
８．国際協力

１）日米科学技術協力事業・非エネルギー分野「宇宙」科学協力

２００４年度主要活動

研 究 課 題
研 究 代 表 者

２００４年度の主要活動
日 本 側 米 国 側

日米の宇宙科学協力
の枠組み協議

中谷 一郎
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

A. V. Diaz

NASA本部
日米間での宇宙科学協力の一層の発展を展望
し，宇宙天文学，太陽系科学，宇宙工学の各々の
分野における長期的な計画策定に資するため，双
方で現在進行中の諸計画及び近い将来に実現を期
している諸計画について率直な意見交換を行い，
また双方が直面する国際協力遂行上の諸問題（協
定書等の法的枠組み，JAXA宇宙科学研究本部と
NASA及び JPLとの間での機関間協力の円滑な
執行のための具体策，等）について，その改善策
を協議した．

人物交流 日本→米国 ３名

次世代衛星における
日米協力可能性の検
討

井上 一
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

J. D. Rosendhal

NASA本部
スペース天文学，太陽系科学，宇宙技術開発の
各分野において，NASA宇宙科学関連の諮問委員
会・ワークショップ等にオブザーバーを派遣し，
日本の計画を紹介するとともに，米国の動向を把
握し，長期的展望に立って両国の次世代衛星計画
を互いに整合性のとれたものとする活動を行って
いる．２００４年度には，近い将来に実施予定の日米
協力プロジェクト，及び，米国の新宇宙政策に関
連した将来の国際協力計画について，広い意見交
換を行った．

人物交流 日本→米国 １名

X線天文学共同研究 井上 一
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

P. Hertz

NASA本部
前年度までの実績をもとに，X線天文学の研究
を日米科学者の協力で進めている．２００４年度は米
国の大型 X線衛星「Chandra」による観測が進
み，研究者間の共同観測提案の協議，観測データ
の交換などの共同研究が進んだ．
これと平行して，「ASTRO−E」の再挑戦となる
「ASTRO−E２」計画における日米協力により，一
部観測装置の具体的な開発が進められるととも
に，科学観測計画の協議が行われた．同じく，他
の将来衛星計画における観測装置開発・観測協力
についても協議が行われた．

人物交流 日本→米国 １０名
米国→日本 ７５名
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研 究 課 題
研 究 代 表 者

２００４年度の主要活動
日 本 側 米 国 側

赤外線天文学共同研
究

松本 敏雄
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

A. Kinney

NASA本部
１．IRTS（Infrared Telescope in Space）データアー
カイブ化
日米協力のもとで行った「IRTS」はその結果
を公開することを前提に協力が行われた．予定よ
りやや遅れたが平成２００２年３月から公開作業が始
まり現在，全データが公開中である．
２．次期赤外線天文衛星に関する協力打合せ
「ASTRO−F」以後の赤外線天文衛星計画にお
ける日米共同研究について引き続き協議が進めら
れた．２００４年度はアメリカ人研究者と協力して
「Origin」計画の概念設計公募に「SPICA搭載サ
ブミリ波分光器」を提案し採択された．この提案
に基づき科学的意義及び観測装置の設計等の具体
的作業が進行中である．

人物交流 日本→米国 ８名

太陽・太陽圏日米共
同研究

小杉 健郎
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

W. Wagner

NASA本部
２００６年打上げ予定の「SOLAR−B」（日米英協
力；太陽観測），「STEREO」（米；太陽圏観測）
間の共同観測の実施を目指し，太陽面での活動現
象と太陽圏の擾乱現象の関連を系統的に追求する
日米共同研究を組織している．２００４年度には，
「SOLAR−B」衛星搭載科学機器の性能確認試験
への相互の参加及びスケジュール等協議を適宜実
施するとともに，打上げ後の科学データのアーカ
イヴ方針の協議を進めた．また「STEREO」チー
ムとの共同ワークショップ開催を目指して準備作
業を開始した．

人物交流 日本→米国 ６名
米国→日本 １２名

スペース超長基線干
渉計による電波天文
学共同研究

平林 久
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

E. J. Weiler

NASA本部
「はるか」を中心とした VSOP（VLBI Space Ob-

servatory Programme）計画の中核を担う日米共同
研究を行った．米側では，NASAジェット推進研
究所，米国国立天文台などの多くの研究者が，
「はるか」のトラッキング運用，軌道決定，ス
ペース VLBI観測への地上局としての参加などの
形態で，本プログラムの共同作業に参加してきた
が，現在の VSOP観測の目標は，サーベイ観測
へと移行している．また，観測データアーカイブ
についても共同作業を行った．
次世代のスペース超長基線干渉計ミッションの
実現が今後の共同研究の中心テーマとなる．日本
の計画案についての検討，また，日米の共同プロ
ジェクトのあり方について，検討を行った．

人物交流 日本→米国 ３名
米国→日本 ５名
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研 究 課 題
研 究 代 表 者

２００４年度の主要活動
日 本 側 米 国 側

地球型惑星大気科学
共同研究

早川 基
JAXA宇宙科学研
究本部・助教授

E. J. Weiler

NASA本部
金星の大気力学の解明を目指す「PLANET−C」
は，米国で提案されている金星着陸ミッションや
気球ミッション，また金星の大気化学の解明を目
指す ESAの「Venus Express」などと相補的な関
係にある．また，日本を含む各国で実施されてい
る地上望遠鏡を用いた金星観測も観測装置などに
違いがあり，互いに相補的な関係にある．そこ
で，これらの観測で得られる成果を最大化して研
究を飛躍的に進めるために，日本と米国の間では
国際協力のもとに計画を調整し，また装置開発に
おいて協力関係を構築してきた．２００４年度は米国
の研究者と，地上望遠鏡群による同時観測キャン
ペーン，「PLANET−C」への共同研究者としての
参加，金星研究に関する国際会議の米国での開
催，の３つの可能性について議論した．

人物交流 日本→米国 ２名

固体月・惑星探査共
同研究

水谷 仁
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

C. Hartman

NASA本部
日本で初の本格的な月探査ミッションである
「LUNAR−A」，「SELENE」計画を成功に導き，
最大の科学成果を引き出すことを目的として，搭
載機器開発への米側共同研究者の参画を図るとと
もに，観測計画の立案およびデータ解析手法の開
発などで日米科学者の連携共同作業を組織してい
る．特に，将来の月・惑星内部探査の核となる技
術である「ペネトレータ」の開発を軸として，内
部構造探査に必要な技術開発を進めるとともに，
「SELENE」探査における共同研究者との連携を
強化している．
２００４年度は米国の新宇宙政策において月探査の
推進が謳われたため，将来の米国の月探査計画と
わが国の月探査計画の相補性を明らかにするため
の検討をおこない，共同研究者の相互乗り入れな
ど，緊密な連携関係を確立することに成功してい
る．

人物交流 日本→米国 ６名
米国→日本 ５名
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研 究 課 題
研 究 代 表 者

２００４年度の主要活動
日 本 側 米 国 側

惑星・地球磁気圏探
査共同研究

向井 利典
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

G. R. R. Fisher

NASA本部
日米協力で１９９２年に打ち上げられた我が国の
「GEOTAIL」は，ISTP衛星群のひとつとして，
地球磁気圏の研究において今もなお，国際的にも
重要な役割を果たしている．
本課題では，大きな研究実績を挙げてきた我が
国の地球磁気圏研究の成果を踏まえ，「GEO-
TAIL」で本格化した日米協力を大きく発展させ
て，近い将来に開始されるであろう我が国の惑星
大気，地球・惑星磁気圏探査の将来計画をも展望
して，日米両国でのこの分野の研究計画の調整，
日米共同プロジェクトの立ち上げ，搭載観測装置
の開発での協力を行うことを目的としている．
２００４年度は前年度に引き続き「GEOTAIL」を
含む ISTP衛星群を用いた地球磁気圏研究の最近
の研究結果の交流事業を行うとともに，日米双方
で計画中の将来ミッションにおける協力事業の可
能性を討議した．

人物交流 日本→米国 ４名

太陽系小天体探査に
関する共同研究

上杉 邦憲
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

E. J. Weiler

NASA本部
日本で初の本格的な太陽系小天体探査ミッショ
ン「MUSES−C」は，２００３年５月に打ち上げら
れ，「はやぶさ」と命名された．このミッション
は，太陽系小天体への着陸及びサンプルリターン
を行う野心的なミッションであり，軌道の精密決
定，目標小天体へのフライバイ及び着陸，地球へ
の帰還及び回収等さまざまな局面において日米協
力が組み込まれている．
本年度に実施した共同研究の活動では，NASA
本部において，小惑星サンプルリターン計画にお
ける相互の科学者の交流や双方の探査機搭載科学
観測機器への相手側研究者の受け入れに関する協
議のほか，移動体による探査や搭載観測機器に関
する情報交換を行った．特に，上述の「はやぶ
さ」については，日米両国の参加研究者による合
同観測運用会議を開催し，探査，観測計画に関す
る協議を行うとともに，小惑星サンプルの分析に
関する協力について協議を行った．

人物交流 日本→米国 ２名
米国→日本 １２名
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研 究 課 題
研 究 代 表 者

２００４年度の主要活動
日 本 側 米 国 側

衛星軌道決定及び運
用に関わる日米協力

川口淳一郎
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

R. Williams

ジェット推進研究
所

２００３年度に打ち上げられた，第２０号科学衛星
「はやぶさ」について，継続して DSN／NASAに
よる軌道決定ならびに運用支援が実地に開始され
た．とくに，２００４年度は，「はやぶさ」の地球ス
ウィングバイが行われ，世界初の低推力推進とス
ウィングバイの組み合わせが実証されたが，この
活動を支えたのは，DSN／NASAおよび JPLの軌
道決定支援であった．巡航中の追跡および軌道決
定支援についても，差分 VLBIによる「はやぶ
さ」の DSN局からの観測が繰り返して行われ，
いずれも成功裏に完了した．２００４年度第４四半期
は，「はやぶさ」が遠日点を通過し，また地球か
らの通信距離が極大を迎える時期にあたり，探査
機運用はとくに困難な時期を迎えたが，DSN／
NASAをはじめ，JPL軌道決定グループの有効な
支援が継続され，２００５年２月には遠日点通過をイ
オンエンジンを運転したままの状態で通過でき，
また，年度末までの運用も確実に実施できた．こ
れら一連の活動において，日米協力がまさに有効
に機能したといってよい．２００５年度上期に予定さ
れている，探査機の小惑星接近や，小惑星近傍運
用については，事前に２００４年度に情報の交換と運
用計画の調整を JPLグループと行い，適切にこ
れを完了した．２００５年の８月はじめには，JPL航
法チームと共同で，光学観測を併用する複合航法
を実施する予定で，そのためのツール類の準備を
進めている．
地球周回衛星については，とくに SELENEの
追跡支援について，軌道計画と航法支援について
SELENEプロジェクトを通じて調整を行ってお
り，これまでのところ順調に準備を進めている．
また，SOLAR−B衛星への支援については，
NOWGを通じて情報交換と局運用に関わるリ
ソース調整を進めた．

人物交流 日本→米国 １０名
米国→日本 ２０名
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研 究 課 題
研 究 代 表 者

２００４年度の主要活動
日 本 側 米 国 側

宇宙科学データの
アーカイブ，共同解
析での日米協力

長瀬 文昭
JAXA宇宙科学研
究本部・教授

J. L. Green

NASAゴダード
宇宙飛行センター

近年急速に大容量化している宇宙科学データを
用いての宇宙科学研究にとって，効果的なデー
タ・アーカイブ法の確立は研究成果の質と量，研
究進展の早さを決定する緊急の課題である．本共
同研究では，NASAの宇宙科学データセンターに
おける実績と宇宙研の宇宙科学企画情報解析セン
ター（現 JAXA宇宙科学研究本部宇宙科学情報
解析センター）における近年の端緒的な成果を踏
まえて，両者の経験を交流し，データ・アーカイ
ブ法及び大量データの解析のあり方を研究し，さ
らには日米共同のデータセンター設立の可能性を
探りつつある．
２００４年度は，①ASTRO−E２衛星の観測データの
国際回線を利用したデータ伝送，共同処理，アー
カイブデータの管理・公開方式，②NASA／
HEASARCのデータ公開システムの導入，③米国
のγ線観測衛星 Swiftの観測データや X線観測衛
星 Chandraの観測データのミラーリングの準備・
検討，について協議を行った．

人物交流 日本→米国 １名

２）日米気球協力

超伝導マグネットスペクトロメータ（BESS）を用いた宇宙粒子線観測実験が，JAXA宇宙科学研究本部，高エ

ネルギー加速器研究機構，東京大学理学部，神戸大学理学部及び米国ニューメキシコ州立大学，NASAゴダードス

ペースフライトセンター等との共同研究として進められている．２００４年度は，南極マクマード基地にて気球実験を

実施した．１２月１３日に体積１１０万立方メートルの大気球により打ち上げられた測定器は，高度約３８kmにおける８

日半の南極周回飛翔の間，約９億の宇宙線イベントを総計２テラバイトのデータとして記録した．ロス棚氷上にパ

ラシュートにより緩降下した測定器は，航空機を用いて全て回収された．今後詳細なデータ解析が進められる予定

である．

３）日独気球協力

気球搭載型光学センサによる成層圏オゾン観測実験が，東北大学，ドイツ・アルフレッドウェーゲナー研究所と

の共同研究として進められている．２００４年度は，ノルウェー領スピッツベルゲン島ニーオルソンにて気球実験を実

施した．新しく開発した光学オゾン測定器を搭載した BT気球は６月１８日と６月２４日に BT５気球に打ち上げられ

た．これにより，極域における成層圏オゾンの高度分布に関するデータが得られた．今後データ解析の更なる改良

を図ると共に，他の大気微量成分への応用も進めていく予定である．

４）日・ESA間の宇宙科学分野における科学協力

日・ESA間の宇宙科学分野における協力を討議するため，日・ESA行政官会合が毎年開催される．この会議で

は，宇宙科学分野に於いて文部科学省（宇宙研＝現 JAXA宇宙科学研究本部）及び ESA双方が，各々現在及び将

来計画について，その概要を報告し，現在進行中の協力計画をレビューするとともに将来における共同研究の可能

性について議論を行っている．これと平行して１９８８年より宇宙研（現 JAXA宇宙科学研究本部）と ESA宇宙科

３２５Ⅱ．研究活動



学局との間で宇宙科学分野定期協議会を設け，協力プログラムについて討議してきた．以下はこれまでに行われて

いる協力プログラムの概要である．

（１）赤外線天文学

現在開発中の「ASTRO−F」について，ESAにはデータ解析への協力とともに極域のアンテナによるテレメトリ

データの受信を依頼している．これらの国際協力の見返りとして観測時間の一部提供を行う予定である．

（２）X線天文学

この分野では「てんま」と ESAの「EXOSAT」との間での観測協力以来，緊密な協力が続けられている．宇宙

研側では１９９３年２月に打ち上げられた「あすか」を，国際的な利用に供し，ヨーロッパの研究者からの申込みにつ

いても ESA側の選考に基づいて観測データの共同解析を実施した．「あすか」は，２０００年７月より観測不能に陥

り，２００１年３月には大気圏に突入し消滅したが，観測データの共同解析は継続して行われている．

一方，「あすか」の後継機となるはずであった「ASTRO−E」の軌道投入失敗に対し，ESA側から，「XMM−New-

ton」の観測時間の一部を日本側に提供する申し出を受けた．「ASTRO−E」の再挑戦計画である「ASTRO−E２」計

画が２００１年度からスタートし，観測プログラムを議論する科学作業グループの活動が，欧州からの科学者も加わっ

て始まっている．一般観測公募に関しても，「あすか」と同様の日欧協力が進められている．

また，将来の大型 X線望遠鏡計画における日欧協力の協議も進められている．

（３）太陽系科学及び太陽物理学

太陽系宇宙空間の総合研究を行う国際共同プログラム ISTPが IACG（宇宙科学関係機関連絡協議会）を連絡協

議の場として進められてきたが，ISTP計画を構成するほとんどの科学衛星が実現したことを受けて，新しい国際

協力プログラムである “International Living With a Star（ILWS）” 計画を立案することが合意され，２００２年９月より

ISAS／JAXA代表をも含むステアリングコミティが選出され，新計画の立案作業が始まっている．２００４年度には５

月にカナダのバンフで第３回 ILWSワーキンググループ会合，１１月に米国サンフランシスコにてステアリングコミ

ティ会合が持たれ，当該分野の各国の衛星計画について意見交換を行った．日本が絡む科学衛星プログラムとして

は，「SOLAR−B」，「PLANET−C」，「BepiColombo」等がこの新計画の基幹プログラムに組み込まれる予定となって

いる．

（４）水星探査

「BepiColombo」計画は，JAXAが水星磁気圏探査機「MMO」，ESAが水星表面探査機「MPO」を分担する初め

ての本格的な日欧国際共同計画であり，JAXAと ESAの国際協力の中心を担うプロジェクトである．２００４年１１月

には，LoA（Letter of Agreement）が ESAの Dordain長官，JAXAの立川理事長によってサインをされた．２００４年度

には，JAXAと ESAは共同で，「MMO」及び「MPO」の観測装置の国際公募を行い，２００４年１１月にそれぞれ，観

測機器開発チームを国際評価委員会のもとで選定した．ESA−JAXA間のインタフェース会議は，２００４年４月

（JAXA），７月（TV会議），１１月（ESA），２００５年３月（JAXA）に開催された．

（５）火星探査

「マーズイクスプレス（MEX）」の７名の IDSの内の１名を日本から選出し，関連会議への派遣を行った．また，

「マーズイクスプレス」搭載の粒子観測器（ASPERA−３）のデータ解析に積極的に参加し，Scienceで出版された

速報結果に日本人が２名共著者として参加した．日本人によるデータ解析を促進する為に，ASPERA−３のミラー

サーバーを宇宙科学研究本部内に構築する準備を進めている．

（６）月探査

ESAの「SMART−１」と JAXAの「SELENE」で取得されるであろう月観測データを交換することをプロジェク
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トサイエンティスト間で協議している．そこではチームメンバーの相互交換によるデータ解析の共同研究を行うこ

とと「SELENE」の画像データの ESA受信局ダウンリンクの可能性について議論が進められている．

（７） 金星探査

金星の大気力学の解明を目指す「PLANET−C」と主に金星の大気化学の解明を目指す ESAの「Venus Express」

は相補的な関係にある．そこで，これら二つの探査で得られる成果を最大化して金星の研究を飛躍的に進めるため

に，「PLANET−C」チームと「Venus Express」チームの間で観測計画を調整してきた．また「PLANET−C」の紫外

カメラと電波科学観測の検討に欧州から共同研究者が参加し，装置の仕様について議論した．

５）小惑星・彗星探査における国際協力

２００３年５月に打ち上げられた「はやぶさ」ミッションでは小惑星サンプルリターンに必要な技術開発を目指して

いる．このミッションは NASAの協力により，探査機の追跡・運用，精密軌道決定が行われている他，各種観測

機器による日米共同観測及び小惑星サンプルの分析等に関し，日米協力が予定されており，このための密接な共同

作業が進められている．これらの技術的情報交換のため両国より人員を派遣しあって討論を重ねている．

６）火星探査における国際協力

ロシアで計画中の Phobos Soilミッション（２０１１年打上げ予定）に搭載機器提案を行い，実現可能性について協

議を行い，ロシア側の同様の観測機提案を行っているグループと共同での開発を目指す事となった．

７）日米テザー実験

１９９２年までのエレクトロダイナミックテザーに関する５回にわたる日米共同ロケット実験を基盤として，米国の

テザー衛星実験グループとともに将来の宇宙テザー実験への道を探ってきた．米国側は１９９６年にスペースシャトル

からの第２回テザー実験を実施し，１９kmのテザー伸展に成功している．その後米国では目的をしぼった小型のテ

ザー実験が行われている．我が国では太陽発電衛星へのテザーシステムの応用検討やテザー研究会の定期的な開催

とともに，米国ミシガン大学の Prof. B. Gilchristらとのテザー実験に関する情報交換を続けている．またこれと並

行して２００３年からは宇宙科学研究本部の観測ロケットを用いた日欧共同テザー実験（ESA側は Dr. J. P. Lebreton）

の実験計画の策定にも参加している．この計画には米国チームもホローカソードの提供による参加を検討してい

る．

８）「あけぼの」における日加協力

極域プラズマ中のオーロラ粒子の生成機構の解明を目的とした「あけぼの」には観測項目のひとつとして日加協

力のもとで開発されたスプラサーマルイオンエネルギー質量分析装置が搭載されている．このため，カナダの大学

関係者が「あけぼの」を使った極域上層大気の国際共同研究に参加している．

９）「ようこう」における国際協力

「ようこう」は２００１年１２月１４日の日食時に発生した事故により観測が中断した．その後，衛星システムの回復を

目指してさまざまな努力が重ねられたが，残念ながら実を結ばず，２００４年４月に運用を終了した．

２００４年度には，これまでに取得された約６００万枚の太陽コロナ軟 X線画像，３，０００個を超すフレアの硬 X線画像

データを，使い勝手がよく，長期的な保存・活用に耐えられるデータベースに変換する作業を日・米・英で協力し

て進め，これを完了した．「ようこう」の観測データは既に全て公開されており，各国の太陽物理研究者や一般の

教育，科学啓蒙のための利用に供されている．研究成果は，各国の学会や国際研究集会，学術誌等で多数発表され

ている．
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１０）「GEOTAIL」における国際協力

１９９２年に打ち上げられた日米共同プロジェクトの「GEOTAIL」は，現在広範囲にわたる地球磁気圏の定常観測

を行っている．衛星からのデータ取得は，宇宙研の臼田受信局（現 JAXA宇宙基幹システム本部臼田宇宙空間観

測所）だけでなく NASAの深宇宙探査網（DSN）の協力を得ている．また，「GEOTAIL」は，国際太陽地球系物

理研究計画（ISTP）に加わっており，他の地球物理衛星や地上観測のデータを相互に交換し，磁気圏での現象を

多角的に捕らえる総合解析を進めている．特に，２０００年７月と８月の２回に分けて，ESAの「クラスター」衛星

群が成功裡に打ち上げられ，「GEOTAIL」との共同観測が行われている．打上げ後１２年半を経た現在もほとんどす

べての観測機器が順調に動作している．日米の観測機器の取得したデータを総合的に解析することによって，磁気

圏のダイナミックな構造及びその高温低密度のプラズマの素過程の研究に大きな進展をもたらしてきた．

１１）「あすか」における国際協力

「あすか」では，衛星搭載一部観測装置の日米共同による製作や，打上げ後の一般公募観測等，広範な国際協力

が行われてきた．しかし，「あすか」は２０００年７月には巨大磁気嵐のために姿勢を崩して観測不能となり，２００１年

３月２日，大気圏に突入し消滅した．衛星はなくなったが，蓄積された観測データの管理・公開の国際協力は継続

して行われている．観測データに基づいた国際的な研究交流も継続され，成果をあげている．

１２）「はるか」における国際協力

「MUSES−B」は１９９７年２月１２日に打上げに成功，「はるか」と命名された．観測軌道への遷移，８mアンテナ

展開，干渉実験，スペース VLBIイメージング実験に成功，その後，米国国立電波天文台（NRAO）を含め，世界

の４０局を超える電波望遠鏡群と共同で，世界初の国際スペース VLBI観測計画（VSOP）を続けてきた．「はるか」

のトラッキング網として NASA／JPL３局，米国 NRAO，臼田の５局構成である．また，VLBIモードで記録された

観測テープの相関に，国立天文台三鷹，米国ソコロ，カナダのペンティクトンの相関局が協力してきた．１．６

GHz，５GHz帯の観測により，各種活動的銀河核から出るジェット等の研究が行われている．米国との５年間の協

力協定が２００２年２月で終了したが，当初から計画されてきた活動銀河核のサーベイ観測とデータ解析をおこなって

いる．

１３）「のぞみ」における国際協力

「のぞみ」は我が国初の惑星探査機であると同時に火星上層大気の観測を目的とした探査機としては世界でも初

めての探査機であった．米国，カナダ，スウェーデン，ドイツ，フランスが搭載観測機の開発に参加していたほか，

米国は DSN局による衛星のトラッキングにも協力していたが２００２年４月に発生した不具合箇所の修復に成功せ

ず，２００３年１２月９日に火星周回軌道投入を断念した．「のぞみ」のミッション終了後もヨーロッパの「Mars Ex-

press」との協力は関連会議への日本人研究者の参加、データ解析を通して引き続き行われている，この協力関係

をいっそう進めるためにマーズイクスプレス搭載粒子観測器（ASPERA−３）のデータアーカイブ（ミラー）を宇宙

科学研究本部内に設置する事が検討されている．

１４）「ASTRO−E２」における国際協力

１９９５年より開発が始められた「ASTRO−E」は，２０００年２月に打上げが行われたがロケットの不調により軌道投

入に失敗した．その後すぐに「ASTRO−E」の再挑戦である「ASTRO−E２」計画が提案され，２００５年の打上げを目

指し，２００１年度より衛星製作が始められた．この計画においても，「ASTRO−E」と同様に，NASAとの協力による

X線反射望遠鏡及び精密 X線分光器の日米共同開発が進められている．X線 CCDカメラの開発でのマサチュー

セッツ工科大学との技術協力も行われている．２００４年度には，総合試験が行われ，並行して，データの解析に使わ

れるソフトウェアについての日米の研究者による準備も進められた．さらに，「ASTRO−E２」の科学的成果を最大

限に引き出すための日米欧の研究者による科学的作業グループの活動が行われ，打上げ後ほぼ半年で行われる試験

観測のテーマ選定が行われた．また，JAXA，NASA，ESAを通じて，試験観測に続いて始められる第一期一般公
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募観測の提案募集とその選定作業が行われた．

１５）「LUNAR−A」における国際協力

「LUNAR−A」ミッションは月面に地震計及び熱流計を搭載したペネトレータを打ち込み，月震（隕石の衝突に

よるものを含む），と月表面における熱流量を計測することにより月の内部構造，月の進化過程等に関する知見を

得ることにある．２００４年の打上げ前の技術評価を反映して，ペネトレータの技術確認を最優先としたため，衛星打

上げ時期は未定となっている．これに伴って，DSN（深宇宙探査網）地上局による追跡管制支援を条件とした，

NASAからの月震と熱流量計測関連の２人の共同研究者を招待する件については中断となっている．なお「LUNAR

−A」にはフランス国立宇宙研究センター（CNES）が製作した画像情報圧縮用MICチップが CCDカメラ内に搭載

されており，月面画像解析においてフランスから研究者グループが参加している．またペネトレータの貫入試験に

おいても米国研究者と共同研究を進めている．

１６）「はやぶさ」における国際協力

２００３年５月に打ち上げられた，世界初の小惑星サンプルリターンを試みる「はやぶさ」（MUSES−C）探査機

は，２００４年５月に地球スウィングバイ成功し，小惑星イトカワに向かって順調に飛行を継続している．この地球ス

ウィングバイにおいては，DSN局による軌道決定と運用支援などについて，MOUにしたがって NASA側からの

協力が実際に実現された．イトカワには，２００５年の夏期８月から９月にかけて到着の予定である．

日米合同科学者会議は，２００４年秋に開催され，打上げ後の探査機の状況とともに，小惑星近傍フェーズでの観測

スケジュールの確認，運用室への機器のレイアウトなど，具体的な共同作業を進めた．

サンプルの回収は，２００７年，豪州にて行われる予定であるが，これについては，豪州宇宙活動法で定めるところ

の「外国打ち上げの物体を回収する許可」について，豪州政府の宇宙活動許可局との間で，合意にむけての最終作

業を行っている．

１７）「ASTRO−F」における国際協力

２００５年度打上げを目指して開発中の「ASTRO−F」では全天の遠赤外線サーベイが行われ数百万個の赤外線点源

が検出されると予測されている，大量のデータを解析し，出来るだけ早期にカタログ化して公開することを目標と

して ESA，英国のインペリアルカレッジ，ケント大学，サセックス大学，オランダの SRON，グローニンゲン大

学，及び韓国のソウル大学とのソフトウエア開発の国際協力が進んでいる．ESAにはデータ解析への協力ととも

に極域のアンテナによるテレメータデータの受信を依頼している．これらの国際協力の見返りとして観測時間の一

部提供を行う予定である．

１８）「SOLAR−B」における国際協力

１９９９年度より研究開発，２０００年度より試作（PMフェーズ）が始まった「SOLAR−B」は，２００２年度から製作（FM

フェーズ）に入っている．同衛星は，可視光磁場望遠鏡（SOT），X線望遠鏡（XRT），極紫外線撮像分光装置（EIS）

という３つの本格的望遠鏡を搭載し，太陽磁場及び太陽コロナの活動現象の起源を究明する．３つの望遠鏡は米

（NASA），英（PPARC）との国際協力により，国際協力チームが合同で設計し，分担して製作する．２００４年度に

は上記の海外製作担当の機器を含む全ての搭載機器を持ち寄り，第一次噛合せ試験を実施し良好な結果を得

て，２００６年度夏季の打上げの展望を切り開くことができた．本計画の日・米・英国際協力には，共同での衛星運

用，共同解析等を含み，宇宙技術及び科学の両面で協力の詳細検討が進められている．また，欧州宇宙機関（ESA）

との間で，ノルウェー宇宙センターのスバルバード局を用いての観測データ受信と観測データの共同解析について

合意に達し，覚書調印の準備が進んでいる．

１９）「PLANET−C」における国際協力

２００４年度より試作（PMフェーズ）が始まった「PLANET−C」は，世界で初めて金星の大気力学を詳細に調べる
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探査計画である．このミッションは世界における金星研究の一翼を担う立場から，立案初期より，他国の探査計画

と相補的になるように国際的な金星研究コミュニティの中で議論し最適化されてきた．中でも ESAの「Venus Ex-

press」は金星の大気化学の解明を目指すミッションであり，金星大気圏の理解のために「PLANET−C」と「Venus

Express」の緊密な連携が欠かせない．そこで両者の間では，２００１年に JAXA宇宙科学研究本部で開催された国際

金星ワークショップを皮切りに，双方のプロジェクト会議などで繰り返し協議の場を持ち，計画策定や装置開発な

どで協力関係を築いてきた．「PLANET−C」の紫外カメラと電波科学観測には「Venus Express」チームから共同研

究者が参加している．２００４年度には「PLANET−C」のプロジェクトサイエンティストがパリで開催された「Venus

Express」のプロジェクト会議に参加して，情報交換を行った．「Venus Express」が２００５年度に打ち上げられたあと

「PLANET−C」の打上げまでの間は，互いに研究者を派遣して「Venus Express」のデータを共同で解析する，連携

して地上望遠鏡による観測を実施する，「Venus Express」の成果を「PLANET−C」の観測装置の最終調整や試験に

反映させる，などの協力を引き続き行う予定である．

２０）「BepiColombo」における国際協力

「BepiColombo」計画は，JAXAが水星磁気圏探査機「MMO」，ESAが水星表面探査機「MPO」を分担する初め

ての本格的な日欧国際共同計画であり，JAXAと ESAの国際協力の中心を担うプロジェクトである．両探査機は，

一体で「ソユーズ・フレガート２B」ロケットで打ち上げられ，水星到達後に分離し，協力して観測活動を行

う．２００４年１１月には，LoA（Letter of Agreement）が ESAの Dordain長官，JAXAの立川理事長によってサインをさ

れた．MMO探査機の観測装置に関しては２００４年度に国際公募を行い，２００４年１１月に５つの観測機器開発チームを

国際評価委員会のもとで選定した．ESA側でも，MPO探査機に搭載する１１の観測機器開発チームを選定し

た．２００５年３月７日には，日欧の機器担当者による第１回MMOサイエンスワーキンググループ会合が JAXAに

て，２００５年３月１６－１７日には，第１回サイエンスワーキングチーム（Science Working Team）会合が ESAにて開催

された．２００５年３月８－９日には，ESAプロジェクトメンバーも参加のうえ，JAXA BepiColomboプロジェクトの

フェーズ B移行前審査を実施した．BepiColomboプロジェクトは２００５年４月からフェーズ Bに移行する．

２１）人物交流

（１）外国からの来訪

① 外国人招聘職員（客員教授・客員助教授）

外国人招聘職員名 国籍 研究課題 招聘期間 受入責任者

Shinha Har Surendra Sahai

国立物理学研究所
教授

イ ン ド
赤道下部熱圏の中間層の化
学と力学に関する研究

１５．７．１
～

１６．６．３０

宇宙プラズマ研究系
教授
小山 孝一郎

Park Yong−Sun

ソウル大学
助教授

大韓民国
電波・赤外線観測による星
生成の研究

１６．１．２６
～

１６．８．１３

赤外・サブミリ波天文学研究系
教授
村上 浩

Paul Biswajit

タタ基礎科学研究所
研究フェロー E

イ ン ド
X線連星パルサーの研究お
よび X線検出器の開発研
究

１６．３．１５
～

１６．６．１５

高エネルギー天文学研究系
助教授
堂谷 忠靖

Hong Seung Soo

ソウル大学
教授

大韓民国
黄道放射の全天分布に関す
る研究

１６．８．９
～

１７．２．２５

赤外・サブミリ波天文学研究系
教授
村上 浩

Holsapple, Keith A.

ワシントン大学
教授

アメリカ
合 衆 国

衝突と重力による小惑星の
構造への影響

１６．９．２７
～

１６．１２．２７

固体惑星研究系
教授
藤原 顯
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② 外国からの来訪者

訪問月日 氏 名 所 属

２００４．４．１３ Wenrui Hu 中国科学院力学研究所国家微小重力実験室（CAS／NML）主任

２００４．５．２３～２６ Young−Soon Jang 韓国航空宇宙研究所（KARI）研究員

Se−Hyun Youn 韓国航空宇宙研究所（KARI）研究員

Ho−Kyeong Cheong 韓国航空宇宙研究所（KARI）研究員

２００４．６．１ Francisco Briera チリ大学理学部長

Juan Enrique Ruiz Silva チリ大学法律顧問

Martin Arluciaga チリ大学宇宙研究センター所長／サンチャゴ局責任者

２００４．６．３０ Marc Allen 米航空宇宙局（NASA）宇宙科学長

William Jordan 米航空宇宙局（NASA）日本代表

２００４．７．１５～１７ L. Viktor Toth ハンガリーブタベスト L. Etvos大学助教授

２００４．７．２９～３１ Se−Hyung Cho 韓国天文台（KAO）台長

Kyu Hyun Lee 韓国 Hannan大学 学部長

２００４．８．２３ 汪晋寛（Jinkuan Wang） 中国 Northeastern大学教授／副学長

２００４．８．２７ V. G. Dmitriev ロシア中央空気流体力学研究所（TsAGI）所長

A. S. Filatyev ロシア中央空気流体力学研究所（TsAGI）部門長

G. A. Amiryants ロシア中央空気流体力学研究所（TsAGI）主任研究員

G. I. Nesterenko ロシア中央空気流体力学研究所（TsAGI）課長

V. G. Veretennikov モスクワ航空宇宙技術大学（MAI）前学長

Yu. M. Shustrov モスクワ航空宇宙技術大学（MAI）学部長

A. V. Efremov モスクワ航空宇宙技術大学（MAI）部門長

L. A. Mirzoyan モスクワ航空宇宙技術大学（MAI）

B. G. Nesterenko モスクワ物理科学技術研究所（MPhTI）

A. A. Mirzoyan ロシア中央航空エンジン製作研究所（TsIAM）科学研究主任専門官

N. V. Voevodenko ロシア SAUTER代表

T. Chayka ロシア航空機会社スホーイ（Sukhoi Civil Aircraft）副所長

M. R. Liberzon モスクワ航空宇宙工学研究所（MATI）元学長

James Luckring 米ラングレー研究センター（NASA／LaRC）上級研究技師

２００４．８．２９～９．３ Craig Stephenson 欧州宇宙機関／欧州宇宙天文センター／ISOデータセンター（ESA
／ESAC／IDC）ソフトウェアエンジニア

２００４．９．８ Jun−Hee Park 韓国宇宙センター支援オフィスマネージャ

Jong−Man Kim 韓国 Jeung−Pyung郡 Chung−Buk州副知事
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訪問月日 氏 名 所 属

Seung−Jo Kim 韓国ソウル国立大学航空機工学部教授

Jeong−Soo Kim 韓国 Suncheon国立大学自動車工学部教授

Young−Su Ann 韓国産業研究院（KIET）主要産業部主任研究員

Jong−Youn Kim 韓国航空宇宙研究所（KARI）調達・施設課長

Chin−Young Hwang 韓国航空宇宙研究所（KARI）政調・国際部長

Ok−Kyu Lee 韓国航空宇宙研究所（KARI）監査室長補佐

２００４．９．１６～１９ Swarna Kanti Ghosh インド TATA基礎科学研究所教授

２００４．９．２７～１２．２７ Keith Holsapple 米ワシントン大学教授

２００４．１０．７～８ David Southwood 欧州宇宙機関（ESA）科学局長

Giacomo Cavallo 欧州宇宙機関（ESA）科学調整官

Alvaro Gimenez 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）科学
支援部長

Jaques Louet 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）科学
プロジェクト部長

Anthony Peacock 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）科学
ペイロード先端コンセプト部長

Sergio Volonte’ 欧州宇宙機関（ESA）天文・基礎物理ミッション科学プログラム
調整官

Hermann Opgenoorth 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）太陽
ミッション部長

２００４．１０．１２～１３ James Bock 米ジェット推進研究所（NASA／JPL）研究主幹

Matt Bradford 米ジェット推進研究所（NASA／JPL）研究員

Warren Holmes 米ジェット推進研究所（NASA／JPL）研究員

Martin Harwit 米コーネル大学教授

Soojong Pak Korea Astronomy and Space Science Institute（KASI）

２００４．１０．１８～２２ Martin Cohen 米カリフォルニア大学バークレー校（UCBerkeley）研究員

２００４．１０．２６～１１．６ Do Kester オランダ国立宇宙科学研究所（SRON）データ解析エンジニア

２００４．１０．２７～１１．６ Richard Savage 英サセックス大学天文学研究所 研究員

２００４．１０．２７～１１．７ Yung Sun Park 韓国ソウル大学天文学教室 助教授

２００４．１０．３０～１１．４ Silja Pohjolainen スウェーデントゥオルラ天文台／フィンランドトゥルク大学非常
勤講師

２００４．１１．４～５ G. Huang 中国紫金山天文台教授

２００４．１１．９～１２ Yeong−Moo Yi 韓国航空宇宙研究所（KARI）研究員
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訪問月日 氏 名 所 属

２００４．１１．１８ Ian Gibson Halliday 英素粒子物理・天文学研究会議（PPARC）理事長

２００４．１１．１８ Paul Johnson 英国大使館一等書記官

２００４．１２．３ Bharat Soni 米アラバマ大学機械工学部長・教授

Yasushi Ito 米アラバマ大学機械工学部博士研究員

２００５．１．２５～２６ Tu−Hwan Kim 韓国亜州大学教授

２００５．２．２１～２８ Boris Fouks ロシア科学アカデミー通信電子工学研究所 研究主幹

２００５．２．２１～２４ Brian Keatings 米カリフォルニア工科大学（Caltech）助教授

２００５．２．２１～２５ James Bock 米カリフォルニア工科大学／ジェット推進研究所（Caltech／JPL）
研究主幹

２００５．２．２７～３．１６ Rajmal Jain Physics Research Laboratory教授

２００５．３．１～３．３１ Patrick Michel フランス国立研究センターコートダジュール天文台助教授

２００５．３．７～９ Jean−Louis Boujeret パリ天文台

Michel Moncuquet パリ天文台

Moustapha Dakkali パリ天文台

Stephane Davy パリ天文台

Yvonne de Conchy パリ天文台

Laakso Harri 欧州宇宙機関（ESA）

Lev Zelenyi ロシア宇宙科学研究所（IKI）所長

Lennart Ahlen スウェーデン宇宙科学研究所（IRF）／Upssala大学

Lars Blomberg スウェーデン王立工科大学（KTH）

Gerard Chanteur フランス地球惑星環境センター（CETP）

Jean Gabriel Trotignon フランス国立科学研究センター（CNRS）

Jean−Jacques Berthelier フランス地球惑星環境センター／フランス国立科学研究センター
（CETP／CNRS）

Christophe Coillot フランス地球惑星環境センター／フランス国立科学研究センター
（CETP／CNRS）

Dominique Delcourt フランス地球惑星環境センター／フランス国立科学研究センター
（CETP／CNRS）

Michel Godefroy フランス地球惑星環境センター／フランス国立科学研究センター
（CETP／CNRS）

Dennis Nevejans ベルギー宇宙航空学協会（BIRA−IASB）

Herman Andersson スウェーデン宇宙科学研究所（IRF）

Stas Barabash スウェーデン宇宙科学研究所（IRF）
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訪問月日 氏 名 所 属

Claude Austin フランス国立宇宙研究センター（CNES）

Alain Gaboriaoud フランス国立宇宙研究センター（CNES）

Jean−Louis Medale フランス宇宙線研究センター（CESR）

Jean Rouzaud フランス宇宙線研究センター（CESR）

Jean−Andre Sauvaud フランス宇宙線研究センター（CESR）

Raffaello Carli 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）

Jan Van Casteren 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）

Rita Schulz 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）

Wlfgang Baumjohann オーストリア宇宙科学研究所（OeAW／IWF）

Werner Magnes オーストリア宇宙科学研究所（OeAW／IWF）

Hans−Ulrich Auster ドイツブラウンシュバイク技術大学（TUBS）

Glassmaeier ドイツブラウンシュバイク技術大学（TUBS）

Natalia Ganushkinn スイスフリードリッヒミーシャー研究所（FMI）

２００５．３．８ Andreas Kundig スイス物質材料研究機構 若手国際研究拠点（ICYS）特別研究員

２００５．３．１１～１２ Anthony Toigo 神戸大学 COE研究教授

２００５．３．１５ Rainer Karl Ernst Wun-

derlich

独 Ulm大学 科学研究者

２００５．３．１５～１６ Matt Griffin 英カーディフ大学研究員

Kate Isaak 英カーディフ大学研究員

Glenn White 英ケント大学教授

Bruce Swinyard 英ラザフォード・アップルトン研究所（RAL）研究員

Doug Griffin 英ラザフォード・アップルトン研究所（RAL）研究員

Goran Pilbratt 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）教授

Wolfgang Wild オランダ国立宇宙科学研究所（SRON）研究員

Soojong Pak Korea Astronomy and Space Science Institute（KASI）

Albrecht Poglitsch 独マックスプランク研究所（MPE）研究員

Walfried Raab 独マックスプランク研究所（MPE）研究員

Suzanne Madden フランス原子力庁（CEA）Saclay研究所研究員

２００５．３．１６～１７ Wilton Sanders 米航空宇宙局（NASA）本部

Kai−Wing Chan 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Jean Cottam 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

３３４ Ⅱ．研究活動



訪問月日 氏 名 所 属

Enectali Figueroa 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Ann Hornschemeier 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Una Hwang 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Richard Kelley 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Caroline Kilbourne 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Lou Kaluzienski 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Alex Markowitz 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Robert Petre 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Scott Porter 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

James Reeves 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Peter Serlemitsos 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Randall Smith 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Eric Winter 米ゴダード宇宙飛行センター（NASA／GSFC）

Andrew Ptak 米ジョーンズ・ホプキンズ大学／ゴダード宇宙飛行センター
（JHU／GSFC）

Tahir Yaqoob 米ジョーンズ・ホプキンズ大学／ゴダード宇宙飛行センター
（JHU／GSFC）

Mark Bautz 米マサチューセッツ工科大学（MIT）

Eric Miller 米マサチューセッツ工科大学（MIT）

George Ricker 米マサチューセッツ工科大学（MIT）

Andrew Szymkowiak 米イェール大学

Dan McCammon 米ウィスコンシン大学

Richard Griffiths 米カーネギーメロン大学

John Hughes 米 Rutgers大学

John Nousek 米ペンシルバニア州立大学

Patrick Henry 米ハワイ大学

Giovanni Miniutti 英ケンブリッジ大学

Greg Madejski 米スタンフォード線形加速器センター（SLAC）

Greg Brown 米ローレンス・リバモア国立研究所（LLNL）

Arvind Parmar 欧州宇宙機関／欧州宇宙研究技術センター（ESA／ESTEC）

Guenther Hasinger 独マックスプランク研究所（MPE）

２００５．３．１７～１９ Alexander Urnov ロシア科学アカデミー P. N. Lebedev Physical Institute教授
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訪問月日 氏 名 所 属

２００５．３．２１～２５ Alberto Salama 欧州宇宙機関／欧州宇宙天文センター（ESA／ESAC）プロジェク
トサイエンティスト

２００５．３．２９～３１ Se−Won Eun 韓国航空宇宙研究所（KARI）研究員

Cheol−Won Kong 韓国航空宇宙研究所（KARI）研究員

Yeong−Moo Yi 韓国航空宇宙研究所（KARI）研究員

（２）宇宙科学研究本部教官の海外渡航

氏 名 出張期間 渡航先国・地域 渡 航 目 的

石岡 憲昭 ２００４／４／５ ～２００４／４／１６ フランス共和国 国際線虫フライト実験のため C. elegans試料移
送とフライト準備作業

奥泉 信克 ２００４／４／１７ ～２００４／４／２４ アメリカ合衆国 米国航空宇宙学会（AIAA）第４５回構造会議出
席

名取 通弘 ２００４／４／１７ ～２００４／４／２８ アメリカ合衆国 米国航空宇宙学会（AIAA）第４５回構造会議出
席及び宇宙構造物に関する研究打合せ

田中 孝治 ２００４／４／１８ ～２００４／４／２５ アメリカ合衆国 Space Power Workshop２００４出席及び太陽電池打
合せ

竹内 伸介 ２００４／４／２１ ～２００４／４／２４ 大 韓 民 国 韓国宇宙科学研究所（KARI）にてロケット構
造に関する研究打合せ

岡田 達明 ２００４／４／２２ ～２００４／５／２ フランス共和国 BepiColombo搭載機器の日欧検討打合せ

加藤 學 ２００４／４／２２ ～２００４／５／２ フランス共和国 SELENE国際研究協力打合せ及びヨーロッパ地
球惑星合同大会出席

吉光 徹雄 ２００４／４／２２ ～２００４／５／６ アメリカ合衆国 国際ロボティクスとオートメーション講演会出
席・発表及びロボット間通信，移動ロボットの
研究打合せ

片 宏一 ２００４／４／２６ ～２００４／４／２９ 大 韓 民 国 韓国天文台との次期赤外線天文衛星 SPICA計
画の打合せ

坂尾 太郎 ２００４／４／２６ ～２００４／５／２ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡日米会議出席

山村 一誠 ２００４／４／２６ ～２００４／５／７ ス ペ イ ン
フランス共和国

ASTRO−Fのデータ処理・解析に関する打合せ

小杉 健郎 ２００４／４／２７ ～２００４／５／２ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡日米会議出席

國枝 秀世 ２００４／４／２７ ～２００４／５／１７ アメリカ合衆国 気球実験実施

石岡 憲昭 ２００４／４／２８ ～２００４／５／４ フランス共和国 国際線虫フライト実験試料の回収作業と日本へ
の移送

井上 一 ２００４／５／１ ～２００４／５／８ ドイツ連邦共和国 銀河団研究のための研究打合せ

山崎 典子 ２００４／５／１ ～２００４／５／８ ドイツ連邦共和国 日独銀河団サーベイワークショップ参加

上田 佳宏 ２００４／５／１ ～２００４／５／９ ドイツ連邦共和国 日独銀河団サーベイワークショップ参加
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金田 英宏 ２００４／５／３ ～２００４／５／７ フランス共和国 Ge：Gaアレイ検出器の過渡応答補正に関する
技術的打合せ

坂尾 太郎 ２００４／５／９ ～２００４／５／１６ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡熱真空試験参加

小松 敬治 ２００４／５／１５ ～２００４／５／２０ オ ラ ン ダ 王 国
フランス共和国

衛星のロケット搭載時機器環境模擬・予測法と
多軸振動試験装置とに関する調査打合せ

向井 利典 ２００４／５／１９ ～２００４／５／２３ カ ナ ダ 日加宇宙パネル出席

栗林 一彦 ２００４／５／２２ ～２００４／５／２８ カ ナ ダ 第二回微小重力科学国際会議出席・発表

小杉 健郎 ２００４／５／２２ ～２００４／５／２９ カ ナ ダ ILWSSC及びワーキンググループ出席

依田 眞一 ２００４／５／２２ ～２００４／５／３０ カ ナ ダ 第１３回微小重力戦略会合及び ISPS国際会議出
席

前澤 洌 ２００４／５／２４ ～２００４／５／２９ カ ナ ダ ILWSワーキンググループ出席・講演

藤井 孝藏 ２００４／５／２５ ～２００４／５／２９ ドイツ連邦共和国 第１６回 NECユーザグループ学会参加・講演

水谷 仁 ２００４／５／２６ ～２００４／５／３０ 中華人民共和国 The Twelfth UN／ESA Workshop on Basic Space

Science出席

石岡 憲昭 ２００４／５／３１ ～２００４／６／６ フランス共和国 ライフサイエンス国際会合出席

上杉 邦憲 ２００４／６／１ ～２００４／６／６ イタリア共和国 第４回国際宇宙推進系会議参加

松本 敏雄 ２００４／６／６ ～２００４／６／１１ アメリカ合衆国 “From Spitzer to Herschel and Beyond”研究会
出席，及び SPICAに関する日米協力・打合せ

今村 剛 ２００４／６／６ ～２００４／６／１２ フランス共和国
ドイツ連邦共和国

惑星大気の赤外線分光観測及び解析手法につい
ての打合せ

片 宏一 ２００４／６／６ ～２００４／６／１２ アメリカ合衆国 “From Spitzer to Herschel and Beyond”研究会
出席，及び SPICAに関する日米協力・打合せ

中川 貴雄 ２００４／６／６ ～２００４／６／１２ アメリカ合衆国 “From Spitzer to Herschel and Beyond”研究会
出席，及び SPICAに関する日米協力・打合せ

上田 佳宏 ２００４／６／６ ～２００４／６／１３ 中華人民共和国 第５回マイクロクエサーワークショップ出席

福家 英之 ２００４／６／６ ～２００４／８／１１ アメリカ合衆国 BESS−Polar超伝導スペクトロメータの組立て
調整

川口淳一郎 ２００４／６／７ ～２００４／６／１１ ドイツ連邦共和国 国際会議の開催に関する協議のため

松原 英雄 ２００４／６／７ ～２００４／６／１２ アメリカ合衆国 国際会議“From Spitzer to Herschel and Beyond:

the Future of Far−IR Space Astrophysics”出席

森田 泰弘 ２００４／６／１２ ～２００４／６／２１ ロ シ ア 連 邦 第１６回 IFACシンポジウム出席

平林 久 ２００４／６／１７ ～２００４／６／２８ イ ギ リ ス 研究打合せ及び SPIEシンポジウム出席

水谷 仁 ２００４／６／１９ ～２００４／６／２５ ス イ ス 連 邦 国際宇宙科学研究所委員会出席

國枝 秀世 ２００４／６／１９ ～２００４／６／２６ イ ギ リ ス SPIE国際会議「天体望遠鏡と機器に関するシ
ンポジウム」出席・発表
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高橋 忠幸 ２００４／６／１９ ～２００４／６／２７ イ ギ リ ス
フランス共和国

SPIE国際会議「天体望遠鏡と機器に関するシ
ンポジウム」出席・発表及び X線検出装置の
共同開発打合せ

高野 忠 ２００４／６／１９ ～２００４／７／３ アメリカ合衆国
ス ペ イ ン

２００４IEEEAP−SURSIシンポジウム及び SPS０４出
席

坂尾 太郎 ２００４／６／２０ ～２００４／６／２４ イ ギ リ ス ASTRONOMICAL TELESCOPES AND INSTRU-

MENTATIONN２００４ 出席・発表

松原 英雄 ２００４／６／２０ ～２００４／６／２４ イ ギ リ ス ASTRO−Fのデータ処理・解析及び観測計画に
関する打合せ

山村 一誠 ２００４／６／２０ ～２００４／６／２６ イ ギ リ ス ASTRO−Fのデータ処理・解析及び観測計画に
関して国際共同研究の企画を行う

村上 浩 ２００４／６／２０ ～２００４／６／２６ イ ギ リ ス 天文衛星と搭載機器に関するワークショップ参
加

金田 英宏 ２００４／６／２０ ～２００４／６／２７ イ ギ リ ス 天文衛星と搭載機器に関するワークショップ参
加

尾崎 正伸 ２００４／６／２０ ～２００４／６／２８ イ ギ リ ス SPIE国際会議「天体望遠鏡と機器に関するシ
ンポジウム」出席・発表

松本 敏雄 ２００４／６／２０ ～２００４／７／１ イ ギ リ ス
イタリア共和国

SPIE国際会議出席及び近赤外宇宙背景放射に
関する共同研究打合せ

小杉 健郎 ２００４／６／２１ ～２００４／６／２７ イ ギ リ ス SOLAR−B搭載極紫外線望遠鏡設計会議

阿部 琢美 ２００４／６／２２ ～２００４／６／２７ アメリカ合衆国 金星大気共同観測に関する議論

藤井 孝藏 ２００４／６／２２ ～２００４／７／２ アメリカ合衆国 「未来を計算する２００４シンポジウム」及び
「AIAA第３４回流体力学会議」参加・講演等

満田 和久 ２００４／６／２７ ～２００４／７／３ アメリカ合衆国 国際会議出席

佐々木 進 ２００４／６／２８ ～２００４／７／４ ス ペ イ ン SPS’０４太陽発電衛星国際会議出席

上田 佳宏 ２００４／７／２ ～２００４／７／２６ ドイツ連邦共和国
フランス共和国

活動銀河の X線光度関数に関する共同研究及
び第３５回 COSPAR科学集会出席

吉川 一朗 ２００４／７／４ ～２００４／７／８ シンガポール共和国 第１回 First Asia−Oceania地球物理学学会出
席・発表

中村 正人 ２００４／７／４ ～２００４／７／１０ シンガポール共和国 金星観測における国際協力に関する打合せ及び
国際会議参加

加藤 學 ２００４／７／５ ～２００４／７／８ シンガポール共和国 AOGS・大洋州地球物理学会出席

笠羽 康正 ２００４／７／５ ～２００４／７／１０ シンガポール共和国 第１回 First Asia−Oceania地球物理学学会出
席・発表

齋藤 義文 ２００４／７／５ ～２００４／７／１０ シンガポール共和国 第１回 First Asia−Oceania地球物理学学会出
席・発表

依田 眞一 ２００４／７／５ ～２００４／７／１１ 中華人民共和国 中国微小重力シンポジウム参加等
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西山 和孝 ２００４／７／１０ ～２００４／７／１７ アメリカ合衆国 第４０回 AIAA／ASME／SAE／ASEE国際合同推進
学会出席・発表

石岡 憲昭 ２００４／７／１２ ～２００４／７／１６ アメリカ合衆国 第５回ライフサイエンス国際公募植物パネル出
席

藤井 孝藏 ２００４／７／１２ ～２００４／７／１７ カ ナ ダ 第３回数値流体力学国際会議参加

國枝 秀世 ２００４／７／１２ ～２００４／７／２０ オ ラ ン ダ 王 国
フランス共和国

XEUS用硬 X線光学系の研究打合せ，多層膜
成膜技術の研究打合せ及び反射鏡研磨技術の研
究打合せ

藤原 顯 ２００４／７／１８ ～２００４／７／２４ フランス共和国 COSPAR出席

吉川 真 ２００４／７／１８ ～２００４／７／２４ フランス共和国 COSPARにおける講演及び諸会合への参加

笠羽 康正 ２００４／７／１８ ～２００４／７／２５ フランス共和国 GEOTAIL磁気圏・太陽風観測データを用いた
国際共同研究打合せ

齋藤 芳隆 ２００４／７／１８ ～２００４／７／２５ フランス共和国 COSPAR出席

篠原 育 ２００４／７／１８ ～２００４／７／２５ フランス共和国 COSPAR出席

向井 利典 ２００４／７／１８ ～２００４／７／２５ フランス共和国 GEOTAIL磁気圏・太陽風観測データを用いた
国際共同研究打合せ

安部 正真 ２００４／７／１８ ～２００４／７／２６ フランス共和国 COSPAR出席

小松 敬治 ２００４／７／２４ ～２００４／８／１ アメリカ合衆国 衛星の振動荷重の予測解析法の信頼性向上研究
に係る技術調査

片 宏一 ２００４／７／２５ ～２００４／７／３１ アメリカ合衆国 “Dust Disks and the Formation, Evolution and De-
tection of Habitable Planets”研究会出席，及び
JTPFに関する日米協力打合せ

吉川 一朗 ２００４／８／１ ～２００４／８／８ アメリカ合衆国 第４９回 SPIE学会出席・発表

向井 利典 ２００４／８／８ ～２００４／８／１３ スウェーデン王国 Bepicolomboのための水星環境モデル研究会出
席

稲富 裕光 ２００４／８／８ ～２００４／８／１５ フランス共和国 第１４回国際結晶成長学会参加

坂尾 太郎 ２００４／８／１０ ～２００４／８／１５ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡日米会議出席

小杉 健郎 ２００４／８／１１ ～２００４／８／１５ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡打合せ

金田 英宏 ２００４／８／１５ ～２００４／８／２１ アメリカ合衆国 ASTRO−F，SPICA，JTPFに関する日米協力打
合せ

國中 均 ２００４／８／１５ ～２００４／８／２１ アメリカ合衆国 第２回エネルギー交換技術会議参加

川口淳一郎 ２００４／８／２３ ～２００４／８／２６ アメリカ合衆国 「はやぶさ」追跡支援に関する打合せ

吉川 真 ２００４／８／２３ ～２００４／８／２６ アメリカ合衆国 「はやぶさ」追跡支援に関する打合せ

高野 忠 ２００４／８／２４ ～２００４／８／２９ 中華人民共和国 AR−RASC（アジア太平洋電波科学会議）２００４
出席・発表
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平林 久 ２００４／８／２４ ～２００４／８／２９ 中華人民共和国 アジアパシフィック電波科学連合シンポジウム
（AR−RASC０４）出席

佐々木 進 ２００４／８／２５ ～２００４／８／２７ 中華人民共和国 AR−RASC（アジア太平洋電波科学会議）２００４
出席

大山 聖 ２００４／８／２９ ～２００４／９／３ アメリカ合衆国 第１０回 AIAA／ISSMO多分野解析及び最適化会
議出席

堀 恵一 ２００４／９／２ ～２００４／９／１０ ロ シ ア 連 邦 ワークショップ HEMs−２００４出席

名取 通弘 ２００４／９／５ ～２００４／９／１１ 中華人民共和国 第６回計算力学に関する国際会議出席

大山 聖 ２００４／９／６ ～２００４／９／１０ 中華人民共和国 第６回計算力学国際会議出席

水野 貴秀 ２００４／９／６ ～２００４／９／１２ アメリカ合衆国 国際会議MAPLD２００４出席

中澤 知洋 ２００４／９／６ ～２００４／９／１３ アメリカ合衆国 次期 X線衛星開発協力打合せ

松本 敏雄 ２００４／９／９ ～２００４／９／１２ アメリカ合衆国 近赤外背景放射ロケット観測打合せ，及び
SPICAに関する日米協力打合せ

向井 利典 ２００４／９／１２ ～２００４／９／１８ フランス共和国 ベピ・コロンボMPOの搭載機器選定委員会及
び CosmicVisionワークショップ出席

橋本 樹明 ２００４／９／１３ ～２００４／９／１８ アメリカ合衆国 ２nd International Conference on Formation Flying
参加

加藤 學 ２００４／９／１４ ～２００４／９／１８ アメリカ合衆国 SELENE国際協力に関する打合せ

中谷 一郎 ２００４／９／１４ ～２００４／９／１８ アメリカ合衆国 SELENE国際協力に関する打合せ

早川 基 ２００４／９／１４ ～２００４／９／２５ オ ラ ン ダ 王 国
イタリア共和国

International Mars Conference出席

川口淳一郎 ２００４／９／１６ ～２００４／９／１９ アメリカ合衆国 ペネトレータ貫入試験打合せ

中島 俊 ２００４／９／１６ ～２００４／９／１９ アメリカ合衆国 ペネトレータ貫入試験打合せ

石岡 憲昭 ２００４／９／１８ ～２００４／９／２４ アメリカ合衆国 第５回ライフサイエンス国際公募 技術評価パ
ネルへ科学支援及び評価者として出席

福田 盛介 ２００４／９／１９ ～２００４／９／２６ アメリカ合衆国 IEEE２００４国際地球科学リモートセンシングシ
ンポジウム出席・発表

曽根 理嗣 ２００４／１０／２ ～２００４／１０／９ アメリカ合衆国 第２０６回 電気化学会議 出席

小野田淳次郎 ２００４／１０／２ ～２００４／１０／１０ カ ナ ダ 第５５回 IAF出席

西山 和孝 ２００４／１０／２ ～２００４／１０／１０ カ ナ ダ ５５th International Astronautical Congress ２００４ 出
席・発表

上杉 邦憲 ２００４／１０／２ ～２００４／１０／１７ カ ナ ダ
ドイツ連邦共和国

IAF出席及び国際アストロダイナミクス出席

川口淳一郎 ２００４／１０／２ ～２００４／１０／１７ カ ナ ダ
ドイツ連邦共和国

IAC国際宇宙連盟会議及び ISSFD国際飛行力
学会議出席
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佐々木 進 ２００４／１０／３ ～２００４／１０／９ カ ナ ダ IAC国際宇宙連盟会議出席

津田 雄一 ２００４／１０／３ ～２００４／１０／９ カ ナ ダ ５５th International Astronautical Congress ２００４ 出
席

高野 忠 ２００４／１０／３ ～２００４／１０／１０ カ ナ ダ ５５th International Astronautical Congress ２００４ 出
席・発表

戸田 知朗 ２００４／１０／４ ～２００４／１０／９ カ ナ ダ ５５th International Astronautical Congress ２００４ 出
席・発表

樋口 健 ２００４／１０／４ ～２００４／１０／９ カ ナ ダ ５５th International Astronautical Congress ２００４ 出
席

中村 正人 ２００４／１０／４ ～２００４／１０／１０ デンマーク王国
スウェーデン王国

火星探査機（Mars Express）のデータ解析

吉川 真 ２００４／１０／４ ～２００４／１０／１０ カ ナ ダ IAC２００４出席・発表

川勝 康弘 ２００４／１０／１０ ～２００４／１０／１８ ドイツ連邦共和国 ISSFD国際飛行力学会議出席

森 治 ２００４／１０／１０ ～２００４／１０／１８ ドイツ連邦共和国 ISSFD国際飛行力学会議出席

佐藤 英一 ２００４／１０／１１ ～２００４／１０／１５ アメリカ合衆国 ISO／TC２０／SC１４／WG６参加

齋藤 義文 ２００４／１０／１２ ～２００４／１０／１７ スウェーデン王国 磁気圏総合観測の共同研究

松本 敏雄 ２００４／１０／１５ ～２００４／１０／２１ 大 韓 民 国 韓国天文学会における講演及び第６回東アジア
天文会議出席

高島 健 ２００４／１０／１６ ～２００４／１０／２３ イタリア共和国 ２００４年原子核科学シンポジウムにおける講演・
ポスター発表

尾崎 正伸 ２００４／１０／１７ ～２００４／１０／２３ イタリア共和国 ２００４IEEE／NSJコンファレンス出席

石岡 憲昭 ２００４／１０／１７ ～２００４／１０／２４ ウクライナ共和国 第２７回国際ライフサイエンス国際会合及び
NSAU主催研究ワークショップ出席

村田 泰宏 ２００４／１０／１８ ～２００４／１０／２２ 大 韓 民 国 第６回東アジア天文会議出席

福家 英之 ２００４／１０／２２ ～２００５／２／４ ニュージーランド 第１回 BESS−Polar実験実施

國枝 秀世 ２００４／１０／２３ ～２００４／１０／２８ ブラジル連邦共和国 気球実験に関する研究打合せ

名取 通弘 ２００４／１０／２３ ～２００４／１０／３０ アメリカ合衆国 適応構造国際会議出席及び宇宙構造物に関する
打合せ

森田 泰弘 ２００４／１０／２３ ～２００４／１０／３０ ス ロ ベ ニ ア 有翼宇宙輸送システムの姿勢制御の研究のため

中谷 一郎 ２００４／１０／２５ ～２００４／１０／２９ フランス共和国 日／ESA行政官会議出席

鶴田浩一郎 ２００４／１０／２７ ～２００４／１０／３０ ス イ ス 連 邦 国際宇宙科学協会評議員会出席

北薗 幸一 ２００４／１１／１ ～２００４／１１／６ 中華人民共和国 国際会議 PRICM５参加

山村 一誠 ２００４／１１／７ ～２００４／１１／１４ アメリカ合衆国 近赤外背景放射のロケット観測打合せ

山田 隆弘 ２００４／１１／９ ～２００４／１１／２８ オ ラ ン ダ 王 国
フランス共和国
ドイツ連邦共和国

スペースワイヤ作業部会参加及び宇宙データシ
ステム諮問委員会出席並びに宇宙システムのモ
デル化に関する打合せ
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向井 利典 ２００４／１１／１４ ～２００４／１１／１９ オ ラ ン ダ 王 国 第１０回 ESA／ISAS BepiColombo会議出席

山川 宏 ２００４／１１／１４ ～２００４／１１／１９ オ ラ ン ダ 王 国 第１０回 ESA／ISAS BepiColombo会議出席

曽根 理嗣 ２００４／１１／１５ ～２００４／１１／２０ アメリカ合衆国 宇宙用電源技術について調査及び発表

名取 通弘 ２００４／１１／１５ ～２００４／１１／２６ アメリカ合衆国 米国機械学会年会出席及び宇宙構造物に関する
研究打合せ

國枝 秀世 ２００４／１１／１８ ～２００４／１１／２８ オ ラ ン ダ 王 国
ドイツ連邦共和国

ESTECにおける研究打合せ及びマックスプラ
ンク研究所における研究会出席

加藤 學 ２００４／１１／２０ ～２００４／１１／２７ イ ン ド 第６回国際月ワークショップ出席

水谷 仁 ２００４／１１／２０ ～２００４／１１／２８ イ ン ド 第６回国際月ワークショップ出席

松本 敏雄 ２００４／１１／２１ ～２００４／１１／２７ イタリア共和国
イ ギ リ ス

ASTRO−F打合せと講演及び Daiwa AdrianPrize

出席

齋藤 宏文 ２００４／１１／２１ ～２００４／１１／２８ カザフスタン共和国 バイコヌール宇宙基地への射場調査

田島 道夫 ２００４／１１／２１ ～２００４／１１／２８ アメリカ合衆国 第４回シリコン材料国際シンポジウムにおける
議長運営のため

依田 眞一 ２００４／１１／２５ ～２００４／１２／３ カ ナ ダ
アメリカ合衆国

CSAとの協議及びビクトリア大学 Dost教授と
結晶成長共同研究打合せ並びにMRSシンポジ
ウム出席

石井 信明 ２００４／１１／２５ ～２００４／１２／１１ ノルウェー王国 S−３１０−３５号機フライトオペレーション（アン
ドーヤ）

早川 基 ２００４／１１／２５ ～２００４／１２／１１ ノルウェー王国 S−３１０−３５号機フライトオペレーション（アン
ドーヤ）

淺村 和史 ２００４／１１／２７ ～２００４／１２／１１ ノルウェー王国 S−３１０−３５号機フライトオペレーション（アン
ドーヤ）

阿部 琢美 ２００４／１１／２７ ～２００４／１２／１１ ノルウェー王国 S−３１０−３５号機フライトオペレーション（アン
ドーヤ）

齋藤 義文 ２００４／１１／２８ ～２００４／１２／２ アメリカ合衆国 磁気圏日米共同観測の打合せ

向井 利典 ２００４／１１／２８ ～２００４／１２／２ アメリカ合衆国 磁気圏日米共同観測の打合せ

上田 佳宏 ２００４／１２／２ ～２００４／１２／７ アメリカ合衆国 次期 X線衛星開発打合せ

小杉 健郎 ２００４／１２／７ ～２００４／１２／１１ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡日米会議出席

坂尾 太郎 ２００４／１２／７ ～２００４／１２／１１ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡日米会議出席

齋藤 義文 ２００４／１２／１２ ～２００４／１２／１９ アメリカ合衆国 磁気圏観測の共同研究

前澤 洌 ２００４／１２／１２ ～２００４／１２／１９ アメリカ合衆国 水星磁気圏観測の共同研究

吉川 一朗 ２００４／１２／１２ ～２００４／１２／１９ アメリカ合衆国 AGU出席

中村 正人 ２００４／１２／１３ ～２００４／１２／１８ アメリカ合衆国 火星・金星大気共同研究に関する討議

篠原 育 ２００４／１２／１３ ～２００４／１２／１９ アメリカ合衆国 水星磁気圏観測の共同研究
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藤井 孝藏 ２００５／１／９ ～２００５／１／１５ アメリカ合衆国 第４３回 AIAA航空宇宙科学会議出席及びスタン
フォード大学訪問

中川 貴雄 ２００５／１／１２ ～２００５／１／１６ アメリカ合衆国 ASTRO−F，SPICA，JTPFに関する日米協力打
合せ

川口淳一郎 ２００５／１／１３ ～２００５／１／１６ アメリカ合衆国 データ受信局設備の調査及び薄膜太陽電池の調
査

津田 雄一 ２００５／１／１３ ～２００５／１／１７ アメリカ合衆国 非可視時の軌道修正手順調整

長瀬 文昭 ２００５／１／１６ ～２００５／１／２２ イ ン ド COSPAR Colloquium（インド開催）出席

鶴田浩一郎 ２００５／１／１８ ～２００５／１／２２ アメリカ合衆国 今後の日米の宇宙科学推進について討議

中谷 一郎 ２００５／１／１８ ～２００５／１／２２ アメリカ合衆国 今後の日米の宇宙科学推進について討議

奥泉 信克 ２００５／１／２２ ～２００５／１／３１ ウクライナ共和国 海外ロケットの調査

福田 盛介 ２００５／１／２２ ～２００５／１／３１ ウクライナ共和国 海外ロケットの調査

向井 利典 ２００５／１／２３ ～２００５／１／２７ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo MPO Science会議出席

川勝 康弘 ２００５／１／２３ ～２００５／１／３０ アメリカ合衆国 小天体まわりの探査機運用調整

森 治 ２００５／１／２３ ～２００５／１／３０ アメリカ合衆国 小天体まわりの探査機運用調整

松岡 彩子 ２００５／１／２４ ～２００５／２／３ オ ラ ン ダ 王 国
イ ギ リ ス

ベピコロンボ会議・打合せ

坂尾 太郎 ２００５／１／２５ ～２００５／２／６ アメリカ合衆国 SOLAR−B X線望遠鏡性能試験立会い，及び
CCDカメラ部取り外し作業への参加

川口淳一郎 ２００５／１／３０ ～２００５／２／３ アメリカ合衆国 「はやぶさ」小惑星近傍フェーズ運用打合せ

久保田 孝 ２００５／１／３０ ～２００５／２／３ アメリカ合衆国 「はやぶさ」小惑星近傍フェーズ運用打合せ

橋本 樹明 ２００５／１／３０ ～２００５／２／３ アメリカ合衆国 「はやぶさ」小惑星近傍フェーズ運用打合せ

吉川 真 ２００５／１／３０ ～２００５／２／３ アメリカ合衆国 「はやぶさ」小惑星近傍フェーズ運用打合せ

中澤 知洋 ２００５／２／１ ～２００５／２／１０ アメリカ合衆国 ゴダード宇宙飛行センターにおける業務打合せ

田村 隆幸 ２００５／２／６ ～２００５／２／１１ アメリカ合衆国 科学衛星データ・アーカイブ法及びデータ伝送
技術の打合せ

佐藤 英一 ２００５／２／１３ ～２００５／２／１７ アメリカ合衆国 ２００５年 TMS年会及び Langdon教授記念シンポ
ジウム参加

石川 毅彦 ２００５／２／１３ ～２００５／２／２０ アメリカ合衆国 TMS２００５参加及び静電浮遊炉研究に関する調
査

尾崎 正伸 ２００５／２／１４ ～２００５／２／１９ アメリカ合衆国 次期 X線衛星開発打合せ

中村 正人 ２００５／２／１７ ～２００５／２／２１ イ ギ リ ス 金星探査機搭載用 CCDの打合せ

八田 博志 ２００５／２／２０ ～２００５／２／２７ イ ン ド 第１０回日印先進複合材料生産科学セミナー参加

前澤 洌 ２００５／２／２０ ～２００５／２／２７ オ ラ ン ダ 王 国 「First Mars Express Science Conference」出席
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依田 眞一 ２００５／２／２１ ～２００５／２／２５ 中華人民共和国 中国回収カプセル計画での日中共同研究打合せ
及び日中ワークショップに関する調整

向井 利典 ２００５／２／２１ ～２００５／２／２７ アメリカ合衆国 第２回米国システムエンジニアリング調査

村田 泰宏 ２００５／２／２１ ～２００５／２／２８ アメリカ合衆国 スペース VLBI次期ミッションに関する打合せ

EDWARDS

PHILIP G.

２００５／２／２１ ～２００５／３／４ アメリカ合衆国
オ ラ ン ダ 王 国

はるか運用打合せ

井上 一 ２００５／２／２２ ～２００５／２／２７ アメリカ合衆国 NASA宇宙科学局との日米協力協議

國枝 秀世 ２００５／２／２２ ～２００５／３／３ アメリカ合衆国 次期 X線衛星開発打合せ

山田 隆弘 ２００５／２／２４ ～２００５／３／１６ アメリカ合衆国 宇宙システムモデル化に関する共同研究，
Ground System Architectures Workshop及び IEEE

Aerospace Conference出席

安部 正真 ２００５／２／２８ ～２００５／３／７ 台 湾 探査対象小天体に関する観測

山村 一誠 ２００５／３／１ ～２００５／３／９ オ ラ ン ダ 王 国
ス ペ イ ン

ASTRO−Fデータベース打合せ

堀 恵一 ２００５／３／５ ～２００５／３／１７ カ ナ ダ
チ リ 共 和 国

第６回科学推進国際シンポジウム出席

井上 一 ２００５／３／７ ～２００５／３／１２ アメリカ合衆国 探査科学における国際ワークショップ出席

加藤 學 ２００５／３／７ ～２００５／３／１２ アメリカ合衆国 探査科学における国際ワークショップ出席

小杉 健郎 ２００５／３／７ ～２００５／３／１２ アメリカ合衆国 探査科学における国際ワークショップ出席及び
RHESSIデータ解析打合せ

鶴田浩一郎 ２００５／３／７ ～２００５／３／１２ アメリカ合衆国 探査科学における国際ワークショップ出席

中村 正人 ２００５／３／７ ～２００５／３／１２ アメリカ合衆国 探査科学における国際ワークショップ出席

大竹真紀子 ２００５／３／１３ ～２００５／３／２０ アメリカ合衆国 SELENE日米協力打合せ

岡田 達明 ２００５／３／１３ ～２００５／３／２０ アメリカ合衆国 SELENE日米協力打合せ

白石 浩章 ２００５／３／１３ ～２００５／３／２０ アメリカ合衆国 月内部構造探査用機器開発研究に関する打合せ

田中 智 ２００５／３／１３ ～２００５／３／２０ アメリカ合衆国 月内部構造探査用機器開発研究に関する打合せ

矢野 創 ２００５／３／１３ ～２００５／３／２１ アメリカ合衆国 小天体まわりマッピング手順調整

安部 正真 ２００５／３／１４ ～２００５／３／１９ アメリカ合衆国 小惑星サンプル分析に関する協議

加藤 學 ２００５／３／１５ ～２００５／３／１９ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo第一回サイエンス全体会合出席

早川 基 ２００５／３／１５ ～２００５／３／１９ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo第一回サイエンス全体会合出席

松岡 彩子 ２００５／３／１５ ～２００５／３／１９ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo第一回サイエンス全体会合出席

水谷 仁 ２００５／３／１５ ～２００５／３／１９ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo第一回サイエンス全体会合出席

向井 利典 ２００５／３／１５ ～２００５／３／１９ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo第一回サイエンス全体会合出席・
講演
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齋藤 義文 ２００５／３／１５ ～２００５／３／２０ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo第一回サイエンス全体会合出席・
講演

笠羽 康正 ２００５／３／１５ ～２００５／３／２３ オ ラ ン ダ 王 国 BepiColombo第一回サイエンス全体会合出席及
び Spacewire会合出席

上杉 邦憲 ２００５／３／１６ ～２００５／３／１９ アメリカ合衆国 彗星，小惑星サンプルリターンの将来計画調
査，国際協力協議

吉光 徹雄 ２００５／３／１６ ～２００５／３／２３ ハンガリー共和国
フランス共和国

第１回 IAA国際会議「宇宙と社会」出席及び
IAA多国語宇宙用語辞書編纂委員会出席

高橋 忠幸 ２００５／３／２０ ～２００５／３／２４ オ ラ ン ダ 王 国 衛星標準化技術に関する打合せ

的川 泰宣 ２００５／３／２０ ～２００５／３／２５ フランス共和国 IAF／Program Committee出席

山田 哲哉 ２００５／３／２０ ～２００５／３／２５ フランス共和国 惑星探査プローブに関する最近の動向調査及び
会議出席

上杉 邦憲 ２００５／３／２１ ～２００５／３／２６ フランス共和国 IAA委員会出席

川口淳一郎 ２００５／３／２１ ～２００５／３／２６ フランス共和国 国際宇宙連合会議にて小惑星探査全体会議に関
する調整

森田 泰弘 ２００５／３／２２ ～２００５／３／３１ ス ロ ベ ニ ア 有翼宇宙輸送システムの姿勢制御の研究

小杉 健郎 ２００５／３／２３ ～２００５／３／２６ フランス共和国 COSPAR理事会出席

片 宏一 ２００５／３／２４ ～２００５／４／１ アメリカ合衆国 すばる望遠鏡共同利用観測

中川 貴雄 ２００５／３／２８ ～２００５／４／４ アメリカ合衆国 すばる望遠鏡共同利用観測
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