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次世代型路面電車ＬＲＶ（ライト・レール・ビークル）
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●表紙説明●

　曲線と直線が描く奇妙な、そして力感のある造形。
その向こうに広がる真っ青な空－実は、川崎重工が
開発中の次世代型路面電車ＬＲＶ（ライト・レール・
ビークル）「ＳＷＩＭＯ」の実験車両の先端部分です
（川崎重工・播磨工場で撮影）。
　昨秋完成したこの実験車両は、川崎重工が開発し
た高性能の車載用ニッケル水素電池「ギガセル」を搭
載し、架線なしで走行できる画期的な路面電車です。
　「ＳＷＩＭＯ」実験車両の実証走行が、播磨工場内
の実験線、実際の営業線で行なわれています。
（詳しくは「新製品・新技術」（Ｐ．１８～１９）をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）は
なぜ、線路と道路を
自由自在に走れるのか
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－日本初の有人宇宙施設－

本誌は再生紙を使用しています

ス イ モ

ス イ モ

Ｒ

国際宇宙ステーション
に近づき、船倉を開い
たスペースシャトル。

国際宇宙ステーション。

　今年、国際協力で建設中の人類史上最大
の宇宙構造物、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ：
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｓｐａｃｅ  Ｓｔａｔｉｏｎ）で、いよい
よ「きぼう」日本実験棟が組み立てられる。
　「きぼう」の構成部材は、今年３月、４月、来年
３月頃に米スペースシャトルに搭載されてＩＳＳ
に運ばれ、順次、組み立てられることになって
いる。
　今年３月には日本の宇宙飛行士、土井隆雄さ
ん、４月には星出彰彦さんがスペースシャトル
に搭乗し、「きぼう」の組み立てなどに従事する。
さらに、今年秋以降には若田光一さんが日本
人として初めてＩＳＳに数か月間長期滞在し、「き
ぼう」の最終組立準備や宇宙実験、ＩＳＳの運用
作業などを行なう予定だ。
　このように日本にとって、宇宙開発の飛躍の
年となる２００８年－国際宇宙ステーション
（ＩＳＳ）および「きぼう」とはどういうものなのか、
写真を中心に紹介する。また、総合技術を駆使
して早くから日本の宇宙開発に参画してきた
川崎重工の関連製品・技術は多岐にわたって
いるが、その主なものを写真でまとめた。
取材協力・写真提供／独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）

米国航空宇宙局（NASA）

３月、宇宙空間に建設中の 国際宇宙ステーションへ
「きぼう」の構成部材を運 搬する第１便が飛ぶ
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トラス
太陽電池パネルを支える柱。

実験モジュール
（「きぼう」日本実験棟）

ノード
実験モジュールなどのパーツ
をつなぐ役目。居住空間とし
ての機能もある。

熱制御放熱板

ロボットアーム

太陽電池パネル

　地上約４００ｋｍの宇宙に建設中の
国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）は、宇宙
空間という特殊な環境を利用して地

上では困難な各種の実験・研究や地球・
宇宙の観測などを行なうもので、日本、
米国、カナダ、ヨーロッパ各国、ロシア
など１５か国が協力している。人類初
の一大宇宙プロジェクトである。
　１９９８年に建設が始まり、およそ５０

回に分けて米スペースシャトルなど
で構成部材（パーツ）を運んで組み
立てる。スペースシャトルがＩＳＳに到
着すると、シャトル・ロボットアームを
操作してシャトル船倉から取り出した
パーツを、ＩＳＳ・ロボットアームの操

作や宇宙飛行士の船外活動によって
ＩＳＳに取り付けるのだ。パーツはこれ
まで３５回以上運ばれ、進捗率はほぼ
７５％で、すでに宇宙飛行士が３名滞
在して運用されている。
　ＩＳＳは、完成すると幅が約１０８ｍ、

長さが約７３ｍで、これは、サッカー競
技場のフィールドとほぼ同じサイズ。
重さは約４２０ｔ。来年前半からは宇宙
飛行士が常時６名滞在して運用される。
完成予定は２０１０年。

●ＩＳＳは、地球を１周約９０分、時速約
２万８，０００ｋｍというスピードで回っ
ており、肉眼で見ることができる
（詳細はＪＡＸＡのホームページ
http://iss.jaxa.jpへ）。

　日本人宇宙飛行士では、１９９７年１１月、１２月に土井隆雄
さんが日本人として初めて２回船外活動を行ない、船外活
動用装置の検証や人工衛星の回収を行なった。２００５年
７月には、野口聡一さんが日本人として初めてのリーダー
役としてＩＳＳの修理技術の検証などのために３回船外活動
を行なった。２００７年１０月の米国人宇宙飛行士による船外
活動では、極めて困難なＩＳＳ太陽電池パネルの修理作業が
無事に行なわれた。

　ＩＳＳの中は無重力だが、空気はあるので普段着で生活で
きる。しかし、外は真空で、宇宙放射線が飛び交う非常に厳
しい環境だ。船外活動を行なうには１４層で構成されてい
る船外活動用宇宙服を着用する。背中に酸素やバッテリー
などの生命維持装置が装着されており、最高で８時間活動
できる。
　無重力状態での船外活動では、手足を意図的に支えな
いと体を安定できないなど、一つ一つの動作が地上とは大
きく異なり、習熟した技術が求められる。そのため、地上で
の訓練・シミュレーションと、詳細な作業手順が不可欠であ
る。さらに、宇宙服の中は人体の生命維持のため０．３気圧
の圧力がかかっている。この宇宙服を着て０気圧の宇宙空
間に出ると、圧力差でパンパンにふくれる。手袋の部分も
ふくれるので、道具を用いた作業は非常に困難であり、船
外活動は極めて過酷な活動である。さらに、１気圧の室内
環境から０．３気圧の宇宙服環境に
短時間で移行すると、血液中の窒
素が気泡化して障害をもたらす
恐れがある（潜水病と同じ）。そこ
で、船外活動の前には減圧した室
内で純酸素を吸入するなど、長い
時間をかけて血液中に溶け込ん
でいる窒素を減らす必要がある。

　そこは重力の働きが地上の１万分
の１以下で限りなくゼロに近く、大気
が地上の１億分の１でほぼゼロ。太陽
や銀河からの宇宙放射線が飛び交う
異空間である。しかし、大気の影響を
受けずに宇宙や地球の観測ができ、
微小重力状態で実験・研究ができる
というメリットがある。

　ＩＳＳは、宇宙空間という地上とはまっ
たく異なる厳しい環境に置かれた有人
施設です。このため、人間が安全で快
適に長期間居住し、仕事ができる場所
でなければなりません。これを実現する
ためには、安全で操作性に優れたシス
テムを製作し、これをさらに１段階・２段階
上のより大きなシステムとして統合し、宇
宙で運用する技術が求められます。日
本は、ＩＳＳ計画という有人宇宙計画に

参加して、これまでの宇宙開発では得ら
れなかった新たな技術・知見や国際的
な信頼を得ることができました。
　人間の生存に必要な空気の扱いひと
つを例に挙げても、さまざまな技術的配
慮が必要です。ＩＳＳ内部は１気圧に保
たれ、地上の室内と同様の温度・湿度
が維持されています。しかし、これだけで
は宇宙飛行士は安全に生活できません。
無重力の宇宙では空気の対流がない
ので、呼吸で吐き出した炭酸ガスは拡散
せずに漂うことになります。宇宙飛行士
がその無酸素の固まりを吸い込むと窒
息してしまう。そこで、空気は常時、循環
させています。さらに、火災対策。火災は、
起こさない、延焼させないという視点か
ら使う材料は厳しく選別しています。もし
火災が起こっても、空気が循環していれ

ば煙が移動するので、火災検知器が地
上のように作動します。やはり、空気の循
環は極めて重要です。次に出てくる問
題が、空気の循環に使うファンの騒音対
策。この技術課題にも対処しており、「き
ぼう」はＩＳＳで一番静かだと評判です。
　ＩＳＳの安全確保や運用に必要な電
気系統・通信系統・コンピュータなどはそ
の重要度に応じて二重、三重系統とし、
設計審査・安全審査を徹底して行なっ
ています。
　ＩＳＳの運用は、各国の運用管制センター
が連携して行ないます。今後われわれは、
筑波宇宙センターから「きぼう」を運用
管制して、有人運用や宇宙医学という
人間の宇宙長期滞在に必要な新たな
技術・知見を獲得していきたいと考えて
います。

建設進捗率はほぼ７５％、
２０１０年に完成予定

船外活動の“知られざる真実”

地上４００ｋｍの
宇宙空間の実態

独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
有人宇宙環境利用プログラムグループ企画推進室長

人間が宇宙に長期滞在するための高度な技術的対応
山浦雄一さん
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船内保管室

結合機構（川崎重工）
ロボットアーム

船外パレット

衛星間通信システム船外実験プラットフォーム

船内実験室

環境制御装置
（川崎重工）

エアロック（川崎重工）

環境制御装置（川崎重工）

空気調和装置。環境制御装置のひとつで、船
内実験室内に２基設置されている。

移動テーブルの作動テスト。エアロック。 エアロックの点検・整備。

「きぼう」の船内実験室（実物大模型／ＪＡＸＡ
筑波宇宙センター）。中に入ると、左右に実験
ラックが並んでおり、実験中の宇宙飛行士の
気分に浸れる。

ＪＡＸＡ筑波宇宙センターでは、「きぼう」の構
成部材の最終点検・整備が続いていた（撮影
／２００７年１２月）。

結合機構。宇宙空間で多数のコネクターを確実
に結合させるため、位置ズレを自動的に修正する
機能を備えている。

　ＩＳＳで日本が開発・運用を担当する「き
ぼう」日本実験棟は、ご覧のような構造物。
日本では初めての有人宇宙施設で、宇
宙飛行士による長期間の活動が可能だ。
　ＩＳＳの運用は、宇宙飛行士が地上と
交信しながら行なうが、地上での「きぼう」
運用管制機能の中心になるのがＪＡＸＡ
筑波宇宙センター（茨城県つくば市）の「き
ぼう」運用管制室である。同管制室では、
ＩＳＳ全体の運用を行なうＮＡＳＡ（米国
航空宇宙局）と協力しながら「きぼう」
の運用を行なうことになっている。

●船内実験室
　「きぼう」の中心実験室。大型バスとほぼ
同じ広さで、内部には、「きぼう」の運用・宇
宙実験などを可能にするコンピュータ・通信
装置・環境制御装置・熱制御装置・電力制御
装置や実験ラック（合計１０台）などが設置さ
れている。地上の室内と同様の環境で、宇
宙飛行士２名が実験を行なう。現在、微小重
力環境を利用してライフ・サイエンス（生命

科学）実験や新材
料の開発、流体物理
の実験などが準備
されている。大学・
研究所の実験・研究
が先行しているが、
民間出資の薬品開
発・コマーシャルや
教育・文化・芸術な
どユニークな利用
も期待されている。

●船内保管室
　実験装置や消耗品などの倉庫で、船内実
験室とつながっている。

●船外実験プラットフォーム
　実験装置を宇宙空間に晒し、高真空、広
大な視野などの宇宙環境を利用して宇宙
観測、地球観測や先端宇宙技術実験などを
行なう。これだけの規模の船外実験施設が
あるのは、ＩＳＳでも「きぼう」だけ。エアロッ
ク（別項参照）を通じて、ロボットアームで
船内と船外の荷物の出し入れを行なう。

●船外パレット
　３個の船外実験装置を保管。スペースシャ
トルで、実験装置をＩＳＳに輸送する。

●ロボットアーム
　宇宙飛行士が船内実験室から操作し、船
外プラットフォームの実験装置などの交換
を行なう。

※１便目：２００８年３月頃（土井隆雄さんが搭
乗し、「船内保管室」を運ぶ）

※２便目：２００８年４月頃（星出彰彦さんが搭
乗し、「船内実験室」と「ロボットアー
ム」を運ぶ）

※３便目：２００９年３月頃（「船外実験プラット
フォーム」と「船外パレット」を運ぶ。
すでにＩＳＳに長期滞在中の若田光
一さんが作業を行ない、この便で
帰還する）

　川崎重工は「きぼう」の開発に参画し、高
度なメカトロニクスなど幅広い技術を駆使
して「エアロック」や「結合機構」、さらには「環
境制御装置」の開発・製作を担当した。

●エアロック
　船内実験室と宇宙空間（船外実験プラッ
トフォーム）との間で実験機器などの搬出

入を行なう装置で、サイズは直径約１．５ｍ、
長さ２ｍ。アルミ合金（一部ステンレス）構
体で、内外にハッチ（開き蓋）を付け、内部
に移動テーブル、構体外部に加圧減圧装置
が設けられている。ハッチの蝶番などの潤
滑油は、地上で用いられる潤滑油は適さな
いため、真空用グリースを用いている。
　機器の出し入れは、エアロックの中に物

を入れ（移動テーブルにセット）、内側のハッ
チを閉め、エアロック内に満たされている
１気圧の空気を抜く（貴重な空気なので再
利用する仕組みになっている）。その後、外
側のハッチを開け、移動テーブルを船外に
伸展させる。船外でテーブル上の物をつか
む時はロボットアームを操作する。作業後、
空気を戻す。

●結合機構
　「きぼう」の船内実験室と船外実験プラッ
トフォームをつなぐ機構。まず４本のラッチ
により双方を引き寄せ、４本の電動ボルトで
固定する。その後、双方の電気や光ファイバー、
流体などのコネクター（一部は二重系統で
合計１８個）を確実に結合する。

●環境制御装置
　船内実験室用空気調和装置や船内保管
室用空気循環ファンなど３点。
　ＪＡＸＡ・山浦雄一さんのお話にあるように、
宇宙空間の船内では空気の対流が無いため、
強制的に循環させて人間や機器が発生す
る熱や水分を除去しつつ、船内の温度・湿
度や空気組成を均一にしなければならない。
これらの装置は、微小重力下では空気に混ざっ
て排出されてしまうエアコンの水を捕捉・
回収するなどの工夫がなされており、また、
騒音や振動が最小限に抑えられている。

●今年、いよいよ「きぼう」を
　宇宙に運ぶ

■「きぼう」と川崎重工
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上：ＪＡＸＡ筑波宇宙
センター・無重量
環境試験棟内の
大型プールで船
外活動に関した
試験を行なう若田
光一さん（水中用
宇宙服も川崎重
工が調達）。

左：実験装置などの
実物大模型がセッ
トされた大型プー
ルの全景。

JAXA種子島宇宙センター大
型ロケット発射場。
整備組立棟（左側の建物）で
組み立てて整備されたＨ－ⅡＡ
ロケットが、移動式発射台で射
点まで搬送されていく。
液化水素貯蔵供給所。
衛星フェアリング組立作業台。

打ち上げ

固体ロケット分離

衛星フェアリング分離・放擲
１段／２段分離

衛星分離

ほうてき

　川崎重工は１９７０年代初めからわが国の宇
宙開発に関わり、これまでにさまざまな関連製品・
設備などを開発・製作してきた。ここに紹介した
のはその主なものにすぎない。
　このほか、再使用型宇宙輸送系の基盤技
術の確立を目指した技術開発では、宇宙往還
技術試験機（ＨＯＰＥ－Ｘ）の小型自動着陸
実験（ＡＬＦＬＥＸ）および極超音速実験機
（ＨＹＦＬＥＸ）の実験全体取りまとめ支援など、
さらには、再使用ロケット実験機の実験機設計、

飛行試験などを行なった。
　測地実験衛星ＥＧＳ（あじさい）を製作し、次
世代型無人宇宙システム（ＵＳＥＲＳ）再突入
モジュール（ＲＥＭ）では構造および熱防御系
を開発し、宇宙からの回収に成功した。また、月
着陸機の研究にも参画している。
　地上設備では、音響試験設備や閉鎖環境
適応訓練設備、宇宙医学研究設備の設計・
施工などその実績は多種多様である。

　川崎重工は、日本の大型ロケット、Ｈ－ⅡＡロケッ
トを打ち上げるＪＡＸＡ種子島宇宙センター大
型ロケット発射場の主要設備の設計・施工を
行なった。
　移動発射台上にロケットを組み立て、最終
整備を行なう「整備組立棟」（同時にロケット
２機の組立・整備が可能）、整備組立棟で組立・
整備したロケットを射点まで搬送する「移動式
発射台」、ロケット燃料の液化水素を貯蔵し、
ロケットへ供給する「液化水素貯蔵供給所」
（－２５３℃の極低温の液化水素を貯蔵できる
充填容量５４０ｍ3の液化水素貯槽（日本最大）
を３基）、ロケットからの排出水素ガスを燃焼処

理する「水素ガス処理場」、エンジンから放出
される未燃水素ガスを燃焼処理・拡散させる「高
圧ガス噴射設備」など。このほか、各貯蔵所か
ら燃料をロケットへ充填するための充填配管（特
殊構造の大口径真空断熱二重管）や防消火
用水供給設備といった多様な製品を川崎重
工が設計・施工している。
　この設備で、ギネス記録が誕生－整備組
立棟の前面扉は幅２７ｍ、高さ６７ｍ、重さ約４００ｔ
の扉２枚で構成されており、１枚の扉（テニスコー
ト４面分）としては世界最大と認定された。
　なお、衛星系設備の「衛星フェアリング組立
作業台」なども設計・施工した。

　ロケットの先端部分で人工衛星を収納し、
打ち上げから高度約１２０ｋｍの大気圏外に出
るまでの間（約２００秒間）、騒音・振動、空気圧
縮および摩擦熱による衛星フェアリングの表面
温度約３００℃などの過酷な環境から衛星を保
護。そして、大気圏に出た後、スムーズに開い
て人工衛星を宇宙空間に放つのが衛星フェ
アリングだ。
　川崎重工は自社開発で衛星フェアリングを
開発。現在は５種類の型式を揃え、収納する
人工衛星のさまざまなサイズに対応している。
これまでの納入実績は累計１４基で、すべて正
常に作動した。また、Ｈ－ⅡＡロケットの打上能

力増強型であるＨ－ⅡＢロケット（２００９年度打
上予定）対応型フェアリングも開発している。
　川崎重工の衛星フェアリングは、ハニカムサ
ンドイッチ構造（ハチの巣状のハニカムコアの
両面にアルミ板を接着）の二枚貝に似た形状
になっている。大気圏外の所定地点で、貝の
合わせ目にセットされた分離機構の爆薬端部
を電気的に起爆。爆薬は、一瞬のうちに爆発し、
発生するガスの圧力で分離機構のノッチ付き
結合ボルトが破断し、同時にバネが進展して
二枚の貝を放擲する。さらに、衛星分離部を作
動させて人工衛星を宇宙空間に放つ。

　宇宙飛行士は、宇宙飛行士候補者としての
基礎訓練の後、より進んだアドバンス訓練、技
量維持向上訓練などさまざまな厳しい訓練を
受けなければならない。訓練期間は合わせて
５年以上に及ぶ。
　そのひとつが無重量環境訓練。といっても
地上で長時間、無重量環境をつくることはでき
ないので、大型プール内で中性浮力を利用し
て無重量に似た環境を創出している。ＪＡＸＡ
筑波宇宙センターの無重量環境試験棟内の
大型プール（直径１６ｍ、深さ１０．５ｍ）は川崎重
工が設計・施工したものだ。中に実験装置など
の実物大模型をセットし、宇宙飛行士が水中
用宇宙服を着て船外活動試験・訓練などを行

なう。この訓練では、川崎重工もスタッフとして
支援した。

　地上から高度約２０ｋｍの成層圏は、雲がなく、
風も比較的穏やかで、飛行機などの輸送シス
テムと干渉することがない。何よりも見通し距離
が５００ｋｍ以上あるので、成層圏プラットフォー
ム（飛行船）を長期間定点滞空させて通信や
放送、観測、災害監視などの情報発受信基地
に利用すれば、最低７機で日本列島をすべて
カバーできる。
　川崎重工は、この成層圏プラットフォーム（飛
行船）の研究・開発に参画し、自動飛行制御
実験機（全長２５ｍ）を設計・製作して実験を実
施。その最大のテーマである大型化とともに、
強度を維持したままでの軽量化、さらには飛行
制御技術、運用技術などの開発・研究に取り
組んでいる。

川崎重工の宇宙開発関連製品・技術は多種多様

ＪＡＸＡ種子島宇宙センター

衛星フェアリング

無重量環境試験設備 成層圏プラットフォーム（飛行船）
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