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機関等名 職名等 氏名
内閣府 宇宙政策委員会　臨時委員 櫻　井　　　隆
総務省 情報通信審議会委員 大　石　雅　壽
（独）科学技術振興機構 サイエンスアゴラ推進委員会委員 縣　　　秀　彦
（独）科学技術振興機構 日本科学未来館運営評価委員会委員 渡　部　潤　一
（独）科学技術振興機構 科学の甲子園ジュニア推進委員会委員 縣　　　秀　彦
（独）理化学研究所　 計算科学研究機構　運営諮問委員会委員 縣　　　秀　彦
（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙科学評議会評議員 林　　　正　彦
（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙科学運営協議会運営協議員 小　林　秀　行
（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙放射線専門委員会委員 小　林　行　泰
（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙放射線専門委員会委員 末　松　芳　法
（独）宇宙航空研究開発機構 大気球研究委員会委員 関　本　裕太郎
（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙理学委員会 竝　木　則　行
（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙理学委員会 原　　　弘　久
（独）宇宙航空研究開発機構 観測ロケット専門委員会委員 原　　　弘　久
（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙機設計標準ワーキンググループ委員 原　　　弘　久
（独）宇宙航空研究開発機構 「あかりデータプロダクト作成事業」計画中間確認会評価委員 水　本　好　彦
（独）宇宙航空研究開発機構 「あかりデータプロダクト作成事業」計画中間確認会評価委員 今　西　昌　俊
（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会委員 家　　　正　則
北海道大学 低温科学研究所　共同利用・共同研究拠点運営委員会委員 渡　部　潤　一
筑波大学 「筑波大学　先導的研究者体験プログラム」評価委員 縣　　　秀　彦
東京大学 宇宙線研究所　協議会委員 林　　　正　彦
電気通信大学 電気通信大学建設に係る総合評価審査委員会委員 大　野　和　夫
千葉大学 学位論文審査委員 富　阪　幸　治
名古屋大学 太陽地球環境研究所　運営協議会運営協議員 櫻　井　　　隆
名古屋大学 太陽地球環境研究所　ジオスペース研究センター運営委員会委員 末　松　芳　法
名古屋大学 太陽地球環境研究所　共同利用・共同研究委員会委員 原　　　弘　久
名古屋大学 太陽地球環境研究所　共同利用・共同研究委員会委員 花　岡　庸一郎
名古屋大学 太陽地球環境研究所　共同利用・共同研究委員会専門委員会委員 勝　川　行　雄
名古屋大学 太陽地球環境研究所　共同利用・共同研究委員会専門委員会委員 花　岡　庸一郎
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター　運営委員会委員 林　　　正　彦
広島大学 宇宙科学センター　運営委員会委員 山　下　卓　也
総合研究大学院大学 情報セキュリティー・計算機システム委員会委員 大　江　将　史
分子科学研究所 装置開発室運営委員会委員 松　尾　　　宏
情報・システム研究機構
国立情報学研究所 学術情報ネットワーク運営・連携本部　ネットワーク作業部会委員 大　江　将　史

情報・システム研究機構
国立情報学研究所 学術情報ネットワーク運営・連携本部委員 水　本　好　彦

情報・システム研究機構
国立極地研究所 運営会議委員 福　島　登志夫

会津大学 先端情報科学研究センター　アドバイザリーボード委員 渡　部　潤　一
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所　天文科学センター運営委員会委員 渡　部　潤　一
日本学術会議 情報学委員会国際サイエンスデータ分科会WDS小委員会委員 大　石　雅　壽
日本学術会議 情報学委員会国際サイエンスデータ分科会WDS小委員会委員 櫻　井　　　隆
日本学術会議 情報学委員会国際サイエンスデータ分科会WDS小委員会委員 柴　﨑　清　登
日本学術会議 情報学委員会国際サイエンスデータ分科会WDS小委員会委員 花　岡　庸一郎
日本学術会議 情報学委員会国際サイエンスデータ分科会CODATA小委員会委員 大　石　雅　壽
日本学術会議 地球惑星科学委員会　国際対応分科会STPP小委員会委員 櫻　井　　　隆
日本学術会議 地球惑星科学委員会　国際対応分科会STPP小委員会委員 末　松　芳　法

1.　省庁・地方公共団体・特殊法人・独立行政法人等の委員
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日本学術会議 地球惑星科学委員会　国際対応分科会STPP小委員会委員 花　岡　庸一郎
日本学術会議 地球惑星科学委員会　IUGG分科会 IAG小委員会委員 松　本　晃　治
日本学術会議 社会委員会科学力増進分科会高校理科教育検討小委員会委員 縣　　　秀　彦

日本学術会議 科学者委員会・科学と社会委員会合同広報・科学力増進分科会高校理科教育
検討小委員会委員 縣　　　秀　彦

岩手県教育委員会 岩手県立水沢高等学校スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員会委員 亀　谷　　　收

茨城県教育委員会 茨城県立水戸第二高等学校スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員
会委員 渡　部　潤　一

川口市教育委員会 川口市立科学館運営審議会委員 渡　邊　鉄　哉
佐久市教育委員会 佐久市天体観測施設運営委員会委員 岩　下　浩　幸
（公財）日本地球惑星科学連合 プログラム委員 大　宮　正　士
（公社）日本天文学会 天文月報編集委員 平　松　正　顕
（一社）日本原子力学会 シグマ特別専門委員会委員 梶　野　敏　貴
アメリカ国立電波天文台
（NRAO) AVI評価委員会委員 川　邊　良　平

（公財）国際超電導産業技術
研究センター 超伝導エレクトロニクス技術調査委員会委員 野　口　　　卓

（公財）国際超電導産業技術
研究センター 技術委員会 -WG14超電導センサ委員 野　口　　　卓

サイエンティフィック・シス
テム研究会 企画委員 大　石　雅　壽

サイエンティフィック・シス
テム研究会 推進委員 八　木　雅　文

サイエンティフィック・シス
テム研究会 ファイルシステム利用技術WG推進委員 八　木　雅　文

日本惑星科学会 情報化専門委員 伊　藤　孝　士

南の島の星まつり2014実行委
員会 南の島の星まつり2014名誉実行委員長 林　　　正　彦

2.　他大学との併任

職名 氏名
東京大学大学院理学系研究科教授 小　林　秀　行
東京大学大学院理学系研究科教授 郷　田　直　輝
東京大学大学院理学系研究科教授 家　　　正　則
東京大学大学院理学系研究科教授 川　邊　良　平
東京大学大学院理学系研究科教授 小　林　行　泰
東京大学大学院理学系研究科教授 山　下　卓　也
東京大学大学院理学系研究科教授 大　橋　永　芳
東京大学大学院理学系研究科教授 小久保　英一郎
東京大学大学院理学系研究科教授 Flaminio, Raffaele
東京大学大学院理学系研究科准教授 梶　野　敏　貴
東京大学大学院理学系研究科准教授 関　本　裕太郎
東京大学大学院理学系研究科准教授 水　野　範　和
東京大学大学院理学系研究科准教授 原　　　弘　久

京都大学客員准教授 泉　浦　秀　行
神戸大学客員教授 大　橋　永　芳
広島大学客員教授 山　下　卓　也
広島大学客員准教授 栁　澤　顕　史
会津大学特任教授 竝　木　則　行
会津大学特任教授 花　田　英　夫
会津大学特任上級准教授 松　本　晃　治
会津大学特任上級准教授 野　田　寛　大
会津大学特任上級准教授 荒　木　博　志
会津大学特任准教授 山　田　竜　平
東邦大学大学院理学研究科客員教授 松　尾　　　宏
東邦大学大学院理学研究科客員准教授 髙　野　秀　路
お茶の水女子大学客員教授 Flaminio, Raffaele
お茶の水女子大学客員准教授 麻　生　洋　一
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3.　非常勤講師

大学名 氏名
北海道大学 梶　野　敏　貴
岩手大学 野　田　寛　大
岩手大学 花　田　英　夫
東北大学 柴　田　克　典
東北大学 大須賀　　　健
東京大学 小久保　英一郎
東京大学 竹　田　洋　一
東京大学 本　間　希　樹
東京大学 青　木　和　光
東京学芸大学 梅　本　智　文
東京農工大学 濵　名　　　崇
電気通信大学 工　藤　哲　洋
電気通信大学 矢　野　太　平
千葉大学 成　田　憲　保
山梨大学 永　井　　　洋
京都大学 小久保　英一郎
京都大学 原　　　弘　久
大阪大学 立　松　健　一

岡山大学 泉　浦　秀　行
九州大学 竝　木　則　行
鹿児島大学 郷　田　直　輝
放送大学学園 家　　　正　則
放送大学学園 縣　　　秀　彦
青山学院大学 辻　本　拓　司
岡山理科大学 渡　部　潤　一
学習院大学 梶　野　敏　貴
神奈川大学 大　宮　正　士
実践女子大学 梶　野　敏　貴
成蹊大学 渡　部　潤　一
東洋大学 渡　邊　鉄　哉
日本女子大学 梶　野　敏　貴
日本女子大学 関　井　　　隆
法政大学 阿久津　智　忠
法政大学 藤　本　桂　三
明治大学 梶　野　敏　貴
立教大学 大須賀　　　健
岩手県立産業技術短期大学校水沢校 佐　藤　克　久

XI　受賞

氏名 所属 職名 賞の名称 受賞日

櫻　井　　　隆 太陽天体プラズマ
研究部 教授 日本地球惑星科学連合フェロー 平成26年5月1日

関　口　和　寛 光赤外研究部・
国際連携室 教授 Diploma of Honor, Mongolian Academy of Sciences

（モンゴル科学アカデミー 栄誉賞） 平成26年5月29日

渡　部　潤　一 天文情報センター 副台長・教授 Diploma of Honor, Mongolian Academy of Sciences
 （モンゴル科学アカデミー 栄誉賞） 平成26年5月29日

縣　　　秀　彦 天文情報センター 准教授 Diploma of Honor, Mongolian Academy of Sciences
 （モンゴル科学アカデミー 栄誉賞） 平成26年5月29日

本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 准教授 自然科学研究機構若手研究者賞 平成26年6月15日

秦　　　和　弘 水沢VLBI観測所 日本学術振興会
特別研究員 第31回井上研究奨励賞 平成27年2月4日

チリ観測所
先端技術センター 国立天文台長賞　研究教育部門 平成27年3月17日

本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 教授 第19回日本天文学会欧文報告論文賞 平成27年3月19日
井　上　剛　志 理論研究部 助教 第26回日本天文学会研究奨励賞 平成27年3月19日


