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Ⅲ 機構

1.　国立天文台組織図

プ ロ ジ ェ ク ト 室

水 沢 V L B I 観 測 所

野 辺 山 宇 宙 電 波 観 測 所

野 辺 山 太 陽 電 波 観 測 所

太 陽 観 測 所

岡 山 天 体 物 理 観 測 所

ハ ワ イ 観 測 所

天文シミュレーションプロジェクト

ひので科学プロジェクト

A L M A 推 進 室

重力波プロジェクト推進室

J A S M I N E 検 討 室

太陽系外惑星探査プロジェクト室

T M T プ ロ ジ ェ ク ト 室

セ ン タ ー

天 文 デ ー タ セ ン タ ー

先 端 技 術 セ ン タ ー

天 文 情 報 セ ン タ ー

研 究 部

光 赤 外 研 究 部

電 波 研 究 部

太陽天体プラズマ研究部

理 論 研 究 部

事 務 部

（Cプロジェクト室）

（Bプロジェクト室）

（Aプロジェクト室）

台 長

技 術 主 幹

副 台 長

副 台 長

研究連携主幹

運 営 会 議

（総務担当）

（財務担当）

R I S E月探査プロジェクト

国 際 連 携 室
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2.　運営会議

台　　　長 観　山　正　見
副台長（総務担当） 櫻　井　　　隆
副台長（財務担当） 小　林　秀　行
技術主幹 郷　田　直　輝
研究連携主幹 家　　　正　則
名誉教授 （国立天文台）

角　田　忠　一
日江井　榮二郎
山　下　泰　正
西　村　史　朗
古　在　由　秀
平　山　　　淳
宮　本　昌　典
成　相　恭　二
岡　本　   　 功
中　野　武　宣
小　平　桂　一
横　山　紘　一
大　江　昌　嗣
木　下　　　宙
西　村　徹　郎
海　部　宣　男
石　黒　正　人
井　上　　　允

河　野　宣　之
安　藤　裕　康
唐　牛　　　宏
近　田　義　広

名誉教授 （旧東京大学東京天文台）
高　瀬　文志郎
西　　　惠　三
北　村　正　利
赤　羽　賢　司
守　山　史　生
古　在　由　秀

名誉所員 （旧緯度観測所）
細　山　謙之輔

事務部
部 長 穴　沢　一　夫
総務課
課 長 後　藤　　　勉
課 長 補 佐（併） 内　藤　明　彦
専門職員（情報担当） 大　西　智　之
総務係
係 長 大　西　智　之
主 任 佐　藤　隆　史
係 員 後　藤　美千瑠
係 員 杉　本　尚　美

（台内委員）
有　本　信　雄 ハワイ観測所教授
家　　　正　則 TMTプロジェクト室教授
川　口　則　幸 水沢VLBI観測所教授
川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所教授
郷　田　直　輝 JASMINE検討室教授
小　林　秀　行 水沢VLBI観測所教授

◎ 櫻　井　　　隆 太陽観測所教授
高　見　英　樹 ハワイ観測所教授
立　松　健　一 ALMA推進室教授
常　田　佐　久 ひので科学プロジェクト教授
富　阪　幸　治 理論研究部教授

任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

（台外委員）
市　川　　　隆 東北大学大学院理学研究科教授
大　西　利　和 大阪府立大学大学院理学系研究科教授
大　橋　隆　哉 首都大学東京都市教養学部教授
河　合　誠　之 東京工業大学大学院理工学研究科教授
草　野　完　也 名古屋大学太陽地球環境研究所教授

○ 芝　井　　　広 大阪大学大学院理学研究科教授
杉　山　　　直 名古屋大学大学院理学研究科教授
永　原　裕　子 東京大学大学院理学系研究科教授
嶺　重　　　慎 京都大学大学院理学研究科教授
山　本　　　智 東京大学大学院理学系研究科教授

3.　職員

職員数
　平成24年3月31日現在の職員数（契約職員を除く）は、253名で、その内訳は、台長1名、教授30名、准教授37名、主任
研究技師10名・助教62名・研究技師24名、その他89名である。

◎議長　○副議長

（併）



114 III   機構

自動車運転員 雨　宮　秀　巳
人事係
係 長（兼） 後　藤　　　勉
主 任 千　葉　陽　子
係 員 飯　田　直　人
係 員 千　葉　聡　子
職員係
係 長（兼） 後　藤　　　勉
係 員 佐久間　香　織
係 員 佐　藤　佳奈子
係 員 中　川　由　恵
研究支援係
係 長（兼） 内　藤　明　彦
主 任 山　浦　真　理
係 員 川　島　良　太
係 員 吉　村　哲　也
財務課
課 長 山　口　　　豊
課 長 補 佐 雨　宮　岳　彦
専門職員（監査担当） 山　内　美　佳
専門職員（競争的資金等担当） 雨　宮　岳　彦
総務係
係 長 山　内　美　佳
係 員 加　藤　昌　洋
司計係
係 長 藤　原　健　一
係 員 古　川　慎一郎
資産管理係
係 長 山　田　智　宏
検収センター
係 長（併） 山　田　智　宏
育児休業中
係 員 溝　川　佑　子
経理課
課 長 日　向　忠　幸
経理係
係 長 亀　澤　孝　之
係 員 平　松　直　也
調達係
係 長 水　島　　　暁
主 任 塚　野　智　美
係 員 菅　原　　　諭
係 員 山　藤　康　人
施設課
課 長 浅　田　常　明
総務係
係 長 三　浦　　　進
係 員 大久保　和　彦
計画整備係

係 長 村　上　和　弘
保全管理係
係 長 安　田　真　徳
係 員 柴　田　淳　平

国際連携室
室 長（併） 関　口　和　寛
事務室
事 務 室 長 内　藤　明　彦
国際学術係
係 長 吉　川　裕　子

水沢 VLBI 観測所
観 測 所 長（併） 川　口　則　幸
教 授 川　口　則　幸
教 授 小　林　秀　行
教 授 真　鍋　盛　二
教 授（併） 渡　部　潤　一
准 教 授 柴　田　克　典
准 教 授（併） 花　田　英　夫
准 教 授 本　間　希　樹
主任研究技師 佐　藤　克　久
主任研究技師 武士俣　　　健
主任研究技師 宮　地　竹　史
助 教 梅　本　智　文
助 教 亀　谷　　　收
助 教 河　野　裕　介
助 教 寺　家　孝　明
助 教 砂　田　和　良
助 教 田　村　良　明
助 教 萩　原　喜　昭
助 教 廣　田　朋　也
研 究 技 師（併） 浅　利　一　善
研 究 技 師（併） 石　川　利　昭
研 究 技 師（併） 大　島　紀　夫
研 究 技 師 鈴　木　駿　策
研 究 技 師（併） 福　島　英　雄
技 術 員 上　野　祐　治
事務室
庶務係
係 長 白　椛　幹　雄
会計係
係 長 内　村　勝　人
係 員 増　田　明　朗
石垣島天文台
所 長（併） 観　山　正　見
副 所 長（併） 宮　地　竹　史
教 授（併） 渡　部　潤　一
研 究 技 師（併） 大　島　紀　夫
研 究 技 師（併） 福　島　英　雄

（併）
（兼）
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天文保時室
室 長（併） 真　鍋　盛　二
主任研究技師（併） 佐　藤　克　久
研 究 技 師（併） 浅　利　一　善

野辺山宇宙電波観測所
観 測 所 長（併） 川　邊　良　平
教 授 川　邊　良　平
准 教 授 久　野　成　夫
准 教 授 出　口　修　至
助 教 伊王野　大　介
助 教 石　附　澄　夫
助 教 大　島　　　泰
助 教 髙　野　秀　路
研 究 技 師 岩　下　浩　幸
技 師 石　川　晋　一
技 師 宮　澤　和　彦
主任技術員 半　田　一　幸
主任技術員 宮　澤　千栄子
技 術 員 和　田　拓　也
事務室
庶務係
係 長 大　塚　朝　喜
会計係
係 長 小　林　考　行
係 員 高　橋　　　優

野辺山太陽電波観測所
観 測 所 長（併） 川　邊　良　平
教 授 柴　﨑　清　登
主任研究技師（併） 川　島　　　進
助 教 下　条　圭　美
主任技術員 篠　原　徳　之

太陽観測所
観 測 所 長（併） 花　岡　庸一郎
教 授 櫻　井　　　隆
教 授（併） 柴　﨑　清　登
准 教 授（併） 末　松　芳　法
准 教 授 花　岡　庸一郎
研 究 技 師 佐　野　一　成
研 究 技 師 宮　下　正　邦
主任技術員 木　挽　俊　彦
主任技術員 篠　田　一　也
主任技術員（併） 田　中　伸　幸

岡山天体物理観測所
観 測 所 長（併） 泉　浦　秀　行
准 教 授 泉　浦　秀　行
主任研究技師 沖　田　喜　一
助 教 桺　澤　顕　史
研 究 技 師 小矢野　　　久
研 究 技 師 坂　本　彰　弘

事務室
事務係
係 長 難　波　義　人

ハワイ観測所
観 測 所 長（併） 高　見　英　樹
教 授 有　本　信　雄
教 授（併） 家　　　正　則
教 授 大　橋　永　芳
教 授 高　見　英　樹
教 授 野　口　邦　男
教 授（併） 水　本　好　彦
准 教 授（併） 市　川　伸　一
准 教 授 臼　田　知　史
准 教 授（併） 柏　川　伸　成
准 教 授 兒　玉　忠　恭
准 教 授（併） 高　田　唯　史
准 教 授 高　遠　徳　尚
准 教 授 竹　田　洋　一
准 教 授 能　丸　淳　一
准 教 授 林　　　左絵子
主任研究技師 神　澤　富　雄
主任研究技師 湯　谷　正　美
助 教 青　木　和　光
助 教 今　西　昌　俊
助 教 岩　田　　　生
助 教 小宮山　　　裕
助 教（併） 白　崎　裕　治
助 教 寺　田　　　宏
助 教 友　野　大　悟
助 教 早　野　　　裕
主任技術員 小　俣　孝　司
主任技術員 倉　上　富　夫
主任技術員 田　澤　誠　一
主任技術員 　並　川　和　人
主任技術員 根　岸　　　智
技 術 員 内　田　賢　志
事務部
事 務 長 小　林　秀　樹
庶務係
係 長（併） 小　林　秀　樹
主 任 佐　藤　陽　子
会計係
係 長 古　畑　知　行
Hyper Suprime-Cam
室 長（併） 宮　崎　　　聡
准 教 授（併） 高　田　唯　史
助 教（併） 小宮山　　　裕
助 教（併） 中　屋　秀　彦
助 教（併） 古　澤　久　德
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主任技術員（併） 浦　口　史　寛
主任技術員（併） 鎌　田　有紀子

天文シミュレーションプロジェクト
プロジェクト長事務取扱 小久保　英一郎
教 授（併） 富　阪　幸　治
教 授（併） 吉　田　春　夫
准 教 授（併） 梶　野　敏　貴
准 教 授 小久保　英一郎
准 教 授（併） 中　村　文　隆
助 教 伊　藤　孝　士
助 教 大須賀　　　健
助 教（併） 工　藤　哲　洋
助 教（併） 固　武　　　慶
助 教（併） 田　中　雅　臣
助 教（併） 浜　名　　　崇

ひので科学プロジェクト
プロジェクト長（併） 常　田　佐　久
教 授（併） 櫻　井　　　隆
教 授（併） 柴　﨑　清　登
教 授 常　田　佐　久
教 授 渡　邊　鉄　哉
准 教 授 末　松　芳　法
准 教 授 関　井　　　隆
准 教 授 原　　　弘　久
助 教 勝　川　行　雄
助 教 鹿　野　良　平
助 教 久　保　雅　仁
助 教（併） 下　条　圭　美
研 究 技 師 板　東　貴　政
主任技術員（併） 木　挽　俊　彦
SOLAR-C 検討室
室 長（併） 原　　　弘　久
教 授（併） 櫻　井　　　隆
教 授（併） 柴　﨑　清　登
教 授（併） 常　田　佐　久
教 授（併） 渡　邊　鉄　哉
准 教 授（併） 末　松　芳　法
助 教（併） 勝　川　行　雄
助 教（併） 鹿　野　良　平
助 教（併） 久　保　雅　仁
助 教（併） 下　条　圭　美
研 究 技 師（併） 板　東　貴　政
主任技術員（併） 木　挽　俊　彦
主任技術員（併） 篠　田　一　也

RISE 月探査プロジェクト
プロジェクト長（併） 佐々木　　　晶
教 授（併） 郷　田　直　輝
教 授（併） 小　林　行　泰
教 授 佐々木　　　晶

准 教 授 花　田　英　夫
准 教 授 松　本　晃　治
助 教 荒　木　博　志
助 教（併） 辻　本　拓　司
助 教 野　田　寛　大
助 教（併） 矢　野　太　平
研 究 技 師 浅　利　一　善
研 究 技 師 石　川　利　昭
研 究 技 師 鶴　田　誠　逸
主任技術員（併） 田　澤　誠　一
月惑星探査検討室
室 長（併） 花　田　英　夫
教 授（併） 郷　田　直　輝
教 授（併） 小　林　行　泰
教 授（併） 佐々木　　　晶
准 教 授（併） 花　田　英　夫
准 教 授（併） 松　本　晃　治
助 教（併） 荒　木　博　志
助 教（併） 辻　本　拓　司
助 教（併） 野　田　寛　大
助 教（併） 矢　野　太　平
研 究 技 師（併） 浅　利　一　善
研 究 技 師（併） 石　川　利　昭
研 究 技 師（併） 鶴　田　誠　逸
主任技術員（併） 田　澤　誠　一

ALMA 推進室
室 長（併） 立　松　健　一
教 授 稲　谷　順　司
准 教 授 井　口　　　聖
准 教 授（併） 大　石　雅　寿
准 教 授 奥　村　幸　子
准 教 授 木　内　　　等
准 教 授 小　杉　城　治
准 教 授 水　野　範　和
主任研究技師 川　島　　　進
主任研究技師 千　葉　庫　三
主任研究技師 渡　辺　　　学
助 教 江　澤　　　元
助 教 齋　藤　正　雄
助 教（併） 下　条　圭　美
助 教 平　松　正　顕
研 究 技 師 山　崎　利　孝
主任技術員 加　藤　禎　博
主任技術員 中　村　京　子
ALMA 推進室チリ事務所
事 務 所 長（併） 立　松　健　一
教 授 小笠原　隆　亮
教 授 立　松　健　一
教 授 長谷川　哲　夫

（併）
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教 授 森　田　耕一郎
助 教 浅　山　信一郎
助 教（併） 大　島　　　泰
助 教 鎌　崎　　　剛
助 教 小　麥　真　也
助 教 澤　田　剛　士
助 教 杉　本　正　宏
助 教 立　原　研　悟
助 教 中　西　康一郎
研 究 技 師 芦田川　京　子
事 務 長 川　合　登巳雄
係 員 山　本　真　一

重力波プロジェクト推進室
室 長（併） 藤　本　眞　克
教 授 藤　本　眞　克
助 教 阿久津　智　忠
助 教 上　田　暁　俊
助 教 辰　巳　大　輔
研 究 技 師 石　崎　秀　晴
研 究 技 師 鳥　居　泰　男
主任技術員 田　中　伸　幸
在籍出向（東京大学）
助 教 高　橋　竜太郎
育児休業中
助 教 大　石　奈緒子

JASMINE 検討室
室 長（併） 郷　田　直　輝
教 授 郷　田　直　輝
教 授 小　林　行　泰
准 教 授（併） 高　遠　徳　尚
准 教 授（併） 花　田　英　夫
助 教（併） 荒　木　博　志
助 教 辻　本　拓　司
助 教（併） 中　島　　　紀
助 教（併） 野　田　寛　大
助 教 矢　野　太　平
研 究 技 師（併） 浅　利　一　善
研 究 技 師（併） 鶴　田　誠　逸
主任技術員（併） 田　村　友　範

TMT プロジェクト室
室 長（併） 家　　　正　則
教 授 家　　　正　則
教 授（併） 高　見　英　樹
教 授 山　下　卓　也
准 教 授（併） 臼　田　知　史
准 教 授 柏　川　伸　成
准 教 授（併） 児　玉　忠　恭
准 教 授（併） 高　遠　徳　尚
助 教（併） 青　木　和　光

助 教（併） 今　西　昌　俊
助 教 鈴　木　竜　二
助 教（併） 西　川　　　淳

太陽系外惑星探査プロジェクト室
室 長（併） 田　村　元　秀
教 授（併） 佐々木　　　晶
准 教 授 田　村　元　秀
准 教 授（併） 泉　浦　秀　行
准 教 授（併） 小久保　英一郎
助 教 周　藤　浩　士
助 教（併） 西　川　　　淳
助 教（併） 森　野　潤　一

天文データセンター
センター長（併） 大　石　雅　寿
教 授（併） 水　本　好　彦
准 教 授 市　川　伸　一
准 教 授 大　石　雅　寿
准 教 授（併） 柏　川　伸　成
准 教 授（併） 小　杉　城　治
准 教 授（併） 柴　田　克　典
准 教 授 高　田　唯　史
助 教（併） 伊王野　大　介
助 教（併） 伊　藤　孝　士
助 教 大　江　将　史
助 教（併） 鹿　野　良　平
助 教（併） 下　条　圭　美
助 教 白　崎　裕　治
助 教 古　澤　久　德
研 究 技 師 小　林　信　夫
主任技術員 井　上　剛　毅
データベース天文学推進室
室 長（併） 水　本　好　彦
准 教 授（併） 大　石　雅　寿
助 教（併） 白　崎　裕　治

先端技術センター
センター長（併） 常　田　佐　久
教 授 野　口　　　卓
准 教 授 鵜　澤　佳　徳
准 教 授 関　本　裕太郎
准 教 授（併） 原　　　弘　久
准 教 授 松　尾　　　宏
准 教 授 宮　崎　　　聡
主任研究技師 岡　田　則　夫
助 教（併） 阿久津　智　忠
助 教（併） 岩　田　　　生
助 教（併） 鹿　野　良　平
助 教（併） 鈴　木　竜　二
助 教 中　屋　秀　彦
研 究 技 師 飯　塚　吉　三
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研 究 技 師 野　口　本　和
研 究 技 師 福　嶋　美津広
研 究 技 師 三　上　良　孝
研 究 技 師 御子柴　　　廣
主任技術員 池之上　文　吾
主任技術員 伊　藤　哲　也
主任技術員 稲　田　素　子
主任技術員 岩　下　　　光
主任技術員 浦　口　史　寛
主任技術員 大　渕　喜　之
主任技術員 鎌　田　有紀子
主任技術員 久　保　浩　一
主任技術員 佐　藤　直　久
主任技術員 高　橋　敏　一
主任技術員 田　村　友　範
主任技術員 福　田　武　夫
主任技術員 藤　井　泰　範
主任技術員（併） 宮　澤　千栄子
主任技術員 和瀬田　幸　一
技 術 員 金　子　慶　子
技 術 員 三ツ井　健　司

天文情報センター
センター長（併） 福　島　登志夫
教 授 福　島　登志夫
教 授 渡　部　潤　一
准 教 授 縣　　　秀　彦
助 教 生　田　ちさと
助 教（併） 相　馬　　　充
研 究 技 師 大　島　紀　夫
研 究 技 師 片　山　真　人
研 究 技 師 佐々木　五　郎
研 究 技 師 福　島　英　雄
技 師 松　田　　　浩
技 術 員 長　山　省　吾
図 書 係 長 堀　　　真　弓
広報室
室 長（併） 渡　部　潤　一
助 教（併） 生　田　ちさと
助 教（併） 平　松　正　顕
技 術 員（併） 長　山　省　吾
普及室・アーカイブ室
室 長（併） 縣　　　秀　彦
副 室 長（併） 大　島　紀　夫
副 室 長（併） 福　島　英　雄
研 究 技 師（併） 佐々木　五　郎
技 師（併） 松　田　　　浩
暦計算室
室 長（併） 片　山　真　人
技 師（併） 松　田　　　浩

科学文化形成ユニット
ユニット長（併） 縣　　　秀　彦
図書係
係 長 堀　　　真　弓
出版室
室 長（併） 福　島　登志夫
総務室
室 長（併） 松　田　　　浩

光赤外研究部
研究部主任（併） 水　本　好　彦
教 授 有　本　信　雄
教 授 家　　　正　則
教 授 大　橋　永　芳
教 授 郷　田　直　輝
教 授 小　林　行　泰
教 授 関　口　和　寛
教 授 高　見　英　樹
教 授 野　口　邦　男
教 授 藤　本　眞　克
教 授 水　本　好　彦
教 授 山　下　卓　也
准 教 授 泉　浦　秀　行
准 教 授 浮　田　信　治
准 教 授 臼　田　知　史
准 教 授 柏　川　伸　成
准 教 授 兒　玉　忠　恭
准 教 授 佐々木　敏由紀
准 教 授 高　遠　徳　尚
准 教 授 竹　田　洋　一
准 教 授 田　村　元　秀
准 教 授 能　丸　淳　一
准 教 授 林　　　左絵子
主任研究技師 沖　田　喜　一
主任研究技師 神　澤　富　雄
主任研究技師 湯　谷　正　美
助 教 青　木　和　光
助 教 阿久津　智　忠
助 教 今　西　昌　俊
助 教 岩　田　　　生
助 教 上　田　暁　俊
助 教 小宮山　　　裕
助 教 鈴　木　竜　二
助 教 周　藤　浩　士
助 教 相　馬　　　充
助 教 辰　巳　大　輔
助 教 辻　本　拓　司
助 教 寺　田　　　宏
助 教 友　野　大　悟
助 教 中　島　　　紀
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助 教 西　川　　　淳
助 教 早　野　　　裕
助 教 森　野　潤　一
助 教 八　木　雅　文
助 教 桺　澤　顕　史
助 教 矢　野　太　平
研 究 技 師 石　崎　秀　晴
研 究 技 師 小矢野　　　久
研 究 技 師 坂　本　彰　弘
研 究 技 師 鳥　居　泰　男
主任技術員 小　俣　孝　司
主任技術員 倉　上　富　夫
主任技術員 田　澤　誠　一
主任技術員 田　中　伸　幸
主任技術員 並　川　和　人
主任技術員 根　岸　　　智
技 術 員 内　田　賢　志
在籍出向（東京大学）
助 教 髙　橋　竜太郎
育児休業中
助 教 大　石　奈緒子

電波研究部
研究部主任（併） 井　口　　　聖
教 授 稲　谷　順　司
教 授 小笠原　隆　亮
教 授 川　口　則　幸
教 授 川　邊　良　平
教 授 小　林　秀　行
教 授 佐々木　　　晶
教 授 立　松　健　一
教 授 長谷川　哲　夫
教 授 真　鍋　盛　二
教 授 森　田　耕一郎
准 教 授 井　口　　　聖
准 教 授 奥　村　幸　子
准 教 授 木　内　　　等
准 教 授 久　野　成　夫
准 教 授 小　杉　城　治
准 教 授 柴　田　克　典
准 教 授 出　口　修　至
准 教 授 花　田　英　夫
准 教 授 本　間　希　樹
准 教 授 松　本　晃　治
准 教 授 水　野　範　和
主任研究技師 川　島　　　進
主任研究技師 佐　藤　克　久
主任研究技師 千　葉　庫　三
主任研究技師 武士俣　　　健
主任研究技師 宮　地　竹　史

主任研究技師 渡　辺　　　学
助 教 浅　山　信一郎
助 教 荒　木　博　志
助 教 伊王野　大　介
助 教 石　附　澄　夫
助 教 梅　本　智　文
助 教 江　澤　　　元
助 教 大　島　　　泰
助 教 鎌　崎　　　剛
助 教 亀　谷　　　收
助 教 河　野　裕　介
助 教 小　麥　真　也
助 教 齋　藤　正　雄
助 教 澤　田　剛　士
助 教 寺　家　孝　明
助 教 杉　本　正　宏
助 教 砂　田　和　良
助 教 髙　野　秀　路
助 教 立　原　研　悟
助 教 田　村　良　明
助 教 中　西　康一郎
助 教 野　田　寛　大
助 教 萩　原　喜　昭
助 教 平　松　正　顕
助 教 廣　田　朋　也
助 教 三　好　　　真
研 究 技 師 浅　利　一　善
研 究 技 師 芦田川　京　子
研 究 技 師 石　川　利　昭
研 究 技 師 岩　下　浩　幸
研 究 技 師 鈴　木　駿　策
研 究 技 師 鶴　田　誠　逸
研 究 技 師 山　崎　利　孝
技 師 石　川　晋　一
技 師 宮　澤　和　彦
主任技術員 加　藤　禎　博
主任技術員 中　村　京　子
主任技術員 半　田　一　幸
主任技術員 宮　澤　千栄子
技 術 員 上　野　祐　治
技 術 員 和　田　拓　也

太陽天体プラズマ研究部
研究部主任（併） 渡　邊　鉄　哉
教 授 櫻　井　　　隆
教 授 柴　㟢　清　登
教 授 常　田　佐　久
教 授 渡　邊　鉄　哉
准 教 授 末　松　芳　法
准 教 授 関　井　　　隆
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准 教 授 花　岡　庸一郎
准 教 授 原　　　弘　久
助 教 勝　川　行　雄
助 教 鹿　野　良　平
助 教 久　保　雅　仁
助 教 下　条　圭　美
研 究 技 師 佐　野　一　成
研 究 技 師 板　東　貴　政
研 究 技 師 宮　下　正　邦
主任技術員 木　挽　俊　彦
主任技術員 篠　田　一　也
主任技術員 篠　原　徳　之

理論研究部
研究部主任（併） 富　阪　幸　治
教 授 富　阪　幸　治
教 授 吉　田　春　夫
准 教 授 梶　野　敏　貴
准 教 授（併） 小久保　英一郎
准 教 授 中　村　文　隆
助 教（併） 大須賀　　　健
助 教 工　藤　哲　洋
助 教 固　武　　　慶
助 教 田　中　雅　臣
助 教 浜　名　　　崇

平成 23 年度中の主な人事異動
※（　）内は旧所属・職名

○研究教育職員
採用
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.4.1 友　野　大　悟 光赤外研究部ハワイ観測所助教（RCUH）
H23.6.1 渡　辺　　　学 電波研究部ALMA推進室主任研究技師（国立天文台専門研究職員（ALMA推進室））
H23.6.1 鈴　木　竜　二 光赤外研究部TMTプロジェクト室助教（カリフォルニア工科大）
H23.9.12 大　橋　永　芳 光赤外研究部ハワイ観測所（三鷹）教授（台湾中央研究院天文及天文物理研究所）
H23.12.1 田　中　雅　臣 理論研究部助教（東京大学数物連携宇宙研究機構）
H24.3.1 古　澤　久　德 天文データセンター助教（国立天文台専門研究職員（特任助教／ハワイ観測所））

昇任
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H24.2.1 高　遠　徳　尚 光赤外研究部ハワイ観測所准教授（光赤外研究部ハワイ観測所助教）

辞職
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.6.30 川　村　静　児 東京大学宇宙線研究所宇宙基礎物理学研究部門教授（光赤外研究部准教授）
H24.3.31 奥　村　幸　子 日本女子大学理学部数物科学科教授（電波研究部准教授）

任期満了退職
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容

H24.3.31 観　山　正　見 （国立天文台長）
H24.3.31 千　葉　庫　三 （電波研究部主任研究技師）
H24.3.31 佐　野　一　成 （太陽天体プラズマ研究部研究技師）

定年退職
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H24.3.31 真　鍋　盛　二 （電波研究部教授）
H24.3.31 藤　本　眞　克 （光赤外研究部教授）
H24.3.31 野　口　邦　男 （光赤外研究部教授）
H24.3.31 出　口　修　至 （電波研究部准教授）
H24.3.31 武士俣　　　健 （電波研究部主任研究技師）
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H24.3.31 小　林　信　夫 （天文データセンター研究技師）
H24.3.31 宮　下　正　邦 （太陽天体プラズマ研究部研究技師）
H24.3.31 三　上　良　孝 （先端技術センター研究技師）
H24.3.31 山　崎　利　孝 （電波研究部研究技師）

配置換
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.8.1 福　嶋　美津広 先端技術センター研究技師（先端技術センター技師）

○技術職員
採用
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.12.1 和　田　拓　也 電波研究部野辺山宇宙電波観測所技術員

昇任
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.6.1 並　川　和　人 光赤外研究部主任技術員（光赤外研究部技術員）
H23.6.1 加　藤　禎　博 電波研究部主任技術員（電波研究部技術員）
H23.6.1 倉　上　富　夫 光赤外研究部主任技術員（光赤外研究部技術員）
H23.6.1 福　田　武　夫 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.6.1 小　俣　孝　司 光赤外研究部主任技術員（光赤外研究部技術員）
H23.6.1 宮　澤　千栄子 電波研究部主任技術員（電波研究部技術員）
H23.6.1 佐　藤　直　久 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.6.1 岩　下　　　光 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.6.1 鎌　田　有紀子 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.6.1 田　村　友　範 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.6.1 稲　田　素　子 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.6.1 浦　口　史　寛 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.7.1 池之上　文　吾 電波研究部主任技術員（電波研究部技術員）
H23.7.1 大　渕　喜　之 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.10.1 伊　藤　哲　也 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）
H23.10.1 藤　井　泰　範 先端技術センター主任技術員（先端技術センター技術員）

辞職
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H24.3.31 内　田　賢　志 富士通株式会社（ハワイ観測所技術員）

○事務職員
採用
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.4.1 後　藤　　　勉 事務部総務課長（一橋大学人事労務課長）
H23.4.1 山　口　　　豊 事務部財務課長（宮崎大学財務課長）
H23.4.1 亀　澤　孝　之 事務部経理課経理係長（東京学芸大学財務施設部財務課決算係主任）
H23.4.1 堀　　　真　弓 天文情報センター図書係長（東京大学工学系・情報理工学系等事務部情報図書課情

報資料チーム主任）
H23.6.1 小　林　秀　樹 事務部総務課専門員（高知大学研究協力部研究協力課研究推進特別支援室長）
H23.7.1 藤　原　健　一 事務部財務課司計係長（東京大学経済学研究科等財務係主任）
H23.8.1 髙　橋　　　優 野辺山宇宙電波観測所事務室会計係（信州大学農学部総務グループ・附属施設）
H23.8.1 杉　本　尚　美 事務部総務課総務係
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客員教授・准教授・研究員（国内）
期間：平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

所　属　機　関 身　分 氏　名 受入研究部等
日本原子力研究開発機構 研究主幹 早　川　岳　人 理論研究部
山口大学時間学研究所 教授 藤　沢　健　太 水沢VLBI観測所
大阪府立大学大学院理学系研究科 教授 大　西　利　和 ALMA推進室
大阪府立大学大学院理学系研究科 教授 小　川　英　夫 ALMA推進室
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 教授 阪　本　成　一 ALMA推進室
茨城大学理学部 教授 百　瀬　宗　武 ALMA推進室
東京工業大学大学院理工学研究科理学流動研究機構 教授 牧　野　淳一郎 理論研究部／天文シミュレーションプロジェクト
筑波技術大学 准教授 新　田　伸　也 ひので科学プロジェクト
神戸大学理学部 准教授 相　川　祐　理 理論研究部／天文シミュレーションプロジェクト
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 准教授 岩　田　隆　浩 RISE月探査プロジェクト
鹿児島大学大学院理工学研究科 准教授 今　井　　　裕 水沢VLBI観測所
茨城大学宇宙科学教育研究センター 准教授 米　倉　覚　則 水沢VLBI観測所
信州大学全学教育機構 講師 三　澤　　　透 光赤外研究部／ TMTプロジェクト室
北海道大学大学院理学研究院 助教 徂　徠　和　夫 水沢VLBI観測所

H23.8.1 吉　村　哲　也 事務部総務課研究支援係
H23.8.1 加　藤　昌　洋 事務部財務課総務係

辞職
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.6.30 中　野　洋　介 東京大学先端科学技術研究センター財務企画チーム係長（事務部財務課司計係長）
H23.6.30 池　田　　　勉 東京工業大学総務部総務課総務秘書グループ長（ハワイ観測所事務部専門職員（総

括担当））
H23.7.31 高　橋　亮　吉 信州大学財務部経理調達課調達管理グループ（野辺山宇宙電波観測所事務室会計係）
H24.3.31 穴　沢　一　夫 岡崎統合事務センター長（事務部長）
H24.3.31 難　波　義　人 岡山大学自然系研究科等事務部会計課主査／施設・環境マネジメントグループ（岡

山天体物理観測所事務係長）
H24.3.31 内　村　勝　人 岩手大学総務企画部総務広報課総務・秘書グループ主査（水沢VLBI観測所会計係長）
H24.3.31 雨　宮　岳　彦 東京大学医学部・医学研究科副事務長／経理担当（事務部財務課課長補佐）

昇任
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.4.1 日　向　忠　幸 事務部経理課長（自然科学研究機構事務局財務課課長補佐）
H23.4.1 浅　田　常　明 事務部施設課長（事務部施設課課長補佐）
H23.4.1 佐　藤　隆　史 事務部総務課総務係主任（事務部総務課総務係）
H23.4.1 千　葉　陽　子 事務部総務課人事係主任（事務部総務課人事係）
H23.4.1 塚　野　智　美 事務部経理課調達係主任（事務部財務課調達係）
H23.7.1 小　林　秀　樹 ハワイ観測所事務部事務長（事務部総務課専門員）

配置換
発令年月日 氏　名 異　　動　　内　　容
H23.4.1 佐々木　雄　希 自然科学研究機構事務局総務課／文部科学省研修生（事務部総務課総務係）

配置換は、研究教育職員は技術職員からの異動を、技術職員・事務職員は天文台以外の機構内異動のみを掲載しています。
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外国人研究員（客員分）
氏　名 招　聘　期　間 所　属　機　関 国　籍

Kuzanyan, Kirill H23.9.28～ H23.12.13及び
H24.3.22～ H24.6.6

ロシア科学アカデミー IZMIR 研究所 ロシア

Mudumba, Parthasarathy H23.8.1～ H24.3.31 アリヤバッタ観測科学研究所 インド
Rempel, Matthias H23.10.31～ H23.11.30 アメリカ大気研究センター高高度天文台 ドイツ
Balantekin, Akif Baha H24.1.15～ H24.4.30 ウィスコンシン大学物理学教室 アメリカ
Berger, Thomas H23.9.5～ H23.10.6 ロッキードマーチン太陽物理学研究所 アメリカ
Carlsson, Mats H23.5.30～ H23.6.30 オスロ大学 スウェーデン

4.　委員会・専門委員会

研究計画委員会（11 名）
台外委員（5名）
　秋　岡　眞　樹 情報通信研究機構新世代ワイ

ヤレス研究センター推進室
主任研究員

　井　岡　邦　仁 高エネルギー加速器研
究機構

准 教 授

　中　川　貴　雄 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

教 授

　藤　沢　健　太 山口大学時間学研究所 教 授
○山　田　　　亨 東北大学大学院理学研究科 教 授
台内委員（5名＋研究連携主幹）
　小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト 准 教 授
　末　松　芳　法 ひので科学プロジェクト 准 教 授
　高　田　唯　史 天文データセンター 准 教 授
　本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 准 教 授
　水　野　範　和 ALMA推進室 准 教 授
◎家　　　正　則 研究連携主幹 教 授
任期：  平成 22年 6月 11日～平成 24年 3月 31日

研究交流委員会（15 名）
台外委員（7名）
　岩　田　隆　浩 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
准 教 授

　上　野　　　悟 京都大学大学院理学研究科 助 教
　大　向　一　行 京都大学大学院理学研究科 准 教 授
　川　端　弘　治 広島大学宇宙科学センター 准 教 授
　徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院 助 教
○長　田　哲　也 京都大学大学院理学研究科 教 授
　百　瀬　宗　武 茨城大学理学部 教 授
台内委員（8名）
　生　田　ちさと 天文情報センター 助 教
△柏　川　伸　成 TMTプロジェクト室 准 教 授
　久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
　関　本　裕太郎 先端技術センター 准 教 授
◎富　阪　幸　治 理論研究部 教 授

　中　村　文　隆 理論研究部 准 教 授
　花　田　英　夫 RISE月探査プロジェクト 准 教 授
　原　　　弘　久 ひので科学プロジェクト 准 教 授
任期：  平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31日

光赤外専門委員会（15 名）
台外委員（8名）
　伊　藤　洋　一 神戸大学大学院理学研究科 准 教 授
　神　田　展　行 大阪市立大学大学院

理学研究科
教 授

　佐　藤　文　衛 東京工業大学大学院
理工学研究科

准 教 授

　嶋　作　一　大 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
　長　田　哲　也 京都大学大学院理学研究科 教 授
　松　原　英　雄 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
教 授

○山　田　　　亨 東北大学大学院理学研究科 教 授
　吉　田　道　利 広島大学宇宙科学センター 教 授
台内委員（7名）
　有　本　信　雄 ハワイ観測所 教 授
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所 准 教 授
　市　川　伸　一 天文データセンター 准 教 授
　臼　田　知　史 ハワイ観測所 准 教 授
△竹　田　洋　一 ハワイ観測所 准 教 授
　小宮山　　　裕 ハワイ観測所 助 教
◎山　下　卓　也 TMTプロジェクト室 教 授
Ex-officio
　水　本　好　彦 光赤外研究部 教 授
　家　　　正　則 TMTプロジェクト室 教 授
　郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授
　高　見　英　樹 ハワイ観測所 教 授
　田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロジェクト室 准 教 授
　藤　本　眞　克 重力波プロジェクト推進室 教 授
任期： 平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31日

◎  委員長        ○  副委員長        △  幹事
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電波専門委員会（15 名）
台外委員（8名）
　今　井　　　裕 鹿児島大学大学院

理工学研究科
准 教 授

○大　西　利　和 大阪府立大学学術研究院
第2学群物理系

教 授

　河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授
　近　藤　哲　朗 情報通信研究機構

鹿島宇宙技術センター
センター長

　澁　谷　和　雄 情報・システム研究機構
国立極地研究所

教 授

　徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院 助 教
　中　井　直　正 筑波大学大学院

数理物質科学研究科
教 授

　村　田　泰　宏 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

准 教 授

台内委員（7名）
◎井　口　　　聖 ALMA推進室 准 教 授
　稲　谷　順　司 ALMA推進室 教 授
△久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
　田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロジェクト室 准 教 授
　富　阪　幸　治 理論研究部 教 授
　花　田　英　夫 RISE月探査プロジェクト 准 教 授
　本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 准 教 授
ex-officio
　川　口　則　幸 水沢VLBI観測所 教 授
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所 教 授
　佐々木　　　晶 RISE月探査プロジェクト 教 授
　立　松　健　一 ALMA推進室 教 授
任期： 平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31日

太陽天体プラズマ専門委員会（10 名）
台外委員（5名）
　一　本　　　潔 京都大学大学院理学研究科 教 授
　清　水　敏　文 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
准 教 授

　長　妻　　　努 情報通信研究機構
電磁波計測研究所

研究マネージャー

○増　田　　　智 名古屋大学
太陽地球環境研究所

准 教 授

　横　山　央　明 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
台内委員（5名）
　勝　川　行　雄 ひので科学プロジェクト 助 教
　柴　崎　清　登 野辺山太陽電波観測所 教 授
◎末　松　芳　法 ひので科学プロジェクト 准 教 授
△関　井　　　隆 ひので科学プロジェクト 准 教 授
　竹　田　洋　一 ハワイ観測所 准 教 授
Ex-officio
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所 教 授

　常　田　佐　久 ひので科学プロジェクト 教 授
　花　岡　庸一郎 太陽観測所 准 教 授
　原　　　弘　久 SOLAR-C検討室 准 教 授
任期：  平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31日

理論専門委員会（8 名）
台外委員（4名）
　犬　塚　修一郎 名古屋大学大学院理学研究科 教 授
○梅　村　雅　之 筑波大学計算科学研究センター 教 授
　柴　田　　　大 京都大学基礎物理学研究所 教 授
　松　元　亮　治 千葉大学大学院理学研究科 教 授
台内委員（4名）
△伊　藤　孝　士 天文シミュレーションプロジェクト 助 教
　梶　野　敏　貴 理論研究部 准 教 授
　兒　玉　忠　恭 ハワイ観測所 准 教 授
◎吉　田　春　夫 理論研究部 教 授
Ex-officio
　小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト 准 教 授
　富　阪　幸　治 理論研究部 教 授
任期：  平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31日

天文データ専門委員会（7 名）
台外委員（4名）
○海老沢　　　研 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
教 授

　土　橋　一　仁 東京学芸大学自然科学系 准 教 授
　村　山　公　保 倉敷芸術科学大学

産業科学技術学部
教 授

　安　田　直　樹 東京大学国際高等研究所
数物連携宇宙研究機構

教 授

台内委員（3名）
△青　木　和　光 ハワイ観測所 助 教
　市　川　伸　一 天文データセンター 准 教 授
◎小　杉　城　治 ALMA推進室 准 教 授
Ex-officio
　大　石　雅　寿 天文データセンター 准 教 授
任期： 平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31日

先端技術専門委員会（10 名）
台外委員（6名）
　大　橋　正　健 東京大学宇宙線研究所 准 教 授
　片　 　宏　一 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
准 教 授

　菅　井　　　肇 東京大学国際高等研究所
数物連携宇宙研究機構

特任准教授

　田　中　真　伸 高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所

准 教 授

　堂　谷　忠　靖 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

教 授
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○中　井　直　正 筑波大学大学院
数理物質科学研究科

教 授

台内委員（4名）
△関　本　裕太郎 先端技術センター 准 教 授
◎高　見　英　樹 ハワイ観測所 教 授
　野　田　寛　大 RISE月探査プロジェクト 助 教
　原　　　弘　久 ひので科学プロジェクト 准 教 授
Ex-officio
　常　田　佐　久 ひので科学プロジェクト 教 授
　野　口　　　卓 先端技術センター 教 授
　宮　崎　　　聡 先端技術センター 准 教 授
任期： 平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31日

天文情報専門委員会（11 名）
台外委員（5名）
　小石川　正　弘 仙台市教育委員会生涯学習課 天文台係長
◎阪　本　成　一 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
教 授

　高　橋　真理子 山梨県立科学館 主任学芸主事
　松　村　雅　文 香川大学教育学部 教 授
　室　山　哲　也 NHK解説委員室 解説委員
台内委員（6名）
○有　本　信　雄 ハワイ観測所 教 授
　小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト 准 教 授
　佐々木　　　晶 RISE月探査プロジェクト 教 授
　末　松　芳　法 ひので科学プロジェクト 准 教 授
　立　松　健　一 ALMA推進室 教 授
　林　　　左絵子 ハワイ観測所 准 教 授
Ex-officio
　縣　　　秀　彦 天文情報センター 准 教 授
　生　田　ちさと 天文情報センター 助 教
　片　山　真　人 天文情報センター 研究技師
　福　島　登志夫 天文情報センター 教 授
　福　島　英　雄 天文情報センター 研究技師
　松　田　　　浩 天文情報センター 技 師
　渡　部　潤　一 天文情報センター 教 授
任期：  平成 22年 6月 1日～平成 24年 3月 31日

すばる小委員会（14 名）
台外委員（8名）
　秋　山　正　幸 東北大学大学院理学研究科 准 教 授
　太　田　耕　司 京都大学大学院理学研究科 教 授
　岡　本　美　子 茨城大学理学部 准 教 授
　菅　井　　　肇 東京大学国際高等研究所

数物連携宇宙研究機構
特任准教授

　高　田　昌　広 東京大学国際高等研究所
数物連携宇宙研究機構

特任准教授

　松　原　英　雄 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

教 授

　本　原　顕太郎 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
○吉　田　道　利 広島大学宇宙科学センター 教 授
台内委員（6名）
　青　木　和　光 ハワイ観測所 助 教
◎有　本　信　雄 ハワイ観測所 教 授
　臼　田　知　史 ハワイ観測所 准 教 授
　高　遠　徳　尚 ハワイ観測所 准 教 授
　田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロジェクト室 准 教 授
　中　村　文　隆 理論研究部　 准 教 授
任期：平成 22年 8月 9日～平成 24年 5月 31日

すばる望遠鏡プログラム小委員会（10 名）
台外委員（8名）
　石　黒　正　晃 ソウル大学物理天文学科 特任助教
　伊　藤　洋　一 神戸大学大学院理学研究科 准 教 授
　大　内　正　己 東京大学宇宙線研究所 准 教 授
○佐　藤　文　衛 東京工業大学大学院

理工学研究科
准 教 授

　須　藤　　　靖 東京大学大学院理学系研究科 教 授
　長　尾　　　透 京都大学次世代研究者

育成センター　
特定准教授

　長　瀧　重　博 京都大学基礎物理学研究所 准 教 授
　吉　田　直　紀 東京大学国際高等研究所

数物連携宇宙研究機構
特任准教授

台内委員（2名）
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所 准 教 授
◎柏　川　伸　成 TMTプロジェクト室 准 教 授
任期：平成 23年 8月 1日～平成 25年 7月 31日

岡山観測所プログラム小委員会（8 名）
台外委員（7名）
　伊　藤　信　成 三重大学教育学部 准 教 授
　川　端　弘　治 広島大学宇宙科学センター 准 教 授
　杉　谷　光　司 名古屋市立大学大学院

システム自然科学研究科
教 授

　関　口　朋　彦 北海道教育大学旭川校 准 教 授
　野　上　大　作 京都大学大学院理学研究科 助 教
◎橋　本　　　修 群馬県立ぐんま天文台 主 幹
　深　川　美　里 大阪大学大学院理学研究科 助 教
台内委員（1名）
△栁　澤　顕　史 岡山天体物理観測所　 助 教
Ex-officio
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所 准 教 授
　神　戸　栄　治 岡山天体物理観測所　 専門研究職員

（特任助教）
　岩　田　　　生 ハワイ観測所　 助 教
任期：平成 23年 6月 1日～平成 25年 3月 31日
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TMT 推進小委員会（13 名）
台外委員（9名）
　秋　山　正　幸 東北大学大学院理学研究科 准 教 授
　伊　藤　洋　一 神戸大学大学院理学研究科 准 教 授
　大　内　正　己 東京大学宇宙線研究所 准 教 授
　岡　本　美　子 茨城大学理学部　 准 教 授
　川　端　弘　治 広島大学宇宙科学センター 准 教 授
　土　居　　　守 東京大学大学院理学系研究科 教 授
　長　尾　　　透 京都大学次世代研究者

育成センター
特定准教授

◎山　田　　　亨 東北大学大学院理学研究科 教 授
　岩　室　史　英 京都大学大学院理学研究科 准 教 授
台内委員（4名）
　井　口　　　聖 ALMA推進室 准 教 授
△柏　川　伸　成 TMTプロジェクト室 准 教 授
　小　杉　城　治 ALMA推進室 准 教 授
　宮　崎　　　聡 先端技術センター 准 教 授
任期：平成 22年 11月 2日～平成 24年 5月 31日

野辺山宇宙電波観測所プログラム小委員会（9 名）
台外委員（6名）
　河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授
　平　原　靖　大 名古屋大学大学院環境学研究科 准 教 授
　松　下　聡　樹 Academia Sinica, Institute of 

Astronomy and Astrophysics
A s s o c i a t e 
Research Fellow

◎百　瀬　宗　武 茨城大学理学部 教 授
　山　村　一　誠 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
准 教 授

　和　田　桂　一 鹿児島大学大学院理工学研究科 教 授
台内委員（3名）
　久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
　大　島　　　泰 野辺山宇宙電波観測所 助 教
　齋　藤　正　雄 ALMA推進室 助 教
Ex-officio
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所 教 授
任期：平成 22年 7月 14日～平成 24年 5月 31日

ALMA 小委員会（14 名）
台外委員（10名）
　相　川　祐　理 神戸大学大学院理学研究科 准 教 授
　大　西　利　和 大阪府立大学学術研究院

第2学群物理系
教 授

　岡　　　朋　治 慶應義塾大学理工学部 准 教 授
　亀　野　誠　二 鹿児島大学大学院理工学研究科 准 教 授
◎河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授
　中　井　直　正 筑波大学大学院

数理物質科学研究科　
教 授

　福　井　康　雄 名古屋大学大学院理学研究科 教 授
　百　瀬　宗　武 茨城大学理学部　 教 授

　山　田　　　亨 東北大学大学院理学研究科 教 授
　山　本　　　智 東京大学大学院理学系研究科 教 授
台内委員（4名）
　井　口　　　聖 ALMA推進室 准 教 授
　久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
○齋　藤　正　雄 ALMA推進室 助 教
　立　松　健　一 ALMA推進室 教 授
任期：平成 22年 7月 14日～平成 24年 5月 31日

VLBI 運営小委員会（20 名）
台外委員（12名）
　石　原　　　操 国土地理院測地部宇宙測地課 課 長
　小　川　英　夫 大阪府立大学学術研究院

第2学群物理系
教 授

◎面　高　俊　宏 鹿児島大学大学院
理工学研究科

教 授

　亀　野　誠　二 鹿児島大学大学院
理工学研究科

准 教 授

　小　山　泰　弘 情報通信研究機構新世代
ネットワーク研究センター

グループ
リーダー

　徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院 助 教
　高　羽　　　浩 岐阜大学工学部 准 教 授
　中　井　直　正 筑波大学大学院

数理物質科学研究科
教 授

　藤　澤　健　太 山口大学時間学研究所 教 授
　嶺　重　　　慎 京都大学大学院理学研究科 教 授
　村　田　泰　宏 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
准 教 授

　米　倉　覚　則 茨城大学宇宙科学
教育研究センター

准 教 授

台内委員（8名）
○川　口　則　幸 水沢VLBI観測所 教 授
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所 教 授
　小　林　秀　行 水沢VLBI観測所 教 授
　郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授
　佐々木　　　晶 RISE月探査プロジェクト 教 授
　立　松　健　一 ALMA推進室 教 授
　本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 准 教 授
　真　鍋　盛　二 水沢VLBI観測所 教 授
任期：平成 22年 7月 14日～平成 24年 5月 31日

VLBI プログラム小委員会（6 名）
台外委員（3名）
　市　川　隆　一 情報通信研究機構

鹿島宇宙技術センター
副 室 長

　今　井　　　裕 鹿児島大学大学院
理工学研究科　

准 教 授

◎藤　澤　健　太 山口大学時間学研究所 教 授
台内委員（3名）
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　久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
　郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授
○本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 准 教 授
Ex-officio
　川　口　則　幸 水沢VLBI観測所 教 授
　柴　田　克　典 水沢VLBI観測所 准 教 授
任期：平成 22年 7月 14日～平成 24年 5月 31日

電波天文周波数小委員会（22 名）
台外委員（13名）
　今　井　　　裕 鹿児島大学大学院理工学研究科 准 教 授
　岡　　　朋　治 慶應義塾大学理工学部 准 教 授
　小　川　英　夫 大阪府立大学学術研究院

第2学群物理系
教 授

　河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授
　小　門　研　亮 国土地理院宇宙測地課 係 長
　徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院 助 教
　大師堂　経　明 早稲田大学教育・総合科学学術院 教 授
　高　羽　　　浩 岐阜大学工学部　 准 教 授
　土　屋　史　紀 東北大学大学院理学研究科 助 教
　藤　澤　健　太 山口大学時間学研究所 教 授
　藤　下　光　身 東海大学産業工学部 教 授
　水　野　　　亮 名古屋大学太陽地球環境研究所 教 授
　村　田　泰　宏 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
准 教 授

台内委員（9名）
　岩　下　浩　幸 野辺山宇宙電波観測所 研究技師
　梅　本　智　文 水沢VLBI観測所 助 教
　岡　保　利佳子 電波研究部　 研究支援員
○亀　谷　　　收 水沢VLBI観測所 助 教
◎川　口　則　幸 水沢VLBI観測所 教 授
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所 教 授
　齋　藤　泰　文 野辺山宇宙電波観測所 再雇用職員
　立　澤　加　一 電波研究部 専門研究職員
　森　田　耕一郎 ALMA推進室 教 授
Ex-officio
　井　口　　　聖 ALMA推進室 准 教 授
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所 教 授
任期：平成 22年 7月 14日～平成 24年 5月 31日

電波ヘリオグラフ科学運用小委員会（6 名）
台外委員（4名）
　浅　井　　　歩 京都大学宇宙総合学

研究ユニット
特定助教

　一　本　　　潔 京都大学大学院理学研究科 教 授
◎増　田　　　智 名古屋大学太陽地球環境研究所 准 教 授
　横　山　央　明 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
台内委員（2名）
　柴　崎　清　登 野辺山太陽電波観測所 教 授

　下　条　圭　美 野辺山太陽電波観測所 助 教
任期：平成 22年 7月 8日～平成 24年 5月 31日

天文シミュレーションシステム運用小委員会（8 名）
台外委員（4名）
　佐　野　孝　好 大阪大学レーザーエネ

ルギー学研究センター
助 教

　須　佐　　　元 甲南大学大学院
自然科学研究科

准 教 授

　鈴　木　英　之 東京理科大学大学院
理工学研究科

教 授

　中　本　泰　史 東京工業大学大学院
理工学研究科

准 教 授

台内委員（4名）
　伊　藤　孝　士 天文シミュレーションプロジェクト 助 教
　工　藤　哲　洋 理論研究部　 助 教
◎小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト 准 教 授
　中　村　文　隆 理論研究部　 准 教 授
任期：平成 22年 8月 3日～平成 24年 5月 31日

台内委員会
幹事会議（19 名）

◎観　山　正　見 台長
　櫻　井　　　隆 副台長（総務担当）
　小　林　秀　行 副台長（財務担当）
　郷　田　直　輝 技術主幹
　家　　　正　則 研究連携主幹
　有　本　信　雄 大学院教育委員長
　川　口　則　幸 水沢VLBI観測所長
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所長
　高　見　英　樹 ハワイ観測所長
　常　田　佐　久 先端技術センター長
　福　島　登志夫 天文情報センター長
　水　本　好　彦 光赤外研究部主任
　井　口　　　聖 電波研究部主任
　渡　邊　鉄　哉 太陽天体プラズマ研究部主任
　富　阪　幸　治 理論研究部主任
　立　松　健　一 ALMA推進室長
　沖　田　喜　一 教授会議選出
　奥　村　幸　子 教授会議選出
　穴　沢　一　夫 事務部長
オブザーバー
　関　口　和　寛 国際連携室長
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所長
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

企画委員会（8 名）
　観　山　正　見 台長
◎櫻　井　　　隆 副台長（総務担当）
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　小　林　秀　行 副台長（財務担当）
　郷　田　直　輝 技術主幹
　家　　　正　則 研究連携主幹
　富　阪　幸　治 理論研究部
　渡　部　潤　一 天文情報センター
　穴　沢　一　夫 事務部長
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

財務委員会（6 名）
　観　山　正　見 台長
　櫻　井　　　隆 副台長（総務担当）
◎小　林　秀　行 副台長（財務担当）
　福　島　登志夫 天文情報センター
　渡　邊　鉄　哉 ひので科学プロジェクト
　穴　沢　一　夫 事務部長
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

プロジェクト会議（23 名）
◎観　山　正　見 台長
　櫻　井　　　隆 副台長（総務担当）
　小　林　秀　行 副台長（財務担当）
　郷　田　直　輝 技術主幹／ JASMINE検討室長
　家　　　正　則 研究連携主幹／ TMTプロジェクト室長
　川　口　則　幸 水沢VLBI観測所長
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所長／野辺山太

陽電波観測所長
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所長
　花　岡　庸一郎 太陽観測所長
　高　見　英　樹 ハワイ観測所長
　小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト長事務取扱
　常　田　佐　久 ひので科学プロジェクト長／先端技

術センター長
　佐々木　　　晶 RISE月探査プロジェクト長
　立　松　健　一 ALMA推進室長
　藤　本　眞　克 重力波プロジェクト推進室長
　田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロジェクト室長
　大　石　雅　寿 天文データセンター長
　福　島　登志夫 天文情報センター長
　関　口　和　寛 国際連携室長
　富　阪　幸　治 企画委員会委員／理論研究部主任
　渡　部　潤　一 企画委員会委員
　渡　邊　鉄　哉 財務委員会委員
　穴　沢　一　夫 事務部長
オブザーバー
　宮　地　竹　史 石垣島天文台
　宮　崎　　　聡 Hyper Suprime-Cam
　原　　　弘　久 SOLAR-C検討室
　花　田　英　夫 月惑星探査検討室
　縣　　　秀　彦 科学文化形成ユニット

任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

技術検討委員会（9 名）
◎郷　田　直　輝 技術主幹
　川　島　　　進 ALMA推進室
　沖　田　喜　一 岡山天体物理観測所
　神　澤　富　雄 ハワイ観測所
　久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所
　末　松　芳　法 ひので科学プロジェクト
　花　田　英　夫 水沢VLBI観測所
　中　村　京　子 ALMA推進室
　山　下　卓　也 TMTプロジェクト室
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

技術系職員会議運営委員会（10 名）
　浅　利　一　善 RISE月探査プロジェクト
　伊　藤　哲　也 先端技術センター
　岩　下　浩　幸 野辺山宇宙電波観測所
　岡　田　則　夫 先端技術センター
　沖　田　喜　一 岡山天体物理観測所
　坂　本　彰　弘 岡山天体物理観測所
　篠　田　一　也 太陽観測所
◎千　葉　庫　三 ALMA推進室
　中　村　京　子 ALMA推進室
　湯　谷　正　美 ハワイ観測所
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

ネットワーク委員会（18 名）
　石　川　利　昭 RISE月探査プロジェクト
　井　上　剛　毅 天文データセンター
　大　石　雅　寿 天文データセンター長
　大　江　将　史 天文データセンター
　大　矢　正　明 野辺山宇宙電波観測所
　鹿　野　良　平 ひので科学プロジェクト
　工　藤　哲　洋 理論研究部
　小　杉　城　治 ALMA推進室
　後　藤　　　勉 事務部総務課長
◎小　林　秀　行 副台長（財務担当）
　柴　田　克　典 水沢VLBI観測所
　白　崎　祐　治 天文データセンター
　辰　巳　大　輔 重力波プロジェクト推進室
　長　山　省　吾 天文情報センター
　能　丸　淳　一 ハワイ観測所
　八　木　雅　文 光赤外研究部
　柳　澤　顕　史 岡山天体物理観測所
　和瀬田　幸　一 先端技術センター
オブザーバー
峰　崎　岳　夫 東大理・天文学教育研究センター
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日
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安全衛生委員会（全体会）（26 名）
◎郷　田　直　輝 三鷹地区総括安全衛生管理者
　川　口　則　幸 水沢地区総括安全衛生管理者
　川　邊　良　平 野辺山地区総括安全衛生管理者
　泉　浦　秀　行 岡山地区総括安全衛生管理者
　高　見　英　樹 ハワイ地区総括安全衛生管理者
　立　松　健　一 チリ地区総括安全衛生管理者
　関　井　　　隆 副委員長
　中　川　由　恵 三鷹地区衛生管理者
　柏　木　裕　二 三鷹地区衛生管理者
　半　田　一　幸 野辺山地区衛生管理者（兼職員代表）
　浅　利　一　善 水沢安全衛生推進者
　沖　田　喜　一 岡山安全衛生推進者
　佐　藤　陽　子 ハワイ衛生推進者
　川　合　登巳雄 チリ地区安全衛生推進者
　野　口　本　和 三鷹地区職員代表
　久　保　浩　一 三鷹地区職員代表
　辰　巳　大　輔 三鷹地区職員代表
　木　挽　俊　彦 三鷹地区職員代表
　白　椛　幹　雄 水沢地区職員代表
　宮　澤　千栄子 野辺山地区職員代表　
　御子柴　　　廣 野辺山地区職員代表
　難　波　義　人 岡山地区職員代表
　能　丸　淳　一 ハワイ地区職員代表
　杉　本　正　宏 チリ地区職員代表
　中　原　國　廣 三鷹地区産業医
　西　垣　良　夫 野辺山地区産業医
オブザーバー
　後　藤　　　勉 総務課長
　浅　田　常　明 施設課長
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

ハラスメント防止委員会（11 名）
◎櫻　井　　　隆 副台長（総務担当）
　郷　田　直　輝 技術主幹
　高　見　英　樹 ハワイ観測所長
　水　本　好　彦 光赤外研究部主任
　井　口　　　聖 電波研究部主任
　渡　邊　鉄　哉 太陽天体プラズマ研究部主任
　富　阪　幸　治 理論研究部主任
　有　本　信　雄 大学院教育委員長
　奥　村　幸　子 ALMA推進室
　中　村　京　子 ALMA推進室
　穴　沢　一　夫 事務部長
［相談員］
三鷹
　有　本　信　雄 大学院教育委員長
　奥　村　幸　子 ALMA推進室
　吉　川　裕　子 国際連携室事務室国際学術係

　後　藤　　　勉 総務課長（事務部担当）
水沢
　鶴　田　誠　逸 RISE月探査プロジェクト
　菊　池　幸　子 水沢VLBI観測所
野辺山
　久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所
　宮　澤　千栄子 野辺山宇宙電波観測所
岡山
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所
　渋　川　浩　子 岡山天体物理観測所
ハワイ
　林　　　左絵子 ハワイ観測所
　早　野　　　裕 ハワイ観測所
　倉　上　富　夫 ハワイ観測所
　土　井　由　行 ハワイ観測所（RCUH）
　Guthier, Debbie ハワイ観測所（RCUH）
チリ
　山　本　真　一 ALMA推進室チリ事務所
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

レクリエーション委員会（6 名）
　廣　田　朋　也 水沢VLBI観測所
　長　山　省　吾 天文情報センター
　固　武　　　慶 理論研究部
　石　崎　秀　晴 重力波プロジェクト推進室
　久　保　雅　仁 ひので科学プロジェクト
◎村　上　和　弘 事務部施設課
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

大学院教育委員会／天文科学専攻委員会（21 名）
　観　山　正　見 台長
◎有　本　信　雄 ハワイ観測所
　大　石　雅　寿 天文データセンター
　梶　野　敏　貴 理論研究部
　川　口　則　幸 水沢VLBI観測所
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所
　小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト
　兒　玉　忠　恭 ハワイ観測所
　小　林　秀　行 水沢VLBI観測所
　小　林　行　泰 JASMINE検討室
　櫻　井　　　隆 太陽観測所
　佐々木　　　晶 RISE月探査プロジェクト
　関　井　　　隆 ひので科学プロジェクト
　関　本　裕太郎 先端技術センター
　立　松　健　一 ALMA推進室
　田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロジェクト室
　富　阪　幸　治 理論研究部
　花　田　英　夫 RISE月探査プロジェクト
　福　島　登志夫 天文情報センター
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　渡　部　潤　一 天文情報センター
　渡　邊　鉄　哉 ひので科学プロジェクト
オブザーバー
　河　野　孝太郎 東大理・天文学教育研究センター
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

知的財産委員会／利益相反委員会（5 名）
　小宮山　　　裕 ハワイ観測所
　久　野　成　夫 野辺山宇宙電波観測所
　田　澤　誠　一 RISE月探査プロジェクト
◎野　口　　　卓 先端技術センター
　原　　　弘　久 ひので科学プロジェクト
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

防災委員会（9 名）
　井　上　剛　毅 天文データセンター
　片　山　真　人 天文情報センター
　木　内　　　等 ALMA推進室
　野　口　邦　男 ハワイ観測所
　宮　地　晃　平 先端技術センター
　山　崎　利　孝 ALMA推進室
　山　下　卓　也 TMTプロジェクト室
◎渡　邊　鉄　哉 ひので科学プロジェクト
　浅　田　常　明 事務部施設課長
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

図書委員会（12 名）
　伊王野　大　介 野辺山宇宙電波観測所
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所
　伊　藤　孝　士 天文シミュレーションプロジェクト
　梅　本　智　文 水沢VLBI観測所
　勝　川　行　雄 ひので科学プロジェクト
　小　林　行　泰 JASMINE検討室
　田　村　良　明 水沢VLBI観測所
　中　屋　秀　彦 先端技術センター
　西　川　　　淳 光赤外研究部
　林　　　左絵子 ハワイ観測所
　松　田　　　浩 天文情報センター
◎吉　田　春　夫 理論研究部
Ex-officio
　福　島　登志夫 天文情報センター
オブザーバー
　田　辺　俊　彦 東大理・天文学教育研究センター
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

理科年表編集委員会（5 名）
◎観　山　正　見 台長
　有　本　信　雄 ハワイ観測所
　片　山　真　人 天文情報センター

　福　島　登志夫 天文情報センター
　穴　沢　一　夫 事務部長
台外委員　15名
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

出版委員会（7 名）
　上　田　暁　俊 重力波プロジェクト推進室
　大　江　将　史 天文データセンター
　相　馬　　　充 光赤外研究部
　西　川　　　淳 光赤外研究部
◎花　岡　庸一郎 太陽観測所
　三　好　　　真 電波研究部
　吉　田　春　夫 理論研究部
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

三鷹・岡山地区合同労働時間検討委員会（8 名）
　櫻　井　　　隆 副台長（総務担当）
　郷　田　直　輝 技術主幹
　後　藤　　　勉 事務部総務課長
　泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所長
　齋　藤　正　雄 ALMA推進室
　片　山　真　人 天文情報センター
　金　子　慶　子 先端技術センター
　小矢野　　　久 岡山天体物理観測所
任期：平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

水沢地区労働時間検討委員会（6 名）
　川　口　則　幸 水沢VLBI観測所長
　佐々木　　　晶 RISE月探査プロジェクト長
　白　椛　幹　雄 水沢VLBI観測所庶務係長
　鶴　田　誠　逸 RISE月探査プロジェクト
　浅　利　一　善 水沢VLBI観測所
　砂　田　和　良 水沢VLBI観測所
任期：平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

野辺山地区労働時間検討委員会（5 名）
　川　邊　良　平 野辺山宇宙電波観測所長・野辺山太

陽電波観測所長
　大　塚　朝　喜 野辺山宇宙電波観測所事務室庶務係長
　高　橋　　　茂 野辺山宇宙電波観測所
　米　津　朋　尚 野辺山宇宙電波観測所
　佐　藤　立　博 野辺山宇宙電波観測所
任期：平成 24年 2月 1日～平成 25年 1月 31日

ハワイ地区労働時間検討委員会（6 名）
　高　見　英　樹 ハワイ観測所長
　臼　田　知　史 ハワイ観測所
　小　林　秀　樹 ハワイ観測所事務部事務長
　林　　　左絵子 ハワイ観測所
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　寺　田　　　宏 ハワイ観測所
　古　畑　知　行 ハワイ観測所
任期：平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

チリ地区労働時間検討委員会（4 名）
　立　松　健　一 ALMA推進室長
　川　合　登巳雄 ALMA推進室チリ事務所事務長
　森　田　耕一郎 ALMA推進室
　浅　山　信一郎 ALMA推進室
任期：平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

三鷹キャンパス委員会（8 名）
　縣　　　秀　彦 天文情報センター
　中　桐　正　夫 天文情報センター
◎福　島　登志夫 天文情報センター
　福　嶋　美津広 先端技術センター
　八　木　雅　文 光赤外研究部
　吉　田　春　夫 理論研究部
　渡　邊　鉄　哉 ひので科学プロジェクト
　浅　田　常　明 事務部施設課長
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

分煙委員会（7 名）
◎櫻　井　　　隆 副台長（総務担当）
　郷　田　直　輝 総括安全衛生責任者
　大　渕　喜　之 先端技術センター
　川　口　則　幸 水沢VLBI観測所
　福　島　英　雄 天文情報センター
　柏　木　裕　二 衛生管理者
　中　川　由　恵 衛生管理者
オブザーバー
　浅　田　常　明 事務部施設課長（防火管理者）
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

国立天文台ニュース編集委員会（8 名）
　勝　川　行　雄 ひので科学プロジェクト
　小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト
　小宮山　　　裕 ハワイ観測所
　平　松　正　顕 ALMA推進室
　寺　家　孝　明 水沢VLBI観測所
　高　田　裕　行 天文情報センター
　山　下　芳　子 天文情報センター
◎渡　部　潤　一 天文情報センター
任期：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

特別共同利用研究員（受託学生）
博士課程 所属大学 受入期間 指導教員 研　究　課　題
明石　俊哉 東京工業大学大学院理工学

研究科地球惑星科学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 川邊　良平 低密度クランプ観測による星の初期質

量関数起源の解明
新田　冬夢 筑波大学大学院数理物質

科学研究科物理学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 関本裕太郎 超伝導共振器を用いたサブミリ波カメ

ラの開発
堀江　正明 日本大学大学院理工学研

究科物理学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 田村　元秀 系外惑星直接観測のための高コントラ

スト光学系の開発
塚本　裕介 東京大学大学院理学系研

究科天文学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 小久保英一郎 星周円盤の進化と分裂過程の研究

黒岩　宏一 大阪府立大学大学院理学
系研究科物理科学専攻

H23.4.1～ H24.3.31 鵜澤　佳徳 超伝導低雑音ミリ波・サブミリ波受信
機の研究開発

竹腰　達哉 北海道大学大学院理学院
宇宙物理学専攻

H23.4.1～ H24.3.31 川邊　良平 ASTE望遠鏡搭載用多色連続波カメラの
開発

葛原　昌幸 東京大学大学院理学系研
究科地球惑星科学専攻

H23.4.1～ H24.3.31 田村　元秀 太陽系外惑星・星周円盤の進化の観測
的研究

福士比奈子 東京大学大学院理学系研
究科天文学専攻

H23.4.1～ H24.3.31 有本　信雄 近傍矮小銀河における質量放出星探査

森　　　匠 東京大学大学院新領域創
成科学研究科物質系専攻

H23.4.1～ H24.3.31 藤本　眞克 超高感度レーザー干渉計による巨視的
力学系の標準量子限界の研究

5.　特別共同利用研究員・特別研究員等
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日本学術振興会・特別研究員
指導教員 研究課題

石岡　涼子 関口 大規模サーベイデータを用いた近接連星系進化モデルの検証－白色矮星連星系の観測的研究
石川　遼子 原 高精度磁場測定で探る太陽光球～遷移層の磁気プラズマ活動
岡本　丈典 常田 太陽プロミネンス観測で探るコロナ磁場構造
小林　正和 家 ライマンアルファ輝線で探る宇宙の銀河・構造形成史の理論・観測的研究
小山　佑世 有本 宇宙大規模構造の形成現場における銀河の星形成活動の探査
新納　　悠 柏川 ガンマ線バーストとその母銀河から探る遠方宇宙の星・銀河形成
堀　　安範 小久保 系外ガス惑星から探るガス惑星の形成史と内部構造の複合的研究
松尾　太郎 田村 太陽系外惑星撮像のための新しい干渉方式の提案
松本　尚子 本間 VERAを用いた銀河系棒状構造の力学的検証

日本学術振興会 ･ 外国人特別研究員
受入期間 指導教員

Orozco Suarez, D. H21.11.1～H23.12.20 末松　芳法

修士課程 所属大学 受入期間 指導教員 研　究　課　題
角谷　昌憲 法政大学大学院工学研究

科システム工学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 藤本　眞克 変位雑音フリー干渉計を用いた超精密

計測の基礎研究
大矢　正人 日本大学大学院理工学研

究科物理学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 田村　元秀 系外惑星直接観測のための干渉計の研

究
志野　　渚 山口大学大学院理工学研

究科物理・情報科学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 出口　修至 メタノールメーザを用いた大質量星形

成領域の進化段階の研究
田嶋　茂樹 法政大学大学院工学研究

科システム工学専攻
H23.4.1～ H24.3.31 藤本　眞克 変位雑音フリー干渉計を用いた超精密

計測の基礎研究
大井　瑛仁 茨城大学大学院理工学研

究科理学専攻
H23.10.1～H24.3.31 末松　芳法 太陽偏光分光観測による光球―彩層―

コロナ間磁場解析
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6.　予算

平成 23 年度科学研究費助成事業

（科学研究費補助金）

研究種目 課題数 交付額（単位：千円）
直接経費 間接経費 合計

特 定 領 域 研 究 2 5,700 0 5,700 

新学術領域研究（研究領域提案型） 1 1,000 300 1,300 

基 盤 研 究（S） 3 63,900 19,170 83,070 

基 盤 研 究（A） 8 45,700 13,710 59,410 

基 盤 研 究（B） 10 32,100 9,630 41,730 

基 盤 研 究（C） 8 6,600 1,980 8,580 

挑戦的萌芽研究 0 0 0 0 

特 別 推 進 研 究 1 106,000 31,800 137,800 

若 手 研 究（A） 0 0 0 0 

若 手 研 究（B） 5 3,300 990 4,290 

特別研究員奨励費（国内） 9 7,400 0 7,400 

特別研究員奨励費（外国人） 1 800 0 800 

研究活動スタート支援 7 7,590 2,277 9,867 

合 計 55 280,090 79,857 359,947 

（学術研究助成基金助成金）

研究種目 課題数
交付額（単位：千円）

直接経費 間接経費 合計
基 盤 研 究（C） 8 11,400 3,420 14,820 

挑戦的萌芽研究 2 3,500 1,050 4,550 

若 手 研 究（B） 2 2,400 720 3,120 

合 計 12 17,300 5,190 22,490 

平成 23 年度支出決算額

平成 23年度国立天文台の支出決算額は､次のとおりである。
　
人 件 費 3,117,277千円
物 件 費 8,047,344千円
補 助 金 等 173,332千円
産学連携等研究費 296,729千円
施 設 整 備 費 1,951,523千円

合 計 13,586,205千円

研究期間 研究課題名 研究代表者
平成 23年度の
交付決定額
（千円）

特定領域研究 科学研究費補助金
平22～平23 すばる広視野サーベイ時代に向けての、宇宙最遠方クエーサーの選別法の確立 今西　昌俊 1,900
平22～平23 大規模銀河サンプルの巨大データベースによる効率的管理と情報取得方法の確立 高田　唯史 3,800

新学術領域（研究領域提案型） 科学研究費補助金
平23～平24 重力波観測を用いた中性子星内部における物質構造への制限の可能性 祖谷　　元 1,300

基盤研究（S） 科学研究費補助金
平19～平23 レーザーガイド補償光学系による銀河形成史の解明 家　　正則 10,790
平23～平27 宇宙初代星誕生から銀河系形成期における恒星進化と物質循環 青木　和光 11,570
平23～平26 広視野多天体分光・面分光で探る銀河形態の起源 有本　信雄 60,710

基盤研究（A） 科学研究費補助金
平20～平23 超新星元素合成による生成核種のアイソトープ分離とニュートリノ振動の解明 梶野　敏貴 9,490
平20～平23 探査機「かぐや」による月重力・測地マッピングと月二分性の起源 佐々木　晶 6,630
平21～平23 サブミリ波VLBI観測による銀河系中心巨大ブラックホールの事象の地平線の観測 本間　希樹 3,900
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平21～平24 輻射輸送シミュレーションが解き明かすALMA時代の天文学 富阪　幸治 8,450
平21～平24 サブミリ波SIS 256画素イメージングアレイ検出器の試作 関本裕太郎 9,490
平23～平26 太陽活動の全球多角的モニタリング観測によるダイナモ変動の追跡 花岡庸一郎 10,660
平23～平27 太陽系外惑星系探索の自動化 泉浦　秀行 6,240
平23～平27 高精度位置天文観測時代をむかえての銀河系研究 郷田　直輝 4,550

基盤研究（B） 科学研究費補助金
平21～平23 ミリ波サブミリ波による巨大バイナリーブラックホールの観測的研究 井口　　聖 4,160
平21～平23 すばる望遠鏡が俯瞰する銀河団における星形成活動の空間分布と時間発展 児玉　忠恭 1,040
平21～平23 南極における長周期系外惑星のトランジット検出 高遠　徳尚 2,860
平21～平23 系外惑星直接観測のための超高ダイナミックレンジ光学系の研究 西川　　淳 1,300
平22～平24 月の自転軸のゆらぎを通して中心核の物性をしらべるための月面望遠鏡の開発 花田　英夫 8,580
平23～平26 初代クェーサー探査による超巨大ブラックホールの形成と宇宙再電離の研究 柏川　伸成 3,640
平23～平25 高コントラスト撮像装置による恒星極近傍の系外惑星の直接探査 Guyon Olivier 4,680
平23～平25 重力波検出器LCGTのための量子雑音低減法の開発 川村　静児 7,800
平23～平25 電波・赤外線観測による最も進化段階の早い星形成過程の観測的研究 河村　晶子 5,720
平23～平25 水素ライマンα線による太陽彩層磁場観測のための分光装置用回折格子の開発 原　　弘久 1,950

基盤研究（C） 科学研究費補助金
平20～平23 原始星アウトフローにより生成される超音速乱流とその星団形成への効果に関する研究 中村　文隆 780
平21～平23 バルジ、ディスク、ブラックホールの共進化と銀河形成論の新展開 辻本　拓司 1,170
平21～平23 ポストスターバースト銀河（E+A銀河）の物理的起源の解明 八木　雅文 1,170
平21～平23 惑星系の構造の起源 小久保英一郎 1,170
平21～平23 小惑星のサイズ分布観測と衝突進化計算による後期重爆撃期仮説の検証 伊藤　孝士 1,040
平22～平24 新学習指導要領に基づく観察とVRを取り入れた小・中学校天文教材の開発と評価 縣　　秀彦 910
平22～平24 大マゼラン雲の多波長広域観測による星間物質の網羅的研究と星の形成条件の理解 河村　晶子 1,300
平22～平24 逆VLBIを用いた月・惑星内部構造の研究 松本　晃治 1,040

基盤研究（C） 学術研究助成基金助成金
平23～平26 塵に埋もれた活動的な超巨大ブラックホールと銀河のダウンサイジングの起源 今西　昌俊 1,170
平23～平26 銀河のダイナモ機構：宇宙線と磁場が駆動する非線形ダイナミクスの検証 工藤　哲洋 1,430
平23～平26 アジアにおける天体観測拠点の光赤外線観測条件評価 佐々木敏由紀 3,250
平23～平25 東アジアとインドの天文学（紀元1000年まで） 相馬　　充 1,040
平23～平25 星間乱流の起源の観測的研究 立原　研悟 1,820
平23～平25 次世代計算機・観測から迫る高エネルギー爆発天体現象の理論的解明 固武　　慶 1,690
平23～平25 次世代大規模宇宙探査に向けた広域重力レンズ光伝搬数値実験技法の開発 浜名　　崇 2,340
平23～平25 木星衝突発光現象の監視観測 渡部　潤一 2,080

挑戦的萌芽研究 学術研究助成基金助成金
平23～平24 短ミリ波帯アンテナ鏡面パネルのコストダウン研究－事象の地平線観測に向けて 三好　　真 2,470
平23～平24 周期的微少重力干渉計を用いた低周波重力波検出器の開発 川村　静児 2,080

特別推進研究 科学研究費補助金
平22～平26 赤外線新技術による太陽系外惑星研究の展開 田村　元秀 137,800

若手研究（B） 科学研究費補助金
平21～平23 すばる望遠鏡データアーカイブと連携した大規模データ解析システムの開発 白崎　裕治 650
平22～平23 ミリ波・サブミリ波帯2SB受信機用サイドバンド分離比較正装置の開発 中島　　拓 260
平22～平24 ALMAを見据えた近傍銀河のサブミリ波観測 水野　範和 1,170
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平22～平24 SCO X–1からの重力波の重力波－X線望遠鏡を用いたマルチーメッセンジャー観測 端山　和大 1,040
平22～平24 高精度電波観測による突発的電波新星の起源解明 新沼浩太郎 1,170

若手研究（B） 学術研究助成基金助成金
平23～平24 深宇宙撮像データを用いた宇宙初期の銀河形成進化の研究 古澤　久徳 1,820
平23～平24 球状星団の化学元素組成に基づく宇宙初期の銀河系形成過程の解明 石垣　美歩 1,300

特別研究員奨励費（国内） 科学研究費補助金
平21～平23 ライマンアルファ輝線で探る宇宙の銀河・構造形成史の理論・観測的研究 小林　正和 900
平21～平23 太陽プロミネンス観測で探るコロナ磁場構造 岡本　丈典 900
平22～平24 太陽系外惑星撮像のための新しい干渉方式の提案 松尾　太郎 900
平22～平23 ガンマ線バーストとその母銀河から探る遠方宇宙の星・銀河形成 新納　　悠 700
平22～平23 VERAを用いた銀河系棒状構造の力学的検証 松本　尚子 700
平22～平23 大規模サーベイデータを用いた近接連星進化モデルの検証－白色矮星連星系の観測的研究 石岡　涼子 900
平23～平25 宇宙大規模構造の形成現場における銀河の星形成活動の探査 小山　佑世 800
平23～平25 系外ガス惑星から探るガス惑星の形成史と内部構造の複合的研究 堀　　安範 800
平23～平25 高精度磁場測定で探る太陽光球～遷移層の磁気プラズマ活動 石川　遼子 800

特別研究員奨励費（外国人） 科学研究費補助金

平21～平23 ｢ひので｣衛星を用いた太陽電磁流体現象の研究
末松　芳法
（Orozco Suarez, D.）

800

研究活動スタート支援 科学研究費補助金
平22～平23 ｢金属量｣依存性による、原始惑星系円盤の散逸メカニズムの観測的解明 安井千香子 1,469
平22～平23 太陽黒点ら静隠領域・極域への磁束供給過程の解明 久保　雅仁 598
平22～平23 微少重力環境における試験質量の全自由度非接触制御法の開発 阿久津智忠 1,495
平23～平24 銀河系中心核星団の赤外線観測による、超大質量ブラックホール近傍の星形成過程の解明 西山　正吾 1,560
平23～平24 高エネルギー天体現象における磁気エネルギー解放とフレア機構の解明 高橋　博之 1,690
平23～平24 太陽系近傍のM型星を公転するトランジット地球型惑星の探索と特徴付け 成田　憲保 1,560
平22～平23 大質量星進化と超新星爆発メカニズムの統一的解明 田中　雅臣 1,495
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7.　共同開発研究・共同研究・研究集会

（1）共同開発研究
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. 宮　田　隆　志 東京大学大学院理学系研究
科天文学教育研究センター

モスアイを利用した高効率・無反射グリズムの開発

2. 酒　向　重　行 東京大学大学院理学系研究
科天文学教育研究センター

中小プロジェクト向け完全空乏型CCD読出しシステムの開発

3. 左　近　　　樹 東京大学 TMTに向けた中間赤外線イメージスライサ光学系の大フォーマット化の
ための試作・評価

4. 前　澤　裕　之 名古屋大学太陽地球環境研究所 100/200 GHz帯直列接合型SIS超伝導ミクサ素子の開発
5. 鈴　井　光　一 分子科学研究所技術課 超精密非球面加工機を用いた光学結晶材料（MgF2、CaF2、BaF2）の非

球面レンズ加工技術開発
6. 村　上　尚　史 北海道大学大学院工学研究院応用

物理学部門フォトニクス研究室
ハビタブル系外地球型惑星の直接撮像に向けた新コロナグラフシステム
の開発

7. 一　本　　　潔 京都大学理学研究科附属天文台 撮像分光のための狭帯域チューナブルフィルターの開発
8. 秋　山　正　幸 東北大学理学研究科天文学専攻 TMT多天体補償光学系の実現に向けた実証試験
9. 永　山　貴　宏 名古屋大学大学院理学研究

科素粒子宇宙物理学専攻
IRSF用可視・近赤外線同時分光器の開発

10. 佐　藤　修　一 法政大学工学部 変位雑音フリー干渉計（DFI）を用いた標準量子限界観測の基礎研究
11. 中　川　亜紀治 鹿児島大学大学院理工学研究科 1 G–10 GHz 帯広帯域受信機システムの開発
12. 酒　井　　　剛 東京大学大学院理学系研究

科天文学教育研究センター
野辺山45 m 望遠鏡用140 GHz 帯受信機の開発

（2）共同研究
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. 矢　治　健太郎 立教大学理学部 太陽観測衛星「ひので」観測データを活用して太陽活動を伝える
2. Patryk Sofia

Lykawka
近畿大学総合社会学部総合
社会学科

地球型惑星形成と小天体軌道進化による地球と月の起源の解明

3. 野　澤　　　恵 茨城大学理学部 太陽活動領域における彩層磁場の測定と光球から彩層そしてコロナまで
広がる磁場構造の研究

4. 北　井　礼三郎 京都大学理学研究科 スペクトロヘリオグラム乾板データによる太陽周期活動の研究

（3）研究集会
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. 竹　田　洋　一 国立天文台ハワイ観測所 太陽物理学と恒星物理学の相互交流と将来的展望
2. 秋　山　正　幸 東北大学理学研究科天文学専攻 すばる次世代AOワークショップ
3. 古　澤　　　圭 名古屋大学大学院理学研究科 第41回天文天体物理若手夏の学校
4. 山　田　　　亨 東北大学大学院理学研究科 光学赤外線天文連絡会シンポジウム「大型プロジェクト時代の光赤外線

天文学」
5. 田　中　雅　臣 東京大学数物連携宇宙研究機構 次世代の多波長偏光サイエンスの開拓
6. 早　川　尚　男 京都大学基礎物理学研究所 宇宙と物質の非平衡ダイナミックス
7. 大　薮　進　喜 名古屋大学大学院理学研究科 次世代赤外線天文衛星SPICAが目指す宇宙星形成史とブラックホール進

化の解明
8. 菅　井　　　肇 京都大学大学院理学研究科 第1回可視赤外線観測技術ワークショップ
9. 大　西　浩　次 長野工業高等専門学校一般科 第1回金環日食シンポジウム

10. 横　井　喜　充 東京大学生産技術研究所 第2回天文学を中心とした理工学における乱流研究

研究交流委員会採択分
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11. 長　尾　　　透 京都大学次世代研究者育成
センター

HSC活動銀河核探査によるサイエンス

12. 梶　野　敏　貴 国立天文台理論研究部 第11回国際シンポジウム「物質の起源と銀河の進化」11th International 
Symposium on Origin of Matter and Evolution of Galaxies (OMEG11)

13. 松　永　典　之 東京大学大学院理学系研究科天文
学教育研究センター木曽観測所

日本の新たな広視野カメラを用いた変光天体探査の展望

14. 井　岡　邦　仁 高エネルギー加速器研究機構素粒
子原子核研究所理論センター

理論懇シンポジウム「理論天文学・宇宙物理学の革新」

15. 増　田　　　智 名古屋大学太陽地球環境研究所 野辺山太陽電波データ解析ワークショップ 2011

（4）NAOJ シンポジウム採択一覧
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. 青　木　和　光 国立天文台ハワイ観測所 第3回すばる国際研究集会・宇宙における物質の循環と銀河系形成

8.　施設等の共同利用

区 分 観測装置の別等 採択数 延人数 備考

観測所等の共同利用

岡山天体物理観測所
188cm鏡（プロジェクト観測） 1件  38名（0） 3機関
188cm鏡（一般） 22件 153名（2） 17機関・2カ国
188cm鏡（学位支援プログラム） 0件 0名 0機関

ハワイ観測所 89件 311名（31） 45機関・12カ国
太陽観測所 （注） （注） （注）

野辺山宇宙電波観測所

45m鏡 33件 199名（54）  50機関 ･14カ国
45m鏡（教育支援） 0件 0名 0機関
45m鏡（Short Program） 12件 63名（11）   19機関・6カ国
45m鏡（Buck up） 1件 4名 2機関
ASTE 10件 64名（8） 20機関・5カ国

野辺山太陽電波観測所 31件 144名（76）   38機関 ･8カ国
水沢 VLBI観測所 VERA 7件  42名（9）    13機関 ･6カ国
天文データセンター 132件 132名 25機関
天文シミュレーションプロジェクト 149件 149名（7） 44機関 ･6カ国
ひので科学プロジェクト 135件 135名（56） 75機関 ･17カ国

先端技術センター
施設利用 27件 126名 51機関
共同開発研究 6件 42名 20機関

共同開発研究 12件 8機関
共同研究 4件 4機関
研究集会 15件 7機関
※（　　　）内は外国人で内数。備考欄の国数は日本を含まない。
（注）現在行っているのは観測データアーカイブの公開による共同利用。WEB上でのデータ公開のため、申請・採択の手続きはなし。

（1）共同利用：岡山天体物理観測所
188cm 望遠鏡（プロジェクト観測）

代　表　者 所属機関 研　究　課　題
1.   佐　藤　文　衛 東京工業大学 視線速度精密測定によるG型巨星の惑星サーベイ III
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188cm 望遠鏡（一般）
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1.   竹　田　洋　一 国立天文台 スペクトル線輪郭解析に基づくＦ型星差動自転の研究
2.   Paul Beck Dep. for Astronomy, 

University Leuven
Probing the internal angular momentum distribution in red giants from solar-like 
oscillations

3.   亀　田　真　吾 千葉工業大学 水星外圏大気と磁気圏活動
4.   高　橋　　　隼 神戸大学 地球照の偏光分光観測
5.   成　田　憲　保 国立天文台　 Measurements of Transit Timing Variations of HAT-P-13b Caused by HAT-P-13c
6.   橋　本　哲　也 京都大学 Revealing the AGN Feedback in Nearby Seyfert Galaxies
7.  原　川　紘　季 東京工業大学 N2Kコンソーシアムによる系外惑星系候補天体のフォローアップ観測
8.  大　宮　正　士 Korea Astronomy and 

Space Science Institute
重い中質量巨星における惑星欠乏領域の惑星探索

9.  佐　藤　文　衛 東京工業大学 ヒアデス星団の早期型星における視線速度精密測定
10. 奥　村　真一郎 日本スペースガード協会 分子雲に埋もれた核崩壊型超新星母天体候補のフォローアップ分光観測
11. Poshak Gandhi ISAS/JAXA Identifying active galactic nuclei in the Kepler field
12. 竹　田　洋　一 国立天文台 K型矮星の高分散分光：解析手法の検討と銀河化学進化研究への応用
13. 瀧　田　　　怜 ISAS/JAXA 「あかり」で発見新しいTタウリ型星のスペクトル型の決定
14. 成　田　憲　保 国立天文台 高精度測光によるM型星を公転するトランジット惑星候補の発見確認観測
15. Thomas Dall European Southern 

Observatory
The Rosetta Stone of the Stars: The Interplay of Stellar Oscillations and Magnetic 
Fields

16. 亀　田　真　吾 立教大学 磁気圏活動による水星大気生成
17. 福　井　暁　彦 国立天文台 Confirmation of Transit Timing Variations (TTVs) in WASP-10b
18. 加　藤　則　行 神戸大学 分光連星系の限られた星周領域に存在できる巨大惑星の探査
19. 佐　藤　文　衛 東京工業大学 ヒアデス星団の早期型星における系外惑星探索
20. 大　貫　裕　史 東京工業大学 Detection of secondary eclipse with Ks-band
21. 大　宮　正　士 東京工業大学 惑星欠乏の中質量巨星における惑星探索
22. 原　川　紘　季 東京工業大学 N2K有力候補天体の軌道決定のための追観測

（2）共同利用：ハワイ観測所
すばる望遠鏡
S11A期

代　表　者 所属機関 研　究　課　題
1. Kurtz, Donald セントラル・ラン

カシャー大学
Resolving stellar pulsational shock waves in the extreme helium star V652Her

2. Onaka, Takashi 東京大学 Towards the firm detection of buckminsterfullerence in NGC 7023
3. Tanaka, Masayuki 東京大学 Stellar Populations of Massive Galaxies in a z = 2.15 Proto-cluster
4. Ueda, Yoshihiro 京都大学 Deep spectroscopy of stellar counterparts of ultraluminous X-ray sources
5. Kashikawa, Nobunari 国立天文台 The First Direct Detection of the First Stars
6. Narita, Norio 国立天文台 Transmission Spectroscopy of Super-Earths and Hot-Jupiters with FMOS
7. Iwata, Ikuru 国立天文台 Ionizing Radiation from High-z Galaxies in the GOODS-N
8. Bean, Jacob ハーバードスミソ

ニアン研究所
Searching for a thermal inversion in the NIR spectrum of the planet XO-2b

9. Aoki, Wako 国立天文台 U/Th chronometry for a red giant in the dwarf spheroidal galaxy Ursa Minor
10. Sobral, David エジンバラ大学 Subar-HiZELS: a matched Halpha & [OII] emission-line survey at z = 1.5
11. Matsuoka, Yoshiki 名古屋大学 The First Systematic Survey of Extended Emission-Line Regions around Quasars
12. Kawai, Nobuyuki 東京工業大学 Subaru Observations of Gamma-Ray Burst Afterglows
13. Mori, Tamami 東京大学 Revealing the AGN, starburst, and shock components in NGC 6240
14. Oguri, Masamune 国立天文台 Characterizing the strongest lenses in the universe III
15. Oka, Takeshi シカゴ大学 Studies of Gas near the Galactic Center using Infrared Spectrum of H3

+
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16. Ishiguro, Masateru ソウル大学 Composition of Flora Asteroidal Family Comet – P/2010 A2
17. Seifahrt, Andreas カリフォルニア大

学デービス校
A near Infrared Radial Velocity survey around low mass stars

18. Ouchi, Masami 東京大学 First Probe of the Physical Processes of Cosmic Reionization
19. Hashimoto, Tetsuya 京都大学 Metallicity of massive  dark  GRB host galaxies
20. Maeda, Keiichi 東京大学 A NIR View on Thermonuclear Ignition Process in Type Ia Supernovae
21. Akiyama, Masayuki 東北大学 A Search for Heavily-obscured AGNs among Galaxies at z ~ 1.5
22. Hibon, Pascale アリゾナ州立大学 Spectroscopic confirmation of z ~ 7 galaxies.
23. Yamanaka, Masayuki 広島大学 Exploring the Origin of Extremely Luminous Type Ia SN 2009dc
24. Futamase, Toshifumi 東北大学 Weak Lensing Study of Statistical Property of DM Subhalos in Coma Cluster
25. Sato, Bun'ei 東京工業大学 Precise Radial Velocity Measurements of Hyades A-type Stars
26. OKABE, Nobuhiro ASIAA Testing Hydrostatic Equilibrium of the Intracluster Medium  from the Core to the 

Virial Radi

27. Nakajima, Kimihiko 東京大学 First Determination of Metal Abundance for Lyalpha Emitters with NIRSPEC
28. Onodera, Masato CEA/Saclay Mapping the Highest Concentrations of Passive Galaxies at z > 1.4
29. Arnaboldi, Magda ESO Tracing kinematic sub-structures in the halo of the giant   elliptical galaxy M87
30. Lin, Yen-Ting 東京大学 A Suprime View of Clusters in Bootes
31. Honda, Mitsuhiko 神奈川大学 25 mum imaging of southern Herbig Ae/Be stars
32. Bakos, Gaspar ハーバードスミソ

ニアン研究所
Confirmation of HATNet Transiting Planets Using Subaru/HDS

33. Aoki, Kentaro 国立天文台 AGN Feedback Contribution of BAL Outflows
34. Yagi, Masafumi 国立天文台 Spectroscopy of peculiar extended emission-line regions in the Coma cluster
35. Matsushita, Satoki ASIAA Revealing Central 10 pc of Nearby Seyfert 2 Nucleus in M51 with COMICS
36. Furusawa, Hisanori 国立天文台 Exploring the High-z Universe in the SXDS-UDS & COSMOS-UltraVista Fields III
37. Yasui, Chikako 国立天文台 First Census of Protoplanetary Disks under High-metallicity Condition
38. Yagi, Masafumi 国立天文台 Slitless spectroscopy of small bodies on a dark cloud curtain
39. Tanaka, Ichi 国立天文台 NIR Spectroscopy of Massive Forming Galaxies in the Core of Proto-cluster at z = 2.5
40. Sugai, Hajime 京都大学 Testing the high end of the starburst X-ray luminosity function
41. Ishigaki, Miho 国立天文台 Tracking the Orbit of a Tidally Disrupting Globular Cluster Palomar 5
42. Morihana, Kumiko 東京大学 K-band Spectroscopy of Dim X-ray Sources in the Galactic Plane
43. Ito, Hiroko 総合研究大学院大学 Lithium abundances of the most metal-poor turnoff stars
44. Hirano, Teruyuki 東京大学 Uncovering the Migration History of Giant Exoplanets
45. Sakon, Itsuki 東京大学 Dust Formation in Massive Wolf-Rayet Binary Systems (III)
46. McElwain, Michael プリンストン大学 Characterizing Exoplanet Atmospheres with Occultation Differential Imaging
47. Hota, Ananda ASIAA Nature of the star forming clumps in a new 'Fireball galaxy' IC 3418
48. Shirahata, Mai ISAS Probing Molecular Tori in Seyfert-2 Galaxies through CO Absorption
48. Inada, Naohisa 東京大学 The Direct Size Measurement of Damped Lyalpha Systems through Lensed Quasars
50. Shinnaka, Yoshiharu 京都産業大学 Simultaneous Measurement of OPRs of NH3 and H2O in C/2009 P1 (Garradd) 

S11B期
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. Imanishi, Masatoshi 国立天文台 Multiple active supermassive blackholes in galaxy mergers
2. Ouchi, Masami 東京大学 Keck Deep Spectroscopy for the Most Distant Subaru LAE Candidates
3. Onaka, Takashi 東京大学 Buckminsterfullerence in reflection nebulae
4. Neuhaeuser, Ralph イェナ大学 Solving SB orbits of new young eclipsing spectroscopic binaries in Tr-37
5. Currie, Thayne NASA Atmospheric Properties of the Young Gas Giant, beta Pic b
6. Ohsawa, Ryou 東京大学 Quest for Evidence of Hydrogenation of PAHs in Evolved PNe
7. Kodama, Tadayuki 国立天文台 Completion of MAHALO-Subaru: Mapping Star Formation at 1.5<z<2.5
8. Kashikawa, Nobunari 国立天文台 The first QSOs at z~6 and 7: Spectroscopy
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9. Orton, Glenn JPL Identifying the Source of Large-Scale Atmospheric Variability in Jupiter
10. Kawai, Nobuyuki 東京工業大学 Subaru Observations of Gamma-Ray Burst Afterglows
11. Takada-Hidai, Masahide 東海大学 [S/Fe] Behavior of Very Metal-Poor Stars with the S I 1.046 µm Lines
12. Kawakita, Hideyo 京都産業大学 Inner Coma Chemistry and the Accurate Mixing Ratios of Cometary Ice
13. Aoki, Wako 国立天文台 Ba isotope ratios in most metal-poor stars
14. Yoshida, Michitoshi 広島大学 Spectro-polarimetry of starburst superwinds: kinematics of dust outflow
15. Matsubayashi, Kazuya 京都大学 Detailed Structures of Galactic Winds in Nearby Edge-on Starburst Galaxies
16. Maeda, Keiichi 東京大学 Type Ia Supernova Explosion Mechanism Through NIR Spectroscopy
17. Yabe, Kiyoto 京都大学 Mass-metallicity relation of star-forming galaxies at z~1.4
18. Tanaka, Masaomi 東京大学 Revealing 3D Structure of Core-Collapse Supernovae
19. Radovich, Mario パドヴァ天文台 A weak-lensing analysis of two new clusters discovered by the Planck survey
20. Scholz, Alexander ダブリン研究所 SONYC: Spectroscopy of planetary-mass objects in NGC 1333
21. Narita, Norio 国立天文台 Extremely High SNR and High Dispersion Transit Spectroscopy of WASP-33b
22. Kawabata, Koji 広島大学 Late-time spectroscopy of envelope-stripped SNe: Figuring the central engine
23. Okoshi, Katsuya 東京理科大学 Faint emissions from heavy absorbers II: NIR imaging spectroscopy
24. Okabe Nobuhiro ASIAA Testing Hydrostatic Equilibrium of the Intracluster Medium from the Core to the 

Virial Radius Ib

25. Kotani Takayuki ISAS/JAXA Solving the Cepheid Mass Discrepancy: Dynamical Mass Determination
26. Uno, Takeru 東北大学 Jovian H3

+ and H2 auroras: Energy transfers between neutral and plasma (retry)
27. Takada, Masahiro 東京大学 Subaru weak lensing observations of ACT SZ-selected galaxy clusters
28. Bakos, Gaspar ハーバードスミソ

ニアン研究所
Confirmation of HATNet Transiting Planets Using Subaru/HDS

29. Toshikawa, Jun 総合研究大学院大学 Searching for a Protocluster at z~6
30. Kuncarayakti, Hanindyo 東京大学 GMOS integral field spectroscopy of nearby Ib/c supernova sites
31. Narita, Norio 国立天文台 Refined Measurement of Earth's Transmission Spectrum through a Lunar Eclipse
32. Sheppard, Scott カーネギー研究所 Beyond the Kuiper Belt Edge
33. Silverman, John 東京大学 A Subaru/FMOS survey of supermassive black holes in deep fields
34. Shibuya, Takatoshi 総合研究大学院大学 Evolution of Galactic-scale Outflows in High-z Galaxies 
35. Futamase, Toshifumi 東北大学 Exploring Masses, Profiles and Shapes of Dark Matter Halos with Cluster Weak 

Lensing III

36. Minezaki, Takeo 東京大学 Mid-infrared imaging of lensed QSOs to decipher subhalos – the final target 
37. Ukita, Nobuharu 国立天文台 Imaging of a spiral dust shell around a mass-losing symbiotic binary, R Aquarii
38. Koyama, Yusei 東京大学 Physical Origin of Dusty Starbursts in the Cluster Outskirts at z=0.4
39. Sakon, Itsuki 東京大学 Mid-Infrared Late Epoch Observation of Dust Forming Novae

（3）共同利用：野辺山宇宙電波観測所
45m 鏡一般

代　表　者 　所属機関　　 研　究　課　題
1.      IONO, Daisuke 国立天文台 Charting the Evolution of Merger Remnants Through Sensitive CO Observations
2.      ARAKI, Mitsunori 東京理科大学 Confirmation of Identification of H2CCC as a Diffuse Interstellar Band Carrier
3.      HAYASHI, Masahiko 東京大学 A Continued HCO+ Survey for New Gas Disk Targets
4.      YAMASHITA, Takuji 東京工業大学／ ISAS A Complete 12CO(J=1–0) Survey of the GOALS LIRG Sample with the SAM45 spectrometer
5.      CASASOLA, Viviana INAF-IRA Bologna A 3mm spectral scan of the LIRG NGC 4418
6.      BAES Maarten Universiteit Gent The missing molecular gas in the Local Group dwarf elliptical NGC 205
7.      DAVIS, Timothy Oxford University/ESO The physical conditions of molecular gas in extreme starforming environments
8.   IKEDA, Norio ISAS/JAXA Dense Core Survey in the California Molecular Cloud
9.   TAKITA, Satoshi ISAS/JAXA A search for the molecular gas toward the curcumstellar disks around the new 

isolated T Tauri stars discovered by AKARI

10.  NAKAMURA, Fumitaka 国立天文台 Revealing the Internal Structure in the Cluster-Forming Dense Clump of Serpens South
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11.  YAMAGUCHI, Takahiro 東京大学 The Shock Chemistry of the EHV outflow from L1448 C(N)
12.  WATANABE, Yoshimasa 東京大学 Exploring Averaged Chemical Composition of GMCs in the Spiral Arm M51
13.  SHIMOIKURA, Tomomi 東京学芸大学 Cluster Fprmation in S247 and S252
14.  TSUBOI, Yohko 中央大学 Nobeyama 45 m – Multi-wavelength observations of a giant flare on V773 Tau at 

periastron passage

15.  TOSAKI, Tomoka 上越教育大学 Spectral scans toward two extragalactic dense molecular clouds with the different evolutionary 
stage along the propagation of star formation in the supergiant HII region NGC 604

16.   IINO, Takahiro 名古屋大学 Follow up observation of Jupiter's atmosphere 18 years after the cometary impact
17.   FUKUDA, Arisa 茨城大学 Millimeter continuous wave observation of a possible candidate for ultra high 

energy cosmic ray source CRATES J0939-1731

18.   HIROTA, Akihiko 国立天文台 Simultaneous 13CO(1–) and C18O(1–0) mapping observation toward the southern 
spiral galaxy M83

19.   SAKAI, Nami 東京大学 Deuterium Fractionation of WCCC Sources: A Key to Explore the History of Prestellar Cores
20.   NISHIKAWA, Ayano 慶應義塾大学 Search for Birthplace of Massive Stellar Cluster in the Central Molecular Zone
21.   DAVIS, Timothy A. ESO Understanding AGN feedback with gas chemistry in NGC1266
22. ALLAERT, Flor Universiteit Gent The gas-to-dust ratio in edge-on spiral galaxies
23. HIROTA, Tomoya 国立天文台 Mapping observations of chemically youngest less dense cores
24. SOMA, Tatsuya 東京大学 Origin of Abundant CH3OH in Starless Cores
25. SALAK, Dragan 筑波大学 Dense Molecular Gas in the Nuclear Regions of Nearby Seyfert Galaxies: A Line 

Survey

26. HSIEH, Pei-Ying ASIAA Dense/Shocked Nuclear Spirals in the Galactic Central Molecular Zone
27. CHONG, Sze-Ning 鹿児島大学 New Simultaneous Observations of HCN and SiO Emissions Including Masers in 

Both Carbon- and Oxygen-rich Evolved Stars

28. KOYAMATSU, Shin 東京大学 Mapping of the Dispersing Envelope around the Late-Stage Class I Protostar L43
29. TOKUDOME, Tomoya 東京大学 Exploring the Gas-phase Production of CO2 in Dark Cloud Cores
30. YEN, Hsi-Wei ASIAA Unveiling the Connection between the Rotation of Natal Dense Cores and the Disk 

Formation around Class 0 and I Protostars

31. NAKAI, Naomasa 筑波大学 Monitoring Velocities of a Water Megamaser in an AGN NGC 5495 to Determine 
its Geometric Distance

32. KOHNO, Kotaro 東京大学 Multi-line and Multi-transition analysis of dense molecular gas in the central kpc 
region of NGC 1097

33. CHUNG, Aeree Yonsei University Molecular Gas Content of Galaxies in Abell 963, a Cluster with the Highest 
Fraction of Blue Galaxies at z=0.2

45 m Short Program
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1.      NAKASHIMA, Jun-ichi Universituy of Hong Kong Systematic Methanol Observation of the Enigmatic IRAS Source 19312+1950
2.      FONTANI, Francesco INAF-OAA The relation between deuterated fraction and evolution in massive star forming cores
3.      PAN, Hsi-An 総合研究大学院大

学／国立天文台
Radial Variation of 12CO(J=1–0) and 13CO(J=1–0) Emissions in Galactic Disk of NGC 628

4.      HIROTA, Tomoya 国立天文台 Follow-up Observations of the C4H lines in Dense Molecular Cloud Cores
5.      HIGUCHI, Aya JAO／国立天文台 A Mapping Observation of Dense Clumps Associated with the Youngest Cluster 

Forming Region, Serpens South

6.      HAGIWARA, Yoshiaki 国立天文台 Confirming marginally-detected H2O masers towards Narrow-line Seyfert 1 galaxies
7.      YAMAGUCHI, Takahiro 東京大学 Detection of Phosphorus Nitride in NGC 1333 IRAS 4
8.      FURUYA, Ryuta 東京大学 An Origin of Widespread SiO Emission in the Massive Clump of NGC2264C
9. ONISHI, Toshikazu 大阪府立大学 Observational Detection of Turbulent Ambipolar Diffusion in A Cluster-Forming 

Clump, L1641-N

10. MOTOGI, Kazuhito 北海道大学 Molecular Environment around High Mass Protostellar Object G353.273+0.641



142 III   機構

11. KOBAYASHI, Naoto 東京大学 Search for CO Emission and Star-forming Signatures in High-Velocity-Cloud
12. TACHIHARA, Kengo JAO／国立天文台 The turbulent fine structures in the inter-stellar medium

45m Buck up
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. Fujisawa, Kenta 山口大学 Time Variation of CH3OH Masers and its Relation to the Stages of Massive Star Formation

ASTE
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. IMAI, Hiroshi 鹿児島大学 Anomaly of the 12CO and 13CO J = 3–2 line intensity ratio towards the “water 
fountain” source IRAS 16342-3814

2. LEE, Chang Won Korea Astronomy and 
Space Science Institute

Conrming Outflow activity of a VeLLO, L328-IRS - A Proto-brown Dwarf 
Candidate

3. SAITO, Masao 国立天文台 Molecular cloud properties and cluster formation in Supernovae-Supernovae 
interacting regions

4. SAKAI, Nami 東京大学 Observation of H2D+ in Lupus-1A: Tracing the Evolutionary Stage
5. SASHIDA, Tomoro 慶應義塾大学 Submillimeter CO Mapping of Spatially-Exteded Wing Emission in the W44 

Molecular Cloud

6. SHIBATA, Daiki 東京大学 Change in Deuterium Fractionation in the Vicinity of Low-Mass Protostars
7.      TOSAKI, Tomoka 上越教育大学 Highly excited dense molecular lines toward starburst/star-forming regions
8.      TACHIHARA, Kengo JAO／ 国立天文台 Shock heated regions around young protostars
9.      MOMOSE, Munetake 茨城大学 Multi-line study at λ = 0.85 mm of two Herbig Be stars in Chamaeleon

10.      KIYOKANE, Kazuhiro 東京大学 Search for gaseous disk around 10 Myr-old stars in β Pic Assosication at 31 pc

（4）共同利用：野辺山太陽電波観測所
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. Vats, H. O. Phys. Res. Lab. (India) North-south asymmetry in the solar coronal rotation
2. Abramov-Maximov, V. E. Pulkovo Obs. (Russia) Multilevel Analysis of Oscillation Motions in Active Regions of the Sun
3. Prosovetsky, D. V. ISTP (Russia) The Connection of Solar Wind Parameters with Radio and UV Emission from Coronal Holes
4. Sych, R. NAOC (China) Frequency drifts of 3-min oscillations in microwave and EUV emission above sunspots
5. Chorley, N. U. Warwick (UK) Period persistence of long period oscillations in sunspots
6. Reznikova, V. E. 国立天文台 Three-minute Oscillations above Sunspot Umbra Observed with the Solar Dynamics 

Observatory/Atmospheric Imaging Assembly and Nobeyama Radioheliograph

7. Chernov, G. P. NAOC (China) Spectral and spatial observations of microwave spikes and zebra structure in the 
short radio burst of May 29, 2003

8. Kallunki, J. Aalto U. (Finland) The statistical study of quasi-periodic oscillations of the radio emission in solar quiet regions
9. Kawate, T. 京都大学 Center-to-Limb Variation of Radio Emissions from Thermal-Rich and Thermal-

Poor Solar Flares

10. Rosa, R. R. INPE (Brazil) Gradient spectral analysis of solar radio flare superevents
11. Ichimoto, K. 京都大学 High speed imaging system in continuum and Hα at the Hida observatory for the 

study of high energy particles in solar flares

12. Masuda, S. 名古屋大学 An extremely microwave-rich flare observed with Nobeyama Radio Heliograph
13. Goto, T. 名古屋大学 New loss-process for accelerated electrons around the flare loop-top?
14. Abramov-Maximov, V. E. Pulkovo Obs. (Russia) Quasi-periodic Oscillations of Solar Active Regions in Connection with Their Flare 

Activity - NoRH Observations

15. Huang, G. PMO (China) Co-analysis of Solar Microwave and Hard X-Ray Spectral Evolutions. II. In Three 
Sources of a Flaring Loop

16. Smirnova, V. U. Turku (Finland) Long-period oscillations of millimeter emission above sunspots
17. Yuan, D. U. Warwick (UK) Leakage of long-period oscillations from the chromosphere to the corona
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18. Kundu, M. R. U. Maryland (USA) Sunspots at centimeter wavelengths
19. Nita, G. M. NJIT (USA) Three-dimensional Structure of Microwave Sources from Solar Rotation 

Stereoscopy Versus Magnetic Extrapolations

20. Grechnev, V. V. ISTP (Russia) Solar flare-related eruptions followed by long-lasting occultation of the emission in 
the He II 304 Å line and in microwaves

21. Selhorst, C. L. U. do Vale do Paraiba 
(Brazil)

The Behavior of the 17 GHz Solar Radius and Limb Brightening in the Spotless 
Minimum XXIII/XXIV

22. Chen, Q. Stanford U. (USA) RHESSI and SDO Observation Of HXR and UV/EUV Emissions in the 2011 
March 7 Solar Flare

23. Shibasaki, K. 国立天文台 Imaging Observations of Coronal Magnetic Field by Nobeyama Radioheliograph
24. Yashiro, S. Catholic U. (USA) Investigation of solar flares without Coronal Mass Ejections observed by Nobeyama 

Radio Heliograph

25. Gopalswamy, N. NASA (USA) Behavior of Solar Cycles 23 and 24 Revealed by Microwave Observations
26. Song, Q. PMO (China) Co-analysis of Solar Microwave and Hard X-Ray Spectral Evolutions. I. In Two 

Frequency and Energy Ranges

27. Kawate, T. 京都大学 Hard X-ray and Microwave Emissions from Solar Flares with Hard Spectral Indices
28. 大　川　明　宏 茨城大学 NOAA11305で観測された黒点振動の多波長解析
29. 大　山　真　満 滋賀大学 2010年6月20日のフィラメント噴出の多点観測
30. 川　手　朋　子 京都大学 硬い硬X線スペクトルを持つフレアイベントの電波スペクトル
31. 増　田　　　智 名古屋大学 野辺山電波ヘリオグラフが観測した第24太陽活動周期の全太陽フレアの多波長解析1

（5）共同利用：水沢 VLBI 観測所（VERA）
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1. 今　井　　　裕 鹿児島大学 VLBI sampling of SiO v = 3 (J=1→0) maser sources
2. 林　　　隆　之 国立天文台 Probing the core activity of broad absorption line quasars
3. Sang-Sung Lee Korea Astronomy and 

Space Science Institute
Q-band imaging survey

4. 志　野　　　渚 山口大学 Mapping observations of the 6.7 GHz methanol maser sources showing both 
characteristics of class I and class II

5. 杉　山　孝一朗 山口大学 Astrometry of the H2O Masers in the Periodic Flux Variation Source G12.681–0.182
6. Soon-Wook Kim Korea Astronomy and 

Space Science Institute
Two Topics with Dual Beam: Masers and Evolution of Outflows in Star-forming 
Region W75N and Flares and Jets in Black Hole Microquasar Cyg X-3 with KVN

7. 秦　　　和　弘 総合研究大学院大学 Measurements of the velocity field of the M87 jet at 10–1000 Schwarzschild radii 
from the black hole

（6）共同利用　：　先端技術センター
施設利用

代　表　者 所属機関 研　究　課　題
1.   秋田谷　　　洋 広島大学宇宙科学センター TMT用セグメント鏡の開発
2.   本　原　顕太郎 天文学教育研究センター TAO用近赤外線カメラSWIMSの開発
3.   佐々木　敏由紀 ハワイ観測所 中国西部意域天文サイト調査用機器の開発・整備
4.   大　橋　正　健 宇宙線研究所 特殊コーティング装置による超高性能光学素子の開発
5.   高　橋　竜太郎 重力波プロジェクト室 LCGT用ペイロードの開発
6.   海老塚　　　昇 名古屋大学 新しい回路格子の開発
7.   森　野　潤　一 光赤外研究部 HICIAO光学素子の検査
8.   西　川　　　淳 光赤外研究部 干渉型波面センサーの開発および実験
9.   大　朝　由美子 埼玉大学 堂平91 cm望遠鏡を用いた研究観測システムの整備・開発

10.   北　本　俊　二 立教大学 Astro-H搭載機器 のアウトガス測定
11.   北　本　俊　二 立教大学 X線干渉計のための多層膜ミラーおよびビームスプリッターの平面度の測定
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12.   郷　田　直　輝 JASMINE検討室 JASMINE計画のための基礎技術開発および技術実証
13.   橋　本　　　修 ぐんま天文台 ぐんま天文台150 cm望遠鏡搭載観測装置の製作および特性評価試験
14.   末　松　芳　法 ひので科学プロジェクト 太陽用2次元同時分光装置の開発及び太陽観測
15.   花　岡　庸一郎 太陽観測所 地上太陽光学観測データの実時間処理システムの開発
16.   大　嶋　晃　敏 天文シミュレーション

プロジェクト
天文台三鷹キャンパスの環境放射線の測定と放射線核種の調査

17.   安　島　泰　雄 高エネルギー加速器研究
機構機械工学センター

超伝導加速空洞製造技術の開発（ILC計画）における金型の形状測定

18.   本　原　顕太郎 天文学教育研究センター アタカマ1 m望遠鏡計画
19.   秋田谷　　　洋 広島大学宇宙科学センター 可視赤外線同時撮像装置HONIRの開発
20.   松　尾　太　郎 太陽系外惑星探査

プロジェクト
TMTにおける地球型系外惑星探査装置（SEIT）の観測方式の実証実験

21.   入　交　芳　久 情報通信研究機構 THz帯超伝導高感度受信機性能評価
22.   黒　田　和　典 茨城大学 CTA大口径望遠鏡に用いる光学素子の開発
23.   濤　崎　智　佳 上越教育大学 天体の動きを観察できる全天モニターカメラの開発
24.   花　田　英　夫 RISE月探査プロジェクト SELENE-2のための月面天測望遠鏡および反射鏡の開発
25.   羽　澄　昌　史 高エネルギー加速

器研究機構
宇宙背景放射観測用超伝導検出器の開発

26.   斎　藤　　　泉 栃木県子ども総合科学館 金環日食に向けた太陽観察用フィルタの透過率測定
27.   下　地　伸　明 琉球大学 雷撮影のための光学システムの構築

共同開発研究
代　表　者 所属機関 研　究　課　題

1.   前　澤　裕　之 名古屋大学 ミリ／サブミリ波帯SIS超電導素子の製作
2.   石　野　宏　和 岡山大学 ミリ波検出用超伝導検出器の開発
3.   片　 　宏　一 JAXA/ISAS 中間赤外線イメージスライサMIRSISの開発とイメージスライサ大型化の検討
4.   鳥　居　龍　晴 名古屋大学　　 超精密非球面加工機を用いた光学結晶材料（MgF2、CaF2、BaF2）の非球

面レンズ加工技術開発
5.   佐　藤　修　一 法政大学 変位雑音フリー重力波検出器およびDPF主干渉計の開発
6.   塩　谷　圭　吾 JAXA/ISAS スペースオプティクスの開発
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9.　総合研究大学院大学・大学院教育等

（1）総合研究大学院大学物理科学研究科天文科学専攻

　総合研究大学院大学は、大学共同利用機関と連係・協力し
て、大学院教育を進めるために設立され、文化科学・数物科
学・生命科学・先導科学の4研究科からなる独立大学院であっ
たが、平成16年4月に数物科学研究科を物理科学研究科、高
エネルギー加速器科学研究科、複合科学研究科に改組し、合
計6研究科となり、博士課程の教育研究を行っている。
　国立天文台は、物理科学研究科天文科学専攻として、平成
4年度から博士後期課程の学生を受け入れている。さらに平
成18年度から5年一貫制の学生を受け入れている（平成16
年4月より数物科学研究科から物理科学研究科に改組）。

1．天文科学専攻の概要
　世界最先端の観測装置やスーパーコンピュータを有する研
究環境の下で、天文学および関連する分野の観測的・理論的、
また装置開発に関わる研究を通じ、世界第一線で活躍できる
研究者、先端技術の発展を担う専門家、および高度な専門知
識を背景に科学の普及に努める人材の育成を目的とする。
　入学定員：2名〔5年一貫制博士課程1学年について〕
　　　　　　3名〔博士後期課程1学年について〕
　学　　位：博士（学術）〔博士論文の内容によっては理学
　　　　　　又は工学〕を授与

2．天文科学専攻のアドミッションポリシー
《求める学生像》
　天文・宇宙に強い関心があり、解明しようとする問題に、
理論的・観測的研究、あるいは観測装置の開発研究を通して
取り組む意欲があり、基礎学力のみならず論理性、創造性な
ど、必要な素養を持つ学生を求める。

3．専攻の内容
《講座編成》
光赤外線天文学系講座
［教育・研究指導分野］

地上天文観測／光・赤外線望遠鏡システム／惑星／太陽・
恒星・星間物質／銀河・宇宙

電波天文学系講座
［教育・研究指導分野］
地上天文観測／電波望遠鏡システム／太陽・恒星・星間物
質／銀河

共通基礎天文学系講座
［教育・研究指導分野］
精密計測／大気圏外観測／天文情報数値解析／地球・惑星・
太陽／銀河・宇宙

4．研究力と適性を磨くコース別教育プログラム
　物理科学研究科では、平成21年度より文部科学省「組織
的な大学院教育改革推進プログラム」に基づく「研究力と適
性を磨くコース別教育プログラム」を開始し、平成23年度
には、基本コース、先端研究指向コース、プロジェクト研究
指向コース、開発研究指向コースを開講した。天文科学専攻
では、基本コース4名、先端研究指向コース3名の学生を採
用した。また、大学院の基礎教育の実質化をはかるために、
研究科共通専門基礎科目として、「観測天文学概論 II（太陽
系の科学）」をE－ラーニング科目として開講し、昨年度に
引き続き「科学英語演習」と「英語によるプレゼンテーショ
ン」を開講した。
　学生の国際的通用性を高めるために、アジア冬の学校を開
催したほか、学部学生に天文科学専攻での研究を体験して
もらうために、夏の体験入学「サマーステューデント2011」
を三鷹、野辺山、水沢、ハワイの各キャンパスで開催した。
このほか、物理科学研究科の5専攻の合同で「学生セミナー」
を浜松市で開催し、研究科の一体感の向上と相互理解を深め
た。学生に対する経済的支援として、従来のリサーチアシス
タント制度に加えて、天文科学専攻の学生を対象とした准研
究員制度を運用している。
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（2）総合研究大学院大学物理科学研究科天文科学専攻関係者名簿
（平成 24年 3月 31日現在）

併任教員（計 97名）
天文科学専攻長　　　観山　正見

光赤外線天文学系講座 電波天文学系講座 共通基礎天文学系講座
有　本　信　雄 教　授 川　口　則　幸 教　授 櫻　井　　　隆 教　授
家　　　正　則 教　授 川　邊　良　平 教　授 柴　㟢　清　登 教　授
大　橋　永　芳 教　授 小　林　秀　行 教　授 常　田　佐　久 教　授
郷　田　直　輝 教　授 佐々木　　　晶 教　授 富　阪　幸　治 教　授
小　林　行　泰 教　授 立　松　健　一 教　授 福　島　登志夫 教　授
関　口　和　寛 教　授 野　口　　　卓 教　授 藤　本　眞　克 教　授
高　見　英　樹 教　授 真　鍋　盛　二 教　授 水　本　好　彦 教　授
野　口　邦　男 教　授 森　田　耕一郎 教　授 吉　田　春　夫 教　授
渡　部　潤　一 教　授 井　口　　　聖 准教授 渡　邊　鉄　哉 教　授
泉　浦　秀　行 准教授 鵜　澤　佳　徳 准教授 縣　　　秀　彦 准教授
浮　田　信　治 准教授 奥　村　幸　子 准教授 市　川　伸　一 准教授
臼　田　知　史 准教授 久　野　成　夫 准教授 大　石　雅　寿 准教授
柏　川　伸　成 准教授 柴　田　克　典 准教授 梶　野　敏　貴 准教授
兒　玉　忠　恭 准教授 出　口　修　至 准教授 小久保　英一郎 准教授
佐々木　敏由紀 准教授 花　田　英　夫 准教授 末　松　芳　法 准教授
髙　遠　徳　尚 准教授 本　間　希　樹 准教授 関　井　　　隆 准教授
竹　田　洋　一 准教授 松　尾　　　宏 准教授 関　本　裕太郎 准教授
田　村　元　秀 准教授 松　本　晃　治 准教授 高　田　唯　史 准教授
林　　　左絵子 准教授 浅　山　信一郎 助　教 中　村　文　隆 准教授
宮　崎　　　聡 准教授 荒　木　博　志 助　教 花　岡　庸一郎 准教授
青　木　和　光 助　教 伊王野　大　介 助　教 原　　　弘　久 准教授
今　西　昌　俊 助　教 上　田　暁　俊 助　教 阿久津　智　忠 助　教
小宮山　　　裕 助　教 梅　本　智　文 助　教 生　田　ちさと 助　教
相　馬　　　充 助　教 江　澤　　　元 助　教 伊　藤　孝　士 助　教
辻　本　拓　司 助　教 亀　谷　　　收 助　教 大須賀　　　健 助　教
矢　野　太　平 助　教 河　野　裕　介 助　教 勝　川　行　雄 助　教
眞　山　　　聡（※） 助　教 齋　藤　正　雄 助　教 鹿　野　良　平 助　教

寺　家　孝　明 助　教 工　藤　哲　洋 助　教
砂　田　和　良 助　教 久　保　雅　仁 助　教
髙　野　秀　路 助　教 固　武　　　慶 助　教
田　村　良　明 助　教 下　条　圭　美 助　教
中　西　康一郎 助　教 辰　巳　大　輔 助　教
萩　原　喜　昭 助　教 田　中　雅　臣 助　教
廣　田　朋　也 助　教 浜　名　　　崇 助　教
三　好　　　真 助　教

※眞山助教は総合研究大学院大学 学融合推進センター所属
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大学院学生（計 30名）
第 1学年（5名）
氏　　　　名 主任指導教員 指 導 教 員
舘　洞　すみれ 有　本　信　雄 兒　玉　忠　恭
濟　藤　祐理子 林　　　左絵子 柏　川　伸　成
橋　詰　克　也 藤　本　眞　克
松　澤　　　歩 井　口　　　聖 川　口　則　幸

Oh Daehyeon 田　村　元　秀 高　見　英　樹

第 2学年（2名）
氏　　　　名 主任指導教員 指 導 教 員

Min Cheul Hong 本　間　希　樹 柴　田　克　典
利　川　　　潤 柏　川　伸　成 兒　玉　忠　恭

第 3学年（8名）
氏　　　　名 主任指導教員 指 導 教 員
石　㟢　剛　史 柏　川　伸　成 家　　　正　則
今　瀬　佳　介 兒　玉　忠　恭 有　本　信　雄
末　永　拓　也 田　村　元　秀 臼　田　知　史
坂　井　伸　行 本　間　希　樹 柴　田　克　典
佐　古　伸　治 渡　邊　鉄　哉 関　井　　　隆
Sukom Amnart 田　村　元　秀 泉　浦　秀　行
Anjali John K 末　松　芳　法 常　田　佐　久
Pan Hsi-An 久　野　成　夫 川　邊　良　平

第 4学年（3名）
氏　　　　名 主任指導教員 指 導 教 員
伊　藤　紘　子 竹　田　洋　一 野　口　邦　男
澁　谷　隆　俊 家　　　正　則 柏　川　伸　成

Kwon Jungmi 田　村　元　秀 林　　　左絵子

第 5学年（10名）
氏　　　　名 主任指導教員 指 導 教 員
内　海　洋　輔 宮　崎　　　聡 小　林　行　泰
大　井　　　渚 有　本　信　雄 兒　玉　忠　恭
富　田　賢　吾 富　阪　幸　治 中　村　文　隆
秦　　　和　弘 川　口　則　幸 小　林　秀　行
小　池　一　隆 出　口　修　至 川　口　則　幸
佐　藤　八重子 田　村　元　秀 林　　　左絵子
堀　井　　　俊 渡　部　潤　一 縣　　　秀　彦
Zhao Zhengshi 有　本　信　雄 兒　玉　忠　恭
金　子　紘　之 久　野　成　夫 川　邊　良　平
鈴　木　重太朗 梶　野　敏　貴 小久保　英一郎

研究生（2名）
氏　　　　名 主任指導教員
江　口　智　士 藤　本　眞　克
鈴　木　重太朗 梶　野　敏　貴

教員（計 14名）
小　林　秀　行　　教　授 家　　　正　則　　教　授 奥　村　幸　子　　准教授 原　　　弘　久　　准教授
常　田　佐　久　　教　授 川　邊　良　平　　教　授 梶　野　敏　貴　　准教授 小久保　英一郎　　准教授
藤　本　眞　克　　教　授 小　林　行　泰　　教　授 関　本　裕太郎　　准教授
郷　田　直　輝　　教　授 山　下　卓　也　　教　授 水　野　範　和　　准教授

（3）東京大学大学院理学系研究科との教育研究の連携・協力

大学院学生（計 26名）
氏　　　　名 指 導 教 員
青　木　邦　哉  原　　　弘　久
泉　田　史　杏 梶　野　敏　貴
佐　藤　仙　一 家　　　正　則
関　根　正　和 関　本　裕太郎
原　　　拓　自 郷　田　直　輝
原　　　千穂美 川　邊　良　平
藤　井　浩　介 水　野　範　和
秋　山　和　徳 小　林　秀　行
大　友　雄　造 川　邊　良　平

氏　　　　名 指 導 教 員
清　兼　和　紘 奥　村　幸　子
志　村　勇　樹 小　林　行　泰
釋　　　宏　介 梶　野　敏　貴
陳　　　　　 藤　本　眞　克
藤　井　顕　彦 小久保　英一郎
植　田　準　子 川　邊　良　平
高　橋　安　大 田　村　元　秀
林　　　隆　之 小　林　秀　行
樋　口　祐　一 家　　　正　則

氏　　　　名 指 導 教 員
Rusu Cristian Eduard 家　　　正　則
小　山　翔　子 小　林　秀　行
但　木　謙　一 家　　　正　則
中　島　亜紗美 山　下　卓　也
和　泉　　　究 藤　本　眞　克
成　瀬　雅　人 関　本　裕太郎
三　浦　理　絵 奥　村　幸　子
百　瀬　莉恵子 奥　村　幸　子

（4）その他大学院との教育研究の連携・協力（該当なし）
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花　岡　庸一郎 京都大学大学院理学研究科准教授併任
小久保　英一郎 鹿児島大学大学院理工学研究科准教授併任
松　尾　　　宏 東邦大学大学院理学研究科客員教授
山　下　卓　也 広島大学大学院理学研究科客員教授
柳　澤　顕　史 広島大学大学院理学研究科客員准教授
佐　々　木　晶 東北大学大学院理学研究科客員教授

（6）大学院教育

○総合研究大学院大学物理科学研究科天文科学専攻
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研　究　課　題

舘　洞　すみれ 有本 兒玉 楕円銀河の形態の起源の研究
濟　藤　祐理子 林（左） 柏川 超巨大ブラックホールと銀河の宇宙論的共進化
橋　詰　克　也 藤本 大型レーザー干渉計を用いた重力波検出器の開発及び重力波現象の探査
松　澤　　　歩 井口 川口 ALMAアンテナの科学的性能評価
Oh Daehyeon 田村 高見 系外惑星・褐色矮星とその形成現場の観測的研究
Min CheulHong 本間 柴田 VERAを用いたSymbiotic starの研究
利　川　　　潤 柏川 兒玉 z~6における原始銀河団
石　㟢　剛　史 柏川 家 すばる望遠鏡を用いた赤方偏移 z~6/7クェーサー探査
今　瀬　佳　介 兒玉 有本 高赤方偏移QSOのブラックホール質量の進化、およびAGNの環境依存性
末　永　拓　也 田村 臼田 赤外線による系外惑星・褐色矮星とその大気の研究
坂　井　伸　行 本間 柴田 VERAを用いた銀河系回転曲線の研究
佐　古　伸　治 渡邊 関井 極域X線ジェットと光球磁場の関係を探るための統計的研究
Sukom Amnart 田村 泉浦 赤外線観測による系外惑星と星惑星形成の研究
Anjali John K 末松 常田 Study of Solar Spectro-polarimetry and Magnetic Reversal of the Sun's Poles
Pan Hsi-an 久野 川邊 Molecular Gas and Star Formation Properties in Spiral Galaxy
伊　藤　紘　子 竹田 野口（邦） スペクトル解析にもとづく宇宙初期世代星の研究
澁　谷　隆　俊 家 柏川 最遠方銀河の形成過程の解明
Kwon Jungmi 田村 林（左） 赤外線による星周構造の研究
内　海　洋　輔 宮崎 小林（行） 弱重力レンズ効果を利用した宇宙構造形成の研究
大　井　　　渚 有本 兒玉 （超）高光度赤外線銀河とQSOの進化関係を探る
富　田　賢　吾 富阪 中村 3次元多重格子輻射磁気流体力学シミュレーションを用いた星形成現象の系統的研究
秦　　　和　弘 川口 小林（秀） VLBI を用いた活動銀河ジェットの観測的研究
Zhao ZhengShi 有本 兒玉 すばる望遠鏡による青い彷徨い星の起源の解明
小　池　一　隆 出口 川口 低温矮星における電波放射機構に関する研究
佐　藤　八重子 田村 林（左） 赤外線による原始星の研究
堀　井　　　俊 渡部 縣 流星群の出現予測に関する理論および観測的研究
金　子　紘　之 久野 川邊 相互作用初期段階にある銀河ペアの分子ガスと星形成の研究
鈴　木　重太朗 梶野 小久保 重力崩壊型超新星にみる宇宙進化の解明と残存超新星起源ニュートリノの観測予測

研究生 指導教員 研　究　課　題
江　口　智　士 藤本 スペース重力波アンテナDECIGOのシミュレータ開発
鈴　木　重太朗 梶野 大質量星の形成史と残存超新星起源ニュートリノ

（5）連携大学院併任教員
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10.　非常勤講師・委員会委員等

非常勤講師
青山学院大学 縣　　　秀　彦
放送大学学園 縣　　　秀　彦
山梨大学大学教育研究開発センター 伊王野　大　介
岡山大学大学院 泉　浦　秀　行
東京学芸大学 梅　本　智　文
大阪大学 大　橋　永　芳
学習院大学 梶　野　敏　貴
実践女子大学 梶　野　敏　貴
日本女子大学 梶　野　敏　貴
山梨大学教育研究開発センター 川　邊　良　平
青山学院大学 木　内　　　等
電気通信大学 工　藤　哲　洋
東京大学教養学部 小久保　英一郎
首都大学東京 固　武　　　慶
山梨大学大学教育研究開発センター 齋　藤　正　雄
東北大学大学院理論研究科 柴　田　克　典
東北大学大学院理学研究科 柴　田　克　典
東京大学理学部 竹　田　洋　一
青山学院大学 辻　本　拓　司
千葉大学理学部 中　村　文　隆
東京農工大学農学府・農学部 濱　名　　　崇
東京大学理学部 福　島　登志夫
東京大学理学部 藤　本　眞　克
東京大学教養学部 本　間　希　樹
北海道大学理学部 本　間　希　樹
放送大学学園 宮　地　竹　史
明治大学理工学部 三　好　　　真
早稲田大学 三　好　　　真
電気通信大学 矢　野　太　平
千葉大学理学部 山　下　卓　也

委員会委員等
（社）日本天文学会早川基金選考委員 青　木　和　光

（社）日本地球惑星科学連合教育問
題検討委員

縣　　　秀　彦

三鷹市ユビキタス・コミュニティ推
進協議会委員

縣　　　秀　彦

名古屋大学産学連携推進本部外部評価委員 縣　　　秀　彦
筑波大学理工学郡理数学生支援プロ
ジェクト評価委員

縣　　　秀　彦

電気通信大学建設に係る総合評価審
査委員会委員

浅　田　常　明

（財）天文学振興財団選考委員会委
員【第9期】

有　本　信　雄

東京大学大学院理学系研究科博士学
位論文審査委員会委員

有　本　信　雄

情報・システム研究機構統計数理研
究所運営会議委員

家　　　正　則

岡山県教育委員会岡山県生涯学習セン
ター機能強化基本計画等検討委員会委員

泉　浦　秀　行

東京大学大学院理学系研究科博士学
位論文審査委員会委員

稲　谷　順　司

サイエンティフィック・システム研
究会企画委員

大　石　雅　寿

総務省情報通信国際戦略局情報通信
審議会委員

大　石　雅　寿

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

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

自然科学研究機構分子科学研究所 分子
科学研究所装置開発室運営委員会委員

沖　田　喜　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

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

○国立天文台の研究施設等を使用して取得された学位
学位論文題目

内海　洋輔（総研大博士） Testing Λ Cold Dark Matter Paradigm with Weak Lensing
大井　　渚（総研大博士） Evolution of Luminous Infrared Galaxies Revealed by Near-Infrared Imaging of Host Galaxies
富田　賢吾（総研大博士） Radiation Magnetohydrodynamic Simulations of Star Formation Processes
秦　　和弘（総研大博士） Toward the Origin of AGN Jet: VLBI Study of Messier 87
金子　紘之（総研大博士） Molecular Gas Properties and Star Formation in Interacting Galaxies
鈴木重太朗（総研大博士） Cosmic History of Core-Collapse Supernovae and Supernova Relic Neutrinos
伊藤　紘子（総研大修士） A Chemical Abundance Study of the Extremely Metal-Poor Star BD+44°493
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アメリカ国立電波天文台（NRAO）
AVI評価委員会委員

川　邊　良　平

（独）宇宙航空研究開発機構宇宙理
学委員会委員

川　村　静　児

（社）日本天文学会欧文研究報告編集委員 久　野　成　夫
東京大学大学院理学系研究科博士学
位論文審査委員会委員

久　野　成　夫

茨城大学宇宙科学教育センター外部
評価委員

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

東京大学大学院工学系研究科博士学
位請求論文の審査委員会委員

小　林　行　泰

東京大学数物連携宇宙研究機構技術
審査委員

小宮山　　　裕

日本学術会議事務局地球惑星科学委員
会国際対応分科会STPP小委員会委員

櫻　井　　　隆

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

（独）宇宙航空研究開発機構宇宙探
査委員会委員

佐々木　　　晶

東京大学大学院工学系研究科原子力
専攻共同利用研究計画委員会委員

佐々木　　　晶

（独）宇宙航空研究開発機構宇宙理
学委員会

佐々木　　　晶

（独）宇宙航空研究開発機構 「はやぶさ」
サンプル分析国際A/O実施委員会委員

佐々木　　　晶

（財）天文学振興財団選考委員会委
員【第9期】

柴　田　克　典

（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

東京大学大学院理学系研究科博士学
位論文審査委員会委員

田　村　元　秀

東京工業大学大学院理工学研究科 
地球惑星科学専攻外部評価委員

田　村　元　秀

ANNUAL REVIEWS社編集委員 常　田　佐　久
（独）宇宙航空研究開発機構宇宙理
学委員会

常　田　佐　久

（独）宇宙航空研究開発機構宇宙工
学委員会委員

常　田　佐　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

常　田　佐　久

（独）宇宙航空研究開発機構宇宙探
査委員会委員

常　田　佐　久

（財）天文学振興財団 選考委員会委
員【第9期】

富　阪　幸　治

高エネルギー加速器研究機構大型シ
ミュレーション研究審査委員会委員

富　阪　幸　治

（独）日本学術振興会光エレクトロ
ニクス第130委員会委員

西　川　　　淳

（社）日本電線工業会 IEC/TC90超伝
導委員会超伝導エレクトロニクス技
術調査委員会委員

野　口　　　卓

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

（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大気球
研究委員会委員

原　　　弘　久

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

（独）宇宙航空研究開発機構戦略的
開発研究費選定委員会委員

福　島　登志夫

東京大学大学院理学系研究科博士学
位論文審査委員会委員

松　尾　　　宏

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

（独）宇宙航空研究開発機構科学衛星
運用・データ利用センター委員会委員

水　本　好　彦

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

東京大学宇宙線研究所東京大学宇宙
線研究所将来計画検討委員会委員

水　本　好　彦

東京大学大学院理学系研究科博士学
位論文審査委員会委員

水　本　好　彦

文部科学省日本ユネスコ国内委員会委員 観　山　正　見
日本学術会議事務局日本学術会議連携会員 観　山　正　見
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

観　山　正　見

南の島の星まつり2011実行委員会委員長 観　山　正　見
日本学術会議委員 観　山　正　見
総合研究大学院大学 博士論文審査委員 山　下　卓　也
（独）宇宙航空研究開発機構宇宙探
査委員会委員

渡　部　潤　一

（独）科学技術振興機構平成23年度「世
界の宇宙技術比較調査委員会」委員

渡　部　潤　一

環境省水・大気生活環境局 全国星
空継続観察研究会委員

渡　部　潤　一

茨城県教育委員会スーパーサイエン
スハイスクール運営指導委員会委員

渡　部　潤　一

京都産業大学大学院博士学位論文審査委員 渡　部　潤　一
（独）科学技術振興機構日本科学未
来館運営評価委員

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

核融合科学研究所運営会議外部評価委員 渡　邊　鉄　哉
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11.　受賞

鵜澤佳徳、藤井泰範（技術職員）、王鎮（外部） 平成23年度文部科学大臣表彰科学
技術賞（研究部門）

平成23年4月20日　受賞

家　正則 紫綬褒章 平成23年11月3日　受賞
田中雅臣 第28回井上研究奨励賞 平成24年2月3日　受賞
久野成夫　他 日本天文学会欧文研究報告論文賞 平成24年3月　受賞
ALMA推進室・先端技術センター　バンド10開発チーム 台長賞　研究・開発部門 平成24年3月13日　受賞
天文情報センター　中桐正夫、アーカイブ室 台長賞　広報普及部門 平成24年3月13日　受賞
水沢VLBI観測所　佐藤克久、浅利一善、天文保持室 台長賞　（特別賞） 平成24年3月13日　受賞

12.　海外渡航・年間記録・施設の公開

（1）研究教育職員の海外渡航

国・地域名
海外出張 海外研修 合計

韓国 43 43
中国 14 14
香港 2 2
台湾 15 15
マレーシア 0 0
シンガポール 0 0
タイ 7 7
フィリピン 0 0
インドネシア 0 0
その他アジア地域 44 44
イギリス 10 10
イタリア 6 6
ドイツ 22 22

フランス 15 15
ロシア 7 7
その他ヨーロッパ地域 18 18
アメリカ合衆国 77 77
カナダ 1 1
ハワイ 46 46
グアム・サイパン 0 0
オーストラリア 5 5
その他オセアニア地域 0 0
メキシコ 0 0
ブラジル 0 0
その他中南米地域 73 73
中近東地域 3 3
アフリカ地域 8 8
その他 2 2
合計 418 0 418

区分

（2）年間記録（23.4.1 ～ 24.3.31）
平成 23 年
4月15日 第3回「公開天文台」（茨城大学宇宙科学教育

研究センターおよび国立天文台水沢VLBI観測
所茨城局の特別公開）が開催され，約1,000名
の参加者があった。

5月7日 ハワイにて「アストロデイ」が開催され，ハワ
イ観測所を含むマウナケア山頂の観測所群など
が合同で，地元のショッピングセンターを会場
に，特別展示・ワークショップを行った。

6月27日 レプソルド子午儀が国の重要文化財に指定され
た。

7月9日 国立天文台公開講演会「国立天文台の文化財－
日本の天文学の歴史を探る－」が開催され、82
名の来場者があった。

7月30日～
8月5日

「南の島の星まつり2011」（VERA石垣島局・石
垣島天文台特別公開同時開催）が開催され，ラ
イトダウン星空観望会は雨天のため室内での開
催となり1,000人が集まったのを始め，石垣島
天文台の天体観望会も悪天候のなか500人が参
加し、VERAの特別公開は400名の参加があり，
星まつり全体では，4,000名の参加者があった。

8月1日～
5日

大学の学部学生を対象とした野辺山宇宙電波観
測所電波天文観測実習が行われ、8名の参加者
があった。

8月1日～
7日

例年どおり8月の第1週に「スターウィーク～
星空に親しむ週間～」が開催され、全国各地で
観望会等のイベントが開催された。
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8月9日～
11日

沖縄県の高校生を対象にした「美ら星研究探検
隊」がVERA石垣島天文台で開催され，28名
が参加した。むりかぶし望遠鏡で超新星を観測
し画像処理の学習を行った。

8月9日～
11日

岩手県の高校生を対象にした「第5回Z星研究
調査隊」を開催した。本年度は被災地から高校
生を招待し，合計4名が参加した。新しい電波
星（水メーザー源）を一つ発見した。

8月10日～
10月2日

「第2回国際科学映像祭～ Science&Art～」が開
催され、期間中の来場者数は566,728人であっ
た。

8月20日 水沢地区特別公開「いわて銀河フェスタ2011」
が開催され，約2,200名の見学者が参加した。

8月20日 VERA入来局特別公開が「八重山高原星物語」
と共同で開催され，約1,500名の見学者が参加
した。

8月20日 野辺山地区特別公開が開催され，2,506名の見
学者が訪れた。

8月27日 岡山天体物理観測所特別公開が開催され，798
名の見学者が訪れた。

9月10日～
10月10日

「第3回東京国際科学フェスティバル」が開催
され、期間中に延べ約5万人の参加があった。

11月5日 岡山天体物理観測所特別観望会2011秋が開催
され，94名の参加があった。（応募者331名）

11月19日 VERA小笠原局特別公開「スターアイランド
2011」が開催され，約220名の参加者があった。
「4D2U」を使用した四次元デジタルシアターを
上映し、大好評だった。また、前日に開催され
た宇宙講演会は満席となった。

11月21日 平成23年度永年勤続者表彰式が行われ、5名（野
口卓、鵜澤佳徳、花岡庸一郎、倉上富夫、古畑
知行の各氏）が表彰された。

平成24年
1月16日 ハワイにて職場・職業説明会が開催され，高校

生向けに紹介を行った。
1月28日 ハワイ大学ヒロ校にて「オニヅカ・サイエンス・

デイ」が開催され，小学４年生から高校３年生
を対象とした展示・ワークショップを行った。

3月1日～
9日

ハワイにて「ジャーニー・スルー・ザ・ユニバー
ス」が開催され，地元の小中高校への集中出前
授業を行った。

（3）施設の公開
1）三鷹地区
［常時公開］
日　　 時 4月－ 3月　10:00－ 17:00

年末年始（12/28－ 1/4）を除く毎日
入 場 者 数 12,696人
公 開 施 設 大赤道儀室（天文台歴史館）、第一赤道儀室、

太陽塔望遠鏡、展示室、レプソルド子午儀室（子
午儀資料館）、天文機器資料館、ゴーチェ子午
環、旧図書庫

［定例天体観望会］
日　　 時 第 2土曜日の前日の金曜日と第 4土曜日
入 場 者 数 4,011人（21回）
公 開 施 設 50センチ公開望遠鏡
［特別公開］　「三鷹・星と宇宙の日」
日　　 時 平成23年10月21日（金）14:00－19:00

平成23年10月22日（土）10:00－19:00
テ ー マ 私たちはどこから来たのか～元素は宇宙をめ

ぐる～
入 場 者 数 2,514人

　国立天文台、東京大学天文学教育研究センター、総合研究
大学院大学天文科学専攻の三者の共催事業。昨年から 2日間
の開催としているが、今年は 1日目の開催時間を早め、常時
公開や、展示の一部等を公開とした（昨年は 16：00－）。毎
年人気の高い講演会は、メインテーマにちなみ、東大天文セ
ンターが「太陽が燃え尽きる日 !?（宮田隆志　東京大学　准
教授）」、国立天文台が「宇宙のはじまりと元素、生命の誕生
―私たちはどこへ行くのか？―（梶野敏貴　国立天文台・総
合研究大学院大学　准教授）」、「物質の旅―星間物質から星・
惑星、そして生命？へ（大石雅寿　国立天文台・総合研究大
学院大学　准教授）」とそれぞれ行われた。
　両日ともに生憎の雨天・曇天で観望はできなかったが、各
プロジェクトの企画は年ごとに力が入り、参加型の展示やミ
ニ講演のほか、ゲームや紙芝居は子どもたちを魅了していた。

2）水沢地区

［常時公開］
日　　 時 4月－ 3月（年末年始を除く）9:00－ 17:00
入 場 者 数 13,002人
公 開 施 設 木村榮記念館、VERA20 mアンテナ、VLBI用

10 mアンテナ等
　キャンパス内に平成 20年 4月からオープンした奥州市の
奥州宇宙遊学館との協力による公開を実施している。

［特別公開］「いわて銀河フェスタ 2011」（10:00－ 21:00開
催）とあわせて開催

日　　 時 平成23年8月20日（土）10:00－16:00
入 場 者 数 2,205人（銀河フェスタ全体の数、うち特別公

開は 800人）
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　昨年に引き続き、奥州市と NPO法人イーハトーブ宇宙実践
センターとの共催で行った。地元の小学校の金管クラブによ
る演奏により開会し、保育園児によるマーチング等、地元に
密着したイベントとなった。VERAや RISEの成果紹介、20 m
アンテナツアー、ペットボトルロケット発射、クイズラリー
等を行った。「大震災を超えて 夢を未来へ、星へ」のテーマ
のもと、日置幸介氏による「宇宙技術でとらえた東日本大震
災に伴う変動」と題した講演および公開討論会を開催し、好
評を得ることができた。入場者数は、他行事と重なったこと
もあり残念ながら約 800人と昨年度を下回った。夕方からは、
「いわて銀河フェスタ 2011」のイベントとして、保育園児に
よる創作太鼓演奏、地元吹奏楽団によるミニコンサート等を
行い、大盛況のまま閉会を迎えることとなった。
　最後に銀河フェスタの開催にあたり、ご協力をいただいた
地元の自治振興会、天文同好会、観光協会など関係者の皆さ
まに深く感謝したい。

入来地区　VERA 入来観測局

　今年も薩摩川内市、鹿児島大学等が中心の実行委員会が主
催している「八重山高原星物語」とあわせて開催した。昨年
度は口蹄疫拡大防止のため中止となったため、2年ぶりの開
催となった。今年は VERA入来局完成 10周年を記念して式
典を開催し、多くの来賓の方々からのお祝いの言葉を頂いた。
VERA 20 m電波望遠鏡と1 m光赤外望遠鏡施設では、恒例のア
ンテナツアーや観測等機器説明、ミニ講演会、観望開会を開
催し、多くの見学者に一日中楽しんでもらい大盛況であった。
また、総勢 250人の学生達による 14の理科実験は大好評で、
実験の醍醐味を満喫してもらった。JAXAの宇宙コーナーな
どにも多くの家族連れが訪れ、10周年記念特別教室「きみも
『さつまの星の博士』になろう」では、講義と望遠鏡観測の体
験をした子供達に修了書が授与された。

小笠原地区　VERA 小笠原観測局　

　本年度も「スターアイランド 2011」と名づけて特別公開を
実施した。例年、地元の方々参加を容易にするため、開催を

この時期に選んでいるが、2011年に小笠原が世界遺産に登録
されたためか、地元住民のみならず多数の旅行者の参加者が
あった。また昨年と同様に無料送迎バスを運行し、好評を得
ている。VERAや RISEの成果紹介、20 m電波望遠鏡操作体験、
ふしぎ実験コーナーやクイズラリーのほかに今年も「4D2U」
を使った四次元デジタル宇宙シアター上映会を行い、大変な
人気で見学者の注目の的であった。また 18日には佐々木晶
教授による一般向け講演会を小笠原ビジターセンターで行い、
ほぼ満員の聴衆であった。19日には地元の小笠原天文倶楽部
主催の星空観望会に協力し、天候に恵まれない状況のなかで
も 30名程度の参加があった。

石垣島地区　VERA 石垣島観測局

「2011南の島の星まつり」とあわせて開催。例年と同様にア
ンテナツアー、プリクラ、グッズ販売、ミニ講演会（4題目）、
展示説明等を行った。

石垣島地区　石垣島天文台 

 

　なお、22年 10月に天文台への往路・帰路となっている前
勢岳林道が大雨で、数カ所崩壊し、以後一般車両の通行止め
となった。昼間の施設見学は中止、天体観望会は一夜 2回と
制限し、開催してきた。

  

　ライトダウン星空観望会は、雨天で市民会館に会場を変更。
約 1,000人が集まった。6日の記念講演は、約 100名の参加
者があった。天体観望会は、雨で 5日間の開催となったが約
500名の参加があった。VERA観測局も特別公開日の 400名
を加え 700名近い参加者があった。今年は、「全国伝統的七夕
キャンペーン」も開催され、南の島の星まつり実行委員会と
して、協賛し推進委員などを務めた。南の島の星まつり全体

［常時公開］
日　　 時 4月－ 3月間の（年末年始を除く）毎日
入 場 者 数 1,199人
［特別公開］　
日　　 時 平成 23年 8月 20日（土）12:00－ 21:00
入 場 者 数 1,500人

［常時公開］
日　　 時 4月－ 3月間の（年末年始を除く）毎日、構

内は 24時間見学自由。10:00－ 16:30は、観
測室内も見学できる。

入 場 者 数 2,584人
［特別公開］　
日　　 時 平成23年8月7日（日）10:00－17:00
入 場 者 数 450人

［常時公開］
日　　 時 4月－ 3月間の（年末年始を除く）毎日
入 場 者 数 2,928人
［特別公開］　
日　　 時 平成23年11月19日（日）10:00－17:00
入 場 者 数 217人

［常時公開］
日　　 時 4月－ 3月の水－日（年末年始を除く）10:00

－ 17:00
入 場 者 数 6,189人
公 開 施 設 105 cm光学赤外線望遠鏡「むりかぶし」望遠鏡、

観測ドーム内（天体画像展示など）

「2011南の島の星まつり」
日　　 時 2011年 7月 30日（土）－ 8月 7日（日）
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では、約 4,000名の参加があった。

VERA 4 局全体

　見学者用の野外説明用の展示パネルの内容が更新された。

3）野辺山地区

　恒例の野辺山特別公開は 8月 20日（土）に開催された。来
場者数は 2,506名で、当日は朝からあいにくの雨であったが、
開場前から 200名を超える来場者が長蛇の列をなしており、
人気の高さが伺えた。45 m電波望遠鏡、ヘリオグラフ、ASTE、
ALMA、VLBI、大阪府立大学 1.85 m電波望遠鏡の各コーナー
での展示、二つの講演会、星空ライブが行われ、来場者には
興味を持っていただけたようで、野辺山特別公開は好評を博
した。

4）岡山地区

　平成 23年度の岡山地区特別公開は 8月 27日（土）に岡山
天文博物館と共催で行った。
　188 cm反射望遠鏡ドーム内を会場とする特別講演会の講
師に 観山正見 国立天文台長 を迎え「天文学最前線」と題す
る 1時間の講演は約 150人の聴講者が集まり大盛況であった。
また、長田哲也 教授（京都大学大学院理学研究科）によるミ
ニ講演「3.8 m望遠鏡が挑むブラックホールのナゾ！」にも多
くの聴講者が集まった。毎年好評の 188 cm反射望遠鏡主鏡見
学は、午前と午後それぞれ 120人の定員で実施した。50 cm反
射望遠鏡ドームの公開は応援の東京工業大学学生 2名が行っ
た。岡山天文博物館ではプラネタリウム投映、15 cm望遠鏡
による太陽観測、簡易顕微鏡工作、星座・天文ビンゴゲーム、
天文クイズラリーが行われ、年齢を問わず多くの方々に楽し
んでいただけたものと思う。

　なお、特別公開開催にあたり、浅口市教育委員会から共催
を、矢掛町教育委員会から後援をいただいた。特に浅口市教
育委員会のみなさまには JR山陽本線鴨方駅－岡山観測所間
の無料シャトルバス運行に関して多大なご協力をいただいた。
ご協力いただいたみなさまに深く感謝したい。

　岡山天文博物館との共催事業である特別観望会は春と秋の
年 2回実施している。平成 23年度内に行った特別観望会は秋
開催の特別観望会のみである。特別観望会の定員は 100人と
している。毎回定員を上回る応募があるので抽選を行い、当
選者数はキャンセルを見越して 120人としている。
　岡山天文博物館見学、プラネタリウム観覧、188 cm反射望
遠鏡による天体観望、星空案内が主な内容である。
　平成 23年度の特別観望会には 112件 331人の応募があっ
た。月と木星を観望する予定であったが、雨のため 188 cm反
射望遠鏡での天体観望は中止となり、ドーム内で観測所の紹
介・4D2Uの投影・反射鏡見学を行った。

5）ハワイ地区

［常時公開］
日　　 時 毎日　8:30－ 17:00

（12月 29日－ 1月 3日を除く）
入 場 者 数 60,628人
公 開 施 設 45m電波望遠鏡、ミリ波干渉計、電波ヘリオ

グラフ等（いずれも外観のみ）
［特別公開］
日　　 時 平成23年8月20日（土）9:30－16:00
入 場 者 数 2,506人

［常時公開］
日　　 時 6月の鏡類メッキ期間を除く毎日 9:00－ 16:30
入 場 者 数 13,412人
公 開 施 設 188 cm反射望遠鏡を窓ガラス越しに見学
［特別公開］
日　　 時 平成 23年 8月 27日（土）9:30－ 16:30
入 場 者 数 798人

［特別観望会］
日　　 時 平成23年11月5日（土）17:00－21:15
入 場 者 数 94人

［山頂施設］
一般見学可能日数 110日（見学可能日はハワイ観測所ホー

ムページに掲載）
一般見学者数 768人
特別見学者数 150件 744人
［山麓施設］
特別見学者数 536人
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13.　図書・出版

（1）図書
　2012年3月31日現在、各図書室における蔵書冊数および
所蔵雑誌種数は次に示す通りである。

（2）出版
　天文台の継続出版物で 2011年度中に出版したものは次の
通りである。ただし原則として図書室の納本状況に基づく。

蔵書冊数
和 書 洋 書 合  計

三　鷹 16,227 44,670 60,897
岡　山  200 3,232 3,432
野辺山 1,224 6,195 7,419
水　沢 4,927 17,984 22,911
ハワイ 1,434  3,859  5,293
総　計 24,012 75,940 99,952

所蔵雑誌種数
和雑誌 洋雑誌 合  計

三　鷹 115 1,002 1,117
岡　山 4  18 22
野辺山 16  82 98
水　沢 659  828 1,487
ハワイ  23    40    63
総　計 817 1,970 2,787

（三鷹地区） 
01）Publ ica t ions  o f  the  Nat iona l  As t ronomica l 

Observatory of Japan, Vol. 13, No. 3–4
1冊

02）国立天文台報，第 14巻 第 1–2号 1冊
03） 国立天文台年次報告，第 23冊　2010 1冊
04） Annual Report of the National Astronomical 

Observatory of Japan, Vol. 13, Fiscal 2010
1冊

05）National Astronomical Observatory Reprint, Nos. 
2294–2381

88冊

06）暦象年表，平成 24年 1冊
07） 国立天文台ニュース，No. 213–224 12冊
08） 国立天文台パンフレット （和文） 1冊
09） 国立天文台パンフレット （欧文） 1冊
10） 理科年表，平成 24年 2冊

（岡山天体物理観測所） 
11）岡山ユーザーズミーティング 2011年度
（光赤外ユーザーズミーティング 第 22回 ）

1冊

14.　談話会記録
三鷹地区
第750回 4月15日（金）高　遠　徳　尚 ハワイ観測所 天文サイトとしての南極
第751回 4月22日（金）牧　野　淳一郎 東京工業大学 GRAPE、国策スパコン、国立天文台
第752回 5月13日（金）大　栗　博　司 カリフォルニア工科大学／

東京大学数物連携宇宙研究機構
重力のホログラフィー

第753回 5月20日（金）谷　口　義　明 愛媛大学宇宙進化研究
センター

宇宙の一番星を探して

第754回 5月27日（金）井　口　　　聖 ALMA推進室 ミリ波サブミリ波観測から迫る　巨大バイナ
リー・ブラックホール

第755回 6月15日（水）David Spergel Princeton University／
東京大学数物連携宇宙研究機構

Cosmology Results from the Atacama Cosmology 
Telescope

第756回 6月17日（金）Mats Carlsson オスロ大学 太陽彩層はなぜ面白いのか
第757回 6月24日（金）梶　田　隆　章 東京大学宇宙線研究所 大型低温重力波望遠鏡（LCGT）プロジェクト
第758回 7月8日（金）田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロ

ジェクト室
写せ、巨大系外惑星。探せ、第二の地球。

第759回 7月15日（金）杉　本　大一郎 東京大学名誉教授 赤色巨星はなぜ膨れるか–構造と非線形の科学
第760回 7月29日（金）山　本　雅　之 東北大学 酸素と医学、人類社会
第761回 9月2日（金）日　置　幸　介 北海道大学 GPSで空を見ていたら…
第762回 9月9日（金） Jason Rhodes NASA／ JPL WFIRSTとEuclidプロジェクト
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第763回 9月12日（月）早　野　　　裕 ハワイ観測所 補償光学の現状と将来
第764回 9月16日（金）近　藤　二　郎 早稲田大学　 星座の起源：古代オリエント・イスラームの星座
第765回 10月7日（金）河　村　雄　行 岡山大学　 惑星物質の構造と物性の分子シミュレーション計画
第766回 10月14日（金）泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所　 赤色巨星の衣を照らし出す「あかり」
第767回 10月17日（月）Gabriele Giovannini INAF-IRA,Italy Parsec scale properties of extragalactic radio sources
第768回 10月18日（火）Kevin Govender IAU Office of Astronomy for 

Development South African 
Astronomical Observatory

International Astronomical Union Global Office of 
Astronomy for Development

第769回 10月28日（金）大　橋　永　芳 ハワイ観測所　 原始星周囲のケプラー円盤：その形成と進化
第770回 10月28日（金）藤　本　正　行 北海道大学 「宇宙黎明期の恒星の研究」–中・低質量星による

宇宙開闢史の解明の可能性–
第771回 11月2日（水） Jonas Zmuidzinas California Institute of 

Technology
CCAT: Science and Instrumentation

第772回 11月4日（金）長　沼　　　毅 広島大学 生命の起源は彗星か？
第773回 11月7日（月）Steven Majewski University of Virginia The Apache Point Observatory Galactic Evolution 

Experiment (APOGEE) and Its Southern Hemisphere 
Extension (APOGEE-South)

第774回 11月7日（月）Sheperd Doeleman MIT Haystack 
Observatory

The Event Horizon Telescope: Observing Black Holes 
with Schwarzschild Radius Resolution

第775回 11月11日（金）住　　　貴　宏 大阪大学 Unbound or distant planetary mass population detected 
by gravitational microlensing –Free-floating planets 
may be common–

第776回 11月18日（金）Adam Burrows Princeton University Core-Collapse Supernova Explosion Theory
第777回 12月2日（金）奥　村　公　宏 東京大学宇宙線研究所 T2Kニュートリノ振動実験の最新結果と将来の

ニュートリノ物理への展望
第778回 12月8日（木）Wayne Orchiston Centre for Astronomy, 

James Cook University
Opening the Electromagnetic Window and Expanding our View 
of Japanese Astronomy: Early Exploits in Radio Astronomy

第779回 12月9日（金）Oleg Gusev National Institute of 
Agrobiological Sciences

水と酸素が無くても平気な生物の存在：宇宙生物
学におけるネムリユスリカ研究の重要性

第780回 12月16日（金）森　　　正　夫 筑波大学 アンドロメダの涙
第781回 1月13日（金）立　松　健　一 ALMA推進室 アルマ・プロジェクトの進捗と初期科学運用について
第782回 1月20日（金）Shri Kulkarni California Institute of 

Technology
The Restless Universe (Palomar Transient Factory)

第783回 1月27日（金）安　藤　　　繁 東京大学 時間相関イメージング：デバイス，解析アルゴリ
ズム，各種応用  

第784回 2月3日（金）Gu Liyi 東京大学 Interactions Between the Hot Plasmas and Galaxies in Clusters
第785回 2月10日（金）野　口　邦　男 光赤外研究部 すばる計画黎明期を築いた人々
第786回 2月17日（金）出　口　修　至 野辺山宇宙電波観測所 近傍ミラの一酸化珪素メーザーサーベイと 銀河系

内の星の運動学
第787回 2月24日（金）真　鍋　盛　二 水沢VLBI観測所 水沢の位置
第788回 3月2日（金）藤　本　眞　克 重力波プロジェクト推進室 重力波探究の40年
第789回 3月9日（金）Thierry Montmerle Institut d'Astrophysique de Paris Feedback phenomena in massive star-forming regions
第790回 3月9日（金）Mudumba 

Parthasarathy
国立天文台 Post-AGB supergiants : Chemical composition, 

evolution and circumstellar envelopes
第791回 3月16日（金）小　林　富　雄 東京大学素粒子物理国

際研究センター
ATLAS実験と国際協力

第792回 3月27日（火）観　山　正　見 国立天文台 国立天文台の将来のために
第793回 3月30日（金）福　来　正　孝 東京大学宇宙線研究所 The cosmic energy inventory: a new look at the 

evolution of the Universe
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野辺山地区
第591回 4月7日（木）松　村　真　司 慶應義塾大学理工学部 銀河系中心領域に発見された特異分子雲の観測的研究
第592回 4月27日（水）明　石　俊　哉 東京工業大学／野辺山

宇宙電波観測所
おうし座分子雲L1551における低密度クランプ
サーベイ

第593回 5月20日（金）金　子　紘　之 総合研究大学院大学／
野辺山宇宙電波観測所

Molecular Gas Properties and Star Formation in 
Interacting Galaxies

第594回 6月1日（水）森　部　那由多 名古屋大学理学部物理
学教室Ae研

ミリ波による惑星大気観測

第595回 7月20日（水）柴　㟢　清　登 野辺山太陽電波観測所 最近の太陽活動
第596回 8月24日（水）岩　井　一　正 東北大学 33m級太陽電波望遠鏡の開発とメートル波帯域の

太陽電波バースト
第597回 9月16日（金）Ben Westbrook U.C.Berkeley, Dept. of 

physics
The fabrication of the TESCAM arrays,  bolometer 
characterization, and array deployment at ASTE (in Atacama)

第598回 11月24日（金）祖父江　義　明 明星大学 Grand Rotation Curve, Dark Halo, and Galaxy–M31 
Roche Lobe–

第599回 1月18日（水）Leif Svalgaard Stanford University The Polar Fields Seen in 17 GHz Microwave Flux and 
with Magnetographs

第600回 1月23日（月）金　子　紘　之 総合研究大学院大学／
野辺山宇宙電波観測所

Molecular Gas Properties and Star Formation in 
Interacting Galaxies

第601回 2月22日（水）高　野　秀　路 野辺山宇宙電波観測所 ライデンというところ、食事、文化など
第602回 2月29日（水）高　野　秀　路 野辺山宇宙電波観測所 Welkom! Our research in Leiden, The Netherlands
第603回 3月1日（木）Timothy Davis ESO Red but not dead! Molecular gas in early-type galaxies
第604回 3月16日（金）島　尻　芳　人 野辺山宇宙電波観測所 Extensive [CI] Mapping toward the Orion-A Giant 

Molecular Cloud
第605回 3月28日（水）出　口　修　至 野辺山宇宙電波観測所 私の大発見 : an astronomers apology


