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インクリメントとは

 インクリメントとはISSの運用期間単位を指す。

 ISSにクルーが長期滞在を開始した時点を起点とし、2000年10月31日から
2001年3月21日が 最初でインクリメント 1 である。

 金井飛行士ミッションは、第54次/第55次長期滞在（インクリメント 54と
55）に計画されている。
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インクリメントマネージャ（IM）の役割

1. インクリメントマネージャの役割
「きぼう」利用成果の最大化を目指し、担当インクリメントに対し、成果創出の

ために戦略的な目標設定を行い、その達成に向けて以下のマネージメントを担う。
 目標設定、利用計画立案

重点項目、重要ミッション、優先度の設定を行う。
 利用運用計画の履行

対NASA調整を含め利用計画の履行に必要な調整を行う。

 上記にかかるリスク管理、対応調整
ミッションの準備状況やリスクを把握し、運用管制、開発、利用ミッ

ション等のチームと協力してリスク回避等の検討、処置を行う。

※インクリメントマネージャに必要とされる要件

 マネージメントスキル （状況把握力、問題解決力、交渉力・・・）
 テクニカルスキル （利用運用計画業務や利用企画の知識、経験）
 ヒューマンスキル、英語交渉力

2. インクリメントマネージャ指名による“新展開〝
 2015年度（27年度）後半から、IMを指名した体制にて各インクリメントの目標設定・重

点ミッションを設定した運用を開始。
 ISS補給機のスケジュール遅延による実験試料回収遅延を回避するために、回収便の急

な変更の交渉対応などを実施。

「きぼう」利用成果の最大化を目指した利用方針のもと、組織全体
で戦略性を持って目標を達成する体制を強化
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「きぼう」利用戦略に基づくの目標および達成の基本方針

 ５つの目標を設定し、当面４つのプラット
フォームによる「きぼう」利用を戦略的に推進
し、国の科学技術イノベーション発展への貢献
や民間利用の拡大を図り、利用成果の最大化を
図る。

 新薬設計支援プラットフォーム
 加齢研究支援プラットフォーム
 超小型衛星放出プラットフォーム
 船外ポート利用プラットフォーム

 「きぼう」をテストベッドとして、我が国独自
技術による国際競争力を持った超長期有人宇宙
滞在技術や探査技術等の研究開発を推進する。

 上記にむけて、｢質｣｢量｣｢多様性｣の面で利用技
術・実験装置で、性能・機能向上する。

低軌道における微小重力実験の官民共同事業化に
向けて、2024年までに一部の利用サービス事業が
産業自立化している姿を目指し、2020年までに
「きぼう」を科学技術イノベーションを支える研
究開発基盤として定着させる。
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より⻑期の有⼈宇宙滞在技術の向けて「きぼう」を技術実証の場として積極的に活⽤する
 環境制御技術の獲得に向けて、JAXAが開発した小型高効率な水再生技術を実証します。

 長期有人宇宙滞在技術の技術実証の場として「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。

タンパク質結晶⽣成

タンパク質の構造解析
により、特定の症状に
よく効く薬の開発に貢
献する。

⽔再⽣技術

⼩型⾼効率な⽔再
⽣技術を検証し、
将来の宇宙探査の
要素技術を獲得す
る。

©政府広報オンライン

⽉の本格的利⽤の想像図

インクリメント 54/55 の実験の特徴

「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、免疫低下、バランス感覚低下など、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。」
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Inc. 54/55 に計画されている主な「きぼう」利用実験（1/2）

水再生装置の外観

タンパク質結晶の
地上と宇宙の違い

• 「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 Nrf2 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。

タンパク質結晶生成（新薬設計支援プラットフォーム）

• 「水再生技術実証システム」

• 高性能水再生技術の宇宙での実証を行い、小型軽量（従来比1/4）、低消費電
力（1/2）、高再生率（85％）の技術革新をもたらし、将来の長期宇宙滞在

技術につながる環境制御技術の確立を図る。

超長期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
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◎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、その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。

◎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、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 0G 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。

◎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、「きぼう」⽇本実験棟のエアロックから搬出して放出機構
で打ち出し、軌道に乗せるための機構である。

Inc. 54/55 に計画されている主な「きぼう」利用実験（2/2）

衛星放出機構から打ち出
される超小型衛星

静電浮遊炉の外観と浮遊
した試料

大西飛行士が実施したアジア簡
易実験と地上で見守る提案者



参 考
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Inc54/55 期間に計画されている「きぼう」利用実験（1/2）

9

33ミッション（2017年8⽉現在）
分類 利用ミッション名

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）
中温タンパク質結晶生成実験 （Moderate Temp PCG#2）
中温タンパク質結晶生成実験 （PCG#14）

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）
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）
ゼブラフィッシュによる筋萎縮原因の解明（Zebrafish Muscles2）
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)
液体生検によるゲノム・エピゲノム解析（ Cell-Free Epigenome ）

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) トルコ（日本・トルコ協力）、ケニア（国連共同“KiboCUBE”プログラム）

超小型衛星放出ミッション (J -SSOD#9) 九州工大（コスタリカ、シンガポール、ブータン、マレーシア、フィリピン）

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)

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

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)
汎用曝露取付機構 (ExHAM#1) 
汎用曝露取付機構 (ExHAM#2)

超長期有人宇宙滞在技術

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)
耳石前庭機能障害評価（Labyrinth）
脳循環調節機能（Cerebral Autoregulation）
水再生技術（JEM Water Recovery System）

「きぼう」船内の宇宙放射線環境の定点計測 （Area PADLES）
宇宙飛行士の個人被ばく線量計測 （Crew PADLES）
リアルタイム線量当量計測技術の確立（PS-TEPC)

注：実験の進捗やISSの運用状況によって、予定が変わる場合があります。
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注：実験の進捗やISSの運用状況によって、予定が変わる場合があります。

分類 利用ミッション名

基盤技術の強化 タンパク質結晶の完全性を左右する不純物の分配係数と成長機構との関係（Advanced Nano Step）

学術研究の推進

微小重力環境下でのアミロイド線維形成と性状評価（Amyloids）
沸騰二相流体ループ （Two Phase Flow）

微粒化実験 (Atomization)
ほ乳類の繁殖における宇宙環境の影響（Space Pup）
高エネルギ電子・ガンマ線観測 (CALET)
X線天文観測 (MAXI)
宇宙環境計測 (SEDA-AP)

国際協力の推進 アジア簡易物理実験 (Asian Try Zero-G)

戦略的広報
JAXA EPO (Video Taking）
JAXA EPO (Report）

Inc54/55 期間に計画されている「きぼう」利用実験（2/2）


