度場・濃

度場自動解析等）の開発などを行なってきた。

　今後は、きぼう共通実験装置の機能の有効に活用するための技術開発を引き続き進め

るとともに、宇宙環境利用研究システムの課題研究に必要な技術開発を進める。尚、宇宙

環境利用研究システム以外の研究に必要とされる技術開発については、公募地上研究で

個別研究ごとに実施されており、きぼう利用実験フェーズのものは、公募地上研究の成果

を基礎にして、宇宙開発事業団で搭載化を前提した開発を進める。更に、次期共通実験装

置の選定がなされた後においては、この要素技術の開発を進める。

　微小重力環境で顕在化するマランゴニ対流などの各種物理現象については、これまで実

験技術開発の一環として開発整備を進めてきた物理現象シミュレーションの解析ツールを

活用して、個々の研究者に解析ツールを提供するなどの便宜を図ることとする。また、宇宙

ステーション／きぼうの微小重力環境（ｇ－ジッタを含む）における流体挙動の解析等につ

いては、個々の研究に密接に関係することから、日本マイクログラビティ応用学会に設置さ

れた流体委員会の研究者と共同研究を構成するなどして、知見の集約を図ることが適当で

ある。尚、宇宙ステーション／きぼうの微小重力環境の推定値については、適宜設計情報



36

報などを提供するとともに、微小重力の各レベルに対応するための一般的な考え方につい

ては、宇宙環境利用研究センターが情報をまとめて提供する。

（５）実験装置開発

　現在開発中のきぼう共通実験装置は、３年程度の寿命として設計されている。きぼう利用

が１０年以上に及ぶ想定から、次期の実験装置の検討や設計開発を進めることとしている。

共通実験装置とはいえ、広範な研究領域の全てに均等に対応できるような装置構成は不

可能であるために、微小重力科学研究として我が国がリードできる領域を抽出し、その領域

における中核的な研究課題を設定するとともに、これを最大限実施できる実験装置として

の仕様をまず設定する。そして、そのエンベロープを可能な限り広げることで、次期共通実

験装置としての位置付けを整える。また、開発と共に重要な点として、次期共通実験装置利

用の中核的な研究課題は、宇宙環境利用研究システムの自主研究として設定し、実験装

置開発との連携を密接に保つ方向を狙うものとする。

（６）小型ロケット実験計画

　微小重力利用で有益な実験成果を着実に創出するためには、落下施設、航空機、小型ロ

ケットなど、短時間微小重力実験手段を総合的に活用して最適な実験条件を設定するなど

の実験計画の予備的な検討が不可欠になる。また、燃焼研究のように、短時間でも目的が

達成できる研究にとっては、宇宙ステーション／きぼうを利用せずとも微小重力研究が完

結できる。従って、微小重力利用にとって総合的な短時間微小重力手段の整備と維持が極

めて重要になる。このため、第２次ＴＲ－ＩＡロケット実験計画（平成１０年の７号機打ち上げ

を持って終了）以降の総合的な短時間微小重力手段の整備、特に、次期の小型ロケット構

想について検討を進めているところである。

　ＴＲ－ＩＡは、第１次及び第２次の実験計画において、実験技術開発、実験技術の高度化な

どを通して多くの科学技術と宇宙環境利用の実績を創出し、また、計画に参画した研究者、

装置開発担当者など多くの人材の育成に貢献し、我が国の微小重力科学を中心とした宇

宙環境利用に係る科学技術の向上に大きな貢献を果たしてきた。

　第２次ＴＲ－ＩＡ実験計画によって、現状のきぼう共通実験装置に関連する要素技術の検

証や実証はほぼ終了したため、小型ロケット実験計画の位置付けも自ずから変革するべき

時期が到来している。即ち、今後の小型ロケットの利用を、技術開発主体から利用主体に

移行させる必要がある。宇宙実験用ロケットは、主として科学的な成果創出のために利用さ

れる事となり、安価なロケットの利用も視野に入れる必要がある。従って、次期ロケット実験

計画は、国内ばかりでなく海外での打ち上げも視野に入れ、コストパフォーマンスに優れた

宇宙実験用小型ロケットシステムの構築を図ることが重要になる。

（７）共通基盤的な知見の整備／宇宙環境利用データベースの整備

　宇宙環境利用研究システムの役割は、宇宙環境利用の有効性実証、その体系化、及び、

宇宙環境利用に必要な共通基盤的知見の整備である。このうち、共通基盤的な知見の整

備の具体化については、宇宙開発事業団が整備を進めている宇宙環境利用データベース
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に情報の集約を図り、その公開を積極的に進める。また、宇宙環境利用研究システム及び

宇宙環境利用研究センターにおいては、宇宙環境利用の専門家の育成を積極的に進めて、

宇宙実験の科学技術的なアドバイスを的確に行える人材を配置することに努める。我が国

で行われた宇宙実験成果、技術開発成果、拡散係数測定値等の物性値データを宇宙環境

利用データベースに集積して研究者の利用に供する。

（８）公募地上研究

　公募地上研究では、宇宙開発事業団の委託を受けた日本宇宙フォーラムが、宇宙実験

計画立案に必要な様々な情報を公募研究採択研究者に提供することになっている。情報

には、宇宙環境利用の特徴、微小重力環境で特有な様々な物理化学現象、きぼう共通実

験装置の機能・性能、実験技術、試料容器開発のための設計手法等が含まれる想定であ

り、研究者へのアドバイスや情報提供などのユーザインテグレーションが進められる想定で

ある。しかし、現状ではこれが十分でないことから、適切な人材育成・配置を積極的に進め

る。

（９）国際協力

　国際協力については、微小重力科学に関する国際宇宙ステーション利用の国際公募を

通して、全般的科学協力、ＮＡＳＡ開発中の燃焼実験装置の利用を目指した２国間協力な

ど、及び、国際宇宙ステーション利用に関する第３国への協力などを進める。特に、東南ア

ジア諸国や中国などに対する国際宇宙ステーション利用の国際協力については、宇宙環

境利用部会報告でその必要性がうたわれているが、その後具体的な議論が行われていな

い。この実施に当たっては、当面、公募地上研究にアジア枠を設け、各国での評価結果を

基に一定の枠の内で地上研究への支援を行なうことから始めることが適当と考えられる。

　これまでの国際協力は、国際宇宙ステーション計画、或いはスペースシャトル利用実験な

ど、軌道上ミッションが主体であった。国際宇宙ステーションで有意義な科学技術的成果を

創出するためには、十分な地上研究が必須であり、今後は地上研究の国際協力を積極的

に進めることが有効であろう。具体的には、準安定相研究は新材料創出の最も大きな可能

性を有するが、その研究手法など具体的な方向性は未だ明確ではない。従って、米国、ヨ

ーロッパ等の研究組織との間で、静電浮遊炉による無用器処理に関する国際協力を積極

的に進め、早期に成果の獲得を目指す。

　短時間微小重力実験手段としての小型ロケット利用は、軌道上実験のパラメータ確定、或

いは短時間で結果取得可能な実験テーマの実施にとって、ターンアランドタイムが短いなど

多くの利点を有する。小型ロケットの利用に当たり、各国が有する既開発装置の有効利用

及び類似テーマの集約や、類似データ共有など、効果的な国際協力の道が有り得る。この

ため、小型ロケット実験計画に関する国際協力についても、関連機関との協議を進める。

　また、高精度拡散係数などの熱物性データは科学技術の基盤データであり、世界共通の

財産と言えることから、国際宇宙ステーション利用による国際協力を通してデータベースの

拡充を図る方向についても検討を進める。
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３．１．４．２．　宇宙環境利用研究システムにおける当面の研究課題

　前項における基本的な考え方に従い、宇宙環境利用研究システムでは以下の視点でき

ぼう利用を目指した地上研究を進める。

（１）均一組成化合物半導体の育成

　これまでの我が国の微小重力科学研究においては、工業的な材料プロセッシングにつな

がる基礎研究と応用研究が数多く実施されてきた。この結果として、微小重力科学分野に

おける最もアクティビティの高い分野として「物質科学と材料プロセッシング」を挙げること

ができる。この研究領域には、熱物性、流体挙動、結晶成長機構などの基礎的な研究から、

半導体単結晶育成などの応用研究まで極めて広範な研究領域が含まれている。このこと

を踏まえて、「融体及び溶液からの結晶成長」を当面の研究目標として掲げることが望まし

い。

　宇宙での半導体製造実験として数多くの微小重力実験が行われてきたが、均一組成を

有する半導体製造実験は、１例を除いて良い成果は得られていない。微小重力利用による

均一組成半導体の製造が達成されていない原因を詳細に検討した結果、残留重力の永年

的影響に着目し、これをキャンセルするような均一組成半導体の新たな結晶成長方法が考

案された。流体解析、結晶成長条件解析、流体シミュレーション等によって最適実験条件の

設定、実験条件を実現する試料容器等の技術開発を行い、微小重力利用によって均一組

成半導体製造の達成を示すことで微小重力利用の有効性を提示する。

（２）マランゴニ対流の体系的な理解

　これまでの微小重力利用による流体物理の研究では、マランゴニ対流に関する基礎的な

研究が最も多く行われてきた。これらは、主として常温透明液体である高プラントル流体を

用いて、定状流、定常流から振動流、振動流について実験がなされてきた。これまでの実験

結果から、定常流についての理解はなされているものの、定常流から振動流への遷移、高

プラントル数の振動流のモデル、乱流への遷移メカニズム、振動流及び乱流の構造につい

ては、現状では未解明な点が多く研究の課題である。一方、溶融金属、溶融半導体等の低

プラントル数流体のマランゴニ対流については、半導体結晶成長実験として実施されたの

みで、流体力学的な検討は行なわれていない。

　液柱コンフギュレーションのマランゴニ対流実験において、両端面の温度差を拡大させた

場合に発生すると考えられる乱流マランゴニ対流については、乱流の精密な計測はもとよ

り、観測さえ行われていない。振動流への遷移メカニズムを解明するには、(1)振動流への

遷移モデルの構築、(2)実験、直接数値解析及び理論解析手法による遷移モデルの検証、

(3)幅広いパラメータ（特にプラントル数）を取り扱う体系的な検討が必要である。

　このため、宇宙環境利用研究システムでは、自由表面を有する液体系について、微小重

力下での流れの主因を成すマランゴニ対流現象の体系的な理解を進めるために、低、高プ

ラントル数流体のマランゴニ対流現象のモデル構築を通して、全体の現象についての理解
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解を進め、微小重力利用の体系化を図ることにする。

（３）拡散現象の体系的な理解と基盤データベースの構築

　拡散係数は、凝固現象の理解・モデル化あるいは結晶成長の理解において不可欠な熱

物性値である。拡散係数は、微小重力の利用によって高精度に測定が可能であることがシ

ャトル実験、小型ロケット実験において実証されてきた。拡散係数の精度良い値は、結晶成

長条件設定の効率的な予測を可能にするものでもある。また、金属等の融体は核発生を伴

って凝固に至る。このために、融点近傍の液体状体においては、何らかの構造を有するも

のと推定される。従来の拡散研究は、この液体構造には着目してこなかった。

　宇宙環境利用研究システムでは、宇宙環境利用の有効性の実証として、微小重力を利用

して拡散係数の温度依存性を詳細に測定し、液体構造と拡散挙動の関連を明らかにする。

また、幾つかの半導体など有用な材料について、微小重力を利用して拡散係数の高精度

測定を行ない、これを基にデータベースを構築する。更に、高精度拡散係数測定に必要な

技術の開発を行う。拡散係数などの精度良い熱物物性値は、我が国の得意分野である製

鉄、精錬あるいは半導体製造などにおいて、その製造効率の向上検討に資するデータであ

り、これらの提供は経済活動に貢献することが期待される。

（４）燃焼現象の解明

微小重力を利用した燃焼研究は我が国で最初に始められた。特に、我が国に落下施設

が整備されてからは、短時間微小重力環境で燃焼研究に関連する多くの実験が実施可能

なことから、落下施設を用いた実験の相当の割合を燃焼研究が占めてきた。これらの研究

における微小重力利用の効果は浮力や自然対流の抑制、燃料液滴の沈降防止であり、現

象を単純化できることにある。その結果、燃焼を熱と物質の移動問題として理解し、その成

果を地上内燃機関へ反映させることを目的とした研究が多い。一方、燃焼化学的アプロー

チでは、燃焼反応の素過程を理解することを目的とした研究が多いが、現象が非常に複雑

であり、必ずしも十分な成果が得られているとは言えないのが現状である。

宇宙環境利用研究システムでは、微小重力利用の体系化及び有効性実証の視点から、

燃焼現象研究を地上研究から行う。この実施にあたっては、燃焼現象を熱と物質の移動現

象、さらにこれに化学反応が複合した高速の非線形現象としてとらえ、燃焼現象の全体像

を理解することを目指すものとする。また、その成果が内燃機関等の地上燃焼技術への貢

献や環境技術への貢献を考慮した研究とすることにより、独自の研究成果を上げることが

期待できる。

（５）蛋白結晶成長の体系的な理解

　蛋白質結晶育成は、ドラッグデザイン等を目指した商業利用的視点が強く、米国では実利

用の視点から、宇宙実験が大規模に進められてきた。過去の宇宙実験においては、１０００

０サンプルほどの実験が行われている。これらは、高品質結晶を得るために微小重力を利

用するものであるが、その成功率は３０％程度であり、決して高くはない。この原因は、宇宙

実験における実験条件の設定を、地上と同様の試行錯誤的方法によって行っていることに
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ことにある。蛋白質のような生体高分子の結晶成長理論は未だ確立されていない研究領

域であり、困難な課題が山積している。従って、蛋白質の結晶成長のメカニズムに対する理

解を進め、この知見を基に実際の結晶成長に応用する手法を見出すことが重要になる。実

験個数などリソースが限定されている宇宙実験においては、地上研究のような試行錯誤的

手法は通用しない。このために、生体高分子の結晶成長の理解を深めることが必須の課題

になる。

　宇宙環境利用研究システムでは、生体高分子結晶成長の理解を目指し、これを地上研究

から実施する。結晶成長は、遠方からの溶質の輸送及び結晶界面における溶質原子・分子

の取り込みの２つの過程に分離できる。微小重力が効果的なのは溶質の輸送であり、界面

での表面拡散には寄与しない。特に蛋白質結晶では、界面近傍での溶液中にその特徴が

あると考えており、これを中心に研究を進める。また、我が国は、その場観察に優れた技術

を有しており、その場観察を通した結晶成長理論の構築、理論を適用した最適結晶成長条

件の把握などの方法論の確立を目指し、高品質な蛋白質結晶成長の実現を目標として進

める。

（６）準安定相の体系化

　宇宙環境の最も特徴的な現象は、全ての物質が空間的に浮遊するという現象である。こ

の視点で見ると、浮遊位置制御技術を用いた浮遊炉は、最も宇宙環境を有効に利用する

宇宙実験と言える。浮遊炉による無容器処理技術は、容器を用いないことから不均一核発

生挙動を抑制し、これによって大過冷が実現できる。これにより、従来にない結晶構造を有

する材料創生の可能性がある。我が国は特徴ある浮遊炉の開発を進めており、この利用を

積極的進め、新たな研究領域を切り開くとの視点が重要になる。

　宇宙環境利用研究システムでは、微小重力利用の体系化及び有効性実証の視点から、

準安定相物質創生研究を地上研究から行う。この実施に当たっては、多くの副課題が存在

する。核発生モデルの構築、自由表面での濃度差マランゴニや温度差マランゴニの理解、

更には、自由表面の流れあるいは振動のもとでの核発生などであり、核発生理論の理解に

寄与することが期待される課題を取り扱うことになる。また、熱力学的、量子力学的解析に

よる準安定相の予測を通して研究の効率化を図り、これらの課題の研究成果を総合的に

利用して新規の準安定相の製造を試みる。金属・半導体に関しては、欧米の電磁浮遊炉を

用いた研究が先行していることから、我が国では静電浮遊炉を利用したセラミック等の電気

絶縁性材料などの研究を優先して進めることにより、独自の研究成果を上げることが期待

できる。
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３．２．　生物科学・バイオテクノロジ－　　（この章については更に検討中です。）

３．２．１．　これまでの主な成果

宇宙環境における生物関連の研究は、これまで大きく３つの方向でアプローチされ

てきた。その第一は宇宙環境における基礎的な生物科学的知見を得て、宇宙飛行士の

宇宙環境での生命維持、安全性の確保といった、有人宇宙飛行技術の確立に資すると

いう立場である。第二は、微小重力等の宇宙環境の特徴を利用して生物学的に意義の

ある科学研究を行おうという立場である。第三は、微小重力等の宇宙環境の特徴を利

用してバイオテクノロジーを確立しようという立場である。

これらの３つのアプローチは互いに独立ではなく、従来かなり密に関連してきた。

例えば、第１のアプローチの研究による発見が、第２のアプローチの研究にとって重

要なきっかけになるケースや、またその逆といったケースである。このため、従来か

らこれら３つのアプローチについて特段差別化したり、特定のアプローチに重点を置

いたりはされていないし、将来的にも変わらないであろう。また、過去の研究／実験

提案では、複数のアプローチを目的とするものも多い。

研究領域全体の発展という観点から考えると、有人宇宙飛行技術は宇宙という人類

の永遠のフロンティアへの挑戦に必須の技術であり、その遅速は別にしてわが国とし

て蓄積すべきものである。一方、その技術に関する研究・開発をきっかけとして、基

礎科学・技術分野の研究が進展し、優れた知見が得られ始めている。今後はそれらの

知見が基礎の科学・技術の発展に貢献し、また有人宇宙飛行技術にも貢献するという

循環が自律的に発展できれば、自ずから研究領域全体が進展するであろう。従来から

このような循環的な研究領域の発展は、この領域の研究に参画した研究者が多かれ少

なかれ抱いてきたイメージであると思われるが、将来的にも各研究者が広い問題意識

の上に立って研究を進めていくことが重要であると思われる。

　上記の３つのアプローチの代表的な成果を以下に挙げる。

（１）　有人宇宙飛行技術から

宇宙での生物学実験は、そもそも米国ならびにロシアにおける有人宇宙飛行の安全

性の検討や生命維持技術の実証から始まっている。そして初期の結果から、適切な生

命維持技術が出来れば、ある程度の期間ならヒトが致命的な障害を受けずに地上に生

還できることが明らかにされた。

このことは微小重力と船内の宇宙放射線環境は、ヒトを含む生物の生命維持にとって必要な最低限

のエネルギー代謝や神経情報処理等の過程には、致命的な影響を与えていないであろうことを推察さ

せる。しかしながら他方、骨量の減少 [1] 、筋力の低下 [2] 、免疫機能の低下 [3] 、体液のシフト [4] 、
宇宙酔い [5] 、アイフラッシュ [6] 等、、致命的ではないにせよ大きな影響を与えることも明らかにな

ってきた。

[1] Mack PB, et al.,Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med (1967) 100, 503-11.

[2] Ilyina-Kakueva EI, et al., Aviat Space Environ Med (1976) 47, 700-703.

[3] Taylor GR, et al., Aviat Space Environ Med (1986) 57, 213-217.

[4] Kirsch KA, et al., Science (1984) 225, 218-219.

[5] Davis JR, et al., Aviat Space Environ Med (1988) 59, 1185-1189.
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[6] McNulty PJ, et al., Science (1975) 189, 453-454.

[Review, Space Med] Nicogossian AE, et al., Space Physiology and Medicine 2nd ed, Lea & Fe,

Pennsylvania (1989).

[Review, Space Med] 関口ら, 宇宙開発事業団編 宇宙医学・生理学, 社会保険出版社, 東京 (1998).

これらに対しては、一方で有人長期滞在技術の観点からの対策研究が進められてい

るが、他方、基礎生物学の観点からも興味ある現象である。また、動物を利用した有

人宇宙飛行の可能性やその技術の検討の過程で、地上では知られていなかった生物学

的に興味深い様々な現象が見出されてきている。これらの代表例を以下に示す。

l 「宇宙放射線生物影響」

 搭乗員の長期滞在時の宇宙放射線による被爆影響や、その防護のための基礎生物学的

な研究を目指して、これまでに、大腸菌 [1] 、粘菌 [2] 、カイコ [3] 、ナナフシ [4] 、
ショウジョウバエ [5, 6] 、哺乳類細胞 [7, 8, 9, 10] 、トウモロコシ種子等 [11, 12] を用

いて、宇宙放射線による遺伝子損傷やそれによる突然変異といった影響の検討と、損

傷遺伝子の修復過程等に対する微小重力の影響について検討されている。ただし、微

小重力の効果に関しては、宇宙放射線の影響を増強する効果、あるいは低減する効果

の両方のケースが報告されており [4, 6, 13] 、真のメカニズムは単純ではないようであ

る。

 [1] Harada K, et al., FEMS Microbiol Lett (1998) 47, 313-324.

 [2] 大西ら、スペースシャトル及びミール利用宇宙実験報告会予稿集 (1998) III27-38.

 [3] 古澤ら、スペースシャトル及びミール利用宇宙実験報告会予稿集 (1998) III9-17.

 [4] Bucker H, et al., Adv Space Res (1987) 6, 115-124.

 [5] Browning, Radiation Research (1968) 35, 500-501.

 [6] 池永ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告 (1994) 306-338.

 [7] Bender, Radiation Research (1967) 31, 91-111.

 [8] Bender, Radiation Research (1968) 34, 228-238.

 [9] Bender, Radiation Research (1969) 39, 436-444.

 [10] 大西ら、スペースシャトル及びミール利用宇宙実験報告会予稿集 (1998) IV35-41.

 [11] 長岡ら、IML-1宇宙実験成果報告 (1994) 15-61.

 [12] 長岡ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告 (1994) 361-388.

 [13] Harada K, et al. Int J Mol Med (1998) 1, 817-22.

 

l 「細胞に対する重力影響」

 搭乗員の長期滞在時に見られる骨量の減少の原因解析を目指した、微小重力下での骨

の細胞レベルの研究では、骨芽細胞では細胞分化に関わる各種蛋白質とサイトカイン

の産生に増減が発見されていた [1] が、最近の小型ロケット実験により、細胞の中の

信号伝達が特定の伝達個所で微小重力により抑制されることが明らかとなった [2]。こ

の抑制のメカニズムは未だ明らかではないが、おそらく細胞を微小重力で培養したと

きに見られる様々 な現象の原因となっている可能性が高い。このことは、微小重力が

細胞レベルの現象に対してはかなり重要な影響を与えていることを意味する。

 　搭乗員の長期滞在では、免疫機能の低下も報告されている。免疫系の場

合、細胞内のメカニズムだけでなく、細胞間の情報伝達も重要であり、ま

たより微小重力の影響を受けやすい可能性が高い。これまで多少検討がな
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されているが、今後の詳細な研究が待たれるところである。

 [1] Kumei Y, et al., J Biotechnol (1996) 47, 313-324.

 [2] 佐藤ら、日本マイクログラビティー応用学会誌 (1998) 15, 233-237.

 [T cell] Cogoli A, et al., Science (1984) 225, 228-230.

 [A431, EGF, c-fos, c-jun, rocket] De Groot RP, et al., J Cell Sci (1990)97, 33-38.

 [A431, EGF, c-fos, c-jun, clino, centri] De Groot RP, et al., Aviat Space Env. Med (1991) 62, 37-40.

 [A431, EGF, PKC & other pathways, rocket] De Groot RP, et al., Exp Cell Res　(1991) 197, 87-90.

 [A431, EGF-R clustering] Rijken PJ, et al., Exp Cell Res (1993) 204, 373-377.

 

l 「発生、分化、形態形成、繁殖」

 宇宙環境での長期滞在の可能性検討では、生殖、発生、分化、形態形成、成長、発達、

老化といったライフサイクルに支障がないかどうかという観点で検討されている。例

えばメダカの場合、生殖から卵発生、成長まで宇宙環境で表面的には支障なく進み、

その子孫はその後地上でも増えている [1] 。
 この他、様々 な生物についての検討が生物学的興味からも行われた。例えばイモリ

など両生類の卵は、地上では重力により卵黄の偏りが生じた状態で発生する。微小重

力ではこの状態が保証されないがそれでも発生から成長まで、ある程度支障なく進行

することが分かった [2] 。一方ニワトリの場合、地上では浮力により胚が卵殻に接近

して呼吸が維持できていたが、微小重力ではこのメカニズムが保証されないため発生

途中で死ぬものがあることが分かった [3] 。
 [1] 井尻ら、IML-2宇宙実験成果報告 (1996) 115-128.

 [2] 山下ら、IML-2宇宙実験成果報告 (1996) 101-113.

 [3] Suda T, et al., FEBS Lett (1994) 340, 34-38.

 [frog, development] Souza KA, et al., Proc Natl Acad Sci (1995) 92, 1975-1978.

 

l 「魚類の微小重力環境での振る舞い」

 前項の魚類を実験に用いたケースでは、微小重力環境でルーピング等の特有の挙動を

示すものがあることが分かった [1] 。しかし、種による差、ならびに同一種でも個体

差があって、重力の有無の影響よりも空間の視覚による認識や背光反射による姿勢の

制御が優位で、ルーピングを起こさないものもあるなど、生物学的には興味ある現象

が見つかっている [2] 。
 [1] von Baumgarten RJ, Aviat Space Environ Med (1975) 46, 902-906.

 [2] 井尻ら、IML-2宇宙実験成果報告 (1996) 115-128.

 

 （２）重力をパラメータとした研究

 

 一方、重力の大きさをパラメータとした生物学的研究も進められてきている。生

物は本質的に重力を利用して地上で生命を営んでいる。例えば多くの植物やある種

の動物では、生まれてから成体に至る分化・発達の過程で、いかにも重力の方向に

影響を受けてその形態が変化する。もし重力がなければ、このような変化が適切に

起きることができず、地上のような形態にはならないのではないかといった想像は

容易に考えられるところである。

 また、ヒトや脊椎動物が地上を歩行する場合なども、重力があってはじめて成り

立つものである。スムーズな歩行に必要な筋肉の動作の連携がどの程度遺伝的に仕
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組まれ、どの程度学習で獲得されるのかといった点は極めて興味深い。

 このように重力の生物に対する役割の解明は、生物学的には重要でありかつ極め

て興味深い。しかしながら、重力はあまりに普遍的な環境因子であるがゆえに、こ

れまでその作用を意識したメカニズムの解析は必ずしも十分になされてはこなか

った。さらに、通常の重力環境下ではその影響・効果を解析することが容易ではな

いことも研究を阻害していた要因である。

 微小重力環境を利用した実験では、重力の大きさをパラメータにでき得るため、

この解析にとって有効である。このような研究の代表例を以下に示す。

 

l 「原生生物の重力感知」

ユーグレナ、ゾウリムシ等の原生生物は重力走性を示す。おそらく細胞膜に内在する

蛋白質に重力感知機能を持つものがあると考えられるに至っている [1] 。
[1]  Planel H, et al., in: Asashima M, et al. (Eds), Fundamentals of Space Biology, Springer-Verlag, Berlin

　(1990) 85-96.

[Review, Euglena] Hader D-P, et al., Planta (1997) 203, S7-S10.

l 「植物の重力感知」

 植物では茎は重力と逆の方向に、根は重力の方向に成長する。例えば根の場合、先端

から少し内側の細胞内にデンプン粒があり、その細胞中の分布、配向で重力を感知す

るものと考えられている [1, 2, 3, 4] 。しかしながら、感知された重力の方向が、根の

屈曲部分の細胞の増殖、伸展という変化につながるメカニズムの解明については今後

の課題である。

 [1] Volkmann D, et al., Naturwissenschaften (1986) 73, 438-441.

 [2] Perbal G, et al., Naturwissenschaften (1986) 73, 444-446.

 [3] Sack FD, et al., Int Rev Cytol (1991) 127, 193-252.

 [4] Volkmann D, et al., Planta (1991) 185, 153-161.

 [Review,auxin] Evans ML, et al., Planta (1997) 203, S115-S122.

 [clino, peg] Takahashi H, et al., Planta (1997) 203, S164-S169.

 [clino, amyloplast] Hoson T, et al., Planta (1997) 203, S187-S197.

 

l 「小動物の微小重力環境での振る舞い」

 様々な動物の微小重力環境での挙動は、単純に生物の行動学の観点から興

味のあるところである。実際、カエル、カメ、ヘビをはじめ、様々な動物

の挙動が観察されており、その中には地上の行動との関連性で興味ある観

察結果も報告されている。

 

 （３）宇宙環境利用バイオテクノロジー

 

 生物や生体高分子の微小重力での挙動を積極的に利用し、技術として確立しよう

という、いわゆるバイオテクノロジーの分野でも、微小重力環境の利用は試みられ

ている。地上の技術の限界を微小重力環境で解決しようという立場と、これまでの

宇宙実験で知られてきた微小重力での生物の特徴を活かすという立場がある。今の

ところ、生体高分子の結晶生成に関しては実利用の域に達しつつあるが、その他は

試行の域を出ない。代表的な例には次のようなものがある。
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l 生体高分子結晶生成

 微小重力環境では沈降や対流が消失することが期待され、結晶生成を行う場として優

れているのではないかと考えられたため、宇宙実験の初期の段階から構造解析用の大

型で、解像度の良い蛋白質結晶の生成が試みられてきた。特に米国では、製薬会社等

の産業利用を目指した産学官によるコンソーシアム(CMC：　Center of
macromolecular crystallization)がアラバマ大学に組織され、宇宙実験用の装置開発な

らびに定常的な結晶化実験（最近ではおおよそシャトルフライトの2 回に1 回くらい

のペース）が行われている。CMC によればおよそ 20%の確率で、地上での結晶より

も構造解析に適した結晶が生成するとのことである。

 http://www.reston.com/nasa/ascb/07.20.98.delucas.html

 

l 「バイオリアクター」

 微小重力環境では浮遊培養時の細胞密度を高められる可能性があり、培養細胞を利用

した生理活性物質の生産には有用である可能性がある。そのため、例えば抗体産生細

胞による抗体産生実験等が試みられている [1] 。実際には、細胞あたりの抗体産生量

も増加する [2, 3] など、他の効果も観察されているが、技術として確立される段階に

はまだ時間がかかりそうである。

 [1] Smiley SA, et al., Exp Cell Res (1997) 230, 411-414.

 [2] 菅沼ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告 (1994) 237-248.

 [3] 奥沢ら、IML-2宇宙実験成果報告 (1996) 193-204.

 

l 「電気泳動」

微小重力環境では、熱による溶液の対流が抑制されるはずである。そのため、例えば

無担体電気泳動等には理想的な環境となるはずであることから、初期の段階から無担

体電気泳動技術の開発が行われている。実際、地上と比較し分離能の向上が確認され

ているが [1] 、あわせて気泡の混入といったトラブルにも見舞われており、技術とし

て確立される段階にはまだ時間がかかりそうである。

[1] Kobayashi H, et al., J Biotechnol (1996) 47, 367-376.

[proteins] 黒田ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告 (1994) 136-144.

[bacteria] 山口ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告 (1994) 284-305.

３．２．２．　現状分析と課題

３．２．２．１．　総論

（１）研究の方向性について

以上のように、これまである程度の研究成果が報告されてはいるが、地上の一般の

研究者が価値を認めるような成果は、国内外を問わず少ないといわざるを得ない。そ

の理由としては、(1) これまで実験機会が極端に少なかった、(2) 少ない実験機会を利

用した実験からでさえ、一見、互いに矛盾する結果が得られ、容易に結論を導けない、

(3) 関連する地上分野での研究者の参画が不十分、(4) 実験リソースの制限が厳しく技
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術的に不充分、(5)信頼に足る対照実験が十分に行えなかった等、様々な要因が関連し

ていると思われている。

しかし、とりわけ問題なのは、これまで行われてきた研究のねらいが雑多であり、

漠然と長期有人宇宙滞在をも視野に入れた、生物関連の研究を企画している例も少な

くなかったことである。長期有人宇宙滞在技術を確立することは、例えば米国の例の

ように有人火星探査等には必須ではあるが、そのための技術の開発は学術とは多少ニ

ュアンスの異なる研究であり、米国等と比肩し得る成果を得ることは容易ではない。

一方、宇宙環境を利用して学術的意義の高い研究を推進していくことは十分に可能性があると思わ

れるが、その方向性に関する研究基盤は国内外を通じ未だ脆弱である。例えば米国においては最近、

以下のような提言が米国細胞生物学会より出されている。

「国際宇宙ステーションという高コストの研究施設の利用にあたっては、主として宇宙飛行士の生

理学を研究するプラットフォームとするべきで、それ以外の基礎的な生物科学に関しては地上研究で

可能な限り対象の検討を行うべきであり、真に宇宙実験が必要なもののみに対象を絞るべきである。」

そこでは、(1) 遺伝子発現の調節、信号伝達、細胞分化といった生命現象の基本的

過程は微小重力に依存しないので、これらの実験はより厳密な審査を要すること、(2)

蛋白質結晶生成実験は未だ地上の研究や医薬品の開発に役に立ったことがないこと

から、直ちに中止すべきこと、(3) 植物の重力屈性研究は地上の研究が急速に伸展す

ると思われるので、その成果として代用シグナリング系を設計できたときに宇宙実験

で実証すべきであること、(4) 将来の宇宙探検に必要な食料としての植物はそれを地

上で開発後、宇宙実験で実証すべきであること、(5) 前庭器官の研究では分子遺伝学

的手法を利用した地上研究を詰めた上で、宇宙実験を企画すべきであること、(6) 進

化生物学と環境科学は支援すべきであること、等が述べられている。

このような提言が出された背景には、(1) 「生命現象の基本的過程は微小重力に依

存しない」と安易に結論付け、このため国際宇宙ステーションから地上の生物学に貢

献するような真に学術的意義の高い成果はおそらく出ないのではないかと思われて

いること、(2) 米国においては、宇宙探検に資する研究は、建国以来の国民意識であ

る開拓者精神に裏打ちされていること、(3) しかし、これまでの宇宙実験からの成果

が内容的に不十分であることから、仮に(2)を目指すとしてもコストに見合う成果は容

易に得難いであろうと思われること等があるのではないかと思われる。

アメリカ細胞生物学会の提言：　http://www.ascb.org/ascb/pubpol/nasareport.html

デ・ルーカスの反論：　http://www.reston.com/nasa/ascb/07.20.98.delucas.html

確かに、「生命現象の基本的過程は微小重力に依存しない」という考え方は、表面

的には導かれやすい結論である。提言では単純に、植物、両生類、昆虫等で世代を超

えて栽培、飼育することに成功した事実から、生命現象の必要最低限の要素過程には

致命的な影響を微小重力は与えないと結論付けている。しかし一方、過去の研究成果

から、特定の細胞内信号伝達系が微小重力で抑制される事実はおそらく間違いがない

［１］。

[1] De Groot RP, et al., J Cell Sci (1990)97, 33-38.

宇宙開発事業団ではこの点を詳細に解明すべく、課題研究を立ち上げて研究を開始

しており、また小型ロケット（TR-1A）6 号機、7 号機でも検討が進められている。こ

の結果、細胞内の信号伝達系の特定の過程が微小重力によって抑制されることが明ら

かになりつつある。もしも細胞内信号伝達系が微小重力で影響を受けることが確かと

なれば、それに関連する遺伝子の発現調節や細胞分化といった基本的過程も影響を受

けるはずで、結果として生命現象に対し様々な影響があるはずである。
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実際の細胞では、生命維持に重要な過程ほど複数のバックアップ系が構築されてお

り、またさらに細胞の集合である個体レベルでは様々なメカニズムにより恒常性(ホメ

オスタティス)が保たれている。このため、例えば特定の信号伝達系への影響があった

にせよ、個体全体の機能に顕著には影響を与えない可能性が高い。しかし、これらの

効果で顕在化しない問題を過小評価しては生命現象の本質に迫れないに違いない。

植物の重力屈性の研究に関しては、単純に将来の長期宇宙飛行に要する食料の観点

からのみ考えれば、重力信号の代用シグナリング系を考えれば良いであろう。しかし、

本来科学として興味が持たれるのは重力信号が植物の形態形成全体に果たす役割の

メカニズム解析である。特に局所的に検出された重力信号が、植物の形態全体のバラ

ンスに反映される際の詳細な解析等はこれからの生物科学にとって重要な研究とな

るはずである。STS-95 における実験では重力の存在により、特定の形態形成パター

ンが抑制されることが示唆されており、いわば形態形成における「対称性の破れ」に

重力が大きな役割を果たしていることが明らかになりそうである。

前庭器官の問題は提言で想定するような、宇宙酔い対策といった現実的な問題の解

析を考えるのであれば、三半規管による重力感知とその結果の空間識に問題を絞り、

そこに関与している様々な組織や細胞の機能を解析していくというのは、一つの有力

な方法である。

しかし、本来基礎生物科学として目指すべきはこのような解析にとどまらず、脳･

神経情報処理の問題として総合的に捉える必要がある。例えば、空間の上下関係の認

識がどのようなメカニズムによるかといった問題では、同時に頭の中に作られる３次

元的な空間イメージの構築過程といったより広い問題を視野に入れなければならな

い。また手や足の運動制御では、手足の挙動に関連する空間的･力学的イメージが小

脳内に構築され利用されていると考えられている。このイメージの構築過程は生得的

なものではなく、生後重力のある環境で時間をかけて構築されるものであるが、例え

ば、微小重力環境での運動系の適応の解析から、この過程の解析が可能になるに違い

ない。

このように米国細胞生物学会の提言の想定以上に、生命現象の本質につながり、か

つ微小重力環境が意味を持つ基礎的研究の可能性は広い。一方、微小重力環境を利用

した技術、すなわちバイオテクノロジーに関しても、分子レベルの挙動に対する微小

重力の効果などを今一度捉え直すことにより、本質的に重要な技術の開発が可能にな

るに違いない。実際、生体高分子の結晶生成に関しては、提言での指摘よりもはるか

に実利用の価値がありそうであり、地上の結晶化技術とのコストや期間を含めた総合

的な比較において、近い将来十分な優位性を見出し得ると思われる。

このため最終的に目指すところはやはり生物科学・バイオテクノロジーとしての意

義ある学術成果であるべきであり、またそのような成果が得られることは間違いない。

問題は、如何にして学術的価値の高い研究成果を数多く創出できるようになるかであ

る。

当然、同時に有人技術への貢献という視点は重要であるが、基礎的な生物科学・バ

イオテクノロジーの成果は、より的を絞った技術を構築することにつながるはずであ

り、本質的かつ有効に有人技術の発展に寄与するに違いない。
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（２）部会報告

１９９６年７月の部会報告で整理された宇宙環境利用の意義は次の５項目である。

1. 新たな科学的知見の創造

2. 社会の発展や生活の向上に役立つ地上での研究開発への貢献

3. 宇宙技術をはじめとする広範な技術の高度化の促進

4. 人類の活動領域の拡大

5. 活力ある地球社会の実現

このうち第1番目の「新たな科学的知見の創造」が当面最も重要であり、このためには学術的価値

の高い生物科学ならびにバイオテクノロジー研究が重要である。一方、「人類の活動領域の拡大」につ

ながる有人宇宙技術で生物に関連する研究も重要であるが、当面は宇宙放射線被曝影響や閉鎖環境に

おける長期の動植物の飼育・栽培に関する「学術」として価値の高い成果に結びつく研究を目指した

い。

宇宙環境利用研究委員会ライフサイエンス専門委員会での本分野の研究シナリオの検討においても

この点を考慮し、宇宙環境を利用した「生物科学＝バイオサイエンス」と「生物工学＝バイオテクノ

ロジー」を軸に検討を進めている。

本戦略検討もこの考え方を踏襲する。すなわち宇宙環境を利用した研究による、（１）生命現象に関

わる原理や法則性の発見と、（２）生命現象に関連する技術の発明、を明確に意識する。

　宇宙環境利用部会報告(1996 年)では、生物科学･バイオテクノロジー分野における宇宙環境利用が

有効な研究領域がまとめられており、研究の方向性が示されている。その中から、当面考えられる目

標をまとめたものを以下に示す。

l 生物の構造・機能に対する重力の影響解明

 地球上での生物が有する重力に依存した構造と機能の必然性を理解し、生命の本質

を解明することが目標である。特に、重力に依存したいくつかの生物特有の要素過程

に関し、そのメカニズムの解析を行い、基礎生物科学として重要な法則性や、生命現

象に対する描像を明らかにすることが当面の目標である。

 

l 宇宙・地球環境での生物の適応性、生態系に関する研究

 様々な生物が進化の過程で獲得した環境適応能力の解明や進化過程の検討から、地

球生命の未来予測や、生命の起源と進化に関し新たな知見を得ることが目標である。

特に、遺伝子、個体、あるいは生態系が、微小重力や宇宙放射線等の環境因子から影

響を受ける際に見られる環境適応能力について検討することにより、環境因子と進化

に関する理解を深め、また環境を制御する技術を検討することが当面の目標である。

 また、「圏外環境」での生命の存在可能性や、地球外生命の存在可能性の探求から、

生命の起源や適応限界について新たな知見を得ることも目標である。

 

l 宇宙放射線の生物影響に関する研究

 　宇宙放射線の生物影響を解明することが目標である。特に、突然変異や遺伝子修復

過程、免疫応答ならびにこれらと微小重力との複合効果、低線量粒子放射線長期被爆

影響等の解明が当面の目標である。
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l 宇宙環境を利用した生物工学研究

 微小重力の効果を利用したバイオプロセス技術に関し、工学的方法論が確立できる

ことが目標である。特に、微小重力を利用した生体高分子や超分子の物性の解明や、

物質分離･分析法の開発、細胞培養技術の開発等が、当面の目標となる。

 

 宇宙環境利用研究委員会ライフサイエンス専門委員会においては、これら当面の目標に対し、ISS/
「きぼう」（JEM）利用研究に関する研究シナリオをより具体的に検討・取りまとめ中であり、今後

参考にすべきである。

 

 （３）推進方策

 

l 公募研究システム

 　部会報告をもとに、1997年度より地上公募研究システムがスタートしている。従来に比べ、各段に

新規の研究者が参画しており、この点で評価すべきものがある。しかしながら内容において、「とりあ

えずやってみよう」的な組み立てから、一歩進めそうな提案は必ずしも多くなさそうである。これは

微小重力を中心とした宇宙環境の利用に関する、基礎的な実験事実の決定的な不足に由来すると思わ

れる。この問題は、一般的な地上での学術研究の環境と大きく異なるところであり、研究者一人一人

の努力を要する問題である。この点の改善のためには、(1)適切な先導的実験成果の創出、(2)オピニオ

ンリーダー的な研究者の輩出、(3)深い研究討論のできる研究会の組織、等が重要であり、宇宙開発事

業団としても取り組む必要がある。

 

l 宇宙開発事業団宇宙環境利用研究システム/センター

 同じく部会報告をもとに、1997年度より宇宙開発事業団に宇宙環境利用研究システム/センターが組

織され、宇宙環境利用の推進の牽引力となる研究について、自ら計画的に研究を進め始めている。具

体的には、課題研究の立ち上げ等を開始しているが、特に微小重力分野等と比べ進捗は遅れ気味であ

り、加速が必要である。また、国内研究者に対する影響力のある成果の創出と普及、啓発は今後重要

となる。

 

l 国際ライフサイエンス公募研究

国際ライフサイエンス戦略会合（ISLSWG）における調整に基づく国際ライフサイエンス公募には、

我が国では1998年度の第2回目から参画した。おそらく、この枠組みが今後のISS/きぼう利用研究

において、中心として利用されていくものと思われる。

現在、テーマが選定された段階であり、これから各テーマとも搭載に向けた準備に入ることになる。

一方、本公募は今後1年に1回程度のペースで募集されると思われるが、今後とも質的に十分な研究

がある程度の数、提案され続けるためには十分な配慮が必要かと思われる。

また国際的なライフサイエンスの戦略の調整においては、我が国としての研究推進の戦略を示す必

要性がある。今後、ライフサイエンス専門委員会で検討されている研究シナリオを踏まえ、対外的に

示せる戦略を検討していくことになろう。

３．２．２．２．　研究に関する課題

過去の宇宙実験において明確な成果が多くは得られていない大きな要因は、研究の

段階として、現象の確認といったマクロレベルからのアプローチが主とならざるを得

なかったことにある。もちろん、初期段階の実験の企画ではマクロな観察から手がか
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りをつかむことは研究の常套手段であり、そのこと自体必ずしも批判されるべきこと

ではない。地上の生物科学の研究においても、多くの解析手段を持たなかった時代に

は、このようなアプローチを主体に研究は進められていた。むしろ、これからの取り

組みの問題である。

一般に、マクロなアプローチの問題点は事例観察以上に踏み込んで、メカニズムを

解析したり、法則性等を導くことが容易でないところにある。このため、ある程度全

体像が分かった段階で、よりミクロなレベルから実験を組み立て、より詳細なメカニ

ズムのレベルの事実が積み重ねられる努力が重要である。ミクロな知見の蓄積のメリ

ットは、そこから逆に、マクロな現象を予想して実験を仕立てられるようにもなるこ

とである。その結果、さらに新しい現象の発見にもつながるはずである。このように

ミクロとマクロの両レベルの研究が連携し始めれば、自ずと研究分野は進展し始め、

優れた成果も生み出されるものである。

この際、想定するミクロなレベルとは、最も低いレベルでは分子レベルあるいは細

胞内小器官(オルガネラ)レベル程度である。このレベルはいわゆる、地上の分子生物

学や細胞生物学が対象とするところであり、これら研究分野との連携が重要である。

さらにこの分子レベルに近い、ミクロな流体挙動と反応性等に関する知見が不足して

おり、基礎的データの取得から固める必要性がある。

一方、より高次の生命機能に関しては、適切な再構成系や数理モデル等による構成的な研究の導入

が必要である。これまでの宇宙実験に関していえば、この様な取り組みが必要とされる段階に至った

ケースは少ないようにも思われるが、今後は仮説にもとづく再構成系やモデル化とその妥当性の検証

を通じた、原理の発見へと向かうことを期待したい。

３．２．２．３．　技術開発に関する課題

（１）搭載装置の開発・整備

　これまで我が国で実施したシャトル実験における装置に関しては、我が国開発の

もの、あるいは米国開発のものとも、(1)研究者の意図する実験が必ずしも実現できな

かったケースや、(2)搭載試料との適合性に問題を残したケース、(3) 時間的な問題等

から、搭載装置と同等の装置で地上において十分な準備のための実験を行えなかった

ケース、(4)十分なコントロール実験を実施できなかったケース等、様々な問題を残し

ている。

一方、小型ロケット実験においては、(1)構想段階から十分な検討ができたこと、(2)

射場支援を含め手の内で実験できたこと、(3)過去の装置開発の経験が生かされたこと

などから、比較的満足のいく結果となっている。

現在開発が進行中のきぼう搭載装置に関しては、これらの経験を踏まえた上で開発

が進められているが、いくつかの懸念点がある。

第 1 は、当面生物科学関係の実験に供せられるのは、細胞培養装置（インキュベー

ター）、クリーンベンチ、冷蔵・冷凍庫等であるが、これらの装置だけでは研究の手

法、手段、実験の幅等が大幅に制限されることである。研究者が実験計画を検討する

際には、様々な実験操作や計測を企画するはずで、それに対応する実験手段を用意で

きるかどうかは重要である。この問題は、ある程度共通な実験操作に関しては次期搭

載装置の開発で解決を目指すことになる。一方、個別テーマに固有の実験操作に関し

ては、供試体レベルで実験に必要な最小限の機器を開発し、実験テーマに応じて搭載
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していくのが現実的である。

第 2 は、地上の生物科学、バイオテクノロジーの技術的進歩はきわめて早いが、そ

れに比べ搭載機器の開発にははるかに長い時間がかかることである。タイムリーに開

発できるようにするためには、基本的に開発期間の短くてすむ、実験支援装置や供試

体等を開発することを中心にした方が良い。

第 3 は、開発中の装置に関しては、クリーンベンチの使用など搭乗員の操作をある

程度想定したものとなっていることである。しかしながら、搭乗員の技量の問題や、

搭乗員が実験に割ける時間的問題から、多くを期待できないと思われる。今後の機器

開発では、極力装置の自動化や、地上からのテレオペレーションで対応すべきと考え

られる。

（２）実験技術の整備

生物科学・バイオテクノロジー関係の宇宙実験の場合、通常の地上の研究では考慮

する必要の無い特殊な状況が発生する場合が多い。例えば、一般に生物科学関係の実

験の場合、実験を左右する要因は通常非常に多いが、それらを排除するためになるべ

く過去の実験条件にそろえるのが通例である。しかしながら宇宙実験の場合、装置的

にも、生物試料の調製・準備の面でも、あるいはサンプルの解析等でも通常と異なる

条件となる。このため、地上研究との差異が無いことを確認、保証するための押えの

実験が必要となる。

データの解析にあたっては、できるだけ少ないサンプルから、統計的に有意な結果

を得る必要がある。このため、少ないサンプル数で十分信頼性の高いデータが取得で

きるよう、実験計画上、ならびに解析上の工夫が必要となる。

このほか、地上では通常扱わないレベルの微量のサンプルを、定法でない手法によ

り解析する必要性から、新たな分析技術の開発が必要となるケースや、試料容器や必

要な実験機器の開発、サンプル・生物試料の運搬技術の開発など、通常の地上の研究

では考慮する必要のない事項を問題解決しなければならないことは多い。

このような特殊性はややもすれば十分に認識されにくい。しかし、効率の良い実験

の実施には避けて通れない課題である。

（３）地上実験技術の整備

宇宙実験に向けての地上での研究では、対象とする現象にもよるが、擬似微小重力

環境により、微小重力により影響がありそうな現象を地上の実験であらかじめ確認で

き、またそのメカニズムについてもかなり検討できるようになる可能性がある。その

結果、地上実験での研究の可能性を広げ、また宇宙実験の効率を向上させる上で有効

なはずである。

微小重力環境模擬装置としては、従来回転式のクリノスタットが知られているが、

市販製品はなく、カスタムメードのものが多少ある程度である。フリーフォールマシ

ンはＥＳＡでの開発例が報告されているが、国内での実績はなく、またその有効性に

ついての定説は定まっていない。加重力の装置もカスタムメードのものが多少ある程

度である。このため、研究者が自由に利用できる状況にはない。

さらに現在のところ、これら装置が生物試料に対して効果を与えるメカニズムにつ

いても十分解析されているわけではない。この点も研究者の関心を得られにくい理由
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の１つである。まずこの解析が必要であり、あわせてこのような装置の普及が課題で

ある。

一方、航空機や落下塔による実験は微小重力時間が短いため、一般に生物実験に利

用するには不向きと考えられがちである。ただし、実験対象、条件をうまく設定する

ことにより有効活用も可能であるはずである。これまでのところこれらの有効性を十

分に検討したり、周知する努力がされていない印象があり、今後の課題である。

これら装置や実験機会が容易に利用できるようになることは、手軽に入門的な実験

が可能となり、宇宙環境利用研究に興味を持つ研究者の層の拡大にもつながる可能性

がある。これまでのところ必ずしも積極的にこれらの利用促進の努力がなされてきた

わけではない点が、今後の課題である。

３．２．２．４．　実験機会に関する課題

（１）実験機会の確保

これまでの宇宙実験の最大の問題は、(1) 実験機会が少なすぎたこと、(2)1 回の実

験でできる実験量／ｎ数が少なすぎたこと、(3)信頼に足る対照実験が行い難かったこ

と、(4) テーマ提案から実験の実施までの時間が長すぎたこと、(5) 繰り返しの実験機

会がなかったこと、(6) 長期的な予定が見込めなかったこと等、実験機会の確保に関

連するものである。ただし近年、シャトルによる早期利用等により、状況は改善しつ

つある。例えば最近のシャトルミッションでは、テーマ提案から実験実施までおよそ

1 年程度になっている。きぼうが定常運用されるようになれば、実験機会数の問題は

かなり改善するはずである。

（２）宇宙実験実施の特殊性

国際宇宙ステーション等を用いた実験では、サンプルの運搬から、搭載、宇宙実験、

サンプルの回収運搬まで、通常の実験室で行う実験では経験しない状況で実験を行う

ことになる。このため、適切な装置的技術、運用的技術、試料に対する前処理、後処

理、コントロール実験の実施など、通常の地上の実験室では考慮する必要のない問題

を解決する必要がある。

特に対照(コントロール)実験は信頼性の高い生物科学の実験において必須であるが、

宇宙実験の場合何を対象とするか等、検討の余地が大きい。対照実験をほぼ同時刻に

地上で実施する場合には、搭載実験装置に準ずる装置を地上に用意する必要があるほ

か、ほぼ同時に２倍の生物試料を用意しないといけない等、かなり研究者の負担にな

る。すなわち、打ち上げの時期に合わせて多量の生物試料を一時にかつ、バックアッ

プをも含めて射場で調製するといった、通常の実験室レベルの実験とは非常に異なる

準備が必要となる。

軌道上で遠心機を使った１G リファレンスを取ることも優れた方法である。細胞培

養装置にはこの目的の遠心器が搭載されるため、実験環境は格段に進歩する。ただし

供試体は、遠心器に対応する必要があり、複雑な実験操作を期待することは難しそう

である。

いずれにせよこれまでの宇宙実験の経験などから、これらの問題に対する重要性の

認識は深まりつつある。しかし現段階では、具体的な実験テーマの実施に即して考え
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た場合に、個別対応の域を出ていない。将来的には、経験の蓄積とともに、共通的に

利用できる技術の開発が望まれる。

（３）地上実験の充実

宇宙実験から確実な成果を得ることは必ずしも容易ではない。通常の地上の研究で

は、研究者の思い付きを簡単に試し、見通しをつけるといった方法から、確実な実験

条件を定め研究を進めるやり方が一般的である。しかしながら宇宙実験の場合、実験

機会が限られかつ大変なコストを要するため、このような試行錯誤的方法は望ましく

ない。このため、地上での実験準備の過程で可能な限りの問題の詳細化や、実験条件

の詰めを行い、宇宙実験では最小の実験量で最大の結論が得られるよう研究・実験計

画を立案することが必要である。

しかしながら過去の例を考えると、この地上研究が十分に事前になされたケースは

必ずしも多くない。研究者が多忙等により十分に地上研究に対し時間を割けなかった

例もあったようであるが、搭載装置と同じ機能の装置が入手できなかったり、短期間

しか利用できなかったケースも多かったようである。有効な地上研究に必要な実験技

術面での環境整備は重要な課題である。

（４）プロジェクト管理

研究プロジェクトの遂行においては、特有の管理の問題がある。一般にいかなる研

究プロジェクトも一定の計画に沿って実施されるものではあるが、宇宙実験の場合は

特に、打ち上げ機会等、厳密な時間的制約がある。支援関係者との協調も必要である。

打ち上げ日程から逆算して、提案研究を宇宙実験に向けて仕上げなければならない。

特に、宇宙実験に必須の事前の地上での確認事項の押え方やその日程、当面見込み

で進行できるかどうかの判断など重要である。生物試料を対象とした実験の場合、前

述のような理由により実験に支障を与え得る要因を把握しにくい。この特殊性を克服

して、的確に実験の実施に必要な要点を押え、最大限の確実な成果に向けて地上の研

究やその他の準備を進捗させるには、それなりの経験とトレーニングが必要である。

さらに、宇宙実験の実施では他の要因による実験実施の遅延や、予期せぬトラブル

に見舞われがちである。綿密なケーススタディを行った上で、対応策や実験の個々の

要素の優先順位をあらかじめつけておくことや、バックアップも含めた計画が必要で

ある。しかし、このような計画検討や管理に対する取り組みは、研究者の立場からす

れば、一般の地上研究ではあまり必要がなく、面倒であり、また研究の本質とは関係

がないものである。このため、このような管理には別途プロジェクト管理のセンスの

ある管理担当者が行った方が望ましいと思われる。

３．２．２．６．　人材の整備

これら宇宙実験に関連する装置あるいは運用に関する技術の開発では、それぞれの

関係者が自ら技術やノウハウを蓄積していくことが望ましい。これまでも、シャトル

や小型ロケット実験向けの搭載装置開発や実験運用、きぼう向け搭載装置開発などで、

このような蓄積はされてきた。また、フロンティア共同研究では地上実験、落下塔・

航空機実験に関する装置や実験方法の開発がなされている。
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しかしながら現状では、継続的に技術やノウハウを蓄積できる環境とは言い難く、

ややもすれば数少ない経験をつんだ人材がノウハウとともに離散しかねない状況に

ある。技術開発メーカ、宇宙開発事業団、実施法人等に幅広く人材を育て、かつ組織

していかないといけない。また、ハンドブックの整備等でのノウハウの記述･記録も

重要である。

３．２．３．　目標

（１）宇宙環境の利用と研究シナリオ

ライフサイエンス専門委員会の研究シナリオ検討から、ISS/きぼう等を想定した宇宙環境の特徴と

その利用の可能性は以下の通りである。

1. 微小重力環境

最も特徴的で、確実に利用できる環境条件である。この環境の利用により、次の3つのタイプ

の研究が可能である。

・　重力感受に関する生命現象の解析：　対象とする生物が特定の重力ベクトル感受機構を持ち、

その感受に対する応答メカニズムの解析をする際に、重力のベクトルを長時間にわたり変えられ

る環境として利用する。

・　重力の効果・影響解析：　対象とする生物に特定の重力感受機構がないにもかかわらず、非特

異的に重力場が存在することが(いいかえればスカラー量としての重力が存在することが)効果・

影響を与えるような現象を解析する環境として利用する。

・　微小重力のバイオテクノロジー利用：　微小重力を利用したバイオテクノロジーを開発し、利

用する環境として利用する。

2.　　放射線環境

太陽、あるいは銀河を源とする、多種多様な放射線、紫外線等に被曝する環境条件である。し

かしこの環境を利用して有意義な実験を行うことは容易でない。第1に放射線、紫外線等のス

ペクトルが時々 刻々 変化し、かつ線種によっては細胞レベル以下の空間的に離散的な過程であ

る。このため正確な実験を成立させるためには、放射線環境計測との連携が必須となる。

第2に与圧部内では遮蔽物の影響によって作られた2次放射線や中性子からなる、特殊な放

射線スペクトルを持つ環境である。この特殊な環境から科学的に意義のある実験を企画・成立

させることは必ずしも容易でない。

一方、宇宙空間での生物起源の探索や、地球生命の環境適応限界の検討等に関連する研究で

この放射線環境を利用する場合には、遮蔽物のない曝露環境を利用せざるを得ない。本シナリ

オでは、当面ISS/きぼう与圧部内の研究を中心に検討を進めることとし、曝露環境の利用に関

連することについては将来の検討課題としたい。

3.　　「宇宙」であるという環境

このほか、生物起源の探求や圏外生命の可能性検討等では単純に宇宙空間を飛び交うダストの

収集といったことが考えられるが、これも曝露環境を利用せざるを得ず、将来の課題としたい。

一方、ISS/きぼうはヒトが人工的に宇宙環境に作った特殊な人為的な環境であり、この環境全

般に対し生物がどのように適応するかはそれなりに興味のあるところである。
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この結果、研究シナリオでは、研究対象を以下の4領域に整理している。本ドキュメントにおいて

も、以下この4領域を念頭において整理する。また研究シナリオでは、各領域について当面取り組む

べき研究をある程度絞込んでいる（ただし、７：３程度の比率でその他のテーマも許容）。

宇宙環境利用研究

特徴 微小重力環境 放射線環境 「宇宙」環境

領域 重力感受に関す

る生命現象解析

重力の効果・影

響解析

微小重力のバ

イオテクノロ

ジー利用

宇宙環境と生命の関わり解析
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（２）宇宙開発事業団の目標

宇宙開発事業団の本分野における目標は、ISS/きぼうの初期の利用段階から、学術的に優れた成果

が多数創出されることである。

　検討中の研究シナリオの各領域に対する目標の概要は以下の通りである。

l 研究領域1：　重力感受に関する生命現象の解析

 生命現象における重力ベクトル感受とそれに対する応答・適応過程を、植物分化・形態形成、卵

発生、行動、高次脳機能等において解析し、重要なメカニズムや原理を発見する。

 

l 研究領域2：　重力の効果・影響解析

 細胞レベルの非特異的な微小重力影響を、信号伝達、細胞周期制御・アポトーシス、宇宙放射線

による損傷の修復、メカノセンシング等に関し解析し、先端の分子生物学・細胞生物学に貢献す

るメカニズムや原理を発見する。

 

l 研究領域3：　微小重力バイオテクノロジー

 微小重力環境を利用したバイオテクノロジーを確立し、特に生体高分子の結晶生成では有効利用

する。

 

l 研究領域4：　宇宙環境と生命の関わり解析

　　生命の起源：分子進化、地球外生命(圏外生命)の探求

　　生存可能性：　宇宙放射線環境の生物影響、適応限界検討

　　環境適応能力：　宇宙環境長期継代飼育時の適応/遺伝的変化

　これらに関し、当面現象論的研究を進める。

３．２．４．　戦略計画

３．２．４．１．　基本方針

一般論として、宇宙開発事業団が特定の研究分野に関し取り組める施策には限度があり、その限ら

れた範囲内で、最も効果が見込めることを施行していく必要がある。この際直接的に自ら取り組む事

項としては、以下の3点である。

1. 課題研究

2. 技術開発

3. 宇宙実験運用

一方、間接的な効果を見込むものとしては、公募地上研究等による促進策や、国際公募等の実験機

会の提供がある。この際特に、幅広い研究基盤の育成や研究者のコミュニティ育成につながることが

重要である。

３．２．４．２．　課題研究

宇宙開発事業団では宇宙実験により、地上の最先端の研究に貢献でき、かつ関連研
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究分野の発展に寄与しうるような先端的な研究成果が、早期にかつ確実に得られるこ

とを目指し、またその結果として第一線の地上の研究者が幅広く宇宙実験に関心を持

つような状況を目指して、課題研究を進めるものとする。

当面想定されるのは波及効果の観点から、「重力の効果・影響」を遺伝子発現、分子過程レベル

での解析する研究であろうと想定している。この観点から、現在以下の 2 課題で研究を実施、あ

るいは準備中である。また、血管内皮細胞を利用した、重力感受・応答機構の解析等

も検討中である。

将来的には、これまで宇宙実験として取り組みが十分でなかったが重要性の高い研

究を立ち上げるような試みも重要となろう。例えば、個体の発生・分化や脳･神経系

の情報処理に関連するテーマ等は重要である。

l 「骨芽細胞における細胞内シグナル伝達・遺伝子発現に及ぼす重力の影響」

 　本課題は、１９９７年度より研究を開始している。微小重力環境下で見られ

る宇宙飛行士の骨量減少(骨粗鬆症様変化)の原因解明を、細胞レベルで検討して

いる。すなわち、骨芽細胞を用い、細胞･分子レベルでの機序の解析を、小型ロ

ケット、模擬微小重力、加重力等による実験で解析している。１９９７年の小

型ロケット６号機による実験では、微小重力が細胞内信号伝達を抑制すること

を発見しており、詳細をさらに検討中である。この研究は、本質的には、細胞

内の生命現象としてきわめて基本的な信号伝達系に対する微小重力の影響を詳

細に検討できる点で重要であるが、さらに骨生物学や、宇宙飛行士の健康管理、

骨粗鬆症の治療・予防等への貢献も期待されている。

 

l 「遺伝情報の損傷修復と微小重力(仮題、準備中)」

本課題は現在準備中のものである。宇宙放射線環境の生物への影響においては、

特に損傷を受けた遺伝子の修復過程に対する微小重力の効果の検討が重要であ

る。この研究では酵母や哺乳類細胞等の真核細胞を用い、分子生物学・細胞生

物学的な解析を通じた基礎生物科学への貢献を重視しつつ、検討する。遺伝子

の損傷修復という分子生物学の本質的問題に、地上ではあまり想定されていな

い切り口で検討できるため、興味深い知見が得られるのではないかと期待され

ている。

３．２．４．３．　　技術開発

（１）供試体開発

個別の研究と密接に関連する実験用機器（供試体）に関しては、一般性のあるもの

を開発することは重要であるが、他方、研究を効率よく遂行する立場から考えると、

むしろ研究者のアイデアを生かしたものをタイムリーに搭載できる可能性も追求す

べきである。すなわち、比較的短期間に開発し、搭載できるような技術開発力と開発

体制、ならびに搭載に関わる枠組みの整備が必要である。

（２）次期搭載装置について

きぼう搭載装置の開発に関しては、ユーザである研究者からの要望、我が国として
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の研究戦略、国際調整の結果等から総合的に検討することになる。現在ライフサイエ

ンス専門委員会で当面の次期実験装置の候補が検討されている。

おそらく、現在開発中の細胞培養装置とクリーンベンチのような基盤的なものに関

しては、予想される問題点等や要望を踏まえて継続改良することになる。

一方、当面の次期装置開発においては細胞培養装置を利用して維持を図る生物試料

（主に細胞を想定）を対象とする実験が、わが国の装置で最低限の完結ができること

を目標に、必要な実験支援機器類を開発していくことになろう。

水棲動物実験装置は、関係各国との国際調整を踏まえ開発を検討中であるが、当初

より実験支援機器類の整備は想定すべきである。

（３）地上実験技等の整備

地上実験技術に関しては、その継続的な開発、整備と適用が地上研究の推進に重要

であると考えられ、研究分野の発展には必須である。このため宇宙開発事業団として

は、クリノスタット等の微小重力模擬装置や、航空機、落下塔、小型ロケット等短時

間微小重力実験機会に関連する地上実験技術の開発、整備に取り組むとともに、その

実験への適用に関する重要性を広く理解いただくよう努力する。

また、きぼう搭載テーマに対し地上で検証しておくべき搭載性の検討などを円滑に

実施できる体制の整備も必要である。

（４）基礎技術

より質が高く効率の良い宇宙実験の実施には、革新的な実験技術の開発は欠かせな

い。長期的視点にたてば、現在容易には利用できないような実験技術を軌道上の実験

設備として開発していく努力は継続的に必要である。これらの方針は次期以降の搭載

装置の開発に重要である。

基盤的に整備していく技術については今後宇宙開発事業団として検討していくこ

とになるが、例えば、(1)細胞内の微細な構造や微量な生理活性物質の濃度分布を継時

的に測定できるような技術、(2)遺伝子や生理活性物質を軌道上で解析するような技術、

(3)動植物の生理的変化を非侵襲で計測する技術、(4)細胞や生体高分子を直接操作、観

察するような技術等が考えられ、今後検討していくこととなろう。

　また、テレサイエンス、細胞レベルでの放射線被爆検出、フリーフォールマシン等も技術的検討

対象である。

３．２．４．４．　運用技術

（１）ユーザインテグレーション

宇宙実験の実施においては、提案され採択されたテーマに対し、様々 な技術的支援を行いつつ、意

義ある宇宙実験を企画し、実施しなければならない。このため、テーマ採択直後から、宇宙実験に関

する専門の知識を持つ担当者が、研究者と緊密な連携を取りつつ、そのテーマの詳細な実施計画の作

成、必要な実験技術の開発、供試体の開発(整備)、必要な地上実験の実施、コントロール実験の企画、

射場への試料の輸送、射場での作業支援、軌道上実験の実施、回収試料の解析、データの解析、成果

のとりまとめ等が円滑に実施されるよう、ユーザインテグレーション業務を行う必要がある。
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現在の国際公募テーマは、おそらく定常的に年10件程度のペースで実施されることを想定すると、

この様な担当者(リーダー的存在)は、1人2件ずつ担当するとして、が5人程度は必要となる。この他、

補助業務を行うメンバーが10－15人程度は必要であろう。

（２）輸送技術/射場支援

国際宇宙ステーション等を用いた実験では、サンプルの運搬から、搭載、宇宙実験、

サンプルの回収運搬まで、通常の実験室で行う実験では経験しない状況で実験を行う

ことになる。このため、適切な装置的技術、運用的技術、試料に対する前処理、後処

理、コントロール実験の実施など、通常の地上の実験室では考慮する必要のない問題

を解決する必要がある。

これまでの宇宙実験の経験などから、この問題に対する重要性の認識は深まりつつ

あるが、具体的な実験テーマの実施に即して考えた場合に、個別対応の域を出ていな

い。将来的には、経験の蓄積とともに、共通的に利用できる技術の開発が望まれる。

（３）生体高分子結晶生成実利用

生体高分子結晶生成に関しては、当面その技術開発とともに、構造解析用の良質な

結晶を作成するという実利用向けの実験機会の確保が重要である。特に年間 1 回以上

の実験機会の提供が可能となれば、利用研究者の層が各段に厚くなるのではないかと

思われる。

３．２．４．５．　促進策

（１）　幅広い研究基盤の育成

宇宙環境を利用した生物科学･バイオテクノロジーの研究分野の発展には、(1) その

基礎となるべき地上の研究分野の進展と、(2) 宇宙環境の特徴（微小重力や宇宙放射

線等）に関連する現象に関わる研究者の興味の醸成が、バックグラウンドとして重要

である。

このためには、きぼう／国際宇宙ステーションとの直接的な関連性が低くとも、将

来的に(2)に関連しそうな研究に対しては、(1)も含めて育成していくという視点が重要

である。すでに公募地上研究はこの点を考慮してテーマ選定しているようであるが、

今後の他の取り組みに関しても、同様の考えに沿って実施する。

（２）　研究者のコミュニティ

これまでの宇宙環境利用研究に関わる推進方策の成果として、かなりの研究者が宇

宙実験に関心を持ち、実験を提案するような状況が整いつつある。地上の一般的な研

究の状況を考えると、このような研究者の自由で独創的な発想が、より質の高い研究

の原動力になるに違いない。

宇宙開発事業団ではこのような研究者が、自らの力で容易に研究を進められるよう

に、研究推進方策等を通じて支援していくものとし、関連研究分野の学会への参加、

働きかけ、研究会の組織と支援、その他様々な情報活動等を通じて、より適切な研究
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の方向性が定まるよう、間接的な支援にも力を入れるものとする。また、宇宙開発事

業団と外部研究者の研究協力体制の強化や、人的な交流等、様々な方策を幅広く検討

したい。

（３）　緩い重点化

公募地上研究等の研究推進においては、前述した「目標」に沿った研究を推奨する

ものの、広くテーマを募るものとする。研究分野の進展を加速する観点からは、生化

学や分子生物学的あるいは細胞生物学的な解析は是非とも必要である。このため、こ

のようなアプローチを試みる研究が増えることは望ましいと思われる。

一方、宇宙開発事業団が自ら取り組む研究に関しては、おそらく研究分野の中核的

存在となり得るであろう。したがって宇宙開発事業団が自ら実施する研究に関連する

研究を企画することは、宇宙開発事業団以外の研究者にとっても有形無形のメリット

があるはずである。

搭載実験装置の新規開発にあたっては、利用研究者の要望に沿って検討していくこ

とになるが、最終的にどのような実験成果が見込めるかまでを想定した開発が望まし

い。宇宙開発事業団が自ら取り組む研究は、おそらくこの検討においても中核的存在

となり得るであろう。

３．２．４．６．　宇宙生物科学実験工学

宇宙環境での生物科学・バイオテクノロジー実験の場合、地上における実験手段や

ノウハウは容易に適用できない。例えば、(1) 地上の実験の場合、実験者の実験操作

上の技量に頼りがちであるが、同一の実験者が宇宙飛行士にならない限り、宇宙実験

ではあてに出来ない、(2) 地上の実験の場合、実験装置、操作等が重力がある環境を

前提にしており、また直接実験者が操作することを前提としているが、宇宙実験では

重力がない環境を想定した自動装置を前提とする、(3) 地上の実験の場合、生物試料

は必要なだけ随時用意すれば良いが、宇宙実験の場合、打ち上げのタイミングに合わ

せて、かつ打ち上げの遅延にも対応しつつ一時に試料を準備する必要がある、(4) 宇

宙実験の場合、場合によっては地上の実験と比べ、はるかに少量のサンプル量しか扱

えないため、特殊な分析技術の開発を必要とすることがある、(5) 宇宙実験の場合、

場合によっては地上の実験で通常行う統計的評価に必要となるサンプル数に比べ、ず

っと少ないサンプル数しか扱えないため、より結果が明らかになりやすい実験を別途

検討しないといけないケースがある、といった問題が多々含まれる。

これらは、宇宙で生物科学･バイオテクノロジー実験を行う上で必ず解決しなけれ

ばならない問題であるが、その対象とするところは極めて広い。宇宙実験を計画する

場合、地上の実験では定法に従うとすれば十分であったすべての実験プロセス一つ一

つについて、全面的に見直さなければならない。この過程では、まず地上の実験プロ

セスを詳細に客観化しなければならないが、その際に地上の実験の問題点が同時に発

覚するといった状況がしばしば発生する。次に、宇宙実験のための実験技術を構築し

なければならないが、全く新しく方法を確立しなければならないケースは多い。

このように、地上の実験を宇宙実験に展開すること自体、かなり研究的要素の強い

作業である。単純な請け負い的技術開発では不十分である。このため、宇宙実験に特

化した実験技術の整備に関しては、本来であれば「宇宙生物科学実験工学」とでもい



61

うべき工学分野が確立されるべきであると思われる。

地上で利用されている実験技術すべてについて、体系的に宇宙実験向けに改良、工

夫をすることは非現実的であが、とくに細胞培養装置等、共通的に利用できそうな装

置に関しては、宇宙開発事業団として開発に取り組んでいる。しかし、研究者が要求

する実験内容は多様であるのが本来の姿であり、共通機器や標準的な操作技術だけで

は大きな制約となる。このため、個別の研究テーマに即した、実験装置及び技術の開

発を機動的に行うことも必要である。

これら装置や技術は、本来研究提案者が自ら工夫、開発すべきではあるが、宇宙実

験に関する特殊性の認識や、過去の実験技術上のノウハウ等をすべての研究提案者が

理解し、新たな装置や技術を考案することは彼らにとって過大な負荷である。本来地

上の研究では全く必要としない技術も多く、これらの開発は地上での研究を主力とす

る研究者が宇宙実験に参入しようとする際の阻害要因となる。

また、現実的には実験技術を開発する人手、費用等の問題もある。このため、研究

者の主体的努力は当然必要ではあるが、さらに宇宙実験技術を開発、支援できる人材

を育成し、研究者の負担を軽減することは極めて重要であると思われる。

３．２．４．７．　人材の育成

従来、スペースシャトルや小型ロケットの搭載装置開発や、フロンティア共同研究

などを通じて実験技術開発を支援できる人材の育成を図ってきているが、今後とも推

進する必要がある。また地上実験や運用に関わる人材も、今後積極的に育成すること

になろう。

ちなみに、この様な人材のイメージは以下の通りである。

1. 科学的、技術的な見識が高く、適切な企画、立案ができること。

2. 宇宙実験を遂行するにあたっての車の両輪の片方であるとの自覚を持ち、一流を目指す心

意気があること。

3. 研究内容を理解できることは重要であるが、研究者ではなく、別の角度からの仕事である

ことを十分に認識していること。この結果、宇宙実験遂行上の問題に関し、研究者と突っ

込んだ議論ができること。

4. 最終的に信頼に足る実験成果が得られることを念頭に置きつつ、実験計画や装置の開発、

リソース配分等で、適切な調整ができるバランス感覚が必要。
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３．２．５．展望

研究戦略に基づく今後の展開の想定を以下のフロー図にまとめる。

研究の推進 実験技術の開発 実験運用技術の開発

外部研究者 研究システム

地上公募

国際公募

課題研究

ISS/きぼうの利用

実験支援装置の開発

供試体開発

新規計測技術の検討

適切な試料の運搬

保存技術の開発

ユーザインテの充実

搭載テーマ

生物科学・バイオテクノロジー分野

優れた学術的成果の創出
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重力感受現象の解析

　…脳・神経系の情報処理

　…発生・分化・形態形成

一方、研究戦略を検討する上でイメージした各研究分野の位置付けと展開を以下にまとめる。

微小重力の効果・影響解明

　　　…細胞内の諸現象

　　　　　分子レベルの現象

バイオテクノロジー

　　…分子から細胞・組織

拡散場の物理化学／ミクロな流体場の挙動

反応拡散系の物理

脳・神経の生理/神経

回路網の数理 宇宙環境と生命の関わり解析

　　含：　遺伝的な問題／他の要因

細胞生物学・分子生物学

時空パターン形成（含：カオス）

空間パターン形成：分岐
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３．３．　基礎宇宙医学（バイオメディカル）

３．３．１．目標

　国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）を利用した基礎医学研究の推進、即ち宇宙環境が

生体に及ぼす影響のメカニズムの解明や、宇宙環境を利用した医学研究が、バイオメ

ディカルの目標である。

　研究課題の設定に当たっては、科学的評価が最も重要な基準となる。また、ヒトの

宇宙滞在に当たっての医学的な研究課題や、地上の医学への貢献も期待される。

　ＩＳＳの有効利用という点からは、なるべく早期に成果の期待出来る研究課題が優

先される。

３．３．２．課題

○ 基礎宇宙医学研究の育成　－公募研究を中心として－

○ 宇宙実験の推進と、経験の蓄積

○ 新たな研究課題への取り組み

○ 得られた研究成果の取りまとめ

○ 今後の装置開発への取り組み

○ 国際協力の推進

 

 ３．３．３．当面の取り組み

 

 基礎医学分野（バイオメディカル）では、公募研究をとりまとめ、その育成を図る

ことが、当面の活動の中核を成すと考えられる。実際の活動については、以下の項目

にまとめた。

 

 （１）公募研究の推進と重点化

 公募研究の推進に努める。特に研究者層の厚い分野、日本の得意とする領域に

ついては、複数の研究者を集めてチームを構成し、重点的に取り組む等の方法が

考えられる。

 

 （２）宇宙実験の推進と、経験の蓄積

 基礎医学分野でも、特にヒトを対象とした宇宙研究は、日本の実績はほとんど

皆無に近い。ヒトを対象にした研究に限らず、地上研究の宇宙実験への展開、フ

ライト実験として選定されたテーマの宇宙実験に向けての支援、経験の蓄積等は、

今後の課題である。

 

 （３）新たな研究分野への取り組み

 既に多数の研究者が取り組んでいる分野については、これらの研究者を中心と

して育成を図れば良いが、宇宙での研究が有意義と考えられ、あるいは日本に優

秀な研究者がいながら現実にはあまり研究者の注目を集めていない分野について
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は、場合によりＮＡＳＤＡが中心となって取り組み、これを育成する必要がある

と思われる。また、現状では大きな問題は無いが、いずれ、ヒトの長期宇宙滞在

に当たって課題となるような分野についても、推進する必要がある。

 課題例：血液・免疫、アレルギー、感染症、内分泌、栄養代謝、呼吸機能、

消化機能、生殖への影響、発生・成長、老化

 

 （４）得られた研究成果の取りまとめ

 基礎医学分野だけでなく、生物科学及び健康管理に関する医学分野を含め、得

られた研究成果についてのデータベースを作成し、今後の研究の進展に資する。

 

 （５）今後の装置開発への取り組み

 　生物科学、基礎医学及び健康管理に関する医学の３分野で合わせて考慮すべき

事項であるが、今後の研究の方向性を踏まえた上で、ＩＳＳ／きぼう（ＪＥＭ）

搭載装置の検討を進める必要がある。また、同時に地上実験設備の整備も課題で

ある。

 

 （６）国際協力の推進

 　国際宇宙ステーションでは、リソースが非常に限られ、また要する経費も大き

いことから、実験装置の開発、実験機会の拡充、実験成果の有効利用に当たって

は、情報交換を含め、参加各国で協力体制を確立し、推進していくことが必須の

事項となる。

 

 ３．３．４．ロードマップ

 

 （１）第Ⅰ期：今後３～４年（ＩＳＳ組み立て終了まで）

 　この期間はＩＳＳの組み立てが優先されるため、実際の実験に対しては、かなり

の制限が予想され、研究の推進に当たっては、以下の点を念頭に置くべきと考えら

れる。

○ 制限されたリソースの中での、研究の実施と経験の蓄積

○ 宇宙実験用装置の検討と開発

○ ＩＳＳ組み立て完了後の、研究方針の検討

 

 （２）第Ⅱ期：４～６年（ＩＳＳ利用前期）

 それまで得られた研究成果を基に、ＩＳＳ／きぼうを最大限に活用して、研究成

果を得ることが、最大の目標である。

○ それまでの研究実績を踏まえた、宇宙医学研究の推進

○ ＩＳＳ後期に対する、研究方針の検討

○ ＩＳＳ後期に向けての、実験装置の検討と開発

（３）第Ⅲ期：７年～（ＩＳＳ利用後期）

　それまで得られた研究成果と蓄積された経験を踏まえ、また開発された装置を使

用して、より高度な宇宙医学研究を推進すること、及びＩＳＳ以降の有人宇宙計画

に向けての研究の推進、が大きな目標である。
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３．４．　宇宙科学・天体観測

３．４．１．　はじめに

　宇宙及び太陽系の起源や構造に関する科学的な探求活動は、新しい基礎科学を創造し

新たな宇宙像を提供してきた。また、基礎科学の知識やそれに基づく科学技術は、文化的に

豊かで合理的な社会形成に貢献してきたといえるであろう。一般に宇宙科学は高度な技術

を必要とする。そこで、巨大望遠鏡、電波干渉計、ロケットや人工衛星、スーパーコンピュー

タ、インターネット等、科学研究のための道具の発展に対応して宇宙科学の知識が増大し、

また同時にそれが新技術の発展を促してきた。現在、宇宙を観測する窓は可視光にとどま

らず、電波から超高エネルギーγ線に至る電磁波の全領域、宇宙線、ニュートリノ、重力波

まで拡大している。これらの最先端の測定装置はコンピュータと結合し、多量のデータを高

速処理している。それでも人類の好奇心を満足させることはできず、より遠方の宇宙をより

高精度で観測するための開発が進められている。大気の影響を避けたり長基線を得るため、

天体観測では宇宙環境は積極的に利用されており、他の分野と比較すると、地球周辺の宇

宙空間のみならず、銀河系より遠方をも観測、研究対象とする点が特徴である。

　我が国でも様々な科学観測計画が実行され、特にＸ線天文学や電波天文学の領域では

国際的な研究活動を先導する一翼を担っている。これらの活動を継続、発展させるため、２

１世紀に向けた観測計画が進められている。国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に対しても、「きぼ

う」（ＪＥＭ）曝露部を宇宙科学ミッションの搭載機会の一つとして捉え、搭載環境の特徴を活

かした利用方策が検討されてきた。特に、ＩＳＳの軌道、姿勢やきぼう曝露部の振動等の環

境条件に適合するものとしてＸ線、γ線天体の全天観測、宇宙線粒子の測定などが観測ミ

ッション候補として識別された。また、単独の人工衛星のミッションとは異なる環境を積極的

に利用し、宇宙飛行士の船外活動や有人支援を視野に入れた新たな利用概念も提起され

ている。

　本章では、きぼう曝露部初期ミッションに選定された全天Ｘ線監視装置（ＭＡＸＩ: Monitor of

All-sky X-ray Image）の紹介を交え、今後５－１０年間の高エネルギー天体観測、宇宙線測

定に関して、宇宙環境／ＩＳＳ／きぼう利用の発展の方策を探りたい。

３．４．２．　現状及び課題

３．４．２．１．　Ｘ線天文学

　Ｘ線天文学は１９６０年代に始まった若い学問である(Giacconi ら 1962)。宇宙空間では 100

万度以上の高温ガスや相対論的エネルギーを持つ宇宙線粒子は普遍的に存在しており、

種々の素過程1） でＸ線を放射している。また、Ｘ線はコンパクト星（白色わい星、中性子星、

ブラックホール候補天体）周辺の強い磁場や重力に起因した諸現象や宇宙空間の高温ガ

スを探るのに適した波長領域であり、現代の天文学でなくてはならない一分野を形成してい

る。このように、Ｘ線及びγ線は宇宙空間で、重力、磁場、温度、放射する粒子のエネルギー

等に関して、極限的な状況を代表する場所から放射されている。観測されるＸ線強度はバー

                                               
1） 黒体放射、制動放射、シンクロトロン放射、逆コンプトン効果など。
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バースト現象など、１秒以下の時間スケールで激しく変化するものが少なくない。Ｘ線天文学

の発展は我々の宇宙像を、不変的、静的なものから激変する動的な描像へ変化させたとい

われる。本項では、ＩＳＳ上のきぼうの利用計画を念頭に、我々のＸ線天体への理解の深まり

を検出器の発展の観点から概観する。

　Ｘ線は地球大気に光電吸収されるため、その影響を受けない宇宙空間における観測が必

須である。そのため、Ｘ線天文学の歴史はロケット技術、人工衛星技術、検出器技術の発展

の歴史であるともいえる。検出器の性能は有効面積(検出効率)、空間(位置)分解能、エネル

ギー分解能、時間分解能、バックグラウンド特性などの観点で評価できるが、万能の検出器

は存在しない。したがって観測対象に見合った検出器を使用するが、過去の例では、これら

の性能のうち少しでも新規の領域を持つ検出器が打ち上げられると、間違いなく新現象が

発見されたといえる。天体の性質や放射機構に対する理解は検出器の性能の向上と相ま

って深められ、さらに新しい種類のＸ線天体の発見をもたらした。ロケット観測は継続時間に

限界があったが、銀河系内の明るいＸ線天体に対して、コンパクト星への質量降着による重

力エネルギーの開放という描像が形成された。１９７０年に最初の本格的なＸ線天文衛星、

UHURU(米国)が打上げられると、300 を超えるＸ線天体が知られるようになった。UHURU は

小型の比例計数管を２台搭載しており、かに星雲 2） の 1/1000 程度の強度まで検出するこ

とができた。１９７８年に打ち上げられた Einstein 衛星は初めてＸ線反射鏡を搭載しており、

焦点面検出器には位置検出型比例計数管(IPC: Imaging Proportional Counter)、マイクロチ

ャンネルプレート(HRI: High Resolution Imager)、Si(Li)半導体検出器(SSS: Solid-State

Spectrometer)などを備えていた。望遠鏡により集光すると、大きな有効面積にも関わらず検

出部は小さく、宇宙線粒子による雑音が低減されるため圧倒的に信号対雑音比が良くなっ

た。これにより、数 1000 以上のＸ線天体が検出された。早期型星のように、従来Ｘ線を放射

しないと考えられていた天体もＸ線を放射していることが分かり、理論的な考察を刺激した。

　我が国は Hakucho(1978-1984), Tenma(1983-1984), Ginga(1987-1991), ASCA(1993-)と小

型ながらもそれぞれに特徴を持った人工衛星を定期的に打ち上げ、Ｘ線天文学を国際的に

先導してきた。Hakucho は新たなＸ線バースト源の発見、Ｘ線パルサーのモニタなどで成果

を挙げた。Tenma はガス蛍光比例計数管を搭載しており、水素様、ヘリウム様、中性の鉄の

K 輝線を識別するエネルギー分解能を持っていた。これにより、低質量Ｘ線連星、銀河面Ｘ

線放射、パルサーや活動銀河核のエネルギースペクトルにそれぞれ特徴的な鉄輝線を発

見した。Ginga は全天モニタ（ASM）、4000cm2 の大面積比例計数管（LAC）、ガンマ線バース

ト検出器（GBD）を搭載していた。全天モニタはブラックホール候補天体を発見した。大面積

比例計数管は多数のパルサーにサイクロトロン共鳴吸収構造を発見し、中性子星の磁場

強度を測定することに成功した。ガンマ線バースト検出器は、ガンマ線バーストからのＸ線放

射を初めて系統的に観測し、サイクロトロン線と解釈できる、倍波構造を示す吸収線様スペ

クトル構造を発見した。

　欧州ではＥＳＡの EXOSAT 衛星（1983-1986）が 90 時間の長周期極軌道に投入された。

低軌道の衛星では地球周回の 100 分程度の周期で観測対象が地球の陰に隠れてしまうが、

EXOSAT は連続観測が可能であり、Ｘ線連星や活動銀河核に対して連続した良質の光度

                                               
2） 西暦１０５４年に観測された超新星爆発の残骸で、パルサー（中性子星）の周辺に相対論的プラズマ

に満たされた星雲が存在する。可視光の領域ではメシエカタログの第一番目の天体（Ｍ１）として知ら

れるが、Ｘ線γ線で明るく放射強度が比較的安定しているため、高エネルギー天文学では標準光源とし

て使われてきた。
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曲線が得られた。

　現在活躍中のＸ線、γ線衛星は CGRO（米国　1991-）、ASCA(日本他　1993-)、　RXTE(米

国　1995-)、BSAX（イタリア、オランダ　1996-）などがある。CGRO は硬Ｘ線からガンマ線、

ASCA は広帯域高効率分光、RXTE は大面積高時間分解能、BSAX は超広帯域、というよう

に、それぞれが特徴を持つ。CGRO、RXTE、BSAX はポインティング 3） 型の検出器のほか、

広視野モニタ 4） を搭載しており、突発的な現象の発見は国際天文連合(IAU)の速報等でネ

ットワーク上に流される。この情報に基づいて、重要な現象であると判断される場合には各

衛星がポインティング観測を行う。

　今後打ち上げが予定されている衛星は Chandra(1999-　米国)、XMM（1999-　ＥＳＡ他）、

ASTRO-E（2000-　日本他）などがある。これらはいずれも大面積のＸ線反射望遠鏡を搭載し

ており、精密な撮像、分光を目指したミッションである。Chandra は１秒角以下の空間分解能

を持ち、超高解像度の画像取得によって新しい地平の開拓を目指す。XMM は大面積の反

射望遠鏡の焦点にＸ線 CCD を配置しており、遠方の暗い天体に対して分光観測が可能で

ある。ASTRO-E は反射望遠鏡の焦点面検出器にＸ線カロリメータ、Ｘ線 CCD を搭載し、さら

に硬Ｘ線観測装置を持ち、広帯域精密分光を目指す。

　宇宙開発事業団は理化学研究所、大阪大学他と協力して、２００３年にＩＳＳのきぼう曝露

部に全天Ｘ線監視装置（ＭＡＸＩ）を搭載する予定である。ＭＡＸＩのＸ線検出器は一次元位置

検出型の比例計数管を使用するスリットカメラ(GSC: Gas Slit Camera)とＸ線 CCD を使用す

るスリットカメラ(SSC: Solid-state Slit Camera)から成る。ＩＳＳの地球周回に合わせて 90 分

間で全天を走査し、全天のＸ線天体を過去最高の感度で長期観測する。なお、ＭＡＸＩについ

ての詳細は後述することとする。

３．４．２．２．　γ線天文学

　高エネルギーのＸ線と低エネルギーのγ線の区別は場合により曖昧であるが、ここでは特

にγ線という観点からその観測の発展を概観する。太陽の例を出すまでもなく、多くの天体

では放射されるエネルギーはその天体に特徴的な領域でピークを持ち、高エネルギーにな

るほど少なくなる。しかし、中には電波や可視光では暗く、Ｘ線やγ線領域でほとんどのエネ

ルギーを放射する特異な天体があり、研究者の興味を引きつけてきた。また、遠方の活動銀

河核の中にはγ線で明るいものがあり、TeV に達するエネルギーの光子を放射している。こ

れらは、熱平衡状態にない高エネルギー粒子からの光子の放射であり、γ線の観測によっ

て粒子の加速機構や効率を知ることができる。検出器技術もＸ線領域と多少異なり、γ線光

子を直接検出する装置は光子と相互作用させる検出部が大きく、宇宙線粒子と光子を識別

し取捨選択するための補助的な検出装置が必要である。このため、一般に形状や重量が大

きい。GeV 領域の光子を検出する装置として、COS-B 衛星（1975-1982）や CGRO 衛星

(1991-)では放電箱とシンチレーション検出器の組み合わせが使用されてきた。COS-Bは衛

星全体で 300kg 程度だったが、CGRO では COMPTEL 検出器が 1,500kg 程度、EGRET 検

出器が 1,800kg 程度と大型化している。2004 年頃に打ち上げを目指す米国の GLAST は検

出器の重量だけで 3,000kg にも達する。

　100GeV 程度から TeV 領域のγ線は大気上層で相互作用して高速粒子を生成し、そのチ

ェレンコフ放射により地上の望遠鏡で観測が可能である。この検出原理の認識は比較的古

                                               
3） 既知の特定の天体を観測対象とし、検出器をその天体の方向に固定して向ける観測方法。
4） 突発的な現象を捉えるため、全天または天空の広い領域に感度をもつ観測装置。
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いが、データの処理方法が確立し、複数の天体に関して信頼性のあるデータが出始めたの

は１９８０年代終わりごろからである。この分野は最近の発展が目覚ましく、より低いエネル

ギーの光子を検出できるようになってきた。

　現在 EGRET で観測されている数 10GeV から、地上で観測が可能な数 100GeV の領域の

γ線は、唯一測定が行われていない電磁波の波長領域である。この領域での観測は、これ

より低いエネルギー領域では観測されているが、それ以上の領域では観測されないγ線源

(パルサーなど)の放射機構を探る上で重要で不可欠である。また、遠方銀河からのγ線の

吸収機構を調べることにより、赤外領域の背景放射やハッブル定数のような宇宙論的課題

の研究も可能である。このように、現在の衛星と地上のγ線観測で残されたエネルギー領

域のガンマ線観測を行うことも、ＩＳＳで可能な重要な天体観測のテーマである。

３．４．２．３．　宇宙線物理学

　宇宙線の発見は古く、２０世紀初頭に遡る。しかしながら、宇宙線がどのようにして高エネ

ルギーを得ているのか、その加速機構は現在でも完全には解明されていない謎である。そ

の主な理由は、銀河磁場や星間物質のため進行方向が曲げられ、伝播の過程で宇宙線が

その源の情報を失うことにある。一時、宇宙線研究は高エネルギー物理学研究の有力な手

段であり、新たな素粒子が宇宙線中に発見されたが、現在ではその役割の多くを地上の大

型加速器に譲っている。宇宙線の陽子成分や核子成分は成分比等の研究もなされ、比較

的詳細な知識が得られている。しかし、特に高いエネルギーや、陽子成分と比較して相対的

に数が少ない電子成分に関しては未だ不明な点も多く現在活発に研究が行われている。高

エネルギーのフロンティアという面に関しては、データ量は乏しいものの、10^20eV にも及ぶ

宇宙線が観測されており、最高エネルギー領域の研究は天体物理の面のみならず、高エネ

ルギー物理学、宇宙論の面から重要な位置を占める。また、電子線は銀河面の電波やＸ線

放射と関連するため重要であるが、陽子に比べて圧倒的に数の少ない電子成分を検出す

るには、高度の検出器技術を要するため、ようやく精密なデータが得られるようになってきた。

　近年、Ｘ線とガンマ線の観測から、超新星残骸の衝撃波において電子が 100TeV 領域まで

加速されていることが明らかになりつつある。しかし、様々な天体現象の総合的理解のため

には、電磁波の観測だけでなく、放射源である宇宙線の解明が不可欠である。宇宙線が宇

宙のどこでつくられ、どのようにして高いエネルギーを得るのかは、宇宙線の発見以来の大

問題であるにもかかわらず、総合的な理解に関してはまだ憶測の域を出ない。また、電子同

様、陽子も超新星残骸で加速されていると想像される。しかし、この加速機構ではせいぜい

10^15eV 程度のエネルギーしか得られないことが知られている。超新星残骸の衝撃波以外

にも、中性子星（パルサー）などの加速源が考えられるが、10^20eV の最高エネルギー領域

までの加速は不可能であり、その起源として我々の銀河系外の天体や宇宙規模の加速源

が考えられている。例えば、活動銀河核、銀河団規模の衝撃波による加速、宇宙論的な機

構による加速の説がある。最高エネルギー領域の測定は極めて困難で、従来の装置では１

年間の測定でも数個の事象しか検出できない。また、これらの粒子の種類（ガンマ線、陽子、

ニュートリノなど）も明確には分かっていない。一般に、年の時間単位で宇宙空間に暴露さ

れた環境、精密なポインティングを必要としない点など、きぼうは一次宇宙線の観測に関し

て理想的な性質を備えている。また、超高エネルギー粒子が起こすカスケードシャワーを地

上の広範囲で観測する装置が主な形態であるが、検出装置の工夫によりＩＳＳの利用も考

えられる。
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　米国の研究者はＩＳＳを宇宙線測定の絶好の実験場ととらえ、いくつかの計画を提案して

いる。これらは、AMS、ACCESS、ECCO と呼ばれる計画で、それぞれ宇宙線中の陽電子、

反陽子のスペクトルの取得、10^15eV に至る宇宙線の成分の測定、ニッケルよりも原子番号

が大きい元素の元素組成の測定を目的としたものである。また、電子成分の測定、超高エネ

ルギー領域の測定を重要項目として挙げている。わが国の実験モジュールの暴露部環境

は宇宙線の理想的な観測場所である。この環境を活用して、独自性があり、また他の計画と

重複することがない相補的な実験を計画するのが望ましいと考えられる。

３．４．２．４．　観測体制、データ配布、研究手法

ＮＡＳＡ、宇宙科学研究所等の天文観測の衛星ではポインティング型の観測装置に関して

は、打ち上げ後１年間程度は検出器を開発したチームが優先的に観測を行うのが慣例であ

る。その後は約１年ごとに観測対象の公募が行われる。ＮＡＳＡ、ＥＳＡ、宇宙科学研究所等

が公募の取りまとめを行い、観測提案に対して採点が行われ、国際的な競争により観測時

間が割り当てられる。得られたデータは観測提案者に配布され優先的に解析する権利が与

えられるが、観測終了後１年程度でアーカイブとして公開される。一方、モニタ型の観測装置

はその性質上、装置開発を行ったチームがデータに対する権利を持つが、その観測結果を

世界中の天文台に速報し、突発的な天体現象に対して多くの望遠鏡を向けさせるという責

任を伴う。天体現象は昼夜や曜日を問わず突発的に起きるため、速報を行うためには自動

化された観測システムが必要である。速報以外に、長期にわたるより詳細なデータはアーカ

イブデータとして公開される。ＮＡＳＡや宇宙科学研究所等の高エネルギー観測のアーカイ

ブデータはネットワークを介して自由にダウンロードすることが可能である。これらのシステ

ムでは、各衛星で個々に異なるデータ形式を統一的なファイル形式に変換して蓄積してあり、

研究者はデータ形式の詳細に煩わされることなく、１９７０年代から現在活躍中の人工衛星

のデータを WWW や ftp を利用して取得し、共通のソフトウェアで解析することが可能である。

このため、新たな観測を行うのと同様に、アーカイブを対象とした研究が活発になされている。

ある特定の天体に関して研究を行う場合、同じ天空領域の長期にわたる過去の観測結果を

知りたい場合がある。可視光では天文台に過去 100 年以上にわたる写真乾板が保存され

ており、最新の研究に利用されている。また、古代の文献は超新星の出現等を現代に伝え

ている。これらは人類の貴重な文化遺産である。

上記の状況に鑑み、高エネルギー観測においても観測後１－２年を念頭に置くのでなく、

後世に対して貴重な観測データを残すという意義を考慮したシステムの構築が必要であろ

う。検出器の発展とともにデータ量は増加しており、ASCA 衛星の場合、解析処理を行う前

の一日のデータは典型的に数 100メガバイト程度である。従って、効率良いデータ解析のた

めには高性能の計算機は欠かせず、計算機の発展によって過去に取得したデータを短時

間のうちに多量に処理するような解析が可能になってきた。今後、きぼうによる天体観測を

行う際にも貴重なデータを広く利用していくためにはデータの解析、配布、公開を見据えた

準備作業が必要であろう。

３．４．３．　目標

　現在進められている計画の目標は以下のようにまとめられる。第一に、ＭＡＸＩによる国際

天文コミュニティに対する貢献が挙げられる。天体観測分野の速報はおもに国際天文連合
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の速報（ＩＡＵサーキュラ）を通じて行われている。過去最高の感度を持つ全天モニタである

ＭＡＸＩはＸ線新星、超新星、活動銀河核の変動、γ線バースト等で多数の新天体、新現象を

発見できると期待できる。この情報を世界中の天文台に速やかに伝達して追観測を行うこと

により、多面的なデータが得られ、現象の理解に寄与することができる。速報は早いほど価

値の高い情報となる。これまで、速報は電子メイル、ＷＷＷ等を利用するものの編集者を介

することが多いため、伝達に数時間以上の遅れが生じていた。一方、きぼうを利用した計画

に興味を持つ天文台、研究者と独自のネットワークを構築すれば、バースト検出後数秒程

度で速報を伝達することが可能になる。このように、ＭＡＸＩの開発、運用においては検出器

技術のみならず、地上のソフトウェアを含めた周辺技術が重要と考えられ、有効な情報ネッ

トワーク、人的ネットワークを構築することが目標に挙げられる。これにより、かつて地上の

可視光望遠鏡でデータが得られなかった、時間領域で高エネルギー現象直後の諸現象を

観測でき、質量降着や高温プラズマの放射などを多波長で同時に観測する基礎ができる。

　速報の重要性の一方で、多量のデータを蓄積して統合的に解析し、長期的な時間変動を

系統的に研究するという目標が挙げられる。従来の観測では１日以下の時間変動は高感

度で調べられたが、より長期間になると均質なデータが無く我々の知識は極端に少ない。Ｍ

ＡＸＩを始めとする曝露部を利用するモニタ天文学では未知の天体、現象の発見が期待でき

るが、データ解析には効率の良い方法の開発など、新たな工夫も必要であろう。今後、デー

タ蓄積、解析の手法を検討して使いやすいシステムを構築することが重要である。それによ

り、銀河系外の高光度Ｘ線源の理解を飛躍的に進められるであろう。

　５－１０年後には現在研究開発が進められている次世代のＸ線検出器が宇宙空間の使用

に耐えるものとして実用化されるであろう。きぼう曝露部においても、これらの新技術を最大

限採用し、感度や時間分解能の向上を目指すのが目標である。

３．４．４．　戦略計画、期待される成果及び今後の展望

３．４．４．１．　ＭＡＸＩの継続的運用

　宇宙開発事業団は理化学研究所、大阪大学他との協力により、２００３年にＩＳＳのきぼう

曝露部に全天Ｘ線監視装置（ＭＡＸＩ）を搭載する予定である。ＭＡＸＩは、運用予定期間の２年

間に、以下の三つの主要な課題に関して宇宙の謎を切り開く画期的な研究成果をあげるこ

とが期待されている。

１）超新星爆発、活動銀河核やブラックホールなどの突発活動の検出・国際天文コミュ

ニティへの速報

２）Ｘ線源（活動銀河核とＸ線星）の長期的な変動の観測研究

３）初期宇宙の大規模構造の観測

　この中で、第一点の突発現象の速報の意義は薄らぐことなく、ＭＡＸＩを運用し続けるかぎり

全世界の天文学コミュニティに大きく貢献することができる。第二点に関しても、長期にわた

って一貫したＸ線天体の連続観測は例が無く、高エネルギー天文学上初めて貴重なデータ

ベースが得られることになるだろう。特に、ＭＡＸＩは全天監視装置としては過去最高の感度

を持ち、連続したデータは天文コミュニティ共通の財産となる。一方、第三点のＸ線観測に基

づく大規模構造の研究は、当初予定通りの２年間で完結し、画期的な成果が得られるはず

である。
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　ＭＡＸＩのＸ線検出器は一次元位置検出型の比例計数管を使用するスリットカメラ(GSC:

Gas Slit Camera)とＸ線 CCD を使用するスリットカメラ(SSC: Solid-state Slit Camera)から成

る。ＩＳＳの地球周回に合わせて 90 分間で全天を走査し、全天のＸ線天体を過去最高の感度

で長期観測する。

　GSC は、HETE 衛星の WXM 検出器 5） を発展させたもので、約 6,000 cm2 の面積で 2-30

keV のＸ線に対し感度を持ち、Ginga 衛星の LAC 並の低バックグランドを目指す。SSC は、

国産のＸ線 CCD(１インチ四角、1024ｘ1024 画素)を 16 枚並べたものを１台のカメラとして２カ

メラ使用する。観測エネルギー帯域は 0.5-10 keV である。高エネルギー領域をカバーする

大面積の GSCと低エネルギー側をカバーし高いエネルギー分解能を持つSSC は相補的な

役割を果たし、一日の観測でかに星雲の 2/1000 程度の強度を検出可能である。この検出

限界は過去の全天Ｘ線観測装置に比べ一桁以上低く、1,000 個以上のＸ線源の時間変動を

初期予定の２年間、あるいはそれ以上にわたって連続観測する。

　観測対象は多岐にわたるが、これまで良く観測されてきた銀河系内の明るいＸ線連星(ブ

ラックホール候補天体、中性子星、白色矮星)のほか、高感度を活かして遠方の活動銀河核

の変動を初めて長期モニタできる点が重要である。一般に、放射されるＸ線の時間変動の

時間スケールは天体の系の大きさにほぼ比例すると考えられる。したがって、活動銀河核

の中心の巨大ブラックホール周辺の現象の時間変動を追うためには長期観測が重要であ

り、巨大ブラックホール周辺の質量降着、ジェット放射の物理を理解するための基礎データ

が得られる。γ線バーストは未だその機構が解明されておらず、現在、天体物理学上最も重

要なテーマの一つである。ＭＡＸＩでは全天監視の能力を活かし、バースト直後１時間以内の

Ｘ線の残光の観測が初めて期待できる。

　Ｘ線 CCD は水素様、ヘリウム様に高電離した重元素イオンからのＫ殻の輝線を分離する

能力を持つ。従来の全天観測では検出器のエネルギー分解能に制約があり、輝線の強度

分布図を作成することは不可能であった。ＭＡＸＩでは我々の銀河系円盤に付随した希薄な

高温プラズマの診断を行うことが可能で、温度や重元素組成、電離状態の分布図を描くこと

が可能である。これにより銀河系内の重元素の生成と拡散、混合の研究が可能になる。

３．４．４．２．　きぼうによるモニタ天文学

　きぼうをＸ線、γ線観測に使用する際には、その環境を最大限活用することが望まれる。

特に、Ｘ線領域では人工衛星に基づくChandra、XMM、ASTRO-E などの精密分光ミッション

が予定されており、これらの流れを進展または補う方向性の検討が必要である。ここでは、

ＭＡＸＩに代表されるようなモニタ型のミッションと、ポインティング装置を用いた精密ミッション

について実例を挙げる。

　ＭＡＸＩは広視野、広エネルギー帯域で全天をモニタする。この時期、他のミッションはポイ

ンティング観測を主としたもののため、モニタを主とする分野ではきぼうを利用したミッション

で我が国がリードすることが可能である。この「モニタ天文学」こそがきぼう曝露部を最も有

効に利用でき、かつ、この分野で世界をリードできる方向性と考えられる。「モニタ天文学」

は天体観測の広い分野を先導するもので、新天体や新現象の発見等、大変重要な役割を

担うことができる。

                                               
5） HETE はγ線バーストを軟Ｘ線からγ線の多波長領域で観測することを目的としたミッションでＭＩＴ、

理化学研究所他の協力により進められている。WXM(Wide　Field　X-ray　Monitor)は2-25keV を担当する。
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　この学問分野の段階的な計画は次のようである。

　●第一期（今後５－１０年後）

　　* ＭＡＸＩ による 0.5-30 keV のＸ線モニタ(2003-)

　　* 硬Ｘ線モニタ：　10-500 keV (自然冷却使用)

　　* 低エネルギーガンマ線：100 keV - 10 MeV

0.5  MeV と核ガンマ線を狙う。

(補給可能な液体窒素または機械的冷凍機)

　●第二期（今後１０年程度）

　　* フリーフライヤによる大型モニタ天文台の組立て基地としてきぼうを利用する。

　●第三期（第二期以降）

　　* 月探査の中継基地としてきぼうを利用する。

　月探査はまずは宇宙及び月面で発生する各種の放射線(Ｘ線からガンマ線、紫外線、

赤外線、可視光線、粒子線等)環境のモニタ観測を行う必要がある。これは、地球上の

気象観測のようなもので、月を利用するためには必要不可欠な情報であると同時に、指

向性の強い望遠鏡ではできない宇宙で起こる突発的な現象から、全く新しい宇宙を知

ることになる。この技術は第二期の経験を活かして月面での広いエネルギー領域での

監視観測施設 (宇宙モニタ天文台) の確立を行う。

３．４．４．３．　ＭＡＸＩの研究課題の発展的継承（精密ミッション）

　本項では、精密ミッションの方向性を探る。いくつかの方向性が考えられるが、秒単位の短

時間現象への対応、一層の高感度化が重要である。

　第一点の主要な観測対象はガンマ線バーストと呼ばれる宇宙の果ての銀河で生じる大爆

発である。これは現在最も注目されている重要なテーマである。

　高感度化を達成する最も単純な方法は規模を拡大することだが、ＭＡＸＩ型の検出器では

現状がきぼう曝露部パレット上での限界である。高感度のためには、きぼうを離れたフリー

フライヤに載せるか、集光結像光学系（Ｘ線反射望遠鏡）を用いることが必要である。フリー

フライヤは、ＩＳＳの設備を利用しつつ、その制約（姿勢、遮蔽物、汚染など）を逃れる手段と

して、天体観測には極めて価値が高く、高感度化のみならず有効であるので、今後の実現と

活用の研究が必要であろう。Ｘ線反射望遠鏡には、ポインティング装置またはフリーフライヤ

が必要となる。望遠鏡の焦点面検出器としてはＭＡＸＩで国産としては初めて宇宙用に搭載

されるＸ線 CCD を用いればよいなど、基礎的な技術は射程内にある。

　ポインティング装置を持つＸ線望遠鏡は全天Ｘ線監視装置と同じ衛星に同居させれば、予

期できない突発的な現象を直ちに自前で精密観測できるシステムへと発展させられる。この

システムはこれまでにない新しい観測結果が期待できる。例えば、このためきぼう曝露部と

フリーフライヤとを連携させることが考えられる。

　いずれも、Ｘ線反射望遠鏡を用いる精密観測ミッションであるので、ポインティング装置ま

たはフリーフライヤーが必要である。

　１）高効率走査観測（ハイスループットサーベイ観測）

　現在開発中のMAXIは比較的広い視野で全天をモニターする。これに対して、より走

査の頻度は低くなるがX線光学系（望遠鏡）を搭載した狭い視野（直径1度程度）の検

出器で全天を走査（サーベイ）観測するミッションが考えられる。望遠鏡は例えば

ASTRO-E衛星やABRIXAS衛星のような、小型高効率（ハイスループット）のものを利

用する。この場合も国際宇宙ステーションの地球周回を利用した全天走査を利用し、
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ポインティングに関して機械的可動部分は最大1次元（宇宙ステーション進行方向の

左右）以下に抑える。このミッションでは、半年から1年程度の間に1回、天空の一点を

観測するので速報性を目指すものではないが、望遠鏡を搭載した低バックグラウンド

の検出器により、飛躍的に検出感度を下げることが可能となる。焦点面検出器として

は、MAXIで使用するX線CCDの発展型や現在精力的に開発が進められている

CdZnTe検出器の使用が考えられる。さらに、低エネルギー側を担当するCCDと高エ

ネルギー側を担当する半導体検出器を組み合わせて使用することが考えられる。

　２）高分解能Ｘ線分光ミッション

　可視光に匹敵する高い分光能力をもつＸ線分光装置（Ｘ線マイクロカロリメータ、超

電導トンネン接合素子など）の開発が現在理化学研究所、宇宙科学研究所などで進

められているが、これらは絶対零度に近い（数十ミリＫ）極低温で動作する。このため

に、液体ヘリウム、固体ネオンなどの冷媒の補充、あるいは超伝導サブミリ波リム放

射サウンダ（きぼう/ＳＭＩＬＥＳ：Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission

Sounder）で開発される冷却技術の活用という面からＩＳＳは大きな利点を持っている。

　３）新世代大型Ｘ線望遠鏡への基礎技術開発のワークベンチ

　将来のＸ線天文学の中心的な施設として、大型Ｘ線望遠鏡が提案されている。ロケ

ットの大きさに制約されない大口径と長い焦点距離をもつＸ線反射望遠鏡を、 地上

重力に制約されない軽量精密構造で建造する場所として、ＩＳＳの活用が考えられる。

また、半恒久的な望遠鏡施設であれば、最新観測機器へのアップグレード、冷媒、姿

勢制御燃料などの補給、太陽電池、バッテリー等消耗部品の交換など、補給・改修基

地としてのＩＳＳとの連携は必須となる。この次世代Ｘ線大望遠鏡への過程に必要な

基礎技術開発のワークベンチとして きぼうを活用し、上述の中規模Ｘ線反射鏡ミッシ

ョンやフリーフライヤーを用いた観測衛星での試験が位置付けられる。

３．４．４．４．　ガンマ線観測

　ガンマ線は 100keV 程度から数 10GeV 以上の広範囲にわたるので、観測するエネルギー

領域と観測対象をどのように設定するか、方針の選定が重要である。現状の技術では広全

エネルギー領域を単一の種類の観測装置ではカバーできない。たとえば CGRO では約

20keV-30GeV をカバーするため BATSE (20-1000 keV), OSSE (0.05-10 MeV), COMPTEL

(0.8-30 MeV), EGRET (30MeV-30GeV)という４種類の検出器を搭載している。これらのガン

マ線検出器は信号対雑音比を高くするため、一般にシールド等で重量が大きく大規模にな

る。きぼう曝露部に搭載する際には、電子陽電子対消滅の 0.5MeV に対象を絞るなど、限ら

れた資源を有効利用するための工夫が必要であろう。

３．４．４．５．　宇宙線観測

　宇宙線の観測では最高エネルギー領域で精密な測定を行い、多量のデータを収集して粒

子の種類ごとにエネルギースペクトルを決定できれば、種々の加速理論の予測と直接比較

を行うことが可能となる。また、加速がどこで起こっているのか、その源は何か、という根本

的な問題に対する情報を引き出せる。

　電子線成分はこれまで、その数の少なさ・検出器技術の困難さによって高精度のスペクト

ルを取得することができなかったが、最近の装置の発展により、圧倒的な多数を占める陽子

等の雑音から効率よく電子成分を分離観測できるようになってきた。このような検出装置で
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で１年以上の長期にわたり連続測定可能な設備として、ＩＳＳの曝露部は理想的な環境を提

供している。きぼう曝露部において観測が検討されている宇宙起源の電子やガンマ線は、

大気による吸収を受けるだけでなく、大気中で二次的に作られるため地上からの観測が全

く不可能である。しかもその量が極めて少ないため大型の装置で長時間の観測が必要であ

る。このため、電子観測は１９６０年代から世界各国で数多くの気球観測が行われたにも関

わらず、その観測はきわめて限定的なものにとどまっている。高エネルギー宇宙線電子の

起源を直接的に解明するために必要な TeV 領域におけるエネルギースペクトルと到来方

向の観測はまだどのグループもなし得ていない。

　電子観測を十分な統計精度でおこなうためには、少なくともこれまでの気球観測の 1,000

倍程度の観測量が必要になる。このように観測量を増やすためには、装置の大型化だけで

は不可能であり、数年間に及ぶ観測時間の飛躍的増大が不可欠である。このような長期に

及ぶ大型装置による観測は、スペースシャトルや小型ロケットでも困難で、いまのところきぼ

う曝露部での観測以外に現実的な方法が存在しない。現在検討が進められている装置は、

本体重量が約 300kg であり標準ペイロード内に設置して観測をおこなうことが可能である。

その他にも、きぼう曝露部での観測が有効な理由として以下のものが挙げられる。

１） 姿勢制御をしなくてもほぼ全天の観測が可能で、電子の到来方向の異方性やガンマ線

源の探査が可能である。この際に必要な角度精度は 0.5 度程度であり、ＩＳＳの姿勢決

定精度が大きな問題にはならない。

 

２） 大気の影響が全くないので、特に TeV 領域の電子や拡散成分のガンマ線の観測で問

題となる二次的な成分によるノイズがなくなり、極めて精度の高い観測が可能となる。

 

３） 視野が上方に天頂から 45 度程度あるので、2sr 程度の広視野での観測が可能で電子

観測の効率が良く、ガンマ線観測では複数のソースを同時に観測できる。

４） 装置が宇宙空間に曝露されるので、装置本体をおおう物質量が最小限に抑えられ、バ

ックグラウンドの軽減が可能になる。

　現在開発が検討されている装置では、単に電子、ガンマ線の観測だけでなく陽子や原子

核成分といった他の宇宙線成分の観測に用いることも容易にできる。現在の装置では、重

量の制限でカロリメータの物質量が少なく、エネルギー測定の問題で TeV 領域の観測にと

どまるが、将来重量の大きな装置の搭載が可能になれば、銀河内宇宙線の加速限界とされ

る 10^ 15eV 領域での観測も可能となる。

　以上のように、宇宙科学分野での将来の発展が期待できるだけでなく、この装置はこれま

で使われたことのない数万本のシンチファイバーによる、CCD 画像データ処理の技術を含

んでいる。このような技術が宇宙で利用されるのは初めてであり、将来の多量画像データ処

理技術への発展に大いに寄与できる。その他、観測データをリアルタイムで地上からモニタ

できるので、もし宇宙線の時間変動や極めて大きなエネルギーの現象があれば、その内容

を通知することができる。

　宇宙線観測の発展は、測定装置の性格上装置の重量の増加が観測効率に影響する。こ

のため宇宙線観測の第二期としては重量物の搭載または組立て可能なシステムの構築が

ＩＳＳ上に要求される。
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３．４．５．　おわりに

今後５－１０年後のきぼう曝露部を利用した高エネルギー天体、宇宙線観測の展望を検

討した。Ｘ線、低エネルギーγ線に関しては人工衛星を利用したミッションと相補的になるモ

ニタ観測、また有人支援やフリーフライヤと連携した精密ミッションの可能性を述べた。高エ

ネルギーγ線に関しては搭載重量の制限等のため目的の絞り込みが重要である。宇宙線

の測定はより長い歴史を持つが、最近の検出器技術の発展があり、気球搭載と比較して連

続測定が可能であるＩＳＳの環境は科学的目的に合った利用法であると考えられる。

◎　本章をまとめるにあたり、以下の文献を参考にしました。また、鳥居祥二先生から宇宙線

観測に関する原稿を頂きました。感謝致します。

１）宇宙環境利用に関するもの

・清水順一郎　「宇宙環境利用の現状」 日本航空宇宙学会誌、1998, 46, 373

２）Ｘ線天文学に関するもの

・Giacconi et al. 1962, Phys. Rev. Lett. 9, 439

・小田稔　「Ｘ線天文学」　１９７５,　中央公論社

・松岡勝　「Ｘ線でみた宇宙」　１９８６,　共立出版

・小山勝二　「Ｘ線で探る宇宙」　１９９２,　培風館

・北本俊二　「線でさぐるブラックホール」　１９９８,　裳華房

・ＮＡＳＡ/GSFC ホームページ　http://heasarc.gsfc.nasa.gov/

３）ガンマ線天文学に関するもの

・木舟正, 谷森達　「新展開が予想される高エネルギーガンマ線天文学」 1995, 日本物

理学会誌, 50, 777

・谷森達, 吉越貴紀　「宇宙線起源への挑戦」 1998, 日本物理学会誌, 53, 600 　

・森正樹　「超高エネルギーガンマ線天文学の歴史」　1998,　パリティ,　08,　14

４） ＭＡＸＩに関するもの

・Matsuoka, M.. et al. 1997, SPIE, 3114, 415

・Matsuoka, M.. et al. Conference on Intern. Space Station Utilization proceeding, 1999

５）宇宙線に関するもの

・ 桜井邦朋、「宇宙線はどこで生まれたか」　１９８５,　共立出版

・ Torii, S. et al. 1999, Space Technology & Applications International Forum (ICRR-

Report-437-98-33)

・ Jones, W.V. 1999, , Space Technology & Applications International Forum

・ 鳥居祥二　１９９８,　私信
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３．５．　地球科学・地球観測

３．５．１．　現状及び課題

３．５．１．１．　過去の代表的な成果

（１）衛星プロジェクト

　近年、熱帯林を始めとする森林の減少や、フロン放出によるオゾンの減少など、人間活

動に起因する地球環境の変化が問題となっている。また、現代社会は地震や火山噴火、

エルニーニョ等の自然現象によって、常にその脅威にさらされている。

　地球環境を保全し、自然と調和した社会を築くためには、地球環境破壊、地球環境変化

の実態を把握し、そこで起こっている現象のメカニズムを解明する必要がある。さらには、

得られた結果を用いて全球モデルを作成し、そのモデルを用いた気候変動シミュレーショ

ンを実施することにより変動を予測し、役立てていくことが必要である。

　このためには、広域かつ高頻度での全球レベルでの地球観測が重要であり、宇宙から

の地球観測は最も有効な手段の１つである。

　宇宙開発事業団（ＮＡＳＤＡ）においては、以下の地球観測衛星を打ち上げている。

　　１）静止気象衛星（ＧＭＳシリーズ）：１９７７年から

　　２）海洋観測衛星１、１ｂ号（ＭＯＳ－１、１ｂ）：１９８７、１９９０年

　　３）地球資源衛星（ＪＥＲＳ－１）：１９９２年

　　４）地球観測プラットホーム技術衛星（ＡＤＥＯＳ）：１９９６年

　　５）熱帯降雨観測衛星（ＴＲＭＭ）：１９９７年

　これらの地球観測衛星に搭載した観測機器のデータ取得、処理、保存、配布を１９７８年

に設立された地球観測センター（ＥＯＣ）で行うことにより、グローバルな地球環境の研究

（地圏、水圏、大気、雪氷圏）に寄与している。さらに、ＥＯＣにおいては、１９７９年からアメ

リカのＬＡＮＤＳＡＴ、１９８８年からフランスのＳＰＯＴ、及び欧州のＥＲＳ－１（１９９１年）とＥ

ＲＳ－２（１９９７年）のデータ受信、処理、保存、配布も実施している。

　なお、ＡＤＥＯＳにおいては、観測機器の公募を行い、日本国内（通産省、環境庁）及びＮ

ＡＳＡ、ＣＮＥＳから提案された観測機器を搭載した。また、ＴＲＭＭは日米共同ミッションで

あり、日本は降雨レーダーと打ち上げロケットなどを提供した。

（２）研究

　地球観測衛星のデータの校正・検証、並びに海面温度や降水量等の地球物理量抽出

のための処理アルゴリズムの開発を行うために、ＭＯＳ－１、ＪＥＲＳ－１、ＡＤＥＯＳ、ＴＲＭ

Ｍにおいて研究公募（Research Announcement）を実施している。これにより、国内外の研

究者を募り、ＮＡＳＤＡにおいて選定し、共同研究契約を締結し、研究協力を実施している。

　あわせて、１９９５年に開設された地球観測データ解析研究センター（ＥＯＲＣ）では、衛星

プロジェクトに対応した研究を行うとともに、水・エネルギー循環、大気化学及び陸域科学

の地球科学分野の研究を実施している。

　

（３）利用促進

　ＮＡＳＤＡは行政機関とともに衛星データの利用手法の開発研究や行政支援システム
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の開発を行っている。さらには、そのシステムを試験的に運用し、継続的な利用及び定着

化を推進し、実利用化の橋渡しを行っている。

　現在、農業、林業、水産業を主として、地方自治体、省庁及びタイなどとの間でパイロット

プロジェクトを実施している。

　さらに、利用者研修、熱帯生態系セミナー、地球観測フェアなどを実施し、地球観測衛星

データの普及、啓発、教育を行っている。また、ＥＯＣ、ＥＯＲＣのインターネットホームペー

ジの開設やニュースレターの出版を行うことにより、一般大衆に対する普及・啓蒙を図っ

ている。あわせて、地球観測推進部でも、普及・啓蒙目的のホームページを開設している。

３．５．１．２．　現状分析

（１）地球観測ミッション

　ＮＡＳＤＡにおける地球観測ミッションは、ＧＭＳの開発・打上げ、ＬＡＮＤＳＡＴデータ受信

による外国技術の導入から始まり、自主技術開発の強化及びデータ利用の推進を経て、

自主技術開発を確立し、様々な分野へ地球観測データを応用できる段階に至っている。

　地球観測システム本部設立（１９９５年）時に地球観測業務を展開するにあたり、以下の

方針に基づき実施してきた。

　１）２０年スパンの長期的な観測シナリオ（地球観測ミッションシナリオ）を策定する。

　２）ＬＡＮＤＳＡＴ等の外国衛星及びＮＡＳＤＡの衛星のデータ提供を通じて、利用者の開

拓及び確保を行う。

　３）地球環境観測委員会等を通じて科学者の協力を得て、利用者のニーズを地球観測

システムの研究及び開発に反映し、利用者ニーズに適合する地上システムを充実

する等、利用の促進を図る。

　４）地球観測衛星の打ち上げ、運用などを実施している機関により構成されているＣＥＯ

Ｓ（地球観測衛星委員会）等の国際的な調整の枠組みを活用し、国際協力及び国

際貢献を推進する。

　５）地球観測技術の開発にあたっては、過去に蓄積された技術の継承・発展を図る。

　６）事業の拡大に伴う要員需要の増加に対処するため、外部機関のマンパワーを有効

に活用する。

（２）地球観測ミッションシナリオ

　ＮＡＳＤＡの地球観測部門においては、ＡＤＥＯＳシリーズ、ＡＴＭＯＳシリーズ及び陸域観

測シリーズの３つのシリーズにおける観測ミッションの継続的な実現を目指して、観測ミッ

ションの策定を行ってきている。

　これらのシリーズの主たる観測ミッションは、次の通りである。

　１）ＡＤＥＯＳシリーズ

　世界的な気候変動研究のための全球規模の水・エネルギー循環過程、炭素循環

過程の解明のために必要なデータ取得を主として実施するミッションである。

　　２）ＡＴＭＯＳシリーズ

　ATMOS シリーズは、A,B,C の３つのシリーズからなる。ATMOS-A1 ミッションは、

地球規模のエネルギー収支及び大気循環メカニズム解明のために不可欠な熱帯、

亜熱帯地域、温帯地域等の降雨強度や分布データ取得を主として実施するミッショ

ンである。ATMOS-B1ミッションは、気候に直接影響を与える地球の放射収支、雲、
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エアロゾルの３次元空間分布を観測するミッションである。ATMOS-C1 ミッションは、

対流圏中の物質分布を観測するミッションであり、温室効果気体、代替フロン・他の

ハロゲン化合物、大気酸性物質および対流圏オゾンの３次元空間分布を具体的に

は観測する。

　　３）陸域観測シリーズ（ＡＬＯＳなど）

　災害状況把握、地域観測、資源探査及び地図作製のためのデータ取得を主とし

て実施するミッションである。

　上記のシリーズをレビューしてみると、ＡＤＥＯＳに搭載された観測装置であるＩＭＧ（温室

効果ガス測定）、ＰＯＬＤＥＲ（エアロゾル等測定）、ＴＯＭＳ（オゾン測定），ＩＬＡＳ（大気成分

測定）及びＡＤＥＯＳ－Ⅱに搭載されるＩＬＡＳ－Ⅱ（ＩＬＡＳ後継観測装置）で一部実施され

るものの、主たる８分野（水文過程、大気・海洋循環、大気化学、雲・エアロゾル・放射収支、

海洋生物過程、極域・雪氷域、植生環境、固体地球）において大気ないしは大気化学に関

する観測ミッションが相対的には少ないことがわかる。

　また、従来から開発・運用されているこれらの地球観測衛星は、太陽同期極軌道、非同

期傾斜軌道、静止軌道などに投入されている。こうした軌道は観測センサーの技術的制

約条件や観測目的から決定されている。このような地球観測衛星をベースとした地球観

測手法では、次のような問題がある。

　１）リソース（重量、電力など）の制約

　２）保守・機器の柔軟な変更などのミッション要求に対する制約

　３）開発要素が多い検証実験ミッションを、３－５年のミッション寿命が要求される地球観

測衛星プロジェクトとすることの困難さ

　従って、宇宙からの地球観測としては、従来の路線にそって開発される持続的な観測を

行うためのいくつかの衛星群とともに、ミッション実証衛星や国際宇宙ステーションにおけ

る日本独自の実験モジュール「きぼう」（ＪＥＭ）を利用した新型の観測装置及び観測方法

の開発、並びにその観測装置の性能実証が重要となる。とりわけ、大気物理、大気化学観

測の分野においては、各種レーダー（レーザーレーダー、マイクロ波レーダーなど）や超高

分光分解能スペクトロメータなどの新規技術を使った観測機器が数多く提案されている

状況にある。

（３）きぼう利用

　　きぼうの特徴を活かした利用として、以下の項目があげられる。

　　１）観測機器の検証

　継続的な地球観測における重要な課題のひとつに、観測機器の高性能化、高度

化がある。きぼうを利用することにより、設計の最適化等の開発検証、軌道上検証

を行うことができる。

　特に、通常の衛星では実施が困難である実験運用中の観測装置の部品（ユニッ

ト）交換が可能のため、多種の実験データの取得が期待される。

　　２）中緯経度の集中観測

　低軌道高度（３００－５００Ｋｍ）で軌道傾斜角が５１．６度であるため、陸域の７５％

以上、特に、人類の大部分が居住する中低緯度域が網羅でき、これらの領域に対し

て、多様な物理量を広域かつ連続的にデータを取得することが可能である。
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　加えて、この軌道特性を活かした独自の観測方法・対象の可能性がある（水平分

解能、レーダーエコー信号強度、日周変化の観測など）。

３．５．１．３．　課題

（１）実験計画

　きぼうを地球観測プラットフォームとして位置づけ、地球観測の長期シナリオに取り込ん

でいくためには、地球観測分野で継続的にきぼう曝露部が利用できる枠組みが必要とな

る。あわせて、各実験実現のための経費確保も必須であることは言うまでもない。

（２）実験装置（観測装置）

　地球観測分野における実験装置、すなわち観測機器を開発していくにあたっては、次の

課題項目を考慮する必要がある。

　　１）国際協力

　現在、センサー開発提案は、日本国内に限定されているが、地球観測においては

ＩＧＯＳなどによる全球的な地球観測戦略の構築、ならびに測定器の相互搭載協力

などが進んでいる。これを受けて、国際協力により開発された測定器のきぼうへの

搭載も枠組みの見直しを踏まえて検討する必要がある。

　　２）新規原理による観測機器の技術開発

　きぼうに搭載する観測機器は、衛星搭載のための性能実証を行うものであるため、

その多くは新規原理による測定機器となる。従って、このような新規原理の観測機

器の開発を行う場合には、新しい測定原理等を実現するための新規技術開発が必

要となる。

　　３）地球科学物理量抽出アルゴリズムの開発

新しい観測手法を用いた測定器が主体となっているので、その測定器により観測

されたデータから、地球科学物理量（例えば海面温度、気温など）を抽出するには、

新しいアルゴリズムの開発と検証が重要である。このため、センサ開発者（センサ

提案者及び NASDA など）が適切なアルゴリズム開発チームを組織し、センサーの

提案、開発、検証評価の各段階において妥当な水準のアルゴリズムの研究・開発

を実施しなければならない。特に、センサ提案段階において、観測原理－物理量抽

出アルゴリズム－抽出された物理量精度の対応づけを明確にするとともに、データ

処理のために必要なリソース要求を明確にしておく必要がある。

また、提案者のみならず多数の国内外研究者によるアルゴリズム研究・開発が可

能な場合には、国際サイエンスチームを結成し、アルゴリズムの研究・開発、実証な

どを促進していく必要がある。

加えて、性能実証後は、ＲＡによる新規アルゴリズムの開発、科学研究及び応用

分野の開拓を行っていく必要がある。

（３）技術開発

　上記（２）で述べた通り、新規原理に基づく測定器による観測、データ利用においては、

観測機器開発、アルゴリズム開発とそれに続くデータ処理システムの開発、ならびに処理
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したデータ及びその関連情報を提供するための情報サービスに関する技術開発が必要

である。

　

（４）体制・制度

　　きぼうに搭載される観測装置の開発、運用を行っていくにあたっては、次の課題が存在

する。

　　１）データ取得、処理、配布の運用体制

　きぼうに搭載される測定器は、試験開発的要素の強いものであっても、性能確認

後も観測のために継続的に測定器を稼働・運用させることが有意義である。このた

め、性能実証後のデータ取得、処理、配布までを視野にいれた運用体制の整備が

必要である。

　　２）データの校正・検証体制

　性能確認としては、測定器の特性を評価し、仕様を満足しているかというレベルの

いわゆる校正レベルのものだけではなく、測定器により観測されたデータから導出

された物理量（成果）の精度を検証する必要がある。このためには、航空機・気球な

どを用いた地上検証実験が必要である。

　　３）データ利用

　きぼうに搭載される測定器は、新規要素を多く含んだものであるので、これらの測

定器により観測されたデータは、地球科学の発展に非常に有益なものである。この

ため、観測データを利用した科学研究計画、利用実証計画などを策定していく必要

がある。

３．５．２．　目標

（１）きぼうを長期利用可能な地球観測のプラットフォームとして位置づけ利用することによ

り、全球規模での地球科学研究及びモニタリングに寄与する。特に、大気分野に主眼を

おき、日本の研究者が自ら測定器の開発が可能である地球観測ミッションをきぼうを用

いて実現していく。

（２）きぼう搭載モデル用観測装置の開発で得られた技術ノウハウを地球観測衛星搭載用

の観測装置の開発設計に資する。このために、きぼう上においては、開発した観測装置

の性能実証、データの校正・検証を十分に行う。

３．５．３．　戦略計画

３．５．３．１．　基本方針

（１）計画の策定と予算確保

　　地球観測の長期シナリオに取り込み、必要な予算を確保していくものとする。
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（２）きぼう搭載地球観測装置の選定方針

　地球観測衛星と比較した場合、きぼうには既に現状分析のところで記述したように、きぼ

う特有の次のようないくつかの特性がある。

１）軌道傾斜角が５１．６度付近である。

２）重量・電力等のリソースの制約が比較的少ない。

３）機器構成の変更に柔軟に対応できる。

４）保守が可能である。

５）軌道高度が比較的低高度で、１０年程度の継続的な観測のためのインフラが提供で

きる。

　地球観測分野においては、これらの特徴を活かす観測装置を優先的に選定することと

を目指すが、その際の選定においては、次の基準に従う。

１）観測装置で測定できる地球物理量が明らかになっており、測定された物理量が地球

変動研究において有効であること。

２）科学研究ニーズが高いこと（研究推進に有益なデータが得られるもの）。

３）将来、地球観測衛星搭載センサー（観測装置）への発展が見込まれること。

４）きぼうの特徴を活かすことができること（例：ユニット交換が必要であることなど）。

５）国際貢献、国際協力の戦略に合致していること。

　上記を前提条件として、地球観測分野においては、２０１０年までの地球観測長期シナリ

オの中で、日本研究者が自ら測定器の開発が可能な分野である大気分野（特に大気物

理、大気化学観測）を主体とした新規測定器を性能実証する地球観測プラットフォームと

してきぼうを位置づける。なお、ＮＡＳＤＡの地球観測分野においては、ＭＤＳ（ミッション実

証衛星）ときぼうによる観測機器の軌道上実証をそれぞれの特徴を活かしつつ実施して

いくものとする。

３．５．３．２．　研究の取り組み

（１）観測ミッションの策定

　地球環境観測委員会などの外部委員会の協力を得ながら、科学的、技術的な可能性を

勘案しつつ、必要な観測ミッションの策定を行う。策定された観測ミッションは、長期シナリ

オに反映する。

（２）候補観測装置（候補センサー）

　平成８年度の検討の結果として、次の４つのセンサーを当面のきぼう搭載候補センサー

とする。なお、これらのセンサーについては、ユーザニーズ、技術進歩をふまえ、必要に応

じて追加、見直し作業を行うものとする。

　また、きぼうでの研究を観測衛星搭載の前段階あるいは観測データの補完と位置づけ、

研究センサーの開発は研究者（提案者）とＮＡＳＤＡが共同で行うものとする。これらのセ

ンサーはいずれも地上実験装置による研究が既に実施されており、その有効性が確認さ

れており、きぼうの打ち上げ計画に沿った形で開発が可能である。

　１）差分吸収ライダー（ＤＩＡＬ）

　　　　Differential Absorption Lidar

　２）超伝導サブミリ波周縁大気放射分光計（ＳＭＩＬＥＳ）
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　　　　Superconductive millimeter wave Limb Emission Sounder

　３）ミリ波雲レーダー（ＣＰＲ）

　　　　Cloud Profile Radar

　４）可視赤外エタロン分光計（ＴＥＲＳＥ）

　　　　Tunable Etalon Remote Sounder of Earth

　ただし、差分吸収ライダーについては、平成９年度の研究公募において、風ベクトル観測

用ライダの地上研究が認められたため、ライダ関連の中核となるセンサーは見直す可能

性がある。あわせて、超伝導サブミリ波周縁大気放射分光計については、すでにきぼう搭

載を前提として、開発に着手することになっている。

　なお、これらの搭載候補センサーについては、地上研究公募制度による成果を反映しつ

つ、今後も定期的に見直していくものとする。

　

３．５．３．３．　技術開発

（１）総論

　きぼうに搭載する観測機器は、衛星搭載のための性能実証を行うものであるため、その

多くは新規原理による測定機器となる。従って、このような新規原理の観測機器の開発を

行う場合には、新しい測定原理等を実現するための新規技術開発が必要となる。

　その上、このような新しい観測手法を用いた観測装置においては、その測定器により観

測されたデータから、地球科学物理量（例えば海面温度、気温など）を抽出するには、新し

いアルゴリズムの開発と検証が重要である。そして、このように開発された新しいアルゴリ

ズムを用いたデータ処理設備、情報サービスシステムなどの技術開発が必要となる。

（２）候補センサー開発における技術開発

　現在候補としてあげている４つの候補センサーにおいては、共通の技術開発要素となる

１）センサーの個々の要素技術開発、２）アルゴリズム開発、３）地上システムの整備が存

在する。以下に、ここの候補センサーに対応した技術開発項目について記述する。

　　１）差分吸収ライダー（ＤＩＡＬ）

　ＤＩＡＬの観測原理は、特定の観測対象となる分子が共鳴する吸収波長帯の接近

した２波長のパルス波レーダ光を同時に観測対象に向けて放射し、その反射強度

の比から観測対象の分子の濃度を計測するもので、パルスの往復時間から観測対

象までの距離も計測できるので、大気成分の高度分布の計測が行える。レーザー

レーダは、固体レーザー（送信パルスエネルギーが１００－３００ｍＪ、繰り返し周波

数５Ｈｚ、パルス幅１０ｎＳｅｃ）を送信源とするもので、受信光学系として口径１ｍ弱

の大型望遠鏡を想定している。

　この観測原理に従った観測装置を開発するためには、高精度・大口径集光光学

系、高出力光学系の開発が必要である。あわせて、レーザーデバイス冷却方式及

びその排熱技術開発も必要となる。

　　２）超伝導サブミリ波周縁大気放射分光計（ＳＭＩＬＥＳ）

　ＳＭＩＬＥＳの観測原理は、観測プラットフォームから超伝導ミキサを使用した高感

度の受信機をもつアンテナのビームを地球周縁方向に向け、このアンテナビームを
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を上下方向に走査することにより地表から中上層大気中のガス成分からの放射の

積分値を観測するものである。これを解析処理することにより大気微量成分濃度の

垂直分布が求められる。

　この観測原理に従った観測装置を開発するためには、超伝導サブミリ波受信デバ

イス、同冷却器及び受信光学系（アンテナ系）と多周波ヘテロダイン検出回路の開

発が必要である。

　　３）ミリ波雲レーダ（ＣＰＲ）

　ＣＰＲの観測原理は、衛星の直下点を中心とする狭い範囲にパルス状レーダー電

波を放射し、その反射波の時間遅れから距離を測定し、反射強度から雲量及び微

物理量の計測を行うとともに、衛星の対地移動を利用して、これらのグローバルな

観測を行うものである。ミリ波レーダーは、周波数６５ＧＨｚで動作し、送信電力１．５

Ｋｗ、周波数帯域幅１ＭＨｚ程度、水平分解能約５Ｋｍ、垂直分解能約５００ｍを想定

している。

　この観測原理に従った観測装置を開発するためには、宇宙用ミリ波送信管、ミリ

波帯大口径アンテナの開発が必要である。

　　４）可視赤外エタロン分光計（ＴＥＲＳＥ）

　ＴＥＲＳＥの観測原理は、大気微量成分による太陽光スペクトルの吸収特性を高

い波長精度で観測するものである。吸収特性は、成分の存在する高度により変化

するので、各微量成分の吸収が生じる波長（吸収線）近傍を細かい波長変化により

計測し、これらを連立方程式として解くことにより、大気微量成分の垂直高度分布の

計測が可能となる。観測波長を細かく変化させる方式としては、チューナブルエタロ

ン板を使用し、フィルタの透過波長を変化させることにより行う。太陽光の地球表面

からの反射光は、大気中を２回透過（往復）した後、ＴＥＲＳＥの集光系に導かれ、チ

ューナブルエタロン板フィルタを透過して、多数の狭帯域（峡帯域）透過の櫛形の波

長特性をもつスペクトルの光となり、これらがさらに観測大気成分の吸収波長に応

じた帯域フィルタにより分周され、検出器により光電変換される。エタロン板のフィル

タの櫛形透過波長を変化させたデータの組み合わせを連立させて、各成分の高度

分布を測定することになる。これらの分周光学系に太陽反射光を追尾する機能が

付加される。

　この観測原理に従った観測装置を開発するためには、検出素子と冷却器の開発

及び振動対策が必要である。

３．５．４．　期待される成果と展望

３．５．４．１．　期待される成果

（１）総論

　きぼうを新規観測装置の性能実証用地球観測プラットホームとして利用することにより、

将来の地球観測衛星搭載用観測装置の設計、製作及びそのデータ利用法の検討に資す

ることができる。あわせて、測定された地球科学物理量は、地球変動研究への利用が期

待できる。
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（２）候補センサーによる期待される成果

　　１）差分吸収ライダー（ＤＩＡＬ）

　ＤＩＡＬにおいては、ＣＨ４、ＣＯ、Ｈ２Ｏに対応する波長（３－５μｍ）のレーザーにより、

これらの大気微量成分の３次元分布（水平、鉛直）が明らかになる。

　　２）超伝導サブミリ波周縁大気放射分光計（ＳＭＩＬＥＳ）

　サブミリ波の使用により、従来の観測機器では困難であった中層大気中のオゾン、

水蒸気及びオゾン層破壊に関係する微量成分（酸化塩素、酸化窒素、酸化水素、

酸化臭素）の鉛直、水平分布が明らかになる。あわせて、これらを触媒としたオゾン

層の破壊反応メカニズムが定量的に理解できる。

　加えて、技術的には、微量ガス観測に適する周波数が明らかになるとともに、超伝

導受信デバイスの冷却器の設計方法が明確になる。

　　３）ミリ波雲レーダ（ＣＰＲ）

　ＣＰＲの利用により、雲の高さ方向への分布、特に対流圏での地球規模のマッピン

グデータの集積を行い、気候に対する地球規模の雲分布と雲の役割研究へ寄与

する。これらを通じて、気候モデルの改善、雲・降水メカニズムの解明と大規模水循

環への寄与の研究を促進できる。

　　４）可視赤外エタロン分光計（ＴＥＲＳＥ）

ＴＥＲＳＥの利用により、気候並びに温室効果をコントロールするＨ２０，ＣＯ２，ＣＨ４，

Ｎ２Ｏ，ＣＯ，ＨＤＯ，Ｏ3の高密度空間分布のマッピングができる。これにより、上層の

エアロゾル、巻雲の高度を明らかにし、気候・大気放射における役割を定量化でき

る。これによって、温暖化予測や対流圏大気化学研究のための温室効果気体発生

源及び強度の全球分布のデータが得られる。また、エアロゾル、雲の分布が明らか

にできる。

３．５．４．２．　今後の展望

（１）総論

　地上研究公募制度及び地球環境観測委員会での議論、そしてきぼうに搭載した観測装

置の性能実証を受けて、きぼうに搭載する候補センサーの検討を継続する。あわせて、搭

載したセンサーを利用した地球変動研究を促進する。

（２）レーザーレーダ（ライダー）

　宇宙からのライダーによる地球観測は、地表高度、雲頂高度を測るレーダー高度計や

大気エアロゾルを測るミー散乱ライダーなどが実証されている。これらのライダー観測の

高度分解能、水平分解能を向上させるには、大電力が使用できるきぼうは絶好の場であ

る。さらに、水蒸気や微量気体を測定するＤＩＡＬの実現も期待できる。また、ドップラ・ライ

ダーを実現することによって大気の循環関連の情報が観測可能となれば、気象観測及び

地球大気観測にとっても画期的な進歩をもたらすことになる。
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（３）赤外観測技術

　ＳＭＩＬＥＳ、ＴＥＲＳＥなどの開発を通じた４Ｋ機械式冷凍機の実現により、近赤外、熱赤

外、遠赤外域における検出素子の超高感度化が可能となる。これによって、超高スペクト

ル分解能の分光観測を行い、地球大気や天体の微量気体分子を検出し、大気環境科学

や天体物理に新境地を開くことが期待できる。

（４）サブミリ波観測

　ＳＭＩＬＥＳの技術的成果を踏まえて、サブミリ波による初期天体形成物質の観測が可能

となる。また、宇宙における超伝導技術を可能にする４Ｋ機械式冷凍機の実現は、通信、

材料科学実験、生物科学・医学実験など広範囲な宇宙基地利用分野への波及効果が期

待できる。

（５）雲観測

　雲観測においては、ライダーとＣＰＲの組み合わせ観測が必要であり、２種類の観測装

置による同時観測をきぼう単独、きぼうとＭＤＳの組み合わせなどで実現することが必要

であり、将来のＡＴＭＯＳ（Atmospheric Observation Satellite）シリーズミッションの策定な

どに資することが期待できる。
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３．６．３．６．３．６．３．６．    技術開発（有人宇宙技術開発を含む）技術開発（有人宇宙技術開発を含む）技術開発（有人宇宙技術開発を含む）技術開発（有人宇宙技術開発を含む）    

 

３．６．１． 政策上の位置づけ 

 

（１）長期ビジョン懇談会報告（平成６年７月）での有人宇宙活動 

 現宇宙開発政策大綱（平成８年１月改訂）策定に資するため、宇宙開発委員会は長期ビジョン懇談会

を設置し、２１世紀を見通した長期的な視野に立ち（１５年～３０年間程度）、今後の我が国の宇宙開発の

長期ビジョンを検討し（平成５年１０月～平成６年７月）、有人宇宙活動に関し以下の方針を策定した。 

 

 ａ）開発の進め方に係る基本方針 

◎無人システムと有人システムのバランスをとった開発の推進 

 今後とも、無人システムの高度化、高信頼性の追求に重点を置く。有人に関しては、国際宇宙ステー

ション（ＩＳＳ）の実現に協力する。ＩＳＳ終了後も有人活動が継続されるよう、将来さらに積極的な役割を

担えるようになることを目指す。 

 

 ｂ）我が国の宇宙開発の目標と開発の進め方における重点開発対象 

ア）当面１５年間程度 

◎「軌道上研究所」を中核とした活動の充実 

軌道上を中核として、軌道上／地上が密接に連携した総合的研究体制を構築する。宇宙環境利

用推進、関連技術の高度化、あわせて有人活動に関する経験の蓄積と技術基盤構築を図る。ＩＳＳ

運用安定後、２１世紀半ばに一般人の宇宙旅行実現に向け、文化、芸術、人文・社会科学の分野の

専門家あるいは一般人の搭乗の可能性を検討する。 

 

  イ）今後３０年間程度 

◎宇宙環境利用 

・微小重力利用 

 当面、「きぼう」（ＪＥＭ）を中核とする。運用開始後、経験をつみ技術開発と高度化を着実に進め、

新技術・新産業の創出への貢献を目指す。ＩＳＳ運用経験を踏まえ宇宙環境利用の多様化、高度

化に向け、無人プラットフォーム及び有人支援プラットフォームの研究開発を国際的視野で進める

ことが期待される。 

・太陽エネルギー 

◎有人宇宙活動 

人類はこれまでも、その長い歴史において活動領域の拡大を図ってきており、活動領域をさらに

宇宙へと拡大していくことは人類が永続的に発展、繁栄していくという希望のあらわれである。地球

の有限性について認識が高まる一方、人類が宇宙に進出したいと考えるのは自然な欲求である。 

徹底した信頼性、安全性の確保を図り、自動化の技術を活用しつつ、当面きぼうで経験を積み、

有人支援技術（ロボットによる支援、テレサイエンス等）の高信頼性化を図る。宇宙医学（閉鎖生態

系、健康管理等）の基盤を育成し、今後の展開に備える。ＩＳＳ終了後は、きぼうの開発・運用で蓄積

した経験、技術を 大限に活用し、次期宇宙ステーションあるいは月面における有人宇宙活動とい

った展開に対処できるようにする。長期的に、宇宙での滞在がより一般的になることが有人宇宙活

動の主要な目標になると予想され、国際協力を進めながら、息長く有人宇宙活動に関する基盤的・

先行的研究を進めていく。 
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◎宇宙インフラストラクチャ 

・輸送系 

有人輸送システムについては、当面米国のスペースシャトルなどを利用してＩＳＳへ飛行士を輸送

する。その後は、シャトル後の有人輸送システムの開発動向を踏まえながら、適切に対処できる

ように無人輸送技術と有人技術の育成と蓄積に努めていく。ただし、ＨＯＰＥ（宇宙往還技術試験

機、H-ⅡA Orbiting Plane-Experimental）の有人化の可能性もあり、その点も踏まえＨＯＰＥの研

究を行う。 

・拠点系 

まず、国際協力の枠組のＩＳＳで有人宇宙技術を蓄積することを基本とし、その後も、積極的な国

際協力を行いつつ有人宇宙技術の蓄積を進める。このため、有人支援型プラットフォーム、次世

代宇宙ステーション等の構想についても、国際協力を前提として積極的に対応していく。 

 

（２）宇宙開発政策大綱での有人宇宙活動 

 

  ａ）基本方針 

◎無人システムと有人システムのバランスをとった開発の推進 

宇宙開発の推進にあたっては、我が国の宇宙開発における技術力、規模等を考慮して、今後とも、

無人システムの高度化、高信頼性の追求に重点を置く。一方、有人システムに関しては、ＩＳＳ計画の

枠組みの中で、その開発を進める。 

 

  ｂ）有人宇宙活動 

有人宇宙活動は、人類の活動領域の拡大に向けた可能性の探求、新たな知見の獲得、宇宙環境

利用の効率的推進等の観点から、重要な意義を有するものである。このため、人間の介在により格段

の効果と信頼性の向上が期待できる活動について、これを進めていく必要がある。 

◎有人技術 

きぼうの開発及び運用、スペースシャトルの利用を通じて、宇宙飛行士の選抜・訓練・健康管理に

ついての経験を十分に積む。また、船内滞在技術及び船外活動技術、さらに有人安全性・信頼性技

術等の有人宇宙システムに係る技術習得を行う。 

◎宇宙医学等 

宇宙滞在による骨からの脱カルシウム現象や宇宙放射線の影響解明等の宇宙医学に関する研

究を充実する。また、人間が宇宙で生活していくため基礎となる閉鎖生態系の研究を推進し、有人

活動関連の基盤技術の修得及び人材育成に努める。 

 

  ｃ）宇宙インフラストラクチャ 

◎将来輸送系 

将来の有人活動の展開に備えて、有人宇宙往還機に関する研究を進める。 

◎拠点系 

きぼうの開発・運用を行うとともに、この経験と実績を踏まえ、将来の有人システムの高度化、省

力化等に向けた研究を進める。 

 

３．６．２． 現状認識 

 

ＩＳＳ計画に日本が参画することで、きぼう、ＨＴＶ（宇宙ステーション補給機、H-Ⅱ Transfer Vehicle）、セン

トリフュージ（生命科学実験施設）計画を通し、有人宇宙技術関連として得られる成果や技術を下記に示す。 
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（１）全般 

有人システムであるための安全設計、保全設計に関する経験が得られたことは有意義である。また、大規

模国際プログラムに起因する開発の進め方、国際間調整の仕方等のノウハウも得ることができた。その他、

有人システムに関するＮＡＳＡの考え方（要求文書やデータ等）も得られた。 

 

（１．１）安全性設計 

クルーの安全性を確保するための対応が、次の観点から検討された。 

◎クリティカリティーの概念（システムの機能及び安全に関するクリティカリティカテゴリーを定義し、これに

対応した冗長数を規定）を導入し、これに基づく故障許容の設定方法。 

◎ＮＡＳＡ安全要求に基づくハザードの識別・制御・評価方法。 

（システムの故障等により起こり得るハザードに対して、これを安全な方向に制御するために講じた手段

及び検証方法を評価する。） 

◎設計の各段階毎の安全設計審査の実施による設計上の安全確認。 

◎クルーの作業上の安全確保のための対応技術。 

◎オフガス（有毒ガス）試験・評価方法、オフガスデータの取得。 

◎フラクチャクオリティ品目の識別、材料選定、解析、試験検証の方法。 

 

（１．２）保全性設計 

これまで日本で開発した宇宙機（無人）では、冗長系に切り替えることだけが唯一の故障対応方法であった

が、クルー（ＩＶＡ（船内活動、Intervehicular Activity）及びＥＶＡ（船外活動、Extravehicular Activity））やＲＭＳ（遠隔マニピュレ

ータシステム、Remote Manipulator System）によるＯＲＵ（軌道上交換装置、Orbit Replaceable Unit）単位の故障品の交換

による保全方法の技術を新たに取得できた。 

◎故障検知、分離可能なＯＲＵ単位設計。 

◎ＥＶＡ対応の設計（操作性、安全性）・解析方法、試験検証手法。 

◎軌道上の交換を考慮した信頼性・保全性設計技術。 

◎曝露環境下でＲＭＳやＥＶＡによる保全設計技術。 

 

（１．３）有人関連技術 

◎操作パネル、ハンドル等の操作性を考慮したマンマシンインタフェース設計技術。 

◎誤動作に対する防止等の設計技術。 

 

（２）きぼう開発 

 ＩＳＳにおけるＮＡＳＡへ依存する機能及びきぼうへの機能配分は、以下の通りとなっている。 

 

（２．１）環境制御系 

 ａ）ＮＡＳＡ依存機能 

◎全圧／酸素分圧制御機能はＮＡＳＡに依存。 

◎空気再生（酸素供給／炭酸ガス除去／有毒ガス処理）、水供給、汚水処理、排泄処理、居住機能系

はＮＡＳＡに依存。 

 

ｂ）きぼうへ配分された機能 

◎きぼうでは空気調和（温度制御、湿度制御、空気循環、微粒子・微生物除去、ＵＳＯＳ（米国側軌道上要

素、US On-Orbit Segment）／きぼう間の通風換気）部を開発している。 
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◎きぼうではＵＳＯＳと同様、火災、汚染等時に船外に減圧排気及び再加圧する機能を有する。また、

スペースシャトル搭載時の過大圧を防止する正圧／負圧リリーフ機能を、またきぼうアイソレート時に

は過与圧をリリーフする機能を有する。 

◎きぼうでは火災検知／消火／消火後処置の機能を有する。また、可搬消火及び減圧排気機能を有

する。 

 

（２．２）搭乗員支援系（含船外活動） 

 ａ）ＮＡＳＡ依存機能 

◎搭乗員居住機能、搭乗員衛生機能（飲料水供給／処理、手洗い／シャワー、排出物処理、廃棄物／

ゴミ処理等）はＮＡＳＡに依存。 

 

ｂ）きぼうへ配分された機能 

◎照明（モジュール内照明、非常照明（内部）、外部照明）はきぼうで開発。 

◎きぼうではＩＶＡ／ＥＶＡ機能を所持していないが、 ＩＶＡ／ＥＶＡ対応の設計を行っている。 

 

（３）きぼう運用 

ＮＡＳＡはＩＳＳ運用の統括を行う。ＩＳＳ運用は基本的に分散運用の形態をとるため、きぼう運用のための機

能は日本に配分されている。 

 

（３．１）運用利用計画立案システム 

運用利用計画立案プロセスにおける日本の長期計画及び詳細計画レベルのデータ作成を行う。 

 

（３．２）運用管制システム 

きぼうシステムと日本搭載実験装置のためのテレメトリ／コマンド運用（監視制御及び実験運用支援）、実

施計画立案及びこれらのデータ管理を行う。このシステムは、地上運用要員のこれらの運用のための訓練環

境を提供する。 

 

（３．３）運用技術支援システム 

きぼうシステム及びきぼうエレメントへの適合性を確認するエレメントインテグレーション機能、軌道上で使

用するフライトソフトウェア／ＯＤＦ（軌道上運用手順、Operation Data File）の作成／検証／管理機能、軌道上で

発生した機器の不具合を解析し、対処手順を作成するための各部システムの電気的／機械的な模擬機能及

び無重量環境試験設備による手順の確認を行うための各部システムの構造的機能を模擬する機能を有す

る。 

 

（３．４）保全補給運用管理システム 

きぼうの長期的な運用（その間の搭乗実験装置及び試料運用も含めて）を確保するための保全（在庫管理、

交換・修理・サービス等）、補給（支援資材の補給・回収等）管理を行う機能を有する。 

 

（３．５）搭乗員運用訓練システム 

軌道上におけるきぼうの運用を安全かつ確実に実施するために、事前に修得しておく必要のある知識・技

能・操作手順等についての搭乗員訓練機能を有する。 

 

（３．６）運用ネットワークシステム 

各運用システムの機能を実現するために必要な情報の交換・通信を提供するものであり、通信回線、ＮＡ
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ＳＡネットワーク等を経由してＳＳＣＣ（宇宙ｽﾃｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀー 、Space Station Control Center ）、ＨＯＳＣ（ハンツビル

運用支援センター、Huntsville Operations Support Center）等とインタフェースする機能を有する。 

 

（３．７）ＫＳＣ（ケネディ宇宙センター、Kennedy Space Center）射場支援装置 

 補給品及び曝露部ペイロードのＥＬＭ－ＥＳ（きぼう補給部曝露区、Experiment Logistics Module Exposed Section）への

キャリヤインテグレーション／デインテグレーションを支援する機能を有する。 

 

（４）ＨＴＶ開発／運用 

ＨＴＶはＩＳＳへの物資補給を目的とした無人の輸送機であり、２００３年頃の補給開始に向け、現在開発中

である。ＨＴＶはＩＳＳにランデブーし、ＳＳＲＭＳ（宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ遠隔ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀ   ｼｽﾃﾑ、Space Station Remote 

Manipulator System）によりＩＳＳに取付けられた後、クルーによる物資の搬入／搬出が行われる。ＨＴＶに廃棄物

資が搭載された後、ＨＴＶはＩＳＳから分離して大気圏突入時に焼却される。 

ＨＴＶは推進系、電力系、熱制御系、構造系、通信系、飛行制御系などから構成されている。機能配分は基

本的にＩＳＳと独立した形となっているが、ＩＳＳ近傍及び結合時には、ＩＳＳとのインタラクションを持ち、有人施

設にアクセスするＶＶ（Visiting Vehicle）としての要求が課せられ、ＶＶに係る安全性設計が修得可能となる。 

 

（５） セントリフュージ（生命科学実験施設）開発・整備 

セントリフュージは、ＩＳＳ計画において重力環境が生物に与える影響について研究を行うための実験施設で

ある。セントリフュージは、生物実験用の隔離処理室（生命科学グローブボックス：ＬＳＧ）、重力発生装置（セン

トリフュージローター：ＣＲ）、それらを搭載する与圧有人モジュール（重力発生装置搭載モジュール：ＣＡＭ）か

ら構成される。このプロジェクトはＮＡＳＡのスペースシャトルによるきぼうの打上げ経費の代替として、我が国

がセントリフュージの開発・整備を行い、ＮＡＳＡへ提供する。 

 

（５．１）ＬＳＧ 

ＬＳＧは搭乗員及びキャビン内空気の汚染を防ぐため、生物及び薬品等の実験試料を与圧室環境から隔離

された作業空間に置き、搭乗員がグローブにより実験試料を隔離された状態で取り扱うことができる実験装置

である。軌道上で使用されるものとしては 大級（５００リットル）で、 大２個の生物飼育箱を取り付けること

ができる。２名の搭乗員が同時に操作可能であり、小動物・植物といった比較的大きな個体を対象として、解

剖・播種・収穫等の処置が行える。 

 

 ＬＳＧの開発においては、有人与圧モジュール内での人間と生物試料の遠隔技術、生物実験装置としての

生物適合性、搭乗員による操作性、限られた空間への収納性等の技術を軌道上で実証する。また、生物を飼

育するための電力・空気を供給する機能、搭乗員や地上実験者が生物等の状態をモニターするためのデータ

通信・ビデオ信号等を蓄積/伝送する技術も実証する。 

 

（５．２）ＣＲ 

ＣＲは生物飼育箱を回転させ、遠心力を発生させることにより、０．０１ｇから２．００ｇまでの任意の重力を生

物に与え、その影響を調べるための世界 大級（回転半径１．２５ｍ）の重力実験装置である。重力は０．０１ｇ

刻みで調整可能であり、この装置で小動物・植物などの比較的大きな個体も実験対象にでき、飛躍的に重力

生物学研究の範囲を拡げることが可能となる。 

 

 ＣＲの開発においては、固定部分と回転している飼育箱との電力、画像信号のやりとりや、水/空気の供給

及びその密閉の技術、生物が飼育箱の中で動いても安定した回転を保つための能動的釣合技術、ＣＲが回

転することにより発生する振動がＣＲ外部に伝わらないための技術、大型回転体における０．０１ｇ刻みという
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精密回転制御技術を軌道上で実証する。 

 

（５．３）ＣＡＭ 

ＣＡＭはＬＳＧ、ＣＲ、生物飼育保管ラック、冷蔵庫等の実験装置及び保管用のラックを搭載する、生物実験

専用の与圧モジュールである。 

 

ＣＡＭの開発においては、きぼうの開発を通じて蓄積したインテグレーション技術を活用して、大型の生物実

験装置を搭載し、ＩＳＳ共通品を構成品としたインテグレーション技術の応用を図る。 

 

（６）利用 

国際宇宙ステーションのエレメントの中で、宇宙空間に曝露された実験環境を提供するきぼう曝露部は次

のユニークな特徴を有する。 

◎ＮＡＳＡトラス取付型実験施設にない排熱系及びビデオラインを含めた実験ユーティリティを提供可能。 

◎マニピュレータ操作等による有人支援を提供可能。 

◎安全性・実験装置規模等の制約が緩和されることによる利便性に優れた実験機会を提供可能。 

 

また、きぼう曝露部は上記の際だった特徴を有することから、その利用の考え方が以下のように整理され

ている。 

◎宇宙インフラストラクチャは、地球観測・地球科学、宇宙科学、月探査、通信・放送・測位、宇宙環境利用

及び有人宇宙活動における宇宙活動の拡大、高度化、多様性の進展に伴い、これらの宇宙活動を効率

的かつ安定的に展開していくために必要な共通基盤的な設備、施設及びシステムとされる。きぼう曝露

部は、これらの宇宙インフラストラクチャーの開発・利用に必要となる共通的な技術の実証を行う場とし

て有効であり、 大限の活用を図ることとして、計画的に利用を進める。 

◎宇宙空間は、微小重力、原子状酸素の存在、熱環境、放射線環境、プラズマ環境、電磁環境等が複合

する特異な環境とされる。きぼう曝露部は、宇宙環境を理解し、その利用の高度化を図るために必要な

技術データの収集・蓄積を行う場として有効であり、 大限の活用を図ることとして、計画的に利用を進

める。 

 

３．６．３． 戦略計画 

 

ＩＳＳ計画への参加を通して取得・確立された技術・経験と将来日本として必要となる有人宇宙技術分野を

以下の観点を考慮して識別し、技術開発・実証が必要と識別された分野については、きぼうを 大限活用した

実証等を行い、長期ビジョン懇談会報告や宇宙政策大綱を考慮した将来の有人宇宙技術開発に結びつけて

いくことが重要と考えられる。また、具体的なロードマップ／実施計画は有識者の意見を取り込む体制を構築

する必要がある。 

 

（１） きぼうで取得・確立された技術・経験を継承し、遠い将来的には宇宙での滞在がより一般的になる方向

性を探る。 

（２） 来の有人宇宙活動に必要な技術実証をきぼうにおいて、段階的・計画的に進めると共に、きぼうをより高

度な有人宇宙活動の拠点としての活用を図っていく。 

（３） ＩＳＳ計画の次の国際協力（月探査、火星ミッション等）計画の動向に注意を払いながら、国際協力の枠組

みに積極的に参加する。 

 

きぼうを利用した技術開発・実証は、運用・利用を効率的に行う観点と、将来に着眼した有人宇宙技術の育
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成の観点が考えられる。しかし、運用・利用を効率的に行う観点での技術開発は、 終的に将来の有人宇宙

技術開発の要素として統合される得ると考える。 

 

◎運用・利用の効率化（例） 

・ＩＳＳでの限られたリソース（クルー時間等）を効果的に活用するため、また、クルーの危険作業要因の低

減化等のため、有人活動支援に必要となるロボティクス関連技術、自動化／自立化やテレサイエンス関

連技術の実証・蓄積を図る。これらは、きぼう曝露部作業でのクルーの負担軽減や、将来の有人システ

ム運用支援に必要と考えられる。なお、ロボティクス関連技術、自動化／自立化、テレサイエンス関連技

術等が達成されたもとでは、曝露部のプラットフォーム化も実現可能と考えられる。 

◎有人宇宙技術開発（例） 

・きぼうのＥＬＭ－ＰＳ（きぼう補給部与圧区、Experiment Logistics Module Pressurized Section）派生型を策定し、環

境制御系の主要部分等、日本として有人宇宙技術開発に必要な機能を装備し、技術の蓄積・実証を図

る。 

・一つの宇宙船である宇宙服の研究・開発をＮＡＳＡ等と行い、技術の蓄積を図る。 
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４．当面の推進方策

４．１．「宇宙環境利用研究システム」及び「宇宙環境利用研究センター」の活

動

　「きぼう」（ＪＥＭ）利用研究推進の中核的機能を担うための外部に開かれた研究組織とし

て、宇宙開発事業団に宇宙環境利用研究システム（研究システム）が１９９６年に設置され

た。研究システムは、宇宙環境の科学的な利用の有効性を早期に提示するために、自らの

宇宙環境利用研究を「課題研究」として実施している。さらに、宇宙環境利用が有効と考え

られる科学研究領域の研究課題の発掘を目的として、宇宙環境利用研究センターのポテン

シャルとリソースを活用し、また必要に応じて外部研究者の参画を得ながら、研究課題をサ

ーベイする段階の「調査研究」、その後の研究課題の絞込みと研究チームの設定などを行

なう準備段階の「準備研究」を進める。また、きぼう等の利用テーマとして選定された科学技

術分野の宇宙環境利用研究テーマは、「きぼう等利用研究」として位置付け、テーマ提案者

等を招聘し、実験ミッション開発や実験準備などを今後とも進めて行く。

　一方、宇宙環境利用研究センター（研究センター）は、宇宙環境利用に必要な「方法論」を

体系的に研究し開発整備することに主眼を置き、ＮＡＳＤＡ宇宙環境利用戦略の検討、研究

シナリオの検討支援、研究課題のサーベイや調査研究、実験技術開発、技術研究、研究支

援、宇宙環境利用／きぼう利用のためのユーザインテグレーションなどを行う研究開発組

織であり、研究システムに合せて設置され、研究システムの運営を支援している。なお、１９

９９年４月に、研究センターは宇宙環境利用システム本部宇宙実験技術部と統合され、実験

装置開発、実験ラックのインテグレーション、実験運用、フライトプロジェクト等の業務が加わ

り、さらに同４月に設置された宇宙環境利用応用化研究推進グループの運営支援も加わり、

宇宙環境利用を総合的に推進する“新”研究センターとして再発足した。

　研究システム及び研究センターの当面の活動目標は、宇宙環境利用の有効性を早期に

確立するための先導的研究や共通基盤的研究を自主研究として進め、国際宇宙ステーシ

ョン／きぼうの初期利用段階における早期の成果創出を目指すこととしている。

４．１．１．　宇宙環境利用研究システムの活動

　取り組みの考え方については、２章にて既述しているので、具体的な主な推進方策につい

て、以下に述べる。

（１）先導的研究の推進

　「微小重力科学分野」、「生物科学・バイオテクノロジー分野」においては、最先端の地上

研究を進展させることも視野に入れ、第一線の外部研究者の参画を得ながら地上研究を進

め、実験環境場としての宇宙環境の利用の有効性を早期に示すなど、地上の科学研究にイ

ンパクトを与える宇宙実験成果の創出を目指した研究活動を進める。当面、地上研究として、
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として、以下の課題研究等に取り組む。また、宇宙環境利用が有効と考えられる新たな科学

研究領域のさらなる発掘をも目指す。

　「微小重力科学分野」

◯化合物半導体結晶成長研究（課題研究）

◯マランゴニ対流現象モデル化研究（課題研究）

◯拡散現象モデル化研究（課題研究）

◯準安定相研究（準備研究）

◯生体高分子結晶成長機構解明研究（準備研究）

◯非平衡現象と重力相関（調査研究）

◯燃焼現象研究（調査研究）

　「生物科学・バイオテクノロジー分野」

◯骨芽細胞における細胞内シグナル伝達・遺伝子発現に及ぼす重力の影響（課題研

究）

◯遺伝情報の損傷修復と微小重力（準備研究）

◯血管内皮細胞等を利用した重力感受・応答機構（調査研究）

（２）共通基盤的研究の推進

　宇宙環境利用の発展に必要な基盤的知見の獲得、宇宙環境利用の方法論の確立、宇宙

環境利用に必要な熱物性値などの基礎的データの整備について、研究センターの技術ポ

テンシャルの活用を図って体系的な研究開発活動を進める。当面、以下の活動を進める。

◯熱物性値計測技術の研究（液体論研究を含む）

◯物性値データベースの構築

◯バイオドシメトリー技術の研究

（３）曝露部利用ミッションの推進（将来ミッションの創出）

　きぼう曝露部初期利用ミッションの開発で蓄積される研究ポテンシャルを活用して、観測

プラットフォームとしてのきぼう曝露部の特徴を活かした新規ミッションや発展ミッションの

概念構築とミッション育成の活動を、研究センターの技術ポテンシャルの活用を図って進め

る。当面、次の研究領域におけるミッション概念の構築を進める。

◯きぼうによるモニター天文学

◯きぼうによる高エネルギー宇宙線観測

４．１．２．　宇宙環境利用研究センターの活動

　取り組みの考え方については、２章にて既述しているので、重点化すべき主な推進方策に

ついて、以下に述べる。

（１）宇宙環境利用戦略計画及び研究シナリオの検討整備

　本利用戦略計画及び研究シナリオの概要については、「はじめに」及び「１．１．項」にて既

に説明した通りである。研究センターでは、宇宙開発事業団の戦略としての本文書を維持
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持改訂し、その遂行に努力するとともに、宇宙環境利用研究委員会の作成する研究シナリ

オに対しては、その事務局及び中心的な実施機関として活動を行う。

（２）共通基盤的研究の実施

　研究システムが中心的実施組織として活動するが、研究センターとしては、そのリソース

及び技術ポテンシャルを提供し、共通基盤的研究が最大限に進捗するように支援する。

（３）実験機会の提供

関連の内容を、２．２．４．(１)項に記述した。

今後も、国際宇宙ステーション／きぼうの運用開始までに確保可能な実験機会（スペース

シャトル等）を活用して、早期の研究成果の創出、実験技術の確立、実験運用技術の確立

などを引き続き目指す。

　一方、小型ロケットは多くの利点を有している。ＴＲ-１Ａシリーズの後継については現在検

討中であり、小型ロケット利用の検討に当たっては、各国が有するインフラや既開発装置の

有効利用の可能性など、国際協力の可能性も視野に入れて検討を進める。

　また、地上の短時間微小重力実験手段である航空機及び落下施設に関しては、公募地

上研究の採択者の利用が容易なように、利用の枠組みや利用に関する技術支援などを整

備していく必要がある。予備実験手段としての価値は高いと考えられるので、利用の普及は

研究を加速する上で重要になると考えられる。

（４）実験技術の整備

関連の内容を、２．２．４．(２)項に記述した。きぼう向けの初期共通実験装置に関しては、

今後の実験供試体開発を通じて具体的な実験運用を見据えた実験技術を開発する必要

があり、今後はそのための開発体制を強化していく予定である。また、次期のきぼう共通実

験装置候補について、利用研究のニーズや技術開発の現状と将来予測を踏まえて、さらに

効率よく利用できる装置を目指した検討を進める。

実験技術開発は、研究システム等の研究からのニーズに対応する開発項目を念頭に置

いて開発を進める。また、研究主導の観点から共通実験装置開発では研究分野毎に開発

体制を整備する。

（５）実験運用技術の整備

　関連の内容を、２．２．４．(３)項に記述した。現状では、実験運用技術が十分でないことか

ら、適切な人材を育成・配置していくことを積極的に進める。また、きぼう搭載テーマについ

ては、今後、地上からの実験試料の運搬や、きぼう内での保管、実験の実施、試料の回収

など、実験全体を通して関わり支援する実験運用体制を整備していく。

（６）実験ミッションの企画立案

　関連の内容を、２．２．５．項に記述した。「科学観測ミッション」、「地球観測ミッション」、「技

術開発ミッション」について、ミッション概念の育成やミッション概念とりまとめのための機能

を整備することを目指す。

（７）応用化研究の推進

　関連の内容を、４．５．項に記述した。１９９９年４月に設置された宇宙環境利用応用化研究

推進グループの運営支援を行い、応用化研究の先駆けとしての「先導的応用化研究」を推
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推進する。

（８）年次報告と成果報告会

　１９９９年より、研究システムと研究センターでは協力して、年度ごとに研究・開発成果を

「年次報告（年報）」として取りまとめ、またその「成果報告会」を開催し、宇宙開発事業団内

外に対して理解の促進と成果の普及を図ることとしている。なお、年報はＮＡＳＤＡホームペ

ージに公開する予定である。

（９）学会との連携

　広く関連分野の研究者や宇宙実験に興味のある研究者への情報発信を行うとともに、宇

宙実験の科学的討論の場を積極的に提供していくことが、宇宙環境利用の推進と研究者

の理解と参画に重要である。この目的の達成のために、宇宙実験ミッション、小型ロケット実

験等の実施１年後を目処に「成果報告会」を開催してきている。これまで１９９７年以前の実

験に関する成果報告会は、ミッションごとに開催していたために、当該ミッションで実施され

た複数の研究分野の成果報告が混在しており、分野の統一が取れないために一部の関係

者の出席にとどまることが多かった。それを解消するために、それぞれの研究分野ごとに学

会活動と連携して成果報告会を学会と同時開催し、関連分野の一般研究者や潜在的ユー

ザに対して実験成果を公開し、科学的討論を通して、研究者の理解と参画を得たい。
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４．２．　きぼう利用テーマの実験準備活動

４．２．１．　きぼう与圧部利用一次選定テーマ

１９９２年（平成４年）に、「きぼう」（ＪＥＭ）与圧部の初期利用期間を対象に、きぼう共通実

験装置の検証の目的も含めて、材料分野およびライフサイエンス分野を対象にテーマの公

募を行った。そして、応募のあった２０８件のテーマについて、宇宙開発委員会宇宙ステーシ

ョン部会において利用テーマの選定を行い、５０テーマを一次選定した。

これらの一次選定テーマについては、初期利用期間に宇宙実験を実施することを目標に

ＮＡＳＤＡにおいて実験計画についてテーマ提案者と調整を実施してきている。

各テーマの現状について表４．２－１に示す。準備が進み、具体的な宇宙実験パラメータの

設定等ができた実験テーマについては、その計画書に基づき、順次、適合性試験等に入っ

ている。また、国際宇宙ステーション（以下、「ＩＳＳ」）の利用開始時期が遅れたこともあり、準

備の整った実験の内、事前のスペースシャトルミッションでの利用機会が得られ、かつ、実験

条件の適合性がある実験テーマについては、既に事前のスペースシャトルミッションで実施

した。

４．２．２．　きぼうの利用運用計画作成

現在のきぼうの初期利用スケジュールを表４．２－２に示す。きぼうでの実験の開始は２０

０２年の中頃の予定である。ＩＳＳの利用運用計画は、その利用対象年の約１．５年前に国際

調整の上、制定することとなっている。現時点では、２０００年の６月頃に飛行テーマの選定

を行い、最初のきぼう利用を含む利用運用計画を制定する予定である。

４．２．３．　きぼうの初期利用リソース状況

　ＩＳＳにおけるリソースとしては、搭乗員の作業時間、打ち上げ重量、容積、電力、通信など

があげられる。これらの内、特にクリティカルなリソースとしては搭乗員の作業時間があげら

れる。初期利用期間、特に２００３年末までは、ＩＳＳの組立期間である上に、常駐する宇宙飛

行士が４名であるため、実験の実施に利用できる搭乗員の作業時間が非常に少ないことが

予想されている。日本として利用できる搭乗員の作業時間は一週間で平均数時間しか確保

できないことが予測される。また、ＩＳＳの組立等のために、宇宙実験に対する打ち上げ重量

配分もそれほど多くはない。よって、初期利用期間においては、主に搭乗員の作業時間の制

限により、日本として年間数十テーマの宇宙実験の実施が限度であると想定される。しかし、

２００４年からは、搭乗員が６名、７名と増強されるために、年間５０～１００テーマの実施が可

能と予測される。



表４．２－１ ＪＥＭ与圧部一次選定テーマの現状

使用装置 テーマ名 提案者 提案機関 備考

温度勾配炉 温度差法によるInGaAs混晶バルクの結晶成長                                                            児玉茂夫 富士通

温度勾配炉 化合物半導体鉛錫テルルの融液拡散の研究                                                              内田美佐子 ＩＨＩ MSL-1にて実施済み

温度勾配炉 微小重力環境下での配向制御有機物真空蒸着薄膜の作製と特性                                            諏訪　武   原研 H11.2ﾃｰﾏ取り下げ

温度勾配炉 粒子分散一方向凝固材料の創製                                                                        佐藤彰 金材研 H10.2ﾃｰﾏ取り下げ

温度勾配炉 GaSbの無歪ブリッジマン成長                                                                          西永  頌      東京大学

温度勾配炉 微小重力環境利用によるイオン性融体中の不純物拡散係数の精密測定                                      山村  力      東北大学 MSL-1にて実施済み

温度勾配炉 微小重力下の液体金属および合金の拡散                                                                伊丹俊夫 北海道大学 MSL-1にて実施済み

温度勾配炉 微小重力下における気相からの大形・高品質鉛錫テルル単結晶の育成                                      木下恭一 NTT

温度勾配炉 酸化物超伝導材料を用いた成膜プロセスに関する実験                                                    村上寛 電総研

細胞培養 不定胚分化能の獲得過程に微小重力が及ぼす影響と重力の関与の解明 大菅康一 ＭＨＩ

細胞培養 単細胞動物の細胞増殖におよぼす微小重力環境の影響と、重力変化に対する適応の研究                      村上彰 浜松医科大

細胞培養 宇宙空間における生体寿命の変動-細胞クローン寿命の解析-                                              最上善広 お茶女大

細胞培養 両生類培養細胞による細胞分化と形態形成の調節                                                        浅島  誠      東京大学

ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ 微小重力下での両生類無尾目幼生・成体の行動                                                          山下雅道 宇宙科学研

細胞培養 ヒト細胞における宇宙放射線および微小重力による癌遺伝子の変化                                        池永満生 京都大学 H10.10にSTS95にて実施

細胞培養 骨髄細胞長期自動培養による免疫・造血系細胞、骨系細胞の成熟分化、機能発現に及ぼす微小重力影響の解明  粂井  康宏    東京医科歯科大

細胞培養 無重力下における培養筋細胞の伸展応答-形態と遺伝子発現による解析-                                    跡見順子 東京大学

細胞培養 微小重力環境における高等植物の生活環                                                                神阪盛一郎 大阪市立大 H10.10にSTS95にて実施

細胞培養 微小重力環境における高等植物の成長調節機構                                                          保尊隆亨 大阪市立大 H10.10にSTS95にて実施

細胞培養 ウリ科植物の進化に果たした重力形態形成の役割に関する研究:ペグ細胞の発達と重力感受機構               高橋秀幸 東北大学 H10.10にSTS95にて実施

細胞培養 高等植物(野生・突然変異)の根の電場および重力への応答                                                石川  秀夫    ｵﾊｲｵ州立大 H10.10にSTS95にて実施

細胞培養 微小重力下における細胞の増殖と分化に関する研究                                                      花岡文雄 理化学研

細胞培養 宇宙放射線および微小重力環境の哺乳類細胞に対する影響に関する研究                                    安藤興一 放射線医学総合研究所

細胞培養 末梢血培養による搭乗員の免疫・造血機能管理システム確立のための基盤研究                              向井千秋 NASDA

帯域炉 微小重力環境下におけるシリコン単結晶育成とマランゴニ対流の可視化観察                                日比谷孟俊 ＮＥＣ

帯域炉 溶融法による有機材料の単結晶育成実験                                                                岩柳隆夫 日立 H6.3ﾃｰﾏ取り下げ

帯域炉 微小重力場における予混合気の高温白金表面での点火                                                    河野  通方    東京大学

帯域炉 微小重力環境下での非混合偏晶合金の凝固過程のその場観察                                              茂木徹一 千葉工業大

帯域炉 半導体結晶の溶液成長過程の直接観察                                                                  稲富裕光 宇宙科学研
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表４．２－１ ＪＥＭ与圧部一次選定テーマの現状

使用装置 テーマ名 提案者 提案機関 備考

蛋白質結晶 ヒト利尿性ポリペプチドの結晶化                                                                      石黒正路 サントリー

蛋白質結晶 ゲンジボタルルシフェラーゼの結晶化                                                                  中野衛一 キッコーマン

蛋白質結晶 リボヌクレアーゼSの多形結晶性を指標とした結晶成長に与える微小重力の効果                             藤田省三 富士通研究所

蛋白質結晶 微小重力下におけるピロリン酸加水分解酵素の結晶成長実験                                              茂田潤一 ＩＨＩ H9.9ﾃｰﾏ取り下げ

蛋白質結晶 亜酸化窒素レダクターゼの結晶成長                                                                    稲富健一 ＭＥＬＣＯ H10.1ﾃｰﾏ取り下げ

蛋白質結晶 NADH-チトクロームb5還元酵素(b5R)の大型結晶作製                                                      高野  常広    摂南大学

溶液成長 光干渉顕微その場観察による液体の拡散係数及び温度拡散係数の測定                                      川崎和憲 日産

溶液成長 微小重力下において圧力制御法により行う樹枝状結晶成長のその場観察による研究                          沢田勉 無機材研 H10.7ﾃｰﾏ取り下げ

溶液成長 溶液からの結晶成長その場観察                                                                        塚本  勝男    東北大学

溶液成長 樹枝状結晶の成長過程のその場観察による結晶の形態形成に対する微小重力の効果                          古川義純 北海道大学

溶液成長 固液界面安定性に対する重力の影響                                                                    宮田保教 長岡技術科学大

溶液成長 透明有機結晶を用いた包晶反応過程の直接観察                                                          栗林一彦 宇宙科学研

溶液成長 拡散法による有機強磁性体の結晶育成                                                                  中辻慎一 姫路工業大 H10.10にSTS95にて実施

溶液成長 宇宙ステーションに於ける電気化学的界面現象の解析                                                    福中  康博    京都大学

溶液成長 分散系の自己組み立て成長 石川正道 ＭＲＩ

流体物理 フローティングゾーン結晶成長法における流体部の無重力場における流動現象                              武田  靖      ｽｲｽﾊﾟｳｴﾙ･ｼｪﾗｰ研究所

流体物理 電磁場内の気液界面挙動                                                                              今井良二 ＩＨＩ

流体物理 液柱を利用したベナール対流の実験                                                                    東久雄 航技研

流体物理 マランゴニ対流の定常流からカオス流への遷移過程と流れの内部構造の観察                                大西充 航技研

流体物理 マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその受動的制御                                                  河村洋 東京理科大

流体物理 多重液体層における流体物理実験                                                                      土井隆雄 NASDA H10.10ﾃｰﾏ取り下げ
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表４．２－２　ＪＥＭ初期利用スケジュール

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004
月 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

利用計画期間Ｎｏ５ 利用計画期間Ｎｏ６ 利用計画期間Ｎｏ７
打ち上げ
スケジュール ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

1J/A １Ｊ ＵＦ４ ２J/A ＵＦ５ １７Ａ １８Ａ １５ＡＵＦ７１６Ａ
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

ＵＦ３ １４Ａ ２０Ａ １Ｅ １９Ａ ＵＦ６

１．５年前
運用計画作成
スケジュール ↑

Ｎｏ５利用運用計画制定

１．５年前

↑
Ｎｏ６利用運用計画制定

１．５年前

↑
Ｎｏ７利用運用計画制定

飛行準備作業

実験準備作業 ↑ ↑ ↑
スケジュール 選定 選定 選定

適合性確認作業等

↑ ↑ ↑ ↑
ベースライン化 ベースライン化 ベースライン化 ベースライン化

実験計画調整
（１９９８年１０月発行の組立シーケンスによる）

ＪＥＭ与圧部

ＪＥＭ与圧部ラック ＪＥＭ暴露部
６人常駐開始
（ここまでは４
人）

７人常駐開始

セントリフュージ打ち上げ

100
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４．３　公募地上研究の推進活動

４．３．１　公募地上研究の位置付け

公募地上研究制度は、「きぼう」（ＪＥＭ）利用を初めとする宇宙環境利用を目指すＮＡＳＤＡ外の研

究者に、宇宙環境利用の準備段階の地上研究の研究機会を提供する制度であり、ＮＡＳＤＡが自ら行

う研究及び各研究機関が独自に行う研究と対になってきぼう利用の基盤を構成するものである。

図４．３－１　公募地上研究制度の位置付け

４．３．２　公募地上研究の目的

公募地上研究制度の目的は以下のとおりである。

（１）宇宙環境利用の裾野の拡大

　　　・独創的視点、研究者の自主性・主体性を尊重。

（２）きぼう利用テーマとしての育成

・ 優れた宇宙実験の提案がなされ、宇宙実験で有意義な成果が得られることをことを目指す。

宇宙環境利用の裾野の拡大とは、換言すれば、これまで宇宙環境利用に関係しなかった研究者の

宇宙環境利用への参加を促すということである。ここでは、宇宙環境利用自体は目的ではなく、科学研

究の一環としてある設問なり仮説を検証するためのツールとして宇宙環境が利用されることを想定し

フライト実験

地上研究

研究の実施

研究費の確保

研究の実施
研究費の確保

　研究の実施

きぼう利用

ＮＡＳＤＡ自主研究 公募地上研究 各機関独自の研究

宇宙開発事業団 大学、国研、民間等研究機関

公募地上研究制度

　に基づく

研究費及び模擬微小重力

実験機会等の提供
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している。宇宙環境とは、端的には微小重力、宇宙放射線、高真空、広い視野である（生物科学分野で

は閉鎖環境、紫外線環境、早い日周期を利用しようとする研究もある）が、きぼうによってこれら宇宙環

境が長期的、継続的に得られることとなり、それを利用する様々な分野の研究を開拓するのが公募地

上研究の第一の目的である。

一方、公募地上研究制度の第二の目的は、きぼう利用テーマの選定方針と係わっている。平成８年

の宇宙環境利用部会報告に基づき、今後のきぼう利用テーマの公募は、選定後のタイムリー（選定後

２～３年）な実験の実施を可能とするよう行われることとなっている。これを実現するには、フライト実

験を提案する際に、

（１）共通実験装置を使用する場合、実験計画書相当

（２）新規に実験装置を開発する場合、実験装置の仕様要求相当

が明確化されていることが前提となる。これはフライト実験の提案に先立ち、地上研究の積み重ね

が必要なことを意味しており、公募地上研究制度は、この地上研究をに対する支援のための制度との

性格を有している。

４．３．３　公募地上研究制度の実施体制

学術的な見地からの選定評価を行い、研究者の様々な研究様態に対応するため、公募地上研究制

度の運営を公益法人に委託するとともに、公益法人に学識経験者からなる研究推進委員会を設置し、

公募方針の審議、選定・評価等を行う。

（１）宇宙環境利用研究センター

　　予算要求、予算の執行、契約管理

（２）宇宙環境利用研究システム

　　公募地上研究の推進、指導

（３）（財）日本宇宙フォーラム

　公募の実施、研究推進委員会の設置・運営、事務局業務、研究実施機関との間の研究契約の締結、

微小重力模擬実験機会の確保及びスケジュール・技術調整

（４）研究推進委員会

　　公募の方針の審議、選定時の評価、選定案の決定、研究評価

４．３．４　公募方針

（１）フェーズ別の募集

　宇宙環境利用の裾野の拡大ときぼう利用の準備という目的を達成するため、研究フェーズ別の公

募を行う。

　　平成１１年度公募におけるフェーズ区分及び定義は以下のとおり

フェーズⅡ　：本格的な宇宙環境利用に向けた準備段階にある研究（年１億円

　　　　　　　以下、研究期間最長３年）

フェーズⅠＡ：初期段階の研究であるが、グループ研究ないしは要素試作試験

　　　　　　　を含むような比較的大規模な研究（年３千万円以下、研究期間
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　　　　　　　最長３年）

フェーズⅠＢ：新規アイデアの提案等初期段階の研究（年６百万円以下、研究

　　　　　　　期間最長３年）

萌芽的研究　：萌芽的な研究の提案で、新規のアイデアや斬新な仮説の発掘に

　　　　　　　資するため行う研究（年１５０万円以下、研究期間最長１年）

（２）募集分野

選定にあたっての評価を適切に行うため、分野別に研究テーマを募集する。

　平成１１年度　募集分野

1. 微小重力科学（基礎物理・化学を含む）

2. 生物科学

3. バイオメディカル

4. 宇宙医学

5. 宇宙科学（天体観測）

6. 地球科学（地球観測）

7. 宇宙利用技術開発

（３）応募資格

 （3.1）原則

 できる限り広範囲の研究者に研究機会を提供するため、研究者の所属、国籍は問わないことと

する。但し、所属研究機関として研究を行う場合は、機関を通じて応募することを原則とする。

 （3.2）海外からの応募

 海外からの応募についても排除しない。しかしながら、現状では、ＮＡＳＡの公募制度と同様、「研

究費は国境を越えない」との原則を取っており、海外に研究費を支出しないこととしている。その

ため、海外からの応募に実質的なメリットはない。東南アジア等への研究費の提供は今後の課

題である。

 （3.2）宇宙開発事業団の職員の応募

 公募地上研究制度の趣旨（ＮＡＳＤＡ外で行われる研究へのファンディング）から、ＮＡＳＤＡ職員

（常勤招聘及び研究システム招聘を含む。）は代表研究者として応募できないこととする。なお、

共同研究者としての応募は許容するが、ＮＡＳＤＡ担当分の研究費は公募地上研究制度からは

支出されない。

　（3.3）委員等の応募

　研究推進委員、専門委員、パネル委員、レビュアは代表研究者として応募できない。また、公募

終了後に選任するパネル委員及びレビュアは代表研究者以外の専門家とする。

（４）選定方針
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（4.1）選定フロー

　

　

　

　

　

　

（4.2）審査分野の決定

　募集分野ごとにアサインされる専門委員で構成される専門委員会において、各テーマを審査

する分野を決定する。審査分野の決定にあたって、提案者の希望を参考とするが、より適切な審

査が可能と判断される場合は他の分野に移す。また、同一の基準で取り扱う方が良いテーマに

ついては同一の分野に集める。複数分野にまたがる提案（例えば微少重力科学と技術開発の両

方の要素を持つ場合など）は複数の分野で同時に独立して審査を行う。

（4.3）レビュアの選定と書類審査（メールレビュー）

　１テーマあたり３人以上のレビュアに書類審査（メールレビュー）を依頼する。なお、レビュアは、

テーマ提案者と直接の関係の無い、当該テーマに関する専門家とする。

（4.4）分野別パネルの構成とパネル審査

　分野ごとのテーマの評価・選定に当たるパネル委員を選定し、分野別の評価選考パネルを構

成する。専門委員はパネルの座長を務める。

　パネルでは、レビュアの評価を参考として、各テーマの書類審査を行い、面接対象テーマを決

定する。フェーズII 及びフェーズＩＡとして選定する提案はすべて面接審査を行う。

（4.5）パネル面接

宇宙開発事業団理事会議による選定テーマ案の承認

研究推進委員会による総合審査、選定テーマ案の決定

事務局による研究費の査定

分野別パネルによる書類審査

パネル面接

レビュアによる書類審査

審査分野の決定

テーマ提案
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評価のため面接が必要と判断されたテーマについて、パネルによるテーマ提案者の面接を

行う。パネルは、面接の結果と書類審査の結果を総合して面接テーマ含む審査対象の全テーマ

の採択の優先順位を決定する。

なお、面接の際、専門委員またはパネル委員が提案者と特に近い関係にある場合は退席す

る等により面接に関与しないこととしている。

（4.6）事務局による研究費の査定

　事務局は、レビュア及びパネルの意見を参考とし、提案テーマの研究予算の妥当性をチャック

し、必要な場合は査定を行う。

（4.7）研究推進委員会による総合審査、選定テーマ案の決定

研究推進委員会は、各分野のパネルから提出された順位付き提案テーマリストをもとに、分野

間の調整を行い、総予算額を考慮して選定テーマ案を決定する。

（4.7）宇宙開発事業団理事会議による選定テーマ案の承認

　宇宙開発事業団は、研究推進委員会から提案された選定テーマ案を理事会議において期間決

定する。

（4.8）ＮＡＳＤＡ職員の審査への関与

　ＮＡＳＤＡ職員は、各パネル、専門委員会及び研究推進委員会に参加し、搭載性・実現性及びＮ

ＡＳＤＡのプロジェクトとの関連について参考意見を述べる。

（５）研究の実施

（5.1）研究契約

 選定されたテーマについては、研究実施機関と（財）日本宇宙フォーラムとの間で研究契約を締結

し、それに基づき研究を進める。研究契約の形態は原則として以下のとおりとする。

・ 国立大学：委託研究

・ 私立大学：委託研究

・ 国立試験研究機関：共同研究

・ 民間企業：委託研究

・ その他の例：研究機関に属さない研究者に対しては招聘契約

（5.2）微小重力模擬実験機会の提供

国内で利用可能な微小重力模擬実験手段として、落下施設（（株）日本無重量総合研究所（ＭＧＬ

ＡＢ）、（株）地下無重力実験センター（ＪＡＭＩＣ））及びパラボリックフライトを行う航空機（ダイヤモン

ドエアサービス（株）（ＤＡＳ））の利用機会を確保し、選定テーマの研究に利用できるようにする。

利用機会の配分は、研究者の要望をもとに、微小重力模擬実験の必要性、要求仕様（必要とされ

る微小重力の時間、質等）、スケジュール及び予算の制約等を考慮して（財）日本宇宙フォーラムが

行う。

（5.3）ＮＡＳＤＡ保有施設の提供

　選定テーマの研究のため、研究者から、ＮＡＳＤＡが保有する実験施設・設備等を利用したいとの

要望があった場合は、ＮＡＳＤＡの他の業務の支障にならない範囲で当該施設・設備等を提供でき

る。なお、当該施設・設備の運転に伴う直接の消耗品費、被験者への謝金等については研究者側の

負担（研究費の内から支出）とし、間接経費及びその他の経費についてはＮＡＳＤＡの負担とする。
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る。

（６）研究評価

（6.1）進捗状況（中間）評価

 　各研究テーマの研究の進捗状況を把握するとともに、今後の研究に向けて成果が上げられるよ

う助言あるいは提言を行うことを目的として、進捗状況（中間）評価を行う。

 　進捗状況（中間）評価は、選定時の分野毎に評価パネルを設けて行う。評価パネルは、専門委員

の推薦により公募地上研究推進委員会委員、専門委員、パネル委員の中から数名を選び構成する。

評価は、進捗状況報告書に基づく書類評価及び必要な場合は面接評価により行った。

（6.2）事後評価

　　ＴＢＤ

（6.3）日常的なフォローアップ

　　ＴＢＤ

（付録）　公募地上研究制度成立の背景

　平成８年以前の宇宙実験に関する業務分担の考え方の基本は、ＮＡＳＤＡは実験手段の提供及び技

術支援を行い、利用は利用機関が行う、というものであった。ＮＡＳＤＡ自身が代表研究者を立て、自前

の実験を行った例もあったが、それは利用機関としてのone of them の活動であり、基本的に利用は

利用機関の責任という整理がなされていた。従って、利用に伴う経費は利用機関側が負担することが

原則であった。ただし、ＮＡＳＤＡは宇宙開発機関として宇宙ミッションの責任を持つこと、及び、フライト

実験には多額の経費がかかることから、フライト実験の経費はＮＡＳＤＡが負担することとなっていた。

従って、フライト実験の準備段階の地上研究の経費は利用機関側の負担が原則であった。これの基づ

き、平成４年のきぼう利用一次募集の要項では、地上実験等は利用者側の分担（資金負担を含む）とさ

れている。

きぼう利用一次募集とほぼ同時期に開始され、平成９年度に終了した宇宙環境利用フロンティア共

同研究では、識別された研究課題毎に課題担当機関（主に国立試験研究機関）が設定され、そのもと

に大学、国研等の研究機関が参加する形態が取られた。フロンティア共同研究の立ち上げ時には、課

題担当機関、参加研究機関が独自の宇宙環境利用予算を獲得することが想定されていたものの、実

際には一般の研究機関が宇宙開発予算を獲得するのはかなり困難であることが明らかとなり、また、

フロンティア共同研究によっていくつかの有力な研究コアが育ったものの、コアが固定する場合もあり

新規の研究者が参入しにくいと言う反省点があった。

以上のような背景のもと、宇宙環境利用の推進策として公募地上研究制度が考案された。その制度

上の特徴は、以下のとおりである。

（１）実際にきぼうを利用する前、準備段階の地上研究に対してのファンディング

・ きぼうを利用するためには再度きぼう利用テーマ公募に応募する必要あり

・ 利用テーマの国際公募への応募も目標となる

（２）対象は利用機関（ＮＡＳＤＡ外）で行われる地上研究

　　　・予算はＮＡＳＤＡが一括して獲得し、各利用機関に配分
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（３）公募によるテーマの募集

・ 広い範囲の研究者に機会を提供する

（４）公募研究推進委員会による選定

・ 研究者によるレビューを参考とし、専門委員会により評価

・ 推進委員会による総合審査を経て選定

（５）最大３年間の研究期間を認める（中間評価による見直しも有り得る）

　この公募地上研究制度により、宇宙環境利用を志向する研究機関に地上研究レベルでのファンディ

ングの仕組みが整ったこととなる。公募地上研究制度により、多くの研究者が宇宙環境利用研究に参

画し、その中から宇宙ステーションの研究テーマが育っっていくことが期待されている。
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４．４．　国際公募の推進活動

４．４．１．　ＩＳＳ利用テーマの公募

日本国内の研究者による国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）利用には、現在、国内公募と国際

公募というふたつの道が開かれている。

国内の公募としては、これまでに、「きぼう」（ＪＥＭ）与圧部利用一次選定（１９９２年～９３

年）、曝露部初期利用募集（１９９６年～９７年）の２回が行われている。

与圧部一次選定はＮＡＳＤＡが開発中の共通実験装置の検証をひとつの目的としており、

共通実験装置の利用を前提としている。一次選定テーマとしては、現在４５テーマが進行し

ているが、ＮＡＳＤＡの協力のもとで、実験計画書の設定、適合性試験、搭載性確認作業を

経た後、１９９９年以降に宇宙環境利用研究委員会による最終選定（二次選定）が行われる

こととなっている。これに続く与圧部利用テーマの第２回募集については、まだ詳細な方針

が設定されていないが、１９９６年の宇宙環境利用部会報告の方針に従い、地上研究があ

る程度仕上がった状態で募集を行い、２段階の選定をやめて１段階とし、選定後比較的早

い時期（２～３年後）にフライト実験を実施することを想定している。ここでの募集対象は、次

期実験装置を含むＮＡＳＤＡの共通実験装置を利用するテーマが主であるが、論理的には

独自の実験装置を用いるテーマの募集もありえる。この場合、独自実験装置はＮＡＳＤＡが

利用権を有するきぼう内のラックに設置されることになる予定である。

一方、曝露部初期利用募集は、部会報告の方針に従って選定は１段階であり、曝露部利

用の特質から搭載実験装置の独自開発を前提としている。使用できるのはＮＡＳＤＡが利用

権を有するきぼう曝露部の５ポートである。第２回曝露部利用テーマの募集は、この初期利

用募集と同様の方針で行うことを想定している。曝露部利用の主たる分野である天体観測、

地球観測、技術開発、基礎物理の特質から曝露部利用はテーマ独自の実験装置を開発す

ることが基本であり、現時点では共通実験装置を設置する構想はない。

以上をまとめると、ＩＳＳのうち日本が有する利用権（きぼうの５１％）の範囲内であれば、

国内で自由に利用テーマを設定し得るが、この枠組みでは日本が整備する実験装置（共通

実験装置または独自に開発する実験装置）しか使えないこととなる。ＩＳＳの他の部分（実験

装置）へのアクセスには別の仕組みが必要である。

そこで現在、各国の研究者がＩＳＳの各パートナーの実験装置にアクセスする仕組みとし

て国際公募が設定されつつあり、ＮＡＳＤＡとしても、我が国研究者により広い範囲の実験装

置の利用機会を提供するため、国際公募に参加することとする。

なお、国際公募の他に実験装置の利用権を２国間でバーターして利用するという枠組み

も考えられるが、これはケースバイケースで検討すべきものであり、本稿では論じない。

また、現在のところ、国際公募の対象は、国際的に共通の土俵で、競争的な環境のもとで

選定することが可能な科学研究（Scientific utilization）に限られることにも注意する必要が

ある。技術開発（Technology development）、商業利用（Commercial／Industrial utilization）

等の機関または国のポリシーに基づき実施されるテーマは、国際的に共通の土俵で評価す

る意義はなく、また、科学研究であっても機関独自のポリシーに基づいて行われるテーマも

国際公募にはなじまないので、本稿では論じない。

４．４．２．　国際公募の概要
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ＩＳＳにおける国際公募は、国際ライフサイエンス戦略会合（ＩＳＬＳＷＧ：International

Space Life Sciences Strategic Working Group）及び国際微小重力科学戦略会合（ＩＭＳＰＧ：

International Microgravity Sciences Strategic Planning Group）において検討が始まり、ライ

フサイエンス分野については１９９７年から実際に公募が開始されている。

ライフサイエンス分野において国際公募が先行したのは、分野の特質に基づいている。Ｉ

ＳＬＳＷＧでは、ライフサイエンス分野では、いわゆる国家的な戦略に基づいて設定される実

験テーマは少なく、反面、国際的に共通の興味、関心が持たれていることが認識されてきた。

この状況のもとで、ライフサイエンス研究の推進策として検討されたのが、搭載装置に関す

る重複投資を回避する観点からの搭載実験装置開発の国際分担であり、実験実施面での

協力による実験機会の最大限の活用である。また、ＩＳＳにおいて、いわゆるキャンペーンモ

ードの運用（１インクリメントに特定分野の実験を集中的に実施するような実験運用）が実

施されることになれば、各パートナーが実施する実験領域も調整を必要とすることとなり、各

パートナーがそれぞれ独自に実験を選考し、開発・実施するといった進め方では無駄が多く

なると予想された。そのような経緯から、国際的に共同でフライト実験を募集、選考すること

が提案され、１９９７年から実際に公募が開始された。

４．４．３．　ライフサイエンス国際公募

　本項では、ＩＳＬＳＷＧでの議論に基づき、１９９７年から開始されたライフサイエンス分野で

の国際公募についてまとめる。ここでのライフサイエンスは、国際的な慣行に従って、宇宙生

物学、バイオメディカル、宇宙医学の分野を含んでいる。

４．４．３．１．　経緯

第１回の国際公募は１９９９年～２００１年という宇宙ステーションの初期利用のための実

験に絞って１９９７年に実施された。参加機関は、ＮＡＳＡ、ＥＳＡ、ＣＳＡ、ＤＬＲ、ＣＮＥＳであり、

ＮＡＳＤＡは、共通実験装置の開発スケジュール等も考慮して参加しなかった。

第２回の国際公募は、第１回の参加機関にＮＡＳＤＡも加わり、２００２～２００３年の実験

実施を目標として、１９９８年９月を締め切りとして実施され、仮申し込み段階では世界中で

約２５０件、日本では６８件の応募という関心の高さが示された。

ライフサイエンス国際公募では、国際的なパネルにより統一した評価が行われ、テーマの

重複を避け、ＩＳＳ全体で最高の科学的成果をあげることが目標とされている。国際公募に参

加する機関はそれぞれ実験装置を国際公募に提供し、各国の研究者はそれら実験装置を

使った実験を提案できる。

４．４．３．２．　仕組み

国際公募の参加各機関が同じ時期にプロポーザルを募集し、国際的に組織される評価

パネル（Peer panel）で科学的な内容の評価を行ってから、搭載性の検討を行った上で、各

エージェンシーがそれぞれのポリシーによって順位付けを行い、最終的には国際的な委員

会（Steering  committee）で選考する。提案者はその所属に関係なく、国際パートナーが開

発した装置を利用することができる。

４．４．３．３．　国際公募に対する戦略
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ライフサイエンス分野としては、以下に示すようなメリットが期待できるので、国際公募に

積極的に参加するものとする。

４．４．３．４．　国際公募への参加のメリット

（１）研究の活性化とレベルアップ

国際公募への参加を推進することにより、国際的な宇宙ライフサイエンスの研究動向

に関する情報が、我が国の研究コミュニティに積極的に提供されるようになるので、国内

の研究のレベルアップが期待される。また、国際的な評価の実施により、国際的水準での

競争が生じて、国内の研究水準が上がることが期待できる。

（２）実験範囲の拡大（使用可能な装置の増加）

日本のユーザーは、国際パートナーの提供する装置はすべて利用可能になるので、実

験可能な範囲が、我が国の開発する装置に限定されることなく、拡大する。従って、我が

国として宇宙実験を実施することができるライフサイエンスの領域が広がる。

（３）国際交流、協力の推進と研究の活発化、差別化

現在までのところ実績はないが、各国から、類似テーマ、関連テーマが提案されること

が予想され、それらの統合なども視野に入っている。これによって、研究者間の国際的な

交流が促進される。また、サンプルシェアリングなども積極的に推進することが可能になり、

コミュニティ全体での研究活動の活発化が期待される。他方では、研究協力のメリットを

活かすために研究者間で協力相手の選別を行うことになるが、結果として「日本の強い

分野、得意な分野」が活かされることになることが期待できる。

４．４．４．　微小重力科学国際公募

４．４．４．１．　経緯

微小重力科学分野の国際公募に関する検討は、米欧の宇宙環境利用予算の削減を背

景に実験装置の相互利用を目指して始められた。

ライフサイエンス分野は、１実験あたり複数の実験装置を必要とするという特徴を持って

おり、国際公募の必要性が高い。これに対し、微小重力科学分野では装置単体での実験実

施が可能であり、国際公募を実施する必然性はライフサイエンス分野ほど高くない。しかし、

宇宙環境利用の有効性を示すためには、国境を越えた早期の成果創出が重要であるとの

認識のもと、国際ピアレビューを通じた競争原理の導入、国際研究協力による研究水準の

引き上げを目指し、国際公募が推進されることとなった。

４．４．４．２．　仕組み

微小重力科学分野における国際公募は、国際微小重力科学戦略会合（ＩＭＳＰＧ）におい

て検討作業が進められている。

ＩＭＳＰＧでは現在、２０００年頃の第１回公募発出、２００３年頃の実験実施を目指し、ＩＭＳ

ＰＧのもとに設けられたタスクチームにより実行計画の作成作業が進められている。実行計

画案については、継続的に議論を進め、１９９８年内に実行計画を制定することで合意が得

られている。

なお、１９９８年８月現在の実行計画案概要は以下のとおりである。
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（１） no change of funds を原則とする。

（２） 国際公募への参加は各国の判断に委ねられる。（ただし、ＩＳＳ利用リソースを有す

ることが前提）

（３） ピアレビュ方式による科学評価、技術評価を参考に、宇宙機関による選定リストの

作成を行い、宇宙機関間の調整により最終選定が行われる。

（４） 複数のテーマが同時に実施可能な場合は研究協力を推奨する。科学評価の高い

テーマの提案者を代表研究者とする。

（５） 実験準備、実施などに係わるリソース・費用分担などは、装置提供・装置利用二国

間または多国間で調整する。

４．４．４．３．　国際公募に対する戦略

今後もＩＭＳＰＧを中心とした国際公募に関わる国際調整を継続的に進めることとし、相互

利用を想定した装置開発の調整、対象テーマに関する情報交換などを行う。また、微小重力

科学専門委員会、公募推進委員会などで、国際公募に関する検討を行い、得られた意見、

要求などをＩＭＳＰＧへ反映することとする。

　なお、我が国における微小重力科学分野の国際公募への対応について、宇宙環境利用

研究委員会の微小重力科学専門委員会において議論が行われた結果、以下の方針のもと

で、国際公募実行計画の検討に臨むこととなった。

（１）国際公募への参加

宇宙環境利用の有効性が全世界的に問われている今、国境を越えて早期の成果創出

を目指すべきであり、国際ピアレビュを通じて国際水準に照らし合わせて良いと判断され

たテーマから実施されるべきである。よって、公募地上研究などは国際公募を通じて実施

されるべきである。競争原理の導入、研究者同士の世界的な交流によって微小重力科学

研究の興隆、国内研究のレベルアップが期待される。

（２）ナショナルプログラムの実施

（１）のように、国際公募へ参加し微小重力科学分野全体で成果の創出を目指す一方で、

ＮＡＳＤＡ課題研究、応用化研究、技術開発などをナショナルプログラムとして独自に推進

することが必要である。

ＮＡＳＤＡ課題研究は、これまでの宇宙実験が公募主導型で、実験成果の体系的な理

解が図られていないということを鑑み、宇宙環境利用の体系的理解を進め、先導的役割

を担うために設定された。本課題研究は長期的な視点に立った計画的な研究プログラム

であり、継続的な実験の実施が必要である。このため国際公募とは別の自国利用枠にお

いて推進が図られる必要がある。

また、宇宙環境の民間利用促進を目指した応用化研究や、宇宙インフラや宇宙実験の

ための技術開発では、守秘性が第一に求められる。しかし、国際公募は国際ピアレビュを

経るので、守秘性が担保されない。よって、応用化研究・技術開発なども国際公募とは別

の枠組みの中で推進されるべきである。ＮＡＳＡにおいてもｃｏｄｅ－Ｘ、技術開発などは公

募対象外となっている。

４．４．４．４．　国際公募への参加のメリット

（１）研究の活性化とレベルアップ

・ 世界的に優れたテーマが実施されるので、微小重力科学分野として早期の科学的成
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果の創出が期待される。

・ 国際レビュープロセスによる競争原理の導入によって、国内研究活動の活性化・レベ

ルアップが図られる。

・ 国際協力（情報交換、研究者間の交流、共同研究の実施など）の促進によって、より良

い科学的成果の創出が期待される。また、国内研究活動の活性化・レベルアップが期

待される。

（２）ＩＳＳ利用の効率化

・ 他国開発の実験装置へのアクセスが容易になり、多くの研究領域の宇宙実験が可能と

なる。

・ テーマの重複が除かれ、ＩＳＳ利用研究の効率化が図られる。

・ 他国開発の装置が利用できるので、少ない装置開発費で広範なテーマが実施できる。
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４．５．　応用化研究の推進活動

４．５．１．　応用化研究の意義

　「応用化研究」は、民間による「きぼう」（ＪＥＭ）を中心とした宇宙環境利用の促進を目指し、

宇宙実験の成果を地上における生産活動等へ応用することを目的とした研究で、民間企業

が強い関心を持つ研究テーマがその中心になる。

　微小重力等を特徴とする宇宙環境の利用は、地上研究のみでは困難である技術課題を

解決できる可能性を秘めている。応用化研究を推進することにより宇宙環境利用の研究開

発リスクを低減し、民間企業等が宇宙環境利用研究に主体性をもって取り組める環境を整

える。これにより、宇宙実験によって得られる成果が機動的に活用され、地上における製品

開発へ反映されることが期待される。

　このように応用化研究を推進することにより、宇宙環境利用の地上の生産活動への反映

及び実利用に向けた展開が期待でき、社会ニーズに合致した宇宙環境利用を促進すること

ができる。

４．５．２．　応用化研究の当面の推進方策

　現状では、応用化研究の主要な担い手となるべき民間企業における宇宙環境利用に対

する関心が低いことから、従前のプロセスを改善し、民間企業が参加しやすいプロセスを構

築するとともに、民間企業が主体的に参画できるような目的指向型の「先導的応用化研究」

を、応用化研究の先駆けとして平成１１年度から実施する。

先導的応用化研究は、宇宙実験の成果を応用して「地上の生産技術の改善を図ること」、

宇宙実験を「地上の生産プロセスの一部に組み入れること」などの実現を目指した宇宙環

境利用の有効性実証を目的とし、地上研究から軌道上実験を経て取得データの応用にい

たるまでの一環した研究を重点的かつ計画的に実施するものである。

以下に、先導的応用化研究の推進方策を示す。

（１）民間企業が参加しやすいプロセス

①  民間企業がいつでも研究テーマを提案できるように、研究テーマの募集は、期間を限

定せず、研究テーマ提案を常時受け付ける。

②  研究テーマの選定は、軌道上実験の成果が地上の製品開発等へ応用される可能性

や知的所有権取得の可能性を重視した基準で宇宙開発事業団が行う。選定された

研究テーマについては、研究進捗状況を宇宙開発事業団で適宜評価し、実験条件・

実験手順の確認等の準備が整い次第、迅速に軌道上実験を実施するプロセスに移

行する。

③  先導的応用化研究は宇宙開発事業団との共同研究により実施することとし、テーマ

提案機関に応分の負担を求めるものとするが、参加する民間企業等は研究者の労

働時間、所有設備の提供等の形式（いわゆる In-kind）での負担も可能とする。

④  先導的応用化研究の実施にあたり、利用者と関係機関の間で秘密保持が必要な事

項（研究内容の詳細、研究成果等）を特定し、その内容にアクセスする人数を必要最

小限とするとともに、秘密保持に関する取決めを締結し、一定期間の秘密保持を義務

付けることとする。
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⑤  先導的応用化研究で得られた成果に関する知的所有権に関しては、貢献度に応じて

テーマ提案機関と宇宙開発事業団との共有とする。また、共有の知的所有権につい

て、テーマ提案機関は一定期間（原則として５年間程度）優先的に実施することがで

きる。

（２）研究領域

先導的応用化研究の研究領域としては、幅広い研究分野が有望と考えられるが、当

面は以下の領域を含むものとする。研究領域については、今後、宇宙開発事業団にお

いて適宜見直す予定である。

　　　○さまざまな分野への応用が期待される高機能性材料の研究

　　　○通信分野への応用が期待される高性能半導体の研究

　　　○エンジン・ボイラ等関連への応用が期待される燃焼器の高効率・低公害化に関する

研究

　　　○医薬品の研究開発への応用が期待される蛋白質結晶成長・構造解析

（３）研究テーマに関する調査

潜在的利用者となりうる研究者も含め、広く研究テーマの発掘を目的として、課題の

調査及び研究会の開催を継続的に実施する。課題の調査としては、産業界の抱える課

題、企業のニーズ、課題解決のための宇宙環境の利用が有効なものを識別するため、

技術文献の調査、各領域の関連企業へのヒアリング調査、委託調査等を行う。また、各

研究領域ごとに研究会を組織し研究課題候補に関する検討を行う。

（４）先導的応用化研究体制の整備

① 宇宙開発事業団が研究テーマの評価・選定を行い、選定されたテーマについては提

案機関と共同研究として研究を実施する等、宇宙開発事業団において研究推進に係

る体制を整備する必要がある。このため、平成１１年度より、新たな推進組織「宇宙環

境利用応用化研究推進グループ」を組織するとともに、推進責任者「宇宙環境利用応

用化研究推進統括リーダ」を外部から招聘した。

② 先導的応用化研究の実施にあたっては、公益法人の機能を最大限活用することとす

る。公益法人は、本研究の推進に関し宇宙開発事業団への支援を通して、将来の民

間利用促進を行うポテンシャルの獲得を目指す。
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４．６．　運用宇宙医学（宇宙飛行士の健康管理と臨床宇宙医学）

４．６．１．　日本人宇宙飛行士の健康管理の目的

宇宙開発事業団（ＮＡＳＤＡ）が実施する宇宙飛行士の健康管理の目的は、日本人宇宙

飛行士の健康を確保し、パフォーマンスを最大限に引き出すことを通じて、宇宙開発ミッショ

ンの成功に貢献するとともに、ＮＡＳＤＡの国際的責務及び宇宙飛行士雇用者としての責務

を果たすことにある。

４．６．２．　スペースシャトルにおける宇宙飛行士の健康管理

宇宙飛行士の健康管理は、宇宙医学研究の成果と宇宙飛行の経験に基づいて実施して

いる。我が国では、１９８５年の日本人宇宙飛行士の選抜から宇宙飛行士の健康管理が始

まった。さらに、日本人宇宙飛行士のスペースシャトルへの搭乗機会に際して、 ＮＡＳＡとＮ

ＡＳＤＡのフライトサージャン（航空宇宙医学専門医）との協力の上に飛行前、飛行中、飛行

後の健康管理を実施している。

（１） 医学選抜

　宇宙飛行士としての任務に耐えうる健康な候補者を選抜するための第１次、２次および３

次の医学選抜を実施している。

（２）飛行前健康管理

宇宙飛行士を宇宙飛行に適した健康状態を保つために、毎年定期的に身体検診が実施

される。搭乗機会の決定した宇宙飛行士に対しては、打ち上げまで段階的に医学検査と診

察を実施し、さらに飛行約１週間前から外部との接触を制限してクルーを感染症から守って

いる。

（３）飛行中健康管理

スペースシャトルの飛行中はフライトサージャンがヒューストンにある飛行管制センター

から２４時間体制で搭乗員の健康状態のモニターを行っている。さらに１日１回、プライバシ

ー保護のもとにフライトサージャンがその日の健康状況について問診を行い、必要に応じた

指示を与えている。

船外活動では宇宙服を着用するが、宇宙服の中は 0.29 気圧、100％酸素で満たされ、お

よそ６～７時間の船外活動が可能となる。船外活動時には絶えず心電図などが地上の飛行

管制センターでモニターされている。

（４）飛行後健康管理

スペースシャトルが飛行を終えて地上に着陸すると、待機していたフライトサージャンによ

り搭乗員の健康状態がスペースシャトル内で直ちにチェックされる。その後着陸基地内の診

療所内で診察、検査が行われる。さらに後日、より詳しい検査が行われ、異常がなければ飛

行前の通常の健康管理活動に引き継がれる。

４．６．３．　国際宇宙ステーションでの健康管理
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４．６．３．１．　長期宇宙滞在における健康管理の特徴

国際宇宙ステーションでは、人種、文化や生活環境の異なる７人の多国籍のクルーが約

３～６ヶ月間宇宙に滞在することが計画されている。搭乗員に対する健康管理は、以下に示

す国際共同による健康管理として実施される。長期宇宙滞在ではスペースシャトルで行わ

れてきた健康管理技術に加えて、新たな課題を解決していく必要がある。

　

４．６．３．２．　国際宇宙ステーション搭乗員に対する健康管理の基本方針

国際宇宙ステーションの搭乗員に対する健康管理は、各宇宙機関が自国のクルーに対

して個別に独立して実施するのは非効率、非現実的である。このため、各国際パートナーが

国際健康管理チームを形成し共通する必要最小限な健康管理を一元的に実施することに

なっている。

一方、各国の宇宙機関は自国の宇宙飛行士に対する健康管理の最終責任を有し、国際

共同による健康管理活動に抵触しない限り、必要な健康管理活動を追加して実施すること

ができるとされている。

　従って、ＮＡＳＤＡは日本人宇宙飛行士に対する健康管理責任を有するとともに、国際宇宙

ステーション搭乗員に対する国際共同健康管理に対して応分の負担を負うことが要求され

ている。

４．６．４．　健康管理技術研究開発（医学運用に必要な技術開発）

４．６．４．１．　健康管理技術研究開発の必要性

長期間の宇宙滞在により骨や筋肉の萎縮は進行し、閉鎖環境によるパフォーマンスの低

下、異文化との接触による摩擦、及び放射線被曝による影響などの医学的問題が生じ、宇

宙飛行士の軌道上健康管理及び帰還後リハビリテーションの上で大きな課題となることが

予想されている。

現在ＮＡＳＤＡ宇宙医学研究開発室では医学運用上の体系的な対策法の構築として、以

下の４つの最重要課題を設定し、健康管理技術研究開発を実施している。

４．６．４．２． 最重要課題

ＮＡＳＤＡは、日本人宇宙飛行士の長期宇宙滞在前までに体系的に解決策を確立してお

くべきテーマとして以下の４つを最重要課題として設定し、取り組んでいる。

（１）生理的対策手法の確立

長期宇宙滞在に伴う筋・骨・循環系などのdeconditioning を予防し、パフォーマンスを最

大限に引き出すための飛行前・中・後の生理的対策手法(運動処方等)を確立する。

（２）心理的支援手法の構築

国際宇宙ステーションに長期滞在する日本人宇宙飛行士の精神／心理を健全な状態

に維持するために必要な具体的手法と手順を確立する。
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（３）宇宙放射線被曝管理システムの構築

宇宙飛行士の宇宙放射線による被曝を適切に管理するためのシステムを構築する。

本システムは、運用基準（被曝限度、放射線障害防止のための健康管理計画等）、被曝

量予測システム、宇宙放射線計測システムから成る。

（４）医療管理システムの構築

国際宇宙ステーションに長期滞在する日本人宇宙飛行士に対して地上から健康管理

を実施するにあたり、必要となる地上設備を開発整備するとともに、軌道上の設備を含め

た医療管理システムを構築する。

４．６．４．３．　健康管理技術研究開発の実施体制と手順

宇宙飛行士の健康管理は宇宙飛行士の健康や生命に直接関わるものであり、何らかの

事故が発生した場合、責任はＮＡＳＤＡが負うべきものである。従って、宇宙飛行士の健康管

理技術研究開発にあたっては、ＮＡＳＤＡ職員が中心となって社内研究及び共同研究によっ

て進めることとする。

必要に応じて、国内外の研究者からなる委員会（有人サポート委員会の運動処方助言ワ

ーキンググループ、精神・心理支援手法助言ワーキンググループ及び有人サポート委員会

放射線医学分科会など）の支援と助言を得て対策法を作成する。

作成された健康管理技術開発の内容は、各宇宙機関担当者との調整およびＮＡＳＤＡ理

事長の諮問機関である有人サポート委員会の評価と承認を得た後に、実際の医学運用が

実施される。

必要に応じて対策法の有効性を評価検証し、問題点を明らかにし、改善を図ることとする。

実施過程で得られたデータを体系的に管理し、将来の発病対策や健康管理のための基準

値設定に役立てる。

４．６．４．４．　期待される成果とその展望

期待される成果としては、

１）長期宇宙滞在に伴う宇宙飛行士のリスクを軽減し、軌道上及び帰還後の心身の健康

と安全を計る。

２）宇宙飛行士の健康、安全、快適性、パフォーマンスを向上させる技術を蓄積する。

３）地上の医療課題（骨粗しょう症、筋萎縮、睡眠障害など）へ成果を還元する。

　などが挙げられる。

４．６．５． 健康管理に関わる医学研究テーマの健康管理への取り込みについて

フロンテイア共同研究から公募地上研究に移行した今日、外部の研究者による研究活動

をいかに NASDA の健康管理に取り組むか、その体制はいかにあるかについては、現在も

なお各方面との議論・調整を実施中である。

　ここではその議論の中における基本的な考え方を示す。

１） 健康管理に関わる医学研究は医学上の課題に対するリスクの軽減・対策の構築および

実応用の可能性の観点から実施する。
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２） 健康管理上有用で実用可能な研究（解決策）は NASDA との共同研究として健康管理

技術研究開発に積極的に取り込む。

３） 健康管理に関わる研究を公募する場合、今後臨床宇宙医学として健康管理上の課題を

具体的に提示した上でテーマの募集・選定を行う。

４） 健康管理に関するＮＡＳＤＡ主体の研究を実施する場合、なるべくインターネット等を通じ

て広く研究者の参加を呼びかけつつプロジェクト研究として計画する。
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４．７．　広報・普及啓発活動

４．７．１．　政策上等の位置づけ

平成８年１月２４日に改訂された宇宙政策大綱では、「宇宙開発について、国民の理解と

協力を得るよう努めることは、宇宙開発を推進する者の責務である。このため、青少年をは

じめ国民各層に対して宇宙開発の意義、内外の開発状況、成果等をわかりやすく伝えるとと

もに、様々な媒体、イベント等を活用して国民が宇宙開発活動に触れる機会を増やす等、広

報活動の格段の強化を図る必要がある。」と記述されている。

　また、ＮＡＳＤＡ評価委員会宇宙環境利用部会では、「宇宙環境利用とは、単なる宇宙ステ

ーションの運用や宇宙実験の実施にとどまるものでなく、人類の活動領域をプラネット地球

の外へ拡大するという意味を伴うものである。ＮＡＳＤＡがその活動に対する認知・啓発活動

を教育や広報（例えば、宇宙飛行士のプレゼンテーション、テレビやインターネットを通じた

宇宙からの日々の映像発信など）を通じて拡大することが必要である。また、精神との関わ

りや世界規模の連携を考慮すること、すなわち宇宙ステーション計画を科学的な成果を求

める場とするだけでなく、全人類への有形無形の貢献の場とすることが望まれる。」との評

価が行われている。

４．７．２．　現状

毛利飛行士、向井飛行士、若田飛行士、土井飛行士のスペースシャトル搭乗等を経て、

青少年を含む国民の宇宙及び有人宇宙活動への関心はますます高まりつつある。

このような状況のもとで、ＮＡＳＤＡでは、ＮＡＳＤＡが参加するスペースシャトル搭載の宇

宙実験ミッションや日本人宇宙飛行士が搭乗するシャトルミッションにおいて、プレスを通し

た情報公開・広報普及のみならず、最近ではインターネットを用いた情報公開及び広報普

及活動を行ってきている。また、ＮＡＳＤＡ関係者や日本人宇宙飛行士が積極的に各種の青

少年育成の活動に参加してきている。

４．７．３．　課題

現在のＮＡＳＤＡの広報体制は国民の知る権利を保証するレベルに到達していないとの

認識から、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）／「きぼう」（ＪＥＭ）に向けたＮＡＳＤＡの広報普及活

動に関して、以下の点が課題として挙げられる。

（１）これまでのシャトルミッションは最長で約２週間であったが、国際宇宙ステーションの運

用・利用は毎日行われることになる。このため、定常的かつ効果的な広報普及活動を行う

ための方策の設定、体制の整備が必要となる。また、広報業務の経験と知識を有する担

当者を配置するなど、人員と予算の配置、評価システムの確立等を通して広報体制の確

立を図るべきである。

（２）国際宇宙ステーションなどを利用した理解増進活動は、教育関係、各宇宙機関が協力

して実施すべきである。また、国際的にも、国際宇宙ステーションへの参加国等が協力し

て理解増進活動の検討を開始しており、この活動と歩調を合わせることは有益と考えられ
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れる。

（３）現在、社会において行われている様々な理解増進活動が一目で分かり、相互利用、共

同利用などを可能にするデータベースを含む「情報ネットワーク」の構築が進んでいる。こ

れに、参加することにより、社会教育、草の根活動がさらに広範囲に広がると考えられる。

（４）国際宇宙ステーションは最低１０年間運用されることから、次世代を担う青少年育成活

動も格段の強化を図る必要がある。

４．７．４．　戦略計画

 

 現在、ＮＡＳＤＡの推進方策として次の方策の具体化検討を行っている。

 

（１）広報・普及啓発活動に必要な環境整備

　ＩＳＳ／きぼうに関するすべての情報を集中・管理・運用し、情報の公開を的確かつ迅速

に行うため「ＩＳＳ／きぼう広報・情報センター」（仮称）を設置する。同センターは、情報デ

ータベースとネットワーク、各種情報の提供、 ＩＳＳ／きぼう展示・体験コーナー、青少年の

ための普及啓発コーナー、全国キャラバン用移動展示、映像・音声編集室及びＩＳＳ／き

ぼうから２４時間ダウンリンクされる各種ＴＶ映像（高精細画像を含む）の発信拠点として

の機能を有する。

 

（２）宇宙関係機関・個人への支援

　宇宙に関する広報・普及啓発活動を行っている機関（科学館、日本宇宙少年団等）や個

人（草の根活動等）に対し、その活動を支援するため協力関係、情報交換を円滑に行うこ

とを目的として、情報データベースを運用する。

 

（３）青少年に対する普及啓発

　青少年を対象とした軌道上からの宇宙授業、地上で親子で参加できる宇宙関連イベン

ト、全国キャラバン、青少年各層用（小学校、中学校、高校）・教師用の普及啓発活動用資

料を作成するとともに、講演、解説を積極的に行う。

（４）専門広報担当者の育成

　広報・普及啓発活動を行うにあたり、広報業務の経験と知識を有する担当者を配置する

ため、内外からの戦略的広報専門家の登用、報道関係機関からの人材受け入れ、及び広

報担当者の報道関係機関等への派遣研修を行う。
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５． 関連情報 web site 及び問い合わせ先

（１） 関連情報 web site

＜関連する日本の学会＞

（微小重力科学）

日本マイクログラビィティー応用学会　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　　http://moses.agnes.aoyama.ac.jp/~denjiman/gakkai/shuttle.html

（生物科学・ﾊ゙ｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞ ）ー

日本宇宙生物科学会　ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ

　　http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jsbss/index.html

＜宇宙開発事業団　ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ＞

　　　http://www.nasda.go.jp/　，　http://jem.tksc.nasda.go.jp/utliz/index.html

＜宇宙環境利用研究データベース＞

　　　http://srdb.tksc.nasda.go.jp/

＜公募地上研究に関する情報＞

　　（財）日本宇宙フォーラム　ﾎー ﾑﾍﾟｰｼ　゙http://www.homepage.co.jp/jsforum/

＜落下塔実験に関する情報＞

　　（株)日本無重量総合研究所　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ　゙http://www.blk.mmtr.or.jp/~mgoffice/
　　地下無重力実験センター　ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ　http://www.jamic.co.jp/

（２） 本資料に関する問い合わせ先

宇宙開発事業団　宇宙環境利用システム本部

　宇宙環境利用研究センター　研究推進課　利用戦略担当

　　〒305-8505　茨城県つくば市千現２－１－１

　　　ＦＡＸ ： ０２９８－５０－２２３３

　　　ｅ－ｍａｉｌ ： strategic@nasda.go.jp
　　　本資料の掲載ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://jem.tksc.nasda.go.jp/utliz/index.html


