
理  事  長　　 山川　宏

副理事長　 　 鈴木　和弘

理　　　事　　　布野　泰広

監事室　　　　浜山 博文

理　　　事　　　佐々木　宏

理　　　事　　　國中　均

理　　　事　　　佐野　久

理　　　事　　　石井　康夫

理　　　事　　　大山　真未

経営企画部 　　 川崎　一義 宇宙輸送技術部門 宇宙科学研究所

部門長　 布野　泰広 所長　 國中　均

評価・監査部 佐藤　雅彦

事業推進部　　　　　　　　　　　　 佐藤　寿晃 ［副所長］ 藤本　正樹

ワーク・ライフ変革推進室 佐藤　雅彦　

[宇宙輸送技術統括] 藤田　猛 科学推進部　　　　　 小川 眞司

総務部　　　　　　　 竹内　英

宇宙輸送安全計画ユニット 石原　和臣 宇宙科学国際調整主幹 東覚　芳夫

人事部　　　　　　　 岩本　裕之 宇宙科学広報・普及主幹 藤本　正樹

宇宙輸送系基盤開発ユニット 布施　竜吾

財務部　　　　　　 大関　恭彦 ［研究総主幹］ 吉田　哲也

H3ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 岡田　匡史

調達部　　　　　 内木　悟 宇宙物理学研究系　　　　 （研究主幹）山田　亨

ｲﾌﾟｼﾛﾝﾛｹｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 井元　隆行 太陽系科学研究系　　 （研究主幹）斎藤　義文

広報部　　　 佐々木　薫 学際科学研究系　　　　　　 （研究主幹）稲富　裕光

鹿児島宇宙ｾﾝﾀｰ　　　 川上　道生 宇宙飛翔工学研究系　　　　　 （研究主幹）澤井　秀次郎

調査国際部　　　　　 田崎　一行 　 宇宙機応用工学研究系　　 （研究主幹）水野　貴秀

＿[種子島宇宙ｾﾝﾀｰ] 川上　道生

　ワシントン駐在員事務所　 小野田　勝美 ［宇宙科学プログラムディレクタ］ 佐藤　英一

　パリ駐在員事務所　　 須藤　勝也 ＿打上管制安全評価ユニット 小林　清

　バンコク駐在員事務所　　 中村　全宏 宇宙科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ室 上野　史郎

＿飛行安全ユニット 石原　和臣 GEOTAILプロジェクトチーム　　　 斎藤　義文

新事業促進部 伊達木　香子 SOLAR-Bプロジェクトチーム　　 清水　敏文

＿射場技術開発ユニット 砂坂　義則 Bepi Colomboプロジェクトチーム 小川　博之

惑星分光観測衛星ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 山﨑　敦

＿内之浦宇宙空間観測所 峯杉　賢治 SLIMプロジェクトチーム　 坂井　真一郎

［統括チーフエンジニア］ 久保田　孝 X線分光撮像衛星ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 前島　弘則

チーフエンジニア 植松　洋彦 深宇宙探査技術実証機（DESTINY⁺）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 高島　健

チーフエンジニア 岩田　隆敬 第一宇宙技術部門

チーフエンジニア 鈴木　裕介 部門長　 寺田　弘慈 ［研究基盤・技術統括］　　 大井田　俊彦

チーフエンジニア 高畑　博樹

チーフエンジニア 橋本　樹明 大学共同利用実験調整グループ 野中　聡

チーフエンジニア 西澤　敏雄 事業推進部　　　　　　　　　　　　 佐藤　寿晃 専門・基盤技術グループ 福田　盛介

チーフエンジニア 滝口　太 先端工作技術グループ 中坪　俊一

[衛星ｼｽﾃﾑ開発統括] 高畑　博樹 大気球実験グループ 福家　英之

観測ロケット実験グループ 羽生　宏人

チーフエンジニア室 辻本　健士 JDRSﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 山川　史郎 能代ロケット実験場 小林　弘明

あきる野実験施設 後藤　健

技術試験衛星9号機ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 深津　敦 科学衛星運用・ﾃﾞｰﾀ利用ﾕﾆｯﾄ 篠原　育

［情報化統括］ 藤田　和重 月惑星探査データ解析グループ 佐藤　広幸

[地球観測統括]　　 平林　毅 地球外物質研究グループ 臼井　寛裕

深宇宙追跡技術グループ 竹内　央

衛星利用運用ｾﾝﾀｰ　 平林　毅

セキュリティ・情報化推進部 内藤　一郎

地球観測研究ｾﾝﾀｰ　　 沖　理子

航空技術部門

［信頼性統括］ 泉　達司 ＿[地球観測ｾﾝﾀｰ] 藤澤　達也 部門長　 佐野　久

S&MA総括 南野 浩之  

S&MA総括 上杉　正人 GCOMﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 田中　一広 [部門長代理] 渡辺　重哉

S&MA総括 本田　雅久

S&MA総括 小林　秀之 EarthCARE/CPRﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 富田　英一 事業推進部 渡辺　安

S&MA総括 中野　哲也

S&MA総括 白井　達也 GOSAT-2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 久世　暁彦 ［航空プログラムディレクタ］　 青山　剛史

安全・信頼性推進部　　　　 杢野　正明 先進光学衛星ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 匂坂　雅一 ｺｱｴﾝｼﾞﾝ技術実証（En-Core）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 山根 敬

施設部　　　　　　　　 武藤　充孝 先進ﾚｰﾀﾞ衛星ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 有川　善久 航空ｼｽﾃﾑ研究ﾕﾆｯﾄ 真保　雄一

周波数管理室 細川　貴史 GOSAT-GWﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 小島　寧 [航空イノベーション統括] 伊藤　健

追跡ネットワーク技術センター 井上　浩一 降水ﾚｰﾀﾞ衛星ﾌﾟﾘﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 古川 欣司 航空環境適合ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾌﾞ 石井　達哉

SSAシステムプロジェクトチーム 松浦　真弓 [衛星測位統括] 小暮　聡 航空安全ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾌﾞ 神田　淳

増田宇宙通信所 有川 薫

勝浦宇宙通信所 有川 薫 高精度測位ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 松本　暁洋 航空利用拡大ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾌﾞ 又吉 直樹

沖縄宇宙通信所 有川 薫

臼田宇宙空間観測所 村田　泰宏 衛星測位システム技術ユニット 小暮　聡 航空機ﾗｲﾌｻｲｸﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾌﾞ 溝渕　泰寛

　 　

環境試験技術ユニット 清水　隆三 　 　 　 　 [航空基盤技術統括] 中村　俊哉

　 第二宇宙技術部門

宇宙教育推進室 北川　智子 部門長　 寺田　弘慈 基盤技術研究ユニット 藤井　謙司

［筑波宇宙センター所長］ 寺田　弘慈 設備技術研究ユニット 浜本　滋

筑波宇宙ｾﾝﾀｰ管理部　 向井　浩子 有人宇宙技術部門

　 部門長　 佐々木　宏

［国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬ］ 酒井　純一 研究開発部門

部門長　 佐野　久

［ｹﾞｰﾄｳｪｲﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬ］ 筒井　史哉

研究戦略部　 稲場　典康

事業推進部 小川　志保

研究推進部　　　　　　　　　 稲場　典康

きぼう利用ｾﾝﾀｰ　　　　　　　 白川 正輝

[角田宇宙センター] 谷　香一郎

　 有人宇宙技術ｾﾝﾀｰ　 酒井　純一　

第一研究ユニット 山中　浩二

新型宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ補給機ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 伊藤　徳政

第二研究ユニット 杉田　寛之

自動ドッキング技術実証ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 前田 真紀

第三研究ユニット 清水　太郎

ｹﾞｰﾄｳｪｲ居住棟ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 辻　紀仁

第四研究ユニット 沖田　耕一

宇宙飛行士運用技術ユニット 久留 靖史

システム技術ユニット 岩田　隆敬

有人ｼｽﾃﾑ安全・ﾐｯｼｮﾝ保証室 小林　亮二

超小型・小型衛星宇宙実証研究ユニット 鈴木　新一

ﾋｭｰｽﾄﾝ駐在員事務所　　　　　　　 星出　彰彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 センサ研究グループ 木村　俊義

ﾓｽｸﾜ技術調整事務所　　　　　　　 和田　理男

1段再使用飛行実験（CALLISTO）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 石本 真二

国際宇宙探査センター 筒井　史哉 ISS搭載ﾗｲﾀﾞｰ実証（MOLI）ﾌﾟﾘﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 住田 泰史

事業推進室 永井　直樹

宇宙探査ｼｽﾃﾑ技術ﾕﾆｯﾄ 佐藤　直樹

火星衛星探査機ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 川勝　康弘

月極域探査機ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 麻生　大

宇宙探査イノベーションハブ 船木　一幸

注）セキュリティ上の理由により、一部の情報については掲載しておりません。

理事補佐　　泉　達司

理事補佐　　渡辺　重哉

理　　　事　　　寺田　弘慈
（第一宇宙技術部門、第二宇宙技術部
門、周波数管理室、追跡ﾈｯﾄﾜｰｸ技術ｾﾝ
ﾀｰ、筑波宇宙ｾﾝﾀｰ管理部）

理事補佐　　深井　宏

理事補佐　　河田 俊一

理事補佐　　藤田　和重

（有人宇宙技術部門、宇宙探査ｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝﾊﾌﾞ、国際宇宙探査ｾﾝﾀｰ（火星衛星探
査機プリプロジェクトを除く））

（宇宙科学研究所、国際宇宙探査セン
ター（火星衛星探査機プリプロジェクト））

監　　事　　　三宅　正純

監　　事    　小林　洋子

（航空技術部門、研究開発部門、環境試
験技術ﾕﾆｯﾄ）

（総務部、評価・監査部、人事部、財務
部、調達部、施設部、ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ変革推進
室）

（担当部署）

（ﾁｰﾌｴﾝｼﾞﾆｱ室、安全・信頼性推進部）

（宇宙輸送技術部門）

（経営企画部、広報部、調査国際部、新
事業促進部、ｾｷｭﾘﾃｨ・情報化推進部、宇
宙教育推進室）

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 （２０２２年１０月１日）


