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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 85,200 25,560 110,760 
基盤研究（S） 1 15,200 4,560 19,760 
基盤研究（A） 10 83,200 24,960 108,160 
基盤研究（B） 9 28,800 8,640 37,440 
若手研究（A） 3 20,100 6,030 26,130 
研究活動スタート支援 3 2,800 840 3,640 
特別研究員奨励費（国内） 9 9,900 2,970 12,870 
特別研究員奨励費（外国人） 1 800 0 800 
研究成果公開促進費 1 500 0 500 

合計 45 246,500 73,560 320,060 

研究期間 研究課題名 研究代表者 平成29年度の
交付決定額（千円）

新学術領域研究（研究領域提案型）
平27～平31 広天域深宇宙のイメージングによる加速宇宙の暗黒成分の研究 宮崎　　聡 41,730
平27～平31 次世代超大型光学赤外線望遠鏡TMTと高分散分光器による宇宙の加速膨張の直接検証 臼田　知史 21,320
平28～平29 天文コムを利用した視線速度精密測定のためのデータ取得・解析法の研究 神戸　栄治 1,040
平28～平29 Probing Black Hole-galaxy Co-Evolution: Clues From the Early Universe Schramm, Malte 1,040
平28～平29 次世代分光観測で拓く暗黒物質探査の新展開 林　　航平 1,170
平29～平30 超新星ニュートリノの系統的予言 滝脇　知也 1,300
平29～平33 重力波源の光赤外線対応天体観測で迫る中性子星合体の元素合成 吉田　道利 29,510
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 13,650

基盤研究（S）
平26～平30 Imaging habitable zone planets with Subaru Telescope and TMT Guyon, Olivier 19,760

基盤研究（A）
平27～平30 高感度2ミリ帯分光観測による隠された爆発的星生成と巨大ブラックホールの研究 川邊　良平 5,980
平27～平31 サブミリ波の2帯域同時受信機で明らかにする高光度赤外線銀河のガスと星形成の物理 伊王野大介 2,210
平27～平30 大規模サーベイ観測による時間軸天文学のフロンティアの開拓 田中　雅臣 6,890
平27～平29 Demonstration of frequency dependent squeezing for next generation GW detectors Flaminio, Raffaele 3,380
平28～平30 初期世代星の大規模分光観測による初代星の質量分布と銀河形成へのインパクトの解明 青木　和光 17,680
平28～平32 高分散分光ロボット望遠鏡による大規模系外惑星探索 泉浦　秀行 16,900
平29～平32 VERA用FRB探査相乗り観測システムの開発とそれに基づく突発天体の研究 本間　希樹 16,380
平29～平31 超広視野撮像観測に用いるCCDと同じ空間分解能の低ノイズ近赤外線検出器の開発 中屋　秀彦 13,260
平29～平31 CCS・SOのZeeman観測による星形成における磁場の役割の徹底解明 中村　文隆 21,060
平26～平29 広視野高速カメラによる太陽系外縁天体の探査 渡部　潤一 4,420

基盤研究（B）
平27～平30 超遠方クェーサーを用いた初代ブラックホール形成と宇宙再電離の解明 柏川　伸成 6,240
平27～平29 生命素材物質のルーツを宇宙に探る：天文学と分光学の融合 大石　雅寿 4,940
平27～平29 太陽コロナ観測用・光子計測型・撮像分光Ｘ線望遠鏡に向けた光子計測システムの開発 成影　典之 1,040
平27～平29 GPUクラスターを用いた1億粒子シミュレーションによる惑星形成過程の解明 押野　翔一 650
平28～平30 観測ロケット実験で目指す、紫外線領域での太陽大気磁場診断手法の確立 石川　遼子 2,210
平29～平32 大革命をもたらす高精度位置天文観測データを用いた天の川銀河の研究 郷田　直輝 4,290
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平29～平32 重力マイクロレンズ法による雪線以遠の系外惑星の探索 福井　暁彦 4,160
平29～平31 集積型ミリ波サブミリ波6色同時撮像カメラの開発 大島　　泰 8,970
平29～平32 太陽系近傍の小型トランジット系外惑星の発見と大気の系統的調査 福井　暁彦 4,940

若手研究（A）
平27～平29 重力波検出器高感度化のための鏡コーティング熱雑音直接測定 麻生　洋一 2,730
平28～平31 高解像度近赤外線多天体分光で探る銀河形成におけるフィードバック過程 美濃和陽典 7,020
平29～平32 形成期の銀河間を繋ぐガスネットワーク構造の研究 松田　有一 16,380

研究活動スタート支援
平28～平29 超高輝度超新星の正体の解明と応用 守屋　尭 1,430
平28～平29 可視光深撮像データを用いた超低温褐色矮星のキャラクタリゼーション 小西美穂子 1,040
平28～平29 円盤構造計算及び大気構造計算と連成した重力多体計算で解き明かす現実的な惑星形成 荻原　正博 1,170

特別研究員奨励費（国内）
平27～平29 弱重力レンズ高次統計による暗黒物質と暗黒エネルギーの解明 白崎　正人 1,430
平27～平29 高視野高速掩蔽モニター観測による太陽系外縁部の解明 有松　　亘 1,430
平27～平29 彗星核に含まれる塵の熱履歴と分子の同位体濃集から探る原始太陽系円盤の物理化学 新中　善晴 1,690
平27～平29 VERAを用いた新しい距離決定法による銀河系遠方領域の構造研究 山内　　彩 1,300
平28～平29 新たに見つかった活動銀河核種族から暴く銀河中心ブラックホールの共進化 市川　幸平 1,430
平29～平31 ALMA望遠鏡で解き明かす円盤銀河から楕円銀河への進化過程 但木　謙一 1,430
平29～平31 電波観測を用いた超巨大ブラックホール成長率の推定と質量成長史の解明 川室　太希 1,690
平28～平29 銀河形成最盛期前夜における銀河解剖学：内部物理過程とその環境効果の解明 鈴木　智子 1,300
平28～平29 天体シミュレーションによる rプロセス元素の起源の解明 柴垣　翔太 1,170

特別研究員奨励費（外国人）
平28～平29 惑星系形成の理解へ向けて－星周円盤の研究 大橋　永芳 800

研究成果公開促進費
平26～平29 歴史的天体写真乾板データアーカイブ 渡部　潤一 500

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） 24 23,500 7,050 30,550 
挑戦的萌芽研究 6 4,600 1,380 5,980 
若手研究（B） 21 19,000 5,700 24,700 

合計 51 47,100 14,130 61,230 

研究期間 研究課題名 研究代表者 平成29年度の
交付決定額（千円）

基盤研究（C）
平27～平29 太陽活動データベースを基盤とした物理教育プログラムの構築とその評価 矢治健太郎 1,430
平27～平30 （サブ）ミリ波による合体銀河中の塵に埋もれたエネルギー源診断法の確立 今西　昌俊 910
平27～平29 偏波と輻射輸送に基づく星形成過程の研究：星間磁場の解明 富阪　幸治 1,820
平27～平29 銀河進化と元素合成の統合的理解に根差した r過程元素の中性子星合体起源説の全貌解明 辻本　拓司 1,430
平27～平29 磁気ヘリシティに着目した太陽磁気活動の駆動機構の研究 櫻井　　隆 520
平27～平29 新しい星形成活動指標で探る爆発的星形成の核心 中西康一郎 1,040
平27～平29 3次元輻射磁気流体力学計算による多種多様なブラックホール噴出流の統合理論の構築 大須賀　健 1,170
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平27～平29 すばる望遠鏡超広視野観測で探る近傍銀河の形成進化史 小宮山　裕 650
平27～平29 地球自転変動と気候変動 相馬　　充 1,950
平28～平31 視覚障害の有無を乗り越える天文教材の開発 臼田 -佐藤功美子 780
平28～平30 全天画像用ソフトウェアの開発 小澤　友彦 1,430
平28～平30 電波および近赤外線によるおおかみ座の超高分解能観測による連星形成過程の解明 齋藤　正雄 780
平28～平30 連鎖集積による惑星系の構造形成の研究 小久保英一郎 1,040
平28～平30 成層圏気球VLBIのフライト実証試験 河野　裕介 1,040
平28～平30 「赤色超巨星の間欠的質量放出」仮説の追求 朝木　義晴 1,300
平28～平31 倒立振子を利用した望遠鏡姿勢制御方式の開発と自転観測用望遠鏡への応用 花田　英夫 1,690
平29～平31 純圧電材可変形鏡によるTMT時代における宇宙進化の統計的解明 大屋　　真 1,950
平29～平31 太陽フレアにおける粒子加速領域の特定 下条　圭美 1,300
平29～平31 メーザー源時間変動と大質量原始星への質量降着の解明に向けた国際共同研究 廣田　朋也 1,820
平29～平31 原始惑星の大気成分及び惑星大気起源に関する観測的研究 秋山　永治 130
平29～平31 暗黒物質ハロー形成進化における質量集積史効果の物理機構解明とハローモデル拡張 浜名　　崇 1,820
平29～平31 超新星からの重力波で探る高密度領域の物理 祖谷　　元 1,690
平29～平31 隕石組成との比較による太陽系形成直前に発生した r過程元素合成の解明 梶野　敏貴 1,430
平29～平31 地球物理観測と熱化学的制約を統合した月内部構造の研究 松本　晃治 1,430

挑戦的萌芽研究
平27～平29 金属鏡望遠鏡の開発 浮田　信治 260
平27～平29 時間変動重力場観測による金星・火星大気のモニタリング 山本　圭香 780
平28～平30 国際的スタンダードカリキュラムの構築「大学学部における総合科学としての天文学」 縣　　秀彦 1,040
平28～平30 電波天文のための超伝導大規模集積回路の基礎技術開発研究 井口　　聖 1,820
平28～平29 ヘテロダイン方式近赤外光干渉計 木内　　等 780
平28～平30 低温度星周りの生命居住可能惑星における光合成の実験的検証 日下部展彦 1,300

若手研究（B）
平26～平29 ミクロな視点で解き明かす銀河団銀河の形成史 小山　佑世 650
平26～平29 若い星の進化タイムスケールの解明 高木　悠平 650
平27～平29 電波観測による惑星形成理論の検証 片岡　章雅 1,170
平27～平29 分子雲衝突による大質量星形成の観察的理解 鳥居　和史 910
平27～平29 初期宇宙における巨大銀河の形成と進化 田中　賢幸 1,170
平27～平29 太陽磁場の消失過程の解明 久保　雅仁 1,040
平27～平29 ALMA偏波観測で明らかにする低光度活動銀河核のブラックホール降着流 永井　　洋 650
平27～平29 オクターブ帯域同時受信を可能とするマルチバンド型ヘテロダイン受信技術の研究 小嶋　崇文 910
平27～平29 銀河間物質の発見に向けた偏波観測シミュレータの開発 赤堀　卓也 1,040
平28～平30 ALMA太陽観測で探るコロナ加熱：波動の生成を捉える 岡本　丈典 1,560
平28～平30 太陽から恒星へ：シミュレーションと観測に基づく普遍的な黒点・フレア理論の構築 鳥海　　森 1,040
平28～平29 小型高速観測システムが太陽系外縁部のベールをはがす 有松　　亘 1,170
平29～平31 高空間分解能ミリ波サブミリ波帯ガス輝線観測で探る活動銀河核トーラスの物理的起源 泉　　拓磨 1,430
平29～平30 Disentangling the Molecular Gas Properties of the Nuclear Disk/Torus in Powerful Radio Galaxies with ALMA Espada, Daniel 1,430
平29～平32 ガンマ線バーストが照らし出す宇宙の進化 新納　　悠 910
平29～平30 Time-domain Studies of M31 Lee, Chien-Hsiu 1,040
平29～平31 極度に強い輝線を示す銀河を用いた宇宙初期の銀河進化と宇宙再電離の観測的研究 小野寺仁人 1,560
平29～平30 ALMA望遠鏡で探る若い惑星とその形成母体である原始惑星系円盤の関連性 橋本　　淳 2,210
平29～平32 近傍渦巻銀河における腕構造の寿命 江草　芙実 1,430
平29～平32 ブラックホール及び中性子星降着円盤の活動性と起源の解明 高橋　博之 1,170
平29～平31 超新星シミュレーションの入力物理の近代化 滝脇　知也 1,560
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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29年度の
交付決定額（千円）

若手研究（A）
平26～平29 すばる望遠鏡の超広視野カメラで明かす遠方銀河の三次元大規模構造と星形成史 林　　将央 130

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
若手研究（A） 1 100 30 130 0 0 0 

合計 1 100 30 130 0 0 0 


