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日本天文学会



日本天文 学会 1972年春季年 会

プログラム

日 時 5 月 22 日 (月 ) ~ 5月 25日(木)午前 9時 30分 ~午後 5時

場所 東京都文京区本郷東京大学理学部 2号館講堂

午前
9時 10 11 12午後 1 2 3 4 5 講演番号

5月22日
位置 ・時間 理 事 会 位時置間 力学 太陽系 1-35 

(月)

5月23日
太 陽 評議員会 太 陽 恒 星 懇親会 36- 67 

(火)

5月24日
恒 星 内部構造 生，且£g EZh 玉三 68- 96 

(水) 造パルサー雲

5月25日
銀河系 銀河系 * 宙 97-123 

(木)

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

女 講演者は時間厳守に御協力をお願いします.講演時間は7分です.

女 スライドには， スライドを手にと って透視した時に正しい上下左右関係となるように保持 して，その手前側上方

に講演番号，氏名，映写番号を書き，下縁に 5mmくらいの幅に赤線をつけて下さい.

大 なるべくビラを使わないでスライドを準備して下さい.

会 会場費等の費用の一部にあてるために，出席者から参加費を徴収します.

一般 200円，学生100円.

女 22日正午より理事会， 23日正午より 評議員会，24日午後 3時 30分よ り総会を開催致 します.

"* 懇親会は 23日夕方，東京大学，山上会談所にて行なわれます.

"* 天文教育懇談会は23日午後 1時から 4時まで，理学部 3号館天文学教室にて.テーマは 「小， 中，高校教科書に

おける天文内容の検討J.

大 学術会議報告は 25日午後の諮演終了後に.



第 1日 5月 22日 (月)

〔午前J (9時 30分より)

1. 須川 力，菊地直吉(緯度観測所): 天文屈折率の指数関数表示(1)

2. 後藤常男(緯度観測所): 位置天文観測と中間気象的大気構造の関係

3. 菊池直吉(緯度観測所): 綴運動と高層大気変動

4 後藤常男，菊地直吉(緯度観測所): 時系列的な眼視天頂儀と浮世浮天頂儀の観測比較

5 横山紘一(緯度観測所): 水沢アストロラーブの系統誤差

6 阿部 茂，高木重次(緯度観測所): 天頂儀のマイクロメーター常数

7. 藤原 清，飯島重孝(東京天文台)・ 簡易型周波数オフセッタ{の位相安定度

8 吉成正雄，藤原清(東京天文台): ノ4ルスモーターの PZTへの応用

9 山崎利孝，中嶋浩一(東京天文台) 写真乾板の膜面の変形

. 10 中嶋浩一，飯島重孝(東京天文台): PZT観測の新整約法

11 三谷哲康(日本天文研究会)・ 地球の極運動と重力波の関係について

12 岡崎清市(東京天文台)・ 最近における地球自転速度変動と太陽活動の相関について

13 関口直甫(東京天文台)・ 地球自転速度変化と 1930年付近の極運動異常との関係

14. 久保良雄(水路部): コアとマントノレの聞の摩擦と極運動

〔午後J (1時 30分より)

15. 高木重次(緯度観測所): 経緯度観測による極運動決定の新しい手法

16. 須川 力，石井久(緯度観測所): Z項の周期分析

17. 若生康二郎，佐藤弘一，菊池岩夫(緯度観測所): 極運動の補整

18. 弓 滋，石井久(緯度観測所):北極座標最確値の決定

19. 安田春雄(東京天文台): FK4の赤経系について

20. 松波直幸，中嶋浩一(東京天文台): V LB観測における誤差のモデル計算

21. 斎藤成文，冨田弘一郎*，高須芳雄**(東大生研，水東京天文台，料日本光学):科学衛星光学追跡装置の性能概報

22. 木下 宙(東京天文台): 有限 2体問題の永年筏動

23. 堀源一郎(東大理): 有限 2体問題における 2次調和項

24. 湯浅 学(東大理): 3体問題の数値例(角運動量を入れた場合)

25. 古在由秀(東京天文台): 人工衛星の運動を表わす座標系

26. 堀源一郎(東大理)・ 回転する惑星大気の長年摂動

27. 斎藤馨児，富田弘一郎(東京天文台): ジヤコピニ流星群の特性について

28. 関口直甫(東京天文台): 月面反射光の測光 ・偏光観測

29. 近田広義，赤羽賢司*(東大理，*東京天文台)・ ミリ波における月食の観測(1)

30. 岩崎恭輔(花山天文台)・ 金星の高分散スペク トル

31. 畑中至純，佐藤英男(東京天文台): 土星の衛星の位置観測

32. 渡辺 莞，柿沼隆清(名大空電研): 惑星関空間シンチレーションの解析

33. 渡辺 莞，柿沼隆清(名大空電研)・ シンチレーションによる Solarwind streamの観測l

34. 前田耕一郎，柿沼隆清*，渡辺 嘉*，川尻磁大林，尾嶋武之林，河野宣之**，田中 浩料(花山天文台，本名大空

電研，料電波研鹿島): 太陽近傍における惑星間空間シンチレ{ショ γ

35. 小島正宜，鷲見治ー，柿沼隆済， i度辺 莞(名大空電研): 太陽風による電波星シンチレーションの三点観測

第 2日 5月 23日 (火)

〔午前J ( 9時 30分より)

6. 松丸 勝(防衛大学校): 簡易形 VTRを利用した太陽黒点の観測 (II)



37. 斎藤国治，東条 新(東京天文台): 地球上の一点に固定した観測者にとって何年ごとに皆既日食を見る機会が

あるか?

38. 神野光男，椿 者1I生夫へ黒河宏企料(飛騨天文台，*滋賀大教育，料花山天文台): メキシコ日食におけるへリ

ウム ・スペクトノレ(1) HeI D3線

39. 黒河宏企，中山公彦，神野光男*，椿 都生夫料(花山天文台，*飛騨天文台，料滋賀大教育): 太陽極周縁部の

連続光(メキシコ日食)

40. 久保田 誇，暮泉武(花山天文台) アーチ状活動紅炎のスペグトル

41. 久保田 誇，為永辰郎， 暮泉武(花山天文台): 太陽面サージの速度場

42. 船越康宏(花山天文台): リム ・フレアのスペグトノレ(1) ノヰノレマ一線

43. 平山 淳(東京天文台): 7レアの理論(1) 総論

44. 平山 淳(東京天文台): フレアの理論(II ) trigger mechan即 n

45 田中 済，末元善三郎， 高田昌英(東大理)・ 気球による太陽赤外スペグトノレの観測(III) 

46. 末元善三郎，西 恵三へ東康ーへ山口草月三*(東大理，*東京天文台): 太陽真空紫外領域の観測

47. 吉村宏和(東大理): 太陽活動領域下部対流層の電磁流体力学的構造について

48. 海野和三郎(東大理) 反スピキュール定理

49. m去目信三(名大空電研): Hα フレアと μ波パーストとの関係について

〔午後J (1時より)

50. 内藤嘉春， 高倉達雄(東大理): マイグロ波インパノレシブパーストの強度分布計算

51. 中島 弘，大木健一郎(東京天文台): 17GHz干渉計によるlV型パーストの観測

52. 面高俊宏(名大理): Nov. 5， 1970太陽パーストについて

53. 渋谷暢孝，海 正樹，関口英昭(東京天文台): 太陽電波動スペクトノレ観測装置

54. 甲斐敬造，内田 豊，渋谷暢孝，桑原龍一郎(東京天文台): 野辺山太陽電波観測所のデータ処理装置について

55 甲斐敬造，中島 弘(東京天文台): 複雑な sourcestructureをもっノイズストーム

56. 栗原正博(東大理): Noise stormと対応する太陽面現象

57. 祖父江義明，河鰭公HZ，川尻雄大へ 河野宣之*(名大理，*電波M鹿島): Tau Aの直線偏波観測による Corona

中の Localstructures 

58. 高倉達雄，土屋 淳汽渋谷暢孝*，芥川守泊料(東大理，*東京天文台，判明星電気KK)・ 人工術星 “しんせい"

搭載の太陽電波観測装置

59. 大木健一郎，平山智啓，内藤嘉春ホ(東京天文台，キ東大理)・ “しんせい"の太陽電波データ処理

60 高倉達雄，大木健一郎へ |村藤嘉春，高柳I則夫(東大胆!，ネ東京天文台): “しんせい"による皿型太陽電波パース

トのit見測

61. 寺下陽一，福田一郎(金沢工大): 天体データの検索システムについて

62. 石川雅章 (東大理)・ 新しい glj直による dDelの分光解析の改訂

63. 成相恭二，中桐正夫(東京天文台): A型特異星 HR4816の視線速度変化

64. 定金晃三，福田一郎*(京大理，*金沢工大): Ap星 73Draの K線の変化について

65 平田龍幸(岐阜大工短): Be星の連続光エネノレギ一分布と締線強度について(1)

66. 鈴木雅一，平田龍幸*(金沢工大，*岐阜大工短): Be星外大気における Lineformation 

67. 山下泰正，栗本祐主主*(東大JA，*東京天文台): 炭素星のC分類 (II) 

第 3日 5月 24日 (水)

〔午前J ( 9時 30分より)

68. 藤田良雄(東大理)・ 炭素星における (C1 J 8727線について (II)

69 市村喜八郎，清水康広，j&辺悦二，小矢野久(東京天文台)目 フレア星の光度および色指数について

70. 斎藤術，佐藤英男(東京天文台): 食連星 32Cyg 1971年食の測光

71. 北村正利(東京天文台): ぎよしゃ座ゼ-:9星の国内協同光電観測



72 寺内隆太郎*，田村真一**，早坂匡，佐藤直宣(*日大，料東北大，秋田大): 12DD Lac.の変光周期の変化に

ついて

73. 下小田博一(愛知教育大): Thermalization lengthと Conversionlength 

74. 奥田 亨(京大理): RR Lyrae星大気における衝撃波進行

75. 山崎初男，大野陽朗*(北大工，吋じ大理): 不均質媒質中の hydromagneticshockの安定性

76. 成田真二(同志社大工): 騒射を伴う衝撃波の構造

77. 坂下志郎，荒川 聴(北大理): 輯射を伴う爆風波について

78. 柴田行男(東北大科研): 太陽質量星の進化の計算

79. 三村 清，柴田行男汽内田寿一料，須田和男(東北大理，本東北大科研，料東北学院大工): 星の進化の自動計

算における対流層の取り扱い

80. 柴田行男(東北大科研): プロシオンのヘリウム

81 竹内 峯(東北大理): 種族 Iケフェイドの質量光度関係

82. 三村清，柴田行男*(東北大理，*東北大科研): 5~ の星の進化

〔午後) (1時より)

83. 野本意ー，杉本大一郎*(東大理，*東大教養): ニュートリノロスの存否と星の進化

84. 佐藤勝彦，中沢 清，池内 了，蓬茨霊運ヘ林忠四郎(京大理，*立教大理): 超新星爆発の数値実験と中性子

星の形成について

85. 浜田哲夫，中村芳昭(茨城大理): 強磁場における水素原子のエネルギー準位

86. 会津 晃(立教大理): パノレサーの電磁流体力学

87. 藤本光昭，村井忠之(名大理): パルサーの “黒点"モデノレ

88. 松岡勝，藤井正美，宮本霊i忠，西村 純，小田稔，小川原嘉H月，早川幸男へ 笠 原 泉水，横野文命汽 問 中

靖郎ヘ畑中至純料(東大宇宙研，本名大理，料東京天文台): SCO X-1の光と硬X線の同時観測

89. 尾崎洋二(東大迎): X線星の回転円板モデル

90. 石田慈ー，大橋 満，高Wii文志郎，宮本昌!J4(東京天文台)・ 長野県木曾地方の天体観測条件の調査結果

91 斎藤泰通，斎藤 街*(岩手大教育，*東京天文台)・ 銀河中心で、の爆発による回転曲線の変形

92 海部宣男，井口哲夫，加藤隆二(東大理)・ 銀河中心領域の 270pc膨張リ ング

93. 宮本昌典(東京天文台): 円板状恒星系の定常模型

94. 真鍋盛二，宮本昌典ホ(東大理，水東京天文台): 銀河回41去の非lPllI対称性

95. 青木信仰(東京天文台): 扇平な回転対称な銀河内の速度分布函数

96. 吉沢正則(京大理): 球対称、恒星系における沈殿現象

第 4日 5月 25日(木)

〔午前) (9時 30分より)

97. 加藤正二(京大理): 角運動量輸送と密度波の維持

98. 新見英幸(京大工): 恒星系からの星間気体へのエネルギー輸送

99. 池内 了，武田英徳，佐藤 通，佐藤文隆本(京大理，*京大基研): 銀河における元素の進化

100. 平林久，横井克汽森本雅樹林(東大]翠，*国際電電，料東京天文台): 15GHzでの銀河パックグラウンド

測定

101. 平林 久(東大理): 銀河パッググラウンド轄射と銀河内の熱電子

102 上条文夫，中田好一， 井口哲夫，藤本真克，高田昌英， 高木重彰(東大理): 星間ダス ト生成に関する室内実験

103. 関 宗蔵(東北大理): 中・高銀緯における星問屋のサイズについて

104. 水野孝雄，藤本光昭(名大理): M51の armについて

105. 作花一志，岡祥三郎，若松謙一(京大理): Galaxiesの中心域の構造(皿)NGC4670 

106 田村真一，土佐 誠(東北大迎): NGC 4594の中心核の分光観測

107. 外山清高，西村雅樹，兼古昇(北大理): 銀河核 (VI) M87 Jetの騒射エネルギ一分布



108. 土佐誠，加藤隆子*(東北大理，*名大理): Intergalactic matterの accretionと SoftX-ray background 

109. 海部宣男，近田義広，森本雅樹へ赤羽賢司水(東大理，*東京天文台): 6メートル・ミリ波望選鏡 (IV)

110. 長根 潔，宮沢敬輔，宮地竹史，海部宣男*(東京天文台，*東大理): Ori A の 70GHz連続波観測

〔午後) (1時より)

111. 田原博人， D. Morris，川尻盟大*，昆野正博料(東京天文台，*電波研鹿島，料京大理): 7.2cmでの電波源の

直線偏波の観測

112. D. Morris，田原博人(東京天文台): 電波源の Depolarization 

113 福井満， )11尻盛大ぺ河野宣之汽井上允(名大理，*電波研鹿島): Radio sourceの polarizationの観測

114. 大師堂経明，田原博人汽川尻盛大**，尾嶋武之料，河野宣之料(東大理，*東京天文台，料電波研鹿島): Radio 

sourcesの時間変化の観測 (m)

115. 森本雅樹， Y. L. Chow* (東京天文台，*カナダ・ウォータールー大)・ 二次元アレイ干渉計の位相較正につい

て

116. 平林 久，森本雅樹ネ(東大理，*東京天文台): 超合成アレイの数値実験

117. 笹尾哲夫(東大理): 乱流媒質における密度ゆらぎの形成

118. 近藤正明(東大教養)・ Fragmentationでの質量分布について

119. 富田憲二 (広大理論研): 宇宙膨張の初期における不規則運動

120 田辺健絃，冨国憲二，成相秀一(広大理論研)・ 膨張宇宙における流体力学的不安定性

121. 久保守正(日本天文学会): 宇宙モデルの一つの分類

122. 杉本大一郎(東大教養): 藤井の重力と白色綾星の質量 ・半径関係

123 荒井賢三(東北大理): 銀河系外宇宙線について


