
１１月５日（水）
Ａ会場　（アンフィシアター）
ＷＩＮＤＳ衛星の打上げと初期機能・性能確認結果　１ １１月５日 １０：２０～１２：００
司会：中村安雄（ＪＡＸＡ）
1A01 超高速インターネット衛星（ＷＩＮＤＳ）「きずな」計画の概要 ○荒木恒彦，島田政明，中村安雄（ＪＡＸＡ），高橋卓（ＮＩＣＴ），馬場功，鳥海強，池辺憲一（ＮＥＣ）
1A02 WINDS「きずな」初期段階運用結果（全体システム） ○佐藤哲夫，藤原勇一，中村安雄（ＪＡＸＡ），小川俊明，大島浩，池辺憲一，鳥海強，馬場功（ＮＥＣ）
1A03 WINDS「きずな」初期段階運用結果（太陽電池パドル系） ○渡部浩一，野崎幸重，伊藤武彦，剱持伸朗，岡田康彦（ＮＥＣ東芝スペースシステム），佐藤哲夫，前

田剛，中村安雄（ＪＡＸＡ）
1A04 WINDS「きずな」初期段階運用結果（電源系） ○村松丈志，権代智丈，高村裕幸（ＮＥＣ東芝スペ－スシステム），佐藤哲夫，高木恒平，内藤均，中村

安雄（ＪＡＸＡ）
1A05 ＷＩＮＤＳ「きずな」初期段階運用結果（統合型推進系） ○齋藤憲吉，前田剛，有川善久，櫛木賢一，長田泰一，中村安雄（ＪＡＸＡ），赤井公積（ＮＥＣ東芝ス

ペースシステム）

ＷＩＮＤＳ衛星の打上げと初期機能・性能確認結果　２ １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：前田健一（ＮＥＣ）
1A06 WINDS「きずな」初期段階運用結果（姿勢制御系） ○藤原勇一，有川善久，中村安雄（ＪＡＸＡ），馬場研一（ＮＥＣ東芝スペースシステム），前田健一（ＮＥ

Ｃ），棚町健彦（ＮＥＣ東芝スペースシステム），小山内秀行，堀家尚子（ＮＥＣ航空宇宙システム），権田
仁，斎藤太郎（東芝電波システムエンジニアリング）

1A07 WINDS「きずな」初期段階運用結果（モニタカメラ） ○表崇，有川善久，齋藤憲吉，中村安雄（ＪＡＸＡ），鳥海強（ＮＥＣ），飛田將光（アイネット）
1A08 WINDS「きずな」追跡管制システムの開発と運用評価 ○田代誠，池辺憲一，尾崎満，花山浩司，仁井田昭宏（ＮＥＣ），藤田洋一，五十嵐伸明，堀内貴史，中

村美穂，中村美穂（ＪＡＸＡ）
1A09 WINDS「きずな」マルチビームアンテナ（MBA）軌道上性能評価 ○小澤悟，島田政明，中村安雄（ＪＡＸＡ），小石洋一（ＮＥＣ），草間哲，平山勝規（ＮＥＣ東芝スペースシ

ステム），前田健一（ＮＥＣ），福原圭太（ＮＥＣエンジニアリング）

ＷＩＮＤＳ衛星の打上げと初期機能・性能確認結果　３ １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：荒木恒彦（ＪＡＸＡ）
1A10 WINDS「きずな」マルチポートアンプ（MPA）軌道上性能評価 ○細田育生（ＮＥＣ東芝スペースシステム），中澤実（ＮＥＣ航空宇宙システム），北原真樹（シーテッ

ク），黒田知紀，島田政明，中村安雄（ＪＡＸＡ）
1A11 WINDS「きずな」アクティブフェーズドアレイアンテナ(APAA)軌道上性能

評価
○長谷川巧（宇宙技術開発），北尾史郎（三菱電機），鳥海強（ＮＥＣ），谷島正信，島田政明，中村安雄
（ＪＡＸＡ）

1A12 WINDS「きずな」アクティブフェーズドアレイアンテナ（APAA）の素子電界
ベクトル回転法による軌道上性能評価

○井口岳仁，北尾史郎，針生健一（三菱電機），三田貴史，松井建蔵（三菱電機エンジニアリング），鳥
海強（ＮＥＣ），谷島正信，島田政明，中村安雄（ＪＡＸＡ）

1A13 WINDS「きずな」による通信試験結果 ○黒田知紀，島田政明，小川康雄，藤原勇一，横山幹雄（ＪＡＸＡ）

Ｂ会場　（レセプションホールB）
「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　１ １１月５日 ９：４０～１２：００
司会：及川幸揮（ＪＡＸＡ），吉原徹（ＪＡＸＡ）
1B01 【基調講演】　国際宇宙ステーション計画と「きぼう」日本実験棟 ○白木邦明（ＪＡＸＡ）
1B02 「きぼう」日本実験棟プロジェクトの概要 ○今川吉郎（ＪＡＸＡ）
1B03 きぼうの構造設計 ○山本哲也，大野貴史，大坪信彦（三菱重工），筒井史哉，下田孝幸，和田勝，今井茂（ＪＡＸＡ）
1B04 「きぼう」（日本実験棟）船内実験室機構系の開発と軌道上運用結果 ○和田勝，及川幸揮，工藤拓（ＪＡＸＡ），山本哲也，山本康之，神野崇治（三菱重工）
1B05 「きぼう」（日本実験棟）構造数学モデルの動的コリレーション ○今井茂，筒井史哉，下田孝幸，和田勝（ＪＡＸＡ）
1B06 「きぼう」与圧部能動熱制御系装置の開発経緯と今後 ○上田幸寛，村上淳（ＩＨＩエアロスペース），及川幸揮，青木伊知郎，水野浩靖（ＪＡＸＡ）
1B07 「きぼう」与圧系の軌道上熱解析と実運用状況との比較 ○小野裕義（三菱重工），及川幸揮，青木伊知郎，早川喜康（ＪＡＸＡ），佐藤龍也（三菱重工），中山敏

隆，小野晋治（菱友システム技術）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　２ １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：今川吉郎（ＪＡＸＡ），和田勝（ＪＡＸＡ）
1B08 ｢きぼう｣の電力系統機器開発年代記 ○岡村敏男（三菱電機），小松正明，上杉正人（ＪＡＸＡ）
1B09 ISS/JEM電力ネットワークの安定性管理手法と実施結果 ○小松正明，上杉正人（ＪＡＸＡ）
1B10 「きぼう」のオフガス対策と成果 ○吉原徹，川田憲一，青木伊知郎，今川吉郎（ＪＡＸＡ），伊藤定，本馬敦子（三菱重工）
1B11 補用品オフガス評価に関する検討 ○江口幸恵，立原悟（ＪＡＸＡ），大槻大（エイ・イー・エス），後藤克仁（有人宇宙システム）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　３ １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：荒井功恵（ＪＡＸＡ），小松正明（ＪＡＸＡ）
1B12 「きぼう」キャビン内空気循環制御 ○青木伊知郎，及川幸揮（ＪＡＸＡ），伊藤定，金澤良一（三菱重工）
1B13 「きぼう」空気調和装置の開発及び運用状況 ○並木淳，笹山広幸，久保田伸幸，佐々木嘉隆（川崎重工），及川幸揮，青木伊知郎，水野浩靖（ＪＡＸ

Ａ）
1B14 「きぼう」騒音対策の経緯と成果 ○伊藤定（三菱重工），及川幸揮，青木伊知郎，小浜晃正（ＪＡＸＡ），宮本剛，児玉浩明，金澤良一（三

菱重工）
1B15 「きぼう」日本実験棟のマニフェスト・ベンチレビュー活動から得られた知

見
○佐藤善信，千々岩勝久（JEM運用プロジェクトチーム）

日本の宇宙ベンチャーが語る宇宙事業の取り組みと展望　（パネル討論） １１月５日 １７：１０～１８：３０
司会：大貫美鈴（スペースフロンティアファンデーション）
1B16 日本の宇宙ベンチャーが語る宇宙事業の取り組みと展望

パネリスト：
広崎朋史（宇宙システム開発） 佐鳥新（北海道衛星）
緒川修治（PDエアロスペース） 野呂直樹（エバ・ジャパン）
大島佳代子（ジャンプトゥスペース） 武田 康家（MUハンズオンキャピタル）
古川猛（東方通信社）

Ｃ会場　（会議室３０１A）
姿勢制御　１ １１月５日 １０：００～１２：００
司会：上野誠也（横浜国大）
1C01 楕円軌道上テザー秤動運動地上模擬のための数学モデル検討 ○小島広久，古川善康 （首都大学東京）
1C02 GPSを用いた電流制御による安定化 ○吉川千春（首都大学東京），河本聡美，柳沢俊史（ＪＡＸＡ）
1C03 子衛星分離装置の地上実験における相対分離運動の評価 ○稲垣直寛，阿部　和弘（日本飛行機），峯杉賢治，小松啓治，山口功，高橋孝（ＪＡＸＡ）
1C04 新型伸展マストを搭載する東北大学SPRITE-SATの姿勢制御系 ○坂本祐二，吉田和哉，氏家恵理子，坂野井健，高橋幸弘（東北大）
1C05 準天頂測位衛星初号機の姿勢制御系設計 ○戎谷仁志（三菱電機）
1C06 準天頂測位衛星初号機の姿勢決定系設計 ○鵜川晋一（三菱電機）

姿勢制御　２ １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：小島広久（首都大学東京）
1C07 CMG Test bedの研究開発 ○遠藤達也，川井洋志（ＪＡＸＡ）
1C08 球面気体静圧軸受を適用した三軸衛星シミュレータの開発 ○齊藤光伯，福島一彦，島岳也（三菱電機）
1C09 CMGコンポーネントの開発 齊藤光伯，福島一彦，○柏宗孝，島岳也（三菱電機）
1C10 超小型衛星用CMGの試作・基本性能試験および高速姿勢変更制御に

ついて
○藤橋幸太，秋山恭平，尾曲邦之，松永三郎（東工大），熊谷秀夫（多摩川精機）

姿勢制御　３ １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：鈴木秀人（ＪＡＸＡ）
1C11 小型軽量スタースキャナの開発 ○広川英治，清水成人，橋本樹明，斉藤宏文（ＪＡＸＡ），馬越宏太（馬越）
1C12 高精度指向決定のための指向アライメントのモデル化と推定・校正 ○岩田隆敬，田殿武雄（ＪＡＸＡ），河原哲雄（ＮＥＣ），阿部雅一（日本構研システムズ）
1C13 月周回衛星（かぐや）の姿勢制御系とその軌道上データ評価について ○尾郷慶太，岩本祥広，田中一久，岩山曜介（ＮＥＣ東芝スペースシステム），松本秀一，田山聡，石島

義之（ＪＡＸＡ）
1C14 「おきな」と「おうな」の姿勢とドプラー変化 ○河野宣之，菊池冬彦，野田寛大，劉慶会，鶴田誠逸，花田英夫（国立天文台），南野浩之（ＪＡＸＡ）



姿勢制御　４ １１月５日 １７：１０～１８：５０
司会：照井冬人（ＪＡＸＡ）
1C15 三軸衛星シミュレータによるCMGステアリング制御則の地上検証 ○島岳也，齊藤光伯，福島一彦（三菱電機）
1C16 CMG搭載衛星の特異点を用いた最短時間姿勢変更 ○上野誠也（横浜国大），遠藤達也（ＪＡＸＡ）
1C17 2つのSGCMGを用いた衛星の姿勢制御 ○權相元，大久保博志（大阪府大）
1C18 FBAによる入力最適化を用いたCMG搭載衛星の高速マヌーバ制御に関

する研究
○楠田洋一郎，高橋正樹（慶応大）

1C19 角運動量空間内軌跡の観点からのCMG特異点回避駆動 ○小島広久，高田浩平（首都大学東京）

Ｄ会場　（会議室３０１B）
宇宙ロボット １１月５日 １０：００～１２：００
司会：坂井真一郎（ＪＡＸＡ）
1D01 「おりひめ・ひこぼし」から１０年、日本の宇宙ロボットは？ ○小田光茂（ＪＡＸＡ）
1D02 画像運動推定を活用した非協力ターゲットへの宇宙機の位置追従マ

ニューバ制御
○今泉継男（電通大），照井冬人（ＪＡＸＡ）

1D03 きぼう船外実験プラットフォームでの有人宇宙活動支援ロボット実証実
験

○小田光茂，吉井正広（ＪＡＸＡ）

1D04 操作指を有する宇宙用精細作業ハンドの開発 ○上野泰平，小田光茂（東工大）
1D05 形状可変ビームMBDの改良試作機と操作制御方法について ○松永三郎，三浦尚幸，田中洋平（東工大）
1D06 テンセグリティ構造を利用した伸展式ロボットアームの伸縮機構の検討 ○萩原裕介，小田光茂（東工大）

構造　１ １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：幸節雄二（九大）
1D07 小型人工衛星の制振性および伝熱特性を考慮した複合領域設計に関

する研究
○曽根弘行，宮下朋之（早大），角田博明（東海大），渡辺和樹（ウェルリサーチ）

1D08 冷却溝を含むロケットエンジンノズルの流れと熱伝達 ○新村和大，平岡克己（東海大）
1D09 フェアリングの音響透過に関する数値解析と実験の基礎的検討 ○金田英和（計算力学研究センター），高橋孝，村上桂一，橋本敦，青山剛史（ＪＡＸＡ），古賀豊，宮信

大，モハメドカリル，森浩一，中村佳朗（名大）
1D10 小型衛星への振動入力低減のための搭載台への搭載位置と応答倍率

の検討
○鳥阪綾子，山川宏（早大）

構造　２ １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：樋口健（ＪＡＸＡ）
1D11 HTV用衛星分離部3284S型の開発概要 ○河野秀文，長尾敬智，中村敏夫（三菱重工）
1D12 衛星分離部3284S型　構造設計・開発 ○長尾敬智，河野秀文，中村敏夫（三菱重工）
1D13 宇宙用波動歯車装置の特性評価 ○宮馬浩，小原新吾，鈴木峰男（ＪＡＸＡ）
1D14 FBGセンサーを用いた低熱ひずみCFRPの湿潤膨張モニタリング ○宇都宮真，清水隆三（ＪＡＸＡ）

構造　３ １１月５日 １７：１０～１８：５０
司会：目黒在（武蔵工大）
1D15 試験データベースを用いた搭載機器のランダム振動環境条件算出の試

み
○土橋将弘，施勤忠，斎藤幹雄（ＪＡＸＡ）

1D16 準天頂測位衛星初号機における構造検証の考え方 ○新舘恭嗣，稲場典康 ，寺田弘慈（ＪＡＸＡ），世古博巳，高野洋一，岡本丈史（三菱電機）
1D17 振動試験におけるフォースリミット条件の算出とSDS-1 STMへの適用例 ○柳瀬恵一，長浜謙太，施勤忠，斎藤幹雄，小松雄高，中村揚介，橋本英一（ＪＡＸＡ）
1D18 伝達関数合成法による最大インタフェースフォース計算法の検討 ○長浜謙太，施勤忠，斎藤幹雄，斎藤幹雄（ＪＡＸＡ）
1D19 太陽電池パドル解放時衝撃力解析技術の開発 ○吉田佳子，世古博巳（三菱電機），山崎芳昭（明星大），施勤忠，土橋将弘，岩佐貴史（ＪＡＸＡ）

Ｅ会場　（会議室３１１A）
エアロキャプチャの実現に向けて　１ １１月５日 ９：５０～１２：００
司会：鈴木俊之（ＪＡＸＡ）
1E01 火星・金星探査におけるエアロキャプチャシステムの検討　【３０分】 ○藤田和央，鈴木俊之，高柳大樹（ＪＡＸＡ），加納希生（東大）
1E02 解析的予測法によるカプセルエアロキャプチャ誘導技術の検討 ○加納希生（東大），藤田和央，鈴木俊之，高柳大樹（ＪＡＸＡ）
1E03 エアロキャプチャにおけるフラップ形状の検討 ○高柳大樹，鈴木俊之（ＪＡＸＡ），加納希生（東大），藤田和央（ＪＡＸＡ）
1E04 エアロキャプチャ衛星の制御と空力形状の同時最適化に向けて ○本間直彦，鈴木宏二郎（東大）
1E05 空気中を飛行する宇宙機周りの３次元熱化学非平衡流れ解析 ○竹内玲司，古館美智子，澤田恵介（東北大学）
1E06 超音速流中におけるインフレータブル構造体の挙動及び空力特性に関

する研究
○山田和彦（ＪＡＸＡ），木村祐介（青山学院大），牧野仁（東海大），安部隆士（ＪＡＸＡ），林光一（青山学
院大）

エアロキャプチャの実現に向けて　２ １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：古館美智子（東北大）
1E07 アブレーション熱防御システムを用いたエアロキャプチャシステムの検討 ○鈴木俊之，高柳大樹（ＪＡＸＡ），加納希生（東大），藤田和央（ＪＡＸＡ）
1E08 高速空気プラズマ流中の炭化ケイ素系材料の耐熱試験 ○舩津賢人，小澤正裕，島田憲吾，白井紘行，高草木文雄（群馬大）
1E09 高温窒素気流の分光温度測定 ○北川一敬，五藤勇人，保原充（愛知工大）
1E10 軽量アブレータの炭化過程 ○酒井武治，小林祐介（名大），奥山圭一（津山高専），北川一敬（愛知工大），加藤純朗（川崎重工），

鈴木俊之．藤田和央（ＪＡＸＡ）

エアロキャプチャの実現に向けて　３ １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：藤田和央（ＪＡＸＡ）
1E11 熱化学非平衡を考慮した二酸化炭素大気を飛行する宇宙機の空力解

析
○古館美智子，竹内玲司，保江かな子，澤田恵介（東北大），藤田和央（ＪＡＸＡ）

1E12 DSMC法を用いた高高度を飛行する宇宙機の空力解析 ○本木裕一朗，古館美智子，澤田恵介（東北大）
1E13 揚力を発生するバルートの空力特性に関する実験的研究 ○大津広敬，塩谷渉（静岡大），安部隆士（ＪＡＸＡ）
1E14 エアロキャプチャ衛星における膜構造低弾道係数飛行体の適用につい

て
○鈴木宏二郎（東大）

大学から見た将来型宇宙輸送システムの技術課題　１ １１月５日 １７：１０～１８：５０
司会：麻生茂（九大）
1E15 液体ロケットの基礎設計技術の整備 ○幸節雄二（九大）
1E16 小型弾道飛行試験による宇宙工学研究の新展開 ○永田晴紀（北大），植松努（植松電機），伊藤献一（北海道宇宙科学技術創成センター）
1E17 スペースプレーンの概念設計用飛行荷重解析法 ○中島究，幸節雄二（九大）
1E18 TSTO極超音速空力干渉におけるCrack部の空力加熱率に関する実験

的解析
○小澤啓伺，花井勝祥，森浩一，中村佳朗（名大）

1E19 マッハ数１２－１６範囲の衝撃波面背後における窒素分子振動/回転温
度のCARS分光計測

○前野一夫，太田匡則，遠藤陽一，長田尭，金沢力（千葉大）

Ｆ会場　（会議室３１１B）
レーザ技術とその宇宙応用への期待　１ １１月５日 １０：００～１２：００
司会：豊嶋守生（ＮＩＣＴ）
1F01 OICETSの軌道上運用データ評価 ○坂上実，長尾法人（ＪＡＸＡ），大日向幸一，高見哲也（宇宙技術開発）
1F02 北海道衛星における衛星地上間レーザ通信技術と利用 ○青柳賢英，佐鳥新（北海道工業大学）
1F03 光衛星間通信用ポインティング技術の実証法 ○白玉公一（ＮＥＣ東芝スペースシステム），池辺憲一，間瀬一郎（ＮＥＣ），城野隆，山川史郎，山脇敏

彦，荒井功恵（ＪＡＸＡ）
1F04 空間位相変調器を用いた衛星光学系の軌道上再構成に関する研究 ○宮村典秀（東大）
1F05 宇宙で光学系の性能を最大限に引き出すには ○江野口章人，小淵保幸，金井美一，武山芸英（ジェネシア）
1F06 半導体レーザ一体型MEMS光アンテナの提案 ○宗正康，佐野雅敏（東京理科大）



レーザ技術とその宇宙応用への期待　２ １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：大坪俊通（一橋大）
1F07 月面着陸用レーザセンサ ○加瀬貞二，中島雅浩，村山勉，山下敏明，村田茂（ＮＥＣ），岩山曜介，卯尾匡史（ＮＥＣ東芝スペース

システム），椎名哲男（ＮＥＣエンジニアリング），石島義之，河野功（ＪＡＸＡ）
1F08 月面作業用の3次元移動ロボットのための誘導と位置計測・角度計測・

姿勢計測法の提案
○津村俊弘（津村総合研究所）

1F09 宇宙用レーザ距離計のためのパルス検出ICの開発 ○水野貴秀，池田博一，川原康介（ＪＡＸＡ）
1F10 1.6μm帯CW変調ＣＯ２モニタＤＩＡＬ地上検証モデルの開発 ○亀山俊平，今城勝治，平野嘉仁，上野信一（三菱電機），川上修司，中島正勝（ＪＡＸＡ）

レーザ技術とその宇宙応用への期待　３ １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：水野貴秀（ＪＡＸＡ）
1F11 宇宙放射線に対して高い耐性を持つ光再構成型ゲートアレイの高速再

構成試験
○中島真央，渡邊実（静岡大）

1F12 完全並列プログラミングが可能なダイナミック光再構成型ゲートアレイ ○瀬戸大作，渡邊実（静岡大）
1F13 FPGAを用いたリアルタイム3GbpsコヒーレントBPSK光受信機の開発 ○豊嶋守生，荘司洋三，久利敏明，高山佳久，西永望，國森裕生，小山善貞（ＮＩＣＴ），城野隆（ＪＡＸ

Ａ），菊池和朗（東大）
1F14 3GHzBPSK　光コヒーレント受信回路の開発 ○森本正明，阿部雅明（日本コントロールシステム）

レーザ技術とその宇宙応用への期待　４ １１月５日 １７：１０～１８：５０
司会：戸田知朗（ＪＡＸＡ）
1F15 衛星－地上間光通信装置の開発 ○小出来一秀，福島一彦（三菱電機），豊嶋守生，高山佳久（ＮＩＣＴ）
1F16 ２軸可動鏡と高効率ドライバーの開発 ○阿部俊雄，木崎隆義（スペースリンク），國森裕生，豊嶋守生，高山 佳久（ＮＩＣＴ）

1F17 衛星-地上局間光通信における波面補正効果の検討 ○高山佳久，豊嶋守生，國森裕生（ＮＩＣＴ）
1F18 Radio on Free Space Optics(RoFSO) システムの伝送品質への大気擾

乱の影響
○東野武史，キムキョンハン，塚本勝俊，小牧省三（阪大），若森和彦，鈴木敏司，カムギシャカザウ
ラ，佐藤拓郎，松本充司（早大）

1F19 空間光変器を用いた光制御型フェーズドアレーアンテナにおけるマルチ
ビーム化検討

○秋山智浩，酒井清秀，平野嘉仁（三菱電機）

Ｇ会場　（会議室４０５）
宇宙推進　１　（テザー、プラズマセイル） １１月５日 １０：２０～１２：００
司会：船木一幸（ＪＡＸＡ）
1G01 酸素環境下でのカーボンナノチューブ電子源の動作試験 ○齋藤奈々子，山極芳樹（静岡大），大川恭志，西田信一郎，北村正治（ＪＡＸＡ）
1G02 誘導結合プラズマを用いた電子源のプラズマコンタクタへの適用に向け

た基礎研究
○奥津麻美，渡邊裕樹，畠山智行，入江正俊，青柳潤一郎，竹ヶ原春貴（首都大学東京）

1G03 磁気プラズマセイル宇宙機の推力に関する数値解析 ○佐々木大祐（京大），船木一幸（ＪＡＸＡ），山川宏（京大），藤本智也（静岡大），小嶋浩嗣（京大）
1G04 地上実験と数値解析との比較を通じて予測した磁気セイルの推進性能 ○梶村好宏（京大，JST，CREST），臼井英之（京大），篠原育，船木一幸（ＪＡＸＡ），沼波政倫（京大），

中村雅夫（大阪府大），山川宏（京大），秋田大輔（ＪＡＸＡ）
1G05 （講演取消）
1G06 磁気プラズマセイルのプラズマ流における非理想電磁流体効果の数値

解析
○藤本智也，大津広敬（静岡大），船木一幸（ＪＡＸＡ），山極芳樹（静岡大）

宇宙推進　２　（パルスプラズマスラスタ） １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：西山和孝（ＪＡＸＡ）
1G07 大阪工業大学・小型スペースシップ搭載用電熱加速型パルスプラズマス

ラスタの流れ場の２次元数値計算
○石井悠介，高木宏樹，山本剛史，田原弘一（大阪工大）

1G08 大阪工業大学・小型スペースシップ搭載用電熱加速型パルスプラズマス
ラスタの性能測定

○高木宏樹，山本剛史，石井悠介，田原弘一（大阪工大）

1G09 マイクロ波励起マイクロプラズマスラスタの数値解析および実験 ○高橋岳志，市田有吾，鷹尾祥典，太田裕朗，江利口浩二，斧高一（京大）
1G10 粉体推進剤PPTと推進剤供給機構 ○斉藤健史（東大），小泉宏之，國中均（ＪＡＸＡ）

宇宙推進　３　（化学推進） １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：竹ヶ原春貴（首都大学東京）
1G11 宇宙機用プラグノズルエンジン適用の検討 ○増田井出夫，梶原堅一（ＪＡＸＡ）
1G12 複数衛星推進系において発生したバルブ不適合の克服 ○梶原堅一，増田井出夫，長田泰一（ＪＡＸＡ），高橋衛，栗原広（ＩＨＩエアロスペース）
1G13 環境適合型推進剤RCSスラスターのレーザ着火技術に関する研究 ○森谷信一（ＪＡＸＡ），高橋秀明（コスモテック），藤田和久（光産業創成大学院大）
1G14 詳細な燃焼モデルを適用したフィルムクーリング型二液式スラスタ数値

シミュレーション
○大南香織（東大），小川博之，上杉邦憲（ＪＡＸＡ）

宇宙推進　４（化学推進） １１月５日 １７：１０～１８：５０
司会：梶原堅一（ＪＡＸＡ）
1G15 放電プラズマによるHAN系推進薬の分解評価 ○小竹佑輝，青柳潤一郎，竹ヶ原春貴（首都大学東京），中塚潤一，澤井秀次郎，堀恵一（ＪＡＸＡ）
1G16 宇宙機搭載用コンタミネーションセンサー ○西山和孝，國中均（ＪＡＸＡ）
1G17 有機ハイドライドの推進剤としての可能性について ○小野文衛，竹腰正雄，齋藤俊仁，植田修一（ＪＡＸＡ）
1G18 ヒドラジンの真空中での凍結事象観察 ○香河英史，中塚潤一（ＪＡＸＡ）
1G19 衛星推進系２０Ｎ級推薬弁の国産開発結果 ○櫛木賢一，長田泰一，梶原堅一（ＪＡＸＡ），伊藤裕康，岡田勇，杉村佳春（日本ムーグ）

Ｈ会場　（会議室４０４）
軌道　１ １１月５日 １０：２０～１２：００
司会：竹内央（ＪＡＸＡ）
1H01 ASTRO-G 精密軌道決定用レーザリフレクタの設計 [１] 材料および構造

の宇宙環境予備試験
○国森裕生，小室純一（ＮＩＣＴ），内田英樹，神谷友裕，竹内央，吉原圭介（ＪＡＸＡ），大坪俊通（一橋
大），古賀茂昭（翔エンジニアリング），石井忠司（次世代技術），洲崎保司（ユニバース）

1H02 ASTRO-G 精密軌道決定用レーザリフレクタの設計 [2] 光学応答シミュ
レーション

○大坪俊通，小林美穂子（一橋大），國森裕生（ＮＩＣＴ），中村信一，竹内央（ＪＡＸＡ），洲崎保司（ユニ
バース）

1H03 ASTRO-G 精密軌道決定用レーザリフレクタの設計  [3] 熱モデルと熱環
境試験の検討

○石井忠司（次世代技術），國森裕生（ＮＩＣＴ），竹内央（ＪＡＸＡ），古賀茂昭（翔エンジニアリング）

1H04 新大気密度モデルJB2006の軌道決定精度向上に対する有効性評価 ○中村涼，森茂博 ，染谷一徳 （ＪＡＸＡ），小井沼久哉（大興電子通信）
1H05 メッシュアンテナに作用する太陽光輻射圧 ○久保岡俊宏，後藤忠広（ＮＩＣＴ），大坪俊通（一橋大）

軌道　２ １１月５日 １４：１０～１５：５０
司会：久保岡俊宏（ＮＩＣＴ）
1H06 目標軌道投入のためのスイングバイ条件の導出について ○川勝康弘（ＪＡＸＡ）
1H07 小型ソーラーセイル実証機の軌道解析 ○山口智宏（総研大），森本睦子，竹内央，吉川真（ＪＡＸＡ）
1H08 ランデブー軌道計画の立案方法について ○鈴木和典（三菱スペースソフトウェア）
1H09 宇宙機の複数対象へのフライバイおよびランデブー軌道制御問題 ○坂東麻衣，山川宏（京大）
1H10 有人宇宙船の月周回軌道投入におけるバックアップ軌道の初期検討 ○山本高行（ＪＡＸＡ）

月・惑星探査　１ １１月５日 １６：００～１７：２０
司会：川勝康弘（ＪＡＸＡ）
1H11 火星の超低高度衛星の可能性 ○歌島昌由（ＪＡＸＡ）
1H12 惑星間軌道作成ツールの検討 ○齊藤靖博，加納康臣，小川美奈，廣瀬史子，石井信明（ＪＡＸＡ）
1H13 「はやぶさ」後継機による小天体探査ミッション２ ○吉川真（ＪＡＸＡ）
1H14 （講演取消）
1H15 微小重力下での探査機の跳躍機構に関する提案 ○菅原佳城，水口耕，小林信之（青山学院大）



 搭載センサ １１月５日 １７：３０～１８：３０
司会：水野貴秀（ＪＡＸＡ）
1H16 超小型分散監視カメラシステム ○木村真一（東京理科大）
1H17 小型位置天文衛星Nano-JASMINEの望遠鏡開発 ○初鳥陽一，郷田直輝，小林行泰，矢野太平（国立天文台），山田良透，丹羽佳人（京大），牛山孝夫

（東海大）
1H18 宇宙用小型ハイパースペクトルセンサの試作評価 ○青柳賢英，佐鳥新（北海道工大），原潤海（電制），中村明広（アイドマ），安中俊彦（植松電機），戸

谷剛（北大），西里真哉（北海道工大）

Ｉ 会場　（会議室４０３）
学生セッション　１ １１月５日 ９：４０～１２：００
司会：冨田雅行（三菱電機）
1I01 宇宙用太陽電池で発生する放電電流波形摸擬回路の開発 ○野村正行，豊田和弘（九工大）
1I02 宇宙機表面放電による搭載機器への影響解析のための太陽電池パネ

ル等価回路
○前島淳司，趙孟佑（九工大）

1I03 宇宙用太陽電池アレイでの表面吸着水分量と放電発生の関係 ○二ノ宮隼一郎，豊田和弘（九工大）
1I04 CIS系薄膜の放射線照射による影響 ○村澤一樹，安庭宗弘，中西久幸（東京理科大），秩父重英（東北大），木村真一，杉山睦（東京理科

大）
1I05 低温および室温における太陽電池パネルの放電頻度の比較 ○上田敦史，岩田稔（九工大）
1I06 衛星帯電放電試験への適用を目指した放電発生装置の開発 ○坂本裕太，豊田和弘（九工大）
1I07 放電を利用した高温劣化宇宙用電力ケーブル被覆材のひび割れ検出 ○十川和真，岩田稔（九工大）

学生セッション　２ １１月５日 １４：１０～１５：３０
司会：中込良之（三菱重工）
1I08 小型固体ロケットモータの薄型化に関する実験的研究 ○浦川克也，田中雅文（防衛大学校）
1I09 非燃焼型ロケットCEES-3Bの推進性能について ○小泉拓郎，比江島俊彦，真鍋武嗣（大阪府大）
1I10 パラシュート開傘時の荷重履歴に関する数値解析および実験的研究 ○杉田俊哉，中篠恭一（東海大）
1I11 マイクロ波ロケットの推力発生過程に関する数値解析 ○嶋田豊，柴田鉄平，小紫公也，荒川義博（東大）

学生セッション　３ １１月５日 １５：４０～１７：００
司会：大島武（ＮＥＣ）
1I12 超小型人工衛星Cute-1.7 + APD IIの打上・運用結果 ○稲川慎一，芦田宏樹，西田淳一，藤橋幸太，三浦　尚幸，戸泉　貴裕，藤原　謙，尾曲　邦之，宮下

直己，松永　三郎（東工大）
1I13 超小型人工衛星システムのUpdateを目指したリコンフィギャラブルシス

テムの研究
○村島佑輔，黒木聖司（創価大）

1I14 触媒着火型水素・酸素スラスタの燃焼 ○吉田浩司，都木恭一郎（東京農工大）
1I15 種々の光源による光圧力推進の性能 ○大塚友裕，都木恭一郎，都木恭一郎（東京農工大）

学生セッション　４ １１月５日 １７：１０～１８：５０
司会：安光亮一郎（三菱電機）
1I16 同軸パルス型プラズマスラスターにおける非定常プルーム測定 ○佐藤慎吾，安里勝雄，宮坂武志（岐阜大）
1I17 イグナイタ改質によるパルス型プラズマスラスタの点火特性 ○碓井太基，都木恭一郎（東京農工大）
1I18 定常作動ＭＰＤアークジェットの推進性能実験 ○高谷亮太，佐宗章弘（名大）
1I19 RFアンテナを用いたプラズマ電磁加速方法の実験 ○田中良和，，都木恭一郎（東京農工大）
1I20 レーザー支持爆轟波におけるレーザー波長の影響 ○山口敏和，畑井啓吾，小紫公也，荒川義博（東大）

J会場　（会議室３０２）
次世代固体ロケットの研究　１ １１月５日 １０：００～１２：００
司会：井元隆行（ＪＡＸＡ）
1J01 次期固体ロケットの研究 ○森田泰弘，井元隆行，羽生宏人（ＪＡＸＡ），大塚浩仁（ＩＨＩ エアロスペース）
1J02 次期固体ロケットのシステム要求 ○福添森康，羽生宏人，森田泰弘（ＪＡＸＡ）
1J03 多様な衛星軌道投入への対応 ○庄山直芳，矢木一博，真弓敦，大塚浩仁（ＩＨＩエアロスペース），羽生宏人（ＪＡＸＡ）
1J04 次期固体ロケットのフライトソフトウェアについて ○田村誠，井上知也（ＪＡＸＡ），野原勝，大塚浩仁（ＩＨＩエアロスペース），横田清美，森田泰弘（ＪＡＸＡ）
1J05 搭載機器点検の自律化 ○佐賀勝之，野原勝，加藤弘一郎，大塚浩仁（ＩＨＩエアロスペース），田村誠，森田泰弘（ＪＡＸＡ）
1J06 次期固体ロケットの革新的運用構想 ○三保和之，荒川聡，田村誠（ＪＡＸＡ），野原勝，北井保夫（ＩＨＩエアロススペース）

次世代固体ロケットの研究　２ １１月５日 １４：１０～１５：５０
司会：森田泰弘（ＪＡＸＡ）
1J07 高度情報化による開発プロセスの改善 ○田村剛，大塚浩仁，矢木一博（ＩＨＩエアロスペース），福添森康（ＪＡＸＡ）
1J08 火炎偏向板形状がロケット打上げ時の音響環境に与える影響 ○堤誠司，加藤進，福田紘大，高木亮治， 宇井恭一（ＪＡＸＡ）
1J09 固体ロケットモータの音響予測手法の検討 ○福田紘大，堤誠司，宇井恭一，石井達哉，生沼秀司，賀澤順一，峯杉賢治，藤井孝藏（ＪＡＸＡ）
1J10 上段用無毒液体推進系の研究 ○八木下剛，羽生宏人，徳留真一郎（ＪＡＸＡ），大毛康弘（ＩＨＩエアロスペースエンジニアリング）
1J11 スピンを伴う飛しょう体に搭載可能なGPS受信機の開発 ○海老沼拓史（東京海洋大），楠知通（東大），齋藤宏文，田村誠（ＪＡＸＡ），阿部俊雄（スペースリンク）

宇宙輸送　１ １１月５日 １６：００～１７：００
司会：嶋田徹（ＪＡＸＡ）
1J12 固体ロケットに生じるロールトルクと旋回流の計測 嶋田徹，安田誠一，鈴木直洋（ＪＡＸＡ），冨澤利夫，二宮一芳，菊地原清澄，矢島卓，○尾澤剛（ＩＨＩエ

アロスペースエンジニアリング）
1J13 空中発射式ロケットにおける状態推定 ○三浦政司（総研大），森田泰弘（ＪＡＸＡ）
1J14 マイクログラビティ実験用ロケットの概念検討 ○野末辰裕，星野伸行，吉川茂雄，中野富雄（有人宇宙システム）

口径35，000kmの電波望遠鏡で宇宙をみるASTRO-Gミッション １１月５日 １７：１０～１８：５０
司会：齋藤宏文（ＪＡＸＡ）
1J15 スペースVLBI計画ASTRO-Gのミッションとシステム ○齋藤宏文，坪井昌人（ＪＡＸＡ），井上允，小林秀行（国立天文台），村田泰宏，吉原圭介，ASTRO-G

プロジェクトチーム（ＪＡＸＡ）
1J16 高精度ミリ波大型展開アンテナの開発 樋口健，○岸本直子，川原康介（ＪＡＸＡ），吉原眞（ＮＥＣ東芝スペースシステム），飯倉省一（ＮＥＣ航空

宇宙システム）
1J17 電波天文衛星ASTRO-Gにおける高速姿勢変更実現のための取り組み ○坂井真一郎，坂東信尚（ＪＡＸＡ），中邨勉（東大），前田健（ＮＥＣ），神谷俊夫，小倉直人（ＮＥＣ東芝

スペースシステム），望月奈々子，村田泰宏，橋本樹明，齋藤宏文（ＪＡＸＡ）
1J18 長楕円軌道衛星の高精度軌道決定 ○竹内央，朝木義晴，中村信一，中村涼（ＪＡＸＡ），國森裕生，久保岡俊宏，後藤忠広（ＮＩＣＴ），大坪

俊通（一橋大），片桐征治， 平野亮太（富士通），吉原圭介，吉川真（ＪＡＸＡ）
1J19 Kaバンドによる位相伝送と１Gbpsデータ伝送 ○河野裕介（国立天文台），村田泰宏，土居明広，齋藤宏文（ＪＡＸＡ）



１１月６日（木）
Ａ会場　（アンフィシアター）
ＷＩＮＤＳ衛星の打上げと初期機能・性能確認結果　４ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：細田育生（ＮＥＣ東芝スペースシステム）
2A01 WINDS「きずな」再生交換中継の初期機能確認　-交換機処理確認 ○高橋卓，橋本幸雄，大川貢（ＮＩＣＴ），熊谷健夫，米田誠良（ＮＥＣ東芝スペースシステム），西了二（Ｎ

ＥＣ航空宇宙システム），仙波新司，山佐靖彦，片桐秀樹（ＮＥＣ東芝スペースシステム）
2A02 WINDS「きずな」再生交換中継器の初期機能確認－変復調機能確認 ○米田誠良，榊原千洋（ＮＥＣ東芝スペースシステム），西了二（ＮＥＣ航空宇宙システム），仙波新司，

山佐靖彦，片桐秀樹（ＮＥＣ東芝スペースシステム），高橋卓，橋本幸雄，大川貢（ＮＩＣＴ）
2A03 WINDS「きずな」非再生中継回線における622MbpsQPSK信号の伝送特

性
○大川貢，高橋卓，橋本幸雄，赤石明，浅井敏男，S.P.Namboothiri（ＮＩＣＴ），黒田知紀，島田政明，中
村安雄（ＪＡＸＡ），細田育生（ＮＥＣ東芝スペースシステム），中澤実（ＮＥＣ航空宇宙システム），小川俊
明，大島浩（ＮＥＣ），新井武（ＮＥＣ航空宇宙システム）

2A04 基準局による自動運用　－立案から運用まで－ ○大友英文（ＮＥＣ航空宇宙システム），奥居民生，山下修史（ＮＥＣ），瀧呑明（ＮＥＣ航空宇宙システ
ム），小川康雄，島田政明，中村安雄（ＪＡＸＡ）

ＷＩＮＤＳ衛星の打上げと初期機能・性能確認結果　５ １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：高橋卓（ＮＩＣＴ）
2A05 WINDS「きずな」基本実験（その2）実験概要 ○堀内貴史，鈴木智美，朴澤佐智子，冨井直弥，中尾正博（ＪＡＸＡ），長野健一郎，中尾幸嗣，守山正

巳，石橋大輔（ＮＨＫ）
2A06 WINDS「きずな」における情報化の取組みと成果 ○黒田水香，廣瀬育也，曽我みどり，荒木恒彦，三好寛（ＪＡＸＡ），三好弘晃（ＮＥＣ），西尾浩明（ＮＥＣ

航空宇宙システム）
2A07 WINDS「きずな」基本実験（その1）実験概要 ○小川康雄，横山幹雄，黒田知紀，藤原勇一，中村安雄（ＪＡＸＡ），大川貢（ＮＩＣＴ）
2A08 WINDS「きずな」の基本実験及び利用実験の概要 ○樋口敏夫，澤邊雅彦，中尾正博（ＪＡＸＡ），高橋卓（ＮＩＣＴ），西原明法（東工大）

「かぐや」の成果と今後の月探査への期待　１ １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：松本甲太郎（ＪＡＸＡ）
2A09 かぐや（SELENE）の概要について ○滝澤悦貞，佐々木進，加藤學（ＪＡＸＡ）
2A10 月周回衛星「かぐや（SELENE)」の開発と運用 ○南野浩之，田山聡，小西久弘，滝澤悦貞（ＪＡＸＡ），池上真悟，宮田信，宮田信（ＮＥＣ）
2A11 「かぐや(SELENE)」地上系システムの開発結果と定常運用成果 ○星野宏和，米倉克英，小川美奈，小西久弘，野村信人，二ノ宮賢治，祖父江真一，奥村隼人，田中

孝治，滝澤悦貞（ＪＡＸＡ）
2A12 「かぐや」軌道制御計画と運用結果 ○神川えりか，田中貴美恵，松岡正敏，大谷宏三，加藤貴昭，寺田博（ＮＥＣ航空宇宙システム），松本

秀一（ＪＡＸＡ），山本昌幸（三菱スペースソフトウェア），川勝康弘，小川美奈，小西久弘，井上高広，広
田正夫，池田人（ＪＡＸＡ），池上慎悟，宮田信（ＮＥＣ）

「かぐや」の成果と今後の月探査への期待　２ １１月６日 １４：３０～１５：５０
司会：吉川真（ＪＡＸＡ）
2A13 「かぐや」定常運用における軌道決定・軌道生成の精度 ○池田人（ＪＡＸＡ），青島千晶（富士通），小井沼久哉（大興電子通信），小川美奈，広田正夫，森茂

博，井上高広（ＪＡＸＡ），大西隆史（富士通）
2A14 「かぐや」クリティカルフェーズにおける軌道決定・予報精度 ○小川美奈（ＪＡＸＡ），大西隆史，篠崎憲二，青島千晶，石橋史朗（富士通），井上高広，広田正夫，森

茂博，堀井道明（ＪＡＸＡ）
2A15 月重力場推定とかぐやの軌道決定・予報精度向上（中間報告） ○青島千晶（富士通），小川美奈，広田正夫，森茂博，池田人（ＪＡＸＡ），石橋史朗，大西隆史，篠崎憲

二（富士通）
2A16 「かぐや」データを用いたネットワークベース月・惑星GIS環境構築 ○寺薗淳也（会津大），祖父江真一，奥村隼人，山本幸生（ＪＡＸＡ），出村裕英，平田成（会津大），藤

田岳人，山本彩（リモートセンシング技術センター）

Ｂ会場　（レセプションホールB）
「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　４ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：東覚芳夫（ＪＡＸＡ），小柳英雄（ＪＡＸＡ）
2B01 「きぼう」（日本実験棟）曝露系システムの開発状況 ○鈴木桂子，荒井功恵，及川幸揮，吉原徹（ＪＡＸＡ），村上淳，本多哲也，高田正治（ＩＨＩエアロスペー

ス）
2B02 きぼうロボットアーム初期展開運用 ○竹貝朋樹（ＮＥＣ），筒井史哉，森本仁，上野浩史，土井忍（ＪＡＸＡ），桑尾文博，田中正樹，西尾昌

信，大塚聡子，細川民樹（ＮＥＣ）
2B03 「きぼう」曝露系の安全性設計 ○高田正治，本多哲也，村上淳（ＩＨＩエアロスペース），吉原徹，及川幸輝（ＪＡＸＡ）
2B04 JEM衛星間通信システム（ICS）の開発における有人対応 ○熊谷博貴，栗原和宏（ＮＥＣ），上杉正人，井尻達也（ＪＡＸＡ）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　５ １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：立花正一（ＪＡＸＡ），佐藤崇行（ＪＡＸＡ）
2B05 JEM運用管制システムの開発と運用実施状況 ○池田武史，檜佐雅洋，小松正明（ＪＡＸＡ）
2B06 「きぼう」初期運用管制結果と今後の計画 ○東覚芳夫，原田力，松浦真弓（ＪＡＸＡ）
2B07 「きぼう」日本実験棟の運用計画に関わる調整プロセスと知見 ○中山祐一，山本英子，三松一宏（ＪＡＸＡ），飯田誠一（ソラン）
2B08 HTV運用管制システムの概要及び開発状況について ○由井昭仁，倉岡今朝年，小林拓恵（ＪＡＸＡ）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　６ １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：小沢正幸（ＪＡＸＡ），池田武史（ＪＡＸＡ）
2B09 宇宙飛行士の訓練技術 ○永田秀樹，山口孝夫，堂山浩太郎（ＪＡＸＡ），佐藤巨光（ＪＡＭＳＳ）
2B10 宇宙飛行士の健康管理運用について ○立花正一（ＪＡＸＡ）
2B11 宇宙飛行士の放射線被曝管理運用 ○遠藤祐希子，矢部志津，小池右，立花正一（ＪＡＸＡ），秋岡眞樹，長妻　 努，大高一弘，久保　勇樹

（ＮＩＣＴ），高木俊治，岩井敏（三菱総研）
2B12 ハイビジョンカメラを用いた軌道上皮膚遠隔診断 ○田山一郎，大島博，向井千秋（ＪＡＸＡ）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　７ １１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：長谷川義幸（ＪＡＸＡ），田山 一郎（ＪＡＸＡ）
2B13 宇宙飛行士の安全確認活動 ○下田隆信，小沢正幸，岸成人（ＪＡＸＡ），三井雅美（有人宇宙システム）
2B14 「きぼう」の開発によって得られた有人宇宙システムの安全技術 ○佐藤崇行，中村裕広（ＪＡＸＡ），村田光生（有人宇宙システム）
2B15 「きぼう」運用における安全・ミッション保証活動 ○佐々木俊介，吉岡毅泰，加藤充康，皆藤達也（ＪＡＸＡ），福地優樹，野上真奈美（有人宇宙システム）
2B16 「きぼう」KSC射場整備作業における安全・品質保証活動 ○小柳英雄，石渡裕之（ＪＡＸＡ），池田裕（有人宇宙システム）
2B17 「きぼう」ソフトウエア独立検証及び有効性確認 ○野本秀樹（有人宇宙システム），立原悟，小塚昌由（ＪＡＸＡ）

Ｃ会場　（会議室３０１A）
小型衛星　１ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：松永三郎（東工大）
2C01 「かがやき」の宇宙キャンバス ○三枝博，村田祐介（ソラン），渡辺和樹，及川祐（ウェルリサーチ）
2C02 小型衛星「かがやき」（SORUNSAT-1）の機構系の開発 渡辺和樹，○倉冨剛，及川祐，坂本信臣（ウェルリサーチ），三枝博（ソラン）
2C03 小型衛星「かがやき」(SORUNSAT-1)における民生品を利用した搭載機

器の磁気管理
○平田真也，白澤秀剛，高橋隆男，遠山文雄（東海大），小型衛星「かがやき」プロジェクトチーム（ソラ
ン，東海大，ウェルリサーチ）

2C04 小型人工衛星「かがやき」(SORUNSAT-1）の地上システム ○村田祐介，山本勝令，三枝博，河合成人，苫米地雄三，杉野正明，増田友祐（ソラン）

小型衛星　２ １１月６日 １０：４０～１１：４０
司会：能見公博（香川大）
2C05 （講演取消）
2C06 Nano-JASMIEバス性能について ○酒匂信匡，中須賀真一（東大）
2C07 SEEDS打上げおよび運用について ○椋本佳宏，荒木友太，有田公輔，山崎政彦，長船隼祐，片山範将，宮崎康行（日大）
2C08 小型宇宙システムの低コスト化と信頼性向上のための地上試験・検証

手法の検討
○趙孟佑，岩田稔（九工大），八田真児（MUSCATスペースエンジニアリング）



小型衛星　３ １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：酒匂信匡（東大）
2C09 温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）相乗りの公募6衛星 ○堀川雄太，橋本英一，堀口博司，中谷幸司，村上尚美（ＪＡＸＡ）
2C10 小型衛星「SOHLA-1」の設計開発と運用 ○大久保 博志，千葉 正克（大阪府大），東 久雄（ＦＵＤＡＩ）
2C11 鹿児島衛星の開発状況 ○西尾正則，片野田洋，林良太，中尾茂，木下紀正（鹿児島大），佐藤哲郎（渕上ミクロ），東成生（東

郷），藤井亮（藤田ワークス），宮原照昌（エルム），南竹力（Ａ・Ｒ・Ｐ），時藤勉（マイクロラボ），氏原秀
樹（国立天文台），坂本祐二（東北大），赤崎寿樹（鹿児島TLO）

2C12 鹿児島衛星の通信系開発 ○時藤勉（マイクロラボ），西尾正則（鹿児島大），氏原秀樹（国立天文台）

小型衛星　４ １１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：大久保博志（大阪府大）
2C13 小型実証衛星1型の開発 ○山本和英，橋本英一，平子敬一，中村揚介，河原宏昭，川島一能（ＪＡＸＡ）
2C14 大阪工業大学・電気推進ロケットエンジン搭載小型スペースシッププロ

ジェクトの進捗状況
○山田峰嗣，池田知行，清水雅治，藤原達也，川口司，田原弘一，ＯＩＴ人工衛星プロジェクト学生・教
員グループ（大阪工大）

2C15 小型衛星開発における国際共同研究プロジェクト：JC2Sat-FF ○吉原圭介，小松雄高，篠田健司，堀口博司，橋本英一（ＪＡＸＡ），垣見征孝（エイ・イー・エス），
NgAlfred（カナダ宇宙庁）

2C16 超小型リモートセンシング衛星「PRISM」の開発 ○田中利樹，中須賀真一，小松満仁，キムサンキュン，ユイルヨン，草川靖大，稲守孝哉，佐藤友紀，
須崎祐多，三川祥典，清水健介（東大）

2C17 創価大学における超小型人工衛星"Negai"の開発状況 ○久米広宣，藤浪隆，村島佑輔，森見真弓，山本典子，小倉暁雄，佐藤哲也，黒木聖司（創価大）

Ｄ会場　（会議室３０１B）
構造・力学 １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：秋田剛（大阪府大）
2D01 アンテナゲイン解析に基づく衛星搭載用アンテナの形状制御 ○田中宏明（防衛大学校）
2D02 微小重力実験を通じた伸展式ブーム構造物のシステム同定 ○兪逸淵，中須賀真一（東大）
2D03 ソーラー電力セイル展開機構の開発 ○澤田弘崇，川口淳一郎（ＪＡＸＡ）
2D04 導電性テザーの力学特性について ○柳田篤史（早大），河本聡美，東出真澄，武田真一（ＪＡＸＡ），戸田勧（早大）

宇宙輸送　２ １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：東野和幸（室蘭工大）
2D05 H-IIA上段ステージの発展構想 ○北山治，松下明宏，志村康治（三菱重工）
2D06 H-IIA発展型ファミリ構想について ○田内宏明，坪井正徳，志村康治（三菱重工）
2D07 有人宇宙船開発シナリオにおけるHTVの役割 ○今田高峰（ＪＡＸＡ）
2D08 再使用ロケットエンジンの研究開発状況 ○吉田誠，高田仁志，成尾芳博（ＪＡＸＡ），丹生謙一（三菱重工）

宇宙輸送　３ １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：吉田誠（ＪＡＸＡ）
2D09 ロケットエンジン用軸受・軸シールの限界性能 ○高田仁志，菊池正孝，須藤孝幸，渡辺義明，吉田誠（ＪＡＸＡ）
2D10 自律作動バルブによるパルスデトネーションロケットシステムの研究 ○八桁純，松岡健，中道達也，山口敬之，笠原次郎（筑波大），矢島卓（ＩＨＩエアロスペースエンジニアリ

ング），小島孝之（ＪＡＸＡ）
2D11 小型ロケット用推力１５００Ｎ酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエンジ

ンの実用化に向けた技術的課題の検証
○湯浅三郎（首都大学東京／都立科学技術大），北川　幸樹（都立科学技術大），桜澤俊明，熊澤郁
乃，桜井毅司（首都大学東京），白石紀子（ＪＡＸＡ）

2D12 旋回流型ハイブリッドロケット燃焼室内の流れ ○本江幹朗，松原寿洋（東海大），嶋田徹（ＪＡＸＡ），湯浅三郎（首都大学東京）

宇宙輸送　４ １１月６日 １４：３０～１５：５０
司会：笠原次郎（筑波大）
2D13 ハイブリッドロケット技術の現状と展望 ○嶋田徹（ＪＡＸＡ）
2D14 Immersion and Invarianceに基づく非線形適応飛行制御システムに関す

る研究
○小林雄太，高橋正樹（慶應大）

2D15 サブオービタル宇宙輸送機が創る新たな宇宙産業と文化 ○大貫美鈴（スペースフロンティアファンデーション）
2D16 統合設計手法による観光用弾道宇宙船の概念設計 ○多屋公平，平井伴実，油井章宏，牧野隆，森初男，呉宏堯（ＩＨＩ），野口裕一（ＩＨＩエアロスペース）

Ｅ会場　（会議室３１１A）
大学から見た将来型宇宙輸送システムの技術課題　２ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：永田晴紀（北大）
2E01 小型有翼ロケット実験機の開発と初飛行実験 米本浩一，○加治茂，志戸岡拓矢（九工大）
2E02 最適設計手法による極超音速実験機構想の検討 ○渡辺康文，土屋武司（東大），田口秀之（ＪＡＸＡ）
2E03 スペースプレーン(TSTO)の成立性に関する研究 - 軌道機の再突入軌

道と機体形状の最適化 -
○中根昌克（日大），本間直彦（東大），横野司，吉田洋明，石川芳男（日大）

2E04 スペースプレーンの成立性に関するパラメトリック・サーベイ ○小林大祐，横野司，中根昌克，吉田洋明，山口雄仁，石川芳男（日大）

次世代姿勢制御系研究開発の展望　１ １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：鈴木秀人（ＪＡＸＡ）
2E05 次世代型スタートラッカ研究モデルの評価状況 ○東野勇，野口一秀，佐藤康志，神田成治（ＮＥＣ東芝スペースシステム），鈴木秀人，岩田隆敬，松本

秀一，川井洋志（ＪＡＸＡ），鳥飼泰伸，前田実玲（ＮＥＣエンジニアリング），大貫弘和（ＮＥＣ航空宇宙シ
ステム），酒井淳（ＮＥＣ東芝スペースシステム）

2E06 小型スタートラッカの研究 木村孝之（茨城大），○川井洋志，松本秀一（ＪＡＸＡ）
2E07 衛星搭載用ファイバジャイロＩＲＵの開発 ○巳谷真司，石島義之，岩田隆敬，鈴木秀人，坂井真一郎，戸田知朗，橋本樹明，齋藤宏文（ＪＡＸ

Ａ），大野有孝，沖倉晴彦（JAE）
2E08 静電浮上回転型ＭＥＭＳマルチ出力慣性センサ ○中村茂（トキメック）

次世代姿勢制御系研究開発の展望　２ １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：山口功（ＪＡＸＡ）
2E09 次世代衛星搭載用GPS受信機の研究開発 ○近藤義典，石島義之，河野功，岩田隆敬，鈴木秀人（ＪＡＸＡ），熊谷進，柿沼真博，江田友明，笠原

大（ＮＥＣ東芝スペースシステム）
2E10 次世代高性能フライホイールの開発(小型タイプの開発） ○井澤克彦，市川信一郎（ＪＡＸＡ）
2E11 ランデブ用レーザセンサの高安全性、高ロバスト性設計 ○加瀬貞二，山下敏明，村田茂（ＮＥＣ），山元透，巳谷真司，河野功（ＪＡＸＡ）
2E12 ＥＴＳ-VII　ランデブ・ドッキング実験の評価 ～ Orbital Express と比較し

て
○河野功（ＪＡＸＡ）

次世代姿勢制御系研究開発の展望　３ １１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：木田隆（電通大）
2E13 大型柔軟衛星の拘束モードモデル同定 ○葛西時雄，山口功，井川寛隆（ＪＡＸＡ）
2E14 ERA によるランダム加振応答列からの同定 ○山口功，葛西時雄，井川寛隆（ＪＡＸＡ）
2E15 CMGを用いた柔軟衛星の高速高精度スイッチングマヌーバ ○田中敬朗，長塩知之，木田隆（電通大），巳谷真司，大谷崇，山口功，葛西時雄，濱田吉郎，井川寛

隆，坂井真一郎，坂東信尚（ＪＡＸＡ），中邨勉（東大）
2E16 ASTRO-Gの高速・高精度姿勢変更のためのCMG制御則の一検討 ○中邨勉（東大），坂東信尚，坂井真一郎（ＪＡＸＡ），神谷俊夫，小倉直人（ＮＥＣ東芝スペースシステ

ム），長塩知之，木田隆（電通大），齋藤宏文（ＪＡＸＡ）
2E17 干渉SAR観測のための高精度自律軌道制御の研究 ○山本昌幸，中嶋憲（三菱スペースソフトウエア），河野功，山元透，巳谷真司，近藤義典，歌島昌由，

對木淳夫，大沢右二，島田政信（ＪＡＸＡ）



Ｆ会場　（会議室３１１B）
レーザ技術とその宇宙応用への期待　５ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：山川史郎（ＪＡＸＡ）
2F01 宇宙光通信ネットワーク 間瀬一郎，○池辺憲一（ＮＥＣ）
2F02 テラヘルツ波技術の宇宙応用可能性II ○寳迫巌，笠井康子（ＮＩＣＴ）
2F03 宇宙量子暗号通信の概念検討 ○長谷川俊夫，安藤俊行，鶴丸豊広，西岡毅（三菱電機），豊嶋守生，高山佳久，國森裕生，藤原幹

生，佐々木雅英（ＮＩＣＴ）
2F04 宇宙量子暗号通信ミッションの検討 ○富田章久，南部芳弘，吉野健一郎（ＮＥＣ），豊嶋守生，高山佳久，國森裕生，藤原幹生，佐々木雅

英（ＮＩＣＴ）

月・惑星探査　２ １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：橋本樹明（ＪＡＸＡ）
2F05 月面用粉塵シールに関する研究 -大気中における特性評価- ○松本康司，鈴木峰男，西田信一郎，若林幸子（ＪＡＸＡ）
2F06 小天体探査ローバにおける自律データ圧縮 ○吉光徹雄（ＪＡＸＡ ）
2F07 小型月着陸機（SLIM）のシステム検討 ○安光亮一郎（三菱電機），澤井秀次郎，水野貴秀，福田盛介，小林大輔，坂東信尚，坂井真一郎，樋

口健，吉光徹雄，久保田孝，岡田達明（ＪＡＸＡ），功刀信，吉河章二（三菱電機），古川克己，松尾哲也
（三菱重工）

2F08 小型月着陸機（SLIM）の推進系検討 ○松尾哲也（三菱重工），中塚潤一，佐藤英一，澤井秀次郎，水野貴秀，福田盛介，小林大輔，坂東信
尚，坂井真一郎（ＪＡＸＡ），古川克己（三菱重工），功刀信，吉河章二，安光亮一郎（三菱電機）

人工衛星利用 １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：吉光徹雄（ＪＡＸＡ）
2F09 小型人工衛星「かがやき」搭載用フラックスゲート磁力計の開発 ○井口恭介，高橋隆男，遠山文雄（東海大）
2F10 ハイパースペクトルカメラを使用した農業リモートセンシング ○大野努，大山雄大，佐藤磨拓，佐鳥新（北海道工大）
2F11 数値天気予報データを用いた大気遅延推定ツールKARATと従来大気モ

デルとの比較
○市川隆一，ホビガートーマス，後藤忠広，小山泰弘，近藤哲朗（ＮＩＣＴ）

2F12 破線追跡ツールKARATのGPS時刻比較への適用 ○後藤忠広，ホビガートーマス，市川隆一（ＮＩＣＴ），フェルドマントールステン，ピースターディルク（ドイ
ツ物理工科研究所）

準天頂衛星　１ １１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：鶴田尚史（ＪＡＸＡ）
2F13 準天頂測位衛星初号機システムの特徴および開発状況 松本暁洋，寺田弘慈，稲場典康，石島義之，○川北史朗，新舘恭嗣，明神絵里花（ＪＡＸＡ）
2F14 高排熱型3次元ヒートパイプネットワークの検証試験結果 紀野哲郎（ＵＳＥＦ），田中好和，○野村武秀，松田智規，小谷真人（三菱電機），高橋直幸，青海和士

（三菱スペースソフトウェア）
2F15 ETS-VIII 高精度時刻同期実験 ○井上高広，中村信一，中村涼（ＪＡＸＡ），片桐征治（富士通）
2F16 ETS-VIII搭載高精度時刻比較装置による実験結果　1.時刻比較実験 ○中川史丸，高橋靖宏，田渕良，雨谷純，土屋茂，浜真一（ＮＩＣＴ），野田弘幸（ＪＡＸＡ）
2F17 ETS-VIII搭載高精度時刻比較装置による実験結果　2.測距実験 ○高橋靖宏，国森裕生，中川史丸，田渕良，雨谷純，土屋茂，浜真一（ＮＩＣＴ）

Ｇ会場　（会議室４０５）
宇宙推進　５　（ホールスラスタ） １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：田原弘一（大阪工大）
2G01 250mNクラスホールスラスタ用電源の開発（その３） ○大須賀弘行，鈴木顕太郎，尾崎敏之，中川貴史，民田太一郎（三菱電機），松井捷明（ＵＳＥＦ）
2G02 アノードレイヤー型ホールスラスタの推進性能に及ぼす放電チャネル形

状の影響
○清水雄大，藤田剛，都成拓馬，新屋敬愛，田原弘一（大阪工大）

2G03 ホールスラスタ高速流を用いたベアテザー電流収集の地上模擬実験 ○小堀達也，藤田剛，新屋敬愛，都成拓馬，清水雄大，田原弘一（大阪工大）
2G04 マグネティックレイヤー型ホールスラスタのプラズマ粒子シミュレーション

とその実験的検証
○藤田剛，新屋敬愛，都成拓馬，清水雄大，田原弘一（大阪工大）

宇宙推進　６　（イオンエンジン） １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：大川恭志（ＪＡＸＡ）
2G05 ホローカソード放電のスポットモード ○吉田英樹，大川恭志，早川幸男，宮崎勝弘，北村正治，梶原堅一（ＪＡＸＡ）
2G06 イオンエンジン用グリッド材料に関するディファレンシャルスパッタリング

計測
○西村太一郎（静岡大），小泉宏之，國中均（ＪＡＸＡ），山極芳樹（静岡大）

2G07 マイクロ波放電型イオンスラスターμ10の推力増強 ○月崎竜童（東大），西山和孝，細田聡史，小泉宏之，清水幸夫，國中均（ＪＡＸＡ）
2G08 マイクロ波放電型イオンスラスターμ20の開発状況 ○豊田康裕（東大），西山和孝，細田聡史，清水幸夫，國中均（ＪＡＸＡ）

宇宙推進　７　（電気推進） １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：小泉宏之（ＪＡＸＡ）
2G09 MPDスラスタの陰極材料と電極降下電圧との関連性 ○中田大将（東大），都木恭一郎（東京農工大），船木一幸，清水幸夫，國中均（ＪＡＸＡ），荒川義博（東

大）
2G10 自己誘起磁場型MPDスラスタのノズル形状最適化 ○永尾将郎，中根昌克，石川芳男（日大），船木一幸（ＪＡＸＡ），都木恭一郎（東京農工大）
2G11 レーザ･電磁加速複合推進機の性能向上に関する研究 ○岸田佳晃，堀澤秀之（東海大）
2G12 カーボンナノチューブ電子源の動作特性 ○大川恭志，西田信一郎，北村正治（ＪＡＸＡ）

宇宙推進　８　（ロケット推進） １１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：坂口裕之（ＩＨＩエアロスペース）
2G13 ＬＮＧロケットエンジンにおけるサルファアタック・コーキングに関する基礎

研究
東野和幸，杉岡正敏，小林隆夫，境昌宏，湊亮二郎，○笹山容資，大塚雅也（室蘭工大），沖田耕一，
青木賢司，川島秀人，東伸幸（ＪＡＸＡ）

2G14 LOX/メタン再生冷却エンジンにおけるサルファアタック・コーキング影響
評価試験

○東伸幸，佐藤正喜，只野真，佐藤政裕，升岡正，森谷信一，青木賢司，川島秀人，吉田誠，沖田耕
一（ＪＡＸＡ），田村貴史，丹生謙一（三菱重工）

2G15 小型ロケットを用いたエジェクタジェットのエンジン内空力予備試験 ○谷香一郎，櫻中登，工藤賢司，村上淳郎，加藤周徳，植田修一（ＪＡＸＡ），岩佐昇（航空宇宙振興財
団）

2G16 慣用ノズル型高度補償ノズルの設計と性能の関係に関する考察 ○冨田健夫，佐藤正喜，伊藤隆（ＪＡＸＡ）
2G17 ロケット燃焼室におけるニッケル電鋳特性向上の関する基礎研究 ○東野和幸，駒崎慎一（室蘭工大），木元健一（ＩＨＩ），坂口裕之（ＩＨＩエアロスペース），石橋利幸（ＮＥＧ

ＥＮＴ）

Ｈ会場　（会議室４０４）
計算機・情報・シミュレータ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：市川隆一（ＮＩＣＴ）
2H01 FPGAを用いた高性能画像取得・処理ユニット ○宮坂昭，木村真一（東京理科大），宮下直己（ＮＩＣＴ）
2H02 民生用S-RAM型FPGAと動的再構成デバイスの放射線評価 ○西永望（ＮＩＣＴ）
2H03 ICタグによる小型衛星搭載機器情報管理の試み ○今泉治，橋本英一（ＪＡＸＡ），伊藤憲男（有人宇宙システム），小菅勝（コスモソニックツーワン）
2H04 高機能小型衛星機能モデルの開発とシミュレータを用いた性能評価 ○清水誠一，下地治彦，小出来一秀，吉河章二，中村稔，吉田実，佐々木通，関根一史，尾崎毅志，

齊藤　光伯，福島一彦，小山浩，安光亮一郎（三菱電機）

民生部品 １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：下地治彦（三菱電機）
2H05 SERVISプロジェクトの現状 秋山雅胤（ＵＳＥＦ），伊藤攻（ＮＥＤＯ），○浜一守，伊地智幸一（ＵＳＥＦ）
2H06 SERVISプロジェクトにおける民生部品評価 ○秋山雅胤，浜一守，金井宏（ＵＳＥＦ），伊藤攻（ＮＥＤＯ）
2H07 SERVIS-2搭載用自律フォールトトレラント計算機(CRAFT)およびリモート

ターミナル実験装置(PPRTU)の開発
○檜原弘樹（ＮＥＣ東芝スペースシステム），高橋忠輝，成田達（ＮＥＣ航空宇宙システム），岡範全，浜
一守（ＵＳＥＦ）

2H08 民生部品のはんだ付けに関する信頼性評価 ○小川文輔（ＮＥＣ東芝スペースシステム），濱一守，秋山雅胤（ＵＳＥＦ），野口一秀，石和基寛（ＮＥＣ
東芝スペースシステム）



スペースデブリ　１ １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：柳沢俊史（ＪＡＸＡ）
2H09 成形爆薬による超高速衝突現象に関する研究 ○東出真澄，永尾陽典（ＪＡＸＡ）
2H10 CFRPへの超高速衝突現象に関する研究 ○永尾陽典（ＪＡＸＡ）
2H11 ジャイアントパルスレーザーを用いた超高速衝突プラズマの模擬実験 ○長岡洋一（総研大），田中孝治，佐々木進（ＪＡＸＡ）
2H12 宇宙プラズマと電圧印加電極の干渉を利用したデブリ除去手法の提案 ○豊田和弘，古川泰規，増井博一，趙孟佑（九工大）

スペースデブリ　２ １１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：木村和宏（ＮＩＣＴ）
2H13 静止軌道上デブリ等の光度変化の観測 ○黒崎裕久，柳沢俊史，中島厚（ＪＡＸＡ）
2H14 美星スペースガードセンターにおけるLEO天体の観測 ○浦川聖太郎，西山広太，奥村真一郎，高橋典嗣（日本スペースガード協会），工藤伸夫，廣瀬史子

（ＪＡＸＡ），吉川真（ＪＡＸＡ/日本スペースガード協会）
2H15 JAXA光学観測施設のデブリ観測の現状 ○柳沢俊史，黒崎裕久，中島厚（ＪＡＸＡ）
2H16 デブリ解析ツールの開発について ○河本聡美（ＪＡＸＡ），金正浩，八田真児（ＭＵＳＣＡＴスペース・エンジニアリング）
2H17 スペースデブリ接近予測解析システムの開発 ○足立学，亀山雅也（富士通），古渡祐子．猿谷哲夫（大興電子通信），廣瀬史子，工藤伸夫，堀井 道

明（ＪＡＸＡ）

Ｉ 会場　（会議室４０３）
学生セッション　５ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：山川宏（京大）
2I01 超小型衛星におけるフィードフォワード制御を用いた残留磁気モーメント

の補償についての検討
○稲守孝哉，中須賀真一（東大）

2I02 スラスタ駆動の浮遊衛星に対する少ない入力数による非ホロノミック制
御

○岩瀬正興，外本伸治（九大）

2I03 複数衛星のフォーメーションフライトにおける自律分散型制御 ○田畑哲，宮崎文夫（阪大）
2I04 長楕円軌道における大気抵抗下での予測ランデブ制御 ○須賀淳，木村真一（東京理科大）

学生セッション　６ １１月６日 １０：４０～１２：００
司会：木村真一（東京理科大）
2I05 宇宙農場を目指した植物環境の地上模擬実験 ○笹本岳宏，都木恭一郎（東京農工大）
2I06 アジア地域におけるサブオービタル商業宇宙飛行のマーケット成長予測 ○冨樫悟（東海大），大貫美鈴（スペースフロンティアファウンデーション），ラウワーチャールス，カプラ

ニカルカヤ（ロケットプレーングローバル）
2I07 月惑星ローバのLRFによる障害物検知及び地形計測 ○黒川武弘（電通大），西田信一郎（ＪＡＸＡ）
2I08 高エネルギー電子による月砂の帯電と浮遊 ○井上綾子，趙孟祐（九工大）

学生セッション　７ １１月６日 １３：００～１４：２０
司会：横井貴弘（三菱スペースソフトウェア）
2I09 多リンク機構を利用した船内宇宙ロボットの遊泳移動法に関する研究 ○渡邉泰，矢入健久，町田和雄（東大）
2I10 劣駆動2リンク宇宙ロボットの遅れ時間補償制御 ○笠原梓司，小島広久（首都大学東京）
2I11 Super Pressure Balloonの数値構造解析 ○志村友章，中篠恭一（東海大），齋藤芳隆，井筒直樹，山田和彦（ＪＡＸＡ）
2I12 拡大流路内に発生する擬似衝撃波の構造に関する研究 ○長田敏樹（東工大），工藤賢司，村上淳郎，谷香一郎，富岡定毅（ＪＡＸＡ）

宇宙で生きる! ～地球・宇宙圏でのエネルギー・物質循環と人間生存環境～１１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：北宅善昭（大阪府大）
2I13 閉鎖型生態系実験施設を用いた物質循環・閉鎖居住実験の概要 ○多胡靖宏（環境科学技術研）
2I14 閉鎖型生態系実験施設における物質循環システムの植物栽培への適

用
○新井竜司，津賀正一，谷享，多胡靖宏（環境科学技術研）

2I15 閉鎖型生態系実験施設における廃棄物処理システムの開発 ○津賀正一，多胡靖宏（環境科学技術研），西舘一則，福田修司（サイエンテック）
2I16 閉鎖居住実験における食料の自給 ○小松原修（環境科学技術研）
2I17 食料生産サブシステムとしての魚類養殖 ○遠藤雅人，竹内俊郎（東京海洋大）

J会場　（会議室３０２）
宇宙教育・アウトリーチ　～広がる裾野、次への視点～　１ １１月６日 ９：１０～１０：３０
司会：吉川真（ＪＡＸＡ）
2J01 かぐやデータの教育への応用について ○祖父江真一，奥村隼人，星野宏和（ＪＡＸＡ）
2J02 月・惑星探査のアウトリーチを展望する　～月探査情報ステーション10年

を振り返って～
○寺薗淳也（会津大）

2J03 日本科学未来館における先端科学と文化を融合させたお月見イベント
の取り組み

○新井真由美，濱亜沙子，増渕ふみ，三ツ橋知沙，中川映理，嶋田義皓，毛利衛（日本科学未来館）

2J04 日本科学未来館における宇宙科学イベントの取り組み ○増渕ふみ，濱亜沙子，毛利衛（日本科学未来館）

宇宙教育・アウトリーチ　～広がる裾野、次への視点～　２ １１月６日 １０：４０～１１：４０
司会：寺薗淳也（会津大）
2J05 スペースガードを題材とした教育活動 吉川真（日本スペースガード協会／ＪＡＸＡ），高橋典嗣（日本スペースガード協会）
2J06 「宇宙映像利用による科学文化形成ユニット」で目指すもの ○永井智哉，縣秀彦，伊東昌市，中山弘敬，平井明，内藤誠一郎（国立天文台）
2J07 世界宇宙週間における宇宙教育イベント ○大貫美鈴（世界宇宙週間協会）
2J08 （講演取消）

宇宙教育・アウトリーチ　～広がる裾野、次への視点～　３ １１月６日 １３：２０～１４：２０
司会：竹前俊昭（ＪＡＸＡ）
2J09 （講演取消）
2J10 四国初香川発超小型人工衛星「STARS」 ○能見公博（香川大）
2J11 首都大学東京における基礎ゼミナール「宇宙と人類」での宇宙教育とそ

の効果
○佐原宏典（首都大学東京）

2J12 宇宙工学における大学研究の合理化 ○田中和生（信州大）

宇宙教育・アウトリーチ　～広がる裾野、次への視点～　４ １１月６日 １４：３０～１６：１０
司会：永井智哉（国立天文台）
2J13 科学的観測実践に基づく宇宙教育プログラム ○山本真行（高知工科大）
2J14 宇宙教育実践例　～YAC横浜分団の活動から～ ○竹前俊昭，藤島徹，井上朋香（日本宇宙少年団）
2J15 中学校におけるゴム製弾丸加速装置を用いたクレーター形成実験 ○中野英之（獨協埼玉中学高等学校）
2J16 JAXA入笠山光学観測所を利用した高校生等による小惑星・デブリ探索 ○中島厚，黒崎裕久（ＪＡＸＡ）
2J17 高校生体験プログラム「君が作る宇宙ミッション」 ○牛尾雅佳，三浦政司，上塚貴史，磯野秀明，渡邊綾子，秋山靖博，伊藤祐毅，川上恭子，北野谷有

吾，杉浦学，吉澤良典，黒谷明美，山村一誠（ＪＡＸＡ）



１１月７日（金）
Ａ会場　（アンフィシアター）
「かぐや」の成果と今後の月探査への期待　３ １１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：田中智（ＪＡＸＡ）
3A01 「かぐや」による月の科学と次期月探査への期待 ○加藤學，滝澤悦貞，佐々木進（ＪＡＸＡ）
3A02 かぐや搭載ミッション機器の開発 ○前島弘則，飯島祐一，大嶽久志，中澤暁，舘野直樹，佐々木進（ＪＡＸＡ）
3A03 「かぐや(SELENE）」搭載機器による月地形観測～これまでの成果と今後

～
○春山純一（ＪＡＸＡ），荒木博志（国立天文台），大竹真紀子（ＪＡＸＡ），松永恒雄（国立環境研），野田
寛大（国立天文台）

3A04 かぐや(SELENE）による月面鉱物探査：マルチバンドイメージャとスペクト
ルプロファイラ

○松永恒雄（国立環境研），大竹真紀子，春山純一（ＪＡＸＡ）

「かぐや」の成果と今後の月探査への期待　４ １１月７日 １０：４０～１２：００
司会：星野健（ＪＡＸＡ）
3A05 月面元素観測成果と着陸探査への期待 ○長谷部信行，小林進悟（早大），小林正規（日本医科大），山下直之，唐牛譲，晴山慎（早大）
3A06 SELENEの小型衛星「おきな」で明らかになった月裏側の重力場 ○岩田隆浩（ＪＡＸＡ），並木則行（九大），松本晃治，花田英夫，野田寛大，GoossensSander（国立天文

台），小川美奈（ＪＡＸＡ），河野宣之，浅利一善，鶴田誠逸，石原吉明，劉慶会，菊池冬彦，石川利昭，
佐々木晶（国立天文台），青島千晶（富士通），黒澤耕介，松村瑞秀，横山聖典（東大），鎌田俊一（ＪＡ
ＸＡ宇宙研），久保公央，佐藤麻里，森朝子（九大），杉田精司（東大），高野忠，南野浩之，佐々木健（Ｊ
ＡＸＡ）

3A07 かぐや搭載LRSによる月の地下構造探査 ○山路敦（京大），山口靖，押上祥子（名大），小野高幸，熊本篤志，中川広務（東北大），小林敬生（韓
国地質資源研究院），笠原禎也（金沢大），大家寛（福井工大）

3A08 かぐやの広報・普及啓蒙活動について ○祖父江真一，奥村隼人，星野宏和，滝澤悦貞（ＪＡＸＡ）

「かぐや」の成果と今後の月探査への期待　５ １１月７日 １４：１０～１５：３０
司会：滝澤悦貞（ＪＡＸＡ）
3A09 SELENE後継月探査計画 ○橋本樹明，星野健，田中智，大槻真嗣（ＪＡＸＡ）
3A10 「かぐや」の成果に基づくSELENE-2で目指すサイエンス ○田中智，岡田達明，加藤学（ＪＡＸＡ）
3A11 次期月探査計画における月面での天文観測の提案 ○花田英夫（国立天文台），岩田隆浩（ＪＡＸＡ），佐々木晶，河野宣之，荒木博志，野田寛大（国立天文

台）
3A12 月面天測望遠鏡のBBMの駆動性能と光学特性 ○船崎健一，佐藤淳，谷口英夫，山田和豊，菊池護，千葉淳史（岩手大），河野宜之，花田英夫，鶴田

誠逸，田澤誠一，佐々木晶 （国立天文台）

「かぐや」の成果と今後の月探査への期待　６ １１月７日 １５：４０～１７：００
司会：橋本樹明（ＪＡＸＡ）
3A13 セレーネ後継機における月面有人活動のための宇宙放射線計測の検

討
○永松愛子，向井千秋，荒木秀二，村上敬司，俵裕子，込山立人，寺沢和洋，伊藤道夫，矢部志津，
橋本　樹明（ＪＡＸＡ）

3A14 月表面移動探査ロボットのシステム検討 ○西田信一郎（ＪＡＸＡ），若林幸子（月・惑星探査プログラムグループ）
3A15 月環境への対応を目指した電源系技術 ○曽根理嗣，星野健，久保田孝，橋本樹明（ＪＡＸＡ）
3A16 宇宙用部品の耐月面環境試験 ○星野健（ＪＡＸＡ）

Ｂ会場　（レセプションホールB）
「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　８ １１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：中村泰（ＪＡＸＡ），荒木秀二（ＪＡＸＡ）
3B01 きぼうの搭乗員支援系設計 山本康之，森中昌樹，○神野崇治，脇谷友一，宮本剛（三菱重工），及川幸揮，中野屋壮吾，工藤拓

（ＪＡＸＡ）
3B02 宇宙日本食の開発 ○中沢孝，渋川喜和夫，立花正一（ＪＡＸＡ）
3B03 宇宙飛行士の船内被服 ○小川芽久美，肥後尚之，三輪田真（ＪＡＸＡ），成田千恵，多屋淑子（日本女子大），大島博（ＪＡＸＡ）
3B04 有人安全性を確保した「きぼう」利用の無限の可能性 ○伊藤道夫（ＪＡＸＡ）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　９ １１月７日 １０：４０～１２：００
司会：伊藤道夫（ＪＡＸＡ），中沢孝（ＪＡＸＡ）
3B05 「きぼう」の利用の概要 ○荒木秀二，田中哲夫（ＪＡＸＡ）
3B06 きぼう利用計画プロセス　－宇宙ステーションを利用するために－ ○藤本信義（ＪＡＸＡ）
3B07 UOA(User Operations Area)の整備と実験運用体制 ○小林亮二，坂上恵一郎，若月孝夫，後藤雅亨（ＪＡＸＡ）
3B08 きぼう与圧実験装置の開発とＫＳＣでの打上げ準備作業 ○後藤雅享（ＪＡＸＡ）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　１０ １１月７日 １４：１０～１５：３０
司会：中村泰（ＪＡＸＡ），佐藤直樹（ＪＡＸＡ）
3B09 「きぼう」における流体物理実験 ○河村洋（東京理科大），西野耕一（横浜国大），大西充（ＪＡＸＡ），上野一郎（東京理科大）
3B10 JEMでのライフ実験MyoLabの概要 ○二川健（徳島大）
3B11 光産業の視点からみた”きぼう利用” ○瀧口義浩（浜松ホトニクス／光産業創成大学院大／TAKシステムイニシアティブ）
3B12 「きぼう」有償利用について ○伊達木香子，伊達木香子（ＪＡＸＡ）

「きぼう」日本実験棟で得たもの、得るもの　１１ １１月７日 １５：４０～１７：００
司会：藤本信義（ＪＡＸＡ），小林亮二（ＪＡＸＡ）
3B13 JEM第2期利用与圧実験装置 ○村上敬司，崎村徹，小林亮二，益川充代，荒木秀二（ＪＡＸＡ）
3B14 JEM曝露部第1期実験装置の概要 ○佐孝大地，遠藤美穂，渡辺英幸，川崎一義，壷阪和義，佐藤亮太，松枝達夫（ＪＡＸＡ）
3B15 JEM曝露部第二期実験計画について ○吉野内敬史，松枝達夫，織田裕久，高橋大樹（ＪＡＸＡ）
3B16 ISS参加で得た成果と今後の有人宇宙活動への発展 ○佐藤直樹（ＪＡＸＡ）

Ｃ会場　（会議室３０１A）
材料　１ １１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：石澤淳一郎（ＪＡＸＡ）
3C01 低軌道における原子状酸素誘起材料劣化とその分子コンタミネーション

源としての可能性（２）
○横田久美子，田川雅人（神戸大）

3C02 原子状酸素誘起ポリイミド質量減少における衝突エネルギーの効果 ○田川雅人，岸田和博，横田久美子（神戸大）
3C03 シロキサン変性ポリイミドフィルムの耐原子状酸素性評価 ○宮崎英治（ＪＡＸＡ），田川雅人（神戸大），横田力男，石澤淳一郎，木本雄吾（ＪＡＸＡ）
3C04 新規熱可塑性ポリイミドの耐放射線性評価 ○岩田稔（九工大），石田雄一，横田力男（ＪＡＸＡ）

フォーメーションフライト　１ １１月７日 １０：４０～１２：００
司会：河野功（ＪＡＸＡ）
3C05 編隊飛行（FF）を使った高エネルギーX線の広天観測計画（FFAST) ○常深博，林田清（阪大），國枝秀世，小賀坂康志（名大），池田博一，坂井真一郎，河野功，巳谷透

（ＪＡＸＡ），伊藤真之（神戸大）
3C06 スペース重力波アンテナDECIGO計画 ○安東正樹（東大），川村静児，瀬戸直樹（国立天文台），佐藤修一（法大），田中貴浩（京大），神田展

行（阪市大），船木一幸（ＪＡＸＡ），中村卓史（京大），坪野公夫（東大），沼田健司（NASA），高島健（ＪＡ
ＸＡ）

3C07 太陽系外の地球型惑星の直接観測ミッションの動向(2008) ○村上尚史，西川淳，田村元秀（国立天文台），芝井広 (阪大)
3C08 アロングトラック方向編隊飛行制御による低軌道の仮想望遠鏡の実現 ○島岳也，吉河章二，功刀信（三菱電機），河野功（ＪＡＸＡ）

フォーメーションフライト　２ １１月７日 １４：１０～１５：３０
司会：岩田隆敬（ＪＡＸＡ）
3C09 電磁気力を用いた衛星編隊飛行 ○山川宏，向井祐利，矢野克之，山本詩子（京大）
3C10 フォーメーションフライト地上シミュレータの研究 ○巳谷真司，近藤義典，山元透，河野功（ＪＡＸＡ）
3C11 フォーメーションフライト開発試験設備の高精度相対位置計測システム ○三島研二（パスコ），巳谷真司，河野功（ＪＡＸＡ）
3C12 フォーメーションフライト用画像センサの研究（第２報） ○横尾篤志（川崎重工），河野功，巳谷真司（ＪＡＸＡ），榎本雅幸，並木淳，田中稔久，久保田伸幸（川

崎重工）



フォーメーションフライト　３ １１月７日 １５：４０～１７：００
司会：山川宏（京大）
3C13 磁気圏探査計画のための衛星間測距方式の実験的評価 ○戸田知朗（ＪＡＸＡ），馬場広志（東京電機大），冨木淳史（ＪＡＸＡ），冨田秀穂（ハイムテクノロジー），

斎藤義文（ＪＡＸＡ）
3C14 宇宙機の高精度GPS相対航法の研究 ○山元透（ＪＡＸＡ）
3C15 フォーメーションフライト航法誘導制御系のフィージビリティ検討 河野功，巳谷真司（ＪＡＸＡ），○卯尾匡史（ＮＥＣ東芝スペースシステム），前田健（ＮＥＣ），斎藤徹（ＮＥ

Ｃ航空宇宙システム）
3C16 宇宙機の相対運動ダイナミクスとFF誘導制御への応用 ○河野功（ＪＡＸＡ）

Ｄ会場　（会議室３０１B）
熱設計・熱制御　１ １１月７日 ９：３０～１０：３０
司会：川崎春夫（ＪＡＸＡ）
3D01 衛星搭載用電波センサの熱設計 ○横堀慎一，伊東健，根岸徳充（三菱電機）
3D02 宇宙機の軌道上実測温度と打上前予測温度の比較による温度マージン

の検討
○安藤麻紀子，猿渡英樹（ＪＡＸＡ）

3D03 月探査機"SELENE"（かぐや）の熱制御 中村靖之（ＮＥＣ東芝スペースシステム），南野浩之，中澤暁（ＪＡＸＡ），○松藤幸男（ＮＥＣ東芝スペー
スシステム）

熱設計・熱制御　２ １１月７日 １０：４０～１２：００
司会：松藤幸男（ＮＥＣ東芝スペースシステム）
3D04 逆止弁付振動流型ヒートパイプの性能評価試験 ○前田真克，矢部高宏（ＪＡＸＡ），宮崎芳郎（福井工大）
3D05 宇宙用100W級小型ループヒートパイプの開発 ○間瀬勇樹（筑波大），岡本篤，畠中龍太（ＪＡＸＡ），村上正秀（筑波大），杉田寛之，金森康郎（ＪＡＸ

Ａ）
3D06 宇宙用多層断熱材の面積変化が断熱性能に与える影響 ○岡崎峻（筑波大），川崎春夫（ＪＡＸＡ），村上正秀（筑波大），矢部高宏，杉田寛之，金森康郎（ＪＡＸ

Ａ）
3D07 急減圧環境での円形MLIの内圧変化 ○川崎春夫，小川博之，岩田直子，矢部高宏，金森康郎（ＪＡＸＡ）

材料　２ １１月７日 １４：１０～１５：３０
司会：岩田稔（九工大）
3D08 ロケット燃焼器を用いたC/C複合材冷却構造の冷却性能評価 ○竹腰正雄，小野文衛，植田修一，齋藤俊仁（ＪＡＸＡ），早坂理（航空宇宙技術振興財団）
3D09 きぼう船外実験プラットフォーム搭載微小粒子捕獲実験装置及び材曝露

実験装置（JEM/MPAC&SEED）実験概要
○木本雄吾，市川正一，宮崎英治，石澤淳一郎，島村宏之，松本康司，山中理代，鈴木峰男（ＪＡＸＡ）

3D10 高屈折率誘電体材料の耐宇宙陽子線性 ○藤田和久（光産業創成大学院大），鈴木一行（航空宇宙技術振興財団），本越伸二（レーザー技術総
合研究所），木皿且人（ＪＡＸＡ）

3D11 Geant4による真空複合環境試験設備　電子線照射試験のシミュレーショ
ン

○島袋翼，小泉勉，矢野敬一，武田直道（宇宙技術開発），木本雄吾，島村宏之（ＪＡＸＡ）

材料　３ １１月７日 １５：４０～１７：００
司会：田川雅人（神戸大）
3D12 宇宙太陽高発電と傾斜機能材料技術 ○木皿且人（ＪＡＸＡ），鈴木一行，新野正之（航空宇宙技術振興財団）
3D13 特異な熱変形挙動を示す非対称CFRP積層板のFEM解析 ○横田峰，小山昌志，福田博（東京理科大）
3D14 微粒子高速衝突によるフェノールコンポジットの損耗特性 ○河村拓馬，新井和吉（法政大），種村利春，佐藤裕（ＪＡＸＡ）
3D15 C/C複合材料の電気測定を用いた非破壊検査方法の検証 ○小山昌志，宇野寿一（東京理科大），八田博志（ＪＡＸＡ），福田博（東京理科大）

Ｅ会場　（会議室３１１A）
膜構造 １１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：石村康生（ＪＡＸＡ）
3E01 矩形孔を有する宇宙膜面構造のリンクル量最小化形状設計 ○小木曽望，遠山 恵子，秋田剛（大阪府大）
3E02 伸縮膜におけるリンクルの計測と解析 ○渡辺隆司（東大），樋口健，岸本直子（ＪＡＸＡ），中篠恭一（東海大），森本吉春，藤垣元治，塩川貴

之（和歌山大学）
3E03 しわが張力膜の振動特性に与える影響についての検討 ○秋田剛（大阪府大）
3E04 大気突入用インフレータブルエアロシェルに関する研究 ○木村祐介（青山学院大），山田和彦，秋田大輔，安部隆士（ＪＡＸＡ），林光一（青山学院大），牧野仁

（東海大）

宇宙インフレータブル構造技術　１ １１月７日 １０：４０～１２：００
司会：古谷寛(東工大)
3E05 展開反力を考慮した宇宙インフレータブル構造物の展開制御法 ○中島啓（早大），渡辺和樹（ウェルリサーチ），角田博明（東海大），山川宏（早大）
3E06 折り目を有する膜面のモデル化と形状制御に関する基礎的検討 ○藤井拓矢，宮下朋之（早大），角田博明（東海大）
3E07 インフレータブルチューブと膜面による複合構造の概念と特性 ○勝又暢久，藤井涼子，名取通弘，山川宏（早大）
3E08 インフレータブル構造を用いた小型衛星のドラッグシュートに関する基礎

的検討
○西島瑶水，宮下朋之（早大），角田博明（東海大），渡辺和樹（ウェルリサーチ）

宇宙インフレータブル構造技術　２ １１月７日 １４：１０～１５：３０
司会：石田良平（大阪府大）
3E09 インフレータブル方式一次元伸展構造物の宇宙実証用試作 ○樋口健（ＪＡＸＡ），渡邊秋人（サカセ・アドテック），泉田啓（金沢大），角田博明（東海大），古谷寛（東

工大），SIMPLE提案チーム
3E10 インフレータブルテラリウムの宇宙実証に向けた基礎検討 ○青木隆平（東大），石村康生，岸本直子（ＪＡＸＡ），宮崎康行（日大），渡辺和樹（ウェルリサーチ），

SIMPLE 提案チーム
3E11 きぼう曝露部利用インフレータブル構造材料の宇宙実証実験 ○石澤淳一郎（ＪＡＸＡ），酒井良次（サカセ・アドテック），木本雄吾，宮崎英治（ＪＡＸＡ），ＳＩＭＰＬＥ（実

験）チーム
3E12 SSPS反射鏡用硬化型宇宙インフレータブル構造技術の検討 ○渡邊秋人，川端信義，堀利行（サカセ・アドテック），照井冬人（ＪＡＸＡ），泉田啓（金沢大）

宇宙インフレータブル構造技術　３ １１月７日 １５：４０～１６：４０
司会：角田博明（東海大）
3E13 マルチセルインフレータブルのリーク特性と剛性に関する考察 ○石村康生，樋口健（ＪＡＸＡ），安中俊彦（植松電機）
3E14 帯状膜片を用いた回転放物面生成について ○石田良平，作村享佑（大阪府大）
3E15 インフレータブルチューブの断面形状変化を考慮した力学モデルの検討 ○古谷寛，安池優樹（東工大）

Ｆ会場　（会議室３１１B）
準天頂衛星　２ １１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：久保信明（東京海洋大）
3F01 高精度測位実験システムの維持設計 ○岸本統久，野田浩幸，小暮聡，高橋勉，沢辺幹夫，寺田弘慈（ＪＡＸＡ），黒須孝一，曽我広志（ＮＥＣ）
3F02 準天頂衛星システムユーザインタフェース仕様書の制定 ○鶴田尚史，寺田弘慈，沢辺幹夫，小暮聡，前田裕昭，岸本統久（ＪＡＸＡ）
3F03 準天頂衛星システム　高精度測位実験システム　測位システム試験 ○大嶋由実，川口佳久，柴田智哉（ＮＥＣ），野田浩幸，小暮聡，岸本 統久（ＪＡＸＡ）
3F04 高精度測位実験システム搭載系　L帯アンテナアッセンブリ試験結果 ○古林武（ＮＥＣエンジニアリング），尼野理（ＮＥＣ東芝スペースシステム），高橋環（ＮＥＣ），野田浩

幸，明神絵里花，岸本統久（ＪＡＸＡ）

準天頂衛星　３ １１月７日 １０：４０～１２：００
司会：岩田 敏彰（産総研）
3F05 準天頂衛星搭載基準時刻管理部PFMの試験結果 ○高橋環（ＮＥＣ），熊谷進，安藤英昭（ＮＥＣ東芝スペースシステム），矢作行弘（ＮＥＣエンジニアリン

グ），雨谷純，藤枝美穂，高橋靖宏，浜真一（ＮＩＣＴ），野田浩幸，岸本統久（ＪＡＸＡ）
3F06 搭載時刻比較装置EMを用いた双方向時刻比較精度 ○藤枝美穂，雨谷純，中村真帆，高橋靖弘，田渕良，浜真一（ＮＩＣＴ），野田浩幸（ＪＡＸＡ），熊谷進（Ｎ

ＥＣ東芝スペースシステム）
3F07 準天頂衛星－地上局間時刻比較の絶対校正 ○雨谷純，高橋靖宏，浜真一，藤枝美穂（ＮＩＣＴ）
3F08 準天頂衛星システム時刻管理系地上系の設計結果 ○高橋靖宏，雨谷純，藤枝美穂，浜真一（ＮＩＣＴ），高橋勉，長谷日出海（ＪＡＸＡ），岩田敏彰（産総

研），近藤和雄，堀内聡（ＮＥＣ）



準天頂衛星　４ １１月７日 １４：１０～１５：３０
司会：雨谷純（ＮＩＣＴ）
3F09 地上局装置を用いた擬似時計技術の実験 ○福井政人，岩崎晃（東大），岩田敏彰，松澤孝（産総研）
3F10 停波中の擬似時計制御 ○松澤孝，岩田敏彰（産総研），福井政人（東大），大高麻衣子（産総研）
3F11 低仰角の静止衛星を用いた擬似時計技術の検証実験 ○橋部雄志（宇宙技術開発），岩田敏彰，今江理人，鈴山智也（産総研）
3F12 地上局における擬似時計実験の制御 ○岩田敏彰，松澤孝（産総研），橋部雄志，福島聡（宇宙技術開発），福井政人（東大），高橋靖宏，藤

枝美穂（ＮＩＣＴ），小暮聡，長谷日出海（ＪＡＸＡ）

準天頂衛星　５ １１月７日 １５：４０～１７：００
司会：高橋靖宏（ＮＩＣＴ）
3F13 準天頂衛星L1-SAIF実験局の開発状況 ○坂井丈泰，福島荘之介，武市昇，伊藤憲（電子航法研）
3F14 ユーザの速度情報を利用したSingle-EpochのRTKについて ○久保信明（東京海洋大）
3F15 移動体向け広域型ネットワークRTKシステムの検討 ○高須知二，海老沼拓史，安田明生（東京海洋大）
3F16 オープンソースGPSを利用したQZSS対応受信機の開発 ○海老沼拓史（東京海洋大）

Ｇ会場　（会議室４０５）
帯電・放電・放射線　１ １１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：趙孟佑（九工大）
3G01 電荷蓄積法を用いた誘電体の体積抵抗率測定に関する研究 ○上本一樹，奈良坂威，渡邉力夫（武蔵工大）
3G02 宇宙用電力ワイヤにおける持続放電現象 ○藤井治久，上谷佑介，柴田卓也（奈良工業高専）
3G03 電子ビーム照射によるプリント基板材料の帯電放電特性 ○藤井治久（奈良工業高専）
3G04 Cu{In， Ga}Se2薄膜太陽電池の模擬低地球軌道プラズマ環境における

帯電放電試験
○奥村哲平，豊田和弘（九工大），川北史郎，今泉充（ＪＡＸＡ），趙孟佑（九工大）

帯電・放電・放射線　２ １１月７日 １０：４０～１１：４０
司会：藤井治久（奈良高専）
3G05 宇宙機帯電放電設計標準策定に向けた太陽電池アレイ持続放電発生

閾値測定試験
○豊田和弘，増井博一，趙孟佑（九工大）

3G06 （講演取消）
3G07 放射線帯動的モデルの提案 ○松本晴久，越石英樹，五家建夫，小原隆博（ＪＡＸＡ）
3G08 観測ロケットS-520-25号機におけるプラズマ収集実験の地上検証実験 ○住野諒（首都大学東京），田中孝治（ＪＡＸＡ），山極芳樹，神戸篤，若槻賢（静岡大），下山学，安部

琢美（ＪＡＸＡ），佐原宏典（首都大学東京），佐々木進（ＪＡＸＡ），藤井裕矩（神奈川工科大）

電源・太陽発電・電力伝送 １１月７日 １４：１０～１６：１０
司会：田中孝治（ＪＡＸＡ）
3G09 準天頂測位衛星とDS2000の電力システム ○工藤雅人，岡本丈史，関根功治（三菱電機），寺田弘慈，稲場典康，松本暁洋（ＪＡＸＡ）
3G10 宇宙用高電圧電線の開発 ○大須賀弘行，長谷川武敏（三菱電機），松井捷明（ＵＳＥＦ）
3G11 衛星設計標準の制定に向けた宇宙用絶縁材料の絶縁破壊試験（第３

報）
○林寛（HIREC），國中均，宮崎英治，佐藤哲夫（ＪＡＸＡ），村松丈志（ＮＥＣ東芝スペースシステム），藤
井治久（奈良高専），村上洋一（三菱電機）

3G12 飛行船を用いたマイクロ波無線電力伝送実験 ○山川宏，橋本弘藏，川崎繁男，篠原真毅，三谷友彦，高橋文人，米倉秀明，平野敬寛（京大），藤原
暉雄（翔エンジニアリング），長野賢司（スペーステクノロジー）

3G13 宇宙太陽発電衛星実現のためのマイクロ波ビーム制御技術の開発と実
験

○賀谷信幸，岩下真士（神戸），MankinsJohn（Artemis Innovation Management Solutions， LLC.）

3G14 JAXAにおける宇宙エネルギー利用システム（SSPS)の研究概要 ○藤田辰人，佐々木進，福室康行，木皿且人，瀬在俊浩，鈴木拓明（ＪＡＸＡ）

Ｈ会場　（会議室４０４）
通信機器 １１月７日 １０：００～１１：４０
司会：戸田知朗（ＪＡＸＡ）
3H01 小型ソーラ電力セイル実証機搭載用地板付き中利得ホーンアンテナの

開発
○川原康介，長江朋子，鎌田幸男，澤田弘崇（ＪＡＸＡ）

3H02 小型ソーラー電力セイル実証機超広角広帯域円偏波アンテナの開発 ○長江朋子，鎌田幸男，川原康介，澤田弘崇（ＪＡＸＡ）
3H03 人工衛星搭載用高鏡面精度軽量アンテナ ○村瀬三朗，大川義幸，佐古理，田嶋隆範，重政裕之（三菱電機）
3H04 次世代Sバンドトランスポンダの開発におけるSDS-1搭載通信実験シス

テムの開発結果
○中里祥三（ＮＥＣ），谷島正信（ＪＡＸＡ），米田誠良（ＮＥＣ東芝スペースシステム）

3H05 (講演取消）
3H06 民生用GPS受信機技術の低軌道ミッションへの適用に関する研究 ○吉原圭介，中谷幸司，高山慎一郎，村上尚美，橋本英一，山元透，近藤義典，齋藤宏文（ＪＡＸＡ），

谷裕貴（エイ・イー・エス）

コンタミネーション管理技術　１ １１月７日 １４：１０～１５：３０
司会：猿渡英樹（ＪＡＸＡ），占部智之（ＪＡＸＡ）
3H07 GOSATにおけるコンタミネーション活動 ○占部智之（ＪＡＸＡ）
3H08 「ひので」X線望遠鏡のコンタミネーション状況 ○浦山文隆（宇宙技術開発），坂東貴政，鹿野良平，原弘久（国立天文台），成影典之，坂尾太郎（ＪＡ

ＸＡ）
3H09 地球観測センサに見られる信号劣化現象の原因解明への取り組み ○伊藤信成（三重大），加藤雅裕，岡野伸章（徳島大）
3H10 宇宙機の熱真空試験における汚染防止 ○猿渡英樹，安藤麻紀子（ＪＡＸＡ）

コンタミネーション管理技術　２ １１月７日 １５：４０～１６：４０
司会：浦山文隆（宇宙技術開発），猿渡英樹（ＪＡＸＡ）
3H11 宇宙機用材料の汚染評価解析技術 ○山中理代，宮崎英治，木本雄吾（ＪＡＸＡ）
3H12 ロケット系部品フロン代替洗浄に関する研究 ○梶間一広（三菱重工）
3H13 真空中紫外線照射下での光触媒の防汚効果に関する実験 浦山文隆（宇宙技術開発），小澤清，土佐正弘，○木村秀夫（物質・材料研究機構），古川睦久（長崎

大）

Ｉ 会場　（会議室４０３）
宇宙で生きる! ～地球・宇宙圏でのエネルギー・物質循環と人間生存環境～１１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：多胡靖宏（環境科学技術研）
3I01 空気再生システムの研究 ○桜井誠人，小口美津夫，吉原正一，中山奈緒子，大西充（ＪＡＸＡ），宇宿功史郎，戸田勧（早大）
3I02 閉鎖型生態系実験施設における微量ガス濃度管理 ○野副晋，津賀正一，多胡靖宏（環境科学技術研）
3I03 有人宇宙用 水再生システムの構築に向けた取組み ○本馬敦子，松本浩明，小川尚樹（三菱重工），柿本朗（ＭＨＩソリューションテクノロジーズ），伊東章

（新潟大）
3I04 次世代型水再生装置の開発（２） ○小口美津夫，立原悟（ＪＡＸＡ），前田芳聰，上岡輝美，副島冨士人，寺西充宏（ニューメディカ・テッ

ク）

宇宙で生きる! ～地球・宇宙圏でのエネルギー・物質循環と人間生存環境～１１月７日 １０：４０～１１：４０
司会：桜井誠人（ＪＡＸＡ）
3I05 植物葉の蒸散および熱交換に及ぼす重力の影響 ○北宅善昭，平井宏昭（大阪府大）
3I06 （講演取消）
3I07 日本独自の月面拠点を想定した生命維持システムのトレードスタディ ○宮嶋宏行（東京女学館大）
3I08 パイロットプラント的宇宙農場のシミュレーション解析と予備実験 ○都木恭一郎，横山正（東京農工大），佐藤歩（カルビー），笹本岳宏（東京農工大）



宇宙で生きる! ～地球・宇宙圏でのエネルギー・物質循環と人間生存環境～１１月７日 １４：１０～１５：５０
司会：大西充（ＪＡＸＡ）
3I09 閉鎖居住実験におけるエコノートの生活と健康 ○相部洋一（ＪＡＸＡ），小松原修，野副晋，多胡靖宏（環境科学技術研），嶋宮民安（有人宇宙システ

ム），長田誠（山梨大附属病院），尾崎由基男（山梨大），篠原正典（帝京科学大），吉岡利忠（弘前学院
大），毛利元彦（日本海洋事業）

3I10 閉鎖型生態系実験施設におけるアウトリーチ活動 ○野副晋，小松原修（環境科学技術研），篠原正典（帝京科学大），相部洋一（ＪＡＸＡ），多胡靖宏，新
田慶治（環境科学技術研）

3I11 インフラフリー住宅：統合型居住支援技術における未来住宅の提案 ○アニリールセルカン（東大）
3I12 JAXAの有人宇宙開発に係る将来構想 ○立原悟，佐藤直樹（ＪＡＸＡ）
3I13 宇宙農業と新宇宙食メニュー ○橋本博文，山下雅道（ＪＡＸＡ）

有人技術 １１月７日 １６：００～１７：００
司会：大西充（ＪＡＸＡ）
3I14 弾性素材を用いた船外活動宇宙服用グローブの試作と評価 ○田中邦彦，安部力，森田啓之（岐阜大）
3I15 微小重力場における電気火災安全に関わる基礎研究　－過電流短時

間通電時の着火特性－
○京野嵩，藤田修，城戸泰裕，中村祐二，伊東弘行（北大）

3I16 ISS応用利用研究拠点制度による「きぼう」実験成果の産業応用計画 ○越川尚清（ＪＡＸＡ），阿部正彦，酒井秀樹（東京理科大），木下隆利，田中正剛，江龍修（名古屋工
大）

J会場　（会議室３０２）
空気力学　１ １１月７日 ９：１０～１０：３０
司会：湊亮二郎（室蘭工大）
3J01 再突入環境下における印加磁場効果に関する実験的研究 ○和才克己（東海大），谷藤鉄也（東工大），牧野仁（東海大），安部隆士（ＪＡＸＡ）
3J02 HIESTを用いた印加磁場による鈍頭模型まわりの流れ場制御における

気流条件の影響
○加藤優佳，大津広敬（静岡大学），谷藤鉄也（東工大），安部隆士，伊藤勝宏（ＪＡＸＡ）

3J03 ホール効果・イオンスリップ効果を考慮したMHD Flow Controlの数値解
析

○吉野智之，榊原諒，藤野貴康，石川本雄（筑波大）

3J04 再突入飛行体のための浸み出し冷却システムに用いる多孔質体内部の
熱流体解析

○角谷宣昭），大津広敬（静岡大），藤田和央（ＪＡＸＡ）

空気力学　２ １１月７日 １０：４０～１１：４０
司会：藤田和央（ＪＡＸＡ）
3J05 超音速風洞試験におけるスターティングロードの計測と推算 ○湊亮二郎，溝端一秀，桑田耕明（室蘭工大）
3J06 誘導結合型高周波ＣＯ２プラズマの電磁流体シミュレーション ○礒崎名朗，吉野智之，藤野貴康，石川本雄（筑波大）
3J07 （講演取消）
3J08 水ロケットの混相噴射流動の観測実験および数値計算 米本浩一（九工大），姫野武洋（東大），○押方勇介（九工大）


