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金井ミッションの概要 

 金井宇宙飛行士を含む3名の宇宙飛行士が搭乗する、ソユーズ MS-07 宇宙船(53S)が2017年12月17日に
打ち上げられました。 
 

 12月19日にISSとのドッキング、ハッチオープンにより ISS での長期滞在を開始しました。 
 

 2018年6月3日（目標）に帰還予定です。 
 

 168日間（予定）の長期滞在中に、数多くのミッションについて作業を実施しました。JAXAの利用ミッションで
は、29ミッション、134時間（5月20日現在暫定値）のタスクを実施しています。 

 
 
 

左から、金井宇宙飛行士（左）、 
アントン・シュカプレロフ（Roscosmos） 
スコット・ティングル（NASA） 
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ソユーズ搭乗員 

Inc. 53 Inc. 54 Inc. 55 Inc. 56 Inc. 52 インクリメント 

52Sクルー 
 アレクサンダー・ミシュルキン 
 ジョセフ・アカバ 
 マーク・ヴァンデハイ 

54Sクルー 
 アンドリュー・フューステル 
 リチャード・アーノルド 
 オレッグ・アルテミエフ 
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有人宇宙滞在技術の高度化に向けて「きぼう」を技術実証の場として積極的に活用する 
 自律移動型 船内カメラ「Int-Ball」では、「きぼう」船内外実験の自動化・自律化を進めると共に、将来探査ミッ

ション等に利用可能なロボティクス技術の獲得を目指す。 

 有人宇宙滞在技術の実証の場として「きぼう」を利用し、知識を増やし、技術を磨き、将来の国際的な宇宙探査へ
とつなげます。 

小動物飼育 

 
 
 
転写因子 Nrf 2 は宇宙ストレ
ス軽減に働くか検証する。 

有人宇宙滞在技術 

 
 
 
宇宙飛行士の支援に向けて、
自動化・自律化を目指したロ
ボティックス技術を獲得する。 

©政府広報オンライン 

有人宇宙探査の想像図 

金井飛行士滞在中の利用ミッションの特徴 

「健康長寿」に関する課題解決型研究へ貢献する 

 宇宙環境は、骨量減少、筋萎縮など、生物影響の加速的な変化を提供できる。また、対流が起こらずタンパク
質の結晶生成に適した環境である。 

 宇宙実験を通じて、生物応答メカニズムの研究や新薬設計、疾患対策等に貢献する。 

金井飛行士ISS長期滞在のメッセージ 「健康長寿のヒントは、宇宙にある。」 

タンパク質結晶生成 

 
 
 
高品質タンパク質結晶の構造解析
により、新薬の開発に貢献する。 
アルツハイマー病や糖尿病の原因と
なる「アミロイド繊維」形成機構を解
明する。 
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金井飛行士が実施した利用ミッションの代表例 

 高品質タンパク質結晶生成（JAXA PCG） 

   ―低温タンパク質結晶生成実験：4℃での結晶化実験 

   ―中温タンパク質結晶生成実験：20℃での結晶化実験 

 宇宙ストレスにおける環境応答型転写因子の役割（Mouse Stress Defense） 

 微小重力環境下でのアミロイド線維形成と性状評価(Amyloids) 

 超小型衛星放出ミッション(J-SSOD#8) 

 静電浮遊炉利用（ELF） 

 静電浮遊法を用いた鉄鋼精錬プロセスの基礎研究 

         ～高温融体の熱物性と界面現象～(Interfacial Energy) 

 簡易曝露実験装置（ExHAM#2）トルコの材料曝露実験 

 JEM自律移動型船内カメラ(Int-Ball)  

 長期宇宙滞在がヒトの脳循環調節機能に及ぼす影響(Cerebral 
Autoregulation) 

 アジア簡易物理実験(Asian Try Zero-G) 
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「きぼう」利用ミッションの成果概要 

タンパク質結晶生成（新薬設計支援プラットフォーム） 

No. 提案者 所属機関 

1 裏出 令子 教授 京都大学 

2 裏出 良博 教授 筑波大学 

3 早出 広司 教授 東京農工大学 

4 韮澤 悟 主任研究員 国際農林水産業研究センター 

5 濱崎 直孝 客員教授 長崎国際大学 

6 森本 幸生 教授 京都大学 原子炉実験所 

7 横山 謙 教授 京都産業大学 

(1) 低温高品質タンパク質結晶生成実験 
 4℃（低温）での結晶化実験「低温高品質タンパク質結晶生成実験（Low Temperature Protein 

Crystal Growth: LT PCG）」の第2回実験であり、2016年に確立した 4℃結晶化技術 を活用した実験
です。 
 

 ドラゴン13号機で2017年12月16日に打上げ、金井飛行士による結晶化開始作業後、約1ヶ月間の結
晶生成を実施した。2017年1月13日 にドラゴン13号機で地上に回収しました。 
 

 7 機関からの 14 種類のタンパク質の結晶を生成した。糖尿病の診断薬や、がん細胞の増殖を抑制
する酵素による抗がん剤の開発などにつながることが期待されています。 

 
 

結晶化開始の操作を行う金井宇宙飛行士
（2017.12.20)（出典：JAXA/NASA） 

参加機関一覧 
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「きぼう」利用ミッションの成果概要 

タンパク質結晶生成（新薬設計支援プラットフォーム） 

(2) 中温高品質タンパク質結晶生成実験 
 

 20℃（中温）での高品質タンパク質結晶生成実験（Protein Crystal Growth: PCG）の第3期実験シ
リーズ第2回ロシア実験です。 
 

 2018年3月22日にソユーズ宇宙船（54S）にて打上げられ、24日に金井宇宙飛行士により「きぼ
う」船内実験室のタンパク質結晶生成装置（PCRF）に設置されました。20℃で温度制御しながら
結晶成長させ、5月5日にドラゴン14号機で地上に回収しました。 
 

 1 機関の民間利用促進コースと 20 機関の基盤研究利用コースの利用による 40 種類のタンパク質を

生成しました。アフリカトリパノソーマ症の治療薬やバイオセンサーの開発につながることが期
待されます。 
 

 現在、大型放射光施設  SPring-8  等の X 線を使い、精密な構造解析を開始しました。 
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「きぼう」利用ミッションの成果概要 

タンパク質結晶生成（新薬設計支援プラットフォーム） 

(2)中温高品質タンパク質結晶生成実験 
 
 

 
 
No. 所属機関 

1 ペプチドリーム株式会社 

No. 提案者 所属機関 

1 五十嵐 圭日子 准教授 東京大学大学院 

2 裏出 良博 教授 
筑波大学国際統合睡眠医科
学研究機構 

3 裏出 令子 教授 京都大学大学院 

4 織田 昌幸 准教授 京都府立大学大学院 

5 小田 康祐 助教 広島大学大学院 

6 北 潔 教授 長崎大学 

7 小松 晃之 教授 中央大学 

8 阪本 泰光 准教授 岩手医科大学 

9 志水 元亨 助教 名城大学 

10 武田 康太 特任助教 東京農工大学 

民間利用促進コース  

基盤研究利用コース 
No. 提案者 所属機関 

11 中川 敦史 教授 大阪大学 蛋白質研究所 

12 中村 照也 准教授 熊本大学大学院 

13 韮澤 悟 主任研究員 国際農林水産業研究センタ― 

14 藤井 郁雄 教授 大阪府立大学大学院 

15 平野 優 主任研究員 量子科学技術研究開発機構 

16 前田 雄一郎 上席研究員 名古屋大学大学院 

17 桝田 哲哉 助教 京都大学大学院 

18 森本 幸生 教授 京都大学 原子炉実験所 

19 吉田 裕美 准教授 
香川大学 総合生命科学研究セ
ンタ― 

20 渡邉 信久 教授 名古屋大学大学院 
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「きぼう」利用ミッションの成果概要 
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(3) アミロイド線維βタンパク質 
研究テーマ名：神経変性疾患の発症機構解明に向けた微小重力環境下でのアミロイド線維形成と性状評価  
代表研究者：大学共同利用法人自然科学研究機構 生命創成探究センター/分子科学研究所  教授 加藤 晃一 
 
 アルツハイマー病や狂犬病、糖尿病などの原因となることが知られているアミロイド線維の線維

形成機構の解明を目的とした実験です。神経変性疾患の発症機構の解明や発症の新たなリスク評
価方法の構築に貢献することが期待されています。 
 

 ドラゴン13号機で実験試料を冷凍で打上げ、2017年12月27日に細胞培養実験装置に実験試料を
セットして、実験が開始されました。実験開始から6時間後、1日後、3日後、および9日後の4回に

分けて実験試料を細胞培養装置から取り出して、冷凍庫に保管しました。実験後の試料は、ドラ
ゴン13号機で2018年1月14日に地上に回収しました。 
 

 回収後のサンプルの蛍光計測からアミロイドβタンパク質の線維伸長 
      の速度は地上に比べて遅く、微小重力環境において地上では得られ 
  ない高品質なアミロイド線維が得られる可能性が高まりました。 
 
 今回得られた結果をもとに、第2回実験（本年7月目標）では、条件・ 
   種類を絞り込んだアミロイド線維を宇宙で伸長させ、詳細な解析を実 
   施予定です。 

9 

「きぼう」利用ミッションの成果概要 

タンパク質結晶生成（新薬設計支援プラットフォーム） 

加藤先生と金井宇宙飛行士 
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「きぼう」利用ミッションの成果概要 

超小型衛星放出 

 ケニア共和国初の「1KUNS-PF」 
第1回 KiboCUBE として選定されたナイロビ大学の超小型衛星です。 KiboCUBEとは、発展途上国等の
宇宙関連技術向上への貢献等を目指し、平成27年9月から実施している国連宇宙部とJAXAの連携協
力プログラムであり、本衛星は平成28年8月に国連宇宙部とJAXAが共同して選定した、ケニア初の衛
星として開発・運用されるものです。  
 
 トルコ共和国の「UBAKUSAT」 
JAXAとトルコ共和国運輸海事通信省との間の協力合意に基づくもので、新規開発のVHF/UHF通信機器

（小型衛星搭載用リニアトランスポンダ他）の技術実証および、宇宙放射線計測技術の実証実験などを
目的としています。 
 
 コスタリカ共和国初の「Irazu」 
 九州工業大学からの技術協力を得て、コスタリカ工科大学およびCentral American Association of 
Aeronautics and Spaceが衛星開発を行いました。 コスタリカ共和国および中米地域初の衛星となるこの
「Irazu」は、コスタリカ熱帯雨林の観測データや天候、土壌、樹木成長に関するデータ取集を目的とする
通信衛星の技術実証を目的としています。 
 

2018年5月11日に、「きぼう」の超小型衛星放出機構から、3機の超小型衛星を放出しま

した。金井宇宙飛行士は、「きぼう」船内実験室において、親アーム先端取付型プラット
フォームに衛星を取り付ける作業を行い、放出の様子を筑波宇宙センターを訪れた各国
のVIPと共に見守りました。 
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「きぼう」利用ミッションの成果概要 
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主要なISSシステムタスク 

ドラゴン補給船運用14号機キャプチャー 
  
 2018年4月4日 ドラゴン補給船運用14号機をISSのロボットアーム（Space Station 

Remote Manipulator System: SSRMS）により把持（キャプチャ）する操作を担当し、
正確な操作によりキャプチャを見事に成功させました。 
 

 集中を要するダイナミック・オペレーションであったが、訓練と同じ心持ちで任務を完
了できたとのこと。 

ドラゴン補給船運用14号機（SpX-14）の到着を待つ 
金井宇宙飛行士とスコット・ティングル宇宙飛行士 
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主要なISSシステムタスク 

船外活動（EVA） 
  

船外活動を行う金井宇宙飛行士 

ISSの船外活動をNASAジョンソン宇宙センター（JSC）
から支援する星出宇宙飛行士 

 2018年2月17日船外活動（EVA）を実施しま
した。船外活動時間は5時間57分でした。 
 

 ISSトラス上のモービルベースシステムのペイ
ロード/軌道上交換ユニット把持装置を地上で修
理するために船内へ回収する作業が主な任務でし
た。 
 

 Get Ahead Taskという追加で実施する船外活
動の作業も行いました。 
 

 事前に手順をしっかり確認し、パートナーとなる
EVクルー、船内から支援するIVクルー、ロボッ
ト ア ー ム 操 作 ク ル ー 、 地 上 か ら 支 援 す る 
Ground IV (星出飛行士）とのお互いの意識合わ
せを綿密に行い、自信を持って臨みました。
NASAからも、非常に円滑に EVA が完了した
と高い評価を得ています。 
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金井宇宙飛行士の特長 

 事前の準備を入念に行い、分からないことがあれば地上の専門家にタイムリー
に質問して解決した上で、作業を実施しています。 
 

 これにより、手早く行うところ、慎重丁寧に実施して確実な作業を求められる
ところを把握したメリハリの良い効率的な作業を行います。 
 

 医師としての経験を存分に発揮し、医学実験やマウス飼育に関連した作業では
非常に手慣れた様子でタスクを行いました。 
 



参 考 
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金井飛行士滞在期間中に計画されている利用ミッションの状況  

●：完了   ◎：実施中  △：実施先送り 

分類 利用ミッション名 状況 

新薬設計支援 
プラットフォーム 

 低温タンパク質結晶生成実験(Low Temp PCG#2) ●  完了 

 中温タンパク質結晶生成実験(Moderate Temp PCG#2) △  試料の準備期間が必要なため、7月頃の実施に先送り 

 中温タンパク質結晶生成実験 （PCG#14） ● 
 54S（3/21打上 ）で打上げ、PCRFで結晶生成しドラゴン14号機で
回収 

加齢研究支援 
プラットフォーム 

 宇宙ストレスにおける環境応答型転写因子の役割（Mouse 
stress Defense） ●  ドラゴン14号機で打上げ、軌道上飼育後、ドラゴン14号機回収 

 微小重力環境下でのアミロイド線維形成と性状評価
（Amyloids） 

●  ドラゴン13号機で打上げ、軌道上での完了 

 宇宙環境における健康管理に向けた免疫・腸内環境の統
合評価（Multi Omics） 

●  完了 

 ゼブラフィッシュによる筋萎縮原因の解明（Zebrafish 
Muscles2） 

●  12/26 完了 

 プロバイオティックスの継続摂取による免疫機能及び腸内
環境影響検討 (Probiotics) 

◎  継続中 

 液体生検によるゲノム・エピゲノム解析（ Cell-Free 
Epigenome ） 

◎  継続中 

超小型衛星放出 
プラットフォーム 

 超小型衛星放出ミッション (J -SSOD#8) ケニア（国連共同
“KiboCUBE”プログラム）、コスタリカ、トルコ 

●  2018/5/11 超小型衛星放出 

 超小型衛星放出ミッション (J -SSOD#9) BIRDS-2（ブータ
ン/フィリピン/マレーシア） 

△  搭載衛星の開発状況により、2018年07月頃の放出に変更 

船外ポート利用 
プラットフォーム 

 中型曝露実験アダプタ (i-SEEP/HDTV-EF2) ◎  HDTVによる撮影継続中 

新たなプラット
フォームによるきぼ
う利用多様化 

 静電浮遊炉（ELF Experiment）利用 ◎  実施中 
 鉄鋼精錬プロセスの基礎研究～高温融体の熱物性と界面
現象～ (Interfacial Energy) ◎  実施中 

 汎用曝露取付機構（ExHAM#1) △  7月にサンプル交換を予定 

 汎用曝露取付機構（ExHAM#2)  ●  5/23にサンプル交換（トルコ） 
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金井飛行士滞在期間中に計画されている利用ミッションの状況  

●：完了   ◎：実施中  △：実施先送り 

分類 利用ミッション名 状況 

有人宇宙滞在技術 

JEM自律移動型船内カメラ(Int-Ball) ◎  実施中 
無重力での視力変化等に影響する頭蓋内圧の簡便な評価
法の確立 (Intracranial Pressure & Visual Impairment) ●  5/7実施により完了 

長期宇宙滞在により引き起こされる耳石前庭機能の評価
（Labyrinth） ◎  地上でのデータ取得実施中 

長期宇宙滞在がヒトの脳循環調節機能に及ぼす影響
（Cerebral Autoregulation） ◎  C/O-1完了。実験は、Inc57/58で実施。 

「きぼう」船内の宇宙放射線環境の定点計測 （Area 
PADLES） ◎  実施中 

宇宙飛行士の個人被ばく線量計測 （Crew PADLES） ◎  実施中 
リアルタイム線量当量計測技術の確立（PS-TEPC) ●  4/2 完了 

学術研究の推進 

沸騰二相流体ループ （Two Phase Flow） ●  3/19実験完了 
微粒化実験 (Atomization) ◎  実施中 
ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響（Space Pup） ◎  実施中 
高エネルギ電子・ガンマ線観測 (CALET) ◎  実施中 
X線天文観測 (MAXI) ◎  実施中 
宇宙環境計測 (SEDA-AP) ●  3/30 観測完了 

国際協力の推進 アジア簡易物理実験 (Asian Try Zero-G) ●  2/15実施 

戦略的広報 
JAXA EPO (Video Taking） ◎  実施中 
JAXA EPO (Report） ◎  実施中 
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主な「きぼう」利用ミッション（1/3） 

Int-Ball の「きぼう」船内飛行 

「宇宙ストレスにおける環境応答型転写因子 Nrf2 の役割」 
• ストレス防御の転写因子とされる Nrf 2 について宇宙ストレスが活性に与える
影響を調べる。宇宙滞在リスク軽減に貢献 、高齢化・高ストレス社会が抱える
課題克服への応用を目指している。 

小動物飼育（加齢研究支援プラットフォーム） 

「タンパク質結晶生成実験」 

•これまでに培ってきた微小重力環境での高品質な結晶生成の技術を活かし、そ
れを更に発展させて国の健康医療戦略が狙う創薬を構造解析の面から支える。 

•国のプロジェクトとの連携による成果創出や民間企業の利用拡大に向けた利用
制度や技術開発に取り組み、出口を見据えた利用に重点化。世界最高水準のタ
ンパク質結晶化プラットフォームとして、創薬の研究基盤への活用を目指す。 

「微小重力環境下でのアミロイド線維形成と性状評価」 

•アミロイド線維はタンパク質が規則正しく重合した超分子複合体であり、アル
ツハイマー病や糖尿病などの原因となる。線維構造および線維形成機構を明ら
かにし、アミロイド線維が関わる神経変性疾患の発症機構の解明を目指す。 

タンパク質結晶生成（新薬設計支援プラットフォーム） 

「JEM自律移動型船内カメラ(Int-Ball)」 

• 宇宙飛行士の作業支援のための撮影ロボットとして、自律移動型船内カメラ
(Int-Ball) を開発した。「きぼう」船内外実験の自動化・自律化を進めると共
に、将来探査ミッション等に利用可能なロボティクス技術の獲得を目指す。 

有人宇宙滞在技術や探査技術の獲得 

小動物飼育装置でのマウス
の飼育 

アミロイド線維およびその形成 
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◎超小型衛星放出プラットフォーム 
  小型衛星放出機構（JEM Small Satellite Orbital Deployer: J-SSOD） 

国際宇宙ステーション（ISS）の中で唯一、エアロックとロボットアームを合わせ持つ「きぼう」の機
能を活用し、「きぼう」から超小型衛星を放出する。CubeSat 規格および 50 kg 級の超小型衛星を、

超⼩型衛星を放出機構で「きぼう」⽇本実験棟から打ち出し、軌道に乗せるための機構である。
国連宇宙部との共同プログラム第1回公募で選定した「ケニア初の衛星」の放出を予定している。 衛星放出機構から打ち出

される超小型衛星 

主な「きぼう」利用ミッション（2/3） 

◎国際協力推進 
  アジア簡易物理実験 (Asian Try Zero-G) 

 「きぼう」アジア協力 Kibo-ABC では、日本を含むアジア・環太平洋地域の各国の学生や若い
研究者から提案される簡易な物理実験を  Asian Try Zero-G として「きぼう」の中で実施し、新た

な発見や次世代の人材育成に貢献するなど国際協力を推進します。  
大西飛行士が実施したアジア簡易
物理実験と地上で見守る提案者 

◎無容器処理技術を利用した材料研究への貢献 
  静電浮遊炉による金属や酸化物の物性の精密計測 

静電浮遊炉は、金属から酸化物等の絶縁体まで幅広い材料を浮遊した無容器状態に保ち、
かつ3000℃を超える超高温を実現し、浮遊状態での物性値の精密計測や大過冷却による新
たな物性の材料を生み出す可能性を秘めている。 
 鉄鋼精錬プロセスの基礎研究～高温融体の熱物性と界面現象～ 
スラグ・鉄鋼融体などの酸化物・金属融体界面現象を界面エネルギーの観点から理解するこ
とを目的とし、2液相分離界面の界面張力の測定手法を確立し、スラグ・鉄鋼融体の界面張
力を精度よく測定し、産業プロセスの改善に役立てる。 

  

静電浮遊炉の外観と浮遊
した試料 
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主な「きぼう」利用ミッション（3/3） 

◎学術研究の推進、探査技術の獲得 
  沸騰・二相流体ループを用いた気液界面形成と熱伝達特性 

微小重力下での沸騰による熱伝達の特性を観測し、重力の影響を世界に先駆けて明らかに
します。沸騰は、加熱面から潜熱を奪うことで 10 倍から 100 倍の熱除去を可能とします。こ

のことから、将来の大型宇宙機を効率よく冷却するための革新的な技術として発展応用を目
指します。 沸騰気泡と実験装置 



 

 アミロイド線維はタンパク質が規則正しく重合した超分
子複合体であり、アルツハイマー病や糖尿病などの原
因となることが知られている。これらの疾患の治療や
予防のためには、線維形成機構を理解することが重
要であるが、詳細な線維形成機構は未だ解明されて
いない。 

 微小重力下では地上と比べてアミロイド線維の形成
速度が一定かつ遅くなると予想され、 「きぼう」の微小

重力下においては、地上では得られない高品質なアミ
ロイド線維の形成が期待される。 

 高品質のアミロイド線維を回収して解析することで、ア
ミロイド線維の詳細構造および線維形成機構を明らか
にし、アミロイド線維が関わる神経変性疾患の発症機
構について、解明することを目指す。 

背景、目的 

 

 神経変性疾患等の発症機構の解明に貢献 
微小重力下で得られたアミロイド線維の性状を調べること
により、アルツハイマー病等の神経変性疾患や糖尿病等
のアミロイドﾞ線維関連疾患の発症機構の解明や発症の
新たなリスク評価方法の構築に貢献する。また、アミロイ
ド線維をターゲットとするような創薬展開も期待される。 

～神経変性疾患の原因分子「アミロイド線維」の形成機構の解明～ 
研究テーマ名：神経変性疾患の発症機構解明に向けた微小重力環境下でのアミロイド線維形成と性状評価      
代表研究者：大学共同利用法人自然科学研究機構 生命創成探究センター/分子科学研究所 教授 加藤 晃一     

成果の活用、目指すビジョン  

研究概要  

 アミロイド線維はタンパク質が規則正しく重合した超分子複
合体であり、アルツハイマー病や糖尿病などの原因となる。 

 宇宙では、地上では得られないような高品質なアミロイド線
維が形成する可能性がある。 

A B 

例えば線維状アミロイド (A) と顆粒状アミロイド (B) では、(B) の
方が(A) より毒性が高い。宇宙では、どのような形のアミロイド

線維が形成されるか、構造や性質は変化するかについて検証
する。 

 アルツハイマー病や糖尿病などの神経変性疾患の発症機
構の解明や発症の新たなリスク評価方法の構築に貢献。 

 アミロイド線維をターゲットとするような創薬展開への貢献。 

ｱﾐﾛｲﾄﾞ線維が関わる神経変性疾患の発症機構について解明 

21 
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