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5．表彰・受賞 
 

受賞対象者 所  属 受   賞 受賞年月日 

高橋 忠幸， 
渡辺  伸， 
武田伸一郎 

宇宙物理学研究系ほか 
平成 25年度科学技術分野 文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門） 
「X 線天文衛星技術を応用した超広角コンプトンカメラの研究」，文部
科学省 

2013.4.16 

森   治， 
津田 雄一， 
澤田 弘崇 

月・惑星探査プログラム
グループ 

平成 25年度科学技術分野 文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門） 
「IKAROS によるソーラー電力セイルの実証に関する研究」，文部科学
省 

2013.4.16 

三浦  昭， 
山本 幸生， 
吉川  真 

学際科学研究系ほか 
第 4回国際科学映像祭 審査委員特別賞 「はやぶさ」来し方/Trajectories 
of 'HAYABUSA'」，国際科学映像祭実行委員会 

2013.9.23 

三浦  昭， 
山本 幸生， 
吉川  真 

学際科学研究系ほか 
第 4回国際科学映像祭 会場特別賞 「はやぶさ」来し方/Trajectories of 
'HAYABUSA'」，国際科学映像祭実行委員会 

2013.9.23 

長谷川 洋 太陽系科学研究系 
American Geophysical Union 2012 Editor's Citation for Excellence in 
Refereeing, Geophysical Research Letters 

2013.9.24 

松永 三郎 宇宙飛翔工学研究系 

平成 25 年度宇宙開発利用大賞文部科学大臣賞，衛星設計コンテスト
実行委員会 「高校生から大学院生までを対象とした『衛星設計コン
テスト』による、宇宙の啓蒙と次世代宇宙工学技術者等の育成事業」, 
文部科学省 

2013.10.10 

國中  均 宇宙飛翔工学研究系 
Ernst Stuhlinger Medal for Outstanding Achievement in Electric Propul-
sion, Electric Rocket Propulsion Society 

2013.11 

森田 泰弘 宇宙飛翔工学研究系 
2013年度グッドデザイン賞 グッドデザイン賞金賞 「イプシロンロケ
ット」，公益財団法人日本デザイン振興会 

2013.11 

佐藤 英一 宇宙飛翔工学研究系 
平成 25 年度関東地方発明表彰奨励賞 「中空円筒形部材の放射線透
過非は非破壊検査装置及び方法」特許第 3928126号，発明協会 

2013.11 

藤井 孝藏 宇宙飛翔工学研究系 
平成 25 年度流体科学賞 「流体力学現象理解とその応用に関する研
究」，機器研究会 

2013.11.26 

清水 敏文 太陽系科学研究系 

UCAR Annual Outstanding Accomplishments Publication Award for 2013 
Lites B.W. et al.「The Horizontal Magnetic Flux of the Quiet-Sun Inter-
network as Observed with the Hinode Spectro-Polarimeter」 The As-
trophysical Journal, 672:1237-1253, 米国 University Corporation for 
Atmospheric Research (UCAR) 

2013.12 

松永 三郎 宇宙飛翔工学研究系 
UNISEC Workshop 2013 UNISAS賞，東京工業大学/JAXA宇宙科学研究
所 松永研究室 「小型衛星開発プログラム」，大学宇宙工学コンソー
シアム（UNISEC) 

2013.12.1 

松永 三郎 宇宙飛翔工学研究系 

ICSANE 2013 Young Scientist Award, Le Xuan Huy, et al.「TSUBAME 
Microsatellite: Design, Development and Verification of Attitude Deter-
mination and Control System」IEICE Tech. Rep., vol. 113, no. 335, 
SANE2013-96, pp. 145-150, The Institute of Electronics, Information, and 
Communication Engineers (IEICE) 

2013.12.3 

矢野  創 学際科学研究系 
NASA Sandford and Group Achievement Award, Hayabusa Sample 
Transport and Curation Team  

2013 

森田 泰弘 宇宙飛翔工学研究系 
2013 年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞 日本経済新聞賞 「新型
固体燃料ロケット『イプシロン』」，日本経済新聞社 

2014.1 

松永 三郎 宇宙飛翔工学研究系 2013年度日本機械学会フェロー，日本機械学会 2014.1.15 

佐藤 英一 宇宙飛翔工学研究系 
第 64回金属組織写真賞 奨励賞 森口開理ほか 「透明積層体への超高
速衝突による動的破壊の実時間観察」，日本金属学会 

2014.3.21 

松永 三郎 宇宙飛翔工学研究系 日本機械学会 2013年度宇宙工学部門 功績賞，日本機械学会 2014.3.28 

森田 泰弘， 
徳留真一郎 

宇宙飛翔工学研究系 
日本機械学会 2013年度宇宙工学部門 宇宙賞，イプシロンロケットプ
ロジェクトチーム「イプシロンロケットの挑戦」，日本機械学会 

2014.3.28 
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山田 和彦， 
永田 靖典， 
石村 康生， 
安部 隆士 

宇宙飛翔工学研究系 
第 23回（平成 25年度）日本航空宇宙学会技術賞 基礎技術部門 「展
開型柔構造大気圏突入機の開発と観測ロケット実験による飛行実
証」，日本航空宇宙学会 

2014 

業務表彰    

受賞対象者 所属 受賞 受賞年月日 

イプシロンロケット
研究開発関係者 

輸送本部，JEDI, ISAS, 
研開本部でイプシロン
ロケット研究開発，及
び打上げに携わった
者，イプシロンロケッ
ト試験機特別点検チー
ム構成員 

JAXA 理事長賞 フロンティア部門 「イプシロンロケットの研究開発
及び試験機の打上げ成功」 

2014.3 

水野 貴秀， 
坂井真一郎， 
福田 盛介， 
田中 孝治， 
淺村 和史， 
山﨑  敦， 
奥泉 信克， 
福島 洋介， 
三田  信， 
永松 弘行， 
坂井 智彦， 
池永 俊憲 

宇宙機応用工学研究系
ほか 

JAXA 理事・本部長賞 宇宙科学研究所所長表彰 「小型科学衛星れい
めいの開発と長期間の省力化運用」 

2014.3 

科学推進部 
大学共同利用課 

科学推進部 
大学共同利用課 

JAXA 理事・本部長賞 宇宙科学研究所所長表彰 「宇宙科学研究所に
おける大学共同利用システムの利便性向上に向けたユーザーズオフ
ィスのシステム設計と設置及び運営のアウトソーシング化の実現」 

2014.3 
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