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[要 約] 

 本調査研究は、宇宙実験の有力な方向であると思われる回収可能な無人の宇宙実験衛星

の利用に関し、ユーザーに利用しやすい小型・軽量・簡便なシステムを指向し、第１章で

は国内外の動向調査を、第２章ではニーズ調査、仕様・運用への要求、システムの実現性

及び開発課題・対策を検討･整理そして第３章では産業利用の可能性を検討した。 

 

１．調査研究項目・スケジュール 

１．１ 調査研究目的 

 本調査研究の目的を記す。  

１．２ 調査研究体制 

 本調査研究に係わる委員会、再委託業者を含んだ実施体制、委員会名簿を記す。 

１．３ 調査研究内容 

 本調査研究の実施内容を記す。 

１．４ 調査研究項目・スケジュール 

 本調査研究の実施項目に対応した実行スケジュールを記す。 

 

第１章 国内外既存システムの状況・開発背景の調査 

１．１ 宇宙環境利用の一般動向 

21 世紀に入り、米国は開発・利用の力点を宇宙実験から惑星探査へ移す方向となり 2010

年にはスペースシャトルが引退することも決定した。その影響を受けて、世界各国の宇宙

活動は月有人飛行計画検討、月面基地建設や火星有人飛行を目指したものが目立つ。 
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その一方で、宇宙実験を中心とした本格的な国際宇宙利用施設ＩＳＳも完成真近であり、

日本実験棟「きぼう」も 2008 年から一部運用を開始している。今後の宇宙環境利用実験

はＩＳＳ／「きぼう」を中心に実施されると考えられるが、課題も抱えている。 

課題の例としては、本編でも示しているが 巨額の費用と期間、膨大な調整など利用に

当たりハードルが高い。そして最大の懸案はスペースシャトル引退後の試料などの回収手

段の目途が立っていないことなどである。 

そうした状況の中で、ＩＳＳ／「きぼう」を利用した本格的宇宙実験の前段的実験と考

えられてきた、弾道飛行の小型ロケット実験（実験時間:数分）や回収型実験衛星（実験時

間：数日）が、各国でも今後、継続して実行される見込みである。これらの方法は、ＩＳ

Ｓ実験などの前段としての位置付けだけでなく、前述したＩＳＳの課題を補完する意義を

持つものとして、考えていくべきである。これらの手法の関連を図１－１に示す。 

  

小型ﾛｹｯﾄ 回収型実験衛星 ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ

実験 
航空機実験 
落下塔 

きぼう/ＩＳＳ 

弾道飛行  前段的実験 地球周回型

カプセル
有人宇宙船

本格的 
宇宙実験 

実験時間： 
数秒 

実験時間： 
5分～10分程度 

・ FOTON/BION 
・ USERS 
実験時間： 
20～45日程度 
（USERS：数ヶ月）

実験時間：

14日程度 
（実験中止）

実験時間： 
数ヶ月 

小型宇宙回収システム（本調査研究対象）

実験時間：TBD 
（案）ピギー：1.5H、

副衛星:2週間

図１－１ 有力な微小重力実験手段

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．２ 回収型実験衛星と実験内容  

 国内外の既存の宇宙実験回収システムに関し、開発背景・経緯、利用状況、実験内容を

調査し、今後の動向を検討した。 

回収型実験衛星に関しては、従来から実施されていた落下塔実験、航空機実験、小型ロ

ケット実験は実験時間が数分程度以下なのに対し、数日から数ヶ月の長期間の実験期間を

得ることが、大きな特徴である。この方式は、古くからロシア(旧ソ連)が最も盛んで、1970

年代からＢＩＯＮ、ＦＯＴＯＮとして、かつ 2000 年代に入ると改善型のＦＯＴＯＮ-Ｍ、
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ＢＩＯＮ-Ｍが実行、計画されている。表１－１に実績スケジュールを示す。 

実験ユーザーはＥＳＡ関係が主体である。又、中国も熱心に実施しており、本方式の科

学実験関連は 1980 年代後半から 2 年間に 1 回のペースで実施されている。インドも本方

式を試験しており 2009 年には本格的実験を開始予定である。一方、我が国では次世代型

無人宇宙実験システム（ＵＳＥＲＳ）が稼動したが、単発的な利用にとどまっている。 

 

１．３ 小型ロケットと実験内容 

 国内外の既存の宇宙実験回収システムに関し、開発背景・経緯、利用状況、実験内容を

調査し、今後の動向を検討した。 

小型ロケットについては、日本ではＴＴ－５００Ａ、その発展型のＴＲ－１Ａシリーズ 

で終了となったが、ヨーロッパでは、スウェーデンやドイツを中心にＴＥＸＵＳ、ＭＡＳ

ＥＲ、ＭＡＸＵＳといったロケットシステムも用いて、継続的に実験が行われている。 

表１－１ 回収型実験衛星 実績スケジュール 
ＮＯ 国（機関） 区分 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

1

日本 ・USERS
・SFU、
EXPRESS

・再突入試験
機

2

米国

3

ﾛｼｱ ・BION

・FOTON

4
ESA関連 ・IRDT

5
中国 ・回収型人工

衛星

6
その他 ・ｲﾝﾄﾞSRE

BION-11（計11回）1973～

1985～ FOTON-12（計12回） FOTON-M1 FOTON-
M3

FOTON-M4？

BION-M1（以降2
年に１回程度？）

打上 回収開発

EXPRESS
SFU打上 回収

OREX HYFLEX DASH

1975～総計20機　1987～科学実験　計10機

実績 予定

FOTON-
M2

 
 

１．４ ＩＳＳ／「きぼう」の宇宙活動 

 ＩＳＳは紆余曲折をへて、現在 2010 年の完成を目指している。本項ではＩＳＳ／「き

ぼう」の開発経緯、現状の利用計画及び課題を調査・検討した。JAXA は「きぼう」での

宇宙実験として第１期利用計画、第２期利用計画を実施、計画している。他に、応用利用

の面からも活動しており、その中でも従来からＩＳＳのロシアモジュールを利用して推進

してきたタンパク質結晶生成プロジェクトを「きぼう」内の蛋白質結晶生成装置を利用し

てさらに推進させるよう計画している。又、さらに有償利用募集、産学官連携計画で利用
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推進を図っている。 

 

１．５ サブオービタル 

 最近、一般人を対象とした民間による宇宙旅行計画が立ち上がっており、運営会社との

今後の調整によっては、宇宙飛行実験が実施できる可能性がある。小型ロケットのように

弾道飛行により数分間の有人の微小重力環境を得ることができるが、今後順調に開発でき

るか、費用などが課題である。関連情報を調査したが、概ね 2010 年以降の宇宙旅行開始

を計画している。 

 

１．６ その他の実験手段 

 その他の微小重力実験施設としては、落下塔実験設備、航空機実験及びスペースシャト

ル実験などがある。落下実験、航空機実験は地上での模擬微小重力下での本格的な宇宙環

境実験の前段的実験と位置づけられるものである。スペースシャトル実験は数々の実験が

実施されてきたが、2010 年のシャトルの退役にともない、ＩＳＳ建設への重点的に利用す

るため、今後は同実験を実施するゆとりがなく、実質終了している状態である。 

 

１．７ まとめ 

以上の項目で各実験方法に対する、開発背景・経緯、利用状況、実験内容を調査し、今

後の動向や課題を検討した。本格的な宇宙実験を目指すＩＳＳ／「きぼう」にも１．１項

に示すような課題があり、今まで前段的に考えてきた他の実験手法もそれらを補完するも

のとして、今後も継続されよう。 

 その中でも、回収型実験衛星に関しては、ロシアの 2 機種に関する新たな改善型（ＦＯ

ＴＯＮ－Ｍ、ＢＩＯＮ－Ｍ）の導入、中国の回収衛星の継続的活用、インドの新規開発の

動向を見れば、この方式に対する実験要望はまだまだ高いと考える。本調査研究ではこの

回収型実験衛星方式で小型･軽量で簡便なシステムの開発・利用を目指すものである。 

 

第２章 回収システムの仕様・運用要求の明確化、実現性の検討 

２．１ 仕様・運用要求検討 

回収システムの仕様・運用の検討にあたり、過去の宇宙実験への応募テーマ・分野につ

いて調査し研究ニーズの傾向について分析した。また、既存システムとの差別化のポイン

トを識別し、本システムの特徴を活かした仕様や、運用について検討を行った。 
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（１）宇宙実験ニーズ検討 

  ISS「きぼう」での宇宙実験に向けた準備研究や、宇宙環境利用に資する技術開発テー

マの発掘・育成を目的とした「地上公募研究」制度について、過去の応募テーマを分野別

に識別し、宇宙実験のニーズについて分析した。傾向としては、医学、生物化学、ライフ

サイエンスなどの生物系が過半数を占めていた。 

 生物を対象とした実験の場合、軌道上で取得されるデータも重要であるが、実験後に地

上で分析した結果から得られる効果も大きい。生物を対象とした回収システムの構築にあ

たっては、実験後の試料の回収機能は重要な要素となる。 

（２）既存システムの運用 

 微小重力実験を実施するためには複数の手段があるが、試料の回収が可能な既存システ

ムは、ISS やロシアの回収カプセル FOTON-M 及び BION-M など わずかなものに限られる。

これら既存システムの概要や実験の運用方法､プロセスなどについて調査を行った。 

（３）既存システムとの比較 

  差別化を図るため、ISS やロシアの回収衛星などの既存システムとの比較を行い、各シ

ステムのメリット・デメリットについて整理した。その結果、本システムは、国内打上に

よる実験準備の簡便性や回収機構保有による実験直後の分析評価への対応に優位性が見出

せ、特徴づけられることがわかった。検討結果を表２．１－１に示す。研究者のニーズも

考慮し、本特徴を活かせる実験としては「マウス・ラットなどを用いた小動物実験」が有

用であると考える。 

（４）仕様・運用検討 

回収システムでは、「実験後早期に地上での評価分析を要する実験」への実験をとして、

マウス・ラットなどを用いた小動物実験に優位性を見出した。本システムが保持すべき仕

様・運用要求(案)を表２．１－２に示す。 

 

２．２ 実現性検討 

回収システムの「マウスの搭載からカプセル回収～ユーザーへの引渡し」までの実現性

を検討し、成立性の目処を得ることができた。 

（１）運用検討 

運用飛行計画案を図２．２－１示す。 

① 本システムは、打上げ機会の増加、衛星へのアクセスが容易なことなどを考慮し、

ピギーバック衛星とする。マウスが居住する実験装置は、ロケット打上げ準備スケ

ジュールを考慮しロケット打上げ１日前にピギーバックエリアに搭載する。 

 



表２．１－１ 日本独自の回収カプセル 優位性及び特徴 

項目 特徴 対応実験 

実験直後短時間での回収が可 実験後時間経過や環境変化によ

り試料が変化するもの 

回収機能

回収後の分析用施設の保持 同上 

(軌道上/対照)実験用資材の現

地への輸出関連法規の対応不要 

生物や特殊な薬剤や材質などを

取り扱う実験 

(軌道上/対照)実験用資材の現

地調達容易 

海外での調達が難しい資材を利

用する実験 

国内打上

打上場所近くでの地上対照実験

用施設の充実 

地上対照実験や、打上までの期

間試料の準備が必要な実験 

実験 打上直後からの実験が可能(ISS

への移送・設定など不要) 

打上からの観察を要す もしく

は、打上直後から変化が期待さ

れる試料に関する実験 

優位性 

実験準備 NASA などの安全規定が不要 ― 

実験期間 1.5 時間～2 週間程度 ― 特徴 

無人機 自動制御 ― 

 

表２．１－２ 主な仕様･運用要求(案) 

 項目 仕様 

レイトアクセス 24 時間前(TBD)にレイトアクセスが可能なこと 

地上対照実験 地上対照実験が可能な設備を有すること 

安楽死･固定化 微小重力環境での生体状態を維持するため、軌道上で安

楽死させ、生物固定できること 

回収 4 時間(TBD)以内の回収が可能なこと 

運用 

回収後分析施設 試料回収後に分析可能な機能(施設)を有すること 

環境維持 軌道上で小動物が生存するための環境を維持できること

取得データ 実験として環境データ、生体データ、映像データがモニ

タ(取得)できること（TBD) 

装置仕様 

固定機能 帰還直前に安楽死させ、微小重力での生態状態を維持す

るため生物学的に固定する。 
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② マウスは、 ピギーバックエリアに搭載されて打上げられた後、軌道に到達してから

微小重力実験が開始される。軌道上１周回の約２時間の間に実験を行い、その後軌

道離脱される。同システムでは、軌道上ではロケット２段に結合した状態で、軌道

離脱前にロケットから分離される。 

③ 帰還時は、本システムは揚力飛行を行うことにより大気圏再突入時の加速度を、弾

道飛行の約１０Ｇから４Ｇ以下に低減する。これは、微小重力実験終了後のマウス

に対して、できる限り負荷を抑える必要があるとの考えからである。 

④ 本システムは、海上に着水し、船舶により探索され早急に船舶へ回収される。 

回収場所は、投入軌道により異なるが、１例として太陽同期軌道の場合、南米チリ

沖近海が回収場所となる。低軌道周回の場合は北太平洋の日本近海となる予定であ

る。また、回収領域はカプセル自動誘導により、弾道型に比べ着水領域が大幅に縮

小可能であり、回収船舶への負担を低減できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２－１ 回収カプセル運用飛行計画案ⅰ 

 

（２）回収カプセルの搭載 

① システムの概要 

ピギーバックサイズの回収カプセル型生物実験システムは、円錐状の形状を有し、

１つのケースとして直径約0.65 m、高さ約0.5 m、質量約110 kgとなる。この形状を

適用することにより、ピギーバックサイズで定点回収／低加速度環境に必要な揚抗

比を実現することが可能となる。 

本システムは構造、推進、アビオニクス、実験装置などの複数のサブシステムで構
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成される。各サブシステム構成に基づく艤装概念図の例を図２．２－２に示す。 

② 回収カプセル形状設計 

本システムは、通常のピギーバック衛星とは異なり、容積を必要とする実験装置部

や回収部が搭載され、更には大気圏再突入加速度４Ｇを実現するための揚抗比を有

した形状が必須であり、それに適した形状設計が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２－２ サブシステム艤装概念図ⅰ 

 

２．３ 開発課題 

（１）システム仕様に対する課題と対策 

① 生物安楽死・固定機能 

微小重力の影響によって得られた生体状態を重力の影響によって攪乱されることを

防ぐため、自動的に帰還直前にマウスなどを安楽死させ、生物学的に固定させる機

能を保持する必要がある。 

（２）運用(案)に対する課題と対策 

① マウス搭載 

Ｈ－ＩＩＡロケット・ピギーエリアへのマウス搭載は、ロケット打上げ前の 

約２４時間を予定しているが、ユーザーへの利便性向上のため、搭載の仕組みの簡

単化及び手順の明確化を行い、更なる作業短縮が望ましい。 

② カプセル回収 

カプセル回収は、カプセル着水からユーザー引渡しまで約２時間以内を予定してい
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るが（１）項と同様に、マウスの生存、マウスのμG環境における影響を早急に確認

するため、回収・取り出し作業の作業時間短縮及び取り外し機構の簡単化を含め手

順を十分に検討する必要がある。 

 

第３章 産業利用化検討 

  今回の調査検討では、小型回収衛星の産業利用可能性として、生物､特にマウスやラット

の搭載を可能とする回収実験に唯一優位性が見出せた。本事業のビジネス性について検討

を行った。産業化イメージを図３－１に示す。 

（１）事業対象 ：小型回収生物実験衛星 

（２）内容 ： マウスなどを用いた軌道上での小動物飼養実験の提供 

（３）狙い ： 微小重力環境では、骨粗しょう症や筋萎縮などの症状が加速的に発現しや

すいことから、マウス実験による新薬の開発 

（４）回収衛星･小動物実験を取り巻く国内外の状況 ： 

・ ISS への搭載が予定されていた NASA の飼養装置は開発を中止 

― 日本は同装置を保有していない。 

・ ロシアの BION-M や FOTON-M では、回収機能を保有 

―ただし、マウスなどの試料や実験資材の準備に輸出手続きが必要であり、遺伝子

組み換え体などの対応は困難。また、現地での不足資材の調達が難しい。データの

秘密保持に懸念がある。 

（５）本システムの優位性 ： 

・ 国内初の生物実験衛星の確立 

・ 国内で実施されるため、マウスなどの試料や実験資材の調達が容易 

・ 打上げ射場や回収設備における実験ラボの提供が可能 

・ 打上げ回収時に加速度の軽減可能 

・ 数時間の回収が可能 

（６）創薬への適用性 ： 

・ マウスは遺伝子の解明が進んでおり、製薬会社や研究機関などでも通常より実験に

利用していることから、実験効果がそのまま地上の研究システムへと適用できる。 

・ 宇宙空間では骨粗しょう症などの発現が確認されており、予防薬などの効果などが

早期に確認でき、研究期間の短縮化が図れる。 

（７）波及効果  

① 直接効果 ： 回収実験衛星の開発製造による効果  
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   ⇒ 衛星開発･製造費 

 ⇒ 製造に必要な原材料製造・調達による経済効果 

 ⇒ 衛星製造開発による雇用者所得増加 及び 原材料製造の調達に 

 より雇用者所得が増し、消費支出が増加することによる経済効果 

② 間接効果 ： (機器市場)衛星市場活性化に伴う打上げロケット増発による効果 

⇒ ロケット増発に伴う製作・打上げによる経済効果 

          (製薬市場)創薬に関する市場効果 

 ⇒骨粗鬆相対応などの新薬の開発による経済効果 

③ 誘発効果 ： 新薬により誘発された効果 

⇒高齢化社会への波及により、高齢労働者の確保。医療保険費の削減 
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高齢化社会 

宇宙実験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図３－１ 回収衛星産業化イメージ 

 

ⅰ） “回収カプセル型生物実験システムの可能性とその実現に向けて” 

第一回札幌冬季宇宙医学 国際シンポジウム 2007 報告書 
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