
S会場

OS-01 次世代宇宙ミッションと技術(その5) 11月21日　9:10～10:30 司会：辻畑昭夫（JAXA）

2S01 次世代情報通信衛星計画 ○富田英一, 高畑博樹, 辻畑昭夫(JAXA)

2S02 Ka帯大容量衛星通信の検討 ○小石洋一(NEC)

2S03 次世代衛星通信ミッションを担う大型展開アンテナ技術 ○小澤悟, 新舘恭嗣, 辻畑昭夫(JAXA)

2S04 三つ折り大型展開アンテナの試作 ○田畑稔, 藤井清志, 池田裕一, 高田喜章(NEC), 新館恭嗣, 小澤悟, 辻畑
昭夫(JAXA)

OS-01 次世代宇宙ミッションと技術(その6) 11月21日　10:40～12:00 司会：辻畑昭夫（JAXA）

2S05 軽量静止観測衛星バスシステムの開発 ○隈下恭介(NEC), 新舘恭嗣, 松本暁洋, 児子健一郎(JAXA), 塚島隆, 吉
田禎仁(NTスペース), 吉原眞, 伊藤武彦, 大木高志(NEC)

2S06 21GHz帯を使用する次世代衛星放送システムの研究開発 ○亀井雅, 田中祥次, 伊藤泰宏(NHK放送技術研究所)

2S07 量子鍵配送システムの実用化検討 ○佐藤洋平, 知識柔一, 志賀基英, 植田泰士, 有川善久, 花田達之, 山川
史郎(JAXA)

2S08 マルチポ−トアンプのフレキシブルペイロードへの応用 ○細田育生, 岡田俊輔(NTスペース), 中澤実(NEC)

特別セッション　産学官連係-航空宇宙学会が果たすべき役割とその将
来像

11月21日　14:10～16:10 司会：大山聖（JAXA）

2S09 パネルディスカッション「産学官連係-航空宇宙学会が果たすべき役割と
その将来像」

○大山聖, 川口淳一郎(JAXA),渥美正博（三菱重工業）,松田聖路（IHIエア
ロスペース）,村井善幸（仮）（NEC）,米本浩一（九工大）,姫野武洋（東大）,
上野誠也（横浜国大）,山西伸宏,橋本樹明,小澤悟,鈴木裕介（JAXA）

特別セッション　産学官連係-宇宙開発戦略、基本計画の改定に向けて 11月21日　16:35～18:25 司会：川口淳一郎（JAXA）

2S10
-16

パネルディスカッション「産学官連係-宇宙開発戦略、基本計画の改定に
向けて」

○川口淳一郎（JAXA）, 家泰弘(日本学術会議), 明野吉成（内閣府宇宙戦
略

A会場

11月惑星探査，宇宙科学(4) 11月21日　9:10～10:50　司会：佐々木晶（国立天文台）

2A01 月衛星画像による着陸候補地点の評価方法についての検討 ○片山保宏(JAXA), 金子尚司, 中山祐平(電通大)

2A02 次期月計画サンプルリターンシステムの概念検討 ○岩田隆浩, 加藤学, 田中智, 岡田達明(JAXA)

2A03 SELENE-2ミッションによる月深部状態の解明 ○佐々木晶, 菊池冬彦, 松本晃治, 野田寛大, 荒木博志, 花田英夫, 山田
竜平(国立天文台), 國森裕生(NICT), 岩田隆浩(JAXA), 菊池冬彦(国立天

2A04 ソーラーセイル膜面の構造に対する静電力の影響評価 ○村中崇信(中京大), 篠原育, 高木亮治, 森治, 船瀬龍, 白澤洋次(JAXA),
大野剛(東大・院)

2A05 柔軟エアロシェル機と密閉側パラフォイル機による火星表面探査ミッショ
ン

○安部隆士, 山田和彦(JAXA), 谷繁樹林(東大), 高橋裕介(北大), 永田靖
典(JAXA), 平木講儒(九工大), 東野伸一郎(九大), 鈴木宏二郎(東大)

OS-18 宇宙ロボットで宇宙を拓く(その1) 11月21日　11:00～12:00 司会：西田信一郎（JAXA）

2A06 走行システムに着目した車輪型探査ローバの最適化設計 ○村上遼(高知工科大), 石上玄也, 久保田孝（JAXA）, 岡宏一(高知工科
大)2A07 ３次元等方脚配置型ローバの天体表面移動性能に関する検討 ○錦織慎治, 外本伸治(九大), 久保田孝(JAXA)

2A08 小型火星探査ローバの構成案とシステム検討 ○石上玄也, 久保田孝(JAXA), MELOSワーキンググループ

OS-18 宇宙ロボットで宇宙を拓く(その2) 11月21日　14:10～16:10 司会：久保田孝（JAXA）

2A09 投擲型ワイヤ−プローブシステムに関する研究 ○有隅仁(産総研), 大槻真嗣, 西田信一郎(JAXA)

2A10 無重力下における大型柔軟構造物のハンドリングに関する研究 ○荒川清一郎, 小田光茂(東工大), 中西洋喜(JAXA)

2A11 リアルタイムヒューリスティック探索による最良マヌーバ生成および制御 ○鳴海智博(東京理科大), 宮本信太郎, 米本浩一, 松本剛明(九工大), 木
村真一(東京理科大)

2A12 Faster, Better, and Saferな宇宙機ソフトウェアの実現へ：宇宙仕様ロボッ
ト 向けミドルウェア

○加藤裕基, 氏家亮, 上田敦史, 西田信一郎, 片平真史(JAXA), 中本啓
之, 長瀬雅之(セック)

2A13 宇宙ロボットによる採取作業の知能化の検討 ○西田信一郎, 片山保宏, 加藤裕基(JAXA)

2A14 EVA支援ロボット実証実験（REX-J)の打ち上げ ○小田光茂, 吉井正弘, 中西洋喜, 加藤裕基, 上田敦史, 西田信一郎
(JAXA), 鈴木悟史（AES）, 山隅允裕（東工大）

B会場

01宇宙輸送(5) 11月21日　10:40～12:00　司会：姫野武洋（東大）

2B01 再使用観測ロケット機体システムに関する技術実証 ○野中聡, 丸祐介, 竹内伸介, 山本高行, 八木下剛, 伊藤隆, 小川博之
(JAXA)2B02 再使用観測ロケットのシステム設計 ○井手陽介, 佐々木敦志, 石川佳太郎, 川戸博史(三菱重工業), 野中聡,
伊藤隆, 小川博之(JAXA)

2B03 再使用観測ロケットエンジンの技術実証 ○小野寺卓郎, 橋本知之, 佐藤正喜, 木村俊哉, 高田仁志, 成尾芳博
(JAXA), 金子敬郎, 丹生謙一(三菱重工業)

2B04 モーフィング宇宙輸送システムに向けての基礎研究について ○宮原孝輔, 麻生茂, 谷泰寛, 柳瀬匡甫, 高橋正隆, Laugeois
Benjamin(九大)01宇宙輸送(6) 11月21日　14:10～16:10　司会：野中聡（JAXA）

2B06 冗長な操舵面を有する宇宙輸送機の耐故障制御 ○中尾泰之(日大・院）, 嶋田有三, 安部明雄(日大)

2B07 宇宙往還機用フライトシミュレータの開発 ○伊藤真志（日大・院）, 嶋田有三, 安部明雄(日大)

2B08 ２段式スペースプレーン（TSTO）における母機・軌道機間の結合時空力
干渉が上昇問題の最適化結果に与える影響の調査

○石川辰弥, 村上貴紀, 山口博（日大・院）, 中根昌克, 石川芳男(日大),
窪田健一, 村上桂一, 松尾裕一(JAXA)

2B09 効率的な宇宙輸送システム実現のための統合推進エネルギーシステム
の研究

○中上禎章(東大・院), 丸祐介, 稲谷芳文(JAXA)

2B10 耐故障性を考慮した超音速飛行用フラッシュ型エアデータシステムの研
究

○戸高彰, 忽那祐樹, 米本浩一, 松本剛明(九工大), 野中聡(JAXA)

2B11 高頻度再使用ロケット実験機内における通信・電力伝送の無線化に関す
る基礎実験

○吉田賢史(JAXA), 田代俊太郎(東京理科大), 野地拓匡(首都大), 福田
豪(東京理科大), 小林雄太, 丸祐介, 成尾芳博, 川崎繁男(JAXA)

C会場

OS-06　スペースデブリ除去実現に向けて(その4) 11月21日　10:40～12:00 司会：仁田工美（JAXA）

2C01 導電性テザーシステムのサイジングおよび数値シミュレーションによるデ
ブリ除去衛星設計要求の検討

○壹岐賢太郎(早大), 河本聡美. 大川恭志(JAXA), 馬場満久, 森野美樹
(早大)

2C02 ローレンツ力を用いたスペースデブリ除去手法に関する研究 ○赤司陽介, 山川宏(京大)

2C03 デブリ除去の軌道変換手法 ○中宮賢樹, 赤司陽介, 山川宏(京大)

2C04 イオンビーム照射を用いる静止軌道デブリの除去 ○北村正治, 早川幸男, 河本聡美, 仁田工美, 大川恭志(JAXA)

07宇宙環境計測，スペースデブリ(2) 11月21日　14:10～16:30　司会：柳沢俊史（JAXA），西田政弘（名工大）
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2C05 スペースデブリ軌道上光学観測のミッション解析について ○田川真, 花田俊也(九大), 北澤幸人(IHI), 柳沢俊史(JAXA)

2C06 スペースデブリの大気圏再突入予測解析の結果について ○染谷一徳, 工藤伸夫, 松田郁未, 田島徹(JAXA), 足立学, 亀山雅也(富
士通)2C07 帯電除去法によるスペース・デブリの減速評価 ○佐々木麗双, 増井博一, 豊田和弘, 趙 孟佑(九工大)

2C08 スペースデブリの衝突予測方法について ○鈴木和典, 矢島悦宏(三菱スペース・ソフトウエア)

2C09 炭素繊維強化プラスチックへの超高速飛翔体衝突によるエジェクタサイ
ズ分布

○西田政弘, 加藤浩明, 林浩一, 戸谷一貴, 東出真澄(名工大)

2C10 引張荷重下におけるTi-6Al-4V薄板の貫通限界方程式 ○浦澤俊介(法政大・院）, 新井和吉, 堀江孝佑(法政大)

2C11 発泡アルミに対する微小デブリ衝突実験：衝突速度、飛翔体物質依存性 ○小野瀬直美, 東出真澄, 長谷川直(JAXA)

D会場

OS-03　宇宙で生きる！ 11月21日　9:10～10:30 司会：大西充(JAXA)

〜人類居住環境拡大への取り組み〜 (その1)

2D01 多機能活性炭吸脱着数値シミュレーション ○大西充, 島明日香, 小口美津夫, 桜井誠人(JAXA), 内海友美, 奥谷猛
(横浜国大)

2D02 JAXAにおける有害ガス除去研究状況と軌道上実証計画について ○立原悟, 佐藤直樹, 大西充, 桜井誠人, 島明日香(JAXA)

2D03 サバチエ反応の触媒開発 ○島明日香, 桜井誠人, 曽根理嗣, 大西充(JAXA), 阿部孝之(富山大)

2D04 次世代型水再生装置の開発（ＩＩ） ○小口美津夫, 桜井誠人, 大西充, 島明日香(ＪＡＸＡ)

OS-03　宇宙で生きる！ 11月21日　10:40～12:00 司会：遠藤雅人(東京海洋大)

〜人類居住環境拡大への取り組み〜 (その2)

2D05 レーザ高度計データを利用した月面移動探査のための生命維持設計の
検討

○宮嶋宏行(東京女学館大)

2D06 耐故障性を考慮したCELSS電力管理 ○木村友紀, 中根昌克, 石川芳男(日大), 宮嶋宏行(東京女学館大)

2D07 物質循環制御システム研究開発用シミュレータSICLEの開発 ○扇拓矢, 森山枝里子,  飯野翔太, 山下明広, 濱田大典, 広崎朋史, 公平
綾(宇宙システム開発), 宮嶋宏行(東京女学館大), 石川芳男, 中根昌克

2D08 頑健なCELSS設計のための方策の提案 ○白石文秀, 江頭正朗(九大・院)

OS-03　宇宙で生きる！ 11月21日　14:10～16:30 司会：宮嶋宏行(東京女学館大)

〜人類居住環境拡大への取り組み〜 (その3)

2D09 有人宇宙居住のためのＭＴＢ/有機ハイドライド技術の可能性展開 ○市川勝(東京農大)

2D10 インフレータブルスペーステラリウムの開発と軌道上展開について ○岸本直子(摂南大), 青木隆平(東大), 及川佑, 渡辺和樹(ウェルリサー
チ), SIMPLE共同研究開発チーム

2D11 ラン藻の機能を活用した火星居住構想 ○新井真由美(日本科学未来館), 富田-横谷香織(筑波大)

2D12 陸棲ラン藻Nostoc sp. HK-01のガンマ線及びＵＶ耐性の検証 ○味岡令子, 富田-横谷香織, 五十嵐裕一(筑波大), 新井真由美(日本科
学未来館), 加藤浩(三重大)

2D13 宇宙環境と樹木‐マメザクラ”CosmoBon”のモデル化 ○富田—横谷香織(筑波大), 鈴木利貞(香川大), 加藤浩(三重大), 馬場啓
一(京大)

2D14 スピルリナ‐ティラピア間の物質循環による宇宙養殖 ○遠藤雅人, 西村友宏, 矢野央樹, 竹内俊郎(東京海洋大)

2D15 木星系有人探査に必要な生命維持システムの概念と課題 ○下田隆信(JAXA)

E会場

OS-09　火星探査航空機  (その1) 11月21日　9:10～10:30 司会：永井大樹（東北大）

2E01 MELOS1にむけた火星飛行機の高高度飛行試験計画 ○大山聖(JAXA), 永井大樹(東北大), 得竹浩(金沢大), 竹内伸介, 豊田裕
之(JAXA), 藤田昂志(東北大), 安養寺正之, 元田敏和(JAXA), 米本浩一
(九工大), 浅井圭介(東北大), 藤井孝藏(JAXA)

2E02 火星探査航空機にむけた高高度飛行試験の飛行経路検討 ○元田敏和(JAXA), 大山聖(JAXA), 永井大樹(東北大), 得竹浩(金沢大)

2E03 火星飛行機の全機特性 ○安養寺正之(JAXA), 永井大樹(東北大), 大山聖, 藤井孝藏(JAXA)

2E04 火星飛行機の突風応答解析と飛行制御 ○平栗弘貴, 得竹浩(金沢大)

OS-09　火星探査航空機  (その2) 11月21日　10:40～12:00 司会：川添博光（鳥取大）

2E05 火星飛行機の空中翼展開時における動的挙動の計測と評価 ○藤田昂志, 永井大樹, 浅井圭介(東北大)

2E06 火星飛行機用プロペラの性能に及ぼす三次元流れの効果 ○米澤宏一, 後藤雄大(阪大), 林田高志, 砂田茂(阪府大), 安養寺正之
(JAXA), 辻本良信(阪大)

2E07 火星飛行機のプロペラ後流の流れが翼性能に及ぼす影響の調査 ○牧野文康, 永井大樹, 浅井圭介(東北大・院)

2E08 火星航空機低レイノルズ数における三角形状翼型の空力特性 ○日高秀徳, 小林寛（金沢工大・院）, 岡本正人(金沢工大)

OS-03　火星探査航空機  (その3) 11月21日　14:10～16:30 司会：安養寺正之(JAXA)

2E09 火星航空機に向けた低Re数における数値シミュレーションによるOwl翼の
空力特性

○近藤勝俊(東京理科大), 青野光, 野々村拓, 安養寺正之, 大山聖
(JAXA), Liu Tianshu(Western Michigan Univ.), 藤井孝藏(JAXA), 山本誠

2E10 火星航空機用翼型における前縁フラップの効果 ○小林寛, 日高秀徳, 岡本正人(金工大・院)

2E11 PARSEC翼型表現性能の改良と火星探査航空機用翼型設計への適用 ○佐藤貴也, 四谷智義, 金崎雅博(首都大・院), 松島紀佐(富山大)

2E12 遺伝的アルゴリズムによる低レイノルズ数高揚抗比翼型の設計探査 ○佐々木岳(九工大・院), 立川智章, 野々村拓, 大山聖(JAXA), 米本浩一,
松本剛明(九工大)

2E13 極低レイノルズ数流れにある2次元物体の空力特性に関する数値的研究 ○齋藤秀全(九工大), 高藤圭一郎(西日本工大), 米本浩一, 松本剛明(九
工大)2E14 高粘度流体中にある三次元翼の極低レイノルズ数特性 ○杉井昌広(九工大), 宮田正悟(日立製作所), 米本浩一, 松本剛明(九工
大)2E15 低レイノルズ数におけるNACA0012翼型の空力特性に与える主流乱れ度

の影響
○沼田大樹, 土屋貴明, 浅井圭介(東北大)

F会場

OS-39 ALOSシリーズによる地球観測  (その1) 11月21日　10:00～12:00 司会：大沢 右二（JAXA）

2F01 ALOSシリーズの目的と全体計画 ○大沢右二(JAXA)

2F02 陸域観測技術衛星2号（ALOS-2）PFMの状況 ○猿渡英樹, 鳩岡恭志, 有川善久, 大沢右二(JAXA)

2F03 陸域観測技術衛星2号（ALOS-2）搭載　Lバンド合成開口レーダ
（PALSAR-2）の開発状況

○勘角幸弘, 鈴木新一, 大沢右二(JAXA)

2F04 ALOS-2搭載地球観測用小型赤外カメラ(CIRC)の開発 ○中村良子, 片山晴善, 内藤聖貴, 原田昌朋, 加藤恵理, 佐藤亮太
(JAXA), 中右浩二(北大)

2F05 陸域観測技術衛星2号（ALOS-2）観測シナリオ ○鈴木新一, 西弘樹, 大串文美(JAXA)

2F06 陸域観測技術衛星2号（ALOS-2）観測運用技術強化システムの設計検
討

○植田泰士, 吉岡伸人, 上杉正人, 鈴木新一, 大沢右二(JAXA)

OS-39 ALOSシリーズによる地球観測  (その2) 11月21日　14:10～16:30 司会：大沢 右二（JAXA）

2F07 航空機搭載L帯合成開口レーダ２を用いたインドネシア観測キャンペーン ○河野宜幸(JAXA)

2F08 宇宙技術を用いた災害対応に係る国際的な枠組みについて ○小野敦(JAXA)

2F09 地球観測衛星による防災利用実証活動 ○山田勇介. 内籐一郎, 加来一哉, 麻生紀子, 海野順子, 岡田宏之(JAXA)



2F10 陸域観測技術衛星3号（ALOS-3）/PRISM-2について ○今井浩子, 匂坂雅一, 鈴木 新一, 大澤右二(JAXA)

2F11 ALOS-3/PRISM-2シミュレーション画像の作成とその評価 ○大串文美, 今井浩子, 高橋陪夫, 田殿武雄(JAXA), 渡辺知弘, 高久淳一
(RESTEC)

2F12 「だいち」(ALOS)搭載PRISM/AVNIR-2の校正・検証結果の概要 ○田殿武雄, 島田政信, 高橋陪夫, 村上浩(JAXA)

2F13 「だいち」ALOSによる高解像度土地利用土地被覆図 ○高橋陪夫(JAXA), 奈佐原顕郎(筑波大), 田殿武雄(JAXA), 渡辺知弘,
道津正徳, 杉村俊郎, 冨山信弘(RESTEC)

G会場

OS-14 HTV3号機までの成果と今後の利用発展  (その2) 11月21日　9:10～10:30 司会：内山崇（JAXA）

2G01 HTV3号機誘導制御の評価 ○葛西徹, 市川千秋, 植松洋彦(JAXA)

2G02 国産スラスタを初搭載したHTV3号機推進系の評価 ○高田真一, 深津敦, 杉森活彦(JAXA)

2G03 HTV搭載用トランスポンダの開発 ○江島二葉, 平野拓也, 石原秀樹, 梅田祐一(三菱電機), 鈴木裕介, 田邊
宏太, 須永輝巳(JAXA)

2G04 HTV3号機アビオニクスの評価 ○須永輝巳, 川崎治, 原田基之, 辻田大輔, 植松洋彦(JAXA)

OS-14 HTV3号機までの成果と今後の利用発展  (その3) 11月21日　10:40～12:00 司会：山中浩二（JAXA）

2G05 HTV3再突入結果と軌道上実証の提案 ○和田恵一, 山本紘史, 川嶋一誠, 山田真太郎, 佐々木宏(JAXA)

2G06 i-Ballの開発 ○杉村文隆, 森崎浩武, 守屋朝子, 岸野義宏（IA), 和田恵一, 山本紘史,
佐々木宏(JAXA)

2G07 HTVの回収機能付加発展構想 ○大野貴史, 藤原哲(三菱重工業）

2G08 HTV発展構想 ○原田正行, 原田基之, 辻田大輔, 今田高峰(JAXA)

OS-14 HTV3号機までの成果と今後の利用発展  (その4) 11月21日　14:10～16:30 司会：高田真一（JAXA）

2G09 HTV用国産ランデブセンサの開発 ○山元透, 井澤克彦, 岩田隆敬, 葛西徹, 植松洋彦(JAXA), 西沢俊広, 村
山勉, 山下敏明, 村田茂(NEC)

2G10 ＨＴＶカーゴインテグレーション概要 ○成原一浩, 麻生大, 神谷岳志(JAXA)

2G11 HTV水充填装置の開発・運用 ○森中昌樹, 松本博貴, 宮本剛(三菱重工業), 神谷岳志, 脇谷友一
(JAXA)2G12 ＨＴＶを活用した軌道上実証・利用の可能性について ○深津敦, 佐々木宏, 川崎治, 原田正行, 辻田大輔(JAXA)

2G13 HTVによる導電性テザー実証実験計画 ○辻田大輔, 原田正行, 深津敦, 河本聡美, 大川恭志(JAXA)

2G14 宇宙太陽光発電（SSPS)のHTV/JEMを利用した予備実験構想 ○野末辰裕(有人宇宙システム)

2G15 小型表面帯電センサを用いたHTV帯電電位の計測実験計画 ○奥村哲平, 小林裕希, 辻田大輔, 島崎一紀, 葛西徹, 川崎治, 高橋眞人,
深津敦(JAXA), 世利祐樹, Khan Arifur R., 増井博一, 趙 孟佑(九工大)

H会場

02A宇宙推進（化学）(3) 11月21日　9:10～10:30　司会：杵淵紀世志（JAXA）

2H01 JAXAの液酸/炭化水素推進系研究状況について ○平岩徹夫, 東　伸幸, 冨田健夫, 竹腰正雄, 小林悌宇, 沖田耕一(JAXA)

2H02 ＬＯＸ／メタン同種衝突エレメントの燃焼構造解明に関する試み ○井上琢磨, 篠原　流, 石崎真一郎, 阪路大輔, 斉藤真一(IA)

2H03 LOX/LNGエンジンの高空燃焼性能試験 ○笹木正裕, 石原新史, 石井雅博(IA), 久保田勲, 加納康仁, 小野寺卓郎,
冨田健夫（JAXA）

2H04 バイオエタノールロケットエンジンにおけるアルミニウムの材料適合性に
関する研究

○泉俊太郎(室蘭工大・院),　杉岡正敏　東野和幸（室蘭工大）

02A宇宙推進（化学）(4) 11月21日　10:40～12:00　司会：平岩徹夫（JAXA）

2H05 次期大型ロケットに最適な1段用LE-Xエンジンの研究 ○米澤良平, 平田邦夫(静岡大)

2H06 上段ロケット用水素エンジンの高信頼性化に関する研究 ○岡田  駿, 平田邦夫(静岡大)

2H07 大型ロケットエンジン液体水素ターボポンプ用軸受・軸シールの性能 ○小島　淳, 高田仁志, 菊池正孝, 須藤孝幸(JAXA), 高野智之（JAST）

2H08 ロケットターボポンプのロータシステム最適化の検討 ○内海政春, 島垣　満, 川崎　聡(JAXA)

02A宇宙推進（化学）(5) 11月21日　14:10～16:30　司会：福地亜宝郎（IA）

2H09 高速走行軌道装置を用いた水/液体窒素ロケットの稼働試験 ○渡邉  豪, 渡邉力夫(都市大), 中田大将, 東野和幸, 棚次亘弘（室蘭工
大）2H10 数値解析を用いたエアロスパイクノズルの性能評価：スパイク形状による

影響
○成宮  匡, 坪井伸幸(九工大),　伊藤隆（JAXA）

2H11 可変推力ロケットエンジンのシステムバランスに関する基礎的解析 ○副島光洋(東北大･院), 富岡定毅, 加藤周徳（JAXA）, 升谷五郎（東北
大）2H12 ロケット燃焼器内部における高周波燃焼振動のLES ○松山新吾, 堀暖, 新城淳史, 溝渕泰寛(JAXA)

2H13 マイクロジェット噴射による衝突微粒化促進法 ○井上智博, 渡辺紀徳, 姫野武洋, 鵜沢聖治(東大)

2H14 界面張力が卓越する気液二相流における相変化現象の数値解析 ○梅村  悠（東大・院）, 韓栄培, 鹿園直毅, 姫野武洋, 渡辺紀徳(東大)

2H15 ヒドラジンの触媒層内での分解事象の観察 ○香河英史, 長田泰一, 升岡正, 梶原堅一(JAXA), 伊藤大介, 斉藤泰司,
川端祐司（京大）

I会場

09次世代技術(3) 11月21日　9:30～10:30　司会：外本伸治（九大）

2I01 スライディングモード制御による軌道上テザー伸展収納方法の研究 ○後藤健佑, 山崎武士, 高野博行, 山口功(防大)

2I02 導電性テザーの伸展における伸展速度の影響評価及び数値シミュレー
ション

○馬場満久(早大), 河本聡美(JAXA), 壹岐賢太郎, 古賀悠斗, 森野美樹
(早大)2I03 宇宙エレベータの振動がクライマーの運動に与える影響 ○細田淳嗣, 内山賢治(日大)

06軌道，姿勢(1) 11月21日　10:40～12:00　司会：橋本樹明（JAXA）

2I04 可変反射率デバイスを用いた任意形状のスピン型ソーラーセイルの姿勢
制御システムのダイナミクスと姿勢制御則

○管野剛(東海大), 船瀬龍(JAXA)

2I05 スピン型ソーラーセイルの姿勢運動に基づく膜面形状推定 ○中条俊大(東大・院), 津田雄一, 川口淳一郎(JAXA)

2I06 非比例減衰を考慮した柔軟衛星の軌道上柔構造特性同定 ○葛西時雄, 井川寛隆(JAXA)

2I07 衛星の内部擾乱力と擾乱伝達関数の定義およびその測定方法に関する
考察

○吉田憲正(三菱電機)

06軌道，姿勢(2) 11月21日　14:10～16:30　司会：吉田憲正（三菱電機）

2I08 陸域観測技術衛星２号（ALOS-2）のAOCS/AOCE 開発 ○名取崇史, 鵜川晋一, 大谷冬彦(三菱電機), 有川善久, 岩田隆敬, 神澤
拓也(JAXA)

2I09 衛星姿勢制御シミュレータの開発 ○寅谷敬紀, 須崎祐多, 平田晋吾, 片山雅之, 水溜仁士(三菱プレシジョ
ン), 麻生 茂, 八坂哲雄, 桜井晃(九大)

2I10 超小型衛星TSUBAMEにおける姿勢決定制御系開発 ○神谷崇志, Le Xuan Huy, 大谷知弘, 松下将典, 神宮健, 石坂和也, 小宮
悠太, 小勝國弘, 松原薫(東工大), 松永三郎(JAXA)

2I11 Attitude Sliding Mode Controller using CMG for Nano-Satellite
TSUBAME

○Hao Ting(東工大), 松永三郎(JAXA)

2I12 ゲインスケジュールドVSCMG制御による宇宙機姿勢変更 ○小島広久, 堺桃子, 佐藤光紀(首都大)

2I13 あかり衛星の姿勢復旧運用について ○坂井真一郎, 川勝康弘, 橋本樹明, 山村一誠, 紀伊恒男, 村上浩



2I14 高精度姿勢決定で観測されるセンサ間アライメント変動の直下地表面と
ベータ角への依存性

○岩田隆敬(JAXA), 村中昇(コスモロジック), 河原哲雄(NEC)

J会場

02B宇宙推進（非化学）(1) 11月21日　9:10～10:50　司会：田原弘一（三菱電機）

2J01 数値解析による外部回転磁場の次世代電気推進機関への応用 山之口和輝, 羽田亨(九大), 篠原俊二郎（東京農工大）

2J02 高電力密度条件下でのミリ波駆動デトネーションの観察 ○山口敏和, 福成雅史, 小紫公也(東大), 小田靖久, 梶原健, 高橋幸司,
坂本慶司(日本原子力研)

2J03 誘導結合プラズマを用いた電子源の性能向上およびスケーリング則に関
する研究

○鳥井夏実(首都大), 渡邊裕樹(JAXA), 笠上聡志, 太田知里, 青柳潤一
郎, 竹ヶ原春貴(首都大)

2J04 コールドプラズマ中のヘリコン波の分散関係 ○諌山翔伍, 羽田亨(九大), 谷川隆夫(東海大), 篠原俊二朗(東京農工大)

2J05 レーザ駆動飛翔体の推力ベクトル評価 ○萩原啓司, 堀澤秀之, 福田紘大(東海大)

02B宇宙推進（非化学）(2) 11月21日　11:00～12:00　司会：鷹尾祥典（京大）

2J06 250 mN級ホールスラスタの数値寿命シミュレーション ○張 科寅, 川嶋嶺, 細田誠也, 藤田大樹, 伊藤裕樹, ショーンヘル トニー,
小紫公也, 小泉宏之, 荒川義博(東大)

2J07 数値解析によるホールスラスタの壁面損耗低減条件の解明 ○川嶋嶺, 張科寅, 小紫公也, 小泉宏之, 荒川義博(東大)

2J08 超小型人工衛星搭載用微小電力シリンドリカルホールスラスタの開発研
究

○戸川和也, 池田知行, 杉本成(阪工大・院）, 加藤優貴, 山本怜, 田原弘
一(阪工大), 渡辺陽介(阪大)

02B宇宙推進（非化学）(3) 11月21日　14:10～16:10　司会：青柳潤一郎（首都大）

2J09 JIEDIツールを用いたイオンエンジン加速グリッド寿命認定の検討 ○渡邊裕樹, 船木一幸(JAXA), 梶村好宏(明石高専), 中野正勝(都立産業
技術高専), 小石哲也, 末松久幸(長岡技科大)

2J10 マイクロ波放電式ECR型中和器の内部状態と性能 ○大道渉(東大), 國中均(JAXA)

2J11 外部回路を考慮した超小型高周波イオン推進機の粒子シミュレーション ○鷹尾祥典, 阪本将隆, 江利口浩二, 斧高一(京大・院)

2J12 DECIGO Pathfinder用μ N級イオンスラスタの開発 ○泉雄大(静岡大), 小泉宏之(東大), 松井信, 山極芳樹(静岡大), 國中均
(JAXA)2J13 マイクロ波放電式中和器のプラズマ解析ソルバの開発 ○窪田健一, 渡邊裕樹(JAXA), 山本直嗣, 中島秀紀(九大), 宮坂武志(岐
阜大), 船木一幸(JAXA)

2J14 20cm級マイクロ波放電型イオンエンジンの点火特性 ○足立文也(横浜国大), 西山和孝(JAXA)

K会場

OS-27 インフレーション宇宙を検証する科学衛星LiteBIRD　(その1) 11月21日　10:00～12:00　司会：野田篤司（JAXA）

2K01 LiteBIRD 計画の背景と概要 ○羽澄昌史(KEK)

2K02 LiteBIRDのシステムズエンジニアリングとシステム設計概要 ○四元和彦,  野田篤司(JAXA)

2K03 LiteBIRDの軌道と姿勢制御の基礎検討 ○坂井真一郎, 河野功, 野田篤司(JAXA), 松村知岳(KEK), 満田和久
(JAXA), 永田竜, 羽澄昌史(KEK)

2K10 LiteBIRD の測定誤差・系統誤差評価 ○永田竜(KEK)

2K04 LiteBIRDの熱設計 ○都丸隆行(KEK), 高田卓(筑波大),　羽澄昌史(KEK)

2K05 LiteBIRDの通信系 ○石野宏和(岡山大)

OS-27 インフレーション宇宙を検証する科学衛星LiteBIRD　(その2) 11月21日　14:10～16:10　司会：羽澄昌史（高エネ研）

2K06 LiteBIRDのサイエンス ○茅根裕司, 羽澄昌史(KEK)

2K07 LiteBIRDの観測装置 ○松村知岳, 羽澄昌史(KEK)

2K08 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測に向けたアンテナ結合型広域周波数
帯TESボロメター検出器アレイの開発

○鈴木有春, Arnold Kam(UCB), Edwards Jenife(UCSD), Engargiola
Gregory(LBNL), Ghribi Adnan, Holzapfel William, Lee Adrian, Meng Xiao
Fan, Myers Michael(UCB), O'Brient Roger(CalTech), Quealy Erin(UCB),
Rebeiz Gabriel(UCSD), Richards Paul(UCB)他 LiteBIRD Woking Group

2K09 LiteBIRD衛星に向けた焦点面MKIDカメラの開発 ○関本裕太郎(国立天文台)

2K11 LiteBIRD における前景放射除去 ○片山伸彦(カブリ数物連携宇宙研)

2K12 LiteBIRD の今後の課題 ○満田和久(JAXA)

L会場

05宇宙利用(2) 11月21日　10:00～12:00　司会：岸本統久(JAXA)

3F19 小型無人航空機を用いた地表画像取得 ○亀井卓也，伊藤那知，上山善弘，千葉一永，佐鳥新(北工大)

2L01 CMOSイメージセンサの適応的読み出しによるシャックハルトマン波面セ
ンサの高速化

○鈴木二郎, 安藤俊行(三菱電機)

2L02 超長距離可視光通信用光学系及び回線設計 ○若山裕記, 岡田直己, 酒匂信匡, 中島厚(信州大)

2L03 観測ロケット実験用インフレータブルカプセルの動画伝送テレメータとレー
ダ（Ku帯とC帯）共用アンテナ

○川原康介, 鎌田幸男, 山田和彦, 石井信明(JAXA)

2L04 小型衛星用Sバンド通信機の開発と軌道上実証結果 ○西城邦俊, 粟野穣太, 井上浩一, 平子敬一(JAXA), 伊藤慎介, 渡辺拓
男, 片岡和彦, 佐藤祐一, 天谷透(明星電気)

2L05 宇宙用大型構造体に対する全方位アンテナシステムの基礎検討 ○坂井智彦, 川崎繁男(JAXA), 黒柳貴子(日大), 吉田賢史(JAXA)

OS-02　「みちびき」　(その1) 11月21日　14:10～16:30 司会：坂井丈泰（ENRI）

2L06 みちびきJAXA技術実証実験の進捗状況 ○岸本統久, 明神絵里花, 小暮聡(JAXA)

2L07 「みちびき」測位ペイロード軌道上特性評価 ○大嶋由実, 高橋環(NEC), 大原計哉(NECエンジニアリング), 小暮聡, 岸
本統久, 明神絵里花(JAXA)

2L08 準天頂衛星初号機（みちびき）の軌道上外乱評価 ○工藤雅人, 矢尾彰(三菱電機), 明神絵里花, 岸本統久(JAXA)

2L09  「みちびき」測位システム特性評価 ○遠藤邦治(東京エレクトロニツクシステムズ), 澤村寿一(NEC航空宇宙シ
ステム), 大澤知也(東京エレクトロニツクシステムズ), 曽我広志, 平原康孝
(NEC), 小暮聡, 岸本統久, 明神絵里花(JAXA)

2L10 準天頂衛星「みちびき」の軌道時刻推定精度評価 ○山本洋介, 梶原延浩(富士通), 小暮聡, 岸本統久, 明神絵里花(JAXA),
曽我広志(NEC)

2L11 「みちびき」の電離層遅延推定精度評価 ○新井秀樹, 佐藤雅浩(宇宙技術開発), 澤村寿一(NEC航空宇宙システ
ム), 曽我広志(NEC), 岸本統久, 小暮聡(JAXA)

2L12 QZSS/MSAS補強情報性能比較について ○伊藤憲, 坂井丈泰(ENRI)

M会場

OS-35 ほどよし超小型衛星プロジェクト　(その1) 11月21日　9:30～10:30 司会：中須賀真一（東京大）

2M01 ほどよし信頼性工学の適用に向けて ○白坂成功(慶大), 中須賀真一(東大)



2M02 ソフトウエアのフレームワークと開発環境 ○小林宗太郎, 木村真一, 上條崇一, 青木悠平, Tran Ngoc Lan Huong,
泉隼人(東京理科大), 高橋秀典, 伊藤敬一, 三浦美則(東洋航空電子), 大
石篤, 笹原松隆, 小山正博, 黒田能克(三菱重工業)

2M03 環境試験方法確立へ向けた基礎研究 ○増井博一, 岩田稔, 豊田和弘, 平木講儒, 赤星保浩, 趙 孟佑(九工大)

OS-35 ほどよし超小型衛星プロジェクト　(その2) 11月21日　10:40～12:00 司会：白坂成功（慶應大）

2M04 超小型衛星利用による地域活性化の展望 ○芝山有三, 里形玲子(次世代宇宙システム技術研究組合), 田中利樹,
倉原直美, 青柳賢英(東大)

2M05 人材教育と海外連携 ○秋山演亮(和歌山大)

2M06 超小型衛星ミッションアイディアコンテストの成果 ○川島レイ（UNISEC)

2M07 短期開発を実現する少節点解析と多節点解析を併用した超小型衛星の
熱設計法

○小川洋人, 井上遼太, 戸谷剛, 脇田督司, 永田晴紀(北大)

OS-35 ほどよし超小型衛星プロジェクト　(その3) 11月21日　14:10～16:30 司会：白坂成功（慶應大）

2M08 小型イオン推進システムのエンジニアリングモデル試験状況 ○小泉宏之(東大), 青山順一, 山口耕司(次世代宇宙システム技術研), 小
紫公也, 荒川義博(東大)

2M09 超小型衛星用パネル展開デバイスの開発 ○荒木友太, 宮崎康行(日大), 山口耕司(オービタルエンジニアリング)

2M10 超小型衛星に向けた汎用構体モデルと非火薬・低衝撃・低コスト分離装
置に関する研究開発について

○麻生茂(九大）, 八坂哲雄(QPS研究所), 大西俊輔, 漆間統(九大・院), 永
野誠也（九大）, 川島徳夫(中島田鉄工所)

2M11 超小型衛星用光学系の開発指針と現状 ○海老沼拓史, 青柳賢英(東大)

2M12 ほどよし2号機のミッションと開発状況 ○桑原聡文, 坂本祐二, 吉田和哉(東北大), 栗原純一, 高橋幸弘(北大),
高田淳史, 山川宏(京大)

2M13 ほどよし３号機、４号機の開発状況 ○間瀬一郎, 松井正安(次世代宇宙システム技術研究組合), 鶴田佳宏(東
大)2M14 多数の超小型衛星を使った新しい測位衛星システムの構想 ○野田篤司, 河野功, 片平真史, 谷島正信, 宮本裕行, 河原宏昭, 齊藤靖
博(JAXA)

N会場

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2）

11月21日　10:40～12:00 司会：宮本祐子（JAXA）

2N01 仮想環境を用いた検証 ○石濱直樹, 片平真史, 上杉正人(JAXA)

2N02 人工衛星開発におけるMBE導入事例紹介 （NEC） ○朝比奈寛之(NEC航空宇宙システム）, 宮本祐子, 西原雄次(JAXA)

2N03 人工衛星搭載ソフトウェア開発へのモデルベース開発の適用 ○平山芳和, 井上禎一郎, 大河原繁, 金井健太郎(三菱電機)

2N04 SysMLとMATLAB/Simulinkモデルを用いた模型飛行船自動航行システム
開発

○久住憲嗣, 劉 志章, 羅 業騰, 陳 辰, 羅 偉銘, 峯 恒憲, 鵜林尚靖(九大),
平山雅之(日大), 濱田直樹(情報処理推進機構), 二上貴夫(東陽テクニカ)

OS-36 新日本創生に向けた技術提案　(その1) 11月21日　14:10～15:10 司会：桑尾文博（NEC）

2N06 大電力電気推進装置の電力システムの検討 ○菅郁朗, 大須賀弘行(三菱電機)

2N07 SpaceWire技術を用いたASNARO（Advanced Satellite with New system
ARchitecture for Observation）衛星及び標準小型衛星システム
（NEXTAR）の概要

○牟田梓, 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)

2N08 多様なミッションに適用可能な小型科学衛星標準バスの検討とSPRINT-
Aへの適用

○中谷幸司, 福田盛介, 山崎敦(JAXA), 鳥海強(NEC), 高橋純子, 前原正
樹, 岡橋隆一(NEC航空宇宙システム), 澤井秀次郎(JAXA)

OS-36 新日本創生に向けた技術提案 (その2） 11月21日　15:10～16:30 司会：世古博巳（三菱電機）

2N09 パネルディスカッション「日本の宇宙開発に対する創造的研究開発につい
て」

○世古博巳, 安光亮一郎(三菱電機), 春日一仁(NEC), 水谷忠均, 平子敬
一(JAXA), 桑尾文博(NEC)

O会場

08材料，構造，耐環境試験(3) 11月21日　9:10～10:30　司会：石村康生（JAXA）

2O01 自己弾性復元力を利用した薄膜展開構造に関する研究 ○川上雄也, 目黒在(都市大)

2O02 多粒子法による膜面構造物の展開解析 ○伊藤有希(早大), 奥泉信克(JAXA), 名取通弘, 山川宏, 勝又暢久(早大)

2O03 宇宙用展開膜の折り畳みにおける弾塑性変形特性 ○佐藤泰貴（東工大・院）, 古谷寛(東工大)

2O04 統合化構造の概念を取り入れた軽量太陽電池パドルの構造特性に関す
る研究

○竹内伸伍（都市大・院）, 目黒在(都市大)

08材料，構造，耐環境試験(4) 11月21日　10:40～12:00　司会：古谷寛（東工大）

2O05 膜面構造物の伸展部材用コンベックステープの展開挙動解析 ○相浦啓司, 嶋崎信吾(日大), 桑原聡文(東北大), 宮崎康行(日大)

2O06 断続展開可能な膜面構造の展開ブーム特性に関する実験的検討 ○勝又暢久, 田代真樹, 友松秀樹, 山崎雅宣, 名取通弘, 山川宏(早大),
渡邊秋人, 川端信義(サカセ・アドテック)

2O07 組紐を被覆した伸展構造物の検討 ○渡邊秋人, 伊藤裕明, 堀利行, 川端信義(サカセ・アドテック）

2O08 圧縮剛性部材を含む軽量アンテナ反射鏡面構造用ケーブルネットワーク
構造の構造特性に関する研究

○黒川雄大, 目黒在(都市大)

08材料，構造，耐環境試験(5) 11月21日　14:10～16:30　司会：宮崎康行（日大）

2O09 ASTRO-H 高精度大型構造物の熱変形試験 ○石村康生, 峯杉賢治, 河野太郎, 和田篤始, 石田学, 夏苅権(JAXA), 東
海林和典, 対馬雅明(NECエンジニアリング), 池田瑞穂, 尾曲邦之, 隈下恭
介(NEC), 立川清隆, 阿部和弘, 鬼頭玲(日本飛行機), 飯塚亮(中大)

2O10 ASTRO-H　熱変形試験における治具変形評価 ○和田篤始, 石村康生, 河野太郎,  丹羽智哉, 梶川隆史, 夏苅権, 石田学,
峯杉賢治(JAXA), 東海林和典, (NECエンジニアリング), 池田瑞穂, 尾曲邦
之(NEC), 飯塚亮(中大)

2O11 高精度大型構造物に向けた遠距離変位計測システムの開発 ○河野太郎, 石村康生, 石田学, 峯杉賢治(JAXA), 飯塚亮(中大), 東海林
和典, 対馬雅明(NECエンジニアリング), 池田瑞穂, 尾曲邦之, 隈下恭介
(NEC), 阿部和弘, 鬼頭玲, 立川清隆(日本飛行機)

2O12 超小型衛星用通信機の環境試験手法の標準化に関する基礎実験 ○冨田健太, 畑村透, 増井博一, 趙 孟祐(九工大)

2O13 超小型衛星用電力制御器の環境試験手法標準化に関する基礎研究 ○岡田和也(九工大), 小畑昇一(AstreX), 畑村透, 増井博一, 趙 孟佑(九
工大)2O14 超小型衛星内における振動加速度分布の測定 ○Batsuren Amgalanbat(九工大)

2O15 真空環境下における超音波モータの性能向上 ○布施理, 國井康晴(中大)


