
日時：平成 26年１月 31 日（金曜日）15:00 ～ 18:00

場所：TEPIA ホール（神宮外苑）

主催：独立行政法人宇宙航空研究開発機構

国際宇宙ステーション利用シンポジウム

時間 内容、登壇者（敬称略）　　　

第一部：これまでの国際宇宙ステーション・「きぼう」 利用成果

これまでに得られた成果

15:00-15:08 生命科学分野
高橋秀幸（日本宇宙生物科学会 理事長、東北大学 教授 ）

15:08-15:16 宇宙医学分野
岩﨑賢一 ( 日本宇宙航空環境医学会 理事長代行、日本大学 教授 )

15:16-15:24 物質・物理科学分野
石川正道（日本マイクログラビティ応用学会 会長、理化学研究所 室長 ）

宇宙実験の成果を地上へ

15:25-15:45

宇宙飛行士に学ぶ寝たきりにならない方法 
～骨粗しょう症治療薬を使った宇宙での骨密度減少への予防効果～

講演：松本俊夫（徳島大学 教授）
ディスカッション：岩本幸英（日本整形外科学会 理事長、九州大学 教授 ）

15:45-16:05

省エネ実現に向けた「きぼう」 のソフトパワー 
～宇宙実験を通じて得た技術の半導体への活用～

講演：江龍 修（名古屋工業大学 副学長）
ディスカッション： 松本功（大陽日酸株式会社 執行役員）

16:05-16:15 休憩：（休憩中に若田飛行士からのビデオメッセージを放映予定）

第二部：「きぼう」 利用成果の可能性～イノベーション創出に向けて～

JAXA の目指す方針

16:15-16:20 新生 JAXA が目指すもの
奥村直樹（宇宙航空研究開発機構 理事長）

16:20-16:30 今後のきぼう利用の進め方
長谷川義幸（宇宙航空研究開発機構 理事）

全体討論：「イノベーション創出に向けて」

16:30-18:00

モデレータ：
横山広美（東京大学 准教授）
パネラー：
石川正道（日本マイクログラビティ応用学会 会長）
浅島誠（産業技術総合研究所 幹細胞工学研究センター長）
加藤義信（中小企業基盤整備機構 チーフアドバイザー）
大竹暁（科学技術振興機構 理事）
長谷川義幸（宇宙航空研究開発機構 理事）

閉会挨拶
長谷川義幸（宇宙航空研究開発機構 理事）

＊全体討論では会場からの質問も受け付ける予定です。
＊プログラムは変更する場合がございます。



生命科学分野

一般社団法人日本宇宙生物科学会　理事長 　　　　　　　　　　
東北大学　教授　髙　橋　秀　幸

宇宙生物科学には、1）地上では得られない特殊環境を利用して生物学的知見を深める、2）
人類の宇宙活動の基盤を構築する、3）それらの成果によって地球社会の維持・発展に貢献す
る、という目的がある。国際宇宙ステーション（ISS）は、そのためのツールとして活用され、
人類のマイルストーンを確実にする必要がある。これまでに ISS を利用して、水棲動物、線虫、
植物、細胞等を用いて、微小重力下における成長・老化や骨量減少・筋萎縮のしくみ、特殊複
合環境における DNA 損傷のしくみに関する研究等が行われ、その有効性が証明されてきた。
日本宇宙生物科学会によって ISS 利用をさらに推進すべく申請された、ISS における宇宙生命
科学研究計画が日本学術会議「大型機器・規模研究マスタープラン」として採択された。その
実現に向けて JAXA と連携することが、今後、科学・教育・産業にもたらす ISS 効果を創出
する上で重要である。

宇宙医学分野

日本宇宙航空環境医学会　理事長代行 　　　　　　　　　　
日本大学　教授　岩　﨑　賢　一

ヒトの健康を脅かす宇宙の環境因子として一般的によく知られているのは、
微小重力、宇宙放射線、隔離閉鎖環境での心理的ストレス及び化学・微生物汚
染である。

特に微小重力環境への曝露は、極端な運動不足と同様の状態に陥るため、循
環系、骨、筋などへの影響が大きい。もともと健康な宇宙飛行士に急速に過大
な機能変化や病的状態が生じるため、発症と回復の全過程を「短期間」で「明
確」に観察できる。

その利点を活かし、日本宇宙航空環境医学会員は、スペースシャトル時代から多
くの軌道上実験を行い、それはＩＳＳでの研究に繋がり、現在は将来必要となる「よ
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日本大学医学部　社会医学系　衛生学分野　教授
日本大学大学院　医学研究科　宇宙航空環境医学　主担当
日本宇宙航空環境医学会　理事長代行

第一部：これまでの国際宇宙ステーション・「きぼう」利用成果

これまでに得られた成果
2008年 8月から国際宇宙ステーション・「きぼう」日本実験棟の利用が開始し、この5年
間で様々な分野の宇宙実験が実施されてきました。
生命科学 /宇宙医学 /物質・物理科学の各分野で、シャトルの時代からこれまで得られた成
果を総括します。

東北大学大学院生命科学研究科長・
教授。日本宇宙生物科学会理事長。
1982 年東北大学大学院農学研究科修
了（農学博士）。専門は植物生理学。
これまで Wake Forest 大学の博士研究
員、North Carolina 大学の客員研究員
として NASA 重力宇宙生物学プログ
ラムにかかわる。1987 年から日本宇
宙生物科学会で活動をはじめ、スペー
スシャトルや国際宇宙ステーションで
植物の宇宙実験を実施してきた。



１．微小重力環境曝露

神 経 系 ：宇宙よい
心循環系：心筋萎縮、調節障害
筋 肉 系 ： 筋萎縮 （地上の2倍とも）
骨 格 系 ： 骨量減少（地上の10倍とも）

２．宇宙放射線被曝 （地上の半年分を一日で）

３．閉鎖環境 心理的影響、化学・微生物汚染
（写真：NASAアーカイブより）

●影響は「極端な運動不足」「寝たきり」や「加齢」に類似！
●急速に過大な機能変化や病的状態が、もともと健康で

あった宇宙飛行士に生じる！ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒★研究上の利点： 発症から回復終了までの全過程を、
「短期間」で「明確」に観察可能！！

学会員が参加したヒト対象の宇宙医学フライト実験の抜粋（準備中を含む）

宇宙医学研究の特色と成果

生物を用いた軌道上
実験も。例：FMPTにお
ける鯉を用いた 「無重
力順応過程における
視-前庭性姿勢・運動
制御の研究」、代表研
究者、森滋夫（名古屋
大学)

テーマ名 研究代表者、参加者
宇宙空間における視覚安定性の研究 古賀一男（名古屋大学）
無重力環境での知覚一動作機能の研究「手動制御特性の研究」 多田　章（航空宇宙技術研究所）

無重量下における自律神経系の可塑性
D.L.Eckberg（米国）
共同研究者：間野忠明（名古屋大学）

Integration of Neural Cardiovascular Control in Space
（含：宇宙飛行による脳循環調節変化）

C.G.Blomqvist（米国）
研究参加者：岩崎賢一（日本大学）

前庭－眼神経反射による空間見当識の解析
B. Cohen（米国）、共同研究者 ： 肥塚泉
（聖マリアンナ医大）、久保武（大阪大）

睡眠実験(Sleep-2) 関口千春（宇宙開発事業団）
ビスフォスフォネート剤を用いた骨量減少・尿路結石予防対策に関する研究 
(Bisphosphonates)

松本俊夫（徳島大学：JAXA客員研究員）
/Adrian D. Leblanc（米国）

長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究（Biological Rhythms） 向井千秋（JAXA：東京女子医大、共同）
長期期宇宙飛行時における48時間心臓自律神経活動に関する研究(48hrs) 向井千秋（JAXA：東京女子医大、共同）
長期宇宙滞在宇宙飛行士の毛髪分析による医学生物学的影響に関する研究（Hair） 向井千秋（JAXA：鹿児島大、共同）

国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士の身体真菌叢評価（Myco）
向井千秋（JAXA：明治薬科大、帝京大、
共同）

前庭-血圧反射系の可塑性とその対策(VｰC Reflex) 森田 啓之（岐阜大学）
国際宇宙ステーションに長期滞在する宇宙飛行士の筋骨格系廃用性委縮へのハイ
ブリッド訓練法の効果(HYBRYD　Training)

志波 直人（久留米大学）

長期宇宙滞在飛行士の姿勢制御における帰還後再適応過程の解明 寺田昌弘（JAXA）
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（ＩＰＶＩ） 岩崎賢一（日本大学）

物質・物理科学分野

日本マイクログラビティ応用学会　会長 　　　　　　　　　　
理化学研究所　室長　石　川　正　道

日本マイクログラビティ応用学会（JASMA）は、1983 年に宇宙空間や各種実験施設で得られ
る微小重力環境を利用した、流体科学、結晶成長、材料科学、生物科学などに関する基礎及び応
用研究の推進を目的に設立された。本学会は独自のジャーナルを持ち、学会誌に掲載された収録
記事数は 1700 に及ぶ。フリーアクセスのウェブ版電子ジャーナル（IJMSA）は、日本の宇宙実
験発展の歴史を記録する貴重なアーカイブとなっている。

この間 30 年の宇宙実験の成果を俯瞰すると、わが国では宇宙環境での新材料創成とその産
業利用を目標に、多種多様な宇宙実験が計画され、スペースシャトルをベースとした「軌道上
研究所」とこれを支える短時間微小重力実験手段を効率的に運用して、微小重力下での新現象、
新技術を広範に追及、実証した経緯が如実に伺われる。本講演では、米欧に並ぶに至った日本
の宇宙実験の成果を踏まえて、ISS を国際科学技術基盤として発展させる取組みを提言する。

年代 実験ミッション 研究プログラム

1980

1990

2000

2010

1979 日本初の有人宇宙実験計画開始
1980 ～1983 小型ロケット実験： TT-500A 
1983 FMPT（第1次材料実験）計画開始
1983 GAS実験（朝日新聞、NEC）
1989 ～ 2003 地下無重力実験センター（JAMIC）
1988 ISS 協力協定署名

1990 ～ パラボリック飛行（DAS）
1991 ～ 1998 小型ロケット実験： TR-1A 
1992 ～ 1997 スペースシャトル実験：

IML-1, FMPT, D2, IML-2 , MSL-1
1993 ～ 2010 日本無重量総合研究所（MGLAB）
1995 SFU実験

2000 USERS 実験（USEF）
2003 コロンビア号実験及び空中分解
2003 ～ 2009 ISS ロシアモジュール（応用化）
2008 ～ きぼう実験： MEIS, IceCrystal, Facet

2012 NanoStep
2013 ～ Hicari, Alloy Semiconductor
2014 ～ Dynamic Surf

・有人宇宙実験
・新材料創成
・宇宙の産業利用

・短時間微小重力
・軌道上研究所
・応用化研究

・ＩＳＳ利用
・国際研究協力

・重点課題研究
・宇宙基本計画

日本の宇宙実験史（物質科学分野）

東北大学理学部化学科卒業。東
京工業大学総合理工学研究科博士
課程終了、工学博士。株式会社三
菱総合研究所先端科学研究所長、
東京工業大学教授を経て、理化
学研究所イノベーション推進セン
ター事業開発室長、現在に至る。
専門は、材料科学。主な著書に、「マ
イクログラビティ」（培風館）、「ナ
ノテク＆ビジネス入門」（オーム社）
などがある。1994 年技術・科学図
書文化賞（日刊工業新聞社）受賞。

1989 年 日本大医学部卒業
 駿河台日本大学病院・麻酔科入局
1995 年 医学博士、麻酔指導医、取得
1996 年 日本大学医学部衛生学教室、助手
1997 年～ 1999 年 米国、テキサス大学、留学
1999 年 日本大学医学部社会医学系衛生学分
　 野、専任講師に就任
2003 年 同、助教授に就任
2007 年 同、教授に就任

り長期の宇宙滞在」を目指したものに向かっている。
また、その成果は地上における疾病の病態解明や、効果的な予防・治療

等の開発にも資する。特に将来的な社会への波及効果として、加齢に伴う
障害（運動機能低下、寝たきりによる廃用症候群）の予防への応用は重要
である。本講演で具体例を紹介する。



日本整形外科学会　理事長 　　　　　　　　　　
九州大学整形外科　教授　岩　本　幸　英

1978 年　　　　久留米大学医学部卒業、九州大学整形外科入局。
1985 年　　　　九州大学大学院医学研究科卒業、医学博士。
1985-1987 年　 米国 NIH（国立衛生研究所）留学。
1989 年　　　　九州大学整形外科助手。同講師、助教授を経て
1996 年より、　 九州大学整形外科教授（現職）。
2009 年　　　　日本整形外科学会学術総会会長。
2011 年より、　 日本整形外科学会理事長。

宇宙実験の成果を地上へ
宇宙実験で得られた成果は、産業や医療などの活動にはたして生かしていけるのでしょうか？
そのためには、何が重要なのでしょうか？
宇宙実験成果の実例を紹介し、成果の受け手となる方々からの視点で議論します。

宇宙飛行士に学ぶ寝たきりにならない方法 
〜骨粗鬆症治療薬を使った宇宙での骨密度減少への予防効果〜

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体情報内科学　教授　松　本　俊　夫

骨は常に壊されては造られるという活発な再構築を繰り返しており、力学的負
荷は骨吸収と骨形成の平衡関係を維持する上で重要です。宇宙の微小重力環境や
寝たきりではこの骨代謝平衡が壊れ、骨形成が抑制され骨吸収は亢進します。そ
の結果、宇宙では 6 ヶ月間で約 10％という閉経後女性の 10 倍以上の速度で骨量
が失われます。この宇宙での骨減少を防止するため、JAXA と NASA 共同で骨粗
鬆症に広く使用されている骨吸収抑制薬ビスホスホネートの週 1 回服用製剤を用
い、宇宙での骨密度減少の防止効果を検討しました。薬剤を服用した日本人 3 名
を含む 7 名の宇宙飛行士では、大腿骨近位部や腰椎の骨密度減少が防止されまし
た。同時に骨カルシウムの動員増加による尿中カルシウムの増加も抑制されまし
た。以上より、ビスホスホネートによる骨吸収の抑制により 6 ヶ月間に及ぶ宇宙
飛行期間中の骨量減少が防止できることが示されました。

腰椎 大腿骨 大転子部 大腿骨 骨盤
頸部 近位部

従来型運動器使用 (n=18)
新型運動器使用 (n= 12)
新型運動器＋薬剤 (n=7)
平均値

宇宙飛行前後の各部位での骨密度変化に及ぼすビスホスホネートの効果

LeBlanc A, Matsumoto T, et al. Osteoporos Int 24:2105-14, 2013より改変
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1974 年 東京大学医学部医学科 卒業
1978 年 アメリカ合衆国 Yale 大学内科研究員
1982 年 東京大学医学部第４内科 助手
1987 年 東京厚生年金病院内科 医長
1988 年 東京大学医学部第４内科 講師 
1996 年 徳島大学医学部第１内科 教授
2004 年 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス
　 研究部　生体情報内科学　教授
2006 年 徳島大学医学部長・大学院医科学教育部
　 長（～平成 21 年 3 月）
2012 年 徳島大学副理事 ( 併任 )



省エネ実現に向けたきぼうのソフトパワー
〜宇宙実験を通じて得た技術の半導体への活用〜

名古屋工業大学　副学長　江　龍　　　修

我々は電力を無駄なく利用できるパワーデバイスを実現し、世界中で利用して頂く
ことで地球温暖化抑止に貢献することを目的として国際宇宙ステーションにおけるも
のづくりに挑戦させて頂いた。現在主流のシリコン（Si）を用いた電力制御デバイスを、
窒化ガリウム（GaN）に置き換えることで、電力制御に掛かるエネルギーを数％低減
することが可能となる。パワーデバイスは携帯電話やテレビなど身近な製品に用いら
れており、世界中で利用されることで「数の効果」によって大きな省エネ効果が得ら
れる。更には大きな電力を利用する自動車、鉄道等は、単体としても大きな省エネ効
果が得られる。しかし、パワーデバイス材料として GaN を活用するためには、現在、
得られる結晶品位ではデバイス動作に悪影響を及ぼす部位が多く、GaN 製造にブレー
クスルーが求められてきた。マイクロ重力下でのものづくりをイメージすることで、
新規の基板開発のアイデアが生まれた。

ペプチドナノワイヤーの規則配列に成功

結晶原子が持つ電気的引力でSiC基板をペプチド配列テンプレートとして活用
することに世界で初めて成功

大陽日酸株式会社　執行役員　松　本　　　功

1979 年  3 月 大阪大学基礎工学部物理系博士前期課程修了。
1996 年 名古屋工業大学工学博士。
1979 年  4 月 大陽日酸入社。
1981 年 10 月～ 1982 年 9 月 工技院電総研・半導体デバイス研究室研修生。
1982 年 10 月 技術開発部。ＭＯＣＶＤを用いた化合物半導体結晶成長技術の
 開発に従事。
2000 年 電子機材事業本部、マーケティング企画部、担当部長。
2008 年  2 月 大陽日酸イー・エム・シー㈱代表取締役社長。
2013 年  6 月 大陽日酸㈱執行役員電子機材事業本部化合物事業部事業部長。

平成 2 年 3 月筑波大学大学院工学研究科物質
工学専攻修了、工学博士（筑波大学）。

平成2年4月筑波大学物質工学系助手を経て、
平成 5 年 5 月名古屋工業大学工学部講師にて着
任の後、平成 17 年 7 月名古屋工業大学工学部
教授。平成24年4月名古屋工業大学副学長就任、
現在に至る。

専門分野はエネルギービーム工学、電子物性
工学、精密加工工学。

現在の研究テーマとして SiC ナノ微細構造形
成と結晶成長等。



宇宙航空研究開発機構　理事　長谷川　義　幸

1976 年 芝浦工業大学大学院修士課程電気工学専攻修了。
1976 年 宇宙開発事業団（NASDA）に入社。
1987 年 通信、放送、気象、地球観測衛星の衛星管制システムの開発と運用に従事。
 内、1 年間は NASA ジェット推進研究所に留学。
 1989 年～ 2008 年 10 月宇宙ステーション日本実験棟開発に従事。
2003 年 JEM プログラムマネージャ
2007 年 国際宇宙ステーションプログラムマネージャ
2009 年 月惑星探査プログラムと国際宇宙ステーションプログラムを兼務。現在に至る。

今後の「きぼう」利用の進め方

宇宙航空研究開発機構　理事長　奥　村　直　樹

1973 年 3 月 東京大学工学系大学院博士課程応用物理学専攻修了、工学博士
1973 年４月 新日本製鐵株式会社入社
1979 年～ 81 年 Imperial College（英国）客員研究員
1993 年 技術開発本部先端技術研究所新材料研究部長
1995 年 技術開発本部先端技術研究所長
1999 年 6 月 取締役（技術開発本部鉄鋼研究所長）
2003 年 4 月 常務取締役（技術開発本部鉄鋼研究所長）
2005 年 4 月 代表取締役副社長（技術開発本部長）
2007 年 1 月 内閣府総合科学技術会議　議員（常勤）
2013 年 任期満了で同議員を退任
 （日本学術会議連携会員）
2013 年 4 月 宇宙航空研究開発機構　理事長

JAXA の目指す方針

新生 JAXA が目指すもの

全体討論：「イノベーション創出に向けて」

昨年策定された宇宙基本計画では、国際宇宙ステーションに対し、一層の産業競争力強化に繋がる成果創出の重要
性が提言されています。更に、我が国の科学技術政策においても、科学技術とイノベーション政策の一体的な展開
に向けて様々な新しい施策が推進されています。「きぼう」は日本が保有し、研究者や技術者の皆様が利用できる
実験環境です。この機会を最大限に活用して、どのように社会が求める利用成果を創出し、それをどう伝えていく
かについて、学術界、産業界、関係機関の皆様と討論します。

【全体討論（60 分）】
　テーマ１：利用成果を伝えるための方策
　テーマ２：イノベーション創出に向けて

【質疑応答（30 分）】

第二部：「きぼう」 利用成果の可能性
　　　　～イノベーション創出に向けて～

JAXAや国際宇宙ステーションを取り巻く状況は、近年大きく変化しています。この環
境や情勢の変化を受けて、これからの ISS・「きぼう」利用の方向性、イノベーション創出
に向けた新たな取組みなど、学術界、産業界、関係機関の皆様とともに考え、展望します。



中小企業基盤整備機構　チーフアドバイザー　加　藤　義　信

1967 年 日産自動車（株）入社：生産技術
1990 年 栃木工場製造部次長
1993 年 技術開発センター主管：エンジン、ＣＶＴ等の商品開発
1998 年 ＰＴ技術開発試作部主管：燃料電池、ＥＶ用モーター等の開発
2006 年 （独）中小企業基盤整備機構　新事業支援部　プロジェクトマネージャー
2012 年 経営支援部　チーフアドバイザー　現在に至る
＜ＪＡＸＡ関係＞
2011 年～ オープンラボ選定委員
2012 年～ 「きぼう」利用テーマ選定委員

科学技術振興機構　理事　大　竹　　　暁

1984 年、素粒子・原子核物理学実験を専攻し大学院修士課程修了後、科学技術と社会の関係が遊離す
ることを懸念して、科学技術行政へ。科学技術庁、内閣府、文部科学省で科学技術政策の立案、研究開発
プログラムの企画、立案、運営、国際協力の推進などに携わる。この間、フランスにある国際ヒューマン
フロンティアサイエンス機構、JAXA、放射線医学総合研究所などで現場経験を積んだ。2013 年 7 月か
ら科学技術振興機構　理事。

産業技術総合研究所　フェロー　兼　幹細胞工学研究センター長 　　　　　　　　　　
東京大学大学院総合文化研究科　特任教授　兼　総長室顧問　浅　島　　　誠

1967 年 東京教育大学理学部卒業 
1972 年 東京大学理学系大学院博士課程修了（理学博士） 
1972 年 ドイツ・ベルリン自由大学分子生物学研究所研究員 
1974 年 横浜市立大学文理学部助教授 
1985 年 横浜市立大学文理学部教授 
1993 年 東京大学教養学部教授 
1995 年 東京大学 総長補佐 
1996 年 東京大学大学院総合文化研究科教授 
1999 年 東京大学大学院総合文化研究科・評議員（併任） 
2001 年 東京大学大学院総合文化研究科・学部長特別補佐 
2003 年 東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長 
2005 年 日本学術会議副会長 
 東京大学生命科学教育支援ネットワーク長 
 東京大学大学院総合文化研究科生命科学構造化センター長 
2006 年 産業技術総合研究所器官発生工学研究ラボ長 
2007 年 東京大学 副学長・理事 兼 特任教授 
2009 年 （独）産業技術総合研究所フェロー 兼 器官発生工学研究ラボ長 
 東京大学大学院総合文化研究科特任教授 
2010 年 （独）産業技術総合研究所フェロー 兼 幹細胞工学研究センター長

【受賞等】 
日本動物学会賞（1990 年） 
ジーボルト賞（ドイツ政府）（1994 年） 
上原賞（2001 年） 
学士院賞．恩賜賞（2001 年） 
紫綬褒章（2001 年） 
文化功労者（2008 年） 

東京大学　准教授　横　山　広　美

東京大学大学院理学系研究科准教授、兼広報室副室長。専門は現代科学論、科学技術政策、科学コミュニ
ケーション分野。科学コミュニケーション研究会初代代表。日本学術会議若手アカデミー委員会委員、同
ネットワーク分科会副委員長。学生団体 0to1,BAP 顧問。2007 年科学ジャーナリスト賞受賞。2009 年女
子中高生理系進学支援事業・東京大学代表、2010 年科学コミュニケーション研究会設立。



■「きぼう」での実験：
「きぼう」日本実験棟が取り付けられた国際宇宙ステーション（ISS）
の宇宙環境は、微小重力、高真空、宇宙放射線、地球や天体を観測す
るための良好な視野など、地上では容易に得ることのできない特徴が
あり、その環境を利用して、非常に広範な分野にわたる研究や実験、
観測などを行っています。どんな実験が行われているかについては、
下記のページをご覧ください。
http://iss.jaxa.jp/kiboexp/field/

■ ISS・「きぼう」利用の成果：
ISS・「きぼう」の利用でこれまでに得られた成果を「きぼう利
用成果レポート」としてまとめました。
http://iss.jaxa.jp/kiboresults/utilization/

また、ISS に参加する各国・地域が ISS で得た科学・技術・教
育上の成果をまとめています。
http://iss.jaxa.jp/kiboresults/benefits/

■若田光一宇宙飛行士紹介
1996年と2000年の2回、スペースシャトルミッションに搭乗。2009年3月から7月まで ISSに長期滞在。
現在2回目の長期滞在を行っており、2014年3月から ISSのコマンダー（船長）を務める予定。

若田光一宇宙飛行士ダウンリンク映像『週刊若田』
http://www.youtube.com/user/jaxachannel
若田宇宙飛行士のTwitter アカウント
https://twitter.com/Astro_Wakata

■これを読めば、最新情報がわかる！
「ISS・きぼうマンスリーニュース」メーリングサービス、好評配信中。
ISS、「きぼう」日本実験棟、日本人宇宙飛行士の活躍、宇宙関連イベントなど、最新の宇宙情報を毎月第四水
曜日にお届けする「ISS・きぼうマンスリーニュース」。メーリングサービス配信の登録を随時受け付けていま
すので、下記からお申込みください。
http://www.jaxa.jp/pr/mail/index_j.html

■ ISS 広報・情報センター HP：http://iss.jaxa.jp/index.html
■ JAXA HP：http://www.jaxa.jp/


