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池田 思朗 いけだ しろう
統計数理研究所, 総合研究大学院大学, 国立天文台,
Kavli IPMU 教授 出版委員会

画像化作業班、出版委員会、Paper
III内部審査員

統計科学、信号処理学、情報幾何学 https://www.ikeda.cc/en/

沖野 大貴 おきの ひろき
東京大学大学院理学系研究科, 国立天文台水沢VLBI
観測所

大学院生 画像化作業班、AGN作業班 電波天文学、活動銀河核

小山 友明 おやま ともあき 国立天文台水沢VLBI観測所 特任専門員
ALMA phase-up装置開発、東アジア

VLBI広帯域開発
電波天文学、装置開発

川島 朋尚 かわしま ともひさ 東京大学宇宙線研究所
ICRRフェロー

(特任研究員)
理論シミュレーション作業班, 多波
長観測作業班

降着流・噴出流の数値シミュレーション、特
に一般相対論的輻射輸送計算

https://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/~kawshm/

紀 基樹 きの もとき 工学院大学, 国立天文台水沢VLBI観測所
講師, 特別客員
研究員

多波長観測作業班, AGN作業班, 理
論シミュレーション作業班, 東アジ

アVLBI AGN科学WG代表

理論天体物理学、特にブラックホールジェッ
ト/降着流、電波天文学

https://sites.google.com/view/motoki-kino/home

小山 翔子 こやま しょうこ
新潟大学大学院自然科学研究科・創生学部,  台湾
中央研究院 天文及天文物理研究所 (ASIAA) 助教 科学諮問委員会

画像化作業班, AGN作業班, グリー
ンランド望遠鏡推進

電波天文学、ブラックホールジェット観測、
高エネルギー天文学

http://researchers.adm.niigata-
u.ac.jp/html/200002463_ja.html

笹田 真人 ささだ まひと
東京工業大学科学技術創成研究院, 広島大学宇宙科

学センター, 国立天文台水沢VLBI観測所
特任助教, 特
別客員研究員

画像化作業班
可視光天文学、相対論的ジェットの多波長偏
光研究、重力波天文学

https://sites.google.com/site/mahitosasadaroom/

田崎 文得 たざき ふみえ
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ

(株), 国立天文台水沢VLBI観測所

シニアスペ
シャリスト,
特別客員研究
員

広報委員会世話人
画像化作業班、広報委員会、多波長
観測作業班

活動銀河核、電波天文学、X線天文学、ブ
ラックホールジェット

https://ftazaki.github.io/webpage/index.html

崔 玉竹 つぇい ゆず
上海交通大学李政道研究所, 総合研究大学院大学,
国立天文台水沢VLBI観測所／総合研究大学院大学

研究員 若手科学者委員会 多波長観測作業班 電波天文学、活動銀河核

永井 洋 ながい ひろし
国立天文台アルマプロジェクト, 総合研究大学院大
学

特任准教授 多波長観測作業班、ALMA偏波補正
電波天文学、相対論的ジェット、ブラック
ホール降着流

http://www2.nao.ac.jp/~hiroshinagai/

中村 雅徳 なかむら まさのり
八戸工業高等専門学校総合科学教育科, 台湾 中央研

究院 天文及天文物理研究所 (ASIAA) 准教授 理論シミュレーション作業班

磁気流体力学、数値シミュレーション、
M87、ブラックホールジェット/降着流, ブ
ラックホール-ジェット-銀河の共進化

https://researchmap.jp/nakamrms

秦 和弘 はだ かずひろ 国立天文台水沢VLBI観測所, 総合研究大学院大学 助教
多波長観測作業班世話
人、科学諮問委員会、観
測提案作業班世話人

多波長観測作業班のとりまとめ、画
像化作業班、東アジアVLBI観測の
推進

電波天文学、活動銀河核、M87、ブラック
ホールジェット観測

https://www.miz.nao.ac.jp/staffs/KazuhiroHada/index.
html

本間 希樹 ほんま まれき
国立天文台 水沢VLBI観測所, 総合研究大学院大学,
東京大学大学院理学系研究科

教授、観測所
長

理事会機関代表
理事会、画像化作業班、Paper IV内
部審査員

銀河天文学、電波天文学
https://www.miz.nao.ac.jp/staffs/MarekiHonma/index.h
tm

小藤 由太郎 こふじ ゆうたろう
東京大学大学院理学系研究科, 国立天文台水沢VLBI
観測所

大学院生
画像化作業班、画像評価および最終
画像選択への貢献

電波天文学、活動銀河核、相対論的ジェッ
ト、ブラックホール降着流

https://ykofuji.github.io/index.html
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秋山 和徳 あきやま かずのり
マサチューセッツ工科大学ヘイスタック観測所, 国
立天文台水沢VLBI観測所, ハーバード大学ブラック
ホール・イニシアチブ

Research
Scientist

画像化作業班世話人,
Paper III責任著者,　講演
委員会委員長

画像化作業班全体のとりまとめ、画
像化論文（Paper III）のとりまと
め、キャリブレーション作業班

電波天文学、信号処理学（スパースモデリン
グ他）、ブラックホール降着流、相対論的
ジェット、統計科学

http://kazuakiyama.github.io/ マサチューセッツ州, 米国

浅田 圭一 あさだ けいいち 台湾 中央研究院 天文及天文物理研究所 (ASIAA)
Associate
Research
Fellow

科学諮問委員会、オンブ
ズ委員会

グリーンランド望遠鏡推進、画像化
作業班

電波天文学、M87、ブラックホールジェット http://www.asiaa.sinica.edu.tw/people/cv.php?i=asada 台北市, 台湾

井上 允 いのうえ まこと 台湾 中央研究院 天文及天文物理研究所 (ASIAA)
Distinguished
Visiting
Scholar

前理事会機関代表
グリーンランド望遠鏡推進（前プロ
ジェクト代表）、理事会

電波天文学、超長基線干渉計、活動銀河核 http://www.asiaa.sinica.edu.tw/people/cv.php?i=inoue 台北市, 台湾

松下 聰樹 まつした さとき 台湾 中央研究院 天文及天文物理研究所 (ASIAA) Research
Fellow

理事会機関代表、観測
コーディネーション世話
人

理事会、グリーンランド望遠鏡推進
（現プロジェクト代表）、JCMT観
測推進

電波天文学、電波干渉計、活動銀河核、ス
ターバースト銀河、電波望遠鏡サイト調査、
位相補償法

http://www.asiaa.sinica.edu.tw/people/cv.php?i=satoki 台北市, 台湾

水野 いづみ みずの いづみ 東アジア天文台 (EAO) Instrumentatio
n scientist JCMT観測推進 電波天文学 ハワイ州, 米国

水野 陽介 みずの ようすけ 上海交通大学李政道研究所 准教授
理論シミュレーション作
業班世話人

理論シミュレーション作業班、重力
理論作業班、 多波長観測作業班、

AGN作業班

理論宇宙物理学、数値天文学（磁気流体力学
シミュレーション）、重力理論、相対論的
ジェット、ブラックホール降着流

https://web.tdli.sjtu.edu.cn/mizuno/ 上海市, 中国

森山 小太郎 もりやま こたろう
ゲーテ大学フランクフルト, マサチューセッツ工科

大学ヘイスタック観測所, 国立天文台水沢VLBI観測
所

ポストドク
ター研究員

若手科学者委員会
画像化作業班、SMILI画像解析チー
ムとりまとめ、最終画像作成への貢
献

理論天文学、一般相対論的数値シミュレー
ション、特にブラックホールスピン測定法の
構築

https://itp.uni-frankfurt.de/~moriyama/main/ フランクフルト市, ドイツ


