


JAXAが取り組んでいる事業・プロジェクト
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ロケット 人工衛星 小惑星探査

国際宇宙ステーション 月探査に向けた研究開発 航空機

スペースデブリ対策、新たな宇宙ビジネスの創出・拡大、国際協力、広報、教育支援活動、など他にも多数



JAXAの事業所・施設
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フライトディレクタとは？
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• ISS運用の最前線に
おける日本チームの代表

• きぼう運用管制チームの
リーダーとして、「きぼう」
システムや日本の実験装
置の運用を指揮し、宇宙
飛行士の活動を支援する。

• 1日3シフト体制で、24時
間365日を交代しながら
「きぼう」を運用

CANSEI
電力・通信

FLAT
熱・環境制御

ARIES
船内活動

KIBOTT
ロボットアーム

J-COM
ISSとの交信

J-PLAN
運用計画

GC
地上設備

ExPO
船外実験

BIO
Saiboラック

FISICS
Ryutaiラック

JEM PAYLOADS
利用・実験取りまとめ

MEISTER
MSPR1&2

GOLEM
Kobairoラック

GNOME
左以外の与圧

J-FLIGHT
フライトディレクタ



有人宇宙開発って何だろう？
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有人 ＋ 宇宙開発

© JAXA/NASA © JAXA/NASA © JAXA/NASA



日本の有人宇宙開発の歩み
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13年ぶりの宇宙飛行士候補者募集
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• 13年ぶりの宇宙飛行士候補者募集

• 応募総数は4,127名と過去最多
現在、選考過程中

• 国際宇宙ステーション計画だけで
なく、アルテミス計画へも参加

• 今後、5年に1回程度の頻度で
募集を行っていく予定

キューポラの大型窓から星出宇宙飛行士撮影（2021年）

© JAXA/NASA



13年ぶりの宇宙飛行士候補者募集

9
キューポラの大型窓から星出宇宙飛行士撮影（2021年） 前回の宇宙飛行士募集時には「きぼう」組立が

始まったところ。この時にも星出宇宙飛行士が滞在（2008年）

© JAXA/NASA © JAXA



13年ぶりの宇宙飛行士候補者募集
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募集期間 応募者 結果発表 結果

第1回
1983年12月1日

～1984年1月31日
533名 1985年8月7日

毛利衛
向井千秋
土井隆雄

第2回
1991年7月1日

～8月31日
372名 1992年4月28日 若田光一

第3回
1995年9月1日

～10月20日
572名 1996年5月29日 野口聡一

第4回
1998年2月9日

～4月30日
864名 1999年2月10日

古川聡
星出彰彦
山崎直子

第5回
2008年4月1日

～6月20日
963名

2009年2月29日
※2009年9月8日

大西卓哉
油井亀美也
※金井宣茂

第6回
2021年12月20日

～3月4日
4,127名 （選考中） （選考中）



有人宇宙開発の最前線

11



12© JAXA/NASA



ISSは15ヵ国が集う国際協力ミッション
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©NASA

• 日本、米国、ロシア、カナダ、
欧州各国の合計15ヵ国が
参加する国際協力ミッション

• 地上から約400kmの宇宙空
間に建設した有人実験施設

• 1998年から建設が始まり、
2011年に完成

• 大きさはサッカー場ほど
（約110m x 73m）

• 1周約90分で地球を周回
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船内保管室
実験装置や実験試料、消耗
品などを保管する倉庫

ロボットアーム
船外実験装置の交換や超小型衛星

放出を行う大きな腕。
地上の運用管制官が遠隔操作する

船内実験室
微小重力環境を利用した様々
な実験が行われる。地上と同じ
1気圧で宇宙服なしで生活可能

エアロック
船内実験室と外の宇宙空間の間を
実験装置が移動するために使う

船外実験プラットフォーム
常に宇宙空間に曝された環
境で様々な実験が行われる

© JAXA/NASA
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外形 円筒型

直径 4.4m

長さ 11.2m

質量 14.8t

搭載ラック数 システム、実験含めて23個
© JAXA/NASA
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微小重力

ISSは常に自由落下（フリーフォール状態）
地上の100万分の1～1万分の1しか重力がない。

高真空

ISSが飛行している高度の圧力は地上の100億分の1
しかない高真空環境

複雑な宇宙放射線

銀河宇宙線、太陽粒子線、バン・アレン帯の粒子線
など様々な宇宙放射線が飛び交う過酷な環境

広い視野

ISSは約90分で地球で1周し、地球方向や宇宙方向
に広い視野を持つ

微小重力の特徴

① 生物の体が変化
筋肉や骨、免疫機能の
影響を調べることで治療・
予防法の確立へ

② 沈降がない
水と油のように比重が
違っても均一に混ざるため
高品質な結晶や材料組織
を作ることが可能

③ 熱対流がない
対流の影響を受けずに、
高品質な結晶や材料組織
を作ることが可能

④ 容器なしで浮遊
物質の性質の測定や合成
に有利



宇宙飛行士が宇宙に行くまで
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緊急対応訓練

ロボットアーム操作訓練

T-38飛行訓練 CAVES訓練

水上サバイバル訓練船外活動訓練
© JAXA/NASA

© JAXA/NASA © JAXA/ESA/S.Sechi

© JAXA/NASA© JAXA/NASA

© JAXA/NASA



いよいよ宇宙へ！
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2011年のスペースシャトル退役以降、ロシアのソユーズ
宇宙船が世界唯一の有人宇宙船だったが、2020年から
米国スペースX社の有人宇宙船クルードラゴンが運航開始。

（参考）打上げ～ISS到着までの所要時間…長い？短い？
•ソユーズ宇宙船：約3時間（2周回ランデブー）

or 約2日（34周回ランデブー）
•クルードラゴン：約1日

クルードラゴン船内

クルードラゴン打上げ

ISSへドッキング間近 ISSへ入室

© JAXA/NASA

© JAXA/NASA

© JAXA/NASA

© JAXA/NASA



宇宙飛行士の日々の生活
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睡眠
（8.5時間）

運動
（計2.5時間）

夕食
自由時間

仕事 仕事
（計6.5時間）

仕
事
の
準
備

朝食、
洗面等

昼食朝
礼

夕
礼

6:00 7:35 12:00 13:00 19:008:00

© JAXA/NASA

© JAXA/NASA

© JAXA/NASA © JAXA/NASA

© JAXA/NASA
© JAXA/NASA

© JAXA/NASA
© JAXA/NASA© JAXA/NASA



宇宙飛行士の「健康」事情
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• 宇宙滞在中は1日2.5時間の運動

• 地上へ帰還後はリハビリ。
筋力は運動で維持できるが、バラ
ンス感覚を取り戻すのが大変です

• 打上げ前～宇宙滞在中～帰還後
までのミッションを通じて、専任医
師（フライトサージャン）が宇宙飛
行士をサポートします

© JAXA/NASA © JAXA © JAXA/NASA



宇宙飛行士の「食」事情
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•各国の宇宙食がラインナップされています。

•宇宙日本食の数も増え、現在は50品目。

•福井県立若狭高校の高校生が開発したサバ
醤油味付け缶詰は、野口宇宙飛行士も大絶
賛！ （先輩から後輩へ研究が引継がれ、12
年かけて完成）© JAXA

© JAXA © JAXA © JAXA © JAXA

© JAXA/NASA



宇宙飛行士の「食」事情
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•究極の隔離環境であるISSでは、新鮮な野菜
や果物はとても貴重！

• 「こうのとり」や米国民間補給船など、数か月
ごとに往来する補給船で生鮮食品が届き、
宇宙飛行士は心待ちにしています。

© JAXA/NASA

© JAXA/NASA

© JAXA



宇宙飛行士の「食」事情
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• 将来の月・火星探査では、宇宙船や基地内
で栽培することが必要不可欠！

• ISSでは、植物や野菜を育てる実験も行われ
ています。

© JAXA/NASA

© JAXA/NASA © JAXA/NASA
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筑波宇宙センターにある
「きぼう」運用管制室

© JAXA
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© JAXA



宇宙飛行士と運用管制チームは二人三脚
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•宇宙飛行士の活動は、映像と
音声会話を通して地上の運用
管制チームがサポートします。

•宇宙飛行士は手順書を読みな
がら作業をしますが、何か分か
らないことがあっても地上の専
門チームがすぐに回答します。

•宇宙飛行士も含めて、一つの
チームとして活動しています。

© JAXA



ISSに続く有人宇宙活動
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• ISSの飛行する地球低軌
道（高度1000km以下の
低い軌道）は、国ではなく
民間の利用が本格化。

•民間人の宇宙飛行、ISS
滞在も実現！
ロシア：職業飛行士がガイド
米国：民間人のみで飛行
（うち1名は元NASA宇宙飛行士）

•民間宇宙ステーション
構想も進められています。

©Sierra Space

© Axiom Space

©Northrop Grumman

© NanoRacks



人類は再び月へ
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月周回有人拠点
（ゲートウェイ）

有人月離着陸機

有人与圧ローバ

2020年代後半の月面探査構想

月面居住棟
電源プラント

燃料プラント
有人曝露ローバ無人探査ローバ

©NASA



宇宙開発へ至る道

～あるフライトディレクタの場合～

29



宇宙開発を目指したきっかけ
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◆ 小学3年生の頃、
毛利宇宙飛行士のスペースシャトル打上げを
見たことがきっかけで「宇宙開発」を志す。

◆ 中学生の頃、
将来「宇宙開発」をするためには何をすれば
いいのだろう…？

→ 大学で宇宙の勉強をすればいいんだ！

→ 「宇宙」の付いている学部…
そうだ、工学部の航空宇宙工学科に進もう！

©JAXA/NASA



なぜ、理系へ？ なぜ、工学系へ？
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◆宇宙、銀河系、太陽、地球、月、惑星、
・・・全部、理科の図鑑を読んで学んだ。

◆宇宙開発をするために、航空宇宙工学科へ
進みたかった。

◆宇宙飛行士の募集要項（当時）には、自然科学系の
大学卒業が必要となってた。
→ 宇宙開発って理系なんだな。



実際に宇宙の仕事をしてみて分かったこと
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宇宙飛行士が一人だけいても、
フライトディレクタが一人だけいても、
「きぼう」を開発したエンジニアが一人だけいても、

宇宙の仕事は成り立たない！

様々な専門家が集結して、自分の強みを発揮することで
チームとして強くなる （ダイバーシティ、多様性）



宇宙開発は様々な専門家がチームとなり実現
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様々なエンジニア（技術者）

• 宇宙飛行士
• フライトディレクタ（運用管制チーム）
• 「きぼう」を開発したエンジニア
• 宇宙飛行士や管制官を育てる
インストラクター

• 宇宙実験の専門家

宇宙開発を支えてくれる人

• 予算調整
• 国際調整
• 宇宙法
• 広報

• 宇宙飛行士の健康
管理をする専任医師

• 宇宙飛行士の家族支援

「きぼう」を使いたい人（ユーザー）

• 宇宙で実験をしたい研究者
• 実験室として作られた「きぼう」をこういうことにも使え
るというアイデアを持ち、ビジネスをしたい人

宇宙開発の時代から、「宇宙に住む」時代へ
あらゆる職業が集う場になる



では、どんな分野を選べばよいか？

34

⚫ 何を選んでも問題なし！
宇宙飛行士選抜でも文系・理系の壁はなくなりました。

⚫ 地球低軌道の宇宙活動は民間に開かれ、今まで
宇宙とはあまり縁のなかった分野が輝く時代になります。

⚫ どの分野に進んでも英語は必要！
一人ではできないし、日本だけでもできない。
国際協力でないと実現できません。



宇宙を目指す皆さんに伝えたい3つのこと
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自分の得意な分野、強みを育てよう

困難な中でもやり切る力をつけよう

チームの中で力を発揮して、目標を達成する経験を



ご清聴ありがとうございました
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若田宇宙飛行士が
今年9月29日以降に
自身5回目の宇宙飛行へ！

JAXAフライトディレクタTwitter
@JAXA_JFLIGHT
でも情報発信しています！

若田宇宙飛行士


