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日本天文学会 1998年牧季年会プログラム

場所 山形大学(案内図参照)

山形市小白川町 1・4・12

電話・ FAX 020・ 792-8533 <使用期間 1998 年 9 月 30 日(水)~1O月 4 日(日) > 
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分 野

太陽 太 陽

恒星 恒 星

太陽系 太陽系/星形成

銀河 銀 河

銀河団 銀河団/情報

太陽 宇宙論

恒星 ポ 5干 恒星/教育/飛朔観
ス 議

星形成 タ 星形成/星間
員

位置/天力
(前) 占:z;;;、 銀河核

地上観 地上観

宇宙論 宇宙論

飛刻観 ポ 理 飛朔観
ス

星間 タ 事 星間

銀河核
(後) AZ3、Z 銀河核

地上観 地上観

A会場:教養教育2号館 211番教室

B会場:教養教育2号館 212番教室

C会場 :教養教育2号館 222番教室

D会場:教養教育2号館 221番教室

E会場 :教養教育 l号館 115番教室

ポスター会場:厚生会館

分 野

太陽

ポ 恒星
ス
タ 星形成

(前)
銀 河

情報/地上観

ポ 特 総

ス ~Ij 
タ

講

(後) 1寅 AZミ、

天文教育
フォーラム

講演数 合計 416 うち、口頭 (10分):254、口頭(3分)+ポスター 162

参加費 :3，000円(正会員の学生 2，000円)

講演登録料:3，000円(1講演を越えた講演数に対して)

予稿集頒布価格:2，000円

※参加費・ 講演登録料は、会期中に受付にて忘れずにご納付下さい。
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。講演に関する注意

l.口頭講演は5会場で併行して行います。口頭 (10分)発表(添字a)は講演 10分、質疑応答

5分です。口頭(3分)発表(添字b)の質疑応答は講演時間中にはありません。プログラム

は 15分を単位として行われます。口頭(3分)は 4講演で 15分を割り当て、座長の判断で

まとめて質疑応答を行います。

※時間厳守:講演時間制限を超過した場合は、直ちに降壇していただきますので、講演者の

皆様は制限時間を厳守できるよう特に万全の準備をお願いします。

2.ポスター発表(添字b)は会期の前半と後半で交代となります。自分の発表時間帯をプログ

ラムで確認して下さい。前半の方は、初日 9時から第2日目正午までが発表時間です。正午ま

でに撤去して下さい。後半の方は第2日目正午から最終日午後3時まで発表できます。ポスタ

ーは縦180X横90cmまで掲示できます。ポスター会場の指定された場所に指定された期間掲

示し、終了後は速やかに撤去してください。

3. 講演には OHPをご使用下さい。

4.用意しますビデオは VHS方式です。詳しくは当日会場にてご案内いたし ます。

。会期中の行事

言子 議 員 必3ミ、. 2日目 12 : 00 ~ 13 : 00 

2. 特 5J1j 講 1寅 izLz ・ 2日目 16: 00 ~ 17 : 00 

3. J内、会じ、 :z会z、 2日目 17 : 00 ~ 18 : 30 

主な議題=01999年度事業計画(案)

0 1999年度収支予算(案)

0 新役員(理事 ・監事) (案)

0 評議員選挙管理委員会委員(案)

4. 懇 親 主止主』 2日目 18 : 30 ~ 20 : 30 

5. 理 事 A ZZ 3日目 12 : 00 ~ 13 : 00 

6. 天文教育フォーラム: 3日目 15 : 00 ~ 16 : 30 

。特別講演

日時:1998年 10月2日 (金) 16:00 ~ 17:00 

場所 :C会場

会議室 l

C会場

C会場

生協食堂

会議室 l

D会場

テーマ:プレゼン道入門・・・科学研究における口頭発表・ポスタ一発表の効果的手法について

講演者:松田卓也(神戸大学)



。天文教育フォーラム (天文教育普及研究会、山形市、山形市教育委員会共催

山形県、山形県教育委員会後援)

日時:1998年 10月3日(土) 15: 00 -16 : 30 

場所 :0会場

テーマ :r新しい太陽系観を教室に、そしてすべての人にj

一新しい方法をめざして 一

カイパーベル ト天体の発見、火星探査衛星マーズパスファインダーや木星探査衛星ガリレオなど

の最新デー夕、土星に近づきつつある土星探査衛星カ ッシーニ、火星から飛来したとみられる慣石

中に見つかった生命の化石らしき痕跡など、太陽系や惑星に関する話題は尽きません。しかもこれ

らから得られた新しいデータに より、今日、太陽系や惑星についての描像が大きく変わろうとして

います。今回は、このように最近発展がめまぐるしい太陽系科学の成果をいかに有効に教育に取り

入れていくかを、研究者と天文教育関係者とが膝を交えながら語る場にしたいと思います。このた

め、模擬授業を予定していますので、多数の参加をお待ちしております。

<話題提供とプログラム>

1. 現代太陽系科学と教育現場の太陽系像とのギャ ップ 大槻圭史(山形大学)

2.公開授業 布施哲治(総合研究大学院大学/国立天文台)

3.今後の課題(フリーデイスカッション)

実行委員

鈴木文二(埼玉県立三郷工業技術高等学校)、伊藤芳春(宮城県教育研修センター)

沢 武文(愛知教育大学)、毛利勝贋 (名古屋市科学館)

※フォーラムのみの参加者は、年会参加費は不要ですので、年会受付でその旨お伝え下さい。

当フ ォーラムに関するご要望、ご意見などは上記の実行委員までお申し出下さい。

。 日本天文学会公開講演会 (山形市、山形市教育委員会共催、山形県、山形県教育委員会後援)

「今日の午後はちょっと宇宙散歩j

日時:1998年 10月4日(日) 13: 30 - 16 : 00 

場 所:山形市中央公民館ホール(アズ七日町6階)

対象 :中学生以上

「日本がハワイに作った“すばる"望遠鏡」 ーファース トライトをめざす 一

講演者 国立天文台ハワイ観測所・所長 海部宣男

「宇宙の放浪者 :琴星たちのロマンチック ・ストーリ ーJ
講演者 国立天文台広報普及室・室長 渡部潤ー

※入場無料、事前の参加申し込みは不要です。当日ご自由においで下さい。

ただし、会場の都合で入場を制限する場合がございます。

※参加者には、貴重な画像を収めたオリジナルポスターを進呈いたします。

なお、ポスタ ーの数には限りがありますので、早めにお越し下さい。



紋季天文学会会場(山形大学小白川キャンパス)のご案内

J R山形駅より東2kmに位置します。

OJ R山形駅前から
ひがしはら もとせ

.パスのりば4番より東原経由千歳公園行パス(約 10分にて) r山大前」下車
ほう ぎわ せきやま

.パスのりば5番より宝沢行、東松原行、関山行いずれかのパス(約 15分にて) rノiJ百jill丁目J下車徒歩 2分

.パスのりぱ4番より県庁行パス(約 5分にて) r南高前J下車北へ徒歩 5・10分

.タクシーで約千円

O山形空港から

.UJ形市内行ノTスに乗車(約 45分) r J R山形駅前」下車

O仙台から高速パスに乗車の場合(所要時間約 50分)

「南高前J下車、北へ徒歩 5・10分

。 http://astr-www.kj.yamagata-u.ac.jpもご参照 ください。

0車の構内駐車はできません。

。週末の山形新幹線は混雑することが多いので座席指定も考慮ください。

。別の学会との競合があります。宿泊の予約は早めに、また生協で確保した分御利用ください。



山形大学小白川キャンパス配置図

日守衛室

正門

|| 

(銀杏並木)

図書館

北門

東門

口
中庭

3F:懇親会会場
1F:生協食堂

A-D会場
会議室・休憩室

A会場:教養教育2号館 211番教室

B会場:教養教育2号館 212番教室

C会場:教養教育2号館 222番教室

D会場:教養教育2号館 221番教室

E会場:教養教育 1号館 115番教室

会議室 1:教養教育 1号館 113番教室

会議室 2:教養教育 1号館 111番教室

会議室 3:教養教育2号館 214番教室



時刻

10月 1日(木)

A会場 (211教室)

[太陽]

09:00 I M01a 太陽磁気圏、 CME、
三双極子モデル
斎藤尚生(東北大OB)他

09: 15 

仰:30 

09: 45 

10:00 

M02a Hale-Bopp琴星観測
から求めた太陽風大規模構造
渡辺尭(茨城大理)他

M03a コンパク卜低速太陽
風の起源
大見智亮(名大STE研)他

M04a コロナ輝線でみた活
動領域上空コロナの温度・密
度情造 (11)
武田秋 (京大理)他

M05a コロナ中に浮かぶマ
イク口波 blobについて
堀久仁子 (国立天文台野辺山)

10: 15 I M06a XUVドップラ一望遠
鏡での太陽コロナの速度場の

観測
小林研 (東大理)他

B会場 (212教室)

[恒星]

c会場 (222教室)

[太陽系]
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 N01a 超新星コアでのニュー IL01a パイオニアデータの再 IR01a 銀河系誕生期におけ

卜リノ核子反応率と対流及び |解析による位相関数の決定 |る重元素の合成と進化
ニュー卜リノ光度 | 伊藤誠悟(東京理科大理)他| 石丸友里(東大理)他
山田章一(東大理)他

N02a Neutrino-driven wind 
における r過程元素合成の準
解析的研究
大概かおり
(国立天文台/阪大理)他

N03a 超新星爆発における r
過程元素合成
寺津真理子 (東大理)他

N04a 低質量超新星におけ
るr過程元素合成と銀河進化
和南城伸也 (国立天文台)他

N05a Mixingを考慮した超新
星爆発時における軽元素生成量

比
吉田敬(東工大理)他

L02a ガリレオ衛星データと
新たな位相関数を用いた大赤斑
高層雲の解析
柿倉規良 (東京理科大理)他

L03a 木星 H3+オーロラ粒子
の磁気圏における起源
佐藤毅彦

(東京理科大計算科学)他

L04a テンペル・タットル
琴星の光度曲線について
中村隆(電通大)他

L05a 太陽風の probeとして
の Hale-Bopp琴星プラズマテイ
ルの挙動
阿部新助

(総研大/国立天文台)他

R02a Is the Halo of Our 
Galaxy Chemically 
Homogeneous? 
生田ちさと(東大理)他

R03a マゼラン星雲に於け
る化学進化
長滝重博(東大理)

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[銀河団】

T01a シャープレー超銀河団
領域における銀河団ディープイ
ンパク卜の痕跡
花見仁史(岩手大人文)他

T02a 銀河団の X線・電波
観測による、温度・密度構造
の再構成
吉川耕司(京大理)他

T03a 重力レンズにおける
像の多重極モーメン卜
浅田秀樹(弘前大理工)

R04a la型超新星の金属量依 IT04a 銀河団ガスの温度分
存性を導入した低金属量系の |布は polytropicmodelでいい
化学進化 |か 7
小林千晶 (東大理)他 | 滝沢元和 (京大理)

R05a 銀河ガス円盤におけ
る局所的な強磁場領域の形成
松元亮治(千葉大理)他

N06a 11型超新星における元 IL06a X線衛星 ASCAによ I R06a 星間磁場の磁気リコ
素合成と金属欠乏星の金属比 |る Hale-Bopp琴星 (C/199501)Iネクションの高分解の数値シ
中村敬喜(東大理)他 |の観測 |ミュレーション

山本直孝(東京理科大理)他| 田沼俊一 (東大理)他

T05a 銀河団の環境が円盤
銀河の星形成率に与える影響
の定量的な評価
藤田裕(阪大理)

T06a AX J2019 + 112は暗

黒銀河団か?
山田亨 (東北大理)他



10月1日(木)

時刻 A会場 (211教室)

[太陽】

10: 30 I M仇 X-rayBright P州の

緯度分布と太陽活動

10: 45 

11 : 00 

11 : 15 

11・30

11 : 45 

12: 00 

原弘久(国立天文台)他

M08a 丸Nドップラ一望遠鏡、

ょうこう、 SOHOの共同観測

による太陽コロナ全面温度解析

永田伸一(東大理)他

M09a SOHO衛星 CDSから
えられた活動領域の温度・密度

分布&速度場

鹿野良平(国立天文台)他

M10a RTFS2の開発と水平

速度場の解析

高津裕通(京大附属天文台)他

M11a コロナ加熱と光球擾
乱の観測的関連性

上野悟(京大理)他

M12a 静穏フィラメントま

わりの光球面速度場

真柄哲也(京大理)他

B会場 (212教室)

f恒星]

N07a 金属欠乏星に残る第

一世代超新星爆発の痕跡

茂山俊和(東大理)他

N08a 大質量星の進化と元
素合成:金属量の影響

梅田秀之(東大理)他

N09a 超新星 SN1998bwと

y線パースト GRB980425 
岩本弘一(東大理)他

N10a la型超新星の親天体で
ある重い白色媛星上でのヘリウ

ムフラッシュ

加藤万里子 (慶応大)他

N11a 回帰型新星 UScorpii 
の謎を解く

蜂巣泉(東大総合文化)他

N 12a Differences of 
Magnitude in Star Catalogs 11 
藤原智子 (京産大)

C会場 (222教室)

[太陽系】

D会場 (221教室)

[銀河]

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

【銀河田]

L07a 移動天体自動検出プ口 IR07a ディスクと軸対称ハロ IT07a 遠方銀河団と近傍銀

グラムの設計と実装 |ーの相互作用による galactic I河団の ICM質量について

木下大輔(東京理科大理)他 Iwarpの形成 | 松本浩典(理研)他

L08a 木曽 2kCCDカメラに
よる太陽系深縁部サーベイ

渡部潤ー(国立天文台)他

L09a 小惑星ネレウスの運

動のカオス的性質 2
吉川真(宇宙研)

L10a 惑星リングにおける衝

突と重力散乱による粒子速度進

化

大槻圭史
(山形大総合情報処週センター)

L11a 原始惑星系の安定性

吉永恵子(東大理)他

L12a 原始太陽星雲中での惑
星集積

小久保英一郎

(東大総合文化)他

(昼)

出回誠(京大理)他

R08a 円盤銀河のU字型

Warpの起源について

土屋俊夫(京大理)他

R09a ダスト・ガス質量比

と星形成率

平下博之(京大理)

R 1 Oa Age and Dust 
Degeneracy for Starburst 
Galaxies Solved? 
高木俊暢 (立教大理)他

R11 a NGC4314のNuclear
Dust LaneとCentralMass 
Concentration 
福田浩之 (北大理)他

R12a ガンマ線バーストか

ら探る字宙の星形成史

戸谷友則 (東大理)

T08a rあすかJによるマー

ジング銀河団 Abell115の観測

柴田亮(字宙研)他

T09a rあすかJによる、局
所銀河群付随の高温ガスの探査

大曽根聡子(東大理)他

T10a 重力レンズアークを

もっ遠方の電波銀河 3C220.1
の観測

太田直美(宇宙研)他

T11a 3CR184を含む遠方大
銀河団の X線観測

三原建弘(理研)他

T12a TERRAを用いた銀河
団ホットガス憎造の解明

本多博彦(宇宙研)他



10月 1日(木) 1998年秋季年会

時刻 A会場 (211教室) B会場 (212教室) c会場 (222教室) D会場 (221教室) E会場(115教室)

[太陽] [恒星] [太陽系] {銀河] [銀河団

13:00 M13a ビデオマグネトグラ N13b 大質量ヘリウム主系 L13b しし座流星群母天体 R13a 銀河の衛星天体の系 T13a コンパクト銀河群の
フの散乱光補正と分解能改良 列星の内部構造と質量放出の P!fempelーTuttle琴星の連続 の性質と進化 中の青い楕円銀河の検出

桜井隆(国立天文台)他 可能性 波電波観測 隈井泰樹(熊本学園大)他 西浦慎悟(東北大理)他
石井美絵(慶応大理工)他 長谷川均(アステック)他

N14b 主成分解析法による [星形成]
質量放出星の距離決定

P01b フラクタルな形状を
湯浅学(近大理工総研)他

した凝集体に働くガス抵抗

N15b MHD星風のコリメー
日高由布子(神大自然)他

ンョン
P02b =次元自己重力 MHD

岡本功(国立天文台)
シミュレーションによる、磁化

N16b 漸近巨星分校星でのリ
された星間分子雲圧縮層の研究

チウム CLi)合成量の metallicity
梅川通久(千葉大自然)他

依存性
P03b 磁場を伴ったフィラ

岩本信之(東北大理)他
メント状ガス雲の形成~加速

度の効果~
永井智哉(東大理)他

13 : 15 M14a 臨界振動数より高い N17b E Perの IUE衛星及び P04b 輯射流体力学によるフ R14a The Disruption of T14a 電波ハロー銀河団の

振動数の音波を使った太陽外 可視分光データの振動解析 ィラメン卜の重力収縮と分裂 Globular Star Clusters in the プラズマ温度~衝突合体直後
層の研究 神戸栄治(防衛大地球科学)他 大越智幸司(筑波大物理)他 Galaxy の richcluster -
柴橋博資(東大理)他 高橋広治(東大総合文化)他 渡辺学(名大理)他

N18b 超新星 1998Tの同定 P05b 惑星と原始惑星系円
と測光 盤との角運動量輸送

山岡均(九大理)他 竹内拓(東工大地惑)他

N19b la型超新星 1998bu P06b 分子雲における乱流

からのラインガンマ線放射 のエネルギー起源

熊谷紫麻見(日大理工)他 野村英子(京大理)他

N20b 変光曲線の埋込みに P07b 輯射冷却を入れた原
よるリ ァプノフ次元 始ガスの撹乱による収縮

田中靖夫(茨城大教育)他 大里貴広(茨大理)他



10月1日(木)

時刻 A会場 (211教室)

[太陽]

M15a コロナ活動領媛の温
度進化
八代誠司(東大理)他

13: 30 

13 : 45 M 16 a Alfven Resonances 
on UV Spicules 
Sterling， Alphonse C. 
(CPI/宇宙研)

B会場 (212教室)

[恒星]

N21b マゼラン星雲観測にお
ける特異変光星の研究
野田祥代(名大STE研)他

C会場 (222教室)

[星形成]

P08b rあすか」による大
質量星形成領域の硬 X線観測

松崎恵一(東大理)他

N22b 新しい周期光度関係に IP09b SN1987AのX線光度
基づく RVTau型星模型の再検| 伊藤真之(神大発達科学)他
討

石田俊人(西はりま天文台)

N23b マゼラン星雲中のケフ
ェウス型変光星の光度幽線
相川利樹(東北学院大)

N24b 30DoradusのX線源
の時間変動
高野敏史(神大総合人間)他

N25b DN GemのCCD測光
観測

田辺健玄

(岡山理科大総合情報)他

N26b 銀河系外部ディスク
部のー酸化珪素メーザー源の
光学測光観測

中鳥淳一(大教大)

N27b 晩期型星からの SiO
J= 1-0メーザ一輝線の偏波サ
ーベイ|
坪井昌人 (茨城大理)他

N28b 晩期型 WC星の偏光
分光観測
川端弘治

(東北大理/国立天文台)他

P10b NGC1333星生成領域
の CO輝線観測による分子雲
と硬 X線源の分布
福永博哉 (神大総合人間)他

P 11 b Ultracompact H 11 
regionからの[Ne11]12.814μm 
輝線観測 V
高橋英則 (名大理)他
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P13b オリオン KL領域の
HPメーザーの STRONG
BURST 11 
前田利久(鹿児島大教育)他

D会場 (221教室)

[銀河]

R15a ASTRO・F(IRIS)によ
る全天サーベイ計画

芝井広(名大理)他

R16a 一酸化珪素メーザー
を持つ IRAS源の近赤外測光
観測

出口修至 (国立天文台)他

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[銀河団]

T15a 銀河団 RXJ1347-
1145のスニヤ工フーゼルドヴィ
ッチ効果の多波長観測
小松英一郎 (東北大理)他

T16b 銀河囲内銀河ハローの
形成と進化 H
岡本崇(北大理)他

T17b 遠方銀河団の銀河団ガ
スの非対称分布と重力ポテンシ
ヤル分布
古淳彰浩(名大理)他

T18b 共鳴散乱効果を考慮し
た輝線解析
秋元文江 (名大理)他

T19b rあすかJによる
「おとめ座銀河団」南領域の

大規模マッピング
大橋隆哉 (都立大理)他



10月 1日(木)

時刻

14: 00 

A会場 (211教室)

[太陽]

M17a Alfven波によるスピ

キュールの生成

斉藤卓弥(東大理)他

B会場 (212教室)

[恒星]

N29b ケフェウス座 VV星の
偏光測光観測(1) 

西城恵一(国立科学博物館)他

N30b パルサー磁気圏からの

バ鮪射
広谷幸一(国立天文台)他

N31b 7秒パルサー、 AX
J1845.0-0300の発見
衣笠健三 (ぐんま天文台)他

N32b 回転駆動型パルサー

の制動指数とトルク関数

岡崎幹郎(鶴岡高専)

14: 15 I M18a コロナはなぜ百万度か IN33b 時間変動解析による、

平山淳(明星大情報) I球状星団の暗い X線源の正体
の解明

根来均(理研)他

N34b Cowling近似による高

速自転する中性子星モデルの

モード解析

吉田慎一郎(東大総合文化)他

N35b Analytical Treatment 
of Intrinsic Polarization in a 
Close Binary System Induced 
by a Geometrically Thin Disk 
Viewed at Edge-on 
近藤正宏(福島大教)他

N36b Viscous Decretion 
Disks around Be stars in Be/X-
ray Binaries 
岡崎敦男(北海学園大工)

c会場 (222教室)

[星形成]

P14a 変形しながら重力収縮

する分子雲コアの数値シミュレ

ー ン ヨ /

松本倫明(法政大第二教養)他

D会場 (221教室)

[銀河]

R17b ガンマ線パース卜の

TeV Afterglowと超高エネルギ

一宇宙線、そして GeV領域宇

宙背豪放射

戸谷友則(東大理)

R18b 銀河の星形成史とその

形態
中里直人(東大理)他

R19b 楕円銀河のマージャー

モデルと age-metallicity 
consplracy 
塩谷泰広(東北大理)他

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[銀河田]

T20b rあすか」と ROSAT
による重力レンズ銀河団の質量

決定
橋本谷磨志(阪大理)他

I情報処理1

X01b 多次元輯射輸送方程式

の新しい数値解法

中本泰史(筑波大計算物理)他

X02b 自作によるパソコン並

列計算機の実現

野i幸恵(茨減大理)

R20b 楕円銀河に付随する高 IX03b すばるガイド星候補天

温ガスの熱的に安定な進化 |体選択のための DSSを使った

斎藤亮(東大理)他 |星銀河分類

P15a 重力収縮するコアの変 IR21b 円盤銀河のU字型

形と連星形成 I Warpの形成と維持
花輪知幸 (名大理)他 | 穂積俊輔(滋賀大教育)他

R22b 大小マゼラン雲の衝
突史とマゼラン雲流

沢武文(愛知教育大)他

R23b 年問視差効果の統計に

よる MACHOハローモデルへ

の制限

本間希樹(東大理)

R24b マゼラン星雲観測によ

る EAGLEイベントの探索

住貴宏(名大STE研)他

安田直樹(国立天文台)他

X04b Deconvolution with 
Modified Richardson-Lucy 
Algorithm 
中島浩二(東大理)他

X05b 45m電波望遠鏡システ
ムモニタの開発
飯塚吉三個立天文台野辺山)他



10月 1日(木)

時刻 A会場 (211教室)

14: 30 

[太陽I

M19b 1998年 2月26日皆既日
食におけるコロナの大規模温度

構造の観測

高橋典嗣(明星大)他

M20b Comparison of Solar 
Wind Speed with LASCO Data 
Analyzed by Tomography Method 
During Whole Sun Month 
大見智亮(名大S百研)他

M21 b Determination of the 
Point Spread Function of 
Yohkoh Soft X-ray Telescope 
Shin， Junho (国立天文台)他

M22b Potential Field Model 
による大規模アーケードの3次
元磁場構造

中川義通(茨城大理)他

14: 45 M23b Convective Collapse 
による強い磁束管の形成(初

期条件依存性)

竹内彰継(米子高専)
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 N37b A Steady State Model 
ofXィayEmilling Coronae 
Around Accreting White Dwarfs 
in Cataclysmic Variables 
Mahasena， Putra (東大理)他

N38b 磁気降着円盤からの

1/1ゆらぎ

川口俊宏(京大理)他

N39b Balbus -Hawley 
Instabilityによる粘性を考慮し

た掻新星爆発光度曲線のモデル

津川元彦(東大理)

N40b 降着中性子星表面での
速い陽子捕獲過程

小池修(九大理)他

C会場 (222教室)

[星形成]

P16a 星風によって誘発さ
れる連鎖的星形成

福田尚也(名大理)他

P17a 2次元輯射輸送計算によ

る星周円盤の SEDと近赤外像

菊地信弘(筑波大計算物理)他

D会場 (221教室)

[銀河]

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[情報処理]

R25b ロケット搭載望遠鏡に IX06a Java言語による自動

よる渦巻銀河 NGC5907の赤外 IPSF測光ソフトの開発
線撮像観測 | 加藤太一(京大理)

和田武彦(理研)他

R26b 渦巻銀河の回転は

Trailingか?
小j事友彦(総研大)他

R27b Spiral Arm of Molecular 
Clouds in M51 
議崎智佳(ぐんま天文台)他

R28b 野辺山 45mミリ波望
遠鏡を用いた、ポストスター

バース卜銀河における

HCN/CO輝緑強度比の測定

河野孝太郎

(国立天文台野辺山)他

R29b Multi-line Observation 
of the Starburst Galaxy NGC 
3628 
芝塚要公(東大理)他

R30b 遠方 IRAS銀河での
COタリーフィッシャ一関{系

筒井芳典(東大理)他

R31b 南銀極領域の形態別
銀河計数 (11)

仲田史明(東大理)他

R32b Maximum Likelihood， 
Information Theory， and 
Galaxy Luminosity Function 

竹内努(京大理)

X07a Javaクラスライブラ
リーに基づく FOCAS用統合

GUI環境の作成

浅井良(東大理)他



10月1日(木)

時刻 A会場 (211教室)

15: 00 

[太陽]

16: 00 I M24a 浮上磁場磁気リコネ

クションにともなって発生す
るAlfven波

横山央明 (国立天文台)他

16: 15 I M25a 磁気リコネクション

と磁気シア
常国佐久 (国立天文台)他

16: 30 I M26a Hα線で観た浮上磁束
管の初期段階

吉村圭司 (京大理)他

16: 45 I M27a 浮上磁場領域に伴う

サージ活動の詳細解析
佐野周作 (京大理)他

17: 00 I M28a Ha線浮上ループと軟
X線マイク口フレアーとの相

聞について

黒河宏企 (京大理)他

B会場 (212教室) C会場 (222教室) D会場 (221教室)

ポスターセッション・前半(ポスター会場:厚生会館)

[恒星} [星形成] [銀河】

N41a 回転駆動型パルサーの P18a 磁場散逸の効果による R33a Flare 01 Sagittarius A. 

系統的X線探査(1) 磁気回転不安定の飽和 at Millimeter Wavelengths 

河合誠之 (理研)他 佐野孝好 (国立天文台)他 宮崎敦史(茨城大理)他

N42a パルサー磁気圏モデル P19a 分子輝線プロファイル R34a cN-CGFC2 2分子輝線の観
の NewConcept の理論モデル 測による 53および M82

柴田晋平 (山形大理)他 増永i告彦(東大理)他 の回転温度の決定

大池知子 (総研大)他

N43a 電子陽電子対プラズマ P20a Frozen Condition lor R35a Molecular Gas in the 
による電場遮蔽の条件 The Charged Grains in Nuclei 01 Spiral Galaxies 

宮崎淳一(都立大理)他 Molecular Cloud 坂本和 (国立天文台野辺山
釜谷秀幸(京大理)他 /Caltech)他

N44a 軟ガンマ線リピーター P21a 原始星フレアにおける R36a 高密度分子ガスの形成

の起源は超強磁場 リコネクションポイン卜近傍の メカニズムとスターパーストの

村上敏夫 (字宙研)他 構造 進化
林満 (国立天文台)他 河野孝太郎

(国立天文台野辺山)他

N45a 弱い磁場を持つ中性子 P22a カメレオン座分子雲及 R37a VLA Observations 01 

星と降着円盤の相互作用 ぴおうし座分子雲における超低 CO(2・1)and 8 GHz Emission 

加藤成晃 (千葉大理)他 光度天体探査 Irom the Quasar BR1202・0725
大朝由美子 (東大理)他 at z = 4.7 

川辺良平個立天文部間山)他

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[情報処理]

X08a 重力多体シミュレー
ション専用計算機 GRAPE-5
の開発

川井敦 (東大総合文化)他

X09a 重力多体シミュレー
ション専用計算機 GRAPE-6
の開発

福重俊幸 (東大総合文化)他

lm 高速多重複展献
ツリーコードの新しい実現法
牧野淳一郎 (東大総合文化)

X11a Adaptive Mesh 
Relinement法における時開発
展アルゴリズムの改善
山田良透 (京大理)他

[地上観測機器】

|VMM3…状 (3)
藤本糞克 (国立天文台)他



10月1日(木)

時刻

17: 15 

17: 30 

17: 45 

18: 00 

18 : 15 

A会場 (211教室)

[太陽]

M29a マイクロフレアにおけ

る浮上磁場の役割ー両者の空間

的関係-
清水敏文(国立天文台)

M30a 硬 X線でさぐる太陽
フレアの磁場構造

坂尾太郎(国立天文台)他

B会場 (212教室)

【恒星】

C会場 (222教室)

[星形成】

N46a 相対論的な回転星にお IP23a SESTによる
ける軸性モード不安定性 I HH135パ36の分子線観測
小罵康史(広大理)他 | 小倉勝男(国学院大)他

N47a ジェッ卜天体 SS433 
の多波長スペクトラム

小谷太郎(理研)他

N48a rあすか」による超光
速ジェッ卜天体 GROJ1655-40
の観測

山岡和貴(宇宙研)他

N49a rあすかJによる新
ジェット天体 CICam(XTE
J0421 +560)の観測
上田佳宏(宇宙研)他

N50a y 白 sはBe型星と白
色媛星の連星か?

久保信(字宙研)他

P24a 南天ブライトリム分子
雲の近赤外線イメージング・サ

ーベイ
杉谷光司(名古屋市立大自然
科学研究教育センター)他

P25a Orion-KLパース卜の
JNETによる連続観測

望月奈々子(総研大)他

P26a rなんてんJによる
わし座領域の CO分子スペク
トル観測

河村晶子(名大理)他

P27a rなんてんjによる

カメレオン座分子雲コアの

C1BO観測
早川貴敬(名大理)他

D会場 (221教室)

[銀河]

R38a マゼラン雲における

X線源の分類

辻本匡弘(京大理)他

1998年秋季年会

E会場(115教室)

[地上観測機器】

V02a TAMA300を用いた長
基線絶対長測定

高橋竜太郎(国立天文台)他

R39a rあすかjによる渦巻 IV03a IBS法による広帯域
き銀河の観測 |反射防止膜の開発
水野恒史(東大理)他 | 和瀬田幸一(国立天文台)他

R40a 楕円銀河 NGC4406に IV04a 木曽観測所のドームシ
よる銀河間ガスの重元素汚染 |ーイング

松下恭子(都立大理)他 | 高速徳尚(国立天文台)他

R41 a Spectroscopic 
Evidence for the Young 
Supe附 ndin the Starburst 
Galaxy NGC 2782 
吉田道利(国立天文台岡山)他

R42a 相互作用銀河
NGC7592の三次元分光観測

服部桑(京大理)他

V05a MAGNUM天文台用自
動雲監視装置

菅沼正洋(東大理)他

V06a すばる望遠鏡計画の進

捗
海部宣男個立天文台ハワイ)他



時刻

10月2日(金)

09:00 

09: 15 

09: 30 

09: 45 

10:00 
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M31 a What Determines the 
Flare Activity Level? : 
Oiscussions on a large active 
region NOAA 4201 
石井貴子(京大理)他

M32a Impulsive phaseから

Gradual phaseへの移行時の硬
X線源の変化

増田智(名大S百研)

M33a 太陽フレアのループ

トップソースの硬X線・電波に

よる同時観測l
花岡庸一郎(国立天文台)他

M34a 太陽フレアのループ
トップソースの硬X線・電波に

よる同時観測 11

佐藤淳(国立天文台)他

M35a 1997November 6フ
レアからのガンマ線ライン強

度の時間変動

吉森正人(立教大理)他

B会場 (212教室)

[恒星】

N51 a Comparison of 20 
and 3D Stationary Accretion 
Flows 
大杉幸督(神大自然)他

N52a 降着円盤の渦状構造

への連星質量比の影響

蒔田誠(神大自然)他

N53a Z Cam型嬢新星 AT
Cncのスタンドステイル中の
分光・測光観測

野上大作(京大理)他

N54a ISO/SWSによる M型
ミラ型星の赤外スペクトル変

光観測 11.TCep 
尾中敬(東大理)他

N55a M型超巨星 IRC-10414
に付随する SiOメーザーの空

間構造友び強度の時間変化

今井裕(東北大理)他

C会場 (222教室)

[星形成】
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P28a OMC-2/3領域におけ I J01 a 星食解析用 XZ星表の

る分子雲コアと分子流の関係 2I改定

麻生善之(東大理)他 | 相馬充(国立天文台)他

P29a 水メーザー源 L1287
における動的降着するディス

ク状エンベロープ

梅本智文(国立天文台)他

P30a TMC・1C領域におけ
る Pre-StellarH13CO+， CH内 OH
Coreの内部構造とその進化

高桑繁久(東大理)他

J02a 精密測月をめざす

RISE計画のねらいと技術開発

大江昌嗣(国立天文台)他

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[地上観測機器】

V07a Sloan Oigital Sky 
Survey : 1. Overview 
福来正孝(東大宇宙線研)他

V08a Sloan Oigital Sky 
Survey: 11. Camera 
関口真木(東大宇宙線研)他

【天体力学1

K01a 変数分離可能な 2次元 IV09a 高感度 VLBIにおける

同次多項式ポテンシャル系の完 IUTC ns同期記録・再生実験

全分類 | 木村守孝(東大理)他
吉田春夫(国立天文台)

P31a rレインボー干渉計JI K02a 対称線形多段法再考

による L1551IRS5の 150GHzI 福島登志夫(国立天文台)
帯連続波試験観測

百瀬宗武(国立天文静子辺山)他

P32a Barnard 1の Pre-
Protostellarコア

平野尚美(一橋大商)他

V10a ギガビット VLBIシス
テムを用いた初試験観測

小山泰弘(通総研)他

K03a ヤコビ座標系での摂動 IV11 a 三鷹光赤外干渉計
関数の展開 I (MIRA・1) ファーストフリン

渡辺憲昭(千葉商大) Iジ検出に成功

町田吉弘(東大理)他



10月2日(金) 1998年秋季年会

時刻 A会場 (211教室) B会場 (212教室) C会場 (222教室) D会場 (221教室) E会場 (115教室)

[太陽】 [恒星】 [星形成1 【天体力学] [地上観測機器1

10: 15 M36a 太陽フレア陽電子に 2 N56a 酸素過多ミラ型変光星 P33a MGC7538 -IRS1 - K04a 被摂動天体が相互作用 V12b 三鷹光赤外干渉計
種類の発生源が存在 のNバンド分光観測 IRS3周辺の巨大ダストクラウド する場合の永年共鳴と太陽系天 (MIRA-1)の改造とポテンシャル
大木健一郎(国立天文台)他 富田隆志(国立天文台)他 赤羽賢司(松商学園短大)他 体での例 西川淳(国立天文台)他

伊藤孝士(国立天文台)他
V13b 長基線光赤外干渉計に
用いる精密遅延線の開発
本間幸洋(法政大工)他

V14b 光ファイパー結合光赤
外干渉計の基礎実験
佐藤弘一(国立天文台)他

V15b 宇宙環境モニター
(GMS/SEM)データ受信システ
ムの開発とデータベースの情築
田光江(通総研平磯)他

10: 30 M37a 太陽フレアにおける衝 N57a 星食測光観測による P34a 分子雲コアを掘り進む K05a 太陽系外縁部における V16b 岡山天体物理観測所・
撃波粒子加速の数値シミュレー αTauの視直径の測定 マイク口 bowshockの発見 平均運動共鴫の特徴 新高分散分光器 HIDES:全体
ンョン 大金要次郎 古屋玲(総研大)他 布施哲治(総研大)他 設計
内藤統也(国立天文台) (都立小山台高校)他 泉浦秀行(国立天文台岡山)他

V17b 岡山天体物理観測所・
新高分散分光器 HIDES:CCD 
カメラ電気系

柳i事顕史 (国立天文台岡山)他

V18b 岡山天体物理観測所・
新高分散分光器 HIDES:CCD 
クライオスタット

岡田隆史(国立天文台岡山)

V19b 岡山天体物理観測所・
新高分散分光器 HIDES:駆動系

小矢野久(国立天文台岡山)



時刻

10月2日(金)

10: 45 

11 : 00 

12: 00 

13:00 

A会場 (211教室)

[太陽]

M38a フレアループ上面にお
けるプラズマ不安定性と高エネ
ルギー現象
柴崎清登 (国立天文台野辺山)

B会場 (212教室)

f恒星]

N58a PANIC Survey of the 

Galactic Bulge V The Duration 
Time of High Mass Loss Phase 

松本茂 (東大理)他

C会場 (222教室)

[星形成]
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1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[地上観測機器}

P35a 質量降着率の大きい原 IK06b 連星系における惑星系 IV20b 次期岡山新型カセグレ
始星の進化:Orion-KL IRc2は|の安定性 |ンカメラ計画

巨大原始星か? I 中井宏 (国立天文台)他 | 奥村真一郎(国立天文台岡山)他
中野武宣 (国立天文台野辺山)他

V21b ギガビット VLBI観測
システム完成
中島潤ー (通総研鹿島)他

V22b ギガビット VLBI相関
器 GICO
関戸衛 (通総研鹿島)他

ポスターセッション・前半(ポスター会場:厚生会館)

(昼)

{宇宙論】 [地上観測機器】{恒星I

U01a 停留期間を伴う振動ス IN59a 磁変星の振動の漸近解
カラー場宇宙モデル |析 11

松下英子(東京理科大理)他| 高田将郎 (東大理)

[星形成]

P36a Monoceros R2大質量
星生成領域からの使 X線放射

j賓口健二 (京大理)他

[活動銀河核]

S01a MAGNUM計画のため IV23b SJoan Digi凶 SkySurvey:
の近赤外測光による AGNの時 I111. Photometric Pipeline 
間変動の観測 | 安田直樹(国立天文台)他
塩谷圭吾 (総研大)他

V24b sloan Digi凶 SkySurvl町:
IV. Photometric System 
市川隆(東北大理)他

V25b SJoan Digi凶SkySurvey:
V. Monitor Tele田 opeVe州国首on

市川伸一(国立天文台)他

V 2 6 b SJoan Digi凶 SkySu問y:

VI. Target Selection and 
Science Strategy 
岡村定矩(東大理)他



10月2日(金) 1998年秋季年会

時刻 A会場 (211教室) B会場 (212教室) C会場 (222教室) D会場 (221教室) E会場 (115教室)

[宇宙論1 [恒星] [星間現象】 [活動銀河核] [地上観測機器]

I3 : 15 U02a 非一機ビッグパン元素 N60a ヨードセル法を用いた a01a 分子雲の形成過程 11 S02a 木曾シュミ ット・ 2K- V27b SIoan Digr倒 SkySurvl町:
合成における LiBeB生成とレ 恒星視線速度精密決定の試み 小山洋 (東大理)他 CCDによるクェーサ一広域デ VII. First Light 
プトン数の非対称性 竹田洋一 (東大理)他 ィープサーベ.イ-川 土居守(東大理)他
折戸学(国立天文台)他 林野友紀(東北大理)他

V28b 「防衛大天体分光観測
装置の開発J1.装置の概要と多
重集光鏡の制御

深田満男(防衛大理工)他

V29b An echelle 
spectrograph lor the 1.5 meter 
telescope 01 Gunma 
Astronomical Observatory 
Malasan， Hakim L. 
(ぐんま天文台)他

V30b 1 m Spaceguard • 
Debris Telescope Project 
磯部堺三(国立天文台)他

[天文教育・その他]

I3 : 30 U03a Collapse 01 a Spheriωl Y01b 県立ぐんま天文台建設 a02a 分子雲中の超新星残骸 S03a 超光度赤外線銀河に V31b すばる 8m主鏡の最終
Cloud 01 Counterrotating 用地の気象状況 の進化へのダストの効果 111 何が起ったのか?1.なぜ 13CO 研磨形状と光学性能
Particles 倉田巧(ぐんま天文台)他 栗野嵩志(北大理)他 ガスが少ないのか? 安藤裕康(国立天文台)他
原田知広(京大理)他 大山陽一(東北大理)他

Y02b 県立ぐんま天文台の建 V32b すばる望遠鏡の副鏡研
設状況 磨と光学系試験
橋本修(ぐんま天文台)他 家正則(国立天文台)他

Y03b インターネット観望会 V33b 大型 CCD素子友びモ
宮本敦(佐治天文台)他 ザイクカメラの開発

宮崎聡(国立天文台)他
Y04b しし座流星群 CGの製

作と活用 V34b 大型 CCD周テrユーワ

毛利勝康 (名古屋市科学館)他 ーの開発と素子評価

井美克己個立天文台ハワイ)他



10月2日(金) 1998年秋季年会

時刻 A会場 (211教室) B会場 (212教室) c会場 (222教室) D会場 (221教室) E会場 (115教室)

[宇宙論】 [天文教育・その他} [星間現象] [活動銀河核} [地上観測機器】

13: 45 U04a ブラックホール Y05b フィルムスキャナーを 003a 高電離した制Tiイオン S04a 超光度赤外銀河に何が V35b OOPSの偏光データ

MACHO連星からの低周波重 用いた測光 の半減期とカシオペアA 起こったのか?11.いったいい 解析ソフトの開発

力波 飯塚康至(明星大理工)他 望月優子(理研)他 くつの銀河が合体したのか? 松村雅文(香川大教育)

井岡邦仁 (京大理)他 塩谷泰広(東北大理)他
Y06b コンビュータ制御式天 V36b 小型友び中型蒸着装置

体望遠鏡の設置誤差の測定につ を用いた基礎実験

いて 鎌田有紀子(国立天文台)他
吉見恵理子(愛知教育大)他

V37b MACHO観測用大面

Y07b 目が不自由な人のため 積 CCDカメラの開発
の天文教材開発 柳沢俊史(名大STE研)他
加藤万里子 (慶応大)

V38b 近赤外線検出器のモザ

Y08b PASJに投稿すべき イク化

か?XI 1992年に発表された 市川隆(東北大理)他
日本の天文学・天体物理学論

文の被引用頻度

寿岳潤(文明研究所)

14: 00 U05a PN自己重力とアフィ Y09b 園友一貫斎が 1830年 004a SN1006からの TeV S05a 超光度赤外銀河に何が V39b MAGNUM計画のため
ンスターモデルによる中性子星 代に製作した反射望遠鏡 ガンマ線の観測とその非熱的 起こったのかワ 111.なぜ超光度 の低温真空システムの開発

連星系への潮汐力の効果につい 富田良雄(京大理)他 輯射モデル なのか? 塩谷圭吾(総研大)他

て 吉田龍生(茨減大理)他 谷口義明(東北大理)他
小川口渉(都立大理)他 【飛朔体観測機器} V40b 京都三次元分光器第 2

W01b ASTRO・F/IRC搭載
号機 IV.マイクロレンズアレイ
の性能評価

Si:As中間赤外二次元アレイの
石井元巳(京大理)他

性能評価

度会英教(名大理)他
V41b マルチビーム受信機観

W02b ASTRO・F(IRIS)搭載
演Uシステム 2-フロントヱンド.

山口千栄子
用遠赤外フーリ工分光器の開発，

(国立天文台野辺山)他
都竹泰 (名大理)他

W03b ASTRO・E衛星のシミ
V42b マルチビーム受信機観

ュレーションプログラム
測システム 2-バックエンド.

"SimASTE"の開発
奥村幸子(国立天文台野辺山)他

石崎欣尚 (都立大理)他



10月2日(金) 1998年秋季年会

時刻 A会場 (211教室) B会場 (212教室) C会場 (222教室) D会場 (221教室) E会場 (115教室)

[宇宙論] [飛掬体観測機器] [星間現象1 [活動銀河核I [地上観測機器]

14: 15 U06a Primordial Black Holes W04b ASTRO・E搭載 X線 Q05a EGRET未同定 y線源 S06b T emporal and Spectral V43b 500MHz帯域音響光学

and Isocurvature Density CCDカメラ(XIS)較正結果報告 は回転駆動型パルサー/星間分 Study of Two Bright Seyfert-I 型電波分光計の開発

Fluctuations: a New Model for 片山和典(阪大理)他 子雲か? Galaxies MKN 841 and MKN f且徳和夫(通信放送機構)他

Large-Scale Structure 問朋治(理研)他 205 with ASCA 

杉山直(京大理)他 W05b X線観測衛星 Astro・E Paul， Biswajit (宇宙研)他 V44b パルサーサーベイ干渉
に搭載する CCDカメラ(XIS) 計用フリンジ観測システムの開
の 2.2keV以下での検出効率 S07b 官leASCAαぉervations 発

幸村孝由 (阪大理)他 of the Radio Quiet QSOs 竹内央(早大理工)他
Wang， Tinggui (理研)他

W06b ガンマ線バースト観測 V45b 野辺山ミリ波干渉計に
衛星 HETE2搭載用 X線検出器 S08b Counterrotating よる 230GHz試験観測
の特性 Nuclear Gas Disks in Arp 220 松下聡樹(総研大)他
並木雅章(理研)他 坂本和 (Caltech)他

V46b 富士山頂サブミリ波望

W07b 宇宙ステーション搭載 S09b VSOPによる y-ray 遠鏡用 492GHz超伝導受信様

「全天X線監視装置(MAXI)J 111 loud AGNの高分解能観測 の開発

窪秀利(理研)他 輪島清昭(茨城大理工)他 前i事裕之(東大理)他

14: 30 U07b 大規模構造 W08b X線用 CCDの画素よ Q06b 非等方磁気流体乱流の S10b 1.6GHz帯 VSOPによ V47b NMAにおける高速ス

すぎi甫維勝(京大理)他 り高い位置分解能の達成 統計理論1.シア・アルフヴェ る PKS1124-186の観測結果 イッチング法試験観測

平賀純子(阪大理)他 ン乱流の DIA理論 朝木義晴(国立天文台)他 森田耕一郎

U08b ダークJ、口ーの 中山薫二(高知大教育) (国立天文台野辺山)他
Universal Density Profileと 2 W09b 薄膜結晶による X線の S11b Kerr BH Rotation 
点相関関数 分光 Q07b 超新星残骸とパルサー Oriven Engineの QSOs/AGNs V48b 大型ミリ波サブミリ波

矢野太平(阪大理)他 緒方英樹(阪大理)他 星雲の共存系 の統計への応用 子渉計 (LMSA)計画のためのサ
一条忍(山形大理)他 新田伸也倫濁伊レ官立天文台) イト調査

U09b Finite Volume Effects W10b 「太陽 XUVドップラ 阪本成ー(国立天文台野辺山)他

on the Observational Analysis 一望遠鏡」ティップテイルトミ Q08b 「あすかjによる銀河 S12b クェーサ一マイク口レ

of the Cosmic Velocity Field ラーの飛朔結果 中心領域の Green超新星残髄 ンズ現象における降着円盤の傾 V49b LMSAサイト調査:フ

瀬戸直樹(京大理)他 清水敏文(国立天文台)他 の観測 斜角依存性 ーリエ分光器によるチリ北部で

坂野正明(京大理)他 米原厚憲(京大理)他 のミリ波サブミリ渡大気透過ス

U10b Scaling Analysis of ペクトルの測定 (11)

Galaxy Oistribution in the LCRS Q09b ASCA Galactic Plane S13b スターバースト・リン 松下聡樹

Oata Surveyで検出した超新星残骸 グからの輯射による銀河中心核 (総研大/国立天文台野辺山)他

黒川知美(お茶大人間文化)他 山内茂雄(岩手大入社)他 周りのガスの分布とその進化

大須賀健(筑波大物理)他 V50b LMSAアンテナに関
する技術検討

石黒正人個立天文台野辺山)他



10月2日 (金) 1998年秋季年会

時刻 A会場 (211教室) B会場 (212教室) C会場 (222教室) D会場 (221教室) E会場 (115教室)

【宇宙論】 I星間現象] [活動銀河核] I地上観測機器】

14・45 U11b 宇宙背景轄射場中の回 010b 『あすかjで発見され S14b 降着円盤での電子 -陽 V51b VERAの感度を2倍良
転ガス円盤の重力不安定性 11 た白鳥座ループ点源の同定 (11) 電子生成とジェッ 卜形成 くする15mぺアアンテナ
成島哲也(筑波大物理)他 富田恵美(阪大理)他 山崎達哉(阪大理)他 三好真(国立天文台)

U12b 原始銀河雲への UV光 011 b 前期惑星状星雲周辺で S15b ブラ ックホール近傍の V52b 可搬型大気シーイング
の浸透と光電離 111 の炭素質ダストの進化 Fast磁気音渡 モニタによる相対 VLBIの位相
田尻祐紀子(筑波大物理)他 後藤美和(京大理)他 阿部純也(茨城大理工) 補償精度の検証実験 11

西尾正則 (鹿児島大理)他
U13b UV輯射場中の原始銀 012b IRTS/NIRSによる赤 S1Gb 大質量天体を持つ恒星
河雲の収縮 外 cirruscloudsの3.3μm赤外 系の振動 V53b 水沢10m電波望遠鏡
須佐元(筑波大計算物理)他 未同定バンド観測 多賀正敏(国立天文台) 43GHz帯の性能

田中昌宏(字宙研)他 亀谷収(国立天文台)他
U14b Shock Diagram with 
Post-shock Radiation V54b 岡山ファイパー多天体
上原英也(国立天文台)他 分光器の改良と観測テーマ

三戸洋之(総研大)他

15・00

ポスターセ ッション・後半 (ポスター会場:厚生会館)

16: 00 

特別講演

17・00

*八じ、Aヱミ、

18: 30 



10月3日(土) 1998年秋季年会

E会場(115教室)時刻

09: 00 

09: 15 

仰 :30 

09 : 45 

A会場 (211教室)

[字宙論】

U15a First Luminous Objects 
について

西亮一(京大理)

B会場 (212教室)

[飛淘体観測機器}

W11 a Solar-B可視光望遠鏡

の開発状況

一本潔(国立天文台)他

U16a 原始銀河雲の進化に対 IW12a Astro・F搭載用極低温

する UV背豪語射と重元素汚 |電子回路の開発 H
染の効果 | 永田洋久(名大理)他

大向一行 (京大理)他

U17a 3D Radiative Transfer I W13a ASTRO・F(IRIS)・IRC
Calculations on the Lyαtbso白隠 I(赤外線カメラ)プ口トモデル
梅村雅之 (筑波大計算物理)他|の開発

上野宗孝(東大総合文化)他

C会場 (222教室)

[星間現象】

Q13a 大マゼラン星雲の星形

成領域 30Doradusからの X線
放射

今西健介(京大理)他

Q14a あすかによる X線反射

星雲 SgrB2の観測

村上弘志(京大理)他

Q15a "Pulsar Rush" in the 
Small Magellanic Cloud - in 
quest of hidden treasureー

横川淳(京大理)他

U 18a Radiation-
Hydrodynamical Instability 
during Cosmic Recombination 

W14a 新気球赤外線望遠鏡計 IQ16a rあすかjによる超新

画 111 I星残骸 G69.7+1.0の観測

有村成功(名大理)他 | 吉田久美(阪大理)他

釣部通 (京大理)

D会場 (221教室)

[活動銀河核]

S 1 7 a Low redshift QSOの
スペクトルにおける opticalFe 
II/Hβ と紫外域輝線強度比 (Si

川/C川， AI III/C 111])の相関

青木賢太郎(国立天文台)他

S 18a Circinus Galaxy中心
核からの超強力水メーザー

石原裕子 (東大理)他

S 19a Preliminary Results 
from the VSOP Survey of the 
Compact Brightest Radio 
Sources 
堀内真司 (国立天文台)他

S20a High Resolution Radio 
Continuum Observations of BL 
Lacertae (2200+420) at 5 GHz 
岡保利佳子(字宙研)他

【地上観測機器1

V55a マルチビーム受信機観

測システム 2・システム全体総
括 .

砂田和良(国立天文台野辺山)他

V56a 富士山頂サブミリ波望
遠鏡プロジェクト (4)

山本智 (東大理)他

V57a サブミリ波帯 SISフ
ォトン検出器の性能向上

赤堀洋道(信大理)他

V58a サブミリ波アレイ

SCUBA用偏光器の開発

田村元秀(国立天文台)他

10: 00 I U19a 光円錐上の二体相関関 IW15a ASTRO・E衛星硬X線 IQ17a 銀河面で大きな滅光を IS21a VSOPによる OQ208 I V59a 野辺山 45m鏡におけ

数の理論的導出 |検出器 HXDの角度レスポンス|受けた天体の 1.3μrrr4.2μm Iの観測結果 |る周波数スイッチ法の開発

山本一博(広大理)他 |地上測定 |分光観測 | 亀野誠二(国立天文台)他 I )11口建太郎国立天文台野辺山)

松本縁(東大理)他 | 長田哲也 (名大理)他

10 : 15 I U20a 情造形成における密度 IW16a ASTRO・E衛星硬X線 Q18a OASISによるYoung I S22a 活動銀河核高電離輝線 IV60a 水沢 10mアンテナを

揺らぎの非等方性の役割 |検出器 HXDにおける CPU信 Stellar Objectsの近赤外撮像観|領域の二領域光電離モデル |利用したラジオメータ基礎実験

善里彩子(お茶大理)他 |号処理部の性能評価 測 | 村山卓 (東北大理)他 | 原忠徳 (国立天文台水沢)他

寺田幸功 (東大理)他 石井未来(名大理)他
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{
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B会場 (212教室)

[飛淘体観測機器]

W17a X線望遠鏡将来計商
小賀坂康志(名大理)他

10 : 30 I U 21 a Effects of the local 
bias on the reconstruction of 
the large scale structure 
瀬戸直樹(京大理)

10: 45 

11:00 

12: 00 

13:00 

U22a 重力多体系への統計力 IW18a InFOCμS:硬X線望
学的アプローチ |遠鏡の開発
曽田康秀(早大理工)他 | 岡島崇(名大理)他

C会場 (222教室〉

[星間現象]

D会場 (221教室)

[活動銀河核]

Q19a 星生成領域における赤 IS23a 3C345のパーセク・
外来同定バンドの観測 |スケール・ジェ ッ卜の組成
水谷昌彦(東大理)他 | 広谷幸一(国立天文台)他

Q20a IRAS 12， 25， 60μm 
赤外放射の起源
奥村健市(通総研)他

S24a Emission Line Profiles 
from Self-gravitating Toroids 
Around 81ack Holes 
白井文彦(東大総合文化)他

1998年秋季年会

E会場 (115教室)

[地上観測機器】

V61a LEO衛星端末の電波
望遠鏡における RFI影響実験
中島潤一(通総研鹿島)他

V62a CRLのミリ秒パルサ
ータイミング観測の現状
花土ゅう子(通総研)他

ポスターセッション・後半(ポスター会場:厚生会館)

(昼)

[字宙論] [飛朔体観測機器】

U23a 銀河の形成に対する超 IW19a 多層膜レプリカ法によ
新星爆発の影響 |るX線反射鏡の開発

一吉岡諭(東京商船大) I 高田晴美(名大理)他

[星間現象]

Q21a 分子雲複合体における
同位体比のばらつき
池田正史(東大理)他

[活動銀河核】

S25a 2つのタイプのブラ ッ
クホール磁気降着流について
高橋真聡(愛知教育大)

[地上観測機器]

V63a 干渉計における光ファ
イバーベースパンドディジタル
伝送

大師堂経明(早大教育)他

13 : 15 I U24a 炭素の輝綜放射を用い IW20a 多層膜回折格子による IQ22a 星間分子雲の最小密度 IS26a 磁気流体ジェット及び IV64a 実時間相関解析ファー
た高赤方偏移天体の探査 |高エネルギー X線の高効率分散|矯造:M8M12 (L1457)の観測 |磁気的質量降着率の磁気拡散係|ムウェアの開発
杉之原立史(東大理)他 | 田村啓輔(名大理)他 | 立松健一(国立天文部間山)他 |数依存性 | 井口聖(電通大)他

桑原匠史(千葉大自然)他

13: 30 I U25a 多重重力レンズ効果を IW21a X線 CCDによる X線 IQ23a 星間空間における
考慮した銀河のイメージ |偏向検出;対陰極型X線発生装置 IHDCSの重水素濃縮
吉田宏(福島医大物理) Iを使用した実験 | 箕輪浩嗣(東大理)他

林田清(阪大理)他

S27a 大局磁場中の搬送主体 IV65a リアルタイム VL81
型降着流模型 | 木内等(通総研)他
鏑木修(東北大理



10月3日(土) 1998年秋季年会

時刻 | A会場 (211教室) B会場 (212教室) C会場 (222教室) D会場 (221教室) E会場 (115教室)

【宇宙論】 【飛淘体観測機器] 【星間現象] [活動銀河核】 [地上観測機器]

13: 45 I U26a 非一様字宙での距離 W22a 人工ダイヤモンドを用 024a 超新星残骸 W28と相 S28a 宇宙ジ工ツ卜のコリメ V66a 鹿島 34mVLBI観測

-赤方偏移関係 いたX線検出器の基礎開発 11 互作用する分子雲 ーンョン 局の現状と展望

浜名崇(東北大理) 吉田健二(神奈川大工)他 有川裕司(総研大)他 工藤哲洋(国立天文台)他 栗原則幸(通総研鹿島)他

14: 00 I U27a クェーサーのマイク 025a Hot Molecular Cloud S29a 幾何学的に薄い降着円 V67a KSPシステムを用い

ロレンス1象聞のコヒーレンス Coreにおける C
2
HP/CH

3
CHO 盤からのジェッ卜 た3C電波源サーベイ

中村崇宏 (東大理) の存在量 加藤精一(東大理)他 金子明弘(通総研)他

池田美穂(総研大)他

14: 15 I U28a 楕円銀河ハロー、銀河 026a 東大 60cm電波望遠鏡 V68a パルサ-VLBIの高精

団における暗黒物質空間分布の による近傍分子雲サーベイ 度化のための GPSを用いた電

系統的研究 森野潤ー(東大理)他 離層遅延補正

佐藤紳司 (名大理)他 関戸衛(通総研)他

14: 30 I U29a 銀河団に対する 027a 60cmサーベイ鏡 V69a 異種複数2次元検出器

Sunyaev -Zel'dovich効果の相 VST2による CO(J= 2・1)銀 制御システム (MACS)とその

対論的補正 11.運動学的効果 河面第4象限基本サーベイ 応用

野j峯智 (城西女子短大)他 半田利弘(東大理)他 中屋秀彦(名大理)他

14: 45 I U30a 銀河囲内宇宙線起源の 028a VSOPによる Orion- V70a InGaAs、Siデバイス

ガンマ線 KL burst HP maserの imaging の液体窒素温度付近における分

椿信也(東大理)他 観測 極ノイズ

小林秀行 (宇宙研)他 秋葉誠 (通総研)

15 :∞ 

天文教育フォーラム (D会場)

16: 30 



10月 1日午後 -10月2日午前

10月2 日午後 -10月3日午前

[太陽系1
L13b 

【太陽}

M19b -M23b 

t匡星】
N13b -N40b 

[星形成】

P01b-P13b 

[天体力学1
K06b 

【星間現象】

Q06b-Q12b 

[活動銀河核1
S06b -S16b 

[宇宙論1

U07b -U14b 

ポスタ ーセ ッショ ン ・前半

【銀河I
R17b -R32b 

[銀河団I
T16bー T20b

[情報処理}

X01b -X05b 

ポスターセッション・後半

[地上観測機器I
V12b -V54b 

[飛期体観測機器}

W01b-W10b 

[天文教育・その他I
Y01b -Y09b 

1998年秋季年会
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【A】一【Z)

Mahasena， Putra ………H ・H ・......・H ・... ・.....・H ・・H ・H ・.....N37b 

Malasan， Hakim L. ・・ ・ー… ...................................V29b

PauI， Biswajit .................................................................... S06b 

Shin， Junho ...・ …........"...・...・ e ・・ ............M21b 

Sterling， Alphonse C. ••••••••••••• •••• •••• • •••••••••• •• •••••••••• •• ••• • M16a 

Wang， Tinggui .................................................................. S07b 

【あ】

相 川利樹 H ・H ・.(あいかわとしき)口.....・.......…..........N23b 

青木賢太郎…(あおきけんたろう)•••• ••. ••••••••• •..•.••••• • S17a 

赤羽賢司 ..…(あかぱねけんじ)•.•..••••• •• •••••.•• •. ..•.••. P33a 

赤堀洋道..…(あかほり ひろみち)•.• •••••••.••••.• ••••.••• V57a 

秋葉 誠.....・.(あきぱまこと)....................…....・M ・.V70a 

秋元文江 ..…・・(あきもとふみえ).•• .• •• .•• .•••••• •• .••• •.. •.•.. T18b 

石原裕子.......(いしはらゅうこ).................・.........S18a 

石丸友里.......(いしまるゅうり).••..••.••••.••••.•.••••.••..•• R01a 

泉浦秀行.……(いずみうらひでゆき).....・・0・….....・ e・..V16b 

磯部E秀三……(いそベ しゅうぞう).••..•....•••.••.•••••••..• V30b 

市 川伸 -・H ・.(いちかわしんいち).•• •• •.•.•.••••..• • •••••. V25b 

市川 隆…・・(いちかわたかし)…・......V24b， V38b 

一条 忍.......(いちじよう しのぶ).•••••• . ..•••. •• •.• 007b 

一本 潔.……(いちもときよし)..........・e・....・..."..… W11a

出田 誠一・…(いでたまこと).......…・...・… u …R07a

伊藤誠悟.......(いとうせいご)•. .• ••••. .••• •••• ••.••• ••••••..•.. L01a 

伊藤孝士.......(いとうたかい...............・e・..........… K04a

伊藤真之 H ・H ・.(いとう まさゆき)••••••. •..•• •••••••••• •••• ••• .• P09b 

今井 裕.…・・(いまいひろし)••• •• •• ••• •••.. •.•• N55a， P12b 

今西健介.......(いまにしけんすけ)•.•••• •••• • ..............013a 

井美克己…・・(いみかつみ ) ....・ 0・0 ・ V34b 

岩本弘一..…(いわもとこういち)..............・ N09a 

岩本信之…・…(いわもとのぶゆき)•.. ••• •. •••• •.. • ••••.•••• N16b 

浅井 良 (あきいりょう)•••..••.••.. ... ••..•..••••.••••.•• X07a 【う〕
朝木義晴.......(あさきよしはる)...............................S10b 

浅田秀樹 H ・H ・.(あきだひでき)••.•• .• ••• ••.••.. •• .••••..•..•.•.. T03a 

麻生善之..…“(あそう よしゆき)..........・0 ・“・・......P28a 

阿部純也 -…・(あべじゅんや)..................................S15b 

阿部新助……(あベ しんすけ)…0 ・・・・・ e ・…L05a

有 川裕司…・・・・(ありかわゅうじ)•.••••••..•••• ••••• • •••.• ••• 024a 

有村成功 .…・(ありむらせいこう)••• •• .. •.. •• .•• •• •.• .•..• •• W14a 

安藤裕康…・・.(あんどう ひろやす) ぃ…….....・M ・.V31b 

、，aaa、、.. tu 
，I
h
 

上回佳宏.......(うえだよしひろ)

上野悟……(うえのさとる)

N49a 

M11a 

上野宗孝......(うえのむねたか)............刊 刊 . W13a 

上原英也.......(うえはらひでや)............................U14b 

白井文彦.......(うすいふみひこ). .・… 。 S24a

梅 川通久......(うめかわみちひき)•.•••••••••••.••• ••••••• P02b 

梅田秀之・・…(うめだひでゆき)•.• •• •••••.•.•.•••• .•.•••••••• N08a 

梅村雅之.......(うめむらまさゆき)..........・ 0・0 ・0 ・.....U17a 

梅 本 智 文 ..…・・(うめもと ともふみ) P29a 

飯塚康至.….“.....(しい川、

飯塚吉三.…….日…...…..(いしい、いづか よしぞう引)•••••••.••.••••..••.•.••••• X初05肋b 

家 正則……(いえまさのりに ............................V32b 塩谷圭吾 …"はんや けいご ) SOla， V39b 

井岡邦仁 H ・H ・.(いおかくにひと)••.••..•••••••.••.••••..•••..•• U04a 

生 田 ちさ と (いくたり と).••..••. ••.. ••. •• .•.•• .. •.• ..• .•.. R02a 【お】
井 口 聖...・...(いぐちさとる)..............・............V64a 

池 田正 史… … (いけだまさふみ).••••• •••• .. •.•••••.••••..•.•.• 021a 

池田美穂.……(いけだみほ)…...............................025a

石井貴子.......(いしし、たかこ)...........・..................M31a 

石井美絵…・・(いしいみえ) ーー ..•••..• •..•••..•.. N13b 

石井未来…・・(いしいみき) ......・守…… 0・・........018a

石井元巳.......(いしし、 もとみ)•••.•••.••••• •• ••••. •• ..• •• ..••• V40b 

石黒 正人 …・(いしぐろ まさ と)•.. ••..•. ー..............V50b 

石崎欣尚.…...(いしさきょしたか)..・o・....・ e…........W03b 

石田俊 人 ……(いしだとしひと)..................・........N22b 

大朝由美子…(おおあきゆみこ)•. P22a 

大池知子 .......(おおいけともこ) •• .•••••••••.•. •••• •••• ••••• .•• R34a 

大江昌嗣 ……(おおえ まさつぐ)...........・・ ・..J02a 

大金要次郎…(おおがねようじろう)•.•.• •• •••••.••••••••• N57a 

大木健一郎…{おおきけんいちろ う)..••••••••••••• ••••• • M36a 

大越智幸司...(おおごちこうじ)••••••••.•.••••••••• . •• ••••• P04b 

大里貴広.......(おおさとたかひろ).....・…..............P07b 

大須賀健..…(おおすが けん)•.••••••••.•.••••..•••..•• •••••• S13b 

大杉幸督…・・(おおすぎゆきまさ)•.••.•• ••••••••••••••••••• N51a 



大曽根聡子…(おおそねきとこ)..............….........… T09a 

太田直美 .......(おおたなおみ).•••. ••.•• •• .••••..•.• •.•••••••.•• T10a 

大槻かおり ...(おおつきかおり)...........田 e…H ・M ・.N02a 

大槻主史…・・(おおつきけいじ)..・..........・e・.....L10a 

大橋隆哉.…・・・(おおはしたかや)••.••••.••..•..•••.•..••••.••.• T19b 

大見智亮……(おおみともあき).••.••••• .....M03a， M20b 

大 向一行 H ・H ・.(おおむかいかずゆき)••••.•• .••..•..••.. •.•• U16a 

大 山陽一 ...・...(おおやまよういち).....・ 0・......... •.••..• S03a 

河 合誠之……(かわいのぶゆき)....・H ・........…H ・...N41a 

川口建太郎 …(かわぐちけんたろう)• .................... V59a 

川口俊宏.…… (かわぐちとしひろ)•• ••. ••• •••. •.•••••• •• ••..• N38b 

川端弘 治……(かわぱたこうじ)............................... N28b 

川辺良平......・(かわべりょうへい) R37a 

河村晶子.......(かわむらあきこ)...........・ P26a 

神戸栄治 … ..(かんべえいじ)........・e・・ ............... N17b 

岡 朋治.....(おかともはる)•.. ••..•••..••••••••..••..•••.•••. 005a 【き】
小 賀坂康志…(おがきかやすし)......・..・… ー . W17a 

岡崎敦男...….(おかざきあっお)•.. • ••••••.•••• ••••• •.••. •• .. N36b 

岡崎幹郎 H ・H ・.(おかざきみきお)•.. ............・H ・-…….N32b 

岡 島崇…・…(おかじまたかし)η ー...・….......W18a 

岡田隆史.……(おかだたかふみ)••• ••.•• •• •••••..••.••..• •.•••• V18b 

緒方英樹.......(おがたひでき)•. •••• •••••••..•.•••.. ••.••••••• W09b 

岡村定矩 ..... (おかむらさだのり)••. •• •. •.• •• •••... ••••.. • V26b 

岡本 功…… (おかもといさお)•...••• •••.••.. •• ..• ..•• •. •••• • N15b 

岡本 崇…....(おかもとたかし).•••.• •••.• •..•••.••••••.••..•• T16b 

阿保利佳子 … (おかやすりかこ).・・・.....・.............S20a 

小 川 口i歩…....(おがわぐちわたる)•••.. •• .•.•. .•• •. •• .•• .. •• . U05a 

奥村健市…・・(おく むらけんいち)• ........................020a 

奥村幸子…・・・・(おくむら さちこ)••.•••••••..•..•••••..••••••••. V42b 

奥村真一郎..(おくむら しんいちろう).•. •• •• ••• ••.• •..•• V20b 

小倉勝男……(おぐらかつお)ー・...・・.................P23a 

小 津友彦 .…・・・(おざわ ともひこ).•• ..•• •• •••• •• .• •.. •• .• •.•• • R26b 

尾中 敬 H ・H ・.(おなかたかし).....…ー一 .••••.••.• N54a 

折戸 学..…・・(おりと まなぷ)...........・e・............・M ・....U02a 

【か】

海部宣男.……(かいふのりお)••••••.•••.••..•. ••••••••• •.••.• V06a 

柿倉規良 .......(かさくらのりよし)....…M ・o・-…....L02a 

片山和典 ..….(かたやまかずのり) •••••••.••..•..••..••.••••• W04b 

加 藤精-・H ・.(かとう せいいち)................・・.......S29a 

加藤太一 ……(かとうたいち)•..• •..•••..•..•...•..•.••.•••.•.. X06a 

加藤万里子…(かとう まりこ)...................N10a， Y07b 

加藤成晃…・・(かとう よしあき).•••••••..••.•••.•.•••••••••. N45a 

金子明弘 H ・H ・.(かねこあきひろ).••..•••..•• •••• ••. •.. ••.•• •••. V67a 

鹿野良平… …(かのりょうへい)•••••••.•••.•••••••••.• •.•••• M09a 

鏑木 修.…… (かぶらきおさむ)........…M ・M ・...・o・....S27a 

鎌田有紀子..(かまたゆきこ)•.•••••••.••••...••.••.••••••••.•• V36b 

釜谷秀幸...・...(かまやひでゆき)•.. ••• •.••.. •••.••••• • ••.•••• P20a 

亀野誠二 H ・H ・.(かめのせいじ)…..........……H ・M ・-….S21a 

亀谷 収 H ・H ・.(かめやおさむ)•••..••.••• •.•• .••••.• ••..•••••••• V53b 

川井 敦 H ・H ・.(かわいあっし).................................. X08a 

木 内 等.....(きうちひとし)..・e・e・..........・・0・.....V65a 

菊地信弘・・…・・(きくちの...:ひろ)一 •••• •• •.•••.••• P17a 

衣笠健三…・…(きぬがさけんぞう) •••••••••••• .• ••.•••.•••• N31b 

木下大輔…・・・・(きのしただいすけ) •..•••• •••.•.•••• .•• ••.•• L07a 

木村守孝.......(きむら もりたか).•.•• • •••••••• .•••••.• ••••• V09a 

【<】

工藤哲洋.......(くどう たかひろ)•.. •.••. ・e ・・ S28a 

久保 信…・・(くほ しん) ・ ・…..............N50a 

窪 秀利.....( < ，まひでとし)••••• •• •. ・ W07b 

隈井泰樹…・・・・(くまい やすきに..・e・..・ 0 ・ … R13a 

熊谷紫麻見 …(くまがいしおみ)............・… e・e・.......N19b 

倉田 巧 ……(くらたたくみ)•••.• .. ••• .••• .................. Y01b 

栗野嵩志.......(くりのたかし)..ーー …・叶刊 002a 

栗原則幸…・・(くりはらのりゆき) •..•••• .•••• •.•••• •.•••••• • V66a 

黒 川知美 …・…(くろかわともみ)••• ...........・e・-・・........U10b 

黒河宏企……(くろかわひろき)….....

桑原匠史.……(くわばらたくひと)

【こ】

M28a 

S26a 

小 池 修…・.(こいけおさむ)•..•.•• • ••••••••••.••••• .••••• •. N40b 

高津裕通...・...(こうづひろみち)•••.• •.•..•. •••.•..•.•••••...•. M10a 

河野孝太郎 ..(こうのこうたろう)............R28b司 R36a

幸村孝由.......(こうむらたかよし).・… ・ ・… W05b

小 久保英一郎にくほえいいちろう)•.. •.• • .............し12a

小 篤康史 .......にじ ま やすふみ)..・ e ・ ...............N46a 

小谷太郎 .….にたにたろう)••.•••••• .•••• •••••.•••••••••• •• N47a 

後藤美和 ……(ごとうみわ) ....・e・.........................Ollb 

小 林 研 .......にばやしけんに........................M06a 

小 林千 晶 .......にばやしちあき)•••..••• •••.•••• ••••••• •••••• R04a 

小林秀行 .…・・(こばやしひでゆき)...................... 028a 

小松英一郎…(こまつえいいちろう )…・ー… e・e・.T15a

小 矢野久・・…にやのひさし).............•••.•••.. ••. •••• •.. V19b 



小山 i羊……(こやまひろし).......・・.......・e・.........OOla

小山泰弘 …....(こやまやすひろ).....................… Vl0a 

近藤正宏 .......(こんどう まさひろ)...・H ・..... •••••••• ••••• N35b 

【さ】

西城恵一...・...(さいじようけいいち)•••••••••• ••••••••••••• N29b 

斎藤尚生 … ..(さいとうたかお)••••••••••• •••••• •••••••••• • MOla 

住 貴宏..…・(すみたかひろ) 一.... ーー・ • R24b 

【せ】

関口真木……(せきぐちまさき).…ー ••• •• ••• •• ••••••• •• V08a 

関戸 衛 H ・H ・.(せきどまもる)ー・ーー ....V22b司 V68a

瀬戸直樹 ..…(せとなおき) ••• •••••••• •••••••• U09b. U21 a 

斉藤卓弥 (さいとうたくや)••• ••••••• •••• ••••• ••• •• •••••• M17a 【そ】
欝藤 亮.......(さいとうりょう)••• •••••••••• ••• •••••••••••••• R20b 

坂尾太郎 H ・H ・.(さかおたろう)•••••••••••••••••••••••••••••• •••• M30a 

坂野正明…・・(さかの まさあき)…...・….............… 008b

坂本 和.......(さかもとかずし)“ ...........R35a.S08b 

阪本成一 .......(さかもとせいいち)•••••••••••••••••••••• •••• V48b 

相馬 充……(そうまみつる )

曽田康秀.……(そたやすひで).....…

但徳和夫......(そらいかずお)..

... JOla 

U22a 

V43b 

桜井 隆 (さくらいたかし) •• ••• ••••••••• •••••••• •• •• ••••• M13a 【た)
佐藤弘- ・H ・.(さとう こういち)•••••••••••••••••••••••••••••• V14b 

佐藤 淳.......(さとう じゅん)・…ー一.......・......M34a 

佐藤紳司 .......(さとう しんじ).................・ ••• U28a 

佐藤毅彦.......(さとう たけひこ)...........…….......… L03a 

佐野周作.......(さのしゅうさく)••••• •• •• •••••••• •••• ••• ••••• • M27a 

佐野孝好…....(さのたかよし)・ー・…................P18a 

沢 武文…・・(きわたけやす)................. ー… R22b

【し】

塩谷泰広.......(しおややすひろ)........・M ・...R19b.S04a 

茂山俊和 …・ .(しげやま としかず)…H ・H ・.......・H ・.....N07a 

芝井 広… (しばい ひろし).... ・H ・H ・... ・.......… R15a

柴崎清登.......(しばさき きょと) ー・ •••••••••••••••••••• M38a 

柴田晋平.......(しばた しんぺい)••••••••••••••••••••••••••••••• N42a 

柴田 亮 .....(しばたりょう)......…................・H ・..T08a 

芝塚要公…・・・・(しばっか としひと)••• ••• •••• •• ••• •• ••••• •••• R29b 

柴橋博資 H ・H ・.(しばはしひろもと)・…….............M14a 

清水敏文 H ・H ・.(しみずとしふみ)••• •• •••••• •••• M29a. Wl0b 

寿岳 潤…・・・(じゅがく じ申ん)・…M ・o・..…...........… Y08b

【す】

菅沼正洋.…・(すがぬままさひろ)••••• •• ••••• •••••••••••••• V05a 

すぎ浦維勝…(すぎうらのりまさ)..................・H ・・.U07b 

杉谷光司.......(すぎたにこうじ)…................・・・ • P24a 

杉之原立史…(すぎのはらたつし)••••••••••••• •• •••.•••••••• U24a 

杉 山 直 H ・H ・.(すぎやまなおし)•••••••••••••••••••••••• ••• •••• U06a 

須佐元 .......(すきはじめ) ..............・ e・e・....・M ・.U13b 

砂田和良 ...・...(すなだかずよし).............・・...・H ・........V55a 

大師堂経明…(だいしどうつねあき)••••••••••• ••••••••• V63a 

多賀正敏……(たがまさとし)......・a・e ・・・ ••••••••• S16b 

高木俊暢.......(たかぎとしのぶ)•••••••••• •••• ••• ••••••••••• Rl0a 

高桑繁久…・ .(たかくわしげひき)..........・ ・…...P30a 

高田晴美…・… (たかたはるみに..............................W19a 

高田将郎 ......(たかた まさお)..... ・ ・...............N59a 

高速徳、尚.......(たかとう なるひき)...................… V04a 

高野敏史 H ・H ・.(たかのとしふみ)••••• •• •••••• ・ • N24b 

高橋広治…・・(たかはしこうじ)•••••• ••••••••••••••••• • •••• R14a 

高橋典嗣.......(たかはしのりつぐ)•••••••••• ••••••• ••••••• M19b 

高橋英則.......(たかはしひでのり )…......… 0・..Pllb 

高橋真聡…・・(たかはし まさあき)• •••••••••••• ••••••••• S25a 

高橋竜太郎…(たかはしりゅうたろう)••••• • •••••••••• V02a 

滝沢元和…・・(たきざわもとかず)••• •••• •••••• •••• •• • •••• T04a 

竹内彰継 .......(たけうちあきつぐ)..・....・ 6 ・.....M23b 

竹内 拓 H ・H ・.(たけうちたく)..........…....................P05b

竹内 努……(たけうちっとむ)••• • ・ •••••• R32b 

竹内 央.......(たけうちひろし)•••••••••••••••••••••••••••••• V44b 

武田 秋…・・(たけだあき) ••••••• •• ・・ •••• •• ••• M04a 

竹田洋一 .......(たけだ よういち )•••• •••••• •• •••• •••• •••• •• •••• N60a 

田尻祐紀子...(たじりゆきこ).....….......................U12b 

立松健一…..(たてまっけんいち)..........................022a 

田中昌宏……(たなかまさひろ)••••••• ••• •• ••• ••••• •••• •• •••• 012b 

田中靖夫...・...(たなかやすお).....…….......................N20b 

田辺健藷…… (たなべけんじ)......................・… N25b

谷口義明.……(たにぐち よしあき)......................… S05a 

田沼俊一...・...(たぬま しゅんいち)………ー ••• R06a 

田村啓輔......・(たむらけいすけ)•••••••• •••••••••••••••••••••• W20a 

田村元秀 H ・H ・.(たむらもとひで)••••• •• •••••••••••• •• •• ••••• V58a 



【つ】

津川元彦...・...(つがわもとひこ ) ........................... N39b 

辻本匡弘……(つじもとまさひろ)……ーー ..........R38a 

土屋俊夫 H ・H ・.(っちゃとしお)..............・・ ・…..R08a 

筒井芳典……(っつい よしのり).ーー・・ーーー….......R30b 

都竹 泰.......(つづくやすし).“.............・ー ... W02b 

常田佐久…・・(つねたさく) ...… -…............... M25a 

椿信也.......(つぱきしんや)….........................U30a 

坪井昌人.......(っぽいまさと)............・ .•• •.•..••• N27b 

釣部 通..…(つりベとおる)..........…ーー ー….U18a

【て】

出口修至…...(でぐち しゅうじ)•.••. ・・ .•••. R16a 

寺j幸真理子…(てらさわまりこ)••• ..••• ••..••• •• ••. •• •.•••.•. N03a 

寺 田幸功…・・(てらだゆきかっ) ・…ーー…..W16a 

回 光江・……(でんみつえ ) ..........・ …........ V15b 

【と】

土居 守…・・・・(どいまもる ) .• •..•• ー…・ 0 ・.....V27b 

凄崎智佳.......(とさき ともか).................・ ・......R27b 

戸谷友則.......(とたにとものり)・………R12a. R17b 

富田良雄 H ・H ・.(とみたよしお).................................. Y09b 

【な】

内藤統也.......(ないとうつぐや)ー ー…....・a・....M37a 

中井 宏 H ・H ・.(なかいひろし)•.•••..•..•••••..••.••.••.•..••.•. K06b 

永井智哉…・・(ながい ともや)..............“............... P03b 

中川義通・……(なかがわよしみち).……・......“ M22b

中里直人 H ・H ・.(なかさとなおひと).......................... R18b 

中島浩二 .......(なかしまこうじ)............・ e・...............X04b 

中島淳一.…… (なかしま じゅんいち)•••.•• •.••..• ••••••.•• N26b 

中島潤-・(なかじま じゅんいち)… ...V21b.V61a 

仲田史明…・・(なかたふみあき).• •••..•• .••.••..••.•• •• .. •.•• R31b 

永田伸一……(ながたしんいち).••.. ••...• •.•• ..•. •..• •.. •••. M08a 

長田哲也.......(ながたてつや)....… .....................017a

永 田洋久 .……(ながたひろひき).............................. W12a 

長滝重博 …..(ながたき しげひろ)••• . ・............R03a 

中野 武 宣 .......ほかのたけのり)•.•••..•..•..••••••.••..••.•••• P35a 

中村 隆.......(なかむらたかし)•.. ••••••.•..••..•••.. •• .••• L04a 

中村崇宏…..(なかむらたかひろ)…・・日............U27a 

中村敬喜..…・.(なかむらたかよし).••••..••••. •..•• ••• .•.•.•. N06a 

中本泰史 H ・H ・.(なかもとたいし).....................・e・...・e・.X01b 

中屋秀彦 H ・H ・.(なかやひでひこ)•••••• … .• V69a 

中山薫二……(なかやま くんじ)…・ ................006b 

並木雅章 H ・H ・.(なみき まさあき).•••.• •••.•• •••••••••• • ••••• W06b 

成島哲也 H ・H ・.(なるしまてつや)••.•••••••.••••••••.•.•. •.• ••• U11b 

【に】

西 亮一.… (にしりょういち)............ ・・・ U15a 

西浦慎悟.......(にしうら しんご)..........・ e・.............T13a 

西尾正則 H ・H ・.(にしおまさのり)..・....・ e ・.............V52b 

西川 i享...・...(にしかわじ申ん)...................… V12b 

新 田伸也…・.(にったしんや).............・ e ・ .••.. Sllb 

【ね】

根来均 H ・...(ねごろひとし).............・M ・........・e・-… N33b

【の】

野上大作 H ・H ・.(のがみだいさく).....・ 一一..N53a 

野i事 智……(のざわきとし)ー・ー…ー ........ U29a 

野i事 恵.......(のざわきとし)•••••..•.... ・…・......X02b 

野田祥代...・...(のださちよ) . ー ...................... N21b 

野村英子.......(のむらひでこ)............・H ・- ー........P06b 

【は】

橋本 修…....(はしもとおさむ).••••..••••.••.•.••••••••••.•• Y02b 

橋本谷磨志…(はしもとだにきよし).....・・ ••. • T20b 

長谷川均.……(はせがわひとし).••••••••.•••..•• •• . し13b

蜂巣 泉…・・(はちすいずみ)............................… N11a 

服部 亮....…(はっとりたかし)•••. ・...........R42a 

花岡庸一郎…(はなおかよういちろう) ・…........M33a 

花土ゅう子…(はなどゅうこ)•• ••.••• ............... ••••.•• V62a 

花見仁史 H ・H ・.(はなみひとし)守.....・M ・o・....・e・・....… T01a

花輪知幸..…(はなわともゆき ) 一 P15a 

I寅口健二 H ・H ・.(はまぐちけんじ )υ........... ・..P36a 

j兵名 崇.……(はまなたかし)…H ・H ・........ ・...... ••••• U26a 

早川貴敬..…・(はやかわたかひろ) … P27a 

林 満.......(はやしみつる)..・H ・-…・・ ・0 ・e・e・...P21a 

林田 清.……(はやしだきよし) 叶 ー・ W21a 

林野友紀…・・(はやしのともき)•.. •• •••.•.. ••••• • •.••.•.••. S02a 

原 忠徳.......(はらただよし)..・ M ・o・................…e・e・.V60a 



原 弘久.… .(はらひろひき)...................... …M07a 

原田知広 .……(はらだともひろ).••• •. …................ U03a 

半田利弘……(はんだとしひろ)......・ ・....・..........027a

【ひ】

日高由布子 …(ひだかゆふこ)•••..•••••• .•..•••.•.• •••• .••.• • POlb 

平賀純子…・・(ひらが じゅんこ)..・o・e・e・-・υ ……ー.....W08b 

平下博之.…・・(ひらしたひろゆき).................・e・....R09a 

平野尚美 .......(ひらのなおみ)‘・……..................P32a 

平 山 淳…・…(ひらやまただし)•..••..•....• •• •.••.••. .•.•..• M18a 

広谷幸-・H ・.(ひろたにこういち)一日 N30b， S23a 

【15¥】

深 田満男...・...(ふかたみつお).••••.• •.. •••..•••• .•• .. •• .••.. •.. V28b 

福来正孝 .......(ふくぎたまきたかに .•• ••• ••• •••• •• .••• V07a 

福重俊幸.......(ふくしげとしゆき)ー…ー …...... X09a 

福島登志夫 …(ふくしまとしお)•..••• •••• •• • .••••••• •••••• • K02a 

福田尚也……(ふくだなおや).•••• .• •••..•..••.••••••..•.•••.•• P16a 

福田浩之...・...(ふくだひろゆき)••.•••• .••. ー ..• Rlla 

福永博哉 H ・H ・.(ふくながひろや) ーー"ー ….... Pl0b 

藤田 裕…..(ふじたゆたか)……ー..・e・...........・M ・....T05a 

藤本英克…....(ふじもと まさかっ)..・・..................VOla 

藤原智子.......(ふじわらともこ).ー・ ・ .•..• N12a 

布施哲治 ….(ふせてつはる)...・H ・..…・・M ・o・....・H ・..・..K05a 

古i事彰浩….(ふるざわあきひろ)..............……. T17b 

古屋 玲 …・・(ふるやれい) .•.•...• .. •••••••••.• •• •.•••• ••• •• P34a 

【ほ】

穂積俊輔 H ・H ・.(ほづみ し申んすけ).••••••.••..•..•...•..••.. R21b 

堀久仁子 H ・H ・.(ほり くにこ) ……・............…・........M05a 

堀内真司……(ほりうちしんじ)•... .• •. ••.• .•• .•• .•.•...••••• S19a 

本 多博彦 H ・H ・.(ほんだひろひこ)…H ・H ・.....................T12a 

本間幸洋.......(ほんま ひろゆき)…・・山・・・ V13b 

本間希樹 H ・H ・.(ほんま まれき)••••••.•.•••.••..••.•• .. ••.••..••. R23b 

【ま】

前j幸裕之 .......(まえざわひろゆき).....・ーー・.....V46b 

前田利 久...・...(まえだとしひき)...•••.•.•••.••..••.••..••.••• P13b 

真柄哲也…・・(まがらてつや)......................………..M12a 

蒔 田 誠 H ・H ・.(まきたまこと).•. •.••.• •.. •..• •.. •..••.. •..•• .•• N52a 

牧野淳一郎… (まきの じ申んいちろう)•. ー…・… Xl0a

増田 智 H ・H ・.(ますだきとし)........... “.......... M32a 

増永浩彦...・...(ますながひろひこ)........・..・e・...・......P19a 

町田吉弘……(まちだよしひろ)•.. ••.. •••••.• •.• ••.•••••• •..• Vlla 

松崎恵一…・・ (まつぎき けいいち )•• ••• ••••• ..•.• •• ..• ••.••• P08b 

松 下 英 子 .......(まつしたえいこ)••.••••••.••. •••.•• •.••••.•• UOla 

松下恭子 H ・H ・.(まつしたきょうこ) “................ R40a 

松下聡樹.......(まつしたさとき) … V45b， V49b 

松村雅文…・・ (まつむら まさふみ)...・H ・H ・M ・.............V35b 

松本 茂 H ・H ・.(まつもとしげる )..・o・...・o・..................N58a 

松本倫明 .......(まつもとともあき).••..••.••••.•• •• ••. .•.• P14a 

松本浩典 H ・H ・.(まつもとひろのり)•..••.•.••..•.•••..•••..•. T07a 

松本 縁..…・(まつもとゆかり)............・・.............W15a 

松元亮治 .......(まつもと りょ うじ)… ・........・ …。 R05a

【み〕

水谷昌彦… ・(みずたにまさひこ)

水野恒史……(みずのつねふみ )

三戸洋之.......(みとひろゆき )

019a 

R39a 

V54b 

箕輪浩嗣…・・(みのわひろし).................................. 023a 

三原建弘 ......(みはらたてひろ )•••••• ••••.••.••• .•••••••••. Tlla 

宮崎敦史 H ・H ・(みやざきあっし ). ・0 ・ ・.........R33a 

宮崎 聡.......(みやざきさとし).•• •••• . ••.•••••• •••.••. •••• V33b 

宮崎淳一 H ・H ・.(みやざき じゅんいち)•.•.•••.•••••.. •••• ••. N43a 

宮田恵美……(みやたえみ) ..................................010b 

宮 田隆志.......(みやたたかし)..........................… N56a 

宮本 敦.......(みやもとあっし).••..•• .••.•. ••• ••• •.•• .••.• Y03b 

三好真.......(みよしまこと)•••••••. ••• .•••.. ••.••.•••• ..•••.. V51b 

【む】

村上敏夫 ...・...(むらかみとしお)… ..・e・-……… N44a

村上 弘 志 ・…-・(むらかみひろし )•.. •• .. •••..•..•...•.. ..•....• 014a 

村山 卓 .......(むらやまたかし)….........................S22a 

【ち】

毛利勝康.… ・.(もうり かつひろ)… ..• •••••• •.• •••• •..• Y04b 

望月奈々子…(もちづきななこ)…ー… ••• •. • P25a 

望月優子 .......(もちづきゅうこ)….........・ 0 ・∞3a

百瀬宗武 ・……(ももせむねたけに… …“ …P31a 

森田耕一郎…(もりたこういちろう)••.••••••.••.•.•.•• .•• V47b 

森野潤ー ...・...(もりの じゅんいち)ーー… .....026a 



【や】

八代誠司……(やしろせいじ)......... ・・ ........... M15a 

安田直樹 H ・H ・.(やすだなおき)...................V23b司 X03b

柳i事顕史..…・・(ゃなぎさわけんし).......................... V17b 

柳沢俊史.......(ゃなぎさわとしふみ)...................... V37b 

矢野太平…・・(やのたいへい)…..........…・.............… U08b

山内茂雄-…・(やまうちしげお)…H ・H ・...・H ・......… .009b

山岡和貴 H ・H ・.(やまおかかずたか)……・…..........….N48a 

山岡 均……(やまおかひとし)...... ・ー .......N18b 

山口千栄子…(やまぐちちえこ).....・M ・....・H ・.............V41b 

山崎達哉 H ・H ・.(やまさきたつや)..........…・.............S14b 

山田章一 .……(ゃまだしよういち).......................... NOla 

山田 亨……(ゃまだとおる) ーー ・一・"….......T06a 

山田良透…・…(ゃまだよしゆき).........……H ・M ・..Xlla 

山本一博...・...(やまもとかずひろ).......................... U19a 

山本 智....…(やまもとさとし)・…………..V56a 

山本直孝 H ・H ・.(やまもとなおたか)................ ーし06a

【ゆ】

湯浅 学 H ・H ・.(ゆあさまなぶ)......・ .... ....... N14b 

【よ】

横川 淳 H ・H ・.(よこがわじゅん)............ーーー・.........015a

横山央明…..(よこやまたかあき).............・a・..........M24a 

吉岡 諭.……(よしおかさとし)....・.....…・・…..U23a 

吉川耕司 H ・H ・.(よしかわこうじ)......・....・ー........T02a 

吉川 真.......(よしかわまこと).............................. L09a 

善里彩子 H ・H ・.(よしさとあやこ)...... ・ーー ・.......U20a 

吉田久美...・...(ょしたくみ) ......................・ 016a 

吉田健二……(よしだけんじ)..........・・ 0 ・・ W22a 

吉田慎一郎…(よしだしんいちろう)...................... N34b 

吉田 敬.......(よしだたかし)...・H ・..."・H ・...….........N05a 

吉田龍生……(よしだたつお)・….............・・ Q04a 

吉田春夫...・...(よしだはるお)......................... …KOla 

吉田 宏.......(よしだひろし)...・H ・....…....・H ・..…・.U25a 

吉田道利...・...(よしだみちとし)............................. R41a 

吉永恵子…・・(よしながけいこ)..・・・・ .......… Llla 

吉見恵理子…(よしみえりこ)....・H ・n ….........….....Y06b 

吉村圭司.・…(よしむらけいじ)………..............M26a 

吉森正人...・...(よしもり まさと)ーーー・ー ーー……..M35a 

米原厚憲...・...(よねはらあつのり)..・H ・....・H ・...・H ・-… S12b

【わ】

輪島清昭.......(わじま きよあき)............................... S09b 

和瀬田幸一…(わせだこういち).............................. V03a 

和田武彦 .….(わだたけひこ).........…........，・0・M ・H ・.R25b 

渡部潤ー ..... (わたなべじゅんいち)....・・・…し08a

渡辺 尭.......(わたなべたかし)........................... M02a 

渡辺憲昭.......(わたなべのりあき) … ・ K03a 

渡辺 学…・・・(わたなべまなぶ)............................. T14a 

度会英教…..(わたらいひでのり)…..................・o・..WOlb 

和南城伸也…(わなじよ うしんや)........・ 一 N04a

年会実行委員会

委員長 加藤万里子(慶応大)

委員 坂尾太郎(国立天文台)

茂山俊和(東大理)

花見仁史(岩手大人文)

漬部 勝(東大理)


