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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、大学院教育を推進するために設立され、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研究科の体制で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。天文科学専攻からは、平成29年度には、基本コース4名、
先端研究指向コース2名の学生が採用された。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、昨年度に引き続き、「観測天文学概論Ⅱ」（e
ラーニング科目）と「科学英語演習」を開講した。
　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2017」を三鷹、水
沢、神岡、チリ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111名
（平成30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
吉　田　道　利 教　授 林　　　正　彦 教　授 小久保　英一郎 教　授
臼　田　知　史 教　授 井　口　　　聖 教　授 富　阪　幸　治 教　授
大　橋　永　芳 教　授 亀　野　誠　二 教　授 福　島　登志夫 教　授
郷　田　直　輝 教　授 川　邊　良　平 教　授 吉　田　春　夫 教　授
齋　藤　正　雄 教　授 小　林　秀　行 教　授 渡　邊　鉄　哉 教　授
関　口　和　寛 教　授 立　松　健　一 教　授 縣　　　秀　彦 准教授
髙　見　英　樹 教　授 竝　木　則　行 教　授 市　川　伸　一 准教授
Flaminio, Raffaele 教　授 野　口　　　卓 教　授 大　石　雅　壽 准教授
渡　部　潤　一 教　授 本　間　希　樹 教　授 梶　野　敏　貴 准教授
青　木　和　光 准教授 朝　木　義　晴 准教授 勝　川　行　雄 准教授
麻　生　洋　一 准教授 浅　山　信一郎 准教授 鹿　野　良　平 准教授
泉　浦　秀　行 准教授 伊王野　大　介 准教授 Shan, Wenlei 准教授
岩　田　　　生 准教授 Espada Fernandez, Daniel 准教授 末　松　芳　法 准教授
浮　田　信　治 准教授 Gonzalez Garcia, Alvaro 准教授 関　井　　　隆 准教授
大　屋　　　真 准教授 柴　田　克　典 准教授 髙　田　唯　史 准教授
柏　川　伸　成 准教授 永　井　　　洋 准教授 中　村　文　隆 准教授
髙　遠　徳　尚 准教授 中　西　康一郎 准教授 花　岡　庸一郎 准教授
田　中　賢　幸 准教授 花　田　英　夫 准教授 原　　　弘　久 准教授
竹　田　洋　一 准教授 松　尾　　　宏 准教授 山　岡　　　均 准教授
能　丸　淳　一 准教授 松　本　晃　治 准教授 阿久津　智　忠 助　教
林　　　左絵子 准教授 荒　木　博　志 助　教 石　川　遼　子 助　教
早　野　　　裕 准教授 上　田　暁　俊 助　教 伊　藤　孝　士 助　教
宮　﨑　　　聡 准教授 梅　本　智　文 助　教 大　江　将　史 助　教
眞　山　　　聡 講　師 江　澤　　　元 助　教 大須賀　　　健 助　教
今　西　昌　俊 助　教 大　島　　　泰 助　教 片　岡　章　雅 助　教
大　石　奈緒子 助　教 亀　谷　　　收 助　教 久　保　雅　仁 助　教
沖　田　博　文 助　教 河　野　裕　介 助　教 小　嶋　崇　文 助　教
小野寺　仁　人 助　教 寺　家　孝　明 助　教 下　条　圭　美 助　教
小　谷　隆　行 助　教 砂　田　和　良 助　教 白　崎　裕　治 助　教
小宮山　　　裕 助　教 髙　橋　智　子 助　教 滝　脇　知　也 助　教
小　山　佑　世 助　教 田　村　良　明 助　教 辰　巳　大　輔 助　教
相　馬　　　充 助　教 野　田　寛　大 助　教 田　中　雅　臣 助　教
髙　橋　竜太郎 助　教 秦　　　和　弘 助　教 浜　名　　　崇 助　教
辻　本　拓　司 助　教 平　松　正　顕 助　教
中　島　　　紀 助　教 廣　田　朋　也 助　教
西　川　　　淳 助　教 松　田　有　一 助　教

Pyo, Tae-Soo 助　教 南　谷　哲　宏 助　教
美濃和　陽　典 助　教 三　好　　　真 助　教
矢　野　太　平 助　教
Leonardi, Matteo 助　教

※眞山講師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（計33名）

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

Liang, Yongming 柏　川　伸　成 田　中　賢　幸 中性水素ガスを用いた大規模構造のマッピング
伊　藤　　　慧 柏　川　伸　成 松　田　有　一 すばる望遠鏡広視野撮像観測に基づく原始銀河団の研究
津久井　崇　史 井　口　　　聖 永　井　　　洋 巨大ブラックホールを含む電波銀河の形成過程の解明
津　田　修一朗 本　間　希　樹 柴　田　克　典 Event Horizon Telescopeによる巨大ブラックホールの物理量の測定
竝　木　茂　朗 柏　川　伸　成 岩　田　　　生 z~1.5の銀河団中での銀河の進化とその過程での環境効果

第2学年（5名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題

石　川　裕　之 臼　田　知　史 林　　　左絵子 将来的に地球外生命の発見を目指した、天文観測による太陽系外惑
星探査・精査

谷　岡　　　諭 麻　生　洋　一 Flaminio, Raffaele 低温光共振器を用いたミラーコーティング熱雑音の直接測定

八　田　良　樹 関　井　　　隆 渡　邊　鉄　哉 
勝　川　行　雄 星震学における内部回転の逆問題

細　川　　　晃 小　谷　隆　行 髙　見　英　樹 
臼　田　知　史

太陽系外惑星探査を目指した、新しい空間分解能を持つ高分散分光
器の開発と太陽系外惑星の詳細研究

渡　辺　紀　治 臼　田　知　史 髙　見　英　樹 
青　木　和　光 観測による多様な系外惑星の軌道進化の研究

第3学年（9名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題
Cui, Yuzhu 本　間　希　樹 永　井　　　洋 東アジアVLBIネットワークを用いた活動銀河ジェットの観測的研究

Sahoo, Ananya 美濃和　陽　典 髙　遠　徳　尚 系外惑星探査のための補償光学における高度な波面制御に関する研究
Zhao, Yuhang 阿久津　智　忠 Flaminio, Raffaele 重力波検出器のための周波数依存性スクイズド光源
深　川　奈　桜 青　木　和　光 伊王野　大　介 遠方銀河における星形成及びガスの流出入の質量・環境依存性の解明

安　藤　末彩希 伊王野　大　介 齋　藤　正　雄 
Espada, Daniel ALMAによる衝突合体銀河の観測的研究

神　原　永　昌 関　井　　　隆 渡　邊　鉄　哉 局所的日震学の研究

菊　田　智　史 今　西　昌　俊 松　田　有　一 高赤方偏移宇宙における、AGNが小質量銀河に与えるフィード
バックの観測的研究

松　野　允　郁 青　木　和　光 小宮山　　　裕 銀河系ハロー形成史解明のための恒星研究の開拓
吉　田　正　樹 末　松　芳　法 原　　　弘　久 偏光分光観測による太陽彩層ダイナミクスの研究

第4学年（3名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題
Kim, Jungha 本　間　希　樹 柴　田　克　典 KaVA観測による大質量星形成領域の研究
道　山　知　成 伊王野　大　介 中　西　康一郎 ALMAによる星形成銀河の観測的研究
山　元　萌　黄 岩　田　　　生  小　山　佑　世 すばるHSCによる遠方銀河団探査と銀河種族の進化

第5学年（11名）
大学院学生 主任指導教員 指導教員 研究課題
奥　富　弘　基 麻　生　洋　一 Flaminio, Raffaele 重力波望遠鏡KAGRAメインミラー用の低周波防振システムの開発
尾　上　匡　房 柏　川　伸　成 宮　﨑　　　聡 低光度クェーサー探査で探る宇宙再電離期の超巨大ブラックホール成長
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 長周期視線速度変動を示す中質量巨星に対する直接撮像

Yang, Yi 林　　　左絵子 臼　田　知　史 連星系における系外惑星と円盤の直接撮像的な研究
桜　井　準　也 宮　﨑　　　聡 小宮山　　　裕 広視野撮像観測による宇宙の大規模構造の研究
内　山　久　和 柏　川　伸　成 松　田　有　一 すばる望遠鏡広視野撮像観測に基づく宇宙大規模構造の研究
谷　口　琴　美 齋　藤　正　雄 大　石　雅　壽 星形成領域における炭素鎖分子の化学進化とメカニズム

小　林　　　弘 大須賀　　　健 富　阪　幸　治 輻射流体力学計算によるブラックホール降着円盤からのクランピー
アウトフローの研究

Pathak, Prashant 髙　見　英　樹 美濃和　陽　典 高分解能イメージングにおける大気分散の影響
Sukom, Amnart 富　阪　幸　治 林　　　左絵子 赤外線観測による星惑星形成と系外惑星の研究　
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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
郭　　　康　柔 東京大学大学院理学系研究科 小久保　英一郎 惑星系の起源と進化
李　　　秀　珍 東京大学大学院理学系研究科 小　林　秀　行 VLBIによる高精度天文学の研究
石　塚　典　義 東京大学大学院理学系研究科 原　　　弘　久 太陽フレア超高温領域の微細構造の研究
柏　田　祐　樹 東京大学大学院理学系研究科 郷　田　直　輝 銀河系の力学構造の解析

黒　木　舜　史 東京大学大学院理学系研究科 Flaminio, Raffaele　 地上大型低温重力波望遠鏡KAGRAのための防振シ
ステムの開発

佐　藤　一　樹 東京大学大学院理学系研究科 阪　本　成　一 電波望遠鏡を用いた星・惑星系形成過程の観測的研究
谷　本　悠　太 東京大学大学院理学系研究科 山　下　卓　也 系外惑星の観測的研究

陳　　　家　偉 東京大学大学院理学系研究科 川　邊　良　平 KIDs検出器を利用したミリ波サブミリ波超広帯域分
光装置の開発

寺　澤　祥　子 東京大学大学院理学系研究科 大　橋　永　芳 電波干渉計を用いた星形成の研究
Luo, Yudong 東京大学大学院理学系研究科 梶　野　敏　貴 ビックバン元素合成とモデルの研究
猪　岡　皓　太 東京大学大学院理学系研究科 山　下　卓　也 高速変動天体の観測的研究
崔　　　仁　士 東京大学大学院理学系研究科 大　橋　永　芳 電波干渉計を用いた原始星L1489 IRSの研究
清　水　貴　之 東京大学大学院理学系研究科 関　本　裕太郎 広視野CMB偏光観測装置の設計
辰　馬　未沙子 東京大学大学院理学系研究科 小久保　英一郎 惑星系形成論
森　　　寛　治 東京大学大学院理学系研究科 梶　野　敏　貴 X線バーストの元素合成

山　口　正　行 東京大学大学院理学系研究科 川　邊　良　平 スパースモデリングによる原始惑星系円盤の超解像
イメージング

佐々木　宏　和 東京大学大学院理学系研究科 梶　野　敏　貴 重力崩壊型超新星における、ニュートリノ集団振動
の理論研究による重元素の起源解明

藤　井　善　範 東京大学大学院理学系研究科 Flaminio, Raffaele　 地上大型低温重力波望遠鏡KAGRAのための防振シ
ステムの開発

藤　田　彩　豊 東京大学大学院理学系研究科 郷　田　直　輝 軌道共鳴を考慮した太陽運動と銀河系回転の解析

倉　持　一　輝 東京大学大学院理学系研究科 小　林　秀　行 疎生モデリングを用いたサブミリ波VLBIによる
RIAFの観測的実証

李　　　民　主 東京大学大学院理学系研究科 川　邊　良　平 原子・分子輝線を用いた銀河進化の環境依存性の解明

加　藤　裕　太 東京大学大学院理学系研究科 阪　本　成　一 遠赤外線宇宙望遠鏡によるz=2-3原始銀河団の星形成
活動の研究

酒　井　大　裕 東京大学大学院理学系研究科 小　林　秀　行 電波観測で探る銀河系中心領域の分子雲のダイナミクス
柴　田　　　雄 東京大学大学院理学系研究科 小久保　英一郎 惑星の自転の研究
平　居　　　悠 東京大学大学院理学系研究科 梶　野　敏　貴 rプロセス元素から探る銀河の化学力学進化史

Marchio, Manuel 東京大学大学院理学系研究科 Flaminio, Raffaele　 Development, characterization and improvement of the 
mirrors for the KAGRA gravitational wave detector
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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

上　月　雄　人 大阪府立大学大学院
理学系研究科物理科学専攻 H29.4.1～H30.3.31 野　口　　　卓 超伝導低雑音ミリ波・サブミリ波帯広帯

域受信機の研究開発

Silva, Andrea Department of Physics and 
Astronomy, Tufts University H29.4.1～H29.12.31 伊王野　大　介 ALMAによる爆発的星形成銀河の研究

熊　本　　　淳 東北大学理学研究科
天文学専攻 H29.4.1～H30.3.31 郷　田　直　輝 銀河の力学構造を用いた天の川銀河進

化史への理論予測

修士課程 所属大学 受入期間 指導教員 研究課題

小山田　朱　里 日本女子大学大学院
理学研究科数理物性構造専攻 H29.4.1～H29.9.30 中　村　文　隆 高密度分子ガストレーサーによるオリ

オン分子雲の観測的研究

郡　場　元　太 東京農工大学工学府
電気電子工学専攻 H29.4.1～H30.3.31 渡　部　潤　一 波長可変な広帯域コムの発生と精密分

光への応用

鈴　木　駿　汰 大阪府立大学
理学系研究科物理科学専攻 H29.4.1～H30.3.31 川　邊　良　平 ASTE搭載用多色連続波カメラの開発

両　角　達　彦 東京大学大学院
理学系研究科物理学専攻 H29.4.1～H29.9.30 麻　生　洋　一 Beam Reducing Telescope の開発

坂　田　美紗樹 電気通信大学大学院
情報理工学研究科基盤理工学専攻 H29.10.1～H30.3.31 松　尾　　　宏 超伝導トンネル接合型検出器を用いた

テラヘルツ光子計数技術の開発

戸　村　暁　廣 電気通信大学大学院
情報理工学研究科基盤理工学専攻 H29.10.1～H30.3.31 Flaminio, Raffaele

重力波検出器における量子雑音低減の
ための周波数依存光スクイージング技
術の開発

宮　地　優　輔 山口大学大学院
創成科学研究科基盤科学系専攻 H29.10.1～H30.3.31 本　間　希　樹

VERAによる高精度位置天文観測と密
度波理論に準拠したシミュレーション
結果との比較研究

望　月　知　里 日本女子大学大学院理
学研究科数理・物性構造科学専攻 H29.10.1～H30.3.31 柏　川　伸　成 すばる望遠鏡で探る超暗黒銀河の性質

谷田部　和　貴 電気通信大学大学院
情報理工学研究科基盤理工学専攻 H29.10.1～H30.3.31 早　野　　　裕 30 m望遠鏡TMTの第1期観測装置 IRIS

のプロトタイプ評価実験

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

Pathak, Prashant    （総研大博士）First On-sky Closed-loop Atmospheric Dispersion Compensation: Demonstration of Sub-
milliarcsecond Residual Dispersion Across H-band

楊　　　　　毅（総研大博士）Near-Infrared High-Resolution Polarimetry Observations towards Protoplanetary Disks in Binary/
Multiple Systems

尾　上　匡　房（総研大博士）Exploration of the Cosmic Dawn with High-Redshift Quasars

小　林　　　弘（総研大博士）Three-Dimensional Radiation-Hydrodynamic Simulation of Clumpy Outflow and Its Application to 
Supercritical Accretors around Black Holes

谷　口　琴　美（総研大博士）Formation Mechanisms of Cyanopolyynes and Chemical Evolution in the High-Mass Star-Forming 
Regions


