


1998年10月23日

JRSロケット研究シンポジウム参加者各位

ロケット研究シンポジウム（第 1回～第 4回）講演集の送付の件

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

大変遅れましたが、シンポジウムの講演集をお送りいたします。講演集

の作成にご協力下さいました発表者各位には特にあっくお礼申し上げま

す。なお、原稿等はお返ししませんが悪しからずご了承下さい。

今後とも皆様方のご活躍に期待しますと共に、日本ロケット協会の学術

委員会にご協力下さいますようお願い申し上げます。

コーデイネータ

長友信人

追記：今回お送りしたのは参加者に 1部無料で配布するものです。追加は有料ですが、

ご希望の方はご連絡下さい。連絡先： 0427-59-8330 (長友）または、 8331 (草薙）



謝辞

日本ロケット協会(JRS)「ロケット研究シンポジウム」の開催とこの講演集の作

成には多くの方々にご協力をして頂きました。

先ず、発表者と参加者の方々（ご芳名は、参加者リストに）には、新しいロケ

ット研究の課題に対して、啓発的な発表と討論をしていただきました。また、

大部分の発表者の方々には講演集のための原稿作成の労をとって下さいました。

とくに、磯崎弘毅氏（第 1回）、稲谷芳文氏（第 1、4回）、安来慶治氏（第

1回）、 P.コリンズ氏（第 2回）、松本信二氏（第 2回）、舟津良行氏（第 2、

3回）、折井武氏（第3回）、松岡秀雄氏（第 3回）および成尾芳博氏（第4

回）の各位には、お忙しいところ、プログラム委員として、会場とプログラム

の準備に貴重な時間をさいていただきました。

また、会場を提供して下さいました、三菱重工（第 1回）、清水建設（第 2回）、

日本電気（第3回）および川崎重工（第4回）の日本ロケット協会賛助会員各

位のご協力がなければ、このシンポジウムをかくも盛大に開催することは不可

能でありました。

最後に、成尾芳博氏は発表者から講演集用の原稿を取り寄せて下さいました。

また、草薙裕子さんは講演集の絹集作業に献身的に尽くされました。

以上の皆様方に心から感謝いたしますとともに、日頃から日本ロケット協会の

学術委員活動に対するご支援を感謝いたします。

日本ロケット協会学術委員

長友信人
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あいさつ

本冊子は平成 8年度 (1996年度）に 4回開催されたJRSロケット研究シンポジウムの講演

集です。

最近、国内の研究講演会でも、国際宇宙航行学連盟 (IAF)の年会でも、ロケットに関する

研究発表は昔ほど盛んではありません。私、個人としては30年前のシャトル計画の時期の

方が内容的に面白かったと思います。理由は色々あると思いますが、兵器と同じ思想の使

い捨てロケットの性能追求については、研究が尽くされたような気がします。

一方、日本ロケット協会が宇宙旅行研究企画会議が1993年の年度総会の時に開かれて以来、

運輸研究委員会と宇宙旅行事業化委員会を設置して検討した結果、大衆がお金を払って楽

しめる宇宙飛行のためのロケットのイメージが少しずつ明らかになって参りました。それ

は、航空機のように運航して、運賃も同じか少し高いくらいにして貰いたいという当然の

要求ですが、ロケットは今までこのような要求は不可能だと思っていたようです。

そのようなロケットで、今すぐ実現可能なものといえば、完全再使用可能な 1段式ロケッ

トが唯一考え得るものであります。これに基づいて、運輸研究委員会では観光丸という概

念を開発いたしましたが、これまでの宇宙ロケットの知識では対応できない問題が発生し、

極端に言えば、我々ロケット屋には要求されたロケットを作る以前に、そのようなロケッ

トの仕様書を作る勉強から始めるべきであるということがわかってました。

経済学者のシュンペーターのいうイノベーションとは、すでに先人達が発見したり発明し

たものを新たな需要という視点から組み直すことですが、このイノベーションこそ宇宙旅

行に必要なロケット開発に必要なものであります。そのことをいち早く理解した日本ロケ

ット協会の会員諸氏が参加して実現したのが、 1996年度に 4回にわたって開催された「ロ

ケット研究シンポジウム」であります。

今風の盛大な講演会と比べるとささやかなシンポジウムでしたが、参加者は問題点を良く

理解され、予想以上に充実した内容になったと思います。この成果が観光丸の追加研究に

役立つだけでなく、世界的に評価されることを期待するものです。

コーディネータ 長友信人

平成 9(1997)年4月1日
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「観光丸」の設計見積上の問題点距
Some Consideration on Design Estimation of Space Ship 「KANKOHMARU」

1 • 序文

磯 崎 弘毅
JRS運輸研究委員会委員長

川崎重工業株式会社 岐阜技術研究所

〒504 各務原市川崎町 1

TEL: 0583-82-5274 

日本ロケット協会 (JRS)では、宇宙旅行研究企画において、ロケットに対する新規

需要の創造とアンケート調査結果(1)による人々の宇宙に出かけることに対する要求の両

者を整合させるものとして、地球周回をサービスとする宇宙旅行を行う宇宙旅行用標準機

体「観光丸」 (2)を設定した。

引き続き JRSでは、宇宙旅行が人々の要求に基づく「社会の需要に基礎を置いた経済

活動」として成立することを目指し、 「観光丸」の設計の見直しと経費見積を行っている。

その作業において指摘された問題点、及び今後の課題を報告する。

2. 本文

経費見積の出発点とした「観光丸」の構造図を図4に、主要諸元を表ー1に示した(3)。「観

光丸」の開発、量産スケジュールを検討し、図-2に示すごとく「観光丸」の開発、量産ス

ケジュール（案）を設定した。開発は7年で完了し、以後8機／年で量産することとした。

経費見積作業時に見直し、追加した「観光丸」の仕様を表-2に示した。

「観光丸」の宇宙旅行用機体としての機体設計上及び運用に伴う問題点を図-3に示した。

これらの問題点に関連し、 「観光丸」の機体及び宇宙旅行を事業として成立させるため

の課題を表4に列記した。

「観光丸」の経費見積作業は関係有識者による積み上げ方式を原則として作業が行われ、

現在までに目標の80%程度進んでいる。

3. 結論

JRSでは、宇宙旅行が事業として成立するための機体開発、量産にかかわる経費見積

作業を進めている。また、同時に宇宙旅行用標準機体「観光丸」の仕様と運用につき問題

点と課題の摘出を行った。

今後はこれらを解決し宇宙旅行の実現にむけて一層の努力を重ねていきたい。

4. 参考文献

1. Patrick collins, Y oichi Iwasaki, Hideki Kanayama and Misuzu Onuki, " Commercial Implications 

of Market Research on Space Tourism", 19th ISTS 94-g-21p, 1994 Yokohama, Japan 

2. K. Isozaki, A. Taniuchi, K. Yonemoto, K. Kikuhara, T. Maruyama, T. Asai, K. Muralcami, 

"Vehicle Design for Space Tourism", 19th ISTS 94-g-22p, 1994 Yokohama, Japan 

3. Khoki Isozalci, 燭 aTaniuchi, Koichi Y onemoto, Hitoshige Kikukawa, Tomoko Maruyama, 

"Considerations on Vehicle Design Criteria for Space Tourism", 45th IAF-94-V.3.535 1994, 
Jerusalem Israel 
注1第1回日本ロケット協会ロケット研究シンポジウム、 1996年5月28日、於M田 7゚レゼンテーション）レム
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表ー 2 経費見積時に変更、追加した『観光丸』の仕様

変更、追加 項目 新仕様 旧仕様等備考

1 変更した仕様 ①電源容量 6 9 5 kWH 1、36 8kWH 

②燃料電池容量 平均出力： 6. 5kW 1 3 kW 

公称電圧： 28V 30V 

③客室環境 圧力 : 1気圧 8、00 Oft相当

（航空機並み）

2 追加した仕様 ①着陸精度 20m以下

（風速20m/s条件にて）

②宇宙旅行モデル 24時間コース

（サービスはコールドミール）

③ RCS ピッチ／ヨー軸は軌道上まで及

（姿勢制御系） び再突入時の極超音速フェーズま

で

ロー）レ軸は軌道上及び再突入時

の主エンジン着火まで

④旅客環境

音響レベル パイロット席で 94デシベル 航空機レベル+x
乗客席で 97~105デシベル (Xとして 10デシベル）

雰囲気成分 酸素： 2 1 % 

窒素： 79% 

⑤非常口 地上での非常用脱出は旅客機並

みとする

⑥搭載電子機器に対 基本的に航空機用スペックを適

する耐環境要求 用する
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