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2．各種共同研究等 

a. 受託研究 
 

 研究課題 委託者 代表研究者 

1 
「新しいエネルギーインフラのための液体水素冷却超電導機器に
関する研究」 

（独）科学技術振興機構 稲谷 芳文 

2 
｢現実的ＣＮＴアプリケーション技術による革新的超軽量強化複
合材料量産化技術の開発」 

（独）科学技術振興機構 後藤  健 

3 「多ピクセルＴＥＳ型Ｘ線検出器の開発」 国立大学法人九州大学 満田 和久 

4 「革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発」 （独）科学技術振興機構 高橋 忠幸 

5 
「日本主導の超小型衛星網 UNIFORM（UNiversity International 

FORmation Mission)の基盤技術研究開発と海外への教育貢献」 
国立大学法人和歌山大学「地球観測システ
ム研究開発費補助金」 

松永 三郎 

6 「先進的超小型衛星設計論と要素技術に関する研究」 
国立大学法人東京大学「先端研究助成基金
助成金（最先端研究開発支援プログラム）」 松永 三郎 

7 
「輸送機器・流体機器の流体制御による革新的高効率化・低騒音化
に関する研究開発」 

国立大学法人東京大学生産技術研究所 藤井 孝蔵 

8 「HPC/PF向け圧縮性流体解析プログラム UPACSの開発」 国立大学法人東京大学生産技術研究所 高木 亮治 

9 「多目的設計探査による設計手法の革新に関する研究開発」 国立大学法人東京大学生産技術研究所 大山  聖 

10 「惑星間航行システム開発に向けたマルチスケール粒子法の開発」 （独）科学技術振興機構 篠原  育 

11 「超過冷却液体を用いたナノスケール複合材料の創製」 （独）科学技術振興機構 岡田 純平 

12 「スピントロニクス材料・デバイスの放射線耐性の評価」 文部科学省 廣瀬 和之 

13 「閉鎖循環型燃料電池の実用化検討」 （独）科学技術振興機構 曽根 理嗣 

14 
「エネルギー認識型Ｘ線画像検出器開発と機能材料３次元局所分
布分析への展開」 

（独）科学技術振興機構 池田 博一 

15 「宇宙材料に対する宇宙環境評価技術の研究」北澤 幸人 （株）IHI 佐藤 英一 

 
 

b. 民間等との共同研究 
 

 研究課題 民間等 研究代表者 

1 「CdTe放射線検出器モジュールの実用化に関する共同研究開発」 三菱重工業（株） 高橋 忠幸 

2 「MEMS技術を用いた宇宙Ｘ線観測デバイスの開発」 
公立大学法人首都大学東京 
（独）産業技術総合研究所 

満田 和久 

3 
「テルル化カドニウムピクセル検出器による高エネルギー放射光
実験のフロンティア開拓」 

（財）高輝度光科学研究センター 高橋 忠幸 

4 「硫酸アンモニウム系ガス発生剤の燃焼機構に関する研究」 （独）産業技術総合研究所 堀  恵一 

5 「N2O/Ethanol無毒推進系の研究開発」 昭和電工（株） 徳留真一郎 

6 「回転する物体まわり流れに関する研究」 横浜ゴム（株） 藤井 孝蔵 

7 「宇宙構造物健全性評価への変位計測技術の適応」 
（独）産業技術総合研究所 
（株）IHIエアロスペース 

佐藤 英一 

8 「Ni系合金の高温物性取得の研究開発」 （株）IHI 石川 毅彦 
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 研究課題 民間等 研究代表者 

9 「シリコン結晶中の不純物濃度評価」 コバレントシリコン（株） 豊田 裕之 

10 
「光ファイバ型電気光学プローブを用いたイオンエンジン内プラ
ズマ電界計測の実施」 

日本電信電話（株） 國中  均 

11 
「高速気流中に置かれた障害物と境界層の干渉効果と空力音発生
に関する研究（その７）」 

東海旅客鉄道（株） 藤井 孝蔵 

12 「固体ロケットのロバスト制御の研究開発」 （株）IHIエアロスペース 森田 泰弘 

13 「i-Ballデータに基づく再突入環境評価」 （株）IHIエアロスペース 山田 哲哉 

14 「加熱試験下における軽量アブレータの特性と計測法に関する研究」 （株）IHIエアロスペース 山田 哲哉 

15 「Ｘ帯 高効率・大電力合成方式の研究」 NECネットワーク・センサ（株） 川﨑 繁男 

16 「RVT内無線伝送温度計測」 （株）チノーアーズ（株） 川﨑 繁男 

17 「空気力学的解析による i-Ball再突入データ評価」 
（株）IHIエアロスペース 
国立大学法人北海道大学 

安部 隆士 

18 「宇宙輸送システムの非破壊信頼性評価」 
（独）産業技術総合研究所 
（独）物質・材料研究機構 

佐藤 英一 

19 
「最先端粒子線ガン治療、医学・生物学応用のための Si/CdTe半導
体コンプトンカメラの応用研究」 

国立大学法人群馬大学 
（独）日本原子力研究開発機構 

高橋 忠幸 

20 
「光ファイバーによる固体ロケットモーターチャンバヘルスモニ
タリング試験技術の開発」 

（独）産業技術総合研究所 
（株）IHI検査計測 研究開発センター 
（株）IHIエアロスペース 

佐藤 英一 

21 「GPRCSの開発及び宇宙実証に関する共同研究」 （財）無人宇宙実験システム研究開発機構 澤井秀次郎 

22 「時空計測技術の開発及びその応用に関する研究」 （独）情報通信研究機構 吉川  真 

23 「きのこの形態形成に関わる遺伝子・因子群の解析」 （独）森林総合研究所 東端  晃 

 

 

c. 奨学寄附金の受入 
 

 寄附金の名称 寄附者 担当教員 

1 
「宇宙科学に関する研究（高効率長寿命メカニカルバッテリーの創
製）」 

（財）稲盛財団 小柳  潤 

2 
｢宇宙科学に関する研究（純アルミニウムの低音域におけるクリー
プ変形メカニズム（’10））」 

（財）軽金属奨学会 佐藤 英一 

3 
「宇宙科学に関する研究（マランゴニ対流現象流体不安定性に関す
る研究）」 

三菱マテリアル（株） 依田 眞一 

4 
「宇宙科学に関する研究（ロケットエンジン燃焼室用 Cu-Cr-Zr系銅
合金の熱クリープ疲労」 

日本銅学会 佐藤 英一 

5 「宇宙科学に関する研究（太陽風データ同化研究）」 COSPAR 垰  千尋 

6 
「宇宙科学に関する研究（宇宙環境耐久性に優れたポリイミド材料
の開発）」 

（株）カネカ 八田 博志 

7 
「宇宙科学に関する研究（空気流による空力音響の発生・伝播に関
する研究）」 

東海旅客鉄道（株） 藤井 孝蔵 

8 
「宇宙科学に関する研究（ハイブリッドロケットの新燃料に関する
研究）」 

北川 幸樹（財団法人宇宙科学振興会） 北川 幸樹 

9 「宇宙科学に関する研究（飛翔する物体まわり流れに関する研究）」 （株）IHI 藤井 孝蔵 

10 「宇宙科学に関する研究（将来の宇宙システムに関する研究）」 （株）IHIエアロスペース 森田 泰弘 
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11 「宇宙科学に関する研究（熱制御材料の熱物性評価）」 宇部興産（株） 太刀川純孝 

12 「宇宙科学に関する研究（宇宙用電源技術の研究）」 （株）ジーエス・ユアサテクノロジー 曽根 理嗣 

 

 

d. 理事長裁量経費による研究 
 

 研究課題 所属 氏名 

1 瞳遮蔽問題等に対応した新しい系外惑星探査コロナグラフの開発 宇宙物理学研究系 塩谷 圭吾 他 

2 
SpaceWire Monitor Cameraの研究・開発 ～今後の SpaceWireベー
ス衛星での off-the-shelfな利用に向けて～ 

宇宙物理学研究系 湯浅 孝行 他 

3 
太陽発電衛星のための自然エネルギーを利用したマイクロ波位相
制御デバイスの開発 

宇宙機応用工学研究系 牧 謙一郎 

4 
遠赤外線単一光子検出を可能にする超高感度赤外線検出器（CSIP）
の研究開発 

宇宙物理学研究系 川田 光伸 他 

5 宇宙用断熱消磁冷凍機用極小熱伝導の超伝導電流リード線の研究 宇宙物理学研究系 山崎 典子 他 

6 
関数型言語を用いた高安全かつ低運用コストの衛星コマンドフレ
ームワークの基礎開発 

宇宙物理学研究系 小高 裕和 

7 広角無歪みの超小型レンズの開発 宇宙機応用工学研究系 吉光 徹雄 

8 高速・高効率・低 EMCな大振幅スイッチング回路の開発 宇宙物理学研究系 尾崎 正伸 

9 中温域固体高分子膜を用いたリバーシブル燃料電池セルの研究 宇宙物理学研究系 嶋田 貴信 

10 マイクロマシン技術を用いた光学フィルターの実用化 宇宙物理学研究系 和田 武彦 他 

11 
極超音速航空機に関わる複合課題の技術実証 ―周回軌道からの
揚力体再突入による世界最高速・最長巡航のエアブリーザ飛行実
証ミッション― 

シニアフェロー 
川口 淳一郎 

 他 

 

 

e. オープンラボ 
 

 研究課題 ユニットリーダー 研究代表者 

1 「高加熱に耐える３次元炭素繊維織布耐熱材の開発」 北陸ファイバーグラス（株） 山田 哲哉 
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