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9．国際協力 

 

1）日米科学技術協力事業・非エネルギー分野「宇宙」科学協力 

 2007 年度主要活動 

研 究 代 表 者 
研 究 課 題 

日 本 側 米 国 側 
2007 年度の主要活動 

日米の宇宙科

学協力の枠組

み協議 

中谷 一郎 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

M.L.Cleave 

NASA 本部 

 宇宙科学における各分野（スペース天文，太陽系科学，

宇宙工学）の日米の研究経過と今後の計画に関する情報を

交換し，協力の可能性とその枠組みにつき率直な意見の交

換をした．今後，多くの日米協力ミッションを立ち上げて

いくという方向で，ＮＡＳＡ科学局とＪＡＸＡ宇宙科学研

究本部が定期的な会合を開くことで双方が合意した． 

人物交流 日本→米国 1 名

米国→日本 5 名

次世代衛星に

おける日米協

力可能性の検

討 

中谷 一郎 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

J.D.Rosendhal 

NASA 本部 

 スペース天文，太陽系科学，月・惑星探査，宇宙工学の

各分野における日米協力の重要性がますます高まっている

ことを背景に，双方の諮問委員会，ワークショップなどに

相互に参加者を送り，お互いの計画を紹介するとともに，

長期展望に沿って有効な協力を考えていく活動を行ってい

る．今年度は，各宇宙科学分野での具体的な協力ミッショ

ンを設定することで合意し，各ミッションごとの協議を継

続することとした． 

人物交流 日本→米国 1 名

米国→日本 3 名

X 線天文学共

同研究 

満田 和久 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

P.Hertz 

NASA 本部 

 既存の衛星等を用いた X 線天文学の共同研究，「ASTRO-

E2（すざく）」衛星の解析ソフトウエアーの共同開発，将

来の衛星計画・観測装置開発などの協議を日米科学者の協

力で進めている．2007 年度は，「ASTRO-E2（すざく）」衛

星の搭載機器の較正，国際公募観測提案に基づく衛星運用

等を協力しながら進めるとともに，観測データの科学的な

解析も共同で行っている．また，NeXT 衛星計画を初めと

する将来計画について協議も行った．NeXT については，

日米で共同開発する搭載観測装置の設計を協力しながら進

めるとともに，米国の NeXT 計画参加のために米国から

NASA の SMEX MoO への提案を行った． 

人物交流 日本→米国 5 名

米国→日本 13 名

赤外線天文学

共同研究 

村上 浩 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

A.N.Kinney 

NASA 本部 

1．日本の赤外線天文衛星の次期計画である SPICA に，米

国の観測装置を搭載することを目指し，SPICA 計画の米

国コミュニティーへの紹介，さらには米国での予算獲得を

視野に入れた観測装置の詳細仕様の検討を行った． 

   2．将来の太陽系外惑星の観測をねらったミッションへの

日本の参加を目指し，有力な観測装置であるコロナグラフ
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の日本独自技術の紹介や，今後の計画の進め方について議

論を行った． 

3．赤外線天文衛星「あかり」の成果を米国で紹介すると

共に，データ解析・感度較正等についての打合せ，さらに

は，米国の赤外線天文衛星 Spitzer Space Telescope との共

同研究の可能性について議論することが出来た． 

4. 宇宙で生まれた最初の世代の星の光である可能性があ

る近赤外線宇宙背景放射光を，観測ロケットを用いて詳細

に観測する計画に関して，観測装置の詳細な打合せを実施

した．これにより，日米双方で分担して開発しているロケ

ット搭載観測装置の完成にこぎ着けることができた．2008

年度には打上げを予定している． 

人物交流 日本→米国 6名

米国→日本 5 名

太陽・太陽圏

日米共同研究 

坂尾 太郎 

JAXA 宇宙科学研

究本部・准教授 

W. Wagner 

NASA 本部 

 2006 年に打上げられた「SOLAR-B/ひので」（日米英協

力；太陽観測），「STEREO」（米；太陽圏観測）間の共同

観測により宇宙環境変動予測という新たな研究分野を拓く

ことを目指し，太陽面での活動現象と太陽圏の擾乱現象の

関連を系統的に追求する日米共同研究を組織している．

2007 年度には，「ひので」衛星の科学観測運用の日米協議

およびデータ解析の議論を進めるとともに，日米双方の太

陽・太陽圏観測の将来計画について意見交換を行った．ま

た，「ひので」・「STEREO」両衛星での共同観測の協議を

進め，研究の交流を促進した． 

人物交流 日本→米国 3 名

米国→日本 5 名

スペース超長

基線干渉計に

よる電波天文

学共同研究 

坪井 昌人 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

A.Diaz 

NASA 本部 

 スペース超長輝線干渉計 ASTRO-G（VSOP-2:VLBI 

Space Observatory Programme-2）プロジェクトの発足にと

もない，VSOP（「はるか」）計画から協力を継続していた

米国の，NASA ジェット推進研究所（JPL），米国国立電

波天文台などの研究者と，ASTRO-G 計画に対して，どの

ように国際的な地上システム（トラッキング局，地上

VLBI 観測局，相関局など）を構築し，科学的成果を最大

にするかを検討する会議を，2007 年 4 月，8 月，10 月日

米両国で持った．さらに 12 月に VSOP-2 プロジェクトに

関するシンポジウムを行った． 

 これらの会議でとりまとめた構築案をもとにそのための

NASA への予算要求を，JPL のグループを中心として

2008 年 1 月に行った．またこれらの検討を基本として

VSOP（「はるか」）で行った国際協力と同様の協力関係を

継続した． 

人物交流 日本→米国 3 名

米国→日本 27 名
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地球型惑星大

気科学共同研

究 

今村 剛 

JAXA 宇宙科学研

究本部・准教授 

E. J. Weiler 

ジェット推進研

究所 

 金星の大気力学の解明を目指す「PLANET-C」は，米国

で提案されている金星着陸ミッションや気球ミッション，

また金星の大気化学の解明を目指す ESA の「Venus 

Express」などと相補的な関係にある．また，日本を含む

各国で実施されている地上望遠鏡を用いた金星観測も観測

装置などに違いがあり，互いに相補的な関係にある．そこ

で，これらの観測で得られる成果を最大化して研究を飛躍

的に進めるために，日本と米国の間では国際協力のもとに

計画を調整し，また装置開発において協力関係を構築して

きた．2007 年度は 2007 年 11 月と 2008 年 3 月にそれぞれ

1 名が渡米し，米国の研究者と今後の金星探査の方向性と

協力体制について議論を行った． 

人物交流 日本→米国 2 名

固体月・惑星

探査共同研究 

加加 學 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

T.Morgan 

NASA 本部 

 日本で初の本格的な月探査ミッションである，

「SELENE」計画を成功に導き，最大の科学成果を引き出

すことを目的として，搭載機機器開発への米側共同研究者

の参画を図るとともに，観測計画の立案およびデータ解析

手法の開発などで日米科学者の連携共同作業を組織してい

る．特に，「SELENE」探査における共同研究者との連携

を強化して月科学研究を開始した． 

 2004 年度には米国の新宇宙政策において月探査の推進

が謳われたため，将来の米国の月探査計画とわが国の月探

査計画の相補性を明らかにするための検討をおこない，共

同研究者の相互乗り入れなど，緊密な連携関係を確立する

ことに成功している．本年度は，この連携関係を次期月探

査計画策定においても強化した． 

人物交流 日本→米国 3 名

米国→日本 1 名

惑星・地球磁

気圏探査共同

研究 

加本 正樹 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

Richard R.Fisher

NASA 本部 

 日米協力で 1992 年に打ち上げられた我が国の

「GEOTAIL」は，ISTP 衛星群のひとつとして，地球磁気

圏の研究において今もなお，国際的にも重要な役割を果た

している． 

    本課題では，大きな研究実績を挙げてきた我が国の地球

磁気圏研究の成果を踏まえ，「GEOTAIL」で本格化した日

米協力を大きく発展させて，近い将来に開始されるであろ

う我が国の惑星大気，地球・惑星磁気圏探査の将来計画を

も展望して，日米両国でのこの分野の研究計画の調整，日

米共同プロジェクトの立ち上げ，搭載観測装置の開発での

協力を行うことを目的としている．2007 年度は前年度に

引き続き「GEOTAIL」を含む ISTP 衛星群を用いた地球磁

気圏研究の最近の研究結果の交流事業を行うとともに，日

米双方で計画中の将来ミッションにおける協力事業の可能

性を討議した．さらに，水星探査計画ベッピ・コロンボに
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おいて，米国の計画 THEMIS において活用される機上デ

ータ処理法を利用する可能性を検討した． 

人物交流 日本→米国 2 名

太陽系小天体

探査に関する

共同研究 

川口 淳一郎 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

James Grees 

NASA 本部 

 日本で初の本格的な太陽系小天体探査ミッション

「MUSES-C はやぶさ」は，2003 年 5 月に打ち上げられ，

「はやぶさ」と命名された．このミッションは，太陽系小

天体への着陸及びサンプルリターンを行う野心的なミッシ

ョンであり，軌道の精密決定イオンエンジン航行，自立的

な目標小天体へのランデブー，フライバイ及び着陸・離

陸，地球への帰還及び回収等さまざまな局面において日米

協力が組み込まれている．「はやぶさ」は 2005 年のイトカ

ワへの着陸運用の後，一時運用が途絶していたが，その後

復旧し，2006 年度は探査機の機能回復を行い，2007 年度

には，地球帰還にむけたイオンエンジン航行を実施した．

本年度に実施した共同研究の活動では，宇宙科学研究本部

において，小惑星サンプルリターン計画における相互の科

学者の交流や双方の探査機搭載科学観測機器への相手側研

究者の受け入れの実施のほか，特に，上述の「はやぶさ」

については，日米両国の参加研究者による合同観測運用会

議を開催し，「はやぶさ」で得られた科学観測データのア

ーカイブやそれらの配信，小惑星のサンプルの分析に関す

る協力について協議を行い，また「はやぶさ」後継機に関

する協議を行った． 

人物交流 日本→米国 4名

米国→日本 4名

衛星軌道決定

及び運用に関

わる日米協力 

川口淳一郎 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

T. Thompson 

ジェット推進研

究所 

 2003 年度に打ち上げられた，第 20 号科学衛星「はやぶ

さ」について，継続して DSN/NASA による軌道決定なら

びに運用支援が行われた． 

 2007 年度には，「はやぶさ」の軌道決定を協同で実施し

イオンエンジンによる帰還航行を実施した．また，イトカ

ワ相対の形状の再構築の作業を進め，科学成果につながる

結果を残し，成果データの配信を行った．地球周回衛星に

ついては，とくに「かぐや」の追跡支援について，軌道計

画と航法支援について同プロジェクトを通じて調整を行っ

ており，同ミッションの打ち上げから月軌道投入に貢献し

た．また，「ひので」衛星への支援については，局運用に

関わるリソース調整にもとづき，運用支援が行われてきて

いる． 

人物交流 日本→米国 2 名

宇宙科学デー

タのアーカイ

ブ，共同解析

での日米協力 

加井 孝藏 

JAXA 宇宙科学研

究本部・教授 

J. L. Green 

NASAゴダード

宇宙飛行センタ

ー 

 近年急速に大容量化している宇宙科学データを用いての

宇宙科学研究にとって，効果的なデータ・アーカイブ法の

確立は研究成果の質と量，研究進展の早さを決定する緊急

の課題である．本共同研究では，NASA の宇宙科学データ
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センターにおける実績と宇宙研の宇宙科学企画情報解析セ

ンター（現 JAXA 宇宙科学研究本部宇宙科学情報解析セ

ンター）における近年の端緒的な成果を踏まえて，両者の

経験を交流し，データ・アーカイブ法及び大量データの解

析のあり方を研究し，さらには日米共同のデータセンター

設立の可能性を探りつつある． 

    2007 年度は，①「すざく」，「ひので」などの観測デー

タの国際回線を利用したデータ伝送，共同処理，アーカイ

ブデータの管理・公開方式，②米国のγ線観測衛星 Swift

などのデータのミラーリングについて協議を行った． 

人物交流 日本→米国 2 名

 

2）日米気球協力 

宇宙線反粒子の精密観測を通じて初期宇宙における素粒子現象を探求すべく米国と共同で「超伝導スペクトロメ

ータを用いた宇宙線観測気球実験（BESS）」を進めている． 

これまでよりも高精度のエネルギースペクトラムを得るべく，2007 年 12 月に米マクマード基地より 2回目の長

時間気球実験を実施した．南極上空を 2周回する間，24.5 日にわたって宇宙線観測を行い，2004年 12 月に南極に

て実施した 8日半の第 1回気球実験のデータとあわせて解析を進めている． 

 

3）日独気球協力 

長期間にわたる北極上空成層圏オゾンの変動を調べることを目的として，東北大学において開発された光学オゾ

ンセンサーを小型気球に搭載し，ノルウェー領スピッツベルゲン島ニーオルソンにある Koldwey 観測基地で放球

し上部成層圏（高度 40km）までのオゾン高度分布の観測を行ってきた．観測可能な高度上限を高くしオゾン以外

の大気微量物質の測定を可能とすべく，小型分光器の開発を進めている．小型分光器を薄膜型高高度気球へ搭載し，

より高い高度の観測や，NO2 といった他の微量成分の観測を行っていく予定である． 

 

4）日伯気球協力 

6 年計画のブラジル連邦共和国 INPE との共同実験の第 3 年次として数十日以上の超長時間成層圏飛翔を実現す

るスーパープレッシャー気球実証機の飛翔性能試験を実施した．満膨張体積 300,000 m3 の実証機は，INPEカシュ

エラパウリスタ施設より 2007 年 11 月 20 日に放球されたが，高度 14.7 km において突然気球が破壊した．気球と

搭載機器部はカシュエラパウリスタの東北東 50 km の山中に着地し，上昇中の気球を撮影したハイビジョンカメ

ラを含む搭載機器部の一部のみを回収した．テレメトリで地上に送られたデータおよび搭載ハイビジョンカメラの

画像の解析により気球破壊の原因究明を進めている． 

 

5）日印気球協力 

星生成領域の星間ガスのエネルギー収支を明らかにするために，日本（宇宙科学研究本部，名古屋大学）とイン

ド（タタ基礎科学研究所）との協力で気球実験を進めている．具体的には，口径 1ｍの大口径気球搭載望遠鏡に超

流動液体ヘリウムで冷却された高感度なファブリ・ペロー分光器を搭載して，星生成領域を遠赤外線領域において

分光マッピング観測する実験である． 

2006 年度には 11 月に観測を行ったため，観測天体をかえるために，2007 年度には 2-3 月期 （2008 年 2-3 月）

に観測を計画した．インド・ハイデラバードのタタ基礎科学研究所気球基地から，本システムを搭載した気球を打

ち上げるべく準備を進めたが，上空風が観測に適した状態にならず，今年度は放球・観測を断念した． 

また，昨年度の観測結果については，日印で分担して，データ解析を進めた． 
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6）日・ESA 間の宇宙科学分野における協力 

日・ESA 間の宇宙科学分野における協力を討議するため，宇宙科学研究本部と ESA 科学局の定例の会議が開か

れた．この会議では，宇宙科学分野において，現在進行中の宇宙科学研究本部と ESA 間の協力計画をレビューす

るとともに，将来における共同研究の可能性について議論を行った．以下にその概要を述べる． 

 

a）赤外線天文学 

2006 年 2 月 22 日に打上げられた赤外線天文衛星「あかり（ASTRO-F）」に関する国際協力として，ESA 受信局

によるテレメトリデータ受信，全天サーベイ指向方向の詳細決定，および ESA 関係国からの公募観測者のサポー

トを依頼し，JAXA からは「あかり」観測時間の一部を提供している．テレメトリデータの ESA による受信につ

いては，液体ヘリウム冷却による「あかり」主要観測期間終了後の 2007 年 10 月末まで，1 日に最大 7 回実施し，

「あかり」ミッションの達成に大きく貢献した．望遠鏡指向方向決定はソフトウェアの改良とデータ解析が進み，

2007 年度には全期間の位置決定作業が実施された．これにより赤外線天体カタログの制作が大きく進展し，2007

年度末には一部の天域についての試行版カタログを公開することができた． 

また次期赤外線天文ミッションとして検討中の SPICA 計画に関して，望遠鏡および遠赤外線観測装置を日欧協

力で開発することをめざしたプロポーザルを，ESA Cosmic Vision 2015-2025 に日欧協力で提出し，将来ミッショ

ン候補の一つとして 2007 年 10 月に採択された．採択後，具体的に国際協力分担の内容を協議している． 

 

b）X 線天文学 

この分野では 1980 年代の「てんま」と ESA の「EXOSAT」との間での観測協力以来，緊密な協力が続けられて

いる． 

現在稼働中の日本の X 線衛星「すざく」の観測について，日本の持ち時間の 1／6を目処に，ESA 側に提供し，

ESA内での観測提案を採択して観測を行っている． 

将来に向けて，ESA の Cosmic Vision 2015-2025 に，日本－欧州共同で，大型国際 X 線天文台 XEUS 計画を提案

し，大型計画の候補として採択された．これを受けて，日本国内でも Assessment Phase（2007-2009 年）の活動を

開始し，特に検出器衛星の概念設計を行った． 

 

c）太陽系科学及び太陽物理学 

太陽系宇宙空間の総合研究を行う国際共同プログラム ISTP は，IACG（宇宙科学関係機関連絡協議会）を連絡協

議の場として進められてきたが，ISTP 計画を構成するほとんどの科学衛星が実現したことを受け，新しい国際協

力プログラムである"International Living With a Star（ILWS）"計画を立ち上げることが合意され，2002 年 9 月に

ISAS/JAXA 代表（加本教授，現在，副議長の立場にある）を含むステアリングコミティが選出され，新計画が始

まっている． 

日本の科学衛星プログラムとしては，「Geotail」，「ひので」，「PLANET-C」，「BepiColombo」等がこの新計画の基

幹プログラムに組み込まれている．2007 年度には 2008 年 6 月プラハで開催される ILWS ワーキンググループ総会

の準備をステアリングコミティの数回の電話会議で行ったほか，今後の共同計画の議論と各国で検討中の将来計画

についての情報交換も同時に行われた．「ひので」への期待，磁気圏において多点観測を実現することにおける

「Geotail」への期待，また，日本の将来計画が世界の将来計画の中で果たす役割への期待は大きい． 

太陽観測衛星「ひので（SOLAR-B）」のデータを，ESA のノルウェー宇宙センター・スバルバード局を用いて受

信していることの意義は高い．ESA は，極に位置するスバルバード局で可視できる全パス（1 日約 15 パス）で観

測データを受信し，高空間分解能画像データの取得を支援している． 

磁気圏観測分野では，「Geotail」と「Cluster-II」の共同研究など現在進行中のものに加えて，2007 年の 10 月に

行われた ESA の将来計画（CosmicVision2015-25）の第一次選定において，Cross-Scale（地球磁気圏における編隊

観測計画）と Laplace 計画（木星システム総合探査計画，日本は磁気圏探査において大きな役割を想定）が通過し

た．進行中の水星磁気圏探査と合わせて，太陽系空間での「その場」観測を通じてプラズマ宇宙を普遍的に理解す
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るための，三本柱の準備が進められているといえよう． 

 

d）水星探査 

「BepiColombo」計画は，JAXA が水星磁気圏探査機「MMO」，ESA が水星表面探査機「MPO」を分担する初め

ての本格的な日欧国際共同計画であり，JAXA と ESA の国際協力の中心を担うプロジェクトである．MOU

（Memorandam of Understanding）が 2007 年 4月に締結された．MPOサイエンス会議（1回），MMOサイエンス会

議（3 回），及び BepiColombo 全体のサイエンス会議（1 回）が夫々開催された．これらの会議で観測機器開発，

機器間の協力等について議論を進めると共に，水星到着後の衛星運用を考える科学運用 WG（SOWG）も MPO，

MMO 各々で開催された．ESA-JAXA 間のインタフェース会議は，2007 年 4 月（京都），6 月（JAXA），10 月

（ESA/ESTEC），2008 年 2 月（JAXA）にて開催された． 

また，1 月に宇宙開発委員会による開発以降前審査が 3 月には MMO のシステム PDR が行われ，次フェーズへ

の移行が承認された． 

 

e）火星探査 

H20 年度の火星探査計画ワーキンググループ設立を目指し，「のぞみ後継」ミッションとしての火星大気散逸探

査計画の科学目標と実行体制の検討を進めると共に，大気グループが検討を進める火星気象衛星計画との協力体制

について議論を進めた．また，次期火星探査に先駆けて打ち上げを予定している小型衛星「宇宙望遠鏡 TOPS」

（2012 年度打ち上げ予定）を用いた火星散逸炭素・窒素イオンの観測可能性を検討し，将来の直接探査にリンクす

る観測計画の検討を進めた．ESA の「マーズイクスプレス（MEX）」のミッション IDS（ InterDisciplinary 

Scientist）として，JAXA の研究者が参加し，国際協力が行われている．「MEX」によって火星の大気の宇宙空間へ

の散逸量が予想よりかなり少ないことがわかったが，この結果について，ESA 側の観測担当者と流出イオンのエ

ネルギーの議論を行ない，2007 年に観測器の新たな運用モードが開始された．この結果新たに低エネルギーイオ

ン成分の流出がわかり，数値シミュレーション予想とよりよく一致することがわかった．宇宙科学研究本部内に構

築した ASPERA-3 のミラーサーバー等を利用して火星データの解析を行なっている． 

 

f）月探査 

ESA の「SMART-1」と JAXA の「かぐや（SELENE）」で取得される月観測データを交換することをプロジェク

トサイエンティスト間で協議し，チームメンバーの相互交換によるデータ解析の共同研究を開始している． また，

月探査の科学分野で国際共同研究の調整を行う ILEWG（International Lunar Exploration Working Group）に参加し，

アメリカ，ヨーロッパに加え，インド，中国の研究者とも共同研究を進めている． 

 

g）金星探査 

「PLANET-C（P-C）」と ESA の「Venus Express（VEx）」は相補的な関係にある．2006年から「P-C」メンバーの

一人が「VEx」の IDS に加わり金星の科学研究を推進している．IDS を通じて届く最新データは，機器開発および

データ解析・研究体制の整備の両面で，「P-C」チームの良き刺激となっている．この密接な関係を背景に，VEx

の第二期ミッション延長（P-C と同時観測できる）の実現を視野に，MOU を ESA-JAXA 間で取り交わすべく議論

が進められている．日米欧の金星研究者の枠組み"Venus Exploration Analysis Group"会合も 5回を数え，将来ミッシ

ョンをも見据えたその議論に「P-C」メンバーが毎回加わっている． 

 

h）電波天文分野 

「はるか」プロジェクトでは，欧州の地上電波望遠鏡が参加して共同で観測を行った．ASTRO-G プロジェクト

では，EVN（European VLBI Network）および JIVE （Joint Institute for VLBI in Europe）との協力により，欧州から

の参加をより拡大する方向で議論を進めている．スペイン国立天文台（Observatorie de Astronomie National）および，

スペイン宇宙庁が「ASTRO-G」のリンク局としての参加希望を表明している．そのほか，ASTRO-G に興味を示し
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ている欧州各国からスペース VLBI データの相関処理，地上電波望遠鏡としての参加希望があり，各国の宇宙機関

から ASTRO-G プロジェクトへの参加のための提案を 2008 年度に ESA に対して行うことを検討している．そのた

めに，2007 年 5 月には，EVN CDB （Board of directors）への参加，また，12 月は，後述の VSOP-2（ASTRO-G）

国際シンポジウムの場において欧州の関係者と提案内容の検討を行っている．ESA 科学局の定例の会議において

はその検討の状況を報告した． 

 

7）小惑星・彗星探査における国際協力 

2003 年 5 月に打ち上げられた小惑星探査ミッション「はやぶさ」を初め，今後の小惑星・彗星探査に関しても，

NASA の協力による探査機の追跡・運用，精密軌道決定が必要な他，各種観測機器による日米共同観測及び小惑星

や彗星ダストのサンプル分析等に関し，日米協力が必須なため，密接な共同作業が進められている．これらの技術

的情報交換のため両国より人員を派遣しあって討論を重ねている．NASA との間では，主として現在進行形で継

続されている，「はやぶさ」観測に関する事項，理学観測データベースの構築，共同解析と公開などである．一方，

欧州との間では，将来の始原天体探査，「はやぶさ後継ミッション」に関わる共同 study を実施してきている．

2007 年度には 2006年度の COSPAR の時点における協議をさらに進めて ESA Cosmoc Vision へ共同提案を行った

ところである． 

 

8）火星探査における国際協力 

ヨーロッパのグループによる火星の大気流出に関する衛星計画の検討会，火星の科学に関する国際学会等に研究

者を派遣すると共に，惑星専用望遠鏡を持つ小型衛星を用いた火星大気散逸の国際共同観測計画，「すざく」衛星

を用いた火星超高層の国際共同観測計画などの提案を行い採択された． 

 

9）日米テザー実験における国際協力 

1992 年までのエレクトロダイナミックテザーに関する 5 回にわたる日米共同ロケット実験を基盤として，米国

のテザー衛星実験グループとともに将来の宇宙テザー実験への道を探ってきた． 

米国側は 1996 年にスペースシャトルからの第 2 回テザー実験を実施し，19km のテザー伸展に成功している．

その後，米国では目的をしぼった小型のテザー実験が行われている．我が国では太陽発電衛星へのテザーシステム

の応用検討とともに，米国ミシガン大学の研究者らとのテザー実験に関する情報交換を続けている．またこれと並

行して 2003 年からは宇宙科学研究本部の観測ロケットを用いた国際共同テザー実験（代表者は 日大の研究者，わ

が国では首都大学東京，静岡大学の研究者，欧州からはマドリッド大学や ESA の研究者，米国からはコロラド州

立大学や NASA MSFC 等の研究 者が参加）を推進している．この実験では長さ 300m のベアーテザーと高速動作

可能なホローカソードプラズマ源，プラズマ収集ブームを用いたエレクトロダイナミックテザーの基礎実験と

OML理論の検証実験を計画している．2007 年度は計画会議を開催し，2009年夏期に打ち上げを目指している． 

 

10）「あけぼの」における日加協力 

極域プラズマ中のオーロラ粒子の生成機構の解明を目的とした「あけぼの」には，観測項目の一つとして日加協

力のもとで開発されたスプラサーマルイオンエネルギー質量分析装置（SMS）が搭載されている．このため，カナ

ダの大学関係者が「あけぼの」を使った極域上層大気の国際共同研究に参加している．また，極域におけるデータ

取得のため，平成元年の打ち上げ以降，カナダのプリンスアルバート局でリアルタイムデータの取得が行われてい

たが，2003 年に定常受信を終了し，キャンペーンによる受信へと移行した． 

 

11）「GEOTAIL」における国際協力 

1992 年に打ち上げられた日米共同プロジェクトの「GEOTAIL」は，現在広範囲にわたる地球磁気圏の定常観測

を行っている．打上げ後 16 年近くを経た現在もほとんどすべての観測機器が順調に動作している．日米の観測機

器の取得したデータを総合的に解析することによって，磁気圏のダイナミックな構造及びその高温低密度のプラズ
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マの素過程の研究に大きな進展をもたらしてきた．衛星からのデータ取得は，臼田受信局（現 JAXA 宇宙基幹シ

ステム本部臼田宇宙空間観測所）だけでなく NASA の深宇宙探査網（DSN）の協力を得ている．また，

「GEOTAIL」は，国際太陽地球系物理研究計画において重要な役割を担っており，他の磁気圏観測衛星や太陽風観

測，地上観測とデータを相互に交換し，地球磁気圏での現象を多角的に捕らえる総合解析を進めている．特に，

2000 年に打上げられた ESA の「クラスター」衛星群との共同観測が行われてきたが，更に，2007 年 2 月に打上げ

られた NASA の「テミス」衛星群との共同観測が開始された．観測データに基づいた国際的な研究交流も継続さ

れ，成果をあげている． 

 

12）「すざく」における国際協力 

すざく衛星は，2005 年 7 月に軌道投入された我が国 5 番目の X 線天文衛星である．この計画では，NASA との

協力により X 線反射望遠鏡及び精密 X 線分光器が日米共同で開発され，X 線 CCDカメラの開発ではマサチューセ

ッツ工科大学との技術協力も行われた．また，データの解析に使われるソフトウェアも日米の研究者による共同作

業により開発された．打上後 3 年目となり，2007 年 4 月から 2 回目の国際公募に基づく観測が始まり，ISAS，

ESA，NASA を通じて募集した観測が実施された．また，第 3 回目の観測提案の公募が行われ，米国や ESA 加盟

国をはじめとして，アジア諸国を含む全世界から合計 300ほどの提案があった．衛星の運用は順調に進み，最新の

成果を含む合計 35 編の論文が，日本天文学会欧文誌に第二回すざく特集号として出版された．また，2007 年 12

月には San Diego で第二回のすざくシンポジウムが開催され，200 名以上の参加があった． 

 

13）「LUNAR-A」における国際協力 

「LUNAR-A」ミッションは月面に地震計及び熱流計を搭載したペネトレータを打ち込み，月震（隕石の衝突によ

るものを含む），と月表面における熱流量を計測することにより月の内部構造，月の進化過程等に関する知見を得

ることにある．2004 年の打上げ前の技術評価を反映して，ペネトレータの技術確認を最優先としたため，衛星打

上げ時期は未定となっている． 2007 年度もペネトレータの打ち込み試験をサンディア国立研究所の協力で実施

した．またペネトレータ搭載機会を拡げるため，ロシアの Luna-Glob 衛星搭載の可能性を探るため，ロシアでこの

計画を担当する Lavochikin 共同会社の幹部，技術者との協議を相模原とモスクワで行った． 

 

14）「はやぶさ」における国際協力 

2003 年 5 月に打ち上げられた，世界初の小惑星サンプルリターンを試みる「はやぶさ」（MUSES-C）探査機は，

2004年 5月に地球スウィングバイ成功し，小惑星イトカワに向かって順調に飛行を継続し，2005 年 9月 12 日に目

標のイトカワに到着し相対的に静止した．この到着にいたる過程では，MOU に基づき，NASA DSN 局を利用し

て探査機の追跡を行い，探査機で取得した光学情報をもとに正確に目標に接近・到着させることができた．また，

イトカワ近傍での運用にあたっては，MOU によるほか NASA，JPL からの申し出で追跡時間の大幅な拡大がはか

られ，当初の予定時間を大幅にこえて支援を受けることができた．日米合同科学者会議は，イトカワ到着前，到着

後の着陸点選定会議，および近傍フェーズ終了後に開催され，科学者間の分担や運用・解析方法，ならびに成果発

表方法について協議を行った．NASA との協力関係の内容は，MOU に基づくが，主として NASA による探査機

の追跡と航法運用，および NASA 選抜の研究者の共同分析チームへの受け入れ，共同解析である．2007 年度も，

この 2つの領域で共同作業を実施してきた． 

「はやぶさ」はイトカワからの離陸後に燃料もれを起こし，それに続く探査機の損傷と運用上の問題から，飛行

期間を延長して地球帰還の可能性を探っている．このため豪州政府との間での「外国打ち上げの物体を回収する許

可」については，探査機運用の推移をみて対応することとした．豪州政府との協議は 2008 年度から再開する予定

である． 

2006，2007 年度は，イトカワ近傍で取得した科学観測データを，世界に公開するためのデータの変換作業を

NASA 研究者とともに実施し，2007 年のはじめに公開を開始したところである．NASA PDS （Planetary Data 

System）へのデータの登載も完了している．2007 年度は，NASA との Joint Science Meeting を，2回開催した．ま
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た「はやぶさ後継ミッション」についての欧州科学者との協議も，2回実施した． 

なお，「はやぶさ」の運用は，2006 年はじめに復旧し，以降 2007 年度はじめまで，リファービッシュに全力を

あげ，2007 年 4月から 11 月にかけて，2010 年に帰還をめざした第 1 期のイオンエンジンの運用を終了した．2009

年はじめから第 2 期の同エンジンの運転を行う予定である． 

 

15）「あかり」 における国際協力 

2006 年 2 月 22 日に打上げられた赤外線天文衛星「あかり（ASTRO-F）」は，全天の高解像度遠赤外線サーベイ

に成功して大量のデータを取得した．このデータを解析し，早期にカタログ化して公開することを目標として，英

国のインペリアルカレッジ，オープン大学，サセックス大学，オランダの SRON・グローニンゲン大学，及び韓国

のソウル大学と共同で，ソフトウエア開発とそれを用いたデータ処理を行なっている．また ESA には望遠鏡指向

方向決定の実施，及びテレメトリデータの受信（2007 年 10 月まで）を依頼し，JAXA より「あかり」観測時間の

一部提供を行っている．これらの国際協力により赤外線天体カタログの制作が大きく進展し，2007 年度末には一

部の天域についての試行版カタログを公開することができた． 

 

16）「ひので」における国際協力 

「SOLAR-B」衛星は，2006 年 9 月 23 日に打ち上げに成功し，「ひので」として 2006 年 10 月下旬より太陽観測

を開始した．同衛星は，可視光磁場望遠鏡（SOT），X 線望遠鏡（XRT），極紫外線撮像分光装置（EIS）という 3

つの本格的望遠鏡を搭載し，太陽磁場及び太陽コロナの活動現象の起源を究明する．3 つの望遠鏡は米（NASA），

英（PPARC）との国際協力により，国際協力チームが合同で設計し，分担して製作した．本計画の日・米・英国

際協力には共同での衛星運用，共同解析等が含まれている．また，欧州宇宙機構（ESA）との間で，ノルウェー宇

宙センターのスバルバード局を用いての観測データ受信と観測データの共同解析を内容とする国際協力が行われて

いる．2007 年 8 月には第 1回の「ひので」科学国際会議がアイルランド・ダブリンにて開催され，「ひので」の初

期成果の報告や結果の議論が活発に行なわれた． 

 

17）「PLANET-C」における国際協力 

2007 年度で FM 詳細設計を完了し FM製作に歩を進めた「PLANET-C」は，世界で初めて金星の大気力学を詳細

に調べる探査計画であり，立案初期より，他国の探査計画と相補的になるように国際的な金星研究コミュニティの

中で議論し最適化されてきた．中でも，金星の大気化学の解明を目指すミッション「Venus Express」（ESA）との

緊密な連携が欠かせない．そこで両者の間では，2001 年に JAXA 宇宙科学研究本部で開催された国際金星ワーク

ショップを皮切りに，双方のプロジェクト会議などで繰り返し協議の場を持ち，計画策定や装置開発などで協力関

係を築いてきた．「PLANET-C」の紫外カメラと電波科学観測には「Venus Express」チームから共同研究者が参加

している．「Venus Express」プロジェクト会議への定期的な出席，IDS の直接参加を通じて，両者のつながりは緊

密度を増している．この密接な関係を背景に，MOU を ESA-JAXA 間で取り交わすべく議論が進められている．

VEx からの最新のデータは IDS を通して「PLANET-C」チームに良い刺激を与えている．「Venus Express」データ

の共同での解析，地上望遠鏡による連携観測，「Venus Express」の成果を「PLANET-C」の観測装置の最終調整や

試験に反映させる，などの協力を今後も継続してゆく． 

 

18）「BepiColombo」における国際協力 

「BepiColombo」計画は，JAXA が水星磁気圏探査機「MMO」，ESA が水星表面探査機「MPO」を分担する初め

ての本格的な日欧国際共同計画であり，JAXA と ESA の国際協力の中心を担うプロジェクトである．MOU

（Memorandam of Understanding）が 2007 年 4 月に締結された．2007 年度には，JAXA は ESA，欧州のプライムメ

ーカ（独 Astrium 社）と共同で，探査機の検討を行った．ESA-JAXA 間のインタフェース会議は，2007 年 4 月

（京都），6月（JAXA），10 月（ESA/ESTEC），2008 年 2 月（JAXA）にて開催された． 

搭載観測機器は日本・ヨーロッパから国際公募を経て選択されており，ESA 以外にも，フランス，オーストリ
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ア，ドイツ，イタリア，スウェーデン，スイス，ハンガリー，ベルギー，イギリス，ロシア，アメリカ，台湾等と

の国際協力の元に設計・製作を行っている．2007 年 10 月-2008 年 3 月にかけて各サブシステムの基本設計審査

（PDR）を ESA 及び各国の関係者の協力の元に行い，2008 年 3 月には ESA から審査員も加え MMO システムの

PDR を行った． 

 

19）「れいめい」における国際協力 

「れいめい」衛星はオーロラ現象の解明を目的として高高度電離圏を飛翔する衛星である．軌道高度は約 610-

670km と低く，地上からのレーダー観測によってカバーできる範囲内にある．「れいめい」衛星の観測は光学観測，

レーダー観測，電波観測といった地上観測と相補的な役割を果たすものであり，北欧に設置されている EISCAT 

非干渉散乱レーダー，ALIS オーロラ光学観測網，SuperDARN 短波レーダー網，また Athabasca（カナダ）に設置

されている光学イメージャなどとのキャンペーン観測が精力的に行われている． 

特に，カナダ・アラスカ域に設置されている THEMIS/GBO オーロラ地上多点観測網が 2007 年度より本格的に

観測を開始し，「れいめい」衛星との共同観測を行っている． 

 

20）「ASTRO-G」における国際協力 

「ASTRO-G」では，「はるか」と同様に，観測結果を出すために地上に衛星からの VLBI データを受信するリン

ク局，「ASTRO-G」と一緒に観測を行う地上電波望遠鏡群，および各電波望遠鏡からのデータを処理する相関局が

必要である．「はるか」では，NASA および NRAO（NationalRadio Astronomy Observatory:米国国立電波天文台）と

の協力で準備された 4 局に臼田局を合わせた計 5 局のリンク局で衛星をサポートした．また地上電波望遠鏡も 14

ヶ国，35 局の地上電波望遠鏡群が観測に参加した．そのほか，NASA での軌道決定支援や，カナダ，米国で相関

局の支援も受けた． 

「ASTRO-G」では，「はるか」で構築した国際協力関係を継続し，同様の国際協力を行うべく，各国研究機関と

の協議を進めている．2007 年度は，国際協力の促進と ASTRO-G プロジェクトの各国の研究者への紹介とともに

彼らの ASTRO-G に対する科学的な興味を集約するための，「VSOP-2 国際シンポジウム」Approaching Micro-

Arcsecond Resolution with VSOP-2：Astrophysics and Technology を開催し，16 カ国 130 人余りの参加を仰いで盛大に

開催され，各国の国際協力さらに広がった． 

2006 年 11 月に NASA/JPL で始まったリンク局の国際的な支援を議論する会合を継続し，2007 年 2 月にスペイ

ン，マドリッド，4月に相模原，8 月にグリーンバンク（米国），12 月に相模原で検討を継続し，ASTRO-G を支援

するためのリンク局の仕様を固めた． 

 

21）「SELENE」における国際協力 

「SELENE」は 21 世紀の世界的な月探査時代の幕明けを担う月探査機で，2007 年 9 月 14 日に種子島宇宙センタ

ーから H-IIA ロケットにより打上げられた．SELENE の打上げから月軌道投入までの追跡管制には NASA DSN

（Deep Space Network，深宇宙局）の支援が，その一方 NASA の月探査計画の初号機である LRO（Lunar 

Reconnaissance Orbiter）においては SELENE のデータがミッション計画立案に必要となっている．このため，

SELENE-LRO の間で，NASA による SELENE の DSN 局支援および SELENE データ共同解析・提供等にかかわる

相互協定を締結した．これに基づき，SELENE の打ち上げ時の NASA DSN 局を用いた SELENE の追跡管制作業，

SELENE データの共同解析，提供および SELENE 教育・普及啓蒙（ＥＰＯ）活動協力を SELENE-LRO プロジェク

ト間において進めている． 

また，インドなどとの国際協力については，国際相互校正・検証協力の可能性について，研究者間での議論を進

めている． 
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22）Swift 衛星によるガンマ線バーストの観測的研究における国際協力 

NASA の打上げたガンマ線バースト観測衛星「Swift」は日本から JAXA 宇宙科学研究本部，埼玉大学が当初よ

りその開発に参加している．打ち上げ後，極めて順調に運用が進んでおり，ガンマ線バーストの検出を行い GCN

を通じて速報を行っている．本年度には X 線の光度曲線の折れ曲がりに関する論文が掲載された．これまでの成

果に対して，2006年度の Bruno Rossi賞が PI である Neil Gehrels博士および日本を含む Swiftチーム全体に授与さ

れた． 

 

23）GLAST 衛星による GeV ガンマ線の観測的研究における国際協力 

NASA の開発しているガンマ線観測衛星「GLAST」は日本から広島大学，JAXA 宇宙科学研究本部，東京工業大

学が当初より，その開発に参加している．現在，来年度中の打ち上げをめざして最終試験が行われており，並行し

て解析ソフトウェアの開発や，期待される科学的成果のシミュレーションが行われた． 

 

24）スペースワイヤ国際標準規格に関する国際協力 

次世代衛星標準ネットワークの規格であるスペースワイヤの国際協力が，JAXA，ESA，NASA，ROSCOSMOS

の間で行われている．日本からは JAXA 宇宙科学研究本部が中心となり，日本 SpaceWireユーザー会を代表する形

で年に 3度行われた会議に参加し，標準について議論すると同時に，技術協力に関する打ち合わせを行った． 

 

25）ワーキンググループにおける国際協力 

 

a）次期磁気圏衛星ワーキンググループ 

2017 年打ち上げを目指して現在 Pre-PhaseA 段階の検討の進んでいる「SCOPE」ミッションの目的は，高時間分

解能観測器を積んだ編隊衛星を磁気圏に投入することにより，今まで解明できなかった，宇宙プラズマ中の多スケ

ールに跨るダイナミックな時間空間変動を解き明かそうというものである．ESA で検討されている「CrossScale」

ミッションと計画を結合させて，より大きな編隊規模の衛星群を打ち上げ，ミッションのカバーする時間空間スケ

ールをさらに広げようという検討が進んでいる．日本側は，超高時間分解能のプラズマ観測器をのせた中心衛星と，

そのまわりに配置する子衛星（複数）とを受け持ち，ESA 側はさらにそのまわりに複数個（TBD）の中規模の衛

星を配置して，電子スケール（日本側重点）からＭＨＭスケール（ESA 側重点）までにわたる幅広い観測を行い，

現象の統一的理解に迫ろうというものである．本年は戦略的研究開発費により，日本側の検討開発を発展させると

ともに，ESA 側との共同ミッションを想定した衛星コンフィギュレーションの検討を行なった．また，特に Cross 

Scale ミッションが Cosmic Vision のアセスメントフェイズに選定されたことを受けて，アセスメントフェイズに

おける協力について ESA 側の提案グループと協議を行なった． 

 

b）ダークバリオン探査衛星（DIOS）ワーキンググループ 

DIOS は，1 キロ電子ボルト以下の軟 X 線領域に存在する酸素の輝線を高感度に検出することによって，これま

でに検出されていない宇宙のバリオン物質を検出し，宇宙の大構造形成史に迫る事を目的としている．DIOS WG

では，これを小型衛星として実現することをめざしているが，これと平行して，米国，イタリア，オランダの研究

者と協力して，NASA の Mission Concept Study に提案を行った． 

 

c）地球電磁環境モニター衛星（ELMOS）ワーキンググループ 

今世紀に入り，ロシア，アメリカ，フランス，イタリア等の各国が，地震に伴う電磁気現象観測のための衛星や

宇宙ステーション搭載機器を既に打上げている． 

そこで 2008 年 2 月に相模原キャンパスで地震電磁気観測衛星国際ワークショップを開催し，既に地震電磁気観

測衛星を打上げた国や，今後打上げを計画中の国の研究者を招待し，国内電離圏研究者との国際共同研究組織を作

りあげるとともに，国際協力による衛星の打上げ・データ解析を目指した初の機会を提供した．総合討論では，未
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だ電離圏への地震前駆現象の決定的な伝達機構は不明であるものの，各国の地震電磁気観測衛星の信頼できる観測

結果の集積が，地震前駆電磁気現象の立証につながることで議論が一致し，地震火山国の宇宙機関として実施すべ

き将来ミッションの認識を新たにした． 

本ワークショップとの共催で，翌日開催されたアジア域宇宙地象天気国際ワークショップも極めて盛況であった．

このワークショップは第一日目のワークショップが主に電離圏への地震の影響を議論したのに対し，地上観測に集

中した報告がなされた．電離圏観測と地上観測の両方の報告をプログラムに組み入れるという今回の試みは，両分

野の研究者の将来の共同研究に極めて有意義で，参加者から近い将来同様のワークショップを開催したい旨の意見

が聞かれた． 

今後は日本の衛星計画をより具体的に検討するとともに，地震で苦しむ国々を中心にして複数の小型衛星打上げ

に向けた議論を進めていく予定である． 

 

d）小型衛星によるジオスペース探査（ERG）ワーキンググループ 

当ワーキンググループ（WG）で検討されているジオスペース探査衛星「ERG」（Energization and Radiation in 

Geospace）と同時期（2012 年頃）の打ち上げを目指して，海外では，Radiation Belt Storm Probe （「RBSP」）衛星

（米国，NASA の Living with a Star 計画の一部），「ORBITALS」衛星（カナダ）が進められており，また，2007 年

2 月に打ち上げられた米国の「THEMIS」衛星も，軌道の一部がこれらのジオスペース衛星群とオーバーラップす

る．これらの衛星計画と国際的な協力関係を強化することによって，大きな科学的成果が得られることが期待され

る．THEMIS 衛星のデータ解析にも参加し具体的な協力体制を構築しつつある．2007 年度にはサイエンス目標に

対応する必須搭載機器の検討を実施し，2008 年度中のミッション提案に向けて検討を進めている． 

 

e）X 線天文 XEUS 計画ワーキンググループ 

大型国際 X 線天文台 XEUS 計画は，日欧で検討して来たもので，宇宙初期の最初のブラックホールの探査など

の為に，大面積 X 線望遠鏡を持つ．2007 年度には，日欧の研究者が協力し，ESA の Cosmic Vision に提案し，大

型計画 3つの内の一つとして採択された．これから 2年間かけて，概念設計の Assessment Study を行う．日本では，

特に，検出器衛星の概念設計を担当することになるため，2007 年末からは 3 ケ月ほどかけ，Cosmic Vision の提案

書に書かれた仕様で，検出器衛星の概念設計を 2 社で実施した．3 月初旬には，サイエンスの検討する研究会があ

り，日本から 3名が参加した． 

 

f）JTPF ワーキンググループ 

米国で計画中の，大口径および中口径望遠鏡に基づくコロナグラフタイプの地球型系外惑星直接探査ミッション

の検討およびそれに関するコロナグラフにおける基礎技術開発での国際協力を進めている．さらに，気球コロナグ

ラフにおける国際協力を進めている．欧州・米国で計画中の干渉計タイプの地球型系外惑星探査ミッションのため

の機器開発等における国際協力の議論を進めている．欧州の 干渉計タイプの地球型系外惑星探査ミッション

Darwin の Cosmic Vision プロポザールに参加し，現在は，Blue Dot Team の一員として参加している． 

 

g）国際共同木星総合探査計画ワーキンググループ 

2006 年 4 月以来，欧州の研究者とともに木星探査の将来計画を重ねる中で，2007 年 1 月に国際共同木星総合探

査計画 WG が設立された．2007 年度は，6月の日欧共同計画を骨子とする提案書を共同作成して ESA に提出し，

10 月の第一次選抜においては首尾よく選定される，という大きなイヴェントがあった．その後，2008 年 1 月には

WG 会合を開催し，ミッション検討を加速するとともに，日本の惑星科学分野においてミッションを意識しながら

サイエンスを推進していくスタイルを牽引する役割も果たしている． 

 

h）LUNA-GLOB ペネトレータ搭載計画検討ワーキンググループ 

当ワーキンググループでは 2010 年代初頭～半ばに打ち上げを予定しているロシアの月探査計画 LUNA-GLOB に
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我々がこれまでに開発を進めてきた月探査用ペネトレータを搭載するミッションを検討している．現状案ではペネ

トレータ 4機と極地域を目標とする軟着陸機 1 機を合わせた 5地点というアポロ形計画を凌駕する広範囲で多地点

のネットワークを構築して，月中心部までの構造や表側と裏側の不均質構造などを明らかにし，月の起源，進化に

決定的な制約条件を得ることを目標としている． 

2007 年 4 月にロシア側と ISAS 間で共同研究を進める意思表明を確認すべく，2 者間での協定（Protocol Of 

Intent）を締結した．ペネトレータの搭載可能性技術検討をロシア間で行い 2007 年 11 月にはロシアにて専門技術

者同士の情報交換，共同検討を実施し，実現可能性についてもより高い見通しを得るに至った． 

 

i）X 線天文 SRG/XRS ワーキンググループ 

SRG （Spectrum Rontgen Gamma）衛星は，ロシアを中心とする国際協力による X 線天文学衛星である．この衛

星に，オランダ，米国，ドイツ，ロシアとの国際協力により，X 線マイクロカロリメータを用いた X 線分光観測

装置 SXC を搭載することを検討している．PI では，オランダの Dr. den Herder である．SXC は，近傍銀河団や星

間高温物質の X 線分光観測を主目的としている．5カ国の研究者の協力により，ミッション全体の設計と，衛星イ

ンターフェースの調整を行った．また，日本の担当部分である冷却系について，オランダ・米国の協力を得ながら

詳細な設計検討を行った． 

 

j）次期太陽観測衛星 SOLAR-C ワーキンググループ 

SOLAR-B（「ひので」）衛星の成果を受け，次期太陽観測ミッション（SOLAR-C）の検討を開始した．現在，黄

道面を離脱し太陽極域を観測することで太陽内部の磁気的活動（ダイナモ機構）の解明をめざす案と，太陽大気の

分光撮像観測により磁化プラズマ大気中のエネルギー変換素過程の解明をめざす案の 2 案の並行検討を進めており，

広範な国際協力によるミッション実現をめざす．本年度は NASA や米国研究者，および ESA・欧州研究者との科

学協議を進めた．2007 年 12 月に宇宙理学委員会において国際協力対応型ワーキンググループの設置を認められ，

活動を本格化させている． 

 

k）JEM-EUSO ワーキンググループ 

JEM-EUSO ミッションは極限エネルギー宇宙線による空気シャワー粒子が大気中で発生する蛍光を観測して，

入射粒子のエネルギーと到来方向を決定し，その発生源を明らかにする科学ミッションである．2007 年 3 月には

宇宙環境利用センターによる「JEM 曝露部 2 期利用実験」公募に日本を初めとする 9 カ国（日本，米国，フラン

ス，イタリア，ドイツ，スイス，ロシア，韓国，メキシコ：2007 年よりスペインも参加，現在 10 カ国）の共同で，

理化学研究所が取りまとめて応募し，「科学（占有）ミッション」候補に採択された．その結果，JAXA-理研の共

同研究として契約研究費の配分を受けて Phase-A 研究を実施している． 

ミッション定義審査（8 月）を受け，インフェース条件書を提出（9 月），中間報告書提出（11 月）を行った．

さらに，宇宙環境利用センターの選定メーカ（IHI エアロスペースおよび三菱電機）と JEM および HTV への搭載

可能性の検討を行い，その科学価値を損なわずに両者へ搭載する技術的ソリューションを得た．またシステム，ミ

ッション IF の検討も行った．科学検討と観測機器設計のための国際 JEM-EUSO 会合を 2007 年 6月と 11 月に，国

際アドバイザリーボード会合を 2007 年 6月と 2008 年 1 月に行った． 

 

l） JEM-CALET ワーキンググループ 

JEM-CALET ワーキンググループが，国際宇宙ステーション（ISS）きぼう（JEM）曝露部利用ミッションとし

て提案している高エネルギー電子・ガンマ線観測計画は，日本の他，米国，イタリア，中国の研究者が参加する国

際共同ミッションである． 

2006年度に行われた JEM曝露部第 2 期利用候補フェーズ A 研究公募に応募し（12 月発出，2 月締切），2007 年

6 月，3 件の曝露部占有利用科学ミッションの候補として無事採択された．これを受けて，JAXA-早大の共同研究

として Phase A 研究を実施した．その中で，国際協力の枠組みについて，より具体的な調整を行った． 
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また，日本チームが，第 2 期利用候補として採択されたことを受けて，参加各国研究者チーム（中国国家科技部，

イタリア ASI及び米国 NASA）も，プロポーザルを提出した． 

2008 年度初めに，以上の国内外の研究成果および国際協力の調整結果を Phase A 研究成果報告書として取り纏め，

提出予定である．その結果，2008 年度上期中には，更なるミッション候補絞込みが行われる予定である． 

 

m）スプライト及び雷放電の高速測光撮像センサワーキンググループ 

JEM-GLIMS ミッションは，国際宇宙ステーション日本実験モジュール曝露部から，雷放電及び高高度発光現象

の光学及び電波観測を行うミッションである．GLIMS ミッションワーキンググループでは，ミッション計画の具

体化，ポート共有利用実験装置に搭載される他ミッション機器との設計・製作における共通化，研究推進体制の整

備等の検討を行うことを目的としている．平成 19 年 12 月に本ワーキンググループを設立した．その後 2008 年 2

月に開催された，JEM 暴露部第二期利用ポート共有実験装置システム要求審査会（SRR）へ参加し，2008 年 3 月

21 日には IMAP（地球超高層大気撮像観測）ミッションと共同で，宇宙科学研究本部において SRR を実施した．

今年度は，RFP（RequestFor Proposal）を実施し SDR（System Design Review）を平成 20 年度 7 月までに完了する

予定である．その後，共有ポート全体の SDR に参加し，開発に移行する計画である． 

 

n）次期赤外線天文衛星（SPICA）ワーキンググループ 

次期赤外線天文衛星 SPICA に関わる国際協力を進めている．特に，ヨーロッパについては，SPICA の望遠鏡お

よび遠赤外線観測装置を日欧協力で開発することをめざしたプロポーザルを，ESA Cosmic Vision 2015-2025 に日

欧協力で提出し，将来ミッションの候補の一つとして 2007 年 10 月に採択された．採択後，具体的に国際協力分担

の内容を協議している． 

それ以外にも，韓国およびアメリカとの協力の可能性について，協議を進めた． 

 

o）小天体探査ワーキンググループ 

小天体探査ＷＧでは，地球接近天体からのサンプルリターン探査を研究課題とし，主な活動としては「はやぶ

さ」の後継機となる小天体探査について検討を行っている．具体的には，「はやぶさ」と同等の探査機を使って早

急にサンプルリターンのミッションを行おうとする「はやぶさ 2（仮称）」と，さらに進んだ技術を使って新しい

ミッションを行おうとする「はやぶさ Mk2（仮称）」について検討をしている．「はやぶさ 2」については，その打

ち上げについて海外協力の可能性を探り，海外の関係機関と議論を続けている．また，「はやぶさ Mk2」について

は，ヨーロッパ（約 10 カ国）の研究者と，ESA の Cosmic Vision（CV）プログラムに「マルコ・ポーロ」という

ミッション名で共同提案を行った．2007 年末に行われた CV の第 1 回審査会において選抜され，Assessment Phase

に進んでいる．CV の第 2 回審査会が 2009 年に予定されているため，それに向けて日欧それぞれで検討作業を実

施し，その結果を合同の打ち合わせで議論している． 

 

p）次期月探査計画検討ワーキンググループ 

当該ワーキンググループでは，次期月探査計画は月未踏峰地域への着陸探査として合意されており，探査のシナ

リオ，着陸地点，探査項目の検討と観測機器要素開発を進めてきた．この検討には海外の月科学研究者との討論も

含まれており，CNES（フランス宇宙機関），DLR（ドイツ宇宙機関）の機関代表から自国研究者のわが国の次期

月探査計画への参加表明がされている．次期月探査計画は 2007 年度にプリプロジェクトに移行したため当ワーキ

ンググループは 2007 年度で活動を停止した． 
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26）人物交流 

（1）外国からの来訪 

①外国人招聘職員 

外国人招聘職員名 国 籍 研 究 課 題 招聘期間 受入責任者 

Dogiel Vladimir 

P.N.リベデフ研究所

教授 

ロシア連邦 

すざく衛星による銀河リッ

ジ，銀河団，超新星残骸から

X 線放射の研究 

20.1.29～21.1.28
高エネルギー天文学研究系

教授 満田和久 

 

②外国からの来訪者 

訪問月日 氏名 所属 

2007.9.20 David J Southwood ESA Director of Scientific Programme 

  Sergio Volonte ESA Head of Science Planning and Community Coordination Office 

  Hermann Opgenoorth ESA Head of Solar System Missions Division 

  Marcello Coradini ESA Coordinator of Solar System missions 

  Fabio Favata ESA Coordinator of Astronomy and Fundamental Physics missions 

2007.12.17 - 18 A Stern NASA Associate Administrator for Science Mission Directorate 

  Marc S Allen NASA Assistant Associate Administrator 

  Jon Morse NASA Astrophysics Division Director 

  Richard Fisher NASA Heliophysics Division Director 

  Jim Green NASA Planetary Science Division Director 

  K Bress NASA Science Division Director for Office of External Relations 

  C Blackerby NASA Executive Director of Advisory Council 

  J Tilman NASA Japan Representative 

2008.1.21 Wang Keran CNSA（中国国家航天局）Deputy Director Gneneral for Department of 

Foreign Affairs 

  Cao Jinbin CSSAR of CAS（中国科学院） 教授 

  Wang Cheng CNSA Deputy Division Director for Applications 

2008.2.7 - 8 Sergio Volonte ESA Head of Science Planning and Community Coordination Office 

  Hermann Opgenoorth ESA Head of Solar System Missions Division 

  Marcello Coradini ESA Coordinator of Solar System Missions 

  Fabio Favata ESA Coordinator of Astronomy and Fundamental Physics Missions 

 

（2）宇宙科学研究本部役職員の海外渡航 

氏名 渡航先国 出張期間  渡航目的 

大竹 真紀子 アメリカ合衆国 2007/4/1 ～ 2007/4/1  SELENE C.Pieters 教授所有の反射スペク

トル実験装置 RELAB での実験 

後加 友嗣 ニュージーランド 2007/4/1 ～ 2007/4/1 国際会議出席・発表 

中谷 一郎 オランダ王国 2007/4/1 ～ 2007/4/1 ISAS-ESTEC（SRR）Meeting 

早川 基 オランダ王国 2007/4/1 ～ 2007/4/1 BepiColombo SRR出席 

大藪 進喜 オーストリア共和国 2007/4/1 ～ 2007/4/2 国際会議出席・発表 

前澤 洌 スウェーデン王国 2007/4/1 ～ 2007/4/3 マーズエクスプレステデータ解析について

の打合せ 
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浅村 和史 スウェーデン王国 2007/4/1 ～ 2007/4/5 GEOTAIL 衛星粒子データ処理に関する打合

せ 

高橋 忠幸 連合王国 2007/4/1 ～ 2007/4/5 「すざく」衛星国際協力についての打合せ 

國枝 秀世 連合王国 2007/4/1 ～ 2007/4/8  「すざく」衛星国際協力についての打合せ

及び「すざく」衛星研究打合せ 

長野 方星 アメリカ合衆国 2007/4/1 ～ 2007/6/20 日本学術振興会海外特別研究員制度を用い

た共同研究 

小林 大輔 アメリカ合衆国 2007/4/2 ～ 2007/4/6 SELSE 論理回路における半導体の誤動作と

そのシステムへの影響に関する国際会議出

席 

松本 聡 アメリカ合衆国 2007/4/8 ～ 2007/4/15 FPEF 供試体に関するペイロード安全審査

（PSRP）出席 

横小路 泰義 イタリア共和国 2007/4/9 ～ 2007/4/16 ロボティクスとオートメーションに関する

国際会議に参加 

石岡 憲昭 イタリア共和国 2007/4/10 ～ 2007/4/15 第 32 回ライフサイエンス国際会合（ＩＳＬ

ＳＷＧ）への出席 

川勝 康弘 アメリカ合衆国 2007/4/14 ～ 2007/4/18 ISSFD 学会打ち合せ 

吉光 徹雄 オーストラリア連邦 2007/4/14 ～ 2007/4/19 Workshop for Space ， Aeronautical and 

Navigational Electronic に出席・発表 

齋加 宏文 オーストラリア連邦 2007/4/14 ～ 2007/4/20 WSANE2007出席 

加本 正樹 オーストリア共和国 2007/4/14 ～ 2007/4/20 EGU における GEOTAIL 成果の発表及び，

国際共同研究の打ち合わせ 

山﨑 敦 オーストリア共和国 2007/4/14 ～ 2007/4/21 EGU 国際学会出席 

斎加 義文 オーストリア共和国 2007/4/14 ～ 2007/4/22 ＥＧＵ出席 

高島 健 オーストリア共和国 2007/4/14 ～ 2007/4/22 EGU 国際会議における MMO 観測データ処

理システムに関する講演 

中村 正人 オーストラリア連邦 2007/4/14 ～ 2007/4/22 ヨーロッパ地球物理連合総会（EGU）参加 

中川 貴雄 スペイン 2007/4/15 ～ 2007/4/19 「あかり」とハーシェル宇宙望遠鏡との共同

観測に関する打合せ 

吉川 真 オーストリア共和国 2007/4/15 ～ 2007/4/19 ヨーロッパ地球科学会総会に参加，発表 

金田 英宏 スペイン 2007/4/15 ～ 2007/4/20 SPICA ミッションに関わるコスミックビジ

ョン提案打合せ 

横田 勝一郎 オーストリア共和国 2007/4/15 ～ 2007/4/22 MPPE・MSA打ち合わせ 

片坐 宏一 カナダ 2007/4/15 ～ 2007/4/26 共同利用観測 

橋本 樹明 オーストリア共和国 2007/4/17 ～ 2007/4/22 EGU General Assembly 2007 に参加 

加加 學 オーストリア共和国 2007/4/17 ～ 2007/4/24 EGU General Assembly 2007出席及び発表 

加本 正樹 オーストリア共和国 2007/4/21 ～ 2007/4/26 木星将来計画に関する会議 

坂井 真一郎 ドイツ連邦共和国 2007/4/21 ～ 2007/4/30 Small Sat for Earth Observation 

奥泉 信克 アメリカ合衆国 2007/4/22 ～ 2007/4/28 第 48回アメリカ構造材料会議（SDM）出席

小野田淳次郎 アメリカ合衆国 2007/4/22 ～ 2007/4/29 米国航空宇宙学会 第 48回 SDM出席 

岸本 直子 アメリカ合衆国 2007/4/22 ～ 2007/4/29 第 48 回 AIAA 構造会議に出席およびすばる

望遠鏡見学 

樋口 健 アメリカ合衆国 2007/4/22 ～ 2007/4/29 第 48 回 AIAA 構造会議に出席およびすばる

望遠鏡見学 
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岡田 陽子 フランス共和国 2007/4/22 ～ 2007/5/6 理論物理冬の学校に出席 

白籏 麻衣 フランス共和国 2007/4/22 ～ 2007/5/6 理論物理冬の学校に出席 

海老澤 研 アメリカ合衆国 2007/4/23 ～ 2007/4/27 科学衛星データアーカイブスに関するミー

ティングに参加するため 

齋加 宏文 アメリカ合衆国 2007/4/23 ～ 2007/4/28 Responsive Space Conerence 出席 

豊田 裕之 アメリカ合衆国 2007/4/23 ～ 2007/5/2 スペースパワーワークショップ 参加 

山田 隆弘 オランダ王国 

アメリカ合衆国 

2007/4/24 ～ 2007/5/8 スペースワイヤWG出席 

大野 友史 イタリア共和国 2007/4/25 ～ 2007/4/28 JSPEC の紹介 

川口 淳一郎 オランダ王国 2007/4/25 ～ 2007/4/28 JSPEC/ESA打ち合わせ 

矢野 創 オランダ王国 2007/4/25 ～ 2007/4/28 JSPEC の紹介とはやぶさ 2 協力の可能性に

ついての打合せに参加 

山田 哲哉 オランダ王国 2007/4/25 ～ 2007/4/28 ＪＳＰＥＣの紹介 

吉川 真 オランダ王国 2007/4/25 ～ 2007/4/28 JSPEC の紹介と，はやぶさ 2 協力の可能性

についての打合せに参加 

依田 眞一 大韓民国 2007/4/25 ～ 2007/4/29 韓国金属学会招待講演，及び微小重力研究

会会合出席 

鈴木 素子 アメリカ合衆国 2007/4/25 ～ 2007/5/9 ＨＥＴＥ－2 衛星によるガンマ線バーストカ

タログの出版のための解析 

高橋 忠幸 アメリカ合衆国 2007/4/29 ～ 2007/5/5 Ｓｗｉｆｔ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｔｅａｍ

Ｍｅｅｔｉｎｇへ出席 

松本 聡 アメリカ合衆国 2007/4/29 ～ 2007/5/20 流体物理実験供試体射場作業実施 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2007/4/30 ～ 2007/5/3 木星探査計画に関する議論 

大山 陽一 アメリカ合衆国 2007/4/30 ～ 2007/5/11 超極赤銀河のミリ波分光観測 

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2007/5/2 ～ 2007/5/5 探査に関する NASA との打合せ 

佐加 直樹 アメリカ合衆国 2007/5/2 ～ 2007/5/5 探査に関する NASA との打合せ 

堂谷 忠靖 アメリカ合衆国 2007/5/2 ～ 2007/5/5 次期Ｘ線衛星開発打合せ 

橋本 樹明 アメリカ合衆国 2007/5/2 ～ 2007/5/5 探査に関する NASA との打合せ 

矢野 創 アメリカ合衆国 2007/5/2 ～ 2007/5/5 探査に関する NASA との打合せ 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2007/5/4 ～ 2007/5/8 GEOTAIL データを用いた共同研究に関する

打合せ 

石田 学 アメリカ合衆国 2007/5/8 ～ 2007/5/12 次期Ｘ線衛星開発打合せ 

国分 紀秀 アメリカ合衆国 2007/5/8 ～ 2007/5/12 次期Ｘ線衛星開発打合せ 

星野 健 オーストリア共和国 2007/5/8 ～ 2007/5/12 COPUOS 会議 

松原 英雄 アメリカ合衆国 2007/5/9 ～ 2007/5/18 超極赤銀河のミリ波分光観測 

岡田 陽子 カナダ 2007/5/12 ～ 2007/5/19 ワークショップ参加及び，データ解析打合

せ 

吉崎 泉 アメリカ合衆国 2007/5/13 ～ 2007/5/20 流体物理実験供試体射場作業実施 

宮下 幸長 台湾 2007/5/14 ～ 2007/5/18 The 2007 Taiwan Geoscience Assembly

（TGA）に参加・発表 

久保田 孝 中華人民共和国 2007/5/15 ～ 2007/5/19 第 11回 ISCOPS への参加 

後加 健 中華人民共和国 2007/5/15 ～ 2007/5/19 第 11回 ISCOPS への参加 

津田 雄一 中華人民共和国 2007/5/15 ～ 2007/5/19 第 11回 ISCOPS への参加 

船瀬 龍 中華人民共和国 2007/5/15 ～ 2007/5/19 第 11回 ISCOPS への参加 
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山内 千里 アメリカ合衆国 2007/5/15 ～ 2007/5/25 キットピーク天文台での観測 

嶋田 徹 イタリア共和国 2007/5/16 ～ 2007/5/25 13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference

参加・発表 

足立 聡 ドイツ連邦共和国 2007/5/19 ～ 2007/5/24 ダストプラズマ実験装置を利用した宇宙実

験計画に関する打ち合わせ 

早川 基 アメリカ合衆国 2007/5/20 ～ 2007/5/24 MPO，MMO 搭載機器に関するベルギーの

支援についての討議に参加 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2007/5/20 ～ 2007/5/24 MPO，MMO 搭載機器に関するベルギー支

援についての検討 

石岡 憲昭 中華人民共和国 2007/5/20 ～ 2007/5/25 第 16 回 IAA Human in Space シンポジウム

への出席 

浅田 圭一 アメリカ合衆国 2007/5/20 ～ 2007/5/26 研究会 Extragalactic Jets出席 

斎加 義文 イタリア共和国 2007/5/20 ～ 2007/5/26 MPO，MMO 搭載機器に関するベルギーの

支援についての討議 

齋加 宏文 大韓民国 2007/5/26 ～ 2007/5/28 AOPOD Workshop 2007 

朝木 義晴 大韓民国 2007/5/26 ～ 2007/5/29 AOPOD Workshop 

竹内 央 大韓民国 2007/5/26 ～ 2007/5/29 AOPOD Workshop 

村田 泰宏 フィンランド共和国 

ドイツ連邦共和国 

2007/5/26 ～ 2007/6/1 EVN ディレクターズ・ミーティングおよび

ASTRO-G に関する打合せ 

太田 直美 イタリア共和国 2007/5/26 ～ 2007/6/4 国際会議（Ｆｒａｓｃａｔｉ Ｗｏｒｋｓ

ｈｏｐ 2007）出席 

後加 友嗣 アメリカ合衆国 2007/5/26 ～ 2007/6/8 米国天文学会における研究発表 

山下 雅道 大韓民国 2007/5/27 ～ 2007/5/31 宇宙農業研究に関する討論 

安部 隆士 イタリア共和国 2007/5/27 ～ 2007/6/1 2007 年度航空宇宙に関するワークショップ

出席 

川口 淳一郎 イタリア共和国 2007/5/27 ～ 2007/6/3 探査に関する国際調整 

田中 智 イタリア共和国 2007/5/27 ～ 2007/6/3 第三回ＡＳＩ，ＥＳＡ共催ワークショップ

参加 

橋本 樹明 イタリア共和国 2007/5/27 ～ 2007/6/3 第 3回 ASI/ESA 共催 

加本 正樹 スウェーデン王国・

連合王国 

2007/5/27 ～ 2007/6/3 ジオテイルデータ解析に関する共同研究，

及び磁気圏観測将来計画に関する打合せ 

海老澤 研 イタリア共和国 2007/5/27 ～ 2007/6/4 高エネルギーFrascati Workshop 2007 に出席

するため 

坂尾 太郎 アメリカ合衆国 2007/5/28 ～ 2007/6/2 The 2007 Solar Physics Division Meeting出席 

清水 敏文 アメリカ合衆国 2007/5/28 ～ 2007/6/2 The 2008 Solar Physics Division Meeting出席 

成影 典之 アメリカ合衆国 2007/5/28 ～ 2007/6/2 The 2009 Solar Physics Division Meeting出席 

松岡 彩子 連合王国 2007/5/29 ～ 2007/6/3 SCOPE の国際共同研究に関する打合せ 

満田 和久 イタリア共和国 2007/5/29 ～ 2007/6/3 「DIOS」衛星などの国際協力についての打ち

合わせ 

山崎 典子 イタリア共和国 2007/5/29 ～ 2007/6/3 「ＸＥＵＳ」衛星国際協力についての打ち合

わせ 

斎加 義文 フランス共和国 2007/5/29 ～ 2007/6/6 SCOPE の国際共同研究に関する打合せ及び

MMO 搭載 MSA に関する打合せ 
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矢野 創 イタリア共和国 2007/5/30 ～ 2007/6/4 ESA-CV はやぶさ Mk-II 提案書作成会議に参

加 

吉川 真 イタリア共和国 2007/5/30 ～ 2007/6/4 ESA-CV はやぶさ Mk-II 提案書作成会議に参

加 

大西 晃 大韓民国 2007/5/31 ～ 2007/6/2 KARI・2国間共同研究に関する打合せ 

小柳 潤 アメリカ合衆国 2007/6/2 ～ 2007/6/8 Society of Experimental Mechanics Anual 

conference に参加，発表 

阿部 琢美 スウェーデン王国 2007/6/2 ～ 2007/6/9 ESA シンポジウム出席 

下山 学 スウェーデン王国 2007/6/2 ～ 2007/6/9 ESA シンポジウム出席 

高野 忠 アメリカ合衆国 2007/6/2 ～ 2007/6/10 適応光学系調査（キラウエア火山・マウナ

ケア天文台）及び IEEEMTT-S出席・発表 

片坐 宏一 アメリカ合衆国 2007/6/3 ～ 2007/6/8 共同利用観測 

和田 武彦 アメリカ合衆国 2007/6/3 ～ 2007/6/8 Spitzer との共同研究打合せ 

石井 信明 スウェーデン王国 2007/6/3 ～ 2007/6/10 国際シンポジウム（18th ESA Symposium） 

野中 聡 スウェーデン王国 2007/6/3 ～ 2007/6/10 国際シンポジウム（18th ESA Symposium） 

松本 聡 アメリカ合衆国 2007/6/3 ～ 2007/6/10 流体物理実験供試体に関する射場作業実施 

入門 朋子 フランス共和国 2007/6/3 ～ 2007/6/21 TTVS への参加など 

川原康介 フランス共和国 2007/6/3 ～ 2007/6/21 CNES 主催による衛星講座の受講ならびに宇

宙技術の調査 

坂井 智彦 フランス共和国 2007/6/3 ～ 2007/6/21 6/4～15 ツールーズ CNES 衛星セミナー

参加 

太刀川 純孝 フランス共和国 2007/6/3 ～ 2007/6/21 6/4～15 ツールーズ CNES 衛星セミナー

参加 

塩谷 圭吾 アメリカ合衆国 2007/6/4 ～ 2007/6/9 国際研究会 Spirit of Lyot 2007 に参加・発表 

海老澤 研 アメリカ合衆国 2007/6/5 ～ 2007/6/13 ハワイ観測所のすばる望遠鏡共同利用にて

観測 

成影 典之 アメリカ合衆国 2007/6/5 ～ 2007/6/15 「ひので」衛星搭載 X 線望遠鏡の X 線フィ

ルターと観測データを用いたコロナ温度解

析についての打合わせ 

岩田 隆浩 中華人民共和国 2007/6/7 ～ 2007/6/9 VRAD/CE-1周波数・運用調整打合せ 

滝澤 悦貞 中華人民共和国 2007/6/7 ～ 2007/6/9 チャンゲとの周波数調整 

前島 弘則 中華人民共和国 2007/6/7 ～ 2007/6/9 SELENE/CE-1周波数調整会議 

金田 英宏 ドイツ連邦共和国 2007/6/10 ～ 2007/6/14 大型鏡製造打合せ 

東端 晃 アメリカ合衆国 2007/6/10 ～ 2007/6/16 細胞生物プロジェクトに関わる KSC 実地調

査及び会合出席 

山崎 丘 アメリカ合衆国 2007/6/10 ～ 2007/6/16 細胞生物プロジェクトに関わる KSC 実地調

査及び会合出席 

三田 信 アメリカ合衆国 2007/6/10 ～ 2007/6/17 TRANSDUCERS07 

中川 貴雄 大韓民国 2007/6/11 ～ 2007/6/12 日韓 SPICA ミーティングに出席 

高島 健 フランス共和国 2007/6/11 ～ 2007/6/16 CosmicVison対応による木星探査計画打合せ

津田 雄一 フランス共和国 2007/6/11 ～ 2007/6/16 木星探査将来計画に関する会議 

加本 正樹 フランス共和国 2007/6/11 ～ 2007/6/16 GEOTAIL データ解析および磁気圏将来計画

に関する会議 

松田 淳 アメリカ合衆国 2007/6/13 ～ 2007/6/13 AIAA 米国航空宇宙学会出席 
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高野 忠 トルコ共和国 2007/6/13 ～ 2007/6/19 RAST2007出席・発表 

内山 泰伸 アメリカ合衆国 2007/6/14 ～ 2007/6/21 「すざく」衛星データ解析の打合せ 

山田 隆弘 スペイン .スイス連

邦 

2007/6/14 ～ 2007/6/29 モデル化に関する研究打合せ 

加加 學 イタリア共和国 2007/6/16 ～ 2007/6/22 2nd International WS EMEA（Exploring Mars 

and its Earth Analogues） 

細田 聡史 フランス共和国 2007/6/16 ～ 2007/6/23 10th SCTC（Spacecraft Charging Technology 

Conference）に出席 

清水 幸夫 フランス共和国 2007/6/16 ～ 2007/6/26 11th SCTC（Spacecraft Charging Technology 

Conference）に出席 

佐加 毅彦 ガーナ共和国 2007/6/16 ～ 2007/6/29 ガーナ・インターネット天文台の保守作業 

土居 明広 中華人民共和国 2007/6/17 ～ 2007/6/20 The First Asian-Pacific Symposium on 

Astrophysical 出席 

稲谷 芳文 フランス共和国 2007/6/17 ～ 2007/6/21 The 47ｔｈ International Air Show 

豊田 裕之 フランス共和国 2007/6/17 ～ 2007/6/23 第 10回衛星帯電技術会議 出席 

早川 基 フランス共和国 2007/6/18 ～ 2007/6/22 E-POP 搭載観測機器に関する打合せ出席 

上野 史郎 デンマーク 2007/6/21 ～ 2007/6/25 全天Ｘ線監視装置スターセンサのプロトフ

ライトモデル開発 

高島 健 フランス共和国 2007/6/23 ～ 2007/6/27 MMO 搭載高圧モジュールに関する打合せ 

岡田 達明 オランダ王国 2007/6/24 ～ 2007/6/28 ベピコロンボＭＰＯ ＳＷＴ及びＥＳＡ－

ＪＡＸＡ会合出席 

松田 淳 アメリカ合衆国 2007/6/24 ～ 2007/6/29 AIAA 米国航空宇宙学会出席 

安部 隆士 アメリカ合衆国 2007/6/24 ～ 2007/6/30 第 38回米国航空宇宙学会出席 

葛山 浩 アメリカ合衆国 2007/6/24 ～ 2007/6/30 第 39 回米国航空宇宙学会出席 

滝澤 勇二 アメリカ合衆国 2007/6/24 ～ 2007/6/30 第 38回米国航空宇宙学会出席 

山村 一誠 連合王国 2007/6/24 ～ 2007/6/30 「あかり」遠赤外線全天サーベイ点源カタロ

グ作成についての打合せ 

津田 雄一 フランス共和国 

連合王国 

2007/6/24 ～ 2007/7/1 第 17回 IFAC シンポジウム参加 

早川 基 オランダ王国 2007/6/24 ～ 2007/7/2 ベピコロンボ MPO SWT 及び ESA-JAXA 会

合出席 

田村 隆幸 イタリア共和国 2007/6/24 ～ 2007/7/3 国際会議出席 

小松 敬治 オランダ王国 2007/6/25 ～ 2007/6/30 BepiColombo ESA-JAXA 会議 出席 

小川 博之 オランダ王国 2007/6/25 ～ 2007/7/2 ESA-JAXA 会議出席 

加本 正樹 イタリア共和国 2007/6/25 ～ 2007/7/10 BepiColombo MPO SWG 会議出席 

川口 淳一郎 ドイツ連邦共和国 2007/6/27 ～ 2007/7/1 ISSS2007 参加 

依田 眞一 アメリカ合衆国 2007/6/27 ～ 2007/7/5 流体物理実験供試体に関する射場作業実施 

松本 聡 アメリカ合衆国 2007/6/27 ～ 2007/7/14 流体物理実験供試体に関する射場作業実施 

廣瀬 和之 スウェーデン王国 2007/6/30 ～ 2007/7/8 固体物性表面に関する国際会議 出席 

長谷川 洋 ドイツ連邦共和国 2007/6/30 ～ 2007/7/9 国際会議 IUGG2007出席および招待講演 

嶋田 徹 フランス共和国 2007/6/30 ～ 2007/7/15 8th ISAIF 参加・発表 

篠原 育 イタリア共和国 2007/7/1 ～ 2007/7/7 ＩＡＧＡにおける GEOTAIL 研究成果の発表

森田 泰弘 ウクライナ 2007/7/1 ～ 2007/7/8 12th International Conference System Analysis 

Control and Navigation出席 
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大藪 進喜 チリ共和国  2007/7/1 ～ 2007/7/12 超極赤銀河の正体解明のための分光フォロ

ーアップ観測 

荒井 康智 フランス共和国 2007/7/2 ～ 2007/7/6 国際学会 International Congress on Glass 

花田 俊也 フランス共和国 2007/7/2 ～ 2007/7/8 第 25 回 IADC（国際機関間スペースデブリ

調整委員会） 出席 

中島 俊 フランス共和国 2007/7/2 ～ 2007/7/9 IADC（国際機関間スペースデブリ調整委員

会）出席 

斎加 義文 イタリア共和国 2007/7/3 ～ 2007/7/8 MMO 搭載 MSA に関する打合せ 

高柳 昌弘 メキシコ合衆国  2007/7/3 ～ 2007/7/10 第 30回国際宇宙線学会 

久保田 孝 アメリカ合衆国 2007/7/5 ～ 2007/7/12 ロボット調査及びシンポジウム出席発表 

長野 方星 アメリカ合衆国 2007/7/5 ～ 2007/10/16 日本学術振興会海外特別研究員制度を用い

た共同研究 

徳留 真一郎 アメリカ合衆国 2007/7/6 ～ 2007/7/13 43ｒｄ ＡＩＡＡ ＪＰＣ 参加 

坪井 伸幸 アメリカ合衆国 2007/7/7 ～ 2007/7/13 43rd AIAA Joint Propulsion に参加，発表 

橋本 保成 アメリカ合衆国 2007/7/7 ～ 2007/7/13 The43th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Pr 

大西 晃 アメリカ合衆国 2007/7/7 ～ 2007/7/14 International Conference on Environmental 

Systems 学会で発表 

太刀川 純孝 アメリカ合衆国 2007/7/7 ～ 2007/7/14 International Conference on Environmental 

Systems 学会で発表 

國中 均 アメリカ合衆国 2007/7/8 ～ 2007/7/13 Ｊｏｉｎｔ Ｐｒｏｐｕｌｓｉｏｎ Ｃｏ

ｎｆｅｒｅｎｃｅに出席 

小泉 宏之 アメリカ合衆国 2007/7/8 ～ 2007/7/13 第 43 回ジョイント推進会議に出席し研究成

果の発表 

佐加 毅彦 イタリア共和国 2007/7/8 ～ 2007/7/13 Venus Express Science Working Team 

中村 正人 イタリア共和国 2007/7/8 ～ 2007/7/13 Venus Express Science Working Team 

西山 和孝 アメリカ合衆国 2007/7/8 ～ 2007/7/13 Joint Propulsion Conference出席 

船木 一幸 アメリカ合衆国 2007/7/8 ～ 2007/7/13 43rd Joint Propulsion Conference出席 

大平 博昭 ドイツ連邦共和国 2007/7/8 ～ 2007/7/15 ICMF （ International Conference on

Multiphase Flow，混相流国際会議）出席 

小川 博之 アメリカ合衆国 2007/7/8 ～ 2007/7/15 International Conference on Environmental 

System出席及び Sheldahl社訪問 

大山 陽一 アメリカ合衆国 2007/7/8 ～ 2007/7/16 FOCASメンテナンス 

大槻 真嗣 アメリカ合衆国 2007/7/10 ～ 2007/7/15 2007 アメリカ制御会議に出席，論文発表 

斎加 義文 フランス共和国 2007/7/12 ～ 2007/7/16 GEOTAIL，クラスターの共同研究 

加井 孝藏 連合王国・ドイツ連

邦共和国 

2007/7/12 ～ 2007/7/21 バース大学にてセミナー講義 

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2007/7/15 ～ 2007/7/18 ＮＡＳＡとの探査協力について 

篠原 育 アメリカ合衆国 2007/7/15 ～ 2007/7/20 2nd IPDA Steering Committee meeting 

安部 隆士 ドイツ連邦共和国 2007/7/15 ～ 2007/7/23 26th ISSW（衝撃波に関する国際的なシンポ

ジウム）出席 
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坪井 伸幸 ドイツ連邦共和国，

フランス共和国，イ

ギリス連邦王国 

2007/7/15 ～ 2007/8/6 26th ISSW（衝撃波に関する国際的なシンポ

ジウム）に参加，発表。21th ICDERS（爆発

と反応系の力学の国際コロキアム）に参

加，発表。2nd ESSHS（水素安全に関するヨ

ーロッパの夏の学校）に参加，発表 

久保田 孝 シンガポール共和国 2007/7/16 ～ 2007/7/18 宇宙ロボット打ち合わせ及び第 10 回歩行ロ

ボットに関する国際会議に出席 

野村 信人 アメリカ合衆国 2007/7/17 ～ 2007/7/21 JPL（Mini-NOWG，MERR準備審査会） 

原 英雄 アメリカ合衆国 2007/7/17 ～ 2007/7/21 JPL（Mini-NOWG，MERR準備審査会） 

安部 正真 台湾 2007/7/18 ～ 2007/7/25 はやぶさ後継機探査対象天体の地上観測 

満田 和久 オランダ王国 

フランス共和国 

2007/7/18 ～ 2007/7/28 ユトレヒト：ＳＲＧ衛星 日米蘭露 国際協

力についての打ち合わせ 

加加 學 タイ王国 2007/7/19 ～ 2007/7/19 2007AOGS 出席 

菊池 政雄 フランス共和国 2007/7/19 ～ 2007/7/29 TEXUS ロケット利用燃焼実験に係る欧州共

同研究者との調整 

長汐 晃輔 連合王国 2007/7/21 ～ 2007/7/28 Solidification Processing 2007 での発表 

永田 洋久 フランス共和国 2007/7/21 ～ 2007/7/29 研究会「The 12th International workshop on 

Low Temperature Detector」出席 

大山 陽一 アメリカ合衆国 2007/7/22 ～ 2007/7/28 研 究 会 「 Akari IRAC dark field project 

meeting」出席 

山崎 典子 フランス共和国 2007/7/22 ～ 2007/7/28 国際学会ＬＴＭ12 に出席・発表およびＴＥ

Ｓによる微量分析についての動向 

小林 大輔 アメリカ合衆国 2007/7/22 ～ 2007/7/29 原子力および宇宙放射線効果国際会議 発

表 

鈴木 睦 スペイン 2007/7/22 ～ 2007/7/29 IGARSS出席，発表 

廣瀬 和之 アメリカ合衆国 2007/7/22 ～ 2007/7/29 原子力および宇宙放射線効果国際会議 発

表 

吉川 真 ウルグアイ東方共和

国 

2007/7/22 ～ 2007/8/6 COSPAR の Capacity Building Workshop 

上野 史郎 アメリカ合衆国 2007/7/23 ～ 2007/7/27 全天Ｘ線監視装置ループヒートパイプのプ

ロトフライトモデル開発に係る Pre Shipment 

Review（PSR） 

松原 英雄 アメリカ合衆国 2007/7/23 ～ 2007/7/28 IRAC ダークフィールドについての共同研究

打合せ，Spitzer との共同研究打合せ 

和田 武彦 アメリカ合衆国 2007/7/24 ～ 2007/7/29 ワークショップ出席および共同研究打合せ 

太田 直美 ドイツ連邦共和国 2007/7/25 ～ 2007/12/21 「すざく」衛星データ解析による高エネルギ

ー天文学研究と検出器較正 

加井 孝藏 アメリカ合衆国 2007/7/27 ～ 2007/8/4 5th Joint ASME/JSME Fluids Engineering 

Conference 出席 

高橋 忠幸 アメリカ合衆国 2007/7/29 ～ 2007/8/1 観測打合せ 

松原 英雄 アメリカ合衆国 2007/7/29 ～ 2007/8/4 SPICA 計画の日米協力打合せ 
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鎌田 源司 アメリカ合衆国 2007/7/29 ～ 2007/8/5 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall，Resist wall）に係わるインクリメント

16 長期滞在クルーに対するクルートレーニ

ング出席 

坂尾 太郎 タイ王国 2007/7/29 ～ 2007/8/5 AOGS2007 4th Annual Meeting出席 

佐加 毅彦 タイ王国 2007/7/29 ～ 2007/8/5 AOGS出席 

高田 拓 タイ王国 2007/7/29 ～ 2007/8/6 AOGS2007 4th Annual Meeting 参加 

前島 弘則 中華人民共和国 2007/7/29 ～ 2007/8/8 日中周波数調整会議 

白石 浩章 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/4 AOGS2007 への参加 

斎加 義文 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/5 GEOTAIL 及び将来磁気圏ミッションに関す

る発表，議論 

篠原 育 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/5 4th AOGS 

春山 純一 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/5 AOGS 学会（タイ・バンコク）出席 

加本 正樹 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/5 AOGS に出席 

松岡 彩子 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/5 AOGS における Geotail データ解析の研究発

表 

宮下 幸長 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/5 AOGS における GEOTAIL 研究成果の発表 

横田 勝一郎 タイ王国 2007/7/30 ～ 2007/8/5 AOGS出席 

加加 學 タイ王国 2007/7/31 ～ 2007/8/3 AOGS 2007 

岡田 達明 タイ王国 2007/7/31 ～ 2007/8/5 アジア-オセアニア地球物理学会（ＡＯＧ

Ｓ）への出席・講演 

前澤 洌 タイ王国 2007/7/31 ～ 2007/8/6 AOGS 国際学会出席 

村田 泰宏 アメリカ合衆国 2007/8/1 ～ 2007/8/4 スペース VLBI 次期ミッション VSOP-2 に関

する打合せ 

中村 正人 タイ王国 2007/8/1 ～ 2007/8/5 AOGS 参加 

早川 基 タイ王国 2007/8/1 ～ 2007/8/5 AOGS出席 

田島 道夫 アメリカ合衆国 2007/8/4 ～ 2007/8/11 第 17 回結晶シリコン太陽電池ワークショッ

プ 発表 

上野 史郎 アメリカ合衆国 2007/8/5 ～ 2007/8/11 全天Ｘ線監視装置（MAXI）の NASA安全審

査フェーズ 2 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2007/8/6 ～ 2007/8/11 地球磁気圏観測の共同研究 

井上 一 アメリカ合衆国 2007/8/8 ～ 2007/8/12 日米の宇宙科学協力の枠組み協議 

中谷 一郎 アメリカ合衆国 2007/8/8 ～ 2007/8/12 宇宙探査における日米協力可能性の検討 

塩谷 圭吾 アメリカ合衆国 2007/8/9 ～ 2007/8/16 AGN および惑星トランジットの観測，及び

調整 

齋加 宏文 アメリカ合衆国 2007/8/12 ～ 2007/8/20 AIAA/ Small Satellites出席 

大山 陽一 アメリカ合衆国 2007/8/14 ～ 2007/8/22 共同利用観測 

大藪 進喜 アメリカ合衆国 2007/8/15 ～ 2007/8/21 共同利用観測 

依田 眞一 中華人民共和国 2007/8/17 ～ 2007/8/25 中国第 6 回微小重力会議招待講演出席，機

能材料共同研究に関する打ち合わせ 

余野 建定 中華人民共和国 2007/8/17 ～ 2007/8/25 中国第 6 回微小重力会議招待講演出席，機

能材料共同研究に関する打ち合わせ 

中村 正人 ドイツ連邦共和国 2007/8/18 ～ 2007/8/24 European Planetary Science Congress 
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川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2007/8/19 ～ 2007/8/23 AAS/AIAA アストロダイナミクスカンファ

レンス発表，出席 

常田 佐久 アイルランド 2007/8/19 ～ 2007/8/25 第 1回ひので科学会議出席 

久保田 孝 アメリカ合衆国 2007/8/19 ～ 2007/8/26 米国航空宇宙学会航法誘導制御国際会議出

席発表 

清水 敏文 アイルランド 2007/8/19 ～ 2007/8/26 第 1回ひので科学会議出席 

松崎 恵一 アイルランド 2007/8/19 ～ 2007/8/26 第 1回ひので国際会議出席 

塩谷 雅人 アメリカ合衆国 2007/8/19 ～ 2007/8/27 The 14th Conference on Middle Atmosphere 参

加及び SMILES データ解析及び検証実験の

国際協力に関する調整 

坂尾 太郎 アイルランド 

ベルギー 

2007/8/19 ～ 2007/9/1 第 1 回ひので科学会議出席，及び第 20 回

SOHO招待講演 

成影 典之 アイルランド 

ベルギー 

2007/8/19 ～ 2007/9/1 第 1 回ひので科学会議出席，及び第 20 回

SOHO出席 

高橋 忠幸 アメリカ合衆国 2007/8/21 ～ 2007/8/22 小型衛星プロジェクトのサイエンス打合せ 

大森 克徳 ノルウェー王国 2007/8/21 ～ 2007/8/26 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall，Resist wall ）に係るシミュレーション

への参加 

国分 紀秀 アメリカ合衆国 2007/8/22 ～ 2007/8/24 次期Ｘ線衛星開発打合せ 

川口 淳一郎 インド・ 

アメリカ合衆国 

2007/8/23 ～ 2007/8/23 IAA IAF 委員会出席 

高橋 忠幸 アメリカ合衆国 2007/8/23 ～ 2007/8/26 小型衛星プロジェクトの姿勢制御及び気球

による試験観測打合せ 

金田 英宏 アメリカ合衆国 2007/8/25 ～ 2007/8/28 SPICA 計画の日米協力打合せ 

国分 紀秀 アメリカ合衆国 2007/8/25 ～ 2007/8/30 SPIE 国際会議出席 

安部 正真 アメリカ合衆国 2007/8/26 ～ 2007/8/30 小惑星の科学に関する国際会議 

塩谷 圭吾 アメリカ合衆国 2007/8/26 ～ 2007/8/31 SPIE 研究会に参加し，成果を発表する 

村田 泰宏 アメリカ合衆国 2007/8/27 ～ 2007/9/1 スペース VLBI 次期ミッション VSOP-2 に関

する打合せ 

岡田 陽子 アメリカ合衆国 2007/8/27 ～ 2007/9/2 Spitzer Data Analysis Workshop に参加 

金田 英宏 アメリカ合衆国 2007/8/29 ～ 2007/9/2 Spitzer Data Analysis Workshop に参加 

戸田 知朗 インド 2007/8/31 ～ 2007/8/31 IAC2007 参加発表 

余野 建定 オーストリア共和国 2007/8/31 ～ 2007/9/10 2007 年ヨーロッパ強誘電体国際会議出席及

び強電体材料に係る共同研究打ち合わせ 

Paradis Paul 

F 

イタリア共和国 2007/9/2 ～ 2007/9/9 溶融金属学会出席，及び微小重力科学セミ

ナ出席 

船瀬 龍 インド 2007/9/3 ～ 2007/9/3 IAC2007 国際学会参加，発表 

國枝 秀世 アメリカ合衆国 2007/9/4 ～ 2007/9/8 NeXT 衛星搭載Ｘ線望遠鏡開発についての研

究打合せ 

国分 紀秀 スペイン 2007/9/4 ～ 2007/9/9 国際会議（Ｘ－ｒａｙｓ ｆｒｏｍ Ｎｅ

ａｒｂｙ Ｇａｌａｘｉｅｓ） 

吉崎 泉 オランダ王国 2007/9/4 ～ 2007/9/12 回収衛星 FOTON を用いた宇宙実験試料準備

齋加 宏文 フランス共和国 2007/9/5 ～ 2007/9/17 e2V訪問 

國中 均 イタリア共和国 2007/9/6 ～ 2007/9/10 ASI へ訪問 
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斎加 義文 ノルウェー王国 2007/9/8 ～ 2007/9/12 ノルウェーの観測ロケットに関する打合せ 

横田 勝一郎 ノルウェー王国 2007/9/8 ～ 2007/9/12 ノルウェーの観測ロケットに関する打合せ 

阿部 琢美 ノルウェー王国 2007/9/8 ～ 2007/9/13 ノルウェーの観測ロケットに関する打合せ 

足立 真寛 ドイツ連邦共和国 2007/9/8 ～ 2007/9/15 第 12回半導体欠陥国際会議 出席 

清水 敏文 ノルウェー王国 2007/9/8 ～ 2007/9/16 ひので衛星科学データ受信等に関する協力

調整及びスバルバールシンポジウム出席 

田島 道夫 ドイツ連邦共和国 2007/9/8 ～ 2007/9/16 第 12回半導体欠陥国際会議 発表 

廣瀬 和之 フランス共和国 2007/9/8 ～ 2007/9/16 第 9 回放射線と放射線が部品ならびにシス

テムに与える影響に関する欧州会議 

常田 佐久 アメリカ合衆国 2007/9/9 ～ 2007/9/14 Living With a Star Science Workshop出席 

矢野 創 アメリカ合衆国 2007/9/9 ～ 2007/9/16 太陽系小天体探査に関する NASA との打合

せ及び小惑星科学に関する国際会議 

鈴木 睦 フランス共和国 2007/9/10 ～ 2007/9/15 TARANIS 衛星キックオフ会議参加 

戸田 知朗 ドイツ連邦共和国 2007/9/10 ～ 2007/9/16 ＴＴ＆Ｃ2007出席発表 

山田 隆弘 ドイツ連邦共和国 

連合王国 

2007/9/10 ～ 2007/9/22 宇宙システムのモデル化に関する打合せ出

席 

津田 雄一 アメリカ合衆国 2007/9/11 ～ 2007/9/11 非可視時の軌道修正手順調整 

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2007/9/11 ～ 2007/9/16 小惑星の科学に関する国際会議出席 

吉川 真 アメリカ合衆国 2007/9/11 ～ 2007/9/16 小惑星の科学に関する国際会議 

山田 哲哉 インド 2007/9/12 ～ 2007/9/12 58回 IAC 

中村 正人 アメリカ合衆国 2007/9/12 ～ 2007/9/15 Low Cost Mission に参加 

松原 英雄 アメリカ合衆国 2007/9/12 ～ 2007/9/20 超極赤銀河のミリ波観測計画打合せ 

加井 孝藏 ギリシャ共和国 2007/9/13 ～ 2007/9/20 アテネ工科大学にて研究打合せ 

加本 正樹 ドイツ連邦共和国 2007/9/13 ～ 2007/9/20 BepiColombo 水星探査に関する打ち合わせ

及び SWT出席 

亀田 真吾 ドイツ連邦共和国 2007/9/14 ～ 2007/9/21 MSASI打ち合わせと BepiColombo SWT 参加

能町 正治 連合王国 2007/9/14 ～ 2007/9/21 2007 年 Space Wire 国際会議出席 

高橋 忠幸 連合王国 2007/9/15 ～ 2007/9/19 2007 年ＳｐａｃｅＷｉｒｅ国際会議出席 

大山 陽一 スペイン 2007/9/15 ～ 2007/9/21 「あかり」のヨーロッパ観測者に対するデー

タ処理 

鎌田 源司 ノルウェー王国 2007/9/15 ～ 2007/9/21 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall，Resist Wall ）に係るサイエンティス

ト（ST）のための供試体組み立て 

白籏 麻衣 スペイン 2007/9/15 ～ 2007/9/21 「あかり」のヨーロッパ観測者に対するデー

タ処理・解析ワークショップへの参加 

松浦 周二 スペイン 2007/9/15 ～ 2007/9/21 「あかり」のヨーロッパ観測者に対するデー

タ処理・解析ワークショップへの参加 

細田 聡史 イタリア共和国 2007/9/15 ～ 2007/9/22 IEPC 国際学会に参加 

山村 一誠 スペイン 2007/9/15 ～ 2007/9/22 「あかり」のヨーロッパ観測者に対するデー

タ処理・解析ワークショップへの参加 

早川 基 ドイツ連邦共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/20 BepiColombo SWT出席 

福田 盛介 連合王国 2007/9/16 ～ 2007/9/21 2007 年ＳｐａｃｅＷｉｒｅ国際会議出席 

村田 健史 ドイツ連邦共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/21 BepiColombo SWT 会合出席 

國中 均 イタリア共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/22 2007IEPC 国際学会に参加 
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小泉 宏之 イタリア共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/22 2007 IEPC 国際学会に参加 

斎加 義文 ドイツ連邦共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/22 BepiColombo SWT出席 

西山 和孝 イタリア共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/22 30th IEPC出席 

船木 一幸 イタリア共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/22 第 30回ＩＥＰＣ国際学会出席・発表 

清水 幸夫 イタリア共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/23 ＩＥＰＣ国際学会に参加 

松岡 彩子 ドイツ連邦共和国 2007/9/16 ～ 2007/9/23 BepiColomboサイエンスワーキングチーム会

議出席 

常田 佐久 ベネスエラ・ボリバ

ル共和国  

2007/9/16 ～ 2007/9/24 International Astronomical Union Symposium

（IAUS）247 出席 

長谷川 洋 オランダ王国 2007/9/16 ～ 2007/9/30 クラスター衛星データ解析に関する打合せ

と STAMMS-2 会議出席 

村田 泰宏 スペイン 2007/9/17 ～ 2007/9/24 第 27回 SFCG Meeting 出席 

大藪 進喜 チリ共和国  2007/9/17 ～ 2007/9/25 「あかり」遠赤外線源および高赤方赤移クェ

ーサー候補の分光フォローアップ 

花田 俊也 アメリカ合衆国 2007/9/18 ～ 2007/9/29 衛星衝突破壊実験の解析について意見交換 

金田 英宏 スペイン 2007/9/19 ～ 2007/9/22 Herschel observation planning workshop出席 

中村 正人 アメリカ合衆国 2007/9/19 ～ 2007/9/22 JPL50周年イベント参加 

吉川 真 ノルウェー王国 2007/9/19 ～ 2007/9/23 博士論文の審査 

高橋 忠幸 連合王国 

アイルランド 

2007/9/20 ～ 2007/9/28 High Energy Phenomena in Relativistic Outflows

出席 

元屋敷 靖子 アメリカ合衆国 2007/9/21 ～ 2007/9/29 国際会議（ＨＶＩＳ2007）参加 

中川 貴雄 ドイツ連邦共和国 2007/9/22 ～ 2007/9/25 望遠鏡技術開発打合わせ参加 

山内 千里 連合王国 2007/9/22 ～ 2007/9/27 天文データ解析会議出席およびポスタープ

レゼンテーション 

小野田淳次郎 インド 2007/9/22 ～ 2007/9/29 IAA Commission Meeting，58th IAC 出席 

齋加 宏文 インド 2007/9/22 ～ 2007/9/29 58ｔｈIAC 

内山 泰伸 アイルランド 2007/9/22 ～ 2007/9/30 High Energy Phenomena in Relative Outflows出

席 

嶋田 徹 インド 2007/9/22 ～ 2007/9/30 IAC 学会参加 

竹前 俊昭 インド 2007/9/22 ～ 2007/9/30 IAC 学会参加 

高野 忠 ウクライナ 

ギリシャ共和国 

2007/9/22 ～ 2007/10/1 ICECom出席・発表 

金田 英宏 ドイツ連邦共和国 2007/9/23 ～ 2007/9/26 大型鏡製造打合せ 

阪本 成一 インド 2007/9/23 ～ 2007/9/27 International Astronautical Congress 

下瀬 滋 インド 2007/9/23 ～ 2007/9/29 58th IAC 出席 

中島 俊 インド 2007/9/23 ～ 2007/9/29 国際機関間スペースデブリ調整委員会の運

営会議への出席 

峯杉 賢治 インド 2007/9/23 ～ 2007/9/29 58th IAC 出席 

津田 雄一 アメリカ合衆国 2007/9/23 ～ 2007/9/30 非可視時の起動修正手順調整 

羽生 宏人 インド 2007/9/23 ～ 2007/9/30 ＩＡＣ参加 

坂東 信尚 インド 2007/9/23 ～ 2007/9/30 IAC2007出席，論文発表 

朝木 義晴 アメリカ合衆国 2007/9/24 ～ 2007/9/30 ION2007 出席および研究打合せ 

吉崎 泉 オランダ王国 2007/9/24 ～ 2007/10/2 回収衛星 FOTON を用いた宇宙実験試料解析

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2007/9/24 ～ 2007/10/4 ISSFD出席 
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満田 和久 ドイツ連邦共和国 2007/9/25 ～ 2007/9/29 SRG 衛星国際協力についての打ち合わせ 

加本 正樹 フランス共和国 2007/9/25 ～ 2007/10/7 オルレアン：クラスター衛星との共同研究

打ち合わせ 

加加 學 インド 2007/9/26 ～ 2007/9/29 第 58回 IAC（58th International Astronautical 

Congress）出席及び 講演 

中谷 一郎 インド 2007/9/26 ～ 2007/9/30 58th IAC 出席 

中村 正人 インド 2007/9/27 ～ 2007/9/27 IAC出席 

久保田 孝 インド 2007/9/30 ～ 2007/10/2 APRSAF 水ロケット大会会場視察及び宇宙

教育普及分科会活動の打合せ 

佐加 直樹 アメリカ合衆国 2007/9/30 ～ 2007/10/4 国際探査 WG に出席し，月探査に関する

NASA 等との情報交換，調整会出席 

竹内 央 ドイツ連邦共和国 2007/9/30 ～ 2007/10/4 ドイツ CCSDS 会合 DDOR 分科会参加 

佐加 毅彦 ロシア連邦 2007/9/30 ～ 2007/10/5 Venus Express Science Working Team 会議出席

中村 正人 ロシア連邦 2007/9/30 ～ 2007/10/5 Venus Express Science Working Team 会議出席

松井 快 アメリカ合衆国 2007/9/30 ～ 2007/10/6 LEAG WS 参加 

山田 隆弘 ドイツ連邦共和国 2007/9/30 ～ 2007/10/13 宇宙データシステム諮問委員会出席 

小柳 潤 イタリア共和国 2007/10/2 ～ 2007/10/10 Experimental Techniques and Design 

白籏 麻衣 アメリカ合衆国 2007/10/4 ～ 2007/10/8 「あかり」データを用いた共同研究の打合

せ，大口径赤外線望遠鏡開発に関する調査

および議論 

松浦 周二 アメリカ合衆国 2007/10/4 ～ 2007/10/8 「あかり」データを用いた共同研究の打合せ

市村 淳 中華人民共和国 2007/10/6 ～ 2007/10/13 プラズマの中の原子・分子過程に関する日

中セミナー参加 

阪本 成一 ギリシャ共和国 2007/10/6 ～ 2007/10/13 Communicating Astronomy with the Public 2007

参加 

池田 博一 フランス共和国 2007/10/7 ～ 2007/10/13 EUDET 年会へ出席 

佐加 毅彦 アメリカ合衆国 2007/10/7 ～ 2007/10/14 DPS 会議出席 

山崎 丘 大韓民国 2007/10/8 ～ 2007/10/12 シ ン ポ ジ ウ ム ： Human Well-Being and 

Microbe:Functional Development and 

Application 参加他 

石岡 憲昭 アメリカ合衆国 2007/10/8 ～ 2007/10/13 第 33 回ライフサイエンス国際会合（ＩＳＬ

ＳＷＧ）出席 

加本 正樹 フランス共和国 2007/10/8 ～ 2007/10/14 CV SSWG最終審査出席 

吉川 真 フランス共和国 2007/10/9 ～ 2007/10/14 Cosmic Vision の審査会での発表 

常田 佐久 アメリカ合衆国 2007/10/14 ～ 2007/10/21 「ひので」/STEREO 共同観測・解析 

山田 隆弘 アメリカ合衆国 2007/10/14 ～ 2007/10/24 エンタープライズコンピューティング会議

（EDOC07）発表 

佐加 英一 連合王国 2007/10/15 ～ 2007/10/19 ISO TC20-SC14/WG6 Fall Meeting 参加 

稲谷 芳文 オランダ王国 

フランス共和国 

2007/10/15 ～ 2007/10/20 ＣＳＴＳ調整（欧州） 

亀田 真吾 連合王国 2007/10/16 ～ 2007/10/20 MSASI打ち合わせ 

大串 義雄 アメリカ合衆国 2007/10/16 ～ 2007/10/21 Goodrich/Ithaco 社との RW/CDR：詳細設計

審査会 
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川勝 康弘 アメリカ合衆国 2007/10/16 ～ 2007/10/21 10/17-10/19 海外コンポーネントの調達に関

する CDR 

成田 伸一郎 アメリカ合衆国 2007/10/16 ～ 2007/10/21 10/17-10/19 海外コンポーネントの調達に関

する CDR 

海老澤 研 イタリア共和国 2007/10/16 ～ 2007/10/22 インテグラル衛星の研究会 

井筒 直樹 ブラジル連邦共和国 2007/10/18 ～ 2007/10/18 ブラジル実験 

加加 洋一 ボリビア共和国 2007/10/18 ～ 2007/10/18 ブラジル実験 

河田 二朗 ブラジル連邦共和国 2007/10/18 ～ 2007/10/18 ブラジル実験 

野中 直樹 ブラジル連邦共和国 2007/10/18 ～ 2007/10/18 ブラジル実験 

松坂 幸彦 ブラジル連邦共和国 2007/10/18 ～ 2007/10/18 ブラジル実験 

山田 和彦 ブラジル連邦共和国 2007/10/18 ～ 2007/10/18 ブラジル実験 

吉田 哲也 ブラジル連邦共和国 2007/10/18 ～ 2007/10/18 ブラジル実験 

山下 雅道 オランダ王国 2007/10/19 ～ 2007/10/26 宇宙農業に関する会議での発表及び討論 

矢野 創 アメリカ合衆国 2007/10/20 ～ 2007/10/24 Workshop on Low-Cost Missions to Explore 

NEO's at NASA Ames Research Center 

川口 淳一郎 イタリア共和国 2007/10/21 ～ 2007/10/25 ILC出席及び発表 

加本 正樹 フランス共和国 2007/10/21 ～ 2007/10/27 水星磁気圏科学に関する打ち合わせ 

加加 學 イタリア共和国 2007/10/21 ～ 2007/10/28 第 8回月探査と利用に関する国際会議 

田中 智 イタリア共和国 2007/10/21 ～ 2007/10/28 第 9回月探査と利用に関する国際会議 

白石 浩章 イタリア共和国 

フランス共和国 

2007/10/21 ～ 2007/10/31 第 9 回月探査と利用に関する国際会議及び

地震計開発に関する国際会議 

星野 健 オーストリア共和国 2007/10/22 ～ 2007/10/26 COPUOS 国連宇宙空間平和利用委員会，会

議出席 

吉川 真 ギリシャ共和国 2007/10/22 ～ 2007/10/27 ROSETTA ASTEROID FLY-BY 

OREOARATION 

内山 泰伸 アメリカ合衆国 2007/10/22 ～ 2007/10/28 2007 Symposium Eigth Years of Science with 

Chandra 出席 

川勝 康弘 アメリカ合衆国 2007/10/23 ～ 2007/10/28 10/24-10/26 海外コンポーネントの調達に関

する CDR 

成田 伸一郎 アメリカ合衆国 2007/10/23 ～ 2007/10/28 10/24-10/26 海外コンポーネントの調達に関

する CDR 

松岡 彩子 フランス共和国 2007/10/23 ～ 2007/10/28 水星磁気圏科学に関する打合せ（日仏サイ

エンス WS） 

小川 博之 アメリカ合衆国 2007/10/23 ～ 2007/10/30 第 3 回Ｓｐａｃｅｆｒｉｇｈｔ 国際シン

ポジウム参加 

中村 正人 アメリカ合衆国 2007/10/24 ～ 2007/10/28 共同利用観測 

大野 友史 スイス連邦 

連合王国 

2007/10/25 ～ 2007/10/30 Global Exploration Strategy 会議出席 

高橋 忠幸 アメリカ合衆国 2007/10/27 ～ 2007/10/31 2007 IEEE シンポジウム出席 

池田 博一 アメリカ合衆国 2007/10/27 ～ 2007/11/4 2007ＩＥＥＥシンポジウム出席 

久保田 孝 アメリカ合衆国 2007/10/28 ～ 2007/11/2 知能ロボットシステムに関する国際会議出

席発表 

成影 典之 アメリカ合衆国 2007/10/28 ～ 2007/11/3 「ひので」観測運用協議 
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後加 友嗣 大韓民国 2007/10/31 ～ 2007/11/2 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

大藪 進喜 大韓民国 2007/10/31 ～ 2007/11/3 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

大山 陽一 大韓民国 2007/10/31 ～ 2007/11/3 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

白籏 麻衣 大韓民国 2007/10/31 ～ 2007/11/3 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

松浦 周二 大韓民国 2007/10/31 ～ 2007/11/3 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

松原 英雄 大韓民国 2007/10/31 ～ 2007/11/3 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

和田 武彦 大韓民国 2007/10/31 ～ 2007/11/3 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

鎌田 源司 ノルウェー王国 2007/10/31 ～ 2007/11/4 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall，Resist Wall に係る軌道上 EMCS 及び

PCC 運転モードに関するサイエンスミーテ

ィング 

中川 貴雄 大韓民国 2007/11/1 ～ 2007/11/1 「あかり」による遠方銀河観測結果に関する

研究会出席 

堂谷 忠靖 アメリカ合衆国 2007/11/1 ～ 2007/11/4 IEEE nuclear science 出席 

依田 眞一 中華人民共和国 2007/11/2 ～ 2007/11/4 北京航空航天大サミット出席 

中村 正人 アメリカ合衆国 2007/11/3 ～ 2007/11/7 金星探査における国際協力に関する打合せ 

金田 英宏 ドイツ連邦共和国 2007/11/3 ～ 2007/11/9 FIR2007 研究会の参加，発表 

東端 晃 アメリカ合衆国 2007/11/3 ～ 2007/11/11 国際公募テーマ実験試料輸送リハーサル 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2007/11/3 ～ 2007/11/11 プエルトリコ：NASA CCMC 会議出席 

長野 方星 アメリカ合衆国 2007/11/3 ～ 2007/11/17 日本学術振興会特別研究員制度を用いた共

同研究 

岡田 陽子 ドイツ連邦共和国 2007/11/4 ～ 2007/11/9 FIR Workshop 2007 に参加 

佐加 理江 アメリカ合衆国 2007/11/4 ～ 2007/11/11 小型衛星を用いたガンマ線バースト研究に

関する成果発表と打合せ 

川口 淳一郎 ドイツ連邦共和国 2007/11/5 ～ 2007/11/10 宇宙探査ワークショップ会議出席と講演 

橋本 樹明 ドイツ連邦共和国 2007/11/5 ～ 2007/11/10 国際宇宙探査協働グループ会議出席，国際

宇宙探査会議参加 

齋加 芳隆 カナダ 2007/11/5 ～ 2007/11/22 ブラジル実験 

井筒 直樹 カナダ 2007/11/5 ～ 2007/11/27 ブラジル実験 

加加 洋一 カナダ 2007/11/5 ～ 2007/11/27 ブラジル実験 

鳥海 道彦 カナダ 2007/11/5 ～ 2007/11/27 ブラジル実験 

野中 直樹 カナダ 2007/11/5 ～ 2007/11/27 ブラジル実験 

松坂 幸彦 カナダ 2007/11/5 ～ 2007/11/27 ブラジル実験 

山田 和彦 カナダ 2007/11/5 ～ 2007/11/27 ブラジル実験 

國中 均 中華人民共和国 2007/11/6 ～ 2007/11/10 北西工業大学との打合せ 

川勝 康弘 フランス共和国 2007/11/6 ～ 2007/11/11 11/7-11/9 海外コンポーネントの調達に関す

る CDR 
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菊池 政雄 ドイツ連邦共和国 2007/11/6 ～ 2007/11/11 TEXUS ロケット利用燃焼実験に係る技術調

整 

菅野 亙泰 ドイツ連邦共和国 2007/11/6 ～ 2007/11/11 TEXUS ロケット利用燃焼実験に係る技術調

整 

太刀川 純孝 フランス共和国 2007/11/6 ～ 2007/11/11 海外コンポーネントの調達に関する CDR 

成田 伸一郎 フランス共和国 2007/11/6 ～ 2007/11/11 海外コンポーネントの調達に関する CDR 

國枝 秀世 イタリア共和国 2007/11/6 ～ 2007/11/14 XEUS 衛星打合せ，XEUS 衛星研究開発打合

せ 

久保田 孝 アメリカ合衆国 2007/11/9 ～ 2007/11/16 JUSTSAP2007 に出席 

河田 二朗 カナダ 2007/11/9 ～ 2007/11/20 ブラジル実験 

吉田 哲也 カナダ 2007/11/9 ～ 2007/11/23 ブラジル実験 

秋田 大輔 カナダ 2007/11/9 ～ 2007/11/25 ブラジル実験 

松井 快 アメリカ合衆国 2007/11/10 ～ 2007/11/16 JUSTSAP 参加 

渡辺 健太郎 中華人民共和国 2007/11/10 ～ 2007/11/16 SPIE 国際会議出席 

高野 忠 連合王国 2007/11/10 ～ 2007/11/17 EuCAP 2007 への参加 

風間 保裕 連合王国 2007/11/10 ～ 2007/11/19 EuCAP 2007 への参加 

余野 建定 中華人民共和国 2007/11/10 ～ 2007/11/20 第 7 回環太平洋セラミックスとガラス国際

会議にて研究報告 

加加 學 アメリカ合衆国 2007/11/11 ～ 2007/11/16 JUSTSAP ハワイ会議 

船木 一幸 アメリカ合衆国 2007/11/11 ～ 2007/11/16 Fifth International Symposium on Beamed 

Energy Proplusion（ISBEP5）出席 

國中 均 アメリカ合衆国 2007/11/11 ～ 2007/11/17 学会参加と技術動向調査，打合せ 

前澤 洌 オランダ王国 2007/11/11 ～ 2007/11/17 Mars Expressサイエンス会議出席 

松浦 周二 アメリカ合衆国 2007/11/11 ～ 2007/11/25 赤外線宇宙背景放射に関する共同研究 

星野 健 アメリカ合衆国 2007/11/12 ～ 2007/11/16 JUSTSAP 参加 

佐加 毅彦 フランス共和国 2007/11/12 ～ 2007/11/17 Virtisチーム会合（Venus Express） 

高橋 忠幸 アメリカ合衆国 2007/11/12 ～ 2007/11/17 将来の小型衛星とガンマ線衛星ＧＬＡＳＴ

との共同観測打合せ 

中川 貴雄 アメリカ合衆国 2007/11/12 ～ 2007/11/17  研究会「 Astrophysics 2020: Large Space

Mission Beyond the Next Decade］ 

高田 拓 アメリカ合衆国 2007/11/12 ～ 2007/11/22 UCLA にて Themis 衛星のデータ解析準備 

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2007/11/14 ～ 2007/11/18 探査に関するＮＡＳＡとの協議 

依田 眞一 大韓民国 2007/11/16 ～ 2007/11/18 ISS実験共同研究に関する調整 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2007/11/16 ～ 2007/11/25 SCOPE/Cross-Scale 共同計画の打合せ 

渡辺 伸 ノルウェー王国 2007/11/17 ～ 2007/11/22 NeXT HXI/SGD 用 ASIC 開発打合せ 

石井 信明 ロシア連邦 2007/11/18 ～ 2007/11/22 月・ペネトレータに関する打合せ 

白石 浩章 ロシア連邦 2007/11/18 ～ 2007/11/22 ペネトレータに関する国際会議 

田中 智 ロシア連邦 2007/11/18 ～ 2007/11/22 ペネトレータに関する国際会議 

森田 泰弘 アメリカ合衆国 2007/11/18 ～ 2007/11/26 コロラド大学にて研究協力者との打合せ 

久保田 孝 インド 2007/11/19 ～ 2007/11/25 APRSAF-14 水ロケット大会開催・打ち合わ

せ 

大村 善治 フランス共和国 2007/11/20 ～ 2007/11/24 BepiColombo MMO/PWI 会議出席 

竹前 俊昭 インド 2007/11/20 ～ 2007/11/25 APRSAF-14 出席 
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小柳 潤 大韓民国 2007/11/21 ～ 2007/11/21 Mechanics of Time-Dependent Material 2008出

席・発表 

松原 英雄 ドイツ連邦共和国 2007/11/21 ～ 2007/11/23 SPICA/ESI アセスメントフェーズ計画会議

出席 

長谷川 洋 アメリカ合衆国 2007/11/25 ～ 2007/12/16 衛星データ解析に関する打合せと AGU（米

国地球物理学会）出席 

宮下 幸長 アメリカ合衆国 2007/11/25 ～ 2007/12/17 ＡＧＵ Ｆａｌｌ Ｍｅｅｔｉｎｇ 

曽根 理嗣 アメリカ合衆国 2007/11/26 ～ 2007/11/30 NASA Aerospace Battery Workshop 出席 

安部 正真 アメリカ合衆国 2007/11/27 ～ 2007/12/1 IMARS 会議参加 

西田 信一郎 アメリカ合衆国 2007/11/27 ～ 2007/12/2 IMARS 会議参加 

金田 英宏 オランダ王国 2007/11/28 ～ 2007/12/1 ESA-JAXA の SPICA 望遠鏡に関する技術打

合せ 

塩谷 圭吾 オランダ王国 2007/11/28 ～ 2007/12/2 ESTEC にて SPICA についての打合せ 

大串 義雄 オランダ王国 2007/11/28 ～ 2007/12/2 ESTEC にて SPICA についての打合せ 

中川 貴雄 オランダ王国 2007/11/28 ～ 2007/12/2 ESTEC にて SPICA についての打合せ 

鎌田 源司 ノルウェー王国 2007/11/28 ～ 2007/12/12 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall/Resist Wall 供 試 体 （ PCC ： Plant 

Cultivation Chamber）フライトモデルを使用

したシロイヌナズナ成育試験のための供試

体組み立て作業 

久保田 孝 アメリカ合衆国 2007/11/30 ～ 2007/12/3 宇宙科学討論会出席 

坂井 真一郎 フランス共和国 2007/12/2 ～ 2007/12/5 ASTRO-G 姿勢系機器についてアストリウム

社での打ち合わせ 

中山 美和子 アメリカ合衆国 2007/12/2 ～ 2007/12/6 国立天文台ハワイ観測所視察 

加井 修治 アメリカ合衆国 2007/12/2 ～ 2007/12/6 国立天文台ハワイ観測所視察 

見供 隆 アメリカ合衆国 2007/12/2 ～ 2007/12/6 国立天文台ハワイ観測所視察 

岡田 陽子 アメリカ合衆国 2007/12/2 ～ 2007/12/7 4th Spitzer Science Center Conference に出席

し発表を行う 

金田 英宏 アメリカ合衆国 2007/12/2 ～ 2007/12/7 5ｔｈ Spitzer Science Center Conference に

出席し発表を行う 

後加 友嗣 アメリカ合衆国 2007/12/2 ～ 2007/12/8 共同利用観測 

鈴木 睦 フランス共和国 2007/12/2 ～ 2007/12/8 TARANIS 衛星テクニカルインターフェース

ミーティング出席 

安部 正真 台湾 2007/12/2 ～ 2007/12/10 はやぶさ後継機探査対象天体の地上観測

（台湾 鹿林天文台） 

浅村 和史 スウェーデン王国 2007/12/2 ～ 2007/12/18 Chandrayaan-1 SARA 観測器試験・改修 

長野 方星 アメリカ合衆国 2007/12/3 ～ 2008/2/21 日本学術振興会特別研究員制度を用いた共

同研究 

加井 雅之 ドイツ連邦共和国 2007/12/4 ～ 2007/12/9 ＢｅｐｉＣｏｌｏｍｂｏプロジェクト Ｍ

ＭＭ照射試験 

大西 晃 大韓民国 2007/12/6 ～ 2007/12/8 共同研究「熱制御材料発泡ポリイミドの熱

物性に関する研究」打合せ 

依田 眞一 大韓民国 2007/12/7 ～ 2007/12/11 宇宙環境利用研究日韓セミナー出席，及び

ＩＳＳ実験共同研究調整 
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大山 陽一 チリ共和国  2007/12/8 ～ 2007/12/17 ラカンパナス天文台の望遠鏡による SEP 領

域のあかり天体他の分光観測実施 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2007/12/8 ～ 2007/12/17 木星探査計画ラプラスに関する打合せ 

田島 道夫 中華人民共和国 2007/12/9 ～ 2007/12/13 第 2 回結晶シリコン太陽電池国際ワークシ

ョップ 

石田 学 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/14 The Suzaku X-ray Universe 出席 

内山 泰伸 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/14 The Suzaku X-ray Universe出席 

尾崎 正伸 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/14 すざく衛星データ処理，及び打合せ 

高橋 忠幸 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/14 ＮｅＸＴ衛星に関する国際協力相協 

堂谷 忠靖 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/14 国際研究会”Ｔｈｅ Ｓｕｚａｋｕ Ｘ－

ｒａｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ”に出席 

村上 弘志 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/14 日米共通開発の科学衛星データアーカイブ

スに関する打合せ 

海老澤 研 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/15 The SUZAKU X-ray Universe に出席 

満田 和久 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/15 国際研究会「The Suzaku X-ray Universe」 

田中 健太郎 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/16 ＡＧＵ（米国地球物理学連合） 

松原 英雄 アメリカ合衆国 2007/12/9 ～ 2007/12/16 「あかり」で観測された超極赤銀河のミリ波

分光観測 

国分 紀秀 アメリカ合衆国 2007/12/10 ～ 2007/12/13 国際会議”Ｔｈｅ Ｓｕｚａｋｕ Ｘ－ｒ

ａｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ”に出席 

川勝 康弘 イタリア共和国 2007/12/11 ～ 2007/12/14 はやぶさ 2の打上げに関わる技術調整 

常田 佐久 アメリカ合衆国 2007/12/11 ～ 2007/12/16 2007 AGU Fall Meeting 出席 

巻内 慎一郎 連合王国 2007/12/11 ～ 2007/12/16 「あかり」全天サーベイカタログの作成に関

する打合せ 

山村 一誠 連合王国 2007/12/11 ～ 2007/12/16 「あかり」全天サーベイカタログの作成に関

する打合せ 

加加 學 アメリカ合衆国 2007/12/11 ～ 2007/12/19 AGU（サンフランシスコ），SWG 

前田 良知 アメリカ合衆国 2007/12/12 ～ 2007/12/15 The Suzaku Users Group meeting 出席 

清水 敏文 アメリカ合衆国 2007/12/12 ～ 2007/12/16 2007 AGU Fall Meeting 出席 

成影 典之 アメリカ合衆国 2007/12/12 ～ 2007/12/17 2007 AGU Fall Meeting 出席 

後加 友嗣 アメリカ合衆国 2007/12/12 ～ 2007/12/22 ハワイ大学にて講演と打合せ 

久保田 孝 中華人民共和国 2007/12/13 ～ 2007/12/19 ロボティクス・バイオミメティクス国際会

議出席 

原 英雄 アメリカ合衆国 2007/12/16 ～ 2007/12/19 日本大使館，及び同日本情報文化センター

での SELENE講演 

元屋敷 靖子 ドイツ連邦共和国 

フランス共和国 

2007/12/16 ～ 2007/12/24 研究交流および研究施設の視察 

大森 克徳 ノルウェー王国 2007/12/18 ～ 2007/12/22 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall，Resist Wall）供試体の受領審査会出席

内山 泰伸 スイス連邦 2007/12/19 ～ 2007/12/25 小型衛星等を用いた高エネルギー天文学研

究に関わる打ち合わせ 

大藪 進喜 オーストラリア連邦 2007/12/19 ～ 2008/1/4 近赤外線観測 

高柳 昌弘 中華人民共和国 2007/12/21 ～ 2007/12/24 宇宙実験実施に関する打ち合わせ，及び研

究協力協議 
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依田 眞一 中華人民共和国 2007/12/21 ～ 2007/12/27 宇宙実験実施，及びロケット実験実施に関

する打ち合わせ 

余野 建定 中華人民共和国 2007/12/21 ～ 2007/12/27 宇宙実験実施，及びロケット実験実施に関

する打ち合わせ 

小柳 潤 アメリカ合衆国 2007/12/25 ～ 2008/3/21 総研大若手教員海外派遣プログラムによる

スタンフォード大学での研究出張 

斎加 義文 アメリカ合衆国 2008/1/5 ～ 2008/1/9 MMS 搭載観測装置打合せ 

横田 勝一郎 アメリカ合衆国 2008/1/5 ～ 2008/1/9 MMS 搭載観測装置打合せ 

高柳 昌弘 アメリカ合衆国 2008/1/5 ～ 2008/1/12 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and 

Exhibit出席 

安部 隆士 アメリカ合衆国 2008/1/6 ～ 2008/1/12 第 46 回米国航空宇宙学会出席 

大山 聖 アメリカ合衆国 2008/1/6 ～ 2008/1/12 第 46 回 AIAA航空宇宙科学会議に出席 

國中 均 アメリカ合衆国 2008/1/6 ～ 2008/1/12 AIAA Aeroscience meeting に出席 

坪井 伸幸 アメリカ合衆国 2008/1/6 ～ 2008/1/12 第 46 回ＡＩＡＡ航空宇宙科学会議出席 

太田 直美 ドイツ連邦共和国 2008/1/6 ～ 2008/3/21 「すざく」衛星データ解析による高エネルギ

ー天文学研究と検出器較正 

葛山 浩 アメリカ合衆国 2008/1/7 ～ 2008/1/12 第 46 回米国航空宇宙学会出席 

加井 孝藏 アメリカ合衆国 2008/1/8 ～ 2008/1/11 46th AIAA Aerospace Sciences 

阿部 琢美 ドイツ連邦共和国 2008/1/9 ～ 2008/1/13 ノルウェー観測ロケット ICI-2 設計会議出席

斎加 義文 ノルウェー王国 

フランス共和国 

2008/1/10 ～ 2008/1/14 ノルウェー観測ロケットに関する打合せ及

びMMO 搭載観測機器に関する打合せ 

向後 保雄 インド 2008/1/13 ～ 2008/1/20 Indo-Japan Workshop on High Temperture 

Composites出席 

坂尾 太郎 アメリカ合衆国 2008/1/13 ～ 2008/1/20 EARTH-SUN SYSTEM EXPLORATION

ENERGY COUPLING WITHIN AND 

BETWEEN PLASMA REGIMES出席 

八田 博志 インド 2008/1/13 ～ 2008/1/20 Indo-Japan Workshop on High Temperture 

Composites出席 

上野 史郎 アメリカ合衆国 2008/1/14 ～ 2008/1/17 高エネルギー電子・ガンマ線観測装置

（CALET）に関するアメリカ研究者との国際

研究協力に関する調整 

鎌田 源司 ノルウェー王国 2008/1/15 ～ 2008/1/27 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wal/Resist Wall ） の 植 物 育 成 供 試 体

（PPC:Plant Cultivation Chamber）の打ち上げ

に向けた最終供試体組み立て作業 

國中 均 大韓民国 2008/1/16 ～ 2008/1/17 Symposium on Space Launch technology 参加 

佐加 毅彦 ガーナ共和国 2008/1/16 ～ 2008/1/27 ガーナインターネット天文台のメインテナ

ンス 

山﨑 敦 アメリカ合衆国 2008/1/21 ～ 2008/1/27 「 Chapman Conference on the Solar Wind 

Interaction with Mars」 出席 

斎加 義文 オランダ王国 2008/1/23 ～ 2008/1/27 SCOPE，Ｃｒｏｓｓ－Ｓｃａｌｅ打ち合わ

せ 

高島 健 オランダ王国 2008/1/23 ～ 2008/1/27 SCOPE，Ｃｒｏｓｓ－Ｓｃａｌｅ打ち合わ

せ 
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津田 雄一 オランダ王国 2008/1/23 ～ 2008/1/27 ＳＣＯＰＥ Ｃｒｏｓｓ－Ｓｃａｌｅ打ち合

わせ 

加本 正樹 オランダ王国 2008/1/23 ～ 2008/1/27 ＳＣＯＰＥ Ｃｒｏｓｓ－Ｓｃａｌｅ打ち合

わせ 

山下 雅道 ロシア連邦 2008/1/24 ～ 2008/1/30 宇宙農業に関する討論 

船瀬 龍 カナダ 2008/1/26 ～ 2008/2/2 AAS/AIAA 学会参加，発表 

森 治 アメリカ合衆国 2008/1/26 ～ 2008/2/2 AAS/AIAA 学会参加，発表 

堂谷 忠靖 大韓民国 2008/1/27 ～ 2008/1/29 APCTP winter school on black hole

Astrophysics 2008 に出席し，招講演者とし

て講演 

加本 龍一 アメリカ合衆国 2008/1/27 ～ 2008/1/31 将来の広視野 X 線分光ミッションについて

の打合せ 

朝木 義晴 アメリカ合衆国 2008/1/27 ～ 2008/2/1 スペース VLBI 次期ミッション VSOP-2 に

関する打合せ 

川勝 康弘 アメリカ合衆国 2008/1/27 ～ 2008/2/2 AAS/AIAA 学会参加，発表 

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2008/1/27 ～ 2008/2/2 AAS/AIAA 学会参加のため，DSN 遠隔運用

性調整 

山崎 丘 アメリカ合衆国 2008/1/27 ～ 2008/2/2 Cyanobacteria in a Lunar Environment 会合出席

大森 克徳 アメリカ合衆国 2008/1/28 ～ 2008/2/1 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall，Resist Wall）供試体のベンチレビュー

及びクルートレーニング出席 

満田 和久 ロシア連邦 2008/1/28 ～ 2008/2/2 将来の広視野 X 線分光ミッションについて

の打ち合わせ 

松原 英雄 連合王国 2008/1/29 ～ 2008/2/2 ヨーロッパ共同 SPICA 搭載観測装置の打合

せ 

清水 敏文 ドイツ連邦共和国 2008/1/29 ～ 2008/2/3 ひので等国際共同研究に関する科学会議出

席 

高田 拓 フィンランド共和国 2008/1/30 ～ 2008/2/4 Cluster-Ground-based Coordination 

金田 英宏 インド 2008/1/30 ～ 2008/2/7 1ｍ気球望遠鏡による遠赤外線分光観測 

渡辺 健太郎 インド 2008/1/30 ～ 2008/2/11 1m 気球望遠鏡による遠赤外線分光観測の視

察・調査 

佐加 理江 アメリカ合衆国 2008/2/1 ～ 2008/3/17 GLAST 共同研究 

成田 伸一郎 アメリカ合衆国 2008/2/5 ～ 2008/2/9 PLANET-C 部品打合せ 

廣瀬 和之 アメリカ合衆国 2008/2/5 ～ 2008/2/9 Planet C 部品打合せ 

奥平 恭子 アメリカ合衆国 2008/2/5 ～ 2008/2/11 NASA Test Facility にて材料試験 

元屋敷 靖子 アメリカ合衆国 2008/2/5 ～ 2008/2/11 NASA WSTF での材料試験 

山村 一誠 スペイン 2008/2/5 ～ 2008/2/15 Herschel Space Observatory  Calibration 

Workshop 参加及び「あかり」データ処理に

関する打合せ 

森田 泰弘 オーストリア共和国 2008/2/9 ～ 2008/2/16 Conference on Modelling Identification and 

Control出席 

松井 快 アメリカ合衆国 2008/2/10 ～ 2008/2/16 STAIF 参加 

金田 英宏 ドイツ連邦共和国 2008/2/11 ～ 2008/2/15 ECM/Zeiss との打合せ，光学試験確認・主鏡

検査 
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中川 貴雄 ドイツ連邦共和国 2008/2/12 ～ 2008/2/15 ECM/Zeiss との打合せ，光学試験確認・主鏡

検査 

山下 雅道 大韓民国 2008/2/13 ～ 2008/2/13 宇宙農業関連実験打ち合わせ 

加本 正樹 フランス共和国 2008/2/14 ～ 2008/2/18 将来計画打ち合わせ 

中川 貴雄 インド 2008/2/16 ～ 2008/2/26 1ｍ気球望遠鏡による遠赤外線分光観測 

曽根 理嗣 アメリカ合衆国 2008/2/17 ～ 2008/2/21 Focused Battery Technology Workshop 

中島 俊 オーストリア共和国 2008/2/17 ～ 2008/2/21 UNCOPUOS（国連宇宙空間平和利用委員

会）出席 

小川 博之 ドイツ連邦共和国 2008/2/17 ～ 2008/2/22 BepiColombo/MMO の ADM の CDR出席 

金田 英宏 中華人民共和国 2008/2/17 ～ 2008/2/22 IAU Symposium 251Organic Matter in Space に

参加，発表 

能町 正治 オランダ王国 2008/2/17 ～ 2008/2/23 スペースワイヤの地上・地下実験への応用

についての打ち合わせ及びスペースワイヤ

ワーキンググループ出席 

早川 基 ドイツ連邦共和国 2008/2/17 ～ 2008/3/2 E-POP SWT 出席 および ペネトレータ貫

入試験 

佐加 毅彦 アメリカ合衆国 2008/2/18 ～ 2008/2/24 受け入れ設備分科会 

小川 眞司 フランス共和国 2008/2/19 ～ 2008/2/23 ISU シンポジウム参加 

坂井 真一郎 オランダ王国 2008/2/19 ～ 2008/2/23 スペースワイヤ・ワーキンググループ出席 

福田 盛介 オランダ王国 2008/2/19 ～ 2008/2/23 スペースワイヤ・ワーキンググループ出席 

松崎 恵一 オランダ王国 2008/2/19 ～ 2008/2/23 スペースワイヤ・ワーキンググループ出席 

山崎 典子 アメリカ合衆国 2008/2/19 ～ 2008/2/24 「すざく」国際協力打合せ 

山田 隆弘 オランダ王国 2008/2/19 ～ 2008/2/24 スペースワイヤ・ワーキンググループ出席 

國中 均 アメリカ合衆国 2008/2/20 ～ 2008/2/24 Orbital社との交渉 

白石 浩章 アメリカ合衆国 2008/2/20 ～ 2008/3/2 LUNAR-A試験 

田中 智 アメリカ合衆国 2008/2/20 ～ 2008/3/2 LUNAR-A試験 

加村 彰夫 アメリカ合衆国 2008/2/20 ～ 2008/3/2 LUNAR-A試験 

松原 英雄 大韓民国 2008/2/21 ～ 2008/2/23 第一回日韓セミナー参加（銀河形成進化） 

加本 正樹 アメリカ合衆国 2008/2/21 ～ 2008/2/29 バークレー：カリフォルニア大学宇宙科学

研究所，将来計画，サンタバーバラ：

Messenger SWT 会議出席 

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2008/2/24 ～ 2008/2/29 ペネトレータ貫入実験立会い 

大野 友史 アメリカ合衆国 2008/2/24 ～ 2008/3/1 ペネトレータ認定試験立ち会い 

小松 敬治 アメリカ合衆国 2008/2/24 ～ 2008/3/1 ペネトレータＱＴ試験 

渡戸 満 アメリカ合衆国 2008/2/24 ～ 2008/3/1 ペネトレータ認定試験立会い 

福島 洋介 アメリカ合衆国 2008/2/24 ～ 2008/3/2 ｉＳＡＩＲＡＳ 2008 での発表 

大槻 真嗣 アメリカ合衆国 2008/2/24 ～ 2008/3/3 第 9 回宇宙人工知能ロボティクスオートメ

ーション国際会議出席 

石岡 憲昭 インド 2008/2/24 ～ 2008/3/4 インド回収型衛星利用の国際協力に関わる

技術調整 

東端 晃 インド 2008/2/24 ～ 2008/3/4 インド回収型科学衛星利用の国際協力に関

わる技術調整 
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吉光 徹雄 アメリカ合衆国 2008/2/25 ～ 2008/3/1 9th International Symposium on Artificial 

Intelligence Robotics and Automation in Space

に出席/発表 

中谷 一郎 アメリカ合衆国 2008/2/25 ～ 2008/3/2 i-SAIRAS 08 会議出席・発表 

西田 信一郎 アメリカ合衆国 2008/2/25 ～ 2008/3/2 i-SAIRAS2008 参加 

久保田 孝 アメリカ合衆国 2008/2/25 ～ 2008/3/3 第 9 回宇宙人工知能ロボティクスオートメ

ーション国際会議出席 

福原 哲哉 アメリカ合衆国 2008/2/26 ～ 2008/2/26 SPIE 学会参加 

内山 泰伸 アメリカ合衆国 2008/2/26 ～ 2008/3/1 GLAST 研究打合せ 

照井 冬人 アメリカ合衆国 2008/2/26 ～ 2008/3/1 AIAA 3rd Space Exploration Conference 

高島 健 アメリカ合衆国 2008/2/27 ～ 2008/3/2 LCROSS 国際ワークショップへの参加 

中村 正人 アメリカ合衆国 2008/2/27 ～ 2008/3/2 金星探査における国際協力に関する打合せ 

奥村 隼人 アメリカ合衆国 2008/2/27 ～ 2008/3/7 ＮＷＷ協力打合せ 

吉光 徹雄 アメリカ合衆国 2008/3/1 ～ 2008/3/3 ハワイ大学 ハレアカラの月・惑星探査地上

実験施設での実験データ取得．学会発表 

佐加 毅彦 イタリア共和国 2008/3/1 ～ 2008/3/9 Venus Express Science working Team 会合 

依田 眞一 ドイツ連邦共和国 2008/3/2 ～ 2008/3/2 TEXUS ロケット利用燃焼実験装置に係る詳

細設計審査会出席 

松岡 彩子 ドイツ連邦共和国 2008/3/2 ～ 2008/3/6 MMO アンテナデスパンモーター打合せ 

菊池 政雄 ドイツ連邦共和国 2008/3/2 ～ 2008/3/7 TEXUS ロケット利用燃焼実験装置に係る詳

細設計審査会出席 

菅野 亙泰 ドイツ連邦共和国 2008/3/2 ～ 2008/3/7 TEXUS ロケット利用燃焼実験装置に係る詳

細設計審査会出席 

大森 克徳 アメリカ合衆国 2008/3/2 ～ 2008/3/8 ライフサイエンス国際公募植物テーマ

（RadGene/LOH，RadSilk）の NASA PSRP

への出席 

竹内 央 ロシア連邦 2008/3/2 ～ 2008/3/8 International VLBI Service （IVS） 

滝澤 悦貞 アメリカ合衆国 2008/3/3 ～ 2008/3/8 Laureate賞授賞式出席等 

内山 泰伸 オランダ王国 2008/3/4 ～ 2008/3/8 XEUSサイエンス研究会出席 

國枝 秀世 オランダ王国 2008/3/4 ～ 2008/3/8 ＸＥＵＳサイエンス研究会出席 

堂谷 忠靖 オランダ王国 2008/3/4 ～ 2008/3/9 ＸＥＵＳサイエンス研究会出席 

加本 正樹 オーストリア共和国 

スペイン 

2008/3/4 ～ 2008/3/17 グラーツ：将来計画打ち合わせ 

國中 均 大韓民国 2008/3/5 ～ 2008/3/8 第 48回航空原動機宇宙推進講演会に参加 

船木 一幸 大韓民国 2008/3/5 ～ 2008/3/8 ＡＪＣＰＰ2008出席 

小泉 宏之 大韓民国 2008/3/5 ～ 2008/3/9 第 48回航空原動機宇宙推進講演会に参加 

鎌田 源司 アメリカ合衆国 2008/3/5 ～ 2008/3/13 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wal/Resist Wall）科学固定キット供試体

（KFT）の最終組み立て作業及び 1JA スペー

スシャトル供試体ハンドオーバー 

川口 淳一郎 アメリカ合衆国 2008/3/6 ～ 2008/3/9 科学局ジム・グリーン氏との打合せ 

高橋 忠幸 オランダ王国 2008/3/6 ～ 2008/3/9 XEUS 計画に対する機関間会合 

山田 隆弘 アメリカ合衆国 2008/3/6 ～ 2008/3/19 宇宙通信方式に関する打合せ 出席 

安部 正真 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/13 LPSC 参加 
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小野 高幸 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/13 SELENE 39th Lunar and Planetary Science 

Conference 参加 

斎加 義文 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/13 SELENE 39th Lunar and Planetary Science 

Conference 参加 

塩谷 圭吾 連合王国 2008/3/9 ～ 2008/3/14 SPICA 望遠鏡への要求仕様の決定，系外惑

星探査打合せ 

岡田 達明 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/14 ＳＥＬＥＮＥ 観測打合せ 

浅田 圭一 フランス共和国 2008/3/9 ～ 2008/3/15 干渉計データ解析 

大竹 真紀子 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/15 SELENE 観測打合せ 

加加 學 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/15 ＬＰＳＣ 出席 

成影 典之 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/15 「ひので」データ解析・アーカイブ協議 

春山 純一 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/15 SELENE 観測打合せ 

諸田 智克 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/15 SELENE 39th Lunar and Planetary Science 

Conference 参加 

岡田 達明 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/16 SELENE 観測打合せ 

亀田 真吾 ロシア連邦 2008/3/9 ～ 2008/3/16 MSASI-G 性能試験 

鈴木 睦 フランス共和国 2008/3/9 ～ 2008/3/16 TARANIS 衛星テクニカルインターフェース

ミーティング参加 

本田 親寿 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/16 SELENE 39th Lunar and Planetary Science 

Conference 参加 

横田 康弘 アメリカ合衆国 2008/3/9 ～ 2008/3/16 SELENE 39th Lunar and Planetary Science 

Conference 参加 

阪本 成一 アメリカ合衆国 2008/3/10 ～ 2008/3/14 SELENE 39th Lunar and Planetary Science 

Conference 参加 

竹内 央 アメリカ合衆国 2008/3/10 ～ 2008/3/14 CCSDS Spring meeting に参加し，ESA，

NASA との間で飛翔体 VLBI実験計画を立て

るため 

松原 英雄 アメリカ合衆国 2008/3/10 ～ 2008/3/22 次世代赤外サブミリ波高感度分光装置に関

する研究打合せ 

山崎 丘 ロシア連邦 2008/3/11 ～ 2008/3/15 ロシア回収型科学衛星（BION-M N1）利用

の国際協力に関わる技術 

岡田 陽子 大韓民国 2008/3/12 ～ 2008/3/15 「あかり」星間物質観測プログラム研究会に

参加，発表 

金田 英宏 大韓民国 2008/3/12 ～ 2008/3/15 「あかり」星間物質観測プログラム研究会に

参加，発表 

後加 友嗣 大韓民国 2008/3/12 ～ 2008/3/15 「あかり」星間物質観測プログラム研究会に

参加，発表 

芝井 広 大韓民国 2008/3/12 ～ 2008/3/15 「あかり」星間物質観測プログラム研究会参

加・発表 

余野 建定 中華人民共和国 2008/3/12 ～ 2008/3/23 革新機能材料に係る共同研究，及び宇宙実

験国際協力に係る協議出席 

國中 均 アメリカ合衆国 2008/3/15 ～ 2008/3/20 ＳＰＩＥ Defense ・ Security 2008 学会参

加 

加加 學 連合王国 2008/3/16 ～ 2008/3/21 火星サンプルリターン会議 
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夏井坂 誠 オランダ王国 2008/3/16 ～ 2008/3/21 国際共同ミッション推進研究”国際宇宙ス

テーション搭載その場観察装置を利用した

ゼオライト研究の推進に関する打ち合わせ 

矢野 創 オランダ王国 2008/3/17 ～ 2008/3/21 マルコ・ポーロミッションについての日欧

の会合を行う 

吉川 真 オランダ王国 2008/3/17 ～ 2008/3/21 マルコ・ポーロミッションについての日欧

の会合を行う 

福原 哲哉 アメリカ合衆国 2008/3/17 ～ 2008/3/22 金星探査における国際協力に関する打合せ 

川口 淳一郎 オランダ王国 2008/3/18 ～ 2008/3/21 ESTEC訪問 

久保田 孝 ベトナム社会主義共

和国 

2008/3/19 ～ 2008/3/23 アジア太平洋宇宙機関会議に関する打合せ 

土居 明広 中華人民共和国 2008/3/19 ～ 2008/3/23 East Asia VLBI Workshop 

村田 泰宏 中華人民共和国 2008/3/19 ～ 2008/3/23 East Asia VLBI Workshop 

望月 奈々子 中華人民共和国 2008/3/19 ～ 2008/3/23 East Asia VLBI Workshop 

依田 眞一 中華人民共和国 2008/3/20 ～ 2008/3/23 革新機能材料に係る共同研究，及び宇宙実

験国際協力に係る協議出席 

加本 正樹 オランダ王国 2008/3/20 ～ 2008/3/30 パリポリテクニーク，将来計画打ち合わせ 

太田 直美 アメリカ合衆国 2008/3/21 ～ 2008/3/31 研究打合せ 

森田 泰弘 フランス共和国 2008/3/23 ～ 2008/3/30 小型衛星に係わる調査，及び国際宇宙航行

連盟会合出席 

斎加 義文 オランダ王国 2008/3/24 ～ 2008/3/28 ESA-CV Cross-Scale との打合せ 

高島 健 オランダ王国 2008/3/24 ～ 2008/3/28 ESA-CV Cross-Scale 計画との打合せ 

松岡 彩子 オランダ王国 2008/3/24 ～ 2008/3/28 BepiColombo MPO/SWG 会議出席 

坂東 信尚 イタリア共和国 2008/3/24 ～ 2008/3/31 AMC08 への出席，論文発表 

小野田淳次郎 フランス共和国 2008/3/25 ～ 2008/3/29 IAA Commission meetings 

佐々木 進 フランス共和国 2008/3/25 ～ 2008/3/29 International Programme Committee講演 

川口 淳一郎 フランス共和国・イ

タリア共和国 

2008/3/25 ～ 2008/3/30 ＩＡＡ国際宇宙アカデミー理事会 

坂井 真一郎 イタリア共和国 2008/3/25 ～ 2008/3/30 制御技術の動向調査および成果発表のた

め，国際研究会（Advanced Motion Control）

参加 

津田 雄一 アメリカ合衆国 2008/3/25 ～ 2008/3/31 海外長期派遣 

福田 盛介 中華人民共和国 2008/3/26 ～ 2008/3/28 PIERS2008 参加・発表 

吉光 徹雄 フランス共和国 2008/3/26 ～ 2008/3/30 ＩＡＣ Language Workshop の準備と発表 

松浦 周二 大韓民国 2008/3/27 ～ 2008/3/29 宇宙背景放射の勉強会で「あかり」の観測

を紹介 

中川 貴雄 インド 2008/3/28 ～ 2008/3/31 1m気球望遠鏡による遠赤外線分光観測 

鎌田 源司 ノルウェー王国 2008/3/29 ～ 2008/3/31 ライフサイエンス国際公募植物テーマ（Cell 

Wall，Resist Wall）に係わる軌道上実験運用

小柳 潤 アメリカ合衆国 2008/3/30 ～ 2008/3/30 Mechanics of Time-Dependent Materials 

Conference 2008出席・発表 

松原 英雄 ドイツ連邦共和国 2008/3/30 ～ 2008/3/31 次世代赤外サブミリ波高感度分光装置に関

する研究打合せ 
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村田 泰宏 スイス連邦 2008/3/30 ～ 2008/3/31 ASTRO-G通信周波数確保のための ITU-R 会

議 

山田 隆弘 アメリカ合衆国 2008/3/30 ～ 2008/3/31 地上系アーキテクチャワークショップ出席 

和田 武彦 ドイツ連邦共和国 2008/3/30 ～ 2008/3/31 SPICA 焦点面観測機器に関する国際協力打

合せ 

渡辺 健太郎 ドイツ連邦共和国 2008/3/30 ～ 2008/3/31 SPICA 焦点面観測機器に関する国際協力打

合せ 

満田 和久 アメリカ合衆国 2008/3/31 ～ 2008/3/31 国際会議「ＨＥＡＭ2008」に出席 

 




