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V　研究助成事業
1.　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
新学術領域研究（研究領域提案型） 8 164,800 49,440 214,240 
基盤研究（S） 2 53,700 16,110 69,810 
基盤研究（A） 8 49,800 14,940 64,740 
基盤研究（B） 4 6,100 1,830 7,930 
基盤研究（C） 0 0 0 0 
特別推進研究 0 0 0 0 
若手研究（B） 0 0 0 0 
特別研究員奨励費（国内） 9 10,710 0 10,710 
研究活動スタート支援 1 1,100 330 1,430 

合計 32 286,210 82,650 368,860 

研究期間 研究課題名 研究代表者 平成25年度の
交付決定額（千円）

新学術領域（研究領域提案型）
平23～平27 太陽系外惑星の新機軸：地球型惑星へ 林　　正彦 8,710
平23～平27 ガス惑星の直接撮像・分光と地球型惑星の検出 林　　正彦 178,100
平24～平25 地球型惑星検出を目指した視線速度測定近赤外線分光器のためのファイバー較正法の確立 西山　正吾 3,770
平24～平25 低雑音マイクロ波カイネティックインダクタンス検出器の開発 野口　　卓 3,770
平24～平25 多素子超伝導体電波カメラの集積化に向けたビーム測定系の開発 唐津　謙一 4,810
平25～平26 低温干渉計型重力波検出器における突発性雑音低減 辰巳　大輔 1,040
平25～平26 超高頻度サーベイ観測による短時間突発天体の検出 田中　雅臣 2,340
平25～平29 スパースモデリングを用いた超巨大ブラックホールの直接撮像 本間　希樹 11,700

基盤研究（S）
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 26,130
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 43,680

基盤研究（A）
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 7,280
平23～平27 太陽系外惑星系探索の自動化 泉浦　秀行 2,860
平23～平27 高精度位置天文観測時代を向かえての銀河系研究 郷田　直輝 10,140
平24～平28 すばる望遠鏡による新近赤外線装置の18バンド多色撮像で極める銀河形成の絶頂期 児玉　忠恭 8,970
平24～平28 CCSゼーマン効果と理論計算を連携させた星形成における磁場の役割の研究 中村　文隆 7,020
平24～平27 超広視野深宇宙サーベイで探る電離光子銀河の進化 岩田　　生 6,630
平25～平28 サブミリ波2000 画素カメラの開発 関本裕太郎 17,680
平25～平28 高精度近赤外3色同時トランジット観測によるスーパーアースの基本的性質の解明 成田　憲保 4,160

基盤研究（B）
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 2,340
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 650
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 4,160
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 780

特別研究員奨励費（国内）
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
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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24～平26 高感度 .高分解能のＸ線撮像分光観測による太陽フレア粒子加速の研究 石川真之介 1,200
平24～平27 銀河と巨大ブラックホールの共進化の解明 松岡　良樹 3,000
平25～平27 高頻度・高解像度VLBI観測による巨大ブラックホールジェットの生成機構解明 秦　　和弘 1,300
平25～平27 ガンマ線バーストの残光と母銀河から高赤方偏移宇宙の星生成史を探る 新納　　悠 1,100
平24～平25 高解像度赤外線偏光観測による前主系列星及び原始星の星周構造の解明 權　　靜美

Kwon Jungmi
900

平24～平25 すばる望遠鏡とALMAの多波長観測で探る銀河形成の環境依存性 但木　謙一 900
平23～平25 サブミリ波銀河の赤方偏移分布決定による宇宙星形成史及びダークマター分布の解明 廿日出文洋 710

研究活動スタート支援
平25～平26 量子論的ハンレ効果を用いた革新的な地場診断手法の確立 石川　遼子 1,430

2.　学術研究助成基金助成金（基金）

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） 15 15,750 4,725 20,475 
挑戦的萌芽研究 2 1,600 480 2,080 
若手研究（B） 12 12,800 3,840 16,640 

合計 29 30,150 9,045 39,195 

研究期間 研究課題名 研究代表者 平成25年度の
交付決定額（千円）

基盤研究（C)
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 1,430
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 1,170
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 975
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 1,690
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 1,170
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 1,300
平23～平25 木星衝突発光現象の監視観測 渡部　潤一 1,040
平24～平26 サブミリ波超長基線電波干渉計におけるイメージング手法の開発 本間　希樹 1,820
平23～平25 活動銀河の環境と質量降着過程の研究 亀野　誠二 1,170
平23～平25 「ひので・あかつき」飛翔体観測データを用いた太陽・太陽系教育プログラムの開発　 矢治健太郎 1,560
平25～平27 広汎な画像データから太陽系小天体を検出するソフトウェアの開発 吉田　二美 1,300
平25～平27 次期学習指導要領における普通科高等学校での必修理科科目設置に関する基礎研究 縣　　秀彦 1,820
平25～平27 地球接近小惑星の力学起源に関する観測的・数値的研究 伊藤　孝士 1,430
平25～平27 マウナケア山頂における作業者の健康管理のための小型高機能行動記録装置の開発 瀧浦　晃基 1,560

挑戦的萌芽研究
平24～平25 量子論的弱値増幅を応用した高精度位相測定法の開発 阿久津智忠 1,430
平24～平26 すばる次世代補償光学装置開発に向けた地表付近の大気ゆらぎ調査 大屋　　真 650

若手研究（B)
平24～平26 大局的3次元輻射磁気流体計算によるブラックホール・アウトフローの構造と進化の研究 大須賀　健 910
平24～平26 大質量星が周辺環境に与える影響の観測的研究 島尻　芳人 1,300
平24～平27 大規模サーベイ観測と輻射輸送シミュレーションによる超新星爆発の研究 田中　雅臣 1,170
平24～平26 3次元太陽フレア数値シミュレーションによる粒子加速モデリング 西塚　直人 1,170
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平23～平26 高赤方偏移銀河団の統計的研究 田中　賢幸 910
平25～平26 金属欠乏星の元素組成から探る、宇宙最初の10億年における天体形成 小宮　　悠 1,170
平25～平27 パルサー終端衝撃波における新しい粒子加速過程の探求 銭谷　誠司 1,300
平25～平27 TMT/IRISを用いた高精度位置天文学に向けた性能検討 鈴木　竜二 1,820
平25～平26 ALMA望遠鏡で探る銀河衝突末期における円盤形成 伊王野大介 780
平25～平27 すばるレーザーガイド星補償光学系で探る星形成銀河の質量集積過程 美濃和陽典 2,990
平25～平27 原初磁場を考慮した宇宙論・宇宙物理学の展開 山崎　　大 1,690
平25～平27 銀河の星・ガス相バランスの定式化 小麥　真也 1,430

3.　学術研究助成基金助成金（一部基金）

研究期間 研究課題名 研究代表者 平成25年度の
交付決定額（千円）

基盤研究（B）
平24～平26 地球型系外惑星直接検出のための高消光ダブル波面計測制御光学系の研究 西川　　淳 7,540
平24～平27 高精度偏光観測で初めてえられる、量子論的ハンレ効果を用いた太陽彩層磁場構造の研究 鹿野　良平 10,920
平25～平27 形成期の銀河を取り巻くガスフィラメント構造の研究 松田　有一 12,090
平25～平27 光干渉計技術の応用による太陽系外惑星探査用高コントラスト光学系の研究 小谷　隆行 5,850

若手研究（A）
平24～平25 ALMAとVERAによるサブミリ波水メーザー源の高空間分解能観測 廣田　朋也 1,690
平25～平27 激しい時間変動をともなう太陽磁気流体現象の解明に向けた高感度分光装置の開発 勝川　行雄 15,470
平25～平28 ブラックホールへのガス降着現象の詳細観測のための近赤外線モニター観測体制の構築 西山　正吾 3,510

研究種目 課題数
補助金分交付額(単位：千円) 基金分交付額(単位：千円)

直接経費 間接経費 合計 直接経費 間接経費 合計
基盤研究（B） 4 17,900 5,370 23,270 10,100 3,030 13,130 
若手研究（A） 3 7,800 2,340 10,140 8,100 2,430 10,530 

合計 7 25,700 7,710 33,410 18,200 5,460 23,660 


