特集

宇宙を拓く
建設業
2024年までに「 最初の女性を、次の男性を」月面に着陸させ、2028年までに月面基地の建設を開始する。
3年前にアメリカ航空宇宙局（ NASA ）が発表したアルテミス計画には明確な時期を示したうえでそう謳われている。

（提供：JAXA）

日本でも宇宙開発計画は加速している。昨年、宇宙無人建設革新技術開発推進事業を決定し、2025年までに月
面において無人化施工を可能とする技術の実証・実用化を目標として計10件の具体的な研究開発が進んでいる。
その実施者には名だたる建設会社、学術組織が名を連ねている。
宇宙はもはや夢や憧憬、ＳＦの域を超えた。すぐそこにある日常となり得る段階にまで達している。
宇宙開発、宇宙ビジネスにおける建設業界の可能性と使命について、元国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構（ JAXA ）宇宙飛行士の山崎直子氏にお話を伺った。
「 宇宙は決して特別なところではない。案外普通に暮ら
すことができるのですよ」と笑いながらも、歩むべき道筋の 一 端を示してくれた。

懐かしい宇宙

―― 山崎さんが宇宙を目指すきっ

かけとなったのは、アニメーション

の『 宇宙戦艦ヤマト 』や『 銀河鉄道

９９９ 』だと伺いました。

そうですね。子どもの頃のそうし

た原体 験は非 常に大きなものがあ

ります。でも、小 学 生の頃は、まだ

日本人宇宙飛行士は誰もおらず、宇

宙飛行士になるなど思いもつきませ

んでした。大人になったら皆普通に

宇 宙に行くようになるのだろうな

と、未 来 予 想 図 を 描 く 気 持ちで捉

えていたのだと思います。車は空を

飛ぶようになり、人はスペースコロ

ニーに住む。アニメを見たり宇宙の

本を読んだりすることが好きだった

ので、自然と刷り込まれていたのか

もしれません。理科系、工学系の勉

強も面 白かった。一つひとつ学び、

いろいろな人と出会うことで刺激を

受けながら想いを深めてきたように

思います。
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――大学では宇宙工学を修め、一九九九

年に宇宙飛行士候補になられまし

た。スペースシャトル・ディスカバ

リーに搭乗されたのはその一一年後
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けていること。多国籍のメンバーや

げられるのが「 チームワーク 」に長
すなど、ミッションを達成するため

トアームを使ってモノを運ぶ、動か

――そうしたことに加えて、ロボッ

になると思います。

地上の管制官など多 様なチームと
の技能的なスキルも問われますよ

募集要項にもありますが、まずあ

メンバーが存在しますから、時には
ね。
地上では精巧なＣＧで再現され
た映像をシミュレーターで動かす訓

の二〇一〇年でしたね。

作は体が覚えていてすぐに慣れま

実作業は全く別ものだと思います

―― 地上での訓 練と宇宙 空間での

たね。

らないというよりは楽しんでいまし

わっていましたが、やらなければな

の間エンジニアとしての仕事にも携

しむ姿勢は変わりませんでした。そ

れでもやはり一つひとつの過程を楽

ですね。時間はかかりましたが、そ

えていました。そこからが長かった

行 士というターゲットが明 確に見

うよりは自 分のルーツを探る旅に

せん。世紀の大冒険をしているとい

宙は故郷と言ってもよいかもしれま

宙の星のかけらでできています。宇

ち人類も、そして地球でさえも、宇

近いかもしれません。もともと私た

い出すと言いますよね。その感覚に

母さんのおなかにいた頃のことを思

ゆだねると、胎内回帰というか、お

き上がってきたことです。海に身を

た時に「 懐かしい 」という想いが沸

意外だったのは無重力を体 験し

した。

が、初めて宇宙に到達した際どのよ
出ているような、そんな感覚があり

候補になってからは、当然宇宙飛

うな印象をお持ちになりましたか。
ました。
「 母なる宇宙 」を理屈 抜き

無重力は地上で再現できません。あ

での疑似訓練とは全く異なります。

ことながら、無重力での作業は地上

給物資の移動、搬入でした。当然の

Ｓ ）へ移動するといった資機材や補

る基本的な資質とはどのようなも

た。一方で、宇宙飛行士に求められ

ど、応募条件は大幅に緩和されまし

ら学歴や実務経験が不問となるな

の募集が行われていますが、今回か

――現在、一三年ぶりに宇宙飛行士

宇宙飛行士に求められる
知識を超えたスキル

で体感しました。

やはり感無量でした。ずっと憧れ
ていた場 所でしたから。でも、ミッ
ションはミッションです。私の任 務
は、ロボットアームを操作して補給
物資を積載したモジュールをシャト

る意味ぶっつけ本番です。それでも

のでしょうか。

ルから国際宇宙ステーション（ ＩＳ

一一年間訓練してきましたから、動

ミス計画をはじめ、月や火星をも視

ＩＳＳの建 設 だけではなくアルテ

力 」と「 情報発信能力 」です。現在、

に加わった「 コミュニケーション能

そして三つ目が新たに募 集 要 項

とも必須です。船内や操作スティッ

ですから、自分の体を安定させるこ

作することになります。更に無重力

を自分で感覚的に補完しながら操

れます。複数のカメラで捉えた映像

とは異なる空間認識 能力が求めら

空間で行うということですね。

レーンや重機の遠隔操作を無重力

まさに地上の建設現場におけるク

施工がキーワードになっています。

は豊かな想像力と判断力が求めら

知の状 況にリモートで関わる際に

建設現場においても特殊な環境、未

わせていくことが重要になります。

練や、より実物に近い大掛かりな模

野に入れた宇宙開発が進められて

クには足や 指を引っかける器 具が

地上で無重力を体感しようとす

二つ目が状況を把 握して的確に

います。もはや宇宙に限った分野の

あるので、これを使って体や指先を

ると急降下する飛行機の機内や水

型を使って操 作する訓 練を行いま

知識・スキーム・チーム構成だけで

固定してロボットアームを操作しま

中で再現することになりますが、そ

判 断する力。宇 宙は極 限 状 況とも

は成立しません。宇宙空間でのミッ

す。宇宙空間では三点支持が基本動

すが、宇宙空間の実際の映像は影が

ションだけではなく、地上において

作です。二点だと体が回転してしま

況を正確に再 現しているとは言え

言える環境ですから、そのなかでい

多様な分野の人たちと交流、協働す

います。足の開き具合や腕の固定な

ません。シミュレーターや模型で訓
―― 宇 宙 開 発 は 現 在、宇 宙に 行 く

あったり、太陽光がまぶしすぎて対

ることが必要になります。更に、世

ど、細かい動作を体で覚えていくこ

練を繰り返したうえで、その現場の

という目的を超えて、宇宙に滞在す

かに適応できるか。
「 判 断 力 」は大

論の理解や共感を得るためにも、宇

とになります。

状況に自らの感覚を臨機応変にあ

象物を視認できなかったりと、地上

宙開発の重要性を自分の言葉で発

――建設業界でも遠隔臨場や遠隔

地球と宇宙を結ぶ
れはあくまで疑似体験で、現場の状
「 港 」をつくる

しれませんね。

れる。そうしたことと似ているかも

信できる能力も非常に大きな要素

きな要素です。

られます。

ロワーとして機能できる能力が求め

リーダーとして、またある時はフォ

（提供：JAXA）
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上／地上でのロボットアームの操作訓練の様子
下／宇宙空間での山崎さん
（いずれも提供：JAXA/NASA）

チームワークと判断力が
宇宙の現場を動かす

宇宙を拓く建設業の技術
宇宙に行く

う。

ために最低限必要なモノは何でしょ

進めていると言われています。その

る、そこで暮らすという次元に歩を

る 」という 時 代 を 見 据 えてのこと

た。
「 誰もが宇宙に行くことができ

スポートジャパンを設 立されまし

れた後、二〇一八年に（ 一社 ）スペー

球上であれば森が循環して提供し

化 炭 素を 酸 素に戻す 技 術 など、地

ればならないということです。二酸

素を、宇宙船やＩＳＳで調達しなけ

間が生存するために必要な基本要

水、食 料です。問 題は、そうした人

項でしたし、民間企業が宇宙船を建

スシャトルが引退することは決定事

めていました。二〇一一年にスペー

発の主導は国から民間に移管し始

のことですが、その当時から宇宙開

バリーに搭 乗したのは二〇一 〇 年

私が宇 宙飛行士としてディスカ

だったのでしょうか。

てくれる恩恵を人工的に再現する
造することも発表されていました。

当然のことながら何よりも空気、

必要があります。

感覚が切り替わっていくのですね。

てばそれが日常になります。日常の

とは全然勝手が違いますが、数日経

た港を整備するために設 立しまし

旅立つ拠点、文字通り宇宙に開かれ

やロケットを使って地球から宇宙に

スペースポートジャパンは宇宙船

実際に一〇年を経て、二〇二〇年に

それが人間の適応能力です。技術の

た。宇 宙 旅 行 分 野は今 後 急 速に拡

でもそうした課題を最低限クリ

裏付けがあって、その適応能力があ

大する可能性があります。宇宙ホテ

スペースＸ社が民 間 初の有人 宇 宙

れば、特別な訓練をしなくても誰も

ルでの滞在、月や火星への旅行、そ

アできれば、宇宙空間でも十分に暮

が宇宙に行くことができる。そうい

して最 も 現 実 的な、宇 宙 空 間 を 経

船の打上げを成功させました。今や

う時代になったのだと思います。

由する地球上の二地点間移動も、広

らすことができるということでもあ

―― 山崎さんはＪＡＸＡを退職さ

思っています。

宇宙開発においては、民間が大きな

前から自 治 体が中心となって整備

―― 宇宙開発に関わる巨大なマー

ります。シャトルの壁一枚を隔てて

の各スペースポートは将 来 的にア

に取り組んでいました。実は三五年

ケットが既に顕在化しているという

役割を担っているといっても過言で

い意味では宇宙旅行だと私は考え
ジアの 宇 宙 旅 行、宇 宙 輸 送のハブ

もの歴史があります。そうした取組

ことですか。

そこは宇宙です。プカプカ浮きなが

ています。
になることを目指しています。北海

みを横断的に連結して加速させる

はありません。

――スペースポートジャパンの現在
道大 樹 町の北 海 道スペースポート

ことがスペースポートジャパンの設

ら 食べて、寝て、仕 事 をする。地上

の活動状況について教えていただけ
（ ＨＯＳＰＯ ）では、堀江貴 文氏が

立目的でもあります。

後二、三〇年で二倍になるという試

ケットの開発、射場の整備がその需

機、い わ ゆ るスペー スシッ プ やロ

一 方で、打 ち 上 げるだけの 輸 送

にもなり、とても心強いですね。

活動領域を広げる道筋を示すこと

明確に謳ったことは、日本が宇宙の

やその他のインフラ整備の必要性を

民間と連携した循環型の農業施設

に参画することを国として表明し、

れています。また、アルテミス計画

でに約一〇〇基の打上げが計画さ

激増していて、二〇二〇年代半ばま

日本でも小型人工衛星の需要が

でしょう。

活用はまだまだ進化の余地がある

る取 組みや気 象に関するデータの

ジネススキームです。地球環境を守

なサービスに活用するかといったビ

は 約 四 〇 兆 円 と 言 わ れていて、今

現 在、宇 宙ビジネスの市 場 規 模

ますか。
創業したインターステラテクノロジ

和歌山県の串本町でも遅くとも

算もあります。最も伸びているのが

ポ

北海道、和歌山県、大分県、そし
ズが観測ロケットを弾道飛行させて

今 年 度 中に人工衛 星のロケットを

サービス分野です。人工衛星を打ち

ス

て沖 縄 県がそれぞれスペースポー
宇 宙到達を果たしたことで注目さ

打ち上げる予定です。この一、二年

ホ

トの整備を進めています。アメリカ

れていますよね。北海道は我々がス

（提供：清水建設㈱）

や 韓 国 をはじめ、各 国 が同 様の取

© 清水建設 / 太陽工業 / 東京理科大学

上げて得られたデータをどのよう

酸素濃度や重力、気温、放射線など、人間が宇宙に長期滞在す
る・住むためには、様々な環境要因を克服する必要がある。
清水建設㈱では、国土交通省「宇宙無人建設革新技術開発推
進プロジェクト」の一環として、厳しい条件に耐える居住モジュー
ルの研究開発を、太陽工業㈱、東京理科大学と共同で進めてい
る。内部に人が暮らせる環境を維持しつつ、外部環境に耐える素
材や構造を採用。高強度膜材を組み合わせたモジュールは、た
たんで運び、現地で展開する形式のため、輸送コストの削減にも
つながるというメリットがある。

の間に各 地で大きな動きがあると

 京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻修士
東
課程修了
4月 宇宙開発事業団
（現 JAXA）
に入社
1999年2月 国 際宇宙ステーションに搭乗する宇宙飛行士候補者に
選ばれる
2001年9月 宇宙飛行士に正式採用される
2010年4月5日 - 4月20日 
国 際宇宙ステーション組立補給ミッションに従事するた
め、
スペースシャトル・ディスカバリーに搭乗
2018年
一般社団法人 Space Port Japan 代表理事に就任
2021年6月 公益財団法人日本宇宙少年団理事長に就任

ペースポートジャパンを立ち上げる

1996年3月

宇宙に住む・滞在する
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山崎 直子
（提供：㈱大林組）

組 み を 加 速 させていま す が、日 本

地球から宇宙への人や資材の運搬について研究を進めているの
が㈱大林組。2012年から続く宇宙エレベーターの開発では、膨
大な長さのケーブルの材料となるCNTの耐久性を宇宙空間で確
かめる実験などを継続している。宇宙エレベーターであれば、従
来では考えられなかった物量を低コストで宇宙空間に送れるよ
うになる。

要 に 追い付いていないのが 実 状で
と思います。

早 急に整備していくことが必要 だ
人材開発も大きなテーマになり

す。これを加速させることが課題に
なります。

が技 術 とビジョンをもって積 極 的

す。日本でも打上げ実績がない企業

行って宇 宙 開 発を下 支えしていま

えて巨大な資本家が莫大な投資を

ます。アメリカでは、国家予算に加

確かにコストも大きな壁になり

うなロードマップが相応しいのか、

造したい、そしてそのためにどのよ

す。何年後かにはこうした世界を創

描くことができる人材であることで

なります。重要なのは、ビジョンを

様な分野に関わる専門家が必要に

はなく、
「 衣・ 食・ 住 」といった 多

ます。人が宇宙で暮らすことを前提

に参画を表明しています。一㌔㌘の
多 様な視点から発想できる人たち

――莫大な資金が必要になります

物 資を宇宙まで運ぶのに一〇〇万
に集っていただきたいと思っていま

に考えると、宇宙工学の知識だけで

円かかると言われている輸送コスト
す。

ね。

も、今や六〇～七〇万円ほどまで下
がっている感覚があります。卵が先
か鶏が先かの議 論ではありません スペースポート整備は
「 まちづくり 」の起点
が、需要が喚起されれば供給が加速
段階にあると感じています。
のなかには「 宇宙にふれる 」
「 宇宙

――スペースポートジャパンの構想

する、そうした好循環が期待できる
――その他に課題としてあ げられ
ンセプトで、美術館や劇場、商業施

にいく 」
「 未来であそぶ 」といったコ

やはり環境整備と法整備を急ぐ
設などアトラクティブな要素もふん

ることは何でしょうか。
ことだと考えています。人を乗せて
射場の整備や人材開発に力点を

だんに盛り込まれていますね。

は未だ示されていません。これまで
置くことはもちろんですが、スペー

宇宙に飛び立つ際の安 全基準など
にない取組みなので時間がかかるこ

（提供：鹿島建設㈱）

て物流や医療、災害対策などの拠点

重要です。ポートの機能の一部とし

通り「 港 」ですから総合インフラを

は欠かせません。ポートはその名の

まさにインフラ整備という視 点

備だけではなく社会基盤の構築と

になる可能性はとても高い。各自治

業 界に今 後 貢 献していただきたい

構築する知見が非常に重要で、建設
進めています。

分野になります。
先ほども触れましたが、アメリカ
スペースポートジャパンの会員企

しているわけではありませんが、ス

が整備されつつあり、すべてが稼動

では既に一四カ所のスペースポート
業として複数の大手建設会社にご

タンバイ状態となっています。オー

備が必要になります。人工衛星を組

して活用するにしても、その周辺設

既 存の滑 走 路をロケットの射 場と

ただきたいと考えています。例えば

技 術の最 先 端の分野を適応してい

なぐ場だとすると、これまでの建設

スペースポートが宇宙と地球をつ

備していくことが不可欠です。建設

を 超えた共 通のインフラとして整

トを飛行機のハブ空港のように、国

ことを前提とすれば、スペースポー

きましたが、今後相互に乗り入れる

げは各国 独自の技術で進められて

ています。これまでロケットの打上

ども、国をあげて積極的に動き始め

ストラリア、韓国、インドネシアな

み立てる施設、電気通信設備なども

も、調整能力に基づいたインフラ整

業界には国との連携、法整備、世界
ん。

備の知見を生かしていただけるもの

同様です。これまでの建設業界の知

――先ほどの「 まちづくり 」といっ

と期待しています。

各国との協調といった段階において

た方針を鑑みると、施設や設備の整

見なくしてポートの整備はできませ

ています。

協力をいただいており、大変感謝し

設業界の出番です。

ようとすると、いよいよ本格的に建

――そうした施設や設備を整備し

体と志を一つにして協 力しながら

とも考えています。ポートがあるこ

（提供：㈱熊谷組）

いった視点も求められるかもしれま

■資材運搬・調査
㈱熊谷組では、月面での基地建設や資源採取に、ワイ
ヤーロープとウィンチを利用した索道技術を高度利用す
るための研究開発を行っている。空間の移動で、活用が
期待される急斜面や空洞内への調査、資材運搬が容易
に実現できる。

とによってどのようなまち、都市が

宇宙で建てる

せん。

宇宙を拓く建設業の技術
形成されていくのかといった視点は

■遠隔施工
地球とは異なる作業環境での拠点建設を見据えた技術
開発も行われている。
鹿島建設㈱は、月面で拠点建設を行うことを想定し、約
1,000㎞離れた工事現場の建設機械を無人で稼働させ
る実験をJAXAと共同で実施。地球から約38万㎞離れ
た月までの間に生ずる通信遅延を人為的に挿入した環
境でも安定した施工を行うことが確認でき、遠隔操作と
自動運転による遠隔施工システムによる拠点建設の可
能性を示した。
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スポートは「 まちづくり 」の一環だ

（All images ©2020 canaria, dentsu, NOIZ, Space Port Japan Association. All Right Reserved. 提供：山崎直子氏）

とはやむを得ませんが、可能な限り

宇宙空間を経て
世界を結ぶハブになる

宇宙を拓く建設業の技術
宇宙で食べる

想がようやく現 実味を帯びてきま
を建設するとなると、最も期待でき

月面や火星上で定住可能な施設

の知見が本当の意味で不可欠にな

した。今、大きな転換期にあると切
るのは自動化施工かもしれません。

宇宙ホテルをテーマに据えたほどで

――スペースポートの整 備に限 ら
実に感じています。国が参画を表明
いきなりたくさんの人数で月に行っ

ります。

ず、宇宙ビジネス全般に向けた建設
しているアルテミス計画の推進に呼
て一つひとつ建 設 することは 考 え

す。建設業界内で温められてきた構

業界の可能性についてご意見をいた
応して、建設会社をはじめとする民

宇宙開発を
先導する建設業

だけますか。
られません。最初はロボットや遠隔
組み上げ、その後に人が赴いて協働
ている研究開発、提案されている構

間企業も多様なアイデア、具体的な
ＩＳＳの先にある民 間による宇 宙
しながら更に多くの人が居 住でき
想はすべて必要なことです。遠隔施

さかのぼること三〇 年以上前の
界から宇宙建築が提唱された時期
ステーション建設計画もその一つで
るようにする。そうした段階的な整
工はもちろん、ロープウェイ型の運

施工を駆使してある程 度の基盤を

がありました。月面基地や宇宙ホテ
す。宇宙ホテルでさえも、もはやＳ
備、施工が間違いなく必要になるで

構想を発信するようになりました。

ルといった構想が次々と提案され、
Ｆではなく民 間 主導の現 実として

ことですが、私が学生の頃、建設業

とても刺 激を受けたことを覚えて
搬施設、居住モジュールや宇宙農場
の開発などはインフラとして必要不

しょう。
――建設会社の技術者が宇宙に出
可 欠な要 素です。早 急に実 証 段 階

語られています。そうなると、建設
張する。確かに現実味のあるお話で
に歩を進められることを願っていま

います。私も卒業設計で自分なりの

すね。そうした事業展開を軌道に乗
す。一つ言えることは、一社の技術
協働の姿勢が欠かせないということ

せるためにはどのようなビジョンを
ＩＳＳの建 設だけでも一三年の
です。インフラはそれぞれの技術が

だけで完結するのではなく、連携と

歳月が必要でした。途中、事故で中

連結されてこそ成立します。宇宙開

持つべきでしょうか。

断したり、計画が遅延したり、紆余

する生産設備。それらが融合すると

発は個々の技 術の強みを生かしな

現 在、各 建 設 会 社が取り 組まれ

地域の高校と連携して宇宙講座が

曲折を経て完成させました。今後は

も大きなテーマとなりそうですね。

開催されます。高校生たちがどの分

がら連動させる場にもなり得ると

く、電力や通信、設備の規格など業

山崎さんは建設業界内外の若手の

野に進んだとしても、宇宙開発に関

更に長丁場の話になります。完成物

界が連携して標 準化できるかが大

方々と接する機会も多いと思いま

わるような人材になってほしいとい

思います。

ＩＳＳにしても国家レベルでのイ
きなカギになるでしょう。最初は少

すが、どのような印象をお持ちです

う想いから、来年度以降になります

の安全性はもちろん、どの工程にお

ンターフェース調整が大きなテーマ
し緩いインターフェースでも構わな
か。

が、新たなコースが開講される予定

――モノを運ぶ技術、居住するため

になりました。例えばＩＳＳには補
いと思いますが、それぞれの技術が

宇宙建築学サークルが主催する

です。断片的な独学ではなく系統的

いても安全性が担保された建設技

給 船とドッキングするポートが何
分散しながら進化し、最終的には機

宇 宙建 築 賞で審 査に関わらせてい

に宇宙を学ぶことができる、そうし

の施設、衣食住に関わる物資を提供

カ所もありますが、その規格は統一
能的に融合することが理想だと考

ただいていますが、最近の応募作品

た環境を整えていくことはとても大

術が求められてくると思います。

されています。その規格をクリアす
えています。

には環境保全やＳＤＧｓといった社

いうことですね。

ればどの国の宇 宙 船でもＩＳＳと

―― そ う し た 実 務 的 な 施工、ビジ

―― 建設 業界においても次世 代の

接続することができる。月面基地に

たように思います。施設は人工的な

担い手の確保、育成は大きなテーマ

切だと思います。
ものですが、自然との調和を考慮し

です。これまでの知見を最大限に生

会情勢に配慮した発想が増えてき

た提案はとても心強く感じます。私

かし、次代のビジョンを描き、そし

ネス構想を担う次世代の人材育成

が訓練を始めた頃には「 人類のため

建設業界の技術は大地に根差し

て実現に向けて果敢に挑戦する。宇

また「 缶サット甲子園 」という高

て育まれ、私たちの生活を支え続け

に 」という視点が最初にありました

校 生対 象のイベントでは実 行 委 員

ています。その技術が宇宙でも貢献

宙開発においてもそうした業界の

会の会長を拝命しました。空き缶サ

することは間違いありません。私と

が、最近は人類を超えて「 地球のた

イズの模擬人工衛星を打ち上げて、

しては、建設業界は宇宙開発、宇宙

姿勢が求められているのかもしれ

その 技 術 力、独 創 性 を 競 うのです

ビジネスのビジョンを先へ先へと先

めに 」何かできることがあるといっ

が、高校生たちの熱い想いが伝わっ

導してくださる業 界だという期 待

ません。

てきます。楽しみながら理数系の面

感を強く持っています。ぜひそのビ

たように視野が広がっています。

白さ、宇宙の魅力に気付いてくれて

ジョンで宇宙を拓いていっていただ
きたいと願っています。

いると肌身で感じます。
各地のスペースポートにおいても
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宇宙ホテルをテーマにした山崎さんの卒業設計の図面。構造、電力、熱など様々
な要素を成立させることを意識して設計したという。
（提供：山崎直子氏）
（提供：㈱竹中工務店）

大きな施設が独立しているのではな

人類が生存するために欠かせない「食事」。宇宙に長期滞在する
際にももちろん必要となる。食料を現地で確保するための技術開
発にも、建設会社は携わっている。
㈱竹中工務店では、JAXAやキリンホールディングス㈱、千葉大
学、東京理科大学と共同で、宇宙農場システムについての研究開
発を実施。病原菌や害虫の侵入を防ぐ
「袋型培養槽技術」を用い
て「高クリーン度・低圧環境」で栽培することで、宇宙でも新鮮
な食料が手に入り、持続的な長期滞在が可能となる。昨年、ISS
きぼう実験棟にて、袋型培養槽技術によるレタス栽培の実証実
験を実施、微小重力下の生育を確認した。

宇宙ミッションの際にチームで作成したワッペン

