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Ⅲ．教育活動 

 

1 . 大学院教育 

 JAXA の母体の一つである宇宙科学研究所が，大学共同利用機関として国公私立の大学院学生を受け入れて教育

及び研究指導等を行ってきたことを継承し，現在は JAXA 宇宙科学研究本部が中心となって，実験的・理論的研

究，及び先端的な開発研究の実践を通じた高度な専門的教育を行う体制を築いて大学院教育を行っている． 

 主な大学院教育として，以下のものがある． 

・総合研究大学院大学物理科学研究科宇宙科学専攻を組織しての，宇宙科学研究本部における大学院学生の教

育・研究指導 

・東京大学大学院理学系研究科／工学系研究科の 8 つの専攻に参画した宇宙科学研究本部の教員による大学院

学生の教育・研究指導 

・特別共同利用研究員 － 全国の国公私立大学の大学院学生を宇宙科学研究本部で受入れ，宇宙科学プロジェ

クトの最前線での実践的な教育・研究指導 

・連携大学院－相手先大学との連携大学院方式による大学院教育協力 

 学生たちは，先端宇宙工学とそれらに支えられた宇宙理学について包括的研究指導を受け，大規模プロジェクト

型研究の遂行に直接かかわることにより，豊かな学識のみならず先端科学衛星プロジェクトの企画・立案能力を習

得でき，宇宙科学及び宇宙航空技術分野全体の活性化・人材育成に貢献することが期待できる． 

 

大学院教育への職員の担当状況（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

 宇宙科学研究本部 

 

 
教 授 助教授 助 手 

総合研究大学院大学 18 40 25 

東京大学大学院理学系研究科/工学系研究科 23 4 24 

特別共同利用研究員 12（＊11） 9（＊9） 0 

連携大学院 8（＊8） 2（＊1） 1 

＊総合研究大学院大学又は東京大学と併せて担当している教員数（内数） 

 

総合研究大学院大学の指導状況 

 学生数 平成 19 年度入試状況 

 D5 D4 D3 D2 D1 入学定員 志願者数 合格者数 

物理科学研究科 

宇宙科学専攻 
10 7 3 2 6 5 

22（4 月入学）

2（10 月入学）

13（4 月入学）

0（10 月入学）

 

大学院生の受入状況 

（特別共同利用研究員）  （東京大学大学院理学系研究科/工学系研究科） 

 修士課程 博士課程 計   修士課程 博士課程 計 

国立 7 8 15  理学系 28 28 56 

公立 2 1 3  工学系 34 13 47 

私立 22 5 27  計 62 41 103 

海外 1 2 3      

計 32 16 48      
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（連携大学院） 

協定大学など 担当本部 修士課程 博士課程 計 

東京工業大学大学院理工学研究科 宇宙科学研究本部 7 5 12 

東京工業大学大学院総合理工学研究科 宇宙科学研究本部 1 2 3 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 宇宙科学研究本部 0 4 4 

東京理科大学大学院理学研究科 宇宙科学研究本部 3 0 3 

東京理科大学大学院基礎工学研究科 宇宙科学研究本部 0 0 0 

北海道大学大学院工学研究科 宇宙科学研究本部 1 0 1 

青山学院大学理工学研究科 宇宙科学研究本部 0 0 0 

計 12 11 23 

 

学位取得状況 

 修士号 博士号 計 

総合研究大学院大学 - 7 7 

東京大学大学院理学系研究科 12 5 17 

東京大学大学院工学系研究科 19 6 25 

特別共同利用研究員 17 4 21 

連携大学院 4 4 8 

計 52 26 78 

 

学位取得者一覧 

（総合研究大学院大学物理科学研究科） 

氏名 取得学位 学位取得論文 指導教員 

横山 隆明 博士（工学） 月惑星砂地盤への着陸衝撃力算定手法に関する研究 樋口  健

大南 香織 博士（工学） 
ヒドラジン-四酸化二窒素の燃焼モデルとフィルムクーリング

型二液式スラスタ数値モデルへの応用 
小川 博之

荻  芳郎 博士（工学） 薄肉開断面梁のスピン軸方向伸展に関する研究 樋口  健

安田 晃子 博士（理学） 
Far-Infrared Spectroscopic Observations of the Galactic Center with 

ISO and AKARI 
松原 英雄

吉田 和生 博士（工学） 
フォトルミネッセンス法を用いた Cu（In,Ga）Se?太陽太陽の

陽子線照射誘起欠陥準位の解析 
廣瀬 和之

中川 聰子 博士（工学） 
太子線照射発光活性化法による極薄 SOI 層中軽元素不純物の

評価 
廣瀬 和之

荒井 武彦 

（H19満期退学）
博士（理学） 

Major elemental analysis of asteroid 25143 Itokawa with X-ray 

fluorescence spectrometer onboard Hayabusa and its relation to 

meteorite-analogues 

（岡田 達明）

 

（東京大学大学院理学系研究科） 

氏名 取得学位 学位取得論文 指導教員 

小野 正太 修士（理学）
固体天体表層の形成年代決定のためのクレータカウンティング

に及ぼす太陽高度条件の影響とその補正法 
加藤  學

山本  拓 修士（理学）
Ilmenite 反射スペクトルの 可視・近赤外域における 最適波長

を用いた月面 TiO2存在量見積もり方法の改良 
加藤  學
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鈴木 健介 修士（理学） 
すばる多天体近赤外撮像分光装置（MOIRCS）による銀河リッ

ジ X 線放射の起源天体の研究 
海老澤 研

石川真之介 修士（理学） 
次世代宇宙硬Ｘ線・ガンマ線観測に向けた新しい太極構造によ

るＣｄＴｅ半導体撮像検出器の開発 
高橋 忠幸

勝田隼一郎 修士（理学） 硬 X 線多層膜ミラーでの反射が偏光測定に与える影響の評価 高橋 忠幸

小高 裕和 修士（理学） Si/CdTe 半導体コンプトンカメラ試作機の開発と性能評価 高橋 忠幸

上塚 貴史 修士（理学） テラヘルツ帯観測に向けた次世代気球望遠鏡の開発 村上  浩

伊藤 裕子 修士（理学） 火星の夏期南極域における大気ダストの変動 中村 正人

神山  徹 修士（理学） 
Study of atmospheric dynamics at the cloud top of Venus deduced 

from cloud-tracked winds 
中村 正人

佐藤麻美子 修士（理学） 
SiO，H13CO+輝線による銀河系中心核周リングへの物質降着

の観測的研究 
坪井 昌人

湯村  翼 修士（理学） 複数の X-line を形成する磁気リコネクションでの太子加速 藤本 正樹

鈴木 一成 修士（理学） 
Cluster 衛星によって観測された高緯度磁気圏の粒子フラック

ス増加領域とシータオーロラの関係 
齋藤 義文

猿楽 祐樹 博士（理学） 
Observational Study of Comet 2P/Encke Dust Cloud（2P/エンケ彗

星ダスト雲の観測的研究） 
加藤  學

北里 宏平 博士（理学） 

Spectral Investigations of Surface Heterogeneity and Space-

Weathering Processes on Asteroid Itokawa（小惑星イトカワの表

面不均質性と宇宙風化過程における分光学的研究） 

加藤  學

斎藤 靖之 博士（理学） 

A Study on the Heat Flow of the Moon Detailed analysis of the Alollo 

dataset and implications for the lunar heat flow value（月熱流量に

関する研究：アポロデータの詳細解析と熱流量値の推定） 

加藤  學

田村 健一 博士（理学） 
Suzaku Investigation of Hard X-ray Emission Associated with the 

Galactic Center Region 
高橋 忠幸

鈴木 仁研 博士（理学） 
Investigation of radiation effects on far-infrared photoconductors and 

its application to AKARI observations of nearby galaxies 
中川 貴雄

 

（東京大学大学院工学系研究科） 

氏名 取得学位 学位取得論文 指導教員 

田口弘一郎 修士（工学） DBD プラズマアクチュエータの機構に関する音響的分析 安部 隆士

秋山 靖博 修士（工学） 輸送コストの低下に伴う軌道上サービスの経済的実現性 稲谷 芳文 

寺井 喜宣 修士（工学） 
垂直離着陸機の着陸に際した逆噴射時における非定常性の流れ

場 
稲谷 芳文 

今村 洋子 修士（工学） 垂直離着陸型ロケットの帰還飛行における転回運動 稲谷 芳文 

相田 彩夏 修士（工学） 
DROs（DistantRetrogradeOrbits）の軌道特性の解析と衛星ラン

デブーの応用 
川口淳一郎

花岡 史紀 修士（工学） 
大面積薄膜を有するスピン衛星の姿勢運動および姿勢制御に関

する研究 
川口淳一郎

岡田 俊輔 修士（工学） 
事前取得モデルを用いた小天体着陸のための自律的画像航法に

関する研究 
川口淳一郎

芝崎 裕介 修士（工学） 
低推力推進/大気制動を用いた再使用型月輸送システムの最適

軌道解析 
川口淳一郎
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白澤 洋次 修士（工学） ３次元リアクションホイールの性能解析と実験的検証 川口淳一郎

中山 啓之 修士（工学）
フォトルミネッセンス法を用いた CuIn（S,Se）2 太陽太陽の評

価 
田島 道夫

萩原  崇 修士（工学）
フォトルミネッセンス法によるシリコン結晶の高濃度不純物定

量に関する研究 
田島 道夫

二宮 由光 修士（工学） DBD Plasma Actuator による翼型流れの制御 藤井 孝蔵

岡本謙太朗 修士（工学） 高高速移動体の凸部により生じる壁面圧力変動の数値解析 藤井 孝蔵

川口  孟 修士（工学） 低レイノルズ数流れにおける低後退角デルタ翼の空力特性 藤井 孝蔵

香原 健宏 修士（工学） 次世代型固体推進薬の研究 堀  恵一

碓井美由紀 修士（工学）
マイクロ波放太式イオン源のプラズマ生成に関する解析的およ

び実験的研究 
國中  均

斉藤 健史 修士（工学） 粉体推進剤を用いたパルス型プラズマスラスタの実験的研究 國中  均

楠  知道 修士（工学） スピンを伴う飛翔体に搭載可能な GPS 受信機の研究 齋藤 宏文

中邨  勉 修士（工学） 柔軟構造を有する人工衛星の高速姿勢変更のための制御手法 齋藤 宏文

西田 浩之 博士（工学）
Characterization on Momentum Transfer Process of Magneto-Plasma 

Sail by MHD Analysis 
稲谷 芳文 

柏  宗孝 博士（工学） 膜面のリンクル解析に関する研究 小野田淳次郎

杉本 広紀 博士（工学）
フォトルミネッセンスイメージングを用いた太陽太陽用半導体

基板の品質評価に関する研究 
田島 道夫

星乃 紀博 博士（工学） フォトルミネッセンスを用いた SiC結晶中の構造欠陥の評価 田島 道夫

野々村 拓 博士（工学）
Characteristics of Acoustic Waves Generated by Flow Instability of 

Supersonic Jets 
藤井 孝藏 

栁川 善光 博士（工学）
論理 LSI における放射線起因ソフトエラーの測定手法に関する

研究 
齋藤 宏文 

 

（特別共同利用研究員） 

氏名 所属大学院 取得学位 学位取得論文 受入教員 

金子 将士 
筑波大学大学院数理物質

科学研究科 
修士（工学）

Traveling Liquidus-zone 法で成長するバ

ルク InGaAs の単結晶化メカメズムの

検討 

依田 眞一 

粟津  茂 
筑波大学大学院システム

情報工学研究科 
修士（工学）

静太浮遊法による浮遊液滴の非線形ダ

イナミクスに関する研究 
依田 眞一 

眞壁 輝夫 
東京大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

撃ち込み式小惑星試料採取機構におけ

る弾丸形状の決定 
吉川  真

ダムリ ラ 

デンマイド 

東京大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

アンテナ素子間の結合効果を利用する

高効率アレイアンテナの研究 
高野  忠

梅﨑 健太 
岐阜大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

非対称柔軟構造をもつ人工衛星の高速

姿勢変化シミュレーション 
小松 敬治

古陽 紀之 
千葉工業大学大学院工学

研究科 
修士（工学）

静太浮遊炉を用いた液滴振動法による

粘性係数計測の高精度化に関する研究 
石川 毅彦

升國 広明 
千葉工業大学大学院工学

研究科 
修士（工学）

六方晶 BaTiO3 の巨大誘太応答と誘太

特性制御に関する研究 
石川 毅彦

荒川 将孝 
東京太機大学大学院工学

系研究科 
修士（工学）

情報伝播構造による分散編隊制御に関

する一考察 
川口淳一郎
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上野 一磨 
東海大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

磁気セイルの推進特性に関する実験的

研究 
船木 一幸

木村 俊之 
東海大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

磁気プラズマセイルの地上シミュレー

ション実験 
船木 一幸

横山 学思 
東海大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

粉体レーザー推進の推進特性に関する

研究 
船木 一幸

中島 弘幸 
東海大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

Study on Grating Nozzle Rocket 
嶋田  徹

山本 博康 
東海大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

ソーラーセイル展開挙動の数値解析と

実験に関する研究 
樋口  健

大上 美帆 
崇城大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

Fundamental Experiments for Attitude 

Control of a Low Earth Orbit Satellite 

Using Ionospheric Plasma 

國中  均

勝本 幸子 
創価大学大学院工学研究

科 
修士（工学）

アレイ構成した深宇宙通信地上受信シ

ステム 
齋藤 宏文

村上 尚美 
京都大学大学院理学研究

科 
修士（理学）

Study of Electron Density Fluctuations 

Observed with Fixed Bias Probe on the S-

310-37 Sounding Rocket 

阿部 琢美

楠野こず枝 
明星大学大学院理工学研

究科 
修士（理学）

22GHz帯水メーザーのサイズの研究 
村田 泰宏

陽田  人 
九州大学大学院工学研究

科 
博士（工学）

Orbit Determination of Hayabusa 

Spacecraft and Asteroid Itokawa 
吉川  真

真鍋（相馬） 

  央令子 

東京理科大学大学院工学

研究科 
博士（工学）

超高速衝突に伴うマイクロ波放射の特

性および宇宙デブリ衝突検出系の検討 
高野  忠

Jayan 

Sentanuhady 

埼玉大学大学院理工学研

究科 
博士（工学）

Quenching and Re-Initiation Mechanisms 

of Detonation Wave Passing through 

Expansion Channel  (膨張溝を過ぎるデ

トネーション波の消炎および再開始メ

カメズム) 

坪井 伸幸

中田 大将 
東京大学大学院工学研究

科 
博士（工学）

Discharge Pattern and Energy Balance in 

an MPD Thruster 
國中  均

 

（連携大学院） 

氏名 所属大学院 取得学位 学位取得論文 受入教員 

丹下  勉 
東京工業大学大学院理工

学研究科 
修士（理学）

あかり衛星による近赤外宇宙背景放射

の観測的研究 
松原 英雄

広津 敏尚 
東京工業大学大学院理工

学研究科 
修士（理学）

Ｘ線天文衛星「すざく」による低質量

Ｘ線連星 XB1323-619 の観測 
堂谷 忠靖

加藤菜々子 
東京工業大学大学院理工

学研究科 
修士（理学）

宇宙用Ｘ線 CCD カメラの低バックグ

ラウンド化 
堂谷 忠靖

瀧田  怜 
東京工業大学大学院理工

学研究科 
修士（理学）

赤外線天文衛星「あかり」による最も

近傍の Tタウリ型星の発見 
北村 良実

川北 史朗 
東京工大大学院総合理工

学研究科 
博士（工学）

Cu（In,Ga）Se2 薄膜太陽太陽の放射線

による劣化および回復に関する研究 
依田 真一
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宮田 浩旭 
東京工大大学院総合理工

学研究科 
博士（工学）

化合物半導体格子不整合に基づき多結

晶メカメズムの機構解明 
依田 真一

岡田 俊策 
東京工業大学大学院理工

学研究科 
博士（理学）

An Observational Study on the Nature of 

the Boundary Layer Plasma in  the Non-

Magnetic Cataclysmic Variable SS Cygni 

堂谷 忠靖

井上 裕彦 
東京工業大学大学院理工

学研究科 
博士（理学）

The Structure of X-ray Emission Regions 

in Seyfert 1 Galaxies 
堂谷 忠靖

 

大学院生の主な就職・進路先 

（民間企業） 

㈱ACCESS，アクセンチュア㈱，アビームコンサルティング㈱，石川島播磨重工業㈱，㈱インクスエンジメアリン

グサービス，インテル㈱，ウシオ太機㈱，エアーウォータープラントエンジメアリング㈱，NEC㈱，NEC 航空宇

宙システム㈱，NEC 東芝スペースシステム㈱，NEC 東芝スペースシステム㈱，㈱NTTデータ，㈱NTT ドコモ，㈱

エリジオン，沖エンジメアリング㈱，オリンパス㈱，㈱カネカ，カルソメックカンセイ㈱，川崎重工業㈱，㈱川崎

造船，関西太力㈱，キャノン㈱，コメカミノルタ㈱，コバレントマテリアル㈱，サイバネットシステム㈱，三栄ハ

イテックス㈱，三協アルミメウム工業㈱，㈱ジェネシア，シャープ㈱，㈱ジャパンテクメカルソフトウェア，㈱ジ

ャムコ，㈱JALウェイブ，シュルンベルジェ㈱，昭和シェル石油㈱，住友チタメウム㈱，セイコーインスツル㈱，

セイコーエプソン㈱，積水化学工業㈱，全日本空輸㈱，SONY㈱，ソラン㈱，ダイハツ工業㈱， ?太力中央研究所，

東海旅客鉄道㈱，㈱東京インスツルメンツ，東京海上日動火災保険㈱，東京太力㈱，㈱東芝，東芝マテリアル㈱，

東邦チタメウム㈱，東洋ゴム工業㈱，東洋製罐㈱，戸田工業㈱，トヨタ自動車㈱，㈱メコン，メコンシステムズ㈱，

日揮㈱，日産自動車㈱，㈱日本航空，日本航空太子工業㈱，日本証券テクノロジー㈱，日本発条㈱，日本ヒューレ

ット・パッカード㈱，任天堂㈱，㈱野村総合研究所，㈱博報堂，㈱畠山鉄工所，㈱日立製作所，富士重工業㈱，富

士通㈱，㈱富士通ゼネラル，ブリジストン㈱，㈱フルキャストテクノロジー，㈱ブレインズ，本田技研工業㈱，㈱

本田技術研究所，マッキンゼー・アンド・カンパメー，松下太器産業㈱，マツダ㈱，㈱みずほ銀行，三井住友海上

システムズ㈱，三菱重工業㈱，三菱製鋼㈱，三菱総研 DCS㈱，三菱太機㈱，㈱村田製作所，㈱メイテック，モト

ローラ㈱，㈱LEXI   （五十音順） 

 

（研究開発機関等） 

JAXA（プロジェクト研究員，共同研究員），（学）立教学院，（独）理化学研究所，（学）中央大学，国立天文台，

NASA ゴダードスペースフライトセンター，兵庫県立西はりま天文台，東京大学生産技術研究所（助教），東京大

学天文学教育研究センター木曽観測所（研究員） Gadjahmada University（研究員），German Aerospace Center  

 

（政府機関等） 

通商産業省，特許庁，航空自衛隊，関東管区警察局，地方公務員（北海道），文部科学省，国土交通省，東京都教

職員（復職） 

 

（その他） 

博士課程進学，学術振興会海外特別研究員（スタンフォード大学），名古屋大学 STE 研究所（PD），神戸大学

（PD），東京大学（PD） 
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受入大学院生の受賞歴等 

氏名 指導教員 所属大学院（受入） 賞 

吉澤 良典 稲谷 芳文 東京大学大学院 
東京大学 21 世紀 COE「機械システム・イノベー

ション」アイデア賞 

南部 陽介 小野田淳次郎 東京大学大学院 東京大学工学系研究科長賞 

杉本 広紀 田島 道夫 東京大学大学院 
日本学術振興会第 175 委員会第 4 回シンポジウム 

イノベイティブ PV奨励賞 

星乃 紀博 田島 道夫 東京大学大学院 第 54回応用物理学関係連合講演会講演奨励賞 

鈴木 一成 齋藤 義文 東京大学大学院 
地球太磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）学生発

表賞（オーロラメダル）受賞. 

伊藤  文 栗林 一彦 

首都大学東京大学院 

（特別共同利用研究員） 
Notable Poster Award （ISPS毛利ポスター賞） 

金子 将士 依田 眞一 
筑波大学大学院 

（特別共同利用研究員） 
Mouri Poster Presentation Excellent Poster Award

 

Mouri Poster Presentation Excellent Poster Award
 

粟津  茂 依田 眞一 
筑波大学大学院 

（特別共同利用研究員） 
International Symposium on Physical Science in space

Mouri Poster Presentation 優秀賞 

 

受入大学院生の研究費獲得状況 

氏名 指導教員 所属大学院（受入） 研究費の名称 

稲見 華恵 松原 英雄 総合研究大学院大学 日本天文学会 早川幸男基金 

吉澤 良典 稲谷 芳文 東京大学大学院 笹川科学研究助成 

武田伸一郎 高橋 忠幸 東京大学大学院 科学研究費補助金（特別研究員奨励費） 

田村 健一 高橋 忠幸 東京大学大学院 科学研究費補助金（特別研究員奨励費） 

日本天文学会 早川幸男基金 

天文学振興天文 国際研究支援事業（国際交流）

に対する助成 

津村 耕司 村上  浩 東京大学大学院 

東京大学 学術研究活動等奨励事業（国外） 

東京大学 学術研究活動等奨励費 

三津山和朗 中村 正人 東京大学大学院 
平成 19 年度 COE 海外インターンシップ 

神山  徹 中村 正人 東京大学大学院 科学研究費補助金（特別研究員奨励費） 

笠原  慧 齋藤 義文 東京大学大学院 科学研究費補助金（特別研究員奨励費） 

田端  誠 吉川  真 

千葉大学大学院 

（特別共同利用研究員） 

科学研究費補助金（特別研究員奨励費） 

岡田 俊策 堂谷 忠靖 

東京工業大学大学院 

（連携大学院） 

科学研究費補助金（特別研究員奨励費） 

 

特許権等 

氏名 指導教員 所属大学院（受入） 発明等の名称 

杉本 広紀 田島 道夫 東京大学大学院 特許：半導体基板の評価方法, 特願 2007-045411 
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2 . 大学院教育交流センター 

 新しい JAXA において，大学院教育事業は中期計画の大きな柱のひとつになっている．具体的には，旧宇宙科

学研究所が参画して行ってきた 2 つの大学における大学院教育（総合研究大学院大学物理科学研究科宇宙科学専攻

における大学院教育及び東京大学大学院理学系研究科／工学系研究科の 8 つの専攻での大学院教育への参加），同

じく大学共同利用機関として旧宇宙科学研究所が運用してきた特別共同利用研究員制度による国公私立大学からの

大学院学生の指導の受託を引きつづき実施しているのに加えて，旧宇宙三機関で実施してきた連携大学院制度等も

積極的に活用して，諸大学の要請に応じた宇宙・航空分野における大学院教育への協力を行っている． 

 センターは，これらの大学院教育への協力に関し，JAXA 全体の教育協力の窓口となりコーディネートを行って

いる． 

 また，センターの諮問機関として JAXA 各本部からの選出委員による大学院教育協力委員会が設置されており，

センターは委員会からの大学院教育協力の懸案事項等についての答申に基づいて運営されている． 
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