
S会場

OS-01 次世代宇宙ミッションと技術(その1) 11月20日　9:40～12:00 司会：小澤　悟（JAXA）

1S01 将来の海洋観測ミッションにおけるシステム検討について ○宮下直樹, 児子健一郎, 小林高士(JAXA)

1S02 干渉SAR方式による海面高度計センサの検討 ○矢島由貴江, 植松明久, 中村良子, 中島康裕, 佐藤亮太, 海面高度計検
討チーム (JAXA)

1S03 SDS-4搭載の衛星AISの利用成果について ○押村康一, 朴澤佐智子(JAXA)

1S04 衛星AISに関する技術実証実験（SPAISE1&2)について ○篠原季次, 高畑博樹, 山川史郎, 小川康雄, 吉本弘正, 安部眞史, 宮下
直樹(JAXA)

1S05 SPAISE2受信システムの開発について ○小林治伸(NEC), 山川史郎, 篠原季次, 吉本弘正, 安部真史(JAXA), 寺
田岳大, 榎本昭吾(NEC), 平山勝規, 宮下雄樹(NTスペース）

1S06 次世代降水観測レーダミッション構想 ○古川欣司, 沖理子, 可知美佐子, 久保田拓志, 首藤泰雄, 小林高士
(JAXA), 高橋暢宏, 花土弘(NICT), 牛尾知雄(阪大)

1S07 雲プロファイリングレーダ(CPR) 電気・レーダ性能試験結果 ○徳永恭子(NTスペース), 新井武(NEC), 行實昌和(NEC航空宇宙システ
ム), 中塚大貴(JAXA), 大野裕一(NICT)

OS-01 次世代宇宙ミッションと技術(その2) 11月20日　14:10～15:30 司会：富田 英一（JAXA）

1S08 将来の地球観測に向けた光学センサ技術の研究 ○片山晴善, 加藤恵理, 室岡純平, 原田昌朋, 内藤聖貴, 今井正, 佐藤亮
太(JAXA)

1S09 植生ライダーの研究開発状況 ○室岡純平, 山川史郎, 佐藤亮太, 今井正, 鈴木桂子, 小林高士(JAXA),
浅井和弘(東北工大)

1S10 宇宙機搭載レーザ高度計による将来地球観測ミッションの検討 ○小林高士(JAXA), 遠藤貴宏, 澤田義人(東大), 知識柔一, 佐藤洋平, 山
川史郎(JAXA)

1S11 アップリンクレーザ差分吸収検出法による温室効果ガス観測システムの
検討

○知識柔一, 佐藤洋平, 境澤大亮, 山川史郎, 此上一也, 中島正勝(JAXA)

OS-01 次世代宇宙ミッションと技術(その3) 11月20日　15:40～17:00 司会：内藤 均（JAXA）

1S12 宇宙機の上流設計におけるコンセプト検討について ○對木淳夫(JAXA)

1S13 宇宙用ステンレス箔ラミネートリチウムイオン電池の開発 ○高橋優, 豊田裕之(JAXA), 大平賢治, 山本真裕, 阿部英俊(古河電池)

1S14 NESSIEによる次世代電源系技術の軌道上実証 ○久木田明夫, 高橋真人, 島崎一紀, 小林裕希, 豊田裕之, 坂井智彦, 奥
村哲平, 高橋優, 嶋田貴信, 鵜野将年, 今泉充(JAXA)

1S15 次期鹿児島衛星KSAT2の制御システム ○森松健人, 森田大貴, 中野大, 和合佐友里, 西尾正則(鹿児島大)

OS-01 次世代宇宙ミッションと技術(その4) 11月20日　17:10～18:50 司会：野田篤司（JAXA）

1S16 宇宙進化を解明する世界初のFFによる硬X線望遠鏡ミッションFFAST ○常深博, 林田清, 中嶋大, 穴吹直久, 薙野綾(阪大), 國枝秀世(名大), 伊
藤真之(神戸大), 河野功, 尾崎正伸, 池永敏憲(JAXA), 森浩二(宮崎大),
上田佳宏(京大), FFASTチーム

1S17 硬X線走査観測を実現するスーパーミラー望遠鏡とSD-CCD技術 ○國枝秀世(名大), 常深博(阪大), 松本浩典, 古澤彰浩, 宮沢拓也, 宮田
祐介(名大), 伊藤真之(神戸大), 河野功, 尾崎正伸(JAXA), 森浩二(宮崎
大), 上田佳宏(京大), 池永敏憲(JAXA), FFASTチーム

1S18 小型重力波観測衛星DPFによる精密計測・ドラッグフリー制御実証 ○安東正樹(国立天文台), 佐藤修一(法政大), 船木一幸 河野功, 坂井真
一郎(JAXA), 阿久津智忠(国立天文台), 麻生洋一, 川村静児(東大), 武者
満(電通大), 上田暁俊(国立天文台)

1S19 最先端ミッションを切り拓く編隊飛行技術実証〜FRONT計画 河野功, ○池永敏憲, 石井信明(JAXA), 常深博(阪大)

1S20 ソーラー電力セイルによる外惑星探査 ○森治, 船瀬龍, 白澤洋次, 津田雄一, 矢野創(JAXA)

A会場

OS-19 国際有人探査計画と日本の月探査(その1) 11月20日　9:30～10:30 司会：佐藤直樹（JAXA）

1A01 有人宇宙探査をめぐる国際動向 ○松本甲太郎, 佐藤直樹, 上野浩史(JAXA)

1A02 JAXAの月探査計画と技術開発計画 佐藤直樹, ○森戸俊樹(JAXA)

1A03 月極域有人探査の科学 ○佐々木晶(国立天文台), 藤本正樹, 春山純一(JAXA), 野田寛大(国立天
文台), 有人月着陸地点の科学懇談会(JAXA)

OS-19 国際有人探査計画と日本の月探査(その2) 11月20日　10:40～12:00 司会：橋本樹明（JAXA）

1A04 極低温軌道間輸送機（ＣＰＳ）の実現に向けて　−基幹ロケット上段推進系
の発展構想−

○杵淵紀世志, 齊藤靖博, 山西伸宏, 更江渉, 沖田耕一, 谷直樹, 小林弘
明(JAXA), 姫野武洋(東大), 青山太一, 北山治(三菱重工業)

1A05 我国の宇宙技術を活用した国際協力月探査ミッションの検討 ○青木広太郎, 小早川豊範, 田辺義慶, 坪井正徳, 小笠原宏(三菱重工
業)

1A06 月面探査のためのインフラストラクチャの概念検討 ○上野真史(NEC)

1A07 宇宙探査技術実証プラットフォーム及び国際協働宇宙探査への日本の貢
献

○増田武史, 植村義彦, 野末辰裕, 宮本敬一, 天達慎一(有人宇宙システ
ム)

OS-19 国際有人探査計画と日本の月探査(その3) 11月20日　14:10～15:50 司会：松本甲太郎（JAXA）

1A08 ＨＴＶアビオニクスの有人宇宙探査への活用案 ○桐谷浩太郎, 功刀信, 上原晃斉(三菱電機)

1A09 月探査用有人与圧ローバー構成要素の検討 ○久保田伸幸, 笹山広幸, 黒瀬豊敏, 小林由加子(川崎重工業), 佐藤直
樹, 上野浩史, 星野健, 若林幸子(JAXA)

1A10 国際有人探査を目指した再生型生命維持技術(空気再生) ○桜井誠人, 島明日香, 大西充, 立原悟, 佐藤直樹(JAXA)

1A11 有人宇宙システム(JEM)運用技術の次期有人宇宙探査計画への展開 ○星川力, 市村周一, 伊巻和弥(有人宇宙システム)

1A12 国際協力による宇宙開発のプロジェクトマネジメント教訓 ○白木邦明(JAXA)

OS-19 国際有人探査計画と日本の月探査(その4) 11月20日　16:00～17:00 司会：佐藤直樹（JAXA）

1A13 有人探査を見据えた無人着陸機SELENE-2 ○橋本樹明, 星野健, 田中智, 大嶽久志, 大槻真嗣, 森本仁(JAXA)

1A15 月探査ロボットとその要素技術開発 ○大槻真嗣, 若林幸子, 星野健, 橋本樹明(JAXA), 有隅仁(産総研)

1A14 月面での確実な越夜を目指した研究開発 ○星野健, 小川和律, 橋本樹明(JAXA)

11　月惑星探査，宇宙科学(3) 11月20日　17:10～18:50 司会：山田哲哉(JAXA)

1A16 ロバストな軌道設計のための宇宙機の軌道誤差の確率表現 ○佐藤友紀, Grover Piyush, 吉河章二(三菱電機)

1A17 相互情報量を用いた火星UAVにおける自己位置同定手法の検討 ○清水拓(東大), 久保田孝(JAXA)

1A18 A Trajectory Optimization Strategy for a Multiple Rendezvous Mission
with Trojan Asteroids

○ブレモンルカ(東大)

1A19 Dynamic Textureによる地表面特徴分類手法の実験的検証 ○藤田浩輝, 金城寛(九大), 市村直幸(産総研)

1A20 未学習画像に対する高精度月面クレータ検出器の実現に関する研究 ○本田翔平, 田名網敬大, 青山典史, 武田好明, 鎌田弘之(明大), 金澤慧
(総研大学院大), 高玉圭樹(電通大), 小沢愼治(愛知工大), 中谷幸司, 福
田盛介, 澤井秀次郎(JAXA)

11月20日(火)

第56回宇宙科学技連合講演会



B会場

OS-33 次世代固体ロケットの開発と研究 11月20日　9:30～10:30 司会：羽生宏人（JAXA）

 ～打上げ迫るイプシロンロケット～ (その1)

1B01 イプシロンロケットの2段開発と将来構想 ○森田泰弘, 井元隆行, 徳留真一郎, 堀恵一(JAXA), 大塚浩仁, 宮川清
(IA), 秋葉鐐二郎(HASTIC)

1B02 イプシロンロケットシステム ○清水文男, 井元隆行, 徳留真一郎, 森田泰弘(JAXA)

1B03 イプシロンロケットの推進系 ○徳留真一郎, 宇井恭一, 清水文男, 和田英一, 羽生宏人, 堀 恵一
(JAXA), 反野晴仁, 中野信之, 佐野成寿(IA)

OS-33 次世代固体ロケットの開発と研究 11月20日　10:40～12:00 司会：由井 剛（JAXA）

 ～打上げ迫るイプシロンロケット～ (その2)

1B04 イプシロンロケットのアビオニクス ○井上知也, 森田泰弘, 井元隆行, 泉達司(JAXA), 石川拓規, 佐賀勝之
(IA)1B05 イプシロンロケットの誘導制御系 田村誠, 森田泰弘, 石井信明, 山本高行(JAXA), 大塚浩仁, 矢木一博, 瀬
川泰伸, 田中健作(IA), 後藤日当美(IHIエスキューブ), ○下田啓司(IA)

1B06 イプシロンロケットフェアリングの開発状況 ○小林正和, 紙田徹, 伊海田皓史, 宇井恭一(JAXA), 西尾誠司, 知久成彦
(川崎重工業)

1B07 イプシロンロケット上段モータの推進薬に対する非破壊検査計画 ○山口洋幸, 佐藤明良, 湊将志(IA), 佐藤英一(JAXA)

OS-33 次世代固体ロケットの開発と研究 11月20日　14:10～15:30 司会：清水文男（JAXA）

 ～打上げ迫るイプシロンロケット～ (その3)

1B08 イプシロンロケットの運用と射場設備 ○由井剛, 砂坂義則(JAXA), 米令二, 野原勝(IA), 小原秀雄(IA･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ）1B09 イプシロンロケットの自動・自律点検システム ○広瀬健一, 由井剛(JAXA), 米令二, 野原勝(IA). 小原秀雄(IA･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ）1B10 イプシロンロケットの機体組立・発射整備作業 ○小野哲也, 下瀬滋, 峯杉賢治(JAXA), 米令二, 伊藤孝嗣, 山西政雄(IA),
平野雅宣, 小原亘彦,波光功弥(三菱重工業)

1B11 イプシロンロケット気象観測計画 ○前原健次, 長福紳太郎, 山本高行, 廣瀬史子(JAXA)

OS-33 次世代固体ロケットの開発と研究 11月20日　15:40～17:00 司会：徳留真一郎（JAXA）

 ～打上げ迫るイプシロンロケット～ (その4)

1B12 イプシロン低コスト化に向けた構造系の研究状況 ○寺島啓太, 紙田徹, 齊藤俊哉(JAXA)知念克典, 矢木一博(IA)

1B13 固体ロケット用単層インシュレーション材料の開発状況 ○小堀高義(IA)

1B14 軽量、低コストCFRPライナーの創製 ○大谷章夫(岐阜大), 戸島英貴(青学大), 後藤健(JAXA), 米山聡(青学大),
山内宏, 平井研一(IA), 川原太一, 佐藤彰洋(グンゼ)

1B15 低コスト型ガスジェネレータ固体推進薬の研究 ○羽生宏人(JAXA), 永山清一郎(福岡大), 藤里公司(東大), 加藤勝美(福
岡大), 田中邦翁, 小駒益弘(上智大), 徳留真一郎, 堀恵一(JAXA)

OS-33 次世代固体ロケットの開発と研究 11月20日　17:10～18:50 司会：森田泰弘（JAXA）

 ～打上げ迫るイプシロンロケット～ (その5)

1B16 高性能酸化剤アンモニウムジニトラミドの研究 ○松永浩貴(横浜国大), 羽生宏人(JAXA), 三宅淳巳(横浜国大)

1B17 次世代固体ロケットに向けた低融点熱可塑性推進薬の研究 高田淳史, 福地亜宝郎, ○宮川清, 岡本久夫(IA･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

1B18 新点火システムの開発 ○植草康之(IA), 森田泰弘, 羽生宏人(JAXA), 田中直浩, 神澤匠(IA), 名出
智彦（IA・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）, 藤原暉雄(翔エンジニアリング)

1B19 イプシロンロケット上段モータケース開発試験の新計測技術の検討 ○佐藤明良, 梅林孝, 寺田和正(IA), 佐藤英一, 竹内伸介(JAXA), 津田浩
(産総研), 中島富男（IHI検査計測)

1B20 将来離発着システム（第２報） ○岩田拡也, 松本治(産総研), 羽生宏人, 森田泰弘(JAXA)

C会場

07宇宙環境計測，スペースデブリ(1) 11月20日　10:20～12:00 司会：奥村真一郎(日本スペースガード協会)

1C01 低軌道デブリ地上光学観測システムの検討 ○柳沢俊史, 黒崎 裕久(JAXA)

1C02 TDI方式を応用した宇宙物体の光度変化観測 ○奥村真一郎, 西山広太, 浦川聖太郎, 坂本強, 浅見敦夫, 橋本就安,(日
本スペースガード協会), 高橋典嗣(日本スペースガード協会／明星大学
／千葉大学), 吉川真(日本スペースガード協会／JAXA)

1C03 小型望遠鏡による静止軌道上物体の光学観測 ○大塚健功, 泉山卓, 樋川治, 坂野肇(IHI)

1C04 KSGCレーダによる大気圏再突入間際のスペースデブリ観測 染谷一徳, 工藤伸夫, 松田郁未(JAXA), ○足立学, 亀山雅也(富士通)

1C05 スペースデブリ総合監視・解析センター構想案 ○吉冨進, 青木定生(日本宇宙フォーラム), 小野勝弘(NEC), 亀山雅也(富
士通)OS-06　スペースデブリ除去実現に向けて(その1) 11月20日　14:10～15:30 司会：木村真一（東京理科大）

1C06 スペースデブリ除去の概要 ○河本聡美(JAXA)

1C07 除去対象デブリの選定方法とその効果 ○有吉雄哉, 花田俊也(九大), 河本聡美(JAXA)

1C08 デブリ除去の国際的枠組みの検討 ○仁田工美(JAXA), 峰正弥(NEC), 小菅敏夫(デジタルハリウッド大)

1C09 デブリ除去システムのビジネスモデル提案 ○大塚聡子, 桑尾文博, 峰正弥(NEC), 仁田工美(JAXA)

OS-06　スペースデブリ除去実現に向けて(その2) 11月20日　15:40～17:00　司会：片山保宏（JAXA）

1C10 デブリ除去のための非協力対象への接近 ○池内正之(NTスペース), 河本聡美(JAXA)

1C11 デブリ除去用画像処理システムと機上知能化 ○木村真一(東京理科大)

1C12 モデルベースアプローチによるデブリの姿勢推定 ○真道雅人(三菱スペース・ソフトウエア), 上村平八郎, 河本聡美(JAXA)

1C13 動画像を用いたデブリのリアルタイム運動推定 ○江本周平, 林俊寛, 曽根原光治, 橋本こずえ, 泉山卓(IHI), 上村平八郎
(JAXA)OS-06　スペースデブリ除去実現に向けて(その3) 11月20日　17:10～18:50　司会：西田信一郎（JAXA）

1C14 デブリ捕獲機構の検討 ○中西洋喜, 河本聡美(JAXA)

1C15 銛を用いたデブリ捕獲システムの概念検討 ○森田真弥(IA), 河本聡美(JAXA）, 泉山卓, 橋本こずえ(ＩＨＩ), 田中直浩,
辻本圭史, 中島秀樹, 小出昭雄, 野村勝明(IA)

1C16 デブリ捕獲用把持システムの概念検討 ○久保田伸幸, 榎本雅幸(川崎重工業）, 河本聡美, 仁田工美, 中西洋喜
(JAXA)1C17 デブリ除去衛星システム 大塚聡子, ○桑尾文博, 田畑稔(NEC), 池内正之(NTスペース), 渡邉順一
郎, 廣田賢治, 河部正博(東京エレクトロニツク), 河本聡美(JAXA)

1C18 EDTを用いたデブリ除去衛星システムの一検討 ○安田国治(三菱電機)

D会場

03宇宙環境利用，有人技術，生命科学(1) 11月20日　9:40～12:00　司会：渡辺英幸(JAXA)，土井忍(JAXA)

1D01 宇宙ステーション「きぼう」で開発した軌道上組み立て技術 ○土井忍, 白木邦明(JAXA)

1D02 汎用宇宙曝露実験用ハンドレール取付機構の開発 ○渡辺英幸, 佐藤崇行(JAXA), 久保田伸幸, 上垣栄一(川崎重工業）, 山
岸明彦(東京薬科大), 橋本博文, 矢野創(JAXA)

1D03 日本実験棟「きぼう」におけるマイクロG環境 ○大熊隼人, 村上敬司, 柴崎浩一(JAXA)

1D04 きぼう共通実験装置の現状と今後の展望 ○佐孝大地, 小林亮二, 原田力(JAXA)



1D05 「きぼう」における液滴群燃焼実験装置の開発状況 ○菅勇志, 菊池政雄, 田崎彩, 高柳昌弘(JAXA), 久康之(IHIエスキューブ)

1D06 ISRUのための月土壌の静電搬送 ○川本広行(早大)

1D07 与圧服等による身体拘束が転倒様態に及ぼす影響の研究 ○秋山靖博, 山田陽滋(名古屋大学)

OS-34 「きぼう」利用テーマの定期的募集始まる！(その1) 11月20日　14:10～15:30　司会：斎藤 紀男（JAXA）

1D09 タンパク質結晶生成宇宙実験の成果と今後の展望 ○小林智之, 三好寛, 太田和敬, 正木美佳, 遠藤佑希子(JAXA)

1D10 「宇宙メラトニン研究会」について ○服部淳彦(東京医歯大)

1D11 「ISS/きぼう」での人文・社会研究 ○柳川孝二, 清水順一郎, 三好寛, 小山正人(JAXA)

1D12 我が国の科学技術政策から見た「きぼう」利用の今後の在り方 ○松見芳男(伊藤忠商事)

OS-34 「きぼう」利用テーマの定期的募集始まる！(その2) 11月20日　15:40～17:00　司会：小林 智之（JAXA）

1D13 パネルディスカッション 「これからの「きぼう」利用の課題と展望を考える」 ○小林智之(JAXA), 新井康平(佐賀大), 服部淳彦(東京医歯大), 松見芳
男(伊藤忠商事), 柳川孝二(JAXA)

03宇宙環境利用，有人技術，生命科学(2) 11月20日　17:10～18:10　司会：島明日香(JAXA)

1D15 JAXA次世代先端宇宙服　断熱防護層の研究 ○和田理男, 山口孝夫, 佐藤俊則, 青木伊知郎, 川瀬暁(JAXA)

1D16 微小重力環境施設における群集避難特性の検証 ○佐々島暁(日本防災研究所),十亀昭人(東海大)

1D17 新型無重力装置ーEz-Space ○秋葉鐐二郎(HASTIC), 江上侑雄（宇宙船)

E会場

OS-28 DESTINY 11月20日　9:10～10:30　司会：船木一幸（JAXA）

〜小型科学衛星による深宇宙探査技術実験ミッション〜(その1)

1E01 深宇宙探査技術実験ミッションDESTINYの概要 ○川勝康弘(JAXA)

1E02 DESTINY　ミッションプロファイル ○廣瀬史子(JAXA), 中宮賢樹(京大), 大山聖, Jaimes Antonio L, 竹内央,
川勝康弘(JAXA)

1E03 DESTINY 実験機システム設計 ○嶋田貴信, 廣瀬史子, 川勝康弘(JAXA)

1E04 イオンエンジンμ 20とDESTINYミッションモジュールの検討状況 ○西山和孝(JAXA)

OS-28 DESTINY 11月20日　10:40～12:00　司会：川勝康弘（JAXA）

〜小型科学衛星による深宇宙探査技術実験ミッション〜(その2)

1E05 イプシロンロケットによる高エネルギ軌道投入 ○山本高行, 川勝康弘, 大山聖(JAXA), 萩原和子(三菱スペース・ソフト
ウェア)

1E06 DESTINY工学実験：軽量太陽電池パネル実現のための要素技術 ○島崎一紀(JAXA)

1E07 DESTINY工学実験:運用スクリプトによる自律運用 ○福島洋介, 山田隆弘, 川勝康弘(JAXA)

1E08 解析的アプローチによるDESTINYの軌道設計 ○坂東麻衣(京大), Campagnola Stefano, 川勝康弘(JAXA)

12地上システム，運用・管制システム(1) 11月20日　14:10～15:50 司会：矢入健久(東大)

1E09 擬似複数局レンジングシステム(PSRS)の構築 ○市江泰英(スカパーJSAT)

1E10 衛星管制システム「EPOCH IPS」 ○藤本奨(Integral Systems Japan), John Enderle(Kratos Integral
Systems

1E11 Birdstar(R)仮想化技術適用による追跡管制システムの構築と短時間での
移行技術

○濱崎一郎, 村上享平, 原内聡(三菱電機)

1E12 統合衛星管制システムの構築 ○今村晃介(スカパーJSAT)

1E13 衛星管制システム老朽化対策 ○中村浩(スカパーJSAT)

12地上システム，運用・管制システム(2) 11月20日　16:00～17:20　司会：山口由仁(TIS)

1E14 SysMLを用いた汎用的地上システムのアーキテクチャ検討 ○倉原直美(東大), 白坂成功(慶大), 中須賀真一(東大)

1E15 Nano-JASMINE運用計画立案と演習について ○酒匂信匡(信州大), 稲守孝哉, 清水健介, 三川祥典, 滝澤潤一, 細沼貴
之, 中須賀真一(東大)

1E16 衛星の遠隔運用システムの開発 ○永松弘行(JAXA)

1E17 民間企業のサテライトサービスビジネスの課題と対策 ○彦坂修平, 福永哲雄, 鬼山昭男(パスコ)

12地上システム，運用・管制システム(3) 11月20日　17:30～18:50 司会：酒匂信匡(信州大)

1E18 衛星搭載機器の相関データを用いた状態監視による早期異常検知シス
テムの検討

○川北史朗, 植田泰士, 吉岡伸人(JAXA)

1E19 小型衛星のための知的テレメトリ監視システムの提案 ○小田哲生, 塩井宏明, 谷本啓, 武石直也, 桑原絢一, 矢入健久(東大),
酒匂信匡(信州大)

1E20 エラー解析機能と汎用性を有した地上局ソフトウェアの研究開発 ○増田充宏(首都大)

1E21 衛星運用管制システム（SMACS）へのML/DM技術の利用検討 ○西本陽子, 山口由仁, 苫米地雄三, 河原則和, 竹野薫幸, 別所祐治
(TIS）, 高田昇（JAXA），矢入健久（東大）

F会場

OS-23  SpaceWireによる宇宙機アーキテクチャ：リアルタイム性、高信頼
化、高速化(その1)

11月20日　9:10～10:30　司会：檜原 弘樹（NEC東芝スペースシステム）

1F01 SpaceWireを用いた新しい衛星アーキテクチャ ○高橋忠幸, 福田盛介(JAXA), 能町正治(阪大)

1F02 SpaceWire, SpaceFibre, and their equipments ○Steve Parkes（Univ. of Dundee), 能町正治(阪大), 高橋忠幸(JAXA)

1F03 SpaceWireのリアルタイム性保証手法とSpaceWire OS ○高田広章, 高田光隆(名大), 湯浅孝行, 高橋忠幸(JAXA), 能町正治(阪
大)1F04 SpaceWireの特徴と使い方 ○能町正治(阪大), 高橋忠幸, 湯浅孝行(JAXA)

OS-23  SpaceWireによる宇宙機アーキテクチャ：リアルタイム性、高信頼
化、高速化(その2)

11月20日　10:40～12:00　司会：能町 正治（大阪大）

1F05 SpaceFibreの実装と評価 ○増崎隆彦, 佐々木通, 中村稔, 加藤哲朗, 伊戸靖則(三菱電機)

1F06 SpaceWireベースのミッションデータ処理システムの高速化 ○益川一範, 田枝正寛, 松田健司, 石井茂, 黒田能克(三菱重工業)

1F07 SpaceWire統合データ処理系システムのハードウェア/ソフトウェアアーキ
テクチャ設計

○杉保昌彦, 田中剛彦, 池上真悟, 棚町健彦(NEC), 竹田康博, 檜原弘樹
(NTスペース), 小湊隆, 遠間孝之(NEC), 小川康雄, 松本暁洋, 新舘恭嗣
(JAXA)

1F08 SpaceWire試験センターの活用事例 ○五百木誠, 唐原健(宇宙システム開発利用推進機構), 藤代巖(シマフジ
電機), 能町正治(阪大), 福田盛介, 高橋忠幸(JAXA)

OS-23  SpaceWireによる宇宙機アーキテクチャ：リアルタイム性、高信頼
化、高速化(その3)

11月20日　14:10～15:30　司会：黒田能克（三菱重工）

1F09 SPRINT-A/EXCEEDにおけるSpaceWireの適用状況 ○福田盛介, 山崎敦(JAXA), 土屋史紀(東北大), 坂井真一郎, 中谷幸司,
澤井秀次郎(JAXA)

1F10 Sprint-B/ERGにおけるSpaceWireの使用例について ○高島健, 三谷烈史(JAXA), 田枝正寛(三菱重工業), 江口禎敏(MHIｴｱﾛｽ
ﾍﾟｰｽｼｽﾃﾑｽﾞ)

1F11 SpaceWire統合データ処理系システムの研究開発 ○小川康雄, 松本暁洋, 新舘恭嗣, 富田英一, 臼杵茂(JAXA)

1F12 再送制御付き高信頼データ転送プロトコル SpaceWire-R ○山田隆弘(JAXA)



OS-23  SpaceWireによる宇宙機アーキテクチャ：リアルタイム性、高信頼
化、高速化(その4)

11月20日　15:40～17:00　司会：中村稔（三菱電機）

1F13 SpaceWireインタフェースの衛星搭載コンポーネント開発 ○田中紀子, 村尾一(明星電気)

1F14 SpaceWire規格ケーブルアセンブリの開発状況報告 ○北澤伸介(潤工社), 小林貴(アイティティキャノン)

1F15 ASNARO（Advanced Satellite with New system ARchitecture for
Observation）衛星及び標準小型衛星システム（NEXTAR）における
SpaceWire技術

○平田真也, 齋藤賢一, 小川俊明, 森口達次(NEC), 三原荘一郎, 松下明
宏(宇宙システム開発利用推進機構)

1F16 SpaceWireインタフェース用開発装置・試験装置 - rapid prototypingと高
信頼化にむけて

○湯浅孝行, 高橋忠幸(JAXA), 能町正治(阪大)

OS-23  SpaceWireによる宇宙機アーキテクチャ：リアルタイム性、高信頼
化、高速化(その5)

11月20日　17:10～17:50　司会：福田盛介（JAXA）

1F17 SpaceWire対応機器・部品のフライトモデル開発状況 ○竹田康博, 檜原弘樹, 山田一幸, 江田友明, 河上聡子(NTスペース）, 高
橋忠幸, 山田隆弘, 福田盛介（JAXA), 能町正治(阪大)

1F18 SpaceWireインタフェースを搭載する再構成可能システムの設計 ○密山幸男(高知工科大), 奥畑宏之(シンセシス), 神原弘之(京都高度技
術研究所)

OS-23  SpaceWireによる宇宙機アーキテクチャ：リアルタイム性、高信頼
化、高速化(その6)

11月20日　17:50～18:30　司会：福田盛介（JAXA）

1F19 パネルディスカッション 「SpaceWireコンポーネントおよびネットワークの高
信頼化」

○福田盛介, 高橋忠幸(JAXA), 能町正治(阪大), 高島健(JAXA), 檜原弘
樹(NEC東芝スペースシステム), 黒田能克(三菱重工業), 小田木功(三菱

G会場

11　月惑星探査，宇宙科学(1) 11月20日　9:30～10:30　司会：能見公博(香川大)

1G01 小型月実験構想SLIMのシステム検討 ○澤井秀次郎, 福田盛介, 中谷幸司(JAXA)

1G02 SLIM探査機の自己位置推定手法のオンボード化とクレータ誤検出分析 ○杉本悠太, 原田智広, 高玉圭樹(電通大), 鎌田弘之(明大), 小沢愼治(愛
知工大), 福田盛介, 澤井秀次郎(JAXA)

1G03 SLIMが目指す月の縦孔とは、どんなところか ○春山純一, 澤井秀二郎, 水野貴秀, 吉光徹雄, 福田盛介, 中谷幸司, 佐
藤英一(JAXA), 今枝隆之介(東大)

11　月惑星探査，宇宙科学(2) 11月20日　10:40～12:00 司会：春山純一(JAXA)

1G04 SLIMプロジェクトに焦点をあてた月面縦穴探査のための複数ローバ協調
ナビゲーション手法の提案と評価 -複数の自律ローバ協調による測位と
位置情報の累積演算を用いた絶対位置推定-

○本間恵理, 服部聖彦, 加川敏規, 中田雅也, 原田智広, 市川嘉裕, 佐藤
圭二, 大谷雅之, 松島裕康, 高玉圭樹, 中嶋信生(電通大)

1G05 詳細モデルを用いたSLIMの着陸時の挙動に関する検討 ○中田孝幸, 錦織慎治, 外本伸治(九大)

1G06 月探査機SLIMの軟着陸のための動力学解析 ○能見公博(香川大), 澤井秀次郎(JAXA), SLIM着陸系分科会(SLIM WG)

1G07 発泡アルミニウムの塑性変形によるSLIM着陸脚用衝撃吸収機構の開発 ○北薗幸一, 関野智之(首都大), 佐藤英一, 澤井秀次郎(JAXA)

OS-25 クルーが介在する宇宙システムの操縦と制御(その1) 11月20日　14:10～15:30　司会：上野浩史(JAXA)

1G08 有人宇宙船のクルー介在システム制御技術の研究 ○上野浩史, 若林靖史, 佐藤直樹(JAXA)

1G09 クルーが介在可能な有人宇宙船の帰還シナリオと航法制御 ○河野功, 野口聡一, 若林靖史(JAXA)

1G10 クルーが操縦可能な有人宇宙船のRVD・帰還シミュレータ 河野功, 野口聡一, 加藤裕基, 上野浩史(JAXA),○服部浩明, 池田佳起,
長野高太郎(三菱スペース・ソフトウエア)

1G11  RVDにおけるクルー・自動融合操縦の先進技術 ○野口総一, 加藤裕基, 上野浩史, 河野功, 渡邊恵佑(JAXA)

OS-25 クルーが介在する宇宙システムの操縦と制御(その2) 11月20日　15:40～16:40　司会：野口聡一(JAXA)

1G12 安全ガイド手法によるクルー介在制御構造の設計 ○氏家亮, 梅田浩貴, 片平真史, 宮本祐子, 河野功(JAXA)

1G13 クルーとコーパイ・エージェントによる状況認識共有 ○渡邊恵佑, 加藤裕基, 上野浩史, 若林靖史(JAXA)

1G14 クルー介在型宇宙システムの飛行管理系について ○若林靖史, 上野浩史(JAXA),

OS-14 HTV3号機までの成果と今後の利用発展(その１) 11月20日　16:50～18:30 司会：原田正行(JAXA)

1G15 HTV3号機までに達成したミッションとその意義 ○佐々木宏, 小鑓幸雄, 原田正行(JAXA)

1G16 HTV3号機運用結果 ○内山崇, 前田真紀, 田邊宏太, 松浦真弓(JAXA), 鈴木淑之, 佐藤康之
(三菱スペース・ソフトウェア)

1G17 H-ⅡBロケットの成果と今後の計画 ○大和田陽一, 佐藤寿晃, 小林清, 白石紀子(JAXA)

1G18 HTV運用機 確実な製造に向けての努力と成果 ○松山行一, 三木陽一郎, 増田和三, 鷹見保博, 福岡佳宏(三菱重工業）,
佐々木宏(JAXA)

1G19 ISSランデブの最新状況と次世代ランデブ機への提言 ○山中浩二, 堀田成紀, 葛西徹(JAXA)

H会場

01宇宙輸送(1) 11月20日　9:30～10:30　司会：山田和彦(JAXA)

1H01 有人宇宙船アボートシステムの爆発ハザード離脱解析 ○藤本圭一郎, 谷直樹, 和田英一, 山西伸宏(JAXA)

1H03 超軽量CFRPアブレータを用いた宇宙機熱防御システムの設計手法 ○奥山圭一(九工大)

1H04 ARENA：再突入統合解析コードの概要と適用例 ○山田哲哉(JAXA)

01宇宙輸送(2) 11月20日　10:40～12:00　司会：藤本圭一郎(JAXA)

1H05 インフレータブル柔軟膜構造エアロシェルの大気圏突入飛行実験につい
て

○鈴木宏二郎(東大), 山田和彦, 永田靖典(JAXA), 秋田大輔(東工大), 今
村宰(日大), 安部隆士(JAXA)

1H06 インフレータブル構造を有する薄膜フレア型大気突入機の設計法 ○山田和彦(JAXA), 高橋裕介(北大), 安部隆士(JAXA)

1H07 観測ロケットによる磁気シールド飛行実証実験に向けた検討 ○永田靖典, 山田和彦(JAXA), 高橋裕介(北大), 安部隆士(JAXA)

1H08 再突飛翔体搭載INSによる姿勢・位置推定手法に関する研究 ○小林信貴(横浜国大・院）, 上野誠也(横浜国大), 山田哲哉(JAXA)

01宇宙輸送(3) 11月20日　14:10～15:50　司会：鈴木宏二郎(東大)

1H09 マイクロ波ロケットのロケットモードによるGEOへの軌道解析 ○アルノ アントニ, 福成雅史, 山口敏和(東大), 葛山浩(山口大), 小紫公也
(東大)1H10 小型無人超音速実験機の着陸制御の一検討 ○上羽正純, 溝端一秀(室蘭工大)

1H11 地球低軌道を走行する磁気浮上車を用いた宇宙輸送コスト低減化の予
備的研究

○手塚亜聖(早大)

1H12 エチレン-亜酸化窒素推進剤を用いた回転バルブ式4気筒パルスデトネー
ションロケットエンジンの推力性能

○松岡健(広島大), 坂本龍基, 両角智人, 藤原大, 池口健　ブライアン, 柏
崎貴司, 笠原次郎(筑波大), 松尾亜紀子(慶大), 船木一幸(JAXA)

1H13 H-2Bロケットの打上能力向上のための2段最適化に関する研究 ○佐藤崇明, 平田邦夫(静岡大)

01宇宙輸送(4) 11月20日　16:00～17:00　司会：神吉誠志(JAXA)

1H14 推進薬管理技術の高度化へ向けた数値流体解析技術の研究 ○姫野武洋(東大), 杵淵紀世志, 沖田耕一, 谷直樹, 野中聡(JAXA)

1H15 国産ロケット用慣性センサユニットの開発 ○笹田武志, 川井洋志, 横田清美, 松本秀一, 泉達司(JAXA), 斎藤宏之,
宮原聖明, 沖倉晴彦(日本航空電子工業)

1H16 ＬＥ−５Ｂ−２エンジンの機能向上に関する取り組み ○長尾直樹, 砂川英生, 藤田真澄, 小林悌宇, 更江渉, 藤田猛(JAXA), 小
金澤崇（三菱重工業）, 河野真一郎（IHI）



OS-12 日の丸サブオービタル宇宙機の開発と利用 11月20日　17:10～18:50　司会：大貫美鈴(スペースフロンティアファン
デーション)

1H17 パネルディスカッション 「日の丸サブオービタル宇宙機の開発と利用」 ○大貫美鈴(スペースフロンティアファンデーション), 古賀星吾, 野中聡
（JAXA), 永田晴紀（北大）, 多屋公平（IHI）, 落合俊昌(三菱重工業）, 木下
圭晃（JAXA）

I会場

OS-29 宇宙教育とアウトリーチ 11月20日　10:00～12:00 司会：寺薗 淳也（会津大）

〜「はやぶさ」を越えて〜

1I01 「はやぶさ」を越えて　…これからの月・惑星探査の対外活動が目指すべ
き道

○寺薗淳也(会津大)

1I02 「はやぶさ」に関する意識調査（その２） ○竹前俊昭(JAXA), 百合田真樹人(島根大)

1I03 太陽観測衛星「ひので」でのアウトリーチ活動 ○殿岡英顕(国立天文台)

1I04 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)における広報・教育活動と、後継機に
おける展望

○大木真人(JAXA)

1I05 分野・多機関連携研究プロジェクトでのアウトリーチ ○永井智哉, 永井智哉(筑波大)

1I06 JAXAの宇宙教育活動について ○広浜栄次郎(JAXA)

13宇宙教育，アウトリーチ，宇宙政策，宇宙法(1) 11月20日　14:10～15:30　司会：広浜栄次郎(JAXA)

1I07 技術教育との宇宙教育連携プログラムの開発（第３報） ○藤山秀公(伊賀市立阿山中), 中西康雅(三重大)

1I08 地球観測衛星データを用いた宇宙教育プログラムの開発と実践 ○高橋徹(大分高専), 臼井敏夫(呉市海事歴史科学館大和ミュージアム),
藤島豊久(藤栄通信工業), 大木真人(JAXA), 安田みお(日本宇宙少年団),
小定弘和(JAXA)

1I09 地域と連携した新たな小型衛星教育利用 ○中野多恵, 趙　盂佑, 九州工業大学衛星開発プロジェクト(九工大)

1I10 小学４年生　NHK学校放送を利用した「水ロケット」空気の弾性について
の授業実践

○渡辺克裕(別府市立境川小)

13宇宙教育，アウトリーチ，宇宙政策，宇宙法(2) 11月20日　15:40～17:20　司会：三浦政司(鳥取大)

1I11 小型模擬衛星の製作を通した初年次教育の試み ○白澤秀剛(東海大)

1I12 ものづくり宇宙工学教育に関する研究 ○石川智浩(都立産業技術高専)

1I13 TSRPのハイブリッドロケット開発と海に向けた打ち上げ実験 ○川井寛量(東海大・院）, 小黒純平, 東海大学学生ロケットプロジェクト
チーム, 那賀川一郎(東海大)

1I14 「君が作る宇宙ミッション」の大学教育への展開 ○三浦政司, 大崎理乃(鳥取大)

1I15 ペガスス望遠鏡を利用した大学高年次の宇宙教育 ○平山寛, 山岡均, 藤原智子, 鈴木右文, 花田俊也(九大)

J会場

02A宇宙推進(化学)(1) 11月20日　9:10～10:30　司会：長田泰一(JAXA)

1J01 積層シェル材加熱試験による溶融促進型タンクの溶融性評価 ○升岡正, 増田井出夫, 梶原堅一. 藤井啓介, 水野雅仁(JAXA), 山田啓介
（IA）1J02 衛星用再突入時溶融促進型推進薬タンクの研究 ○梶原堅一, 増田井出夫, 升岡　正, 畑井啓吾(JAXA), 山田啓介（IA）

1J03 衛星用再突入時溶融促進型推進薬タンクライナー材のヒドラジン適合性 ○増田井出夫(JAXA), 梶原堅一, 升岡正(JAXA), 山田啓介(IA)

1J04 衛星用再突入時溶融促進型推進薬タンクの溶融性 ○山田啓介(IA), 梶原堅一, 増田井出夫, 升岡　正, 水野雅仁（JAXA）

02A宇宙推進(化学)(2) 11月20日　10:40～12:00　司会：冨田健夫(JAXA)

1J05 衛星用再突入時溶融促進型推薬タンクPMDの落下塔を使用した無重力
試験

○石田大二郎（IA）, 梶原堅一, 増田井出夫, 升岡　正（JAXA）, 山田啓介
（IA）1J06 低周波プラズマジェットのグリーンプロペラントへの適用研究 ○飯塚俊明, 河端駿典, 進藤崇央, 青柳潤一郎, 竹ヶ原春貴(首都大), 長
田泰一（JAXA）

1J07 HAN系推進薬の温度及び材料適合性に関する研究 ○畑井啓吾, 長田泰一, 増田井出夫, 梶原堅一, 斎藤憲吉, 今田高峰
(JAXA), 芝本秀文（細谷加工）

1J08 低毒性推進薬（HAN系）用ガスジェネレータの試作 ○長田泰一, 増田井出夫, 斎藤憲吉, 梶原堅一(JAXA), 田原弘一（阪工
大）

OS-32 In-space propulsion 11月20日　14:10～15:30 司会：小紫 公也（東大）

〜軌道間輸送に向けた電気推進の取り組み〜 (その1)

1J09 軌道間輸送システムのミッション＆技術ロードマップ ○齊藤靖博, 杵淵紀世志, 沖田耕一, 國中均(JAXA)

1J10 水素系大電力電気推進への期待と課題 ○國中均(JAXA)

1J11 電気推進を用いた太陽発電衛星の輸送ミッション ○中野正勝(首都大/都立産業技術高専), 伊藤祐樹, 小紫公也(東大)

1J12 長寿命電気推進機の開発を目指した高密度ヘリコンプラズマの無電極電
磁加速の研究

○篠原俊二郎, 西田浩之, 中村隆宏(東京農工大), 松岡健之, 船木一幸
(JAXA), 羽田亨, 大塚史子(九大), 谷川隆夫(東海大)

OS-32 In-space propulsion 11月20日　15:40～17:00 司会：山本 直嗣（九大）

〜軌道間輸送に向けた電気推進の取り組み〜 (その2)

1J13 大電力化に向けた定常・外部磁場印加型MPDスラスターの開発 ○市原大輔, 原田翔太（名大・院）, 横田茂, 佐宗章弘(名大)

1J14 永久磁石を用いた10kW級定常作動型MPDスラスタの推進性能 ○湖山典英, 井端公紀, 藤田雄也, 田原弘一(阪工大)

1J15 電気推進用電子源の大電流化検討と大電力MPDスラスタの研究 ○船木一幸(JAXA), 青柳潤一郎(首都大), 渡邉裕樹(JAXA), 山本直嗣(九
大), 竹ヶ原春貴(首都大), 窪田健一(JAXA), 奥野喜裕(東工大)

1J16 15kW級DＣアークジェットの作動特性 ○木下昌洋(東大), 杵淵紀世志(JAXA), 中田大将(室蘭工大), 細田聡史,
國中均(JAXA)

OS-32 In-space propulsion 11月20日　17:10～18:50 司会：佐宗 章弘（名大）

〜軌道間輸送に向けた電気推進の取り組み〜 (その3)

1J17 大出力ホールスラスタの研究開発動向 ○小紫公也, 張科寅, ショーンヘル トニー, 小泉宏之, 荒川義博(東大)

1J18 5kW級アノードレーヤー型ホールスラスタの設計とさらなる大型化への指
針

○山本直嗣(九大),  横田茂(名大), 小紫公也(東大)

1J19 ホールスラスタのクラスタ運転 ○宮坂武志, 安里勝雄, 久保田圭, 村木良佑, 清水大地(岐阜大)

1J20 SPT及びTALホールスラスタの大電力・高比推力作動 ○杉本成, 池田知行, 戸川和也, 加藤優貴, 山本怜, 田原弘一, 渡辺陽介
(阪工大)

1J21 国産大型ホールスラスタの現状と今後の課題 尾崎敏之, ○関時明, 世古博巳(三菱電機)

K会場

04　搭載機器(1) 11月20日　9:50～10:50 司会：伊藤憲(電航研)

1K01 インピーダンスばらつきに対応したバッテリバランス回路の研究 ○嶋田修平, 艸分宏昌, 内藤均, 岩佐稔(JAXA)

1K02 金星探査機あかつきの電源系運用状況 ○豊田裕之(JAXA), 大登裕樹(古河電池), 高村裕幸, 吉野秀樹, 野崎幸
重, 吉田禎仁(NTスペース), 石井信明, 嶋田貴信, 高橋優(JAXA)

1K03 宇宙機・宇宙実験器への民生用電池等の適用性評価 ○内藤均, 嶋田修平, 川瀬誠, 小島哲也, 艸分宏昌(JAXA)

04　搭載機器(2) 11月20日　11:00～12:00 司会：伊藤憲(電航研)

1K04 小型重力波観測衛星DPFのための周波数安定化光源の開発 ○武者満, 中川賢一, 植田憲一(電通大)



1K05 斜交関節機構を利用したポインティング装置の開発 ○池田貴洋, 北林正樹（信州大・院）, 中島厚(信州大), 岡本修(慶大)

1K06 MIL217による衛星信頼性予測と軌道上偶発故障率データの比較 ○齋藤宏文(JAXA)

04　搭載機器(3) 11月20日　14:10～15:30　司会：三田信(JAXA)

1K07 低軌道衛星バス系通信機器用小型フェーズドアレーアンテナの提案 ○瀨在俊浩(JAXA)

1K08 空間安定化装置の開発 ○清水誠一, 小出来一秀, 春名正樹, 高原修(三菱電機）

1K09 ハイパースペクトルデータの圧縮技術の検討 ○上山善弘, 佐鳥新(北工大), 青柳賢英(東大)

1K10 小型実証衛星搭載ソフトウェアの開発と動作状況 ○立岩信明, 中村揚介, 堀川雄太, 河原宏昭, 井上浩一, 平子敬一
(JAXA), 宮本剛, 中村聡(MHIエアロスペースシステムズ)

04　搭載機器(4) 11月20日　15:40～17:00 司会：坂井丈泰(電航研)

1K11 ALOS-2ミッションを支える高速データ伝送システム（その1）衛星間通信
サブシステム

○荒木智宏, 稲岡和也, 田島成将, 島田政明, 鳩岡恭之, 大澤祐二(JAXA)

1K12 ALOS-2ミッションを支える高速データ伝送システム（その２） 直接伝送系
サブシステム（DT)

○田島成将, 荒木智宏, 稲岡和也, 島田政明, 鳩岡恭之, 大澤祐二(JAXA)

1K13 SERVIS-3 SpW I/F内蔵化の要素試作試験結果 ○馬渕英生, 小島正人, 田邊和久(三菱プレシジョン), 岡範全(宇宙システ
ム開発利用推進機構)

1K14 NVDR（不揮発データレコーダ）におけるSpaceWireの利用 ○佐々木通(三菱電機), 市川愉,岡本隆司, 関妙子, 阿部まみ(JAXA), 板
尾彰二, 黒澤寿好, 加藤哲朗(三菱電機)

05　宇宙利用(1) 11月20日　17:10～18:30　司会：富田英一(JAXA)

1K15 VLBI相関処理技術を利用した時空情報正当性検証に関する基礎研究-
GNSS信号搬送波を用いた相関処理成果-

○市川隆一(NICT), 高島和宏(国土地理院), 高橋冨士信(横浜国大), 大坪
俊通(一橋大), 小山泰弘, 関戸衛, 岳藤一宏, ホビガー トーマス(NICT)

1K16 超低高度技術のライダーミッションへの応用 ○佐藤洋平, 知識柔一, 中島正勝, 山川史郎, 高畑博樹(JAXA)

1K17 統計的手法を用いた大学衛星の現状分析 ○石井亮介, 佐原宏典(首都大)

1K18 通信衛星の機能、運用方法、および、今後の展望について ○齊藤圭佑(スカパーJSAT)

L会場

OS-04　宇宙機搭載電子部品・材料に関する信頼性向上の取り組みと課
題(その1)

11月20日　9:30～10:50 司会：木本雄吾(JAXA)

1L01 宇宙開発用共通部品の認定について ○青山和広, 青木司郎, 根本規夫, 田村高志(JAXA)

1L02 宇宙用MEMSデバイスの研究開発 ○土屋佑太, 加藤真耶, 加藤一郎, 内田修(JAXA)

1L03 0.15umSOIプロセス技術をベースとした宇宙用半導体デバイスの開発 ○新藤浩之, 海老原司, 森川剛一, 久保山智司, 田村高志(JAXA)

1L04 アニール効果を考慮した総吸収線量計測データについて ○鋤田大日(鹿児島大), 木本雄吾, 越石英樹(JAXA)

OS-04　宇宙機搭載電子部品・材料に関する信頼性向上の取り組みと課
題(その2)

11月20日　11:00～12:00 司会：田川雅人(神戸大)

1L05 太陽光吸収率劣化曲線作成のための紫外線照射量の基準設定 ○森一之, 石澤淳一郎(JAXA)

1L06 シリコーンコンタミネーションに対する紫外線影響評価 ○馬場勧, 横澤裕, 宮崎英治, 石澤淳一郎, 木本雄吾(JAXA), 浦山文隆
(宇宙技術開発)

1L07 SDS-4搭載「THERMEを用いた熱制御材実証実験」（IST）の軌道上評価
速報

○宮崎英治, 木本雄吾, 中村揚介, 藤平耕一(JAXA), Remaury Ste'phanie,
d'Escrivan Ste'phane, Nabarra Pascale(CNES)

OS-04　宇宙機搭載電子部品・材料に関する信頼性向上の取り組みと課
題(その3)

11月20日　14:10～15:10 司会：宮崎英治(JAXA)

1L08 超低軌道中性ガス環境シミュレーション技術の開発 ○大薮高詩, 安田茂, 田川雅人, 横田久美子(神戸大)

1L09 耐原子状酸素コーティングの開発状況と材料保護効果 ○石澤淳一郎, 木本雄吾, 田村高志(JAXA), 古田尚正, 北村昭憲, 鈴木浩
(東亞合成）

1L10 SLATS/MDMミッション用FEPサンプルの超低軌道中性ガス環境地上対
照試験

○藤本晋嗣, 安田茂, 横田久美子, 田川雅人(神戸大)

09次世代技術(1) 11月20日　15:20～17:00 司会：趙 盂佑 (九工大)

1L11 超小型衛星「鳳龍弐号」の試験・検証と軌道上結果 ○趙盂佑, 増井博一, 九州工業大学 衛星開発プロジェクト, (九工大)

1L12 衛星帯電防止用受動型電子エミッタの軌道上実証実験結果 ○松本直希, カーン アリフル, 増井博一, 岩田稔, 豊田和弘, 趙孟佑(九工
大)1L13 国際宇宙ステーション放出キューブサットRAIKOの開発および運用成果 ○坂本祐二, 田邊勇太, 八木澤仁史, 杉村伸雄, 吉田和哉(東北大), 秋山
演亮(和歌山大)

1L14 PROITERES衛星１号機の運用状況と衛星２号機の開発 ○恵上直樹, 池田知行, 井上陽一, 松岡孝明, 坂本雅昴, 田原弘一(阪工
大), 渡辺陽介(阪大)

1L15 超小型人工衛星「SPROUT」の開発状況 ○磯村哲矢, 山崎政彦, 荒木友太, 相浦啓司, 村田亮, 日本大学衛星開発
チーム, 宮崎康行(日大)

09次世代技術(2) 11月20日　17:10～18:50　司会：坂本祐二(東北大)

1L16 信大衛星のシステム設計 ○亀村誠人, 若山裕記, 福沢新, 清水悠介, 岡田直己, 中島厚, 酒匂信匡
(信州大学)

1L17 信州製可視光通信実験衛星(ShindaiSat)用中央制御ボードの開発 ○浜秀典, 飯塚浩二郎(信州大), 坪木光男(KOA), 亀村誠人, 酒匂信匡,
橋本英一, 中島厚(信州大)

1L18 超小型衛星TSUBAMEにおけるC&DH系開発 ○喜多村章悟, 新宅健吾, 森下拓往, 神宮健(東工大), 松永三郎(JAXA)

1L19 リチウムイオンキャパシタを用いた超小型衛星OPUSATの電源系設計 ○別所昂, 柳田将志, 南部陽介, 大久保博志(阪府大)

1L20 超小型人工衛星の信頼性に対する反復作業のための数学的モデル ○イブラヒム モハメド(九工大)

M会場

OS-07  超小型衛星の環境試験標準化(その1) 11月20日　9:40～11:00 司会：趙 盂佑（九工大）

1M01 超小型衛星の環境試験標準化プロジェクトと国際標準規格原案の紹介 ○趙盂佑(九工大), 伊達浩一(基準認証イノベーション技術研究組合), 堀
井茂勝(日本航空宇宙工業会), 小畑昇一(宇宙開発合同会社)

1M02 国内で実施されている超小型衛星環境試験の現状(聞き取り調査の報告) ○小畑昇一(宇宙開発合同会社), 趙孟佑(九工大), 伊達浩一(基準認証イ
ノベーション技術研究組合), 堀井茂勝(日本航空宇宙工業会), 池谷昭(エ
イコーンロジックテクノロジー)

1M03 超小型衛星と日本の宇宙産業政策 ○門松貴(経済産業省)

1M04 宇宙機一般試験標準の改定活動紹介 ○柳瀬恵一, 施勤忠, 内川英明, 西田隆(JAXA)

OS-07  超小型衛星の環境試験標準化(その2) 11月20日　11:00～12:00 司会：趙 盂佑（九工大）

1M05 パネルディスカッション「超小型衛星の環境試験標準化」 ○趙盂佑(九工大)

OS-05　民生分野とのデュアルユースによる宇宙技術の活性化(その1) 11月20日　14:10～15:30 司会：岡範全(宇宙システム開発利用推進機構)

1M06 宇宙用と地上特殊用途のデュアルユースな集積回路の開発と生産体制 ○齋藤宏文, 廣瀬和之(JAXA), 黒田能克, 石井茂(三菱重工業)

1M07 宇部興産のポリイミド事業 ○小沢秀生, 佐藤亮一(宇部興産)

1M08 宇宙製品の民生活用の実践例 ○淺田正一郎(三菱重工業）

1M09 合成開口レーダ搭載無人航空機・小型衛星の開発 スリ スマンティヨ ヨサファット テトォコ(千葉大), 齋藤宏文(JAXA)

OS-05　民生分野とのデュアルユースによる宇宙技術の活性化(その2) 11月20日　15:40～17:20 司会：齋藤 宏文（JAXA）



1M10 SERVISプロジェクトにおける民生部品・技術の宇宙適用 ○岡範全, 浜一守, 那須譲次, 三浦末志（宇宙システム開発利用推進機構)

1M11 JAXAオープンラボ公募の制度概要及び運用実績 ○片岡尚岐(JAXA)

1M12 低コストで拡張性をもつ大型〜超小型衛星用高速ダウンリンク通信シス
テムの実現

○岩切直彦(東大), 宮本健宏(日本電業工作), 冨木淳史, 齋藤宏文
(JAXA)

1M13 宇宙・地上のデュアルユースが可能な次世代ロボット用高出力アクチュ
エータの開発

○永塚正樹(THK)

1M14 高環境耐性・高精度・小型軽量変調波レゾルバの開発 千野忠男(エクストコム), 嶋原士郎(嶋原士郎事務所), 林博諭貴(キュリオ
ス), ○大槻真嗣(JAXA)

OS-05　民生分野とのデュアルユースによる宇宙技術の活性化(その3) 11月20日　17:20～18:00 司会：齋藤 宏文（JAXA）

1M15 パネルディスカッション「民生分野と宇宙分野のデュアルユース」 ○齋藤宏文(JAXA),小沢秀生(宇部興産),淺田正一郎(三菱重工業）,スリ
スマンティヨ ヨサファット テトォコ(千葉大),岡範全（宇宙システム開発利用
推進機構),片岡尚岐(JAXA),岩切直彦(東大),永塚正樹(THK),大槻真嗣
(JAXA)

N会場

OS-10 宇宙機に関する熱制御技術(その1) 11月20日　9:30～10:30 司会：小川博之（JAXA）

1N01 自励振動ヒートパイプにおける非凝縮ガスの影響 ○大丸拓郎, 永井大樹(東北大)

1N02 セカンダリウィック付ループヒートパイプの過渡特性解析 ○眞籠耕平, 竹谷政彦, 永井大樹(東北大)

1N03 PTFE多孔体を用いた宇宙用小型ループヒートパイプの性能評価 ○西川原理仁, 長野方星(名大), 岡崎峻, 小川博之(JAXA), 永井大樹(東
北大)OS-10 宇宙機に関する熱制御技術(その2) 11月20日　10:40～12:00 司会：長野方星（名大）

1N04 JAXA宇宙機設計標準　熱制御系設計標準の概要 ○矢部高宏, 杉田寛之, 小川博之, 畠中龍太(JAXA)

1N05 構造転移により蓄熱する超小型衛星用蓄熱材の開発 ○戸谷剛, 脇田督司, 永田晴紀(北大)

1N06 層間非接触型スペーサMLIの開発 ○宮北健, 畠中龍太, 杉田寛之(JAXA), 斎藤雅規（オービタルエンジニア
リング), 平井智行（日本バノック)

1N07 電力確保の厳しいミッションのためのヒートスイッチの研究開発 ○篠崎慶亮, 岡本篤, 前田真克, 安藤麻紀子, 杉田寛之(JAXA)

OS-10 宇宙機に関する熱制御技術(その3) 11月20日　14:10～15:30 司会：永井大樹（東北大）

1N08 月面長期滞在方法に関する一提案 ○長野方星, 岡崎裕幸, 野津亮太(名大), 小川博之(JAXA)

1N09 SDS-4搭載平板型ヒートパイプ軌道上実験の初期評価 ○岡本篤, 安藤麻紀子, 前田真克, 杉田寛之(JAXA)

1N10 OHPを用いた小型人工衛星の熱制御 ○宮崎芳郎, 河合宏紀(福井工大), 岩田直子, 小川博之, 福田盛介
(JAXA)1N11 GAPS用自励振動ヒートパイプの気球フライト実験 ○岡崎峻, 福家英之(JAXA), 宮崎芳郎(福井工大), 小川博之(JAXA)

OS-10 宇宙機に関する熱制御技術(その4) 11月20日　15:40～17:00 司会：杉田寛之（JAXA）

1N12 X線天文衛星ASTRO-Hの熱設計 ○岩田直子, 小川博之(JAXA), 臼井隆, 池田瑞穂(NEC), 湯本隆宏, 安部
和弘(日本飛行機), 高橋忠幸(JAXA)

1N13 X線天文衛星ASTRO-H搭載軟Ｘ線分光器(SXS)冷却システム用機械式冷
凍機の開発

○佐藤洋一, 篠崎慶亮, 杉田寛之, 澤田健一郎, 満田和久, 山崎典子, 竹
井洋(JAXA), 藤本龍一(金沢大), 村上正秀(筑波大), 恒松正二, 大塚清見,
吉田誠至, 金尾憲一, 楢崎勝弘(住友重機械工業)

1N14 MMOハイゲインアンテナ耐熱MLIの開発 ○宮崎慈(NEC航空宇宙システム), 小川博之, 横澤 裕(JAXA), 岡本章, 大
貫弘和(NEC航空宇宙システム)

1N15 BepiColombo MMOのフライト温度予測 ○小川博之(JAXA), 山崎力, 岡本章(ＮＥＣ), 岩田直子, 岡崎峻(JAXA)

OS-17 宇宙システム開発におけるモデルベース開発技術導入への取り
組み (その1）

11月20日　17:10～18:30 司会：石濱直樹（JAXA）

1N16 人工衛星開発における運用設計プロセスの検討 ○西原雄次, 宮本祐子(JAXA)

1N17 モデルベースエンジニアリング技術を用いた運用指向のシステム要求分
析手法

○河合東, 宮本祐子, 片平真史(JAXA)

1N18 モデルベース検証に向けた検証技術研究 ○宮本祐子,, 河合東, 西原雄次(JAXA), 朝比奈寛之（NAS)

1N19 モデルベース技術を用いた仕様評価技術 ○梅田浩貴, 吉川健, 片平貴史(JAXA)

O会場

OS-24  高精度大型宇宙構造システムの研究開発(その1) 11月20日　9:30～10:30 司会：樋口健(室蘭工大)

1O01 高精度大型宇宙構造システムの研究開発 ○石村康生(JAXA), 田中宏明(防衛大), 池田忠繁(名大), 小木曽望(阪府
大), 岩佐貴史(鳥取大), 秋田剛(千葉工大), 後藤健, 紀伊恒男, 小松敬治
(JAXA)

1O02 高精度大型宇宙構造システムの実現に向けた高精度指向材料の開発 ○後藤健(JAXA), 小林訓史(首都大), 岩田稔(九工大), 上田政人(日大),
横関智弘(東大), 石田雄一(JAXA), 内藤公喜(物質材料研), 石村康生, 小
柳潤, 紀伊恒男, 小松敬治(JAXA)

1O03 高精度大型展開構造物に用いられる炭素繊維強化複合材料の環境負荷
物性

○岩田稔, 内田治郎, 田中雄三(九工大), 冨手政寛, 小林訓史(首都大),
石澤淳一郎, 後藤健(JAXA)

OS-24  高精度大型宇宙構造システムの研究開発(その2) 11月20日　10:40～12:00 司会：田中宏明（防衛大）

1O04 圧電セラミックスのヒステリシスを利用した形状制御の可能性 ○高橋友樹（名大・院）, 池田忠繁(名大)

1O05 セルフセンシングアクティブ動吸振器よる膜の振動制御 ○南部陽介, 山元翔太, 千葉正克(阪府大)

1O06 形状記憶ポリマフィルムによる正方形膜のリンクル/スラック制御実験 仙場淳彦(名大), ○荻芳郎(東大), 小木曽望(阪府大)

1O07 Wrinkleを有する膜面における弾性波伝播挙動 ○横関智弘, 赤池祐介, 神田淳(東大)

OS-24  高精度大型宇宙構造システムの研究開発(その3) 11月20日　14:10～15:30 司会：小木曽望（大阪府立大）

1O08 光学式形状計測による鏡面精度評価を介した高精度形状制御 ○田中宏明(防衛大)

1O09 DLT法による3次元形状計測時に生じる計測誤差のモード特性について ○牧恒男(鳥取大・院), 岩佐貴史(鳥取大), 田中宏明(防衛大)

1O10 格子投影法外挿法における面形状計測座標の幾何算出法の適用 ○似鳥透, 岩井達也, 樋口健, 相原弘匡, 村瀬祥宏(室蘭工大)

1O11 照度差ステレオ法による高精度形状計測に関する実験検討 ○松尾雄太郎, 古谷寛(東工大)

08材料，構造，耐環境試験(1) 11月20日　15:40～17:00 司会：横関智弘(東大)

1O12 衛星搭載望遠鏡主鏡を目指した高精度CFRP鏡の開発 ○神谷友裕, 宇都宮真, 清水隆三(JAXA)

1O13 サンドイッチ板のディンプルによる剛性低下について ○小松敬治, 梶川隆史, 宮下直樹, 神谷友裕, 宇都宮真(JAXA)

1O14 粘土膜複合化CFRP製超高圧水素ガスタンクの開発と有限要素法解析 ○平松宏健(九工大), 安部孝一朗(日立プラントテクノロジー), 米本浩一,
松本剛明, 山本睦也(九工大), 花岡寛司, 正原太(中国工業)

1O15 フッ素樹脂ライナーを用いた複合材製液体酸素タンクの試作 ○平田亘(九工大), 後藤大雄(太平工業), 米本浩一, 松本剛明, 村上清人,
山本睦也(九工大), 花岡寛司, 正原太(中国工業), 好満芳邦（くれ産業振
興センター）

08材料，構造，耐環境試験(2) 11月20日　17:10～18:50　司会：小林正和(JAXA)

1O16 小型衛星用の機能性複合材の熱特性 ○西尾治果, 石原弘士, 奥山圭一(九工大)

1O17 PAN系とピッチ系炭素繊維の液体酸素着火特性に関する考察 ○村上清人, 米本浩一, 松本剛明(九工大)

1O18 月面粉塵環境におけるPTFE複合材の潤滑特性 ○松本康司, 鈴木峰男, 高田仁志(JAXA)



1O19 「きぼう」曝露部を用いた形状記憶ポリマ複合材の宇宙実証実験
（SIMPLE/IMP）

○石澤淳一郎(JAXA), 渡邊秋人, 堀利行, 伊藤裕明(サカセ・アドテック）,
横澤浩, 木本雄吾, 田村高志(JAXA)

1O20 宇宙用潤滑剤を目指した二硫化タングステンの評価検討 ○高橋綾香, 橋本敬三(帝京大)


