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川上恭子，安部正真，北里宏平，猿楽祐樹，木下大輔，長谷川直，黒田大介，吉川 真，和田武彦，板 由房：は
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発月震シグナルの捕捉：第 40 回月惑星シンポジウム：ISAS/JAXA：（2007） 

斎藤靖之，田中 智，宝来帰一，アクセル ハーガマン：月レゴリスの熱伝導率：ヒータ印加によるその場測定の
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