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　イプシロンロケットは、独立行政法人宇宙航
空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が開発を進めている
小型の固体燃料ロケットだ。
　フェアリングはロケットの先端に位置し、内
部に衛星やロケット機体を格納してロケット打
ち上げ時や飛行時に生じる音響、振動、温度な
どの過酷な環境から保護するという重要な役
割を担っている。また、大気圏外で衛星を軌道
に乗せるため、確実かつ安全に分離・離脱する
必要がある。
　川崎重工はこれまで、わが国の基幹ロケット
であるＨ－ⅡＡ／Ｂロケット向けにさまざまなタ
イプのフェアリングを開発・製作し、累計で約
30機分を納入している。この豊富な実績や新
規の技術提案が評価され、イプシロンロケット
用フェアリングの開発を担当している。
　イプシロンロケットは８月に試験機が打ち上
げられる予定だ。フェアリング開発の主な節目
をカメラで追ってみた。
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川崎重工・播磨工場（兵庫県播
磨町）で行なわれたイプシロン・
フェアリングのＰＭ（実機大試作
モデル）による分離放てき試験に
成功した瞬間のひとコマ。
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現場を訪ねて

世界初の浮体式天然ガス液化プラント（Ｆ－ＬＮＧ）向け
大型ボイラ７缶を連続製作
（播磨工場）

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季⑭

中国地方の川の「夏」を追う
大山滝の飛沫に、
束の間の涼。

●表紙説明●
　誌面を圧する巨大なクラゲ？－にしては糸状の触手がありません。実はこれ、ロケッ
トの先端に位置し、内部に衛星などを格納するフェアリングの先端部です。川崎重工は、
この８月に試験機の打ち上げが予定されている、独立行政法人宇宙航空研究開発機
構（ＪＡＸＡ）のイプシロンロケットのフェアリングを開発しました。
　詳しくは「最前線カメラルポ」（１～５ページ）をご覧ください。

イプシロンロケット用
フェアリングを開発

新製品・新技術

防衛省・海上自衛隊向け
新型「Ｐ－１固定翼哨戒機」の量産初号機を納入

イラストぎじゅつ入門－◯

熱して冷やす？
二重効用で世界最高効率の
吸収冷温水機
「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の構造
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（上）音響試験は、
ＪＡＸＡのエンジ
ニアの指揮で
進められた。

（下）音響試験設備
（川崎重工が設
計・製作して納
入）にセットされ
たイプシロン・
フェアリングの
ＰＭ。左下から
音響パワーが
噴出する。

（左）強度試験は、イプシロン・フェアリングのＰＭに各方向か
　　ら荷重をかけて歪みを計測し、強度・剛性を評価する。
（下）フェアリング計測室でデータに見入る開発関係者。

イプシロン・フェアリング実機の製作風景。作業台に運ばれるパネルの一片（左）。パネルを内部から見るとこうなる（右）。

ＰＭ（実機大試作モデル）を用いて
強度試験

“半殻一体パネル“などで
工程・コストを低減

ＰＭ音響試験は
ＪＡＸＡ筑波宇宙センターで実施

ペイロードアクセスドアの
固定作業が約20分で完了

海上に着水したフェアリングは
数時間で水没

　2012年12月半ば。
　川崎重工・播磨工場（兵庫県播磨
町）に設けられたフェアリング試験タワー
に、イプシロンロケット用フェアリングのＰＭ
（プロトタイプモデル：実機大試作モデ
ル）がセットされていた。ＰＭ強度試験が
行なわれるのである。
　イプシロンロケット用フェアリング（以
下、イプシロン・フェアリングと略）は全長
約９ｍ、直径約2.6ｍで、先端部は円錐
形になっている。
　フェアリングは、ロケット先端部に搭載

された衛星などを、打ち上げや飛行時
の過酷な環境から保護するものだ。その
ため、ロケット飛行中の荷重に耐えられ
る十分な強度・剛性と、飛行中に衛星な
どの搭載物を熱（大気圏では空気との
摩擦熱でイプシロン・フェアリングの表面
温度は最高で800℃前後になる）や、音
響（ロケット打ち上げ時の排気音響は、
ガラスが割れるような振動を発生させる）
から保護する高い耐熱・防音性能が求
められる。
　強度試験は大まかにいうと、
　「試験タワーに設置したＰＭに、垂直
方向や水平方向などから荷重をかけて
ＰＭの歪みを計測し、強度・剛性を評価 　川崎重工はこれまで、大型ロケットＨ－

ⅡＡ／Ｂ向けフェアリングを、試験用も含
めて約30機以上、設計・製作している。
そして、打ち上げられたフェアリングは、
宇宙空間ですべて正常に作動した。
　川崎重工はこうした実績のある基盤
技術を基に、イプシロン・フェアリングにつ
いても高い信頼性を確保しながら効率
的な開発を進めている。
　新しい技術も導入された。
　フェアリングは、ロケットが宇宙空間に
出たらふたつに割れる仕組みになって
いる。二枚貝のような形状のパネルは、
蜂の巣状のハニカムコアの両面にアルミ
板を接着したハニカムサンドイッチ構造
である。
　「従来は、パネルの円筒部と円錐部
は別々につくって結合していましたが、イ
プシロン・フェアリングでは両者を一体で
成形する“半殻一体パネル”を採用しま
した」（川崎重工  航空宇宙カンパニー
技術本部宇宙機器設計部宇宙機器二
課の駒田禎彦課長）
　また、フェアリング外表面の断熱材
は、大規模な専用ブースが不要になる
などの利点がある貼付方式の断熱シー
トを新しく開発。防音材も曲面に沿った
形状に加工が可能な樹脂製防音ブラ
ンケットを採用した。これらにより、
　「性能を向上させつつ工程を低減で
き、さらには製造コストの低減も図れまし
た」（駒田禎彦課長）

　ＰＭ強度試験に続いてＰＭ音響試験
が行なわれたのは、2013年２月中旬のこ

と。場所は、ＪＡＸＡ筑波宇宙センター
（茨城県つくば市）の総合環境試験棟・
音響試験設備である。
　この設備は、ロケット発射時および飛
行中の音響環境を模擬し、その環境で
の試験体の機能を確認できる設備で、
川崎重工が製作・納入したものである。
音響源発生装置で高圧のチッ素ガスの
流れをつくり、最大で約151デシベル（ｄＢ）
の音響パワーを発生できる。
　試験は、実機と同じ防音装備を施し

　フェアリングには、内部にセットした衛
星などの搭載物（ペイロード）を打ち上
げ直前に、エンジニアが最終チェックす
るためのアクセスドアが設けられている。
従来は、最終チェックが終わった後、こ
のドアを閉めてボルトで固定する作業に
約１時間かかっていた。
　イプシロンは、ロケットを発射場の発射
台で組み立て始めてから、点検し、打ち
上げるまでの期間を極力短くしようとして
いる（後述）。そのためには、ペイロードア
クセスドアの固定に要する時間もできる
だけ短縮したい。
　そこで、イプシロン・フェアリングではド
アの構造をシンプルにするとともに、強度
を維持しつつドア取付ボルトの数をでき
るだけ減らすなどの工夫をした。
　その結果、ドア固定作業は20分以内
に完了することが可能になった。

　ところで、ロケット打ち上げ後、機体か
ら分離したフェアリングは海上に落下す
る。これが大型の海上浮遊物となって、
船舶の航行に支障を及ぼさないようにし
なければならない。イプシロン・フェアリン
グでは、パネルのハニカムコアに小さな
溝穴を設け、パネル内に水が入りやすい
構造を新しく開発した。
　「着水したフェアリングは数時間で水
没するので、船舶の航行への影響を回
避できます」（駒田禎彦課長）

するものです」（川崎重工 航空宇宙カ
ンパニー技術本部宇宙機器設計部宇
宙機器二課の西尾誠司基幹職）
　この日の強度試験の結果、制限荷重
（ロケット飛行時に負荷が予測される荷
重など）下では塑性変形などは発生せ
ず、また、終極荷重（制限荷重の1.25
倍）下でも破壊しないことが確認でき、各
構造部の設計・解析が妥当であると評
価された。

たＰＭを同設備の反響室床面に固定。
実機で外部から負荷される音響を当
て、フェアリング内外の音圧レベルなどを
計測してその影響を調べるものだ。
　試験は３日がかりで行なわれた。その
結果、構造の振動応答や音響減衰は
設計通りで、また、構造各部の破損や緩
み、サンドイッチパネル内部の剥離や断
熱材の剥がれなどもなく、設計・解析が
妥当と評価された。
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イプシロン・フェアリングの
ＰＭによる分離・放てき試験
は、分離機構の爆薬起爆
とともに、写真のように２枚
のパネルがきれいに割れて
分離し成功した。

高性能・低コストの小型固体燃料ロケット、
イプシロン。（C）ＪＡＸＡ

川崎重工が技術支援で参加したイプシロン・フェアリングＰＭによる組立リハーサル。

より高性能・低コストを目指す
イプシロンロケット

今夏、「惑星分光観測衛星」を
搭載して打ち上げ

２人のエンジニアで打ち上げられる
“モバイル管制”

ロケット自体が
本体や搭載機器をセルフチェック

パネルがきれいに２分割して
分離放てき試験が成功

　開発中のフェアリングが搭載されるイ
プシロンロケットは、わが国独自の技術で
固体燃料ロケット技術の粋を極めたとい
われるＭ－Ｖロケット（2006年に運用終
了）の後継機である。Ｍ－Ｖロケットまで
の伝統を受け継ぎ、より一層進化した固
体燃料ロケットを目指している。
　全長約24.4ｍ、直径（代表径）約2.6
ｍ、総重量約91ｔの３段式ロケットで、打
上能力（地球周回低軌道）は1.2ｔ（ちな
みにＭ－Ｖは1.8ｔ）。
　「イプシロンロケットの開発には、固体
燃料ロケット技術の継承・発展とともに、

　イプシロン・フェアリング試験機は、従
来のフェアリング製作と同じく川崎重工・
岐阜工場（岐阜県各務原市）で部品を
製作し、播磨工場内のフェアリング組立
工場で組み立てて完成させた。
　完成したイプシロン・フェアリングは５月
下旬、発射場のＪＡＸＡ・内之浦宇宙空
間観測所（鹿児島県肝付町）に向けて
播磨工場から出荷された。
　これより先、５月半ばには内之浦宇宙
空間観測所でＪＡＸＡにより、フェアリング
ＰＭ（実機大試作モデル）による組立リ
ハーサルが行なわれ、川崎重工は技術
支援で参加した。また、５月末にはイプシロ
ンロケットの機体システムが発射場に搬
入され、組み立てや全段システムの点検、
打ち上げリハーサルが行なわれるなど、
発射に向けた準備が着 と々進んでいる。

●
　川崎重工が開発したフェアリングを搭
載する新しい小型固体燃料ロケット、イ
プシロンの試験機には、地球を回る軌道
から金星や火星などを観測する「惑星
分光観測衛星」が搭載される。
　そして８月、イプシロンロケット用に改
修されたＪＡＸＡ・内之浦宇宙空間観測
所から打ち上げられる予定である。 

　従来は、ロケットを発射台で組み立て
て搭載機器などを点検し、打ち上げるま
でに少なくとも２か月弱かかっていた。イ
プシロンロケットは人工知能を持つだけ
ではなく、ロケットの部品を減らし完成に
近い形で発射場に運べるような仕組み
になっている。発射台での組み立てが
非常に簡略化されるのだ。そのため、発
射台での組立作業が始まってから１週
間で打ち上げられる。これは“世界最
短”である。
　しかも、打ち上げ管制を行なうエンジ
ニアは２人だけ。パソコンによる“モバイ
ル管制”が実現する。ロケットの打ち上げ
時には大勢のエンジニアなどが管制室
に詰めて見守る、というのがこれまでのイ
メージだったが、イプシロンロケットはこう
した“常識”を完全に覆すことになる。
　「開発するからには世界一を目指す、
というのがわれわれの目標です。もちろ
ん、今夏に予定されているイプシロンロ

ケット試験機からモバイル管制を実施し
ます。小型衛星の需要が増える見通し
の中で、世界に先駆けたモバイル管制
は非常に意義があります。試験機の打ち
上げ費用は、試算ではＭ－Ｖロケットの
約半分。次の段階ではさらなる低コスト
を目指す計画で、今後のわが国のロケッ
ト打ち上げビジネスに大きく寄与できるも
のと思います」（ＪＡＸＡ・井元隆行さん）

　イプシロンロケットは、Ｍ－Ｖロケットや
大型のＨ－ⅡＡロケットで確立された技
術を活用し、さらにその技術を改良した
新しい技術と革新的な打ち上げシステ
ムを採用している。
　中でも大きな技術革新は“知能化によ
る自律点検”である。
　ロケットの打ち上では発射直前まで、
搭載されたあらゆる機器を点検しなけれ
ばならない。例えば、Ｍ－Ｖロケットの打ち
上げでは、管制室に並ぶ数十台の点検
機器を用いてロケット本体や搭載された
各機器をチェックするので、100人ものエ
ンジニアが必要だった。
　これに対してイプシロンは、３段ロケット
の各段に人工知能を設置。パソコンで
点検を指示すれば、ロケット自体が本体

や搭載機器をセルフチェックし、各段の
点検結果はネットワークを通じてパソコン
に集まる仕組みになっている。このよう
に、人工知能が設置され、自ら打ち上げ
前の点検作業を行なうロケットは“史上
初”だという。

　さて、イプシロン・フェアリングの開発作
業に戻ろう。
　４月上旬には川崎重工・播磨工場で
ＰＭ分離放てき試験が行なわれた。
　フェアリング試験タワーにＰＭをセット。
２枚のパネルの結合部に組み込まれて
いる分離機構の爆薬端部を、電気的に
起爆させて作動させるのだ。
　準備が整うとカウントダウンが始まり、
「－５、４、３、２、１、起爆」－その瞬
間、爆発音とともにＰＭは貝が割れるよう
にふたつに割れて左右に倒れた。爆薬
が起爆し、パネルの接合用ボルトを瞬時
に切断。パネルを縦方向にふたつに分
離・放てきすることに成功したのだ。
　試験の結果、分離・開頭機構の性能
が確認され、また、フェアリング分離時の
衛星やロケットに対する影響評価などが

行なわれ、いずれも設計・解析の妥当性
が確認された。
　これら一連の試験で、イプシロン・フェ
アリングの開発作業はほぼ終了した。

技術の進歩で衛星が小型化（重量500
ｋｇ未満）しているという背景があります。
固体燃料ロケットは、液体ロケットに比べ
て運用性に優れており、小型衛星の打
ち上げに適しています。イプシロンロケッ
トはこの特性を活かすべく、より高性能・
低コストを目指して開発に取り組んでい
ます」（ＪＡＸＡ・宇宙輸送ミッション本部イ
プシロンロケットプロジェクトチームサブマ
ネージャの井元隆行さん）
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