
国立天文台　観測的宇宙論ワークショップ　講演プログラム
　　　　　

10:30 - 10:35 開会の挨拶 

10:35 - 11:20 郡 和範 インフレーション宇宙における小さなスケールのゆらぎの
  生成と将来観測可能性
11:20 - 11:45 杉村 和幸 インフレーション期のバブル生成とその観測的シグナル
11:45 - 12:10 青山 尚平 アクシオンの終末期の恒星の内部構造への影響

 --  Lunch Break --

13:10 - 13:55 市來 淨與 プランク時代の観測的宇宙論
13:55 - 14:20  茅根 裕司 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測実験 POLARBEARによる
  2012-2013年観測の現状と初期成果
14:20 - 14:45 並河 俊弥 Delensing the B-mode polarization of LiteBIRD observation using
  ground-based CMB experiments

 -- Coffee Break --

15:00 - 15:45 西澤 篤志 重力波による観測的宇宙論
15:45 - 16:05 嵯峨 承平 高次の宇宙論的摂動論による重力波への寄与
16:05 - 16:25 堀口 晃一郎 NLSMに従うスカラー場から放出される重力波が
  角度パワースペクトルに与える影響
 -- Coffee Break --

16:40 - 17:05 大山 祥彦 21cm線放射の観測による初期パワースペクトルの精密測定
17:05 - 17:30 山崎 大 宇宙背景放射からの原初磁場の制限
17:30 - 17:50 渋沢 雄希 球対称崩壊モデルにおける磁場の影響

  9:30 - 10:15 奥村 哲平 銀河サーベイと赤方偏移空間歪み
10:15 - 10:40  日影 千秋 Impacts of satellite galaxies in measuring the cosmic growth rate 

10:40 - 11:05 石川 敬視 N体シミュレーションを用いた、RSDによるfsigma_8測定
  の系統誤差の検証
 -- Coffee Break --

11:20 - 11:45 斎藤 俊 Galaxy power spectrum in the BOSS CMASS catalog

11:45 - 12:30 小林 努 The most general second-order scalar-tensor theory

 --  Lunch Break --

12/4(水)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 　　      １日目

12/5(木)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 　          ２日目



13:30 - 13:55 岡 アキラ Cosmological Test of f(R) Gravity with Anisotropic Galaxy 
  Clustering 

13:55 - 14:20 竹内 良貴 将来観測による クイントエッセンス・ポテンシャルモデルに
  対する制限
14:20 - 14:40 淺羽 信介 主成分分析を用いた修正重力理論への観測的制限
14:40 - 15:00 宅嶌 祐一郎 最も一般的なスカラーテンソル理論における宇宙論的密度
  揺らぎのバイスペクトル
 -- Coffee Break --

15:15 - 16:00 岡部 信広 弱い重力レンズ効果を用いた銀河団の質量分布の測定
16:00 - 16:25 照喜名 歩 かみのけ座銀河団の多波長観測を用いたカメレオン重力模型の
  検証
 -- Coffee Break --

16:40 - 17:05 高橋 龍一 Effects of Survey Geometry on Power Spectrum Covariance 
  for Cosmic Shear Survey

17:05 - 17:30 横山 修一郎 Halo/Galaxy Bispectrum with Primordial non-Gaussianity from 
  integrated Perturbation Theory (iPT)

17:30 - 17:55 杉山 尚徳 Lagrangian perturbation theory at one loop level

18:15 -  -- 懇談会＠コスモス会館食堂 --

  9:30 - 10:15 宮崎 聡 Hyper Suprime-Camの現状とSSP観測 (仮題)

10:15 - 10:40 樽家 篤史 Cosmic shear full nulling: sorting out dynamics, geometry and 
  systematics

10:40 - 11:00 岡田 裕行 FastSound計画における輝線同定方法について

 -- Coffee Break --

11:15 - 11:40 田中 賢幸 Photometric redshifts with Bayesian priors on physical properties 
  of galaxies

11:40 - 12:00 柏野 大地 すばる望遠鏡FMOSによる近赤外分光サーベイで明らかに
  なった遠方銀河の性質
12:00 - 12:20 星野 華子 Brightest Cluster Galaxies から探る銀河団中心

 --  Lunch Break --

13:20 - 14:05 柏川 伸成 TMTが拓く天文学
14:05 - 14:30 百瀬 莉恵子 Evolution of Diffuse Lya Halos around Star-Forming Galaxies 
  at z=2-7

14:30 - 14:55 松浦 周二 宇宙赤外線背景放射観測の将来計画
14:55 - 15:20 津村 耕司 赤外線天文衛星「あかり」による宇宙近赤外線背景放射
  スペクトル
15:20 - 15:25 閉会の挨拶

12/6(金)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 　          ３日目


