
OS-26:再使用型TSTO(その１) 11月22日 9：30～10：30　司会：佐藤正喜（JAXA）

3S01 再使用型TSTO軌道往還システムの概念検討 ○木村俊哉，佐藤正喜，加藤周徳，富岡定毅，石本真二(JAXA)

3S02 再使用型TSTO低軌道往還システムにむけた高度補償技術の研究状況 ○冨田健夫，高橋英美，富岡定毅(JAXA)

3S03 再使用型TSTOブースター段への適用を目指した空気利用技術の研究
状況

○植田修一，富岡定毅，谷香一郎，平岩徹夫，齋藤俊仁，小寺正敏，長
谷川進(JAXA)

OS-26:再使用型TSTO(その2) 11月22日 10：40～12：00 司会：木村俊哉（JAXA）

3S04 炭化水素燃料利用再使用ロケットエンジンの設計課題 ○佐藤正喜，木村俊哉，竹腰正雄，森谷信一，橋本知之(JAXA)

3S05 ロケット燃焼器を用いた炭化水素燃料の冷却性能評価試験 ○竹腰正雄，齋藤俊仁，小野文衛，平岩徹夫，佐藤正喜(JAXA)

3S06 ロケットエンジンの再使用運用に関する研究課題 ○橋本知之，竹腰正雄，佐藤正喜，木村俊哉，加藤周徳，斎藤俊仁，森
谷信一(JAXA)

3S07 再使用ロケットエンジン燃焼器のための熱流束制御技術および熱環境模
擬試験技術の研究

○森谷信一，木村俊哉(JAXA)，横山堅二，鈴木哲(日本原子力開発機
構)

OS-20：我が国の宇宙輸送システムの発展構想(その1) 11月22日 13：00～14：40 司会：沖田耕一（JAXA）

3S08 パネルディスカッション「我が国の宇宙輸送システムの発展構想」 ○布野泰広，○稲谷芳文，○國中均(JAXA)，○米本浩一(九工大)，○渥
美正博（三菱重工業），○牧野隆(IA)

OS-20：我が国の宇宙輸送システムの発展構想(その2) 11月22日 14：50～16：50 司会：沖田耕一（JAXA）

3S09 基幹ロケット高度化　プロジェクト計画と開発状況 ○藤田猛，更江渉，森有司，原英統，石川主税(JAXA)

3S10 次期基幹ロケットの目指す世界 ○齊藤靖博，西平慎太郎，三原与周，沖田耕一(JAXA)，中村卓史，神谷
卓伸(三菱重工業)

3S11 有人ロケット研究計画 ○山西伸宏(JAXA)

3S12 軌道間輸送システムの構想と研究開発計画 ○沖田耕一，杵淵紀世志，齊藤靖博，長尾直樹，山西伸宏，國中均
(JAXA)3S13 再使用観測ロケット ○小川博之, 野中聡(JAXA)

3S14 再使用型輸送システムの構想と研究状況 ○石本真二，沖田耕一(JAXA)

OS-21:はやぶさ２(その1) 11月22日 9：10～10：30　司会：吉川真（JAXA）

3A01 「はやぶさ２」プロジェクトの概要 ○吉川真，南野浩之，津田雄一，安部正真，中澤暁，はやぶさ２プロジェ
クトチーム(JAXA)

3A02 はやぶさ２のミッション解析とシステム設計 ○津田雄一，吉川真，南野浩之，中澤暁，安部正真(JAXA)

3A03 はやぶさ2衝突装置について ○佐伯孝尚，今村裕志，澤田弘崇，早川雅彦，白井慶(JAXA)，荒川政彦
(神戸大)，門野敏彦(産業医科大)，高木靖彦(愛知東邦大)，和田浩二(千

3A04 はやぶさ2搭載分離カメラによる衝突実験観測ミッションについて ○澤田弘崇，佐伯孝尚，今村裕志，小川和律，白井慶(JAXA)，本田理恵
(高知大)，荒川政彦(神戸大)

OS-21:はやぶさ２(その2) 11月22日 10：40～12：00 司会：津田雄一（JAXA）

3A05 はやぶさ２における電源系設計 ○曽根理嗣(JAXA)

3A06 はやぶさ２の通信技術と要求 ○戸田知朗，津田雄一，川原康介(JAXA)

3A07 はやぶさ２軌道決定系の検討 ○竹内央(JAXA)，谷口正（富士通），津田雄一，尾川順子，市川勉，吉川
真(JAXA)

3A08 「はやぶさ２」におけるアストロダイナミクス関連の研究について ○池田人，「はやぶさ２」 アストロダイナミクスチーム(JAXA)

OS-21:はやぶさ２(その3) 11月22日 13：00～14：20 司会：並木則行（千葉工大）

3A09 はやぶさ２搭載用イオンエンジンの開発について ○細田聡史，西山和孝，上野一磨，國中均(JAXA)

3A10 はやぶさ２における姿勢軌道制御系 ○三桝裕也，照井冬人，尾川順子(JAXA)，保田誠司，松島幸太(NTス
ペース)，堀家尚子(NAS)，松本大志，卯尾匡史(NEC)

3A11 はやぶさ２におけるターゲットマーカを用いた画像航法誘導の新しい試み ○尾川順子，照井冬人，三桝裕也(JAXA)，保田誠司，松島幸太(NTス
ペース)，松本大志，卯尾匡史(NEC)

3A12 はやぶさ２搭載のOptical Navigation Camera (ONC)による科学観測 ○杉田精司(東大)，本田理恵(高知大)，亀田真吾(立教大)，諸田智克(名
大)，澤田弘崇(JAXA)，本田親寿(会津大)，鈴木秀彦(立教大)，小川和
律，飯島祐一，白井慶(JAXA)，中村良介(産総研)，山田学(千葉工大)，Ｏ
ＮＣ サイエンスチーム

OS-21:はやぶさ２(その4) 11月22日 14：30～15：50 司会：杉田精司（東京大）

3A13 はやぶさ２搭載近赤外分光計NIRS3の詳細設計 ○岩田 隆浩(JAXA)，北里 宏平(会津大)，安部 正真，大竹 真紀子
(JAXA)，高木 靖彦(愛知東邦大)，松浦 周二，津村 耕司(JAXA)，Hirata
Naru，本田親寿(会津大)，廣井孝弘(Brown Univ.)，松永恒雄(国立環境
研)，高遠徳尚(国立天文台)

3A14 はやぶさ2 LIDAR の科学目標 ○並木 則行(千葉工大)，水野貴秀(JAXA)，野田寛大(国立天文台)，平
田成(会津大)，千秋博紀(千葉工大)，佐々木晶，山田竜平(国立天文
台)，池田人(JAXA)，阿部新助(國立中央大)，松本晃治，押上祥子，荒木
博志(国立天文台)，小林正規，和田浩二(千葉工大)，石原吉明(国立環
境研究所)，田澤誠一(国立天文台)，宮本英昭(東大)，出村裕英(会津大)

3A15 はやぶさ２搭載中間赤外カメラによる観測計画 ○岡田達明(JAXA)，福原哲哉(北大)，田中智(JAXA)，田口真(立教大)，
中村良介(産総研)，関口朋彦(北教大)，長谷川直，今村剛(JAXA)，小川
佳子，北里宏平(会津大)，松永恒雄(国立環境研)，和田武彦(JAXA)，荒
井武彦(国立天文台)，坂谷 尚哉(総研大)，滝田準(東大)，Jorn
Helbert(DLR)，Thomas Mueller(MPE)，Axel Hagermann(The Open
University)

3A16 はやぶさ2サンプラーの開発および回収試料でめざす科学 ○橘省吾(北海道大大学院)，澤田弘崇(JAXA)，岡崎隆司(九大)，岡本千
里，矢野創，はやぶさ２ サンプラーチーム(JAXA)

軌道，姿勢(3) 11月22日 9：40～12：00 司会：河野功（JAXA）

3B01 FF-InSAR：シングルパスLバンド干渉SARを実現するフォーメーションフラ
イトミッション

○山元透，會田芳久，島田政信，岩田隆敬(JAXA)，卯尾匡史，
藤村卓史，小野清伸，木村恒一(NEC)

3B02 高精度相対円軌道保持制御アルゴリズムの検討 ○池永敏憲，河野功(JAXA)，常深博(阪大)，石井信明(JAXA)
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3B03 フォーメーションフライト用画像センサの開発とHILSによる評価 ○巳谷真司，山元透，岩田隆敬(JAXA)，横尾篤志，榎本雅幸，
並木淳，田中稔久，久保田伸幸(川崎重工業)，常深 博(阪大)

3B04 特徴点マッチングによる小型協調プローブロボットの相対位置推定 ○関口頌一朗(東大)，澤田弘崇(JAXA)，橋本樹明(東大)

3B05 ランデブ・ドッキングのための異種情報融合による高安全性相対航法の
基礎検討

○松本秀一，山元透，川井洋志，岩田隆敬(JAXA)，橋本若路(三菱ス
ペース・ソフトウエア)，中島義之(AES)

3B06 3D Imaging LADARにおける256x256画素・30fpsリアルタイム撮像実証 ○小竹論季，平井暁人，亀山俊平，今城勝治，辻秀伸，高林幹夫，笹畑
圭史，平野嘉仁(三菱電機)

3B07 HTV搭載ランデブレーザセンサ用ミラースキャンアクチュエータおよび制
御手法の開発

○西沢俊広，村山勉，山下敏明，村田茂，市川信一郎(NEC)，福島 E.文
彦(東京工大)，玉田守(イーストドライブ)，山元透，井澤克彦，岩田隆敬
(JAXA)

06 軌道，姿勢(4) 11月22日 13：00～15：00 司会：池田人（JAXA）

3B08 衛星レーザ測距軌道決定による地球重力場変動の検出 ○大坪俊通(一橋大)，松尾功二(北大)，Thomas Hobiger，関戸衛，久保
岡俊宏(NICT)

3B09 月惑星軌道における実時間軌道・制御量推定 ○中村涼，廣瀬史子，池田人(JAXA)，中嶋憲(三菱スペース・ソフトウエ
ア)3B10 機上および地上観測を併用した静止衛星の相対運動監視システム ○福山裕，川瀬成一郎(防衛大)

3B11 惑星探査機の航法について ○市川勉(JAXA)

3B12 汎用A/D変換器による小型受動測距装置の開発 ○後藤忠広，久保岡俊宏(NICT)，谷口尚平(スカパーJSAT)

3B13 Pseudo multi-Station Ranging System （PSRS） の軌道決定精度 ○吉満教博，宮田東，前野安伸，小林耕太郎，谷口 尚平，吉川千春(ス
カパーJSAT)

06 軌道，姿勢(5) 11月22日 15：10～16：50 司会： 市川勉（JAXA）

3B14 シングルスピン型とデュアルスピン型ソーラー電力セイルによるEDVEGA
効率について

○濱崎拓(東大)，船瀬 龍，川口 淳一郎(JAXA)

3B15 姿勢制御とスピンレート制御を組み合わせた制御によるスピン型ソーラー
セイルの地球パワードスイングバイ

○大野剛(東大)，三桝裕也(JAXA) 川口淳一郎(東大)

3B16 スピン型ソーラーセイルの姿勢ダイナミクスを利用したΔ VEGA軌道にお
ける最適制御

○林直宏，大野剛(東大)，知識柔一，三桝裕也，川口淳一郎(JAXA)

3B17 金星・地球スイングバイ(VEGA)軌道の特性解析 ○池田沙織(九大・院)，川勝康弘(JAXA)，花田俊也(九大・院)，
Campagnola Stefano(JAXA)，杉本理英(総研大)

3B18 宇宙環境を利用した地球衝突小惑星の軌道変更に関する研究 ○山口皓平，山川宏(京大)

07 宇宙環境計測，スペースデブリ(3） 11月22日 9：30～10：50 司会：藤井治久（奈良高専）

3C01 太陽電池アレイ上における順電位勾配での放電点に流れ込む電荷量に
関する研究

○野田龍太，豊田和弘，趙 孟佑(九工大)

3C02 宇宙環境における高電圧印加時の放電メカニズムの解明 ○山之内遥，豊田和弘，趙 孟佑(九工大)，宮川雄大(JAXA)

3C03 衛星用高分子フィルムの帯電特性に及ぼす厚さの効果 ○藤井治久，綱田浩二(奈良高専)，大平正道，奥村哲平，高橋真人
(JAXA)3C04 電子線照射した太陽電池カバーガラスの表面電位特性に関する研究 ○東山直紀，渡邉力夫 (都市大)，三宅弘晃(東大)，高橋眞人，
奥村哲平(JAXA)

09 次世代技術(4) 11月22日 11：00～12：00 司会：木皿且人（JAXA）

3C05 気象モデルを用いた日本周辺のLSSPSレーザー大気透過率に関する研
究

○小川直也，嶋田進，吉野　純，小林智尚(岐阜大)，吉田裕之，木皿且
人(JAXA)

3C06 L-SSPS地上設備における波長１μ ｍ帯光電変換素子の研究 ○鈴木拓明(スペースサービス)，吉田裕之，牧野克省，木皿且人，中村
徹哉，今泉充(JAXA)，藤田和久(光産業創成大)

3C07 LSSPS地上システムのマルチサイト化による効率向上の検討結果 ○吉田裕之，木皿且人(JAXA)，白川喜一，板垣昭彦(JWA)，嶋田進，吉
野純，小林智尚(岐阜大)

09 次世代技術(5) 11月22日 13：00～14：20 司会：本間幸洋(三菱電機)

3C08 SSPS用軽量集光ミラーの研究 ○木皿且人，藤田辰人，吉田裕之，上土井大助，谷島正信，大橋一夫
(JAXA)3C09 アルカリ金属熱電変換(AMTEC)を用いた太陽熱発電の概念設計 ○田中耕太郎，石亀智大(芝浦工大)，藤井孝博(産総研)

3C10 宇宙太陽光発電システム　軌道上実証ミッションの検討状況 ○藤田辰人，上土井 大助(JAXA)

3C11 太陽発電衛星の送電実験用ブレッドボードモデルのマイクロ波特性評価 ○牧謙一郎(JAXA)，高橋将司(東京理科大)，田中孝治，佐々木進，川原
康介(JAXA)

09 次世代技術(6) 11月22日 14：30～15：30 司会：牧謙一郎（JAXA）

3C12 実用宇宙太陽発電衛星用発電・送電パネルの開発 ○篠田健介，山本寛也，岩下真士，賀谷信幸(神戸大)

3C13 マイクロ波電力伝送試験モデル用送電部の開発 ○本間幸洋，佐々木拓郎，鮫島文典，高橋智宏，澤学，石川幹(三菱電
機)，中村修治，斉藤孝，三原荘一郎(宇宙システム開発利用推進機構)

3C15 宇宙太陽発電システムにおける送電制御技術（PAC法、並列化法）の実
現性実証

○矢野克之，成田貴則，安間健一(三菱重工業)

09 次世代技術(7) 11月22日 15：40～17：00 司会：藤田辰人（JAXA）

3C16 ダイポール・アンテナ・アレイによる宇宙太陽発電衛星用受電アンテナの
開発

○高岡幸介，岩下真士，賀谷信幸(神戸大)

3C17 太陽発電衛星用大型展開アンテナ形状維持のためのアクチュエータの
開発

○松本 大地 (静岡大)，山口哲史(東工大)，山極 芳樹(静岡大)，牧謙一
郎，田中孝治，佐々木進(JAXA)

3C18 SSPS展開トラス構造用展開装置 機能確認試験 ○藤田辰人，上土井大助(JAXA)，黒瀬豊敏，小林由加子(川崎重工業)

3C19 宇宙環境下でマイクロ波放射を行うアンテナ表面の放電現象に関する実
験

○禹 炯官，Khan Arifur R.，増井博一，趙 孟佑(九工大)，宮川雄大，藤田
辰人(JAXA)

OS-22:超低高度衛星（その1） 11月22日 9：10～10：30 司会:川崎春夫（JAXA）

3D01 2012年における超低高度衛星SLATSの開発状況 ○高畑博樹，此上一也，佐藤洋平，今村俊介，川崎春夫(JAXA)

3D02 SLATS軌道制御系の検討状況について ○今村俊介，歌島昌由(JAXA)

3D03 SLATS搭載原子状酸素モニタ機器の開発状況について ○木本雄吾，青山和広，宮崎英治，今村俊介(JAXA)

3D04 SLATS搭載光学センサ(OPS)の開発 ○此上一也，山川史郎 ，片山晴善，高畑博樹 (JAXA)，村尾一(明星電
気)，武山芸英(ジェネシア)

OS-22:超低高度衛星（その2） 11月22日 10：40～12：00 司会:高畑博樹（JAXA）

3D05 SLATS用イオンエンジンの開発 ○長野 寛，早川幸男，畑井啓吾(JAXA)，尾崎敏之，大須賀弘行(三菱電
機)

3D06 衛星用長寿命高信頼性1Nスラスタの開発結果 ○藤井剛，後藤大亮，香河英史，村山眞悟，梶原堅一(JAXA)，池田博
英，篠崎昇，長尾徹，藪原英二(IA)

3D07 SLATS太陽電池パドル用低衝撃保持解放機構の概要 ○宮馬浩，小原新吾，高畑博樹(JAXA)，中川潤，大和光輝，松井崇雄
(三菱電機)
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3D08 超低高度衛星SLATSの熱制御 ○川崎春夫，此上一也，今村俊介，佐藤洋平，高畑博樹(JAXA)

OS-30 戦略コンポーネント開発の取り組み（その1） 11月22日 13：00～14：20 司会：伊東康之（JAXA）

3D09 戦略コンポーネント開発プログラムの概要 ○櫛木賢一，伊東康之，中村安雄，向井利典，富岡健治(JAXA)

3D10 マルチモード統合トランスポンダ(MTP)の開発 ○粟野穰太，谷島正信，高田昇, 島田政明(JAXA)，米田誠良，岡田英人
(NTスペース)

3D11 高速マルチモード変調器（XMOD）の開発 ○稲岡和也，白倉政志，島田政明，須永輝己(JAXA)

3D12 一液式ヒドラジンスラスタの触媒寿命と性能特性の相関調査 ○池田博英，篠崎昇，森田直樹，藪原英二(IA)，後藤大亮，藤井剛，村山
眞悟，梶原堅一(JAXA)

OS-30 戦略コンポーネント開発の取り組み（その2） 11月22日 14：30～15：50 司会：中村安雄（JAXA）

3D13 NEXTARバスの概要と戦略コンポーネントによる発展可能性 ○小林裕亮(NEC)

3D14 宇宙用大型リチウムイオン電池の開発 ○内藤均，川瀬誠(JAXA)，今村文隆，山本忠嗣，瀬川全澄，吉田浩明
(ジーエス・ユアサテクノロジー)，艸分宏昌(JAXA)

3D15 周回衛星バス用50V及び静止衛星バス用100V電源制御器の開発 ○岩佐 稔，艸分宏昌嶋田修平(JAXA)，石井昭彦，菊地良和，青木香
恵，清水純一，伊藤太一(三菱電機)

3D16 小型スタースキャナ地上試験モデルの評価と開発計画 ○清水成人，上野宗孝，坂井真一郎，橋本樹明(JAXA），谷本和夫，安
藤享平(明星電気)，馬越宏太(馬越)

OS-30 戦略コンポーネント開発の取り組み（その3） 11月22日 16：00～17：20 司会：岩田隆敬（JAXA）

3D17 国産新型リアクションホイール・タイプS：　高信頼性低擾乱ホイールファミ
リー小型タイプの開発

○井澤克彦，岩田隆敬(JAXA)，田島崇男，田邊和久，梶田直希，谷口典
史(三菱プレシジョン)

3D18 国産新型リアクションホイール・タイプL-A／タイプM-A：　大型・中型リア
クションホイールの出力トルク・機械環境耐性向上

○神澤拓也，井澤克彦，岩田隆敬(JAXA)，田島崇男，田邉和久，梶田直
希，谷口典史(三菱プレシジョン)

3D19 次世代GPS受信機：　衛星搭載用多周波多チャンネル小型高精度GPS受
信機の開発

○近藤義典，山元透，岩田隆敬(JAXA），河上聡子，江田友明，笠原大，
竹田 康博，熊谷進，石毛康夫(NTスペース)

3D20 慣性基準装置（IRU）タイプIII-C：　高精度IRUの小型軽量化 ○佐々木善信，井澤克彦，岩田隆敬(JAXA)，中山聡，小島正人(三菱プ
レシジョン)

11 月惑星探査，宇宙科学(その5) 11月22日 9：30～10：30 司会：三桝裕也（JAXA）

3E01 月面着陸機の着陸時における姿勢制御 ○梶原良介，前田孝雄(東大・院)，大槻真嗣，橋本樹明(JAXA)

3E02 月探査機の着陸軌道のための最適誘導則 ○上野誠也，樋口丈浩，河崎玄志(横浜国大)

3E03 運動量交換原理に基づいた惑星探査機の着陸応答制御の研究 ○渡辺翼，原進(名大)，大槻真嗣(JAXA)，山田陽滋(名大)，橋本樹明，
久保田孝(JAXA)

OS-38 火星エアロキャプチャ技術実証機の実現に向けた研究開発の現
状と展望（その1）

11月22日 10：40～12：00 司会：鈴木俊之(JAXA)

3E04 火星エアロキャプチャ技術実証計画 ○成田伸一郎，藤田和央，三桝裕也，加持勇介，星野宏(JAXA)

3E05 火星エアロキャプチャミッションの基本設計 ○藤田和央，鈴木俊之，高柳大樹，小澤宇志，松山新吾，青木卓哉，小
笠原俊夫，水野雅仁，火星エアロキャプチャ実証機検討チーム(JAXA)

3E06 火星エアロキャプチャのエアロシェル空力性能予測と風洞試験による検
証

○高柳大樹，藤田和央(JAXA)

3E07 火星エアロキャプチャ実証機の飛行環境と実在気体空力性能の評価 ○松山新吾，高柳大樹，藤田和央(JAXA)

OS-38 火星エアロキャプチャ技術実証機の実現に向けた研究開発の現
状と展望（その2）

11月22日 13：00～14：20 司会：藤田和央（JAXA）

3E08 火星エアロキャプチャエアロシェルの希薄空力性能と空力データベース ○小澤宇志，高柳大樹，鈴木俊之，松山新吾, 藤田和央(JAXA)

3E09 火星エアロキャプチャのための超軽量エアロシェルの開発 ○鈴木俊之，青木卓哉，小笠原俊夫，藤田和央(JAXA)

3E10 火星ミッションの実現に向けた超軽量熱防御材料の開発 ○青木卓哉，小笠原俊夫，鈴木俊之，小柳潤，水野雅仁，藤田和央
(JAXA)3E11 大気圏突入熱防御システム断熱材の熱応力き裂進展解析 ○小柳潤(JAXA)，佐藤幸宏（東北大・院），岡部朋永(東北大)，青木卓
哉，小笠原俊夫(JAXA)

OS-38 火星エアロキャプチャ技術実証機の実現に向けた研究開発の現
状と展望（その3）

11月22日 14：30～15：50 司会：成田伸一郎（JAXA）

3E12 火星エアロキャプチャ技術実証機の軌道計画 ○田中啓太(東大)，尾川順子，三桝裕也，藤田和央，竹内央，成田伸一
郎，川口淳一郎(JAXA)

3E13 火星エアロキャプチャ技術実証機のバスシステムと運用計画 ○加持勇介，三桝裕也，藤田和央，成田伸一郎，川口淳一郎(JAXA)

3E14 火星エアロキャプチャ技術実証機の通信系と高精度軌道決定 ○小林雄太，竹内央，川原康介，鎌田幸男，川崎繁男，三枡裕也，成田
伸一郎(JAXA)

3E15 火星エアロキャプチャ技術実証機の電力系検討 ○梯友哉，豊田裕之，廣瀬和之，三桝裕也，成田伸一郎(JAXA)

OS-38 火星エアロキャプチャ技術実証機の実現に向けた研究開発の現
状と展望（その4）

11月22日 16：00～17：00 司会：青木卓哉（JAXA）

3E16 火星エアロキャプチャ技術実証機の推進系検討 ○元岡範純(東大・院)，藤井剛，三桝裕也，森治(JAXA)

3E17 火星エアロキャプチャ技術実証機の熱設計 ○畠中龍太(JAXA)

3E18 火星エアロキャプチャ技術実証のための構造系・展開機構の検討 ○塩見裕，成田伸一郎，小柳潤，猪合拓志，松本康司，小原新吾(JAXA)

OS-37 宇宙からの大気観測と技術(その1) 11月22日 9：30～10：30 司会：須藤洋志（JAXA）

3F01 強度変調方式レーザ吸収分光測定装置の受信高感度化による大気CO2
濃度の高精度計測

○今城勝治，亀山俊平，平野嘉仁，上野信一(三菱電機)，境澤大亮，川
上修司，中島正勝(JAXA)

3F02 電荷交換衝突を用いた高層大気の原子状酸素密度測定法 ○神田大樹(東大・院)，細田聡史，國中均(JAXA)

3F03 GOSAT熱赤外スペクトルからの大気微量成分濃度の観測 ○大山博史，川上修司，塩見慶，中島正勝(JAXA)

OS-37 宇宙からの大気観測と技術(その2) 11月22日 10：40～12：00 司会：今城勝治（三菱電機)

3F04 軌道上3年半を経過したGOSAT”いぶき”の軌道上技術評価結果 ○須藤洋志，久世暁彦，塩見慶，中島正勝(JAXA)

3F05 GOSATの代替校正実験と月校正の状況 ○塩見慶，久世暁彦，川上修司，田中智章, 須藤洋志, 中島正勝
(JAXA)，片岡文恵，橋口太一郎，樋口理子，見冨恭(RESTEC)

3F06 衛星打上げ3年半後のGOSAT高次プロダクトの状況 ○渡辺宏，横田達也(国立環境研)

3F07 GOSAT-2計画 ○中島正勝，久世暁彦，須藤洋志，四元和彦，安部眞史，塩見慶，田中
智章，大山博史，館下由美子(JAXA)

OS-13 GCOM-W1（その1） 11月22日 13：00～14：40 司会:伊藤徳政（JAXA）

3F08 第一期水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W1）の開発から現状まで ○中川敬三(JAXA)

3F09 「しずく」の衛星システムの開発 ○吉田達哉，川口正芳，中島淳(NEC)，蔵合宏治(NECエンジニアリン
グ），鈴木琢也(NEC航空宇宙システム)，杢野正明，中川敬三(JAXA)

3F10 「しずく」衛星システムの軌道上初期機能確認結果 ○杢野正明，中川敬三(JAXA)，吉田達哉，川口正芳(NEC)
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3F11 「しずく」搭載の高性能マイクロ放射計2（AMSR2）の軌道上機能確認結果 ○笠原希仁，伊藤徳政，今岡啓治，中川敬三(JAXA)

3F12 「しずく」のA-Train軌道投入について ○佐々木俊崇，中村涼，山元透，河野功，伊藤徳政，杢野正明，中川敬
三(JAXA)，卯尾匡史(NEC)，田中貴美恵(NEC航空宇宙システム)

OS-13 GCOM-W1（その2） 11月22日 14：50～16：30 司会：杢野正明（JAXA）

3F13 「しずく」の姿勢軌道制御系の開発と軌道上評価 ○藤原宏悦(NEC航空宇宙システム)，佐々木俊崇(JAXA)，星野裕毅(NT
スペース)，権田仁(東芝電波システムエンジニアリング)

3F14 AMSR2の軌道上アンバランス推定とOBMによる調整結果 ○松生研二，前田健(NEC)，笠原希仁(JAXA)

3F15 「しずく」運用システムの状況 ○伊藤徳政，津貫英信，横山慎悟，出口聡(JAXA)

3F16 「しずく」の衛星シミュレータ開発と運用結果 ○佐久間彬，市川久美子，友重徹夫，森裕二(NEC航空宇宙システム)，
川口正芳(NEC)，津貫英信(JAXA)

3F17 高性能マイクロ放射計2（AMSR2）の校正検証の現状と期待される成果 ○今岡啓治，可知美佐子，直木和弘，奥山新，前田崇，藤井秀幸(JAXA)

OS-15 有人宇宙船とHTV-R(その1) 11月22日 9：30～10：30 司会：鈴木裕介（JAXA）

3G01 JAXAの有人宇宙船コンセプト検討 ○佐藤直樹(JAXA)

3G02 ロケット打上げ時の有人宇宙船アボートシステムに関する検討 ○和田英一，山西伸宏，谷直樹，藤本圭一郎，(JAXA)

3G03 再突入における有人宇宙船の誘導揚力飛行の技術課題と誘導・制御方
式の検討

○松本秀一，近藤義典，岩田隆敬，佐藤直樹，鈴木裕介(JAXA)，山本一
二三，小林聡，本山昇(三菱スペース・ソフトウエア)

OS-15 有人宇宙船とHTV-R(その2) 11月22日 10：40～12：00 司会：佐藤直樹（JAXA）

3G05 有人宇宙船の着水衝撃に関する研究 ○中野英一郎，内川英明，丹野英幸，赤城弘樹，関隆司，下田孝幸
(JAXA)，杉本隆(三菱スペース・ソフトウエア)

3G06 日の丸宇宙船のミッション要求検討 ○高橋伸宏，佐藤直樹，上野浩史，四元和彦，小林高士，毛利衛(JAXA)

3G07 回収機能付加型HTV（HTV-R）のミッションと意義 ○鈴木裕介，辻紀仁(JAXA)

3G08 HTV-Rシステム構成と技術課題 ○渡邉泰秀，鈴木裕介(JAXA)

OS-15 有人宇宙船とHTV-R(その3) 11月22日 13：00～14：20 司会：上野浩史（JAXA）

3G09 HTV-Rのシステム・アビオニクス検討 ○上原晃斉，桐谷浩太郎，功刀信(三菱電機)

3G10 HTV-R の電気システム構想 ○山崎拓也, 立川創一郎(三菱重工業)

3G11 将来の再突入カプセルヒートシールド用軽量アブレータの研究 ○羽後丸訓, 平井研一(IHIエアロスペ−ス)

3G12 HTV-R回収カプセル風洞試験全体計画/結果概要と極超風試結果 ○藤井啓介, 中野英一郎, 満尾和徳, 永井伸治, 丹野英幸, 伊藤健, 高間
良樹, 中北和之, 松山新吾, 藤田和央, 村上圭一(JAXA)

OS-15 有人宇宙船とHTV-R(その4) 11月22日 14：30～15：50 司会：今田高峰（JAXA）

3G13 HTV-R回収カプセル遷・超音速風洞試験結果概要 ○満尾和徳，飯島秀俊，青木良尚，香西政孝，中北和之，永井伸治，藤
井啓介，村上桂一，中野英一郎(JAXA)

3G14 HTV-R回収カプセル遷音速動安定風洞試験結果と今後の課題 ○日高亜希子，古賀星吾，木村毅，永井伸治(JAXA)，西島寛典(ISE)，吉
永崇(JAXA)

3G15 HTV-R回収カプセル自由飛行（バリスティックレンジ）試験結果 ○小室智幸，丹野英幸，佐藤和雄，伊藤勝宏(JAXA)

3G16 HTV-R回収カプセル高温衝撃風洞HIEST試験結果 ○丹野英幸，小室智幸，佐藤和雄，伊藤勝宏(JAXA)

OS-15 有人宇宙船とHTV-R(その5) 11月22日 16：00～17：20 司会：渡邉泰秀（JAXA）

3G17 HTV-R回収カプセルに関するCFD解析 ○村上桂一，窪田健一，石向桂一，橋本敦，松尾裕一，中野英一郎
(JAXA)3G18 HTV-R回収カプセルのパラシュート風洞試験法に関する検討 ○家村国樹(ISE)，塩原辰郎，伊藤亮，伊藤健(JAXA)，松嶋清穂(藤倉航
装)

3G19 大気球を用いた小型カプセルの飛行実験 ○岸野義宏，杉村文隆，大窪拓哉(IA)，滝澤潤一，中須賀真一(東大)，平
木講儒(九工大)

3G20 HTV-Rからの発展構想 ○今田高峰，鈴木裕介(JAXA)

OS-16 次世代型ハイブリッドロケット（その1） 11月22日 9：10～10：30 司会：北川幸樹(JAXA）

3H01 CAMUI型燃料グレインの熱伝達特性に及ばす流路形状とレイノルズ数の
影響

○佐々木俊也，大島伸行，永田晴紀，脇田督司(北大・院)

3H02 ハイブリッドロケット&ラムジェット複合エンジンのエジェクタモードに関する
実験的研究

○比嘉祐太（東海大・院），那賀川一郎(東海大)

3H03 常温液体酸化剤を用いたハイブリッドロケットモータの研究 ○勝身俊之(JAXA)，和田豊(秋田大)，堀恵一(JAXA)

3H04 推力5000 N級CAMUI型ハイブリッドロケットの開発と打上げ実証 ○永田晴紀，脇田督司，戸谷剛(北大)，植松努(植松電機)，安本裕紀，
三橋龍一(北工大)

OS-16 次世代型ハイブリッドロケット（その2） 11月22日 10：40～12：00 司会：和田豊（秋田大)

3H05 時間遅れ系を含むハイブリッドロケットの燃焼の解析 森田貴和，○原田潤一(東海大)，湯浅三郎(首都大)，北川幸樹，嶋田徹
(JAXA)，山口滋(東海大)

3H06 ハイブリッドロケット・ラムジェット複合エンジンのシステム性能検討 ○砂田将成（東海大・院），那賀川一郎(東海大)

3H07 前処理法を用いたハイブリッドロケット内部の3次元非定常圧縮性流れの
数値解析：前処理法の効果

○坪井伸幸(九工大)，吹場活佳(静岡大)，嶋田徹(JAXA)

3H08 ハイブリッドロケットエンジンによる多段式打ち上げ機概念設計における
データマイニング法の適用

○金崎雅博，北川洋介(首都大)，北川幸樹(JAXA)，中宮賢樹(京大)，嶋
田徹(JAXA)

OS-16 次世代型ハイブリッドロケット（その3） 11月22日 13：00～14：20 司会：森田貴和（東海大）

3H09 WAXを燃料に用いたハイブリッドロケットの燃焼効率に関する研究 ○崎尾和樹，那賀川一郎(東海大)

3H10 パラフィン燃料酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエンジンの燃焼特性
に及ぼす後方燃焼室の影響

○斉藤大亮（首都大・院），湯浅三郎，桜井毅司（首都大），白石紀子(首
都大・院)

3H11 低コスト燃料を用いたサブスケールハイブリッドロケットエンジンの燃焼特
性

○山本研吾，福地亜宝郎，五十嵐真二(IA)

3H12 二次元窓付き燃焼器を用いたハイブリッドロケット境界層火炎観察 ○和田豊，川端洋，加藤隆一(秋田大)，加藤信治(型善)，堀恵一(JAXA)

OS-16 次世代型ハイブリッドロケット（その4） 11月22日 14：30～15：30 司会：嶋田徹(JAXA)

3H13 パネルディスカッション「ハイブリッドロケット研究開発の今後を語ろう」

02-A  宇宙推進（化学）(6) 11月22日 15：40～17：20 司会： 北川幸樹（JAXA）

3H14 多断面旋回流方式を用いたパラフィン系燃料ハイブリッドロケットエンジン
の性能向上に関する研究

○平田吉秀, 荒木健一郎, 大山　翔, 大江謙吾, 麻生　茂, 谷　泰寛(九大),
嶋田　徹（JAXA）

3H15 ガスハイブリッドロケット用H2O/Mg-Alの燃焼効率 ○加藤美紀生, 桑原卓雄(日大)

3H16 極超音速流下での補助噴射によるRBCCエンジンの燃焼促進 ○高木翔平（東北大), 富岡定毅, 小室智幸, 伊藤勝宏（JAXA）, 升谷五郎
（東北大）

3H17 小型無人超音速機用ガスジェネレータサイクルＡＴＲエンジンの開発 ○湊亮二郎(室蘭工大)

G会場
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3H18 白金触媒を用いた熱分解吸熱反応燃料の吸熱量評価と再生冷却システ
ムに関する研究

○塚野　徹(室蘭工大・院), 東野和幸, 杉岡正敏（室蘭工大）

OS-31 レーザ技術とその宇宙応用への期待（その1） 11月22日 9：30～10：30 司会：豊嶋守生(NICT)

3I01 世界における宇宙光通信の研究開発最新動向 ○高山佳久，竹中秀樹，小山善貞，国森裕生，豊嶋守生(NICT)

3I02 宇宙機関における光通信応用の国際動向について ○向井達也，稲川真一，戸田知朗，米倉克英(JAXA)，高山佳久(NICT)

3I03 40Gbps光空間通信技術の研究開発-システム概要と移動体通信実験- ○山下敏明，村田茂，青木一彦，鈴木良明，高橋環，福知清(NEC)，高山
佳久，豊嶋守生(NICT)

OS-31 レーザ技術とその宇宙応用への期待（その2） 11月22日 10：40～12：00 司会：亀山俊平（三菱電機）

3I04 衛星からのダウンリンクの光地上局における到来角度誤差 ○小山善貞，高山佳久，竹中秀樹，國森裕生，豊嶋守生(NICT)

3I05 地上衛星間光通信における符号化の検討 ○竹中秀樹，豊嶋守生，高山佳久，小山善貞，秋岡眞樹(NICT)，岡本英
二，京拓磨(名工大)

3I06 可視光通信実験衛星ShindaiSatの開発 ○中島厚，信大衛星プロジェクトチーム(信州大)

3I07 ボディポインティングによる光通信ダウンリンク実験の要求条件と姿勢評
価方法

○國森裕生，布施哲治，久保岡俊宏，竹中秀樹, 豊嶋守生(NICT)，桑原
聡文，福田和史，冨岡義弘(東北大・院)

OS-31 レーザ技術とその宇宙応用への期待（その3） 11月22日 13：00～14：40 司会：高山佳久(NICT)

3I08 レーサー方式宇宙太陽光発電システム(LSSPS)研究の現在 ○吉田裕之(JAXA)，鈴木拓明(スペースサービス)，牧野克省，木皿且
人，福室康行，谷島正信，大橋一夫(JAXA)

3I09 きぼう曝露部搭載植生ライダーに関する基本検討 ○亀山俊平，今城勝治，今泉智，上野信一(三菱電機)，室岡純平，今井
正(JAXA)

3I10 宇宙用１０W級パルスレーザ技術の研究 ○境澤大亮，知識柔一，佐藤洋平，花田達之，山川史郎(JAXA)

3I11 光パルス検出ICの搭載化と測距試験 水野貴秀，○川原康介，池田博一(JAXA)

3I12 地球観測センサへの補償光学系の応用 ○宮村典秀(東大)

OS-31 レーザ技術とその宇宙応用への期待（その4） 11月22日 14：50～16：30 司会：山下敏明（NEC)

3I13 地球観測用高精度狭帯域光学フィルタ ○黒川敦雄，中島康裕，木村信二，阿竹宏(昭和オプトロニクス)，岡村吉
彦，田中一広(JAXA)，對田俊，市田謙一，天野高宏(NTスペース)

3I14 高速動的再構成を活用したディペンダブルシステムの構成手法 ○白橋侑弥，渡邊実(静岡大)

3I15 マルチコンテキストを活用した光再構成型ゲートアレイの放射線耐性の
向上方法

○谷川彰，渡邊実(静岡大)

3I16 量子鍵配送技術の現状と空間伝送への応用 ○吉野健一郎(NEC)，藤原幹生，豊嶋守生，佐々木 雅英(NICT)，南部芳
弘(NEC)，富田章久(北大)，田島章雄，坂本俊夫，越智貴夫，名川飛鳥，
浅見潮音(NEC)

3I17 超伝導ナノワイヤ単一光子検出器の開発 ○三木茂人，山下太郎，藤原幹生，佐々木雅英，牧瀬圭正，寺井弘高，
王 鎮(NICT)

J会場

02-B 宇宙推進（非化学）（4） 11月22日 9：30～10：30 司会：山本直嗣（JAXA）

3J01 ISSクルー再生処理水電気推進システム開発状況と展望 ○野川雄一郎(アーストラック・コーポレーション)，田原弘一(阪工大)，土
田 哲(アーストラック・コーポレーション)

3J02 低毒性推薬分解ガスを用いた低電力直流アークジェットスラスタの性能
評価

○藤田雄也，松本和真，杉村勇也，田原弘一(阪工大)，長田泰一，増田
井出夫(JAXA)

3J03 マイクロ・マルチ・プラズマジェット・アレイ推進機の作動性能評価 ○小林直人（東海大・院），常松春霞（東海大），浅沼和貴（東海大・院），
堀澤秀之(東海大)，船木一幸(JAXA)

02-B 宇宙推進（非化学）（5） 11月22日 10：40～12：00 司会：西山和孝（JAXA）

3J05 レーザアシスト・パルスプラズマ推進機の作動特性に及ぼす放電パラ
メータの影響

○大井川佑治，小林治貴，堀澤秀之，船木一幸(JAXA)，山田修，刈間瑞
樹(東海大)

3J06 2温度モデルを用いたMPDスラスタの放電室形状最適化 ○渕上恒介，井戸田拓也（日大・院），中根昌克，石川芳男(日大)，窪田
健一，船木一幸(JAXA)

3J07 大阪工業大学・超小型人工衛星PROITERES搭載用電熱加速型パルスプ
ラズマ推進機の研究開発

○木咲秀彌，村岡力夫，Kanshun Chin，田原弘一(阪工大)，渡辺陽介(阪
大)，脇園堯(ハイ・サーブ)

3J08 レーザアシスト型PPTの高繰り返し作動 ○刈間瑞樹（東海大・院），堀澤秀之(東海大)，船木一幸(JAXA)

02-B 宇宙推進（非化学）（6） 11月22日 13：00～14：40 司会：船木一幸（JAXA）

3J09 矩形型レーザアシストパルスプラズマスラスタの加速機構 ○山田修，堀澤秀之，小林治貴，刈間瑞樹，坂井達郎(東海大)

3J10 平行平板型パルスプラズマスラスタにおける外部磁場印加時の性能評
価

○森真也，進藤崇央，田尻啓祐，青柳潤一郎，竹ヶ原春貴(首都大)

3J11 高エネルギ平行平板型パルスプラズマスラスタの電極形状変更試験 ○進藤崇央，森真也，田尻啓祐，青柳潤一郎，竹ヶ原春貴(首都大)

3J12 直交外部磁場型2次元MPDスラスタの性能と噴射プラズマ特性の関係 ○田窪将也(横浜国大・院)，小泉宏之(東大)，百武徹(横浜国大)，國中均
(JAXA)

3J13 超小型衛星用真空アーク推進機の基本性能及びエンジニアリングモデ
ルの開発

○中本昌芳，渕上慎悟，豊田和弘，趙 孟佑(九工大)

02-B 宇宙推進（非化学）（7） 11月22日 14：50～15：50 司会：宮坂武志（岐阜大）

3J14 ダイポール磁場中へのプラズマ放出によるプラズマセイルの磁気帆拡大
評価

○梶村好宏(明石高専)，船木一幸，篠原育(JAXA)，松本正晴，臼井英之
(神戸大・院). 芦田康将，山川宏(京大)

3J15 ３次元プラズマ全粒子シミュレーションによる磁気プラズマセイルの推力
解析

○芦田康将，山川宏(京大)，船木一幸(JAXA)，梶村好宏(明石高専)

3J16 実験室モデルを用いた磁気セイルに生じるトルクの計測 ○上野一磨(JAXA)，大塩裕哉(総研大学院大)，船木一幸(JAXA)，山川
宏(京大)

02-B 宇宙推進（非化学）（8） 11月22日 16：00～17：20 司会：小紫公也（東大)

3J17 レーザーアブレーション推進における高繰返しパルス力積特性 ○鶴田久，横田茂，佐宗章弘(名大)

3J18 静電加速型レーザ・電気複合推進機の開発 ○坂井達郎(東海大・院), 小野澤和哉, 堀澤秀之（東海大）

3J19 Influence of gas type on internal structure of laser supported detonation
using 2-wavelength Mach-Zehnder interferometer

○Ofosu Joseph Ampadu, Shimamura Kohei, Komurasaki Kimiya, Koizumi
Hiroyuki, Arakawa Yoshihiro (The University of Tokyo)

3J20 レーザー推進機の飛行性能及び推進性能改善に向けた数値的研究 ○高橋聖幸，大西直文(東北大)

L会場

OS-02　「みちびき」（その2） 11月22日 9：10～10：30 司会：岸本統久（JAXA）

3L01 準天頂衛星及び静止衛星による測位実証実験 ○山田英輝，坂井丈泰 ，伊藤憲(ENRI)

3L02 準天頂衛星L1-SAIF信号によるGLONASS補強 ○坂井丈泰，山田英輝，伊藤憲(ENRI)

I会場



3L03 準天頂衛星初号機「みちびき」L1-SAIF信号による広域緊急メッセージ放
送フォーマットの検討

○平田大輔，神武直彦(慶大)

3L04 「みちびき」を利用したサブメータ級測位補強システムの実用化へ向けた
改善

○岩間亮(衛星測位利用推進センター)，曽我広志，小田川公一(NEC)，
増田靖宏，大澤知也，松本充弘(東京エレクトロニツクシステムズ)

OS-02　「みちびき」（その3） 11月22日 10：40～12：00 司会：鶴田尚史（JAXA）

3L05 LEX信号を用いた単独搬送波位相測位(PPP)技術の開発 三吉基之，小暮聡，中村信一，○河手香織(JAXA)，曽我広志，平原康孝
(NEC)，安田明生，高須知二(東京海洋大)

3L06 準天頂衛星を利用したセンチメータ級測位の補強情報信頼性評価 ○齋藤雅行，佐藤友紀，宮雅一，島光秀，大村祐司，瀧口純一(三菱電
機)浅里幸起，(衛星測位利用推進センター)

3L07 準天頂衛星初号機を用いた時刻供給実験結果 ○Thomas Hobiger，高橋靖宏(NICT)，中村真帆(電通大)，市川隆一，丸
山隆，長妻努(NICT)，岸本統久(JAXA)，中山薫，太木康裕(古野電気)

3L08 準天頂衛星システム時刻管理系技術実証結果 ○高橋靖宏，雨谷純(NICT)，中村真帆(電通大)，藤枝美穂，田渕良，後
藤忠広，市川隆一(NICT)，岸本統久(JAXA)

OS-02　「みちびき」（その4） 11月22日 13：00～14：20 司会：高橋靖宏（NICT）

3L09 みちびきの多地点・多利用形態におけるGPS補完効果実証実験 ○吉川和宏，小暮聡，山下二郎，館下博昭，若林野花(JAXA)

3L10 みちびきユーザインタフェースの進展状況 ○鶴田尚史(宇宙技術開発)小暮聡，岸本統久，明神絵里花(JAXA)

3L11 準天頂衛星システムによる補完と補強の相乗効果 ○宮雅一，島嘉宏，島光秀，齋藤雅行，瀧口純一(三菱電機)，浅里幸起
(衛星測位利用推進センター)

3L12 準天頂衛星初号機“みちびき”による民間利用実証状況について ○松岡繁(衛星測位利用推進センター)

13 宇宙教育，アウトリーチ，宇宙政策，宇宙法(3) 11月22日 14：30～15：10 司会：加藤秀樹（JAXA）

3L14 小型衛星ビジネスへの中小企業の参加促進 ○平子敬一，井上浩一(JAXA)

3L15 商業スペースポート～宇宙利用産業の拠点を目指して～ ○大貫美鈴(スペースフロンティアファンデーション)

13 宇宙教育，アウトリーチ，宇宙政策，宇宙法(4) 11月22日 15：20～16：40 司会：大貫美鈴（スペースフロンティアファン
デーション）

3L16 宇宙機用分散化制御を用いた地上電力供給システムの実証研究 ○大谷翔(東大)，川口淳一郎，森治，曽根理嗣，白澤洋次(JAXA)

3L17 弾道飛行を用いた大規模災害時の僻地等へ救援物資の2地点間運輸シ
ステムの実現に関する研究

○張懐謙(東大・院)

3L18 JAXAにおける宇宙機設計標準の活動について ○加藤秀樹，中野哲也，芝山有三(JAXA)

3L19 日本におけるリモートセンシング法制の必要性について ○篠宮元，岩城陽大，福島佐保(JAXA)

M会場

OS-08  九州から宇宙へ ～九州の大学・地域企業による宇宙開発～ 11月22日 9：40～12：00 司会：平山寛（九大）

3M01 高電圧技術実証衛星　鳳龍弐号の開発と現状 ○岡田和也，趙 孟佑(九工大)

3M02 福岡工業大学小型衛星FITSAT-1(NIWAKA)の概要 ○田中卓史，河村良行(福工大)，田中崇和(ロジカルプロダクト)

3M03 九州発の再使用型有翼ロケットの開発と飛行実験 ○米本浩一，相良慎一，松本剛明(九工大)，永田晴紀(北大)，越智徳昌
(防大)，石本真二，麥谷高志(JAXA)，牧野隆，木元健一(IHI)

3M04 九州発地球観測超小型人工衛星QSAT-EOSの開発について ○麻生茂(九大)，八坂哲雄(QPS研究所)，大田治彦，花田俊也，谷泰寛，
室園昌彦，平山寛(九大)，鶴田佳宏(東大)，大西俊輔(九大)，大村勝俊
(宇宙システム工学研究所), 新井康平(佐賀大)，西尾正則(鹿児島大)，趙
孟佑(九工大)

3M05 九州発超小型地球観測衛星のデータ処理解析・利用計画 ○新井康平(佐賀大)

3M06 次期鹿児島衛星KSAT2の開発状況 ○西尾正則，森松健人，森田大貴，和合佐友里，三村直輝(鹿児島大)

3M07 IDEA: In-situ Debris Environmental Awareness ○土井彰，花田俊也(九大)

09 次世代技術(8) 11月22日 13：00～14：20 司会：中谷幸司（JAXA）

3M08 国際競争力を有する実利用向け100kg級標準バスの検討 ○内堀康弘，北出賢二(NEC)，岡範全(宇宙システム開発利用推進機構)

3M09 小型実証衛星4型（SDS-4）の開発結果 ○大谷崇，中村揚介，高橋康之，井上浩一，平子敬一(JAXA)

3M10 小型実証衛星4型(SDS-4)の運用結果 ○高井元，大谷崇，河原宏昭，中村揚介，井上浩一，平子敬一(JAXA)

3M11 小型実証衛星4型（SDS-4）機構・構造系の開発 ○川島一能，藤平耕一，井上由起夫，中村揚介，平子敬一(JAXA)

09 次世代技術(9) 11月22日 14：30～15：50 司会：内堀康広（NEC)

3M12 小型実証衛星4型(SDS-4) 姿勢制御系の開発と軌道上評価結果 ○村上尚美，中島佑太，大谷崇，中村揚介，井上浩一，平子敬一
(JAXA)，小川啓太，福山岳司(エイ・イー・エス)

3M13 小型実証衛星4型(SDS-4) 姿勢制御系搭載機器の軌道上評価結果速報 ○中島佑太，村上尚美，三浦尚幸，立原裕司，大谷崇，中村揚介，井上
浩一，平子敬一(JAXA)

3M14 民生品赤外線センサを利用した小型衛星向け地球センサの開発 ○立原裕司，井上由起夫，高井元(JAXA)，今泉治(エイ．イー．エス)， 平
子敬一(JAXA)

3M15 姿勢制御系開発を効率化する超小型衛星のシステム設計手法 ○宮田喜久子，神谷浩紀(次世代宇宙システム技術研究組合)，山浦秀
作(和歌山大)，中須賀真一(東大)

09 次世代技術(10) 11月22日 16：00～17：40 司会：平子敬一（JAXA）

3M16 小型衛星における磁気平面アクチュエータを用いた展開膜構造物の制御
に関する検討

○稲守孝哉，岸本孝基(東大)，Phongsatorn  Saisutja (King Mongkut's
Univ. of Tech. North Bangkok)，大崎博之(東大)

3M17 超小型衛星XI-Vの軌道上での温度テレメトリの解析と考察 ○尾崎直哉，中須賀真一(東大)，酒匂信匡(信州大)，清水健介，滝澤潤
一，稲守孝哉(東大)

3M18 鳳龍弐号の熱設計方法と軌道データ解析について ○増井博一，世利裕樹，濱田朗充，趙 孟佑(九工大)

3M19 可視光通信実験衛星「ShindaiSat」の熱解析 ○福澤新，亀村誠人，酒匂信匡，中島厚(信州大)

3M20 小型実証衛星4型（SDS-4）の熱制御系開発 ○澤田健一郎，畠中龍太，高井元，高橋康之(JAXA)

N会場

10 空気力学(1) 11月22日 9：50～10：50 司会：西田浩之（東京農工大)

3N01 衛星用プラグクラスタノズル流れ場の数値解析 ○草間光治(エイ・イー・エス)，増田井出夫，梶原堅一(JAXA)

3N02 可変型柔軟エアロシェルを用いた火星エアロキャプチャに関する研究 ○谷繁樹林(東大)，山田和彦，安部隆士(JAXA)

3N03 サブスケールロケットモータから生じる音響波の数値シミュレーションの予
測精度の検証

○森澤征一郎(東北大・院)，野々村拓，藤井孝藏(JAXA), 大林茂(東北
大)

10 空気力学(2) 11月22日 11：00～12：00 司会：大西直文（東北大）

3N04 惑星探査を目的とした羽ばたき翼航空機の空力学特性に関する実験の
研究

○遠藤大希，藤井裕矩(神奈川工科大)

3N06 気球を利用した揚力飛翔体の超音速飛行実験 ○丸祐介，澤井秀次郎，坂井真一郎 ，坂東信尚，小林弘明 (JAXA)

3N05 数値解析による極超音速機の空力特性評価 ：単純化したWaverider形状
の効果

○琴浦哲史，坪井伸幸(九工大)，丸祐介，藤田和央(JAXA)

10 空気力学(3) 11月22日 13：00～14：20 司会：酒井武治（名大）



3N07 粒子形状を考慮した衝撃層内浮遊ダストの軌道・温度解析 ○土岐芳寛，荻野要介，大西直文，澤田恵介(東北大)

3N08 極超音速気流中での放電による気流制御に関する数値解析 ○渡邉保真（東大・院），鈴木宏二郎(東大)

3N09 壁面に円形キャビティを有する極超音速飛行体の空力加熱に関する実
験的研究

○中本浩樹（東大・院），鈴木宏二郎(東大)

3N10 極超音速流中における仮想エアロスパイクの適用 ○櫻井鷹哉（帝京大・院），久保田弘敏(帝京大)，河村政昭(東大)

10 空気力学(4) 11月22日 14：30～15：50 司会：松山新吾（JAXA)

3N11 劇場用白煙による大迎角軸対称物体の流れの可視化 ○吉永崇，佐藤健二(日本文理大)

3N12 クロスビーム飽和吸収分光法による衝撃層計測 ○野村哲史，伊藤彦，金子剛，小紫公也，荒川義博(東大)

3N13 衝撃風洞の加熱増加現象における化学非平衡性の影響 ○土井口要（長総大・院），松川豊(長総大)

3N14 アブレーションセンサーによるアブレータの炭化過程計測 ○渡邉一也，栗林充伸，中澤寛典，福井大輝(名大)，北川一敬(愛知工
大)，平井研一(IA)，酒井武治(名大)

O会場

08 材料，構造，耐環境試験(6) 11月22日 9：30～10：50 司会：寺島啓太（JAXA）

3O01 宇宙機搭載機器のランダム振動環境条件設計手法に関する一考察 ○赤城弘樹，安藤成将，柳瀬恵一，施勤忠，山脇敏彦(JAXA)

3O02 音響相当の荷重入力を考慮した人工衛星構体のランダム振動応答解析 ○中村信子(テクノソルバ)，福田盛介，竹内伸介(JAXA)

3O03 原子状酸素が宇宙用材料の光電子放出に与える影響 ○久柴拓也，首藤大輝，増井博一，岩田稔，豊田和弘，趙 孟佑(九工大)

3O04 紫外線と原子状酸素がポリイミドの二次電子放出係数に与える影響 ○烏 江(九工大/西安交通大) 宮原信，豊田和弘，趙 孟佑(九工大)，鄭
暁泉(西安交通大)

08 材料，構造，耐環境試験(7) 11月22日 11：00～11：40 司会：齊藤靖博（JAXA）

3O06 簡易フェアリングモデルを用いたハイブリッド有限要素－波動ベース法の
検証（第２報）

○金田英和(計算力学研究センター)，高橋孝，村上桂一(JAXA)，Victor
Costa，森浩一，中村佳朗(名大)

3O07 姿勢制御系を組み入れたロケットの突風応答振動解析 ○幸節雄二(九大)，馬場謙治(トヨタ自動車)

08 材料，構造，耐環境試験(8) 11月22日 13：00～14：20 司会：岩田稔（九工大）

3O08 樹脂フィルムの立体成形によるインフレータブルホイールの構成法 ○鈴木亮（東海大・院），鎌形史也，青山卓，角田博明(東海大)，吉光徹
雄(JAXA)

3O09 回転ヒンジ静的接触問題 ○篠原主勲，高木亮治(JAXA)

3O10 浸炭処理技術を利用した宇宙用波動歯車装置の長寿命化 ○間庭和聡，小原新吾(JAXA)，黒木潤一，金井 覚，上浦 啓次(ハーモ
ニック・ドライブ・システムズ)

3O11 衛星用振動絶縁装置の開発 ○山崎多聞，柏宗孝(三菱電機)

08 材料，構造，耐環境試験(9) 11月22日 14：30～15：50 司会：青木卓哉（JAXA）

3O12 CO2ガスを用いた宇宙GHTA溶接によるアルミニウム合金の突合せ溶接
実験

○佐藤敦，正箱信一郎，吹田義一，寺嶋昇(香川高専)

3O13 高真空環境下におけるCO2ガスを用いた宇宙GHTA溶接の熱源特性 ○古免久弥，正箱信一郎，吹田義一，寺嶋昇(香川高専)

3O14 CCDカメラを用いた宇宙GHTA溶接の輝度特性取得実験 ○河野広，正箱信一郎，吹田義一，寺嶋昇(香川高専)

3O15 宇宙GHTA溶接の自動化に向けての基礎研究
−GTA溶接の輝度特性を用いた溶接速度の自動制御−

○唐渡瞭，正箱信一郎，吹田義一，寺嶋昇(香川高専)


