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宇宙飛行士の健康管理とは？

宇宙飛行士が直面する様々な環境の心身への影響が最小限になるようにすると
ともに、ミッションにおいて最高のパフォーマンスを発揮できるようにする。

栄養面は勿論、“食べる楽しみ”が感じられる宇宙食も

立派な健康管理の1要素である。

飛行前～飛行後

医学検査

体力測定、運動処方（指導）

宇宙放射線計測

栄養指導

精神心理支援 etc…
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宇宙飛行士の1日（例）
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宇宙滞在を行う宇宙飛行士に供される食品。

宇宙飛行士の健康維持に必要な栄養が確保されている。

JAXAでは、ISSに長期滞在する日本人宇宙飛行士の

精神的ストレスの低減、軌道上パフォーマンスの向上、

栄養バランスの維持に寄与することを目的として、

食品企業が開発した製品を認証する形で取組んでいる。

この活動によって認証された食品を

「宇宙日本食」と呼び、

28社・団体／50品目が認証されている。

宇宙食とは
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朝昼晩の3食 メニューは約300種類 アメリカ（NASA）とロシアが
半分ずつ提供

栄養があること
宇宙飛行士の健康を維持

美味しくて気分転換になること
パフォーマンスの維持・向上

種類が豊富なこと
選ぶ楽しみとストレス低減

日本人宇宙飛行士が
地上で食べ慣れ親しんでいる味を「宇宙日本食」で提供!
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宇宙飛行士の食事について
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宇宙日本食に認証されるには

認証される条件（認証基準）

• 常温で長期保存が可能である。（22℃±2℃の環境で18か月）

• 製造工程の衛生性が保たれている。（HACCPによる衛生管理など）

• 微小重力化で喫食が可能である。（飛び散らないことなど）

• ISSの調理設備でも美味しく食べられる。（加温器、注水器での調理）

• 生菌の数が基準以下であること（10,000CFU/g以下であること）

SPACE
FOOD

※詳細は「宇宙日本食認証基準」を参照

JAXAホームページに公開

http://iss.jaxa.jp/spacefood/criterion/
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製造設備の設置場所は日本国内

HACCP 認証取得 or それに準じた衛生管理方法/体制

衛生性の検査 (微生物検査等)

栄養性の検査 (栄養成分分析)

品質検査(水分活性、粘度、減圧/耐圧検査、耐寒/耐熱検査)

保存性試験 (1.5年の実時間試験 or 加速試験)

官能検査 (色、におい、風味、食感、外観を評価)

その他 (ｵﾌｶﾞｽ試験、調理等適合検査、5年間の生産性維持)

参考：宇宙日本食認証基準 抜粋
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製造工程等の確認について

宇宙日本食では、一般的衛生管理*1を前提に、HACCP*2の考え方に基づき

以下の点を確認する。

*1 施設設備の衛生管理や、そ族（ねずみ）昆虫の防除など、清潔で衛生的な食品の

製造・加工環境確保のために整備しておくべき要件。

*2 Hazard Analysis and Critical Control Point（危害要因分析と重要管理点）の略。

製造する全ての食品が安全であることを保証する仕組み。

NASAのアポロ計画において、宇宙食を安全に製造するために仕組みが考案された。

• 宇宙日本食の作業手順書（作業のやり方）

• 宇宙日本食の製造仕様書（宇宙食の作り方）

• 異物混入防止対策（虫などが入らない方法）

• 立ち入り検査（工場の確認）
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28社 50 品
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※本資料中の各社の商標はそれぞれの
権利者に帰属します



宇宙飛行士の
カラダとココロの栄養
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宇宙日本食の課題
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Earth Reliant
Missions:  6-12 months

Return:  Hours
~250 miles

~2030 ~2040~2024

これからの宇宙食

国際宇宙ステーション（ISS)

宇宙ホテル

月周回ステーション Gateway

将来月面のイメージ
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宇宙日本食は決して、宇宙のためだけのものではありません！

宇宙食と災害食には常温での長期保管など、その必要な特性に多くの類似点があることから、

2020年より、日本災害食学会様とJAXA共同で認証制度の連携を検討してきました。

そして、宇宙日本食に認証された食品は、簡易な審査で日本災害食学会様が認証する「日本災
害食」に認証されることになりました。

宇宙日本食の地上生活での活用が期待されます。

JAXA ホームページ

https://humans-in-space.jaxa.jp/biz-lab/news/detail/001966.html

日本災害食学会 ホームページ

http://www.mmjp.or.jp/TELEPAC/d-food/jaxa&jdf.pdf

宇宙日本食と日本災害食との連携

©2022 JAXA



宇宙日本食認証⇒日本災害食認証 連携運用概要

運用概要図

17

本件取り組みご賛同
宇宙日本食認証企業 日本災害食学会

JAXA

<運用上の注意点>
・日本災害食の認証期限は、宇宙日本食の認証期限と同

じになります。
・認証更新の場合、まず宇宙日本食の更新申請を行い、

更新認証承認後に日本災害食の更新申請を行っていた
だきます。

(「宇宙日本食認証の有無の事実」がまず必要なため。)

<■JAXA⇒日本災害食学会様の運用>
・宇宙日本食認証の有無の事実のみを提供＝JAXAより日本災害食学会様へ

「宇宙日本食認証食品リスト」のみを提示します。
宇宙日本食認証事実のみで審査を省略いただけることになりました！

■

●

<●宇宙日本食認証企業様
⇒日本災害食学会様の運用>

・日本災害食学会様が日本災害食認証を行うために必
要な追加情報の提供。
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日本災害食
の要求

宇宙日本食
の要求

共通/類似の
要求

微小重力環境で喫食可能
ISSギャレーの設備で注水・

注湯、加温が可能など

HACCP等の衛生管理
喫食に手間がかからない

食器不要の工夫など

保管条件
輸送条件

容器包装情報
など

宇宙日本食と日本災害食の要求基準

審査を省略審査対象宇宙日本食
→日本災害食の審査



様式 項目名 省略可 特記事項

様式１ 申請食品の情報等 ×

様式２ 平常時及び災害時の喫食方法、 ×

開発・運用の体制 〇

様式３ 製造設備の設置場所 〇 製造設備の変更・追加がない場合

様式４ 製造設備、製造フロー図 〇 製造設備の変更・追加がない場合

様式５ 衛生管理に関する資料 〇 製造設備の変更・追加がない場合

様式６ 販売実績 〇 参考情報とする

輸送・保管・販売時の温湿度条件 ×

様式７ 保存性説明資料 〇 パッケージの変更がない場合

様式８ 保管条件、輸送条件、一括表示 ×

様式９ 栄養に関する資料 △ 宇宙日本食認証時のデータを流用可能

様式１０ 災害時の配慮事項等 ×

製品サンプルの提出 × 5個

宇宙日本食認証⇒日本災害食認証
において審査の省略が可能な項目



一般の食品
○認証期間
5年間
更新により5年ずつ延⾧

○費用
審査料 1品目5万円

（同一設備の生産品追加 1品目につき1万円）

登録料 1品目5万円
（同一設備の生産品追加 1品目につき1万円）

日本災害食の認証審査における一般の食品と
宇宙日本食認証品の相違点

宇宙日本食認証品
○認証期間
宇宙日本食と同じ

○費用
審査料 1品目2.5万円

（同一設備の生産品追加 1品目につき5千円）

登録料 1品目5万円
（同一設備の生産品追加 1品目につき1万円）



宇宙から見た日本
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災害（台風）時の地球
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災害（台風）時の地球
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・宇宙での生活と災害の場は共通点が多い

・食事の重要性
→困難にある人々の励み、希望、やる気に

・食品の機能（長期保存、栄養、美味しさ）

・世界に目を向けること

・日本発の美味しい宇宙日本食、災害食を！
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宇宙の困難に挑戦することが
地球課題の解決と豊かさにつながる
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ありがとうございました！
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