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III　組織
1.　国立天文台組織図

プ ロ ジ ェ ク ト 室

ハ ワ イ 観 測 所

岡 山 天 体 物 理 観 測 所

野 辺 山 宇 宙 電 波 観 測 所

野 辺 山 太 陽 電 波 観 測 所

水 沢 V L B I 観 測 所

太 陽 観 測 所

チ リ 観 測 所

天文シミュレーションプロジェクト

重力波プロジェクト推進室

T M T 推 進 室

J A S M I N E 検 討 室

S O L A R - C 準 備 室

R I S E 月 惑 星 探 査 検 討 室

太陽系外惑星探査プロジェクト室

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

研 究 力 強 化 戦 略 室

光 赤 外 研 究 部

研 究 評 価 支 援 室

電 波 研 究 部

太陽天体プラズマ研究部

理 論 研 究 部

人 事 企 画 室

安 全 衛 生 推 進 室

技 術 推 進 室

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）

ひので科学プロジェクト

国 際 連 携 室
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2.　職員数

（平成27年3月31日現在）

常勤職員

台長 1
研究教育職員 158

〔内訳〕

教授 29
技師長 0
准教授 36
主任研究技師 11
助教 62
助手 0
研究技師 20

技術職員 37
事務職員 55
URA職員 8
年俸制職員 63

非常勤職員 特定契約職員 79
短時間契約職員 148

3.　幹部職員

台長　 林　　　正　彦
副台長（総務担当） 渡　部　潤　一
副台長（財務担当） 小　林　秀　行
技術主幹 髙　見　英　樹
研究連携主幹 郷　田　直　輝
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4.　研究組織

Cプロジェクト室
ハワイ観測所

観測所長（併） 有　本　信　雄
教授 有　本　信　雄
教授（併） 家　　　正　則
教授（併） 臼　田　知　史
教授 大　橋　永　芳
教授（併） 水　本　好　彦
准教授（併） 青　木　和　光
准教授（併） 市　川　伸　一
准教授 岩　田　　　生
准教授（併） 柏　川　伸　成
准教授 兒　玉　忠　恭
准教授 髙　遠　徳　尚
准教授 竹　田　洋　一
准教授（併） 寺　田　　　宏
准教授 能　丸　淳　一
准教授 林　　　左絵子
主任研究技師 湯　谷　正　美
助教 今　西　昌　俊
助教 沖　田　博　文
助教 小宮山　　　裕
助教（併） 白　崎　裕　治
助教 早　野　　　裕
助教 Pyo, Tae-soo
助教 美濃和　陽　典
助教（併） 八　木　雅　文
研究技師 田　澤　誠　一
主任技術員 小　俣　孝　司
主任技術員 倉　上　富　夫
主任技術員 田　村　友　範
主任技術員 並　川　和　人
主任技術員 根　岸　　　智
技術員 佐　藤　立　博
特任研究員 但　木　謙　一
研究員 矢　部　清　人
専門研究職員 山野井　　　瞳
研究支援員 Schramm, Malte
事務支援員 桑　田　ひとみ
事務支援員 高　本　正　美
事務支援員 野　口　倍　美
事務支援員 持　永　千　鶴
事務支援員 吉　田　千　枝
事務支援員 山　田　徳　美

事務部
事務長 小　林　秀　樹
事務長 脊　戸　洋　次

庶務係
係長（兼） 小　林　秀　樹
係長（兼） 脊　戸　洋　次
係員 菅　原　　　諭

会計係
係長 古　畑　知　行

RCUH職員
RCUH 青　木　賢太郎
RCUH 麻　生　有　佑
RCUH Alpiche, Dex
RCUH Yeh, Sherry 

(Chia-Chen)
RCUH 稲　垣　豪　志
RCUH Iwasaki, Alan
RCUH Williams, Joshua
RCUH Wages, Keith
RCUH Weber, Mark
RCUH Elms, Brian
RCUH 遠　藤　万　里
RCUH 大　塚　雅　昭
RCUH 大　槻　典　子
RCUH 大　野　良　人
RCUH 大　屋　　　真
RCUH 嘉　数　悠　子
RCUH Castro, Timothy
RCUH Kackley, Russell
RCUH Kim, Ji Hoon
RCUH Guyon, Olivier
RCUH 京　野　英　司
RCUH Guthier, Debbie
RCUH Cook, David
RCUH 工　藤　智　幸
RCUH Clergeon, 

Christophe
RCUH Currie, Thayne
RCUH Gorman, William
RCUH 越　田　進太郎
RCUH 小屋松　　　進
RCUH Sur, 亮子
RCUH 濟　藤　祐理子
RCUH Jeschke, Eric
RCUH 嶋　川　里　澄
RCUH Shubert, Kiaina
RCUH Singh, Garima
RCUH Spencer, Robin
RCUH Thunell, Johnathan
RCUH Tait, Philip
RCUH 瀧　浦　晃　基
RCUH 田　実　晃　人
RCUH 田　中　　　壱
RCUH 田　中　陽　子
RCUH Tamae, Richard
RCUH Tsang, Emiko
RCUH 寺　居　　　剛
RCUH 土　井　由　行
RCUH Doughty, Danielle
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RCUH 友　野　大　悟
RCUH Toyofuku, Ralph
RCUH 仲　田　史　明
RCUH 中　野　稚　子
RCUH 鍋　島　芳　武
RCUH ニイミ　由　華
RCUH 西　村　徹　郎
RCUH Berghuis, Jennie
RCUH Bergstrom, 

Andrew (Will)
RCUH Birchall, Daniel
RCUH Pathak, Prashant
RCUH Hasegawa, Andrew
RCUH 長谷川　久美子
RCUH 服　部　　　尭
RCUH Balbarino, Michael
RCUH Fabricius, 

Maximilian
RCUH Park, Hong Soo
RCUH Finet, Francois
RCUH Ferreira, James
RCUH Ferre, Mateu Anna
RCUH Formanek, Keiko
RCUH Frayser, Suzanne
RCUH 藤　吉　拓　哉
RCUH 藤　原　英　明
RCUH Helminiak, 

Krzysztof
RCUH Hopkins, James
RCUH Micheva, 

Genoveva
RCUH 村　井　里江子
RCUH Morris, Marita
RCUH 山　崎　航　平
RCUH Jovanovic, 

Nemanja
RCUH Ramos, Lucio
RCUH Lemmen, Michael
RCUH Letawsky, Michael
RCUH Leonard, Alex
RCUH Lozi, Julien
RCUH Roth, Noriko
RCUH Winegar, Tom
RCUH Walawender, 

Joshua
RCUH Wung, Matthew

Hyper Suprime-Cam
室長（併） 宮　﨑　　　聡
准教授（併） 髙　田　唯　史
助教 小宮山　　　裕
助教（併） 中　屋　秀　彦
助教（併） 古　澤　久　德
特任助教 田　中　賢　幸
主任技術員（併） 浦　口　史　寛
主任技術員（併） 鎌　田　有紀子
研究員 大　倉　悠　貴

専門研究職員 川野元　　　聡
専門研究職員 小　池　美知太郎
専門研究職員 峯　尾　聡　吾
専門研究職員 山　田　善　彦
事務支援員 上　清　初　枝

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
准教授 浮　田　信　治
主任研究技師 小矢野　　　久
助教 栁　澤　顕　史
特任助教 神　戸　栄　治
技術員 筒　井　寛　典
研究員 福　井　暁　彦
専門研究職員 黒　田　大　介
専門研究職員 前　原　裕　之
研究支援員 神　谷　浩　紀
研究支援員 清　水　康　廣
研究支援員 戸　田　博　之

事務室
事務係

係長 瀬　藤　暢　良
事務支援員 片　山　久美子
事務支援員 渋　川　浩　子
事務支援員 山　下　綾　子
業務支援員 小　山　省　二
業務支援員 渡　辺　憲　章

野辺山宇宙電波観測所
観測所長（併） 齋　藤　正　雄
准教授 齋　藤　正　雄
准教授（併） 中　村　文　隆
主任研究技師 岩　下　浩　幸
主任研究技師 神　澤　富　雄
助教 石　附　澄　夫
助教 梅　本　智　文
助教 大　島　　　泰
助教 髙　野　秀　路
特任助教 南　谷　哲　宏
研究技師 御子柴　　　廣
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 西　谷　洋　之
技術員 和　田　拓　也
研究員 諸　隈　佳　菜
特任研究員 竹　腰　達　哉
特任研究員 西　村　　　淳
専門研究職員 大　矢　正　明
専門研究職員 衣　笠　健　三
専門研究職員 高　橋　　　茂
専門研究職員 畳　谷　仁　男
専門研究職員 前　川　　　淳
特定技術職員 西　岡　真木子
研究支援員 荒　井　　　均
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事務支援員 井　出　秀　美
事務支援員 畠　山　英　子
再雇用職員 齋　藤　泰　文
再雇用職員 内　藤　明　彦
研究補助員
（リサーチ･アシスタント）

水　野　いづみ

事務室
事務室長 大　塚　朝　喜

庶務係
係長（兼） 大　塚　朝　喜
事務支援員 依　田　千津子
事務支援員 菊　池　菊　江
業務支援員 井　出　弘　子
業務支援員 門　島　順　子
業務支援員 菊　池　　　剛
業務支援員 菊　池　通　子
業務支援員 倉　根　　　告
業務支援員 小　池　郁　子
業務支援員 齋　藤　新　代
業務支援員 土　屋　純　子
業務支援員 藤　　　　　茂
業務支援員 吉　澤　宇佐治

会計係
係長 佐々木　宏　彰
係長 清　水　英　俊
係員 小　林　多　仁
事務支援員 小　平　としこ
事務支援員 高　沢　美津枝
事務支援員 徳　井　千　里

野辺山太陽電波観測所
観測所長（併） 花　岡　庸一郎
教授 柴　﨑　清　登
主任研究技師（併） 川　島　　　進
助教 下　条　圭　美
技師 篠　原　徳　之
研究員 岩　井　一　正
事務支援員 新　海　久　子
事務支援員 竹　村　美和子

水沢VLBI観測所
観測所長事務取扱（併） 髙　見　英　樹
教授 小　林　秀　行
教授 本　間　希　樹
准教授（併） 縣　　　秀　彦
准教授 柴　田　克　典
准教授（併） 花　田　英　夫
主任研究技師 佐　藤　克　久
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 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
技術員 清水上　　　誠
研究員 澤田－佐藤　聡　子
研究員 松　本　尚　子
特任研究員 Wu, Yuanwei
特任研究員 Kim, Jeoung Sook
特任研究員 田　崎　文　得
特任研究員 永　山　　　匠
特任専門員 三　浦　光　男
専門研究職員 小　山　友　明
専門研究職員 金　口　政　弘
専門研究職員 花　山　秀　和
特定技術職員 久　慈　清　助
特定技術職員 舟　山　弘　志
特定技術職員 宮　地　竹　史
特定事務職員 及　川　信　一
研究支援員 朝　倉　　　佑
研究支援員 磯　野　陽　子
研究支援員 松　川　夕　紀
研究支援員 山　内　　　彩
研究支援員 山　下　一　芳
事務支援員 小　森　明　代
事務支援員 吉　原　恵　子

事務室
事務室長 本　明　　　進

庶務係
係長（兼） 本　明　　　進
係員 飯　田　直　人
事務支援員 大　泉　由　香
事務支援員 菊　池　幸　子
事務支援員 佐々木　美　枝

会計係
係長 古　関　竜　也
事務支援員 佐々木　美　絵
事務支援員 高　橋　由　美

石垣島天文台
所長（併） 宮　地　竹　史
准教授（併） 縣　　　秀　彦
研究技師（併） 大　島　紀　夫
研究技師（併） 福　島　英　雄
専門研究職員 花　山　秀　和
特定技術職員 宮　地　竹　史

天文保時室
室長（併） 佐　藤　克　久
研究技師（併） 浅　利　一　善

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
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主任技術員 篠　田　一　也
研究員 大　辻　賢　一
専門研究職員 北　川　直　優
専門研究職員 森　田　　　諭
専門研究職員 矢　治　健太郎
事務支援員 杉　本　順　子
事務支援員 西　野　秀　子

チリ観測所
所長（併） 長谷川　哲　夫
教授　 井　口　　　聖
教授 小笠原　隆　亮
教授 亀　野　誠　二
教授 阪　本　成　一
教授 立　松　健　一
教授 長谷川　哲　夫
准教授 浅　山　信一郎
准教授 伊王野　大　介
准教授（併） 大　石　雅　壽
准教授 奥　田　武　志
准教授 木　内　　　等
准教授 小　杉　城　治
准教授 水　野　範　和
特任准教授 河　村　晶　子
特任准教授 小　麥　真　也
特任准教授 永　井　　　洋
特任准教授 新　永　浩　子
主任研究技師 川　島　　　進
主任研究技師 菊　池　健　一
主任研究技師 渡　辺　　　学
助教（併） 梅　本　智　文
助教 江　澤　　　元
助教 Espada Fernandez, 

Daniel
助教（併） 大　島　　　泰
助教 鎌　﨑　　　剛
助教 澤　田　剛　士
助教（併） 下　条　圭　美
助教 杉　本　正　宏
助教 髙　橋　智　子
助教 中　西　康一郎
助教 平　松　正　顕
助教 廣　田　晶　彦
助教 松　田　有　一
特任助教 秋　山　永　治
特任助教 Erik, Muller
特任助教 Chibueze, James 

Okwe
特任助教 西　合　一　矢
特任助教 廿日出　文　洋
研究技師 芦田川　京　子
研究技師 中　里　　　剛
技師 木　挽　俊　彦
技師 中　村　京　子
主任技術員 加　藤　禎　博
特任研究員 Ao, Yiping

特任研究員 植　田　準　子
特任研究員 Herrera Contreras, 

Cinthya Natalia
特任研究員 黒　野　泰　隆
特任研究員 Sanhueza Nunez, 

Patricio Andres
特任研究員 三　浦　理　絵
特任専門員 川　﨑　　　渉
特任専門員 國　吉　雅　也
特任専門員 小　林　剛　志
特任専門員 斉　藤　　　基
特任専門員 下　田　隆　信
特任専門員 杉　本　香菜子
特任専門員 臧　　　亮　堅
特任専門員 福　井　秀　治
特任専門員 松　居　隆　之
特任専門員 森　田　英　輔
特任専門員 山　田　真　澄
専門研究職員 石　丸　文　章
専門研究職員 井　上　則　雄
専門研究職員 川　上　申之介
専門研究職員 佐久間　直小子
専門研究職員 澁　谷　　　勝
専門研究職員 冨　室　　　久
専門研究職員 中　村　光　志
専門研究職員 額　谷　宙　彦
専門研究職員 野　間　奈央子
専門研究職員 藤　本　泰　弘
専門研究職員 安　井　　　孝
特定事務職員 鎌　田　雅　子
研究支援員 内　田　亜弥子
研究支援員 楠　野　こず枝
研究支援員 山　崎　利　孝
事務支援員 内　田　玲　奈
事務支援員 河　野　いずみ
事務支援員 斉　藤　直　子
事務支援員 桜　井　順　子
事務支援員 松　永　兆　子
研究補助員
（リサーチ･アシスタント）

大　西　響　子

AUI職員 Oscar Mendez
AUI職員 Gabriela 

Krapivka Flores
AUI職員 Joaquin Collao
AUI職員 Nicolas Silva
AUI職員 Maria Angelica 

Ramos
AUI職員 Lorena Toro
AUI職員 Veronica Gareca

事務部
事務長 山　口　隆　弘

庶務係
係長 塚　野　智　美

会計係
係長（兼） 山　口　隆　弘
係員 平　松　直　也
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天文シミュレーションプロジェクト
プロジェクト長（併） 小久保　英一郎
教授 小久保　英一郎
教授（併） 富　阪　幸　治
助教 伊　藤　孝　士
助教（併） 井　上　剛　志
助教 大須賀　　　健
助教（併） 工　藤　哲　洋
助教（併） 田　中　雅　臣
特任助教 髙　橋　博　之
特任助教 滝　脇　知　也
特任研究員 川　島　朋　尚
特任研究員 古　澤　　　峻
研究員 石　津　尚　喜
専門研究職員 押　野　翔　一
専門研究職員 加　藤　恒　彦
専門研究職員 中　山　弘　敬
専門研究職員 楢　﨑　弥　生
専門研究職員 脇　田　　　茂
研究支援員 長谷川　幸　彦
研究支援員 福　士　比奈子
研究支援員 松　本　侑　士
事務支援員 木　村　優　子

ひので科学プロジェクト
プロジェクト長（併） 渡　邊　鉄　哉
教授（併） 櫻　井　　　隆
教授（併） 柴　﨑　清　登
特任教授 Uitenbroek, Han
特任教授 Kuhn, Jeffrey 

Richard
准教授 末　松　芳　法
准教授 関　井　　　隆
准教授（併） 原　　　弘　久
助教 石　川　遼　子
助教 勝　川　行　雄
助教（併） 鹿　野　良　平
助教 久　保　雅　仁
助教（併） 下　条　圭　美
研究技師（併） 坂　東　貴　政
特任研究員 Antolin, Patrick
特定技術職員 井　上　直　子
研究支援員 中　田　雄一郎

Bプロジェクト室
重力波プロジェクト推進室

室長（併） Flaminio, Raffaele
特任教授 Flaminio, Raffaele
准教授 麻　生　洋　一
准教授（併） 安　東　正　樹
特任准教授 Barsuglia, Matteo
助教 阿久津　智　忠
助教 上　田　暁　俊
助教 髙　橋　竜太郎
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
特任研究員 Zeidler, Simon
特任研究員 Barton, Mark 

Andrew
特任研究員 Pena Arellano, 

Fabian Erasmo
特任専門員 平　田　直　篤
研究支援員 中　村　康　二
事務支援員 近　藤　美穂子
事務支援員 吉　住　みづほ

在籍出向（東京大学）
助教 大　石　奈緒子

TMT推進室
室長（併） 臼　田　知　史
教授 家　　　正　則
教授 臼　田　知　史
教授（併） 髙　見　英　樹
教授 山　下　卓　也
准教授 青　木　和　光
准教授 柏　川　伸　成
准教授（併） 小　杉　城　治
准教授（併） 兒　玉　忠　恭
准教授（併） 髙　遠　徳　尚
准教授 寺　田　　　宏
准教授（併） 宮　﨑　　　聡
特任准教授 Packham, Christopher 

Charles
主任研究技師 宮　下　隆　明
助教（併） 今　西　昌　俊
助教（併） 杉　本　正　宏
助教（併） 鈴　木　竜　二
助教（併） 早　野　　　裕
助教（併） 八　木　雅　文
研究員 橋　本　哲　也
研究員 和南城　伸　也
特任研究員 原　川　紘　季
特任専門員 神　津　昭　仁
特任専門員 杉　山　元　邦
特任専門員 チャップマン　純　子
専門研究職員 石　井　未　来
専門研究職員 尾　崎　忍　夫
研究支援員 稲　谷　順　司
研究支援員 Rusu, Cristian 

Eduard
広報普及員 田　島　俊　之
事務支援員 原　中　美由紀
事務支援員 山　口　千　優

Aプロジェクト室
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） 髙　遠　徳　尚
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准教授（併） 花　田　英　夫
助教（併） 荒　木　博　志
助教 辻　本　拓　司
助教（併） 野　田　寛　大
助教 矢　野　太　平
主任研究技師（併） 鶴　田　誠　逸
研究技師（併） 浅　利　一　善
特任研究員 白　籏　麻　衣
特任研究員 山　口　正　輝
研究支援員 宇都宮　　　真
技術支援員 鹿　島　伸　悟

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） 小久保　英一郎
教授（併） 田　村　元　秀
特任教授 Ojha, Devendra 

Kumar
准教授（併） 泉　浦　秀　行
助教 小　谷　隆　行
助教 周　藤　浩　士
助教 中　島　　　紀
助教 西　川　　　淳
助教（併） 森　野　潤　一
特任助教 成　田　憲　保
特任研究員 大　宮　正　士
特任研究員 神　鳥　　　亮
専門研究職員 日下部　展　彦
研究支援員 黒　川　隆　志
研究補助員
（リサーチ･アシスタント）

大　矢　正　人

RISE月惑星探査検討室
室長（併） 竝　木　則　行
教授（併） 郷　田　直　輝
教授（併） 小久保　英一郎
教授（併） 小　林　行　泰
教授 竝　木　則　行
准教授 花　田　英　夫
准教授 松　本　晃　治
主任研究技師 鶴　田　誠　逸
助教 荒　木　博　志
助教（併） 河　野　裕　介
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（併） 田　澤　誠　一
研究員 押　上　祥　子
特任研究員 山　田　竜　平
専門研究職員 菊　池　冬　彦
事務支援員 佐　藤　明　香

SOLAR-C準備室
室長（併） 原　　　弘　久
教授（併） 櫻　井　　　隆

教授 渡　邊　鉄　哉
准教授（併） 末　松　芳　法
准教授 原　　　弘　久
助教（併） 石　川　遼　子
助教 鹿　野　良　平
助教（併） 勝　川　行　雄
助教（併） 久　保　雅　仁
研究技師 坂　東　貴　政
技師（併） 木　挽　俊　彦
主任技術員（併） 篠　田　一　也
特任研究員（併） 成　影　典　之
特定技術職員（併） 井　上　直　子
事務支援員 藤　由　まりえ

センター
天文データセンター

センター長（併） 大　石　雅　壽
教授（併） 小久保　英一郎
教授（併） 水　本　好　彦
准教授 市　川　伸　一
准教授 大　石　雅　壽
准教授（併） 小　杉　城　治
准教授（併） 柴　田　克　典
准教授 髙　田　唯　史
准教授（併） 能　丸　淳　一
助教 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（併） 髙　野　秀　路
助教 古　澤　久　德
研究技師 井　上　剛　毅
技術員 福　井　麻　美
特任研究員 川　口　俊　宏
特任研究員 Zapart, Christopher 

Andrew
特任研究員 樋　口　祐　一
特任研究員 吉　田　鉄　生
専門研究職員 浅　野　栄　治
専門研究職員 安　部　実　希
専門研究職員 磯　貝　瑞　希
専門研究職員 田　中　伸　広
専門研究職員 中　島　王　彦
専門研究職員 中　根　麻希子
専門研究職員 古　澤　順　子
研究支援員 野　田　祥　代
研究支援員 藤　川　真記子
事務支援員 相　田　奏　子
事務支援員 石　井　裕　子
研究補助員
（リサーチ･アシスタント）

鈴　木　大　輝

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　壽
助教（併） 白　崎　裕　治
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先端技術センター
センター長（併） 野　口　　　卓
教授 髙　見　英　樹
教授 野　口　　　卓
准教授（併） 岩　田　　　生
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　﨑　　　聡
主任研究技師 岡　田　則　夫
助教（併） 阿久津　智　忠
助教（併） 鹿　野　良　平
助教 小　嶋　崇　文
助教 鈴　木　竜　二
助教 中　屋　秀　彦
特任助教 Gonzalez Garcia, 

Alvaro
研究技師 飯　塚　吉　三
研究技師 佐　藤　直　久
研究技師 野　口　本　和
研究技師 福　嶋　美津広
研究技師 藤　井　泰　範
技師 久　保　浩　一
技師 高　橋　敏　一
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 金　子　慶　子
主任技術員 鎌　田　有紀子
主任技術員（併） 田　村　友　範
主任技術員 福　田　武　夫
主任技術員（併） 宮　澤　千栄子
主任技術員 和瀬田　幸　一
研究員 唐　津　謙　一
技術員 都　築　俊　宏
技術員 三ツ井　健　司
特任研究員 Dominjon, Agnes 

Micheline
特任研究員 成　影　典　之
専門研究職員 岩　国　幹　夫
専門研究職員 上　水　和　典
専門研究職員 鎌　田　千代士
専門研究職員 唐　津　実　希
専門研究職員 小　沼　三　佳
専門研究職員 齊　藤　　　栄
専門研究職員 曽　我　登美雄
専門研究職員 高　橋　康　夫
専門研究職員 古　谷　明　夫
専門研究職員 Matthias, Kroug
特定技術職員 熊　谷　収　可
特定技術職員 西　野　徹　雄
技術支援員 加納ミッチェル扇詠
技術支援員 林　　　律　子

事務支援員 黒　田　亨　子
事務支援員 村　上　広　美
事務支援員 吉　田　妙　子

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
助教（併） 平　松　正　顕
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
主任技師 松　田　　　浩
技術員 長　山　省　吾
図書係長 堀　　　真　弓
特任専門員 Cheung, Sze Leung
特任専門員 Lundock, 

Ramsey Guy
専門研究職員 臼田 -佐藤　功美子
専門研究職員 小　野　智　子
専門研究職員（併） 小宮山　浩　子
専門研究職員 高　田　裕　行
研究支援員 久　米　香　理
広報普及員 石　川　直　美
広報普及員 石　崎　昌　春
広報普及員 伊　東　昌　市
広報普及員 岩　城　邦　典
広報普及員 宇津巻　竜　也
広報普及員 遠　藤　勇　夫
広報普及員 大　越　　　治
広報普及員 小　栗　順　子
広報普及員 久　保　麻　紀
広報普及員 小　池　明　夫
広報普及員 塩　谷　保　久
広報普及員 柴　田　幸　子
広報普及員 武　田　隆　顕
広報普及員 内　藤　誠一郎
広報普及員 夏　苅　聡　美
広報普及員 根　本　しおみ
広報普及員 波田野　聡　美
広報普及員 馬　場　幸　栄
広報普及員 藤　田　登起子
広報普及員 二　見　広　志
広報普及員 増　沢　　　等
広報普及員 三　上　真　世
広報普及員 渡　邉　百合子
事務支援員 青　木　真紀子
事務支援員 野　口　さゆみ

広報室
室長（併） 生　田　ちさと
室長（併） 平　松　正　顕
技術員（併） 長　山　省　吾
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特任専門員（併） Lundock, 
Ramsey Guy

専門研究職員（併） 小　野　智　子
専門研究職員（併） 小宮山　浩　子
研究支援員（併） 久　米　香　理
広報普及員（併） 塩　谷　保　久
広報普及員（併） 夏　苅　聡　美
広報普及員（併） 三　上　真　世

普及室
室長（併） 縣　　　秀　彦
広報普及員（併） 石　川　直　美
広報普及員（併） 石　崎　昌　春
広報普及員（併） 伊　東　昌　市
広報普及員（併） 宇津巻　竜　也
広報普及員（併） 大　越　　　治
広報普及員（併） 柴　田　幸　子
広報普及員（併） 内　藤　誠一郎
広報普及員（併） 波田野　聡　美
広報普及員（併） 藤　田　登起子
広報普及員（併） 増　沢　　　等

ミュージアム検討室
室長（併） 大　島　紀　夫
准教授（併） 縣　　　秀　彦
研究技師（併） 佐々木　五　郎
技師（併） 松　田　　　浩
専門研究職員（併） 臼田 -佐藤　功美子
広報普及員（併） 遠　藤　勇　夫
広報普及員（併） 小　池　明　夫
広報普及員（併） 武　田　隆　顕
広報普及員（併） 根　本　しおみ
広報普及員（併） 馬　場　幸　栄
広報普及員（併） 藤　田　登起子
広報普及員（併） 二　見　広　志
広報普及員（併） 渡　邉　百合子

暦計算室
室長（併） 片　山　真　人
主任技師（併） 松　田　　　浩
広報普及員（併） 遠　藤　勇　夫

図書係
係長（併） 堀　　　真　弓
広報普及員（併） 小　栗　順　子
広報普及員（併） 久　保　麻　紀

出版室
室長（併） 福　島　登志夫
副室長（併） 福　島　英　雄
専門研究職員（併） 高　田　裕　行
広報普及員（併） 岩　城　邦　典
広報普及員（併） 久　保　麻　紀

国際普及室（Office for Astronomy Outreach of the IAU）
室長（併） 縣　　　秀　彦
特任専門員（併） Cheung, Sze Leung
広報普及員（併） 柴　田　幸　子

総務室
室長（併） 松　田　　　浩
事務支援員（併） 青　木　真紀子
事務支援員（併） 野　口　さゆみ

研究部
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 臼　田　知　史
教授 大　橋　永　芳
教授 郷　田　直　輝
教授 小　林　行　泰
教授 関　口　和　寬
教授 水　本　好　彦
教授 山　下　卓　也
准教授 青　木　和　光
准教授 麻　生　洋　一
准教授 泉　浦　秀　行
准教授 岩　田　　　生
准教授 浮　田　信　治
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 髙　遠　徳　尚
准教授 竹　田　洋　一
准教授 寺　田　　　宏
准教授 能　丸　淳　一
准教授 林　　　左絵子
主任研究技師 小矢野　　　久
主任研究技師 宮　下　隆　明
主任研究技師 湯　谷　正　美
助教 阿久津　智　忠
助教 今　西　昌　俊
助教 上　田　暁　俊
助教 沖　田　博　文
助教 小　谷　隆　行
助教 小宮山　　　裕
助教 周　藤　浩　士
助教 相　馬　　　充
助教 髙　橋　竜太郎
助教 辰　巳　大　輔
助教 辻　本　拓　司
助教 友　野　大　悟
助教 中　島　　　紀
助教 西　川　　　淳
助教 早　野　　　裕
助教 Pyo, Tae-soo
助教 美濃和　陽　典
助教 森　野　潤　一
助教 八　木　雅　文
助教 栁　澤　顕　史
助教 矢　野　太　平
特任助教 松　岡　良　樹
研究技師 石　崎　秀　晴
研究技師 鳥　居　泰　男
研究技師 田　澤　誠　一
主任技術員 小　俣　孝　司
主任技術員 倉　上　富　夫
主任技術員 田　中　伸　幸
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主任技術員 田　村　友　範
主任技術員 並　川　和　人
主任技術員 根　岸　　　智
技術員 佐　藤　立　博
技術員 筒　井　寛　典
事務支援員 木　村　弘　子
研究補助員
（リサーチ･アシスタント）

利　川　　　潤

在籍出向（東京大学）
助教 大　石　奈緒子

電波研究部
研究部主任（併） 井　口　　　聖
教授 井　口　　　聖
教授 小笠原　隆　亮
教授 亀　野　誠　二
教授 川　邊　良　平
教授 小　林　秀　行
教授 阪　本　成　一
教授 立　松　健　一
教授 長谷川　哲　夫
教授 竝　木　則　行
教授 本　間　希　樹
准教授 浅　山　信一郎
准教授 伊王野　大　介
准教授 奥　田　武　志
准教授 木　内　　　等
准教授 小　杉　城　治
准教授 齋　藤　正　雄
准教授 柴　田　克　典
准教授 花　田　英　夫
准教授 松　本　晃　治
准教授 水　野　範　和
主任研究技師 岩　下　浩　幸
主任研究技師 川　島　　　進
主任研究技師 神　澤　富　雄
主任研究技師 菊　池　健　一
主任研究技師 佐　藤　克　久
主任研究技師 鶴　田　誠　逸
主任研究技師 渡　辺　　　学
助教 荒　木　博　志
助教 石　附　澄　夫
助教 梅　本　智　文
助教 江　澤　　　元
助教 Espada Fernandez, 

Daniel
助教 大　島　　　泰
助教 鎌　﨑　　　剛
助教 亀　谷　　　收
助教 河　野　裕　介
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 髙　橋　智　子

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　晶　彦
助教 廣　田　朋　也
助教 松　田　有　一
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 鈴　木　駿　策
研究技師 中　里　　　剛
研究技師 御子柴　　　廣
技師 木　挽　俊　彦
技師 中　村　京　子
技師 宮　澤　和　彦
主任技術員 加　藤　禎　博
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 清水上　　　誠
技術員 西　谷　洋　之
技術員 和　田　拓　也
専門研究職員 立　澤　加　一
研究支援員 岡　保　利佳子

太陽天体プラズマ研究部
研究部主任（併） 櫻　井　　　隆
教授 櫻　井　　　隆
教授 柴　﨑　清　登
教授 渡　邊　鉄　哉
准教授 末　松　芳　法
准教授 関　井　　　隆
准教授 花　岡　庸一郎
准教授 原　　　弘　久
助教 石　川　遼　子
助教 勝　川　行　雄
助教 鹿　野　良　平
助教 久　保　雅　仁
助教 下　条　圭　美
特任助教 鳥　海　　　森
研究技師 坂　東　貴　政
技師 篠　原　徳　之
主任技術員 篠　田　一　也

理論研究部
研究部主任 (併 ) 富　阪　幸　治
教授（併） 小久保　英一郎
教授 富　阪　幸　治
教授 吉　田　春　夫
特任教授 Turner, Edwin 

Lewis
准教授 梶　野　敏　貴
准教授 中　村　文　隆
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助教 井　上　剛　志
助教 工　藤　哲　洋
助教 田　中　雅　臣
助教 濵　名　　　崇
特任助教 銭　谷　誠　司
特任助教 祖　谷　　　元
特任助教 野　沢　貴　也
特任助教 藤　井　通　子
特任助教 藤　本　桂　三
事務支援員 泉　　　塩　子
事務支援員 加　納　香　織
研究補助員
（リサーチ･アシスタント）

片　岡　章　雅
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5.　研究支援組織

研究力強化戦略室
室長（併） 小　林　秀　行
特任専門員 太　田　政　彦
特任専門員 末　松　さやか
特任専門員 千　葉　庫　三
特任専門員 チャップマン　純　子
特任専門員 福　井　秀　治
特任専門員 堀　　　久仁子
特任専門員 三　浦　光　男
特任専門員 山　宮　　　脩
特任専門員 Lundock, 

Ramsey Guy
研究評価支援室

室長（併） 渡　部　潤　一
特任専門員 堀　　　久仁子

国際連携室
室長（併） 関　口　和　寬
教授 関　口　和　寬
専門研究職員 小宮山　浩　子
専門研究職員 吉　田　二　美

事務室
事務室長（命）・専門員（併） 大　西　智　之

国際学術係
係長 吉　川　裕　子
事務支援員 伊　藤　良　久
事務支援員 門　間　庸　子

人事企画室
室長 山　宮　　　脩
特任専門員 末　松　さやか

安全衛生推進室
室長（併） 髙　見　英　樹
特任専門員 太　田　政　彦
特定技術職員 柏　木　裕　二

技術推進室
室長（併） 髙　見　英　樹
特任専門員 千　葉　庫　三

事務部
部長 佐々木　　　強

総務課
課長 原　田　英一郎
課長補佐 大　西　智　之

情報担当
専門職員（併） 吉　川　郁　子

人件費担当
専門職員 菊　地　仁　一

総務係
係長 吉　川　郁　子
係員 高　田　美由紀

係員 山　藤　康　人
係員 吉　村　哲　也
自動車運転手 雨　宮　秀　巳
特定事務職員 野　口　孝　樹
特定事務職員 村　上　祥　子
事務支援員 大　立　紀　子
事務支援員 小　林　香　代
事務支援員 関　　　久　美

人事係
係長 山　内　美　佳
係員 磯　﨑　優　香
係員 高　井　鉄　弥

給与係
係長（併） 菊　地　仁　一
係員 古　川　慎一郎
特任専門員 山　本　知兄子
事務支援員 相　場　成　一

職員係
係長 山　浦　真　理
係員 川　島　良　太

研究支援係
係長 佐　藤　陽　子
係員 大久保　和　彦
係員 松　倉　広　治
事務支援員 阿　嘉　静　乃
事務支援員 奥　田　　　裕
事務支援員 竹　内　　　薫
事務支援員 鳥　居　真紀子

育児休業
係員 大　内　香　織
係員 後　藤　美千瑠

財務課
課長 根　本　宣　之
専門員（競争的資金等担当） 三　浦　則　男

監査担当
専門職員（併） 三　浦　　　進

競争的資金等担当
専門職員 山　本　真　一
事務支援員 天　野　浩　司
事務支援員 漆　畑　こずえ
事務支援員 河　野　智　恵
事務支援員 佐　藤　智恵子
事務支援員 塩　山　英里香
事務支援員 安　田　雅　子

総務係
係長 三　浦　　　進
係員 溝　川　佑　子
事務支援員 岡　田　和　子
事務支援員 河　野　みどり

司計係
係長 藤　原　健　一
係員 加　藤　昌　洋
係員 横　田　万　里
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事務支援員 松　原　路　子
資産管理係

係長（兼） 三　浦　則　男
主任 佐　藤　佳奈子

検収センター
主任（併） 佐　藤　佳奈子
事務支援員 谷　合　智　子
事務支援員 谷　垣　幸　男
事務支援員 中　込　公　寿
事務支援員 西　村　美麻子

経理課
課長 日　向　忠　幸

契約担当
専門職員（併） 千　葉　陽　子

経理係
係長 鋤　柄　雄　之
主任 千　葉　聡　子
事務支援員 岡　田　順　子
事務支援員 小　林　里　奈
事務支援員 長　澤　富　美

調達係
係長 千　葉　陽　子
係員 栢　森　真　司
係員 坂　本　美　里
係員 杉　本　尚　美
特定事務職員 佐　藤　昌　子
事務支援員 内　田　志麻子
事務支援員 鷹　野　綾　子
事務支援員 村　井　千夏子

施設課
課長 大　野　和　夫
特定事務職員 浅　田　常　明

総務係
係長 山　田　智　宏
係員 中　川　由　恵
事務支援員 長谷川　千　里

計画整備係
係長 村　上　和　弘
事務支援員 塚　本　いずみ

保全管理係
係長 佐　藤　貴　史
係員 林　倉　耕　二
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6.　人事異動

研究教育職員
発令年月日 氏名 異動内容 異動後の所属・職名等 異動前の所属・職名等

平成26年4月1日 竝　木　則　行 採用 電波研究部RISE月惑星探査検討
室教授

（千葉工業大学惑星探査研究セン
ター副所長）

平成26年4月1日 麻　生　洋　一 採用 光赤外研究部重力波プロジェク
ト推進室准教授

（東京大学大学院理学系研究科助
教）

平成26年4月1日 菊　池　健　一 採用 電波研究部チリ観測所（三鷹）
主任研究技師

平成26年4月1日 沖　田　博　文 採用 光赤外研究部ハワイ観測所（三
鷹）助教

平成26年6月1日 石　川　遼　子 採用 太陽天体プラズマ研究部ひので
科学プロジェクト助教

（ひので科学プロジェクト特任助
教）

平成26年8月1日 阪　本　成　一 採用 電波研究部チリ観測所（三鷹）
教授

（宇宙航空研究開発機構宇宙科学
研究所教授）

平成26年8月1日 小　谷　隆　行 採用 光赤外研究部太陽系外惑星探査
プロジェクト室助教

平成26年11月30日 生　田　ちさと 辞職 （宇宙航空研究開発機構宇宙科学
研究所准教授） 天文情報センター助教

平成26年12月31日 友　野　大　悟 辞職 光赤外研究部ハワイ観測所助教
平成27年3月31日 工　藤　哲　洋 辞職 （長崎大学教育学部准教授） 理論研究部助教
平成27年3月31日 萩　原　喜　昭 辞職 （東洋大学文学部准教授） 電波研究部水沢VLBI観測所助教

平成27年3月31日 髙　野　秀　路 辞職 （日本大学工学部准教授） 電波研究部野辺山宇宙電波観測
所助教

平成27年3月31日 福　島　英　雄 辞職 天文情報センター研究技師
平成27年3月31日 家　　　正　則 定年退職 光赤外研究部TMT推進室教授

平成27年3月31日 柴　﨑　清　登 定年退職 太陽天体プラズマ研究部野辺山
太陽電波観測所教授

平成27年3月31日 佐々木　敏由紀 定年退職 光赤外研究部准教授

平成27年3月31日 湯　谷　正　美 定年退職 光赤外研究部ハワイ観測所（三
鷹）主任研究技師

平成27年3月31日 小矢野　　　久 定年退職 光赤外研究部岡山天体物理観測
所主任研究技師

平成27年3月31日 大　島　紀　夫 任期満了退職 天文情報センター研究技師

平成26年10月1日 岩　下　浩　幸 昇任 電波研究部野辺山宇宙電波観測
所主任研究技師

電波研究部野辺山宇宙電波観測
所研究技師

平成27年3月1日 本　間　希　樹 昇任 電波研究部水沢VLBI観測所教授 電波研究部水沢VLBI観測所准教授

技術職員
発令年月日 氏名 異動内容 異動後の所属・職名等 異動前の所属・職名等

平成26年4月1日 佐　藤　立　博 採用 光赤外研究部ハワイ観測所（三
鷹）技術員

平成27年3月1日 西　谷　洋　之 採用 電波研究部野辺山宇宙電波観測
所技術員

平成26年8月1日 篠　原　徳　之 昇任 太陽天体プラズマ研究部野辺山
太陽電波観測所技師

太陽天体プラズマ研究部野辺山
太陽電波観測所主任技術員

平成26年8月1日 久　保　浩　一 昇任 先端技術センター技師 先端技術センター主任技術員

平成26年8月1日 木　挽　俊　彦 昇任 電波研究部チリ観測所（三鷹）
技師

電波研究部チリ観測所（三鷹）
主任技術員

平成26年8月1日 高　橋　敏　一 昇任 先端技術センター技師 先端技術センター主任技術員

平成26年8月1日 中　村　京　子 昇任 電波研究部チリ観測所（三鷹）
技師

電波研究部チリ観測所（三鷹）
主任技術員

平成26年9月1日 松　田　　　浩 昇任 天文情報センター主任技師 天文情報センター技師
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事務職員
発令年月日 氏名 異動内容 異動後の所属・職名等 異動前の所属・職名等

平成26年4月1日 佐々木　　　強 採用 事務部長 （岩手大学財務部長）

平成26年4月1日 原　田　英一郎 採用 事務部総務課長 （人間文化研究機構国立国語研究
所管理部総務課長）

平成26年4月1日 根　本　宣　之 採用 事務部財務課長 （文部科学省大臣官房文教施設企
画部計画課専門官）

平成26年4月1日 鋤　柄　雄　之 採用 事務部経理課経理係長 （東京学芸大学教育研究支援部研
究支援課科学研究費係長）

平成26年4月1日 林　倉　耕　二 採用 事務部施設課保全管理係 （東京大学本部保全課建築設備保
全チーム）

平成26年8月1日 清　水　英　俊 採用 野辺山宇宙電波観測所事務室会
計係長 （信州大学繊維学部主任）

平成26年8月1日 磯　﨑　優　香 採用 事務部総務課人事係
平成26年8月1日 栢　森　真　司 採用 事務部経理課調達係
平成27年2月1日 横　田　万　里 採用 事務部財務課司計係
平成27年3月1日 高　井　鉄　弥 採用 事務部総務課人事係

平成26年7月31日 佐々木　宏　彰 辞職 （信州大学財務部経理調達課調達
管理グループ主査）

野辺山宇宙電波観測所事務室会
計係長

平成26年7月31日 小　林　秀　樹 辞職 （高知大学研究国際部研究推進課長） ハワイ観測所事務部事務長
平成26年12月15日 加　藤　昌　洋 辞職 事務部財務課司計係

平成27年3月31日 菊　地　仁　一 辞職 （東京大学薬学部・薬学系研究科
事務部専門員）

事務部総務課専門職員（人件費
担当）

平成27年3月31日 三　浦　　　進 辞職 （東京学芸大学財務施設部経理課
契約総括係長） 事務部財務課総務係長

平成27年3月31日 堀　　　真　弓 辞職 （東京大学教養学部図書課図書係長） 天文情報センター事務室図書係長

平成27年3月31日 大久保　和　彦 辞職 （総合研究大学院大学国際・社会
連携課国際交流係） 事務部総務課研究支援係

平成27年3月31日 日　向　忠　幸 定年退職 事務部経理課長
平成27年3月31日 大　野　和　夫 定年退職 事務部施設課長
平成26年8月1日 脊　戸　洋　次 昇任 ハワイ観測所事務部事務長 国際連携室事務室長
平成26年8月1日 大　西　智　之 昇任 事務部総務課課長補佐 事務部経理課専門職員（契約担当）
平成26年8月1日 千　葉　陽　子 昇任 事務部経理課調達係長 事務部経理課調達係主任

平成26年8月1日 山　本　真　一 昇任 事務部財務課専門職員（競争的
資金等担当） チリ観測所事務部会計係主任

平成26年10月1日 千　葉　聡　子 昇任 事務部経理課経理係主任 事務部経理課経理係

年俸制職員
発令年月日 氏名 異動内容 異動後の所属・職名等 異動前の所属・職名等

平成26年4月1日 河　村　晶　子 採用 チリ観測所（三鷹）特任准教授

平成26年4月1日 Chibueze, James 
Okwe 採用 チリ観測所（三鷹）特任助教 （チリ観測所（三鷹）特任研究員）

平成26年4月1日 Gonzalez Garcia, 
Alvaro 採用 先端技術センター特任助教

平成26年4月1日 鳥　海　　　森 採用 太陽天体プラズマ研究部特任助教
平成26年4月1日 野　沢　貴　也 採用 理論研究部特任助教
平成26年4月1日 但　木　謙　一 採用 ハワイ観測所（三鷹）特任研究員
平成26年4月1日 樋　口　祐　一 採用 天文データセンター特任研究員

平成26年4月1日 Zapart, Christopher 
Andrew 採用 天文データセンター特任研究員

平成26年4月1日 原　川　紘　季 採用 TMT推進室特任研究員
平成26年4月1日 西　村　　　淳 採用 野辺山宇宙電波観測所特任研究員

平成26年4月1日 古　澤　　　峻 採用 天文シミュレーションプロジェ
クト特任研究員

平成26年4月1日 白　籏　麻　衣 採用 JASMINE検討室特任研究員
平成26年4月1日 Cheung, Sze Leung 採用 天文情報センター特任専門員
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平成26年4月1日 下　田　隆　信 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年4月1日 小　林　剛　志 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年4月1日 森　田　英　輔 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年4月1日 杉　本　香菜子 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年4月1日 川　﨑　　　渉 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年4月1日 松　居　隆　之 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年4月1日 山　田　真　澄 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年5月1日 杉　山　元　邦 採用 TMT推進室特任専門員

平成26年5月1日 川　島　朋　尚 採用 天文シミュレーションプロジェ
クト特任研究員

平成26年5月1日 川　口　俊　宏 採用 天文データセンター特任研究員
平成26年5月19日 Wu, Yuanwei 採用 水沢VLBI観測所特任研究員

平成26年6月1日 Zeidler, Simon 採用 重力波プロジェクト推進室特任
研究員

平成26年7月1日 祖　谷　　　元 採用 理論研究部特任助教

平成26年7月15日 大　宮　正　士 採用 太陽系外惑星探査プロジェクト
室特任研究員

平成26年9月1日 Sanhueza Nunez, 
Patricio Andres 採用 チリ観測所（三鷹）特任研究員

平成26年9月1日 Barton, Mark 
Andrew 採用 重力波プロジェクト推進室特任

研究員
平成26年10月1日 南　谷　哲　宏 採用 野辺山宇宙電波観測所特任助教 （野辺山宇宙電波観測所特任研究員）
平成26年10月1日 山　田　竜　平 採用 RISE月惑星探査検討室特任研究員
平成26年10月1日 田　崎　文　得 採用 水沢VLBI観測所特任研究員
平成26年10月1日 國　吉　雅　也 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年10月1日 臧　　　亮　堅 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員
平成26年11月1日 植　田　準　子 採用 チリ観測所（三鷹）特任研究員

平成26年11月1日 平　田　直　篤 採用 重力波プロジェクト推進室特任
専門員

平成26年11月1日 永　井　　　洋 採用 チリ観測所（三鷹）特任准教授 （チリ観測所（三鷹）特任助教）
平成27年1月1日 山　本　知兄子 採用 事務部総務課特任専門員
平成27年2月1日 斉　藤　　　基 採用 チリ観測所（三鷹）特任専門員

平成26年5月31日 石　川　遼　子 辞職 （太陽天体プラズマ研究部ひので
科学プロジェクト助教） ひので科学プロジェクト特任助教

平成26年7月31日 滝　脇　知　也 辞職 天文シミュレーションプロジェ
クト特任助教

平成26年8月31日 小　麥　真　也 辞職 チリ観測所（三鷹）特任准教授
平成26年9月30日 但　木　謙　一 辞職 ハワイ観測所（三鷹）特任研究員
平成26年9月30日 南　谷　哲　宏 辞職 （野辺山宇宙電波観測所特任助教） 野辺山宇宙電波観測所特任研究員
平成26年10月31日 永　井　　　洋 辞職 （チリ観測所（三鷹）特任准教授） チリ観測所（三鷹）特任助教

平成26年11月30日 新　永　浩　子 辞職 （鹿児島大学大学院理工学研究科
准教授） チリ観測所（三鷹）特任准教授

平成27年1月31日 Chibueze, James 
Okwe 辞職 チリ観測所（三鷹）特任助教

平成27年3月31日 三　浦　理　絵 辞職 （チリ観測所（三鷹）特任助教） チリ観測所（三鷹）特任研究員

平成27年3月31日 Herrera Contreras, 
Cinthya Natalia 辞職 （チリ観測所（三鷹）特任助教） チリ観測所（三鷹）特任研究員

平成27年3月31日 川　口　俊　宏 辞職 天文データセンター特任研究員

平成27年3月31日 神　鳥　　　亮 任期満了退職 太陽系外惑星探査プロジェクト
室特任研究員

平成27年3月31日 永　山　　　匠 任期満了退職 （水沢VLBI観測所特任専門員） 水沢VLBI観測所特任研究員

平成27年3月31日 山　口　隆　弘 任期満了退職 （研究力強化戦略室国際連携室
URA職員特任専門員） チリ観測所事務部特任専門員
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URA職員
発令年月日 氏名 異動内容 異動後の所属・職名等 異動前の所属・職名等

平成26年4月1日 チャップマン　
純子 採用 研究力強化戦略室TMT推進室特

任専門員

平成26年4月1日 堀　　　久仁子 採用 研究力強化戦略室研究評価支援
室特任専門員

平成26年4月1日 Lundock, 
Ramsey Guy 採用 研究力強化戦略室天文情報セン

ター特任専門員

平成26年4月1日 千　葉　庫　三 採用 研究力強化戦略室技術推進室特
任専門員

平成26年4月1日 福　井　秀　治 採用 研究力強化戦略室チリ観測所
（三鷹）特任専門員

平成26年10月1日 三　浦　光　男 採用 研究力強化戦略室水沢VLBI観測
所特任専門員

平成26年9月30日 末　松　さやか 辞職 研究力強化戦略室人事企画室特
任専門員

外国人研究員（客員分）
氏名 招聘期間 所属機関

Kuhn, Jeffrey Richard 平成26年5月27日
平成26年9月11日

～  平成26年6月20日
～  平成26年9月20日 ハワイ大学（アメリカ合衆国）

Ojha, Devendra Kumar 平成26年6月9日 ～  平成26年7月8日 タタ基礎研究所（インド）

Turner, Edwin Lewis 平成26年9月4日 
平成27年2月5日

～  平成26年10月31日
～  平成27年3月5日 プリンストン大学（アメリカ合衆国）

Uitenbroek, Han 平成26年4月7日 ～  平成26年5月16日 アメリカ国立太陽天文台（アメリカ合衆国）
Barsuglia, Matteo 平成26年5月19日 ～  平成26年6月30日 フランス国立科学研究センター（フランス）
Packham, Christopher Charles 平成26年6月4日 ～  平成26年8月13日 テキサス大学サンアントニオ校（アメリカ合衆国）

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。

7.　会議・委員会

運営会議

（台外委員）
梅　村　雅　之 筑波大学数理物質系教授
太　田　耕　司 京都大学大学院理学研究科教授
奥　村　幸　子 日本女子大学理学部数物科学科教授
梶　田　隆　章 東京大学宇宙線研究所教授

○ 草　野　完　也 名古屋大学太陽地球環境研究所教授
杉　田　精　司 東京大学大学院理学系研究科教授
中　川　貴　雄 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授
村　上　　　泉 核融合科学研究所教授
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

（台内委員）
 有　本　信　雄 ハワイ観測所教授
 臼　田　知　史 TMT推進室教授
 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
 髙　見　英　樹 先端技術センター教授
 富　阪　幸　治 理論研究部教授
 野　口　　　卓 先端技術センター教授
 長谷川　哲　夫 チリ観測所教授

◎  渡　部　潤　一 天文情報センター教授

◎議長  ○副議長
任期（第VI期：平成26年4月1日～平成28年3月31日）
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委員会

◎：委員長　○：副委員長　△：幹事

プロジェクト評価委員会（11名）
台外委員（5名）
大　向　一　行 東北大学大学院理学研究科 教 授
久　野　成　夫 筑波大学数理物質系 教 授
土　居　　　守 東京大学大学院理学系研究科 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

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＋副台長（総務担当））
青　木　和　光 TMT推進室 准 教 授
大　橋　永　芳 ハワイ観測所 教 授
梶　野　敏　貴 理論研究部 准 教 授
小　杉　城　治 チリ観測所 准 教 授
櫻　井　　　隆 太陽観測所 教 授

◎ 渡　部　潤　一 副台長（総務担当） 教 授
任期：平成26年8月1日～ 平成28年3月31日

研究交流委員会（15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
生　田　ちさと 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
准 教 授

岩　田　隆　浩 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

准 教 授

○ 川　端　弘　治 広島大学宇宙科学センター 准 教 授
酒　井　　　剛 電気通信大学大学院

情報理工学研究科
助 教

清　水　敏　文 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

准 教 授

徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院 准 教 授
藤　田　　　裕 大阪大学大学院理学研究科 准 教 授

台内委員（7名）
鹿　野　良　平 SOLAR-C準備室 助 教
工　藤　哲　洋 理論研究部 助 教

◎ 郷　田　直　輝 研究連携主幹 教 授
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
竹　田　洋　一 ハワイ観測所 准 教 授
松　田　有　一 チリ観測所 助 教

△ 松　本　晃　治 RISE月惑星探査検討室 准 教 授
任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

専門委員会

光赤外専門委員会（15名）
台外委員（8名）
伊　藤　洋　一 兵庫県立大学

自然・環境科学研究所
教 授

○ 太　田　耕　司 京都大学大学院理学研究科 教 授
嶋　作　一　大 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授

高　橋　弘　毅 長岡技術科学大学工学部 准 教 授
長　尾　　　透 愛媛大学宇宙進化研究センター 教 授
深　川　美　里 大阪大学大学院理学研究科 助 教
宮　田　隆　志 東京大学大学院理学系研究科 准 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

台内委員（7名）
◎ 大　橋　永　芳 ハワイ観測所 教 授
柏　川　伸　成 TMT推進室 准 教 授
小　杉　城　治 チリ観測所 准 教 授
髙　田　唯　史 天文データセンター 准 教 授
寺　田　　　宏 TMT推進室 准 教 授
野　口　　　卓 先端技術センター 教 授

△ 栁　澤　顕　史 岡山天体物理観測所 助 教

陪席するプロジェクト長等
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
臼　田　知　史 TMT推進室 教 授
郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授
田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロジェクト室 教 授
水　本　好　彦 光赤外研究部 教 授

任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

電波専門委員会（16名）
台外委員（8名）
大　西　利　和 大阪府立大学大学院

理学系研究科
教 授

河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授
高　橋　慶太郎 熊本大学理学部 准 教 授
田　村　元　秀 東京大学大学院理学系研究科 教 授
中　井　直　正 筑波大学数理物質系 教 授
羽　澄　昌　史 高エネルギー加速器研究機構

素粒子原子核研究所
教 授

藤　澤　健　太 山口大学時間学研究所 教 授
○ 百　瀬　宗　武 茨城大学理学部 教 授

台内委員（8名）
◎ 井　口　　　聖 チリ観測所 教 授
△ 齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
髙　見　英　樹 水沢VLBI観測所

（観測所長事務取扱）
教 授

中　村　文　隆 理論研究部 准 教 授
竝　木　則　行 RISE月惑星探査検討室 教 授
野　口　　　卓 先端技術センター 教 授
長谷川　哲　夫 チリ観測所 教 授
松　本　晃　治 RISE月惑星探査検討室 准 教 授

任期：平成26年7月1日～平成28年6月30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

理学研究科附属天文台
教 授

今　田　晋　亮 名古屋大学太陽地球環境研究所 助 教
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久　保　勇　樹 情報通信研究機構
電磁波計測研究所

主任研究員

坂　尾　太　郎 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

准 教 授

野　澤　　　恵 茨城大学理学部 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

◎ 櫻　井　　　隆 太陽観測所 教 授
△ 下　条　圭　美 野辺山太陽電波観測所 助 教
末　松　芳　法 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

陪席するプロジェクト長等
花　岡　庸一郎 太陽観測所 准 教 授
原　　　弘　久 SOLAR-C準備室 准 教 授
渡　邊　鉄　哉 ひので科学プロジェクト 教 授

任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

理論専門委員会（9名）
台外委員（4名）
◎ 茂　山　俊　和 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
須　佐　　　元 甲南大学理工学部 教 授
松　本　倫　明 法政大学人間環境学部 教 授
吉　川　耕　司 筑波大学数理物質系 講 師

台内委員（5名）
伊　藤　孝　士 天文シミュレーションプロジェクト 助 教
小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト 教 授
櫻　井　　　隆 太陽観測所 教 授

○ 富　阪　幸　治 理論研究部 教 授
本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 教 授

任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

天文データ専門委員会（10名）
台外委員（6名）
伊　藤　信　成 三重大学教育学部 教 授
長　尾　　　透 愛媛大学宇宙進化研究センター 教 授
林　　　祥　介 神戸大学大学院理学研究科 教 授
宮　本　英　昭 東京大学総合研究博物館 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

○ 山　村　一　誠 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所

准 教 授

台内委員（4名）
青　木　和　光 TMT推進室 准 教 授
大　石　雅　壽 天文データセンター 准 教 授

◎ 小　杉　城　治 チリ観測所 准 教 授
△ 下　条　圭　美 野辺山太陽電波観測所 助 教
任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

先端技術専門委員会（9名）
台外委員（4名）
安　東　正　樹 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
栗　田　光樹夫 京都大学大学院理学研究科 准 教 授

○ 河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授

吉　田　道　利 広島大学宇宙科学センター 教 授

台内委員（5名）
臼　田　知　史 TMT推進室 教 授

△ 鹿　野　良　平 SOLAR-C準備室 助 教
◎ 髙　遠　徳　尚 ハワイ観測所 准 教 授
立　松　健　一 チリ観測所 教 授
野　口　　　卓 先端技術センター 教 授

任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

天文情報専門委員会（12名）
台外委員（6名）
綾　仁　一　哉 美星天文台 台 長
安　藤　享　平 郡山市ふれあい科学館 主 査
小　泉　　　周 自然科学研究機構 特任教授
柴　田　晋　平 山形大学理学部 教 授

◎ 高　梨　直　紘 東京大学エグゼクティブ・
マネジメント・プログラム室

特任准教授

保　坂　直　紀 東京大学海洋アライアンス 上席主幹研究員

台内委員（6名）
青　木　和　光 TMT推進室 准 教 授

○ 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 教 授
末　松　芳　法 ひので科学プロジェクト 准 教 授

△ 平　松　正　顕 チリ観測所 助 教
福　島　登志夫 天文情報センター 教 授

任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

小委員会

◎：委員長　○：副委員長　△：幹事

すばる小委員会（13名）
台外委員（8名）
岩　室　史　英 京都大学大学院理学研究科 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

嶋　作　一　大 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
高　田　昌　広 東京大学国際高等研究所

カブリ数物連携宇宙研究機構
教 授

深　川　美　里 大阪大学大学院理学研究科 助 教
宮　田　隆　志 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
村　山　　　卓 東北大学大学院理学研究科 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（5名）
青　木　和　光 TMT推進室 准 教 授
大　橋　永　芳 ハワイ観測所 教 授

◎ 柏　川　伸　成 TMT推進室 准 教 授
田　中　雅　臣 理論研究部 助 教
成　田　憲　保 太陽系外惑星探査プロジェクト室 特任助教

陪席するプロジェクト長等
有　本　信　雄 ハワイ観測所 教 授
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山　下　卓　也 TMT推進室 教 授
任期：平成26年7月1日～平成28年6月30日

すばる望遠鏡プログラム小委員会（11名）
台外委員（9名）
石　黒　正　晃 ソウル大学物理天文学科 准 教 授

○ 大　内　正　己 東京大学宇宙線研究所 准 教 授
鍛冶澤　　　賢 愛媛大学大学院理工学研究科 講 師
固　武　　　慶 福岡大学理学部 准 教 授
小　麥　真　也 工学院大学基礎・教養教育部門

物理学教室
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

 千　葉　柾　司 東北大学大学院理学研究科 教 授
長　尾　　　透 愛媛大学宇宙進化研究センター 教 授
吉　田　直　紀 東京大学大学院理学系研究科 教 授

台内委員（2名）
泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所 准 教 授

◎ 山　下　卓　也 TMT推進室 教 授
任期：平成25年8月1日～平成27年7月31日

岡山観測所プログラム小委員会（7名）
台外委員（5名）
伊　藤　信　成 三重大学教育学部 准 教 授
植　村　　　誠 広島大学宇宙科学センター 准 教 授
関　口　朋　彦 北海道教育大学旭川校 准 教 授
深　川　美　里 大阪大学大学院理学研究科 助 教
松　尾　太　郎 京都大学大学院理学研究科 特定准教授

台内委員（2名）
△ 浮　田　信　治 岡山天体物理観測所 准 教 授
◎ 竹　田　洋　一 ハワイ観測所 准 教 授

陪席するプロジェクト長等
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 特任助教
筒　井　寛　典 岡山天体物理観測所 技 術 員
栁　澤　顕　史 岡山天体物理観測所 助 教

任期：平成25年4月1日～平成27年3月31日

TMT推進小委員会（16名）
台外委員（10名）
秋　山　正　幸 東北大学大学院理学研究科 准 教 授
伊　藤　洋　一 兵庫県立大学

自然・環境科学研究所
教 授

大　内　正　己 東京大学宇宙線研究所　 准 教 授
川　端　弘　治 広島大学宇宙科学センター 准 教 授
佐々木　貴　教 京都大学大学院理学研究科 助 教
土　居　　　守 東京大学大学院理学系研究科 教 授
長　尾　　　透 愛媛大学宇宙進化研究センター 教 授
本　田　充　彦 神奈川大学理学部 特別助教
松　尾　太　郎 京都大学大学院理学研究科 特定准教授

◎ 山　田　　　亨 東北大学大学院理学研究科 教 授

台内委員（6名）
井　口　　　聖 チリ観測所 教 授
泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所 准 教 授

△ 柏　川　伸　成 TMT推進室 准 教 授
小　杉　城　治 チリ観測所 准 教 授
田　中　雅　臣 理論研究部 助 教
宮　﨑　　　聡 先端技術センター 准 教 授

任期：平成25年4月1日～平成27年3月31日

野辺山宇宙電波観測所プログラム小委員会（6名）
台外委員（6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 大阪府立大学大学院理学系研究科 教 授

◎ 久　野　成　夫 筑波大学大学院数理物質系 教 授
酒　井　　　剛 電気通信大学大学院

情報理工学研究科
助 教

田　村　陽　一 東京大学大学院理学系研究科 助 教
町　田　正　博 九州大学理学研究院

地球惑星科学部門
准 教 授

陪席するプロジェクト長等
梅　本　智　文 野辺山宇宙電波観測所 助 教
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授

任期：平成26年8月1日～平成28年7月31日

ALMA小委員会（17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
今　井　　　裕 鹿児島大学大学院理工学研究科 准 教 授
大　西　利　和 大阪府立大学大学院理学系研究科 教 授
岡　　　朋　治 慶應義塾大学理工学部物理学科 准 教 授
久　野　成　夫 筑波大学数理物質系 教 授
河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授

○ 坂　井　南　美 東京大学大学院理学系研究科 助 教
立　原　研　悟 名古屋大学大学院理学研究科 准 教 授
本　原　顕太郎 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授

◎ 百　瀬　宗　武 茨城大学理学部物理学領域 教 授

台内委員（7名）
△ 伊王野　大　介 チリ観測所 准 教 授
井　口　　　聖 チリ観測所 教 授
大　橋　永　芳 ハワイ観測所 教 授
奥　田　武　志 チリ観測所 准 教 授
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
立　松　健　一 チリ観測所 教 授
長谷川　哲　夫 チリ観測所　 教 授

平成27年3月31日現在

VLBI運営小委員会（19名）
台外委員（11名）
小　川　英　夫 大阪府立大学大学院理学系研究科 特認教授 
面　高　俊　宏 鹿児島大学大学院理工学研究科 特任教授
関　戸　　　衛 情報通信研究機構

電磁波計測研究所
時空標準研究室

副 室 長

徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院 准 教 授
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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系 教 授
福　﨑　順　洋 国土地理院測地部 専門調査官

◎ 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）
郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授

○ 小　林　秀　行 水沢VLBI観測所 教 授
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授

△ 柴　田　克　典 水沢VLBI観測所 准 教 授
立　松　健　一 チリ観測所 教 授
竝　木　則　行 RISE月惑星探査検討室 教 授
廣　田　朋　也 水沢VLBI観測所 助 教
本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 教 授

任期：平成26年8月1日～平成28年7月31日

VLBIプログラム小委員会（6名）
台外委員（3名）
今　井　　　裕 鹿児島大学大学院理工学研究科 准 教 授
関　戸　　　衛 情報通信研究機構

電磁波計測研究所
時空標準研究室

副 室 長

◎ 藤　澤　健　太 山口大学時間学研究所 教 授

台内委員（3名）
郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所 准 教 授
本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 教 授

任期：平成26年8月1日～平成28年7月31日

電波天文周波数小委員会（20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 大阪府立大学大学院理学系研究科 特認教授 
河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授
徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院 准 教 授
青　木　貴　弘 早稲田大学先進理工学部 助 教
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
永　井　　　誠 筑波大学数理物質系 助 教
福　﨑　順　洋 国土地理院測地部 専門調査官
藤　澤　健　太 山口大学時間学研究所　 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（7名）
岡　保　利佳子 電波研究部 研究支援員

△ 立　澤　加　一 電波研究部 専門研究職員
◎ 齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所（所長）准 教 授

梅　本　智　文 野辺山宇宙電波観測所 助 教
齋　藤　泰　文 野辺山宇宙電波観測所 再雇用職員

○ 亀　谷　　　收 水沢VLBI観測所 助 教
杉　本　正　宏 チリ観測所 助 教

陪席するプロジェクト長等
井　口　　　聖 チリ観測所 教 授

任期：平成26年8月1日～平成28年7月31日

チリ観測所プログラム小委員会（5名）
台外委員（5名）
◎ 久　野　成　夫 筑波大学数理物質系 教 授
長　尾　　　透 愛媛大学宇宙進化研究センター 教 授
野　村　英　子 東京工業大学大学院

理工学研究科
准 教 授

Sheng-Yuan Liu Institute of Astronomy and 
Astrophysics, Academia Sinica

Associate 
Research Fellow

Minho Choi Korea Astronomy and Space 
Science Institute

Principal 
Researcher

陪席するプロジェクト長等
伊王野　大　介 チリ観測所 准 教 授

△ 河　村　晶　子 チリ観測所 特任准教授
奥　田　武　志 チリ観測所 准 教 授
立　松　健　一 チリ観測所 教 授

任期：平成25年12月5日～平成28年7月31日

ALMAワーキング・グループ（5名）
台外委員（3名）
坂　井　南　美 東京大学大学院理学系研究科 助 教
本　原　顕太郎 東京大学大学院理学系研究科 准 教 授
百　瀬　宗　武 茨城大学理学部 教 授

台内委員（2名）
大　橋　永　芳 ハワイ観測所 教 授

◎ 中　村　文　隆 理論研究部 准 教 授
任期：平成27年1月29日～平成28年6月30日

NROワーキング・グループ（6名）
台外委員（3名）
岡　　　朋　治 慶應義塾大学理工学部 准 教 授

◎ 河　野　孝太郎 東京大学大学院理学系研究科 教 授
徂　徠　和　夫 北海道大学大学院理学研究院

　
准 教 授

台内委員（3名）
泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所 准 教 授
野　口　　　卓 先端技術センター 教 授
松　本　晃　治 RISE月惑星探査検討室 准 教 授

任期：平成27年1月29日～平成28年6月30日

VLBIワーキング・グループ（5名）
台外委員（3名）
◎ 大　西　利　和 大阪府立大学大学院理学系研究科 教 授
中　井　直　正 筑波大学数理物質系 教 授
藤　澤　健　太 山口大学時間学研究所 教 授
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台内委員（2名）
井　口　　　聖 チリ観測所 教 授
郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授

任期：平成27年1月29日～平成28年6月30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 特定准教授
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　﨑　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26年8月1日～平成27年3月31日

天文シミュレーションシステム運用小委員会（6名）
台外委員（3名）
岡　本　　　崇 北海道大学大学院理学研究院 助 教
固　武　　　慶 福岡大学理学部 准 教 授
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

台内委員（3名）
伊　藤　孝　士 天文シミュレーションプロジェクト 助 教

◎ 井　上　剛　志 理論研究部 助 教
田　中　雅　臣 理論研究部 助 教

任期：平成26年10月1日～平成28年9月30日

広報普及小委員会（29名）
亀　谷　　　收 水沢VLBI観測所 助 教
佐　藤　克　久 水沢VLBI観測所 主任研究技師
舟　山　弘　志 水沢VLBI観測所 特定技術職員
本　間　希　樹 水沢VLBI観測所 教 授
宮　地　竹　史 石垣島天文台 所 長
衣　笠　健　三 野辺山宇宙電波観測所 専門研究職員
西　岡　真木子 野辺山宇宙電波観測所 特定技術職員
泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所 准 教 授
戸　田　博　之 岡山天体物理観測所 研究支援員
林　　　左絵子 ハワイ観測所 准 教 授
藤　原　英　明 ハワイ観測所 R C U H
福　士　比奈子 天文シミュレーションプロジェクト 研究支援員
井　上　直　子 ひので科学プロジェクト 特定技術職員
佐久間　直小子 チリ観測所 専門研究職員
額　谷　宙　彦 チリ観測所 専門研究職員

◎ 平　松　正　顕 チリ観測所 助 教
麻　生　洋　一 重力波プロジェクト推進室 准 教 授
青　木　和　光 TMT推進室 准 教 授
石　井　未　来 TMT推進室 専門研究職員
郷　田　直　輝 JASMINE検討室 教 授
荒　木　博　志 RISE月惑星探査検討室 助 教
大　石　雅　壽 天文データセンター 准 教 授
小宮山　浩　子 国際連携室 専門研究職員
縣　　　秀　彦 天文情報センター 准 教 授
石　川　直　美 天文情報センター 広報普及員

○：委員長

幹事会議
○ 林　　　正　彦 台長
渡　部　潤　一 副台長（総務担当 )
小　林　秀　行 副台長（財務担当 )
髙　見　英　樹 技術主幹

水沢VLBI観測所長事務取扱
郷　田　直　輝 研究連携主幹
富　阪　幸　治 大学院教育委員長／理論研究部主任
有　本　信　雄 ハワイ観測所長
長谷川　哲　夫 チリ観測所長
臼　田　知　史 TMT推進室長
大　石　雅　壽 天文データセンター長
野　口　　　卓 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
櫻　井　　　隆 太陽天体プラズマ研究部主任
川　島　　　進 教授会議選出
泉　浦　秀　行 教授会議選出
佐々木　　　強 事務部長
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所長
［オブザーバー］
関　口　和　寬 国際連携室室長
山　宮　　　脩 人事マネージャー

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

企画委員会
林　　　正　彦 台長

○ 渡　部　潤　一 副台長（総務担当）
小　林　秀　行 副台長（財務担当）
髙　見　英　樹 技術主幹
郷　田　直　輝 研究連携主幹
大　橋　永　芳 ハワイ観測所
櫻　井　　　隆 太陽天体プラズマ研究部
富　阪　幸　治 理論研究部
佐々木　　　強 事務部長
［オブザーバー］
山　宮　　　脩 人事マネージャー

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

財務委員会
林　　　正　彦 台長
渡　部　潤　一 副台長（総務担当）

○ 小　林　秀　行 副台長（財務担当）
髙　見　英　樹 技術主幹
郷　田　直　輝 研究連携主幹

小　野　智　子 天文情報センター 専門研究職員
長　山　省　吾 天文情報センター 技 術 員
松　田　　　浩 天文情報センター 主任技師
渡　部　潤　一 天文情報センター 教 授

台内委員会
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佐々木　　　強 事務部長
［オブザーバー］
根　本　宣　之 事務部財務課長

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

技術検討委員会
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所

○ 髙　見　英　樹 技術主幹
田　澤　誠　一 ハワイ観測所
野　口　　　卓 先端技術センター
原　　　弘　久 SOLAR-C準備室
福　嶋　美津広 先端技術センター
宮　下　隆　明 TMT推進室
渡　辺　　　学 チリ観測所
［オブザーバー］
千　葉　庫　三 副技術主幹
山　宮　　　脩 人事マネージャ

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

プロジェクト会議
○ 林　　　正　彦 台長
渡　部　潤　一 副台長（総務担当 )
小　林　秀　行 副台長（財務担当）
髙　見　英　樹 技術主幹／水沢VLBI観測所長
郷　田　直　輝 研究連携主幹／ JASMINE検討室長
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所長
花　岡　庸一郎 野辺山太陽電波観測所長／太陽観測所長
泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所長
有　本　信　雄 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
渡　邊　鉄　哉 ひので科学プロジェクト長
長谷川　哲　夫 チリ観測所長
Flaminio, Raffaele 重力波プロジェクト推進室長
臼　田　知　史 TMT推進室長
田　村　元　秀 太陽系外惑星探査プロジェクト室長
竝　木　則　行 RISE月惑星探査検討室長事務取扱
原　　　弘　久 SOLAR-C準備室 
大　石　雅　壽 天文データセンター長
野　口　　　卓 先端技術センター長
福　島　登志夫 天文情報センター長
富　阪　幸　治 理論研究部主任
関　口　和　寬 国際連携室長
大　橋　永　芳 企画委員会委員
櫻　井　　　隆 企画委員会委員
佐々木　　　強 事務部長

技術系職員会議運営委員会
石　川　利　昭 水沢VLBI観測所
伊　藤　哲　也 先端技術センター

○ 岡　田　則　夫 先端技術センター
小　俣　孝　司 ハワイ観測所
神　澤　富　雄 野辺山宇宙電波観測所
小矢野　　　久 岡山天体物理観測所
佐　藤　直　久 先端技術センター
篠　田　一　也 太陽観測所
田　村　友　範 ハワイ観測所

任期：平成26年4月1日～平成27年3月31日

図書委員会
田　中　　　壱 ハワイ観測所
松　本　晃　治 水沢VLBI観測所
梅　本　智　文 野辺山宇宙電波観測所
浮　田　信　治 岡山天体物理観測所
三　好　　　真 電波研究部
勝　川　行　雄 太陽天体プラズマ研究部
小　林　行　泰 JASMINE検討室（大学院教育委員会）
森　野　潤　一 光赤外研究部
中　島　　　紀 光赤外研究部
鈴　木　竜　二 先端技術センター
古　澤　久　徳 天文データセンター
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26年4月1日～平成28年3月31日

出版委員会
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
萩　原　喜　昭 電波研究部（～27.3.31）
吉　田　春　夫 理論研究部

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

知的財産委員会／利益相反委員会
浅　利　一　善 RISE月惑星探査検討室
木　内　　　等 チリ観測所
鈴　木　竜　二 先端技術センター

○ 野　口　　　卓 先端技術センター
原　　　弘　久 SOLAR-C準備室

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

理科年表編集委員会
○ 林　　　正　彦 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
佐々木　　　強 事務部長
［台外委員］15名
任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

ネットワーク委員会
石　川　利　昭 RISE月惑星探査検討室
井　上　剛　毅 天文データセンター

○ 大　石　雅　壽 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
片　山　真　人 天文情報センター
鹿　野　良　平 太陽天体プラズマ研究部／SOLAR-C準備室
工　藤　哲　洋 理論研究部
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原　田　英一郎 事務部総務課長
小　杉　城　治 電波研究部／チリ観測所
清水上　　　誠 水沢VLBI観測所
白　崎　祐　治 天文データセンター
辰　巳　大　輔 光赤外研究部／重力波プロジェクト推進室
能　丸　淳　一 ハワイ観測所
福　田　武　夫 先端技術センター
栁　澤　顕　史 岡山天体物理観測所
［陪席］
小　林　秀　行 副台長（財務担当）
［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26年4月1日～平成28年3月31日

三鷹キャンパス委員会
○ 渡　部　潤　一 副台長（総務担当）
関　井　　　隆 ひので科学プロジェクト
長　山　省　吾 天文情報センター
中　里　　　剛 チリ観測所
浦　口　史　寛 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
大　野　和　夫 事務部施設課長

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

安全衛生委員会（全体会）
○ 髙　見　英　樹 総括安全衛生管理者
齋　藤　正　雄 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
髙　見　英　樹 水沢地区総括安全衛生管理者
有　本　信　雄 ハワイ地区総括安全衛生管理者
長谷川　哲　夫 チリ地区総括安全衛生管理者
太　田　政　彦 三鷹地区安全マネージャー
柏　木　裕　二 三鷹地区衛生管理者
川　島　良　太 三鷹地区衛生管理者
宮　澤　千栄子 野辺山地区衛生管理者
御子柴　　　廣 野辺山地区安全管理者／過半数代表者推薦
小矢野　　　久 岡山地区安全衛生推進者
浅　利　一　善 水沢地区安全衛生推進者
脊　戸　洋　次 ハワイ地区安全衛生推進者
山　口　隆　弘 チリ地区安全衛生推進者
関　口　和　寬 三鷹地区職員代表
大　島　紀　夫 三鷹地区職員代表
久　保　浩　一 三鷹地区職員代表
三ツ井　健　司 三鷹地区職員代表
本　明　　　進 水沢地区職員代表　
藤　　　　　茂 野辺山地区職員代表
瀬　藤　暢　良 岡山地区職員代表
能　丸　淳　一 ハワイ地区職員代表
澤　田　剛　士 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］
原　田　英一郎 事務部総務課長
大　野　和　夫 事務部施設課長
奥　田　武　志 チリ地区

下　田　隆　信 チリ地区（三鷹）
任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

ハラスメント防止委員会／男女共同参画推進委員会
○ 渡　部　潤　一 副台長（総務担当）
髙　見　英　樹 技術主幹
富　阪　幸　治 大学院教育委員長 /理論研究部主任
有　本　信　雄 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
櫻　井　　　隆 太陽天体プラズマ研究部主任
長谷川　哲　夫 チリ観測所長
石　川　遼　子 ひので科学プロジェクト
中　村　京　子 チリ観測所
佐々木　　　強 事務部長
山　宮　　　脩 人事マネージャ
［相談員］
三鷹
富　阪　幸　治 大学院教育委員長
石　川　遼　子 ひので科学プロジェクト
千　葉　陽　子 事務部経理課
川　島　良　太 事務部総務課
水沢
鶴　田　誠　逸 RISE月惑星探査検討室
菊　池　幸　子 水沢VLBI観測所
野辺山
髙　野　秀　路 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
神　戸　栄　治 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
倉　上　富　夫 ハワイ観測所
Debbie Guthier ハワイ観測所（RCUH)
チリ
亀　野　誠　二 チリ観測所
塚　野　智　美 チリ観測所

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

レクリエーション委員会
矢　治　健太郎 太陽観測所
石　崎　秀　晴 重力波プロジェクト推進室
井　上　剛　志 理論研究部
松　田　　　浩 天文情報センター

○ 河　野　裕　介 水沢VLBI観測所
山　田　智　宏 事務部施設課

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

大学院教育委員会／天文科学専攻委員会
林　　　正　彦 台長
青　木　和　光 TMT推進室
麻　生　洋　一 重力波プロジェクト推進室
有　本　信　雄 ハワイ観測所
伊王野　大　介 チリ観測所
大　石　雅　壽 天文データセンター



148 III   組織

梶　野　敏　貴 理論研究部
小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト
皃　玉　忠　恭 ハワイ観測所
小　林　行　泰 JASMINE検討室
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所
櫻　井　　　隆 太陽観測所
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 チリ観測所

○ 富　阪　幸　治 理論研究部
花　田　英　夫 RISE月惑星探査検討室
福　島　登志夫 天文情報センター
本　間　希　樹 水沢VLBI観測所
渡　邊　鉄　哉 SOLAR-C準備室
［オブザーバー］
本　原　顕太郎 東大理・天文学教育研究センター

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

三鷹・岡山地区合同労働時間検討委員会
渡　部　潤　一 副台長（総務担当）
髙　見　英　樹 技術主幹
原　田　英一郎 事務部総務課長
泉　浦　秀　行 岡山天体物理観測所長
青　木　和　光 TMT推進室
縣　　　秀　彦 天文情報センター
伊　藤　哲　也 先端技術センター
小矢野　　　久 岡山天体物理観測所
［オブザーバー］
山　宮　　　脩 人事マネージャー

任期：平成26年4月1日～平成27年3月31日

水沢地区労働時間検討委員会
髙　見　英　樹 水沢VLBI観測所長事務取扱
竝　木　則　行 RISE月惑星探査検討室長
本　明　　　進 水沢VLBI観測所
鶴　田　誠　逸 RISE月惑星探査検討室
清水上　　　誠 水沢VLBI観測所
古　関　竜　也 水沢VLBI観測所

任期：平成26年4月1日～平成27年3月31日

野辺山地区労働時間検討委員会
齋　藤　正　雄 野辺山宇宙電波観測所長
花　岡　庸一郎 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長
和　田　拓　也 野辺山宇宙電波観測所
藤　　　　　茂 野辺山太陽電波観測所
荒　井　　　均 野辺山宇宙電波観測所

任期：平成27年2月1日～平成28年1月31日

ハワイ地区労働時間検討委員会
有　本　信　雄 ハワイ観測所長
大　橋　永　芳 ハワイ観測所
小　林　秀　樹 ハワイ観測所事務部事務長（～26.7.31）
脊　戸　洋　次 ハワイ観測所事務部事務長（26.8.1～）
早　野　　　裕 ハワイ観測所
美濃和　陽　典 ハワイ観測所

菅　原　　　諭 ハワイ観測所
任期：平成26年4月1日～平成27年3月31日

チリ地区労働時間検討委員会
長谷川　哲　夫 チリ観測所長
山　口　隆　弘 チリ観測所事務長
亀　野　誠　二 チリ観測所
浅　山　信一郎 チリ観測所

任期：平成26年4月1日～平成27年3月31日

防災小委員会
井　上　剛　毅 天文データセンター
佐々木　五　郎 天文情報センター
渡　辺　　　学 チリ観測所
川　邊　良　平 電波研究部（自衛消防隊長）

○ 関　口　和　寬 国際連携室
本　間　希　樹 水沢VLBI観測所
久　保　浩　一 先端技術センター
山　下　卓　也 TMT推進室
渡　邊　鉄　哉 SOLAR-C準備室
大　野　和　夫 事務部施設課長

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

国立天文台ニュース編集委員会
伊　藤　哲　也 先端技術センター
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
寺　家　孝　明 水沢VLBI観測所
平　松　正　顕 チリ観測所
岩　城　邦　典 天文情報センター
高　田　裕　行 天文情報センター

○ 渡　部　潤　一 天文情報センター
任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

分煙委員会
○ 渡　部　潤　一 副台長（総務担当）
髙　見　英　樹 総括安全衛生責任者
野　口　　　卓 先端技術センター
福　島　英　雄 天文情報センター
大　渕　喜　之 先端技術センター
川　島　良　太 衛生管理者
柏　木　裕　二 衛生管理者
［オブザーバー］
大　野　和　夫 事務部施設課長（防火管理者）

任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日

天文学振興募金運営委員会
○ 小　林　秀　行 水沢VLBI観測所
郷　田　直　樹 JASMINE検討室
福　島　登志夫 天文情報センター
富　阪　幸　治 理論研究部
関　口　和　寬 国際連携室
生　田　ちさと 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所
任期：平成26年4月1日～平成28年3月31日
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○ 郷　田　直　輝 研究連携主幹
久　保　雅　仁 ひので科学プロジェクト
白　崎　裕　治 天文データセンター
鈴　木　竜　二 先端技術センター
田　中　雅　臣 理論研究部
松　田　有　一 チリ観測所
田　辺　俊　彦 東大理・天文学教育研究センター

任期：平成26年4月1日～平成27年3月31日

8.　名誉教授・名誉所員

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
野　口　邦　男
藤　本　眞　克
真　鍋　盛　二
觀　山　正　見
川　口　則　幸

名誉教授（旧東京大学東京天文台） 赤　羽　賢　司
守　山　史　生
古　在　由　秀

特別公開運営委員会
大　野　和　夫 事務部施設課
小久保　英一郎 天文シミュレーションプロジェクト (総研大）
大　島　紀　夫 天文情報センター
原　田　英一郎 事務部総務課
久　保　雅　仁 ひので科学プロジェクト
矢　野　太　平 光赤外研究部
平　松　正　顕 チリ観測所
濵　名　　　崇 理論研究部
日　向　忠　幸 事務部経理課
根　本　宣　之 事務部財務課

○ 渡　部　潤　一 副台長（総務担当）
諸　隈　智　貴 東大理・天文学部教育研究センター

任期：平成26年4月1日～平成27年3月31日


