
��．研究成果の発表の状況282

Phys., 37 (1999), 499.

増田晃良, 中村茂夫, 長谷川匡俊, 古知政勝, 横田力男: 完全棒状ポリイミドの膨潤延伸高強度高弾性率化におけるポ

リアミド酸コポリマー導入の効果 , 繊維学会誌 , 55 (1999), 473.

R. Yokota, S. Yamamoto, S. Yano, T. Sawaguchi, M. Hasegawa, H. Yamaguchi, H. Ozawa, and R. Sato: Novel 

Phenylethynyl-Terminated Asymmetric BPDA Based Polyimides Having Excellent Processability And 

Thermo-Oxidative Stability, Int. Symp. on Polyimides and Other High Temperature Polymers(MST Conf.), 

(NY, 1999) 

横田力男 : 航空・宇宙機における高分子材料の役割と耐久性 , 高分子学会誌 , 49 巻 (2000), 57.

Y. Shimizu, H. Kuninaka and K. Toki: Xenon Loading Device for MUSES-C ION Engine System, Proceedings of the 

26th International Electric PropulsionConference Volume I, ed. T.Fujiwara, (26IEPC Publication Commitee, 

Tokyo, 1999), 386.

Y. Shimizu, K. Kuriki: Scaling Low Applicable to Design of MPD Arcjet, Proceedings of the 26th International 

Electric Propulsion Conference Volume II, ed. T. Fujiwara, (26IEPC PublicationCommitee, Tokyo, 1999), 933.

 

　� 　国内講演会 , シンポジウム

宇宙圏研究系

長瀬文昭，堂谷忠靖，小澤秀樹，遠藤貴雄，三原建弘，小谷太郎，宇野伸一郎 : X 線パルサー 4U 1538-522 におけ

る星間塵散乱 X 線ハーロー，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

川崎正寛，Biswajit Paul，長瀬文昭，堂谷忠靖 : 特異な X 線パルサー 4U0142+614 と 1E1048.1-5937 の ASCA によ

る観測，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

高橋元樹，柴田晋平，郡司修一，櫻井敬久，鳥居研一，斎藤芳隆，堂谷忠靖，河合誠之，平山昌治 : ミリ秒パルサ

－ PSR B1937 ＋ 21 の X 線パルス解析，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

鳥居研一，衣笠健三，常深　博，堂谷忠靖，満田和久，河合誠之，斎藤芳隆，柴田晋平 : Spindown of the 65 millisecond 

X-ray pulsar in the supernova remnant G11.2-0.3，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

伊藤真之，浅井和美，宇野伸一郎，井上　一，野本憲一，熊谷紫麻見，鈴木知治，政井邦昭，田中靖郎，F. Marshall: 

ASCA によって観測された SN1987A の X 線スペクトル，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

牧島一夫，水野恒史，久保田あや，古徳純一，大西呂尚，田代　信，浅井和美，上田佳宏，堂谷忠靖，満田和久，

山岡和貴，宇野伸一郎，海老沢研，岡田京子，香村芳樹 : 近傍渦巻き銀河に見られる大光度 X 線源の Kerr 

ブラックホール解釈，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

高橋忠幸，片岡　淳，G. Madejski，M. Urry，F. Aharonian，窪　秀利，田代　信，槙野文命，T. Weekes，他

Mkn421 チーム : TeV ブレーザー Mkn421 の多波長観測 － 1998 年大キャンペーン (1) ，日本天文学会秋季年

会，( 福岡，1999).

上田佳宏，高橋忠幸，石崎欣尚，大橋隆哉，牧島一夫 : ASCA Medium Sensitivity Survey(「あすか」GIS カタログ )

の最新結果，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

山下朗子，井上　一，上田佳宏，高橋忠幸 : 「あすか」 衛星による宇宙 X 線背景放射の研究，日本天文学会秋季年会，

　　　( 福岡，1999).

中川貴雄，藤本龍一，紀伊恒男，井上　一，小賀坂康志，大谷知行，太田耕司，粟木久光，花見仁史，川辺良平 : 

Ultra Luminous BAL QSO APM 08279+5255 からの X 線放射，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

秋山正幸，太田耕司，山田　亨，上田佳宏，高橋忠幸，坂野正明，鶴　　剛，I. Lehmann，G. Hasinger，W. Voges: 

2 型 QSO は多数存在するか？－ あすか Large Sky Survey の光学同定結果，日本天文学会秋季年会，( 福岡，

1999).



��．研究成果の発表の状況 283

津田　理，國枝秀世，見崎一民，石田敦資 : NGC5548 におけるWarm Absorber の時間変動，日本天文学会秋季年会，

( 福岡， 1999).

見崎一民，國枝秀世，岩澤一司，寺島雄一 : セイファート銀河の鉄輝線プロファイル及び連続成分の変動，日本天

文学会秋季年会，( 福岡，1999).

田村隆幸，満田和久，太田直美 : 「あすか」による 2 つの遠方銀河団 A2537 と A267 の X 線観測，日本天文学会秋

季年会， ( 福岡，1999).

小川原嘉明，井上　一，ASTRO-E チ－ム : X 線天文衛星 ASTRO-E の現状，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

石田淳一，石田　學，本多博彦，柴田　亮，遠藤貴雄，今村晃介，前田真路，國枝秀世，田原　譲，古澤彰浩，見崎

一民，日高康弘 : ASTRO-E 衛星搭載 X 線望遠鏡の応答関数の構築，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

今西健介，粟木久光，鶴　　剛，村上弘志，坂野正明，西内満美子，浜口健二，小山勝二，常深　博，尾崎正伸，

他 XIS チーム : ASTRO-E 搭載用 X 線 CCD カメラ (XIS) の応答関数の実験データに対する再現性，日本天文

学会秋季年会，( 福岡，1999).

石崎欣尚，古庄多恵，影井智宏，藤本龍一，満田和久，Damian Audley，三原建弘，Keith Gendreau，Richard 

Kelley，and XRS Team: ASTRO-E 衛星搭載 XRS 検出器の地上較正実験による性能評価，日本天文学会秋

季年会，( 福岡，1999).

松本　縁，中澤知洋，深沢泰司，田代　信，釜江常好，牧島一夫，高橋忠幸，村上敏夫，他ＨＸＤチーム : ASTRO-

E 衛星 硬Ｘ線検出器 HXD の角度レスポンス，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

杉保昌彦，内山泰伸，磯部直樹，高橋　勲，牧島一夫，釜江常好，高橋忠幸，村上敏夫，田代　信，深沢泰司，田村

隆幸，太田直美，久保田あや，国分紀秀，中澤知洋，山岡和貴，谷畑千春，寺田幸功，松本　縁，他 HXD

チーム : ASTRO-E 衛星搭載 硬 X 線検出器 (HXD) のエネルギー応答の地上キャリブレーション，日本天文学

会秋季年会，( 福岡，1999).

大田基在，幸村孝由，森　浩二，荘保　信，片山晴善，片山和典，常深　博，北本俊二，林田　清，宮田恵美，小山

勝二，堂谷忠靖，G. Ricker，M. Bauz，R. Foster，S. Kissel: ASTRO-E 搭載 X 線 CCD カメラ (XIS) FM の地上較正

試験，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

福田真一，日高康弘，古澤彰浩，小賀坂康志，田原　譲，國枝秀世，山下廣順，高田晴美，松永耕平，K. Gendreau，

K. -W. Chan，他 ASTRO-E チーム : ASTRO-E 衛星搭載 X 線望遠鏡用サーマルシールドの開発，日本天文学

会秋季年会，( 福岡，1999).

芳賀一寿，田村啓輔，小賀坂康志，古澤彰浩，岡島　崇，高田晴美，市丸　智，高橋誠司，日高康弘，鬼頭秀郎，

後藤有史，國枝秀世，田原　譲，山下廣順 : ASTRO-E 搭載 X 線望遠鏡における Pt，Au の M 吸収端エネル

ギーの決定，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

高橋誠司，小賀坂康志，高田晴美，福田真一，田原　譲，山下廣順，國枝秀世，田村啓輔，芳賀一壽，岡島崇，市

丸智，鬼頭秀郎，後藤有史 : レプリカ法を用いた硬 X 線望遠鏡の開発，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

市丸　智，田村啓輔，小賀坂康志，芳賀一寿，岡島　崇，鬼頭秀郎，後藤有史，國枝秀世，田原　譲，山下廣順，

津坂佳幸，横山和司，竹田晋吾: 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，日本天文学会秋季年会，

( 福岡，1999).

久保田あや，牧島一夫，堂谷忠靖，上田佳宏，根来均，水野恒史 : 「あすか」が観測したブラックホール候補天体

について，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

森　浩二，荘保信，片山晴善，大田基在，幸村孝由，常深　博，北本俊二，林田　清，宮田恵美，小山勝二，堂谷

忠靖，G. Ricker，M. Bauz，R. Foster，S. Kissel: X 線観測衛星 ASTRO-E に搭載する CCD カメラ (XIS) の較

正報告 (I)，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

荘保　信，片山晴善，幸村孝由，森　浩二，大田基在，常深　博，北本俊二，林田　清，宮田恵美，小山勝二，堂谷

忠靖，G. Ricker，M. Bauz，R. Foster，S. Kissel: X 線観測衛星 ASTRO-E に搭載する CCD カメラ (XIS) の較

正報告 (II)，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

古庄多恵，山崎典子，石崎欣尚，満田和久，小川原嘉明 : ASTRO-E 衛星搭載フィルターホイールの性能評価，日



��．研究成果の発表の状況284

本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

太田直美，村上敏夫，高橋忠幸，田村隆幸，牧島一夫，釜江常好，田代　信，深沢泰司，他 HXD チーム : ASTRO-

E 衛星搭載 PIN 型半導体検出器の開発とフライト品の性能，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

谷畑千春，磯部直樹，伊予本直子，内山泰伸，江副祐一郎，太田直美，大西呂尚，小沢秀樹，片岡　淳，釜江常好，

久保田あや，国分紀秀，古徳純一，杉保昌彦，高橋　勲，高橋忠幸，田代　信，田村隆幸，寺田幸功，中澤

知洋，深沢泰司，牧島一夫，松本縁，水野恒史，村上敏夫，山岡和貴，米徳大輔，渡辺　伸 : ASTRO-E 衛

星搭載用硬 X 線検出器の地上特性評価試験，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

磯部直樹，釜江常好，牧島一夫，村上敏夫，高橋忠幸，田代　信，深沢泰司，杉保昌彦，松本　縁，中澤知洋，国分

紀秀，高橋　勲，他 HXD チーム : ASTRO-E 衛星搭載宇宙硬 X 線検出器 (HXD) の地上キャリブレーション，

日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

坂本貴紀，河合誠之，吉浦健一，窪　秀利，高橋忠幸 : 多素子 CdTe 硬 X 線検出器の性能実験，日本物理学会秋の

分科会，( 島根，2000).

片山晴善，荘保　信，幸村孝由，森　浩二，大田基在，常深　博，北本俊二，林田　清，宮田恵美，小山勝二，堂谷

忠靖，G. Ricker，M. Bauz，R. Foster: ASTRO-E 衛星搭載 X 線 CCD カメラ (XIS) の応答関数の構築 (1)，日

本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

今西健介，粟木久光，鶴　　剛，村上弘志，坂野正明，西内満美子，浜口健二，小山勝二，片山晴善，常深　博，

尾崎正伸 : ASTRO-E 衛星搭載 X 線 CCD カメラ (XIS) の応答関数の構築 (2)，日本物理学会秋の分科会，( 島

根，2000).

大島　泰，満田和久，藤本龍一，宮崎利行，山崎正裕，庄子習一，工藤寛之，横山雄一，大橋隆哉，山崎典子，石崎

欣尚，伊藤千枝，藤本　弦，影井智宏 : TES 型 X 線マイクロカロリメータの開発 I － SQUID アンプを用い

た読み出し系の開発，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

伊藤千枝，藤本　弦，宮崎利行，大橋隆哉，山崎典子，石崎欣尚，久志野彰寛，影井智宏，満田和久，藤本龍一，

大島　泰，山崎正裕，庄子習一，工藤寛之，横山雄一 : TES 型 X 線マイクロカロリメータの開発 II － Mo/Au 

TES の試作とその特性評価，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

吉浦健一，河合誠之，坂本貴紀，窪　秀利，高橋忠幸 : In/Pt 電極を利用した CdTe 半導体検出器の分極の特性，日

本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

井上　一 : 宇宙 X 線背景放射研究の新展開，日本物理学会秋の分科会，( 島根，2000).

田中昌宏，松本敏雄，村上　浩，M. Lim，M. Freund，松浦周二，川田光伸，野田　学 : IRTS/NIRS による近赤外

宇宙背景放射光の観測 II，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，B05a.

大坪貴文，尾中　敬，Kin-Wing Chan，田辺俊彦，山村一誠，Thomas L. Roelling，松本敏雄 :IRTS による黄道面

付近の中間赤外線観測と黄道光輻射モデル，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，

L09a.

尾中　敬，山村一誠，Teije de Jong，田辺俊彦 : ISO/SWS による M 型ミラ型星の赤外スペクトル変光観測 III.Z 

Cyg の変光とシリケイトダストの輻射率，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，

N15a.

杉崎　睦，満田和久，松崎恵一，金田英宏，山内茂雄 : あすか銀河面サーベイにより検出された微弱 X 線天体とそ

のリッジ放射への寄与，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，Q11b.

望月賢治，中川貴雄 : 渦巻銀河中心 1 kpc での遠赤外 [C II] 輝線／連続波強度比，日本天文学会 1999 年秋季年会講

演予稿集，( 九州大学，1999)，Q13b.

奥村健市，芝井　広，尾中　敬 : 星間塵からの遠赤外線放射スペクトルの特性，日本天文学会 1999 年秋季年会講演

予稿集，( 九州大学，1999)，Q27b.

水谷昌彦，尾中敬，芝井広 : 星生成領域での星間ガスの組成と熱収支，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，

( 九州大学，1999)，Q38a.

Kin-Wing Chan，Thomas L. Roelling，尾中　敬，水谷昌彦，奥村健市，山村一誠，田辺俊彦，芝井　広，中川貴



��．研究成果の発表の状況 285

雄，奥田治之 : Characterization of the Unidentified Infrared Emission Bands，日本天文学会 1999 年秋季年

会講演予稿集，( 九州大学，1999)，Q40a.

中川貴雄，藤本龍一，紀伊恒男，井上　一，小賀坂康志，大谷知行，太田耕司，栗本久光，花見仁史，川辺良平 : 

Ultra Luminous BAL QSO APM 08279+5255 からの X 線放射，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，

( 九州大学，1999)，S04a.

大藪進喜，川良公明，続唯美彦，祖父江義明，佐藤康則，奥田治之，谷口義明，芝井　広，C. Gabriel，長谷川隆，

西原英治 : Optical to far-infrared observations of quasars at z=1-4，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿

集，( 九州大学，1999)，S17b.

金田英宏，尾中　敬，村上　浩，三浦紳冶，山城亮治，杉山喜和，川田光伸，河野嗣男，他 ASTRO-F チーム : 

ASTRO-F(IRIS) 搭載 SiC 望遠鏡の開発，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W24a.

村上　浩，他 ASTRO-F チーム : 赤外線天文衛星 ASTRO-F 計画の現状について，日本天文学会 1999 年秋季年会講

演予稿集，( 九州大学，1999)，W26b.

度會英教，和田武彦，松原英雄，藤田眞之，尾中　敬，上野宗孝，他 ASTRO-F/IRC チーム :ASTRO-F(IRIS) 搭載

赤外カメラ IRC の開発 ･ 検出器系の現状，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，

W27b.

渡部豊喜，芝井　広，平尾孝憲，永田洋久，日比康詞，野田　学，他 ASTRO-F/FIS チーム : ASTRO-F(IRIS) 衛星

搭載用極低温オンペアアンプ回路の現状，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W28b.

川田光伸，ASTRO-F/FIS チーム : ASTRO-F(IRIS) 衛星搭載遠赤外線観測装置 (FIS) 開発の現状，日本天文学会 1999

年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W29b.

岡村吉彦，金田英宏，中川貴雄，廣本宣久，藤原幹生，他 ASTRO-F/FIS チーム : 圧縮型 Ge: Ga 素子の非線形性 ･

過渡的応答特性，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W30b.

藤田眞之，和田武彦，度會英教，上野宗孝，尾中　敬，他 ASTRO-F/IRC チーム : ASTRO-F(IRIS) 搭載 InSb 近赤

外線二次元アレイの性能評価，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W31b.

高橋英則，川田光伸，都竹　泰，桑田佳和，宇津野博士，芝井　広，他 ASTRO-F/FIS チーム : ASTRO-F(IRIS) 搭

載用遠赤外フーリエ分光器の開発 III，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W32b.

宇津野博士，都竹　泰，松尾　宏，P.A.R. Ade，他 ASTRO-F/FIS チーム : ASTRO-F(IRIS) 搭載遠赤外フィルター

の評価，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W33b.

前田一平，松原英雄，他 ASTRO-F/IRC チーム : 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，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W34b.

伊藤　淳，芝井　広，川田光伸，有村成功，田中　誠，土井靖生，成田正直，中川貴雄，金田英宏，田中昌宏，巻

内慎一郎，岡村吉彦，奥村健一，奥田治之 : 日印共同による新気球赤外線望遠鏡観測計画，日本天文学会 1999

年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W35b.

広野等子，芝井　広，廣岡伸弥，日比康詞，土井靖生，廣本宣久，他 ASTRO-F/FIS チーム : 0.5mm 角 Ge: Ga 素子

を使った圧縮型遠赤外線検出器の開発，日本天文学会 1999 年秋季年会講演予稿集，( 九州大学，1999)，W36b.

中川貴雄，他 次世代赤外線天文衛星ワーキンググループ : 次期赤外線天文衛星 HII/L2，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測

シンポジウム，( 相模原，2000)，124.

奥田治之 : ISO による深宇宙銀河探査，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000)，195.

村上　浩，他 ASTRO-F チーム : ASTRO-F 計画の現状について，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，

2000)，202.

金田英宏，他 ASTRO-F チーム : ASTRO-F 搭載 SiC 望遠鏡の開発，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相

模原，2000)，206.

川田光伸，他 ASTRO-F/FIS チーム : ASTRO-F 搭載遠赤外サーベイヤー (FIS) の開発と現状，第 8 回科学衛星 ･ 宇

宙観測シンポジウム，( 相模原，2000)，212.

上野宗孝，他 ASTRO-F/IRC チーム : ASTRO-F 搭載中間赤外カメラ (IRC) の開発と現状，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙



��．研究成果の発表の状況286

観測シンポジウム，( 相模原，2000)，220.

長谷川直，木下大輔，山本直孝，渡部潤一，長谷川均，関口朋彦，石橋之宏，中村良介，村上　浩，他 ASTRO-F

太陽系内小天体観測チーム : ASTRO-F による太陽系内小天体の観測，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジ

ウム，( 相模原，2000)，230.

村上　浩 : 惑星系形成とべガ型星，宇宙放射線シンポジウム「次期赤外線天文ミッション」，( 相模原，2000)，17.

山村一誠 : AGB，Post-AGB 天体の分光観測－ ISO から HII/L2 へ－，宇宙放射線シンポジウム「次期赤外線天文

ミッション」，( 相模原，2000)，26.

松本敏雄 : Near Infrared Extragalactic Background Light，宇宙放射線シンポジウム「次期赤外線天文ミッション」，

( 相模原，2000)，54.

松原英雄 : 遠赤外背景放射とそのゆらぎ，宇宙放射線シンポジウム「次期赤外線天文ミッション」，( 相模原，2000)，

58.

C.P. Pearson: Mid-Infrared Surveys --- The Next Generations，宇宙放射線シンポジウム「次期赤外線天文ミッショ

ン」，( 相模原，2000)，62.

中川貴雄 : 次期赤外天文ミッションの提案，宇宙放射線シンポジウム「次期赤外線天文ミッション」，( 相模原，2000)，

75.

佐藤康則 : Lessons learned from ISO，天文情報処理研究会第 38 回会合「大規模サーベイとそのデータ処理」，( 相

模原，1999)，60.

田中昌宏 : IRTS mission and Data Analysis，天文情報処理研究会第 38 回会合「大規模サーベイとそのデータ処理」，

( 相模原，1999)，65.

Minoru M. Freund: The IRTS Point Source Catalogs and Data Archive，天文情報処理研究会第 38 回会合「大規模

サーベイとそのデータ処理」，( 相模原，1999)，71.

芝井　広 : Outline of ASTRO-F/FIS Survey and Its Scientific Merits，天文情報処理研究会第 38 回会合「大規模サー

ベイとそのデータ処理」，( 相模原，1999)，79.

中川貴雄 : Astro-F 衛星 IRIS(Infrared Imaging Surveyor) データ処理，公開方針，天文情報処理研究会第 38 回会合

「大規模サーベイとそのデータ処理」，( 相模原，1999)，85.

北村良実，中川貴雄，田中昌宏，松浦美香子，Astro-F チーム : Image Reconstruction and PointSource Extraction 

of Astro-F/FIS Survey，天文情報処理研究会第 38 回会合「大規模サーベイとそのデータ処理」，( 相模原，

1999)，102.

松原英雄 : ASTRO-F(IRIS) 搭載赤外カメラ IRC データ解析について，天文情報処理研究会第 38 回会合「大規模サー

ベイとそのデータ処理」，( 相模原，1999)，105.

中川貴雄 : ASTRO-F Survey Catalogues，天文情報処理研究会第 41 回会合「天文学とカタログ」，( 京都，2000)，

105.

山村一誠，松浦美香子，村上　浩，田中昌宏，尾中　敬，Kin‐Wing-Chan，大坪貴文，石原大助，Minoru M. 

Freund，Thomas L. Roelling: IRTS Point Source Catalogue，天文情報処理研究会第 41 回会合「天文学とカ

タログ」，( 京都，2000)，113.

松原英雄 : Astro-F(IRIS) 搭載赤外カメラ IRC のデータ解析について，天文情報処理研究会第 38 回会合，( 相模原，

2000).  

奥田治之，村上　浩，中川貴雄，松原英雄 : 赤外線で探る宇宙「赤外線で探る銀河の誕生」「宇宙赤外線背景放射の

謎」，都民カレッジ 1999 年第 2 期講義，( 東京，1999).

松原英雄 : 赤外線で宇宙をさぐる，銀河連邦「スペースカレッジ」，( 能代，1999).

中川貴雄 : 次世代赤外線天文衛星ミッション HII/L2，国立天文台ワークショップ「21 世紀の天文学を構想する集い

－大風呂敷研究会－」，( 三鷹，1999)，111.

松原英雄 : 21 世紀の天文学をささえる研究体制，国立天文台ワークショップ「21 世紀の天文学を構想する集い－大

風呂敷研究会－」，( 三鷹，1999)，169.



��．研究成果の発表の状況 287

松原英雄 : 赤外線でさぐる，宇宙のはて ，東京工業専門学校特別講義，( 東京，2000).

松原英雄 : 赤外線でさぐる，宇宙のはて，宮崎大学情報科学入門特別講演，( 宮崎，2000).

松原英雄 : 未来の宇宙科学をささえる研究体制，第 18 回システム計画研究会－未来の宇宙科学－，( 相模原，2000)，8.

松浦周二 : 光伝導素子を用いた光ミキシングによるＣＷテラヘルツ光源，第 3 回テラフォトニクス研究会「各種光

源の新展開」，( 松島海岸，1999).

松浦周二 : 周波数高安定化ＣＷテラヘルツ光源，日本赤外線学会研究会，( 島津製作所　東京支社，2000).

松本敏雄 : 平成 11 年度の大気球実験の概要，大気球シンポジウム，( 相模原，1999)，1. 

中川貴雄，金田英宏，奥田治之，成田正直，巻内慎一郎，芝井　広，川田光伸，有村成功，伊藤　淳，田中　誠，

土井靖生，廣本宣久，藤原幹生，奥村健市，T.N. Rengarajan，R.P. Verma，S.K. Ghosh，D. Ojha，B. Mookerjea: 

インドにおける赤外線天体観測気球実験報告，大気球シンポジウム，( 相模原，1999)，5.

中平勝子，秋元文江，古澤彰浩，田原　 譲，池内　了，鎌田祐一，長谷川 隆 : NRAO58 領域の光学観測，日本天

文学会 1999 年秋季年会，( 九州大学，1999).

太田泰史，隈井泰樹，荒井賢三，白鳥　裕，古澤彰浩，渡辺　学，秋元文江，佐藤紳司，田原　譲，山下廣順 : 

A3158 の構造，日本天文学会 1999 年秋季年会，( 九州大学，1999).

市丸　智，田村啓輔，小賀坂康志，芳賀一寿，岡島　崇，鬼頭秀郎，後藤有史，國枝秀世，田原　譲，山下廣順，

津坂佳幸，横山和司，竹田晋吾 : 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，日本天文学会

1999 年秋季年会，( 九州大学，1999).

福田真一，日高康弘，古澤彰浩，小賀坂康志，田原　譲，國枝秀世，山下廣順，高田晴美，松永耕平，K. Gendreau，

K.-W. Chan，他 ASTRO-E チーム : ASTRO-E 衛星搭載 X 線望遠鏡用サーマルシールドの開発，日本天文学

会 1999 年秋季年会，( 九州大学，1999).

田原　譲 : 硬 X 線多層膜，X 線結像光学シンポジウム，( 名古屋，1999).

小賀坂康志，山下廣順，國枝秀世，田原　譲，田村啓輔，鎌田祐一，古澤彰浩，見崎一民，芳賀一寿，岡島　崇，

高田晴美，市丸　智，高橋誠司，日高康弘，福田真一，鬼頭秀郎，後藤有史，加藤正磨，秋元文江，渡辺　学，

吉岡　努 , 津田　理，近藤和雅，幅　良統 : 次期 X 線天文衛星搭載硬 X 線望遠鏡計画，X 線結像光学シンポ

ジウム，( 名古屋，1999).

芳賀一寿，岡島　崇，山下廣順，國枝秀世，田原　譲，田村啓輔，小賀坂康志，市丸　智，高橋誠司，鬼頭秀郎，

福田真一，後藤有史，P. Serlemitsos，Y. Soong，K.W. Chan: 気球実験 :InFOC μ S，搭載用硬 X 線望遠鏡の

開発，X 線結像光学シンポジウム，( 名古屋，1999).

市丸　智，田村啓輔，津坂佳幸，芳賀一寿，横山和司，小賀坂康志，竹田晋吾，鬼頭秀郎，岡島　崇，高橋誠司，

浦川理史，後藤有史，福田真一，國枝秀世，田原　譲，山下廣順 : SPring-8 BL24XU における硬 X 線反射鏡

の性能評価，X 線結像光学シンポジウム，( 名古屋，1999).

太陽系プラズマ研究系

早川　基，鶴田浩一郎，中谷一郎 : 「のぞみ」の現状と火星に於ける科学，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，

1999).

寺沢敏夫，島田延枝，向井利典 : 宇宙線変調衝撃波の観測的宇宙 (2)，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

陣　英克，向井利典 : 火星における酸素コロナの空間分布とピックアップイオンの位相空間分布関数，地球惑星科

学関連学会合同大会，( 東京，1999).

野和田基晴，星野真弘，向井利典 : 昼側 magnetopause current layer の厚さの推定と IMF の方向及び磁場強度と

の相関性，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999). 

長井嗣信，H.J.Singer，向井利典 : 磁気圏近尾部でのサブストーム発達，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，

1999).



��．研究成果の発表の状況288

町田　忍，上野玄太，宮下幸長 : サブストーム時の磁気圏近尾部の構造変化 : GEOTAIL 衛星観測の事例研究，地球

惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

宮下幸長，町田　忍，向井利典 : サブストーム時の磁気圏近尾部の質量 ･ エネルギー輸送，地球惑星科学関連学会

合同大会，( 東京，1999).

田口　聡，清原万紀子，向井利典 : サブストーム発達時の磁気圏近尾部ローブ領域におけるプラズマ速度の増大，

地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999). 

向井利典 : 電子とイオンの速度差に基づく磁気圏尾部電流の評価，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999). 

浅野芳洋，向井利典，斎藤義文 : 磁気圏近尾部におけるサブストーム時の Cross-Tail Current Sheet の構造変化，地

球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

上野玄太，町田　忍，向井利典 : 磁気圏近尾部磁気中性線近傍のプラズマの統計的性質，地球惑星科学関連学会合

同大会，( 東京，1999).

斎藤義文，向井利典，寺沢敏夫 : 地球磁気圏近尾部プラズマシート- ローブ境界の観測，地球惑星科学関連学会合同

大会，( 東京，1999).

浅井佳子，前沢　洌，向井利典 : 北向き IMF 時の高緯度朝夕領域への降下プラズマとその起源の検証，地球惑星科

学関連学会合同大会，( 東京，1999).

風間洋一，向井利典，浅野芳洋 : 磁気圏近尾部における地球向き高速流とインジェクションの対応関係，地球惑星

科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

松岡彩子，向井利典，早川　基 : GEOTAIL で観測された－ V × B 場のあけぼの高度への投影とあけぼの高度で観

測された電場との比較 (3)，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

矢島　彰，町田　忍 : 上向きイオンビームの効果を考慮したオーロラ粒子加速領域の静電ポテンシャルの成長，地

球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

喜岡理沙，三宅　亙，向井利典 : 上向き沿磁力線電子ビームのオーロラ加速域中での運動，地球惑星科学関連学会

合同大会，( 東京，1999).

三宅　亙，喜岡理沙，向井利典 : イオンビームに付随する沿磁力線電子ビームの上向き加速について，地球惑星科

学関連学会合同大会，( 東京，1999).

國分　征，河野英昭，向井利典 : 朝側磁気圏境界における表面波動 : 地上 Pc5 脈動との関連，地球惑星科学関連学

会合同大会，( 東京，1999).

Petr Hellinger，松本 紘 : 斜め方向の Firehose 不安定性に関する研究，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999). 

塩見　慶，山崎　敦，吉川一朗 : 極端紫外光撮像器 (XUV) による月面極端紫外アルベドの観測，地球惑星科学関連

学会合同大会，( 東京，1999).

二穴喜文，町田　忍，斎藤義文 : 火星探査衛星 ｢ のぞみ ｣ 搭載電子計測器 PSA/ESA で観測された，月からの反射

電子，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

松本　紘，小嶋浩嗣，荒川真志 : バウショック周辺における波動- 粒子相互作用，地球惑星科学関連学会合同大会，

　　　 ( 東京，1999).

大村善治，梅田隆行，松本　紘 : 開放系プラズマにおける静電孤立波の計算機実験，地球惑星科学関連学会合同大会，

( 東京，1999).

橋本弘藏，松本　紘，Roger，R. Anderson: LF バーストの複数の衛星による観測，地球惑星科学関連学会合同大会，

　　　 ( 東京，1999).

平原聖文，関 華奈子，向井利典 : 地球磁気圏尾部で観測される電離圏起源流出イオン流の密度 ･ 速度変動とそれら

の地磁気活動 ･ 太陽風環境との相関について ( ポスター )，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

松本洋介，向井利典，斎藤義文 : 磁気圏遠尾部でのプラズマシートにおけるストレスバランス ( ポスター )，地球惑

星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

仁尾友美，Wenchien Chou，向井利典 : 磁気圏プラズマシート中のプラズマの温度構造 ( ポスター )，地球惑星科学

関連学会合同大会，( 東京，1999).



��．研究成果の発表の状況 289

藤川暢子，鶴田浩一郎，早川 基 : CCD カメラを用いた位置検出法による中性粒子の速度分布関数測定試験 ( ポスター )，

地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

坪内　健，寺沢敏夫，向井利典 : 深尾部におけるバウショックの運動 ( ポスター )，地球惑星科学関連学会合同大会，

( 東京，1999).

白井仁人，向井利典，斎藤義文 : 地球近傍磁気圏におけるイオン分布 ( ポスター )，地球惑星科学関連学会合同大会，

( 東京，1999).

諸岡倫子，向井利典，鶴田浩一郎 : 沿磁力線電流 ･ 電場特性への電離層からの Feed-backl 効果 ( ポスター )，地球惑

星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

吉川一朗，中村正人，山崎　敦 : のぞみ搭載極端紫外光望遠鏡による観測から導かれたプラズマ圏ヘリウムイオン

の空間分布 ( ポスター )，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

浅村和史，向井利典，斎藤義文 : 低緯度電離層に降り込む高速中性粒子 (ENA) の高度分布のシミュレーション ( ポ

スター )，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999). 

堤　康一郎，村田健史，松本　紘 : ニューラルネットワークを用いた地球磁気圏の L.W. の自動検出 ( ポスター )，

地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

寺田直樹，町田　忍 : 多種イオンプラズマ中の超臨界垂直衝撃波の非定常性 ( ポスター )，地球惑星科学関連学会合

同大会，( 東京，1999).

石井　琢，中川朋子，鶴田浩一郎 : 衛星電位と周辺プラズマの観測から求めた磁気圏中の GEOTAIL 衛星の光電子

電流密度 ( ポスター )，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

筒井　稔，長野　勇，松本　紘 : GEOTAIL 波動観測データによる Continuum Enhancement の波源位置決定 ( ポス

ター )，地球惑星科学関連学会合同大会，( 東京，1999).

横田勝一郎，斎藤義文，向井利典 : セレーネ搭載用プラズマ質量分析器の開発 ( ポスター )，地球惑星科学関連学会

合同大会，( 東京，1999).

向井利典 : 水星磁気圏の研究課題，平成 11 年度磁気圏 ･ 電離圏シンポジウム－磁気圏物理学の現状と将来－，( 相

模原，1999).

吉川一朗 : プラズマ圏撮像の初期結果と今後の展望，平成 11 年度磁気圏 ･ 電離圏シンポジウム－磁気圏物理学の現

状と将来－，( 相模原，1999).

浅村和史 : ENA 計測技術の将来，平成 11 年度磁気圏 ･ 電離圏シンポジウム－磁気圏物理学の現状と将来－，( 相模

原，1999).

町田　忍 : 電磁圏における中性粒子放出実験，平成 11 年度磁気圏 ･ 電離圏シンポジウム－磁気圏物理学の現状と将

来－，( 相模原，1999).

斎藤義文 : 月惑星探査における荷電粒子計測の意義，平成 11 年度磁気圏 ･ 電離圏シンポジウム－磁気圏物理学の現

状と将来－，( 相模原，1999).

関華奈子，Elphic Richard C.，Thomsen Michelle F.，Bonnell John，平原聖文，寺沢敏夫，向井利典 : Investigation 

of the Source of Cold O+beams in the Plasma Mantle: PSD Comparison Between GEOTAIL and FAST 

using Liouville's Theorem( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

矢島　彰，町田　忍 : 上向きイオンビームの効果を考慮したオーロラ粒子加速領域の静電ポテンシャルの成長 ( ｢ )

　　　( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

門倉　昭，麻生武彦，佐藤夏雄，H. Ingemar，V.E. Tony，B. Asgeir，L. Dag A.，N.M. Joran，林　幹治，S. Rodger W.，

向井利典 : Coordinated Study on the Electrodynamics Around the most Poleward Arc System of the 

Double Oval Configuration in a Substorm (1) ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，

1999).

白井仁人，渡辺佑治，上出洋介，向井利典 : プラズマシートの変化と地磁気変化の統計的研究，第 106 回地球電磁気 ･ 地

球惑星圏学会，( ポスター )，( 仙台，1999).

中川朋子，松岡彩子，のぞみ MGF チーム : のぞみ衛星によって観測された太陽風磁場，第 106 回地球電磁気 ･ 地



��．研究成果の発表の状況290

球惑星圏学会，( 仙台，1999).

野田寛大，寺沢敏夫，向井利典 : GEOTAIL 衛星による星間起源 He+ の観測，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，

( 仙台，1999).

横田勝一郎，斎藤義文，浅村和史，向井利典 : セレーネ搭載用イオン質量分析器の試作モデルによる特性試験結果

とその評価，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

二穴喜文，町田　忍，斎藤義文，松岡彩子，早川　基，ESA/ISA チーム : 『のぞみ』の月 swing-by 時に観測され

た，月 wake 領域から飛来する電子及び ion，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

松尾敏郎，河村憲一，木村磐根，向井利典，早川　基，松岡彩子 : オーロラプラズマキャビティ中に於けるインパルス性ノイ

ズと静電イオンサイクロトロン波の関係 ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

陣　英克，向井利典，田中高史 : 火星大気起源のピックアップイオンが火星周辺のプラズマ環境に与える影響，第

106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

寺田直樹，町田　忍 : 境界適合格子を用いた MHD コード及びハイブリッドコードの開発 ( ポスター )，第 106 回地

球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

井上武也，最首毅一，平原聖文，柳町朋樹，風間洋一，向井利典 : 水星磁気圏探査を目標とした高エネルギー粒子

計測器の基礎開発－ 1 －検出器の温度特性取得及び飛行時間法型計測器の設計－ ( ポスター )，第 106 回地球

電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

臼井　務，八木谷 聡，長野　勇，松本　紘，向井利典 : 地球磁気圏におけるコーラスエミッションの発生 ･ 伝搬特

性の解析，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

新　浩一，橋本弘藏，岡田敏美，松本　紘，鶴田浩一郎，向井利典 : GEOTAIL 衛星で観測される磁気圏尾部ロー

ブ領域における低域混成周波数帯静電波動，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

井野智彦，長野　勇，八木谷 聡，筒井　稔，松本　紘 : GEOTAIL 搭載電界観測アンテナの実効長の評価，第 106

回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

橋本弘藏，工藤　銑，小嶋浩嗣，松本　紘，長野　勇 : GEOTAIL 衛星で観測された磁気圏尾部における Z モード波，

第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

中尾健司，松本　紘，小嶋浩嗣 : バウショック周辺波動－粒子相互作用に関する計算機実験，第 106 回地球電磁気・

地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

三宅壮聡，大村善治，松本　紘 : Particle Simulations of Solitary Waves in the Auroral Region，第 106 回地球電磁

気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

渡辺航也，小嶋浩嗣，松本　紘，大村善治，向井利典 : 狭帯域静電波動に関する粒子観測との相関解析 ( ポスター )，

第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

高野博史，福岡　将，長野　勇，八木谷 聡，松本　紘 : 地球磁気圏遠尾部における Continuum Radiation の特性解

析 ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

八木谷 聡，長野　勇，松本　紘 : ニューラルネットによる VLF スペクトルの自動認識 ( ポスター )，第 106 回地球

電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

上田義勝，小嶋浩嗣，橋本弘藏，長野　勇，岡田敏美，笠原禎也，松本　紘，向井利典，高野博史，壁内幹人，岩井

宏徳 : カスプ領域ロケット実験における，プラズマ波動計測 ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏

学会，( 仙台，1999).

平出一成，星野真弘，向井利典 : 磁気圏尾部における電子分布関数の非等方性の解析，第 106 回地球電磁気 ･ 地球

惑星圏学会，( 仙台，1999).

長谷川 洋，前沢　洌，向井利典，斎藤義文 : 遠尾部磁気圏境界での加速プラズマの観測 : IMF 南向き時の高緯度磁

気リコネクション，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

本川智美，平原聖文，向井利典，國分　征 : ニュートラルシートにおけるイオン ･ 電子の特性に関する統計的解析，

第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

町田　忍，上野玄太，宮下幸長，向井利典，斎藤義文，長井嗣信 : GEOTAIL 衛星は磁気中性線を観測しているの



��．研究成果の発表の状況 291

であろうか？，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

上野玄太，町田　忍，向井利典，斎藤義文 : 磁気圏近尾部 ･ 磁気中性線付近のプラズマの統計的性質 (2)，第 106 回

地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

向井利典，浅野芳洋，鶴田浩一郎，早川　基，松岡彩子，斎藤義文 : プラズマシートにおけるスパイク的電場に関

連したプラズマ ･ ダイナミックス，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

前沢　洌，堀　智昭，向井利典，斎藤義文 : 地球近くのプラズマシートの流れと磁場 : 2 つの特徴的領域，第 106 回

地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

斎藤義文，向井利典，西田篤弘，寺沢敏夫，町田　忍，國分　征 : 地球磁気圏近尾部プラズマシート，ローブ境界

の微視的構造，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

藤岡　晋，前沢　洌，向井利典，斎藤義文 : ローブ－プラズマシート境界における Field Aligned flow: GEOTAIL

の観測，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

高田　拓，白井仁人，上出洋介，向井利典 : あけぼの衛星，GEOTAIL 衛星で観測されたプラズマシート粒子の加

熱過程，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

藤川暢子，鶴田浩一郎，早川　基 : TOF 型質量分析器による中性粒子ビームの速度分布関数測定，第 106 回地球電

磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

Hellinger Petr，松本 紘 : Shock Structure: Shock Front Rippling，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，

1999).

安藤文彦，寺澤敏夫，坪内　健 : 定在衝撃波動的構造形成の 2 次元 MHD 近似シミュレーション ( ポスター )，第 106

回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

仁尾友美，星野真弘，寺沢敏夫，向井利典，國分　征 : 太陽風応答を考慮した磁気圏近尾部プラズマシート中の温

度構造 ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

中村　匡，上野玄太，町田　忍 : 有理関数近似による線形分散関係について ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地

球惑星圏学会，( 仙台，1999).

松本洋介，向井利典，斎藤義文，國分　征 : 磁気圏遠尾部での圧力非平衡から推定される自己組織化臨界現象モデ

ル ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

野和田基晴，向井利典，星野真弘，桜井　亨，長井嗣信 : 昼間側 Magnetopause 電流層の厚さの推定と電流層理論

モデルとの比較 ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

藤本正樹，長井嗣信，國分　征，向井利典，斎藤義文 : Detection of Hall-Current Carrying Electrons at the Lobe-

Plasma Sheet Boundary in the near-Earth Tail( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，

1999).

風間洋一，向井利典 : 粒子分布関数で見た Dipolarization と高エネルギー粒子の関係，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑

星圏学会，( 仙台，1999).

堀　智昭，前沢　洌，道家忠義，Wilken B.，斎藤義文，向井利典 : エネルギー分散を伴う高エネルギー粒子フラッ

クスの増大 : GEOTAIl － HEP 観測，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

松井　洋，中村正人，向井利典，鶴田浩一郎，早川　基 : 昼間側磁気圏におけるビーム法によるコンベクション観測，

第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

殿岡孝男，藤本正樹，國分　征，向井利典 : 低緯度磁気圏境界での混合現象，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，

( 仙台，1999).

岸田浩徳，田口　聡，向井利典，斎藤義文，國分　征，Lepping Ronald P.: 低緯度磁気圏プラズママントル領域の特

性，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

吉川一朗，中村正人，山崎　敦，塩見　慶，滝沢慶之 : 極端紫外光によるプラズマ圏撮像と空間分布の導出，第 106

回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

早川　基，鶴田浩一郎，松岡彩子，向井利典 : GEOTAIL 衛星で観測される電場の X 成分のオフセットについて，

第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).



��．研究成果の発表の状況292

林　　茜，町田　忍 : 惑星電離圏における中性粒子との衝突および電磁場変動を考慮したプラズマ粒子の運動に関

する研究，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

村田健史，鵜飼正行，大村善治，松本　紘 : 並列計算機を用いたリコネクション現象の計算機実験 : 2 次元ハイブリッ

ドコードと 2 次元 MHD コードの比較 (2)，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

星野真弘，向井利典 : 磁気リコネクションにおける電子加熱と電子温度の異方性 : イオン慣性スケールを超えて，第

106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

河野英昭，中村るみ，國分　征，向井利典，湯元清文，Slavin James A.，山口　類，環太平洋地磁気観測グループ

: Statistical Analysis of Substorm-Associated Motion of the Near-Tail Magnetopause，第 106 回地球電磁気

･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

長井嗣信，藤本正樹，國分　征，篠原　育，斎藤義文，向井利典 : GEOTAIL によるリコネクションの検証，第 106

回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

田口　聡，岸田浩徳，向井利典，斎藤義文 : 南向き惑星間空間磁場に対する近地球低緯度マントル領域のプラズマ

対流，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

山本輝哉，大村善治，富永丈博，松本　紘，臼井英之 : 2 次元電磁粒子コードを用いた計算機実験による磁力線再結

合領域における粒子の加熱機構の解析 ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

浅野芳洋，向井利典，斎藤義文，鶴田浩一郎，松岡彩子，長井嗣信 : サブストーム時における Current Sheet の構

造変化 ( ポスター )，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

三宅　亙，向井利典，賀谷信幸 : On IMF Control of Dayside Ion Conics，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，

( 仙台，1999).

笠原禎也，渡部重十，向井利典，木村磐根 : あけぼの衛星長期観測データを用いたイオン加熱 ･ 加速機構に関わる

プラズマ波動の特徴解析，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

諸岡倫子，向井利典，松岡彩子，福西　浩，町田　忍，長妻　努 : 時間変化するオーロラ粒子加速領域における電

子分布の考察，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

鶴田浩一郎，早川　基，松岡彩子 : ｢ あけぼの ｣ 電場観測に見られる異常波形と粒子加速域，第 106 回地球電磁気 ･

地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

松岡彩子，早川　基，向井利典 : 磁気圏真夜中領域における極域低高度への電場の伝播について ( ポスター )， 第

106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

Deng Xiao Hua，松本　紘，小嶋浩嗣，橋本弘蔵，向井利典 : Study of the Waves Associated with Reconnection 

on Dayside Magnetopause，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

宮下幸長，町田　忍，向井利典，斎藤義文，鶴田浩一郎，早川　基，サトクリフ P.R.: サブストーム開始に伴う磁気

圏近尾部の電場 ･ 磁場揺動の変化，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

臼井英之，松本　紘，大村善治 : 宇宙プラズマとアンテナの相互作用に関する計算機実験，第 106 回地球電磁気 ･

地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

山口　類，河野英昭，大谷晋一，湯元清文，國分　征，向井利典，環太平洋地磁気観測グループ : 磁気圏尾部エネ

ルギー蓄積 ･ 解放過程の空間依存性及びサブストーム強度依存性，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，

( 仙台，1999).

桜井　亨，利根川 豊，新海雄一，國分　征，向井利典，鶴田浩一郎 : Energetics of ULF Waves in the Magnetosphere，

第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

鶴田浩一郎 : ｢ のぞみ ｣ ミッションを実施して，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

早川　基 : 月 ･ 水星 ･ 小惑星探査計画，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

向井利典 : 惑星ミッションの戦略的開発，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

町田　忍 : 超高層大気 ･ プラズマ環境，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

松岡彩子，早川　基，鶴田浩一郎，岡田敏美 : ｢ あけぼの ｣ 搭載プローブ法電場計測器の較正係数の経年変化，科学

衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000).



��．研究成果の発表の状況 293

中川朋子，松岡彩子，他のぞみ MGF チーム : ｢ のぞみ ｣ 磁場観測に基づく惑星間空間磁場の構造解析，科学衛星 ･

宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000).

佐々木進，飯島祐一，田中孝治，橋本正之，加藤　学，水谷　仁，鶴田浩一郎，滝沢悦貞 : SELENE 計画の現状，

科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000).

篠原真毅，藤原淳輔，三谷友彦，松本　紘，橋本弘藏 : 位相制御マグネトロンを用いたマイクロ波ビーム制御シス

テムの開発研究，第 2 回 SPS シンポジウム，( 京都，1999).

橋本弘藏，井内正紀，松本　紘，篠原真毅 : スペクトラム拡散法を応用したマイクロ波ビーム方向検知システムの

開発研究，第 2 回 SPS シンポジウム，( 京都，1999).

三浦健史，篠原真毅，松本　紘 : レクテナアレイの最適化に関する研究，第 2 回 SPS シンポジウム，( 京都，1999).

渡辺航也，松本　紘，小嶋浩嗣 : 狭帯域静電波動に関する粒子観測との相関解析，電磁波動解析 ･ 無線通信／送電

･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

中尾健司，松本　紘，小嶋浩嗣，臼井英之 : バウショック周辺における波動－粒子相互作用に関する計算機実験，

電磁波動解析 ･ 無線通信／送電 ･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

藤枝正徹，松本　紘，臼井英之 : マグネトロンに関する計算機実験及び理論解析，電磁波動解析 ･ 無線通信／送電

･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

三宅壮聡，松本　紘，大村善治 : Particle Simulations of Electrostatic Solitary Waves，電磁波動解析 ･ 無線通信／

送電 ･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

宮田克也，松本　紘，臼井英之 : 局所グリッドを導入した電磁粒子コードの開発，電磁波動解析 ･ 無線通信／送電

･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

上田義勝，松本　紘，橋本弘藏，小嶋浩嗣 : SS520 － 2 ロケット実験における PWA 制御部の設計，電磁波動解析

･ 無線通信／送電 ･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

藤原淳輔，加藤松明，三谷友彦，松本　紘，橋本弘藏，篠原真毅 : マグネトロンを用いたマイクロ波送電システム

の開発 1，電磁波動解析 ･ 無線通信／送電 ･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

植木辰典，達田政志，松本　紘，小嶋浩嗣 : GEOTAIL によるプラズマ波動観測，電磁波動解析 ･ 無線通信／送電

･ 数理科学計算研究会，( 北条，1999).

壁内幹人，岩井宏徳，松本　紘，橋本弘藏 : インテリジェント受信機の開発，電磁波動解析 ･ 無線通信／送電 ･ 数

理科学計算研究会，( 北条，1999).

臼井英之，松本　紘，大村善治 : 先端電波科学計算機実験装置 (A-KDK) のデータ可視化システム，｢ 第 3 回太陽地

球環境研究のコンピューティング ｣ 研究会，( 名古屋，2000).

臼井英之，松本　紘，大村善治 : 宇宙飛翔体近傍のプラズマ電磁環境に関する計算機実験，名古屋大学太陽地球惑

星環境研究所 ｢ 研究集会 ｣，( 名古屋，2000).

橋 本 弘 藏，松 本　紘，R.R.Anderson，J.-L.Burgeret，M.L.Kaiser，LF-Bursts: Observed by Multiple Satellites，

RASC 電波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).

安木　慎，臼井英之，松本　紘 : モンテカルロ法によるプラズマ－中性粒子衝突を考慮した計算機実験，RASC 電

波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).

上田義勝，小嶋浩嗣，橋本弘藏，松本　紘，壁内幹人，岩井宏徳，藤原亮介，長野　勇，高野博史，岡田敏美，笠原

禎也，向井利典 : カスプ領域におけるイオン加速 ･ 加熱機構の研究，RASC 電波科学計算機実験シンポジウ

ム，( 京都，2000).

臼井英之，松本　紘，Roger Gendrin: 大振幅マイクロ波と電離層プラズマとの非線形相互作用に関する研究，RASC

電波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).

P. Hellinger，松本　紘 : 磁気圏バウショックにおけるプラズマ波動解析，RASC 電波科学計算機実験シンポジウム，

( 京都，2000).

中尾健司，松本　紘，小嶋浩嗣 : 地球磁気圏バウショック周辺における波動－粒子相互作用に関する電磁粒子シミュ

レーション，RASC 電波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).



��．研究成果の発表の状況294

八木谷 聡，臼井　務，長野　勇，松本　紘，向井利典 : コーラスエミッション発生 ･ 伝搬に関する波動 ･ 粒子デー

タ解析，RASC 電波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).

宮田克也，臼井英之，松本　紘 : サブグリッド法を導入した電磁粒子コードの開発，RASC 電波科学計算機実験シ

ンポジウム，( 京都，2000).

沖田英樹，藤枝正徹，篠原真毅，松本　紘，臼井英之 : 電磁波粒子コードを用いたマグネトロンに関する計算機実験，

RASC 電波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).

村田健史，岡島利仁，大村善治，松本　紘 : 2D ハイブリッドコードの並列化とリコネクション計算機実験，RASC

電波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).

三宅壮聡，大村善治，松本　紘 : Electrostatic Particle Simulations of Solitary Waves in the Auroral Region ，RASC

電波科学計算機実験シンポジウム，( 京都，2000).

臼井英之，松本　紘，Roger Gendrin，西川武男，JEM 暴露部マイクロ波アクティブ実験における静電波励起に関

する数値実験，第 19 回宇宙エネルギーシンポジウム，( 相模原，2000).

臼井英之，松本　紘，大村善治 : 宇宙飛翔体近傍プラズマ電磁環境に関する粒子シミュレーション，第 19 回宇宙エ

ネルギーシンポジウム，( 相模原，2000).

橋本弘蔵，壁内幹人，岩井宏徳，小嶋浩嗣，松本　紘，長野　勇，八木谷 聡，筒井　稔，岡田敏美，中村尚吾 : イ

ンテリジェント波動受信機の開発，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000).

T. Mukai，Y. Asano: Dynamics of an Extremely Thin Current Sheet in the Earth's Magnetotail，University of 

Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

I. Shinohara，T. Mukai，K. Tsuruda，T. Nagai: Lower Hybrid Wave Observed in the Magnetotail，University of 

Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

K. Maezawa，H. Hasegawa: Magnetic Reconnection as a Formation Mechanism of the Geomagnetotail，University 

of Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

S. Machida，A. Ieda，T. Mukai，Y. Saito and A. Nishida: Visualization of the Earth's Magnetotail During Substorms 

by Means of Multi-Dimensional Superposed epoch Analysis with GEOTAIL Data，University of Tokyo 

Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

T. Phan，L.M. Kistler，B. Klecker，T. Mukai，M. Fujimoto，W.R. Paterson，L.A. Frank，G. Haerendel，G. Paschmann，

B. U. O.Sonnerup，W. Baumjohann and C.W. Carlson: Dual-Spacecraft Detection of bi-Directional Jets at the 

Magnetopause Implications for Large-Scale Reconnection，University of Tokyo Symposium in 2000 on 

Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

A. Ieda，D.H. Fairfield，T. Mukai，Y. Saito，S. Kokubun，K. Liou，C.I. Meng，G.K. Park and M.J. Brittnacher: 

Magnetotail Plasmoids and Auroral Brightenings，University of Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic 

Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

S. Nitta，S. Tanuma，K. Shiata and K. Maezawa: Self-Similar Evolution of Fast Magnetic Reconnetion，University 

of Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

X.H. Deng，H. Matsumoto，H. Kojima，T. Mukai: Wave and Wave-Particle Interaction Associated with 

Reconnection on Dayside Magnetopause，University of Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic 

Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

H. Hasegawa，K. Maezawa，T. Mukai and Y. Saito: Accelerated Plasma Flows Along the Earth' Tail Magnetopause: 

Evidence of Component Reconnection at Lobe Magnetopause for Southward Interplanetary Magentic Field 

Condition，University of Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory 

Plasmas，(Tokyo，2000).

T. Murata，Y. Omura and H. Matsumoto: Study of Anomalouse Resistivity in the Vicinity of plasma Sheet: 

Computer Experiments Via Hybrid Code and Full Particle Code，University of Tokyo Symposium in 2000 

on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).



��．研究成果の発表の状況 295

K. Seki，T. Terasawa，R.C. Elphic，M. Hirahara and T. Mukai: Plasma Circulation Caused by the Magentic 

Reconnection in the Earth's Magnetosphere: FAST and GEOTAIL Observations，University of Tokyo 

Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

Y. Miyashita，S. Machida，T. Mukai，Y. Saito，P.R. Sutcliffe: Mass and Energy Transports in the Near and Mid-

Distant Magnetotail Around Substorm Onsets: GEOTAIL Observations，University of Tokyo Symposium 

in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

G. Ueno，S. Machida，Y. Saito and T. Mukai: Statistical Properties of Plasma in the Vicinity of the Magnetic Neutral 

Line in the Magnetotail，University of Tokyo Symposium in 2000 on Magnetic Reconnection in Space and 

Laboratory Plasmas，(Tokyo，2000).

D.H. Fairfield，A. Otto，T. Mukai，S. Kokubun，T. Yamamoto，R.P. Lepping，J.T. Steinberg and A.J. Lazarus: 

GEOTAIL Observations of the Kelvin Helmholtz Instability at the Equatorial Magnetotail Boundary for 

Parallel Northward Fields，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Hasegawa，K. Maezawa，T. Mukai and Y. Saito: Accelerated Plasma Flows Along the Disatnt Tail 

Magnetopause: High-Latitude Reconnection for Southward as well as Northward IMF，The Seventh 

GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

K. Seki，R.C. Elphic，M.F. Thomsen，J. Bonnell，E.J. Lund，M. Hirahara，T. Terasawa and T. Mukai: Comparative 

Study of Lobe/Mantle O+Beams with Precipitating O+ onto Dayside Polar Ionosphere: GEOTAIL and Fast 

Observations，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Nakagawa，A. Matsuoka，H. Sato and Nozomi MGF Team: Comparison of Interplanetary Magnetic Field 

Observed by NOZOMI and GEOTAIL Spacecraft，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，

2000).

T. Motokawa，M. Hirahara，T. Mukai and S. Kokubun: A Statistical Analysis of Ion and Electron Parameters at 

Neutral Sheet Crossings of GEOTAIL，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Hori，K. Maezawa，B. Wilken，Y. Saito and T. Mukai: Flux Enhancement of Energetic Particles in the Near-

Earth Region: GEOTAIL-HEP Observation，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

Y. Kazama and T. Mukai: GEOTAIL Observations of Ion Dispersion Events with Multiple Energies，The Seventh 

GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Nio，M. Hoshino，T. Terasawa and T. Mukai: Plasma Temperature and Density in the Near-Earth Plasma Sheet 

Controlled by the Solar Wind，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Takada，H. Shirai，T. Mukai and T. Nagai: Variations of Lobe Ion Density and Velocity: Plasmoid Ejection and 

Configuration Change of the Magnetotail，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

R. Yamaguchi，H. Kawano，S. Ohtani，K. Yumoto，S. Kokubun，T. Mukai，Circum-Pan Pacific Magnetometer 

Network Group: Substorm Energetics in the Magnetotail: Position and Substorm Intensity Dependence，

The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

A. Matsuoka，H. Hayakawa and T. Mukai: Propagation of Electric Field from the Midnight Region of the 

Magnetosphere to the Low-Altitude Polar Region: Simultaneous Observations by GEOTAIL and 

AKEBONO，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

Y. Takei，T. Mukai，Y. Saito，H. Hayakawa and K. Tsuruda: Comparison of Double-Probe Electric Field 

Measurements with Plasma Bulk Flows in the Distant Tail，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，

(Kanagawa，2000).

K. Tsubouchi，T. Terasawa，T. Mukai，Y. Saito，T. Yamamoto，S. Kokubun，H. Kojima and H. Matsumoto: 

Deep-Tail Bow Shock Motion: Observed Property and its Interpretation，The Seventh GEOTAIL SWG 

/Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Sugiyama，M. Fujimoto and T. Mukai: Production Process of Upstream/Downstream Non-Thermal Ion，The 



��．研究成果の発表の状況296

Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

G. Ueno，S. Machida，Y. Saito and T. Mukai: Statistical Properties of Plasma in the Vicinity of the Magnetic Neutral 

Line in the Magnetotail，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

S. Machida，G. Ueno，Y. Miyashita，Y. Saito and T. Mukai: Magnetotail Evolution During Substorms Obtained 

by Superposed Epoch Analysis with GEOTAIL Data，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，

2000).

Y. Miyashita，S. Machida，T. Mukai，Y. Saito and P.R. Sutcliffe: Mass and Energy Transports in the Near and 

Mid-Distant Magnetotail Around Substorm Onsets: GEOTAIL Observations，The Seventh GEOTAIL SWG 

/Workshop，(Kanagawa，2000).

H. Kawano，R. Nakamura，S. Kokubun，T. Mukai，K. Yumoto，J.A. Slavin，R. Yamaguchi，Circum-Pan Pacific 

Magnetometer Network Group: Substorm-Associated Deformation of the Magnetotail Shape: Statistical 

Analysis，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

A.T. Y. Lui，K. Liou，M. Nose，S. Ohtani，D.J. Williams，T. Mukai，K. Tsuruda and S. Kokubun: Near-Earth 

Dipolarization: Evidence for a Non-MHD Process，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，

2000).

K. Hashimoto，H. Matsumoto，R.R. Anderson (U. Iowa)，J.L. Burgeret and M.L. Kaiser: LF-Bursts Observed by 

Multiple Satellites，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Mukai，et al.: Charge Carriers of the Cross-Tail Current，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，

2000).

I. Shinohara，M. Hoshino，T. Mukai，K. Tsuruda and T. Nagai: Lower Hybrid Drift Instability in the Magnetotail: 

GEOTAIL Observation and Simulation Results，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，

2000).

M. Hoshino，K. Hiraide and T. Mukai: Anisotropic Electron Distribution Functions in Magnetic Reconnection，The 

Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

K. Maezawa，et al.: Near-Earth Plasma Sheet Convection: Average Picture and Turbulent Behavior，The Seventh 

GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

X.H. Deng，H. Matsumoto，H. Kojima and T. Mukai: Wave Activities Associated with Magnetic Reconnection on 

the Dyside Magnetopause，The Seventh GEOTAIL SWG /Workshop，(Kanagawa，2000).

K. Hashimoto，H. Matsumoto，R.R. Anderson，J.L. Bougeret，M.L. Kaiser: LF-Bursts Observed by Multiple Satellites，

The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

H. Matsumoto，K. Nakao and H. Kojima: Computer Simulation on Wave and Electron Dynamics Related to the Bow 

Shoch，The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

K. Ishisaka，T. Okada，K. Tsuruda，H. Hayakawa，H. Matsumoto and T. Mukai: Estimation of an Electron Number 

Density Using the GEOTAIL Spacecraft Potential，The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，

2000).

K. Shin，K. Hashimoto，T. Okada，H. Matsumoto，K. Tsuruda and T. Mukai: Electorostatic Waves in Lower-Hybrid 

Frequencies in the Lobe Region of Earth's Magentotail，The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，

(Kanagawa，2000).

T. Miyake，Y. Omura and H. Matsumoto: Electrostatic Particle Simulations of Solitary Waves in the Auroral Region，

The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

S. Yagitani，T. Usui，I. Nagano，H. Matsumoto and T. Mukai: Wave and Particle Analysis for Chorus Emissions 

in the Magentosphere，The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

H. Takano，I. Nagano，K. Hashimoto，Y. Okuda，S. Yagitani，M. Fukuoka and H. Matsumoto: Z Mode Wave in 

the Magnetosphere，The Seventh GEOTAIL SWG/Work Shop，(Kanagawa，2000).



��．研究成果の発表の状況 297

Y. Kasaba，H. Matsumoto，Y. Omura: 1D and 2D Simulations of Electron Beam Instability: Generation of 

Electrostatic and Electromagnetic 2fp waves，The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

Y. Kasaba，C. Yamamori，T. Okada，K. Tsuruda and H. Matsumoto: Plasma Waves at the Dayside Magentopause，

The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

Y. Omura，T. Yamamoto，H. Usui and H. Matsumoto: A Simulation Study of Electron Acceleration in Magnetic 

Reconnection Regions，The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

T. Imachi，I. Nagano，S. Yagitani，M. Tsutsui and H. Matsumoto: Effective Lengths of Dipole Antennas Aboard 

GEOTAIL Spacecraft，The Seventh GEOTAIL SWG/Workshop，(Kanagawa，2000).

町田　忍，中村正人 : 電磁圏における中性粒子放出実験 ( 磁気圏尾部 ･ 磁気再結合過程検証に視点をおいたコメント)，

平成 11 年度磁気圏 ･ 電離圏シンポジウム講演集録，( 相模原，2000)，61.

町田　忍 : 惑星の超高層大気 ･ プラズマ環境， SGEPSS/ 日本惑星科学会合同シンポジウム ｢ 惑星探査の将来 ｣ 講演

集録，(2000)，59.

町田　忍 : サブストームに伴う磁気圏尾部構造変化，スペースプラズマ研究のフロンティア，(2000)，47.

松本　紘 : KDD 技術懇談会，( 東京，1999).

松本　紘 : 21 世紀の宇宙開拓，第 9 回 NEC･HPC 研究会，( 東京，1999).

松本　紘 : 21 世紀の宇宙開拓と宇宙太陽発電所，( 社 ) 火力原子力発電技術協会九州支部通常総会 記念行事，( 福岡，

1999).

松本　紘 : 21 世紀の宇宙開拓と宇宙太陽発電，( 延岡，1999).

松本　紘 : 宇宙と電波，第 22 回京都大学技術職員研修，( 京都，1999).

松本　紘 : 君たちの世紀の宇宙開拓，関西サイエンスフォーラム主催，第 54 回高校生のためのサイエンス講演会，

滋賀県立膳所高校 1 年生対象，( 大津，1999).

松本　紘 : 宇宙太陽発電 (SPS) は地球を救えるか，彩の国科学アカデミー公開セミナー，( 埼玉，1999).

松本　紘 : 宇宙太陽発電，( 奈良，1999).

松本　紘 : 宇宙太陽発電とマイクロ波エネルギー伝送，新技術フォーラム '99 in 石川，( 石川，2000).

惑星研究系

M. Yoshikawa，M. Abe and H. Yamakawa: Basic Analysis of Super Multiple Flyby Orbits for Exploration of 

Asteroid，A Collection of Technical Papers of ISAS 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，

(Kanagawa，1999)，131.

大江昌嗣，安部正真 : 潮汐による地球 ･ 月系の進化，テクトニック活動域で多面的に見た潮汐の研究集会集録，(1999)，

93.

安部正真，石橋之宏 : 小惑星探査に向けた地上観測 (6)，第 21 回太陽系科学シンポジウム集録，( 相模原，１999)，32.

吉田二美，中村良介，藤原　顕，安部正真，本原顕太郎，岩室史英，舞原俊憲，CISCO グループ すばる望遠鏡プ

ロジェクトチーム : MUSES-C ターゲット天体 1989ML の近赤外反射スペクトル‐すばる望遠鏡 CISCO によ

る近赤外反射スペクトルの解析‐，第 21 回太陽系科学シンポジウム集録，( 相模原，1999)，28.

矢野　創，吉川　真，安部正真，藤原　顕，山川　宏，片山雅英 : A Mission to a Lost Planetesimal: Scientific Goals 

and Engineerring Feasibility of Mulitiple Fly-bys and Sample Return Mission to an Asteroid Family，第 21

回太陽系科学シンポジウム集録，( 相模原，1999)，44.

道上達広，安部正真，森口功一，長谷川直，藤原顕 : キロメートルサイズ小惑星のレゴリスの可能性，第 21 回太陽

系科学シンポジウム集録，( 相模原，1999 )，52.

道上達広，安部正真，藤原　顕 : Impactor の衝突頻度と小惑星レゴリスの厚さ，日本惑星科学会 1999 年秋季講演

会予稿集，( 仙台， 1999 )，25.



��．研究成果の発表の状況298

長谷川直，安部正真 : IRAS による小惑星の表層状態の推定，日本惑星科学会 1999 年秋季講演会予稿集，( 仙台，

1999)，20.

N. Onose，and A. Fujiwara: Experimental Study of the crater Shape from Oblique Impact on Cohesive Targets，

Proc. of 32nd ISAS Lunar and Planetary Symposium，(sagamihara，1999)，89.

安部正真 : 日本の月惑星探査，青少年セミナー，( 国立オリンピック記念青少年総合センター，1999).

吉川　真，安部正真，山川　宏 : 小惑星探査に向けた超多数回フライバイ軌道の基礎解析，平成 11 年度アストロダ

イナミクスシンポジウム，( 相模原，1999)

安部正真，石橋之宏，渡部潤一， 地上観測グループ : 小惑星探査に向けた地上観測 (6)，第 21 回太陽系科学シンポ

ジウム，( 相模原，1999)，32.

濱邊好美，佐々木晶，大橋英雄，河村　亨，野上謙一，矢野　創，長谷川直，柴田裕実 : 高速微粒子衝突により形

成されたクレーターの解析，日本惑星科学会，( 仙台，1999)，24.

北澤幸人，藤原　顯，門野敏彦，今川吉郎，鎌倉千秋，岡田　豊，上松和男 : シリカエアロジェルへの宇宙ダスト

の超高速度衝突に関する実験的研究，日本惑星科学会 1999 年秋季講演会，( 仙台，1999)，27.

道上達広，安部正真，藤原　顯 : Impactor の衝突頻度と小惑星レゴリスの厚さ，日本惑星科学会 1999 年秋季講演会，( 仙

台，1999)，25.

佐々木晶，E. Igenbergs，大橋英雄，藤原　顕，野上謙一，向井　正，宮本英昭，森重和正，濱邊好美，G. Faber，

F. Ficsher，R. Muenzenmayer，G. Hofschuster，W. Naumann，H. Iglseder，E. Gruen，H. Svedhem，G. 

Schwehm，A. Glasmachers，山越和雄 : Mars Dust Counter: はじめの 1 年のデータ，日本惑星科学会 1999 年

秋季講演会，( 仙台，1999)，59.

長谷川直，安部正真 :IRAS による小惑星の表層状態の推定，日本惑星科学会 1999 年秋季講演会，( 仙台，1999)，20.

H. Yano: Spacecraft assessment of microparticulate environment in the near-Earth space，Abst. Int’l Symp. of 

Planetary Impact Events and Their Consequences to the Earth (PIECE-99)，(Yamaguchi，Japan，1999)，

87.

Y. Hamabe，S. Sasaki，H. Ohashi，T. Kawamura，K. Nogami，H. Yano，S. Hasegawa，and H. Shibata: Caters 

on metal targets formed by hypervelocity impacts of micron-sized particles，Proc. 32nd ISAS Lunar & 

Planet. Symp.，32，ISAS，(1999)，93.

渡部潤一，中村卓司，矢野　創，しし座流星群観測チーム : 1998 年のしし座流星群の活動，日本天文学会 1999 年春

季年会予稿集，日本天文学会，(1999). 

森重和正，長谷川直，北澤幸人，矢野　創，藤原　顕 : 衝突発光型新規ダスト検出器の開発 (1) - 発光量の定量化，

検出器としての実現性-，1999 年地球惑星科学関連学会合同大会予稿集，日本惑星科学会他，(1999)，CD-ROM.

佐々木晶，山田真保，永原裕子，藤原　顕，広井孝弘，長谷川直，矢野　創，大橋英雄，大嶽久志 : ナノ秒パルス

レーザー ･ プロトン照射による宇宙風化作用のシミュレーション，1999 年地球惑星科学関連学会合同大会予

稿集，日本惑星科学会他，(1999)，CD-ROM.

柴田裕実，濱邊好美，佐々木晶，大橋英雄，河村　亨，野上謙一，長谷川直，矢野　創，藤原　顕，森重和正，岩井

岳夫，小林紘一 : 超高速微粒子の生成と衝突実験，1999 年度日本物理学会講演会予稿集，日本物理学会，(1999). 

柴田裕実，濱邊好美，佐々木晶，大橋英雄，河村　亨，野上謙一，長谷川直，矢野　創，藤原　顯，森重和正，尾亦

孝男，鳴井　誠，岩井岳夫，小林紘一 : 超高速微粒子による星間塵計測用飛行時間 (TOF) 型質量分析器の開

発，第 12 回タンデム加速器及びその周辺技術研究会予稿集，( 京都，1999). 

柴田裕実，小林紘一，岩井岳夫，尾亦孝男，佐々木晶，濱邊好美，藤原　顕，長谷川直，矢野　創，大橋英雄，野上

謙一，河村　亨 : 超高速微粒子の生成，1999 年度日本原子力学会講演集，(2000).

阿部新助，矢野　創，海老塚昇，渡部潤一 : 超高感度ハイビジョンカメラによる「しし座流星群」スペクトル観測

－ '99 NASA 国際航空機観測ミッション－，日本天文学会 2000 年春季年会予稿集，日本天文学会，(2000).

吉川　真，山川　宏，安部正真，藤原　顕，片山雅英，矢野　創 : 新たな小惑星探査ミッションに向けた探査機軌

道の検討，日本天文学会 2000 年春季年会予稿集，日本天文学会，(2000).



��．研究成果の発表の状況 299

長谷川直，藤原　顕，森口功一，森重和正，矢野　創，浜辺好美，佐々木晶，大橋英雄，野上謙一，河村　亨，小林紘一，岩井

岳夫，鳴井　誠，尾亦孝男，柴田裕実 : ダスト加速器の開発 (2)，第 21 回太陽系科学シンポジウム講演集，( 相模

原，1999)，48.

矢野　創，阿部新助 : '99 Leonid MAC 航空機ミッション報告～地中海上空で出会った流星雨～，第 5 回レオニード

流星群観測小研究会集録，( 三鷹， 2000)，110.

阿部新助，矢野　創，NHK スタッフ，海老塚昇，渡部潤一 : 超高感度ハイビジョンカメラによる’99 しし座流星

群スペクトル ,’98 流星痕スペクトル，第 5 回レオニード流星群観測小研究会集録，( 三鷹，2000)，112.

河村　亨，濱邊好美，大橋英雄，佐々木晶，野上謙一，柴田裕実，長谷川直，矢野　創 : 静電加速器を用いた探査

機搭載用 TOF 型質量分析器の性能試験，科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム集録， ( 相模原，2000)，1.

N. Onose and A. Fujiwara: Velocity Distribution of Fragments from Oblique impact Cratering on Cohesive Targets，

International Symposium on Planetary Impact Events and their Consequence of Earth， ( 山口，1999)，68.

大江昌嗣，安部正真 : 潮汐による地球 ･ 月系の進化，日本測地学会第 92 回講演会，( 岐阜 1999).

大江昌嗣，安部正真 : 潮汐による地球 ･ 月系の進化，テクトニック活動域で多面的に見た潮汐の研究集会，( 京都，

1999).

安部正真，石橋之広，地上観測計画グループ : 日本の小惑星探査ターゲット天体 1989ML の地上観測結果 ( 速報 )，

第 10 回光赤外ユーザーズミーティング，( 三鷹，1999).

安部正真 : 私たちの太陽系，銀河連邦スペースカレッジ，( 能代 1999).

矢野　創 : Leonid MAC 国際航空機観測ミッション : 昨年の成果と今年への期待，第 4 回レオニード流星群観測小

研究会，( 相模原，1999).

矢野　創 : 宇宙科学 ･ 技術と私たちの生活，大和市市民学校「気になる世界 ･ 不思議な宇宙」(2 回シリーズ中第 1 回 )， 

　　　( 大和 ,1999).

矢野　創 : 南極から小惑星まで～太陽系小天体探査と宇宙物質の分析研究をつなぐ～，宇宙開発事業団つくば宇宙

センター Tuesday Evening Seminar(TES)，( 茨城，1999).

矢野　創 : 宇宙の環境問題，大和市市民学校「気になる世界 ･ 不思議な宇宙」(2 回シリーズ中第 2 回 )，( 大和，1999).

矢野　創 : 星のかけらを探しに行こう- 南極宇宙塵採集から小惑星探査機まで-，日本航空宇宙学会北部支部特別講演

会，( 仙台，1999).

矢野　創 : 太陽系を訪ねてみよう，星のかけらを捕まえよう～惑星探査～，江東区区民講座「新世紀の宇宙探査～

日本の科学衛星が明かす，新しい宇宙の姿～」(8 回シリーズ中第 2 回 )，( 東京，1999).

矢野　創 : 獅子の雄叫びを聴け！～ 1999 年しし座大流星雨～，日本スペースガード協会 ･ 第 11 回公開講演会，葛

飾区郷土と天文の博物館，( 東京，2000).

山本　保，阿部琢美，小山孝一郎 : 内部プラズマ圏の熱構造の解明，第 105 回地球電磁気 ･ 惑星圏学会，( 東京，

1999).

柿並義宏，小山孝一郎 : 金星電離圏 hole の生成に関する一考察，第 105 回地球電磁気 ･ 惑星圏学会 ( 東京，1999).

野口克行，今村　剛，小山孝一郎 : 電波えんぺい観測における地球電離層の影響，第 105 回地球電磁気 ･ 惑星圏学

会 ( 東京，1999).

吉村玲子，阿部琢美，今村　剛，小山孝一郎 : 電離圏下部における観測とスポラディック E 層内熱収支について，

第 105 回地球電磁気 ･ 惑星圏学会 ( 東京，1999).

野口克行，今村　剛，アレキサンダー ･ ナバトフ，小山孝一郎 : 電波科学による惑星電離圏の研究，第 2 回 月 ･ 惑

星シンポジウム，( 相模原，1999).

安光亮一郎，名取通弘，小山孝一郎，佐々木進，田中孝治，奥泉信克 : マイクロサテライト群によるテザーシステ

ムの概念検討，宇宙科学技術連合講演会，(1999).

野口克行，今村　剛，小山孝一郎 : 電波掩蔽観測による惑星電離圏の検出，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会 

( 仙台，1999).

栗原純一，小山孝一郎，鈴木勝久，川島高弘 : 窒素分子振動温度測定器の高性能化，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑



��．研究成果の発表の状況300

星圏学会，( 仙台，1999).

徳山好宣，渡部重十，小山孝一郎 : 電離圏Ｄ領域シミュレーションと観測用質量分析計の開発，第 106 回地球電磁

気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

下山　学，小山孝一郎，阿部琢美 : 惑星電離圏 ･ 熱圏 ( 冷圏 ) のプラズマ ･ 中性風測定器開発に関する理論的考察，

第 106 回地球 電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

山本　保，阿部琢美，小山孝一郎 : 地球プラズマ圏の熱エネルギー収支の研究，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏

学会，( 仙台，1999).

小山孝一郎，他 : 金星探査計画の概要，第 21 回太陽系科学シンポジウム，( 相模原，1999).

徳山好宣，小山孝一郎，渡部重十 : D 層シミュレーション用質量分析計の開発，スペースプラズマ研究会，( 相模原，

2000).

浜田尚子，栗原純一 : 窒素振動温度測定器 ( 電子銃 ) の改良，スペースプラズマ研究会，( 相模原，2000).

小山孝一郎，岩上直幹，村上泰啓，久保田実，高橋幸弘 : Wave 2000 の概要，科学衛星シンポジウ ム，( 相模原，

2000).

小山孝一郎，阿部琢美，今村　剛 : 金星計画の現状，科学衛星シンポジウム，( 相模原，2000).

小山孝一郎 : WAVE 2000 の概要，科学衛星シンポジウム，第 14 回大気圏シンポジウム，( 相模原，2000).

吉村玲子，小山孝一郎 : WAVE 2000 キャンペーンにおけるラングミュアプローブ，第 14 回大気圏シンポジウム，

( 相模原，2000).

下山　学，小泉宜子，小山孝一郎，村山泰啓，橋元保雄，下瀬　滋，長谷川克也，喜久里豊 : WAVE 2000 キャン

ペーンにおけるチャフ放出実験，第 14 回大気圏シンポジウム，( 相模原，2000).

村山泰啓，五十嵐喜良，小山孝一郎，下山　学，小泉宜子 : 山川 MF レーダによる縞縞 2000 キャンペーン時の中間

圏風速場の観測，第 14 回大気圏シンポジウム，( 相模原，2000).

野口克行，今村　剛，小山孝一郎，斉藤昭則 : 惑星電離圏電波掩蔽観測のための地球電離圏擾乱に関する研究，第

14 回大気圏シンポジウム，( 相模原，2000).

山本　保，阿部琢美，小山孝一郎 : 内部プラズマ圏熱構造の解明，地球惑星科学関連学会合同大会講演会予稿集，

( 東京，1999)，Ee-025.

阿部琢美，Andrew Yau: あけぼの衛星から見た Cleft Ion Fountain，地球惑星科学関連学会合同大会講演会予稿集，

( 東京，1999)，Ed-002.

吉村玲子，阿部 琢美，今村　剛，小山孝一郎 : 電離圏下部における観測とスポラディックＥ層内熱収支について，

地球惑星科学関連学会合同大会講演会予稿集，( 東京，1999)，Ed-018.

下山　学，小山孝一郎，阿部琢美 : 惑星電離圏 ･ 熱圏 ( 冷圏 ) のプラズマ ･ 中性風測定器開発に関する理論的考察，

第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会講演会予稿集，( 仙台，1999)，C22-P131.

阿部 琢美，渡部重十，A.W. Yau，佐川永一 : Ion outflow in the polar ionosphere -comparison with dynamic

　　　 equilibrium model-，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会講演会予稿集，( 仙台，1999)，B41-02.

山田　学，渡部重十，阿部琢美，佐川永一，A.W. Yau: あけぼの衛星 / ＳＭＳによって観測された極域イオン加熱

･ 流出の出現特性，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会講演会予稿集，( 仙台，1999)，B41-P036.

山本　保，阿部 琢美，小山　孝一郎 : 地球プラズマ圏の熱エネルギー収支の研究，第 106 回地球電磁気 ･ 地球惑星

圏学会講演会予稿集，( 仙台，1999)，B41-P037.

阿部琢美，町田　忍，他 : 金星周回衛星による上層大気 / プラズマの観測計画，第 21 回太陽系科学シンポジウム，

( 相模原，1999)，67.

小山孝一郎，阿部 琢美，今村　剛 : 金星探査計画の現状，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000)，

72.

水谷　仁 : 月惑星探査によって太陽系の起源と進化を探る，第 10 回 NTT サイエンスフォーラム，( 東京，1999).

水谷　仁 : 動き出すわが国の月探査，技術同友会第 232 回例会，( 東京，1999).

早川雅彦，藤村彰夫，田中　智，飯島祐一，白石浩章，吉田信介，山下靖幸，水谷　仁，LUNAR-A ペネトレータ



��．研究成果の発表の状況 301

サイエンスチーム : 「LUNAR-A ペネトレータによる観測運用計画」，地球惑星科学関連学会 1999 年合同大

会，日本惑星科学会，( 東京，1999). 

早川雅彦，藤村彰夫，飯島祐一，田中　智，山下靖幸，白石浩章，吉田信介，水谷　仁，LUNAR-A ペネトレータ

サイエンスチーム : 「LUNAR-A ペネトレータ運用支援システムの構築」，地球惑星科学関連学会 1999 年合

同大会，日本惑星科学会，( 東京，1999). 

横田康弘，飯島祐一，本田理恵，水谷　仁 : 月反射光の位相関数と反射率との関係，地球惑星関連学会 1999 年合同

大会，日本惑星科学会，( 東京，1999).

吉田信介，田中　智，山下靖幸，宝来帰一，水谷　仁，藤村彰夫，早川雅彦，平井研一 : LUNAR-A･ ペネトレータ

の全機熱特性測定実験，地球惑星科学関連学会 1999 年合同大会，日本惑星科学会，( 東京，1999).

吉田信介，田中　智，宝来帰一，水谷　仁，藤村彰夫，早川雅彦，平井研一 : LUNAR-A･ ペネトレータの部分熱物性測定実

験 : 熱流量計測に対する各熱物性の感度解析，地球惑星科学関連学会 1999 年合同大会，日本惑星科学会，( 東京，

1999).

石橋之宏，長谷川直，高木靖彦，安部正真 : 日本の小惑星探査 (MUSES-C) 候補天体 1989ML の地上観測，地球惑星

科学関連学会 1999 年合同大会，日本惑星科学会，( 東京，1999).

横田康弘，本田親寿，飯島祐一，本田理恵，水谷　仁 : 月の可視 ･ 近赤外マルチバンド画像の位相角補正法，日本

惑星科学会 1999 年秋期講演会予稿集，( 仙台，1999) ，15.

疋田　肇，石橋之宏，水谷　仁 : 自転による小惑星の破壊の可能性，日本惑星科学会 1999 年秋季講演会予稿集，（仙

台，1999)，29.

吉田信介，田中　智，宝来帰一，水谷　仁，藤村彰夫，早川雅彦，平井研一 : LUNAR-A ペネトレータによる月熱

流量計測，通信 ･ 計測による発熱の影響，日本惑星科学会秋季講演会予稿集，( 仙台，1999)，34

竹田義典，岡　泰之，横田康弘，中村昭子，向井　正，飯島祐一，本田理恵 : スピン撮像衛星画像に対するステレ

オマッチング法の研究，Memories of the Faulty of Science Kochi University，Series F Information Science，

20 (1999)，69.

H. Shiraishi and H. Mizutani: Dynamical Characteristics of Planetary Penetrator，Proceeding of the 32nd ISAS 

Lunar and Planetary Symposium，Institute of Space and Astronautical Science，(1999)，85.

Y. Yokota，C. Honda，Y. Iijima，R. Honda and H. Mizutani: A New Method of the Phaxe Angle Calibration for 

the UV-VIS-NIR Multi-Band Images，Proceeding of the 32nd ISAS Lunar and Planetary Symposium，

Institute of Space and Astronautical Science，(1999)，1.

S. Yoshida，S. Tanaka，K. Hourai，M. Hayakawa，A. Fujimura and H. Mizutani: Lunar Heat Flow Measurement 

by the Lunar-A Penetrators and Its Scientific Significance，Proceeding of the 32nd ISAS Lunar and 

Planetary Symposium，Institute of Space and Astronautical Science，(1999)，21.

石橋之宏，安部正真，長谷川直，高木靖彦，横川創造，地上観測計画グループ，I. Toth: 日本の小惑星探査計画の

探査候補天体の地上観測，1999 年木曽シュミットシンポジウム，( 長野，1999).

石橋之宏，木下大輔，安部正真，中村良介，長谷川直: ASTRO-F/IRC/NIRMinor-bodies Spectroscopy，ASTRO-F/IRC

サイエンスワークショッ プ，( 相模原，1999).

松井宏晃，大家　寛 : ダイナモシミュレーションにおける磁場構造にみられる自転角速度効果の検討，地球惑星科

学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，1999).

小林敬生，大家　寛，小野高幸 : SELENE 計画における月地下レーダサウンダ観測での表面反射波の分離法，地球

惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，1999).

服部　真，大家　寛，今野伸一 : 木星デカメートル電波源のイオ位相-CML 関係の考察，地球惑星科学関連学会 1999

年合同大会，( 東京，1999).

大家　寛 : プラズマ圏プラズマ及び放射線帯粒子に現れるベータートロン・ドリフト効果，地球惑星科学関連学会

1999 年合同大会，( 東京，1999).

山本真行，小野高幸，大家　寛 : S-310-28 ロケット搭載 NEI による航跡効果検証実験，地球惑星科学関連学会 1999



��．研究成果の発表の状況302

年合同大会，( 東京，1999).

小野高幸，大家　寛 : S310-28 ロケットによるサウンダー実験報告，地球惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，

1999).

忠岡明彦，大家　寛，小野高幸 : f_D0 共鳴現象の詳細な構造，地球惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，

1999).

飯島雅英，大家　寛 : 強い地球ヘクトメートル電波の出現特性，地球惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，

1999).

熊本篤志，大家　寛，小野高幸 : Hollow cone 電波源の経度分布を仮定した AKR の dynamic spectrum の再現，地

球惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，1999).

大矢　克，大家　寛，飯島雅英 : 木星デカメートル波 S バースト，及び相互作用する狭帯域放射の偏波特性，地球

惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，1999).

小林洋史，大家　寛，飯島雅英 : SL-9 彗星塵木星磁気圏通過時の木星電波観測と雷放電の観測結果との比較，地球

惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，1999).

中城智之，大家　寛，小野高幸，飯島雅英，大矢　克 : 木星デカメータ電波源位置の同定のための５周波数干渉系

システムの開発，地球惑星科学関連学会 1999 年合同大会，( 東京，1999).

小林敬生，小野高幸，大家　寛 : SELENE 計画における月地下レーダサウンダ観測データ解析手法の確立，第 106

回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会，( 仙台，1999).

小野高幸，大家　寛 : トップサイドサウンダーによる金星電離圏探査の提案，第 106 回地球電磁気・地球惑星圏学

会講演会，( 仙台，1999).

本間紀子，大家　寛，飯島雅英 : 惑星間空間プラズモイドと CIR の関連性，第 106 回地球電磁気・地球惑星圏学会

講演会，( 仙台，1999).

橋爪美紀，大家　寛，小野高幸 : 地上観測イメージデータにもとづく太陽風- 彗星プラズマ相互作用の解明，第 106

回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会，( 仙台，1999).

加藤雄人，大家　寛 : 彗星コマ中でのイオン・トラップ過程で励起されるプラズマ波動とその粒子運動への影響，

第 106 回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会，( 仙台，1999).

大矢　克，大家 寛，飯島雅英 : 木星デカメータ電波放射 Io-B 電波源からの S,L-burst の出現特性，第 106 回地球電

磁気・地球惑星圏学会講演会，( 仙台，1999).

大家　寛，飯島雅英 : デカメータ波で探るアンドロメダ星雲中心- 多数の巨大ブラックホールの発見，第 106 回地球

電磁気・地球惑星圏学会講演会，( 仙台，1999).

熊本篤志，大家　寛，飯島雅英 : あけぼの衛星観測から明らかにされた AKR 発生条件に対するドップラーモード変

換過程の適用性の検討，第 106 回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会，( 仙台，1999).

松井宏晃，大家　寛 : MHD ダイナモシミュレーションにおける磁場の生成領域と対流のダイナミクスの検討，第 106

回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会，( 仙台，1999).

大家　寛 : 日本における惑星探査の生い立ち，シンポジウム「惑星探査の将来」，( 仙台，1999).

大家　寛 : 木星電磁圏研究の意義，シンポジウム「電波と光による木星磁気圏・大気圏観測研究」，( 仙台，2000).

大矢　克，大家　寛 : 木星デカメートル電波 S-burst 研究の現状と今後の課題，シンポジウム「電波と光による木星

磁気圏・大気圏観測研究」，( 仙台，2000).

小林敬生，小野高幸，大家　寛 : 衛星搭載 HF サウンダによる地球型惑星，衛星の地下探査，シンポジウム「電波

と光による木星磁気圏・大気圏観測研究」，( 仙台，2000).

Y. Abe，K.J. Zahnle and A. Hashimoto: Elemental fractionation during rapid accretion of the Moon，in Proceedings 

of the 32nd ISAS Lunar and Planetary Symposium，edited by H. Mizutani and M. Kato (Sagamihara，1999)，

52.

H. Genda and Y. Abe: Hydrodynamic escape of vapor from an impact-generated disk，in Proceedings of the 32nd 

ISAS Lunar and Planetary Symposium，edited by H. Mizutani and M. Kato (Sagamihara，1999)，60.



��．研究成果の発表の状況 303

K. Ojima and Y. Abe: Constraints on the origin of the large scale lunar topography from the observed admittance: 

viscous relaxation with lunar thermal history，in Proceedings of the 32nd ISAS Lunar and Planetary 

Symposium，edited by H. Mizutani and M. Kato (Sagamihara，1999)，40.

T. Mukai: What should we learn about: Surface，Meteorology and Dust: in Mars?，NOZOMI Conference，

(Sagamihara，1999).

中村良介 : Astro-F/IRC による黄道光と彗星ダストトレールの観測，ASTRO-F/IRC サイエンスワークショップ，

( 相模原，1999).

中村昭子，亀井秋秀，中村良介，川股正和，中村　士，MUSES-C AMICA チーム : AMICA 偏光 ･ 測光観測による

小惑星表面物質 ･ テクスチャの推定，第 20 回太陽系科学シンポジウム発表，( 相模原，1999).

稻田　愛，横田康弘，野田寛大，中村昭子，向井　正，MIC Team: Mars Imaging Camera の絶対感度較正，第 20

回太陽系科学シンポジウム発表，( 相模原，1999).

吉田ニ美，中村良介，藤原顕，安部正真，本原顕太郎，岩室史英，舞原俊憲，CISCO グループ，すばる望遠鏡プロ

ジェクトチーム : MUSES － C ターゲット天体 1989ML の近赤外反射ペクトル －すばる望遠鏡 CISCO によ

る近赤外反射スペクトルの解析－，第 20 回太陽系科学シンポジウム発表，( 相模原，1999).

千屋断層 SP 測定グループ ( 村上英記 ): 千屋断層における自然電位異常，1999 年地球惑星科学関連学会合同大会，

　　　( 東京，1999).

山口　覚，小濱裕士，上嶋　誠，村上英記，塩崎一郎，大志万直人 : ネットワーク MT 法から求めた中国 ･ 四国地

方の地下電気伝導度分布，Conductivity Anomaly 研究会，( 東京，2000).

共通基礎研究系

市村　淳 : 低速多価イオン ･ 分子衝突における多電子移行，京都大学基礎物理学研究所研究会「有限量子系物理の

新しい展開」，( 京都，1999).

山口知子，市村　淳 : 低速多価イオンと等核二原子分子の衝突における多電子移行の配向依存性，宇宙空間原子分

子過程研究会「多価イオンの分光と衝突過程」，( 相模原，2000)，35.

山中信弘，堀川弥太郎，市村　淳 : 水素様多価イオン分光による QED の検証と核分極効果，宇宙空間原子分子過程

研究会「多価イオンの分光と衝突過程」，( 相模原，2000)，27.

崎本一博 : 衝突解離反応の理論的研究，日本物理学会秋の分科会，( 盛岡，1999).

市村　淳，中村正人 : イオン ･ 分子衝突における回転 ･ 振動励起とエネルギーロス ･ スペクトルの形，日本物理学

会春の分科会，( 吹田，2000).

市村　淳，山口知子 : 低速多価イオンと等核二原子分子の衝突における多電子移行の配向依存性，日本物理学会春

の分科会，( 吹田，2000).

山中信弘，堀川弥太郎，市村　淳 : 水素様重イオンにおける核分極効果，日本物理学会春の分科会，( 吹田，2000).

北村良実，中川貴雄，田中昌宏，松浦美香子，Astro-F チーム : Image Reconstruction and Point Source Extraction 

of Astro-F/FIS Survey，天文情報処理研究会第 38 回会合「大規模サーベイとそのデータ処理」，( 相模原，

1999)，102.

Y. Kitamura，M. Momose，Y. Asaki，S. Yokogawa，R. Kawabe，M. Tamura and S. Ida: One-arcsecond Imaging 

Observations of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars with the Nobeyama Millimeter Array (NMA)，

Proceedings of the 32nd ISAS Lunar and Planetary Symposium，(Sagamihara，1999)，150.

坂尾太郎，小杉健郎，増田　智：太陽フレアの超高温プラズマと磁場構造，1999 年度天文学会春季年会，(1999)，

M04a.

鹿野良平，板尾太郎，小林　研，永田伸一，熊谷収可，篠田一也，常田佐久：SOLAR-B X 線望遠鏡開発へむけた裏

面照射型 CCD の X 線照射耐性試験，1999 年度天文学会春季年会，(1999)，W03a.



��．研究成果の発表の状況304

小林　研，常田佐久，熊谷収可，坂尾太郎，柴崎清登，小杉健郎：太陽フレアの高精度硬 X 線スペクトル観測計画，

1999 年度天文学会春季年会，(1999)，W23b.

板尾太郎，柴崎清登，鹿野良平，常田佐久，原　弘久，熊谷収可，永田伸一，小林　研，松崎恵一，下条圭美，小

杉健郎：SOLAR-B 衛星搭載 X 線望遠鏡 (XRT) の開発，1999 年度天文学会秋季年会，(1999)，W20a.

鹿野良平，坂尾太郎，熊谷収可，永田伸一，原　弘久，常田佐久：SOLAR-B XRT カメラ開発：裏面照射型の CCD

の－ 50℃ での X 線照射耐性，1999 年度天文学会秋季年会，(1999)，W21a.

小林　研，常田佐久，熊谷収可，柴崎清登，小杉健郎，坂尾太郎，斎藤芳隆：太陽フレアの高精度硬 X 線スペクト

ル観測計画，1999 年度天文学会秋季年会，(1999)，W25b.

松崎恵一，坂尾太郎，下条圭美，小杉健郎，清水敏文，原　弘久，常田佐久，他 SOLAR-B チーム：SOLAR-B 衛星

搭載・ミッションデータプロセッサ (MDP) の開発，1999 年度天文学会秋季年会，(1999)，W37a.

坂尾太郎：HXT で達成したこと・残っている課題 HESSI への展望，HESSI(High Energy Solar Spectroscopic Imager)

小研究会，( 相模原，1999)．

坂尾太郎：宇宙からみる太陽，江東区コミュニティカレッジ「宇宙��～新世紀の宇宙探査～」，( 東京，1999)．

T. Sakao: SOLAR-B XRT: Capabilities and Limitations - CCD camera and  data handling -，Solar-B International 

Science Meeting，( 相模原，1999). 

坂尾太郎，ほか XRT チーム : SOLAR-B XRT の研究目的，第 1 回 SOLAR-B 国内科学会議，( 相模原，2000).

E.E. DeLuca，L. Golub，J. Bookbinder，P. Cheimets，K. Shibasaki，T. Sakao and R. Kano: The X-Ray Telescope 

on Solar-B，AAS SPD meeting #32 (2000)，#02.93.

久野　敦，伊藤茂泰，岩松新之輔，大槻寛子，金子　哲，藤本　瑞，水野　洋，日下部功，林　　清，多比良和誠，

長谷川典巳: 放線菌由来ファミリーFキシラナーゼの各機能ドメインの構造機能相関，日本生物物理学会東北

支部研究発表会，( 仙台，1999).

伊藤茂泰，久野　敦，金子　哲，藤本　瑞，水野　洋，日下部功，多比良和誠，長谷川典巳 : 放線菌由来キシラナー

ゼの触媒ドメイン中に存在する両末端αヘリックスの重要性，日本農芸化学会東北支部第 130 回例会，( 山

形，1999).

石倉和秀，菊池邦生，横澤潤二，齋藤都暁，板橋　妙，五十嵐宗利，久野　敦，長谷川典巳 : Haloferax volcanii ( 好

塩古細菌 ) および大腸菌アミノアシル-tRNA 合成酵素による各生物種由来 tRNA のアシル化活性，日本農芸

化学会東北支部第 130 回例会，( 山形，1999).

菊池邦生，石倉和秀，横澤潤二，齋藤都暁，板橋　妙，五十嵐宗利，久野　敦，長谷川典巳 : 好塩古細菌及び大腸

菌由来アミノアシル-tRNA 合成酵素のアシル化活性における塩の影響，日本化学会第 77 回秋期年会，( 札幌，

1999).

久野　敦，伊藤茂泰，岩松新之輔，金子　哲，藤本　瑞，水野　洋，日下部功，林　　清，多比良和誠，長谷川典

巳 : 放線菌由来キシラナーゼの基質結合ドメインの糖鎖認識機構の解析，第 7 回山形分子生物学セミナー，

( 山形，1999).

K. Tamura and T. Hasegawa: Relationship of the CCA sequence of tRNA with the early evolutional aspect of 

aminoacyl-tRNA synthetases，26th Symposiumon Nucleic Acids Chemistry，(Maebashi，1999).

岩松新之輔，清水大輔，久野　敦，金子　哲，藤本　瑞，林　　清，水野　洋，多比良和誠，日下部功，長谷川典

巳 : 放線菌由来ファミリー F/10 キシラナーゼの反応メカニズムの解析，第 20 回日本分子生物学会，( 福岡，

1999).

石倉和秀，横澤潤二，楳原琢哉，廣嶋康生，久野　敦，長谷川典巳 : 古細菌アミノアシル-tRNA 合成酵素による大

腸菌および古細菌 tRNA のアミノアシル化反応，第 12 回 Archaebacteria 研究会講演会，( 和光，1999).

K. Tamura and T. Hasegawa: Structure of universal CCA sequence of tRNA and evolution of aminoacyl-tRNA 

synthetase，The 25th annual meeting of the SSOEL-JAPAN，(Yokohama，2000).

石倉和秀，横澤潤二，楳原琢哉，廣嶋康生，久野　敦，長谷川典巳 : 古細菌トレオニル-RNA 合成酵素によるトレオ

ニン tRNA の識別位塩基認識，生命の起原および進化学会第 25 回学術講演会，( 横浜，2000).



��．研究成果の発表の状況 305

久野　敦，伊藤茂泰，鈴木龍一郎，金子　哲，藤本　瑞，水野　洋，日下部功，林　　清，多比良和誠，長谷川典

巳 : 放線菌キシラナーゼに存在する基質結合ドメインの糖鎖認識部位の同定，日本農芸化学会 2000 年度大会，

( 東京，2000).

岩松新之輔，清水大輔，久野　敦，金子　哲，藤本　瑞，水野　洋，多比良和誠，日下部功，林　　清，長谷川典

巳 : ファミリー F/10 キシラナーゼの活性アミノ酸を置換した変異型酵素の解析，日本農芸化学会 2000 年度

大会，( 東京，2000).

伊藤茂泰，久野　敦，金子　哲，岩松新之輔，藤本　瑞，水野　洋，日下部功，多比良和誠，林　　清，長谷川典

巳 : TIM バレル様構造をしたキシラナーゼの触媒ドメイン中に存在する両末端αヘリックスの役割，日本農

芸化学会 2000 年度大会，( 東京，2000).

渡辺　誠，久野　敦，金子　哲，岩松新之輔，日下部功，林　　清，長谷川典巳 : 放線菌由来 gxyn-axe クラスター

遺伝子の重要性，日本農芸化学会 2000 年度大会，( 東京，2000).

川田一敏，金子　哲，久野　敦，長谷川典巳，林　　清 : Thermotoga maritima 由来のアラビノフラノシダーゼの

精製および諸性質の解明，日本農芸化学会 2000 年度大会，( 東京，2000).

システム研究系

Y. Morita and S. Goto: Revised Version of the M-V Third Stage Attitude Control Algorithm，Proceedings of the 9th 

Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，(Sagamihara，1999)，410.

森田泰弘，川口淳一郎，稲谷芳文，安部　隆，永井啓一，松井正安，大塚浩仁 : 高速再突入実験＜ＤＡＳＨ＞概要，

第 43 回宇宙科学技術連合講演会，( 神戸，1999).

森田泰弘，安部　隆，川口淳一郎，南　　宏，木村雅文 : DASH 軌道計画，第 43 回宇宙科学技術連合講演会，( 神

戸，1999).

廣川英治，森田泰弘，川口淳一郎，木村雅文，寺田　博，南　　宏 : DASH 姿勢系，第４３回宇宙科学技術連合講演

会，( 神戸，1999).

森田泰弘，川口淳一郎，大塚浩仁，佐野成寿 : 高速再突入実験機 (DASH) の姿勢誤差解析，第 43 回宇宙科学技術連

合講演会，( 神戸，1999).

雛田元紀，平木講儒，小川博之，加勇田清勇 : ジェット列と垂直平板との干渉に関する研究，日本航空宇宙学会 30

周年記念講演会講演集，( 東京，1999)，167.

平木講儒，稲谷芳文，石井信明 : 自由飛行試験によるカプセルの動的空力特性，日本航空宇宙学会 30 周年記念講演

会講演集，( 東京，1999)，91.

平木講儒，佐藤　清 : カプセル背面の流れの可視化，日本航空宇宙学会 30 周年記念講演会講演集 ,( 東京，1999)，

95. 

山本健太郎，小川博之，平木講儒，稲谷芳文 : 再使用ロケットエアロシェルの低速空力特性，平成 11 年度宇宙航行

の力学シンポジウム，( 神奈川，1999)，139.

平木講儒，稲谷芳文，三輪　等，上野　真 : 動安定試験装置による再突入カプセル空力特性取得の試み，平成 11 年

度宇宙航行の力学シンポジウム，( 神奈川，1999)，21.

平木講儒，浜　一守，牧野　隆，松田聖路 : 弾道再突入カプセルの空力形状と姿勢安定性，平成 11 年度宇宙航行の

力学シンポジウム，( 神奈川，1999)，13.

平木講儒 : 再突入カプセルの姿勢と圧力変動の相関，平成 11 年度宇宙航行力学シンポジウム，( 神奈川，1999)，5.

関口真須美，嶋田　徹，関野展弘，平木講儒 : CFD 解析を用いた再突入カプセルの動安定微係数の計算 ( その 2)，

平成 11 年度宇宙航行の力学シンポジウム，( 神奈川，1999)，1.

石井信明，稲谷芳文，山田哲哉，平木講儒，小川博之，安達昌紀，本田雅久 : DASH 再突入カプセル，第 43 回宇宙

科学技術連合講演会，( 神戸，1999).



��．研究成果の発表の状況306

平木講儒，稲谷芳文，雛田元紀，中島　俊 : 再突入カプセルの姿勢運動と底面圧力の関係，第 43 回 宇宙科学技術

連合講演会，( 神戸，1999).

山下雅道 : 21 世紀の科学と国際宇宙ステーション，宇宙ステーション講演会 ( 筑波，1999).

M. Yamashita，A. Kashiwagi，T. Naitoh and R.J. Wassersug: Startle Response of Anuran Tadpoles and its Changes 

with Growth，Zool. Sci.，16 (Suppl.) (1999)，117.

T. Naitoh，M. Yamashita，Richard J. Wassersug and H. Akiyoshi: VIP- and NO-nerve fibres in the nerve plexus 

of the alimentary tract of Xenopus laevis tadpoles，Zool. Sci.，16 (Suppl.) (1999)，93.

K. Kashiwagi，M. Yamashita，T. Naitoh and A. Kashiwagi: The Effects of Reactive Oxygen Species on Amphibian 

Aging，Zool. Sci.，16 (Suppl.) (1999)，52.

内藤富夫，山下雅道，原田佳代子，Richard J. Wassersug: 微小重力下におけるオタマジャクシの内臓の観察，宇宙

生物科学，13(1999), 176.

内藤富夫，秋吉英雄，三嶋美佐子，山下雅道，Richard J. Wassersug: オタマジャクシ消化管の神経支配，宇宙生物

科学，13(1999), 178.

山下雅道，内藤富夫，柏木昭彦，Richard J. Wassersug: 両生類の行動への重力の支配と宇宙実験設計，宇宙生物科学，

13 (1999), 174.

潮賢太郎，金子竹男，小林憲正，橋本博文，石川洋二，大島泰郎，香内　晃，斉藤　威，山下雅道，A. Brack，L. Colangeli ，

J.M.Greenberg，G. Horneck，R. Navarro-Gonzalez，F. Raulin: 宇宙空間での生体有機物の無生物的生成の検

証 (3) 地上予備実験，宇宙生物科学，13 (1999),  254.

保尊隆享，曽我康一，森　竜志，佐伯瑞枝，若林和幸，神阪盛一郎，上垣内茂樹，相澤幸子，吉崎　泉，嶋津　徹，

福井啓二，山下雅道 : 微小重力環境におけるイネ並びにシロイヌナズナ芽ばえの自発的形態形成，宇宙生物

科学，13 (1999),  270.

富田 ( 横谷 ) 香織，柳澤政生，山下雅道，福田知子，鈴木利貞，山田小須弥，中村輝子，長谷川宏司 : 微小重力及び

微弱磁場環境下における植物の光応答反応ー光屈性のための成長運動，宇宙生物科学，13 (1999),  278.

内藤富夫，山下雅道，三嶋美佐子，秋吉英雄，Richard J. Wassersug: 無尾類の消化管に分布する神経，爬虫両棲類

学会報，2000 (2000), 55.

H. Hashimoto，K. Ushio，T. Kaneko，K. KobayashiI，Y. Ishikawa，T. Oshima，A. Kouchi，T. Saitoh，M. Yamashita，

A. Brack，L. Colangeli，J. M. Greenberg，G. Horneck，R. Navarro-Gonzalez and F. Raulin: Design of an 

Aparatus for Verification of Formation of Bioorganic Compounds on the Exposed Facility of JEM，第 43 回

宇宙科学技術連合講演会， ( 神戸，1999).

M. Yamashita，K. Yokotani-Tomita，M. Yanagisawa and T. Nakamura: Exotic magnetic environment in space 

experimentation for plant studies，IGE Workshop，Perspective of Plant Research in Space，(Sendai，

December 1999).

山下雅道，内藤富夫，柏木昭彦，R.J. Wassersug: 両生類の幼生と宇宙生物学，Space Utiliz. Res.，16 (2000),  76.

内藤富夫，山下雅道，R.J. Wassersug: 両生類の消化管運動の概観 - 微小重力下における両生類を用いた脊椎動物消

化管運動の研究を予測して，Space Utiliz. Res.，16  (2000), 73.

富田 ( 横谷 ) 香織，山下雅道，柳澤政生，箸本春樹，中村輝子，長谷川宏司 : 微弱磁場環境が植物の成長運動に与え

る影響，Space Utiliz. Res.，16 (2000),  118.

上田純一，宮本健助，勇田友和，嶋津　徹，山下雅道 : 高等植物における植物ホルモンの受容ならびに移動機構に

対する疑似微小重力の影響 : 特に，成長，発達とオーキシンの極性移動について，Space Utiliz. Res.，16 (2000), 

 142.

保尊隆享，曽我康一，佐伯瑞枝，森　竜志，若林和幸，神阪盛一郎，上垣内茂樹，相澤幸子，吉崎　泉，向井千秋，

嶋津徹，福井啓二，山下雅道 : 微小重力環境におけるイネ並びにシロイヌナズナ芽ばえの自発的形態形成，

Space Utiliz. Res.，16  (2000), 146.

富田 ( 横谷 ) 香織，山下雅道，柳澤政生，箸本春樹，中村輝子，長谷川宏司 : 微弱磁場環境下における植物の成長，



��．研究成果の発表の状況 307

植物生理学会，( 名古屋，2000).

桑原邦郎 : Flow under strong surface tension，第 36 回日本伝熱シンポジウム，( 熊本，1999).

土屋敏明，桑原邦郎 : 二次元密閉容器内の非定常自然対流のシミュレーション，第 36 回日本伝熱シンポジウム，

( 熊本，1999).

Tu，Jiyuan，桑原邦郎 : 湾内の汚染のシミュレーション，日本流体力学会年会 '99，( 東京，1999).

桑原邦郎 : 液滴の運動，日本流体力学会年会 '99，( 東京，1999).

土屋敏明，桑原邦郎 : 回転機械内の流れのシミュレーション，日本流体力学会年会 '99，( 東京，1999).

土屋敏明，桑原邦郎 : 遮音壁周りの流れ，第 4 回環境流体シンポジウム，日本流体力学会年会 '99，( 東京，1999).

土屋敏明，桑原邦郎，密閉容器内の自然対流の不安定性と遷移，日本流体力学会 '99，( 東京，1999).

桑原邦郎 : 気泡の運動，日本流体力学会年会 '99，( 東京，1999).

桑原邦郎 : 物体後流中の乱流への遷移，日本流体力学会年会 '99，( 東京，1999).

小紫誠子，河村哲也，桑原邦郎 : 火災旋風の数値シミュレーション，日本流体力学会年会 '99，( 東京，1999).

桑原邦郎 : 自由表面のある流れ，日本物理学会 '99 秋の分科会，( 岩手，1999).

菅　牧子，河村哲也，桑原邦郎 : 洗掘現象の数値的研究，日本物理学会 '99 秋の分科会，( 岩手，1999).

矢島信之 : 複合気球構成によるスーパープレッシャー気球の機能の高度化，大気球シンポジウム，( 神奈川，1999)，

85.

黒河治久，井筒直樹，本田秀之，矢島信之 : スーパープレッシャー気球形状の詳細検討，大気球シンポジウム，( 神

奈川，1999)，89.

井筒直樹，太田茂雄，本田秀之，山上隆正，矢島信之，他　気球グループ，松島清穂 : スーパープレッシャー気球

の飛翔試験，大気球シンポジウム，( 神奈川，1999)，93.

矢島信之 : 海外気球事情，大気球シンポジウム，( 神奈川，1999)，97.

阿部　航，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : BESS99 実験経過報告，日本物理学会，( 島根，1999).

佐貫智行，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : 超伝導スペクトロメータを用いた宇宙粒子線観測気球実験陽子流束

測定結果，日本物理学会，( 島根，1999).

松本　浩，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : 超伝導スペクトロメータを用いた宇宙粒子線観測気球実験ヘリウム

流束測定結果，日本物理学会，( 島根，1999). 

浅岡陽一，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : 反陽子ビームによる BESS 測定器反陽子検出効率の直接測定，日本

物理学会，( 島根，1999).

大和一洋，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : 超伝導スペクトロメータを用いた宇宙粒子線観測気球実験における

環境モニターシステムの開発，日本物理学会，( 島根，1999).

晴山　慎，上岡英史，山上隆正，太田茂雄，矢島信之，並木道義他 : 96 年日ロ共同気球実験解析結果 5 －陽子，ヘ

リウム成分－，日本物理学会，( 島根，1999).

柴田　撤，上岡英史，山上隆正，太田茂雄，矢島信之，並木道義他 : 96 年日ロ共同気球実験解析結果 6 －重粒子，

全粒子成分－，日本物理学会，( 島根，1999).

南条宏肇，上岡英史，山上隆正，太田茂雄，矢島信之，並木道義他 : 96 年日ロ共同気球実験キャンペーン報告，日

本物理学会，( 島根，1999).

山上隆正，斉藤芳隆，西村　純他 : ECC による 98 年高エネルギー一次電子の観測結果，日本物理学会，( 島根，

1999).

斉藤芳隆，山上隆正，西村　純他 : BETS を用いた大気ガンマ線の観測，日本物理学会，( 島根，1999).

鳥居祥二，斉藤芳隆，山上隆正他 : シミュレーションによる TeV 領域電子観測装置の開発，日本物理学会，( 島根，

1999).

前野忠嗣，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : 気球搭載型超伝導スペクトロメータ (BESS) による宇宙起源反陽子流

束の精密測定，日本物理学会，( 東大阪，2000).

佐貫智行，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : 超伝導スペクトロメータを用いた宇宙粒子線観測気球実験宇宙起源



��．研究成果の発表の状況308

反ヘリウム探索 (93-99)，日本物理学会，( 東大阪，2000).

灰野禎一，西村　純，矢島信之，山上隆正他 : BESS による，TeV 領域一次宇宙線強度精密測定のための測定器の

開発，日本物理学会，( 東大阪，2000).

晴山　慎，上岡英史，山上隆正，太田茂雄，矢島信之，並木道義他 : 日ロ共同気球実験解析結果報告－陽子，ヘリ

ウム－，日本物理学会，( 東大阪，2000).

柴田　撤，上岡英史，山上隆正，太田茂雄，矢島信之，並木道義他 : 日ロ共同気球実験解析結果報告－重粒子，全

粒子－，日本物理学会，( 東大阪，2000).

望月永子，山上隆正，斉藤芳隆他 : BETS による乗鞍高度でのガンマ線フラックスの測定，日本物理学会，( 東大阪，

2000).

吉田健二，斉藤芳隆，山上隆正，笠原克昌他 : 気球による GeV 領域大気ガンマ線の観測，日本物理学会，( 東大阪，

2000).

田村忠久，山上隆正，斉藤芳隆，鳥居祥二他 : シンチファイバー読み出しシステムの開発，日本物理学会，( 東大阪，

2000).

斎藤 芳隆，山上 隆正，西村純 : バラストレス気球の開発，極地研シンポジウム，( 東京，1999).

鳥居祥二，山上隆正，斎藤芳隆，西村　純他 : BETS による 10 ～ 100 GeV 領域の電子エネルギースペクトルの観測，

平成 11 年度大気球シンポジウム報告，( 相模原 ,1999), 37.

笠原克昌，斎藤芳隆，望月永子，山上隆正他 : BETS によるバルーン高度での大気ガンマ線の観測，平成 11 年度大

気球シンポジウム報告，( 相模原，1999), 45 .

並木道義，松坂幸彦，鳥海道彦，内田右武，平山昇司，小松俊郎，本田秀之，井筒直樹，斎藤芳隆，太田茂雄，山上

隆正，広沢春任，松本敏雄他 : 大型気球放球装置，平成 11 年度大気球シンポジウム報告，( 相模原，1999)，

65. 

鳥海道彦，内田右武，平山昇司，本田秀之，松坂幸彦，並木道義，瀬尾基治，井筒直樹，井筒直樹，斎藤芳隆，太

田茂雄，安部隆士，山上隆正他 : ヘリコプターによる回収，平成 11 年度大気球シンポジウム報告， ( 相模原，

1999)，69. 

斎藤芳隆，松坂幸彦，並木道義，鳥海道彦，横田力男，太田茂雄，山上隆正他 : 超薄型高高度気球 (BT1-3)，平成 11

年度大気球シンポジウム報告， ( 相模原，1999)，73. 

松坂幸彦，鳥海道彦，斎藤芳隆，太田茂雄，山上隆正他 : 小型低電力型テレメータおよびコマンド装置，平成 11 年

度大気球シンポジウム報告， ( 相模原，1999)，77. 

金子直紀，山上隆正，松坂幸彦他 : GPS を用いた風観測の評価実験，平成 11 年度大気球シンポジウム報告， ( 相模原，

1999)，81. 

奥野　誠 : ニハイチュウ幼生の重力走性，宇宙利用シンポジウム ( 第 16 回 )，( 東京，1999)，100

奥野　誠 : マウスの精巣及び精子形成における重力の作用，宇宙生物科学 13，( 東京，1999)，130.

M. Morita and M. Okuno: Change in regulatory mechanism of sperm motility under osmotic acclimatization in 

tilapia (Oreorchromis mossambicus)，Zool. Sci.，16/Suppl，( 山形，1999)，168.

A. Ohta，C. Mukai and M. Okuno: Relationship between flagellar movement and activity of mitochondria in 

mammalian sperm，Zool. Sci.，16/Suppl，( 山形，1999)，169.

M. Fujinoki，H. Ohtake and M. Okuno: Relationships between the protein phosphorylation and the activated state 

on hamster sperm flagella，Zool. Sci.，16/Suppl，( 山形，1999)，169.

藤ノ木政勝，大竹英樹，奥野　誠 : ハムスター精子活性化状態とタンパク質リン酸化の関係，日本アンドロロジー

学会総会記事 ( ｪ ｨ ) ，( 東京，1999)，25.

太田亜希子，奥野　誠 : ミトコンドリア活性を指標とした精子性状の検定法，日本アンドロロジー学会総会記事 ( ｪ ｨ ) ，( 東

京，1999)，27.



��．研究成果の発表の状況 309

宇宙輸送研究系

竹内伸介，小野田淳次郎 :  Marman Clamp 型分離接手における分離衝撃の予測，第 41 回構造強度に関する講演会

講演集，( 仙台，１９９９), ２5.

清水さやか，大久保洋志，渡辺直行，峯杉賢治，小野田淳次郎 : 滑りと粘弾性を考慮した粘着層付き薄膜を用いる

制振機構の特性と数値シミュレーション，第 41 回構造強度に関する講演会講演集，( 仙台，１９９９), 241.

呉　賢雄，小野田淳次郎 : 準能動的制振用液晶型 ER 流体ダンパの特性について，第 15 回宇宙構造 ･ 材料シンポジ

ウム ,( 相模原，１９９９), 56.

内田英樹，小野田淳次郎 : 柔軟宇宙構造物設計のための粘弾性構造系と能動／制御系の同時最適化の試み，第 15 回

宇宙構造 ･ 材料シンポジウム，( 相模原，１９９９), 84.

内田英樹，小野田淳次郎 : 柔軟宇宙構造物設計のための粘弾性構造系と能動制御系の同時最適化，第 8 回スペース

･ エンジニアリング ･ コンファレンス，(1999), No.99-60.

藤田和央，安部隆士，大津広敬: 回転温度非平衡が空力加熱率に及ぼす影響，第 31回流体力学講演会講演集，(山口，1999)，

17.

廣谷智成，佐藤俊逸，安部隆士: 高密度領域を含む Monte Carlo 法の高速化，第31回流体力学講演会講演集，(山口，1999)，

369.

歌野原陽一，安部隆士 : DSMC 専用計算機の開発，第 31 回流体力学講演会 ( 山口，1999)，373.

松川　豊 ，中島康夫 ，安部隆士 ，平岡克己 : MUSES-C 再突入カプセルの遷音速動的不安定性に関する研究，第

31 回流体力学講演会講演集，( 山口，1999)，217.

藤田和央，佐藤俊逸，安部隆士 : 強い衝撃波背後の非平衡現象の測定と数値モデル化 --- 現状と問題点，第 49 回理

論応用力学講演会講演集，( 東京，2000).

森田泰弘，川口淳一郎，稲谷芳文，安部隆士 : 高速再突入飛行実験 (DASH)，第 49 回理論応用力学講演会講演集，

( 東京，2000).

鈴木宏二郎，大津広敬，藤田和央，安部隆士 : 空力／内部熱流錬成による超軌道再突入カプセルのアブレータ解析，第 

49 回理論応用力学講演会講演集，( 東京，2000).

大津広敬，鈴木宏二郎，藤田和央，安部隆士 : 輻射が MUSES-C の空力加熱環境に及ぼす影響，第 49 回理論応用力

学講演会講演集，( 東京，2000).

金井憲彦，藤田和央，安部隆士 : 高速再突入空力加熱に対する輸送係数の効果，第４９回理論応用力学講演会講演集，　

 ( 東京，2000).

藤田和央，佐藤俊逸，安部隆士 : トリプルプローブによるプリカーサプラズマ電子特性の計測，平成 11 年度衝撃波

シンポジウム講演集，( 東京，2000)，25.

廣谷智成，山本祐司，佐藤俊逸，鈴木宏二郎，安部隆士，川口淳一郎 : 小惑星探査機のジェット／ダストの干渉，

平成 11 年度衝撃波シンポジウム講演集，( 東京，2000)，589.

藤井孝藏 : CFD は万能だ！？，航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム '99，( 東京，1999).

内山直樹，藤井孝藏 : 簡易ヘリコプター形態まわりの流れ場解析，航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム '99，

( 東京，1999).

寺本　進，藤井孝藏 : カプセル背後の流れ構造把握のための可視化，第 5 回コンピュータビジュアライゼーション

コンテスト，コンピュータビジュアライゼーションシンポジウム，( 東京，1999).

今井和宏，藤井孝藏 : 非定常流のシミュレーションにおける陰解法の時間刻み幅について，1999 年度日本機械学会

年次大会，( 東京，1999)，講演論文集，vol.��.

寺本　進，藤井孝藏 : 鈍頭カプセル背後の流れ構造，第 31 回流体力学講演会，( 山口宇部，1999).

藤井孝藏，田村善昭 : ノートパソコンでできる流体の可視化，第 12 回計算力学講演会，( 松山，1999).　

寺本　進，藤井孝藏 : 遷音速域における再突入体の動的安定性について，第 12 回計算力学講演会，( 松山，1999).



��．研究成果の発表の状況310

寺本　進，藤井孝藏 : 周波数フィルタを用いた周期現象の可視化，第 13 回数値流体力学シンポジウム，( 東京，1999)，

講演論文集 (CD-ROM)，E10-1.

深見健人，内山直樹，藤井孝藏 : BVI 解析における高次精度スキームの効果，第 13 回数値流体力学シンポジウム，( 東

京，1999)，講演論文集 (CD-ROM)，A09-1.

今井和宏，藤井孝藏 : プラグノズルのボートテールドラッグ低減に関する数値計算，第 13 回数値流体力学シンポジ

ウム，( 東京，1999)，講演論文集 (CD-ROM)，A02-1.

市川　治，藤井孝藏 : 直交格子を利用して任意物体形状まわりの流れを解く場合の境界処理，第 13 回数値流体力学

シンポジウム，( 東京，1999)，講演論文集 (CD-ROM)，F03-3.

伊藤　隆，藤井孝藏，橋本保成，石井忠司 : 宇宙輸送用垂直離着陸型単段式ロケットの基礎的研究とモデルロケッ

トについて，宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000).

今井和宏，藤井孝藏 : プラグノズルボートテール部の流れ解析，宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000).

寺本　進，友近一善，松本尚之，藤井孝藏 : 発光ダイオードを用いた感圧塗料による壁面圧力測定の試み，宇宙輸

送シンポジウム，( 相模原，2000).

寺本　進，藤井孝藏 : 再突入カプセルの遷音速流れ解析－新しい可視化手法を利用して，「次世代超音速旅客機成立

のための空力基盤研究」シンポジウム，( 仙台，2000).

藤井孝藏 : EFD と CFD －それぞれの役割を考える，理論応用力学講演会 ( 学術会議 )，( 東京，2000).

深見健人，内山直樹，藤井孝藏 : 簡易ヘリコプタ形状によるロータ ･ 胴体干渉流れ場解析，第 31 回日本航空宇宙学

会　年会講演会，( 東京，2000).

藤井孝藏，小川隆申 : 航空宇宙 CFD のスピンオフ－高速車両トンネル干渉問題への利用，第 31 回日本航空宇宙学

会　年会講演会，( 東京，2000).

佐藤英一，栗林一彦 : 介在物含有材料の塑性緩和クリープにおける転位の運動，日本金属学会秋期大会，( 金沢，1999).

北薗幸一 : 内部応力超塑性における線形クリープ方程式の一般化，日本金属学会秋期大会，( 金沢，1999).

青山智胤，栗林一彦 : 過冷却半導体の成長速度と界面形状の関係，日本金属学会秋期大会，( 金沢，1999).

長汐晃輔，高村　禪，栗林一彦，塩原　融 : 競合成長基準の相選択に基づく NdBa2Cu3O7-x の調和成長の解明，日

本金属学会秋期大会，( 金沢，1999).

川端健詞，佐藤英一，栗林一彦 : 高体積分率真球状 Al2O3 粒子分散 Al 基複合材料の高温クリープ，日本金属学会

秋期大会，( 金沢，1999).

佐藤　崇，松下純一，佐藤英一，栗林一彦 : 高純度 3Y-TZP の粒径増加による超塑性変形挙動の変化，日本金属学

会秋期大会，( 金沢，1999).

平坂玲央奈，北薗幸一，佐藤英一，栗林一彦，茂木徹一 : 異方性のある熱膨張係数を有する Mg の内部応力超塑性，

日本金属学会秋期大会，( 金沢，1999).

村田真美，青山智胤，神保　至，栗林一彦 : Fe-Ni-Mo 合金の過冷凝固，日本金属学会秋期大会，( 金沢，1999).

佐藤英一，栗林一彦 : 介在物含有材料の高温クリープにおける拡散 / 塑性緩和プロセス，日本金属学会春期大会，

( 横浜，2000).

北薗幸一，佐藤英一，栗林一彦 : 複相材料と単相多結晶材料の内部応力超塑性に関する定常クリープの連続体モデル，日

本金属学会春期大会，( 横浜，2000).

長汐晃輔，栗林一彦，W. H. Hofmeister，D. E. Gustafson，A. Altgilebers and R. J. Bayuzick: 浮遊した Nd123 液滴

の Splat Quench，日本金属学会春期大会，( 横浜，2000).

川端健詞，佐藤英一，栗林一彦 : 真球状 Al2O3 粒子分散 Al 基複合材料の拡散 / 塑性緩和による高温変形挙動，日

本金属学会春期大会，( 横浜，2000).

佐藤　崇，松下純一，佐藤英一，栗林一彦 : アルミナ添加 / 無添加 3Y-TZP の変形機構領域図，日本金属学会春期

大会，( 横浜，2000).

平坂玲央奈，北薗幸一，佐藤英一，栗林一彦，茂木徹一 : 粗大粒マグネシウム多結晶材料の内部応力超塑性，日本

金属学会春期大会，( 横浜，2000).



��．研究成果の発表の状況 311

牛島健一，松下純一，北薗幸一，佐藤英一，栗林一彦 : 超磁歪効果による Al 基複合材料の引張り特性の向上，日本

金属学会春期大会，( 横浜，2000).

宇宙推進研究系

小島孝之，澤井秀次郎，佐藤哲也 : A Study of Air Intake Control for ATREX Engine，第 9 回アストロダイナミッ

クスシンポジウム，( 相模原，1999)，405.

小島孝之，勘田将生，棚次亘弘，佐藤哲也，岡部選司，榎本吉也 : ATREX エアインテークの研究開発，平成 11 年

度宇宙航行の力学シンポジウム，( 相模原，1999)，102.

佐藤哲也，棚次亘弘，原田賢哉，富家純一郎 : ATREX エンジン用プリクーラに関する研究，第 40 回航空原動機 ･

宇宙推進講演会，( 調布，2000)，245.

平田篤彦，棚次亘弘 : 極超音速エンジン実験機の動特性の研究，第 40 回航空原動機 ･ 宇宙推進講演会，( 調布，2000)，

257.

小島孝之，佐藤哲也，棚次亘弘，榎本吉也 : ATREX エアインテークの研究開発，第 40 回航空原動機 ･ 宇宙推進講

演会，( 調布，2000)，263.

棚次亘弘 : 空気吸い込み式エンジンを用いた TSTO スペースプレーン，平成 11 年度宇宙輸送シンポジウム，( 相模

原，2000)，37.

佐藤哲也，棚次亘弘，成尾芳博，岡部選司，小見淳介，富家純一郎，西野　亨 : ATREX エンジンの開発研究，平

成 11 年度宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，117.

小林弘明，原田賢哉，佐藤哲也，棚次亘弘 : 飛翔用 ATREX エンジンのサイクル検討，平成 11 年度宇宙輸送シンポ

ジウム，( 相模原，2000)，121.  

木村竜也，原田賢哉，佐藤哲也，棚次亘弘，富家純一郎 : ATREX エンジン用プリクーラの開発研究，平成 11 年度

宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，125.

大久保隆，棚次亘弘 : 超音速エアーインテーク空力形状最適化，平成 11 年度宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，129.

平田篤彦，棚次亘弘 : FTB のエンジンを含めた動特性，平成 11 年度宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，133.

羽生宏人，齊藤猛男，堀　恵一，霜田正隆，山谷寿夫，野副克彦，久保田浪之介 : マグナリウム (Mg/Al 合金 ) によ

る AP 系推進薬の中性化，1999 年度火薬学会春季研究発表講演集，( 東京，1999)，5.

村田博一，東 保男，山谷寿夫，霜田正隆，堀　恵一，齊藤猛男 : 硝安のマグナリウムによる活性化 ( 第 2 報 )，平成

11 年度火薬学会秋季研究発表要旨集，( 北九州，1999)，103.

羽生宏人，北城大造，霜田正隆，山谷寿夫，堀　恵一，齊藤猛男，高野雅弘，野副克彦，村田博一 : マグナリウム

入り AP 系推進薬の燃焼 ( 第 5 報 )，平成 11 年度火薬学会秋季研究発表要旨集，( 北九州，1999)，105.

野副克彦，霜田正隆，山谷寿夫，堀　恵一，齊藤猛男，東　保男，羽生宏人 : 固体推進薬の硝酸塩による低公害化，

平成 11 年度火薬学会秋季研究発表要旨集，( 北九州，1999)，109.

山谷寿夫，高下　豊，齊藤猛男，霜田正隆 : AP 系固体推進薬の燃焼特性へのニトロ可塑剤効果，平成 11 年度火薬

学会秋季研究発表要旨集，( 北九州，1999), 97.

野副克彦，東　保男，羽生宏人，齊藤猛男，堀　恵一，霜田正隆，山谷寿夫 : 固体推進薬の硝酸塩による低公害化，

平成 11 年度宇宙輸送シンポジウム講演集，( 相模原，2000), 9.

長谷川克也，下瀬　滋，山谷寿夫，霜田正隆，堀　恵一：超音波を用いた新しい燃速測定法，平成１１年度火薬学

会秋季研究発表会要旨集，( 北九州，１９９９)，９５.

長谷川克也，下瀬　滋，山谷寿夫，霜田正隆，堀　恵一：超音波を用いた新しい燃速測定法，平成１１年度宇宙輸

送シンポジウム講演集，( 相模原，２０００)，５.

船木一幸，國中　均，都木恭一郎，清水幸夫，佐鳥　新 : マイクロ波放電式イオンエンジン用耐久試験装置の開発，

日本航空宇宙学会論文集，47，550，(1999) 9.



��．研究成果の発表の状況312

船木一幸，國中　均，都木恭一郎，中山宜典 : 非中和イオンビーム噴射時における星の帯電現象の検討，第 40 回航

空原動機 ･ 宇宙推進講演会講演集，( 調布，2000)，83.

佐原宏典，都木恭一郎，栗木恭一，荒川義博 : ＤＣアークジェット安定作動への指針，第 40 回航空原動機 ･ 宇宙推

進講演会講演集， ( 調布，2000)，117.

L. Denk，八田博志，後藤　健，宗宮詮 : Shear Fracture Behavior of Laminated Carbon/Carbon Composite with 

Changing Stacking Sequence under Tensile Loading，第 15 回宇宙構造 ･ 材料シンポジウム，( 相模原，1999)，

92.

溝口正幸，八田博志，青木卓哉，後藤　健，杉林俊雄 : ビッカース試験による SiC 薄膜の靭性評価，第 15 回宇宙構

造 ･ 材料シンポジウム，( 相模原，1999)，104.

中野　竜，八田博志，澤田　豊 : 酸化抑止剤混入法による炭素材料の耐酸化特性向上，第 15 回宇宙構造 ･ 材料シン

ポジウム，( 相模原，1999)，124.

早乙女高之，八田博志，後藤　健，澤田　豊 : SiC 被膜 C/C 複合材料の高温ガラスシーリング材，第 15 回宇宙構造

･ 材料シンポジウム，( 相模原，1999)，128.

中山義文，八田博志，後藤　健，向後保雄 : C/C 複合材料と耐酸化 SiC コーティング間の密着強度，第 15 回宇宙構

造 ･ 材料シンポジウム，( 相模原，1999)，132.

青木卓哉，福田　博，八田博志，後藤　健 : C/C 複合材料の耐酸化 SiC コーティング－コーティングの熱応力割れ

挙動－，第 15 回宇宙構造 ･ 材料シンポジウム，( 相模原，1999)，134.

人見　拓，八田博志，後藤　健，青木卓哉，塩田一路 : C/C 複合材料上の Sic.C 多層耐酸化コーティング，第 15 回

宇宙構造 ･ 材料シンポジウム，( 相模原，1999)，138.

早乙女高之，八田博志，澤田　豊 : SiC 被覆 C/C 複合材料の高温ガラスシーリング材，第 26 回炭素材料学会年会要

旨集，( 長野，1999)，72.

青木卓哉，八田博志，後藤健，福田　博 : 貫通コーティングクラック発生防止を目的とした C/C 複合材の耐酸化

SiC コーティング，第 26 回炭素材料学会年会要旨集，( 長野，1999)，74.

瀬戸　祥，黒田剛志，向後保雄，八田博志 : 直交積層 C/C 複合材料の熱衝撃特性，第 24 回複合材料シンポジウム

講演要旨集，( 大阪，1999)，39.

戸田智哉，向後保雄，八田博志 : C/C 複合材料の機械的性質に及ぼす繊維束太さの影響，第 24 回複合材料シンポジ

ウム講演要旨集，( 大阪，1999)，41.

人見　拓，八田博志，青木卓哉，後藤　健，塩田一路 : C/C 複合材料上の SiC･ Ｃ多層耐酸化コーティング，第 24

回複合材料シンポジウム講演要旨集，( 大阪，1999)，47.

池垣進也，八田博志，後藤　健，濱田泰以 : 三次元強化炭素 / 炭素複合材料の力学的特性に関する研究，第 24 回複

合材料シンポジウム講演要旨集，( 大阪，1999)，49.

溝口正幸，八田博志，後藤　健，青木卓哉，杉林俊雄 : ビッカース試験による SiC 薄膜の靭性評価，第 24 回複合材

料シンポジウム講演要旨集，( 大阪，1999)，65.

M. S. Aly-Hassan，F. M. F. Bardan，K. M. Emara and 八田博志 : New Grain Configuration for the Solid Propellant 

:Sine-Star:，宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，17.

小野田淳次郎，樋口　健，後藤　健，久保田伸幸，菅野義就，米本浩一 : 複合材極低温タンクの試作と低温試験，

宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，73.

後藤　健，八田博志，棚次亘弘 : 各種 C/C 円輪の回転破壊，宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，144.

坂東貴政，八田博志，向後保雄，後藤　健，福田　博 : C/C 複合材料の接着技術，宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，

2000)，148.

向井芳太郎，高橋広嗣，八田博志，後藤　健，川田　宏 : C/C 複合材料の切欠き特性とき裂進展挙動に関する研究，

日本複合材料学会 1999 年度研究発表講演会予稿集，( 東京，1999)，103.

溝口正幸，八田博志，後藤　健，青木卓哉，杉林俊雄 : ビッカース試験による SiC 薄膜の特性評価，日本複合材料

学会 1999 年度研究発表講演会予稿集，( 東京，1999)，105.



��．研究成果の発表の状況 313

青木卓哉，八田博志，後藤　健，福田　博 : クラック進展制御を行った C/C 複合材の耐酸化 SiC コーティング，日

本複合材料学会 1999 年度研究発表講演会予稿集，( 東京，1999)，107.

早乙女高之，八田博志，後藤　健，澤田　豊 : SiC 被覆 C/C 複合材料の高温ガラスシーリング材，日本複合材料学

会 1999 年度研究発表講演会予稿集，( 東京，1999)，109.

中野　竜，澤田　豊，八田博志，後藤　健 : 酸化抑止剤混入法による炭素材料の耐酸化性向上，日本複合材料学会

1999 年度研究発表講演会予稿集，( 東京，1999)，111.

坂東貴政，八田博志，福田　博，向後保雄，後藤　健 : C/C 複合材料の接着技術，第 7 回機械材料 ･ 材料加工技術

講演会講演論文集，( 広島，1999)，83.

中野　竜，八田博志，後藤　健，澤田　豊 : 酸化抑止剤混入法による炭素材料の耐酸化性向上，第 7 回機械材料 ･

材料加工技術講演会講演論文集，( 広島，1999)，85.

中山義文，八田博志，後藤　健，向後保雄 : C/C 複合材料と耐酸化 SiC コーティング間の密着強度，第 7 回機械材

料 ･ 材料加工技術講演会講演論文集，( 広島，1999)，87.

池垣進也，八田博志，後藤　健 : 三次元強化 C/C 複合材料の力学的特性，最新の複合材料界面科学研究 '99 第 7 回

複合材料界面シンポジウム要旨集，( 東京，1999)，13.

大久保剛，八田博志，鈴木敬二，後藤　健，笠野英秋 : C/C 複合材料の繊維 / マトリックス界面と引張挙動，最新

の複合材料界面科学研究 '99 第 7 回複合材料界面シンポジウム要旨集，( 東京，1999)，14.

後藤　健，西山勇一，八田博志，向後保雄，杉林俊雄 : 各種 C/C 円輪の回転破壊，日本金属学会，1999 年秋期大会，

　　　( 金沢，1999).

後藤　健，島田貴弘，八田博志，向後保雄，末益博志 : C/C 円板の回転破壊，日本金属学会，1999 年春期大会，( 東

京，1999).

後藤　健，八田博志，棚次亘弘 : 各種 C/C 円輪の回転破壊，平成 11 年度宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，1999).

後藤　健，西山勇一，八田博志，向後保雄，杉林俊雄 : 3DC/C 複合材料の回転破壊機構，日本金属学会講演概要，

( 横浜，2000)，451.

反野晴仁，宮崎繁文，加藤一成，清家挙志男，��野雅弘，徳留真一郎：固体ロケットモータ着火衝撃の緩和，平成

１１年度宇宙輸送シンポジウム ( 相模原，２０００)．

徳留真一郎，小林清和，徳永好志，安田誠一，餅原義孝，藤原靖史：エジェクターロケットの作動特性実験，平成

１１年度宇宙輸送シンポジウム ( 相模原，２０００)．

宇宙探査工学研究系

仲　賢二，名取通弘，樋口　健，岸本直子，K. C. Park: DFM による柔軟構造要素の動的挙動の解析，第 41 回構造

強度に関する講演会，( 仙台，1999)，33.

武市　昇，名取　通弘，小山孝一郎，樋口　健 : 定常運用におけるテザーシステムの動的挙動，第 41 回構造強度に

関する講演会，( 仙台，1999)，37.

田中大貴，樋口　健，名取通弘，邉　吾一 : 無重力における展開膜面構造物の収納挙動，第 41 回構造強度に関する

講演会，( 仙台，1999)，41.

稲谷芳文，樋口　健，米本浩一，菅野義就，久保田伸幸，小川大八 : 再使用ロケット実験機の着地挙動解析，第 43

回宇宙科学技術連合講演会，( 神戸，1999)，3B7.

樋口　健，山川　宏，米本浩一，菅野義就，久保田伸幸 : 再使用ロケット実験機の脚構造と着地挙動，宇宙輸送シ

ンポジウム，( 相模原，2000)，65.

小野田淳次郎，樋口　健，後藤　健，久保田伸幸，菅野義就，米本浩一 : 複合材極低温タンクの試作と低温試験，

宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000)，73.

奥泉信克，木村康治 : ヒステリシス復元力特性を有する構造物の非線形振動，第 41 回構造強度に関する講演会講演集，



��．研究成果の発表の状況314

( 仙台，1999)，29.

藤井令史，森　博子，水野貴秀，大島　勉，河合正之，齋藤宏文，越地耕二 : マイクロウィグラを用いたサブミリ

波領域自由電子レーザの研究，電子情報通信学会 技術研究報告，( 仙台，1999)，ED99-256. 

黒木聖司，齋藤宏文 : 米国の大学生による小型衛星製作の現状，第 43 回宇宙科学技術連合講演会，( 神戸，1999)，

99-3E8.

齋藤宏文，川口淳一郎，上杉邦憲，中谷一郎 : 小惑星ミッション MUSES-C と衛星技術の将来，( 筑波，1999)，招待

講演 SANE99-27.  

藤井令史，森　博子，水野貴秀，大島　勉，河合正之，齋藤宏文，越地耕二 : マイクロウィグラを用いたサブミリ

波領域自由電子レーザの研究，日本物理学会 1999 年秋の分科会，日本物理学会講演概要集，第 54 巻第 2 号

第 2 分冊 (1999)，181.

藤井令史，森　博子，水野貴秀，大島　勉，河合正之，齋藤宏文，越地耕二 : マイクロウィグラを用いたサブミリ

波領域自由電子レーザの研究，第 9 回 FEL と High Power Radiation に関する Topical Meeting，(1999).

藤井令史，森　博子，水野貴秀，大島　勉，河合正之，齋藤宏文，越地耕二 : マイクロウィグラを用いたサブミリ

波領域自由電子レーザの研究｢，日本物理学会 2000 年春の分科会，日本物理学会講演概要集，第 55 巻第 1

号第 2 分冊 (2000)，178.

久保田孝，黒田洋司，國井康晴 : 月面探査マイクロローバ，ロボティクス ･ メカトロニクス講演会 '99 講演論文集，

( 東京，1999), 1P1-06-042.

加藤　宙，久保田孝，中谷一郎 : 不整斜面における多脚ロボットの移動アルゴリズム，ロボティクス ･ メカトロニ

クス講演会 '99 講演論文集，( 東京，1999), 1P2-42-058.

花又健一，國井康晴，吉光徹雄，加藤　宙，久保田孝 : 遺伝的アルゴリズムによるホッピングローバの準最適電圧

パターンの生成，ロボティクス ･ メカトロニクス講演会 '99 講演論文集，( 東京，1999), 1P1-06-044.

吉光徹雄，加藤　宙，久保田孝，中谷一郎 : 小惑星ホップロボットの設計検討，ロボティクス ･ メカトロニクス講

演会 '99 講演論文集，( 東京，1999), 1P1-06-048.

久保田孝 : 惑星探査ローバの研究開発動向，ロボティクス ･ メカトロニクス講演会 '99，チュートリアル「惑星探査

ローバの開発動向と技術課題」，( 東京，1999), 1.

T. Yoshimitsu，T. Kubota，I. Nakatani，K. Hanamata，T. Adachi and H. Saitou: Microgravity Experiments for 

Robotic Lander MINERVA，Proc. of 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics， (Sagamihara，

1999)，B11.

T. Kubota，T.Misu，T. Hashimoto and K. Ninomiya: Autonomous Lunar Landing Method based on Natural Terrain 

Image，Proc. of 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，(Sagamihara，1999)，A17.

M. Uo，K. Baba，T. Kubota，S. Sawai，T. Hashimoto and J. K awaguchi: Descent Navigation and Guidance for 

Sampling in MUSES-C Mission，Proc.of 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，

(Sagamihara，1999)，B5.

Y. Kuroda，Y. Kunii and T. Kubota: Lunar Exploration Microrover，Proc. of 9th Workshop on Astrodynamics and 

Flight Mechanics，(Sagamihara，1999)，B9.

M. Maruya，M. Uo，K. Baba，M. Ogasawara，T. Kubota and T. Hashimoto: A Global Mapping Method for Asteroid 

Exploration，Proc. of 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，(Sagamihara，1999)，A18.

T. Kubota，T. Hashimoto，J. Kawaguchi，K. Baba，M. Uo and M. Maruya: Autonomous Landing System for MUSES-

CMission，Proc. of 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，(Sagamihara，1999)，B6.

S. Sawai，T. Hashimoto，T. Kubota，N. Yoshizawa and K. Baba: Development of Target Marker of Low Restitution 

Coefficient under Low Gravity，Proc. of 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，

(Sagamihara，1999)，B10.

永松弘行，久保田孝，中谷一郎，二宮敬虔 : 宇宙用マニピュレータによる衛星捕捉手法，1999 年電子情報通信学会

通信ソサエティ大会講演論文集 1，( 船橋，1999)，TB-1-6. 　



��．研究成果の発表の状況 315

澤井秀次郎，久保田孝，橋本樹明，川口淳一郎，二宮敬虔 : 小惑星探査における自律着陸ランデブ手法，1999 年電

子情報通信学会通信ソサエティ大会講演論文集 1，( 船橋，1999)，TB-1-5.

久保田孝，黒田洋司，國井康晴，中谷一郎 : 月探査ローバシステムの提案，第 17 回日本ロボット学会学術講演会予

稿集，( 平塚，1999)，3J14.

國井康晴，青山健一，織田浩史，笈川信一郎，黒田洋司，久保田孝 : 月面探査ローバ : Micro5　搭載用 5 自由度マ

ニピュレータの開発，第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，3J14.

花又健一，國井康晴，吉光徹雄，加藤　宙，久保田孝 : 微小力重下におけるホップロボットの移動最適化の検討，

第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，3J22.

吉光徹雄，久保田孝，中谷一郎 : 小天体探査ローバの行動計画，第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，

3J23.

加藤　宙，高橋宏雄，久保田孝，中谷一郎 : Articulated Legged Rover の設計検討，第 17 回日本ロボット学会学術

講演会予稿集，( 平塚，1999)，1E36.

加藤　宙，久保田孝，中谷一郎 : 凹凸斜面における多脚ロボットの移動アルゴリズム，第 17 回日本ロボット学会学

術講演会予稿集，( 平塚，1999)，1E23.

江尻理帆，加藤　宙，久保田孝，中谷一郎 : 濃淡画像に基づく月探査ローバのナビゲーション，第 17 回日本ロボッ

ト学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，3J17.

吉光徹雄，久保田孝，中谷一郎 : ホッピングローバによる小天体の探査，第 43 回宇宙科学技術連合講演会，( 神戸，

1999)，99-3A14.

永松弘行，久保田孝，中谷一郎 : コニカルレンジセンサを用いた小天体への自律着陸誘導制御手法，第 43 回宇宙科

学技術連合講演会，神戸，( 神戸，1999)，99-3A7.

江尻理帆，久保田孝，中谷一郎 : 濃淡画像に基づく月面探査ローバのパスプラニング，第 43 回宇宙科学技術連合講

演会，( 神戸，1999)，99-3A10.

川勝康弘，岩本祥広，金子　豊，板垣春昭，久保田孝，中谷一郎 : 次期月探査機の高精度着陸技術についての概念検

討，第 43 回宇宙科学技術連合講演会，( 神戸，1999)，99-3A6.

橋本樹明，久保田孝，三須俊彦，二宮敬虔 : 定性的地形認識に基づく月面高精度着陸手法，第 16 回誘導制御シンポ

ジウム，( 長野，1999)，117.

久保田孝，黒田洋司，國井康晴 : 月探査マイクロローバの提案，月面探査ローバワークショップ論文集，( 相模原 ，

1999), 73.

久保田孝，黒田洋司，國井康晴 : 月探査ローバ Micro5，月面探査ローバワークショップ論文集，( 相模原 ，1999),  

155.

中谷一郎 : 月 ･ 惑星探査技術の展望，第 8 回スペースエンジニアリングコンファレンス，(1999).

中谷一郎 : 宇宙科学技術の展望 － NAL へ期待すること－ ，航空宇宙技術研究所第 37 回公開研究発表会，( 東京，

1999).

佐々木晶，久保田孝，岡田達明，佐伯和人，黒田洋司，國井康晴，大竹真紀子ほか，ローバ研究グループ : ローバ

による月面科学探査，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000) ，76.

久保田孝，國井康晴，黒田洋司，佐々木晶，大竹真紀子，秋山演亮，岡田達明，ローバ研究グループ : 月面移動探

査のためのローバシステム，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム， ( 相模原，2000) ，81.

斎藤宏文，中谷一郎，橋本正之，STRAIGHT チーム : STRAIGHT による基盤衛星技術開発，第 8 回科学衛星 ･ 宇

宙観測シンポジウム，( 相模原，2000) ，31.

廣瀬和之，斎藤宏文，中谷一郎，黒田能克，石井　茂 : 民生用 SOI(Silicon On Insulator) デバイスの宇宙利用と放射

線耐性，第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000) ，37.

水野貴秀，斎藤宏文，升本喜就，橋本正之，樋口　健，三浦　昭，小川博之，田中孝治，奥泉信克，大島　勉，鎌田

幸男，長木明成，太刀川純孝，佐々木博幸，萱場英毅，中谷一郎 : ピギーバック衛星 INDEX の現状，第 8

回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000) ，51.



��．研究成果の発表の状況316

江尻理帆，久保田孝，中谷一郎 : 月面探査ローバの画像に基づく行動計画手法，第 5 回ロボティクスシンポジア，

( 須磨，2000)，12B4.

Y. Xie，H. Sawada，T. Hashimoto and  K. Ninomiya: Adaptive Model Following Control Method for Active Control 

of Magnetic Bearing Momentum Wheel，第 9 回アストロダイナミクスシンポジウム，( 相模原，1999)，352.

橋本樹明，久保田孝，三須俊彦，二宮敬虔 : 定性的地形認識に基づく月面高精度着陸手法，第 16 回誘導制御シンポ

ジウム，( 長野，1999)，117.

澤田英行，解　永春，橋本樹明，二宮敬虔：人工衛星姿勢制御用磁気軸受ホイールの制御，第８８回日本計測自動制御

学会学術講演会 (SICE’９９)，( 盛岡，１９９９)，２１０A-２．

永嶋宏行，高野　忠 : 拡散反射型空間光伝送におけるビーム形状の測定，1999 年電子情報通信学会総合大会，(1999)，

B-1-32.

生貝康行，高野　忠 : 鏡面修整光アンテナの近傍 ･ 遠方パターン測定，1999 年電子情報通信学会総合大会，(1999)，

B-1-82.

森本直行，高野　忠 : ブロードエリアＬＤのフィラメント現象の解析，1999 年電子情報通信学会総合大会，(1999)，

C-1-15.

王　松林，高野　忠，矢部初男 : 円筒関数の特異点の処理について，1999 年電子情報通信学会ソサエティ大会，(1999), 

C-1-3.

森本直行，高野　忠 : 遂次法と反復法による非斉次非線形微分方程式の解放，1999 年電子情報通信学会ソサエティ

大会，(1999)，C-1-20.

岩井秀樹，高野　忠 : 液晶を用いた開口上波面制御に関する検討，1999 年電子情報通信学会ソサエティ大会，(1999)，

C-1-121.

牧謙一朗，井上浩三郎，高野　忠 : 科学衛星「はるか」の回線劣化に関する特性解析，1999 年電子情報通信学会ソ

サエティ大会，(1999)，B-2-21.

甘日出勇，高野　忠，吉川　真，榮樂正光，戸田知朗，黒田晋也：南九州におけるしし座流星群の共同観測 (１９９９

年版 )，レオニード流星群観測小研究会 ･ 論文集，(２０００)，３０.

鎌田幸男，郡司康一，市川　満，高野　忠 : リング状誘電体を装荷した 2 周波共用円環パッチイアンテナの特性，

2000 年電子情報通信学会総合大会，(2000)，B-1-115.

生貝康行，高野　忠 : 鏡面修整光アンテナの遠方パターン測定，2000 年電子情報通信学会総合大会，(2000)，B-1-

161.

岩井秀樹，高野　忠，クラウス　ヴェルナー : 液晶素子アレーを用いた光ビーム偏向に関する検討，2000 年電子情

報通信学会総合大会，(2000)，B-1-206.

菅原　章，花山英治，高野　忠 : 八木宇田アンテナを装荷したアレーアンテナの放射特性，2000 年電子情報通信学

会総合大会，(2000)，B-1-210.

石橋之宏，道上達広，直井隆浩，吉川　真，栄樂正光，高野　忠 : 南九州におけるしし座流星群共同観測経過報告，

太陽系科学シンポジウム，(1999). 

高野　忠 :SPS 用超大形アンテナ実現のための課題と一検討，第一回宇宙太陽発電システム (SPS) シンポジウム，

(1999). 

木戸善晴，早川宏之，石橋宏幸，鎌田宏之，川崎繁男，長友信人，佐々木進，成尾芳博，高野忠 : ユニットパッチ

型送電用アクティブ集積アンテナのシステム ，第一回宇宙太陽発電システム (SPS) シンポジウム，(1999). 

高野　忠 :IDAC とデブリ，流星，落下物，宇宙開発利用研究会，(1999).

森本直行，高野　忠 : 半導体レーザにおけるフィラメント現象の解析，信学技報，PS98-76，OPE98-125，RQE98-

118 (1999).

森本直行，高野　忠 : 広ストライプ幅ブロードエリア LD のための導波路解析，信学技報，A-P99-87，EMCJ99-47 

(1999).

早川宏之，木戸善晴，吉田雄輝，高野　忠，佐々木進，長友信人，成尾芳博 : 無線送電用 2 × 2 アクティブ集積ア



��．研究成果の発表の状況 317

ンプアンテナプレートアレイ，信学技報，MW99-96 (1999).

高野　忠，水谷　仁，佐々木進，西尾文彦，河野宣之，立居場光生，松岡剛志，岩田隆浩，若林裕之，浦塚清峰，

松岡健志 : 2 衛星を用いたバイスタティックレーダによる月極域氷の探索 , 信学技報，A･P99-97，SANE99-

52 (1999).

早川宏之，木戸善晴，吉田雄輝，高野　忠，佐々木進，長友信人，成尾芳博 : 積層型 2 × 2 アクティブ集積アンプ

アンテナプレートアレイの改善，信学技報，MCJ99-72，MW99-124 (1999).

高野　忠，水谷　仁，西尾文彦，古宇田亮一，富樫茂子，河野宣之，岩田隆浩，若林裕之，浦塚清峰，松岡建志 : 

SELENE バイスタティックレーダによる月の氷探索，第 18 回宇宙エネルギーシンポジウム，(1999).

木戸善晴，早川宏之，石橋宏幸，鎌田宏之，川崎繁男，高野　忠，成尾芳博，佐々木進，長友信人 :SPS2000 スペー

スアンテナ用パッチアレイ型アクティブアレイアンテナ，第 18 回宇宙エネルギーシンポジウム，(1999).

勝本和義，高野　忠，佐藤洋一 : 宇宙環境保全をめざした宇宙ゴミ観測用バイスタティックレーダの研究，第 18 回

宇宙エネルギーシンポジウム，(2000).

森本直行，高野　忠 : 広ストライプ幅ブロードエリアＬＤのための導波路解析，信学技報，P99-87，EMCJ99-47，(1999).

妻木勇一，御所園敏彦，内山　勝 : 機構及び接触の安全性を考慮した統合宇宙遠隔操作システム，第 15 回宇宙ステー

ション講演会 / 第 12 回有人宇宙飛行技術シンポジウム講演集，( つくば，1999)，11.

谷口　優，D.N. Nenchev，吉田和哉，内山　勝 : 柔軟ベース上マニピュレータの作業計画と制御，ロボティクス ･

メカトロニクス講演会 '99 講演論文集，( 東京，1999)，1A1-06-021.

秋間敏史，多羅尾進，内山　勝 : HEXA 型パラレル機構を用いたハイブリッドモーションシミュレータの開発，ロ

ボティクス ･ メカトロニクス講演会 '99 講演論文集，( 東京，1999)，1A1-06-022.

佐藤大祐，石井庸介，内山　勝 : 位置 ･ 力 ･ コンプライアンス制御ロボットに対する技量の教示とその実現，ロボ

ティクス ･ メカトロニクス講演会 '99 講演論文集，( 東京，1999)，1A1-73-102.

桂島　航，川口順央，阿部幸勇，内山　勝 : 6 自由度柔軟関節ロボットアームの開発及び評価，ロボティクス ･ メカ

トロニクス講演会 '99 講演論文集，( 東京，1999)，2A1-47-073.

加藤雅麗，近野　敦，内山　勝，井上博允 : JROB-2 の設計 ･ 開発，ロボティクス ･ メカトロニクス講演会 '99 講演

論文集，( 東京，1999)，2A1-47-080.

山野光裕，近野　敦，内山　勝 : VxWorks と Linux を用いたロボット制御システム，ロボティクス ･ メカトロニク

ス講演会 '99 講演論文集，( 東京，1999)，2P2-35-035.

M. Yamano，A. Konno and M. Uchiyama: An Experimentation System for Capturing a Satellite by a Dual-Arm 

Flexible Manipulator，1999 ISAS 9th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics，(Sagamihara，

1999)，253.

S. Tarao，E. Inohira，T. Akima and M. Uchiyama: Motion Simulation Using a High-Speed Parallel Link Mechanism，

1999 ISAS 9th Workshop onAstrodynamics and Flight Mechanics，(Sagamihara，1999)，271.

加藤雅麗，近野　敦，内山　勝 : ジョイパッドによる 4 脚歩行ロボットの遠隔操作，第 17 回日本ロボット学会学術

講演会予稿集，( 平塚，1999)，147.

川口順央，阿部幸勇，内山　勝 : 6 自由度柔軟関節ロボットアームの高精度高速位置決め制御，第 17 回日本ロボッ

ト学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，189.

D. Liu，A. Konno and M. Uchiyama: A Singular Perturbation Method to Pole Assignment Control of a Flexible 

Manipulator，第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，191.

猪平栄一，多羅尾進，内山　勝 : HEXA 型パラレル機構を用いたハイブリッド方式による運動模擬実験，第 17 回日

本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，329.

多羅尾進，猪平栄一，内山　勝 : ハイブリッドモーションシミュレーション─ CG との融合による運動呈示機能の

拡張─，第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，331.

山野光裕，近野　敦，内山　勝 : 双腕フレキシブルマニピュレータによる対象物捕獲実験，第 17 回日本ロボット学

会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，369.



��．研究成果の発表の状況318

木南匡敬，尹　祐根，妻木勇一，内山　勝 : 6 自由度小型ハプティックインタフェースの評価と仮想剛体間の接触実験，

第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，415.

K. Munawar and M. Uchiyama: Supervisor-Based Cooperation of Non-Autonomous Multiple Robots，第 17 回日本

ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，717.

尹　祐根，木南匡敬，妻木勇一，内山　勝 : ハプティックインタフェースを中心とした人間 ･ テレロボットインタ

フェースの構築，第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，821.

尹　祐根，妻木勇一，内山　勝 : バーチャルグリップを用いたシングルマスタ ･ デュアルスレーブ遠隔操作法，第

17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，823.

御所園敏彦，妻木勇一，阿部幸勇，内山　勝，R. Koeppe，G. Hirzinger: 統合宇宙遠隔操作システムの構築および

検証実験，第 17 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，825.

佐藤大祐，石井庸介，内山　勝 : 手作業コンプライアンスの推定に基づくロボットの作業制御，第 17 回日本ロボッ

ト学会学術講演会予稿集，( 平塚，1999)，885.

太田浩充，大坪和義，内山　勝 : パラレルメカニズムの静的精度向上のための検討─ ( 第 3 報 ) 姿勢変化を伴う6 軸パラ

レル機構のキャリブレーション─，1999 年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集，( 仙台，1999)，343.

御所園敏彦，川辺　洋，妻木勇一，内山　勝 : ネットワークベースト宇宙遠隔操作実験システム，計測自動制御学

会東北支部 35 周年記念学術講演会予稿集，( 八戸，1999)，17.

川辺　洋，下清水武志，古田友之，内山　勝 : 遠隔操作における力情報提示システム，計測自動制御学会東北支部

35 周年記念学術講演会予稿集，( 八戸，1999)，19.

石井庸介，佐藤大祐，内山　勝 : 3D グラフィックスを用いた高速パラレルロボットの動作教示，計測自動制御学会

東北支部 35 周年記念学術講演会予稿集，( 八戸，1999)，21.

多羅尾進，猪平栄一，内山　勝 : 高速パラレルリンクロボットを応用したハイブリッドモーションシミュレーション，計

測自動制御学会東北支部第 185 回研究集会資料，( 仙台，1999)，185-4.

尹　祐根，御所園敏彦，川辺　洋，木南匡敬，妻木勇一，内山　勝，小田光茂，土井利次 : 技術試験衛星 VII 型

(ETS-VII) 搭載ロボットアームの遠隔操作実験，計測自動制御学会東北支部第 185 回研究集会資料，( 仙台，

1999)，185-5.

尹　祐根，御所園敏彦，川辺　洋，木南匡敬，妻木勇一，内山　勝，小田光茂，土井利次 : ハプティックインタ

フェースを用いた ETS-VII 搭載マニピュレータのモデルベースト遠隔操作，ETS-VII「おりひめ」「ひこぼ

し」実験成果報告会前刷集，NASDA-CON-990003 ( 東京，2000)，170.

鈴木宏二郎，田辺義慶，山田和彦，越野勝一郎，本郷素行 : 極厚デルタ形状リフティングボディーの超音速大迎角

空力特性，第 31 回流体力学講演会講演集，( 山口，1999)，189.

大津広敬，鈴木宏二郎，藤田和央，安部隆士 : アブレーションを考慮した MUSES-C の空力加熱の数値解析，第 31

回流体力学講演会講演集，( 山口，1999)，249.

手塚亜聖，鈴木宏二郎 : 円及び楕円周りの 2 次元非圧縮流れ全体安定性解析，第３１回流体力学講演会講演集，( 山口，

1999)，93.

浜田敏彦，福田健太郎，綿貫忠晴，鈴木宏二郎 : 小型極超音速 Gun Tunnel の開発，宇宙航行の力学シンポジウム

講演集，( 相模原，1999)，61.

藤松信義，鈴木宏二郎 : 円形音速自由噴流の数値解析，宇宙航行の力学シンポジウム講演集，( 相模原，1999)，94.

山田和彦，藤松信義，鈴木宏二郎，綿貫忠晴 : 垂直着陸型ロケットのノズル噴流と地面の干渉による機体底面空気

力に関する実験，宇宙航行の力学シンポジウム講演集，( 相模原，1999)，143.

山田和彦，鈴木宏二郎，越野勝一郎，田辺義慶，浜田敏彦，岩倉啓介，山本祐司，本郷素行 : 超音速大迎角で極厚デ

ルタ形状機体に発生する空気力の振動に関する風洞実験，宇宙航行の力学シンポジウム講演集，( 相模原，1999)，

151.

藤松信義，鈴木宏二郎 : 自励振動する超音速自由噴流の数値解析，第 13 回数値流体力学シンポジウム講演要旨集，

　　　( 東京，1999)，17.



��．研究成果の発表の状況 319

今村太郎，鈴木宏二郎 : 大変形を伴う液滴の数値シミュレーション，第１３回数値流体力学シンポジウム講演要旨集，

( 東京，1999)，130.

手塚亜聖，鈴木宏二郎 : 迎角を持つ楕円周りの 2 次元非圧縮流れ全体安定性解析，第 13 回数値流体力学シンポジウ

ム講演要旨集，( 東京，1999)，225.

浜田敏彦，福田健太郎，綿貫忠晴，鈴木宏二郎 : 小型極超音速ガン ･ タンネルの開発とその性能特性に関して，次

世代超音速旅客機成立のための空力基盤研究および分子流モデルによる圧縮流解析の基礎的研究，( 松島，

2000)，49.

鈴木宏二郎，大津広敬，藤田和央，安部隆士 : 空力／内部熱流連成による超軌道再突入カプセルのアブレータ解析，

第 49 回理論応用力学講演会講演論文集，( 東京，2000)，235.

大津広敬，鈴木宏二郎，藤田和央，安部隆士 : 輻射が MUSES-C の空力加熱環境に及ぼす影響，第 49 回理論応用力

学講演会講演論文集，( 東京，2000)，241.

浜田敏彦，福田健太郎，綿貫忠晴，鈴木宏二郎 : Gun Tunnel 型極超音速風洞の製作と性能特性，第 49 回理論応用

力学講演会講演論文集，( 東京，2000)，383.

藤松信義，鈴木宏二郎 : 平行超音速自由噴流の数値解析，平成 11 年度衝撃波シンポジウム講演論文集，( 東京，2000)，

41.

浜田敏彦，綿貫忠晴，鈴木宏二郎 : 小型極超音速 Gun Tunnel の開発とその性能特性，平成 11 年度衝撃波シンポジ

ウム講演論文集，( 東京，2000)，161.

廣谷智成，山本祐司，佐藤俊逸，鈴木宏二郎，安部隆士，川口淳一郎 : 小惑星探査機のジェット／ダストの干渉，

平成 11 年度衝撃波シンポジウム講演論文集，( 東京，2000)，589.

衛星応用工学研究系

田島道夫 : 光学的結晶評価の基礎，応用物理学会結晶工学分科会第 3 回結晶工学スクール，( 大阪，1999)，109.

溝口　敦，田島道夫，小椋厚志，熊薮伸也，滝口潤一，和泉富雄 : SIMOX ウエハーにおける高温熱処理過程の PL

評価，第 60 回応用物理学会学術講演会，Vol. II，No.3p-ZS-15 ( 神戸，1999)，742.

中根健智，田島道夫，藁品正敏，長坂啓吾，菱田有二，渡辺正則 : 4H-SiC ウエハーの室温フォトルミネッセンス評価，

第 60 回応用物理学会学術講演会，Vol. I，No.1a-R-8 ( 神戸，1999)，316.

田島道夫 : フォトルミネッセンス ･ マッピングによる SiC ウエハーの評価，SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研

究会第 8 回講演会予稿集，No. I-3 ( 筑波，1999)，3.

野地真樹，吉田浩章，木山　誠，田島道夫 : VB 及び LEC-GaAs ウエハーにおける熱処理効果の比較，第 47 回応用

物理学関係連合講演会，Vol. III，No.29p-ZB-11 ( 東京，2000)，1318.

滝口潤一，小椋厚志，溝口　敦，井深重夫，田島道夫 : SIMOX ウエハーにおける高温熱処理過程の PL 評価 (II)，

第 47 回応用物理学関係連合講演会，Vol. II，No.30p-YK-6 ( 東京，2000)，883.

中根健智，田中光博，藁品正敏，田島道夫 : 深紫外レーザー励起 PL による 6H-SiC エピウエハーの評価，第 47 回

応用物理学関係連合講演会，Vol. I，No.29p-YF-12 ( 東京，2000)，409.

大登裕樹，高椋　輝，山本真裕，酒井　茂，田島道夫，廣瀬和之，高橋慶治 : 宇宙用リチウム 2 次電池の開発と基

本特性 , － MUSES-C 搭載バッテリーセルの開発－ 第 19 回宇宙エネルギーシポジウム，( 相模原，2000)，1.

廣瀬和之 : 水素終端表面へのシリサイド膜成長，応用物理学会分科会，第 110 回結晶工学分科会研究会，( 東京，

1999)，43.

廣瀬和之，坂野公彦，野平博司，服部健雄：SiO2-Si 界面の構造遷移層に関する第一原理計算による検討，応用物理

学会分科会，シリコンテクノロジー，No.12，( 東京，1999)，18.

萩本賢哉，廣瀬和之，小野寛太，藤岡　洋，田島道夫，尾嶋正治 : XPS 時間依存測定法による極薄熱酸化膜中電荷

トラップの解析，1999 年 ( 平成 11 年 ) 秋季　第 60 回応用物理学会学術講演会，vol.2，3a-ZT-7 ( 神戸，1999)，



��．研究成果の発表の状況320

699.

玉田智恵子，古賀大士，岩崎好孝，上野智雄，廣瀬和之 : C54TiSi2 の得し得に与える Ti 膜配向性の影響，1999 年

( 平成 11 年 ) 秋季　第 60 回応用物理学会学術講演会，vol.2，2a-ZR-1 ( 神戸，1999)，727.

坂野公彦，廣瀬和之，野平博司，服部健雄 : SiO2-Si 界面の構造遷移層に関する第一原理計算による検討，1999 年

( 平成１１年 ) 秋季　第 60 回応用物理学会学術講演会，vol.2，1p-ZQ-5 ( 神戸，1999)，667.

半田晃史，廣瀬和之，田島道夫，宇田応之 : Ni-Si(111)-H 界面の室温シリサイド化反応 1999 年 ( 平成１１年 ) 秋季　第

60 回応用物理学会学術講演会，vol.2，4a-ZK-10 ( 神戸，1999)，539.

坂野公彦，野平博司，服部健雄，廣瀬和之 : SiO2-Si(111) 界面における価電子帯オフセット振動の検討 ,2000 年 ( 平成

１２年 ) 春期　第 47 回応用物理学関係連合講演会，vol.2，30a-YH-3 ( 東京，2000)，810.

坂野公彦，廣瀬和之，野平博司，服部健雄 : SiO2-Si(111) 界面の構造遷移層に関する第一原理計算による検討 , 第 5

回極薄シリコン酸化膜の形成／評価／信頼性研究会，( 御殿場，2000)，203.

高橋研介，廣瀬和之，野平博司，服部健雄 : X 線光電子分光法による極薄 Si 酸化膜の高精度膜厚算出 , 第 5 回極薄

シリコン酸化膜の形成／評価／信頼性研究会，( 御殿場，2000)，197.

佐々木進，飯島祐一，田中孝治，橋本正之，加藤　學，水谷　仁，鶴田浩一郎，滝沢悦貞，セレーネ共同プロジェ

クトチーム : SELENE 計画の現状，平成 11 年度科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム，( 相模原，2000)，185.

佐々木進 : 宇宙飛翔体環境研究の現状，極域，磁気圏大規模シミュレーションに関する研究小集会，( 東京，1999).

佐々木進 : 宇宙発電所計画の現状，エネルギー変換懇話会定例研究会，( 東京，2000).

田中　真，森高陽子，矢守　章，佐々木進，赤星保浩，中村龍太 : 高強度繊維を用いた軽量型デブリ防護バンパー

の開発とレールガンによる衝突実験，平成 11 年度スペースプラズマシンポジウム，( 相模原，2000).

長友信人 : 宇宙エネルギー工学をふりかえって，平成 11 年度宇宙エネルギーシンポジウム，( 相模原，2000)，27.

後川昭雄，佐々木進 : SPS 用太陽電池の課題－ SPS 光発電部への産業界参加の呼びかけ－，平成 11 年度宇宙エネ

ルギーシンポジウム，( 相模原，2000)，20.

長友信人 : 実現性から見た太陽発電衛星 (SPS) の軌道の選択に関するクリティカルレビュー，第 2 回宇宙太陽発電

システムシンポジウム，( 京都，1999)，99.

木俣喜美子，小島広久，長友信人 : 太陽発電衛星をモデルとした自動組立装置の基礎実験，第 2 回宇宙太陽発電シ

ステムシンポジウム，( 京都，1999)，87.

佐々木進 : 高電圧太陽電池が SPS へ及ぼす影響の評価，第 2 回宇宙太陽発電システムシンポジウム，( 京都，1999)，

81.

田中孝治，佐々木進 : 月面移動探査機用エネルギー伝送システムの概念設計，月面探査ローバーワークショップ，

( 相模原，1999)，123.

田中孝治 : 大電力マクロ波送電における電子管デバイスの可能性と課題，第 2 回宇宙太陽発電システムシンポジウム，

( 京都，1999)，53.

田中孝治，佐藤哲夫，佐々木進，趙　孟佑，河野　汀 : パルスレーザーを用いたスペースデブリ検出実験，平成 11

年度スペースプラズマシンポジウム，( 相模原，2000).

稲谷芳文，成尾芳博，石井信明 : 再使用ロケット実験機について，宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000).

成尾芳博，徳留真一郎，岩間一敬 : 再使用ロケット実験機の推進系とターンアラウンド，宇宙輸送シンポジウム，

( 相模原，2000).

廣澤春任 : 「電波望遠鏡衛星，宇宙に巨大な瞳を向ける」，第 10 回ＮＴＴサイエンスフォーラム，( 東京，1999).

諏訪　啓，福田盛介，廣澤春任 : ポラリメトリックな高解像度合成開口レーダ画像の統計的性質，電子情報通信学

会 宇宙 ･ 航行エレクトロニクス研究会，SANE 99-15 (1999). 

杉田晋也，山本善一，大島　勉，廣澤春任 : ロケットの噴煙による通信波の電波減衰の検討，電子情報通信学会信

学技報，SANE99-37 (1999)，7.

福田盛介 : 合成開口レーダリモートセンシングへのウェーブレットの応用 －スペックル雑音を低減する手法－，第

27 回可視化情報シンポジウム，可視化情報学会，(1999)，95.



��．研究成果の発表の状況 321

廣澤春任，山本善一，市川　満，横山幸嗣，長屋伸子，水野友宏，佐藤裕之，小西善彦，松本操一 : 集束ビーム給

電Ｓ／Ｘ／Ｋａ帯共用Φ 34 ｍアンテナ，電子情報通信学会ソサイエティ大会，(1999).

廣澤春任，市川　満，鎌田幸男，佐藤裕之，小西善彦，松本操一 : Ｃ帯高精度追尾レーダ ･ Ｋｕ帯テレメトリ共用

アンテナ，電子情報通信学会ソサイエティ大会，(1999).

野口克行，今村　剛，A. Nabatov，小山孝一郎，山本善一，鶴田浩一郎，高野　忠，中谷一郎，横山幸嗣 : 火星探

査機「のぞみ」による電波掩蔽実験，第 104 階地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会講演会，(1999).

S. Horiuchi，V. Migenes，S. Slysh，I.E. Val'tts，V.I. Altumin，P.G. Edwards，E. Fomalont and M. Inoue: Preliminary 

Results from the VLBA OH Maser Survey for Space-VLBI Observations，日本天文学会秋季年会，( 福岡，

1999).

川口則幸，木内　等，高橋幸雄，金子弘明，藤沢健太，宮地竹史，小林秀行，井口　聖，中島潤一，関戸　衛，魚

瀬尚郎 : 光結合型 VLBI で観測された RS CVn 型連星 HR1099，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

下井倉ともみ，面高俊宏，小林秀行，P.J. Diamond and L.I. Matveyenko: Orion KL 水メーザーバースト源の VLBA

観測，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

亀野誠二，澤田- 佐藤聡子，柴田克典，井上允，輪島清昭，今井昌文 : NGC 1052 中心核近傍の自由- 自由吸収，日本

天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

Z.-Q. Shen，S. Kameno，M. Inoue，J.M. Moran and P.G. Edwards: A 5 GHz Southern Hemisphere VLBI VLBI Survey 

of Compact Radio Sources，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

亀野誠二，沈　志強，澤田- 佐藤聡子，井上　允，輪島清昭，今井昌文 : GPS 電波源の多周波 VLBI サーベイ，日本

天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

萩原直樹，朝木義晴，小林秀行，石黒正人，三木哲也，川口則幸，亀谷　收，廣澤春任 : 位相補償ラジオメータの

開発 : ノイズダイオードの温度安定化，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

面高俊宏，西尾正則，中村昌和，亀谷　收，堀合幸次，岩館健三郎，原　忠徳，三好　真，久慈清助，佐藤克久，

浅利一善，酒井　俐，川口則幸，宮地竹史，宮澤敬輔，萩原直樹，朝木義晴 : VERA 計画の父島におけるサ

イト調査，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

朝木義晴，小林秀行，萩原直樹，石黒正人，藤沢健太，川口則幸，平林　久，市川　満，廣澤春任 : 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，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

木村守孝，関戸　衛，小山泰弘，中島潤一，栗原則幸，金子明弘，小林秀行，藤沢健太，大貫弘文 : 大口径アンテ

ナ間のギガビットフリンジ検出，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

原　忠徳，久慈清助，佐藤克久，笹尾哲夫，岩館健三郎，浅利一善，河野宣之，亀谷　收，三好　真，西尾正則 : 

水沢 10 m アンテナを用いた 2 周波ラジオメータの試作，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

西尾正則，面高俊宏，劉　慶会，宮崎智行，笹尾哲夫，川口則幸，森本雅樹 : 公衆通信回線を利用した実時間 VLBI

の基礎実験，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

横川創造，朝木義晴，北村良実，斎藤正夫，百瀬宗武，森田耕一郎，川辺良平 : 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，日本天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

村田泰宏，VSOP Group: 「はるか」の現状および運用，1999 年度 VLBI シンポジウム，( 鹿嶋，1999).

渡辺輝彦， 面高俊宏， 西尾正則，今井　裕， 笹尾哲夫， 亀谷　收，朝木義晴，中島潤一，宮地竹史 : J-Net によ

る W51 水メーザーのモニター観測，1999 年度 VLBI シンポジウム， ( 鹿嶋， 1999).

亀野誠二，沈　志強，井上　允， 藤沢健太， 輪島清昭 : VSOP による CSS 電波源 3C 380 の観測結果， 1999 年度

VLBI シンポジウム， ( 鹿嶋， 1999).

亀野誠二， 澤田- 佐藤聡子，柴田克典，井上　允，輪島清昭， 今井昌文 : GPS 電波源の多周波 VLBI サーベイ観測

　　　結果，1999 年度 VLBI シンポジウム，( 鹿嶋，1999).

亀野誠二，澤田- 佐藤聡子，柴田克典，井上　允，輪島清昭，今井昌文 : セイファート銀河 NGC 1052 中心核の自由-

自由吸収プラズマ，1999 年度 VLBI シンポジウム，( 鹿嶋，1999).

劉　慶会，西尾正則，宮崎智行 : 公衆通信回線を利用した実時間 VLBI 実験，1999 年度 VLBI シンポジウム，( 鹿嶋，



��．研究成果の発表の状況322

ポジウム , ( 鹿嶋 , 1999).

平林久 , D.W. Murphy, 村田泰宏 , P.G. Edwards, I.M. Avruch, 小林秀行 , 井上允 , 他 次世代スペ

ース VLBI ワーキンググループ : Towards the Next Space VLBI Mission, 第 8 回科学衛

星 ･ 宇宙観測シンポジウム , ( 相模原 , 2000).

村田泰宏 , 他 VSOP チーム : 「はるか」/ VSOP の現状報告 , 第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジ

ウム , ( 相模原 , 2000).

P. Edwards, 平林久 , B.G. Piner: VSOP Observations of 3C 279, 第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シン

ポジウム , ( 相模原 , 2000).

朝木義晴 , 小林秀行 , 萩原直樹 , 川口則幸 , 村田泰宏 , 平林久 , 石黒正人 : 「はるか」臼田データ

リンク局への 22 GHz 水蒸気ラインラジオメータ搭載 : ラウンドトリップ位相と水蒸気

輝度温度との比較実験 , 第 8 回科学衛星 ･ 宇宙観測シンポジウム , ( 相模原 , 2000).

平林久 : VSOP 報告 , 第 17 回 NRO ユーザーズミーティング , ( 野辺山 , 1999).

朝木義晴 : 位相補償 22 GHz ラインラジオメータの開発 , 第 17 回 NRO ユーザーズミーティング , 

( 野辺山 , 1999).

平林久 : VSOP-2 の紹介 , 「VERA で切り開く 21 世紀の天文学」研究会 , ( 三鷹 , 2000).

西尾正則 , 劉慶会 , 宮崎智行 , 川口則幸 , 笹尾哲夫 , 面高俊宏 , 森本雅樹 : VLBI 用大気状態監視装

置の提案 , 「VERA で切り開く 21 世紀の天文学」研究会 , ( 三鷹 , 2000).

西尾正則 : 水沢 10 m と鹿児島 6 m による実時間 VLBI 基礎実験 , 第 1 回国立天文台水沢観測セ

ンターユーザーズミーティング , ( 水沢 , 2000).

劉慶会 , 西尾正則 , 宮崎智行 : 公衆通信回線を利用した実時間 VLBI による大気電波伝搬状態の

計測 , 電子情報通信学会綜合大会 , ( 広島 , 2000).

VSOP グループ : 電波で宇宙を見る -「はるか」によるスペース VLBI -, ISAS ニュース特集 , 

 (1999).

吉川真 , 安部正真 , 山川宏 : 小惑星探査に向けた超多数回フライバイ軌道の基礎解析 , 平成 11 年

度アストロダイナミックスシンポジウム , ( 宇宙科学研究所 , 1999), 131.

吉川真 : 太陽系天体の衝突 , 第 8 回公開セミナー「天文学の最前線」, 講演資料集 , ( 名古屋大学 , 

1999), 39.

吉川真 , D.J.Asher: 地球型惑星に対する小惑星の接近について , 1999 年秋季天文学会 , 講演予稿

集 , ( 九州大学 , 1999), L02b

下村慎吾 , 荒木亮一 , 佐々木敬 , 平山寛 , 花田俊哉 , 八坂哲雄 : 軌道変換機シミュレーターの姿勢

角制御 , 日本航空宇宙学会西部支部講演集 , (1999).

八坂哲雄 : 宇宙構造物の課題 , 第 2 回宇宙構造物研究に関するワークショップ , (1999).

八坂哲雄 : 軌道上デブリの検出と蓄積の推移 , ’99 無重力セミナー in 福岡 , (1999).

城井洋生 , 八坂哲雄 : 科学推進を用いた多数回水星フライバイミッション , 第 8 回スペース ･ エン

ジニアリング ･ コンファレンス , (1999).

渡邊誠 , 榎学 , 岸輝雄 : レーザー AE 法によるセラミック被覆材の微視破壊評価 , 日本金属学会

1999 年秋期大会講演概要講演概要 , ( 金沢 , 1999), 163.

朴永朝 , 榎学 , 須賀唯知 , 岸輝雄 : Al/ サファイア表面活性化常温接合体の力学特性および破壊

挙動 , 日本金属学会 1999 年秋期大会講演概要講演概要 , ( 金沢 , 1999), 452.

チワウィブル ･ ポーンテープ , 榎学 , 岸輝雄 : Evaluation of Oxidation Damage of Woven Si-Ti-C-

O fiber-bonded Ceramics, 日本金属学会 1999 年秋期大会講演概要講演概要 , ( 金沢 , 

1999), 338.

太田温子 , 榎学 , 岸輝雄 : Ti/Ti-Al 系積層複合材料の作製及び力学特性 , 日本金属学会 1999 年秋期

大会講演概要講演概要 , ( 金沢 , 1999), 179.



��．研究成果の発表の状況 323

ション総合コンファレンス論文集，( 東京，1999)，49.

榎　　学，太田温子，鄭　棟碩，岸　輝雄 : 金属 / 金属間化合物積層材料の破壊モードとき裂進展抵抗，第 45 回材

料強度と破壊総合シンポジウム論文集，45 ( 東京，1999)，77.

朴　永朝，榎　　学，須賀唯知，岸　輝雄 : Al/ サファイヤインターコネクションにおける界面欠陥と分離，日本

金属学会 2000 年春期大会講演概要講演概要，( 横浜，2000)，72.

高田智雄，岡田重人，江頭　港，山木準一，田淵光春，蔭山博之，児玉皓雄，菅野了次 : LixM2(MoO4)3 型モリブデ

ン酸化合物正極の Li 2 次電池特性，電気化学会第 66 回大会講演要旨集，( 横浜，1999)，283.

山木準一，江頭　港，岡田重人 : リチウムイオン電池用グラファイト負極電位の熱力学的考察，電気化学会第 66 回

大会講演要旨集，( 横浜，1999)，285.

江頭　港，高橋秀貴，岡田重人，山木準一 : リチウム二次電池用有機電解液の酸化電位の新規測定法，電気化学会

第 66 回大会講演要旨集，( 横浜，1999)，297.

山木準一 : リチウム電池の将来，E. E. 研究所報告 ( 熊本工業大学 )，Vol. 5 No. 1 ( 熊本，1999) 22.

高辻秀保，江頭　港，岡田重人，山木準一 : Sn 微粒子を分散複合させた炭素材のリチウム二次電池負極特性，第 40

回電池討論会講演要旨集，( 京都，1999)，427.

園田高明，上剃春樹，池田慎哉，永島英夫，百田邦尭，橋本嗣夫，木村有寿，山木準一，萩原理加，喜多房次 : リ

チウムイオン電池電解質の電子構造と熱分解および加水分解機構に関する考察，第 40 回電池討論会講演要旨

集，( 京都，1999)，447.

江頭　港，岡田重人，山木準一，光来要三，持田　勲 : フラーレンスートの電気二重層キャパシタ電極としての特性，第

40 回電池討論会講演要旨集，( 京都，1999)，221.

澤勝一郎，岡田重人，江頭　港，山木準一 : オリビン型 LiMPO4 の正極特性，第 40 回電池討論会講演要旨集，( 京

都，1999)，347.

高田智雄，岡田重人，江頭　港，山木準一，田淵光春，蔭山博之 : ナシコン型 Fe2(MoO4)3 とその類縁化合物正極，

第 40 回電池討論会講演要旨集，( 京都，1999)，359.

江頭　港，岡田重人，山木準一 : リチウムイオン電池電解質の酸化分解特性，第 40 回電池討論会講演要旨集，( 京都，

1999)，469.

安藤成将，李　昌禧，青木隆平 : 片持ち矩形平板の音響加振，第 41 回構造強度に関する講演会講演集，( 仙台，1999)，

1.

森野美樹，下田孝幸，石川隆司，青木隆平 : CFRP 材料の極低温ロケットタンクへの適用性，第 41 回構造強度に関

する講演会講演集，( 仙台，1999)，61.

熊澤　寿，林　洋一，石川隆司，青木隆平，森野美樹 : 再使用ロケット推進剤タンク用 CFRP 積層板における燃料

漏れの熱ひずみ・荷重による影響，第 41 回構造強度に関する講演会講演集，( 仙台，1999)，65.

佐々木肇，青木隆平 : 格子状構造の連続体近似解析，第 41 回構造強度に関する講演会講演集，( 仙台，1999)，77.

横関智弘，林洋一，石川隆司，青木隆平 : 円筒 CFRP 積層殻の損傷 ･ リークについて，第 24 回複合材料シンポジウ

ム講演集，( 大阪，1999).

青木隆平，石川隆司，熊澤　寿，森野美樹 : 複合材料積層板の極低温挙動，第 36 回中部 ･ 関西支部合同秋季大会講

演集，( 堺，1999)，17.

宇宙科学企画情報解析センター

長瀬文昭，堂谷忠靖，小澤秀樹，遠藤貴雄，三原建弘，小谷太郎，宇野伸一郎 : Ｘ線パルサー 4U 1538-522 におけ

る星間塵散乱Ｘ線ハーロー，日本天文学会 1999 年秋季年会，( 北九州，1999).

川崎正寛，B. Paul，長瀬文昭，堂谷忠靖 : 特異なＸ線パルサー 4U0142+614 と 1E1048.1-5937 の ASCA による観測，

日本天文学会 1999 年秋季年会，( 北九州，1999).



��．研究成果の発表の状況324

遠藤貴雄，長瀬文昭，平山昌治 : 「あすか」によるミリ秒パルサー PSR B0540-69 の長期観測，日本天文学会 1999

年秋季年会，( 北九州，1999).

橋本正之，長木明成，西郡直実，水谷光恵 : 火星探査機 PLANET-B( のぞみ ) に向けての状態監視 / 診断システムの

構築 (2)，宇宙科学技術連合講演会，( 神戸，1999)，99-2D12.

星野真弘，向井利典，磁気リコネクションにおける電子加熱と電子温度の異方性 : イオン慣性スケールを超えて，

地球電磁気 ･ 地球惑星圏学会，( 仙台，1999).

星野真弘，DARTS 構築の思想 ･ 現状 ･ 今後の展開，天文情報処理研究会 38 回会合，( 相模原，1999).

篠原　育，藤本正樹，星野真弘，磁気リコネクション領域におけるプラズマの粒子的振舞い，地球惑星科学関連合

学会 1999 年合同大会，( 東京，1999).

篠原　育，藤本正樹，星野真弘，磁気リコネクションの電子－イオンスケール ･ カップリング，地球電磁気 ･ 地球

惑星圏学会，( 仙台，1999).

松崎恵一，坂尾太郎，下条圭美，小杉健郎，清水敏文，原弘久，常田佐久，他 Solar-B チーム : Solar-B 衛星搭載 ･

ミッションデータプロセッサ (MDP) の開発，天文学会秋季年会，( 福岡，1999).

山守千華，笠羽康正，岡田敏美，鶴田浩一郎，松本　紘 : Dayside Magnetopause における低周波静電的波動， 地

球惑星科学関連学会，( 東京，1999).

笠羽康正，松本　紘，大村善治 : 2fp radiation in GEOTAIL observations and numerical simulations，地球惑星科

学関連学会，( 東京，1999).

石坂圭吾，岡田敏美，笠羽康正，鶴田浩一郎，早川　基，向井利典，松本　紘 : ローブ領域における GEOTAIL 衛

星電位解析，地球惑星科学関連学会，( 東京，1999).

大島誉功，笠羽康正，岡田敏美，笠原禎也 :  磁気赤道～中緯度帯プラズマ圏内の VLF/ELF 電磁波動特性，地球惑

星科学関連学会，( 東京，1999).

岩井　敬，岡田敏美，笠羽康正 : DSP を用いた電磁ノイズ除去方式－衛星搭載用小型アンテナの開発への応用－，

地球惑星科学関連学会，( 東京，1999).

笠羽康正，今村　剛，高橋幸弘，坂野井健 : 金星探査と“UV-VIS-IR 分光撮像器”の技術検討，電気関連学会北陸

支部大会，( 富山，1999).

笠羽康正，松本　紘，大村善治 : One and two dimensional simulations of electron beam instability: Generation of 

electrostatic and electromagnetic 2fp waves，KDK シンポジウム，( 京都，2000).

山下朗子，井上　一，上田佳宏，高橋忠幸 : 「あすか」衛星による宇宙Ｘ線背景放射の研究，日本天文学会 1999 年

秋季年会，( 北九州，1999).

山下朗子 : Ｘ線γ線天体のカタログ，天文情報処理研究会 第 41 回会合，( 京都，2000).

渡辺　大，青木賢太郎，三浦　昭，宇野伸一郎 : 多波長天文画像表示システム (MAISON) の開発，日本天文学会

1999 年秋季年会，( 北九州，1999).

渡辺　大，青木賢太郎，三浦　昭，宇野伸一郎 : 多波長天文画像表示システム (MAISON) の開発，第 10 回光赤外

ユーザーズミーティング，( 三鷹，1999).

渡辺　大，青木賢太郎，三浦　昭，宇野伸一郎 : 多波長天文画像表示システム (MAISON) の開発，第 9 回観測天文

学ソフトウェア開発シンポジウム，( 三鷹，1999).

渡辺　大，青木賢太郎，三浦　昭，宇野伸一郎 : 多波長天文画像表示システム (MAISON) の開発，天文情報処理研

究会 第 41 回会合，( 京都，2000).

臼田宇宙空間観測所

市川　勉，加藤隆二 : 「のぞみ」ミッションの軌道決定解析，第 9 回アストロダイナミクス講演集，( 相模原，1999)，

369.



��．研究成果の発表の状況 325

市川　勉，吉川　真，加藤隆二 : 低推力軌道制御を考慮した軌道推定の検討 (MUSES-C)，第 9 回アストロダイナミ

クス講演集，( 相模原，1999)，381.

市川　勉 : 惑星エンカウンター時の軌道推定の一考察，第 16 回誘導制御シンポジウム ( 計測自動制御学会 )，( 長野，

1999)，199.

宇宙基地利用研究センター

稲富裕光，高田亜紀，栗林一彦 : 半導体の静磁場印加垂直ブリッジマン成長のスケーリング解析，日本金属学会

1999 年秋期大会講演概要，( 金沢，1999)，441.

永田幸夫，松下　純，稲富裕光 : 強磁場における蛋白質の結晶成長過程のその場観察，'99 Society of Advanced 

Science ABSTRACT，( 平塚，1999)，9.

清水健司，佐藤隆博，田口隆之，鈴木映一，水戸部祐子，稲富裕光 : 結晶成長への強磁場効果についての 2，3 の試

み，第 30 回結晶成長国内会議，( 福岡，1999)，117.

稲富裕光，高田亜紀，栗林一彦 : 強磁場における半導体結晶の垂直ブリッジマン成長，第 11 回日本 MRS 学術シン

ポジウム要旨集，( 川崎，1999)，214.

加藤綾子，堀内健后，稲富裕光，栗林一彦 : 強磁場における半導体結晶の溶液成長過程その場観察，第 11 回日本

MRS 学術シンポジウム要旨集，( 川崎，1999)，214.

稲富裕光，栗林一彦 : 遠心機上での半導体の溶解速度 : 第 16 回宇宙利用シンポジウム，( 相模原，2000)，154.

加藤綾子，堀内健后，稲富裕光，栗林 一彦 : 強磁場環境における GaP 溶液成長その場観察の試み，第 16 回宇宙利

用シンポジウム，( 相模原，2000)，158.

次世代探査機研究センター

小川博之，小林康徳，西川育人，吉田武史 : 高分子蒸気中を伝播する衝撃波現象の解析，日本機械学会関東支部第

6 期総会講演会講演論文集，( 埼玉，2000)，147.

西川育人，東野文男，小林康徳，小川博之，吉田武史 : 蒸気媒質中を伝播する衝撃波の特性に関する研究，平成 11

年度衝撃波シンポジウム講演論文集，( 東京，2000)，81.

福澤慶太，大西　晃，長坂雄次 : ポリイミド系宇宙用熱制御材料の高温域全半球放射率特性，第 20 回日本熱物性シ

ンポ，D142， ( 東京，1999), 253.

長野方星，大西　晃，長坂雄次 : シート状グラファイトの低温における異方的熱拡散率測定，第 43 回宇宙科学技術

連合講演会，( 神戸，1999).

福澤慶太，大西　晃，長坂雄次 : 宇宙用熱制御フィルムの高温域全半球放射率特性，第 43 回宇宙科学技術連合講演会，

( 神戸，1999).

小川博之 : 極超音速流中の円柱と斜め衝撃波の干渉，平成 11 年度宇宙航行の力学シンポジウム，( 東京，1999)，86.

小川博之 : 解適合非構造格子を用いた極超音速流中における衝撃波干渉の数値計算，第 13 回数値流体力学シンポジ

ウム講演論文集，( 東京，1999).

小川博之 : 電磁流体中の衝撃波の反射と干渉，仙台 : プラズマフォーラム :「電磁流体現象研究会」，( 仙台，2000).

小川博之，小林康徳，西川育人，吉田武史 : 高分子蒸気中を伝播する衝撃波現象の解析，日本機会学会関東支部第

6 期総会講演会講演論文集，( 埼玉，2000).

山下靖幸，藤波慎司，加藤　學 : 固体二酸化炭素のレオロジー，日本惑星科学会秋期講演会，( 仙台，1999).

和田武彦，上水和典，松本敏雄，川田光伸，渡部豊喜，J.J. Bock，S.A. Yost，A.E. Lange: ロケット搭載望遠鏡によ

る渦巻銀河 NGC5907 の赤外線撮像観測 : II，日本天文学会 1999 年春季年会，( 京都，1999).



��．研究成果の発表の状況326

曽根　悟，下堀友数，勝田敬一 : 個別案内の実現法とそれによる輸送改善の可能性，電気学会交通 ･ 電気鉄道研究会，( 名

古屋，1999)，TER99-25.

半田伊吹，曽根　悟 : 個別案内の下でのはみ出し停車の輸送力への効果の検証，電気学会交通 ･ 電気鉄道研究会，

( 名古屋，1999)，TER99-26.

馮　暁雲，楊　中平，古関隆章，曽根　悟 : 中国電気機関車技術の現状と今後の展望，電気学会交通 ･ 電気鉄道研

究会，( 東京，1999)，TER99-31.

研井　暁，古関隆章，曽根　悟 : 空心円筒形リニア同期モータの解析的設計手法，電気学会交通 ･ 電気鉄道研究会，

　　　 ( 広島，1999)，TER99-50.

薬師宏治，古関隆章，曽根　悟 : 4 極型電磁石による 3 自由度ゼロパワー磁気浮上制御の検討，電気学会リニアドラ

イブ研究会，( 東京，1999)，LD99-163.

楊　中平，半田伊吹，古関隆章，曽根　悟 : 公共交通機関における接続の最適化，電気学会交通 ･ 電気鉄道研究会，

　　　 ( 東京，1999)，TER99-68. 

勝田敬一，古関隆章，曽根　悟 : 不連続運行に適した列車運行法の提案，電気学会交通 ･ 電気鉄道研究会，( 東京，

1999)，TER99-71.

半田伊吹，楊　中平，曽根　悟，古関隆章 : 公共交通機関のソフト的改善と数理計画問題，電気学会交通 ･ 電気鉄

道研究会，( 東京，1999)，TER99-74.

曽根　悟，水間　毅，佐藤安弘，山本貴光，北村　彰 : LRT システム技術調査専門委員会活動中間報告，電気学会

　交通 ･ 電気鉄道研究会，( 名古屋，1999)，TER99-87.

曽根　悟，水間　毅 : 回生車とき電システムの協調に関する課題と今後のあり方，電気学会交通 ･ 電気鉄道研究会，

( 東京，2000)，TER00-1.

薬師宏治，古関隆章，曽根　悟 : 4 極型電磁石による不平衡荷重に対する 3 自由度ゼロパワー磁浮上制御，電気学会

産業応用部門全国大会，( 長崎，1999)，215.

古関隆章，楊　中平，氏原康弘，曽根　悟 : 車上分岐方式に関する研究 : 1 軸モデルのヨーイング安定解析と制御系

設計，電気学会産業応用部門全国大会，( 長崎，1999)，

曽根　悟 : シンポジウム  鉄道における最近のモニタリングシステムと保守への応用について  総論，電気学会産業

応用部門全国大会，( 長崎，1999)，S1.1-1.

勝田敬一，古関隆章，曽根　悟 : 3 線運行方式の提案と適した運行計画，電気学会産業応用部門全国大会，( 長崎，

1999)，｣－ 307.

薬師宏治，古関隆章，曽根　悟 : 4 極型電磁石によるゼロパワー磁気浮上系の 3 自由度間相互干渉の解析と MIMO

制御系設計，第 11 回電磁力関連のダイナミクスシンポジウム，( 桐生，1999)，1A25.

楊　中平，氏原康弘，古関隆章，曽根　悟 : 高頻度運転のための車上分岐システムの解析，鉄道技術連合シンポジ

ウム (J-Rail'99)，( 東京，1999)，S7a-7.

劉　江桁，薬師宏治，古関隆章，曽根　悟 : 柔軟な輸送システムのための 3 自由度ゼロパワー磁気浮上の実験的検討，

電気学会全国大会，( 東京，2000)，115.

野村周央，古関隆章，曽根　悟：鉛直面輸送システムに向けた 2 次元リニアモータの推力向上策，電気学会全国大

会， ( 東京，2000)，97.

古関隆章，L，Kovudhikulrungsri，曽根　悟 : 左右独立回転車輪駆動制御の走行速度依存性，電気学会全国大会，

( 東京，2000)，241.

氏原康弘，森岡一幸，古関隆章，曽根　悟 : 車上分岐 ･ セミデマンド運行を利用した貨物輸送ネットワークの提案，

電気学会全国大会，( 東京，2000)，229.

氏原康弘，森岡一幸，古関隆章，曽根　悟 : 車上分岐の実現と有効な運行形態シミュレーション ( 鉄道模型を用いた

実験 )，電気学会全国大会，( 東京，2000)，231.

西田恒俊，古関隆章，曽根　悟 : 複々線における混雑緩和を目的としたダイヤ，電気学会全国大会，( 東京，2000),227.



��．研究成果の発表の状況 327

技術部，観測部

横田力男 : ポリイミド最近の進歩と航空宇宙材料への応用，第 16 回フォトポリマーコンファレンス基調講演，フォ

トポリマー懇話会，( 千葉，1999).

阿部貴春，池田　篤，伊藤正義，小笠原俊夫，横田力男 : 第 7 回 ABC 研究討論会要旨集，高分子学会，(1999)，7.

横田力男 : ポリイミド材料開発と宇宙機器への応用，高分子学会九州支部平成 11 年度　特別講演会，高分子学会，

(1999).

長谷川匡俊，古知政勝，横田力男 : a-BPDA 型ポリイミドとそのブレンドの構造と物性，第 48 回高分子討論会要旨，

高分子学会，(1999)，2891.

山本昌吾，澤口孝志，矢野彰一郎，長谷川匡俊，小澤秀生，山口裕章，佐藤亮 一，横田力男 : フェニルエチニル末

端を持つ付加型ポリイミドの合成と高温物性，第 48 回高分子討論会要旨，高分子学会，(1999)，2893.

小澤秀生，山口裕章，佐藤亮一，山本昌吾，長谷川匡俊，横田力男 : 付加型 a-BPDA ポリイミドの炭素繊維強化耐

熱性複合材料，第 48 回高分子討論会要旨，高分子学会，(1999)，2895.

横田力男 : 次世代超高速機用高分子複合材料に見る耐久性の評価と新規耐熱材料への期待，第 57 回高分子研究講演

会，高分子学会，( 千葉，1999). 

R.Yokota: High performance polyimides，Lecture in NASA Langley Research Center，NASA Langley R.C，VA，(1999).

横田力男 : 宇宙航空材料 ･ ポリイミドへの期待，ポリイミド最近の進歩 1999，繊維工業技術振興 日本ポリイミド研

究会，竹市 力，古知政勝編 (1999)，21.  

山本昌吾，沢口孝志，矢野影一郎，長谷川匡俊，横田力男 : a-BPDA を含む新規付 加型 PI の合成と熱的性質，繊維

工業技術振興会 日本ポリイミド研究会，竹市 力，古知政勝編 (1999)，41.

施　択民，長谷川匡俊，横田力男，賀　飛峰 : ODPA 及び BSAA( ビスフェノール A 型 酸二無水物 ) をベースとし

た熱可塑性ポリイミドの性質，繊維工業技術振興会 日本ポリイミド研究会，竹市 力，古知政勝編 (1999)，45.

池田　篤，伊藤正義，横田力男 : ポリイミド / ケイ素系高分子複合体の熱的 ･ 機械 的性質 : 繊維工業技術振興会日

本ポリイミド研究会，竹市 力，古知政勝編 (1999)，49.　

古知政勝，下村　力，近藤圭佐 : ダイヤモンド表面における真空蒸着イミド化反応，繊維工業技術振興会日本ポリ

イミド研究会，竹市 力，古知政勝編 (1999)，113.　

橋本保成，藤井孝藏，伊藤　隆，石井忠司 : 宇宙輸送用垂直離着陸型単段式ロケットの基礎的研究とモデルロケッ

トについて，平成 11 年度宇宙輸送シンポジウム，( 相模原，2000).

中島昭二，三島弘行，黒田雅博，橋本保成，志田真樹 : Non-ToxicRCS に関する基礎技術の検討，平成 11 年度宇宙

輸送シンポジウム，( 相模原，2000).

 


