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日本天文学会 1999年秋季年会ブロゲラ仏

場所 九州大学六本松キャンパス (案内図参照)

〒 810-8560福岡市中央区六本松4-2-1

電話 .FAX 090 -4387 -6893 <使用期間 1999年 10月6日(水)-10月 10日(日)>
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ポスター(前半):太陽、星形成、銀河、銀河核、宇宙論、地上観、情報、教育・他
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AZe2h 返

ポスター(後半):宇宙ジェ ット、銀河形成、位置、天力、太陽系、恒星、星問、銀河団、飛朔観

A会場 NIIO教室(新 l号館 l階) E会場 N150教室(新 l号館5階)

B会場 NI20教室(新 l号館2階) F会場 NI51教室 (新 l号館5階)

C会場 N130教室(新 l号館3階) G会場 N143教室(新 l号館4階)

D会場 N140教室(新 l号館4階) H会場 NI31教室(新 l号館 3階)

ポスター会場:大集会室(学生会館2階)

懇親会場:生協食堂(学生会館 l階)

講演数 合計 509 うち、口頭講演 309、ポスター講演 200

基本登録料:3，000円 (正会員の学生 2，000円)

追加講演登録料 :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

※基本登録料・ 追加講演登録料は、会期中に受付にて忘れずにご納付下さし、。



。講演に関する注意

l. 口頭発表は 8会場で併行して行います。口頭講演(添字a) は、口頭発表 10分、質疑応

答 5分です。ポスター講演(添字b) は、口頭発表 3分、 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

の皆様は制限時聞を厳守できるよう特に万全の準備をお願いします。

2.ポスタ一発表(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 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。(ビデオ、液晶プロジェクターの使用については、事前

に申し込みが必要です。)

。会期中の行事

特 別 講 1員 l日目 16 : 00 ~ 16 : 40 A会場

2. 天文教育フォーラム !日目 16: 45 ~ 18 : 15 A会場

3. 2干 議 員 Azz 、 2日目 12:00~ 13:00 会議室 l

4. 招 待 講 I負 2日目 16 : 00 ~ 16 : 50 A会場

5. 手念 Zz』z 2日目 17 : 00 ~ 18 : 20 A会場

主 な 議 題 =02∞0年度事業計画(案)

02∞0年度収支予算(案)

6. 事艮 親 iZL Z 2日目 18 : 30 ~ 20 : 30 生協食堂

7. 理 事 A ZZ 3日目 12 : 00 ~ 13 : 00 会議室 l



。特別講演

日時 1999年 10月7日(木) 16: 00 ~ 16 : 40 

場 所 A会場

テ ー マ:ガンマ線パースト観測の最近の進展

講演者:村上敏夫(宇宙科学研究所・助教授)

概 要:イタリアの衛星 BeppoSAXによる X-rayafterglowの発見と、それを使った精密な

。招待講演

発生方向の決定が行なわれました。その位置情報を使った地上の望遠鏡やHSTに

よる観測。これらにより、ここ 2年ほどの聞にガンマ線パーストの起源の理解は

急速に進みました。軟ガンマ線リピーターを magnetarと考えるアイデアとともに、

ガンマ線パーストの原因天体について最近の観測を紹介します。

日時 1999年10月8日(金) 16: 00 ~ 16 : 50 

場 所 A会場

ァーマ

講演者

所属

講演者紹介

20世紀初め韓国で活躍した二人の先駆者(和田雄治と w.Carl Rufusの例)

羅逸星 (NhaI1-Seong) 

羅逸星天文館、 757・910韓国慶北陸泉郡甘泉面徳栗里山 133

1932年生、延世大学校物理学科卒、同修士修了、 Universityof Pennsylvaniaにて

Ph.D. (天文学)取得。延世大学校副教授、教授を経て現在名誉教授。この間、韓

国天文学会長、韓国科学史学会副会長、韓国宇宙科学学会長を歴任。1999年6月、

韓国慶北醒泉郡甘泉面に「羅逸星天文館」を設立。

概 要 15世紀に全盛を迎えた韓国の天文活動は、 18世紀の中興期の後衰退し、朝鮮王朝

が500年の歴史を閉じると同時に中断しました。その結果、 20世紀初頭約 20年間

には、二人の外国人を除いて天文家は誰もいなかったことになります。すなわち、

初代朝鮮総督府観測所長の和田雄治(気象学者、 1859一 1918) と、米国 Univer-

sity of Michiganの天文学教授 w.Carl Rufus (1876 -1946)です。講演では、ま

ず20世紀初期の背景となる 19世紀の韓国内の事情を振り返った後、韓国天文学に

関係した和田と Rufusの業績、および 1970年代以後の現代天文学者たちに与えた

影響を紹介します。



。天文教育フォーラム(天文教育普友研究会，日本学術会議天文学研究連絡委員会と共催)

日時.1999年 10月7日(木) 16: 45 ~ 18 : 15 

場 所 :A会場

テーマ: r古くて新しい問題 :OD問題の現状

~ 天文学会研究者人口調査から見えてくるもの -J 

最近の大学・大学院の改組および重点化政策により大学院の院生定員が急増し、これに伴い大学院を

めぐる研究教育環境および大学院終了後の就職状況が大きく変化しつつあります。このような状況下で

の天文学の今後を考えるための基礎資料を得るために、本年5月に天文学会教育委員会では、天文研究

者の人口調査を行ないました。今回のフォーラムでは、その集計結果を報告します。さらにそこから見

えてくる状況について様々な立場の方から話題を提供して頂き、問題点を考えてみたいと思います。

<話題提供>

1.研究者人口調査の報告 沢武文(愛知教育大)

2.研究者人口調査から読みとれること

『大学院重点化による影響についてJ
教官の立場から 観山正見(国立天文台)

3.研究者人口調査から読みとれること

若手の立場から 今井裕(国立天文台水沢)

4.研究者人口調査から読みとれること

日本の学術体制との関連で 池内了(名古屋大学)

実行委員

山鯨朋彦(文部省)、牒秀彦(国立天文台)、鈴木文二(埼玉県立三郷工業技術高等学校)、

仲野誠(大分大)、加藤万里子(慶応義塾大)

※フォーラムのみの参加者は、年会基本登録料は不要ですので、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(福岡県教育委員会、福岡市教育委員会後援)

「宇宙観の移り変わりー古代人の宇宙と現代人の宇宙」

日 時 1999年 10月 10日(日) 14: 00 ~ 1 7 : 00 (13 : 30開場)

場 所:九州大学六本松キャンパス NIIO教室(新 l号館 l階)

対 象:中学生以上・ 一般

「古墳の中の宇宙ーキトラ天文図と中国の宇宙観 -J
講演者同志社大学・助教授宮島一彦

「現代宇宙論の概観J
講演者名古屋大学・教授池内了

※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ので、早めにご来場下さい。



紋季年会会場(九州大学六本松キャンパス)のご案内
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E会場 NI50教室(新 l号館 5階)

F会場 N151教室(新 l号館 5階)

G会場 N143教室(新 l号館4階)

H会場 NI31教室(新 l号館 3階)

A会場 NI10教室(新 i号館 l階)

B会場 N120教室(新 l号館 2階)

C会場 NI30教室(新 l号館 3階)

D会場 NI40教室(新 l号館4階)

ポスター会場:大集会室(学生会館2階)

懇親会場:生協食堂(学生会館 l階)

六本松バス停の乗り場案内

Aバス停 :博多駅 ・天神方面からのパスの降車地

Bバス停:博多駅方面(南天神経由)、南天神方面

Cバス停:西新方面(10番パスのみ Aではなくここに着く)

Dバス停 :博多駅方面(城南線経由・天神経由)、天神方面

*キャ ンパス前の国道 202号線は、地下鉄工事中のため、 A，Bバス停は A'，B'に移動して

いる可能性もあります。ご注意下さい。

*地下鉄工事に伴い、渋滞も予想されます。時間に余裕を持ってご来場ください。

*キャ ンパス内に車の乗り入れはできません。周辺にも駐車場は少ないため、パス等にて

ご来場下さい。



年会会場への交通案内

福岡市内の移動はパスが中心となります。時刻・路線・運賃等に関しては、西日本鉄道の

Web page (http://www.nishitetsu.co伊/)が充実しています。

-福岡空港から

地下鉄で博多 (5分、 250円)へ出て、パス乗り換え(以下参照)。

タクシーで約 20分(約 2500円)。

-博多駅から

博多口 Aパスのりばから、パス前面・側面の経由地に「六本松Jとあるパス (2~ 4分毎)

に乗車し、「六本松」バス停下車(約 20分、 220円)。

*博多駅前の福岡交通センターからも六本松経由のパスがありますが、本数がやや少なく不

便です。

*キャンパス前は地下鉄工事中のため渋滞が予想されます。時間に余裕を持って参加下さい。

-天神(西鉄福岡駅・天神パスセンター)から

天神コア前パスのりばから、パス前面・側面の経由地に「六本松jとあるパス (4~ 5分毎)

に乗車し、「六本松Jバス停下車(約 15分、 180円)。

-地下鉄大漬公園駅から徒歩25分(道もわかりにくく、お勧めしません)。



10月7日(木)

時刻 A会場 (NllO教室) B会場 (N120教室) C会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

【星形成】 [情報処理] [恒星] [活動銀河核]

LO・00 P01a プラズマ中の星 X01a Adaptive Mesh N01a 準平衡状態にあ S01a TeVブ.レーザ

問ダスト粒子のジーンズ コードの開発 る連星中性子星ーパリ -Mkn421の多波長観測

不安定性 山田良透 (京大理)他 オン質量一定の系列一 - 1998年大キャンペー

羽田亨 白井文彦 ン(1) 

(九大総理工)他 (東大総合文化)他 高橋忠幸 (字宙研)他

10: 15 P02a 分子雲における X02a GRAPE-5シス N02a パルサー磁気圏 S02a ASCA Medium 
非熱的速度場の高速度成 テム上のツリーコード の OuterGap粒子加速 Sensitivity Survey ( rあ
分の起源について の実現 の電気力学 すかJGISカタログ)の

釜谷秀幸 (京大理) 川 井 敦 柴田晋平 最新結果

(東大総合文化)他 (山形大理)他 上回佳宏 (宇宙研)他

10・30 P03a 外圧下にある磁 X03a 自己重力多体系 N03a 磁場を持つ相対 S03a 「あすか」衛星

化圧縮層の 3次元自己重 専用計算機GRAPE-6の 論的な星の定式化 による字宙X線背景放射

力MHDシミュレーション プロトタイプ 金野幸吉 (広大理)他 の研究

梅川通久 牧野淳一郎 山下朗子

(千葉大自然)他 (東大理)他 (科病矧tj振興事業団)他

LO: 45 P04a 富士山頂サブミ X04a 光子数を保存 N04a X線パルサー S04a Ultra Luminous 

リ波望遠鏡によるW3の するスプライン的補間 4U 1538-522における BALQSOAPM 
CI広域観測 法 星間塵散乱X線ハ一口一 08279+5255からのX線

斎藤岳 (東大理)他 桜井隆 長瀬文昭 (字宙研)他 放射

(国立天文台)他 中川貴雄(字宙研)他

11: 00 P05a 「なんてんjに X05a すばる望遠鏡 N05a 特異なX線パル S05a BALクエーサ

よるカリーナ腕 CO分子 アーカイブ システムと サ-4U0142+614と ースペクトルへのダスト

スペクトル観測 分散データ解析システ 1E1048.1・5937のASCA の影響

河村晶子(東大理)他 ムの現状 による観測 山本哲生

小笠原隆亮 川崎正寛(東大理)他 (国立天文台)

(国立天文台ハワイ)他

11・15 P06a 「なんてんjに X06b すばる望遠鏡デ N06a SMCのパルサー S06a 2型 QSOは多

よる ηCar星雲及び ータアーカイブ用早見画 RX J0059.2・7138の 数存在するか?ーあす

Gum31領域の C180 像作成システムの開発 ASCAと ROSATの同時 か LargeSky Surveyの

(J=1-0)スペク トル観測 多賀正敏個立天文台う他 観測 光学同定結果

浅山信一郎
X07b HDS， HIDES版

河野誠 (京大理)他 秋山正幸

(名大理)他
函像早見システムの開発

(京大理屈立天文台)他

安田直樹恒泣天文台j他

X08b 多波長天文デ

ータ表示システム

(MAISON)の開発

渡辺大 (宇宙研)他

X09b 県立ぐんま天

文台の計算機システム

とアーカイブ計画

衣笠健三

(県立ぐんま天文台)他



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室) 時刻

[太陽】 [地上観測機器] 【銀河】 [字宙論】

M01a 放射冷却の効 V01a VERA計画の現 R01a 銀河に生まれた U01a 宇宙論的欠陥の IO: 00 

果を考慮 したスピキュ 状 球状星団の力学進化 数密度進化
ールのモデル 笹尾哲夫 高橋広治(東大理)他 長i宰倫康

斉藤卓弥(東大理)他 (国立天文台)他 (神奈川大理)

M02a 超解像による V02a 水沢 10mアン R02a Self-enrichment U02a グローパルスト 10: 15 

太陽像の分解能向上 テナを用いた 2周波ラジ inωCentauri リングのスケーリング則

三浦則明 オメータの試作 生田ちさと とループ分布

(北見工大工)他 原忠徳 (東大理)他 山口昌英(東大理)
(国立天文台水沢)他

M03a LCTMを用い V03a 位相補償ラジオ R03a 銀河系ハローの U03a Oark Ages can 10: 30 

た活動領域における対 メータの開発:ノイズダ 化学進化に見るr過程・ be seen by CMB 
流構造の解析 イオードの温度安定化 s過程元素の起源 Anisotropies 

高津裕通(京大理)他 萩原直樹(電通大)他 石丸友里(東大理)他 杉山直(京大理)他

M04a サージ活動に V04b VERA計画の父 R04a 非一様初期銀河 U04a A New Method 10・45

おける浮上磁場と光球 島におけるサイト調査 系でのベリリウム，ボロ for σ8・ parameter
流れの場 面高俊宏働鵠大圏 他 ンの進化 Measurement: Gravitational 

北井礼三郎 (京大理)
V05b VERA計画のた

鈴木建(東大理)他 Lensing Effect on 

めのVLBI電波源探査計画
Correlation Function of 

本間希樹(国立天文台)
Hotspots in CMB 
高田昌広(東北大理)他

V06b VERA観測誤差
解析シミュレーション
-目標精度達成時間見積.
津田
(国立天文台)他

V07b 22 GHzライン
ラジオメータによるラジ
オメトリ ック干渉計位
相補償法
朝木義晴(宇宙研)他

M05a Magnetic flux V08a 公衆通信回線 R05a 銀河中心領域 U05a フラクタル的初 11: 00 

の総量とflareactivity を利用した実時間 VLBI のIRAS源からのー酸化 期密度ゆらぎと情造形成
levelとの相聞について の基礎実験 珪素メーザ一輝線 立川崇之
石井貴子(京大理)他 西尾正則 出口修至 (早大理工)他

(鹿児島大)他 (国立天文台野辺山)他

M06a Torsional V09a 大口径アンテナ R06a 銀河中心に発見 U06a Stochastic II : 15 

Alfv'en Waveの伝播に 聞のギガビットフリンジ された 24個にわたる巨 Biasing and Weakly Non-
よるエネルギー解放及 検出 大ブラ ックホール linear Power Spectrum 
びコロナ加熱機矯 木村守孝(東大理)他 大家寛(東北大理)他 樽家篤史(東大理)
宮腰剛広
(東京理科大理)他



10月7日(木)

時刻 A会場 (NllO教室) B会場 (N120教室) c会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

【星形成】 【情報処理} f恒星] [活動銀河核]

11 : 30 P07b トリガーによる X10b 天文学ネッ トワ N07b SMCの新パル S07a 『あすかJによ

星形成における分子雲コ ーク図書館の概要と今後 サ-AX J0049-729の詳 るAGNの長期変動 1ー
ア形成 の方針 細解析 低光度活動銀河核 M81

大里貴広 木下大輔 横川 淳(京大理)他 X-5 

(茨城大理工)他 (東京理科大)他 伊予本直子

N08b Discovery 01 (東大理)他

P08b 8right-Rimmed X11b 数値計算用の並 715 Second Pulsations 
Cloudにおける誘発された 列計算機パッケージの作 Irom a Faint X-ray 
星形成:自己重力の効果 成 Source， AX J170006・

福田尚也(名大理)他 野湾恵(茨城大理) 4157 
幸村孝由(阪大理)他

P09b 3次元 Nested X12b 自己相似解を
Grids法を用いた自己重 用いた3次元 AMRコー N09b 「あすかjによ
カ流体コー ドの開発 2 ドのテスト るミリ秒パルサ-PSR 

松本倫明 小川智也 80540-69の長期観測

(法政大人間環境)他 (千葉大自然)他 遠藤貴雄(東大理)他

P10b 12CO輝線が検 X13b Adaptive Mesh N10b ミリ秒パルサー

出されない YSO候補 Relinement法を用いた PSR 81937+21の×線
岩田生(京大理)他 3次元磁気流体コード パルス解析

の開発 高橋元樹
白光江 (山形大理)他

(通総研平磯)他

11 : 45 P11b 8EARS試験観 X14b 天体回転プラズ N11b Spindown 01 S08a 『あすか』によ

測 (2)ーオリオン座分 マシミュレータの開発 the 65 millisecond X-ray るAGNの長期変動 11

子雲広域マッピング 11 中村賢仁 pulsar in the supernova -M81 X-9 
砂田和良 (科学技術振興事業団)他 remnant G11.2-0.3 江副祐一郎
(国立天文台野辺山)他 鳥居研一 (東大理)他

X15b 降着円盤の可 (宇宙開発事業団)他

P12b 8EARS試験観 4見化 2- LlCi:去を使っ

現1](3)ーCepheus083分 た3次元速度場の表現 N12b ASCAによ って
子雲広域マ ッピング 長江滝三 観測された SN1987A

米倉覚則 (神戸大自然)他 のX線スペクトル

(大抜府立対意合料学)他 伊藤真之

X16b 大計センター (神戸大発達科学)他

P13b 野辺山ミリ波干 新システムの性能評価

渉計による pOphiuchus 林満(国立天文台)
A領域の詳細観測

鎌崎剛(東大理)他

12: 00 

(昼)

13: 00 



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室) 時刻

【太陽] 【地上観測機器] [銀河] 【宇宙論】

M07a SOHO/MDIに V10a ギガビット R07a 低周波重力波に U07a 赤方偏移空間に 11 : 30 

よる磁場進化とコロナ VLBI試験観測 GEXと よって銀河ハローの密度 おける光円錐上のニ体相

加熱の関係 リアルタイムフリンジ 分布は決定できるか? 間関数とパワースベク卜

八代誠司(東大理)他 中島潤一 井岡邦仁(京大理)他 Jレ

(通総研鹿島)他 西岡宏朗(広大理)他

M08b 逆極性の光球 V11b ギガビットAD R08a MACHOの質量 U08a On the "hidden 11 : 45 

微細磁東管の磁気リコ サンプラのVLBI用評価 測定と正体解明に向けて variables" of the 

ネクション 試験 本間希樹 stochastic biasing 

竹内彰継(米子高専) 木村守孝(東大理)他 (国立天文台) 瀬戸直樹(京大理)

M09b 局所相関追跡 V12b 高次モードサ
法の誤差について考え ンプリング 32MHz4ch 

ました。 方式 VLBIの評価
吉村圭司(京大理) 鈴山智也(通総研)他

M10b Simultaneous V13b 岐阜大 VLBI計

2・oSpatial Spectra of 画
the Sun Using a 高羽浩(岐阜大工)他
Microlens-Array 
Spectrograph 

末松芳法
(国立天文台)他

M11b フィラメント
消失，プロミネンス爆発
における特徴的活動現象
について
森本太郎(京大理)他

12: 00 

(昼)

13: 00 



10月7日(木)

時刻 A会場 (NIIO教室) B会場 (N120教室) C会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

[星形成】 [天文教育 ・その他] [恒星] [活動銀河核]

13: 00 P14a Unveiling Deeply Y01a リアルサイエン N13a SiOメーザーの S09a NGC5548にお

Embedded Sources by ス体験の教育的効果につ 付随した AGB星候補 けるWarmAbsorberの

Near Infrared いての検証 IRAS点源までの距離 時間変動

Polarimetric Imaging l際秀彦(国立天文台) 中島淳一 (総研大)他 津田理(名大理)他

Yongqiang Yao 
(OAO， NAOJ)他

13・15 P15a ブライトリム分 Y02a 主主星スぺクト N14a Post-AGB星の S10a セイフアート銀
子雲に付随する多数のT ルの天文教育への活用 変光観測 河の鉄輝線プロファイル

Tau型星候補 古荘玲子(理研)他 藤井高宏(東大理)他 及び連続成分の変動

小倉勝男 見崎一民(名大理)他

(国学院大)他

13: 30 P16a バイナリ原始星 Y03b しし座流星群 N15a ISO/SWSによ S11a X-Ray 
IRAS 16293-2422 ，こf半う CGの成果と99年版の制 るM型ミラ型星の赤外ス Fluctuations from Slim 

2組の CO分子流 f学 ペクトル変光観測川.z Disks 
平野尚美(一橋大)他 毛利勝庚 Cygの変光とシリケイト 竹内充

(名古屋市科学館)他 ダストの輯射率 (大阪教育大)他

尾中敬(東大理)他
Y04b 『宇宙スペクト
ル博物館:X線編ーみえ

ない星空への招待-.1
粟野諭美
(岡山天文博物館)他

Y05b 実用化された
インターネ ット天文台
による教育実践

松本直記

(慶応義塾高校)他

Y06b すばる望遠鏡
の超高感度HDTVカメラ
による教育用画像

福島英雄

(国立天文台)他

13: 45 P17a 「あすかJによ Y07b 県立ぐんま天文 N16a 酸素過多ミラ型 S12a すばる望遠鏡に

るし1157内の ClassO 台における天文教育普及 変光星のNバンド分光観 よる電波銀河 B3
原始星の観測 活動 測 11.星と生成ダストの 0731+438の近赤外撮像

古庄多恵 河北秀世 関係 観測

(都立大理)他 (県立ぐんま天文台)他 富田隆志 本原顕太郎

(国立天文台)他 (京大理)他

Y08b 日時計としての
方格規矩鏡の特性
波田野珠美
(福岡教育大)他

Y09b 宇宙を学べる
大学・天文学者のいる

大学(1998年版)
沢 武文(愛知教育大)

Y10b PASJに投稿す

べきか? XII 1993年
に発表された日本の天

文学・天体物理学論文

の被引用頻度

寿岳潤 (文明研)



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室) 時刻

[太陽】 [地上観測機器】 [銀河】 [字宙論】

M12a ょうこう SXT V14a すばる望遠鏡に R09a M33， M31， Our U09a CDMモデル字宙 13: 00 

とHα コロナグラフの よる試験観測 Galaxyの基本情造 での弱い重力レンズ効果

同時観測によるプロミネ 林正彦 横尾武夫 の統計，クエーサ一光度

ンス突然消失の統計的 (国立天文台ハワイ)他 (大阪教育大)他 間数の増光バイアス

解析 浜名崇(京大基研)他
殿岡英、顕

(千葉大理)他

M13a Expansion V15a 「すばるj主鏡 R10a M82スターパ U10a 振動重力定数モ 13: 15 

process of emerging および副鏡のコーティ ース卜領域における デルにおける宇宙年齢・

flux tube ング Molecular Superbubble H松A と下重英力子レンズ効果
真柄哲也 (京大理) 野口 猛 松下聡樹 (総研大)他

(国立天文台)他 (東京理科大理)他

M14a 太陽コロナで発 V16a FOCAS用スリ R11a 系外銀河 M83 U11a 多重重力レンズ 13: 30 

生した巨大竜巻をマイ ッ卜加工実験 でのアンモニアの検出 効果による遠方の超新星

ク口波で追う 斉藤嘉彦(東大理)他 高野秀路 の光度変化について

堀久仁子 (国立天文台野辺山)他 船渡陽子

(国立天文台野辺山)他 (東大総合文化)他

M15a CMEを伴った V17a すばる観測シス R12a ス-1'¥ーウィン U12a la型超新星によ 13: 45 

フレアを起こす浮上磁 テムにおける観測データ ド銀河の可視域高分散分 る字宙論パラメータ決定

場活動 クオリテイコントロール 光観測 におけるダスト効果

花岡庸一郎 の実現 大山陽一 小林千晶(東大理)他

(国立天文台野辺山)他 小杉城治 (国立天文台)他
(国立天文台ハワイ)他



10月7日(木)

時刻 A会場 (NllO教室) B会場 (N120教室) c会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

[星形成] [恒星】 【活動銀河核]

14: 00 P18a 中質量星形成領 N17a 炭素星における S13a すばる望遠鏡に

域 NGC2264からのX線 炭素 ・窒素・酸素元素組 よる重力レンズ・クェー

放射 成解析 サ -PG1115+080の近

仲野誠 大仲圭一(東大理)他 赤外撮像観測

(大分大教育)他 舞原俊憲(京大理)他

14: 15 P19b あすか衛星によ N18a OASISによる S14a The Electron 

るNGC2023，NGC2024 惑星状星雲の水素分子輝 Scattering Region in 
領域の観測 線分光観測 Seyfert Nuclei 
山内茂雄 田実晃人(東大理)他 穴吹直久(東大理)他
(岩手大人杜)他

P20b NGC1333にお
ける超低質量天体探査
大朝由美子(東大理)他

P21b すばる望遠鏡に

よるし 1551・ IRS5ジェ
ットの近赤外観測

伊藤洋一

(国立天文台)他

P22b SiO Emission 
Oetected in L 1287 
梅本智文

(国立天文台)他

14: 30 P23b 原始星 N19b マゼラン雲中期 S15a Starburst轄射

IRAS16293-2422で確認 型球状星団の年齢 による ObscuringWall 

された分子ガス回転降着 西国伸二(東大理)他 形成;観測との比較

運動
N20b Proto-planetary 

大須賀健

今井裕 (筑波大物理)他

(国立天文台水沢)他
nebula候補星の可視分光
観測

P24b エンベ口一プに 後藤美和 (京大理)他

埋もれた降着円盤のエネ
N21b すばると

ルギー・スペクトル分布
Suprime-Camで‘撮影 し

菊地信弘
(筑波大計算物理)他

た環状星雲(M57)の高分
解画像

P25b 原始星星周円盤 小宮山裕(東大理)他

の進化モデル
N22b 種族11の惑星状

野村英子(京大理)
星雲中心核の進化

P26b 磁場散逸の効果 加藤万里子(慶応大)

による磁気回転不安定の
飽和 11.三次元数値解析

佐野孝好
(国立天文台)他



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会 場 (N143教室) H会 場 (N131教室) 時刻

【太陽】 【地上観測機器】 【銀河1 [字宙論1

M16a 野辺山電波ヘリ V18a すば、る望遠鏡 R13b 銀河中心領域で U13a The evolution of 14: 00 

オグラフ・ょうこうによ 中間赤外線試験観測装 の星形成とガス供給 the number and 
るフレア非熱的放射の解 置 MIRTOSの現状 福田浩之(北大理)他 clustering of CIV clouds 

析 友野大悟
R14b 銀河に付随する

at z = 2 ~ 4 

横山央明 (国立天文台ハワイ)他 三i宰透(東大理)他

(国立天文台)他
暗黒物質の研究

柳沢俊史

(名大STH研)他

R15b A Visual Search 
for Galaxies at a Milky 
Way Region around the 
North Galactic Pole 
岩田生(京大理)他

R16b 非対称ハロー中

の棒状情造の安定性

出回誠(京大理)

M17a A Multi- V19a すば‘る望遠鏡に R17b 野辺山45m鏡を U14b ニュー卜リノ縮 14: 15 

wavelength Study of よるカニパルサーからの 用いた棒状渦巻銀河の 退宇宙での軽元素合成

High Energy Solar 10GeV領域ガンマ線観 COマッピングサーベイ 荒井賢三

Flares 測計画 西山広太 (熊本大理)他

M. R. Kundu 谷森達(東工大理)他 (科学技術振興事業団)他
U15b NACRE核反応

(メ リー ランド大)他
R18b 広い輝線幅を持 率による標準ビッグパン

つ渦巻銀河NGC5005の への影響

CO観測 脇田隆之(九大理)他

但徳和夫
U16b Recombination 

(国立天文台野辺山)他
中の lonizationfraction 

R19b Multi line の揺らぎとその密度揺ら

observations of the "Iow ぎに関する影響

star formation efficiency" 劉国欽(京大理)他

starburst NGC 4527 
U17b J~ワースペクト

芝塚要公(東大理)他
ル解析における光円錐効

R20b 短小銀河におけ 果

る分子雲の形成と進化 山本一博(広大理)他

徳丸貴嗣(北大理)他

M18b Mixingを通し V20b すはる望遠鏡 R21b Discovery of a U18b 一般化されたス 14: 30 

た高速カオス再結合 の性能 Low Surface Brightness カラー ・テンソル理論と
八柳祐一(早大理工)他 大坪政司 Galaxy near Seyfert's 宇宙項

M19b 1992年2月のホ
(国立天文台)他 Sextet 福井尚生

モロガスフレアシリーズ V21b すばる望遠鏡 村山卓(東北大理)他 (濁協大外国語)他

から得られる，アーケー の振動測定 R22b Redshifts of 
ドフレアの3次元情造 11 井美克己 Galaxies around ARP 
森田 諭 (国立天文台ハワイ)他 220 and Serendipitous 
(東京理科大理)他

V22b すばる望遠鏡 Discovery of Three Star-

M20b ダークフィラ の熱源調査とシーイン Forming Dwarf Galaxies 

メン卜放出に伴うアー グ統計(暫定版) at Redshift z ~ 0.5 

ケード型エネルギー解 高遠徳尚 大山陽一個立天文台)他

放現象 11 (国立天文台)他 R23b スターパース卜
庚瀬重信

V23b 県立ぐんま天 銀河における超新星起源
(東京理科大理)他

文台の発足 の核ガンマ線強度

M21b 1992年8月28日 古在由秀 岩i刻甲誠(日大理工)他

のプロミネンス爆発と (県立ぐんま天文台)他 円24b Photometric 
大規模磁場構造の変化 redshift法の改良，友び
芦i事幸太侠城大理)他 それに基づく HDF銀河

の性質

古i幸久徳(東大理)他



10月7日(木)

時刻 A会場 (NIlO教室) B会場 (N120教室) C会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

【星形成】 f恒星】 [活動銀河核}

14: 45 P27b 原始惑星系円盤 N23b 恒星大気からの S1Gb Soft X-Ray 
形成時に出来る衝撃波加 遠赤外一センチ波連続ス Excess in Active Galactic 
熱の矯造 ベクトルの輯射輸送計算 Nuclei 
飯田 彰 志岐成友(東大理)他 川口俊宏(京大理)他
(筑波大計算物理)他

N24b 大マゼラン雲の S17b Optical to far-

P28b 原始惑星系円盤
変光星の研究 111 infrared observations of 

の長時間進化.1.低数値
野田祥代 quasars at z= 1・4

粘性 SPH法の開発
(名大STE研)他 大薮進喜(東大理)他

今枝佑輔(東大理)他 N25b Herbig Ae星 S18b High-Ionization 

AB Aurigaeの中分散分光 Nuclear Emission-Line 
P29b 太陽系内黄道光 モニター観測 Region in the Seyfert 
の3次元モデル 川端哲也 Galaxy NGC4051 
吉下千秋 (美星天文台)他 長尾透(東北大理)他
(神戸大自然、)他

N2Gb 共生星のKパン S19b Gas Dynamics 
ド分光観測 in the LlNER Galaxy 
池田優二 NGC 5005 
(東北大理)他 坂本和

(国立天文台野辺山)他

S20b NGC 1052中心
核近傍の自由一自由吸収
亀野誠二
(国立天文台)他

S21b vu弘αぉg四伽15

of An Unusual Radio 

Source PKS 1921-293 
Zhi-Qiang Shen 
(国立天文台)他

S22b A5GHz 

Southern Hemisphere 
VLBI Survey of Compact 
Radio Sources 

Zhi・QiangSh巴n
(国立天文台)他

S23b 3C電波銀河， ク
ェーサーの統計
奥平敦也
(鹿児島経済大杜会)他

S24b 大質量天体を中
心に持つ恒星系の安定性
多賀正敏(国立天文台)

15: 00 

ポスターセ ッション・前半
(ポスター会場 :学生会館 2階 大集会室)

16: 00 

特別講演 (A会場)

16: 40 
16: 45 

天文教育フォーラム (A会場)

18 : 15 
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H会場 (N131教室)

1999年秋季年会

時刻E会場 (N150教室)

【太陽]

M22b 高速太陽風の
三次元情造

小島正宜
(名大STE研)他

M23b 大規模CMEの
3次元磁場構造

中川義通
(茨城大理)他

M24b 天体プラズマに

おける磁気再結合過程

のランジュパンモデル

羽田亨仇大総理工)

F会場 (N151教室)

【地上観測機器】

V24b 防衛大自動測
光望遠鏡計画

武田政男

(防衛大地球科学)他

V25b 三鷹光赤外干
渉計 (MIRA-1.1)tip-tilt 
によるシーイング実測

町田吉弘(東大理)他

V26b 30m基線光赤外

干渉計 MIRA-1.2の建設

吉津正則

(国立天文台)他

V27b 光ファイパー

結合光赤外干渉計の基
礎実験 H 

佐藤弘一
(国立天文台)他

R25b Galaxy Number 
Counts from Infrared to 
Radio Wavelength: 
Implication and Optimal 
Strategy for Future 
Surveys 
竹内努(京大理)他

R26b faint blue 
galaxies problemは

normal galaxiesだけで

説明できるか

三原因子

(都立大理)他

R27b 銀河団銀河の光
度関数に関する考察

川崎渉(東大理)他

ポスターセッション・前半
(ポスター会場:学生会館 2階 大会議室)

特別講演 (A会場)

天文教育フォーラム (A会場)

14: 45 

15: 00 

16: 00 

16: 40 
16: 45 

18: 15 



10月8日(金)

時刻 A会場 (NllO教室) B会場 (N120教室) c会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

【星形成] 【星間現象] 【恒星] {活動銀河核]

09: 00 P30a 分子雲の 2重フ Q01a Multi-Phase.自 N27a 降着円盤の角運 S25a 活動銀河核
ィラメン卜構造の成因 己重力ガスディスクの 動量輸送一内向きか外 3C84の VSOP観測
花輪知幸(名大理)他 大局的進化と星形成 向きか?それが問題だー 浅田圭一

和田桂一 松田卓也 (東京理科大理)他
(国立天文台)他 (神戸大理)他

09: 15 P31a フィラメント状 Q02a 星間磁場のり N28a ロッシュロープ S26a 電波で最も激 し
分子雲からのprolateな コネクションにおける 溢れ流の 3次元数値計算 い強度変動をするBL

分子雲コアの形成 エネルギー解放率の時 一連星質量比の影響 Lac天体 OT081
西合一矢(名大理)他 間変化 蒔田誠 井口聖(電通大)他

田沼俊一(東大理)他 (神戸大自然)他

09: 30 P32a 「なんてん」に Q03a 超新星残骸と N29a 磁気降着円盤に S27a GPS電波源の
よるOrionB分子雲の 相互作用する分子雲の おけるフラクタル情造と 多周波 VLBIサーベイ
C180(J=1ー0)観測 新たな例 ゆらぎ 亀野誠二
青山紘子(名大理)他 山本文雄(東大理)他 嶺重慎(京大理)他 (国立天文台)他

09: 45 P33a おうし座におけ Q04a 超新星残椴に N30a 弱い磁場を持つ S28a IC2560中心核
る高密度分子ガス塊の進 よる分子雲の形成過程 た中性子星周囲の降着円 の大質量ブラ ックホール

化 について 盤と kHzQPO の検出

大西利和(名大理)他 小山 洋 李字丑毛(東北大理) 石原裕子(東大理)他
(国立天文台/東大理)他

10: 00 P34a おおかみ座星形 Q05 a 新超新星残骸 N31b 弱い磁場を持つ S29a ブラ ックホール
成領域の H13CO+による 候補G28.6-0.1のASCA 中性子星と降着円盤の二 近傍のFast磁気音波
高密度分子雲コアサーベ による X線観測 次元 MHD数値計算 阿部純也
イ 馬場彩(京大理)他 加藤成晃 (茨城大理工)
原淳(名大理)他 (千葉大自然)他

N32b 降着円盤内
MHD乱流の時間変動モ
デル

中尾泰士
(奈良産業大経営)他

N33b 移流優勢降着円
盤の局所的安定性

松葉龍一
(熊本大理)他

N34b 降着円盤の等温
気体の数値計算
藤原秀和
(神戸大自然)他



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室) 時刻

【太陽] [地上観測機器] [銀河] [飛朔体観測機器]

M25a X線プラズマ放 V28a 岡山フ ァイパ R28a ライナー W01a X線天文衛星 09: 00 

出物をともなう太陽フレ 一多天体分光器による， NGC1052の中間赤外線 ASTRO・Eの現状

アの特徴~フレアループ 太陽近傍散開星団の金 分光:衝撃波説の復活 小川原嘉明

上空の高温領域の性質~ 属量測定観測結果 菅井肇(京大理)他 (宇宙研)他

秋山幸子(総研大)他 三戸洋之(東大理)他

M26a ょうこう/SXT V29a 冷却広視野カ R29a 近傍渦巻銀河 W02a ASTROモ衛星 09・15

による Preflarephase メラの開発 11 NGC2403中の大光度 X t苔載X線望遠鏡用サーマ

の温度解析 安藤稔(名大理)他 線源の観測 ルシールドの開発

下条圭美(字宙研) 古徳純一(東大理)他 福田真一(名大理)他

M27a 1998年 8月 V30a 県立ぐんま天 R30a 近傍渦巻き銀河 W03a ASTRO-E衛星 09: 30 

18日に発生した 2つの 文台 150cm光学赤外線 に見られる大光度X線源 搭載X線望遠鏡の応答関

Xクラスフレアの硬 X 望遠鏡 の Kerrブラックホール 数の構築

線観測 橋本修 解釈 石田淳一(字宙研)他

増田智(名大STE研) (県立ぐんま天文台)他 牧島一夫(東大理)他

M28a 「ょうこうJ V31b 岡山近赤外多目 R31a 中程度赤方偏移 W04a ASTROモ搭載 09: 45 

HXTを用いた太陽フレ 的カメラ OASISの改修 渦状銀河における COお CCD検出器XISの新しい

ア加速電子のスペクト 柳i事顕史 よぴダストの存在量 イベン卜解析法と内部情

ル決定 (国立天文台岡山)他 筒井芳典(東大理)他 造

佐藤淳
V32b 岡山天体物理

村上弘志(京大理) 他

(国立天文台野辺山)他
観測所・新高分散分光

器 (HIDES)の試験観

測:I 

泉浦秀行

(国立天文台岡山)他

V33b 岡山天体物理
観測所・新高分散分光

器(HIDES)の試験観測:11

増田盛治(京大理)他

V34b 屋外シーインク

測定装置の開発

浦口史寛

(国立天文台岡山)他

M29a Positron V35a 40 GHz帯 6ビ R32a 大域的ダスト成 W05a ASTRO・E搭載 10: 00 

Annihilation and Location ーム受信機による広域 長率の定式化ー密度分 周X線CCDカメラ (XIS)

of lon Interaction Region 分子輝線観測立ち上げ、 布関数からのアプローチ の応答関数の実験データ

吉森正人(立教大理) 春日隆(法政大工)他 平下博之(京大理) に対する再現性

今西健介(京大理)他



10月8日(金)

時刻 A会場 (NllO教室) B会場 (N120教室) c会場 (N130教室) D会 場 (N140教室)

【星形成】 【星間現象】 [恒星】 [活動銀河核】

10 : 15 P35a 暗黒星雲コア Q06a 「なんてんj N35b 降着円盤の 3次 S30a 方位角磁場に貫

し1512における H13CO+ によるス-)'¥ージャイ 元SPHシミュレーション かれた回転円盤における

の観測 アントシェル LMC4の 原口圭 磁気不安定性の非線形時

広回朋也(東大理)他 CO観測 (神戸大自然)他 開発展

山口玲子(名大理)他
N36b 乱流熱伝導によ

町田真美

るADAFと標準ディスク
(千葉大自然)他

の後続 11

高本忠宏(京大理)他

N37b 光学的に厚い移

流優勢円盤を用いたスペ
クトルフィッティング

i度会兼也

(大阪教育大)他

N38b A Scenario 01 

Supersolt X-ray Sources 
with high/low states 
小山亜希子

(神戸大自然)他

10: 30 P36a NMAによる Q07b 「なんてんjによ N39b GX339-4の多 S31a 大局磁場中降着
W51A領域の H13CO+友 る LMCの12CO高感度 波長観測 (1) 流の安定性解析

びSiO観測 観測:2:シェル構造と星 根来均(理研)他 山崎尚宏

宮脇亮介 形成
N40b SS433に対する

(東北大理)他

(福岡教育大)他 水野範和(名大理)他
降着円盤モデル

Q08b 非等方磁気流 輪嶋英明
体乱流の統計理論 (北教大函館)他
3. シア・アルヴェン乱

N41b 近接連星系にお
流のラグランジュ的理論

中山薫二(高知大教育)
ける偏光:外部から照射

された降着円盤による偏
Q09b 衝撃波加速のラ 光の位相変化
ンダムウオークモデル 近藤正宏
加藤恒彦(阪大理)他 (福島大教育)他

Q10b 若い超新星残

骸における粒子加速

吉田龍生(茨城大理)他

10: 45 P37a 原始星の最大光 Q11b あすか銀河面 S32a 大局磁場の下で

度の測定:星の初期質量 サーベイにより検出さ の移流優勢降着円盤から

関数解明へのヒント れた微弱X線天体とその の放射スペクトル

土橋一仁 リッジ放射への寄与 紀基樹(東北大理)他

(東京学芸大)他 杉山奇睦

(宇宙開発事業団)他

Q12b 低銀緯未同定

y線源 GEVJ1837 
-0610方向のCOマッ

ピング観測

岡朋治(東大理)他

Q13b 渦巻銀河中心 1
kpcでの遠赤外 [CII]輝
線/連続波強度比

望月賢治(宇宙研)他

Q14b W50付近の分子

雲の一酸化炭素分子輝線

による multiline観測

津田剛士(東大理)他



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室) 時刻

[太陽】 [地上観測機器] [銀i可】 [飛朔体観測機器]

M30a 磁気ループ中の V36b NOBAによる R33a Spectral W06a ASTRO・E衛星 10: 15 

高速プラズマ流の崩壕 1.2mm観測 Energy Distributions of 搭載XRS検出器の地上較

柴崎清登 久野成夫 Dusty Stellar Systems 正実験による性能評価

(国立天文台野辺山) (国立天文台野辺山)他 高木俊暢 石崎欣尚

V37b Atacama 
(立教大理)他 (都立大理)他

Submillimeter 
Telescope Experiment 
浮田信I台
(国立天文台野辺山)他

V38b LMSAサイト
調査:フーリ工分光器に

よるチリ北音Bでのミリ

波サブミリ波大気透過

スペクトルの測定 (111)
松下聡樹(総研大)他

V39b LMSAのための
位相補償法開発の現状

森田耕一郎
(国立天文台野辺山)他

M31a X-ray Jetの空 V40b 64素子電波干 R34a Evolution of W07a ASTRO・E搭載 10: 30 

間的X線強度分布の起源 渉計における光ファイ dusty starburst galaxies. X線望遠鏡における Pt，

井上勝博 (京大理)他 パー伝送の位相検証 1. Origin of faint SCUBA AuのM唄収端エネルギー

後藤健太郎惇大理工) sources の決定

V41b FPGAを用い
戸次賢治 芳賀一寿(名大理)他

た 64/256素子電波干渉
(東北大理)他

言十の PCインターフェ

イスの開発

水野桂寿(早大理工)他

V42b SIS-HEMT -
体型ミキサーの試作及
ぴ性能評価

大野剛志
(日本通信機)他

V43b SIS.超伝導受信器
に用いるGM冷凍機の検討

安藤浩哉(豊田高専)他

M32a フレア・コ口 V44b マルチビーム R35a Evolution of W08a レプリカ法を用 10: 45 

ナルホール・ストリー 受信機観測システム dusty starburst galaxies. いた硬X線望遠鏡の開発

マーの位置に関する 22 BEARS (25-BEam Array 11. The role of orbital 高橋誠司(名大理)他

年法則 Receiver System) 3・フ configulation 

斎藤尚生 口ントエンド. 塩谷泰広

(東北大理 08) 山口千栄子 (東北大理)他

(国立天文台野辺山)他

V45b マルチビーム受

信機システム (BEARS)4 
一性能自動測定システム

飯塚吉三

(国立天文台野辺山)他

V46b 富士山頂サブミ

リ波望遠鏡による 492t345
GHz受信機の評価

伊藤哲也 (東大理)他

V47b 富士山頂サブミ

リ波望遠鏡用809GHz帯
SIS超伝導受信機の開発

前j峯裕之(東大理)他



10月8日(金)

.時刻 IA会場 (NllO教室)

11 : 00 

12: 00 

[星形成1

13 : 00 I P38a 磁気雲における
星形成と銀河における星

形成率
中野武宣(京大理)

13 : 15 I P39a 多次元輯射輸送
計算による原始星の研

究;TMC1
中里剛

(筑波大物理)他

13 : 30 I P40a 星間磁気雲の重
カ収縮:アウトフローの
出現

富阪幸治
(新潟大教育人間科)

13 : 45 I P41a すばるによるオ

リオン KL領域の水素分
子輝線撮像観測

臼田知史
(国立天文台ハワイ)他

14: 00 I P42a オリオン星生成
領域中心部の水素分子輝
線天体

山下卓也

(国立天文台ハワイ)他

14: 15 I P43a すばる望遠鏡に

よるオリオン星雲におけ
る低質量星形成の観測

中島康(名大理)他

B会場 (N120教室) C会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

ポスターセッション・前半
(ポスター会場:学生会館 2階 大集会室)

(昼)

[星間現象1

Q15a iあすか」に
よる NorthPolar Spur 
の観測

国分紀秀(東大理)他

Q16a 「なんてん」
による VelaSNR に付
随する分子雲の
12CO(J=1ー0)観測

森口義明(名大理)他

Q17a 「なんてん」
によるケンタウルス座
領域におけるスーパー
シェル探査

松永健一(名大理)他

Q18a Optical emission 
of high latitude clouds in 

the Solar neighborhood 

Zagury， Frederic 

(名大理)他

Q19a 銀河中心領域
のX線大局構造 (11)

坂野正明(京大理)他

Q20a 銀河系中心にお

ける分子ガスの face-on

vlew 

津田剛士(東大理)他

[恒星} [活動銀河核]

N42a 回転星の慣性モ IS33a 活動銀河核から
ードと永年的不安定 |の光度変光に対する相対
吉田至}II買 |論的効果

(東北大理)他 | 三松正憲(京大理)他

N43b 脈動変光星のー S34a マクロレンス'効
層模型と減衰項の効果 果の空間変化によるクェー

田中靖夫 サーの時間変動源制限方

(茨城大教育)他 米原厚憲(京大理)他

N44b Line-Profile 
Variability of the Be Star 

). Eri From Campaigns 

in 1994 - 11 

神戸栄治

(防衛大地球科学)他

N45b RV Tauri型星の
2:1共鳴モデル
石田俊人
(西はりま天文台)

[銀河形成]

N46a Rp-process B01a すばる望遠鏡に

beyond Se on accreting よる赤方偏移 1.2の銀河団

nuetron stars の近赤外光度関数の観測

小池修(九大理)他 鍛冶i宰賢

(東北大理)他

N47a 漸近巨星分枝星 B02a すばる望遠鏡に

でのリチウム合成 よる z=2.4輝線天体の近
岩本信之 赤外撮像観測

(東北大理)他 山田亨(東北大理)他

N48a 11型超新星爆発 B03a すばる望遠鏡に

における軽元素合成一 よる HubbleDeep Field 
ニュートリノ照射モデル の狭帯域撮像観測

による影響一 岩室史英(京大理)他

吉田敬(東工大理)他

N49a 超新星爆発時の B04a [011]3727 

r 過程元素合成と MSW効 Emitter near the Quasr 

果 BR1202-0725 at z=4.7 

大槻かおり 太田耕司(京大理)他

(国立天文台)他



E会場 (N150教室)

[太陽】

M33a 太陽活動極大期
に現れる極域低速太陽風

大見智亮

(名大STE研)他

M34a 圏内 VLBIを用
いた太陽風の観測

清水義行(名大理)他

M35a YOHKOH， 
SOHO，TRACEで見た

CMEの発生プロセス
田中智宏

(東京理科大理)他

M36a 空間相聞を持
つ磁気流体波動による

荷電粒子の加速

蔵満康浩
(九大総理工)他

M37a 相対論的リン

グ分布により励起され

る電磁波の非線形長時

開発展

松清修一

(九大総理工)他

1999年秋季年会

F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室)

ポスターセッション・前半
(ポスター会場:学生会館 2階 大集会室)

(昼)

【地上観測機器]

V48a 2周波フィルム

レンズアンテナ

氏原秀樹(総研大)他

V49a 空間時間 FFT
プロセ ッサーにおけるナ

イキストレート信号処理

大師堂経明

(早大教育)他

V50a ミリ波電波カ

メラによる SZ効果観測

計画 VIII 
坪井昌人

(茨城大理)他

V51a 大型ミリ波サ

ブミリ波干渉計のため

の分光相関器試作

百瀬宗武

(国立天文台野辺山)他

【銀河I

R36a 木曾シュミット

・2k・ccdによる highz 
銀河・クェーサーサー

ベイ

林野友紀

(東北大理)他

【飛朔体観測機器]

W09a 硬X線望遠鏡に

用いる多層膜スーパーミ
ラーの性能評価

市丸智(名大理)他

R37a 多色の銀河計数 IW10a ASTRO・E衛星
から見た早期型銀河の進|硬X線検出器 HXDの角

化 |度レスポンス

仲田史明(東大理)他| 松本縁(東大理)他

R38a Hubble Deep W11a ASTRO・E衛星

Fieldにおける銀河計数 硬X線検出器(HXD)アン

の解析 チカウンタの地上較正

戸谷友則 山岡和貴(字宙研)他

(国立天文台)他

R39a 楕円銀河形成数 W12a ASTRO-E衛星

値シミュレーション:色 搭載硬X線検出器(HXD)

一等級関係 のエネルギ一応答の地上

河田大介(東北大理) キャリプレーション

杉保昌彦(東大理)他

時刻

11: 00 

12: 00 

13: 00 

13: 15 

I 13: 30 

I 13: 45 

V52a 高精度10mミリ R40a 楕円銀河におけ W13a 比例計数管ガス I 14: 00 

波サブミリ波アンテナ るsteepcuspの起源 t曽幅率のX線吸収位置ヘ

の設計(11) 穂積俊輔 の依存性

浮田信j台 (滋賀大教育)他 桜井郁也(理研)他

(国立天文台野辺山)他

V53a ミリ波サブミリ R41a 楕円銀河内部の W14a 京大における X I 14: 15 
波アンテナ用アルミモノ 色勾配の起源解明 線CCD検出器開発の現状

ブロックパネルの評価 田村直之(京大理)他 辻本匡弘(京大理)他

その2
佐藤直久

(国立天文台野辺山)他



10月8日(金)

時刻 IA会場 (NIlO教室)

【星形成】

14: 30 I P44a すばる望遠鏡に

14: 45 I 

15: 00 

16: 00 

16: 50 
17: 00 

よる Praesepe星団中の
低質量星の探索

田口智之(京大理)他

B会場 (N120教室) C会場 (N130教室)

【星間現象】 [恒星]

021b 銀河中心領域 N50a 超新星における
における分子雲の力学 ニュートリノ風はr過程

的状態 IV の起源になりうるか?

宮崎敦史 和南城伸也

(茨城大理)他 (国立天文台)他

022b 超新星残骸

W44と相互作用してい
る巨大分子雲の詳細構造

瀬田益道(通総研)他

023b 富士山望遠鏡
によるW49A方向の

CO(3-2)輝線
宮脇亮介
(福岡教育大)他

024b W51A領域の

CS(J=1-0/2-1)輝線に
よる観測

菅野寛隆
(茨城大理)他

I025b Digitized Sky N51a r-過程元素の起源

Surveyに基づく暗黒星 と原子核モデルへの制限

雲の銀河面探査 寺i宰真理子

神 鳥 亮 (東大理)他

(東京学芸大)他

026b カメレオン座

分子雲の星間滅光一一
酸化炭素同位体柱密度

相関関係

早川貴敬(名大理)他

027b 星間塵からの
遠赤外線放射スぺクト
ルの特性

奥村健市(通総研)他

028b 星間分子 CnH
(n=3-8)の異性体の構
造と観測可能性

高橋順子

(国立天文台)他

ポスターセッション・後半
(ポスター会場:学生会館 2階 大集会室)

招待講演 (A会場)

総会 (A会場)

D会場 (N140教室)

[銀河形成]

B05a IRTS/NIRSによ
る近赤外字宙背景放射光
の観測 11

田中昌宏(字宙研)他

B06a 銀河系の形成と
進化1.新しい金属欠乏
星カタログの完成と解析
千葉柾司
(国立天文台)他

B07b 銀河系の形成と

進化 11.低金属量ハロー
の形成

戸次賢治
(東北大理)他

B08b N体計算で探る
銀河囲内銀河の進化

岡本崇(北大理)他

B09b Preliminary 
Results from the VLBA 
OH Maser Survey for 
Space-VLBIObservations 
堀内真司

(国立天文台)他



E会場 (N150教室) F会場 (N151教室)

[地上観測機器】

V54a 野辺山新10mミ
リ波サブミリ波望遠鏡搭
載受信機システムの開発
河野孝太郎
(国立天文台野辺山)他

V55a 野辺山ミリ波
干渉計におけるファー

ストスイッチング法の

効果測定
横川創造(東大理)他

G会場 (N143教室)

[銀河】

R42a 赤方偏移率一後
遅速度関係の再検討

阿武靖彦

ポスターセッション・後半
(ポスター会場:学生会館 2階 大集会室)

招待講演 (A会場)

総会 (A会場)

1999年秋季年会

H会場 (N131教室) 時刻

[飛朔体観測機器】

W15a 超伝導トンネル I 14: 30 
接合素子を用いたX線検

出器の開発 (IV)
大谷知行(理研)他

W16b X線用CCDの開 I 14・45
発(動作クロ ックによる検
出効率とエネルギ一分解

能の向上)
阿久津大介

(阪大理)他

W17b XMM EPIC 
MOS CCDを用いた画素
内での X線検出効率変化

の測定
吉田久美(阪大理)他

W18b ASTRO-E搭載
×線 CCDカメラ

(XIS)FMの地上較正試験
大田基在(阪大理)他

W19b 超伝導 トンネル
縫合検出器のX線撮像性

能の研究(11)
久志野彰寛
(都立大理)他

15: 00 

16: 00 

16: 50 
17・。。



10月9日(土)

時刻 A会場 (NllO教室) B会場 (N120教室) C会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

{星間現象} [恒星】 [銀河形成]

09: 00 029a 「なんてんJ N52a The Properties 810a 楕円銀河の年齢
による高銀続分子雲の 01 Hypernovae SNe はこうすれば測定できる
探査2 1997ef and 1998bw 有本信雄 (東大理)他
吉川奈緒 (名大理)他 Paolo A. Mazzali 

(東大理)他

09: 15 030a 南天の中・高 N53a 超相対論的な衝 811a 実際の楕円銀河
銀緯にある暗黒星雲の 撃波面の安定性 の年齢測定
分子雲探査 小倉潤 (広大理)他 中村理 (東大理)他
真 野 悟 (名大理)他

09: 30 031a 「なんてんjに N54a IIb型超新星 812a 暗黒物質ハロー
よるいて座，たて座領域 1996cbの光度曲線 の質量分布から決定し
における分子雲サーベイ 中村敬喜 (東大理)他 た，銀河，銀河団の形成
峯 義浩 (名大理)他 年代

佐藤紳司 (名大理)他

09: 45 032a Atomic Carbon N55a 重力勝壊型超新 813a 銀河団の考古学
Is a T emperature Probe 星に於けるジェ ッ卜状爆 藤田裕 (阪大理)他
in Dark Clouds 発の物質混合に対する効

立松健一 果
(国立天文台野辺山)他 長i竜重博(東大理)

10: 00 033a 富士山頂サブ N56a 種族川大質量星 814a 第一世代星の上
ミリ波望遠鏡を用いた の進化，超新星爆発，元 限質量について

W28， W44， IC443の広 素合成 大向一行 (京大理)
域観測 梅田秀之 (東大理)他
有川裕司 (総研大)他

10: 15 034a 牡牛座分子雲 N57a 宇宙最初の恒星 815a 原始銀河ガス雲
複合体における元素組 の生き残りは，どこにい の収縮と分裂
成のばらつき るか? 釣部通 (京大理)他
池田正史 (東大理)他 藤本正行 (北大理)他



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室) 時刻

[字宙ジェッ ト】 [天体力学] [銀河団] [飛朔体観測機器]

A01a Blazarからの高 K01a An Analytical T01a 銀河団内におけ W20a SOLAR-B衛星 09: 00 

エネルギー放射と電子 Theory on the Motion of る commonhaloの形成 搭載 X線望遠鏡 (XRT)の

加速 Nereid Saad と銀河の進化 開発

楠瀬正昭 Abde1-naby Saad 泉水朋寛(東大理)他 坂尾太郎(宇宙研)他

(関西学院大理)他 (総研大)他

A02a NGC 6251の K02a 天王星が海王 T02a SPH による W21a Solar-B XRTカ 09・15

VLBIスケールカウンタ 星との平均運動共鳴に radiative coolingを取り メラ開発:裏面照射型

ージェットの発見 与える影響 入れた銀河団の数値流体 CCDの-50.CでのX線照

須藤広志 布施哲治(総研大)他 シミュレーション 射耐性

(東北大理)他 吉川耕司 (京大理)他 鹿野良平

(国立天文台)他

A03a 磁気拡散が磁 K03a Upsilon T03a Off-center W22a 国際宇宙ステー 09: 30 

気流体ジェッ卜の加速 Andromedaeの惑星系 mergers of clusters of ション搭載全天X線監視

機備に及ぼす影響 の安定性 galaxies 装置 (MAXり搭載用 CCD

桑原匠史 中井 宏 滝沢元和(京大理) カメラの開発

(千葉大自然)他 (国立天文台)他 宮田恵美(阪大理)他

A04a 磁気流体ジエツ K04a 普遍(universal) T04a Spontaneous W23a 国際宇宙ステー 09: 45 

卜形成における非軸対 ケプラ一方程式の高速 reduction of the heat ション搭載全天 X線監視

称磁気不安定性の効果 解法 conductivity by a 装置 (MAXI)の開発

松元亮治 福島登志夫 temperature gradient 杉崎睦

(千葉大理)他 (国立天文台) driven instability in (宇宙開発事業団)他

electron-ion plasmas 
服部誠(東北大理)他

A05a AGNジェ ッ ト K05a 1次元重カリン T05a 銀河田中の高温 W24a ASTRO-F(IRIS) 10: 00 

におけるヘリカル構造と グモデルにおける相転 プラズマにおける制動放 搭載 SiC望遠鏡の開発

ホットスポッ トの形成 移現象の考察 射過程の断面積の解析的 金田英宏(字宙研)他

中村雅徳 井口 修(お茶大理)他 近似式

(東京理科大理)他 坂本強

(上智大理工)他

A06a 字宙ジェッ卜 K06b Andromedae T06a 銀河田中の高温 W25b 太陽フレアの高 10: 15 

モデルの世紀末:多段 惑星系の安定性 プラズマにおける制動放 精度硬X線スペクトル観

階加速 伊藤孝士 射過程の断面積の計算 測計画

福江純(大阪教育大) (国立天文台)他 草野秀剛 小林 研 (東大理)他

(上智大理工)他
W26b 赤外線天文衛

[太陽系]
星ASTRO-F計画の現状

L01b 自己重カリン について

グ粒子系の角運動量輸 村上浩(宇宙研)他

送機構の解明
W27b ASTRO-F(IRIS) 

台坂博(東工大理)他
搭載赤外カメラ IRCの開

L02b 地球型惑星に 発・検出器系の現状

対する小惑星の接近に 度会英教 (宇宙研)他

ついて
W28b ASTRO-F(IRIS) 

吉川 真(字宙研)他
衛星搭載用極低温オペア
ンプ回路の現状

渡部豊喜(名大理)他



10月9日(土)

時刻 A会場 (NIlO教室) B会場 (N120教室) C会 場 (N130教室) D会場 (N140教室)

[星間現象] [恒星】 【銀河形成]

10: 30 035a オリオン Ultra- N58b いて座新星 B16a 原始ガス雲にお

Compact HII regionの 1999の偏光分光観測 ける星形成

VLBI観測 川端弘治 中村文隆

藤沢健太 (国立天文台)他 (新潟大教育人間)他

(国立天文台)他
N59b 超新星

SN1999byの CCD測光

観測

加藤伸彦
(岡山理科大工)他

N60b Type 11 

Hypernova SN 1997cy 
の光度曲線のモデル

鈴木知治(東大理)他

N61b ガンマ線パース卜

の偏光残光と磁場の起源

花見仁史
(岩手大入社)

10: 45 036a Orion KL水メ N62b 機々な絶対光度 B17a 原始ガス中の星

ーザーパース卜源の をもっガンマ線パース卜 形成ー原始星コアの進

VLBA観測 に対する統一的措像 化-

下井倉ともみ 戸谷友則 西亮一(京大理)他

(鹿児島大理)他 (国立天文台)

N63b The Two-color 

Diagrams for Low-mass 

Population 111 stars 

官谷幸手IJ (東大理)他

N64b HgMn星におけ

る磁場の探査

比四井昌英

(東海大文明研)他

N65b Cp2星HR5049，
4070-670oAの分光解

析(11)

西村昌能

(京都府立向陽高校)他

11 : 00 

ポスターセッション・後半
(ポスター会場:学生会館 2階 大集会室)

12: 00 

(昼)

【星間現象】 【恒星1 [銀河形成1

13 : 00 037a VLBI Monitoring N66a 反復新星USco B18a 星間雲形成中の

Observation of the の1999年爆発と食の観測 熱的不安定と星団形成

Semiregular Variable R 加藤太一(京大理)他 田代基慶(京大理)他

Crateris 
イシツカホセ
(東大総合文化)他

13 : 15 038a 星生成領域での N67a 回帰新星 USco B19a 宇宙膨張中のパ

星間ガスの組成と熱収支 の光度曲線モデルと白色 ンケーキガス雲の分裂

水谷昌彦(東大理)他 嬢星の質量 大石智広

加藤万里子 (慶応大) (茨城大理工)他



E会場 (N150教室)

【宇宙ジェット 】

A07b 宇宙ジェット

モデルの世紀末:円盤

コロナによる収束

福江純伏阪教育大)

A08b 轄射圧で加速さ

れた相対論的降着円盤風

牧井康雄

(大阪教育大)他

A09b 宇宙ジェット

的視点から考察した惑

星状星雲の形成

五百蔵雅之

(大阪教育大)他

A10b 降着円盤中で

の対粒子生成，加速とジ

ェット形成

山崎達哉 (阪大理)他

A11b 磁気リコネク

ションの相似的時開発

展モデル

新田伸也(総研大)他

A 12b Jet-Heated 
Emission of the W50 
Shell 
並木雅章(理研)他

[宇宙ジェット ]

A13a rあすかJと

Rossi X-ray Timing 
Explorer による SS433 
の同時観測

河合誠之(理研)他

A14a 中心星双極子

磁場と降着円盤との相

互作用の大局的 3次元

シミュレーション

林満(国立天文台)他

1999年秋季年会

F会場 (N151教室)

[太陽系】

L03b 冥王星とシャ

ロンの分光観測

澄川慎司

(神戸大自然)他

L04b 可視冷却CCD
カメラによる地球m 月系
の秤動雲の観測計画

高橋茂

(神戸大自然)他

L05b Galileo衛星食/

G会場 (N143教室)

[銀河団]

T07b 銀河囲内の宇宙

線と X-rayLuminosity-
Temperature Relation 
井上進
(東大宇宙線研)他

T08b 銀河田中の相対

論的電子と非熱的放射:

merger shock 
acceleration model 
滝沢元和(京大理)他

H会場 (N131教室)

[飛朔体観測機器】

W29b ASTRO-F(IRIS) 
衛星搭載遠赤外線観測装

置(FIS)開発の現状

川田光伸(名大理)他

W30b 圧縮型Ge:Ga素
子の非線形性・過渡的応

答特性

岡村吉彦(東大理)他

W31b ASTRO・F(IRIS)
搭載 InSb近赤外線二次

掩蔽の近赤外観測 T09b かみのけ座銀河|元アレイの性能評価

竹内 覚(福岡大理)他 団の光度分布の測定 | 藤田真之(東大理)他

L06b 1999年しし座

流星群流星痕同時観測

キャンぺーン

戸田雅之

(日本流星研究会)他

L07a 超スローシャ

ッタ一 CCDカメラ捜天

システムによる流星観測

戸田雅之

(日本流星研究会)他

国口弘子

(東京学芸大) 他

T10b 銀河団の単位パ

リオン質量当たりの B
バンド光度の進化

嶋作一大(東大理)

T11b NRAO 58領域

の光学観測

中平勝子

(阪大理/名大理)他

T12b A3158の構造

太田泰史

(熊本大理)他

T13b rあすか」によ

る2つの遠方銀河団

A2537とA267のX線観測

田村隆幸(宇宙研)他

T14b アークの統計の

ための銀河団
aAC:: lnM n...l?l? 

MS 1910.5+6736 

のあすか観測

森川浩司

(東北大理) 他

ポスターセッション・後半
(ポスター会場:学生会館 2階 大集会室)

(昼)

【太陽系]

L08a しし座流星群

のダストの軌道

古在由秀

(ぐんま天文台)

L09a IRTSによる黄

道面付近の中間赤外線観

測と黄道光縞射モデル

大坪貴文(東大理)他

{銀河団1

T15a すばるによる銀

河団CL0939+4713の撮

像観測

宮崎聡
(国立天文台) 他

T16a A Search for 
Superclustering of Galaxies 
and Ouasars at z= 1.1 : APO 
TDI Imaging Survey 
田中壱(東北大理)他

W32b ASTRO-F 
(IRIS)搭載用遠赤外フー

リエ分光器の開発 111

高橋英則

(科学技術振興事業団)他

W33b ASTRO・F(IRIS)
搭載遠赤外線フィルター

の評価

字i章野博士(名大理)他

W34b ASTRO・F(IRIS)
搭載赤外カメラの光学材

料 KRS-5極低温屈折率

測定

前回一平

(都立科学技術大)他

W35b 日印共同による新

気球赤外線望遠鏡観測計画

伊藤淳(名大理)他

W36b O.5mm角Ge:Ga
素子を使った圧縮型遠赤

外線検出器の開発

広野等子(名大理)他

[飛朔体観測機器1

W37a Solar-B衛星搭

載・ミッションデータプ

ロセッサ (MDP)の開発

松崎恵一(宇宙研)他

W38a Solar-B搭載可視

光磁場望遠鏡(SOT)の設

計進捗状況

清水敏文
(国立天文台)他

時刻

10: 30 

10・45

11: 00 

12: 00 

13: 00 

13 : 15 



10月9日(土)

時刻 A会場 (NllO教室) B会場 (N120教室) C会場 (N130教室) D会場 (N140教室)

[星間現象】 [恒星] [銀河形成]

13: 30 039a Young Stellar N68a U Scorpii: la型 B20a 原始銀河雲への
Objectsの3ミクロン吸収 超新星爆発直前の星か? UV光の浸透による光電
バンドの分光観測 蜂巣泉 離・光加熱
石井未来(名大理)他 (東大総合文化)他 田尻祐紀子

(筑波大物理)他

13: 45 040a Characterization N69a 主成分解析法を B21a 非一様宇宙にお
of the Unidentified 用いた低分散分光データ ける宇宙再電離に対する
Infrared Emission Bands での金属量決定 11 輯射輸送の効果

Chan， Kin-Wing 伊藤信成(東大理)他 中本泰史

(東大理)他 (筑波大計算物理)他

14: 00 Q41a SiO凝縮物のホ N70a 金属欠乏星の B22a HαForest and 
トルミネ ッセンススペ Keck HIRESスペク卜ル Cosmic Reionization 
クトjレ の解析 (1):微視的乱流 Epoch 
和田節子(電通大)他 速度と鉄組成 梅村雅之

佐藤静(東海大工)他 (筑波大計算物理)他

14: 15 Q42a 結晶性シリケイ N71a 金属欠乏星の B23a 原始銀河形成に
卜の赤外反射スペクトル Keck HIRESスペクトル おける光電離と輯射輸送

茅原弘毅(阪大理)他 の解析 (11):酸素と硫黄 の重要性
の組成 北山哲(都立大理)他
比田井昌英

(東海大文明研)他

14: 30 Q43a OCCから生成 N72a 光結合型 VLBI B24a 銀河の形態分化
するダイヤモンドの成長 で観測された RSCVn型 理論と観測との比較
木村誠二 連星 HR1099 須佐元

(立命館大理工)他 川口則幸 (筑波大計算物理)他
(国立天文台)他

14: 45 Q44a 宇宙塵表面に N73a 褐色姪星の大気 B25a 短小銀河の力学

おCけOる分札子分子生成反応 情造とその観測特性VIII. 的・化学進化
と の蒸発機構 温かいダストと冷たい分 西川敦子(北大理)
高橋順子 子ガスの複合モデル
(国立天文台)他 辻隆(東大理)他

15: 00 Q45a 太陽系外の惑 B26a 銀河形成の準解
星 rBoo系からのパー 析的モデルによる銀河の
スト的電波放射さがし 光度関数のパラメータ依
白鳥裕 存性

(九州東海大工)他 長島雅裕 (阪大理)他

15 : 15 B27a 階層的構造形成
に伴う銀河の質量成長と

星形成史
花見仁史
(岩手大入社)

15: 30 B28a hierarchical 
clusteringとフィードパ
ック
吉岡 諭(東京商船大)

15: 45 B29a OSO光度関数
の時間進化と高赤方偏移
での観測可能性
清水守(東大理)他

16: 00 



1999年秋季年会

E会場 (N150教室) F会場 (N151教室) G会場 (N143教室) H会場 (N131教室) 時刻

[宇宙ジェッ ト] [太陽系] [銀河団} [飛朔体観測機器]

A15a 字宙ジェットの L10a 可視CCDカメ T17a コンパク卜銀河 W39a Solar-B搭載 13: 30 

一般相対論的電磁流体力 ラによる善星ダスト・ 群の力学状態 EUV Imaging 

学数値シミュレーション トレイルの観測 西i甫慎悟 Spectrometer 

青木成一郎 藤井康正 (東北大理)他 原弘久

(東大理)他 (神戸大自然)他 (国立天文台)他

A16a 衝撃波形成を L11a The Mo巾hology T18a 「あすかjによ W40a HETE2計画の 13: 45 

伴う宇宙ジェッ卜の磁 of Comet Cパ998K5 るShakhbazyanのコン 進行状況 11

気流体力学数値シミュ (LlNEAR)ーIntermittent パク卜銀河群の観測 吉田篤正(理研)他

レーション Fragmentation of the 高橋勲(東大理)他

工藤哲洋 Nucleus ?-
(国立天文台)他 渡部潤一

(国立天文台)他

A17a 字宙ジェ ット L12a パターン認識の T19a 「あすかJによ W41a 口径60mも可能 14: 00 

における knot生成 手法を用いたNEO検出法 るAbel12199の元素分 か?フィルムレンズを用

加藤精一(東大理)他 板垣和幸 布の観測 いた電波望遠鏡衛星の設

(北見工大)他 柴田亮(宇宙研)他 言十

寺田和広(東大工)他

A18a カーブラック L13a 木曽太陽系外 T20a ASCA衛星によ W42a 宇宙工場:字宙 14: 15 

ホール磁気圏でのジェ 縁部サーベイ る重力レンズ銀河団の観 における巨大望遠鏡の建

ッ卜形成の数値実験 木下大輔 測;銀河団の質量推定 E宣
小出真路 (東京理科大)他 橋本谷磨志 戎崎俊一(理研)他

(富山大工)他 (松下電器)他

A19a ブラ ックホー L14a Blue Clearing W43a 宇宙工場で組み 14: 30 

ル磁気圏からのプラス 現象と Martian 立てる宇宙可視望遠

マ放出流 Equatorial Clouds 鏡SHOUT計画

高橋真聡 中串孝志(京大理)他 半田利弘(東大理)他

(愛知教育大)

A20a 高強度レーザ L15a 星食のビデオ観 14: 45 

ーによる輯射流体宇宙 測から新たに見つかった

ジェ ッ卜機嫌実験 月縁の山と沓

高部英明 相馬充

(阪大レーザ一研)他 (国立天文台)他

{位置天文学】

J01a Hipparcos 15: 00 

Catalogueの固有運動と
視線速度カタログから求
められる銀河回転速度

植村誠(京大理)他

J02a 銀河団 ACO 15: 15 

576方向に検出した高

速移動星

川口美紀(九大理)他

15: 30 

15: 45 

16: 00 



10月7日(木)午後 -10月8日 (金)午前

【太陽1
M08b -M11b 

M18b-M24b 

【星形成】

P07b -P13b 

P19b -P29b 

{銀河】

R13b -R27b 

【活動銀河核]

S16b -S24b 

ポスターセッション・前半

10月8日(金)午後 -10月9日 (土)午前

ポスターセッション・後半

【宇宙ジ‘エツト】

A07b -A12b 

【銀河形成】

B07bー B09b

【位置天文学】

{天体力学1
K06b 

【太陽系]

L01bー L06b

[宇宙論]

U14b-U18b 

【地上観測機器】

V04b-V07b 

V11b -V13b 

V20b-V27b 

V31b -V34b 

V36b-V47b 

【情報処理}

X06b -X16b 

1999年秋季年会

[天文教育・その他】

Y03b -Y10b 

[↑亘星1
N07b -N12b 

N19b -N26b 

N31b -N41b 

N43b -N45b 

N58b -N65b 

[星間現象1
Q07b-Q14b 

Q21b-Q28b 

[銀河団1
T07b -T14b 

【飛朔体観測機器】

W16b-W19b 

W25b-W36b 

【ポストデツドライン]



筆頭著者索引

(50音順〉



【A】一【Z】

Chan， Kin-Wing ………日"…日………………日.......日..0ω40伽a 

Kundu， Muku叫li................................................................. M17a 

Lee， Woo Min .………….“………….υ………….日………….“………….“………….“……….り…….日….“…………..………….“………..……..………….“…………..………….“………..…….“….“…………..………….日…………..………….“……….“…….日….日..………….“…….“…….“….日…………..…………..………@リ…….“….“…………..…….日…….日….“.………….“…….口…….口….日………….日…………..一……….口………….日…………..…………..…………@リ……一….口………….日………….“………….口……….“……..….“.“……….“……..….“.N問30aa 

Liωou， Guo-Chin .…….υ…..……..…….“…..“…h “…….“...……..…...…….“…...………..…….υ…....…….“….“.“…….“...……….“…….υ….υ.“…….“..………..……..….υ..…....“.U山16b

Ma位zzali，Pa印oloA.............“............................................... N防52勾a 

SAAD Abdelト-nabyS .............…........................日.............. K01a 

Shen】，Zhiト-Qi凶ang...................υ.............................S2引1b司 S22b

Yao仏，Yongqiang ...口...................................… .......川...……..….日.....P円14a

Zagurηy， Frede釘riにc................................................................018a 

【あ】

青木成一郎..(あおきせいいちろう) ー .. •..•.••. •• • A15a 

青 山紘子 ..…・・(あおやま ひろこ)....................・ .....P32a 

牒秀彦....・H ・.(あがたひでひこ).••..••.••..••••.••.••.•.••.•• Y01a 

秋山幸子 H ・H ・.(あきやま さちこ)•••••••••• ..•.•• ..••••.•••••.• M25a 

秋山正幸.......(あきやま まさゆき)...........・ ー.....S06a 

阿久津 大介 …(あくつだいすけ)...........・ .••...••.••. W16b 

朝 木義晴.…・・・(あさきよしはる)•..••..•..• •••.••..•.•.•••.•• • V07b 

浅 田圭一…...(あさだけいいち)….........・………・ S25a

浅 山信一郎…(あきやましんいちろう)......ー .. P06a 

芦湾幸太.......(あしざわ こうた)..・ n ….................M21b 

穴吹直久...・...(あなぷきなおひさ).••..••.••••.•••.•••..••••. S14a 

阿部純也 H ・H ・.(あベじゅんや) …・0 ・… ー .. • S29a 

荒井 賢三 H ・H ・.(あらいけんぞう)........................・e・...U14b 

有 川裕司 H ・H ・.(ありかわゅうじ).....・H ・-…......・・ .....033a

有本信雄 H ・H ・.(ありもとのぶお)•..••..•..•••..•••••••..••••.• B10a 

粟野諭美 H ・H ・.(あわのゆみ)・….••.. •.....•••..• •...••..•• .• Y04b 

安藤浩哉 .......(あんどうひろや)•• •..•• •• .••.•• .••••..••••.••. V43b 

安藤稔....・H ・.(あんどうみのる)••• ••••• •.••. •••••••.. •• ••.• •• V29a 

阿武靖彦…・・ (あんのやすひこ)•••••••.• .••.•• •• •• •. .•• ••. •• . R42a 

-
1
4
 

、、.. 
a
L
V
 

，『且‘

飯田 彰 ....・H ・.(いいだあきら)…υ・H ・H ・....・M ・....・H ・...P27b 

飯塚吉三...・...(いいづか よしぞう)...........................V45b 

井岡邦仁…・・・(いおかくにひと)•• •..••••.••. ••.• •• •..••••. ••. R07a 

五 百蔵雅之…(いおろい まさゆき).••..•.•.. ••.•••• .. •.... •• . A09b 

生田ち さと …(いくたちさと)....................・・ ....R02a 

井口 修...・H ・..(いぐちおさむ)•..• •• .••••.••..••.•.••..•.•..••. K05a 

井口 聖 ……(いぐちさとる) ••• .••..••.••.•.••.••••.. •• .•. •• . S26a 

池田正史 .......(いけだ まさふみ)...・M ・......".."....… ..034a

池田優二...・...(いけだ ゅうじ) .. 日… .....…H ・H ・...N26b 

石井貴子 H ・H ・.(いしいたかこ)...・M ・-ー一日… υ........M05a 

石井未来 H ・H ・.(いしいみき). ・・・・・・・ ・ー...039a

石崎欣尚.......(いしさきょしたか)….....................W06a 

石田淳一 …・・・(いしだじゅんいち).....…................. W03a 

石田俊 人 …・・(いしだ としひと).•••.••.••.•.•••.••.•.••••••• N45b 

イシツ カホセ (いしっかはせ) ..・ .....................037a

石原裕子 .......(いしはらゅうこ)•••••..•..••..••...••• ..• ••••• S28a 

石丸友里.……(いし まるゅうり) R03a 

泉j甫秀行 H ・H ・.(いずみうらひでゆき)•••••.•.•.•.•.•..••.••• V32b 

板垣和幸… ・.(いたがきかずゆき) 一.....・‘ .••. L12a 

市丸 智 H ・H ・...(いち まるさとし)...............………….“………..…….日…..

出田 誠 日……...……..….日..(いしい、でた まこと)ト.…….日….日...………@“…….“….“..い……@“…….い….日..………-日…….日….目..……….日…….日….口..………..……@“….“.R聞16肋b 

伊藤 i淳享..……….. ……..….日..……..…..(いしい、とう あつし)ト..............................W附35肋b 

伊藤孝士.…(いとう たかし)•••.•••••..•.•.••• ....••••.••. K06b 

伊藤哲也.......(いとう てつや).••. ー・ ー… .• •. V46b 

伊藤信成 ......(いとう のぷなり)••••••••..•••••.•..••••. ••••• N69a 

伊藤真之……(いとう まさゆき)..…・・ .....・ N12b 

伊藤洋一 … ・・(いとう よういち)••••• •• ••..••..•. •••.. ••• •• •• P21b 

井上勝博 ..…(いのうえかつひろ)•••••..•••.•.• .••••.••••••• M31a 

井上 進 H ・H ・-・・(いのうえすすむ)........・ ..•.•....••.••• T07b 

今井 裕 H ・H ・...(いまいひろし)...・..............・...........P23b 

今枝佑輔 .......(いまえだゅうすけ).............・ P28b 

今西健介 H ・H ・.(いまにしけんすけ)...................… W05a

井美克己 H ・H ・.(いみかつみ) ••• .••• •..••..• .•.•••• ..••.••••..•.. V21b 

伊予本直子…(いよもとなおこ).........…................. S07a 

岩田生.........(いわたいくる).......・ P10b.R15b 

岩測甲誠 H ・H ・.(いわぷち こうせい).. ・・.............R23b 

岩室史英…・・・(いわむろふみひで)••• ••..• •••• .•.•••• .•••••.• B03a 

岩本信之.......(いわもとのぷゆき)……H ・a・......・a・-… N47a

【う】

上 回佳宏.......(うえだ よしひろ)……・・…ー・…....S02a 

植村 誠一H ・...(うえむらまこと).•• .. •• ••.••• .•.••. •.• •.• •.•• • J01a 

t字国信治…・…(うきた のぶはる)•..•••.••••••• V37b. V52a 

氏原秀樹 H ・H ・.(うじはらひでき)…....................・H ・...V48a 

白井文彦 .......(うすい ふみひこ) ‘ ー .•• ••.. •.. N01a 

臼田知史 ...・...(うすだ とものり)..............…....・… P41a

宇津野博士 … (うつの ひろし).••..• ••• .•.•••.•..• ••..•••••• W33b 

梅川通久 ……(うめかわみちひき)..........・o・...・ ・0・… P03a

梅田秀之…… (うめだ ひでゆき)•.. •••• .•••••....•• •.. ••••••• N56a 

梅村雅之 H ・H ・.(う めむらまさゆき).............……....B22a 

梅本智文 …・・・(うめもと ともふみ)ー・・ ... ••.• .••..••• P22b 

浦 口史寛 H ・H ・.(うらぐちふみひろ).………・… V34b



【え】

江副祐一郎…(えぞえ ゅういちろう)..................... S08a 

戎崎俊一 H ・H ・.(えびすぎきとしかず)••. ー............W42a 

遠藤貴雄.......(えんどうたかお)......................・..N09b 

【お】

大朝由美子…(おおあさゆみこ) ..... P20b 

大石智広 ...・...(おおいしともひろ)•.•• ••. .•• .. .•• •• .. •.. ••••• 819a 

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

大須賀健 H ・H ・.(おおすがけん)............・ S15a 

太田耕司……(おおた こうじ).............・0・..............804a

大田基在...・...(おおた もとあり)........ーーー .. W18b 

太田泰史 .……(おおたやすし) •• •••.• .••.•..•••• •.•• ••• •• T12b 

大谷知行……(おおたにちこう).............................. W15a 

大槻かおり..(おおつきかおり) • ... N49a 

大坪貴文…..(おおつぽたかふみ)......・・0・................L09a 

大坪政司.......(おおつぽまさし) •• ・e ・ .••. V20b 

大仲圭-.......(おおなかけいいち)••••••••.••.•.. ••..•••••••• N17a 

大西利和 …..(おおにしとしかず).・e・....・ ............ P33a 

大野剛志 H ・H ・.(おおのたけし)

大見智亮..…・・(おおみ ともあき)

大 向一行-….(おおむかいかずゆき)

大家寛....・H ・.(おおやひろし)

V42b 

M33a 

814a 

.. R06a 

大薮進喜…・(おおやぷしんき).・..........…...............S17b 

大山陽一……(おおやまよういち)••••. ••. •• .• R12a. R22b 

岡朋治...・H ・-・(おかともはる)...…日…H ・H ・............012b

小笠原隆亮…(おがさわらりゅうすけ)................... X05a 

岡村吉彦 H ・H ・.(おかむら よしひこ). ・・・・ e ・.......W30b 

岡 本崇 ….(おかもとたかし)..............................808b 

小川智也 ……(おがわ ともや)..........................… X12b 

小川原嘉明…(おがわらよしあき)........・……M ・M ・.WOla 

奥平敦也 ・・…・(おくだいらあっや).. ..................... S23b 

奥村健市…・・(おくむらけんいち)........................... 027b 

小倉勝男 H ・H ・.(おぐらかつお)…….........................P15a 

小 倉潤....・H ・.(おぐらじゅん) .•• . ............................. N53a 

尾中敬 ……・・(おなかたかし) ・・ ・・ー…H ・M ・......N15a 

面 高俊宏…..(おもだかとしひろ)........................... V04b 

【か】

鍛冶i峯賢……(かじさわまさる)….......日....・.......801a

春日隆.…・…(かすがたかし).............................. V35a 

加藤精-・H ・.(かとう せいいち)............................. A17a 

加藤太-・H ・.(かとう たいち)………...................N66a 

加藤恒彦.......(かとう つねひこ)...........・ ........009b 

加藤伸彦…・・・(かとう のぷひこ).............................N59b 

加藤万里子…(かとう まりこ)............…N22b. N67a 

加藤成晃...・...(かとう よしあき)............................. N31b 

金田英宏.......(かねだ ひでひろ)............................. W24a 

鹿野良平…・・(かのりょうへい).............................. W21a 

鎌崎岡IJ・……・(かまさきたけし). 一 一.....P13b 

釜谷秀幸.......(かまや ひでゆき)............................. P02a 

亀野誠二.......(かめのせいじ)... •••.•.•• •• S20b. S27a 

川井敦..…..(かわいあっし).........……・…刊e・.....X02a 

河合誠之.......(かわい のぷゆき)............................. A13a 

河北秀世.....(かわきたひでよ)…....................…...Y07b 

川口俊宏...・...(かわぐちとしひろ)........................... S16b 

川 口則幸...・...(かわぐちのりゆき)

川口美紀…… (かわぐちみき)

N72a 

J02a 

川崎正寛.......(かわささまさひろ)............ 司・........N05a 

)11崎 i歩 ....... (かわさきわたる)..・ 0 ・・e・-… ..........R27b 

河田大介 H ・H ・.(かわた だいすけ).................・.........R39a 

川 田光伸 H ・H ・.(かわだみつのぶ) 刊 目 .........W29b 

川端弘治 H ・H ・.(かわばたこうじ)..................… • N58b 

川端哲也 ……(かわばたてつや).............................. N25b 

河村晶子……(かわむらあきこ)...“…....・・H ・H ・.....P05a 

神 鳥亮..…・…(かんどりりょう)..............................025b 

菅野寛隆......(かんの ひろたか)…......・H ・...........… 024b

神戸栄治 H ・H ・.(かんべ えいじ).........・ ........ N44b 

官谷幸利 .......(かんや ゆきとし)............................. N63b 

【き】

菊地信弘......・(きくち のぶひろ). … P24b 

北井 礼三郎…(きたい れいざぶろう)..................... M04a 

北 山哲...・H ・-・(きたやまてつ)

衣笠健三 H ・H ・.(きぬがさけんぞう)

紀基樹…H ・...(きのもとき)

823a 

X09b 

S32a 

木下大輔..…・・(きのしただいすけ)............L13a. Xl0b 

木村誠二 H ・H ・.(きむら せいじ).............................. 043a 

木村 守孝 H ・H ・.(きむら もりたか)..............V09a.Vllb 

【く】

草 野秀岡Jj....... (くさの しゅうごう).............. … T06a 

久志野彰寛…(くしの あきひろ)...............・H ・.....・H ・.W19b 

楠瀬正昭 ...・...(くすのせまさあき)...........................AOla 



工藤哲洋……(くどう たかひろに .• •..•....•. .•• A16a 

久野成夫…・.(くのなりお)......・ .• •.•.••..••.•• V36b 

蔵満康浩……(くらみつやすひろ)… ー M36a 

桑原匠史..…(くわばらたくひと)........一 ….  A03a 

【こ】

小池修……(こいけおさむ)..................…ー ..N46a 

小 出真路 H ・H ・-にいで しんじ) ……..........・.........A18a

高津裕通 .......(こうづ ひろみち)••. •••• .•• •• •••.• •• .• .••••. M03a 

河野孝太郎ーにうの こうたろう )............・・ V54a 

河野誠 ....・H ・-にうのまこと)… .••• .•.•• •••• • N06a 

幸村孝由 H ・H ・.(こうむらたかよし)..，........................ N08b 

国分紀秀 .……にくぶんもとひで).................. .......015a 

古 在 由 秀 …・(こざい よしひで).............. L08a， V23b 

小 島正宜.……(こじま まさよし).. ・0・...........・H ・.M22b 

小杉城治 H ・H ・.(こすぎ じようじ).............................V17a 

後藤健太郎… (ごとう けんたろう)......・ 0・ 0・.....V40b 

後藤美和 …・・(ごとう みわ)・ー ............ N20b 

古徳純一 H ・H ・.(ことく じゅんいち)..・e・....................R29a 

ノj、林石iJf……・・(こばやし けん)..... .......................... W25b 

小林千晶.......(こばやしちあき)..................... ....... U12a 

小宮山裕…・(こみやまゆたか)......・...................N21b 

小山亜希子…(こやま あきこ).............................. N38b 

d、山 j羊....・ H ・.(こやま ひろし).. ・…......・ 0・・・e・.004a

近藤正宏 .・… (こんどうまさひろ)............. ............ N41b 

金野幸吉 H ・H ・.(こんの こうきち).................・..........N03a 

【さ】

西合一矢…・・・・(さいごう かずや).............................. P31a 

斎藤岳.........(さいとうがく) …ー・.............P04a 

斎藤尚生 H ・H ・.(さいとうたかお)…….................・・.M32a 

斉藤卓弥.......(さいとうたくや).............................. M01a 

斉藤嘉彦.…..(さいとうよしひこ) ….........….... V16a 

坂尾太郎 H ・H ・.(きかおたろう)..........・ ー……W20a

坂野正明...・...(さかの まさあき)............................. 019a 

坂本和......…(さかもとかずし)..........・......・H ・M ・....S19b 

坂本強 H ・H ・...(さかもとつよし) 日 刊 e・ ..... T05a 

桜井郁也 '"・...(さくらいいくや).........…M ・o・...・M ・..W13a 

桜井隆.........(さくらいたかし).............................. X04a 

笹尾哲夫...・...(ささお てつお) 日………ぃ.V01a 

佐藤弘一……(さとう こういち).............................V27b 

佐藤静…-…(さとう しずかに..........…..............N70a 

佐藤淳....・H ・.(さとう じゅん).............................. M28a 

佐藤紳司 ……(さとう しんじ)... 

佐藤直久・…(さとう なおひさ)

佐野孝好……(さのたかよし)

B12a 

V53a 

P26b 

沢武文……・(きわたけやす) ....，...... ................. Y09b 

津田剛士...・...(さわだつよし)…・……014b司 020a

津田.佐藤聡子(さわだーさとうきとこ)……...........V06b 

【し】

塩谷泰広 H ・H ・.(しおや やすひろ)

志岐成友…… (しきしげとも)日

柴崎清登 .......(しぱさききょと)

柴田晋平.......(しばた しんぺい)

柴田亮…H ・...(しばた りょう)••• 

芝塚要公… ・・(しばっかとしひと)

嶋作一大…・・(しまさくかずひろ)

清水敏文…・・(しみず としふみ).. 

清水守.........(しみず まもる )

清水義行.......(しみず よしゆき)

下井倉ともみ(しもいくらともみ)... .. 

下条圭美…・・(しも じよう ますみ)

R35a 

. N23b 

.... M30a 

N02a 

T19a 

. R19b 

T10b 

W38a 

B29a 

M34a 

036a 

M26a 

寿岳 i閏 .…・・・(じゅがく じゅん)............ ................ Y10b 

白鳥裕…・・…・(しらとりゆたか)..............................045a 

【す】

末松芳法.......(すえ まつ よしのり) M10b 

菅井肇 .........(すがいはじめ)............・...............R28a 

杉崎睦……・(すぎざきむつみ)...............011 b， W23a 

杉保昌彦.......(すぎは まさひこ).............……… W12a 

杉 山 直……・・(すぎやまなおし)......・a・.............…… U03a

須佐元..…….(すきはじめ)..… ....・ ・....・M ・......B24a 

鈴木建 H ・H ・...(すずき たける).............................. R04a 

鈴木知治…・..(すずき ともはる) N60b 

鈴山智也 ……(すずやまともなり)........................... V12b 

須藤広志.......(すどう ひろし)

砂田和良.…・・{すなだ かずよし)…H ・M ・S・

澄川慎司.......(すみかわしんじ)

【せ】

A02a 

. P11b 

L03b 

瀬田益道…....(せたますみち)....・ ........................022b

瀬戸直樹 H ・H ・.(せとなおき)....... .............................. U08a 

泉水朋寛…・・(せんすいともひろ)….............・ー… T01a



田村隆幸…・・(たむら たかゆき)日一..................T13b 

【そ】 田村直之.......(たむら なおゆき)............................. R41a 

樽家篤史 H ・H ・.(たるやあっし).............................. U06a 

相馬充 ....・H ・.(そうま みつる)...・e・........................L15a 

但徳和夫 (そらい かずお).............................. R18b 【ち】

【た】

台坂博....・H ・.(だいさかひろし).........…・ ー....L01b 

千葉柾司 ..….(ちばまさし) .................一。 B06a

茅原弘毅 .......(ちはら ひろき)................・........042a 

大師 堂経 明 (だいしどうつねあき)....................... V49a 【つ】

多賀正敏...・...(たがまさとし) .....・ S24b， X06b 

高木俊暢..…・・(たかぎ としのぶ)..........・.................R33a 

高田昌広 ...・...(たかだ まさひろ)..................… • U04a 

高速徳尚....…(たかとうなるひき).........・.............V22b 

高野秀路 H ・H ・.(たかの し申うろ)....・..・e・...............・..R11a 

高羽浩...・ H ・..(たかばひろし).............................. V13b 

高橋勲 H ・H ・...(たかはしいさお).............................. T18a 

高橋広治.......(たかはしこうじ).............................. R01a 

高橋茂 ..… ・・(たかはししげる).............................. L04b 

高橋順子 .......(たかはしじゅんこ)............ 028b， 044a 

高橋誠司.......(たかはしせいじ).............................. W08a 

高橋忠幸…・・・(たかはしただゆき)….......................SOla 

高 橋 英 則 …・・・(たかはしひでのり)........................... W32b 

高橋真聡...・...(たかはしまさあき).....................・M ・..A19a 

高橋元樹…...(たかはしもとき).............................. N10b 

辻隆..........… (つじたかし)

辻本匡弘 .......(つじもとまさひろ)

津田理.........(つだおさむ)

筒井芳典...・...(っつい よしのり)…

坪井昌人 .......(っぽい まさとに

. N73a 

W14a 

. S09a 

R31a 

. V50a 

釣部通....・H ・.(つりベ とおる).............................. B15a 

【て】

出口修至.......(でぐち しゅうじ) ー一一 ........ R05a 

寺j事真理子…(てらさわまりこ) N51a 

寺田和広...・...(てらだ かずひろ)............・..............W41a 

田光江....・H ・.(でんみつえ) ..............................X13b 

高部英明 (たかベ ひであき)............................. A20a 【と】
滝沢元和.......(たきざわもとかず) ー . T03a， T08b 

田口智之......・(たぐち ともゆき)

田口弘子.......(たぐち ひろこ)

竹 内彰継 H ・H ・.(たけうちあきつぐ)

竹 内覚....・H ・.(たけうちさとる)

P44a 

. T09b 

M08b 

. L05b 

竹内努.… .(たけうちっとむ)川口…......日… R25b

竹内充 ....・H ・.(たけうちみつる).............................. Slla 

武田政男……(たけだ まさお).............................. V24b 

回実晃人…・…(たじつ あきと).............................. N18a 

凹尻祐紀子...(たじり ゆきこ)....................・......B20a 

田 代基慶 .…・(たしろ もとみち)........... ................ B18a 

立 川崇之.......(たjてかわたかゆき)............. ............ U05a 

立松健-・H ・.(たて まっけんいち)......ー… υ 032a 

田中壱……(たなかいち) .................・ T16a 

田中智宏 H ・H ・.(たなか ともひろ) ー … H ・H ・....M35a 

田中昌宏……(たなか まさひろ)..............ーー・.....B05a 

田中靖夫.…… (たなかやすお)... ・e ・ ・ N43b 

谷森達…H ・...(たにもりとおる).............................. V19a 

田沼俊一……(たぬま しゅんいち)......................... 002a 

徳丸貴嗣..…・・(とくまるたかっぐ).................. ....... R20b 

戸田雅之…-…(とだ まさゆき) ......目...・...L06b，L07a 

戸谷友則 ..…・・(とたにとものり).... .........N62b司 R38a

殿 岡英顕……(とのおかひであき) ー ー M12a 

土橋一仁…・・(どばし かずひと)..........・ …......... P37a 

富阪幸治…・・(とみ材、こうじ).............................. P40a 

友 野大悟.......(ともの だいご).............................. V18a 

鳥居研 一…・・(とりい けんいち)... ー・一 ー .......N11b 

【な】

中井 宏..……(なかいひろし).......一一 K03a 

長江滝三 H ・H ・.(ながえ たきぞう).............................X15b 

中尾泰士 H ・H ・.(なかお やすし).............................. N32b 

長尾透...・H ・..(ながお とおる)....................・… ..S18b

中川貴雄 .......(なかがわたかお) ー・ .. S04a 

中川義通.......(なかがわよしみち)........................... M23b 

中 串孝志……(なかくしたかし)…....…..................し14a



中里剛....・H ・.(なかぎとたけし).............................. P39a 

長i峯倫康 (ながさわみちやす)•..••..•.. •.•.. •• ..•.. ••• .• U01a 【は】
中島淳一……(なかしまじゅんいち)..・ .••••• ••• •.• •. N13a 

中島潤ー...・...(なかじまじゅんいち).... ・ーー V10a 

中島康....・H ・.(なかじまやすし).••.. •• .••. ・...........P43a 

長島雅裕.......(ながしま まさひろ) 826a 

長瀬文昭.......(ながせふみあき).............・ NO伯

仲田史明 ……(なかたふみあき)............・ S・M ・.........R37a 

長滝重博.......(ながたきしげひろ)… N55a 

中野武宣 H ・H ・.(なかの たけのり).•••.••• •• ••• •••. •• .•• .• •• .•• P38a 

仲野誠一H ・...ほかのまこと)•••. “ ••••• • P18a 

中平勝子 .・…(なかひらかっこ)...........…"""…... T11b 

中村理…・…..(なかむらおさむ)……・ 0・ ー… 811a

中村賢仁 .・…(なかむらけんじ)...............・0・""""… X14b

中村敬喜.......(なかむらたかよし)ーー ・ーーーー・ N54a 

中村文隆……(なかむらふみたか).........................816a 

中村雅徳 H ・H ・.(なかむら まきのり )…0 ・ e ・.....A05a 

中本泰史 ..…・・ (なかもとたいし)•••••••.•••••••••••.•.•••.•••• 821a 

中山薫二…・・・(なかやま くんじ).....・・ 0 ・0・… ..008b

並木雅章 H ・H ・.(なみき まさあき)..........・ ...........A12b

【に】

西亮-・H ・.(にしりょういち)•.. .........................817a 

西浦慎悟 H ・H ・.(にしうらしんご)......・..................T17a 

西尾正則 .......(にしお まさのり )•••••••••.••. ••..•.•••..•.. V08a 

西岡宏朗 H ・H ・.(にしおかひろあき)••••••.•• .•.••..• •.••..••. U07a 

西川敦子 H ・H ・.(にしかわあっこ)...・ ・・・ .......825a

西国伸二 H ・H ・.(にしだ しんじ)•.••••• ••••••••• • ...........N19b 

西村昌能.......(にしむら まきよし)......υ ・・・・..N65b 

西山広太 H ・H ・.(にしやまこうた).........・................R17b 

新田伸也.……(にった しんや)… ...........A11b 

【ね】

根来均....・H ・.(ねごろ ひとし)•••.• •• .•.•• .••••..•..••..•..• N39b 

【の】

野口猛 ・・…・・(のぐち たけし)…..........・…… V15a

野津恵....・H ・.(のざわ さとし)..............................X11b 

野田祥代 H ・H ・.(のだ さちよ) ........・ぃ............N24b 

野村英子 H ・H ・.(のむら ひでこ)..........・ ・ .. P25b 

芳賀一寿 H ・....(はがかずとし) ........・....................W07a 

萩原直樹 H ・H ・.(はぎわらなおき)•..•.• ...••. •••.•• ••• • •••.. • V03a 

橋本修・・H ・H ・.(はしもとおさむ)••••.•••.•• .•••••••.•••• ••••.• V30a 

橋本谷磨志…(はしもとだにきよし)••.•• •••••• • •••.••. T20a 

羽田亨…H ・...(はだとおる) ...............M24b司 P01a

波田野珠美…(はたの たまみ)•..••..•••••••••••••. •••••• Y08b 

蜂巣泉…・...(はちすいずみ).............…........... N68a 

服部誠...・H ・-・(はっとり まこと )•••..•••••.••••••••.••••..•..• T04a 

花岡庸一郎… (はなおか よういちろう)••••••••••••••••.•• M15a 

花見仁史 H ・H ・.(はなみ ひとし)...............827a， N61b 

花輪知幸 H ・M ・.(はなわ ともゆき)• 

i兵名崇....・H ・.(はまなたかし)

早 川貴敬.......(はやかわたかひろ)•. 

林正彦…H ・...(はやし まさひこ)

P30a 

U09a 

026b 

. V14a 

林満 ....……(はやしみつる).......・ A14a，X16b 

林野友紀 … ・・(はやしのともき)•..•.•• •....••••. •• .•• ..••.•. • R36a 

原 i享........・H ・.(はら あっし). 

原 忠 徳 .........(はらただよし)

原弘久........・(はらひろひさ)

原口圭.…...(はらぐちけい)

半田利弘……(はんだ としひろ)

馬場彩.........(ぱんぱあや)

【ひ】

比田井昌英 .(ひだい まさひで)

牧井康雄 .......(ひらい やすお)…

.. P34a 

.. V02a 

W39a 

N35b 

…W43a 

005a 

N64b， N71a 

.. A08b 

平下博之 .......(ひらしたひろゆき)•••••.•. ••.••••••• •.•••.• •• R32a 

平野尚美.......(ひらの なおみ)•.•••••••••.••••.••.••••••••.• P16a 

贋瀬重信.....(ひろせ しげのぷ)•••••.•. •••• •• •• ••.•..• •.•••• M20b 

広田朋也 H ・H ・.(ひろた ともや).........・ 0 ・・0・0 ・…e・e・.P35a 

広野等子.......(ひろの とうこ).• .••••.•.••••. •• .. •••••• •.••• W36b 

【15¥】

福井尚生.…(ふくい たかお).•.•• ••.•. ••••••••.•••••••.••. U18b 

福江純…H ・...(ふくえ じゅん)……・ .A06a， A07b 

福島登志夫 …(ふくし まとしお )••••••••••.••••.•. •..•• •.••. K04a 

福島英雄…" (ふくしまひでお).•• ••• •. ・……ー...Y06b 

福田真一…・・(ふくだ しんいち)…・ .•• •••.• •.• .. W02a 

福田尚也…..(ふくだ なおや).........・ ..••. ••• P08b 

福田浩之 H ・H ・.(ふくだ ひろゆき)....・H ・.....................R13b 



藤井高宏…・・(ふじい たかひろ)...... ・・・ ........ N14a 

藤井康正 H ・H ・.(ふじい やすまさ).. ・...................し10a

藤沢健太・・…(ふじさわけんた)..................・e・.........035a

藤田虞之 H ・H ・.(ふじた さねゆき)............................. W31b 

藤田裕 ....・H ・.(ふじたゆたか)

藤本正行...・...(ふじもと まさゆき)

B13a 

N57a 

藤原秀和…… (ふじわらひでかず)...............・ .. N34b 

布施哲治.......(ふせてつはる)......…ー・..........K02a 

船渡陽子 H ・H ・.(ふなと ょうこ)…・ 0・0・....................Ulla 

古津久徳 H ・H ・.(ふるさわひきのり)........................... R24b 

古庄多恵……(ふるしょうたえ) υ........ ............. P17a 

古荘玲子.......(ふるしようれいこ)........................... Y02a 

【ヘ】

戸次賢治.......(べっき けんじ)............... B07b， R34a 

【ほ】

穂積俊輔..…..(ほづみ しゅんすけ)................... .... R40a 

堀久仁子-… .(ほり くにこ) ............ ................ M14a 

堀内真司…・・(ほりうちしんじ)...................…ー B09b 

本間希樹.......(ほんま まれき )............... R08a， V05b 

【ま】

舞原俊憲.….(まいはらとしのり)........................... S13a 

前浮裕之.……(まえざわひろゆき).......・e・.................V47b 

前回一平…・.(まえだ いっぺい)....................... •.•• W34b 

真柄哲也……(まがら てつや)............. ........ ..... M13a 

牧島一夫...・...(まきしまかずお)… 0 ・0 ・H ・H ・.........… R30a

蒔田誠....・H ・.(まきた まこと)•• .......... ....... ..... N28a 

松本直記 H ・H ・.(まつもとなおき).............................. Y05b 

松本縁.........(まつもとゆかり)..・e・.........・・.........Wl0a 

松元亮治 H ・H ・.(まつもと りょうじ)... 白色白.......A04a 

真野 ↑吾 …・・・・(まの きとる) .............................. 030a 

高本忠宏..…・・(まんもとただひろ).................・o・.........N36b 

【み】

三浦則明 H ・H ・.(みうら のりあきれ ...................... M02a 

見崎一民.....・.(みさき かずたみ)............................. S10a 

三津透.......(みさわ とおる).............................. U13a 

水谷昌彦….(みずたに まさひこ) .038a 

水野桂寿…・・・・(みずの けいじ申)…......・n …..V41b 

水野範和.......(みずの のりかず)............................. 007b 

三戸洋之.......(みと ひろゆき) ... V28a 

峯義浩.....・...(みねよしひろ) ......・......................031a 

嶺重慎…・・…・(みねしげ しんに ...........・ N29a 

三原因子 .......(みはら くにこ)..... .. R26b 

三松正憲 H ・H ・.(みまつ まきのり )................... ........ S33a 

宮腰剛広 H ・H ・.(みやごし たけひろ)

宮崎敦史…・・・(みやざきあっし). 

宮崎聡…H ・...(みやざきさとし)

宮田恵美...・...(みやた えみ)

.. M06a 

021b 

T15a 

. W22a 

宮田隆志...…・(みやた たかし)..................... ....... N16a 

宮脇亮介 H ・H ・.(みやわきりょうすけ)…ー P36a， 023b 

【む】

村上弘志…・・ (むらかみひろし).... ................ ...... W04a 

村 上 浩 ……・(むらかみひろし) 一 W26b 

村 山 卓 H ・H ・...(むらやまたかし).・M ・o・....・ ・・ .... R21b 

牧 野淳 一郎 . (まきの じゅんいちろ)......... .......... X03a 【ち】

増田智........(ますだきとし ).• ー……… M27a

増田盛治 H ・H ・.(ますだせいじ).............................. V33b 

町田真美 H ・H ・.(まちだ まみ) ............…ー S30a 

町田吉弘…・・(まちだ よしひろ)....... .................... V25b 

松清修一..…(まっきよしゅう いち) …..... M37a 

松崎 恵 - ・H ・.(まつぎきけいいち)........................... W37a 

松下英子.......(まつしたえいこ)..... ....................... Ul0a 

松下聡樹...・...(まつしたさとき )............... Rl Oa， V38b 

松田卓也 H ・H ・.(まつだたくや).............................. N27a 

松 永健 -・H ・.(まつながけんいち)........................... 017a 

松葉龍一..…・・(まっぱりゅういち)...........・・ ー..N33b 

松本倫明.…・・・(まつも と ともあき)...................・H ・....P09b 

毛利勝贋…(もうり かつひろ).... ・ .. Y03b 

望月賢治.......(もちづきけんじ)........・…… .......013b

本 原 顕 太 郎 …(もとはらけんたろう) S12a 

百瀬宗武 H ・H ・.(ももせ むねたけ)....... ー ー・ .. V51a 

森川浩司 ..... (もりかわこうじ).............................. T14b 

森口義明.……(もりぐちよしあき) …“…..........016a 

森田耕一郎… (もりたこういちろう)....................... V39b 

森田諭...・H ・..(もりたさとし).............................. M19b 

森本太郎 H ・H ・.(もりもとたろう)..............................Mllb 



【や】

八代誠司 H ・H ・.(やしろ せいじ)............…・・0・・...・e・..M07a 

安田直樹..…・(やすだなおきに....... ・ ・ X07b 

八 柳祐 -・H ・.(ゃっゃなぎゅういち).•• •• • ............... M18b 

柳津顕史.......(ゃなぎさわけんし)........................... V31b 

柳沢俊史 H ・H ・.(ゃなぎさわとしふみ)..・ e・-….............R14b 

山内茂雄 ...・...(やまうちしげお). .......... ............... P19b 

山岡和貴.......(やまおかかずたか)........................... Wlla 

山口千栄子…(やま ぐちちえこ) .. V44b 

山口昌英.……(やまぐちまさひで)...... ・.....U02a 

山 口玲子..…・・(やま ぐち れいこ).••••.•• ••••••••.•.. •• ....006a 

山崎達哉 .......(やまさ きたつや)ι.............................Al0b

山崎尚宏……(やまざきなおひろ).••..•• • ••.•••.••.••••••• S31a 

山下朗子 ......・(やましたあきこ)...・e・........................S03a 

山下卓也.......(やましたた くや)........................ •••• P42a 

山田亨.......(ゃまだとおる )•••• •••••. .•••• ••••••• •• •.. • B02a 

山田良透…・・(ゃま だ よしゆき).・e・0・0 ・....…。 XOla

山本一博 ..…(やまもとかずひろ) ぃ . U17b 

山本哲生.......(やまもとてつお)….....................S05a 

山本文雄.......(やまもとふみお)..............................003a 

【よ】

犠尾武夫 .......(よ こお たけお)•••••..••.•••••••••••.• .•••. R09a 

横 川 淳.……(よこがわじゅん)••. • .............. •••••••. N07b 

横 川創造……(よこがわそうぞう).・ •••• V55a 

横山央明…・・ (よこやまたかあき)•••.••••• . ••••.••.••••••• M16a 

吉岡諭...・H ・..(よしおかさとし)...............・e・............B28a 

吉 川耕司 ..…・・(よしかわこうじ).............................. T02a 

吉 川奈緒 H ・H ・.(よしかわ なお)..............................029a 

吉川真 … …(よしかわまこと).... … L02b 

吉浮正則 .......(よしざわまさのり).・ 0・0 ・..............V26b 

吉下千秋・……(よししたちあき)...............・・・…....P29b 

吉 田久 美…・…(ょした くみ) .......・..............W17b 

吉田篤正.......(よしだ あつまさ).........:................... W40a 

吉田至]11買… ..(よしだ しじゅん)........ ••••••• • ••..•. •.. N42a 

吉田敬 H ・H ・...(よしだたかし )•..••..••••••••••..•••••••.••. N48a 

吉 田龍生 ...・...(よしだ たつお).....・・0 ・ ・0 ・・… 010b

吉村圭司.・…(よしむらけいじ) ‘.................... M09b 

吉森正人 H ・H ・.(よしもりまさと)•••.•••. • •••••••.••..•••..• M29a 

米倉覚則...・...(よねくらよしのり).• ••• .•.••. ••..•..•••• . P12b 

米原厚憲 H ・H ・.(よねはらあつのり)..・0・M ・M ・-…...・e・.S34a 

【わ】

脇田隆之…・・(わきた たかゆき)•.. ••••••••.•••••••••••.••• U15b 

輪嶋英明 H ・H ・.(わじま ひであき)•••.•• .•• •••••••••••••••••• •• N40b 

和田桂-.......(わだけいいち)..............................OOla 

和 田 節 子 .……(わだせっこ) ....・ e・.....・ ・........041a 

渡部潤一…・…(わたなべじ申んいち)....................... Llla 

渡 辺 大 H ・H ・...(わたなべまさる).............・0 …… X08b 

渡部豊喜.......(わたべ とよき)•••.••••••.••••••••••••••• •. W28b 

i度会兼也・・….(わたらいけんや)•.••••• • •.•••••••••••••.•••. N37b 

度会英教 H ・H ・.(わたらいひでのり).

和南 城 伸 也 … (わなじようしんや). 

.. W27b 

N50a 


