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スペースフロンティアファンデーション　大貫　美鈴
◆�インドの小型ロケットが2機目打ち上げで成功
　インド宇宙研究機関（ISRO）は 2 月 9 日、小型衛星打ち
上げロケット（SSLV）をサティシュ・ダワン宇宙センター
から打ち上げて 3 衛星の軌道投入に成功した。インドの今年
最初打ち上げであった。2022年 8 月の初号機の打ち上げでは
第 1 段切り離しの際に予想を超えた高衝撃でロケットのガイ
ダンスシステムの加速度計がサルベージモードになり、衛星
を所定の軌道に投入することができなかった。

　SSLVは全長34mの 3 段ロケットで、最大500kgのペイロ
ードをLEOに打ち上げる能力であり、キックステージであ
るベロシティ・トリミング・モジュール（VTM）で衛星を
非常に正確に軌道投入することができる。SSLVはインドの
GSLVやPSLVロケットより安く、柔軟な宇宙輸送を実現す
ることを目的に開発された。

インドのSSLV　©ISRO

◆�FAAが商業宇宙活動の急上昇を予測
　連邦航空局（FAA）は 2 月20日、オーランドで開催され
たグローバルスペースポートサミットで、FAAは商業打ち
上げで、今後数年で 2 倍以上の認可を出すことになるとの予
測に言及した。議会に提出した国家スペースポート政策レポ
ートで宇宙輸送の必要性やスペースポート開発を支援する政
策を提案している。

　FAAではスペースポート室を2018年に設置して将来の宇
宙エコシステム形成に向けた取り組みをしている。現在、射
場の能力の限界や宇宙軍の打ち上げ需要に起因して打ち上げ
需要が供給を上回っている。FAAと空軍は他の機関ととも

に2022年 6 月にナショナル・スペースポート・インターエー
ジェンシー WGを設立して米国スペースポート施設、空域、
周波数などの最適な利用を目指した取り組みを行っている。
毎日複数打ち上げができる空港のような運用ができるスペー
スポートが求められている。

◆�中国が新たな商業スペースポートから来年初打ち上げ
　中国航天科技集団有限公司（CASC）は 2 月24日に、沿岸
の文昌衛星発射場に建設される商業打ち上げ塔が今年末に完
成して2024年から定常打ち上げが開始することを発表した。
建設は2022年 7 月から開始され、サービス棟、射台、水噴霧
消火設備、避雷塔、ロケット輸送台、などの施設が完成する。
初打ち上げは長征8でCASCの商業ミッションとライドシェ
アのペイロードが打ち上げられる。2 つめの射台は海南省南
部の島の海南商業打ち上げ場に計画されている。両射台とも
ケロシン、メタンほかを燃料とする新型ロケットの打ち上げ
施設となり、2023年には 2 倍になると予測されている中国の
打ち上げビジネスの成長を支える。エクスペース、ランドス
ペース、アイスペース、ギャラクティックエナジー、スペー
スパイオニア、ディープブルーエアロスペース、オリエンス
ペース、ロケットPiなどのロケットベンチャーが今年か来年
に軌道打ち上げを実現させると見込まれている。

　文昌衛星発射場は2014年に建設された打ち上げ実績のあ
る射場で、国際宇宙ステーションに22トンの物資を打ち上
げ、月のサンプルリターンミッション、同国最初の惑星間
衛星を打ち上げてきた。 文昌衛星発射場は年間 6 ～ 8 機の
年間打ち上げから20 ～ 30機の高頻度打ち上げになる。また、
CASCが開発している有人月面ミッションの打ち上げも計画
されており、2026年頃にLEOで試験打ち上げ、2030年前に
短期の有人月面着陸ミッションが重量級の長征 9 によって文
昌衛星発射場から打ち上げられる計画である。

　中国の2023年の商業打ち上げは20機以上が計画されていて
急成長している。中国は2022年に打ち上げ64機（失敗 2 機）
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の打ち上げを実施、そのうち10機がエクスペース、ランドス
ペース、アイスペース、ギャラクティックエナジーで、今年
の商業打ち上げは 2 倍が計画されている。

◆�宇宙軍が4社に発射台を割り当て
　宇宙軍は 3 月 7 日に商業打ち上げサービス企業（CLSPs）
4 社に新設されたロンチ・パッド・アロケーション・ストラ
テジー（LPAS）のもと、ケープカナベラル宇宙軍ステーシ
ョンの 3 つの発射台を割り当てたことを発表した。

　1960年代にタイタン 1 と 2 を打ち上げていたSLC-15はRS1
ロケットを開発しているABLスペースに割り当てられた。
ABLはSLC-15の改修を終えるまで当面の間、複数社で使用
しているSLC-46を使用する。1957年から1966年にかけてア
トラスを打ち上げ、1962年 2 月にアトラス 6 で打ち上げたマ
ーキュリー宇宙船でジョン・グレン宇宙飛行士のアメリカ人
初となる軌道飛行を実現したSLC-14は、完全再使用型打ち
上げ機を開発しているストークスペースに割り当てられた。
1950年代後半から1970年代後半アトラスを打ち上げていた
SLC-13はデイトンロケットを開発しているファントムスペ
ースとダントレスロケットを開発しているバヤスペース（旧
ロケットクラフターズ）に割り当てられた。

アトラスロケットが打ち上げられたLC-14　©NASA

◆�韓国のイノスペースが初打ち上げ成功
　韓国のイノスペースは 3 月19日、ブラジルのアルカンタラ
宇宙センターから試験機ハンビッ TLVの打ち上げに成功し
た。106秒燃焼した後、4 分33秒正常に飛行してブラジルの
海上の安全区域に落下した。全長16.3mで 1 段式の試験機ハ
ンビッ TLVで液体酸素とパラフィンのハイブリッドエンジ
ンの性能が検証されたことから今後、小型衛星を打ち上げる
2 段式ハンビッ・ナノで商業打ち上げ市場の獲得を目指す。

　ハンビッ・ナノは、50kgの小型衛星を高度500kmの太陽
同期軌道に投入する能力で2024年から商業打ち上げサービス
の提供を目指す。150kgを500kmの太陽同期軌道に打ち上げ
るハンビッ・マイクロや500kgを打ち上げるハンビッ・ミニ
の開発も進めている。

　イノスペースは2022年にアルカンタラ宇宙センターと5年
間の使用契約を締結、今回の打ち上げはアルカンタラ宇宙セ
ンターから初の民間打ち上げとなった。ノルウェイのアンド
ーヤスペースポートとも打ち上げ契約を調整中である。

　韓国では、ペリジーエアロスペースがブルーホエール0.1
ロケットでこれまでに 3 回の試験打ち上げを済州島から実施
している。ブルーホエール 1 は液体酸素と液体天然ガスを推
進剤とする 2 段ロケットで40kgを500kmの太陽同期軌道に
50kgを500kmのLEOに打ち上げる能力がある。2023年後半
にオーストラリアのホエイラーズ・ウェイ軌道打ち上げ場か
ら試験打ち上げを実施する。

ハンビッ TLV　©INNOSPACE

◆�レラティビティスペースがテラン1の初打ち上げ失敗
　レラティビティスペースは 3 月22日にケープカナベラル宇
宙軍ステーションのLC-16からテラン 1 の初打ち上げを実施、
第 1 段は順調に飛行して第 2 段を分離したが、第 2 段エンジ
ンが着火せずに軌道には到達できなかった。ロケット性能確
認用の重りを搭載していたため衛星の喪失はなかった。

　レラティビティスペースは2015年に設立、エンジンやタ
ンクなどの主要部品の約80%を3Dプリンターで製造したテ
ラン 1 は、メタンを主成分とする液化天然ガスと液体酸素を
推進剤にとするイーオン 1 エンジンを第 1 段に 9 基、第 2 段
にはイーオン 1 バキューム 1 基を搭載している。全長35.2m、
直径2.3mの 2 段式ロケットでLEOに1250kg、太陽同期軌道
に900kgのペイロードを打ち上げる能力をもつ。

　レラティビティスペースはテラン 1 の開発を終了し、テラ
ンRに移行する。テランRは、イーオン 1 エンジンを第 1 段
に13基、2 段にはイーオン 1 バキューム 2 基を搭載している
全長82.3m、直径5.5mの 2 段式ロケットで、完全再使用型と
使い捨て型の 2 タイプを開発している。LEOに完全再使用型
で23500kg、使い捨て型で33500kg、GTOに完全再使用型で
5500kgのペイロードを打ち上げる能力であり、2026年の初
打ち上げを目指している。これまでに 7 社と合計1.65Bドル
の打ち上げ契約を獲得している。

　2022年12月から 4 か月間に、中国のランドスペースの朱鷺
2 号、アリアンスペースのベガC、ヴァージンオービットの
ロンチャー 1、ABLスペースシステムズのRS1、JAXAのH3
と厳しい状況が続き、レラティビティスペースで 6 機目とな
った。

テランR　©Relativity�Space

◆�ブルーオリジンの打ち上げ失敗原因はエンジンノズル
　ブルーオリジンは 3 月24日にニューシェパードによる
NS-23ミッションの失敗原因はBE-3PMエンジンノズルの不
具合であったとする調査結果を発表した。設計値を超える温
度に達して構造疲労を起こしたとして、燃焼室や運用パラメ
ーターの変更、熱と振動の負荷におけるノズルの構造的な設
計変更を行ってきており、間もなく飛行を再開してNS-23の
ペイロードを打ち上げる。

　ブルーオリジンは2022年 9 月12日にニューシェパードの無
人打ち上げNS-23ミッションを西テキサスで実施したが、飛
行開始から 1 分過ぎにブースターに異常が発生して打ち上げ
は失敗した。ブースター部分は墜落して地上に衝突、カプセ
ルはブースターのエンジン燃焼停止により脱出システムが
作動してブースターから分離してパラシュートで着陸、搭載
されていた36個のペイロードは無事であった。米連邦航空局

（FAA）が調査しており、6 か月間打ち上げが停止されている。

　ブルーオリジンは 6 回、合計32人のサブオービタル有人飛
行を実施している。有人飛行は無人打ち上げとは別の機体で
行っている。

ニューシェパードの脱出システムが作動　©Blue�Origin
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宇宙開発65年史（45）� 監修：林　友直　　　　　　　　　　　
　　　　　　　中部博雄、竹前俊昭、小野　縁　

Ｍ-３Ｃ-４ Ｍ-３Ｈ-２

■増強型
Ｍ-３Ｃ型の１段を４／３倍長くして衛星搭

載能力を１．．５倍にした。ミッションの関係か
らＭ-３Ｈ-１～３号機は４段式になっている。

Ｍ-３Ｈ-１
試験衛星「たんせい３号」

１９７７年２月１９日

補助ロケット（ＳＢ）組付け

ＭＳ-Ｔ３

打ち上げ

■「たんせい３号」軌道要素
重量： １３４ ｋｇ
近地点高度：８２６ ｋｍ
遠地点高度：３,９４０ ｋｍ
傾斜角：６５．９°
周期：１３６ 分
国際標識：１９７７-１２Ａ

衛星３段モータに組付け

上下角：７０．５°
方位角：１４７°
Ｘ＝１４：１５

■Ｍ-３Ｈ諸元

全長：２３．８０ ｍ
Ｂ１外径：１．４１ ｍ
Ｂ２外径：１．４１ ｍ
Ｂ３外径：１．１４ ｍ

ＳＢ外径：０．３１ ｍ
全重量：４９．０ ｔｏｎ
搭載能力：２９０ ｋｇ
推薬種

Ｂ１：ＢＰ，Ｂ２：ＢＰ
Ｂ３：ＢＰ，ＳＢ：ＵＰ

Ｍ-３Ｈ-１

■衛星は子育て （田中靖郎）
研究者とメーカさんが一緒に手塩にか

けて衛星を作り上げる。赤ん坊を育てる
のと同じ気持ちでいつも心配になる。

■「たんせい３号」の成果
シャットオフバルブの誤作動のため、ガ

スジェットによる実験は中止となる。その
後、沿磁力線姿勢安定化実験に入る。
衛星基準軸と地磁気磁力線のなす角の
最大値が６度から１８度の値になり、沿磁
力線安定化制御システムが正常にその
機能を果たしていることが実証された。

■目的
Ｍ-３Ｈ型の飛翔性能確認と衛星軌道上

における工学的試験を行う。

中部博雄

■実験結果
推力１ トン級管構造燃焼器と加圧供給方

式の試験スタンドを製作して、燃焼試験を２
回行った。燃焼器は①銅製と②ステンレス
製の２種類を試作し、コールドフロー試験後
に燃焼試験を実施した。不点火もあったが、
その後点火に成功した。燃焼は正常で、燃
焼時間は、① ３．２秒、② ２．８秒であった。

フォトコーダ記録紙の現像 燃焼試験

配線処理

液水エンジン燃焼試験
１ｔｏｎ級管構造再生冷却式

１９７７年７月２０，２２日

能代ロケット実験場全景
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斎藤紀男
　アンケートは12問でシンポジウム参加者（会場及びオンラ
イン）に対し行われた。
　以下にその概要を報告する。
　回答者は47名で関係者以外の参加者の半数弱から回答が得
られた。（＊：回答必須の質問）
　各回答をまとめた図表の下に報告者のコメントを⇒の後に
参考までに記した。

第 1 問：年齢層をお聞かせ下さい。＊

（34.8%：50代　21.7%：40代　19.6%：60代　10.9%：20代、
30代　2.1%：70代）
⇒50代、40代、60代の順に多く、30代、20代がほぼ同数で働
き盛りの現役世代が多かった。

第 2 問：ご所属は何ですか？

（65.2%：宇宙関連社会人　21.7%：非宇宙関連社会人）
⇒宇宙関連社会人が65%と多かったが、非宇宙関連や幅広い
層の方の参加もあった。

第 3 問：国産有人ロケットを考えるシンポジウム 全体とし
ての感想をお聞かせ下さい。＊

（65.2%：面白かった　32.6%：やや面白かった）
⇒「面白かった」と「やや面白かった」で、98%と全体とし
て面白かったとの評価を得られた。

第 4 問：〔基調講演 1〕『アメリカにおけるロケットスタート
アップの過去、現在、未来～ど真ん中を走ってきた日本人ロ
ケットマンの考察』松冨　悠（Relativity Space）はどうで
したか？＊

（91.3%：面白かった）
⇒講演者は米国で実際に3Dプリンティング製のロケットを

開発している体験を基に、米国の代表的スタートアップの特
徴、人材流動の実態、大学での教育、5 年後の見通しなどを
紹介したので、日本に比べ、広い産業分野でDXの推進度、
スピード感や柔軟性の違いの内容が参加者にとって新鮮で興
味深かったと思われる。

第 5 問：〔基調講演 2〕『国産有人ロケットの早期実現に向け
て』斎藤　紀男（スペースゼロワン、国産有人ロケット勉強
会代表）はどうでしたか？＊

（39.1%：面白かった　30.4%：やや面白かった　21.7%：どち
らでもない）
⇒「面白かった」と「やや面白かった」が約70%あったが、
20%強の「どちらでもない」や「やや面白くなかった」もあ
った。講演では現実の日本の問題点も紹介され、国産有人ロ
ケットに対する海外との違う日本の現状に対する複雑な感想
の表れではないかと感じた。

第 6 問：パネルディスカッションはどうでしたか？＊

（60.9%：面白かった　32.6%：やや面白かった）
⇒パネラーそれぞれの専門を背景に幅広い視点からの議論に
なって、日本で国産有人ロケット開発が早期に出来ない理由
が浮き彫りになった。米国や欧州の最新情報も紹介され、参
加者の評価も「面白かったと」と「やや面白かった」で約
95%となった。

第 7 問：パネルディスカッションでどのパネラーの話が興味
深かったですか？
司会　大貫　美鈴（宇宙ビジネスコンサルタント）
パネラー　小笠原　宏（東京理科大学教授）
パネラー　高松　聖司（日本ロケット協会会長）
パネラー　竹森　祐樹（日本政策投資銀行 業務企画部イノ
ベーション推進室長）
パネラー　遠藤　守（公益財団法人日本宇宙少年団専務理事）
パネラー　青木　英剛（宇宙エバンジェリスト・Space Port 
Japan共同創業者/理事）
パネルディスカッションで興味深かったパネラーの話の内容
をお聞かせください。

⇒第 6 問の結果からも想像されるが、それぞれのパネラーの
発言へ50%以上の関心があったことが分かる。

第 8 問：有人ロケットに乗って宇宙に行きたいですか？

国産有人ロケットを考えるシンポジウムア
ンケート報告（2023年1月28日開催）
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（60%：是非乗ってみたい　20%：どちらでもない　17.8%：
乗って行きたい）
⇒「是非乗って行きたい」と「乗って行きたい」が合計で約
80%、「どちらでもない」が20%」あった。これは日本では
現実に有人ロケットの開発がやられていないので身近さを感
じていない層もいることが要因かもしれない。

第 9 問：上記で「是非乗って行きたい」「乗って行きたい」
を選択した人への質問です。
国産有人ロケットが実現した場合、乗りたいですか？

（62.2%：是非乗りたい　16.2%：乗りたい　10.8%：どちらで
もない）
⇒前問の「是非乗りたい」と「乗りたい」とほぼ同じ数字で
あるが、「どちらでもない」は分かれた。
これは、搭乗が現実になった場合、安全性、費用、保険、家
族の意見等を考えて判断が変わったと思われる。

第10問：日本で有人ロケットを開発する必要があると思いま
すか？

（82.6%：はい　13%：どちらでもない）
⇒「はい」が80%強となっている。しかし残りは「どちらで
もない」他である。これらの方の多くにとって日本では有人
宇宙活動、特に国産有人ロケット開発の必要性についての正
面からの議論が国はじめ各分野で行われておらず、十分に判
断できる情報が無いことも一因と考えられる。

第11問：【「はい」の方】その理由は何ですか（複数回答可）

⇒日本で有人ロケットを開発する必要理由の上位は以下とな
る。
①宇宙が基幹産業になるのに必要
②有人宇宙活動にとって国産は必要
③将来宇宙旅行が増える
④他の産業へ波及する
⑤次世代へ夢を与える

第12問：ご意見、ご感想をお聞かせ下さい。

ご意見の中で、重複する同じ趣旨のものは省き以下に列記。
・ とても興味深い！
・ 興味深いトピックでしたが、パネルディスカッションなど

の話が一人ひとり長いです。簡潔にお願いしたいです。活
発な議論を願います。

・ 仕掛けとしては、ファーストペンギンになる民間企業が出
れば盛り上がると思う。

・ 大変面白いお話を聞くことができました。ありがとうござ
いました。

・ 開催をもっと宣伝なさっては如何でしょうか。
・ 国産ロケット技術の継承と有人宇宙飛行事業（商売）を分

けて考えるのがいいと思いました。箱物・システムとして
の国産ロケット技術の継承は必要ですが、お客様（世界の
富裕層）や射場の場所やファイナンス元や部品供給国（通
商制限の無いところ）は日の丸に固執しなくても良いので
はないかと思いました。

・ パネルディスカッションが優。
・ 有人ロケット開発における科学や技術に焦点を当てた話も

聞いてみたい。
・ P2Pはサブオビではないでしょうか。
・ パネルの時間が限られているので論点を絞った方がよいと

思いました。
・ 毎年開催お疲れ様です。
・ ロケット交流会も再開という事で興味あります。
・ ①「宇宙基本計画に有人計画を記載する」と②「リスクを

取れる事業者に足りないアセットが行き届くようにする」
は全く違うアプローチなので、両者を議題の時点から切り
分けてあると良いと感じた。有人輸送機を開発すると政府
が決めない限り①が承認されることはあり得ず、どう政府
に決断させるかの議論を飛ばして「H-3を有人機に改良す
る」という手段の議論になってしまうことに空虚さを感じ
る。

・ 「アクションを起こす人がいない」との問題提起は、その
通りだと思いました。そして、そのような人材を育てる年
少期からの宇宙教育体制の充実が必要だと思います。

・ 幼稚園児から中学生まで 4 人子育て中の母親です。オンラ
インとのことでゆっくり拝見できました。今を活躍される
方々の貴重なお話がきけてとても嬉しかったです。学生の
頃は私も宇宙が大好きで宇宙研にもおり夢がたくさんあり
ました。そんな世界からは一歩ひいてこの13年間子育てに
夢中になっていました。現在私の周りには宇宙開発？？「す
ごいねー」で会話のおわってしまうことが多く寂しさを感
じているところでした。本日お聞きした内容等々もっと深
め、まわりの大人たち更にはたくさんの子どもたちに伝え
たいと思いました。

・ 20年前とは随分かわった日本の宇宙開発の一部をきけたこ
と心より感謝致します。ありがとうございました。皆様の
ご活躍をお祈りしております。

報告者お礼：国産有人ロケットを考えるシンポジウムの参加
並びにアンケート回答ありがとうございました。今回の結果
を踏まえ今後の活動に有効に生かしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

ハイブリッドスラスタへの着火技術に関する三者間共同研究
契約の締結および燃焼実験の実施について
―�ElevationSpaceが、JAXA、東北大学学際研と共同でハイ
ブリッドスラスタ開発を加速―

　株式会社ElevationSpace（代表取締役CEO：小林稜平）は、
固体燃料と気体／液体酸化剤を用いたハイブリッドスラスタ
への着火技術に関して、国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構（理事長：山川宏）および国立大学法人東北大学学際科
学フロンティア研究所（所長：早瀬敏幸）と三者間共同研究
を締結し、技術実証に向けて開発を加速していきます。（株
式会社ElevationSpaceプレスリリース・3/23）

国内ニュース
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より良い紙面作りのため、会員の皆様の建設的なご意見や

投稿希望の原稿等をお待ちしておりますので、今後ともよろ
しくお願いします。また、日本ロケット協会では、下記公式
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等の情報を更新しております。
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▶ロケットニュース編集担当理事　髙橋晶世
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九州工業大学大学院�工学研究院�機械知能工学研究系
小澤晃平

1.2. How to 在外研究
受入先の選定
　着任当初は、短期間ですがお世話になったスタンフォード
の受入研究者の下に戻ることを想定していました。土地勘、
気候、適度に都市化しており交通の便が良く、博士課程で慣
れ親しんだ分野であることから、比較的すぐ研究に着手でき
るという利点がありました。しかし、前節で述べた経緯の通
り、最終的にはデトネーション関連の研究室を探す方向に転
換しました。2020年の年明けに、坪井先生および林先生がミ
シガン大学のMirko Gamba准教授およびVenkat Raman教授
の研究室に訪問する機会を設けてくださり、それに帯同しま
した。簡単な研究室見学の時点で、風洞・膨張管・球状燃焼
容器・小型ロケット燃焼器などに加え、YAG・色素レーザ
ー合わせて 8 台程度をはじめとした様々な光学実験装置を目
にし、研究環境は非常に充実していることが一目でわかりま
した。ラボの構成人数は学部・修士を抱えなくて良い分 6-7
人程度と日本に比べて圧倒的に少なく、コミュニケーション
を密に取れると期待できました。滞在中にGamba准教授に 1
対 1 で話をする機会があり、最長 2 年の長期滞在ができない
か打診しました。当時筆者からは研究課題はラジアル型回転
デトネーションエンジンの可視化を提案しました。先方の都
合でこちらの研究計画通りの実行はできないかもしれないが
良いか、という条件付きでOKをくださりました。しかし様々
な事情があり、今はより基礎的な研究を実施しています。

資金の確保
　渡航先が決まったら、日本人が利用できる在外研究資金
を確保します。在外研究助成の多くは医学関連の分野に多
く、航空宇宙工学での選択肢は多くありません。日本で最も
高待遇に思われるのはJSPS海外特別研究員で、米国での活
動費（実質的な現地滞在費）は年間625万円程度、研究期間
は 2 年です。加えて、日本の任期無しもしくはテニュアトラ
ックのポジションを保持したまま在外研究することができま
す。採択率は20%前後です。ただし、海外大所属の日本人研
究者も申請可能な制度ですので、その方々と戦える書類の作
成が必要です。申請には推薦者と受入研究者が申請システム
を直接操作するプロセスがあるため、早めの準備が必要です。
JSPSのその他の助成としては、科研費国際共同加速基金（A）
および（B）がありますが、滞在期間は最大1年程度が現実
的でしょう。また、学振PDの海外拡張版であるCPDがあり
ますが、現状、米国の物価の高い地域の最低賃金には届かな
いと思われます。その他にも、民間の在外研究助成や、在外
研修制度がある研究機関もあります。しかし、いずれの制度
も、殆どは滞在期間 1 年以下と予想されます。

渡航準備
　幸運にも助成が採択されたら、受入研究者に連絡を取り、
渡航に向けた事前調整を開始します。具体的には、ビザ申請
準備、ビザ面接、航空券の購入、仕事の調整、日本での生活
を畳む準備、渡航準備を行います。筆者の場合、申請時点で
パンデミックの収束が不透明で派遣開始時期を最大限遅らせ
ていたため、採択から渡航開始まで 1 年弱の期間がありまし
たが、それでも調整は難航しました。筆者が特に苦しんだの
は、研究内容の変更でした。受入先が防衛関係の予算を獲得
したため、使用する予定の実験室が外国人立入禁止エリアと
なり、研究内容を変更せざるを得なくなりました。筆者と受
入先の双方が変更内容に合意するには数ヶ月かかりました。
これに加え、JSPSに対しても合意を取り付ける必要があり、
交渉に苦労しました。
　ビザ申請には受入先が発行するDS-2019という書類が必要
になります。近年では、この書類発行前には、受入先が提示
するTOEFLスコアかオンラインの英語面接が必要になりまし
た。筆者はスコアを保持していない上、英語が大変苦手なので、
ネット上で発見した他大学の例題を入手し、その回答を事前
に作成して覚え込むなどの対策をしました。結果としてこの
対策は非常に有効で、面接後、すぐに合格の連絡が来ました。
英語面接をパスしたのが11月の半ば、渡航の約 3ヶ月前でした。

三十路在外研究記
　12月中旬には当該書類の原本がミシガンから到着した後
は、年限が迫っているパスポートの更新、年明け早々のビザ
面接予約、片道航空券の購入・住居が確定するまでの10日間
程度のホテル予約を並行して行いました。当時はコロナの影
響でビザ面接枠が限られていましたが、福岡領事館に運良く
空きがありました。国際交流の目的で発行されるビザの特性
上、プログラム終了後は日本への速やかな帰国を前提として
いるため、「自国との強いつながりを示す書類」、「滞在中の
活動資金や収入を示す証明」なども必要になってきます。短
期間でこれらの書類を揃えることにも苦労しました。
　仕事の調整は、大きく 2 つの作業に分かれます。1 つは長期
出張に関する学内書類の提出、2 つ目は自身の研究を整理し、
学生の学位論文研究を進め、研究環境の整理をすることです。
筆者の研究室では、筆者不在のまま、ロケットエンジンの燃
焼実験を実施するだけの体制を構築することはできませんで
したので、特に学生の研究のケアは大きな課題です。学部生
は卒論執筆に困らないよう、修士課程の学生は、取得データ
のデータ処理を行えば修論を執筆できるよう、大学を離れる 2
月初旬までに実験をできるだけ実施しました。その上で、長
期不在にしても自身の実験設備が劣化しないよう、後片付け
や装置の保管処理を行いました。これの準備期間中には、自
身のテニュア審査・昇任審査等もあり、多忙を極めました。
　日本での生活を畳む作業としては、住居の引っ越しと各種
インフラの解約・契約変更、住民票の海外転出届、国際運転
免許の取得、COVID-19のワクチン接種証明の取得などがあ
ります。これらを 1-2 週間のうちに行いました。日本滞在の
最後の 2-3 週間は実家近辺でのリモートワークもしくは有給
とさせていただき、学位論文指導や審査、日本から持ち込む
必要のある生活用品の調達等の渡航準備の傍ら、久々に両親
と過ごしました。また、筆者の渡航当時は搭乗24時間以内の
コロナ感染の検査結果を米国行きの国際線搭乗前に提示する
必要がありました。筆者の渡航日の関係上、このような検査
と書類発行は、渡航当日の空港併設の検査機関でのみ可能で
あったため、その予約を確保するのにも苦労しました。この
ような非常に多くのプロセスを経た後、ようやく渡航が実現
しました。

ミシガン大学セントラルキャンパス


