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VII　大学院教育
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）専攻の目的
　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）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）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）特色
　物理科学研究科では、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」（平成21年度～23年度）に引き続き、学内
措置として「広い視野を備えた物理科学研究者を育成するた
めのコース別大学院教育プログラム」を展開し、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
研究指向コースの4コースを開講している。天文科学専攻で
は、平成25年度には、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」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」を開講した。
　学生の国際的通用性を高めるために、11月13日から15日ま
で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2013」を三鷹、水沢、野辺山、ハワイの各キャ
ンパスで開催した。このほか、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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（5）併任教員

合計99名
（平成26年3月31日現在）

天文科学専攻長　　　林　正彦
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 井　口　　　聖 教授 小久保　英一郎 教授
家　　　正　則 教授 川　口　則　幸 教授 櫻　井　　　隆 教授
臼　田　知　史 教授 川　邊　良　平 教授 柴　﨑　清　登 教授
大　橋　永　芳 教授 小　林　秀　行 教授 富　阪　幸　治 教授
郷　田　直　輝 教授 立　松　健　一 教授 福　島　登志夫 教授
小　林　行　泰 教授 野　口　　　卓 教授 水　本　好　彦 教授
関　口　和　寬 教授 浅　山　信一郎 准教授 吉　田　春　夫 教授
髙　見　英　樹 教授 伊王野　大　介 准教授 渡　邊　鉄　哉 教授
渡　部　潤　一 教授 鵜　澤　佳　徳 准教授 縣　　　秀　彦 准教授
青　木　和　光 准教授 久　野　成　夫 准教授 市　川　伸　一 准教授
泉　浦　秀　行 准教授 齋　藤　正　雄 准教授 大　石　雅　寿 准教授
岩　田　　　生 准教授 柴　田　克　典 准教授 梶　野　敏　貴 准教授
浮　田　信　治 准教授 花　田　英　夫 准教授 末　松　芳　法 准教授
柏　川　伸　成 准教授 本　間　希　樹 准教授 関　井　　　隆 准教授
兒　玉　忠　恭 准教授 松　尾　　　宏 准教授 関　本　裕太郎 准教授
佐々木　敏由紀 准教授 松　本　晃　治 准教授 髙　田　唯　史 准教授
髙　遠　徳　尚 准教授 荒　木　博　志 助教 中　村　文　隆 准教授
竹　田　洋　一 准教授 上　田　暁　俊 助教 花　岡　庸一郎 准教授
能　丸　淳　一 准教授 梅　本　智　文 助教 原　　　弘　久 准教授
林　　　左絵子 准教授 江　澤　　　元 助教 阿久津　智　忠 助教
宮　﨑　　　聡 准教授 Espada Fernandez Daniel 助教 生　田　ちさと 助教
眞　山　　　聡（※） 講師 亀　谷　　　收 助教 伊　藤　孝　士 助教
今　西　昌　俊 助教 河　野　裕　介 助教 大　江　将　史 助教
小宮山　　　裕 助教 寺　家　孝　明 助教 大須賀　　　健 助教
相　馬　　　充 助教 砂　田　和　良 助教 勝　川　行　雄 助教
辻　本　拓　司 助教 髙　野　秀　路 助教 鹿　野　良　平 助教
成　田　憲　保 助教 田　村　良　明 助教 工　藤　哲　洋 助教
西　川　　　淳 助教 中　西　康一郎 助教 久　保　雅　仁 助教
早　野　　　裕 助教 野　田　寛　大 助教 下　条　圭　美 助教
美濃和　陽　典 助教 萩　原　喜　昭 助教 白　崎　裕　治 助教
矢　野　太　平 助教 平　松　正　顕 助教 辰　巳　大　輔 助教

廣　田　朋　也 助教 田　中　雅　臣 助教
松　田　有　一 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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（6）大学院学生

第1学年（5名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題
奥　富　弘　基 富　阪　幸　治 渡　部　潤　一 重力波検出器の高感度化にむけた研究
尾　上　匡　房 柏　川　伸　成 宮　﨑　　　聡 SED fittingによる高赤方偏移クェーサーの検出
長　澤　亮　佑 花　田　英　夫 松　本　晃　治 月レーザ測距による月の回転変動の研究
馬　場　はるか 青　木　和　光 臼　田　知　史 地球型惑星探査に向けた赤外線装置開発と観測的研究
笠　　　嗣　瑠 林　　　左絵子 臼　田　知　史 赤外線・可視光による系外惑星および褐色矮星の観測的研究

第2学年（7名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題
YANG, Yi 林　　　左絵子 臼　田　知　史 連星系における系外惑星の観測的研究

石　川　将　吾 柏　川　伸　成 兒　玉　忠　恭 すばる望遠鏡を用いたダークマターハロー質量の進化とバリオン進
化の関連性の解明

大　西　響　子 井　口　　　聖 久　野　成　夫 巨大ブラックホールと母銀河の共進化の解明に向けたブラックホー
ル質量の観測的研究

鬼　塚　昌　宏 臼　田　知　史 髙　遠　徳　尚 系外惑星・褐色矮星の大気の観測的研究
桜　井　準　也 宮　﨑　　　聡 小　林　行　泰 広域撮影探査による宇宙大規模構造形成過程の研究
嶋　川　里　澄 兒　玉　忠　恭 有　本　信　雄 近赤外分光によって探る銀河の形成最盛期における質量および環境依存性
鈴　木　大　輝 大　石　雅　寿 齋　藤　正　雄 宇宙における生命関連物質の探査とその進化の研究

第3学年（6名）
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　信　雄 兒　玉　忠　恭 楕円銀河の形態の起源の研究

濟　藤　祐理子 今　西　昌　俊 柏　川　伸　成 赤方偏移3–3.5のクエーサーを用いた、超巨大ブラックホールと母銀
河の共進化の研究

橋　詰　克　也 大須賀　　　健 富　阪　幸　治 超臨界降着流からのガス噴出流の構造の研究
松　澤　　　歩 井　口　　　聖 齋　藤　正　雄 M87のセンチ波帯およびサブミリ波帯におけるSMBH周辺の吸収プラズマ研究
OH, Daehyeon 青　木　和　光 髙　見　英　樹 赤外線による系外惑星とその形成現場の観測的研究

GIONO, Gabriel 末　松　芳　法 原　　　弘　久 太陽彩層ライマンアルファ線分光偏光装置の開発研究

第4学年（4名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題
片　岡　章　雅 富　阪　幸　治 中　村　文　隆 惑星形成初期におけるダスト進化理論の構築と観測による検証
志　野　　　渚 本　間　希　樹 柴　田　克　典 メタノールメーザーによる大質量星形成過程の研究
MIN, Cheul Hong 本　間　希　樹 柴　田　克　典 VERAを用いたSymbiotic starの研究
利　川　　　潤 柏　川　伸　成 兒　玉　忠　恭 z ~ 6における原始銀河団

第5学年（8名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題
石　﨑　剛　史 柏　川　伸　成 家　　　正　則 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　忠　恭 柏　川　伸　成 銀河と活動銀河核の共進化
末　永　拓　也 臼　田　知　史 青　木　和　光 赤外線による若い褐色矮星とその大気の研究
坂　井　伸　行 本　間　希　樹 柴　田　克　典 VERAを用いた銀河系回転曲線の研究
佐　古　伸　治 渡　邊　鉄　哉 関　井　　　隆 太陽大気で発生する短寿命活動現象の発生過程の観測的解明
SUKOM, Amnart 林　　　左絵子 泉　浦　秀　行 赤外線観測による星惑星形成と系外惑星の研究
KAITHAKKAL, 

Anjali John 末　松　芳　法 渡　邊　鉄　哉 Study of Solar Spectro-polarimetry and Magnetic Reversal of the Sun's 
Poles 太陽偏光分光観測の手法と極磁場極性反転機構の研究

PAN, Hsi-An 久　野　成　夫 伊王野　大　介 Molecular Gas and Star Formation Properties in Nearby Spiral Galaxies

研究生（1名）
研究生 指導教員 研究課題

土　屋　智　恵 渡　部　潤　一 流星の活動について
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2.　協定に基づく大学・大学院との連携

大学院学生 所属大学 指導教員 研究課題
岡　田　　　隆 東京大学大学院理学系研究科 関　本　裕太郎 CMB、遠方銀河観測のための電波カメラ開発
春　日　恵　美 東京大学大学院理学系研究科 原　　　弘　久 ひので衛星による太陽コロナの研究
加　藤　裕　太　 東京大学大学院理学系研究科 水　野　範　和 可視光、赤外線、電波望遠鏡を使った銀河形成の研究
酒　井　大　裕 東京大学大学院理学系研究科 小　林　秀　行 VERAを用いた銀河系内の位置天文学
手　塚　謙次郎 東京大学大学院理学系研究科 郷　田　直　輝 位置天文学と銀河天文学に関する研究
馬　場　楓　子 東京大学大学院理学系研究科 原　　　弘　久 ひので衛星・IRIS衛星による太陽彩層の研究
平　居　　　悠 東京大学大学院理学系研究科 梶　野　敏　貴 矮小銀河の化学動力学進化

李　　　民　主 東京大学大学院理学系研究科 川　邊　良　平 ミリ波サブミリ波による、銀河での星形成、活動銀
河中心核の活動性の研究

麻　生　有　佑 東京大学大学院理学系研究科 大　橋　永　芳 原始惑星系円盤の形成進化過程の解明
岩　城　大　地 東京大学大学院理学系研究科 家　　　正　則 球状星団の解析
大　橋　聡　史　 東京大学大学院理学系研究科 水　野　範　和 分子雲衝突による大質量星形成の研究
斉　藤　俊　貴 東京大学大学院理学系研究科 川　邊　良　平 衝突銀河における星形成、AGN活動の研究
柴　垣　翔　太 東京大学大学院理学系研究科 梶　野　敏　貴 元素の起源と超新星爆発
柴　田　　　雄 東京大学大学院理学系研究科 小久保　英一郎 惑星形成理論
関　口　繁　之 東京大学大学院理学系研究科 関　本　裕太郎 MKIDカメラの開発研究

田　川　寛　通 東京大学大学院理学系研究科 郷　田　直　輝 位置天文観測データによる銀河系内重力物質の位相
分布関数の構築

宮　川　健　太 東京大学大学院理学系研究科 原　　　弘　久 CLASP較正光源の開発
青　木　邦　哉 東京大学大学院理学系研究科 原　　　弘　久 ひので衛星による太陽フレアの研究
小屋松　　　進 東京大学大学院理学系研究科 大　橋　永　芳 原子惑星系円盤の形成・進化
関　根　正　和 東京大学大学院理学系研究科 関　本　裕太郎 超伝導共振器カメラの開発
原　　　拓　自　 東京大学大学院理学系研究科 郷　田　直　輝 位置天文観測衛星のデータを用いた銀河系の力学モデルの構築
原　　　千穂美 東京大学大学院理学系研究科 川　邊　良　平 星形成における分子流、回転ガス円盤の形成の研究
藤　井　浩　介 東京大学大学院理学系研究科 水　野　範　和 サブミリ波望遠鏡を用いた星形成領域、銀河の観測的研究
秋　山　和　徳 東京大学大学院理学系研究科 小　林　秀　行 東アジアVLBI観測網によるAGN天体の観測的研究
清　兼　和　紘 東京大学大学院理学系研究科 水　野　範　和 星形成過程の電波による観測的研究

藤　井　顕　彦 東京大学大学院理学系研究科 小久保　英一郎 惑星の高密度リングにおける空間的構造の形成と進
化に関する物理課程の理論的研究

植　田　準　子 東京大学大学院理学系研究科 川　邊　良　平 銀河の衝突に起因する星形成と銀河の進化の研究
小　山　翔　子 東京大学大学院理学系研究科 小　林　秀　行 電波干渉計を用いた活動銀河ジェットの研究
高　橋　安　大 東京大学大学院理学系研究科 田　村　元　秀 太陽系外惑星系における惑星軌道移動の観測的アプローチ
林　　　隆　之 東京大学大学院理学系研究科 小　林　秀　行 VLBIによる観測天文学
樋　口　祐　一 東京大学大学院理学系研究科 家　　　正　則 弱重力レンズ効果を用いた宇宙の大規模構造の解明
Rusu Cristian Eduard 東京大学大学院理学系研究科 家　　　正　則 補償光学による重力レンズ効果クエーサーの観測的研究
河　西　美　穂 東邦大学大学院理学研究科 松　尾　　　宏 サブミリ波カメラの開発
久　保　大　樹 東邦大学大学院理学研究科 松　尾　　　宏 サブミリ波カメラの開発
渡　辺　動　太 東邦大学大学院理学研究科 松　尾　　　宏 サブミリ波カメラの開発
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3.　特別共同利用研究員（受託院生）

博士課程 所属大学 受入期間 指導教員 研究課題

宇　井　崇　絋 広島大学大学院理学研
究科物理科学専攻 H25.4.1～H26.3.31 山　下　卓　也 前期主系列星の観測的研究と赤外研出器

系の開発

大　矢　正　人 日本大学大学院理工学
研究科物理学専攻 H25.4.1～H26.3.31 渡　部　潤　一 系外惑星直接観測のための干渉計の研究

水　野　いづみ 鹿児島大学大学院理工学
研究科生命環境科学専攻 H25.4.1～H26.3.31 久　野　成　夫 電波単一鏡による偏波較正手法の確立

野　村　真理子 お茶の水女子大学大学院人間
文化創成科学研究科理学専攻 H25.4.1～H25.12.31 富　阪　幸　治 3次元輻射流体計算による円盤からのガス噴

出現象と活動銀河核の吸収線の起源の研究

堀　江　正　明 日本大学大学院理工学
研究科物理学専攻 H25.4.1～H26.3.31 渡　部　潤　一 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

関　口　貴　令 東京大学大学院理学系
研究科物理学専攻 H25.12.1～H26.3.31 Flaminio, Raffaele 大型低温重力波望遠鏡KAGRA用防振装

置の開発

大　野　良　人 東北大学大学院理学研
究科天文学専攻 H26.1.6～H26.3.31 岩　田　　　生 RAVENを用いた多天体補償光学系の実証

修士課程 所属大学 受入期間 指導教員 研究課題

千　田　　　華 東海大学大学院理学研
究科物理学専攻

H25.4.1～H26.3.31 本　間　希　樹 超長基線電波干渉計によるガンマ線放射
AGNの観測的研究

深　瀬　雅　央 日本大学大学院理工学
研究科物理学専攻

H25.4.1～H26.3.31 渡　部　潤　一 系外惑星観測用の高コントラスト光学系
の開発

外　間　一　輝 琉球大学大学院理工学研
究科物質地球科学専攻

H25.4.1～H26.3.31 本　間　希　樹 VERA石垣島局によるEGO天体の新しい
メーザーの発見

4.　学位

国立天文台の研究施設等を使用して取得された学位

氏名 学位論文題目
Pan Hsi-An（総研大博士） Environmental Dependence of Star Formation in Nearby Barred Spiral Galaxies
坂　井　伸　行（総研大博士） Spiral Structure and Non-Circular Motions of the Milky Way Galaxy Revealed by VLBI Astrometry

末　永　拓　也（総研大博士） Brown Dwarfs and Planetary Mass Objects in Star Forming Regions: Toward the Low Mass End of 
Initial Mass Function

石　﨑　剛　史（総研大修士） すばる望遠鏡を用いた赤方偏移7のクェーサー探査
橋　詰　克　也（総研大修士） 輻射流体計算による超臨界降着流及び噴出流の大局的構造の研究


