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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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a. 運用段階の衛星ミッションの国際協力 
件  名 打上げ年 ミッションの概要 協力相手方 協力相手方の責務 

磁気圏尾部観測衛星 
「GEOTAIL」 

1992年7月24日 

「GEOTAIL」は NASAとの共同
ミッション．地球磁気圏尾部の
構造とダイナミクスの研究，太
陽地球系物理学国際共同観測
計画（ISTP）への参加が目的． 

NASA（アメリカ航空宇宙局） ロケットの打上げと約 1/3 の観測
機器を提供． 

MPS（ドイツ・マックスプラ
ンク太陽系研究所） 

高エネルギー粒子計測装置
（HEP）の低エネルギー粒子探知
機（LD）を提供． 

X線天文衛星「すざく」 
（ASTRO-EII） 

2005年7月10日 

「すざく」は，様々な X線天体に
ついて，従来の衛星に比べ，広
いエネルギー領域とより高いエ
ネルギー分解能かつ高感度で観
測することで，宇宙の構造と進
化の解明（宇宙最大の規模を持
つ銀河団が衝突・合体した時の
ガス運動の挙動，ブラックホー
ル直近領域の探査等）に挑む． 

NASA（米），マサチューセ
ッツ工科大学（米） 

X 線反射望遠鏡（XRT），精密
X 線分光器（XRS）等を日米共
同で開発． 

ESA（欧州宇宙機関） 
ESAの研究者が「すざく」の科学
アドバイザーとして参加． 

ISRO（インド宇宙研究機関） 
ISROの「ASTROSAT」衛星（2015
年打上げ予定）との共同観測（協
議中）． 

太陽観測衛星「ひので」 
（SOLAR-B） 

2006年9月23日 

世界に開かれた軌道上太陽天文
台として，太陽表面や太陽コロ
ナで起こる様々な爆発現象や加
熱現象を観測．太陽大気中で発
生する磁気エネルギーの変動現
象を捉え，太陽の外層大気であ
るコロナの成因，および光球で
の磁気構造の変動とコロナでの
ダイナミックな現象の関係など
の宇宙プラズマ物理学の基本的
諸問題を解明する． 

NASA（米） 

可視光磁場望遠鏡（SOT），X
線望遠鏡（XRT）等を日米共同
で開発．また，極端紫外線撮像
分光装置（EIS）を日米英で共同
開発． 

STFC（英国科学技術会議） 
極端紫外線撮像分光装置（EIS）
を日米英で共同開発． 

ESA（欧），NSC（ノルウェ
ー宇宙センター） 

「ひので」の科学データの受信を
ノルウェーの受信設備で実施． 

金星観測衛星「あかつき」 
（PLANET-C） 

2010年5月21日 

惑星を取り巻く大気の運動の
仕組みを本格的に調べる世界
初のミッションとして，金星の
雲の下に隠された気象現象を，
新開発の赤外線観測装置等を
用いて周回軌道から精密観測．
これにより，従来の気象学では
説明できない金星の大気力学
（惑星規模の高速風）のメカニ
ズムを解明し，惑星における気
象現象の包括的な理解を得る． 

NASA（米） 
「あかつき」の深宇宙ネットワー
ク（DSN）追跡データ等の提供，
サイエンス支援． 

ESA（欧） 
ESAの Venus Expressチームの
研究者が共同研究者として参
加． 

小惑星探査機「はやぶさ２」 2014年12月3日 

Ｃ型小惑星「1999 JU3」からの
サンプルリターンを行い，太陽
系内の物質分布や起源と進化
過程についての知見を得る． 

NASA（米） 

深宇宙ネットワーク（DSN）に
よる「はやぶさ２」の追跡・管
制支援，小惑星地上観測支援，
OSIRIS-RExのサンプル提供等. 

DLR（独） 
「はやぶさ２」の追跡支援，微小
重力実験支援. 

豪州国防省，産業省（豪） 
サンプル回収カプセル帰還時
の，豪州への着陸許可，着陸運
用の支援． 

（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件） 

ガンマ線バースト観測衛星
「Swift」 

2004年11月20日 

「Swift」は米国，イギリス，イ
タリアによる国際共同ミッシ
ョン．宇宙最大の爆発現象であ
るガンマ線バーストが，どこで
どのように発生するのかを探
究する． 

NASA（米） 

日本は JAXA，埼玉大学，東京大
学が大面積ガンマ線検出器
（BAT）を提供． 
 

磁気圏探査衛星群 
「THEMIS計画」 

2007年2月17日 

「THEMIS」は米国主導のミッ
ション．５機の磁気圏探査衛星
と全天カメラ，磁場観測装置を
組み合わせて，オーロラが爆発
的に発達する現象「サブストー
ム」の発生機構を解明する． 

NASA（米），カリフォルニ
ア大学バークレー校（米） 

日本は JAXA の研究者がサイエ
ンス担当として参加． 
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件  名 打上げ年 ミッションの概要 協力相手方 協力相手方の責務 

ガンマ線宇宙望遠鏡 
「Fermi」 

2008年6月11日 

「Fermi」は米国，フランス，ド
イツ，日本，イタリア，スウェ
ーデンも参加する国際共同ミ
ッション．ブラックホールや中
性子星，活動銀河核（AGN），
超新星残骸やガンマ線バース
トと呼ばれる宇宙で最もエネ
ルギーの高いと思われる謎の
爆発現象の観測などを行う． 

NASA（米） 
日本は広島大学がガンマ線大面
積望遠鏡（LAT）の半導体セン
サーを提供． 

カナダ小型衛星計画 
「CASSIOPE」 

2013年9月29日 

「CASSIOPE」はカナダ初の小型
衛星プロジェクト．極域からの
大気流出機構の解明を主目的
として，地球磁気圏や大気圏の
太陽による影響を観測する． 

カルガリー大（加） 
JAXA は E-POP と呼ばれる８台
の観測装置のうちの１台（中性
粒子分析器）を提供． 

韓国科学技術衛星 
「STSAT-3」 

2013年11月21日 
「STSAT-3」は韓国の科学技術
衛星であり，大気観測や環境監
視のほか，銀河を観測する． 

KASI（韓国天文宇宙科学研
究院） 

JAXA は 赤 外 線 観 測 装 置
（MIRIS）の望遠鏡システム開発
を技術支援． 

磁気圏衛星「MMS」 2015年3月12日 

「MMS」は NASA 主導のミッシ
ョン．同一構成の 4 機衛星を用
いた超高時間分解観測によっ
て，磁気リコネクションをはじ
めとした地球周辺空間におこる
宇宙プラズマ現象を解明する． 

NASA（米） 
JAXA は「MMS」の高時間分解
能粒子観測器（FPI）のイオン観
測器（DIS）開発を技術支援． 

 

b. 開発段階の衛星ミッションの国際協力 
件  名 打上げ年 ミッションの概要 協力相手方 協力相手方の責務 

X線天文衛星「ASTRO-H」 2015年度予定 

日本が米国，欧州と共に開発を
進めている科学衛星．過去最高
の高感度 X線観測を行い，ブラ
ックホールの周辺や超新星爆
発など高エネルギーの現象に
満ちた極限宇宙の探査・高温プ
ラズマに満たされた銀河団の
観測を行い，宇宙の構造やその
進化を探ることを目的とする． 

NASA（米） 
X 線マイクロカロリメータセ
ンサー部，軟 X線望遠鏡等を
提供． 

スタンフォード大学（米） 
軟ガンマ線検出器（SGD）開
発を技術支援． 

ESA（欧） 
観測機器用高圧電源装置等を
提供． 

SRON（オランダ宇宙研究機関） 
X 線マイクロカロリメータ用
フィルターホイール等を提
供． 

DIAS（アイルランド・ダブリ
ン高等研究所） 

DIASの研究者が「ASTRO-H」
の科学アドバイザーとして参
加． 

CSA（加） 
硬 X 線望遠鏡用アライメント
測定装置（CAMS）を提供． 

APC/CEA/IRFU（仏） 
硬 X 線検出器開発を技術支
援． 

ジオスペース探査衛星 
「ERG」 

2016年度予定 

地球近傍の宇宙空間であるジ
オスペースの放射線帯（ヴァ
ン・アレン帯）に存在する，太
陽風の擾乱に起因する宇宙嵐
にともなって生成と消失を繰
り返している高エネルギー電
子がどのようにして生まれて
くるのか，そして宇宙嵐はどの
ように発達するのかを明らか
にする． 

NASA（米） 
NASAの「Van Allen Probes」
との共同観測． 

CSA（加） 
CSAの「ORBITALS」衛星と
の共同観測． 

AS（台湾中央研究院） 
低エネルギー電子観測機器
（LEP-e）を提供． 
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件  名 打上げ年 ミッションの概要 協力相手方 協力相手方の責務 

水星探査計画 
「Bepi Colombo」 

2016年度予定 

日本と ESA 初の本格的な国際
共同ミッション． 
ESA の開発する水星表面探査
機「MPO」と JAXAの開発する
水星磁気圏探査機「MMO」の 2
機の衛星を用いて，謎に満ちた
水星の磁場・磁気圏・内部・表
層に渡る総合観測を行い，水星
の現在と過去を明らかにする． 

ESA（欧） 
「MPO」の開発，ロケットの
打上げ等． 

CNES（フランス国立宇宙研究
センター） 

「MMO」搭載の粒子系観測
器（MPPE），波動観測器
（PWI）の一部を提供．また，
「MPO」搭載の紫外光観測器
（PHEBUS）を日仏で共同開
発． 

IWF（オーストリア宇宙科学研
究所） 

「MMO」搭載の磁場計測器
（MGF）を提供． 

SNSB（スウェーデン国立宇宙
委員会） 

「MMO」搭載の中性粒子計
測器（ENA），電界計測器
（MEFISTO）を提供． 

FSA（ロシア連邦宇宙局） 
「MMO」搭載の水星大気分光
撮像装置（MSASI）を提供． 

DLR（ドイツ航空宇宙センタ
ー） 

「MMO」搭載のイオン質量分
析器用の関連機器を提供． 

 

c. 準備/提案中の衛星ミッション（国際協力について調整中） 
件  名 打上げ年 ミッションの概要 協力相手方 協力相手方の責務 

次世代赤外線天文衛星
「SPICA」（プリプロジェクト） TBD 

赤外線における高感度観測に
より，「ビッグバンから生命の
誕生まで」の宇宙史の本質的過
程を解明する． 

ESA（欧） 協議中 

SAFARIコンソーシアム（欧，加） 協議中 

太陽観測衛星「SOLAR-C」
（WG） 

TBD 
「SOLAR-C」は太陽磁場の起源
や彩層の生成などの謎を解明
する計画． 

NASA（米） 協議中 

ESA（欧） 協議中 

（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件） 

木星氷衛星探査機 
「JUICE」（WG） 
 

2022年予定 

「JUICE」は ESA 主導のミッシ
ョン．木星及び木星を周回する
大きな衛星（ガニメデ，カリス
ト，エウロパ）の地表のマッピ
ング，内部の調査等を行い，生
命が存在しないかの調査等を
行う． 

ESA（欧），DLR（独）等 協議中 

高エネルギー天体物理学先
進望遠鏡「ATHENA」（WG） 2028年予定 

「ATHENA」は ESA主導のミッ
ション．ブラックホールに落ち
込む直前の超高温物質を観測
し，銀河の形成と進化における
ブラックホールの基本的な役割
などを解明する． 

ESA（欧） 協議中 

 

d. 宇宙環境利用科学ミッションの国際協力 
件  名 打上げ年 ミッションの概要 協力相手方 協力相手方の責務 

JEM搭載全天 X線監視装置
「MAXI」 

2009年 7月 

「MAXI」は国際宇宙ステーショ
ンの日本実験棟「きぼう」の曝
露部を利用して，大気の無い宇
宙空間から絶えず全天の X線天
体を監視し，予測できない天体
の変動を捉える． 

Swift衛星チーム（米，英等） 「Swift」衛星との共同観測． 
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JEM 搭載超伝導サブミリ
波リム放射サウンダ 
「JEM/SMILES」 

2009年 9月 

「JEM/SMILES」は国際宇宙ス
テーションの日本実験棟「きぼ
う」の曝露部を利用して，成層
圏大気中の微量分子を高感度
で測定し，地球規模でその分布
と変化を明らかにする． 

NASA（米），NCAR（米） 

データ解析に使用する気象解
析データの提供（NASA），化
学輸送モデル計算データの提
供 （NCAR）． 

（以下，海外の衛星ミッションとの協力案件） 

材料科学に係る地上共同研
究 

2015年予定 

中国の回収衛星により，微小重
力環境下で育成した，地上では
高品質化が困難な混晶半導体
の結晶を地上に持ち帰ってか
ら共同で分析する． 

SICCAS（中国科学院上海珪酸
塩研究所） 

JAXA は地上に持ち帰られた結
晶を SICCAS とともに分析予
定． 

日印共同ライフサイエンス
実験 

2015年以降 

インド回収型科学実験衛星
（SRE2）を用いて微小重力下で
藍藻を使った生命科学実験を
行い，宇宙環境が生物に影響を
及ぼすメカニズムの解明に資
する研究を行う． 

ISRO（印） 
JAXA は微生物培養実験装置を
提供予定． 

 

e. 観測ロケット実験の国際協力 
件  名 打上げ年 実験の概要 協力相手方 協力相手方の責務 

超高層大気の観測実験 
「WIND-Ⅱ」 

2012年 1月 

地球と宇宙の境界領域である
熱圏と呼ばれる領域で，近年の
レーダー観測から明らかにな
った擾乱現象の原因を探るこ
とや，「電離層 F層」からその
下の「電離層 E層」までの領域
での中性大気と電離大気の間
で繰り広げられるエネルギー
のやり取りを調べる． 

カルガリー大学（加） 
イメージングイオン質量分析
計（IRM）を提供． 

クレムソン大学（米） 地上観測における協力． 

（以下，海外ミッションとの協力案件） 

昼間下部熱圏風日米共同観
測ロケット実験 
「Daytime Dynamo」 

2011年 7月，
2013年 7月 

NASAの観測ロケットを用いた
高層大気の観測実験．電離圏プ
ラズマの直接観測と日中の風
速測定を同時に行い，スポラデ
ィックE層生成のメカニズムを
解明する． 

NASA（米） 
JAXA はリチウム噴射装置の提
供，技術支援． 

ノルウェー観測ロケット実
験「ICI－3」 

2011年 11月 

大規模プラズマ流の中に存在
する逆向きのプラズマ流
（Reversed Flow Channel）にお
けるプラズマ擾乱を観測する． 

オスロ大学（ノルウェー） 
JAXA は電子密度擾乱測定器と
低エネルギー電子計測器を提
供． 

太陽硬 X線観測計画 
 「FOXSI/FOXSI2」 

2012年 11月， 
2014年 12月 

直接撮像による高感度硬 X 線
太陽撮像分光観測のコンセプ
トの実証，小規模のフレアの高
感度観測を目的とする． 

カリフォルニア大学バークレー
校宇宙科学研究所（米） 

JAXA は両面シリコンストリッ
プ検出器（DSSD），両面カドミ
ウムストリップ検出器（CdTe 
DSD）を提供． 

ノルウェー観測ロケット実
験「ICI－4」 

2015年 2月 

プラズマ擾乱領域のその場観
測を実施すると共に，これまで
に得られたデータを同時に解
析することによって，昼間側カ
スプ領域で発生するプラズマ
密度擾乱現象の総合的な理解
を目指す． 

オスロ大学（ノルウェー） 
JAXA は電子密度擾乱測定器と
低エネルギー電子計測器を提
供． 

This document is provided by JAXA.
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件  名 打上げ年 実験の概要 協力相手方 協力相手方の責務 

量子力学的ハンレ効果を利
用しライマンα線で太陽彩
層・遷移層の磁場を計測す
る国際共同観測ロケット実
験「CLASP」 

2015年予定 

太陽の彩層・遷移層（彩層とコ
ロナの間の薄い層）から放たれ
るライマンα線（水素原子が出
す真空紫外線域・波長 121．6nm 
の輝線）を偏光分光観測する装
置で，観測ロケットを用いて宇
宙空間に打上げ，観測を行う． 

NASA（米） 
観測ロケットの打上げ，搭載科
学コンピュータ，CCD カメラ
の提供． 

CNES（仏） 回折格子の提供． 

オスロ大学（ノルウェー） 彩層大気構造モデル計算． 

カナリー天体物理学研究所（ス
ペイン） 

ハンレ効果のモデル計算． 

 

f. 大気球実験の国際協力 
件  名 実験・協力の概要 協力相手方 協力相手方の責務 

日伯共同気球実験 

硬 X 線撮像観測や遠赤外線干渉
計による天文観測，次世代気球の
飛翔性能試験などの共同気球実
験を行う． 

INPE（ブラジル航空宇宙研究所） 
JAXAと共同で，観測機器及び気
球の飛行操作，回収等． 

日米共同気球実験 
「BESS/BESSII」 

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，日米共同で気球搭
載型超伝導スペクトロメータを
用いた宇宙粒子線観測実験を行
う． 

NASA（米） 
気球実験に関わる運用，科学機器
のアップグレード等． 

日印共同気球実験 

インドの口径１ｍの大型気球搭
載望遠鏡に，JAXAの高感度なフ
ァブリ・ペロー分光器を搭載し，
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
験を行う． 

タタ基礎科学研究所（印） 気球実験に関わる運用等． 

プロトタイプ気球実験計画 
「GAPS」 

宇宙線中に微量に含まれている
反粒子を高感度で探索すること
で，ダークマターの解明など宇宙
物理学的な課題に挑む． 

コロンビア大学（米） 
JAXAと共同で，観測機器等を開
発． 

日仏大気球共同実験協力 
海上回収技術に関する協力をは
じめ，今後より幅広い協力関係の
構築に向けた情報交換等を行う． 

CNES（仏） 
着水後の気球システム長時間追
尾に関わる情報等を提供． 

日インドネシア熱帯大気研究協力 

熱帯対流圏界層（TTL）から成層
圏までの大気の運動や化学過程
を様々な観測によって総合的な
研究を実施． 

LAPAN（インドネシア） 
観測とモニタリングのために適
切な施設の提供及びインドネシ
ア共和国内での研究許可取得等． 

 

g. 海外の大学等との宇宙科学分野における包括協定 
相 手 方 内  容 

SRON（蘭） 
将来の宇宙科学研究発展を視野に入れ，両機関の協力の可能性について協議を行
う． 

スタンフォード大学（米） 両組織の連携・協力を推進し，宇宙科学分野における学術研究，研究開発と教育
の発展に貢献するための枠組みを検討する． 

イェール大学（米） 両組織の連携・協力を推進し，宇宙科学分野における学術研究，研究開発と教育
の発展に貢献するための枠組みを検討する． 
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