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 寄附金の名称 寄附者 担当教員 金額 

13 
宇宙科学に関する研究（超微細粒アルミニウムの低温領域における
クリープ挙動） 

（公財）軽金属奨学会 佐藤 英一 250,000円 

14 
宇宙科学に関する研究（空気流による空音響の発生・伝播に関する
研究） 

東海旅客鉄道（株） 藤井 孝藏 1,000,000円 

15 宇宙科学に関する研究（無容器プロセスによる非平衡物質の創製） 学校法人芝浦工業大学 稲富 裕光 1,064,795円 

 
 

e. 補助金 
 

 研究課題 所属 氏名 金額 

1 
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 

宇宙飛翔工学研究系 松永 三郎 800,000円 

 
 

f. JAXA チャレンジ 
 

 研究課題 所属 氏名 

1 “コンタクトフリーなセンサウェブ衛星”の実現に向けた要素開発 ASTRO-Hプロジェクトチーム 夏苅 権  他 

2 
完全無擾乱の姿勢軌道制御機能有した衛星・探査機技術研究- 全光圧制
御宇宙機の実現化研究 

宇宙飛翔工学研究系 森 治  他 

3 MEMS技術の応用による超薄膜電池の研究 宇宙機応用工学研究系 曽根 理嗣 

 
 

g. オープンラボ 
 

 研究課題 ユニットリーダー 研究代表者 金額 

1 「ワイヤレスハーネス技術の宇宙機適用に関する研究開発」（継続） （株）国際電気通信基礎技術研究所 戸田 知朗 24,584,000円 

 
 

3．各種共同研究等 

a. 宇宙科学実験用設備を用いた共同利用研究 
（1）スペース・プラズマ実験装置を用いた共同利用研究 

 所属 氏名 研究課題 装置 

1-1 東北大学 熊本 篤志 
観測ロケット搭載用インピーダンスプローブのプラズ
マ内動作確認，及びプラズマウェイクの生成実験 

大型スペースサイエンス 
チェンバー 

1-2 宇都宮大学 齋藤 和史 
流れのある直流放電コンプレックス・プラズマにおけ
る渦・乱流構造 

小型チェンバー 

1-3 千葉大学 
Josaphat Te-
tuko Sri Su-
mantyo 

小型衛星 GAIA 搭載用電子密度，温度測定器の基礎実
験と技術的検証 

大型スペースチャンバー 

1-4 東京農工大学 篠原 俊二郎 
ヘリコン波プラズマ生成と宇宙プラズマ中の電磁波動
現象のシミュレーション 

高密度（磁化）プラズマ発生装置 

1-5 宇宙科学研究所/JAXA 阿部 琢美 
観測ロケットS-520-29号機搭載FLPの飛翔前機能確認
試験 

大型スペースサイエンス 
チェンバー 

1-7 宇宙科学研究所/JAXA 田中 孝治 大電力マイクロ波とプラズマの相互作用に関する研究 
大型スペースサイエンス 
チェンバー，中型チェンバー 
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 所属 氏名 研究課題 装置 

1-8 富山県立大学 石坂 圭吾 観測ロケット搭載用電波受信機の単体真空試験 大口径紫外光源付きチェンバー 

1-9 金沢大学 安藤 利得 
大口径電子ビームのカスプ磁場への入射とそれに伴う
プラズマの変化の観測 

高密度(磁化)プラズマ発生装置 

1-10 名古屋大学 下山 学 
S310-44 号機搭載の超熱的プラズマエネルギー分析器
の較正試験 

大型スペースサイエンスチェンバー，
大口径紫外光源付きチェンバー 

1-11 京都大学 小嶋 浩嗣 
室内シミュレーションによる波動粒子相互作用の直接
観測実験 

大型スペースサイエンス 
チェンバー 

1-12 新居浜工業高等専門学校 若林 誠 スペースチェンバー設置型インピーダンス・プローブの改良 
大型スペースサイエンス 
チェンバー 

1-13 九州大学 山本 直嗣 
自己判断能力を備えた長寿命・高効率ホールスラスタ
システムの開発 

大型スペースサイエンス 
チェンバー 

1-14 ― 上野 一磨 磁気プラズマセイル推力の地上評価実験 
大型スペースサイエンスチェンバー，
先端プラズマ推進実験用チャンバー 

1-15 宇宙科学研究所/JAXA 柴野 靖子 
ジオスペース探査衛星（ERG）搭載熱計装使用材料の
帯電特性試験 

中型チェンバー 

2-1 宇宙科学研究所/JAXA 淺村 和史 熱-低エネルギー帯プラズマ粒子分析器の開発 
低エネルギー荷電粒子計測器 
較正装置 

2-2 宇宙科学研究所/JAXA 笠原 慧 中間エネルギー粒子分析器の開発 
低エネルギー荷電粒子計測器 
較正装置 

2-3 宇宙科学研究所/JAXA 齋藤 義文 
SCOPE衛星搭載用低エネルギー電子・イオン同時計測
装置の開発 

低エネルギー荷電粒子計測器 
較正装置 

2-4 宇宙科学研究所/JAXA 齋藤 義文 月面太陽風イオン反射に関する実験室実験 
低エネルギー荷電粒子計測器 
較正装置 

2-5 宇宙科学研究所/JAXA 齋藤 義文 
ノルウェーの観測ロケット ICI-4 搭載低エネルギー電
子センサーLEP-ESAの開発 

低エネルギー荷電粒子計測器 
較正装置 

2-6 宇宙科学研究所/JAXA 船木 一幸 宇宙機用大電力プラズマ推進機の推進特性評価 
先端プラズマ推進実験用 
チャンバー 

2-7 宇宙科学研究所/JAXA 横田 勝一郎 
火星大気散逸探査ミッション用イオン同位体分析器の
開発 

低エネルギー荷電粒子計測器 
較正装置 

2-8 宇宙科学研究所/JAXA 横田 勝一郎 
ベッピコロンボ MMO 搭載用イオン質量分析器(MSA)
の開発 

低エネルギー荷電粒子計測器 
較正装置 

2-9 明石工業高等専門学校 梶村 好宏 
プラズマセイル併用型磁気ノズルスラスターの推力測
定実験 

先端プラズマ推進実験用 
チャンバー 

3-1 東北大学 槙原 幹十朗 
メカノクロミズム金属錯体を用いたスペースデブリ衝
突貫通穴の位置表示に関する研究 

新型 2段式軽ガス銃 

3-2 研究開発本部/JAXA 川北 史朗 
フレキシブル CIGS 太陽電池モジュールの微小粒子衝
突試験 

新型 2段式軽ガス銃 

3-3 研究開発本部/JAXA 松本 晴久 
宇宙機のデブリ衝突による電気的および機械的影響に
関する研究 

新型 2段式軽ガス銃 

3-4 研究開発本部/JAXA 松本 晴久 宇宙機搭載用デブリセンサの開発研究 新型 2段式軽ガス銃 

3-5 
有人宇宙ミッション本部 
/JAXA 

山口 孝夫 
次世代先端宇宙服 超高速衝突耐性を持つ生地条件の
評価 

新型 2段式軽ガス銃 

3-6 千葉工業大学 黒澤 耕介 
斜め天体衝突による衝撃蒸発過程の撮像・分光・生成
ガス同時計測 

新型 2段式軽ガス銃 

3-7 東京大学 杉田 精司 炭素質隕石衝突による有機物合成の模擬実験 新型 2段式軽ガス銃 

3-8 電気通信大学 柳澤 正久 衝突蒸気雲と固体壁の衝突 新型 2段式軽ガス銃 

3-9 東京薬科大学 横堀 伸一 
エアロゲルに高速衝突した微生物 DNA の遺伝子解析
方法の確立 

新型 2段式軽ガス銃 

3-10 研究開発本部/JAXA 東出 真澄 
曝露物回収による低高度軌道の微小デブリ分布計測法
の検討 

新型 2段式軽ガス銃 

3-11 研究開発本部/JAXA 藤田 和央 
火星ダストを模擬したエアロゲル軽ガス銃打ち込み試
験 

新型 2段式軽ガス銃 

3-12 
月・惑星探査 
プログラムグループ/JAXA 

澤田 弘崇 
弾丸式サンプリング方法による小惑星からの試料採取
に関する研究 

新型 2段式軽ガス銃 

3-13 宇宙科学研究所/JAXA 安部 正真 多孔質アルミを用いた軽量デブリバンパの研究 新型 2段式軽ガス銃 
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 所属 氏名 研究課題 装置 

3-14 宇宙科学研究所/JAXA 佐藤 英一 
宇宙構造材料の超高速衝突破壊挙動における微細構造
の影響 

新型 2段式軽ガス銃 

3-15 宇宙科学研究所/JAXA 鈴木 絢子 不規則な形状の面へのクレーター形成 新型 2段式軽ガス銃 

3-16 宇宙科学研究所/JAXA 田中 孝治 超高速度衝突における電気的現象に関する研究 新型 2段式軽ガス銃 

3-17 宇宙科学研究所/JAXA 長谷川 直 
堆積岩に対する衝突クレーター形成実験：大学院生を
対象とした人材育成のための衝突実験実習 

新型 2段式軽ガス銃 

3-18 宇宙科学研究所/JAXA 矢野  創 
生体高分子試料を含む氷衛星プリューム模擬微粒子のシリ
カエアロゲルへの超高速衝突実験及び試料の回収分析 

新型 2段式軽ガス銃 

3-19 静岡大学 三重野 哲 
窒素ガス中飛翔体衝突により発生する高温プルームの
測定と合成炭素化合物の分析 

新型 2段式軽ガス銃 

3-20 愛知東邦大学 高木 靖彦 衝突により岩石内に形成されるクラック密度の測定 新型 2段式軽ガス銃 

3-21 名古屋工業大学 西田 政弘 
超高速飛翔体衝突時に生成されるイジェクタサイズの
相似性に関する研究 

新型 2段式軽ガス銃 

3-22 大阪大学 柴田 裕実 
宇宙ダスト模擬衝突実験による生命の起源・化学進化
の研究 

新型 2段式軽ガス銃 

3-23 神戸大学 荒川 政彦 レゴリス層における衝突励起地震の実験的研究 新型 2段式軽ガス銃 

3-24 神戸大学 中村 昭子 
粉粒体標的および多孔質標的による弾丸捕獲と石化の
実験的研究 

新型 2段式軽ガス銃 

3-25 近畿大学 道上 達広 衝突破片の形状分布と小惑星イトカワ母天体の天体衝突 新型 2段式軽ガス銃 

3-26 岡山大学 嶌生 有理 
衝突による普通コンドライトの物理化学進化に関する
研究 

新型 2段式軽ガス銃 

3-27 九州工業大学 赤星 保浩 
国際標準 ISO11227 改訂へ向けた Ejecta 評価の斜め衝
突実験 

新型 2段式軽ガス銃 

3-28 ― 岡本 千里 小惑星レゴリス層へのクレーター形成実験 新型 2段式軽ガス銃 

3-29 ― 塩田 一路 多層複合材料を用いたデブリ防御の研究 新型 2段式軽ガス銃 

3-30 ― 山本 聡 
レーザー変位計を用いたその場計測による衝突クレー
ター形成過程の物理的解明 

新型 2段式軽ガス銃 

3-31 東京大学 杉田 精司 岩塊質なラブルパイル天体表層のクレーター形成実験 新型 2段式軽ガス銃 

 
（2）宇宙放射線装置を用いた共同利用研究 

 所属 氏名 研究課題 装置 

1 名古屋大学 金田 英宏 常温ウェハ接合 Ge:Ga遠赤外線検出器の開発 赤外線装置，高精度研磨器 

2 名古屋大学 松本 浩典 X線望遠鏡の軟 X線反射率測定実験 Ｘ線実験装置 

3 宇宙科学研究所/JAXA 松浦 周二 ロケット実験 CIBER-2の望遠鏡開発 赤外線装置 

4 愛媛大学 粟木 久光 非球面Ｘ線望遠鏡用基板の表面平滑化技術の確立 Ｘ線実験装置 

5 広島大学 深沢 泰司 位置検出型硬Ｘ線検出器の開発 
ワイヤボンダ，微小電流計，恒
温槽，高圧電源，容量計 

6 大阪大学 深川 美里 星周円盤を持つ前主系列星の変光観測 赤外線モニター観測装置 

 
（3）高速気流総合実験設備を用いた共同利用研究 

 所属 氏名 研究課題 
装置 

1 2 

1 名古屋大学 森 浩一 超音速パラシュートの空力特性  超音速風洞 

2 東海大学 水書 稔治 前向き空洞前面での衝撃波振動遷移の可視化計測  超音速風洞 
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 所属 氏名 研究課題 
装置 

1 2 

3 宇宙科学研究所/JAXA 小川 博之 
再使用観測ロケット遷音速/超音速空力特性の研究 
（その 1） 

遷音速風洞  

4 宇宙科学研究所/JAXA 小川 博之 
再使用観測ロケット遷音速/超音速空力特性の研究 
（その 2） 

 超音速風洞 

5 宇宙科学研究所/JAXA 野中 聡 再使用観測ロケット帰還飛行空力特性の研究 遷音速風洞  

6 宇宙科学研究所/JAXA 野中 聡 イプシロンロケット空力特性の研究 遷音速風洞 超音速風洞 

7 早稲田大学 佐藤 哲也 
極超音速エアインテークの性能および始動性に関する
研究 

 超音速風洞 

8 静岡大学 吹場 活佳 ノーズコーンからのジェット噴射による機体の姿勢制御 遷音速風洞 超音速風洞 

9 鳥取大学 川添 博光 惑星探査を目的とした有翼ウェーブライダーの空力特性 遷音速風洞 超音速風洞 

10 九州工業大学 坪井 伸幸 
ウェーブライダー形状の空力特性評価および AGARD-B
による風洞気流特性調査 

 超音速風洞 

11 龍谷大学 大津 広敬 空気力を効率良く利用できるバルート形状の検討  超音速風洞 

12 室蘭工業大学 棚次 亘弘 
舵面とエンジンを有する小型超音速飛行実験機の空力
特性の計測 

遷音速風洞 超音速風洞 

13 室蘭工業大学 東野 和幸 
GG-ATR エンジンのエアインテークの総合的空力特
性の評価 

遷音速風洞 超音速風洞 

14 宇宙科学研究所/JAXA 丸 祐介 遷・超音速流条件下におけるパラシュートの挙動の評価 遷音速風洞  

15 宇宙科学研究所/JAXA 丸 祐介 気球を利用した飛行実験機の空力特性の評価（その 1） 遷音速風洞 超音速風洞 

16 宇宙科学研究所/JAXA 丸 祐介 気球を利用した飛行実験機の空力特性の評価（その 2） 遷音速風洞 超音速風洞 

17 九州工業大学 平木 講儒 非定常衝撃波に関する研究（1） 遷音速風洞  

18 九州工業大学 平木 講儒 非定常衝撃波に関する研究（2） 遷音速風洞 超音速風洞 

19 九州工業大学 松本 剛明 超音速飛行用フラッシュ型エアデータシステムの開発 遷音速風洞  

20 九州工業大学 米本 浩一 サブオービタル有翼ロケットの高迎角空力特性の研究 遷音速風洞 超音速風洞 

21 千葉大学 前野 一夫 
三次元物体模型周りの超音速流密度場に対するBOS画
像定量計測 

 超音速風洞 

22 九州大学 麻生 茂 TSTO型宇宙往還機の空力特性に関する研究 遷音速風洞 超音速風洞 

23 九州大学 谷 泰寛 
モーフィング機能を有した宇宙往還機の空力特性改善
の研究 

遷音速風洞 超音速風洞 

24 宇宙科学研究所/JAXA 安部 隆士 柔軟エアロシェル大気圏突入実証機の空力特性試験 遷音速風洞 超音速風洞 

25 宇宙科学研究所/JAXA 藤井 孝藏 
プラズマアクチュエータによる遷音速翼失速制御 
（その 5） 

遷音速風洞  

26 宇宙科学研究所/JAXA 藤井 孝藏 
プラズマアクチュエータによる遷音速翼失速制御 
（その 6） 

遷音速風洞  

 
（4）惑星大気突入環境模擬装置を用いた共同利用研究 

 代表研究者所属 代表研究者 研究課題 

1 東京理科大学 小柳 潤 CFRPノズルの急速加熱時熱変形挙動の解明 

2 宇宙科学研究所/JAXA 山田 和彦 「はやぶさ」アブレータの熱空力特性取得試験 

3 名古屋大学 酒井 武治 アブレーションセンサーの開発 

4 東京理科大学 向後 保雄 多孔質炭素材料を用いた高強度軽量アブレータの創製 
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 代表研究者所属 代表研究者 研究課題 

5 日本大学 阿部 新助 隕石とポーラス人工流星のアブレーション・プラズマ分光計測 

6 九州工業大学 奥山 圭一 
超軽量多孔質 CFRP を用いた熱防御システム設計技術構築と超小型プローブを
用いた実証 

7 首都大学東京 佐原 宏典 人工流星源の発光分光計測と機械強度の評価 

 

（5）あきる野実験施設を用いた共同利用研究 

 所属 氏名 研究課題 装置 

1 宇宙科学研究所/JAXA 志田 真樹 
GH2/GO2-RCSの研究（再使用高頻度宇宙輸送・統合推
進系要素研究） 

高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

2 宇宙科学研究所/JAXA 曽根 理嗣 閉鎖環境用燃料電池 運転試験 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

3 創価大学 西山 道子 光ファイバ水素ガス漏洩検知センサの研究 
高圧水素ガス・酸素ガス供給設備，
真空バッファタンク 

4 宇宙科学研究所/JAXA 川口 淳一郎 自己加圧系 N2O/エタノール推進系の研究 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

5 宇宙科学研究所/JAXA 川口 淳一郎 N2O発電装置の研究 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

6 宇宙科学研究所/JAXA 川口 淳一郎 推進電力統合型燃料電池システムの研究 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

7 静岡大学 吹場 活佳 ラムジェットエンジン燃焼器の着火実験 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

8 宇宙科学研究所/JAXA 嶋田 徹 
技術実証用ハイブリッドロケットエンジンシステム
（HTE-5-1）による GOXを用いた性能取得/技術実証試験 

高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

9 宇宙科学研究所/JAXA 嶋田 徹 
技術実証用ハイブリッドロケットエンジンシステム
（HTE-5-1）の LOX供給設備の構築および LOX気化試験 

高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

10 宇宙科学研究所/JAXA 堀 恵一 GAPを用いたハイブリッドロケットの研究 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

11 宇宙科学研究所/JAXA 堀 恵一 次世代低毒性 1液スラスタの研究開発 
スラスタ燃焼試験装置，真空ポン
プ，真空バッファタンク 

12 長岡技術科学大学 勝身 俊之 次世代低毒性 1液スラスタ用インジェクタの研究開発 
スラスタ燃焼試験装置，真空ポン
プ，真空バッファタンク 

13 秋田大学 和田 豊 GAPを用いた LOX気化技術の検証実験 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

14 宇宙科学研究所/JAXA 後藤 健 軽量低コストノズルライナーのエロージョン試験 高圧水素ガス・酸素ガス供給設備 

15 宇宙科学研究所/JAXA 嶋田 徹 
旋回強度制御を利用したハイブリッドロケットの燃料
後退速度制御 

高圧水素ガス・酸素ガス供給設備，
大扉側煙道 

 
（6）JAXA スーパーコンピュータを用いた共同利用研究 

 研究代表者所属 研究代表者 研究課題 

1 東北大学大学院理学研究科 野口 正史 宇宙初期における天体の形成過程 

2 東海大学工学部 高橋 俊 直交格子法を用いた固気液三相圧縮性流体解析コードの開発と応用 

3 九州工業大学工学院工学研究院 米本 浩一 完全再使用型宇宙輸送システムの空力解析 

4 九州大学大学院理学研究院 町田 真美 ブラックホール X線連星状態遷移時の遷移経路決定機構の解明 

5 北海道大学大学院理学研究院 小高 正嗣 惑星大気の対流構造の比較数値モデリング 

6 九州工業大学大学院工学研究院 坪井 伸幸 ロケットエンジンおよび超音速飛翔体用エンジンに関する燃焼流体の研究 

7 東海大学工学部 福田 紘大 DNS解析に基づく高マッハ数混相乱流 LESモデルの構築 

8 大阪大学大学院基礎工学研究科 後藤 晋 発達した乱流の大規模数値シミュレーション研究 
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 研究代表者所属 研究代表者 研究課題 

9 神戸大学大学院理学研究科 高橋 芳幸 惑星大気大循環モデルの開発と気候の多様性に関する数値実験 

10 名古屋大学大学院工学研究科 佐宗 章弘 3次元超音速飛行体周りの圧力場計算 

11 東北大学大学院工学研究科 塚田 隆夫 
高精度単結晶成長プロセスシミュレーションによる革新的 SiGe単結晶成長技術
の確立 

12 カリフォルニア大学デービス校 松井 宏晃 
地球および惑星磁場成因解明のためのダイナモシミュレーションに対する SGS
モデルの構築 

13 中京大学工学部 村中 崇信 荷電粒子ビーム装置を用いた星帯電制御の解析 

14 北海道大学大学院理学研究院 倉本 圭 水星の材料物質の起源，熱史，および磁場生成 

15 横浜国立大学大学院工学研究院 宮路 幸二 飛翔体の空力・構造・飛行力学連成解析に関する研究 

 
 

ｂ. 国際共同ミッション推進研究 
（第 1回） 

 代表研究者所属 代表研究者 研究課題 

1 山形大学 郡司 修一 
小型衛星及びスペースステーション搭載用のガンマ線バースト偏光度検出器の
耐震試験 

2 早稲田大学 本間 敬之 ISS利用による電池安全性評価 

 

（第 2回） 

 代表研究者所属 代表研究者 研究課題 

1 東京大学 吉川 一朗 
UPI（かぐや衛星），Phebus（ベッピコロンボ），LAICA（はやぶさ２相乗り）
の開発成果を生かしたロシアの月ミッション（Lunar-globe）への参画 

2 北海道大学 木村 勇気 ホワイトサンズの利用による試料回収可能な微小重力実験機会の獲得 

3 名古屋大学 松本 浩典 X線天文衛星 Athenaの assessment phaseにおける日本グループの活動調査費 

 
 

c. ISAS 教育職職員申請による特定課題共同研究員 
 

 所属機関 氏名 研究課題 研究期間 申請教員 

1 会津大学 奥平 恭子 
宇宙構造材料の超高速衝突破壊挙動 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

佐藤 英一 
2 法政大学 新井 和吉 

3 九州大学 野口 高明 
惑星物質試料受入設備の機能性能確認とはやぶさおよ
びはやぶさ２試料取り扱いリハーサル 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

安部 正真 4 九州大学 岡崎 隆司 

5 東北大学 中村 智樹 

6 首都大学東京 北薗 幸一 発泡アルミニウムを用いた着陸衝撃吸収脚の研究 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

佐藤 英一 

7 首都大学東京 筧 孝次 金属・合金の低温クリープ 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

佐藤 英一 

8 物質・材料研究機構 志波 光晴 非破壊信頼性評価 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

佐藤 英一 

9 神戸大学 岡本 千里 

たんぽぽ実験の軌道上運用と地球回収後解析に関する
研究 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

矢野  創 

10 ― 田端 誠 

11 横浜国立大学 小林 憲正 

12 会津大学 奥平 恭子 

13 三重大学 加藤 浩 
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 所属機関 氏名 研究課題 研究期間 申請教員 

14 神戸大学 中川 和道 

たんぽぽ実験の軌道上運用と地球回収後解析に関する
研究 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

矢野  創 

15 大阪大学 薮田 ひかる 

16 筑波大学 富田-横谷 香織 

17 長岡技術科学大学 今井 栄一 

18 東京工科大学 佐々木 聰 

19 東京工業大学 林 宣宏 

20 東京薬科大学 横堀 伸一 

21 福岡工業大学 三田 肇 

22 東京工科大学 今仁 順也 
H26.4.9 ～ 
H27.3.31 

23 ― 栗原 宜子 CASSIOPE 衛星搭載中性粒子質量速度測定器（NMS）
の観測データ解析 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

早川  基 
24 北海道大学 栗原 純一 

25 ― 浅田 健吾 
革新的宇宙輸送システムに向けた流れ制御の過渡的現
象理解に関する研究 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

藤井 孝藏 

26 ― 平井 隆之 
木星圏探査セイル搭載用 PVDF 型宇宙塵計測器エレク
トロニクスの較正・開発 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

阿部 琢美 

27 駒澤大学 金尾 美穂 「ひので」の観測データを用いた金星大気物理の研究 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

中村 正人 

28 工学院大学 塩田 一路 新規概念による軽量デブリシールドの開発 H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

田中 孝治 

29 国立天文台 吉田 鉄生 超高光度 X線点源の正体の探究 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

海老沢 研 

30 国立天文台 山田 竜平 
将来惑星内部構造探査用観測機器の開発と科学成果の
評価 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

田中  智 

31 国立天文台 伊藤 孝士 
近地球小惑星の力学進化が惑星形成に及ぼす影響の観
測的・数値的研究 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

吉川  真 

32 東京電機大学 井上 浩三郎 「あかつき」を用いた衛星無線回線の通信品質の研究 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

戸田 知朗 

33 東京理科大学 山本 誠 宇宙空間における輸送に関する数値解析研究 H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

藤井 孝藏 

34 東京理科大学 亀谷 和久 インジウム・リン(InP)素子を用いた 43GHz帯高感度ミ
リ波受信機の開発 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

坪井 昌人 
35 法政大学 春日 隆 

36 東京理科大学 相馬 央令子 
超高速衝突に伴う電磁波放射の特性調査およびデブリ
衝突検出系の検討 

H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

田中 孝治 

37 北海道大学 椿野 大輔 革新的宇宙輸送システムに向けた高速流体制御の研究 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

藤井 孝藏 

38 名古屋大学 西野 真木 SELENE観測データによる月周辺電磁気環境の調査 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

藤本 正樹 

39 ― 上野 一磨 磁気プラズマセイルの研究 
H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

船木 一幸 

40 東京大学 前田 惟裕 小型衛星の通信・観測方式及び運用方法の研究（その 3） H26.4.1 ～ 
H27.3.31 

齋藤 宏文 

41 国立天文台 竝木 則行 
レーザ高度計の科学観測への応用に関する研究 

H26.4.9 ～ 
H27.3.31 

水野 貴秀 
42 千葉工業大学 千秋 博紀 

43 東京農業大学 石井 忠司 水サイクル宇宙推進システムの軌道上運搬機への応用 
H26.4.9 ～ 
H27.3.31 

田中 孝治 

44 東京理科大学 久保田 勇希 
炭素繊維強化フェノール樹脂アブレータの熱物性算出
モデルの確立 

H26.4.9 ～ 
H27.3.31 

八田 博志 

45 高知工科大学 岡 宏一 宇宙探査ロボットの制御 
H26.4.23 ～ 
H27.3.31 

久保田 孝 

46 順天堂大学 榊原 直樹 レーザ計測および関連技術のレーザ医療への応用研究 
H26.4.23 ～ 
H27.3.31 

水野 貴秀 

47 東京農工大学 西田 浩之 
垂直離着陸型再使用ロケットの帰還飛行時における空
力特性制御の研究 

H26.4.23 ～ 
H27.3.31 

稲谷 芳文 

48 日本原子力研究開発機構 上原 和也 
コンパクト核融合炉の基礎研究とスペースプラズマへ
の応用 

H26.4.23 ～ 
H27.3.31 

船木 一幸 
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 所属機関 氏名 研究課題 研究期間 申請教員 

49 北海道大学 福原 哲哉 
50kg 級地球観測衛星の赤外画像データの X バンド受信
に係る研究 

H26.4.23 ～ 
H27.3.31 

齋藤 宏文 

50 大阪府立大学 上田 純一 宇宙環境を利用した植物の重力応答反応機構および姿
勢制御機構の解析 

H26.5.14 ～ 
H27.3.31 

東端  晃 
51 大阪府立大学 宮本 健助 

52 ― 杉本 洋平 
地球近傍小惑星（NEO: Near Earth Objects）とスペース
ガードに関する研究 

H26.5.28 ～ 
H27.3.31 

吉川  真 

53 宇宙科学研究所 栗林 一彦 無容器プロセスによる非平衡物質の創製 
H26.5.28 ～ 
H27.3.31 

稲富 裕光 

54 慶應義塾大学 石上 玄也 
探査ロボットの超高速移動を実現する自律システムの
研究開発 

H26.6.11 ～ 
H27.3.31 

久保田 孝 

55 横浜国立大学 三宅 淳巳 高エネルギーイオン液体推進剤の研究 
H26.7.23 ～ 
H27.3.31 

羽生 宏人 

56 国立天文台 河野 裕介 

気球VLBI電波望遠鏡に搭載するゴンドラ位置補償シス
テムの開発 

H26.7.23 ～ 
H27.3.31 

土居 明広 

57 国立天文台 金口 政弘 

58 国立天文台 山下 一芳 

59 国立天文台 小山 友明 

60 国立天文台 松本 尚子 

61 国立天文台 本間 希樹 

62 国立天文台 鈴木 駿策 

63 大阪府立大学 木村 公洋 

64 奈良女子大学 野口 克行 
電波掩蔽観測データを用いた火星大気熱構造に関する
基礎的研究 

H26.8.27 ～ 
H27.3.31 

今村  剛 

65 北海道大学 高橋 裕介 
柔軟構造体を利用した先進的大気圏飛翔体の関する数
値解析 

H26.8.27 ～ 
H27.3.31 

山田 和彦 

66 北海道大学 高橋 幸弘 

気球搭載望遠鏡による惑星大気観測 
H26.8.27 ～ 
H27.3.31 

吉田 哲也 

67 北海道大学 渡辺 誠 

68 大阪大学 莊司 泰弘 

69 東北大学 吉田 和哉 

70 東北大学 坂本 祐二 

71 立教大学 田口 真 

72 明星大学 小山 昌志 大型構造体Thermography検査に向けた加熱装置の開発 
H26.10.1 ～ 
H27.3.31 

八田 博志 

73 東京理科大学 板垣 昌幸 
インピーダンス情報を利用した衛星搭載バッテリの状
態推定の研究 

H26.10.22 ～ 
H27.3.31 

福田 盛介 

74 首都大学東京 小林 訓史 高精度大型構造システムの研究開発 
H27.1.9 ～ 
H27.3.31 

後藤  健 

75 国立天文台 関本 裕太郎 
ミリ波帯用 OMT（orthogonal mode transducer）および
30～60GHz帯用 LNAの研究 

H27.3.11 ～ 
H27.3.31 

川﨑 繁男 

 

 

4．国際協力 
 宇宙科学では，近年，国際協働による活動が質量とも
に飛躍的に増大している．日本の宇宙科学をバランスよ
く発展させるためには，世界各国の宇宙科学の最新動向
を的確に把握し，世界の発展段階や共通の問題意識を十
分考慮に入れながら，戦略的に対外対応に当たるという
姿勢が必要である．現在，日本はＸ線天文学，宇宙プラ
ズマ物理学，電波天文学，太陽物理学，太陽系探査科学
の各分野において世界をリードする実績をあげている．

宇宙科学研究所は，今後も，大学共同利用システムを担
う機関として科学研究における国際的リーダーシップを
発揮する大切な役割と責任があると言えよう．宇宙科学
研究所では，これらを常に念頭に置き，宇宙科学の推進
に必要な理工学の研究において，国際的な協働活動が更
に円滑かつ適切に進むよう，海外の宇宙機関，研究所，
大学等との戦略的な対話を継続している． 
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