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山下広順，國枝秀世：DIOS衛星搭載用４回反射型 X線望遠鏡 FXTの開発−Ⅲ：日本天文学会２００５年春季年

会 明星大学日野キャンパス：日本天文学会：(２００５)

飯塚 亮，横山裕士，森 英之，伊藤 啓，伊藤昭治，井上裕彦，岡田俊策，前田良知，國枝秀世，早川 彰，石

田 学，内藤聖貴，見崎一民，他「Astro−E２」XRT team：「Astro−E２」搭載 X線望遠鏡の性能決定要因の

評価と応答関数の構築：日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野キャンパス：日本天文学会：(２００５)

横山裕士，森 英之，飯塚 亮，前田良知，國枝秀世，他「Astro−E２」XRTチーム：「Astro−E２」搭載用反射鏡

基板背面の X線反射特性の定式化：日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野キャンパス：日本天文学

会：(２００５)

岸下徹一，高橋忠幸，田中孝明，中澤知洋，三谷烈史，渡辺 伸，寺田幸功，川原田円，国分紀秀，高橋 勳，二

河久子，宮脇良平：「ASTRO−E２」衛星搭載 PIN型シリコン検出器の応答特性：日本天文学会２００５年春季

年会 明星大学日野キャンパス：日本天文学会：(２００５)

寺田幸功，渡辺 伸，尾崎正伸，大野雅功，鈴木雅也，伊藤 健，内山泰伸，久保 信，佐藤悟朗，高橋 勲，川

原田円，村島未生，宮脇良平，柳田健之，三谷烈史，田中孝明，川埜直美，洪 秀徴，牧島一夫，高橋忠幸，

村上敏夫，田代 信，深沢泰司，国分紀秀，中澤知洋，山岡和貴，米徳大輔，ほか「Astro−E２」衛星 HXD

チーム：「Astro−E２」衛星硬 X線検出器（HXD−Ⅱ）のソフトウェア開発の現状：日本天文学会２００５年春季

年会 明星大学日野キャンパス：日本天文学会：(２００５)

狐塚正樹，堂谷忠靖，尾崎正伸，村上弘志：X線 CCD検出器の宇宙環境におけるバックグラウンドの起源の解明：

日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野キャンパス：日本天文学会：(２００５)

古庄多恵，藤本龍一，満田和久，竹井 洋，石崎欣尚，森田うめ代，山本幹生，太田直美，Kevin R. Boyce，Greg

V. Brown，Jean Cottam，Richard L. Kelley，Caroline A. Kilbourne，F. Scott Porter，Dan McCammon：「Astro−

E２」衛星搭載カロリメータ検出器 XRSの最終性能報告：日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野キャ

ンパス：日本天文学会：(２００５)

佐藤悟朗，高橋忠幸，中澤知洋，田代 信，鈴木雅也，岡田 祐，高橋弘充，Scott Barthelmy，Jay Cummings，Neil

Gehrels，Derek Hullinger，Hans Krimm，Craig Markwardt，Ann Parsons，坂本貴紀，Jack Tuller：Swift衛星の

運用状況とガンマ線バースト観測の初期成果：日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野キャンパス：日

本天文学会：(２００５)

渡辺 伸，田中孝明，武田伸一郎，大貫宏祐，中澤知洋，高橋忠幸，田島宏康，深沢泰司，能町正治：硬 X線，

ガンマ線観測用 Si／CdTe半導体コンプトン望遠鏡の開発：日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野

キャンパス：日本天文学会：(２００５)

蛭田達朗，田村健一，高島 健，高橋忠幸，中澤知洋，池田博一：４千 ch２００μmピッチ 低雑音 CdTe分光撮像

用２次元 VLSIの開発：日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野キャンパス：日本天文学会：(２００５)

井上裕彦，前田良知，國枝秀世，早川 彰，大熊 哲，石田 学：高精度アラインメントによる X線望遠鏡の結

像性能向上の研究：日本天文学会２００５年春季年会 明星大学日野キャンパス：日本天文学会：(２００５)

赤外・サブミリ波天文学研究系

金田英宏，鈴木仁研，中川貴雄，赤崎みどり：衛星搭載用遠赤外線 Ge：Ga検出器の放射線特性の研究：半導体放

射線照射効果研究会：(２００５)

金田英宏，中川貴雄，鈴木仁研，芝井 広，R. P. Verma，S. K. Ghosh，D. K. Ojha，S Vig.：インドにおける遠赤外

線天体分光観測：大気球シンポジウム：(２００４)

金田英宏，中川貴雄，村上 浩，松本敏雄，片 宏一，塩谷圭吾，尾中 敬，常田佐久，SPICAワーキンググルー

プ：SPICA搭載用 大型冷却望遠鏡の開発：宇宙科学シンポジウム：(２００５)

岡本美子，片 宏一，本田充彦，山下卓也，宮田隆志，酒向重行，尾中 敬，藤吉拓哉，左近 樹：すばる COM-
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ICSによるβPicの１０ミクロン帯ダスト放射スペクトルとその空間分布：地球惑星科学関連学会合同大会：

(２００４)

本田充彦，片 宏一，岡本美子，宮田隆志，山下卓也，酒向重行，藤吉拓哉，尾中 敬：デブリ円盤ダストの組成

観測～Feを含む結晶質シリケイトか？：地球惑星科学関連学会合同大会：(２００４)

片 宏一，岡本美子，本田充彦，山下卓也，尾中 敬，渡部潤一，宮田隆志，酒向重行，藤吉拓哉，左近 樹：Vega

型星 βPicにおけるダスト供給帯の発見：月・惑星シンポジウム：(２００４)

板 由房：マゼラン銀河中の変光星観測から新たに解った事柄と，それらの太陽近傍変光星研究へのフィードバッ

ク：連星・変光星ワークショップ：連星・変光星ワークショップ実行委員会：(２００４)

J. Saito, M. Ishiguro, A. M. Nakamura, S. Hasegawa, A. Yamamoto, and F. Yoshida:Construction of the data processing proce-

dure of Hayabusa (MUSES−C) multiband imaging camera (AMICA) based on its prototype model test,２４th Int. Symp.

Space Tech. Sci.,２００４−k−１２p, (２００４):Int. Symp. Space Tech. Sci.: (２００４)

S. Hasegawa, S. Miyasaka, and H. Mito:Lightcurve observations of V−type asteroids２５１１Patterson and２６５３Principia and

three other spectral asteroids, Proc.３７th ISAS Lunar and Planet. Symp, pp.２５９−２６２, (２００４).: ISAS Lunar and Planet.

Symp: (２００４)

S. Hasegawa, S. Miyasaka, C. Yoshizumi, T. Sekiguchi, Y. Sarugaku, S. Nishihara, K. Kitazato, M. Abe, and H. Mito: Light-

curve survey of V−type asteroids I, International Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies−The

First HAYABUSA Symposium, Sagamihara, (２００４).: International Symposium on Sample Returns from Solar System

Minor Bodies−The First HAYABUSA Symposium: (２００４)

H. Nonaka, S. Hasegawa, R. Nakamura, A. Sogame, M. Ishiguro, M. Abe, and A Fujiwara:Estimate of Surface Geologic and

Albedo Mapping of Vesta, International Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies−The First

HAYABUSA Symposium, Sagamihara, (２００４).: International Symposium on Sample Returns from Solar System Mi-

nor Bodies−The First HAYABUSA Symposium: (２００４)

長谷川直，廣井孝弘，石黒正晃，野中秀紀，クリス・デービス，高遠徳尚，上野宗孝，村川幸史：分化小惑星４ベ

スタの３ミクロン帯分光観測：地球惑星科学関学会２００４年合同大会：(２００４)

杉田精司，P. H. Schultz，長谷川直：衝突閃光の強度は何によって決まるのか？：地球惑星科学関学会２００４年合同

大会：(２００４)

長谷川直，宮坂正大，吉住千亜紀，関口朋彦，猿楽祐樹，西原説子，北里宏平，安部正真，三戸洋之：族小惑星の

観測：木曽シュミットシンポジウム２００４：(２００４)

長谷川直，安部正真，北里宏平，猿楽祐樹，石黒正晃，宮坂正大：シュミット広視野化の要望（太陽系天体の場合）：

木曽シュミットシンポジウム２００４：(２００４)

宮坂正大，長谷川直：解析のヒント２題：最適なアパーチャーサイズと接近した構成の影響評価：第１回小惑星ラ

イトカーブ研究会：(２００４)

長谷川直，宮坂正大，吉住千亜紀，関口朋彦，猿楽祐樹，西原説子，北里宏平，安部正真，三戸洋之：ベストイド

のライトカーブ観測０：第１回小惑星ライトカーブ研究会：(２００４)

長谷川直，宮坂正大，吉住千亜紀，関口朋彦，猿楽祐樹，西原説子，北里宏平，安部正真，三戸洋之：Vタイプ小

惑星のライトカーブ観測１：月・惑星シンポジウム：(２００４)

岩井岳夫，長谷川直，柴田裕実，尾亦孝男：東大 HITにおけるバンデグラフ加速器を利用した微粒子加速：第３

回小型加速器研究会：(２００４)

長谷川直，小澤友彦，三戸洋之，黒田大介，森真知子，西原説子，石黒正晃，宮坂正大：ベストイドのライトカー

ブ観測０．５：第２回始原天体小研究会 ―小惑星・彗星・流星の起源に迫る―：(２００５)

長谷川直，宮坂正大，尾崎忍夫，時政典孝：中小口径望遠鏡を用いた V型小惑星サーベイ：西はりま天文台シン

ポジウム２００５ 西はりま天文台「なゆた望遠鏡」による天文学研究の公開：(２００４)

向井 正，上野宗孝，石黒正晃，臼井文彦：可視・赤外線領域における惑星間塵雲の観測：特定領域研究「太陽系

外惑星科学の展開」研究会「太陽系外惑星の新展開」：三鷹：１月１７－１８日：(２００５)
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H. Shibai：「赤外線天文衛星 ASTRO−Fと観測機器」：電子情報通信学会２００５年総合大会：電子情報通信学会：

(２００４)

芝井 広，川田光伸，渡部豊喜，本多 誠，岸 洋幸，田畑浩平，松尾太郎，宮本智明，土井靖生，成田正直：気

球搭載遠赤外線干渉計（FITE）計画：Space VLBI研究会：国立天文台：(２００４)

芝井 広，川田光伸，渡部豊喜，本多 誠，岸 洋幸，田畑浩平，松尾太郎，宮本智明，土井靖生，成田正直：気

球搭載遠赤外線干渉計（FITE）計画：長時間気球フライト小研究会：JAXA：(２００４)

中川貴雄：赤外線天体観測と冷却技術：２００４年度 第１回冷凍部会：(２００４)

中川貴雄，SPICAワーキンググループ：次世代赤外線天文衛星 SPICA計画概要：宇宙科学シンポジウム：(２００４)

松本敏雄：赤外宇宙背景放射の観測から z～１０における宇宙の構造形成を探る：B０７a：日本天文学会２００４年秋季年

会：(２００４)

山田 享，二間瀬敏史，佐藤康則，梅津敬一，太田耕司，鍛冶沢賢，児玉忠恭，関口和寛，谷口義明，田村直之，

松原英雄，和田武彦：Suprime−Cam／UKIDSS DXS１０平方サーベイ：計画の概要と進捗：B１５b：日本天文学

会２００４年秋季年会：(２００４)

松原英雄，松浦周二，ASTRO−F銀がサーベイチーム：ASTRO−Fによる黄極周辺領域の銀河ディープサーベイ：B

３４a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

中川貴雄，芝井 広，ASTRO−F全天サーベイチーム：ASTRO−Fによる銀河の遠赤外線全天サーベイ観測：B３５a：

日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

本田充彦．，片 宏一，岡本美子，山下卓也，藤吉拓哉，宮田隆志，酒向重行，岡田陽子，左近 樹，伊藤 周，

尾中 敬：T Tauri型星星周円盤における Dust Processingと彗星の起源：D０４a：日本天文学会２００４年秋季年

会：(２００４)

藤原英明，長谷川直，片 宏一，本田充彦，山村一誠，大坪貴文，T. G. Mueller，関口朋彦：すばる COMICSによ

る遠赤外線・サブミリ波側光標準星候補小惑星の中：L０７b：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

岡田陽子，尾中 敬，芝井 広，中川貴雄，土井靖生：［SiⅡ］３５μmの観測から探る星間ダスト破壊：Q２７a：

日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

左近 樹，尾中 敬，高橋英則，金田英宏，加藤大輔，大西利和，中島 康：大マゼラン雲における星間ダストの

性質の研究：Q２８a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

和田武彦，ASTRO−F銀河サーベイチーム：ASTRO－F黄極ディープサーベイ領域の地上プレサーベイ：R４６a：日

本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

白旗麻衣，中川貴雄，後藤美和，臼田知史，周藤浩士，T. R. Geballe：CO回転振動遷移の吸収線を用いた AGN分

子トーラスの直接観測：S０２a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

小林行泰，吉井 譲，峰崎岳夫，青木 勉，菅沼正洋，塩谷圭吾，富田浩行，越田進太郎，山内雅浩，B. A. Peterson：

MAGNMプロジェクト１． 現状報告：S０４a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

峰崎岳夫，吉井 譲，青木 勉，小林行泰，菅沼正洋，塩谷圭吾，富田浩行，越田進太郎，山内雅浩，B. A. Peterson：

MAGNMプロジェクト２．NGC４３９５の数時間スケールの変光現象：S０５a：日本天文学会２００４年秋季年会：

(２００４)

越田進太郎，吉井 譲，小林行泰，峰崎岳夫，青木 勉，菅沼正洋，塩谷圭吾，富田浩行，B. A. Peterson，土居

守，本原顕太郎：MAGNMプロジェクト３．ダスト反響法と Ia型超新星を用いたMek７４４の距離指標の比

較：S０６a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

川勝 望，穴吹直久，長尾 透，梅村雅之，中川貴雄：１型大光度赤外線銀がはブラックホール成長段階にある天

体か？：S２０a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

渡辺健太郎，村上 浩，大畑拓郎，若木守明，阿部 治：GaAs半導体を用いた好感度遠赤外線検出器の開発（Ⅱ）

W６９a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

松尾太郎，芝井 広，川田光伸，平尾孝憲，渡部豊喜，吉戸智明，種田 豪，本多 誠，宮部明子，岸洋 幸，田

畑浩平，宮本智明，根本清峰，梅井孝志，西村美樹，松浦周二，金田英宏，成田正直，土井靖生：気球搭載
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遠赤外線干渉計の光学設計：W７１b：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

臼井文彦，矢野 創，長谷川直，石黒正晃，上野宗孝：外惑星探査機における黄道光の光学観測：W７２b：日本天

文学会２００４年秋季年会：(２００４)

金田英宏，中川貴雄，村上 浩，小野田淳次郎，佐藤英一，名取通弘，八田博志，峯杉賢治，奥泉信克，塩谷圭吾，

尾中 敬，山城亮治，ASTRO−Fチーム：ASTRO−F望遠鏡改修後の光学・機械性能の評価：W７３a：日本天

文学会２００４年秋季年会：(２００４)

上水和典，松原英雄，片 宏一，和田武彦，板 由房，尾中 敬，石原大助，金 宇征，藤代尚文，左近 樹，伊

原千晶，上野宗孝，ASTRO−F／IRCチーム：ASTRO−F搭載近中間赤外線カメラ IRCの現状と性能評価：W

７４a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

藤代尚文，尾中 敬，左近 樹，伊原千晶，石原大助，金 宇征，松原英雄，片 宏一，和田武彦，上水和典，上

野宗孝：ASTRO−F搭載中間赤外線カメラ（MIR−L）の開発の現状Ⅱ：W７５a：日本天文学会２００４年秋季年

会：(２００４)

松浦周二，白旗麻衣，中川貴雄，藤原幹生，川田光伸，芝井 広：ASTRO−F搭載 FIS短波長バンド用 Ge：Ga検

出器の最終評価試験結果：W７６a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

今村哲生，川田光伸，村上紀子，小沢啓太，芝井 広，高橋英則，中川貴雄，ASTRO−F／FISチーム：ASTRO−F／

FIS搭載遠赤外線フーリエ分光器の性能評価：W７７a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

川田光伸，芝井 広，中川貴雄，ASTRO−F／FISチーム：ASTRO−F衛星搭載遠赤外線観測装置 FISの最終評価試

験報告：W７８a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

塩谷圭吾，中川貴雄，村上 浩，松本敏雄，片 宏一，金田英宏，油井－山下由香利，八田博志，尾中 敬，常田

佐久，SPICAワーキンググループ：次期赤外線天文衛星 SPICAのための大型冷却望遠鏡の開発（Ⅲ）：W７９

a：日本天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

山村一誠，松浦美香子，渡辺健太郎，伊原千晶：RV Tau型変光星 R Scutiからの Sioメーザーの検出：N２３a：日本

天文学会２００４年秋季年会：(２００４)

久保田あや，斉藤嘉彦，山村一誠，生田ちさと，田中孝明，Charles Bailyn：「すばる」望遠鏡を用いたM８１銀河

の ULX X−１１の光学対応天体の観測：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

関口朋彦，大坪貴文，長谷川直，山村一誠，藤原英明，Mueller，T. G.：遠赤外線―サブミリ波観測のための小惑

星を用いたフラックス較正法の構築：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

樋熊弘子，竹谷 元，尾崎毅志，尾中 敬，塩谷圭吾，金田英宏：レプリカ法による CFRP小型球面鏡の試作：第

２９回 日本複合材料学会シンポジウム：(２００４)

塩谷圭吾，中川貴雄，村上 浩，金田英宏，佐藤栄一，峯杉賢治，八田 博，尾中 敬：極低温赤外線天文衛星に

おける鏡の接着支持構造：日本金属学会２００５年春季大会：日本金属学会：(２００５)

黒田大介，長谷川直，安部正真，吉川 真，柳澤顕史，長山省吾，清水康広，吉田道利，河合誠之：岡山三つ目望

遠鏡による小惑星 Kleopatraの微小なカラー変化の検出，L０３a：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

奥村真一郎，山下卓也，酒向重行，本田充彦，宮田隆志，片 宏一，岡本美子：Sub−arcsecond structure of the physi-

cal relation of source I to IRc２in the Orion BN/KL region: P１０c：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

石原大助，尾中 敬，片 宏一，宮田隆志，岡本美子，山下卓也，酒向重行，本田充彦，岡田陽子，藤吉拓哉，M.

Cohen：暗い標準星の中間赤外線分光観測による標準星ネットワークの検証：P１２b：日本天文学会２００５年春

季年会：(２００５)

本田充彦，片 宏一，岡本美子，山下卓也，藤吉拓哉，宮田隆志，酒向重行，岡田陽子，左近 樹，伊藤 周，尾

中 敬：低質量の若い星の周りのシリケイトダストサイズ進化：P３３a：日本天文学会２００５年春季年会：

(２００５)

今井弘二，花見仁史，大薮進喜，和田武彦，松原英雄，高木俊暢，田中 壱，ASTRO−F銀河サーベイチーム：AS-

TRO−F北黄極ディープサーベイ領域における BzK天体について：R２８b：日本天文学会２００５年春季年会：

(２００５)
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伊原千晶，松原英雄，和田武彦，ASTRO−F銀河サーベイチーム：Lyman Break Galaxies at z ¥sim４−５ in the North

Ecliptic Pole Regions：R２９c：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

松浦周二，松原英雄，松本敏雄，和田武彦，川田光伸，渡部豊喜，James Bock，Brian Keating，Soojeong Pak：赤外

線宇宙背景放射のロケット観測計画：CIBERプロジェクト：R６１a：日本天文学会２００５年春季年会

富田浩行，吉井 譲，峰崎岳夫，青木 勉，小林行泰，菅沼正洋，塩谷圭吾，越田進太郎，山内雅浩，B. A. Peter-

son(ANU)：MAGNUMプロジェクト（１）赤外波長域における AGNの降着円盤とダストトーラスの変動成分

分解：S０３a：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

越田進太郎，吉井 譲，峰崎岳夫，青木 勉，小林行泰，菅沼正洋，塩谷圭吾，富田浩行，山内雅浩，B. A. Peter-

son(ANU)：MAGNUMプロジェクト（２）Ia型超新星を用いたセイファート銀河Markarian７４４の距離指数測

定と dust reverberation：S０４a：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

塩谷圭吾，中川貴雄，松原英雄，和田武彦，吉井 譲，峰崎岳夫，青木 勉，小林行泰，菅沼正洋，富田浩行，越

田進太郎，山内雅浩：MAGNUM プロジェクト（３）遠方活動銀河核の可視域における変光：S０５a：日本天

文学会２００５年春季年会：(２００５)

関口朋彦，大坪貴文，長谷川直，山村一誠，藤原英明，Mueller，T. G. ：遠赤外線－サブミリ波観測のための小惑

星を用いたフラックス較正法の構築：V１４b：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

恩田香織，玉川 徹，寺田幸功，臼井文彦，浦田裕次，田代 信，阿部圭一，WIDGETチーム：ガンマ線バース

ト観測システム「WIDGET」の広視野光学系の性能評価：V６４b：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

郷田直輝，矢野太平，小林行泰，辻本拓司，菅沼正洋，中島 紀，山田良透，川勝康弘，松原英雄，野田篤司，JAS-

MINEワーキンググループ：JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画の全般的状況：W０６a：日本天文学

会２００５年春季年会：(２００５)

矢野太平，郷田直輝，小林行泰，辻本拓司，菅沼正洋，中島 紀，山田良透，川勝康弘，松原英雄，野田篤司，JAS-

MINEワーキンググループ：JASMINEにおける観測装置，システムについて：W０７b：日本天文学会２００５年

春季年会：(２００５)

渡辺健太郎，村上 浩，大畑拓郎，佐藤麻美子，若木守明，阿部 治：GaAs半導体を用いた高感度遠赤外線検出

器の開発（３）：W１２b：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

田中深一郎，中川貴雄，片 宏一，塩谷圭吾，田村元秀，Lyu Abe，伊藤洋一，藤田健太：SPICAによる系外惑星

直接検出に向けたコロナグラフの検討：W１３a：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

金田英宏，中川貴雄，鈴木仁研，R. P. Verma，S. K. Ghosh，D. Ojha，S. Vig，芝井 広：日印共同気球実験による

遠赤外線分光マッピング観測の最新成果：W１５a：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

村上 浩，ASTRO−Fプロジェクトチーム：赤外線天文衛星 ASTRO−Fの現状について：W１６a：日本天文学会２００５

年春季年会：(２００５)

和田武彦，ASTRO−F／IRCチーム：ASTRO−F搭載近中間赤外線カメラ（IRC）開発の現状報告：W１７a：日本天文

学会２００５年春季年会：(２００５)

石原大助，和田武彦，尾中 敬，松原英雄，片 宏一，ASTRO−F／IRCチーム：ASTRO−F／IRCによる中間赤外線

全天サーベイ観測（Ⅳ）：W１８a：日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

大山陽一，他 ASTRO−F／IRCチーム：ASTRO−F搭載近中間赤外線カメラ IRCの分光モード性能評価：W１９b：

日本天文学会２００５年春季年会：(２００５)

中川貴雄，SPICA WG：SPICAプロジェクト概要：宇宙科学シンポジウム：(２００５)

田村元秀，山田 亨，上野宗孝，松原英雄，SPICA Science WG：SPICAで目指す科学：宇宙科学シンポジウム：

(２００５)

野田篤司，小川 亮，齋藤宏文，橋本樹明，村上 浩，紀伊恒男，SPICA WG：SPICAシステム検討：宇宙科学シ

ンポジウム：(２００５)

郷田直輝，小林行泰，矢野太平，辻本拓司，中島 紀，菅沼正洋，山田良透，川勝康弘，松原英雄，野田篤司，JAS-

MINE WG：JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画：宇宙科学シンポジウム：(２００５)
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田村元秀，芝井 広，松本敏雄，中川貴雄，片 宏一，JTPF WG：TPF（地球型系外惑星探査ミッション）：宇宙

科学シンポジウム：(２００５)

松本敏雄，松原英雄，松浦周二，和田武彦，川田光伸，Jamie Bock，Soojong Pak：近赤外宇宙背景放射のロケット

観測：CIBER：宇宙科学シンポジウム：(２００５)

田村元秀，片 宏一，塩谷圭吾，渡部潤一，泉浦秀行，中島 紀，SPICAサイエンスWG：SPICAで目指すサイ

エンス（１）星・惑星系の形成と進化／太陽系天体：宇宙科学シンポジウム：(２００５)

松原英雄，中川貴雄，山田 亨，今西昌俊，児玉忠恭，中西康一郎，SPICAサイエンスWG：SPICAで目指すサ

イエンス（２）宇宙の歴史を探る／活動的銀河核：宇宙科学シンポジウム：(２００５)

杉田寛之，小川博之，大西 晃，中川貴雄，村上 浩，松本敏雄，村上正秀，楢崎勝弘，平林誠之：次期赤外線天

文衛星 SPICA搭載用冷凍機の開発：宇宙科学シンポジウム：(２００５)

宇宙プラズマ研究系

田中宏樹，齋藤義文，向井利典，他：Intertial Alfven waveによる微細な沿磁力線電子加速：地球惑星科学関連学

会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

早川 基，「のぞみ」プロジェクトチーム：火星探査機「のぞみ」について（総括）：地球惑星科学関連学会：地

球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

前澤 洌，陣 英克，久保田康文：太陽風 mass−loadingによる火星大気流出量の変動幅：地球惑星科学関連学会：

地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

松本 紘：Beyond the Earth Civilization−Space Solar Power Station as a basis of Solar System Civilization：地球惑星科学

関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

新 浩一，松本 紘，小嶋浩嗣：GEOTAIL衛星によるバウショック上流で観測される静電孤立波：地球惑星科学

関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

中田康太，寺沢敏夫，齋藤義文他：２００３年１０月２９日に観測された IPSイベントにおける低エネルギー電子の加速：

地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

松岡彩子，星野真弘，早川 基，他：Geotail衛星によって磁気圏オブで観測された大振幅 Alfven waveの統計解

析：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

高田 拓，関華奈子，平原聖文，他：PSBLにおける低周波動とイオンビームの統計的性質：GEOTAIL衛星観測：

地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

齋藤義文，津田雄一，「SCOPE」システム検討グループ：次期磁気圏探査ミッション「SCOPE」システム検討報告：

地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

家田章正，H. Fairfield Donald，向井利典，他：オーロラ爆発と尾部高速流との空間対応：地球惑星科学関連学会：

地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

佐々木慎太郎，齋藤義文，淺村和史，他：康時間分解能低エネルギー電子計測器の開発：地球惑星科学関連学会：

地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

小笠原桂一，淺村和史，齋藤義文，他：APDを用いた S３１０−３５号機搭載用オーロラ降下電子計測器：地球惑星科

学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

坂野井健，高橋加代子，岡野章一：飯舘惑星望遠鏡近赤外カメラ開発の現状と金星大気観測計画：地球惑星科学関

連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

斉藤実穂，齋藤義文，向井利典，他：荷電アンプ搭載型多チャンネルディスクリートMCPアノードの開発：地球

惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

斉藤英昭，平原聖文，高島 健，淺村和史：地球・惑星磁気圏探査用高エネルギー粒子観測器の開発（２）：数値計

算による TOFユニットの最適化：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

高島 健，淺村和史，平原聖文，他：Siストリップ検出器を用いた高エネルギー粒子観測器の開発～高放射線環
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境下での観測に向けて～：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

橋本弘藏，松本 紘，アンダーソン ロジャー，L. . Green Javes：Kilometric Continuum の励起伝搬機構の検討：

地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

坪内 健，松本 紘：Forced relaxation of plasma anisotropy by the imposed magnetic field fluctuation and its consequent

structure：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

村地哲徳，吉川一朗，山崎 敦，他：SELENE搭載用極端紫外観測装置（UPI−TEX）の性能評価：地球惑星科学

関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

早川 基，笠羽康正，山川 宏，小川博之，向井利典：BepiColombo日欧共同水星探査ミッション：最新状況：地

球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

亀田真吾，野澤宏大，吉川一朗，他：水星ナトリウム大気光撮像用ファブリペロー干渉計の性能試験：地球惑星科

学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

野澤宏大，吉川一朗，亀田真吾，笠羽康正，中村正人，岡野章一，坂野井健，田口 真：Bepi−Colombo MMO搭

載可視カメラの開発 その２：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

岡田和之，松岡彩子，中村正人：デジタルフラックスゲート磁力計開発（計算機実験）：地球惑星科学関連学会：

地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

上田義勝，小嶋浩嗣，松本 紘，齋藤義文，豊村 崇：デジタル型波動粒子相関計測器の開発：地球惑星科学関連

学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

笠羽康正，石坂圭吾，早川 基，岡田敏美，竹井康博，向井利典，齋藤義文，松岡彩子：プローブ法による宇宙空

間電場計測：精度評価（３）：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

久保田康文，前澤 洌，陣 英克：火星電離圏における太陽風磁場と地殻起源磁場の影響：地球惑星科学関連学

会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

平原聖文，坂野井健，淺村和史，笠羽康正，山崎 敦，岡田雅樹，江尻全機，岡野章一，向井利典：小型衛星計画

「INDEX」：オーロラ微細構造探査の為の理学観測機器について：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学

関連学会：幕張：(２００４)

堀 智昭，大谷晋一，前澤 洌，向井利典，笠羽康正，早川 基：Storm−time convection in the plasma sheet：Particle

transport during substorm and non−substorm intervals：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：

(２００４)

寺下真理子，石坂圭吾，笠羽康正，三宅壮聡，岡田敏美，早川 基，向井利典，齋藤義文，松本 紘：GEOTAIL

衛星電位による磁気圏近尾部領域の電子密度推定：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：

(２００４)

大山哲平，大村善治，臼井英之，松本 紘：宇宙太陽発電所用電気推進エンジンの重イオンビームによる磁気圏プ

ラズマへの影響の計算機実験：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

関 妙子，森岡 昭，三好由純，土屋史紀，三澤浩昭，坂野井健，大家 寛，松本 紘，橋本弘藏，向井利典，湯

元清文，長妻 努：磁気嵐時の AKR活動低下現象における磁気圏ダイナミックスの研究：地球惑星科学関

連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

三宅壮聡，小畑宏一，石坂圭吾，岡田敏美，松本 紘，早川 基，國分 征：FEDによって観測されたパルス性

プラズマ波動の統計解析：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

海保穏宏，石坂圭吾，ホーキンスジョセフ，岡田敏美，長野 勇，松本 紘：アラスカロケット SRP−５による下

部電離層電子密度分布測定計画：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

松岡大祐，村田健史，大村善治，松本 紘：並列計算機を用いたマルチスケールシミュレーションシステムの提

案：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

杉山 徹，寺田直樹，村田健史，大村善治，臼井英之，松本 紘：LISTVEC指示行を使った多粒子シミュレーショ

ンの大規模化：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

三宅洋平，臼井英之，中村宣之，小嶋浩嗣，松本 紘，大村善治：科学衛星搭載用電界センサーの特性評価に関す
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る計算機実験：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：幕張：(２００４)

橋本弘藏，芝田裕紀，松本 紘：自己ビーム制御アレイとその静止衛星への応用：電子情報通信学会２００４ ソサイ

エティ大会：電子情報通信学会：徳島：(２００４)

松本 紘：生存圏科学：平成１６年度電気関係学会北陸支部連合大会：金沢：(２００４)

早川 基：将来の惑星探査計画－大気・プラズマ環境－：CAWSES Kickoff Meeting：日本学術会議 SCOSTEP専門

委員会：愛知：(２００４)

齋藤義文：宇宙プラズマ素過程に関する衛星観測計画：CAWSES Kickoff Meeting：日本学術会議 SCOSTEP専門委

員会：愛知：(２００４)

亀田真吾，野澤宏大，吉川一朗，中村正人：水星ナトリウム放出過程の模擬実験：月・惑星シンポジウム：月・惑

星シンポジウム：相模原：(２００４)

村田健史，松岡大祐，山本和憲，藤田 茂，田中高史，臼井英之，岡田雅樹，松本 紘：バーチャル地球磁気圏シ

ステムによる地球磁気圏ダイナミクス研究（１）：プラズモイドと磁力線の構造と時間変化：地球電磁気・地

球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

白井仁人，向井利典：磁気圏尾部から地球近傍磁気圏への遷移領域の研究：Geotail dataと Akebono dataの比較：

地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

松岡彩子：磁気圏遠尾部領域における圧力の空間分布とモデルとの比較：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁

気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

西野真木，寺沢敏夫，星野真弘，藤本正樹，向井利典，齋藤義文：北向き惑星間空間磁場に対する近尾部プラズマ

シートの応答：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

T. Hori, A. T. Y. Lui, S. Ohtani, B. H. Mauk, R. W. McEntire, K. Maezawa, T. Mukai, Y. Kasaba, H. Hayakawa: Cnvection

electric field in the near−Earth tail during the super magnetic storm on November２０−２１,２００３：地球電磁気・地球惑

星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

亀田真吾，野澤宏大，吉川一朗，中村正人：水星ナトリウム大気光撮像用タンデムエタロンの性能試験：地球電磁

気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

陣 英克，前澤 洌，向井利典，久保田康文：金星，火星電離層への太陽風磁場の侵入過程：地球電磁気・地球惑

星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

早川 基，笠羽康正，山川 宏，小川博之，向井利典，水星探査WG：Bepi Colombo 日欧共同水星探査ミッショ

ン：最新状況：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

松本 紘，J. L. Bougeret，L. Blomberg，小嶋浩嗣，八木谷聡，笠羽康正，笠原禎也，大村善治，M. Moncuquet，G.

Chanteur，J. G. Trotignon，PWIチーム：BepiColombo水星探査ミッションMMOオービターによるプラズマ

波動観測：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

笠羽康正，高島 健，三澤浩昭，木星小衛星探査検討グループ：小型木星オービタを使った木星電磁圏・オーロラ

領域探査：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

前澤 洌：１００年のタイムスケールで見た磁気圏環境と太陽物理量の変遷：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電

磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

森岡 昭，三澤浩昭，土屋史紀，坂野井健，三好由純，大家 寛，松本 紘，橋本弘蔵，向井利典：磁気圏静穏時

の AKR Activity：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

岡田和之，松岡彩子，中村正人：デジタル方式を用いたフラックスゲート磁力計の検討・開発：地球電磁気・地球

惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

齋藤義文，平原聖文，高島 健，淺村和史，J. Sauvaud，D. Delcourt，A. Coates：水星周回衛星MMOによる低エネ

ルギー粒子観測の提案：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

平原聖文，斉藤英昭，柳町朋樹，高島 健，淺村和史，齋藤義文：BepiColombo計画のMMOに搭載提案された高

エネルギー粒子観測器と将来への応用：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛

媛：(２００４)
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高島 健，平原聖文，斉藤英昭，柳町朋樹，淺村和史，齋藤義文：水星周回衛星搭載用 Siストリップ検出器を用

いた高エネルギー粒子観測器の開発：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：

(２００４)

K. Shiokawa, Y. Miyashita, I. Shinohara, A. Matsuoka: Signature of tail current disruption in the near−Earth pasma sheet：地

球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

町田 忍，永田大祐，長井嗣信，藤本正樹，篠原 育，齋藤義文，向井利典：磁気圏尾部・磁気中性線近傍でみら

れる大振幅電磁流体波動：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

家田章正，D. H. Fairfield，K. Liou，長井嗣信，町田 忍，宮下幸長，向井利典，齋藤義文：オーロラ爆発の緯度と

磁気圏尾部全圧との対応：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

永田大祐，町田 忍，大谷晋一，長井嗣信，齋藤義文，向井利典：Substormの回復相と近地球磁気中性線の移動：

地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

宮下幸長，C. Wu，K. Liou，上出洋介，家田章正，町田 忍，向井利典，齋藤義文，C. Meng，G. K. Parks，F.

Creutzberg：北向き惑星間空間磁場が続いたときに発生したサブストーム：地球電磁気・地球惑星圏学会：

地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

今田晋亮，星野真弘，向井利典：磁気リコネクション及びプラズモイド中での高エネルギー電子加速：地球電磁

気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

中田康太，寺沢敏夫，竹井康博，齋藤義文，向井利典，鶴田浩一郎：２００３年１０月２９日の IPS観測における太陽風の

速度決定法：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

岡 光夫，寺沢敏夫，笠羽康正，小嶋浩嗣，藤本正樹，齋藤義文，向井利典，松本 紘：GEOTAIL観測による衝

撃波電子スケールへのアプローチ：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：

(２００４)

新 浩一，松本 紘，小嶋浩嗣：フォアショック領域における静電孤立波：GEOTAIL衛星による観測：地球電磁

気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

K. Tsubouchi, H. Matsumoto: Particle dynamics and field fluctuation during the magnetic hole formation：地球電磁気・地

球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

海保穏宏，石坂圭吾，三宅壮聡，岡田敏美，J. Hawkins，長野 勇，松本 紘：アラスカロケット SRP−５による下

部電離層電子密度分布測定計画：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：

(２００４)

小笠原桂一，淺村和史，向井利典，齋藤義文，高島 健：APDを用いた S３１０−３５号機搭載用オーロラ降下電子計

測器：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

豊村 崇，上田義勝，小嶋浩嗣，齋藤義文，松本 紘：科学衛星搭載用波動粒子相関計測システムの開発：地球電

磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

下田忠宏，町田 忍，向井利典，齋藤義文，早川 基，松岡彩子，長井嗣信：GEOTAILで検出された光電子の３

次元速度分布関数と衛星電位との関係：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛

媛：(２００４)

寺下真理子，石坂圭吾，三宅壮聡，岡田敏美，笠羽康正，早川 基，向井利典，齋藤義文，松本 紘：Geotail衛

星電位を用いた磁気圏近尾部領域の低エネルギープラズマ分布の調査：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球

電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

佐々木慎太郎，齋藤義文，淺村和史，向井利典：将来ミッションに向けた低エネルギー荷電粒子計測器の開発：地

球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

斉藤実穂，齋藤義文，向井利典，淺村和史：荷電アンプ搭載型多チャンネルディスクリートMCPアノードの開発：

地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

星野慎二，斉藤英昭，平原聖文：MCPを用いたイオンビームの２次元位置・密度分布の検出システム，および汎

用 PCによる計測制御・リアルタイムグラフ表示ソフトウェアの開発：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球
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電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

斉藤英昭，平原聖文，星野慎二，高島 健，淺村和史：地球・惑星磁気圏探査用高エネルギー粒子観測器の開発

（３）：特性試験による TOFの性能評価：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛

媛：(２００４)

淺村和史，風間洋一：１０−３０００eV中性粒子質量分析器の開発：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑

星圏学会：愛媛：(２００４)

笠羽康正，石坂圭吾，岡田敏美，早川 基：プローブ法による宇宙空間電場計測：BepiColombo／MMOへの展望：

地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

川端浩之，小嶋浩嗣，松本 紘，向井利典：低緯度磁気圏境界層におけるプラズマ波動：地球電磁気・地球惑星圏

学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

江崎諭示，井町智彦，八木谷聡，長野 勇，東 亮一，筒井 稔，松本 紘：衛星搭載電界観測ワイヤアンテナの

低周波特性解析：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

村地哲徳，中村正人，吉川一朗，山崎 敦，阿部琢美：動的なモデルを用いた磁気圏・プラズマ圏の極端紫外光に

よる撮像の検討：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

坂野井健，小淵保幸，山崎 敦，平原聖文，岡野章一：INDEX衛星搭載多波長カメラによるオーロラ微細構造観

測の検討：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

小淵保幸，坂野井健，山崎 敦，岡野章一，淺村和史，平原聖文，金井美一：INDEX衛星搭載多波長オーロラカ

メラの単体環境試験：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

金田香織，町田 忍，齋藤義文，向井利典：昼間側磁気圏界面における Kelvin−Helmholtz波の特性：Geotailの観

測：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

田中康之，寺沢敏夫，渡邊恭子，竹井康博，吉川一朗，齋藤義文，向井利典：大規模太陽フレアに伴う Geotail／LEP

バックグラウンドカウントの増加：硬 X線フラックスとの比較：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁

気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

山崎 敦，野田寛大，三宅 亙，寺澤敏夫，吉川一朗，中村正人，早川 基，齋藤義文：粒子・光学同時間観測に

よる惑星間空間ヘリウムの分布と太陽活動度の緯度依存性について：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電

磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

松岡大祐，村田健史，臼井英之，大村善治，松本 紘，岡田雅樹，上田裕子，藤田 茂，田中高史，篠原 育，杉

山 徹：３次元可視化とバーチャルリアリティによるプラズマ計算機シミュレーションの新しい解析手法

［２］：デモンストレーション：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

臼井英之，船木一幸，岡田雅樹，松本 紘，大村善治：プラズマ能動放出時の宇宙機環境に関する３次元計算機実

験：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

大山哲平，大村善治，臼井英之，松本 紘：宇宙太陽発電所用電気推進エンジンの重イオンビームによる磁気圏プ

ラズマへの影響の計算機実験：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

三宅洋平，臼井英之，小嶋浩嗣，大村善治，松本 紘：科学衛星搭載用電界センサーの特性評価に関する計算機実

験：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

疋島 充，八木谷聡，長野 勇，大村善治，松本 紘：コーラスのサイクロトロン成長に関する計算機シミュレー

ション：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

金尾美穂，村地哲徳，山崎 敦，吉川一朗，三宅 亙，中村正人：酸素イオンの撮像のための光学機器開発：地球

電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

久保田康文，前澤 洌，陣 英克：３次元MHDシミュレーションを用いた火星夜側の構造の研究：地球電磁気・

地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

山本直樹，西尾秦穂，遠山文雄，松岡彩子：深宇宙探査用フラックスゲート磁力計センサの高温試験：地球電磁

気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

笠羽康正，早川 基，山川 宏，小川博之，向井利典，水星探査WG：BepiColombo／MMO探査機：最新状況：地
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球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

松岡彩子，Wolfgang Baumjohann：水星探査衛星 BepiColombo MMO搭載磁力計（MERMAG−M／MGF）の検討と開

発：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

H. Nozawa, S. Kameda, I. Yoshikawa, Y. Kasaba, S. Okano, H. Misawa, T. Sakanoi, M. Taguchi, M. Nakamura: Development

of the spectral imaging camera for the BepiColombo/MMO mission：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁

気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

高島 健，三澤浩昭，笠羽康正，木星小衛星探査検討 G：小型木星極軌道オービタの搭載観測装置および期待する

サイエンス：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

三澤浩昭，笠羽康正，高島 健，土屋史紀，森岡 昭，：小型木星極軌道オービタと地球からの遠隔観測による木

星磁気圏の探査：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

橋本弘藏，R. R. Anderson，J. L. Green，松本 紘：Kilometric continuumの源とその伝搬：地球電磁気・地球惑星圏

学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

梅田隆行，大村善治，三宅壮聡，松本 紘，M. Ashour−Abdalla: Nonlinear evolution of electron two−stream instability:

Tow−dimensional particle：地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：愛媛：(２００４)

高島 健，笠羽康正：NOZOMI事故解析－放射線の影響－：第１回「宇宙環境シンポジウム」：筑波：(２００４)

下田忠弘，町田 忍，向井利典，齋藤義文，笠羽康正，早川 基：GEOTAIL衛星で観測された光電子の分布と衛

星電位との関係：第１回「宇宙環境シンポジウム」：筑波：(２００４)

坂野井健，山崎保幸，平原聖文，坪根克也：INDEX衛星搭載オーロラカメラによる光学観測計画：STE研究集会：

名古屋大学太陽地球環境研究所：名古屋：(２００４)

向井利典：JAXAや ISASをめぐる状況：磁気圏・電離圏シンポジウム：磁気圏・電離圏シンポジウム：相模原：

(２００４)

平原聖文：現在進行中のプロジェクトの現状について（INDEX）：磁気圏・電離圏シンポジウム：磁気圏・電離圏

シンポジウム：相模原：(２００４)

前澤 洌：火星の科学：磁気圏・電離圏シンポジウム：磁気圏・電離圏シンポジウム：相模原：(２００４)

松本 紘，大村善治，本田与一：京都大学生存圏研究所の発足について：第５４回日本木材学会大会：日本木材学

会：札幌：(２００４)

篠原真毅，B. Shishikov，松本 紘：SPS用高効率マイクロ波送電のための不等間隔アレイによるサイドローブ抑

制の理論研究：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

橋本弘藏，篠原真毅，松本 紘：宇宙太陽発電とマイクロ波技術：マイクロウェーブ展２００４：電子情報通信学会：

横浜：(２００４)

松本 紘：２０世紀の科学と２１世紀の科学：全国共同利用化に向けた第１回生存圏シンポジウム：京都大学生存圏研

究所：京都：(２００４)

仁木洋平，山田修平，川崎繁男，大山龍一郎，田中孝治，佐々木進，七日市一嘉，篠原真毅，松本 紘：レトロディ

レクティブ機能を備えた平面型アクティブ集積アンテナアレーの検討：第６回宇宙太陽発電時限研究専門委

員会：電子情報通信学会 宇宙太陽発電時限研究専門委員会：(２００４)

七日市一嘉，篠原真毅，三谷友彦，松本 紘，木村友久，森 健：アクティブ集積アンテナを応用したマイクロ波

エネルギー伝送システムの開発：第７回宇宙太陽発電システム（SPS）シンポジウム：福岡：(２００４)

松本真俊，橋本弘藏，松本 紘：SPSの到来方向検出のための自動較正システム：第７回宇宙太陽発電システム

（SPS）シンポジウム：福岡：(２００４)

橋本弘藏，芝田裕紀，松本 紘：自己ビーム制御アレイとその SPSならびに位相同期システムへの応用：第７回

宇宙太陽発電システム（SPS）シンポジウム：福岡：(２００４)

川崎春夫，三谷友彦，篠原真毅，松本 紘：熱環境変化に対するマグネトロン効率への影響に関する基礎実験：第

７回宇宙太陽発電システム（SPS）シンポジウム：福岡：(２００４)

篠原真毅，松本 紘，山本敦士，桶川弘勝，水野友宏，植松弘行，池松 寛：mW級高効率レクテナの開発：第７
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回宇宙太陽発電システム（SPS）シンポジウム：福岡：(２００４)

岡田 寛，篠原真毅，松本 紘：高効率レクテナ整流回路の基板パラメータ解析：第７回宇宙太陽発電システム

（SPS）シンポジウム：福岡：(２００４)

三谷友彦，篠原真毅，松嶋孝明，松本 紘：SPROTS２．４５送電システムを用いた大電力マイクロ波ビーム形成に

関する研究：第７回宇宙太陽発電システム（SPS）シンポジウム：福岡：(２００４)

松本 紘：Space Solar Power Station(SPS)－its impact for sustainable and viable human civilization and related technology

of microwave power transmission－：ソウル科学高校訪問団：京都：(２００４)

松本 紘：宇宙という生存圏：朝日カルチャーセンター大阪教室講演：朝日カルチャーセンター：大阪：(２００４)

松本 紘：人類の生存は持続可能か？－生存圏科学－：京都鴨川ライオンズクラブ列会：京都鴨川ライオンズクラ

ブ：京都：(２００４)

松本 紘：生存圏科学：第３回流体領域高等研究院公開セミナー：京都：(２００４)

松本 紘：地球からみた未来（宇宙）：京都賞２０周年記念フォーラム：京都：(２００４)

松本 紘：宇宙利用による人類生存圏の発展と持続性－宇宙太陽発電所構想－：第１２５回ポバール会：京都：

(２００４)

齋藤義文，前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗：SCOPE 衛星計画の科

学的意義と概要：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

津田雄一，前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：SCOPE 衛星システム

検討：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

塩川和夫，関華奈子，三好由純，家田章正，西谷 望，品川裕之，寺田直樹，小野高幸，飯島雅英，熊本篤志，長

妻 努，小原隆博，菊池 崇，島津浩哲，高島 健，淺村和史，笠羽康正，松岡彩子，齋藤義文，齋藤宏文，

五家健夫，平原聖文，利根川豊，遠山文雄，能勢正仁，家森俊彦，大村善治，笠原禎也，湯元清文，河野英

昭，吉川顕正，田中高史，海老原祐輔，行松 彰，佐藤夏雄，石坂圭吾，三宅壮聡，岡田敏美，渡部重十，

樋口知之，星野真弘，長井嗣信，地球電磁気・地球惑星圏学会 内部磁気圏分科会：ジオスペース探査ミッ

ション ERGについて：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

笠羽康正，高島 健，三澤浩昭，土屋史紀，山崎 敦，木星小オービタ検討 G：木星小オービタによる磁気圏観測：

科学目標：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：編隊衛星による宇宙プラ

ズマ「その場」完全観測の実施にむけて：SCOPE−WG活動報告３．－SCOPE衛星システム検討通信系－：

宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：編隊衛星による宇宙プラ

ズマ「その場」完全観測の実施にむけて：SCOPE−WG活動報告４．－SCOPE衛星システム検討構造系－：

宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

齋藤義文，向井利典，前澤 洌，星野真弘：米国の磁気圏衛星MMSに対する小型国際協力ミッションの提案：宇

宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

淺村和史，風間洋一，S. Barabash，P. Wurz，向井利典，齋藤義文：非熱的中性粒子観測による月・惑星探査：宇

宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

吉光徹雄，渡辺 伸，高橋忠幸，中澤知洋，戸田知朗，曽根理嗣，高橋 健，斎藤芳隆，能町正治，野田篤司，林

友直：Space Cubeを用いた超小型衛星キットの開発とその実証計画：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研

究本部：相模原：(２００５)

三宅 亙，松岡彩子，向井利典：On the correlation of low−frequency electric−field fluctuations and ion conics：宇宙科

学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

山川 宏，早川 基，笠羽康正，小川博之，向井利典，水星探査WG：Bepi Colombo/Mercury Magnetospheric Orbiter

の最新状況：２００４FY：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

早川 基，笠羽康正，山川 宏，小川博之，向井利典，水星探査WG：日欧共同水星探査計画 Bepi Colombo：観
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測システムの最新状況：２００４FY：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

松岡彩子，W. Baumjohann，MERMAG−M/MGFグループ：水星探査衛星 BepiColombo MMO搭載磁力計（MERMAG

−M／MGF）の検討と開発：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

齋藤宏文，水野貴秀，福田盛介，坂井真一郎，福島洋介，樋口 健，奥泉信克，田中孝治，曽根理嗣，三田 信，

淺村和史，笠羽康正，大島 勉，池永敏憲，坂井智彦，田村 誠，平原聖文，坂野井健，友谷 茂，升本喜

就：小型高機能科学衛星 INDEXの開発と現状：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：

(２００５)

平原聖文，坂野井健，淺村和史，笠羽康正，山崎 敦，小淵保幸，岡田雅樹，下田忠宏：小型衛星 INDEX搭載用

理学機器の開発とオーロラ微細構造の観測計画：宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：

(２００５)

早川 基，笠羽康正：BepiColomboとMessenger：観測とその制限：水星研究集会：名古屋大学太陽地球環境研究

所：京都：(２００５)

松岡彩子：MMO搭載磁力計の仕様とサイエンスへの寄与の期待：水星研究集会：名古屋大学太陽地球環境研究

所：京都：(２００５)

平原聖文：Bepi Colombo計画MMO搭載用高エネルギー粒子観測器の概要：水星研究集会：名古屋大学太陽地球

環境研究所：京都：(２００５)

齋藤義文：低エネルギー粒子観測で得られる科学データについて：水星研究集会：名古屋大学太陽地球環境研究

所：京都：(２００５)

吉川一朗：水星の大気観測，MMOになぜカメラが必要？：水星研究集会：名古屋大学太陽地球環境研究所研究集

会：京都：(２００５)

橋本弘藏，芝田裕紀，松本 紘：自己ビーム制御アレイとその SPSへの応用検討：電気情報通信学会 第７回宇

宙太陽発電研究会：電子情報通信学会：岡山：(２００５)

篠原真毅，松本 紘，山本敦士，桶川弘勝，水野友宏，植松弘行，池松 寛，三神 泉：mW級高効率レクテナの

開発：電気情報通信学会 第７回宇宙太陽発電研究会：電子情報通信学会：岡山：(２００５)

関華奈子，松本洋輔，B. Lavraud，M. F. Thomsen，R. C. Elphic，向井利典，齋藤義文，H. Reme，A. N. Fazakerley：

北向き惑星空間磁場時の地球磁気圏における電子およびイオン分布関数の発展：K−H不安定がプラズマ混

合・輸送へ及ぼす影響に関する考察：プラズマ科学シンポジウム：プラズマプロセシング研究会：名古屋：

(２００５)

平原聖文：極域・赤道域磁気圏における重イオン観測――エネルギー分散とピッチ角分布――：電離圏起源重イオ

ンのダイナミクス研究所：名古屋：(２００５)

吉川一朗：Phobos soilミッションの現状と科学目標：惑星電磁圏・大気圏研究会：名古屋大学太陽地球環境研究所

研究集会：仙台：(２００５)

平原聖文，坂野井健，淺村和史，笠羽康正，山崎 敦，小淵保幸，岡田雅樹，齋藤義文，岡野章一：INDEX衛星

観測計画，及び地上ネットワーク観測との協同に関して：STP観測ネットワーク研究所：福岡：(２００５)

早川 基：水星磁場・磁気圏探査への期待：電子情報通信学会２００５年総合大会：電子情報通信学会：大阪：(２００５)

松本真俊，橋本弘藏，松本 紘：宇宙太陽発電所のための自動較正機能を有する到来方向推定法：電子情報通信学

会２００５年総合大会：電子情報通信学会：大阪：(２００５)

七日市一嘉，篠原真毅，川崎繁男，三谷友彦，松本 紘：マイクロ波送電用導波管スロット給電型アクティブ集積

アンテナ：電子情報通信学会２００５年総合大会：電子情報通信学会：大阪：(２００５)

七日市一嘉，篠原真毅，川崎繁男，三谷友彦，松本 紘：マイクロ波送電用導波管スロット給電型アクティブ集積

アンテナ：電子情報通信学会２００５年総合大会：電子情報通信学会：(２００５)

早川 基，笠羽康正，向井利典，水星探査プロジェクト：日欧共同水星探査計画 BepiColombo：Mercury Magneto-

spheric Orbiterによる水星磁場・磁気圏探査への期待：日本物理学会：日本物理学会：千葉：(２００５)

笠羽康正，高島 健，三澤浩昭，土屋史紀，山崎 敦，木星小オービター検討 G：小オービターによる「木星電磁
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圏」探査計画：日本物理学会：日本物理学会：千葉：(２００５)

齋藤義文：磁気圏プラズマにおけるスケール間結合と次期磁気圏観測衛星計画 SCOPEの概要：日本物理学会：日

本物理学会：千葉：(２００５)

平原聖文，齋藤義文，高島 健，淺村和史：磁気圏プラズマ，惑星間空間プラズマのその場粒子計測：日本物理学

会：日本物理学会：千葉：(２００５)

岡 光夫，寺沢敏夫，笠羽康正，藤本正樹，篠原 育，小嶋浩嗣，齋藤義文，向井利典，松本 紘：無衝突衝撃波

における電子のベキ型 エネルギースペクトルの直接観測：日本物理学会：日本物理学会：千葉：(２００５)

松本 紘：月面基地と宇宙太陽発電所－生存圏のフロンティア－：全国共同利用化に向けた第４回生存圏シンポジ

ウム：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

松本真俊，橋本弘藏，松本 紘：宇宙太陽発電所のための自動較正機能を有する到来方向推定法に関する研究：全

国共同利用化に向けた第８回生存圏シンポジウム：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

宮坂寿郎，笈田 昭，中嶋 洋，大土井克明，渡部雅俊，宮永秀彰，松本 紘，橋本弘藏，篠原真毅，三谷友彦：

マイクロ波駆動農用車両の走行制御およびマイクロ波のダイコン種子発芽に対する影響に関する基礎的研

究：全国共同利用化に向けた第８回生存圏シンポジウム：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

大橋聡史，松本 紘，臼井英之，三谷友彦，篠原真毅：３次元電磁粒子コードを用いたマグネトロンに関する計算

機実験：第２４回宇宙エネルギーシンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

篠原真毅，岡田 寛，三谷友彦，松本 紘：マイクロ波エネルギー伝送用レクテナ整流回路のパラメータ最適化に

関する研究：第２４回宇宙エネルギーシンポジウム：宇宙科学研究本部：相模原：(２００５)

七日市一嘉，川崎繁男，篠原真毅，松本 紘：SSPSのためのアクティブ集積アンテナ用小型増幅器の検討：第８

回宇宙太陽発電研究会，第３回宇宙太陽発電と無線電力伝送に関する研究会：京都大学生存圏研究所：京

都：(２００５)

松本真俊，橋本弘藏，松本 紘：宇宙太陽発電所のための自動較正機能を有する到来方向推定法に関する研究：第

８回宇宙太陽発電研究会，第３回宇宙太陽発電と無線電力伝送に関する研究会：京都大学生存圏研究所：京

都：(２００５)

大橋聡史，臼井英之，三谷友彦，篠原真毅，松本 紘：３次元電磁粒子コードを用いたマグネトロンに関する計算

機実験：第８回宇宙太陽発電研究会，第３回宇宙太陽発電と無線電力伝送に関する研究会：京都大学生存圏

研究所：京都：(２００５)

川崎春夫，三谷友彦，篠原真毅，松本 紘：温度環境変化とマグネトロン効率する基礎実験：第８回宇宙太陽発電

研究会，第３回宇宙太陽発電と無線電力伝送に関する研究会：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

小嶋浩嗣，上田義勝，今久保洋，松本陽史，畑 俊充：宇宙圏環境モニター装置実験に向けた技術開発：第９回生

存圏波動分科会：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

疋島 充，八木谷聡，長野 勇，大村義治，松本 紘：不均一磁場におけるコーラスのサイクロトロン成長：平成

１６年度 RISH電波科学計算機実験（KDK）シンポジウム：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

江口将史，橋本弘藏，松本 紘：遺伝アルゴリズムを用いたマイクロ波送電のための均一振幅フェイズアレイの最

適化：平成１６年度 RISH電波科学計算機実験（KDK）シンポジウム：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

坪内 健，松本 紘：Mechanism of magnetic hole formation in the magnetosheath：平成１６年度 RISH電波科学計算機

実験（KDK）シンポジウム：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

三宅洋平，臼井英之，小嶋浩嗣，松本 紘，大村善治：科学衛星搭載用電界センサーの特性評価に関する計算機実

験：平成１６年度 RISH電波科学計算機実験（KDK）シンポジウム：京都大学生存圏研究所：京都：(２００５)

松本 紘：元気の出る宇宙開発の目標－宇宙太陽発電－：宇宙研究会：東大阪商工会議所：大阪：(２００５)

伊藤真之，佐伯浩介，西村 純，柏木利介，奥野祥二，吉田健二，森 国城，高島 健：セレーネ搭載α線検出器

による科学：地球惑星科学関連学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

阿部琢美，小山孝一郎：S−３１０−３３号機搭載 FLPによる電離圏電子温度・密度の観測：地球惑星科学関連学会合同

大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)
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日比野和基，横山竜宏，阿部琢美，山本 衛，深尾昌一郎，森 弘隆，小山孝一郎：スポラディック E層の空間

構造：地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

栗原純一，小山孝一郎，阿部琢美：ロケット－EISCAT−FPIによるオーロラ擾乱時の極域下部熱圏観測（DELTA）

計画：地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

小泉宜子，村山泰啓，阿部琢美，小山孝一郎：WAVE２００４キャンペーンにおけるフォイル・チャフによる中性風測

定：地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

金尾美穂，寺田直樹，山崎 敦，吉川一朗，阿部琢美，中村正人：金星夜側電離圏の非対称性について－太陽風磁

場との関係：地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

M. Nakamura, T. Imamura, T. Abe, N. Ishii: Present status of the Planet−C project：地球電磁気・地球惑星圏学会第１１６回

講演会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

下山 学，阿部琢美，小山孝一郎：光電子・熱電子遷移領域のエネルギー分布測定器の開発：地球電磁気・地球惑

星圏学会第１１６回講演会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

J. Uemoto, T. Ono, A. Kumamoto, M. Iizima, T. Abe: Ionization ledge structures observed in the equatrial anomaly region by

the Ohzora (EXOS−C) satellite：地球電磁気・地球惑星圏学会第１１６回講演会：地球電磁気・地球惑星圏学会：

(２００４)

阿部琢美：極域電離圏におけるヒートフラックスの役割と密度／温度構造：地球電磁気・地球惑星圏学会第１１６回

講演会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

S. Watanabe, M. Yamada, T. Abe, E. Sagawa, A. W. Yau: Model of topside polar ionosphere based on Akebono/SMS data：

地球電磁気・地球惑星圏学会第１１６回講演会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

阿部琢美：S−３１０−３３号機に搭載された FLPの初期観測結果：NICT大気光部会：情報通信研究機構：(２００４)

栗原純一，阿部琢美，小山孝一郎：DELTA campaign：極域下部熱圏ロケット観測計画：第２８回極域宙空圏シンポ

ジウム：国立極地研究所：(２００４)

阿部琢美：S−３１０−３５号機搭載 FLPによる電子温度・密度観測：大気圏シンポジウム：JAXA宇宙科学研究本部：

(２００４)

阿部琢美：DELTAキャンペーンの概要と経過：EISCAT研究集会：国立極地研究所：(２００４)

阿部琢美：ラングミューアプローブの結果：EISCAT研究集会：国立極地研究所：(２００４)

阿部琢美：酸素イオンポーラーウインドの正体と運命（さだめ）：電離圏起源重イオンのダイナミクス研究会：名

古屋大学：(２００４)

阿部琢美，町田 忍，品川裕之，吉川一朗，寺田直樹，二穴喜文：周回衛星による金星火星大気／プラズマ観測の

必要性について：惑星電磁圏・大気研究会：東北大学：(２００４)

小泉宜子，村山泰啓，阿部琢美，小山孝一郎：WAVE２００４キャンペーンにおけるフォイル・チャフによる中性風

測定：２００４年地球惑星科学関連学会合同大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

下山 学，塚田有司，岡部選司，小山孝一郎：ラングミュアプローブ測定におけるカウンターエレクトロードの影

響：２００４年地球惑星科学関連学会合同大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

栗原純一，小山孝一郎，阿部琢美：ロケット－EISCAT−FPIによるオーロラ擾乱時の極域下部熱圏観測（DELTA）

計画：２００４年地球惑星科学関連学会合同大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

野口克行，今村 剛，小山孝一郎，村田 功，冨川喜弘，佐藤 薫，中根英昭，Greg Bodeker：成層圏オゾンの鉛

直微細構造の時空間分布と起源：第１０回大気化学討論会：(２００４)

野口克行，今村 剛，小山孝一郎：下部成層圏における慣性重力波砕波に伴うオゾンの鉛直混合：日本気象学会

２００４年度春季大会，東京：日本気象学会：(２００４)

野口克行，今村 剛，小山孝一郎，村田 功，冨川喜弘，佐藤 薫，中根英昭：成層圏オゾンの鉛直微細構造の時

空間分布と起源：２００４年地球惑星科学関連学会合同大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

栗原純一，阿部琢美，小山孝一郎：DELTA campaign：極域下部熱圏ロケット観測計画：第２８回極域宙空圏シンポ

ジウム：(２００４)
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小泉宜子，村山泰啓，阿部琢美，小山孝一郎：S−３１０−３３号機で観測された中性風と電子密度の鉛直構造の関係：

第１１６回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

栗原純一，阿部琢美，小山孝一郎：極域下部熱圏ロケット観測計画「DELTA Campaign」の現状報告：第１１６回地

球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

下山 学，阿部琢美，小山孝一郎：光電子・熱電子遷移領域のエネルギー分布測定器の開発：第１１６回地球電磁気・

地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

小泉宣子，村山泰啓，阿部琢美，小山孝一郎：Wave２００４キャンペーンで観測された中性風と電子密度の鉛直構造

の関係：第１１６回地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

下山 学，岡部選司，小山孝一郎：大型スペースプラズマチャンバー内の磁場制御：第１１６回地球電磁気・地球惑

星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

伊澤昌彦，小山孝一郎，野口克行，斉藤昭則，大塚雄一，遠山文雄：日本上空全電子数のモデルの構築：第１１６回

地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

小山孝一郎：Tether in Space A review：テザー研究会：テザー研究会：(２００４)

小山孝一郎，福原哲哉：君が作る宇宙ミッション報告：日本科学教育学会研究会：日本科学教育学会研究会：

(２００４)

斉藤靖之，福原哲哉，小山孝一郎：JAXAにおける宇宙教育活動―気ミッション参加者たちの追跡調査：天文学

会：天文学会：(２００４)

小泉宜子，村山泰啓，阿部琢美，小山孝一郎：フォイル・チャフによる中間圏・下部熱圏の中性風および温度観

測：平成１６年度名古屋大学太陽地球環境研究所・情報通信研究機構研究集会：中間圏・熱圏・電離圏研究集

会：(２００４)

栗原純一，阿部琢美，小山孝一郎，岩上直幹，野澤悟徳，小川泰信，藤井良一，宮岡 宏，麻生武彦，石井 守：

極域下部熱圏ロケット観測計画「DELTA Campaign」の直前報告：平成１６年度名古屋大学太陽地球環境研究

所・情報通信研究機構研究集会：中間圏・熱圏・電離圏研究会：(２００４)

野口克行，今村 剛，小山孝一郎：下部成層圏における慣性重力波砕波に伴うオゾンの鉛直混合：第１０回大気化学

討論会：(２００４)

野口克行，今村 剛，小山孝一郎，村田 功，冨川喜弘，佐藤 薫，中根英昭，Greg Bodeker：成層圏オゾンの鉛

直微細構造の時空間分布と起源：日本気象学会２００４年度春季大会：日本気象学会：(２００４)

野口克行，今村 剛，小山孝一郎：下部成層圏における慣性重力波砕波に伴うオゾンの鉛直混合：２００４年地球惑星

科学関連学会合同大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

阿部琢美，下山 学，小山孝一郎：Sq電流系中心付近の高電子温度層生成メカニズムの解明－観測ロケット実験

提案－：第１９回大気圏シンポジウム：宇宙科学研究本部：(２００５)

栗原純一，阿部琢美，小山孝一郎：S−３１０−３５号機による下部熱圏温度観測の初期解析結果（速報）：第１９回大気

圏シンポジウム：宇宙科学研究本部：(２００５)

阿部琢美，塚田有司，小山孝一郎：S−３１０−３５号機搭載 FLPによる電子温度・密度観測：第１９回大気圏シンポジウ

ム：宇宙科学研究本部：(２００５)

下山 学，阿部琢美，小山孝一郎：超熱的電子のエネルギー分布測定器の開発：第１９回大気圏シンポジウム：宇宙

科学研究本部：(２００５)

小泉宜子，村山泰啓，阿部琢美，小山孝一郎：WAVEキャンペーンにおける中間圏界面付近の中性風・温度につ

いて：第１９回大気圏シンポジウム：宇宙科学研究本部：(２００５)

下山 学，小林紘子，岡部選司，小山孝一郎：大型スペースチェンバーの磁場制御システム：スペースプラズマ研

究会：宇宙科学研究本部：(２００５)

栗原純一，阿部琢美，小山孝一郎：大型スペースチェンバーを用いた S−３１０−３５号機搭載用窒素振動温度測定器の

較正実験：スペースプラズマ研究会：宇宙科学研究本部：(２００５)

下山 学，阿部琢美，小山孝一郎：超熱的電子エネルギー分布測定器の開発：スペースプラズマ研究会：宇宙科学
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研究本部：(２００５)

斉藤靖之，福原哲哉，小山孝一郎：JAXAにおける宇宙教育活動―キミッション参加者たちの追跡調査：天文学

会：(２００５)

川口聡美，塚田有司，徳山好宣，小山孝一郎：惑星大気の化学反応に関する基礎研究：スペースプラズマ研究会：

宇宙科学研究本部：(２００５)

固体惑星科学研究系

岩田隆浩，河野裕介，菊池冬彦，河野宣之，花田英夫：多周波逆 VLBIによる惑星測地の研究：２００４年度 地球惑

星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会，他：(２００４)

松本晃治，日置幸介，花田英夫，河野宣之，平 勁松，河野裕介，岩田隆浩，並木則行：RSAT／VRADミッショ

ンで期待される月重力場モデルの推定精度：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学

会：(２００４)

近藤哲朗，河野宣之，松本甲太郎，岩田隆浩，井上 允，徳丸宗利，森岡 昭，小野高幸，松藤幸男，竹内 央，

三澤浩昭，土屋史紀，野田寛大，滝澤悦貞：月面低周波電波観測計画：地球電磁気・地球惑星圏学会２００４年

秋季大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

岩田隆浩，高野 忠，並木則行，花田英夫，野田寛大：月重力場計測のための SELENEリレー衛星中継器 RSAT

の開発・試験：２００４年度日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

野田寛大，河野宣之，井上 允，河野裕介，小野高幸，土屋史紀，三澤浩昭，森岡 昭，近藤哲朗，竹内 央，岩

田隆浩，松本甲太郎，小島正宣，徳丸宗利：月裏側での低周波電波観測の提案：日本惑星科学会２００４年秋季

大会：日本惑星科学会：(２００４)

花田英夫，荒木博志，野田寛大，坪川恒也，平 勁松，浅利一善，鶴田誠逸，田澤誠一，河野宣之，岩田隆浩：月

面望遠鏡の開発－観測方式と水平面の検討－：日本測地学会題１０２回講演会：日本測地学会：(２００４)

河野宣之，近藤哲朗，松本甲太郎，岩田隆浩，井上 允，徳丸宗利，森岡 昭，小野高幸，松藤幸男：月裏側低周

波電波観測のための実証ミッション計画：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

岩田隆浩，宮原 啓，森岡 昭，小野高幸，徳丸宗利，近藤哲朗，河野宣之，松藤幸男：月裏側低周波電波観測の

ための実証ミッション計画：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

岩田隆浩，河野裕介：電波を用いた小天体の重力場探査の提案：第２回 始原天体研究会：国立天文台，宇宙科学

研究本部，他：(２００５)

岩田隆浩：SELENEと RSAT／VRAD観測機器の開発・試験状況の報告：２００４年度 RISE研究会：国立天文台：

(２００５)

岩田隆浩，高野 忠，河野宣之，冨家文穂，駒井 崇：SELENE小型衛星用ミドルゲインアンテナの開発：電子情

報通信学会 ２００５年総合大会：電子情報通信学会：(２００５)

斎藤靖之，吉田信介，田中 智，水谷 仁：月・熱流量値に与える表面不均質構造の影響：地球惑星科学関連学会

２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

本田親寿，藤村彰夫：月のシニュアスリルが玄武岩溶岩流の熱浸食で生成した仮説の可能性：地球惑星科学関連学

会２００５年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

板垣義法，水谷 仁：深発月震震源における月内部潮汐応力とアポロ月震波形との比較：日本惑星科学会秋季講演

会：日本惑星科学会：(２００４)

斎藤靖之，吉田信介，田中 智，水谷 仁：新しい月地殻の熱モデル：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学

会：(２００４)

Chenet Hugues, Lognnonne Philippe, Wieczorek Mark, H. Mizutani: Lateral Variations of Lunar Crustal Thickness：日本惑

星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

斎藤靖之，吉田信介，田中 智，水谷 仁：月・小惑星レゴリスの表面温度と熱状態：日本惑星科学会秋季講演
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会：日本惑星科学会：(２００４)

本田親寿，藤村彰夫：玄武岩溶岩流の熱浸食による月の sinuous rilleの形成：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑

星科学会：(２００４)

Y. Saito, S. Yoshida, S. Tanaka, and H. Mizutani: A New thermal Model of Lunar Crust and Mantle: The３７th ISAS Lunar and

Planetary Symposuim, pp.１３９−１４２: ISAS/JAXA: (２００４)

Y. Itagaki and H. Mizutani: Periodicity of Farside Deep Moonquakes and Relationship with Tidal Stress in the Lunar Interior:

The３７th ISAS Lunar and Planetary Symposuim, pp.１４３−１４６: ISAS/JAXA: (２００４)

C. Honda and A. Fujimura: Formation Process of Lunar Sinuous Rilles by Thermal Erosion of Basaltic Lava Flow: The３７th

ISAS Lunar and Planetary Symposuim, pp.１３５−１３８: ISAS/JAXA: (２００４)

田中 智，吉田信介，斎藤靖之，白石浩章，藤村彰夫，水谷 仁：LUNAR−Aペネトレータによる熱流量計測精度

について：第２６回太陽系科学シンポジウム pp.５−８：ISAS/JAXA：(２００４)

山田竜平，白石浩章，田中 智，藤村彰夫，水谷 仁，高木義彦：ペネトレータ搭載用月震計における中立戻り位

置ずれの原因と性能への影響：第２６回太陽系科学シンポジウム pp.９−１２：ISAS/JAXA：(２００４)

杉田精司，P. H. Schultz，長谷川直：衝突閃光の強度は何によって決まるのか？：地球惑星科学関連学会２００４年合

同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

石橋 高，大野宗祐，杉田精司，門野敏彦，松井孝典：衝突蒸気雲中の炭素質化合物の化学反応に対するシリケイ

トの熱分解の影響：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

関根康人，杉田精司，紫藤貴文，門野敏彦，松井孝典，山本 孝，岩澤康裕：原始ガス惑星円盤における触媒反応

と包接水和物の形成：タイタンのメタンの起源：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連

学会：(２００４)

高木靖彦，長谷川直，寺元啓介，矢野 創，安部正直，山本 聡，杉田精司：微小重力環境下におけるクレーター

形成実験：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

石橋 高，大野宗祐，杉田精司，門野敏彦，松井孝典：衝突蒸気雲中の炭素質化合物の化学反応に対するシリケイ

トの熱分解の影響：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

はしもとじょーじ，Maarten Roos−Serote，杉田精司：金星地表の近赤外放射率：Galileo近赤外分光計（NIMS）に

よる観測結果の解析：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

石橋 高，大野宗祐，杉田精司，松井孝典，門野敏彦：衝突蒸気雲中における SiO２遊離酸素による炭素質化合物

の酸化：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

山本 聡，岡部了久，杉田精司，松井孝典，門野敏彦：高速カメラを用いた衝突放出物の実験的研究：日本惑星科

学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

大野宗祐，石橋 高，杉田精司，門野敏彦，五十嵐丈二：衝突蒸気雲中の硫黄酸化物の反応速度の推定：日本惑星

科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

門野敏彦，杉田精司，松井孝典：１５Jレーザーを使ったシート状飛翔体加速装置の開発とユゴニオ状態方程式計

測：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

Ishibashi, K. S. Ohno, S. Sugita, T. Kadono, and T. Matsui: The Effect of thermally decomposed SiO２ on carbon chemistry

within impact−induced vapor clouds: The３７th ISAS Lunar and Planetary Symposuim, pp.１３９−１４２: ISAS/JAXA:

(２００４)

S. Ohno, S. Sugita, K. Ishibashi, T. Kadono, and G. Igarashi: Laboratory experiments on the kinetics of sulfur oxides in vapor

clouds and its implication for K/T impact event: The３７th ISAS Lunar and Planetary Symposuim, pp.１３９−１４２: ISAS/

JAXA: (２００４)

Takagi, Y., S. Hasegawa, K. Teramoto, H. Yano, M. Abe, S. Yamamoto, S. Sugita: Cratering experiments under micro gravity

conditions: The３７th ISAS Lunar and Planetary Symposuim, pp.１３９−１４２:ISAS/JAXA: (２００４)

Ishimaru, R., H. Senshu, S. Sugita, and T. Matsui: Effects of comet impacts on the Titans atmosphere: The３７th ISAS Lunar

and Planetary Symposuim, pp.１３９−１４２: ISAS/JAXA: (２００４)
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小野瀬直美，藤原 顯：斜め衝突におけるクレーター形成：日本天文学会２００４年秋季年会：日本惑星科学会：

(２００４)

小野瀬直美，藤原 顯：石膏への衝突クレーター形成における Spall破片の特徴：日本天文学会２００４年秋季年会：

日本惑星科学会：(２００４)

高木靖彦，長谷川直，寺元啓介，矢野 創，安部正真，山本 聡，杉田精司：微小重量環境下におけるクレータ形

成実験：宇宙利用シンポジウム：ISAS/JAXA，：(２００４)

安部正真：地球に接近する小惑星について：小研究会「隕石の母天体小惑星を探る」：ISAS/JAXA，：(２００４)

北里宏平，安部正真，三戸洋之：次期小惑星探査候補天体（６５８０３）１９９６GTの光散乱特性：始原天体小研究会：

ISAS/JAXA，国立天文台，理化学研究所：(２００４)

三戸洋之，樽沢賢一，征矢野隆夫，青木 勉，中田好一，宮田隆志，磯貝瑞希，長谷川直，安部正真，北里宏平：

東京大学木曽観測所３０cm望遠鏡システムの開発Ⅲ：日本天文学会２００４年秋季年会：日本天文学会：V５１c：

(２００４)

黒田大介，長谷川直，安部正真，吉川 真，柳澤顕史，長山省吾，清水康広，吉田道利，河合誠之：岡山三つ目望

遠鏡による小惑星 Kleopatraの微小なカラーの変化の検出：日本天文学会２００５年春季年会：日本天文学会：

L０３a：(２００５)

矢野 創，中村良介，横田康弘，長谷川直，安部正真，藤原 顯，出村裕英，木下大輔：メインベルトおよび木星

トロヤ群小惑星のフライバイ観測：第４回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：収録２１９−２２２：(２００４)

矢野 創，安部正真，吉光徹雄，藤原 顯，森本睦子，小天体探査フォーラム：ポストはやぶさ時代の小天体サン

プルリターン探査構想：第４回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：収録３５７−３６０：(２００４)

藤原 顯，矢野 創，安部正真，はやぶさサンプル分析検討委員会：宇宙リターンサンプル受け入れ体制と施設：

第４回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：収録４１７−４２０：(２００４)

安部正真，高木靖彦，阿部新助，北里宏平，廣井孝弘，上田裕司，藤原 顯，小惑星探査機はやぶさ搭載近赤外線

分光器チーム：小惑星探査機「はやぶさ」搭載近赤外線分光器によるクルージングフェーズ観測：地球惑星

科学関連学会２００４年合同大会：多数学会：P０４１−０１４：(２００４)

斉藤 潤，安部正真，石黒正晃，十亀昭人，出村裕英，寺薗淳也，中村良介，橋本樹明，平田 成，山本 彩，吉

田二美，Muses−C AMICAチーム：小惑星探査機「はやぶさ」（MUSES−C）搭載マルチバンド分光カメラ

（AMICA）の恒星・惑星観測について：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：多数学会：J０３４−P００８：

(２００４)

北里宏平，安部正真，三戸洋之：近地球型小惑星（６５８０３）１９９６GTの太陽位相角依存による光散乱特性：地球惑

星科学関連学会２００４年合同大会：多数学会：P０４１−０１５：(２００４)

高木靖彦，長谷川直，寺元啓介，矢野 創，安部正真，山本 聡，杉田精司：微小重量環境下におけるクレータ形

成実験：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：多数学会：P０４１−P０１９：(２００４)

野中秀紀，長谷川直，中村良介，十亀昭人，石黒正晃，安部正真，藤原 顯：小惑星４Vestaの表面反射特性マッ

プの推定：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：多数学会：P０４１−０１７：(２００４)

H. Yamakawa, Y. Kawakatsu, M. Abe, M. Morimoto:Multiple near−earth asteroid sample return mission in the next decade:

Preliminary design:１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA：収録１９３−１９９：(２００４)

Y. Kawakatsu, H. Yamakawa, M. Abe: Preliminary study on the orbit planning of near−earth asteroid multi−rendezvous sam-

ple return mission:１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA：収録２００−２０５：(２００４)

Y. Takagi, S. Hasegawa, K. Teramoto, H. Yano, S. Yamamoto, S. Sugita, M. Abe: Inpact cratering experiments in micrograv-

ity environment:３７th Lunar and Planetary symposium: ISAS/JAXA：収録２１−２４：(２００４)

K. Kitazato, M. Abe, H. Mito: Photometry of binary near−earth asteroid６５８０３Didymos (１９９６GT) :３７th Lunar and Planetary

symposium: ISAS/JAXA：収録２４８−２５１：(２００４)

長谷川直，宮坂正大，関口朋彦，吉住千亜紀，猿楽祐樹，西原説子，北里宏平，安部正真，三戸洋之：Vタイプ小

惑星のライトカーブ観測１：第３７回月・惑星シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)
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R. Nakamura, M. Ishiguro, A. M. Nakamura, N. Hirata, J. Terazono, A. Yamamoto, M. Abe, T. Hashimoto, J. Saito:Inflight

calibration of asteroid multi−band imaging camera:Preliminaly results:３７th Lunar and Planetary symposium: ISAS/

JAXA：収録２６７−２６９：(２００４)

M. Abe, K. Kitazato, H. Nonaka, S. Nishihara, Y. Sarugaku, S. Hasegawa: Phometric observation of２５１４３Itokawa:３７th Lu-

nar and Planetary symposium: ISAS/JAXA：収録２７０−２７３：(２００４)

M. Abe, Y. Takagi, K. Kitazato, T. Hiroi, S. Abe, A. Fujiwara, NIRS−team: Lunar and planetary observation with near−infra-

red spectrometer on Hayabusa spacecraft:３７th Lunar and Planetary symposium: ISAS/JAXA：収録２７４−２７７：(２００４)

D. Kuroda, M. Yoshikawa, K. Yanagisawa, Y. Shimizu, S. Nagayama, M. Inata, S. Hattori, K. Okita, H. Koyano, H. Izumiura,

T. Okada, E. Watanabe, M. Yoshida, S. Hasegawa, M. Abe, H. Toda, T. Kotani, J. Kataoka, R. Sato, M. Suzuki, Y.

Yatsu, K. Ota, J. Watanabe, A. Yoshida, N. Kawai: Lightcurve of asteroid (８９３) Leopoldina:３７th Lunar and Planetary

symposium: ISAS/JAXA：収録２４４−２４７：(２００４)

安部正真：隕石のふるさとを探る 小惑星探査機「はやぶさ」：みさと天文台 天文教室：みさと天文台：(２００４)

西原説子，安部正真，北里宏平，猿楽裕樹，長谷川直：次期小惑星探査計画の探査候補天体の地上観測：第２６回太

陽系科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

西原説子，北里宏平，安部正真，長谷川直，石黒正晃，野中秀紀，大場庸平，小澤友彦，猿楽祐樹，矢動丸泰，吉

住千亜紀，尾久土正己：（２５１４３）Itokawaのライトカーブ：第２６回太陽系科学シンポジウム：ISAS/JAXA：

(２００４)

西原説子，安部正真，北里宏平，猿楽祐樹，長谷川直：次期小惑星探査計画の探査候補天体の地上観測：２００４年度

木曽シュミットシンポジウム：東京大学木曽観測所：収録２７−３１：(２００４)

安部正真，北里宏平：はやぶさ探査機が向かう小惑星イトカワに残された謎：２００４年度木曽シュミットシンポジウ

ム：東京大学木曽観測所：収録３２−３５：(２００４)

長谷川直，宮坂正大，吉住千亜紀，関口朋彦，猿楽祐樹，西原説子，北里宏平，安部正真，三戸洋之：族小惑星の

観測：２００４年度木曽シュミットシンポジウム：東京大学木曽観測所：収録３６−４０：(２００４)

野中秀紀，長谷川直，中村良介，十亀昭人，石黒正晃，安部正真，藤原 顯：小惑星４Vestaの可視・近赤外同時

観測による表面反射特性マップの推定：２００４年度木曽シュミットシンポジウム：東京大学木曽観測所：収録

４５−５０：(２００４)

北里宏平，安部正真，三戸洋之：K.３Tおよびシュミット望遠鏡を用いた特異小惑星［６５８０４］１９９６GTの観測：２００４

年度木曽シュミットシンポジウム：東京大学木曽観測所：収録５６−５８：(２００４)

長谷川直，安部正真，北里宏平，猿楽祐樹，石黒正晃，宮坂正大：シュミット広視野化の要望：２００４年度木曽シュ

ミットシンポジウム：東京大学木曽観測所：収録１７３−１７８：(２００４)

藤原 顯，安部正真，川勝康弘，森 治，矢野 創，吉光徹雄，野口高明，高木靖彦，出村裕英，小天体探査WG：

次期小惑星探査計画：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

高木靖彦，安部正真，小天体探査WGオービターサイエンスサブグループ：次期小天体探査における母船搭載観

測機器の検討および探査候補天体の地上観測計画の現状：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：

(２００５)

藤原 顯，斉藤 潤，中村良介，石黒正晃，平田 成，寺薗淳也，山本 彩，橋本樹明，安部正真，高木靖彦，北

里宏平，廣井孝弘，阿部新助，岡田達明，白井 慶，荒井武彦，細野 梢：はやぶさ地球スイングバイにお

ける搭載機器較正観測の結果：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

安部正真，森 淳，井垣潤也，長谷川直：次期小惑星サンプルリターンミッションの探査候補天体の地上観測：西

はりま天文台シンポジウム：西はりま天文台：(２００５)

安部正真：ライトカーブ観測から何がわかるか：第１回ライトカーブ研究会：(２００４)

北里宏平，安部正真，三戸洋之：バイナリーアステロイド［６５８０４］１９９６GTの測光観測：第１回ライトカーブ研

究会：(２００４)

西原説子，安部正真，北里宏平，猿楽祐樹，長谷川直：次期小惑星探査計画の探査候補天体の地上観測：第１回ラ
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イトカーブ研究会：(２００４)

野中秀紀，長谷川直，中村良介，十亀昭人，石黒正晃，安部正真，藤原 顯：小惑星４Vestaの可視・近赤外同時

観測による表面反射特性マップの推定：第１回ライトカーブ研究会：(２００４)

長谷川直，宮坂正大，吉住千亜紀，関口朋彦，猿楽祐樹，西原説子，北里宏平，安部正真，三戸洋之：ベストイド

のライトカーブ観測 ０：第１回ライトカーブ研究会：(２００４)

山川 宏，川勝康弘，安部正真，矢野 創，吉光徹雄，森本睦子：次期小天体探査計画の初期検討：第４８回宇宙科

学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

川勝康弘，山川 宏，安部正真，川口淳一郎：近地球型小惑星（NEO）マルチランデブー・サンプルリターンミッ

ション軌道計画の予備検討（その２）：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

矢野 創，安部正真，川勝康弘，森 治，吉光徹雄，藤原 顯，小天体探査WG：次期小天体探査ミッションの戦

略的開発（１）：日本惑星科学会２００４年秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

北里宏平，安部正真，三戸洋之：ライトカーブ観測による近地球型小惑星［６５８０３］Didymos（１９９６GT）のバイナ

リーの検出：日本惑星科学会２００４年秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

藤原 顯，安部正真：はやぶさレビュー：第２回始原天体研究会：国立天文台・ISAS/JAXA・理化学研究所：

(２００５)

橋本樹明，久保田孝，出村裕英，斉藤 潤，安部正真，岡田達明，藤原 顯，川口淳一郎：MUSES−C（はやぶさ）

ミッションと小惑星観測システム：電子情報通信学会２００５年総合大会：電子情報通信学会：(２００５)

寺元啓介，矢野 創：弾性波を用いた小惑星内部構造探査の可能性：日本惑星科学会２００４年秋季講演会：日本惑星

科学会：(２００４)

春日敏測，山本哲生，渡部潤一，海老塚昇，河北秀世，矢野 創：しし座流星ダストから探る金属元素の物質進化：

日本惑星科学会２００４年秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

土山 明，中村健太郎，上杉健太朗，中野 司，矢野 創，奥平恭子，中村圭子，野口高明，中村智樹：放射光イ

メージングを用いた地球外微小サンプルの分析ーリターンサンプルへの応用：日本惑星科学会２００４年秋季講

演会：日本惑星科学会：(２００４)

矢野 創，安部正真，藤原 顯，山川 宏，川口淳一郎，森本睦子，小天体探査フォーラム：ポストはやぶさ時代

の小天体サンプルリターン探査構想：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA,：(２００５)

K. Teramoto, H. Akiyama and H. Yana:Possibility of exploration of asteroidal internal structure by using elastic waves: Proc.

of the３７th ISAS Lunar and Planetary Symposium: ISAS/JAXA, : (２００５)

K. Teramoto and H. Yano: Measurements of sound speed in granular materials simulated regolith: Proc. of the３６th Lunar and

Planetary Science Conference: ISAS/JAXA, : (２００５)

Y. Takagi, S. Hasegawa, K. Teramoto, H. Yano, S. Yamamoto, S Sugita, M. Abe: Impact Cratering Experiments in Micrograv-

ity Environment:３６th Annual Lunar and Planetary Science Conference: ISAS/JAXA: (２００５)

K. Okudaira, H. Yano, T. Noguchi, T. Nakamura, M. J. Burchell, M. J. Cole: Are They Really Intact? − Evaluation of Captured

Micrometeoroid Analogs by Aerogel at the Flyby Speed of Stardust:３６th Annual Lunar and Planetary Science Confer-

ence: ISAS/JAXA: (２００５)

H. Yano: Solar Power Sail & Next Generation Minor Body Mission Concepts: ISAS/ JAXA Planetary Science Seminar with

Prof. E. Gruen, ISAS/JAXA，相模原，神奈川：ISAS/ JAXA: June: (２００４)

矢野 創：小惑星探査機はやぶさと次期小天体探査について：ユーリズナイト２００４ イン東京講演会，慶應義塾大

学矢上キャンパス・新棟７階フォーラム，日吉，東京：ユーリズナイト実行委員会：April： (２００４)

矢野 創：宇宙船を作って，惑星間を飛ぶということ－「はやぶさ」運用一周年から次世代探査を展望する－：宇

宙作家クラブ２００４年度４月例会講演会，航空会館，東京：宇宙作家クラブ：April： (２００４)

矢野 創：星のかけらから探る太陽系の始まり（探査編）：２１世紀宇宙学，朝日カルチャーセンター講座，新宿住

友ビル，新宿，東京：朝日カルチャーセンター：May：(２００４)

矢野 創：はやぶさ，次期小天体探査，海外のサンプルリターン計画－太陽系先史を解く試料をいかに得るか－：

４８７Ⅳ．研究成果の発表状況



「太陽系・生命起源物質の探究と太陽系先史」研究会：岡山大学・固体地球研究センター：三朝，岡山：

June：(２００４)

矢野 創：次期小天体ターゲット・これまでの意見の集約：第一回次期小天体ターゲット研究会：ISAS，相模原，

神奈川：ISAS/JAXA小天体探査WG：August：(２００４)

矢野 創：はやぶさの挑戦－太陽系の化石を持ち帰る－：宇宙学校・帯広，帯広とかちプラザ，帯広，北海道：

ISAS/JAXA：October：(２００４)

矢野 創：はやぶさ：世界初の小惑星サンプルリターンにおける，微小試料分析の重要性：第２２回 TMS研究講習

会：伯東㈱セミナールーム，新宿，東京：TMS研究会：December: (２００４)

矢野 創：はやぶさの挑戦－太陽系の化石を持ち帰る－：宇宙学校・倉敷，ライフパーク倉敷・倉敷科学セン

ター，倉敷，岡山：ISAS/JAXA：January: (２００４)

矢野 創：天空の職業－宇宙で働く－：一年生進路学習会，世田谷区立砧中学校，世田谷，東京：世田谷区立砧中

学校：January： (２００５)

矢野 創：星空ライブ・Lullaby of Muses：徳島県立あすたむらんど，徳島：徳島県立あすたむらんど：March：

(２００５)

矢野 創：はやぶさの挑戦－太陽系の化石を持ち帰る－：宇宙学校・東京，東京大学教養学部１３号館，目黒，東

京：ISAS/JAXA：February：(２００５)

Y. Takagi, S. Hasegawa, K. Teramoto, H. Yano, S. Yamamoto, S. Sugita, and M. Abe:Impact Cratering Experiments in Micro-

gravity Environment:Abst. International Science Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies: The

1st HAYABUSA Symposium, ISAS/ JAXA, Sagamihara, Kanagawa, p.３０, ISAS/ JAXA，総合研究大学院大学：

October：(２００４)

S. Abe, H. Yano, K. Fujita, T. Yanagisawa, and T.Yamada: HAYABUSA Re−entry Capsule Observation as a Hypervelocity

Artificial Meteor:Abst. International Science Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies: The 1st

HAYABUSA Symposium, ISAS/ JAXA, Sagamihara, Kanagawa, p.５２：ISAS/ JAXA，総合研究大学院大学：

October：(２００４)

H. Yano: On the Consideration of Sampling Site Selection on (２５１４３) Itokawa: Abst. International Science Symposium on

Sample Returns from Solar System Minor Bodies:The１st HAYABUSA Symposium, ISAS/ JAXA, Sagamihara, Kana-

gawa, p.５４, ISAS/ JAXA：総合研究大学院大学 October：(２００４)

H. Yano, M. Abe, Y. Kawakatsu, O. Mori, T. Yoshimitsu, A. Fujiwara, and the Minor Body Exploration Working Group: Next

Generation Minor Body Explorations of Japan:Abst. International Science Symposium on Sample Returns from Solar

System Minor Bodies: The１st HAYABUSA Symposium, ISAS/ JAXA, Sagamihara, Kanagawa, p. 71:ISAS/JAXA，

総合研究大学院大学：October：(２００４)

H. Yano, M. Abe, Y. Kawakatsu, O. Mori, T. Yoshimitsu, A. Fujiwara, and the Minor Body Exploration Working Group: Next

Generation Minor Body Explorations of Japan: Abst. International Science Symposium on Sample Returns from Solar

System Minor Bodies: The１st HAYABUSA Symposium, ISAS/ JAXA, Sagamihara, Kanagawa, p. ７１：ISAS/

JAXA，総合研究大学院大学：October：(２００４)

S. Abe, J. Watanabe, T. Nakamura, T. Sato, K. Nishimura, H. Yano, M. Yamamoto, K.Ohnishi, M. Nishio, M. Ueda, Y. Sa-

gayama, M. Sugimoto, T. Hashimoto, and Y. Fujiwara: MU Radar Observations of２００３Arietids: Proc. of４th MU Ra-

dar Symposium, pp.１７２－１７７，京都大学生存圏研究所：(２００４)

H. Yamakawa, Y. Kawaktasu, M. Abe, H. Yano and M.Morimoto:Multiple near−earth asteroid sample return mission in the

next decade:Preliminary design: Proc.１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics, ISAS/ JAXA, pp.１９３−

１９９: ISAS/ JAXA: (２００５)

K. Yoshida, M. Chacin, J. Merino and H.Yano: Bio− mimetic mechanism for rovers under microgravity surface environment:

Proc.１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/ JAXA: pp.２２７−２３２: (２００５)

K. Yoshida, M. Chacin, J. Merino and H.Yano: Bio− mimetic mechanism for rovers under microgravity surface environment:
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Proc.１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/ JAXA, pp.２２７−２３２: (２００５)

矢野 創，安部正真，吉光徹雄，川勝康弘，森 治，藤原 顯：次期小天体探査構想・予備検討報告：２００４年度地

球惑星科学関連合同大会，幕張メッセ国際会議場，幕張，千葉：May：(２００４)

Y. Takagi, S. Hasegawa, K. Teramoto, H. Yano, S. Yamamoto, S. Sugita and M.Abe: Impact cratering experiments in micro-

gravity environment: Proc. the３７th ISAS Lunar & Planetary Symposium, ISAS/ JAXA,３７，pp.２１−２４: ISAS/ JAXA:

(２００４)

K. Teramoto, H. Akiyama and H.Yano: Possibility of exploration of asteroidal internal structure by using elastic waves: Proc.

the３７th ISAS Lunar & Planetary Symposium,: AXA/ ISAS, 37, pp.２５５−２５８: ISAS/ JAXA: (２００４)

矢野 創：超高速衝突固体微粒子を非破壊捕集するための独自エアロジェルの最適化を分析技術の開発：宇宙環境

利用に関する公募地上研究成果報告会，日本宇宙フォーラム，浜松町，東京：JAXA，日本宇宙フォーラム：

August：(２００４)

矢野 創，安部正真，川勝康弘，森 治，吉光徹雄，藤原 顯，小天体探査ワーキンググループ：次期小天体探査

ミッションの戦略的開発（１）：２００４年度日本惑星科学会秋季講演会，札幌市青少年科学館，札幌，北海道：

日本惑星科学会：October：(２００４)

藤原 顯，安部正真，川勝康弘，森 治，矢野 創，吉光徹雄，野口高明，高木靖彦，出村裕英，小天体探査WG：

次期小惑星探査計画：，第５回宇宙科学シンポジウム，ISAS/JAXA，相模原，神奈川：January：(２００５)

矢野 創：ソーラセイル－サイエンス観測の概要：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA，相模原，神奈川：

January：(２００５)

矢野 創：はやぶさ：世界初の小惑星サンプルリターンに挑む：日本原子力産業会議・放射線利用会，ISAS/

JAXA，相模原，神奈川：日本原子力産業会議：February：(２００５)

H. Yano: On the Consideration of Sampling Site Selection for Asteroid Sample Return Mission：地球外固体微粒子研究

会，東京大学・宇宙線研究所，柏，千葉：地球外固体微粒子研究会：March：(２００５)

K. Teramoto and H. Yano: Possibility of exploration of asteroidal internal structure by using elastic waves:Abst. International

Science Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies: The１st HAYABUSA Symposium, ISAS/

JAXA, Sagamihara, Kanagawa, p.４３: ISAS/ JAXA，総合研究大学院大：October：(２００４)

K. Ohtsuka, S. Abe, M. Abe, J. Watanabe, and H. Yano: Are there Meteors Originated from Asteroid２５１４３Itokawa?: ISAS/

JAXA: Abst. International Science Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies: The１st HAY-

ABUSA Symposium, ISAS/ JAXA, Sagamihara, Kanagawa: ISAS/ JAXA，総合研究大学院大学：p．４４, October:

(２００４)

H. Yano, M. E. Zolensky, S. R. Taylor, I. Kushiro, and A. Fujiwara: The Initial Analysis and Curation Strategies for the HAY-

ABUSA Asteroidal Samples:Abst.International Science Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bod-

ies: The１st HAYABUSA Symposium, ISAS/ JAXA, Sagamihara, Kanagawa, p.４６: ISAS/ JAXA，総合研究大学院

大学：October，：(２００４)

Y. Takagi, S. Hasegawa, K. Teramoto, H. Yano, S. Yamamoto, S. Sugita and M. Abe: Impact cratering experiments in micro-

gravity environment:Proc. the３７th ISAS Lunar & Planetary Symposium, ISAS/ JAXA,３７, pp.２１−２４: (２００４)

野口高明，矢野 創，小天体探査WGサンプリングサブグループ：次期小天体サンプルリターンにおける試料採

取装置の初期検討：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA，相模原，神奈川：January：(２００５)

出村裕英，矢野 創，吉光徹雄，小天体探査WG−SSPサブグループ：SSP（Surface Science Package）の開発検討：

第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA，相模原，神奈川，：January：(２００５)

今村 剛，笠羽康正，矢野 創（監修）：飛べ！日の丸探査機：プラネタリウム番組：山梨県立科学館：(２００４)

小川和律，加藤 學，岡田達明：月・惑星探査機搭載用 X線緩急の基礎開発：地球惑星科学関連学会２００４年合同

大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

岡田達明，小林正規，白井 慶，山本幸生，高島 健，長谷部信行，加藤 學：セレーネ搭載 X／γ線分光マッピ

ング観測による月科学への貢献：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)
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荒井武彦，山本幸生，岡田達明，白井 慶，加藤 學，小川和律：月周回衛星 SELENE搭載蛍光 X線分光計の開

発～月からの熱輻射，放射線による観測データへの影響～：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑

星科学関連学会：(２００４)

山本幸生，荒井武彦，岡田達明，白井 慶，加藤 學：「はやぶさ」搭載蛍光 X線分光計の定期観測：地球惑星

科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

S. Sasaki, T. Kubota, M. Ohtake, T. Okada, T. Sugihara, H. Akiyama, N. Hirata, H. Kanamori, Y. Kunii, Y. Kuroda, K.

Matsumoto, K. Saiki, S. Wakabahashi, J. Haruyama, H. Takeda, M. Kato, and Rover Science Group in Japan: ROVER

−LANDER EXPLORATION ON THE LUNAR SURFACE BY SELENE−B: A CRATER’s CENTRAL PEAK−A

WINDOW TO THE LUNAR INTERIOR: ISTS２００４: International Symposium on Space Technology and Science:

(２００４)

N. Yamashita, N. Hasebe, M. Fuji, M. Kobayash, T., Miyachi, E. Shibamura, M. Kato, T. Okada, T. Sugihara, R. Iio, C. d’Us-

ton, O. Gasnault, S. Maurice, B. Pirard, and MANGA TEAM:Mercury Gamma−ray Spectroscopy: The３７th ISAS Lu-

nar and Planetary Symposuim, p.１２７−１３０: ISAS/JAXA: (２００４)

T. Okada, K. Shirai, Y. Yamamoto, T. Arai, K. Ogawa, K. Hosono, and SELENE/XRS Team:X−ray Spectrometer onboard the

SELENE Lunar Orbiter: Sicnece, Instrument and Current Status: The３７th ISAS Lunar and Planetary Symposuim, p.

１８３−１８６: ISAS/JAXA: (２００４)

T. Arai, Y. Yamamoto, T. Okada, K. Shirai, K. Ogawa, (N. Takigawa, K. Hosono) and M. Kato:Cruising Observation with

XRS onboard HAYABUSA: The３７th ISAS Lunar and Planetary Symposuim, p.２６３−２６６: ISAS/JAXA: (２００４)

細野 梢，荒井武彦，岡田達明，加藤 學，はやぶさ XRSチーム：月 X線放射モデルと「はやぶさ」XRSによる

観測：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

加藤 學，岡田達明，白井 慶，山本幸生，荒井武彦，小川和律，細野 梢，瀧川覚博，SELENE/XRSチーム：

セレーネ XRSによる月面 X線観測：開発の現状：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

小川和律，岡田達明，加藤 學：カーボンナノチューブを用いた月惑星探査機搭載用小型 X線管球の基礎開発：

日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

岡田達明，加藤 學，長谷部信行，M. Grande，S. K. Dunkin，K. Muinone，C. d’ Uston，BepiColombo MIXS & MANGA

Team：べピ・コロンボでの水星 X線・γ線探査の提案：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：

(２００４)

向井利典，早川 基，山川 宏，小川博之，笠羽康正，岡田達明，水星探査WG：ベピ・コロンボ国際水星探査計

画の概要と現状：日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

T. Okada, K. Shirai, Y. Yamamoto, T. Arai, K. Ogawa, K. Hosono, M. Kato, and HAYABUSA XRS team: LABORATORY

EXPERIMENTS AND NUMERICAL SIMULATIONS OF PARTICLE SIZE EFFECT IN X−RAY FLUORES-

CENCE: NEW INTERPRETATION OF REMOTE XRF RESULTS: The１st Hayabusa Symposium: ISAS/JAXA，総

合研究大学院大学：(２００４)

T. Okada, K. Shirai, Y. Yamamoto, T. Arai, K. Ogawa, K. Hosono, M. Kato, and HAYABUSA XRS team: X−RAY FLUO-

RESCENCE SPECTROMETRY OF ASTEROID SURFACE FROM HAYABUSA ORBITER: The１st Hayabusa

Symposium: ISAS/JAXA，総合研究大学院大学：(２００４)

加藤 學，岡田達明，久保田孝，國井康晴，佐々木晶，吉光徹雄，長谷部信行：次期月探査計画検討WG−２００４年

度活動報告：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

小川和律，岡田達明，白井 慶，加藤 學：月面地質 X線分析用の CNT電界放射型小型 X線管球の開発：第５回

宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

橋本樹明，久保田孝，出村裕英，齋藤 潤，安部正真，岡田達明，藤原 顯，川口淳一郎：MUSES−C（はやぶさ）

ミッションと小惑星観測システム：電通ソサエティ特別企画「月・惑星探査などの観測・通信システム」：

電子情報通信学会・電通ソサエティ：(２００５)

佐川英夫，笠羽康正，今村 剛，はしもとじょーじ，中村正人：金星下層大気中における一酸化炭素分布の観測的
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研究：地球惑星科学関連学会合同学会：幕張：(２００４)

笠羽康正：プローブ法電場計測の課題：衛星電位の制御＆衛星表面物性：第１回宇宙環境シンポジウム：ISAS／つ

くば：(２００４)

笠羽康正：木星探査：ソーラーセール計画と「大探査」：惑星電磁圏・大気圏研究会：東北大学：(２００５)

春山純一：月・惑星環境下における有機物の安定性：地球惑星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会他：(２００４)

春山純一：Evaluation of Optical Performance of LISM onboard SELENE：The３７th ISAS Lunar and planetary symposium

p．１７９−１８２：ISAS：(２００４)

春山純一：SELENE／地形カメラによる月表面クレータの崩壊の調査研究について：惑星科学会秋季講演会：日本

惑星科学会：(２００４)

春山純一：星間複雑有機物から地球生命へのシナリオ（２）星間および地球への衝突時および熱水中での安定性：日

本宇宙生物科学会第１８回大会：日本宇宙生物科学会：(２００４)

春山純一：ROVER−LANDER EXPLORATION ON THE LUNAR SURFACE BY SELENE−B: A CRATER’S CENTRAL

PEAK−WINDOW TO THE LUNAR INTERIOR: the２４th international symposium on space technology and science:

ISTS: (２００４)

春山純一：宇宙環境下でのアミノ酸関連分子の生成とその安定性：東京大学大学院工学系研究科原子力専攻設立記

念シンポジウム：(２００５)

大竹真紀子，LISMグループ：SELENE搭載マルチバンドイメージャを用いた月地殻の解析：地球惑星科学関連学

会合同大会：日本惑星科学会他２５学会：(２００４)

尾張厚史，大竹真紀子，大谷栄治，近藤 忠，鈴木昭夫：月面の化学組成解析のための輝石の可視～近赤外反射ス

ペクトルの測定と解析：地球惑星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会他２５学会：(２００４)

大竹真紀子，春山純一，松永恒雄，武田 弘：高地地殻の化学組成と SELENE搭載マルチバンドイメージャによ

る観測：惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

春山純一，大竹真紀子，松永恒雄，齋藤義文，山口 靖，綱川秀夫：SELENEミッションで，どのようにライナー

ガンマ域の成因へアプローチするか：地球惑星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会他２５学会：(２００４)

M. Saito, S. Sasaki, and M. Ohtake: Influence by the Temperature Dependences of the Reflectance Spectra of Hydrated Salts,

and Laser Irradiation：地球惑星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会他２５学会：(２００４)

杉原孝充，松永恒雄，大竹真紀子：LISM/Spectral Profiler（SP）のサイエンス：月の地殻構造の理解に向けて：地

球惑星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会他２５学会：(２００４)

坪井大樹，小林憲正，金子竹男，高野淑識，春山純一，大竹真紀子：月・惑星環境下における有機物の安定性：地

球惑星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会他２５学会：(２００４)

武田 弘，荒井朋子，山口 亮，大竹真紀子：月隕石からわかる月地殻の多様性と月地殻進化の解明を担うセレー

ネ月探査：地球惑星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会他２５学会：(２００４)

尾張厚史，大竹真紀子，大谷栄治，鈴木昭夫，近藤 忠，平尾直久：月面の化学組成解析のための輝石の可視／近

赤外反射スペクトル測定と解析：惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

千貝 健，木村友香，山本哲生，Awad Zainab，Shalabiea Osama：星間分子雲内での表面反応：CO分子への水素付

加反応速度定数と水素原子の拡散係数の決定：地球惑星関連学会２００４年合同大会：地球惑星関連学会：

(２００４)

山本哲生，千貝 健：彗星シリーケート・ダストの低温結晶化：地球惑星関連学会２００４年合同大会：地球惑星関連

学会：(２００４)

湊 哲則，M. Koehler, H. Kimura, I. Mann, T. Yamamoto：太陽風によるポインティング－ロバーソン効果：日本惑

星科学会２００４年秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

児玉信介，山口 靖：月の海の火成活動：クレメンタイン UVVISデータを用いた月の海の地質解析：地球惑星科

学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

牧野陽介，児玉信介，山口 靖：クレータの粘性緩和による月の熱史推定：地球惑星科学関連学会２００４年合同大
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会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

山口 靖，牧野陽介，児玉信介，山路 敦，佐々木晶，小野高幸，春山純一：Seleneデータから得られる地下構造・

地形情報に基づく月の地殻の熱史：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

S. Kodama, J. Haruyama, M. Ohtake, T. Matsunaga, N. HIRATA, and R. Nakamura:Evaluation of optical performance of

LISM onboard SELENE: The３７th ISAS Lunar and Planetary Symposuim, p.１７９−１８２: ISAS/JAXA: (２００４)

児玉信介，山口 靖：月の海の火成活動：クレメンタインデータを用いた月の海の地質解析：日本惑星科学会秋季

講演会：日本惑星科学会：(２００４)

Jiang, S−Y. , Zhao, K−D. , Nakamura, E. , Kobayashi, K. , Moriguti, T. , Yang, J−H. , Jiang, Y−H. and Ling, H−F.: Boron iso-

tope geochemistry of tourmaline from granites in South China: An ion microprobe study.: COE−２１International Sym-

posium MISASA.５−６March,２００５, Misasa.: (２００５)

Zhao, K−D. , Jiang, S−Y. , Nakamura, E. , Moriguti, J−H. , Jiang, Y−H. , Ling, H−F. and J−H. Yang: Boron isotopic variations

during hydrothermal alteration of granites.: COE−２１ International Symposium MISASA.５−６March,２００５, Misasa.:

(２００５)

Moriguti, T. , Shibata, T. and Nakamura, E.: Lithium, boron and lead isotope and trace element systematics of basaltic lavas in

northeastern Jaapn: Mineralogical controls on slab− derived fluid composition.: COE−２１ International Symposium

MISASA.５−６March,２００５, Misasa.: (２００５)

Feineman, M. , Moriguti, T. , Terui, S. and Nakamura, E.: A major and trace element study of lavas from Daisen Volcano.:

COE−２１International Symposium MISASA.５−６March,２００５, Misasa.: (２００５)

Nakamura, E. , Sakaguchi, C. , Kobayashi, K. , Tanaak, R. , Moriguti, T. and Kushiro, I.: Evolution of an isotopically depleted

spinel rhelzolite xenolith from Salt Lake Crater,and the search for the source of Hawaiian mantle plume:A case study

based on the comprehensive geochemical analysis.: COE−２１International Symposium MISASA. ５−６ March,２００５,

Misasa.: (２００５)

Watanabe, M. , Kobayashi, K. , Moriguti, T. and Nakamura, E.: Development of high precision Li isotope analysis for olivine

with high Resolution Secondary Ion Mass Spectrometery, and its application to the Horoman Peridotite complex:Impli-

cations for mantle metasomatism.: COE−２１International Symposium MISASA.５−６March,２００５, Misasa.: (２００５)

K. Kobayashi and E. Nakamura:Li−B−Pb isotope systematics of glass inclusions in olivines from Hawaiian lava: Aim to estab-

lish comprehensive isotope geochemistry by ion probe:COE−２１International Symposium: ISE: (２００５)

T. Yokoyama, T. Kuritani, K. Kobayashi and E. Nakamura: Geochemical evolution of a shallow magma plumbing system dur-

ing the last５００years, Miyakejima volcano, Japan:COE−２１International Symposium: ISEI: (２００５)

H.− E. Zhang, E. Nakamura, J.−Y. Ying, J. Zhang and K. Kobayashi: Recycled crustal melt injection into lithospheric mantle:

evidence from a rare composit xenolith: COE−２１International Symposium: ISE: (２００５)

T. Moriyama and E. Nakamura: Evolution and metasomatism of the lower contiental crust beneath Oki−Dogo, Southwest

Japan：鳥取県産学官連携フェスタ：(２００５)

T. Ota, E. Nakamura, T. Katsura: Experimental study on tourmaline stability in subducting crust:Behavior of B through sub-

duction− zone processes：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学合同大会運営機構主催：地球惑星科学関連２３

学会共催協賛：幕張：(２００５)

森口拓弥，柴田知之，中村栄三：東北日本弧第四紀玄武岩質岩類のリチウム・ホウ素・鉛同位体と微量元素システ

マティクス日本岩石鉱物鉱床学会２００４年度学術講演会：岡山：(２００４)

森口拓弥，柴田知之，中村栄三：微量元素およびリチウム・ホウ素・鉛同位体による島弧―沈み込み帯系における

物質循環の解明：産学官連携フェスティバル２００４．：鳥取大学・鳥取県：平成１７年３月：(２００４)

田中亮吏，中村栄三：ハワイ・シールドステージマグマ起源物質のホウ素同位体による制約：日本岩石鉱物鉱床学

会２００４年学術講演会：日本岩石鉱物鉱床学会：岡山：(２００４)

守山 武，中村栄三：隠岐島後における大陸地殻下のメタソマティズム：岩鉱：(２００４)
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宇宙科学共通基礎研究系

高橋智子，齋藤正雄，齋藤弘雄，川辺良平，北村良実：ミリ波干渉計を用いた中質量原始星候補天体の観測：日本

天文学会秋季年会：日本天文学会：(２００４)

横川創造，北村良実，百瀬宗武，川辺良平：原始星エンベロープ内での原始惑星系円盤形成：L１５５１ IRS５のミリ

波干渉計観測：日本天文学会秋季年会：日本天文学会：(２００４)

池田紀夫，砂田和良，梅本智文，宮崎敦史，澤田剛士，中里 剛，北村良実：BEARS Star−Formation Project：Orion

A分子雲の H１３CO＋（J＝１－０）観測Ⅱ：日本天文学会秋季年会：日本天文学会：(２００４)

梅本智文，今井 裕，古屋 玲，北村良実，川辺良平：LkHα２３４星形成領域における水メーザー源のマルチエポッ

ク VLBI観測：日本天文学会秋季年会：日本天文学会：(２００４)

塚越 崇，黒野泰隆，北村良実，齋藤正雄，川辺良平，横川創造，砂田和良，池田紀夫：増光天体McNeil’ s Nebula

Objectのミリ波観測：日本天文学会秋季年会：日本天文学会：(２００４)

黒野泰隆，齋藤正雄，川辺良平，北村良実，砂田和良，横川創造，池田紀夫，塚越 崇：野辺山４５m鏡と NMAに

よる原始星 L１４４８C，NGC１３３３IRAS４Aの詳細観測：日本天文学会秋季年会：日本天文学会：(２００４)

北村良実：IQ Tauのレインボー観測とその進捗状況：NROワークショップ「レインボー干渉計による高感度・高

分解能観測」：国立天文台：(２００４)

北村良実：原始惑星系円盤：NAO VLBIワークショップ「サブミリ波 VLBI梁山泊 その２－サブミリ波 VLBIは

やるべきか？！－」：国立天文台：(２００４)

北村良実：SKAでしか見えない惑星形成の現場：SKAサイエンス会議：国立天文台：(２００４)

北村良実：「ASTRO−F」によるカメレオン観測計画：熱海研究会：国立天文台：(２００５)

北村良実：アルマで探る惑星形成の現場：NROワークショップ「アルマによる惑星科学：太陽系天体から惑星系

形成」：国立天文台：(２００５)

佐川英夫，笠羽康正，今村 剛，はしもとじょーじ，中村正人：金星下層大気中における一酸化炭素分布の観測的

研究：地球惑星科学合同大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

岡田和之，松岡彩子，中村正人：デジタルフラックスゲート磁力計開発（計算機実験）：地球惑星科学合同大会：

地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

亀田真吾，野澤宏大，吉川一朗，中村正人：水星ナトリウム大気光撮像用ファブリペロー干渉計の性能試験：地球

惑星科学合同大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

佐川英夫，北村良実，はしもとじょーじ，中村正人：野辺山ミリ波干渉計による金星電波観測：地球電磁気・地球

惑星圏学会秋学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

岡田和之，松岡彩子，中村正人：デジタル方式を用いたフラックスゲート磁力計の検討・開発：地球電磁気・地球

惑星圏学会秋学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

亀田真吾，野澤宏大，吉川一朗，中村正人：水星ナトリウム大気光撮像用タンデムエタロンの性能試験：地球電磁

気・地球惑星圏学会秋学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

佐川英夫，大月祥子，今村 剛，笠羽康正，中村正人ほか：地上観測で探る金星大気：第３回サイエンス・フロン

ティアつくば：つくばサイエンス・アカデミー：(２００４)

金尾美穂，村地哲徳，山崎 敦，吉川一朗，三宅 亙，中村正人：酸素イオンの撮像のための光学機器開発：

SGEPSS：第１１６回総会・講演会：(２００４)

金尾美穂，寺田直樹，山崎 敦，吉川一朗，阿部琢美，中村正人：金星夜側電離圏の非対称性について－太陽風磁

場との関係：SGEPSS：地球惑星関連学会２００４年合同大会：(２００４)

村地哲徳，吉川一朗，山崎 敦，中村正人：SELENE搭載用極端紫外観測装置（UPI−TEX）の性能評価：２００４年

地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学関連学会合同大会運営機構：(２００４)

村地哲徳，中村正人，吉川一朗，山崎 敦，阿部琢美：動的なモデルを用いた磁気圏・プラズマ圏の極端紫外光に

よる撮像の検討：第１１６回地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)
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村地哲徳：極域電離圏酸素イオン撮像用の多層膜ミラーの開発：惑星電磁圏・大気圏研究会：東北大学理学研究

科：(２００５)

崎本一博：反陽子と原子・分子の衝突における反陽子原子生成：第１回原子分子光科学討論会：日本学術会議物理

学研究連合：(２００４)

崎本一博：反陽子と分子イオンの衝突：日本物理学会秋季大会：日本物理学会：(２００４)

崎本一博：反陽子衝突による水素分子イオンの電離：日本物理学会春季大会：日本物理学会：(２００５)

恩田邦蔵：原子と２原子分子の衝突による原子の組み替えと分子の解離過程の理論的研究：原子分子データ専門部

会：(２００５)

渡邊鉄哉：CaIIK線スペクトルによるコロナ X線輝点下の彩層診断Ⅲ：日本天文学会２００５年春季年会：日本天文学

会：(２００５)

村上英記，山口 覚，野口和典：ノイズの大きな地電位データの独立成分解析：地球惑星科学関連学会合同大会：

地球惑星科学合同大会運営機構：(２００４)

谷川大政，山口 覚，上嶋 誠，小河 勉，村上英記，大志万直人，塩崎一郎：紀伊半島におけるネットワーク

MT観測（４）：地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学合同大会運営機構：(２００４)

山口 覚，上嶋 誠，谷川大政，小河 勉，村上英記，大志万直人，塩崎一郎：紀伊半島西部低周波微動発生域と

符合する高電気伝導度領域について：地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学合同大会運営機構：

(２００４)

村上英記，山口 覚：多電極電場データを用いたノイズリダクション（２）：Conductivity Anomaly 研究会：東京大

学，地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

今村 剛：鉛直シアー中の赤道波による南北運動量輸送：金星への応用：気象学会講演塊：日本気象学会：(２００４)

野口克行，今村 剛：下部成層圏における慣性重力波砕波に伴うオゾンの鉛直混合：気象学会講演塊：日本気象学

会：(２００４)

Y. Hiraki, H. Fukunishi, L. Tong, K. Nanbu, Y. Kasai, A. Ichimura: Numerical simulation of chemical processes in sprite ha-

los. : International Review Meeting on the Northern Environmental Change Research Project: (２００４)

山口知子，市村 淳：低速多価イオン・分子衝突における多電子移行の配向依存性：第２９回研究会：原子衝突研究

協会：(２００４)

山口知子，市村 淳：低速多価イオンによる等核２原子分子の非対称クーロン爆発：第６０回年次大会：日本物理学

会：(２００５)

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 IV：第６０

回年次大会：日本物理学会：(２００５)

山中信弘，木野康志，市村 淳：波束をもちいた陽電子・ヘリウムイオン系における多チャネル共鳴の観測：秋季

大会：日本物理学会：(２００４)

山中信弘，木野康志，市村 淳：時間依存チャネル結合法をもちいたクーロン三体ダイナミクスの記述：「少数粒

子系物理の最近の発展と今後の展望」研究会：大阪大学 RCNP：(２００４)

高野靖史，木野康志，工藤博司，山中信弘，市村 淳：陽電子・水素原子衝突におけるポジトロニウム生成率と消

滅光子の運動量分布の時間依存性：第２９回研究会：原子衝突研究協会：(２００４)

季村峯生：天体におけるイオン－分子衝突の役割：春季大会：日本物理学会：(２００５)

季村峯生：Bragg peakにおける物理化学：放射線化学：放射線科学学会：(２００４)

坂尾太郎，北越康敬，鹿野良平，松崎恵一，原 弘久，常田佐久，熊谷收可，宮下正邦，小杉健郎，日吉健司，櫻

井 昇，ほか「SOLAR−B」チーム：「SOLAR−B」搭載 X線望遠鏡 CCDの放射線耐性：日本天文学会秋季

年会：日本天文学会：(２００４)

坂尾太郎：「ようこう」でみた太陽での粒子加速：日本物理学会年次大会：日本物理学会：(２００５)

坂尾太郎，ほか「SOLAR−B」X線望遠鏡開発チーム：「SOLAR−B」搭載 X線望遠鏡（XRT）の概要：日本天文

学会春季年会：日本天文学会：(２００５)
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松崎恵一，坂尾太郎，小杉健郎，鹿野良平，下条圭美，田村友範，熊谷收可，原 弘久，清水敏文，常田佐久，他

「SOLAR−B」チーム：「SOLAR−B」X線望遠鏡の開発（熱試験，ソフトウエア最終試験）：日本天文学会

秋季年会：日本天文学会：(２００４)

Taro Sakao, Ryouhei Kano, Hirohisa Hara, Keiichi Matsuzaki, Masumi Shimojo, Saku Tsuneta, Takeo Kosugi, and１４co−

authors: Focal Plane CCD Camera for the X−Ray Telescope(XRT)aboard SOLAR−B: SPIE Meeting �Astronomical
Telescopes and Instrumentation�: The International Society for Optical Engineering(SPIE) : (２００４)

宇宙環境利用科学研究系

山下雅道：ダーウィンと花のかたちの上と下：実践生物教育研究, 40,１７−２３：(２００５)

K. Kobayashi, H. Tonishi, T. Tsuboi, N. Suzuki, T. Kaneko, Y. Takano, Y. Muramatsu, H. Hashimoto, M. Yamashita: Forma-

tion and Stability of Complex Organic Compounds in Space Environments:Biol. Sci. Space, 18,１７９−１８０：(2004)

M. Yamashita, M. Shimizu, S. Yamashita, K. Tomita−Yokotani, T. Nakamura: Lily pistils bend toward light:Biol. Sci. Space,

18,１６４：(２００４)

K. Tomita−Yokotani, H. Hashimoto, Y. Fujii, T. Nakamura, M. Yamashita: Fate of allelopathic substances in space −Allelopa-

thy of velvet bean plant and gravity:Biol. Sci. Space, 18,９１：(２００４)

K. T omita−Yokotani, H. Hashimoto, Y. Fujii, T. Nakamura, M. Yamashita: Distribution of L−DOPA in the root of velvet

bean plant (Mucuna pruriens L.) and gravity: Biol. Sci. Space, 18,１６５−１６６：(２００４)

M. Yamashita, K. Tomita−Yokotani, T. Nakamura: Up and down asymmetrical world for flower blooming: Biol. Sci. Space,

18,９６−９７：(２００４)

T. Naitoh, M. Yamashita, R. J. Wassersug: Life history of amphibians and gravity: Biol. Sci. Space, 18,１３０−１３１：(２００４)

山下雅道：イモリの子は強し，されど母は宇宙で仰天：日本宇宙生物科学会公開講演会：名古屋：(２００４)

山下雅道：ポスト国際宇宙ステーション時代の有人宇宙活動への提案：２００４年宇宙航空科学技術連合講演会：福

井：(２００４)

内藤富夫，山下雅道，柏木昭彦，小林健一郎：タゴガエルのオタマジャクシの成長速度：日本爬虫両棲類学会大

会：爬虫両棲類学会報 2005,６４：(２００５)

秋葉鐐二郎，江上侑雄，是木武正，山下雅道，藤田 修：ヨーヨー型無重力装置：Space Utiliz. Res, 21, １−４：

(２００５)

馬場昭次，跡見順子，石井直方，中村輝子，最上善広，山下雅道：大きさと重力の生物学：Space Utiliz. Res, 21,２１６

−２１９：(２００５)

柏木昭彦，古野伸明，柏木啓子，花田秀樹，川上智美，渡部 稔，山下雅道：両生類の生活環に対する重力影響

− 初期発生，形態形成や変態の形態学的および分子生物学的解析：Space Utiliz. Res, 21,２７０−２７３：(２００５)

長沼 毅，岩月輝希，小林憲正，嶋田和人，白壁義久，高野淑識，俵 裕子，森田洋平，保田浩志，山下雅道，吉

田英一：隕石・彗星内ハビタブルゾーンWGの目的と活動：「パンスペルミアの方舟」仮説の検証に向け

て：Space Utiliz. Res, 21,３０３−３０４：(２００５)

小林憲正，石川洋二，大石雅寿，加藤憲二，河崎行繁，小池惇平，香内 晃，高野淑識，中川和道，長沼 毅，奈

良岡浩，橋本博文，三田 肇，山下雅道，Gerda Horneck，Rafael Navarro−Gonzalez：地球周回軌道における

アストロバイオロジー実験：Space Utiliz. Res, 21,２８０−２８３：(２００５)

保尊隆享，神阪盛一郎，高橋秀幸，山下雅道，飯田秀利，村中俊哉，橋本 隆，園部誠司，谷本英一，西谷和彦，

小竹敬久，若林和幸，曽我康一：植物の抗重力反応解明：Space Utiliz. Res, 21,２９１−２９３：(２００５)

高橋秀幸，上田純一，神阪盛一郎，金子康子，鎌田源司，北宅善昭，曽我康一，田坂昌生，中村輝子，藤井伸治，

保尊隆享，宮沢 豊，宮本健助，村田 隆，山下雅道；：フロンティア生物の戦略－植物の成長と重力受容

システム－：Space Utiliz. Res, 21,３０３−３０４：(２００５)

中村輝子，菅野真実，津島美穂，千木 容，佐々奈緒美，富田（横谷）香織，山下雅道：宇宙生活環境要素として
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の樹木研究：Space Utiliz. Res, 21,３１４：(２００５)

山下雅道，新井真由美，石井忠司，石川洋二，泉龍太郎，大島泰郎，大島 博，大森克徳，片山直美，片山新太，

金澤晋二郎，刈屋達也，河崎行繁，北宅善昭，後藤英司，齋藤高弘，清水 強，白石篤志，高沖宗夫，高橋

秀幸，谷 晃，都木恭一郎，富田（横谷）香織，中島 厚，長友信人，新田慶治，橋本博文，平藤雅之，藤

井義晴，水谷 広，三原恵二郎，宮川照男，向井千秋，森 滋夫，矢野幸子，山崎直子，横田博樹：宇宙農

業構想：Space Utiliz. Res, 21,３２３−３２６：(２００５)

大西史倫，長汐晃輔，稲富裕光，栗林一彦：静磁場における電磁浮遊融液のその場観察：第２５回日本熱物性シンポ

ジウム講演論文集，p．１８６：日本熱物性学会：(２００４)

稲富裕光，大西史倫，田中朋弘，篠崎直人，渡邊匡人，藤本明良，伊藤公平：静磁場を利用した７３Ge 融液の自

己拡散係数の測定：第２５回日本熱物性シンポジウム講演論文集，p．１８９：日本熱物性学会：(２００４)

内田祐樹，稲富裕光，王 躍，神保 至：半導体の強磁場 THM成長における固液界面形状の数値計算：第２０回日

本マイクログラビティ応用学会学術講演会講演論文集，p．２９：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

大西史倫，長汐晃輔，稲富裕光，栗林一彦：静磁場環境下での半導体及び金属浮遊融液の温度変化：第２０回日本マ

イクログラビティ応用学会学術講演会講演論文集，p．５３：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

内田祐樹，稲富裕光，王 躍，神保 至：CdTeの強磁場 THM成長における固液界面形態変化：第２１回宇宙利用

シンポジウム，p．８０：宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

大西史倫，長汐晃輔，稲富裕光，栗林一彦：静磁場における電磁浮遊融液の熱物性計測の試み：第２１回宇宙利用シ

ンポジウム，p．３９：宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

稲富裕光，塚本勝男，古川義純，早川泰弘，新船幸二，岡野泰則，柿本浩一，長汐晃輔，木下恭一，宇佐美徳隆，

足立 聡，夏井坂誠：バルク結晶成長機構研究班WGの活動：第２１回宇宙利用シンポジウム，p．９５：宇宙

航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

日比谷孟俊，石川毅彦，稲富裕光，伊丹俊夫，景山大郎，佐藤 讓，須佐匡裕，田中敏宏，塚田隆夫，長坂雄次，

原田 匡，馬場哲也，福山博之，藤井英俊，正木匡彦，森田一樹，安田秀幸，渡辺博道，渡辺匡人：高温融

体の熱物性研究班WGの活動：第２１回宇宙利用シンポジウム，p．２３：宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研

究本部：(２００５)

大西史倫，長汐晃輔，稲富裕光，栗林一彦：静磁場における Si浮遊融液の熱膨張率と熱伝導率の測定：日本金属

学会講演概要：p．２６９：日本金属学会：(２００５)

小野寺博樹，松本 聡，石川毅彦，依田眞一，若島健司：液滴振動法による熱物性計測に及び液滴挙動の影響：熱

工学コンファレンス講演論文集，pp．３７１−３７２(２００４) 仙台（１１月１３－１４日）：日本機械学会：(２００４)

小野寺博樹，松本 聡，小宮敦樹，石川毅彦，Paul−Francois Paradis，依田眞一，若島健司：液滴振動法による表面

張力測定における振幅の影響：第４１回日本伝熱シンポジウム講演論文集，Vol. I, pp．７３−７４ (２００４) 富山

（５月２６－２８日）：日本伝熱学会：(２００４)

門脇昭夫，吉崎 泉，足立 聡，小松 啓，小田原修，依田眞一：溶液流れによるタンパク質結晶品質向上のメカ

ニズム：第３４回結晶成長国内会議，８月，東京：日本結晶成長学会：(２００４)

石川毅彦，Paul−Francois Paradis，依田眞一：静電浮遊炉を利用した高融点金属融体の熱物性測定：日本金属学会

２００４年秋季大会：日本金属学会：(２００４)

石川毅彦，Paul−Francois Paradis，藤井隆一，才田 豊，依田眞一：静電浮遊炉を用いた溶融タングステンの熱物性

計測：第２５回日本熱物性シンポジウム：日本熱物性学会：(２００４)

石川毅彦，Paul−Francois Paradis，依田眞一：静電浮遊法による高温融体の熱物性測定：熱工学コンファレンス

２００４：日本機械学会：(２００４)

東端 晃，佐藤（今溝）真理，関 真也，石岡憲昭：２次元電気泳動による C．elegans宇宙飛行サンプルの解析：

生物物理化学，４８補冊，２５，２００４．：日本電気泳動学会総会：(２００４)

東端 晃，佐藤（今溝）真理，関 真也，笹川洋平，杉本朋子，太齋久美子，東谷篤志，石岡憲昭：ICE−First（国

際線虫共同実験）における C. elegans宇宙飛行サンプルのタンパク質発現および生殖細胞系発生に与える影
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響の解析：日本宇宙生物科学会予稿．p．６６．：日本宇宙生物科学会：(２００４)

東端 晃，石岡憲昭：線虫国際共同実験（ICE−First）について：情報生物物理学懇談会２００５年研究会：情報生物物

理学懇談会，SORST「曽我部プロジェクト」：(２００５)

正木匡彦，伊丹俊夫，依田眞一：三体力を考慮した分子動力学計算によるゲルマニウム液体の構造と拡散：日本物

理学会２００３年年次大会：日本物理学会：(２００４)

正木匡彦，伊丹俊夫：三体力を考慮した分子動力学計算によるゲルマニウム液体の構造と拡散 II：日本物理学会

２００４年秋季大会：日本物理学会：(２００４)

渡辺勇基，深沢智晴，正木匡彦，伊丹俊夫：シアーセル法による溶融 Ag中の Auの拡散係数測定：日本熱物性学

会：日本熱物性学会：(２００４)

深沢智晴，正木匡彦，伊丹俊夫，渡辺勇基：シアーセル法による溶融 Ag中の Auの拡散係数の測定：日本金属学

会２００４年秋季大会：日本金属学会：(２００４)

深沢智晴，正木匡彦，伊丹俊夫，渡辺勇基：温度勾配炉用シアーセルカートリッジの開発：日本マイクログラヴィ

ティ応用学会：日本マイクログラヴィティ応用学会：(２００４)

藤井隆一，石川毅彦，Paul−Francois Paraids，才田 豊：静電浮遊炉を用いたタングステンの熱物性測定：日本マイ

クログラビティ応用学会第２０回学術講演会：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

吉田博夫，阿部裕幸，桑原邦郎，西澤 啓：MJVGにより翼型剥離能動制御の数値解析：日本流体力学会年会

２００４：日本流体力学会：名古屋：(２００４)

S. Komurasaki and K. Kuwahara：Simulation of a Flow around Subsonic Airfoil with a Circulation Boundary Condition：日

本流体力学会年会２００４：日本流体力学会：名古屋：(２００４)

M. Y. Lee, T. Kawamura and K. Kuwahara: Numerical Simulation of Shock Wave in a Vortex Dominant Flow：日本機械学

会２００４年度年次大会：日本機会学会：北海道：(２００４)

北村史郎，桑原邦郎：Building Cube Methodを用いた三次元物体周りの比圧縮性流体解析：日本機械学会２００４年度

年次大会：日本機会学会：北海道：(２００４)

M. Y. Lee, T. Kawamura and K. Kuwahara: Flow visualization of shock wave and vortices：第３６回流体力学講演会：日本

航空宇宙学会：山形：(２００４)

K. Kuwahara and S. Komurasaki: Aesthetics of Simulated Turbulence：第３６回流体力学講演会：日本航空宇宙学会：山

形：(２００４)

桑原邦郎，小紫誠子：翼周りの流れの循環を考慮した数値計算：第３５回「境界層遷移の解明と制御」研究会：JAXA

総合技術研究本部：東京：(２００４)

桑原邦郎，小紫誠子：低迎角から失速角までの NACA００１２翼型の亜音速流れの数値シミュレーション：１６年度日

本航空宇宙学会空気力学部門シンポジウム：日本航空宇宙学会：仙台：(２００５)

長汐晃輔，村田博明，栗林一彦：IRサーモグラフィーによる Si基板上に落下させた Si液滴の凝固過程解析：１３４

回金属学会春季大会：日本金属学会：(２００４)

小澤俊平，岡本英樹，神保 至，栗林一彦：過冷却急冷凝固法による Fe−Nd合金の組織と磁気特性：１３４回金属学

会春季大会：日本金属学会：(２００４)

長汐晃輔，栗林一彦：Si液滴の急速凝固過程の IRカメラによるその場観察：東北大学金属材料研究所ワーク

ショップ：東北大金研：(２００４)

長汐晃輔，栗林一彦：ファセット上 Siデンドライトの成長方向及びファセット面の解析：１３５回金属学会秋季大

会：日本金属学会：(２００４)

小澤俊平，杉山 卓，神保 至，広沢 哲，栗林一彦：無容器プロセッシングによる Nd−Fe−B合金の準安定凝固：

１３５回金属学会秋季大会：日本金属学会：(２００４)

山本晃司，長汐晃輔，栗林一彦：過冷 Fe−Si合金の相選択：１３５回金属学会秋季大会：日本金属学会：(２００４)

長汐晃輔，栗林一彦：Si基板上に落下させた Si液滴の急速凝固過程の IR高速ビデオによるその場観察：第２０回日

本マイクログラビティ応用学会：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)
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長汐晃輔，栗林一彦：過冷却融液からの Siの生長機構：２１回宇宙利用シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

岡本英樹，長汐晃輔，栗林一彦，神保 至：Siにおけるデンドライト断片化挙動の解：２１回宇宙利用シンポジウ

ム：ISAS/JAXA：(２００５)

長汐晃輔，栗林一彦：ファセット Siデンドライトの成長方向の遷移過程：第６４回バルク生長分科会研究会：日本

結晶成長学会：(２００５)

山口沖江，長汐晃輔，日比谷猛俊，栗林一彦：急冷凝固法を用いた準安定希土類鉄ガーネット生成：２１回宇宙利用

シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

今井真理子，清本正人，黒谷明美，江口星雄：ウニ胚の単離小割球培養細胞による骨片形成に対する重力環境の影

響：第２１回宇宙利用シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

宇宙航行システム研究系

山川 宏，川勝康弘，安部正真，矢野 創，吉光徹雄，森本睦子：次期小天体探査計画の初期検討：第４８回宇宙科

学技術連合講演会：日本航空宇宙学会等：(２００４)

森本睦子，山川 宏，上杉邦憲：低推力による Cycler Orbitの構築：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇

宙学会等：(２００４)

川勝康弘，山川 宏，安部正直，川口淳一郎：近地球型小惑星（NEO）マルチランデブー・サンプルリターンミッ

ション軌道計画の予備検討（その２）：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会等：(２００４)

西田浩之，船木一幸，藤田和央，小川博之，野中 聡，中山宜典，大津広敬：磁気セイルにおける推力制御方法の

検討：日本流体力学会年会：日本流体力学会：(２００４)

西田浩之，小川博之，船木一幸，藤田和央，山川 宏，野中 聡，稲谷芳文：電磁流体解析による磁気セイルの推

力ベクトル評価：第３６回流体力学講演会：日本流体力学会：(２００４)

藤田和央，船木一幸，小川博之，山川 宏：磁気プラズマセイルにおける弱磁場と希薄プラズマ相互作用の解析：

日本流体力学会年会：日本流体力学会：(２００４)

西田浩之，小川博之，船木一幸，藤田和央，山川 宏，野中 聡，稲谷芳文：磁気セイルにおける推力ベクトル制

御方法の電磁流体力学に基づいた検討：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会等：(２００４)

朝日龍介，船木一幸，藤田和央，山川 宏，小川博之，澤井秀次郎，野中 聡，中山宣典，大津広敬，西田浩之：

磁気セイルにおける磁場拡大現象の数値解析：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会等：

(２００４)

船木一幸，藤田和央，山川 宏，小川博之，西田浩之，朝日龍介，野中 聡，澤井秀次郎，中山宣典：磁気セイル

の推力公式：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会等：(２００４)

藤田和央，船木一幸，小川博之，山川 宏：希薄プラズマと磁場の相互作用における非MHD効果：第３６回流体力

学講演会：日本流体力学会：(２００４)

O. Mori, Y. Tsuda, Y. Nishimura and J. Kawaguchi: Deployment Dynamics of Clover Type Solar Sail:１４th Workshop on As-

trodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA: (２００４)

Y. Nishimura, Y. Tsuda and O. Mori: The Deployment Experiment Using S−３１０Sounding Rocket and the Big Balloon:１４th

Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA: (２００４)

S. Matunaga, H. Yabe, K. Nakaya, M. Iai, K. Omagari and O. Mori: Membrane Deployment for Spinning Formation−Flight

Solar Sail:１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA：(２００４)

西村祐介，津田雄一，森 治，川口淳一郎：ソーラーセイル膜の展開実験とその解析について：第４８回宇宙科学技

術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

津田雄一，竹内伸介，森 治，川口淳一郎，峯杉賢治，西村祐介，南川幸毅：観測ロケットを用いたソーラーセー

ル膜展開実験の飛翔結果について：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

森 治，津田雄一，西村祐介，志田真樹，川口淳一郎：大気球を用いたソーラーセイルの展開システムの設計・シ
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ミュレーション：平成１６年度大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

西村祐介，松本道弘，南川幸毅，黒嶋慶子，多羅尾康太，栃本昌孝，中納知樹，岩倉 淳，森 治，津田雄一，川

口淳一郎：大気球を用いたソーラーセイルの準静的展開機構の設計・製作・試験：平成１６年度大気球シンポ

ジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

森 治，津田雄一，竹内伸介，川口淳一郎：ソーラ電力セイルの展開実験と研究開発の現状：第２６回太陽系科学シ

ンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

川口淳一郎，矢野 創，津田雄一，森 治：ソーラ電力セイルを用いた外惑星探査などへの応用：第２６回太陽系科

学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

森 治，津田雄一，西村祐介，多羅尾康太，中納知樹，志田真樹，川口淳一郎：テザーを用いたスピン型ソーラー

セイルの展開制御：第５回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会：SICE：(２００４)

矢野 創，安部正真，川勝康弘，森 治，吉光徹雄，藤原 顯：小天体探査WG：次期小天体探査ミッションの戦

略的開発（１）：日本惑星科学会２００４年秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

川勝康弘，森 治，多羅尾康太，川口淳一郎：地球接近小惑星へのピギーバック型インタセプタ構想について：第

２６回太陽系科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

多羅尾康太，森 治，川勝康弘：小型撮像衛星によるフライバイミッションの成立可能性の検討：第２６回太陽系科

学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

森 治，多羅尾康太，川勝康弘，津田雄一，川口淳一郎：インテリジェントインタセプタについてのシステム検討：

第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

藤原 顯，安部正真，川勝康弘，森 治，矢野 創，吉光徹雄，野口高明，高木靖彦，出村裕英，小天体探査WG：

次期小惑星探査計画：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

川勝康弘，森 治，吉光徹雄，松本道弘，小天体探査WGミッションデザインサブグループ：次期小天体探査計

画におけるミッションデザインの検討状況：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

吉光徹雄，森 治，多羅尾康太，小天体探査WG航法誘導制御サブグループ：次期小天体探査計画における航法

誘導制御の課題および検討状況：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

小川博之，野中 聡，成尾芳博，稲谷芳文：完全再使用観測ロケットの概念設計：日本マイクログラビティ応用学

会学術講演会：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

小川博之，野中 聡，成尾芳博，稲谷芳文：再使用観測ロケットのシステム検討現状：宇宙輸送シンポジウム：宇

宙研：(２００５)

科学衛星専門委員会熱制御班：衛星熱制御技術の現状と将来：宇宙科学シンポジウム：宇宙研：(２００５)

小川博之，MPS研究会：Magneto Plasma Sailの研究：平成１６年度「サイレント超音速飛行実現のための実験・計算

融合研究」・「レーザー駆動管内加速装置：基礎物理の解明と実用展開」合同シンポジウム：(２００５)

西田浩之，船木一幸，藤田和央，小川博之，野中 聡，中山宜典，大津広敬：磁気セイルにおける推力制御方法の

検討：日本流体力学会・年会２００４：日本流体力学会：(２００４)

西田浩之，小川博之，船木一幸，藤田和央，山川 宏，野中 聡，稲谷芳文：電磁流体解析による磁気セイルの推

力ベクトル評価：流体力学講演会：日本流体力学会，日本航空宇宙学会：(２００４)

西田浩之，小川博之，船木一幸，藤田和央，山川 宏，野中 聡，稲谷芳文：磁気セイルにおける推力ベクトル制

御方法の電磁流体力学に基づいた検討：宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，強化プラスチック協

会，軽金属学会，計測自動制御学会，生態工学会，生命の起源および進化学会，地球電磁気・地球惑星圏学

会，電気学会，電子情報通信学会，日本機械学会：(２００４)

西田浩之，小川博之，船木一幸，藤田和央，山川 宏，稲谷芳文：MHDスケールにおける磁気セイルの推力評価：

宇宙航行の力学シンポジウム：宇宙研：(２００４)

西田浩之，小川博之，船木一幸，藤田和央，山川 宏，稲谷芳文：惑星間磁場が磁気セイルの推力に与える影響の

２次元MHD解析：宇宙航行の力学シンポジウム：宇宙研：(２００４)

西田浩之，小川博之，船木一幸，藤田和央，山川 宏，稲谷芳文：磁気セイルが太陽風から受ける力のMHD解析：
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衝撃波シンポジウム：衝撃波研究会：(２００５)

小林弘明，澤井秀次郎，棚次亘弘，佐藤哲也，田口秀之，川戸博史，藤田和央，野崎由美，本郷素行，廣谷智成，

南 吉紀，長谷川卓也，岡井敬一，小島孝之：気球を利用した極超音速ターボジェットエンジンの飛行実証

計画：宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

澤井秀次郎：Obstacle Detection Using Visual Sensor for Safe Landing on Planetary Surface：International Symposium on

Space Technology and Science：(２００４)

矢野太平，郷田直輝，山田良透，川勝康弘：JASMINEにおける星の高精度位置決定について：第１４回アストロダ

イナミクスシンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

川勝康弘：２インパルス月遷移軌道の特性についての検討：第１４回アストロダイナミクスシンポジウム：ISAS/

JAXA：(２００４)

神谷俊夫，栗井俊弘，川勝康弘：SELENEミッション達成のための統合的擾乱管理手法：第１４回アストロダイナミ

クスシンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

山川 宏，川勝康弘，安部正真：複数小惑星からのサンプルリターン軌道計画の初期検討：第１４回アストロダイナ

ミクスシンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

川勝康弘，山川 宏，安部正真：近地球型小惑星（NEO）マルチランデブー・サンプルリターンミッション軌道

計画の予備検討：第１４回アストロダイナミクスシンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

松本道弘，川勝康弘：多数回フライバイによるメインベルト小惑星探査軌道計画の初期検討：第１４回アストロダイ

ナミクスシンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

山川 宏，川勝康弘，安部正真，矢野 創，吉光徹雄，森本睦子：次期小天体探査計画の初期検討：第４８回宇宙科

学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

川勝康弘，山川 宏，安部正真，川口淳一郎：近地球型小惑星（NEO）マルチランデブー・サンプルリターンミッ

ション軌道計画の予備検討（その２）：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

松本道弘，川勝康弘：近地球型小惑星（NEO）マルチフライバイ探査について：第２６回太陽系科学シンポジウム：

ISAS/JAXA：(２００４)

川勝康弘，森 治，多羅尾康太，川口淳一郎：地球接近小惑星へのピギーバック型インタセプタ構想について：第

２６回太陽系科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

多羅尾康太，森 治，川勝康弘：小型撮像衛星によるフライバイミッションの成立可能性の検討：第２６回太陽系科

学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

川勝康弘，小川 亮，矢野太平，郷田直輝：赤外線位置天文観測衛星 JASMINEにおける星位置決定についての一

考察：計測自動制御学会第５回システムインテグレーション部門講演会：計測自動制御学会：(２００４)

郷田直輝，小林行泰，矢野太平，辻本拓司，中島 紀，菅沼正洋，山田良透，川勝康弘，松原英雄，野田篤司，JAS-

MINE WG：JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

藤原 顯，安部正真，川勝康弘，森 治，矢野 創，吉光徹雄，野口高明，高木靖彦，出村裕英，小天体探査WG：

次期小惑星探査計画：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

森 治，多羅尾康太，川勝康弘，川口淳一郎：インテリジェントインタセプタについてのシステム検討：第５回宇

宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

矢野太平，郷田直輝，小林行泰，辻本拓司，中島 紀，菅沼正洋，山田良透，川勝康弘，松原英雄，野田篤司，JAS-

MINE WG：JASMINEの観測装置，衛星システムについて：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：

(２００５)

川勝康弘，郷田直輝，矢野太平，山田良透，JASMINE WG：JASMINEシステムの Alternative Optionの可能性につ

いて：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

川勝康弘，森 治，吉光徹雄，小天体探査WGミッションデザインサブグループ：次期小天体探査計画における

ミッションデザインの検討状況：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

川勝康弘：深宇宙探査用 OTVの基本構想：平成１６年度宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)
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宇宙輸送工学研究系

Y. Morita and K. C. Park:On the Localized Control:Proceedings of the１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechan-

ics, ISAS,２００４，in press. : (２００４)

國中 均，西山和孝，堀内康男，萩野慎二，大島 武（NTSpace）：「はやぶさ」イオンエンジンと搭載自律化機

能：宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

國中 均：「はやぶさ」イオンエンジンと今後の電気推進への課題：SPSシンポジュウム：太陽発電衛星研究会：

(２００４)

國中 均：「はやぶさ」宇宙運用報告：宇宙飛翔体環境研究会：宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部環境計測

技術グループ：(２００４)

Hitoshi Kuninaka, Kazutaka Nishiyama, Yukio Shimizu and Tetsuya Yamada: XENON ION ENGINES IGNITED BY MI-

CROWAVE ONBAORD「HAYABUSA」ASTEROID EXPLORER: XeSAT２００５: Advanced Research Institute for

Science and Engineering, Waseda University: (２００５)

菊池亮一，西山和孝，國中 均，竹ヶ原春貴：中性粒子ビーム源の作動特性評価：平成１６年度宇宙輸送シンポジウ

ム：宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

宮本尚使，西山和孝，國中 均，中島秀紀：マイクロ波放電型イオンエンジンμ２０の EEDF測定：宇宙輸送シンポ

ジウム：宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

林 寛，趙 孟佑，國中 均：高比推力マイクロ波放電式イオンエンジンに向けた絶縁・誘電材料の評価試験：第

４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

林 寛，趙 孟佑，國中 均：高比推力マイクロ波放電式イオンエンジン「μ１０HIsp」の研究：平成１６年度宇宙輸

送シンポジウム：宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

林 寛，趙 孟佑，國中 均：高比推力マイクロ波放電式イオンエンジン：平成１７年電気学会全国大会：電気学

会：(２００５)

桑野寛久，中島秀紀，國中 均：マイクロ波放電型ホールスラスタの磁場形状と作動特性：平成１６年度宇宙輸送シ

ンポジウム：宇宙航空研究開発機構：(２００５)

福田美穂，西山和孝，國中 均，中村嘉宏：マイクロ波放電型イオンエンジン用次世代制御器の検討：第４８回宇宙

科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

福田美穂，西山和孝，國中 均，中村嘉宏：深宇宙軌道生成の比較－「はやぶさ」と DeepSpace１－：平成１６年度

宇宙輸送シンポジウム：宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

中田大将，船木一幸，清水幸夫，都木恭一郎，荒川義博：各種電極形状におけるMPDスラスタの性能評価：第４８

回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

中田大将，都木恭一郎，船木一幸，清水幸夫，國中 均，荒川義博：MPDスラスタにおける電力－推進効率特性

の電極形状依存性：平成１６年度宇宙輸送シンポジウム：宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

中田大将，船木一幸，都木恭一郎，國中 均：様々な形状の同軸電極に対するパルスアーク放電の電流電圧特性：

平成１７年度電気学会全国大会：電気学会：(２００５)

杉本幸子，國中 均，都木恭一郎，荒川義博：イオンスラスタビームによる高速中性粒子の計測：第４８回宇宙科学

技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

杉本幸子，國中 均，都木恭一郎，荒川義博：人工イオンビームによる高層大気観測に関する研究：第１回宇宙環

境シンポジウム：宇宙航空研究開発機構 総合技術研究本部：(２００４)

杉本幸子，國中 均，都木恭一郎，荒川義博：人工イオンビームによる高層大気観測に関する研究：平成１６年度宇

宙輸送シンポジウム：宇宙航空研究開発機構：(２００５)

野々村拓，藤井孝藏：非線形コンパクト補間スキーム：第９回計算工学講演会，計算工学講演会論文集，Vol．９，青

少年オリンピックセンター：日本計算工学会：(２００４)

寺島洋史，藤井孝藏：遷音速フラッターシミュレーションにおける陰解法の時間刻み幅選定基準について：航空宇
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宙数値シミュレーション技術シンポジウム２００４，JAXA航空宇宙技術研究センター飛行場分室：ISTA/

JAXA：(２００４)

塚田はるみ，藤本圭一郎，藤井孝藏，宮路幸二：エアロスパイクノズルを取付けた SSTO形状のジェット無噴射時

における空力特性解析：航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム２００４，JAXA航空宇宙技術研究セ

ンター飛行場分室：ISTA/JAXA：(２００４)

大内弘文，藤松信義，藤井孝藏，入門朋子，佐藤 清：Ru錯体をベースとした PSPの複雑模型への適用－画像デー

タ後処理の実利用を目指して－：第３２回可視化情報シンポジウム，工学院大学，：可視化情報学会：(２００４)

野々村拓，村中洋子，藤井孝藏：Compact差分法を用いたエッジトーンメカニズムの数値解析：日本流体力学会年

会，日本流体力学会年会２００４講演論文集，F３３７，pp.６６０−６６１，名古屋大学：日本流体力学会：(２００４)

大山 聖，藤井孝藏：低レイノルズ数翼型の設計最適化：日本流体力学会年会，日本流体力学会年会２００４講演論文

集，C−１１４，名古屋大学：日本流体力学会：(２００４)

河合宗司，藤井孝藏：LES/RANS hybrid手法による亜音速から超音速にかけての Base流れ現象の解明に向けて：

第３６回流体力学講演会，３６回流体力学講演会講演集，pp.５９−６２，山形大学工学部米沢キャンパス：日本流

体力学会：(２００４)

藤本圭一郎，山本綾子，藤井孝藏，坪井伸幸：ロケット打上げ時に生じるノーズフェアリング内圧力変動の CFD

解析：第４２回飛行機シンポジウム，第４２回飛行機シンポジウム講演集，２A９（CD−ROM掲載），パシフィコ

横浜，：日本航空宇宙学会：(２００４)

野々村拓，村中洋子，藤井孝藏：数値解析を用いたエッジトーンの詳細解析：第８２期日本機械学会流体工学部門講

演会２００４，機械学会流体工学部門講演会講演概要集，No．０４−２５，p.２１７，北九州市学術研究都市：日本機械

学会：(２００４)

塚田基雄，坪井伸幸，藤井孝藏，林 光一：斜め平板に衝突する不足膨脹噴流の数値解析－三次元的な衝撃波構造

の把握－：第８２期日本機械学会流体工学部門講演会２００４，機械学会流体工学部門講演会講演概要集，No．０４−

２５，p.２３２，北九州市学術研究都市：日本機械学会：(２００４)

石川裕理，藤井孝藏：デルタ翼周りの流れ場に与えるマッハ数及び迎角の影響に関する CFD解析：第８２期日本機

械学会流体工学部門講演会２００４，機械学会流体工学部門講演会講演概要集，No．０４−２５，p.１２８，北九州市学

術研究都市：日本機械学会：(２００４)

藤本圭一郎，藤井孝藏：特徴線保持 Viscous Cartesian Grid法による粘性計算用格子生成の自動化：第１８回数値流体

力学シンポジウム，第１８回数値流体力学シンポジウム講演要旨集，p.１９８（D９−３），国立オリンピック記念

青少年総合センター：日本流体力学会：(２００４)

塚田基雄，坪井伸幸，藤井孝藏，林 光一：斜め平板に衝突する不足膨脹噴流の数値解析－圧力比４．５での三次元

的な衝撃波構造－：第１８回数値流体力学シンポジウム，第１８回数値流体力学シンポジウム講演概要集，ISSN

１３４４−４６０３，p.９２（B５−２），国立オリンピック記念青少年総合センター：日本流体力学会：(２００４)

藤井孝藏：CFDは何を変えたか？－航空宇宙 CFDの３０年から見る CFDの将来－：第１８回数値流体力学シンポジ

ウム，基調講演，国立オリンピック記念青少年総合センター：日本流体力学会：(２００４)

塚田はるみ，藤本圭一郎，藤井孝藏，宮路幸二：SSTO形状空力特性へのエアロスパイクノズルランプ形状の影響：

第１８回数値流体力学シンポジウム，数値流体力学シンポジウム講演論文集（CD−ROM），B５−１，国立オリン

ピック記念青少年総合センター：日本流体力学会：(２００４)

藤井孝藏：雑感－航空宇宙における CFD：東北大学流体科学研究所第１６回研究発表会，特別講演，東北大学流体

科学研究所，仙台：東北大学流体科学研究所：(２００４)

伊藤匡人，大内弘文，藤井孝藏，大山 聖，佐藤 清，入門朋子，林 光一：ルテニウム錯体系感圧塗料を用いた

宇宙往還機模型の力計測：平成１６年度宇宙航行の力学シンポジウム，JAXA宇宙科学研究本部，相模原：

ISAS/JAXA：(２００４)

塚田はるみ，藤本圭一郎，藤井孝藏，宮路幸二：エアロスパイクノズル付き SSTO形状のジェット噴射時における

空力特性解析：平成１６年度宇宙航行の力学シンポジウム，JAXA宇宙科学研究本部，相模原：ISAS/JAXA：
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(２００４)

藤井孝藏，河合宗司：LES/RANSハイブリット数値解析手法を用いた圧縮性ベース流れ特性に関する研究：平成１６

年度「サイレント超音速飛行実現のための実験・計算融合研究」・「レーザー駆動管内加速装置：基礎物理の

解明と実用展開」合同シンポジウム，発表論文集，pp.５１−５６，東北大学流体科学研究所，仙台：日本航空宇

宙学会空気力学部門委員会：(２００５)

大山 聖，下山幸治，藤井孝藏：パレート概念に基づいた新しい制約条件取り扱い法の開発と TSTO概念設計への

適用：平成１６年度「サイレント超音速飛行実現のための実験・計算融合研究」・「レーザー駆動管内加速装

置：基礎物理の解明と実用展開」合同シンポジウム，発表論文集，pp.１４３−１４８，東北大学流体科学研究所，

仙台：日本航空宇宙学会空気力学部門委員会：(２００５)

黒川孝之，永井 尚，川添博光，藤井孝藏，入門朋子：衝撃波干渉型ウェーブライダーの基礎実験：中国四国支部

第３４期総会・講演会，愛媛大学，松山：日本機械学会：(２００５)

佐宗章弘，矢部 孝，藤井孝藏：局時化した流動の法則と機能：平成１６年度衝撃波シンポジウム， 平成１６年度衝

撃波シンポジウム講演論文集，１８−C−１−１，pp.２３９−３４０，仙台市戦災復興記念館，仙台：衝撃波研究会，

ISAS/JAXA，東北大学流体科学研究所：(２００５)

藤井孝藏：VISTRACE－シミュレーションデータの虫眼鏡－：平成１６年度サイエンティフィック・システム研究会

合同分科会，新神戸オリエンタルホテル，神戸：(２００４)

吹場活佳，佐藤哲也，坪井伸幸：強制対流下における極低温平板および円柱面への着霜に関する研究：第４１回日本

伝熱シンポジウム，pp.５９−６０，富山国際会議場，富山：日本伝熱学会：(２００４)

坪井伸幸，江藤圭太郎，林 光一：矩形管内を伝播する水素／空気デトネーションの三次元数値解析－デトネー

ション背後の衝撃波構造－：第３６回流体力学講会，pp.１０１−１０４，山形大学工学部米沢キャンパス，山形：日

本航空宇宙学会：(２００４)

林 光一，江藤圭太郎，三澤潤大，塩川智司，佐藤博之，坪井伸幸：アルゴンで希釈された酸水素で満たされた障

害物のある管内を通過するデトネーションの伝播機構：第３６回流体力学講演会，pp.１０５−１０８，山形大学工

学部米沢キャンパス，山形：日本航空宇宙学会：(２００４)

Tae−Hwan Kim, M. Narita, T. Obara, S. Ohyagi and N. Tsuboi: Flow Field behind a Backward−facing Step in Supersonic

Flow：第３６回流体力学講演会，pp.３７１−３７４，山形大学工学部米沢キャンパス，山形：日本航空宇宙学会：

(２００４)

藤本圭一郎，山本綾子，藤井孝藏，坪井伸幸：ロケット打上げ時に生じるノーズフェアリング内圧力変動の CFD

解析：第４２回飛行機シンポジウム，第４２回飛行機シンポジウム講演集：２A９（CD−ROM掲載），パシフィコ

横浜，神奈川：日本航空宇宙学会：(２００４)

塚田基雄，坪井伸幸，藤井孝藏，林 光一：斜め平板に衝突する不足膨張噴流の数値解析－三次元的な衝撃波構造

の把握－：第８２期日本機械学会流体工学部門講演会，p.２３２，北九州市学術研究都市：日本機械学会：(２００４)

坪井伸幸，江藤圭太郎，林 光一：詳細反応モデルを使用した水素／空気デトネーションの２次元数値解析化学反

応モデルの依存性：第４２回燃焼シンポジウム，pp.３９９−４００，ホテルグランヴェール岐阜，岐阜：日本燃焼学

会：(２００４)

江藤圭太郎，坪井伸幸，林 光一：円管中を伝播する３次元 C−Jデトネーション波の数値解析：第４２回燃焼シン

ポジウム，pp.４０１−４０２，ホテルグランヴェール岐阜，岐阜：日本燃焼学会：(２００４)

塚田基雄，坪井伸幸，藤井孝藏，林 光一：斜め平板に衝突する不足膨張噴流の数値解析－圧力比４，５での三次元

的な衝撃波構造－：第１８回数値流体力学シンポジウム，p.９２，国立オリンピック記念青少年総合センター，

東京：日本流体力学会：(２００４)

上瀧博之，坪井伸幸，林 光一：収縮－膨張ノズルを伝播する２次元水素－空気デトネーション波：第１８回数値流

体力学シンポジウム，p.９６，国立オリンピック記念青少年総合センター，東京：日本流体力学会：(２００４)

吹場活佳，佐藤哲也，坪井伸幸：プリクーラの着霜に関する基礎研究（冷却円柱周りの物質輸送に関する実験およ

び数値解析）：平成１６年度宇宙輸送シンポジウム，pp.７３−７６，JAXA宇宙科学研究本部，相模原：ISAS/
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JAXA：(２００５)

上瀧博之，坪井伸幸，林 光一：収縮－膨張ノズルを有するシングルパルスデトネーションエンジンの性能解析：

平成１６年度宇宙輸送シンポジウム，pp.１０９−１１２，JAXA宇宙科学研究本部，相模原：ISAS/JAXA：(２００５)

坪井伸幸，伊藤 隆，宮島 博：酸水素反応を伴うベル型ノズルの CFDによる性能推算：平成１６年度宇宙輸送シ

ンポジウム，pp.１０５−１０８，JAXA宇宙科学研究本部，相模原：ISAS/JAXA：(２００５)

坪井伸幸，江藤圭太郎，林 光一：円管中を伝播する水素／空気 C−Jデトネーションの３次元数値解析－スピン

デトネーションの構造－：平成１６年度「サイレント超音速飛行実現のための実験・計算融合研究」・「レー

ザー駆動管内加速装置：基礎物理の解明と実用展開」合同シンポジウム，pp.７９−８１，東北大学流体科学研

究所，仙台：日本航空宇宙学会：(２００５)

林 光一，江藤圭太郎，坪井伸幸，塩川智司，佐藤博之，John H. S. Lee：アルゴンと窒素で希釈された水素／酸素

デトネーションの数値シミュレーション：平成１６年度「サイレント超音速飛行実現のための実験・計算融合

研究」・「レーザー駆動管内加速装置：基礎物理の解明と実用展開」合同シンポジウム，pp.８２−８４，東北大学

流体科学研究所，仙台：日本航空宇宙学会：(２００５)

坪井伸幸，伊藤 隆，宮島 博：酸水素反応を伴うベル型ノズルの CFDによる性能推算：日本航空宇宙学会北部

支部２００５年講演会ならびに第６回再使用型宇宙推進系シンポジウム，pp．２０３−２０６，東北大学流体科学研究

所，仙台：日本航空宇宙学会北部支部：(２００５)

上瀧博之，坪井伸幸，林 光一：収縮－膨張ノズルを有する PDEシングルサイクルの２次元数値解析：平成１６年

度衝撃波シンポジウム，pp.３６１−３６２，仙台市戦災復興記念館，仙台：衝撃波研究会，ISAS/JAXA，東北大

学流体科学研究所：(２００５)

坪井伸幸，江藤圭太郎，林 光一：円管中を伝播する水素／空気 C−Jデトネーションの３次元数値解析－スピン

デトネーションの衝撃波構造：平成１６年度衝撃波シンポジウム，pp.３２７−３３０，仙台市戦災復興記念館，仙

台：衝撃波研究会，ISAS/JAXA，東北大学流体科学研究所：(２００５)

林 光一，江藤圭太郎，坪井伸幸，塩川智司，佐藤博之，John H. S. Lee：障害物のある管を伝播するデトネーショ

ンのシミュレーションの適正判断：平成１６年度衝撃波シンポジウム，pp.３３９−３４２，仙台市戦災復興記念館，

仙台：衝撃波研究会，ISAS/JAXA，東北大学流体科学研究所：(２００５)

Y. Liu, N. Tuboi, H. Sato, F. Higashino, K. Hayashi: Numerical Simulation on Hydrogen Jet Coming out from High Pressure

Hydrogen Tank：平成１６年度衝撃波シンポジウム，pp.９５−９８，仙台市戦災復興記念館，仙台：衝撃波研究会，

ISAS/JAXA，東北大学流体科学研究所：(２００５)

羽生宏人，嶋田 徹， 野雅弘：Mg／Al−AP固体ロケットの研究開発：火薬学会春季年会：火薬学会：(２００４)

羽生宏人，佐竹正明，八木下剛，鈴木直洋，嶋田 徹， 野雅弘：高性能低公害固体ロケットの研究：宇宙輸送シ

ンポジウム：JAXA：(２００５)

羽生宏人：高輝度被写体光学観測技術の紹介：HEM研究会：JAXA：(２００５)

藤田和央：磁気プラズマセイルにおける弱磁場と希薄プラズマ相互作用の解析：流体力学会年会：流体力学会：

(２００４)

藤田和央：空気吸込み式イオンエンジンの成立性の定量的評価：流体力学会年会：流体力学会：(２００４)

藤田和央：希薄プラズマと磁場の相互作用における非MHD効果：流体力学講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

藤田和央，水野雅仁，石田清道，住 隆博，伊藤 健，黒滝卓司：輻射解析，流体解析と分光計測による高エンタ

ルピ気流の診断とモデル化：流体力学講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

藤田和央，住 博隆，山田哲哉，石井信明：金星カプセルの空力加熱環境：宇宙航行の力学シンポジウム：宇宙科

学研究本部：(２００４)

藤田和央，船木一幸，小川博之，山川 宏：サブスケール磁気セイルと太陽風相互作用スケールについて：宇宙航

行の力学シンポジウム：宇宙科学研究本部：(２００４)

藤田和央，住 隆博，山田哲哉，野中 聡，石井信明：CO２大気惑星突入における CO分子の影響：平成１６年度衝

撃波シンポジウム：衝撃波研究会／東北大学／JAXA宇宙科学研究本部：(２００４)
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小松信義，安部隆士：Fragmentationにおける超臨界液滴の初期形状効果：第２回ナノ学会：ナノ学会：(２００４)

小松信義，安部隆士：Fragmentationにおける Hot dropletの初期形状効果とクラスタ特性：第９回分子動力学シン

ポジウム：日本材料学会：(２００４)

小松信義，安部隆士：分子動力学シミュレーションにおける微小ノイズの影響：不可逆性からクラスタ生成まで：

第１８回分子シミュレーション討論会：分子シミュレーション研究会：(２００４)

松田 淳，堤 裕樹，佐藤俊逸，安部隆士：木星大気突入飛行環境下での熱化学的非平衡現象理解への基礎実験：

平成１６年度 衝撃波シンポジウム：衝撃波研究会，東北大学流体科学研究所，宇宙科学研究本部：(２００５)

都築範明，佐藤俊逸，安部隆士：超低レイノルズ数域における回転翼ホバー性能実験：第３６回流体力学講演会：日

本航空宇宙学会：(２００４)

滝澤勇二：大気圏再突入流れ場における印加磁場の干渉効果：流体力学講演会：日本航空宇宙学会，日本流体力学

会：(２００５)

滝澤勇二：弱電離プラズマ流れにおける印加磁場の干渉効果に関する研究：衝撃波シンポジウム：日本機械学会，

日本風工学会：(２００５)

佐藤英司，佐藤秀逸，安部隆士：グロー放電プラズマと衝撃波の干渉に関する実験的研究：第３６回流体力学講演

会：日本航空宇宙学会，日本流体力学会，日本機械学会，日本風工学会：(２００４)

佐藤英司，佐藤秀逸，安部隆士：伝播衝撃波とグロー放電プラズマの干渉：平成１６年度衝撃波シンポジウム：衝撃

波研究会，東北大学流体科学研究所，宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部：(２００５)

南 翼，船木一幸，山川 宏，中山宜典：EVALUATION OF DEEP SPACE MISSIONS USING MAGNETO−PLASMA

SAIL：２４th ISTS：日本航空宇宙学会：(２００４)

南 翼，船木一幸，小嶋秀典，山川 宏，小川博之，MPS研究会：磁気プラズマセイルの 実験室シミュレーショ

ンの提案：H１６年度スペースプラズマ研究会：ISAS：(２００５)

朝日龍介，船木一幸，藤田和央，山川 宏，小川博之，野中 聡，澤井秀次郎，中山宜典，大津広敬，西田浩之：

磁気プラズマセイルにおける磁場拡大現象の数値解析：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学

会：(２００４)

嶋田 徹：ノズル用炭化アブレータの表面後退現象に関する文献調査：宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：

(２００５)

長瀬 栄，宮崎繁文，飯原重保，綾部統夫，芝本秀文， 野雅弘：HAN／HNベースモノプロペラントに関する実

用化研究：宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

徳留真一郎，羽生宏人，川口淳一郎，大塚浩仁，山本高行：空気吸込みエンジン FTBシステムの提案：第５回宇

宙科学シンポジウム：JAXA宇宙科学研究本部：２００５年１月７日：(２００５)

徳留真一郎，八木下剛，徳永好志，安田誠一，羽生宏人，大毛康弘，嶋田 徹：N２O／エタノール推進系の研究開

発：平成１６年度宇宙輸送シンポジウム：JAXA宇宙科学研究本部：２００５年１月１７，１８日：(２００５)

徳留真一郎，成尾芳博，田口秀之，志田真樹，八木下剛，松田奈緒己，中村武志：LOX／LH２推進系の統合化へ向

けた GH２／GO２−RCSの実用化研究：JAXA宇宙科学研究本部：平成１６年度宇宙輸送シンポジウム：２００５年１

月１７，１８日：(２００５)

成尾芳博，徳留真一郎，東野和幸，森 初男：再使用ロケット実験機 LOX／LH２推進系のターボポンプ化計画：平

成１６年度宇宙輸送シンポジウム：２００５年１月１７，１８日：(２００５)

宇宙構造・材料工学研究系

菊池雄介，筧 幸次，北薗幸一，佐藤英一，栗林一彦：バルク発泡プロセスによる５０５２Al合金フォームの力学的

特性：軽金属学会第１０６回春期大会：軽金属学会：(２００４)

山田智康，田中寿宗，佐藤英一，栗林一彦，神保 至：転位によるチタンの室温クリープ機構の説明：軽金属学会

第１０６回春期大会：軽金属学会：(２００４)
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佐藤英一：航空宇宙用材料の信頼性確保への取り組みー脆性材料の多軸破壊：日本セラミックス協会東海支部若手

セラミスト懇話会：日本セラミックス協会：(２００４)

北薗幸一，佐藤英一：金属基複合材料の変形機構領域図：高温材料設計研究会：日本金属学会：(２００４)

山田智康，田中寿宗，佐藤英一：CP−Tiの室温クリープにおける転位構造：高温材料設計研究会：日本金属学会：

(２００４)

神村信哉，北薗幸一，佐藤英一：断熱性に優れたアルミニウムフォームの作製：高温材料設計研究会：日本金属学

会：(２００４)

佐藤英一：第二相分散材料の統一的高温クリープ変形挙動の確立：高温材料設計研究会：日本金属学会：(２００４)

塚田理之，佐藤英一：多結晶アルミナの二軸応力下の破壊挙動：高温材料設計研究会：日本金属学会：(２００４)

北薗幸一，佐藤英一，栗林一彦，菊池雄介：マグネシウム合金製中空金属球の作製：軽金属学会第１０７回秋期大会：

軽金属学会：(２００４)

荒川陽司，松岡誠一，佐藤英一，樋口 健，竹内伸一，成尾芳博，稲谷芳文：樹脂ライナー付き極低温複合材タン

クの試作：宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

北薗幸一，佐藤英一：バルク発泡プロセスの一般構造用合金への展開：金属学会秋期大会：日本金属学会：(２００４)

佐藤英一，山田智康，田中寿宗，神保 至：a−Ti焼鈍材の変形機構領域図における新しい室温クリープ領域：金

属学会秋期大会：日本金属学会：(２００４)

佐藤英一：衛星用超塑性チタン合金タンクとセラミックススラスタ：第８回軽金属フォーラム：軽金属奨学会：

(２００４)

北薗幸一：発泡金属作製プロセスへの超塑性の応用：第１２１回超塑性研究会：超塑性研究会：(２００４)

松永哲也，佐藤英一，筧 幸次：Tiおよび Ti／１５TiBの降伏応力の温度依存性：金属学会春期大会：日本金属学

会：(２００５)

湊 将志，佐藤明良，佐藤英一：固体ロケットモータ推進薬の低周波透過式超音波探傷：金属学会春期大会：日本

金属学会：(２００５)

湯下 篤，林 利和，近藤雅之，野間口大幸，森島克成，古川克己，上杉邦憲，早川 基，佐藤英一，澤井秀次郎：

衛星推進系バルブ材料の材料適合性：金属学会春期大会：日本金属学会：(２００５)

塩谷圭吾，中川貴雄，村上 浩，佐藤英一，峯杉賢治，八田 博，尾中 敬：極低温赤外線天文衛星における鏡の

接着支持構造：金属学会春期大会：日本金属学会：(２００５)

荒川陽司，松岡誠一，佐藤英一，樋口 健，竹内伸介，成尾芳博，稲谷芳文：樹脂ライナー付き極低温複合材タン

クの試作：金属学会春期大会：日本金属学会：(２００５)

北薗幸一，神村信哉，佐藤英一，栗林一彦：５０８３アルミニウム合金板を用いた超塑性成形／発泡プロセスの開発：

金属学会春期大会：日本金属学会：(２００５)

宮田将晴，塚田理之，佐藤英一，松下純一：結晶粒の異なる多結晶アルミナの二軸破壊挙動：金属学会春期大会：

日本金属学会：(２００５)

田中寿宗，山田智康，佐藤英一，神保 至：a−Ti焼鈍材の室温クリープ領域を含む変形機構領域図：金属学会春

期大会：日本金属学会：(２００５)

佐野政明，小松敬治，木村順一，平 秀夫：成層圏滞空飛行試験機の構造・膜材開発：第３５期年会講演会：２C

３，：東京大学：４月６日：(２００４)

小松敬治，角田義秋，田中公人，瀬川信哉，南 宏和：繊維補強膜の耐光性とクリープ強度：日本機械学会：第１３

回スペースエンジニアリングコンファレンス：D３：東京：１月２１日：(２００５)

小野田淳次郎：M−V型ロケットの研究開発：日本航空宇宙学会年会：日本航空宇宙学会：(２００４)

槙原幹十朗，Ecker. H.：自励振動を抑制するオープンループ剛性制御の安定性に関する研究：構造強度に関する講

演会，２００４：日本航空宇宙学会：(２００４)

槙原幹十朗，小野田淳次郎：モーメンタムホイール振動絶縁のための準能動的エネルギ回生型アイソレータに関す

る研究：自動制御連合講演会，２００４：日本機械学会：(２００４)
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槙原幹十朗，小野田淳次郎，峯杉賢治：圧電トランスデューサを用いたハイブリッド振動制御：平成１６年度宇宙構

造・材料シンポジウム：ISAS：(２００４)

佐藤英一，樋口 健，竹内伸介，成尾芳博：樹脂フィルムライナ複合材極低温推進剤タンクの開発研究：平成１６年

度宇宙輸送シンポジウム：ISAS：(２００５)

石村康生，樋口 健：太陽発電衛星の発送電パネルの振動と姿勢運動の連成：第２０回宇宙構造・材料シンポジウ

ム：(２００４)

岸本直子，請川克之，名取通弘，樋口 健：昆虫の羽化過程の観察に基づく展開膜面構造モデルの検討：第２０回宇

宙構造・材料シンポジウム：(２００４)

森田博和，野神誠一郎，樋口 健，奥泉信克，田中孝治，佐々木進：形状記憶合金アクチュエータを用いた展開型

太陽発電衛星パネルの展開実験：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

渡辺和樹，渡邊秋人，角田博明，樋口 健：インフレーションを利用した超軽量伸展マストの検討：第４８回宇宙科

学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

宮原 啓，樋口 健，松本甲太郎，四宮康雄，青木 滋，岩崎和夫，宮本博光，少路宏和，吉田和哉，能見公博，

横山隆明：着陸衝撃力吸収機構の研究：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

横山隆明，青木 滋，宮原 啓，樋口 健：月面着陸時の衝撃力に関する実験的検討：第４８回宇宙科学技術連合講

演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

荒川陽司，松岡誠一，佐藤英一，樋口 健，竹内伸介，成尾芳博，稲谷芳文：樹脂ライナー付き極低温複合材タン

クの試作：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

齋藤義文，前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗：編隊衛星による宇宙プラ

ズマ「その場」完全観測の実施にむけて：SCOPE−WG活動報告１．－SCOPE 衛星計画の科学的意義と概

要－：第５回宇宙科学シンポジウム：(２００５)

津田雄一，前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：編隊衛星による宇宙プラ

ズマ「その場」完全観測の実施にむけて：SCOPE−WG活動報告２．－SCOPE 衛星システム検討－：第５

回宇宙科学シンポジウム：(２００５)

前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：編隊衛星による宇宙プラ

ズマ「その場」完全観測の実施にむけて：SCOPE−WG活動報告３．－SCOPE 衛星システム検討 通信系

－：第５回宇宙科学シンポジウム：(２００５)

前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：編隊衛星による宇宙プラ

ズマ「その場」完全観測の実施にむけて：SCOPE−WG活動報告４．－SCOPE 衛星システム検討 構造系

－：第５回宇宙科学シンポジウム：(２００５)

樋口 健，科学衛星専門委員会構造・機構班：構造・機構グループの最近の活動：第５回宇宙科学シンポジウム：

(２００５)

野神誠一郎，森田博和，田中孝治，奥泉信克，樋口 健，佐々木進：SPS大型アンテナ展開機構のモデル試作：第

５回宇宙科学シンポジウム：(２００５)

齋藤宏文，水野貴秀，福田盛介，坂井真一郎，福島洋介，樋口 健，奥泉信克，田中孝治，曽根理嗣，三田 信，

淺村和史，笠羽康正，大島 勉，池永敏憲，坂井智彦，田村 誠，平原聖文，坂野井健，友谷 茂，升本喜

就：小型高機能科学衛星 INDEXの開発と現状：第５回宇宙科学シンポジウム：(２００５)

佐藤英一，樋口 健，竹内伸介，成尾芳博，荒川陽司，松岡誠一：樹脂フィルムライナー複合材極低温推進剤タン

クの研究開発：平成１６年度宇宙輸送シンポジウム：(２００５)

野神誠一郎，森田博和，田中孝治，奥泉信克，樋口 健，佐々木進：形状記憶合金を用いた SPS大型パネルアン

テナ展開機構の基礎実験：第２４回宇宙エネルギーシンポジウム：(２００５)

佐々木健，横田力男，石田雄一：ペンダントにフェニルエチニル基を有する付加型イミドオリゴマーの構造と物

性：第５３回高分子年次大会：高分子学会：(２００４)

石田雄一，小笠原俊夫，横田力男：フルオレン基を有する可溶性熱付加型イミドオリゴマーとその硬化樹脂の性
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質：第５３回高分子年次大会：高分子学会：(２００４)

横田力男，陳 春海，古知政勝，長谷川匡俊：非対称ビフェニル型ポリイミドの特異的な性質：第５３回高分子年次

大会：高分子学会：(２００４)

横田力男，陳 春海，古知政勝，長谷川匡俊：非対称ビフェニル型ポリイミドの熱的・力学的性質と分子運動性：

第５３回高分子年次大会：高分子学会：(２００４)

三枝康男，浜口由布子，横田力男：末端にアリールエチニル基を有する付加硬化型イミドオリゴマーの合成と熱硬

化，硬化物の熱特性：第５３回高分子年次大会：高分子学会：(２００４)

佐々木健，森内宏幸，横田力男，石田雄一：ペンダントにフェニルエチニル基を有する付加型イミドオリゴマーの

構造と物性Ⅱ：第５３回高分子討論会：高分子学会：(２００４)

森内宏幸，矢野彰一郎，石田雄一，佐々木健，横田力男：側鎖にフェニルエチニル基を含む熱可塑・熱硬化ポリイ

ミドの研究［Ⅱ］：第５３回高分子討論会：高分子学会：(２００４)

石田雄一，小笠原俊夫，横田力男：熱付加型ポリイミド TriA−PIと多官能熱付加型ポリアミドイミドのブレンド：

第５３回高分子討論会：高分子学会：(２００４)

佐々木健，横田力男，石田雄一，森内宏幸：宇宙航空用高靭性高耐熱性高分子材料の新展開：東海地区高分子討論

会：高分子学会：(２００４)

後藤 淳，渡辺俊孝，横田力男，小澤秀生，小笠原俊夫：新ポリイミド TriA−PIを用いた耐熱複合材料の開発：航

空機シンポジウム：航空宇宙学会：(２００４)

石田雄一，小笠原俊夫，横田力男：Synthesis and Properties of Novel Soluble Addition−type Imide Oligomers Based on a

−BPDA and９，９−Bisanilinefluorence：The１１th US−Japan Conference on Composite Materials：日本複合材料学

会：(２００４)

石田雄一，小笠原俊夫，後藤 健，佐々木健，横田力男：非対称付加型ポリイミド TriA−PIを用いた複合材料の開

発－ドライプリプレグからの成形と評価－：第２０回宇宙構造・材料シンポジウム：宇宙航空研究開発機構宇

宙科学研究本部：(２００４)

小笠原俊夫，石田雄一，横田力男：RTM成形用フェニルエチニル末端ポリイミドの硬化挙動：第２９回複合材料シ

ンポジウム：高分子学会：(２００４)

横田力男，小笠原俊夫：新ポリイミド Tri−Aを用いた耐熱複合材料開発：第２９回複合材料シンポジウム：高分子学

会：(２００４)

横田力男：分子設計の手法による最先端高性能 FRPマトリックス材料の開発：第１３回ポリマー材料フォーラム：

高分子学会：(２００４)

横田力男：非対称ポリイミド・新たな高性能化へのアプローチ：先端材料講座：(２００５)

吹場活佳，佐藤哲也，坪井伸幸：強制対流下における極低温平板および円柱面への着霜に関する研究：第４１回日本

伝熱シンポジウム：日本伝熱学会：(２００４)

丸 祐介，小林弘明，棚次亘弘，安部隆士，佐藤哲也，岡井敬一，小島孝之，本郷素行，宇佐美敦：軸対称インテー

クへの応用に向けた円錐面上のキャビティ流れに関する研究：平成１６年度宇宙輸送シンポジウム：ISAS/

JAXA：(２００５)

吹場活佳，佐藤哲也，坪井伸幸：プリクーラの着霜に関する基礎研究：宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

山地一徳，吹場活佳，安部隆士，棚次亘弘，佐藤哲也，小林弘明，本郷素行：電界効果による空気予冷却器着霜低

減に関する基礎研究：宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

根来延樹，棚次亘弘，安部隆士，佐藤哲也，小林弘明，本郷素行：外部流吸い込みによるプラグノズルの性能向上

に関する研究：宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

小林弘明，佐藤哲也，田口秀之，澤井秀次郎，藤田和央，小島孝之，岡井敬一，本郷素行：大気球を利用した小型

予冷ターボエンジンの飛行試験計画：宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

丸 祐介，小林弘明，棚次亘弘，安部隆士，佐藤哲也，小島孝之，岡井敬一，本郷素行，宇佐美敦：軸対称インテー

クへの応用に向けた円錐面上のキャビティ流れに関する研究：宇宙輸送シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)
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丸 祐介，小林弘明，棚次亘弘：新機軸可変機構を有する超音速インレットにおける軸対称キャビティ流れの特

性：日本航空宇宙学会北部支部２００５年講演会ならびに第６回再使用型宇宙推進系シンポジウム：日本航空宇

宙学会：(２００５)

八田博志：C／C複合材料の繊維／マトリックス界面と力学特性：第１２回複合材料界面シンポジウム in新潟：複合

材料界面科学研究会：(２００４)

石井孝佑，小山昌志，八田博志，塩田一路：SiCによる C／C複合材料間の接着技術に関する研究：第２９回複合材

料シンポジウム in 那覇：日本複合材料学会：(２００４)

斉藤 渉，向後保雄，八田博志：少数繊維からなる C／C複合材料を用いた引張破壊挙動の検討：第２９回複合材料

シンポジウム in 那覇：日本複合材料学会：(２００４)

八田博志：安全・安心を支える耐熱材料と関連技術の動向：第１４回 超高温材料シンポジウム inたじみ：超高温

材料シンポジウム実行委員会：(２００４)

小山昌志，八田博志，石井孝佑，福田 博：炭素接着を用いた C／C複合材料間の接合：第１２回 機械材料・材料

加工技術講演会 in 熊本：社団法人 日本機械学会：(２００４)

川島文華，八田博志，塩田一路：SiC／C多層薄膜センサの開発：第１２回 機械材料・材料加工技術講演会 in熊本：

社団法人 日本機械学会：(２００４)

樋口太郎，八田博志，川原 造，向後保雄：C／C複合材料の引張破壊機構：第３１回炭素材料学会年会：炭素材料

学会：(２００４)

後藤 健：Patternable Block−Copolymers：From Synthesis to Application：第２０回宇宙構造・材料シンポジウム：宇宙

航空研究開発機構：(２００４)

石井孝佑，小山昌志，八田博志，塩田一路：C／C複合材料の耐熱接着技術：日本機械学会関東支部第１１期総会講

演会：日本機械学会：(２００４)

石井孝佑，小山昌志，八田博志，塩田一路，後藤 健：C／C複合材料の耐熱接着技術：日本機械学会 関東支部

第１１期：社団法人 日本機械学会：(２００５)

宇宙探査工学研究系

水野貴秀，奥村英輔：小惑星探査機はやぶさ搭載 LIDARの開発：第２３回レーザセンシングシンポジウム：レーザ

レーダ研究会実行委員会：(２００４)

高原卓也，水野貴秀：惑星探査用２次元走査レーザレーダシステムの研究：第２３回レーザセンシングシンポジウ

ム：レーザレーダ研究会実行委員会：(２００４)

水野貴秀，福田盛介，冨田秀穂，石丸 元：月惑星探査機搭載用着陸レーダの開発：宇宙科学技術連合講演会：日

本航空宇宙学会：(２００４)

坂井智彦，水野貴秀，福田盛介，冨田秀穂，石丸 元：月惑星探査機搭載用着陸レーダの高度測定に関する研究：

宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

高原卓也，水野貴秀：深宇宙探査機搭載用２次元走査 LIDARに関する研究：宇宙科学技術連合講演会：日本航空

宇宙学会：(２００４)

柳川善光，高原卓也，水野貴秀，齋藤宏文：高速シリアルバス型計算機の光三重多数決を用いた高信頼化に関する

研究：宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

齋藤宏文，水野貴秀，福田盛介：ピギーバック衛星による微小無重力環境の実現－INDEXの例より－：日本マイ

クログラビティ応用学会第２０回学術講演会：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

井高裕次郎，水野貴秀，小塩立吉，石丸 元：着陸レーダ用アレーアンテナのための穴付パッチアンテナの開発：

電子情報通信学会ソサイエティ大会：電子情報通信学会：(２００４)

齋藤宏文，水野貴秀，INDEXチーム：小型高機能科学衛星 INDEXの開発と現状：電子情報通信学会総合大会：電

子情報通信学会：(２００４)
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井高裕次郎，小塩立吉，石丸 元，高原卓也，水野貴秀：月惑星探査機搭載着陸レーダ用アレーアンテナのサイド

ローブの低減：電子情報通信学会総合大会：電子情報通信学会：(２００５)

坂井智彦，福田盛介，水野貴秀，高原卓也，冨田秀穂：月惑星探査機搭載用着陸レーダのレンジゲート設計：電子

情報通信学会総合大会：電子情報通信学会：(２００５)

福田盛介，水野貴秀，坂井智彦，冨田秀穂，石丸 元：月惑星着陸誘導に用いる Cバンドパルスレーダーの開発：

電子情報通信学会宇宙航行とエレクトロニクス研究会：電子情報通信学会：(２００４)

満山 弘，李 志強，田島道夫，大西一功，小椋厚志：PL法による SGOI及び SSOIウェーハの評価 Vol．２，No.３

p−P１１−９，p．７４７：第６５回応用物理学会学術講演会：応用物理学会：(２００４)

杉本広紀，田島道夫，今泉 充，藁品正敏：多接合太陽電池における面内均一性の EL解析 Vol．３，No．４P−ZL−５，

p．１３０１：第６５回応用物理学会学術講演会：応用物理学会：(２００４)

東 栄光，田島道夫，林 利彦，木下博之，塩見 弘，松本 智：高抵抗６H−SiC基板の PLによる評価 Vol．１，

No．４a−K−５，p．３２７：第６５回応用物理学会学術講演会：応用物理学会：(２００４)

塩見 弘，林 利彦，木下博之，田島道夫：高抵抗 SiC基板の開発 －EL２制御から学ぶ－Vol．０，No．２p−ZS−４，

p．６６：第６５回応用物理学会学術講演会：応用物理学会：(２００４)

東 栄光，田島道夫，林 利彦，木下博之，塩見 弘，松本 智：深い準位の PLスペクトル及びマッピングによ

る高抵抗６H−SiC基板の欠陥評価 No．P−５７，PP．２１−１２２：SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会第１３回

講演会：応用物理学会：(２００４)

堀家尚子，前田 健，斎藤 徹，橋本樹明：IN−FLIGHT ESTIMATION METHOD OF A SATELLITE MOMENT OF

INERTIA：第１６回アストロダイナミクスシンポジウム：(２００４)

橋本樹明，久保田孝，卯尾匡史，細田寛人，斎藤 潤：In−orbit experiment of HAYABUSA onboard navigation function

during Earth swing−by operation：第１６回アストロダイナミクスシンポジウム：(２００４)

橋本樹明，久保田孝，卯尾匡史，細田寛人，斎藤 潤：「はやぶさ」探査機の小惑星近傍での自律航法機能とその

軌道上試験：第４７回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会ほか：(２００４)

巳谷真司，鈴木秀人，橋本樹明，戸田知朗，児子健一郎，川井洋志，大野有孝：高精度 FOG−IRU の研究：第４７

回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会ほか：(２００４)

白澤秀剛，遠山文雄，井澤克彦，橋本樹明，佐藤典夫：高速磁気モーメント計測システムによるリアクションホイー

ルの帯磁量計測：第４７回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会ほか：(２００４)

橋本樹明，斎藤芳隆，稲富裕光，石川毅彦，澤井秀次郎，山川 宏，吉光徹雄，坂井真一郎：Micro−gravity test sys-

tem using free−fall capsule from high altitude balloon：JASMAC−２０：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

橋本樹明，澤井秀次郎，斎藤芳隆，坂井真一郎，吉光徹雄，稲富裕光，石川毅彦，山川 宏：高々度気球を用いた

長時間微小重力環境の実現：大気球シンポジウム：(２００４)

橋本樹明，澤井秀次郎，水野貴秀，久保田孝：月惑星表面探査技術の開発戦略と小型探査機を用いた実証計画：宇

宙科学シンポジウム：(２００５)

橋本樹明，鈴木秀人，関口 毅，廣川英治，坂井真一郎：科学衛星姿勢制御系の現状と将来展望：宇宙科学シンポ

ジウム：(２００５)

橋本樹明，久保田孝，出村裕英，齋藤 潤，安部正真，岡田達明，藤原 顯，川口淳一郎：MUSES−C（はやぶさ）

ミッションと小惑星観測システム：電子情報通信学会２００５年総合大会：電子情報通信学会：(２００５)

廣瀬和之，山脇師之，鳥居和功，川原孝昭，川尻智司，服部健雄：XPS時間依存測定法による HfAlOx薄膜中の電

荷捕獲現象の評価：電子情報通信学会 信学技報：電子情報通信学会：(２００４)

廣瀬和之，山脇師之，鳥居和功，川原孝昭，川尻智司，服部健雄：XPS時間依存測定法による HfAlOx薄膜中の電

荷捕獲現象の評価：極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性：応用物理学会：(２００４)

山脇師之，鳥居和功，川原孝昭，川尻智司，服部健雄，廣瀬和之：HfAlOx薄膜中の電荷トラップ解析への XPS時

間依存測定法の適用Ⅰ：応用物理学関係連合講演会：応用物理学会：(２００４)

山脇師之，鳥居和功，川原孝昭，廣瀬和之：HfAlOx薄膜中の電荷トラップ解析への XPS時間依存測定法の適用
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Ⅱ：応用物理学学会学術講演会：応用物理学会：(２００４)

廣瀬和之，齋藤宏文，福田盛介，石井 茂，高橋大輔，山本健輔，黒田能克：宇宙用半導体部品の開発状況：第５

回宇宙科学シンポジウム：宇宙研：(２００４)

王 献明，曽根理嗣，山田知佐，内藤 均，桑島三郎：添加剤としての接着剤 PVdFの溶媒によるリチウムイオン

セル用黒鉛負極の初期充放電特性の向上 ２C１７，PP．３５６−３５７：第４５回電池討論会：電気化学会電池技術委

員会：(２００４)

王 献明，曽根理嗣，山田知佐，内藤 均，瀬上 剛，桑島三郎：リチウムイオンセルの充放電に伴う電極材料の

体積変化メカニズムの解明 ２D０７，PP．５２６−５２７：第４５回電池討論会：電気化学会電池技術委員会：(２００４)

曽根理嗣：高温作動式電池の宇宙機への適用：第１５回高温エレクトロニクス研究会：ISAS：(２００５)

森田泰弘，曽根理嗣，安田誠一，佐藤 豊，長谷川和雄，加藤弘一郎，中野隆行：M−Vロケット第３段 TVCアク

チュエータ駆動用高率放電リチウムイオンバッテリ：第２４回宇宙エネルギーシンポジウム：ISAS：(２００５)

久保田昌明，山本真裕，江黒高志，曽根理嗣，廣瀬和之，田島道夫：宇宙用リチウムイオン電池の冷凍保管につい

ての検討（２）：第２４回宇宙エネルギーシンポジウム：ISAS：(２００５)

鵜野将年，曽根理嗣，三田 信，田中孝治，田島道夫，齋藤宏文：「INDEX」ラミネート型リチウムイオン二次

電池の耐環境試験：第２４回宇宙エネルギーシンポジウム：ISAS：(２００５)

田島賢一，D. N. ネンチェフ，冨田信之，齋藤宏文，坂井真一郎：気球を用いた微小重力実験装置における相対位

置制御システムの開発：第４４回学生員卒業研究発表講演会：機会学会：(２００５)

金田良介，坂井真一郎，齋藤宏文：超電導コイルを用いた衛星フォーメーションフライトのための共振電流位相制

御：平成１７年産業計測制御研究会：電気学会：(２００５)

大西 晃：宇宙と熱物性の働き－ふく射のふるまい－：第２５回日本熱物性学会シンポ：日本熱物性学会：(２００４)

山名広章，大西 晃，長坂雄次：宇宙機材料用ポータブル放射率計の開発：第２５回日本熱物性学会シンポ：日本熱

物性学会：(２００４)

蓮井敏孝，萩野慎二，大島 武，天羽 弘，戸田一史，西山 充，大西 晃：小惑星探査機「はやぶさ」搭載ヒー

タ制御装置のピーク電力抑圧機能軌道評価：宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

稲場典康，福島洋介，山本昌幸，川井洋志，小田光茂：宇宙機運用にかかる熟考・意思決定作業のシーケンス化・

自動化に関する一考察：宇宙航空技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

矢野 創，安部正真，川勝康弘，森 治，吉光徹雄，藤原 顯，小天体探査WG：次期小天体探査ミッションの戦

略的開発（１）：日本惑星科学会 ２００４年秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

二宮敬虔，橋本樹明，吉光徹雄，東原和行，綾部健二：IAA多言語宇宙用語辞書システムの開発について：第４８

回 宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

吉光徹雄，渡辺 伸，高橋忠幸，中澤知洋，戸田知朗，曽根理嗣，高島 健，斎藤芳隆，野田篤司，安東正樹，三

代木伸二，林 友直：高々度気球を利用した長時間微小重力環境の実現：大気球シンポジウム：宇宙研：

(２００４)

吉光徹雄，久保田孝，小惑星探査WG：小型ローバによる小天体表面探査：第２６回太陽系科学シンポジウムプログ

ラム：宇宙研：(２００４)

吉光徹雄，渡辺 伸，高橋忠幸，中澤知洋，戸田知朗，曽根理嗣，高島 健，斎藤芳隆，能町正治，野田篤司，林

友直：Space Cubeを用いた超小型衛星キットの開発とその実証計画：第５回宇宙科学シンポジウム：宇宙

研：(２００５)

吉光徹雄，佐々木晶，柳澤正久：はやぶさ搭載小惑星探査ローバMINERVAのクルーズ中の運用と，小惑星表面

探査に向けての準備：第５回宇宙科学シンポジウム：宇宙研：(２００５)

藤原 顯，安部正真，川勝康弘，森 治，矢野 創，吉光徹雄，野口高明，高木靖彦，出村裕英，小天体探査WG：

次期小惑星探査計画：第５回宇宙科学シンポジウム：宇宙研：(２００５)

吉光徹雄，森 治，小天体探査WG航法誘導制御サブグループ：次期小天体探査計画における航法誘導制御の課

題および検討状況：第５回宇宙科学シンポジウム：宇宙研：(２００５)
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出村裕英，矢野 創，吉光徹雄，小天体探査WG−SSPサブグループ：SSP（Surface Science Package）の開発検討：

第５回 宇宙科学シンポジウム：宇宙研：(２００５)

佐藤孝洋，江尻理帆，久保田孝，中谷一郎：探査ローバの障害物回避実験による考察：ロボティクス・メカトロニ

クス講演会’２００４講演論文集：日本機械学会：(２００４)

Serin Lee, Takashi Kubota, Ichiro Nakatani:Proposal of Situated Planner Considering on Common Sense Informatic Situation:

１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA: (２００４)

Yoji Kuroda, Teppei Teshima, Yoshinori Sato, Takashi Kubota: Mobility Performance Evaluation of Planetary Rover with

Similarity Model Experiment:１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA: (２００４)

佐藤孝洋，久保田孝，中谷一郎：月・惑星探査における山頂を用いた自己位置同定：第２２回日本ロボット学会学術

講演会予稿集：日本ロボット学会：(２００４)

松尾和芳，久保田孝，中谷一郎：未知環境での複数ロボットによる協調搬送：第２２回日本ロボット学会学術講演会

予稿集：日本ロボット学会：(２００４)

豊川貴章，飯塚浩二郎，久保田孝，中谷一郎：脚配置を考慮した不整地歩行ロボットの一考察：第２２回日本ロボッ

ト学会学術講演会予稿集：日本ロボット学会：(２００４)

久保田孝，渡邊恵佑，下田真吾，中谷一郎：地中推進ロボットの実験的検討：第２２回日本ロボット学会学術講演会

予稿集：日本ロボット学会：(２００４)

久保田孝，國井康晴，黒田洋司，吉光徹雄：月惑星表面探査ローバの検討：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本

航空宇宙学会：(２００４)

久保田孝，渡邊恵佑，下田真吾，中谷一郎：惑星内部探査用ロボットの検討：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日

本航空宇宙学会：(２００４)

澤井秀次郎，橋本樹明，水野貴秀，福田盛介，久保田孝：小規模月探査ミッション可能性検討：第２６回太陽系科学

シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

久保田孝，國井康晴，吉光徹雄：ロボティクス技術により拓く月惑星表面探査：第２６回太陽系科学シンポジウム：

ISAS/JAXA：(２００４)

加藤 學，岡田達明，久保田孝，國井康晴，佐々木晶，吉光徹雄，長谷部信行：次期月探査計画検討WG−２００４年

度活動報告：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

澤井秀次郎，水野貴秀，橋本樹明，久保田孝，STEPS WG：小型探査機を用いた月惑星着陸技術の実証：第５回宇

宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

久保田孝，國井康晴，吉光徹雄，黒田洋司，STEPS WG：月惑星探査ローバの検討：第５回宇宙科学シンポジウム：

ISAS/JAXA：(２００５)

國井康晴，多田興平，久保田孝，STEPS WG：月惑星探査用科学支援システム：第５回宇宙科学シンポジウム：

ISAS/JAXA：(２００５)

加藤 學，岡田達明，久保田孝，國井康晴，佐々木晶，吉光徹雄，長谷部信行：次期月探査計画検討WG−２００４年

度活動報告：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

イセリン，久保田孝，中谷一郎：Situated Actionによる実環境作業計画手法：第１０回ロボティクス・シンポジア：

日本ロボット学会：(２００５)

飯塚浩二郎，金森洋史，下田真吾，久保田孝：月面模擬地形を用いた探査ロボットの車輪走行実験：第１０回ロボ

ティクス・シンポジア：日本ロボット学会：(２００５)

佐藤孝洋，久保田孝，中谷一郎：月・惑星探査における山頂を用いた自己位置同定：第１０回ロボティクス・シンポ

ジア：日本ロボット学会：(２００５)

多田興平，國井康晴，久保田孝：個別要素法を利用した超音波ドリルによる岩石掘削過程の解析：第１０回ロボティ

クス・シンポジア：日本ロボット学会：(２００５)
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宇宙情報・エネルギー工学研究系

齋藤宏文：小型衛星「INDEX」の開発と今後の動向：地球惑星科学関連学会合同大会：地球惑星科学関連学会：

(２００４)

柳川善光，高原卓也，水野貴秀，齋藤宏文：高速シリアルバス型計算機の光三重多数決を用いた高信頼化に関する

研究：第４８回宇宙科学技術連合講演会：宇宙科学技術連合：(２００４)

齋藤宏文，浜田裕介，池永敏憲：車載用 GPS受信機を利用した衛星及びロケット搭載用超小型 GPS受信機の開

発：電子情報通信学会技術研究報告 SANE２００４−５７：電子情報通信学会：(２００４)

柳川善光，高原卓也，水野貴秀，齋藤宏文：高速シリアルバス型計算機の光三重多数決を用いた高信頼化に関する

研究：第５回宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：(２００５)

新開研児，戸田知朗，齋藤宏文，富田秀穂，石丸 元：深宇宙探査のための地上局システム開発：電子情報通信学

会全国大会：電子情報通信学会：(２００５)

金田良介，齋藤宏文，坂井真一郎：超伝導コイルを用いた衛星フォーメーションフライトのための共振電流位相制

御：H１７年度電気学会産業計測制御研究会：電気学会：(２００５)

佐々木進：遠未来技術の事例①－宇宙太陽発電衛星の紹介：慶応MCC，環境塾講座：(２００４)

佐々木進，田中孝治，小川博之，川崎繁男，篠原真毅，岩佐 稔，横森信博，齋藤陽亮：テザー SPS用発送電一

体型モジュールの検討：第７回 SPSシンポジウム：太陽発電衛星研究会：(２００４)

野神誠一郎，森田博和，樋口 健，奥泉信克，田中孝治，佐々木進：形状記憶合金を用いたパネル展開方式の研究：

第７回 SPSシンポジウム：太陽発電衛星研究会：(２００４)

飯田雄介，山田修平，川崎繁男，星野博司，田中孝治，佐々木進：Push−Pull増幅器を用いた小型積層アクティブ

集積アンテナアレーの試作：電子情報通信学会誌：電子情報通信学会：(２００４)

仁木洋平，山田修平，川崎繁男，大山龍一郎，田中孝治，佐々木進，七日市一嘉，篠原真毅，松本 紘：レトロディ

レクティブ機能を備えた平面型アクティブ集積アンテナアレーの検討：電子情報通信学会誌：電子情報通信

学会：(２００４)

森田博和，野神誠一郎，樋口 健，奥泉信克，田中孝治，佐々木進：形状記憶合金アクチュエータを用いた展開型

太陽発電衛星パネルの展開実験：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

佐々木進：宇宙太陽発電の研究開発と今後の展望：持続的生存圏創成のためのエネルギー循環シンポジウム：京都

大学：(２００５)

A. Thumvichit, T. Takano and Y. Kamata: Impedance matching of a half−wavelength dipole in proximity to a PEC plane,２００４

年電子情報通信学会総合大会，B−１−１２９：(２００４)

A. Thunvichit and T. Takano: An Ultra Low Profile Dipole Antenna with a Simplified Feeding Structure and a Parasitic Ele-

ment, Institute of Electronics: Information and Communication Engineers, Technical report of IEICE., A・P２００４−８３，

OPE２００４−７３, pp.９９−１０２：(２００４)

牧謙一郎，高野 忠：衝突破壊に伴う放電によるマイクロ波放射解析：電気学会全国大会，１−０８１，p．８７：(２００４)

高野 忠：小惑星探査機用通信システム：次期小天体探査WG準備会議，２００４年１月２９日：(２００４)

高野 忠，吉川 真，矢野 創：人工衛星による流星・彗星の観測：始原天体小研究委員会，２００４年１月：(２００４)

相馬央令子，石井健太郎，牧謙一郎，高野 忠，矢守 章：マイクロ波によるデブリ衝突検出系の提案：宇宙利用

シンポジウム，pp.３２３−３２６，２００４年１月：(２００４)

矢島辰朗，高野忠，着陸機の傾き，距離の同時推定法の提案，宇宙科学シンポジウム，２００４年１月８－９日：(２００４)

高野 忠，菅原 章，加茂紀征：SPS用大型アンテナの構成の簡略化技術：信学技報，pp.５１−５８，SPS２００３−０９（２００４

－０２）：(２００４)

高野 忠：宇宙活動・ビジネスと技術開発：東大阪宇宙関連開発研究会，２００４年２月２日：(２００４)

相馬央令子，石井健太郎，牧謙一郎，高野 忠，矢守 章：マイクロ波によるデブリ衝突検出系の検討：スペース・

プラズマ研究会，pp.８８−９１，２００４年３月：(２００４)
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石井健太郎，牧謙一郎，相馬央令子，高野 忠，吉田真吾：岩石破壊における発生エネルギーの推定と宇宙からの

観測可能性：RISE研究会，２００４年３月１２日：(２００４)

高野 忠，水谷 仁，佐々木進，西尾文彦，河野宜文，立居場光生，松岡剛士，岩田隆浩，若林裕之，浦塚清峰，

松岡建志：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：RISE研究会，２００４年３月１２

日：(２００４)

牧謙一郎，高野 忠：物質破壊に伴うマイクロ波放射現象のモデル化と解析：第１１回地震電磁気セミナー，２００４年

５月：(２００４)

高野 忠，松本充司：光ワイヤレス通信技術－光ワイヤレス通信と地上・宇宙の通信網：光協会マンスリーセミ

ナー，２００４年６月：(２００４)

豊島良彦，稲葉 崇，高野 忠：遠距離におけるスペックルパターン及びその散乱物体依存性：２００４年電子情報通

信学会，信学技報，A・P２００４−９９, SAT２００４−９７, MW２００４−９９, OPE２００４−８９, pp.１７−２１，２００４−０７：(２００４)

高野 忠：宇宙に関わり思うこと－衛星利用と研究開発－：衛星利用検討分科会，２００４年７月：(２００４)

A. Thumvichit, T. Takano: An Ultra Low profile Dipole Antenna with a Simplified Feeding Structure and a parasitic Ele-

ment：２００４年電子情報通信学会，信学技報，A・P２００４−８３, SAT２００４−８１, MW２００４−８３, OPE２００４−７３, pp.９９−

１０２,２００４−０７：(２００４)

宗正 康，三田 信，高野 忠：超小型光アンテナの検討と試作：電子情報通信学会ソサイエティ大会，B−１−４７，

p４７，９月：(２００４)

大西裕子，牧謙一郎，高野 忠，藤原 顯：衝突破壊に伴うマイクロ波放射のメカニズムの検討：電子情報通信学

会ソサイエティ大会，C−２−１１３，９月：(２００４)

石井健太郎，相馬央令子，牧謙一郎，高野 忠：マイクロ波によるデブリ衝突検出系の S／N検討：電子情報通信

学会ソサイエティ大会，B−２−５，９月：(２００４)

相馬央令子，石井健太郎，高野 忠，矢守 章：マイクロ波によるデブリ衝突位置検出法の検討：第４８回宇宙科学

技術連合講演会，３F０６，１１月：(２００４)

高野 忠：開口面アレーアンテナの検討状況：SSPS−WG４，２００４年１２月：(２００４)

福田盛介：航空機搭載ポーラリメトリック SAR画像におけるテクスチャと偏波の関係：宇宙・航行エレクトロニ

クス研究会：電子情報通信学会：(２００３)

中村聖平，福田盛介：スペックルの存在する多周波／多偏波 SAR画像の分類への AdaBoostの適用：宇宙・航行エ

レクトロニクス研究会：電子情報通信学会：(２００３)

S. Fukuda: Polarimetric Dependency of Texture in High Resolution SAR Imagery: The２６th Symposium on Remote Sensing

for Environmental Science (RESES): (２００３)

福田盛介，水野貴秀，坂井智彦，富田秀穂，石丸 元：月惑星着陸誘導に用いる Cバンドパルスレーダの開発：

宇宙・航行エレクトロニクス研究会：電子情報通信学会：(２００３)

福田盛介，齋藤宏文，水野貴秀，山川 宏：小型衛星による月周回衛星の検討：第２６回太陽系科学シンポジウム：

(２００３)

福田盛介，齋藤宏文，三田 信，坂井智彦：小型ハードディスクの衛星搭載化に関する検討：第４回宇宙科学シン

ポジウム：(２００４)

福田盛介：高分解能 SARで分布ターゲットを撮した場合の偏波とテクスチャの関係の解析研究：第２回 Pi−SAR

PI会議：(２００４)

中村聖平，荒川隆浩，福田盛介：高分解能な SAR画像における点目標を保存するスペックル低減：総合大会：電

子情報通信学会：(２００４)

戸田知朗：ミリ波変調光生成のための逆バイアス印加条件での電流注入半導体レーザ：第６５回秋季応用物理学会学

術講演会：応用物理学会：(２００４)

巳谷真司，鈴木秀人，橋本樹明，戸田知朗，児子健一郎，川井洋志，大野有孝：高精度 FOG−IRUの研究：第４８回

宇宙科学技術連合講演会：(２００４)
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新開研児，戸田知朗，齋藤宏文，冨田秀穂：深宇宙探査のための地上局システム開発：２００５年電子情報通信学会総

合大会：電子情報通信学会：(２００４)

戸田知朗，鎌田幸男，川原康介，齋藤宏文，山本善一，水野貴秀，高田 昇，白倉正志，谷島正信：JAXAにおけ

る通信技術開発の現状と宇宙科学での展望：第５回宇宙科学シンポジウム：(２００５)

戸田知朗，齋藤宏文，山本善一，鎌田幸男，新開研児：深宇宙探査に向けた搭載／地上系通信技術：第５回宇宙科

学シンポジウム：(２００５)

朝木義晴：VLBI位相補償：サブミリ波 VLBI梁山泊２：国立天文台：(２００４)

朝木義晴：VERA試験的共同利用成果発表（埋もれた AGN微弱連続波源の探査観測）：第２回 VERAユーザーズ

ミーティング：国立天文台：(２００４)

朝木義晴：相対 VLBI観測シミュレータの開発：VLBI技術による宇宙研究シンポジウム：宇宙航空研究開発機

構：(２００４)

朝木義晴：VSOP−２位相補償観測モード：VSOP−２サイエンスワークショップ：国立天文台：(２００４)

朝木義晴：VSOP−２での位相補償：２００４年度 VLBIシンポジウム：VLBI懇談会：(２００４)

朝木義晴，VSOP−２位相補償サブWG：VSOP−２位相補償について：第５回宇宙科学シンポジウム：宇宙航空研究

開発機構：(２００５)

朝木義晴，河野裕介，須藤広志，土居明広，村田泰宏，望月奈々子：VSOP−２位相補償によるイメージング性能

向上の検討：日本天文学会２００４年秋季年会：日本天文学会：(２００４)

平林 久，村田泰宏，Philip Edwards，朝木義晴，望月奈々子，R. Dodson，K. Wiik，井上 允，梅本智文，亀野誠

二，河野裕介，坪井昌人，小林秀行，春日 隆，藤沢健太，他次期スペース VLBIワーキンググループ：VSOP

−２計画の提案について：日本天文学会２００４年秋季年会：日本天文学会：(２００４)

村田泰宏，平林 久，Philip G. Edwards，朝木義晴，望月奈々子，井上 允，坪井昌人，梅本智文，亀野誠二，河

野裕介，輪島清昭，春日 隆，藤沢健太，他次期スペース VLBIワーキンググループ：VSOP−２計画用の衛

星システム Ⅲ：日本天文学会２００４年秋季年会：日本天文学会：(２００４)

平林 久，村田泰宏，Philip Edwards，朝木義晴，望月奈々子，井上 允，梅本智文，亀野誠二，河野裕介，浅田

圭一，坪井昌人，小林秀行，春日 隆，藤沢健太，他次期スペース VLBIワーキンググループ：VSOP−２計

画の状況について：日本天文学会２００５年春季年会：日本天文学会：(２００５)

村田泰宏，平林 久，Philip G. Edwards，朝木義晴，望月奈々子，名取通弘，橋本樹明，井上 允，坪井昌人，梅

本智文，亀野誠二，河野裕介，浅田圭一，永井 洋，春日 隆，藤沢健太，他次期スペース VLBIワーキン

ググループ：VSOP−２計画の衛星開発の現状：日本天文学会２００５年春季年会：日本天文学会：(２００５)

朝木義晴，Philip G. Edwards，片岡 淳，David W. Murphy：多周波 VLBI位相補償観測による３C１５の電波コアの検

出：日本天文学会２００５年春季年会：日本天文学会：(２００５)

朝木義晴，野口克行，河野祐介，齋藤昭則，大塚雄一：GEONET TECデータを用いた電離層 TEC短時間スケール

変動成分の研究：第１９回大気圏シンポジウム：宇宙航空研究開発機構：(２００５)

市川隆一，関戸 衛，大崎裕生，小山泰弘，近藤哲朗，吉川 真：VLBI観測による宇宙飛翔体軌道決定手法の開

発を目的とする「はやぶさ」観測：地球惑星科学関連学会合同大会：(２００４)

Makoto Yoshikawa, Takaji Kato, Tsutomu Ichikawa, Hiroshi Yamakawa, Takafumi Ohnishi, Shiro Ishibashi: Orbit Determina-

tion of Mars Explorer NOZOMI for All the Mission Period: The１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechan-

ics: (２００４)

Takafumi Ohnishi, Shiro Ishibashi, Makoto Yoshikawa, Takaji Kato, Tsutomu Ichikawa, Hiroshi Yamakawa, Jun’ichiro

Kawaguchi: HAYABUSA Orbit Determination under Low Thrust − Part Ⅱ： The１４th Workshop on Astrodynamics

and Flight Mechanics: (２００４)

Takaji Kato, Makoto Yoshikawa, Nanako Mochizuki, Yasuhiro Murata, Tsutomu Ichikawa, Hiroshi Yamakawa, Takafumi Oh-

nishi, Shiro Ishibashi, Mamoru Sekido, Ryuichi Ichikawa, Tetsuro Kondo: The Current Status and the Future Plan of

the Orbit Determination by Delta−VLBI Technology: The１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics:
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(２００４)

D. Kuroda, M. Yoshikawa, K. Yanagisawa, Y. Shimizu, S. Nagayama, M. Inata, S. Hattori, K. Okita, H. Koyano, H. Izumiura,

T. Okada, E. Watanabe, M. Yoshida, S. Hasegawa, M. Abe, H. Toda, T. Kotani, J. Kataoka, R. Sato, M. Suzuki, Y.

Yatsu, K. Ota, J. Watanabe, A. Yoshida, N. Kawai: Lightcurve of Asteroid (８９３) Leopoldina: Proceedings of the３７th

ISAS Lunar and Planetary Symposium: (２００４)

吉川 真，西山広太：小惑星探査機「はやぶさ」の軌道運動の可視化：日本天文学会秋季年会：日本天文学会：

(２００４)

関戸 衛，市川隆一，大崎裕生，近藤哲朗，小山泰弘，吉川 真，大西隆史，「NOZOMI］相対 VLBI研究グルー

プ：位相遅延量を使った飛翔体の VLBI位置計測：日本測地学会第１０２回講演会：日本測地学会：(２００４)

市川隆一，関戸 衛，近藤哲朗，望月奈々子，村田泰宏，吉川 真，加藤隆二，市川 勉，大西隆史：ISAS/JAXA

内之浦３４mアンテナ局における初 VLBI観測：日本測地学会第１０２回講演会：日本測地学会：(２００４)

大西隆史，石橋史朗，加藤隆二，吉川 真，市川 勉，山川 宏，川口淳一郎：電気推進を用いた「はやぶさ」の

追跡航法：第２１回誘導制御シンポジウム：誘導制御学会：(２００４)

吉川 真：日本天文学会におけるジュニアセッションの試み：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学

会：(２００４)

西山広太，高橋典嗣，吉川 真：３Dアニメーションの宇宙教育への活用：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本

航空宇宙学会：(２００４)

加藤隆二，望月奈々子，村田泰宏，吉川 真，市川 勉，大西隆史，関戸 衛，市川隆一，近藤哲朗：内之浦局の

相対 VLBI試験観測：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

大西隆史，石橋史朗，吉川 真，加藤隆二，市川 勉，山川 宏，川口淳一郎：地球スイングバイまでの「はやぶ

さ」軌道決定：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

関戸 衛，市川隆一，大崎裕生，近藤哲朗，小山泰弘，吉川 真，大西隆史，W. Cannon，A. Novikov，M. Berube，

「NOZOMI］相対 VLBI研究グループ：VLBIを使った飛翔体位置計測観測 ―火星探査機 NOZOMIの

VLBI観測データ解析―：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

大西隆史，吉川 真，加藤隆二，市川 勉：軌道決定ソフトウエア ISSOPによる探査機 VLBIデータ評価：VLBI

技術による宇宙研究：(２００４)

関戸 衛，市川隆一，大崎裕生，近藤哲朗，吉川 真，大西隆史，「NOZOMI］相対 VLBI研究グループ：VLBI位

相遅延を使った飛翔体の位置計測観測：VLBI技術による宇宙研究：(２００４)

関戸 衛，市川隆一，近藤哲朗，吉川 真，加藤隆二，望月奈々子，大西隆史：位相遅延量を使った飛翔体の相対

VLBI観測 ―位相接続についての検討―：VLBI懇談会シンポジウム：(２００４)

大西隆史，石橋史朗，吉川 真，加藤隆二，市川 勉，山川 宏，川口淳一郎：深宇宙探査機の軌道決定：電子情

報通信学会：(２００５)

吉川 真，大塚勝仁：小惑星イトカワに関連した流星について：第２回始原天体研究会：(２００５)

黒田大介，長谷川直，安部正真，吉川 真，柳澤顕史，長山省吾，清水康広，吉田道利，河合誠之：岡山三ツ目望

遠鏡による小惑星 Kleopatraの微小なカラー変化の検出：日本天文学会春季年会：日本天文学会：(２００５)

吉川 真，Patrick Michel：小惑星（２５１４３）の軌道進化（Ⅲ）：日本天文学会春季年会：日本天文学会：(２００５)

今泉 充，田中孝治，川北史朗，住田泰史，内藤 均，桑島三郎：太陽光発電衛星に向けた発電部の検討：第４８回

宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

斎藤陽亮（理科大），田中孝治，矢守 章，佐々木進，川端 潔（理科大）：超高速衝突による薄膜破壊時のプラ

ズマ計測の基礎実験：平成１６年度スペース・プラズマ研究会：(２００５)

石井嵩人（理科大），金子 敬（理科大），田中孝治，佐々木進，金子 聴：R−SIMSによる月面氷探査のための基

礎実験：平成１６年度スペース・プラズマ研究会：(２００５)

横田俊昭，安藤あゆみ，田中孝治，矢守 章，佐々木進：レールガンによる弾丸と薄膜の相互作用に伴う発光現象

の分光研究：平成１６年度スペース・プラズマ研究会：(２００５)
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岩佐 稔，田中孝治，佐々木進，小田原修：高電圧太陽電池パネルとプラズマの干渉に関する研究２：平成１６年度

スペース・プラズマ研究会：(２００５)

橋本保成，田中孝治，都木恭一郎，石井忠司，藤田 孝：水サイクル宇宙推進システムの研究（２：第２４宙エネル

ギーシンポジウムプログラム：(２００５)

Takaji Kato, Makoto Yoshikawa, Nanako Mochizuki, Yasuhiro Murata, Tsutomu Ichikawa, Hiroshi Yamakawa, Takafumi Oh-

nishi, Shiro Ishibashi, Mamoru Sekido, Ryuuichi Ichikawa, Tetsuro Kondo: The Current Status and the Future Plan of

the Orbit Determination by Delta−VLBI Technology:１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS:

(２００４)

加藤隆二，望月奈々子，村田泰宏，吉川 真，市川 勉，大西隆史，関戸 衛，市川隆一，近藤哲朗：内之浦局の

相対 VLBI試験観測：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

Takaji Kato, Makoto Yoshikawa, Takafumi Ohnishi: Accuracy Improvement of Japanese Deep Space Orbit Determination by

VLBI Techinique and Overseas Tracking Station: ISTS２００４: (２００４)

加藤隆二，堀井道明：科学衛星の軌道決定について：第５回宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

宇宙科学情報解析センター

長瀬文昭：X線連星 Vela X−１の X線分光観測と天体モンテカルロシュミレータ：日本天文学会２００４年秋季年会：

日本天文学会：(２００４)

星野真弘：プラズマ中での高エネルギー粒子加速：プラズマ科学シンポジュウム／第２２回プラズマプロセシング研

究会：(２００５)

星野真弘：Inner Heliosphereのサイエンス：宇宙プラズマ座談会「水星の物理を探る」：名古屋大学地球環境研究

所：(２００５)

星野真弘：プラズマ天体物理学の展望：ISAS磁気圏・電離圏シンポジュウム：ISAS/JAXA：(２００４)

星野真弘：宇宙での粒子加速：高エネルギー天体物理学の新展開，高エネルギー宇宙物理連絡会第５回研究会：

(２００４)

星野真弘：シンクロトロン星雲での磁場散逸と粒子加速：太陽圏シンポジュウム：STE研：(２００５)

星野真弘：乱流場中でのサーフィン加速と衝撃波への応用：第１１６回地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・

地球惑星圏学会：(２００４)

西野真木，寺澤敏夫，星野真弘，藤本正樹，向井利典，齋藤義文：北向き惑星間空間磁場に対する近尾部プラズマ

シートの応答：第１１６回地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

松本洋介，星野真弘：ケルビン・ヘルムホルツ不安定によるプラズマ輸送課程：Ωpe／Ωceパラメターの依存性に

ついて：第１１６回地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

天野孝信，星野真弘：１．５次元電磁 Vlasov codeを用いた垂直衝撃波における電子ダイナミックス：第１１６回地球電

磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

今田晋介，星野真弘，向井利典：磁気リコネクションおよびプラズモイド中での高エネルギー電子加速：第１１６回

地球電磁気・地球惑星圏学会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

星野真弘，米良恵介：斜め衝撃波における電子サーフィン加速と上流への電子流出：地球惑星科学関連学会：地球

惑星科学関連学会：(２００４)

天野孝信，星野真弘：電磁 Vlasov codeの開発と垂直衝撃波への応用：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連

学会：(２００４)

松岡彩子，星野真弘，早川 基：Geotail衛星によって磁気圏尾部で観測された大振幅 Alfven waveの統計解析：地

球惑星科学関連学会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

今田晋介，星野真弘，向井利典：磁気拡散領域近傍の高エネルギー電子加速と電子加熱：地球惑星科学関連学会：

地球惑星科学関連学会：(２００４)
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島田延枝，星野真弘：強い垂直衝撃波に見られる shock reformationの抑制：地球惑星科学関連学会：地球惑星科学

関連学会：(２００４)

高木亮治，山本一臣，山根 敬：CFD検証データベースの開発：航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウ

ム２００４：JAXA/ISTA：(２００４)

高木亮治，山本一臣，村山光宏，Paulus R. Lahur，増田 宏，松村洋祐，東田明宏，村上弘幸：格子生成のための

形状データライブラリの開発：日本流体力学会年会２００４：日本流体力学会：(２００４)

高木亮治，山本一臣，吉田憲司，相曽秀昭：JAXAにおける計算流体力学の信頼性向上に向けた取り組み ――EFD

/CFD相互検証に向けて――：日本応用数理学会年会：日本応用数理学会：(２００４)

高木亮治，本田秀之，橋本正之，野村和哉，小坂隆征：宇宙機自動診断システム ISACS−DOCについて：第４８回宇

宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

高木亮治，橋本正之，本田秀之，長木明成，野村和哉，水谷光恵：衛星異常監視・診断システム ISACS−DOCにつ

いて：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

本田秀之，高木亮治，長木明成，橋本正之，野村和哉，小坂隆征：衛星運用工学データベース（EDISON）の現状

と今後：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

松方 純：高速ネットワーク利用の課題：PLAINセンターシンポジウム：(２００５)

篠原 育，田中健太郎，藤本正樹：磁気リコネクションの高速トリガー：物理学会：物理学会：(２００５)

篠原 育，藤本正樹：低域混成ドリフト不安定を通したイオンスケールの電流層中における急速な磁気リコネク

ションのトリガー：プラズマ科学シンポジウム：核融合学会：(２００５)

齋藤義文，藤本正樹，篠原 育，小嶋浩嗣：磁気圏プラズマにおけるスケール間物理：プラズマ科学シンポジウ

ム：核融合学会：(２００５)

齋藤義文，前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗：SCOPE衛星計画の科学

的意義と概要：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

津田雄一，前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：SCOPE衛星システム検

討：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：SCOPE衛星システム検

討－通信系－：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

前澤 洌，小嶋浩嗣，藤本正樹，篠原 育，津田雄一，樋口 健，戸田知朗，齋藤義文：SCOPE衛星システム検

討－構造系－：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００５)

篠原 育，藤本正樹：Quick reconnection triggering in a non−Harris type current sheet：地球電磁気・地球惑星圏学会：

SGEPSS：(２００４)

田中健太郎，篠原 育，藤本正樹：Three−dimensional quick magnetic reconnection triggering under strong guide field

situation：地球電磁気・地球惑星圏学会：SGEPSS：(２００４)

塩川和夫，宮下幸長，篠原 育，松岡彩子：Signature of tail current disruption in Earth plasma sheet：地球電磁気・地

球惑星圏学会：SGEPSS：(２００４)

関 克隆，篠原 育：垂直衝撃波における非熱的電子の太陽風パラメータ依存性：地球電磁気・地球惑星圏学会：

SGEPSS：(２００４)

町田 忍，永田大祐，長井嗣信，藤本正樹，篠原 育，齋藤義文，向井利典：磁気圏尾部・磁気中性線近傍でみら

れる大振幅電磁流体波動：地球電磁気・地球惑星圏学会：SGEPSS：(２００４)

松岡大祐，村田健史，臼井英之，大村善治，松本 紘，岡田雅樹，上田裕子，藤田 茂，田中高史，篠原 育，杉

山 徹：３次元可視化とバーチャルリアリティによるプラズマ計算機シミュレーションの新しい解析手法：

地球電磁気・地球惑星圏学会：SGEPSS：(２００４)

篠原 育，藤本正樹：A test for quick triggering of magnetic reconnection via lower hybrid drift instability with realistic pa-

rameters：地球惑星科学関連学会合同大会：SGEPSS：(２００４)

大島崇史，中村琢磨，藤本正樹，篠原 育：Reconnection triggering in a thick current sheet with an embedded current

５１８ Ⅳ．研究成果の発表状況



layer：地球惑星科学関連学会合同大会：SGEPSS：(２００４)

関 克隆，篠原 育：衝撃波構造の太陽風パラメータ依存性：地球惑星科学関連学会合同大会：SGEPSS：(２００４)

三浦 昭，田村隆幸，馬場 肇，他：複数拠点を結合する統合的天文データサービスについて：第二回ワーク

ショップ「Big Science & High Performance Network」：ワークショップ「Big Science & High Performance Net-

work」実行委員会 アジア太平洋高度ネットワーク日本協議会/APAN−JP 学術情報ネットワーク/SINET

研究開発用オープンテストベッド・ネットワーク/JGN２ つくばWAN研究交流委員会/Tsukuba−WAN 日

本学術振興会産学協力研究委員会インターネット技術第１６３委員会：(２００４)

三浦 昭，馬場 肇，笠羽康正，篠原 育，松崎恵一，田村隆幸，長瀬文昭：宇宙・天文データの統合サービス環

境構築：平成１６年度宇宙科学情報解析センターシンポジウム：(２００５)

松崎恵一，坂尾太郎，小杉健郎，鹿野良平，下条圭美，田村友範，熊谷收可，原 弘久，清水敏文，常田佐久（国

立天文台），他 Solar−Bチーム：Solar−B衛星 X線望遠鏡の開発（熱試験，ソフトウエア最終試験）：日本

天文学会秋季年会：日本天文学会：(２００４)

田村隆幸：XMM−Newtonによる銀河団中心部の観測：日本天文学会年会：日本天文学会：(２００４)

田村隆幸，馬場 肇，松崎恵一，三浦 昭，篠原 育，長瀬文昭：DARTS (Data ARchive and Transfer System) in JAXA

/ISAS：日本天文学会年会：日本天文学会：(２００４)

田村隆幸：XMM−Newton observations of the central regions of galaxy clusters：COSMOLOGY WITH SZ AND X−RAY

OBSERVATORIES：上智大学：(２００４)

大気球観測センター

有本 誠，河合誠之，片岡 淳，釜江常好，水野恒史，群司修一，山下祐一郎，斎藤芳隆，高橋忠幸，深沢泰司，

John W. Mitchell，Robert Streitmatter，Daniel Marlow：天体硬 X線偏光検出器 PoGOの開発試験（Ⅰ）：日本天

文学会２００４年秋季年会：日本天文学会：(２００４)

水野恒史，釜江常好，Johnny Ng，Viktor Andersson，片岡 淳，河合誠之，有元 誠，郡司修一，山下祐一郎，斎

藤芳隆，高橋忠幸，深沢泰司，John W. Mitchell，Robert Streitmatter，Richard C. Fernholz，Edward Groth：天

体硬 X線偏光検出器 PoGOの開発試験（Ⅱ）：日本天文学会２００４年秋季年会：日本天文学会：(２００４)

吉田健二，鳥居祥二，槙野文命，田村忠久，立山暢人，柏木利介，日比野欣也，西村 純，山上隆正，斉藤芳隆，

高柳昌宏，笠原克昌，柴田槙雄，片寄祐作，井上 武，内堀幸夫，北村 尚，倉又秀一，市村雅一，村上浩

之，小林 正，古森良志子，水谷興平，湯田利典，寺澤敏夫，常 進：CALETによる高エネルギー宇宙線

電子，ガンマ線観測計画：日本天文学会２００５年春季年会：日本天文学会：(２００５)

金井義和，片岡 淳，有元 誠，五十川知子，斉藤孝男，河合誠之，水野恒史，釜江常好，山下祐一郎，郡司修一

（山形大），深沢泰司，斎藤芳隆，高橋忠幸，John W. Mitchell，Robert Streitmatter，Daniel Marlow，ほか PoGO

チーム：PoGOプロトタイプ検出器の低エネルギー領域に対する試験：日本天文学会２００５年春季年会：日本

天文学会：(２００５)

斎籐芳隆，山上隆正，郡司修一：大気散乱を用いたガンマ線バーストの偏光測定の可能性の評価：日本天文学会

２００５年春季年会：日本天文学会：(２００５)

澤井秀次郎，橋本樹明，齋藤芳隆，坂井真一郎，小林弘明，山川 宏：気球を利用したスペースプレーン用空気吸

い込みエンジン研究の可能性について：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

高橋 渉，内田正美，江尻全機，海老原祐輔，門倉 昭 斎藤芳隆，佐藤夏雄，鈴木裕武，関 郁子，中川道夫，

中村智一，並木道義，松坂幸彦，松本直記，向井謙治，村上浩之，山内 誠，山上隆正，山岸久雄，山本幹

生 その他 X線W. G.：PPB８，１０号機によるオーロラ X線イメージ観測Ⅱ：大気球シンポジウム：ISAS/

JAXA：(２００４)

飯嶋一征，井筒直樹，斎藤芳隆，並木道義，瀬尾基治，山上隆正，川崎朋実，松坂幸彦，福家英之，鳥海道彦，山

岸明彦，板橋志保，横堀伸一，西井 肇：気球搭載用微生物採集装置の開発：大気球シンポジウム：ISAS/
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JAXA：(２００４)

槙田康博，鈴木純一，田中賢一，灰野禎一，山本 明，吉田哲也，吉村浩司，熊澤輝之，松本賢治，西村 純，坂

井賢一，松田晋弥，松本 浩，安部 航，及川麻衣子，緒方明子，竹内一真，志風義明，野崎光昭，福家英

之，山上隆正，T. Hams，J. W. Mitchell，A. A. Moiseev，J. F. Ormes M. Sasaki，F. San Sebastian，R. E. Streitmat-

ter，K. C. Kim，M. H. Lee Z. D. Myers，E. S. Seo：BESS−Polar実験－南極周回気球観測に向けて－：大気球

シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

山岸明彦，板橋志保，横堀伸一，飯嶋一征，井筒直樹 斎藤芳隆，山上隆正：大気球を用いた成層圏での微生物採

集：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

入交芳久，真鍋武嗣，落合 啓，山上隆正，斉藤芳隆，川崎朋実，井筒直樹，並木道義，佐藤 薫，村田 功：

BSMILESによる中層大気観測２：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

鳥海道彦，松坂幸彦，並木道義，飯嶋一征，川崎朋実，瀬尾基治，井筒直樹，福家英之，斎藤芳隆，山上隆正，小

川恭平，田子可雄，小野一彦：超小型ラジオブイの開発：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

片寄祐作，柴田槇雄，井上 武，鳥居祥二，田村忠久，吉田賢二，奥野祥二，日比野欣也，北村 尚，村上浩之，

笠原克昌，山上隆正：結晶シンチレータによる気球観測用全吸収カロリメータの開発：大気球シンポジウ

ム：ISAS/JAXA：(２００４)

井筒直樹，福家英之，飯嶋一征，川崎朋実，松坂幸彦，並木道義，斎藤芳隆，瀬尾基治，鳥海道彦，山上隆正，松

嶋清穂，中田 孝：多層のフィルムを用いた大重量観測器用気球の設計と検証：大気球シンポジウム：ISAS

/JAXA：(２００４)

長岡和則，平出 功，山上隆正，斎藤芳隆，井筒直樹，飯嶋一征，藪谷孝志，中村尚司：気球を用いた高空での中

性子測定：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

菅原 敏，橋田 元，石戸谷重之，並木道義，飯嶋一征 森本真司，青木周司，本田秀之，井筒直樹，中澤高清，

山内 恭，クライオサンプラー気球実験グループ：第４５次南極地域観測隊行動におけるクライオジェニック

サンプラー回収気球実験：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

石戸谷重之，橋田 元，菅原 敏，森本真司，青木周司，本田秀之，町田敏暢，豊田 栄，中澤高清，弦間康二，

並木道義，飯嶋一征，井筒直樹，山内 恭：クライオジェニックサンプラーを用いて観測された南極上空成

層圏における大気微量成分の変動：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

瀬尾基治，福家英之，飯嶋一征，井筒直樹，川崎朋実，松坂幸彦，並木道義，斎藤芳隆，鳥海道彦，山上隆正，来

間 雄，北川利行：リチウムイオン二次電池の充放電特性：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

榊 直人，柴田 徹，永野元彦，高橋幸弘，戎崎俊一，滝澤慶之，川崎賀也，佐藤光輝：EUSOミッションに向け

た気球実験計画（２）：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

山上隆正：平成１６年度大気球実験概要：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

山田和彦，秋田大輔，佐藤英司，鈴木宏二郎，堤 裕樹，若月一彦，鳴海智博，桜井 晃，安部隆士，松坂幸彦，

東大MACFTチーム：フレア型柔構造エアロシェルを有するカプセル型飛行体の飛翔性能解析：大気球シン

ポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

秋田大輔，佐藤英司，衣本啓介，山田和彦，鳴海智博，堤 裕樹，若月一彦，鈴木宏二郎，桜井 晃，安部隆士，

松坂幸彦，東大MACFTチーム：大気球を利用した展開型柔構造機体の飛翔性能試験：大気球シンポジウ

ム：ISAS/JAXA：(２００４)

橋本樹明，澤井秀次郎，齋藤芳隆，坂井真一郎，吉光徹雄，稲富裕光，石川毅彦，山川 宏：高々度気球を用いた

長時間微小重力環境の実現：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

児玉康一，野々山芳明，小林 正，佐藤 慶，斎藤芳隆，西村 純，山上隆正，大森理恵，佐藤禎宏，手塚郁夫，

青木茂樹，桐村 仁，原 正年，原 俊雄，有賀昭貴，河田二朗，小池規如，小松雅宏，佐藤 修，高橋

覚，歳藤利行，長縄直崇，中野敏行，中村 琢，中村光廣，夏目光教，成田浩司，丹羽公雄，野中直樹，B.

D. Park，伴 尊行，平松誠之，福田 努，星野 香，宮西基明，宮本成悟，J. S. Song：宇宙線気球実験の

ためのMicro Segment Chamberの開発：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)
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児玉康一，野々山芳明，小林 正，佐藤 慶，斎藤芳隆，西村 純，山上隆正，大森理恵，佐藤禎宏，手塚郁夫，

青木茂樹，桐村仁，原 正年，原 俊雄，野中直樹，有賀昭貴，河田二朗，小池規如，小松雅宏，佐藤 修，

高橋 覚，歳藤利行，長縄直崇，中野敏行，中村 琢，中村光廣，夏目光教，成田浩司，丹羽公雄，B. D. Park

伴尊行，平松誠之，福田 努，星野 香，宮西基明，宮本成悟，J. S. Song：Micro Segment Chamberによる

一次宇宙電子線の観測：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

曽根理嗣，齋藤芳隆，内藤 均：スーパープレッシャー気球搭載を目指した燃料電池開発：大気球シンポジウム：

ISAS/JAXA：(２００４)

小賀坂康志，田村啓輔，柴田 亮，古澤彰浩，山下 広，順田原譲，幅 良統，中村智一，上山洋平，酒井知晶，

坂下希子，高橋里佳，野々山将之，宮澤拓也，大西克彦，下田健太，中山 力，山田伸明，石村仁志，深谷

美博，宮田恵美，常深 博，田和憲明，向井謙治，宮内智文，國枝秀世，斉藤芳隆：気球塔載硬 X線撮像

観測実験 NUSMITの提案：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

並木道義，福家英之，飯嶋一征，井筒直樹，川崎朋実，松坂幸彦，斎藤芳隆，瀬尾基治，鳥海道彦，山上隆正，江

尻全機，佐藤夏雄，山岸久雄，門倉 昭，海老原祐輔：南極気球実験：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：

(２００４)

北村 尚，鳥居祥二，田村忠久，吉田健二，山上隆正，斎藤芳隆，笠原克昌，片寄祐作，常 進，他，PPB−BETS

Collaboration：PPB−BETSによる高エネルギー宇宙線電子観測データの解析：大気球シンポジウム：ISAS/

JAXA：(２００４)

門倉 昭，山岸久雄，山上隆正，並木道義，松坂幸彦，斎藤芳隆，PPB実験グループ：２００３年南極周回気球（PPB）

実験における電場観測：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

佐藤 薫，橋田 元，門倉 昭，並木道義，松坂幸彦，村田 功，堤 雅基，岡野章一，福西 浩，山上隆正，麻

生武彦，山内 恭：第４４次日本南極地域観測隊によるオゾンホール観測：大気球シンポジウム：ISAS/

JAXA：(２００４)

門倉 昭，山岸久雄，大塚雄一，茶珎俊一，山上隆正，並木道義，松坂幸彦，斎藤芳隆，PPB実験グループ：２００３

年南極周回気球（PPB）実験における TEC観測：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

吉光徹雄，渡辺 伸，高橋忠幸，中澤知洋，戸田知朗，曽根理嗣，高島 健，斎藤芳隆，野田篤司，安東正樹，三

代木伸二，林 友直：新しい宇宙物理実験のための超小型衛星キットの気球による実証－気球実験のしきい

を下げるための新しいバス系の実証－：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

斎藤芳隆，福家英之，飯嶋一征，井筒直樹，川崎朋実，松坂幸彦，並木道義，瀬尾基治，鳥海道彦，太田茂雄，山

上隆正，坂本奈津子，倉林秀幸，長尾大輔：デジタル姿勢制御システムの開発：大気球シンポジウム：ISAS

/JAXA：(２００４)

川崎朋実，福家英之，飯嶋一征，井筒直樹，松坂幸彦，並木道義，斎藤芳隆，瀬尾基治，鳥海道彦，山上隆正，内

山貞幸，紺野祐司：気球搭載用 PCMエンコーダの開発：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

田村忠久，鳥居祥二，吉田健二，山上隆正，斎藤芳隆，他 CALETチーム：スーパープレッシャー気球を用いた電

子・ガンマ線の長時間観測計画：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

小林 正，山上隆正，西村 純，他一次電子グループ：ブラジルーオーストラリア気球による高エネルギー宇宙線

電子の長時間観測計画：大気球シンポジウム：ISAS/JAXA：(２００４)

松坂幸彦，福家英之，飯嶋一征，井筒直樹，川崎朋実，並木道義，斎藤芳隆，瀬尾基治，鳥海道彦，山上隆正，西

川洋志，小林 勉，市村晃司，中田 孝，松嶋清穂：薄膜型高高度気球の現状：大気球シンポジウム：ISAS

/JAXA：(２００４)

入交芳久，真鍋武嗣，落合 啓，山上隆正，斎藤芳隆，井筒直樹，川崎朋実，並木道義，村田 功：気球搭載型サ

ブミリ波リムサウンダによる成層圏大気観測：地球惑星科学関連学会２００５年合同学会：地球惑星科学学会：

(２００５)

入交芳久，真鍋武嗣，落合 啓，山上隆正，斎藤芳隆，川崎朋実，井筒直樹，並木道義，佐藤 薫，村田 功：気

球搭載型６２０－６５０GHz帯 SIS受信機システム（BSMILES）開発と成層圏大気観測：ミリ・サブミリ波領域

５２１Ⅳ．研究成果の発表状況



の受信機に関するワークショップ：国立天文台：(２００５)

安部 航，福家英之，山上隆正，他：BESS−Polar測定器の性能評価：日本物理学会（２００４年９月）高知大学：日

本物理学会：(２００４)

山上隆正：日本における科学観測用気球：日本物理学会（２００４年９月）高知大学：日本物理学会：(２００４)

鈴木利治，齋藤芳隆，他：気球搭載用硬 X線偏光度検出器の開発：日本物理学会（２００４年９月）高知大学：日本

物理学会：(２００４)

片岡 淳，齋藤芳隆，他：硬 X線偏光計 PoGOの開発と気球実験への応用（Ⅰ）：日本物理学会（２００４年９月）高

知大学：日本物理学会：(２００４)

山下祐一郎，齋藤芳隆，他：硬 X線偏光計 PoGOの開発と気球実験への応用（Ⅱ）：日本物理学会（２００４年９月）

高知大学：日本物理学会：(２００４)

晴山 慎，太田茂雄，並木道義，山上隆正，他：RUNJOB実験解析結果報告：日本物理学会（２００４年９月）高知

大学：日本物理学会：(２００４)

鳥居祥二，山上隆正，齋藤芳隆，太田茂雄，並木道義，松坂幸彦，飯嶋一征：PPB−BETSによる高エネルギー電

子の観測と解析報告：日本物理学会（２００４年９月）高知大学：日本物理学会：(２００４)

福家英之，山上隆正，他：BESS−Polar２００４フライト報告（１）：日本物理学会（２００５年３月）東京理科大学：日本

物理学会：(２００４)

晴山 慎，太田茂雄，並木道義，山上隆正，他：RUNJOB実験解析結果報告－実験経過および解析方法－：日本

物理学会（２００５年３月）東京理科大学：日本物理学会：(２００４)

晴山 慎，太田茂雄，並木道義，山上隆正，他：RUNJOB実験解析結果報告－化学組成とエネルギースペクトル

－：日本物理学会（２００５年３月）東京理科大学：日本物理学会：(２００４)

北村 尚，山上隆正，他：南極周回気球による一次電子観測の解析報告：日本物理学会（２００５年３月）東京理科大

学：日本物理学会：(２００４)

齋藤芳隆，山上隆正，他：大気散乱を用いたガンマ線バーストの偏光測定の可能性の評価：日本物理学会（２００５年

３月）東京理科大学：日本物理学会：(２００４)

吉田健二，山上隆正，齋藤芳隆，他：CALET開発報告８：電子・ガンマ線観測による暗黒物質の探索：日本物理

学会（２００５年３月）東京理科大学：日本物理学会：(２００４)

片寄祐作，山上隆正，他：CALET開発報告９：無機結晶シンチレータによる全吸収カロリメータの開発：日本物

理学会（２００５年３月）東京理科大学：日本物理学会：(２００４)

田村忠久，山上隆正，齋藤芳隆，他：CALET開発報告１０：CALETスケールモデルによる気球実験計画：日本物理

学会（２００５年３月）東京理科大学：日本物理学会：(２００４)

山田和彦，松坂幸彦，他：大気球を利用した柔構造エアロシェルの飛翔性能試験：宇宙科学シンポジウム（２００５年

１月）ISAS/JAXA：ISAS/JAXA：(２００４)

山田和彦，松坂幸彦，他：柔構造大気突入機の自由飛行試験：科研費シンポジウム（２００５年１月）仙台：ISAS/

JAXA：(２００４)

鈴木宏二郎，山田和彦，秋田大輔，中澤英子，木内真史，佐藤英司，堤 裕樹，若月一彦，鳴海智博，桜井 晃，

安部隆士，松坂幸彦，飯嶋一征：膜構造を持つカプセル型飛行体に関する宇宙研大気球を用いた高速飛翔実

証：科研費空力班シンポジウム：科研費空力班：(２００５)

市川和男，山田幸生，角田直人，井筒直樹：膨張型金星気球の熱的振る舞いと浮遊解析：日本機械学会年次大会：

日本機械学会：(２００４)

山田哲哉，井筒直樹，藤田和央，石井信明：惑星突入ミッション～金星カプセルと気球による大気観測：宇宙航行

の力学シンポジウム：ISAS：(２００５)
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システム運用部

情報処理グループ

本田秀之，高木亮治，長木明成，橋本正之，野村和哉，小坂隆征：衛星運用工学データベース（EDISON）の現状

と今後：宇宙科学シンポジウム：JAXA：(２００５)

森本真司，山内 恭，本田秀之，青木周司，中澤高清：小型成層圏大気クライオサンプラーの開発 －実用機の設

計について－：気水圏シンポジウム：国立極地研：(２００４)

技術開発部

（１）機器開発グループ

鎌田幸男，川原康介，石丸 元：水星探査機（MMO）搭載用中利得アンテナ（MGA）：２００４年ソサイエティ大会：

電子情報通信学会：(２００４)

鎌田幸男，尼野 理，駒井 崇：「MUSES−C」「はやぶさ」搭載用低利得アンテナ：２００４年ソサイエティ大会：

電子情報通信学会：(２００４)

川原康介，鎌田幸男：観測ロケット S−３１０搭載用 Sバンドアンテナの開発：２００４年ソサイエティ大会：電子情報通

信学会：(２００４)

鎌田幸男，川原康介：水星探査機（MMO）無指向性中利得アンテナ（OMGA）の開発：第４８回宇宙科学技術連合

講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

鎌田幸男，川原康介：S−３１０ロケット Sバンドテレメータアンテナの開発：第４８回宇宙科学技術連合講演会：日本

航空宇宙学会：(２００４)

橘川，磯野，鎌田幸男，高野 忠：無給電素子を装荷した開口面アレーアンテナの放射特性：第４８回宇宙科学技術

連合講演会：日本航空宇宙学会：(２００４)

Arpa Thumvichit，鎌田幸男，高野 忠：Offset−Feed Impedance Matching of a Half−Wavelength Dipole in Proximity to a

Pec Place：２００４ISAP：電子情報通信学会：(２００４)

清水幸夫：日本の宇宙科学探査と「はやぶさ」：ハイテクプラザ・サイエンス教室特別講演：福島県，福島県教育

委員会：(２００４)

（２）飛翔体技術グループ

橋本保成，都木恭一郎，田中孝治，石井忠司，藤田 孝：水サイクル宇宙推進システムの研究（２）：第２４回宇宙エ

ネルギーシンポジウム：宇宙研：(２００５)

長谷川克也，川崎朋実，小林清和：ワイヤ焼失法による燃焼速度測定法：２００４年度年会講演：社団法人火薬学会：

(２００４)

長谷川克也，小林清和， 野雅弘：X線を利用した推進薬の燃焼速度測定法：火薬学会秋季研究発表会：社団法人

火薬学会：(２００４)

はやぶさプロジェクトチーム

西山和孝，津田雄一，森 治：はやぶさの巡航時運用：平成１６年度アストロダイナミクスシンポジウム：宇宙科学

研究本部：(２００４)

西山和孝，津田雄一，森 治，小湊 隆：「はやぶさ」運用システムについて：第４８回宇宙科学技術連合講演会：

日本航空宇宙学会：(２００４)

Kojiro Iizuka, Makoto Maruya, Takashi Kubota:３D Shape Reconstruction of Asteroid based on Contour Information obtained

by Vanishing Point of the Sun−Light：１４th Workshop on Astrodynamics and Flight Mechanics: ISAS/JAXA: (２００４)

飯塚浩二郎，丸家 誠，久保田孝：太陽光消失点を利用した輪郭情報に基づく未知小天体の３次元復元形状：第２２
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回日本ロボット学会学術講演会予稿集：日本ロボット学会：(２００４)

SELENEプロジェクトチーム

岩田隆浩，河野裕介，菊池冬彦，河野宣之，花田英夫：多周波逆 VLBIによる惑星測地の研究：２００４年度 地球惑

星科学関連学会合同大会：日本惑星科学会，他：(２００４)

岩田隆浩，高野 忠，並木則行，花田英夫，野田寛大：月重力場計測のための SELENEリレー衛星中継器 RSAT

の開発・試験：２００４年度 日本惑星科学会秋季講演会：日本惑星科学会：(２００４)

岩田隆浩，高野 忠，河野宣之，冨家文穂，駒井 崇：SELENE小型衛星用ミドルゲインアンテナの開発：電子情

報通信学会２００５年総合大会：電子情報通信学会：(２００５)

松本晃治，日置幸介，花田英夫，河野宣之，平 勁松，河野裕介，岩田隆浩，並木則行：RSAT／VRADミッショ

ンで期待される月重力場モデルの推定精度：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学

会：(２００４)

中澤 暁，中村朋子，大嶽久志，舘野直樹，小西久弘，高橋道夫，滝澤悦貞，飯島祐一，水谷 仁，佐々木進：月

周回衛星（SELENE）の開発：地球惑星科学関連学会２００４年合同大会：地球惑星科学関連学会：(２００４)

前島弘則，滝澤悦貞，佐々木進：SELENEミッションと通信・観測システム：２００５年総合大会通信ソサイエティ特

別企画「月・惑星探査などの観測・通信システム」：電子情報通信学会：(２００５)

神谷俊夫，栗井俊弘，川勝康弘：SELENE Microvibration Management Synthesis for Achievement of Pointing Stability

（SELENEミッション達成のための統合的擾乱管理手法：平成１６年度アストロダイナミクスシンポジウム１４

th. Workshop on Astrodynamics and Flight mechanics: JAXA: (２００４)

岩田隆浩，宮原 啓，森岡 昭，小野高幸，徳丸宗利，近藤哲朗，河野宣之，松藤幸男：月裏側低周波電波観測の

ための実証ミッション計画：第４８回 宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：(２００４)

花田英夫，荒木博志，野田寛大，坪川恒也，平 勁松，浅利一善，鶴田誠逸，田澤誠一，河野宣之，岩田隆浩：月

面望遠鏡の開発－観測方式と水平面の検討－：日本測地学会第１０２回講演会：日本測地学会：(２００４)

近藤哲朗，河野宣之，松本甲太郎，岩田隆浩，井上 允，徳丸宗利，森岡 昭，小野高幸，松藤幸男，竹内 央，

三澤浩昭，土屋史紀，野田寛大，滝澤悦貞：月面低周波電波観測計画：地球電磁気・地球惑星圏学会２００４年

秋季大会：地球電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

野田寛大，河野宣之，井上 允，河野裕介，小野高幸，土屋史紀，三澤浩昭，森岡 昭，近藤哲朗，竹内 央，岩

田隆浩，松本甲太郎，小島正宣，徳丸宗利：月裏側での低周波電波観測の提案：日本惑星科学会２００４年秋季

大会：日本惑星科学会：(２００４)

河野宣之，近藤哲朗，松本甲太郎，岩田隆浩，井上 允，徳丸宗利，森岡 昭，小野高幸，松藤幸男：月裏側低周

波電波観測のための実証ミッション計画：第４８回 宇宙科学技術連合講演会：日本航空宇宙学会，他：

(２００４)

PLANET-C プロジェクトチーム

中村正人，今村 剛，阿部琢美，石井信明：Present Status of the Venus Climate Orbiter：SGEPSS秋期講演会：地球

電磁気・地球惑星圏学会：(２００４)

上野宗孝：PLANET−C搭載赤外線カメラ IR２による黄道光観測計画：日本天文学会２００４年秋季年会：日本天文学

会：(２００４)

BepiColombo プロジェクトチーム

早川 基，笠羽康正，山川 宏，小川博之，向井利典：BepiColombo日欧共同水星探査ミッション：最新状況：地
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球惑星科学関連学会合同学会：幕張，５月：(２００４)

野澤宏大，吉川一朗，亀田真吾，笠羽康正，中村正人，岡野章一，坂野井健，田口 真：Bepi−Colombo MMO搭

載可視カメラの開発 その２：地球惑星科学関連学会合同学会：幕張，５月：(２００４)

早川 基，笠羽康正，山川 宏，小川博之，向井利典，水星探査WG：BepiColombo日欧共同水星探査ミッション：

最新状況：地球電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）第１１５回総会・講演会：愛媛大学，愛媛，９月：(２００４)

松本 紘，J. −L. Bougeret，L. Blomberg，小嶋浩嗣，八木谷聡，笠羽康正，笠原禎也，大村善治，M. Moncuquet，

G. Chanteur，J. G. Trotignon，PWIチーム：BepiColombo水星探査ミッションMMOオービターによるプラ

ズマ波動観測：地球電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）第１１５回総会・講演会：愛媛大学，愛媛，９月：

(２００４)

笠羽康正，石坂圭吾，岡田敏美，早川 基：プローブ法による宇宙空間電場計測：BepiColombo/MMOへの展望：

地球電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）第１１５回総会・講演会：愛媛大学，愛媛，９月：(２００４)

笠羽康正，早川 基，山川 宏，小川博之，向井利典，水星探査WG：BepiColombo/MMO探査機：最新状況：地

球電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）第１１５回総会・講演会：愛媛大学，愛媛，９月：(２００４)

H. Nozawa, Shingo Kameda, Ichiro Yoshikawa, Yasumasa Kasaba, Shoichi Okano, Hiroaki Misawa, Takeshi Sakanoi, Makoto

Taguchi, Masato Nakamura:Development of the spectral imaging camera for the BepiColombo/MMO mission：地球

電磁気・地球惑星圏学会（SGEPSS）第１１５回総会・講演会：愛媛大学，愛媛，９月：(２００４)

山川 宏，早川 基，笠羽康正，小川博之，向井利典，水星探査WG：Bepi Colombo/Mercury Magnetospheric Orbiter

の最新状況：２００４FY：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA，１月：(２００５)

早川 基，笠羽康正，山川 宏，小川博之，向井利典，水星探査WG：日欧共同水星探査計画 Bepi Colombo：観

測システムの最新状況：２００４FY：宇宙科学シンポジウム：ISAS/JAXA，１月：(２００５)

早川 基，笠羽康正，向井利典，水星探査プロジェクト：日欧共同水星探査計画 BepiColombo：Mercury Magneto-

spheric Orbiterによる水星磁場・磁気圏探査への期待：日本物理学会：東京理科大，３月：(２００５)

ISS科学プロジェクト室

松本 聡，林田 均，依田眞一，夏井秀定，佐々木宏衛，今石宣之：低 Pr数流体液柱マランゴニ対流の第一遷移

の観察：熱工学コンファレンス講演論文集，pp.１９５−１９６(２００４)仙台（１１月１３－１４日）：日本機械学会：

(２００４)

佐々木宏衛，松本 聡，林田 均，依田眞一，夏井秀定，今石宣之，茂木徹一：Pr＝０．０１流体のマランゴニ対流実

験研究（７）－温度計測による第一，第二遷移点の観察－：Abstract of JASMAC−２０，日本マイクログラビティ

応用学会誌，Vol．２１, Supplement, p.２４ (２００４) 福井，（１１月４－６日）：日本マイクログラビティ応用学会：

(２００４)

林田 均，松本 聡，夏井秀定，佐々木宏衛，依田眞一：低プラントル数流体のマランゴニ対流流れ場可視化技術

の開発（２）：可視化情報全国講演会講演論文集，可視化情報学会誌，Vol．２４，Supplement，pp.１５５−１５６ (２００４)

愛媛（９月２７－２８日）：可視化情報学会：(２００４)

松本 聡，小宮敦樹，林田 均，依田眞一，夏井秀定，今石宣之：低 Pr数流体の液柱マランゴニ対流遷移現象：

第４１回日本伝熱シンポジウム講演論文集，Vol．Ⅲ，pp.５６１−５６２ (２００４) 富山（５月２６－２８日）：日本伝熱学

会：(２００４)

小宮敦樹，松本 聡，依田眞一：界面温度分布を考慮したマランゴニ振動流遷移条件の検討：第４１回日本伝熱シン

ポジウム講演論文集，Vol．Ⅲ，pp.５５９−５６０ (２００４) 富山（５月２６－２８日）：日本伝熱学会：(２００４)

足立 聡，緒方康行，松本 聡，木下恭一，越川尚清，吉崎 泉，高柳昌弘，依田眞一，門脇昭夫，鶴 哲也，宮

田浩旭，村松祐治：飽和溶融帯移動法における成長速度の数値解析：第３４回結晶成長国内会議，８月，東

京：日本結晶成長学会：(２００４)

木下恭一，足立 聡，緒方康行，鶴 哲也，宮田浩旭，村松祐治，依田眞一：InxGa１−xAs結晶成長における過冷
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却と過飽和：第３４回結晶成長国内会議，８月，東京：日本結晶成長学会：(２００４)

飯村好和，吉崎 泉，栄 龍，足立 聡，依田眞一，小松 啓：化学固定したタンパク質結晶による核形成促進：

第３４回結晶成長国内会議，８月，東京：日本結晶成長学会：(２００４)

飯村好和，吉崎 泉，依田眞一，小松 啓：包埋法の開発：タンパク質結晶の新規加工法：第３４回結晶成長国内会

議，８月，東京：日本結晶成長学会：(２００４)

鶴 哲也，宮田浩旭，村松祐治，木下恭一，緒方康行，足立 聡，依田眞一：TLZ（Traveling Liquidus−Zone）法

における InxGa１−xAs均一組成単結晶成長とその評価：第６５回応用物理学会学術講演会，宮城：応用物理学

会：(２００４)

木下恭一，緒方康行，足立 聡，夏井坂誠，石川毅彦，正木匡彦，依田眞一：TLZ（Traveling Liquidus−Zone）法

による In０．３Ga０．７As板状結晶の育成：日本マイクログラビティ応用学会第２０回学術講演会，１１月，福井：日

本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

宮田浩旭，鶴 哲也，村松祐治，木下恭一，緒方康行，足立 聡，依田眞一：TLZ（Traveling Liquidus−Zone）法

による均一組成 Si０．５Ge０．５単結晶成長：日本マイクログラビティ応用学会第２０回学術講演会，１１月，福井：日

本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

山中麻里，田仲広明，伊中浩治，杉山 成，佐藤 勝，本原守利，佐野 智，吉崎 泉，中村裕彦，福山誠二郎，

高橋幸子，小林智之，吉冨 進，佐崎 元，小松 啓：結晶化溶液の高粘度化による微小重力環境での生成

タンパク質結晶の高品質化：日本マイクログラビティ応用学会第２０回学術講演会，１１月，福井：日本マイク

ログラビティ応用学会：(２００４)

飯村好和，吉崎 泉，田仲広明，依田眞一，小松 啓：不純物拡散層仮説の検証：日本マイクログラビティ応用学

会第２０回学術講演会，１１月，福井：日本マイクログラビティ応用学会：(２００４)

松浦良樹，吉崎 泉，田中雅彦：X線ディフューザ：日本結晶学会平成１６年度年会，１１月，大阪：日本結晶学会：

(２００４)

鶴 哲也，宮田浩旭，村松祐治，木下恭一，緒方康行，足立 聡，依田眞一：TLZ（Traveling Liquidus−Zone）法

による In０．３Ga０．７As単結晶の育成：第５２回応用物理学会関係連合講演会，３月，埼玉：日本応用物理学会：

(２００５)

清水美紀，小泉晴比古，吉崎 泉，橘 勝，小島謙一：放射光トポグラフィによるリゾチーム結晶中の転位の観察：

日本物理学会第６０回年次大会，３月，千葉：日本物理学会：(２００５)

吉崎 泉，栄 龍，足立 聡，小泉晴比古，橘 勝，小島謙一，松浦良樹，福山誠二郎，飯村好和，小松 啓：リ

ゾチーム結晶中の欠陥発生に対する不純物の影響：日本物理学会第６０回年次大会，３月，千葉：日本物理学

会：(２００５)

山本 信，菊池政雄，依田眞一：液滴列火炎伝播に対する強制対流の影響：日本機械学会熱工学コンファレンス

２００４：日本機械学会：(２００４)

山本 信，菊池政雄，依田眞一：液滴列火炎伝播に対する気液相対速度の影響：第４２回燃焼シンポジウム：日本燃

焼学会：(２００５)

菊池政雄，山本 信，依田眞一，若嶋勇一郎，三上真人：予蒸発を伴う n－デカン液滴列の火炎燃え広がりに関す

る数値解析：第４２回燃焼シンポジウム：日本燃焼学会：(２００５)

小林礼人，竹之内武義，石川正道，本多克也，河合 潤，松本昌昭，大西 充，吉原正一，桜井誠人，三浦裕一：

臨界二酸化炭素の効果実験Ⅷ：日本物理学会年次大会：日本物理学会：(２００５)

小林礼人，竹之内武義，石川正道，本多克也，河合 潤，松本昌昭，大西 充，吉原正一，桜井誠人，三浦裕一：

臨界二酸化炭素の効果実験Ⅶ：日本物理学会秋季大会：日本物理学会：(２００４)

東端 晃，佐藤（今溝）真理，関 真也，石岡憲昭：血管内費細胞における重力ベクトル変化に対する Rho活性

化因子の発現制御とアミノ酸配列：Space Utilization Research，２１，２０９−２１０．：宇宙利用シンポジウム：

(２００５)

行徳淳一郎，村上直子，高沖宗夫：機械刺激による骨芽細胞の活性化機構：Space Utilization Research，２１，２０１−
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２０４．：宇宙利用シンポジウム：(２００５)

東端 晃，石岡憲昭：宇宙環境ストレス応答の細胞生物学研究班WG活動報告：Space Utilization Research，

２１，２０９−２１０．：宇宙利用シンポジウム：(２００５)

鎌田源司，高沖宗夫，東谷篤志，石岡憲昭：異なる重力環境下で生育させたシロイヌナズナ芽ばえのプロテオーム

解析：Space Utilization Research，２１，３０５−３０８．：宇宙利用シンポジウム：(２００５)

高沖宗夫，村上直子，行徳淳一郎：骨芽細胞の機械刺激感受における一次繊毛の役割：日本宇宙生物科学会予稿

集．p．６３．：日本宇宙生物科学会：(２００４)

鎌田源司，高沖宗夫，石岡憲昭：２次元電気泳動を用いたシロイヌナズナおよびキュウリの重力応答に機能するタ

ンパク分子の探索：日本宇宙生物科学会予稿集．p．５１．：日本宇宙生物科学会：(２００４)

森井幹雄 他：全天 X線監視装置（MAXI）開発の現状：日本天文学会秋期年会：日本天文学会：(２００４)

森井幹雄 他：AXP４U０１４２＋６１の近赤外・可視光，及び X線同時観測：日本物理学会 ２００４年秋季大会：日本物

理学会：(２００４)

森井幹雄 他：Anomalous X−ray Pulsar４U０１４２＋６１の近赤外，可視光，及び X線同時観測：日本天文学会 ２００４

年秋季年会：日本天文学会：(２００４)

上野史郎 他：全天 X線監視装置（MAXI）の全体像：日本天文学会春期大会：日本天文学会：(２００５)

冨田 洋 他：全天 X線監視装置（MAXI）搭載用 CCDカメラのエンジニアリングモデルの性能（Ⅱ）：日本天文

学会春期大会：日本天文学会：(２００５)

宮川雄大 他：国際宇宙ステーション搭載全天 X線監視装置MAXI／GSCのエネルギー・波高値校正実験：日本天

文学会春期大会：日本天文学会：(２００５)

根来 均 他：全天 X線監視装置MAXIの地上データベースからのデータ取得試験と検出限界シミュレーショ

ン：日本天文学会春期大会：日本天文学会：(２００５)

土屋雄一郎 他：全天 X線監視装置MAXI用シミュレーションソフトウェアの開発：日本天文学会春期大会：日

本天文学会：(２００５)

冨田 洋 他：宇宙ステーション搭載「全天 X線監視装置（MAXI）」の現状（Ⅱ）：日本物理学会春期年会：日本

物理学会：(２００５)

小浜光洋，三原建弘，根来 均，倉又尚之，冨田 洋，片山晴善，上野史郎，松岡 勝，芹野裕理，河合誠之，荒

邦友通，吉田篤正，K. Hotta，H. Nakamoto：MAXI地上系データ処理システムの現状：高エネルギー宇宙物

理学連絡会議研究会：高宇連：(２００４)

磯部直樹，金田英弘，田代 信，伊藤光一，牧島一夫，伊予本直子：電波銀河 Fornax Aのローブの Energeticsの

XMM−Newtonによる調査：日本天文学会 ２００５年 春季年会：日本天文学会：(２００５)

上野史郎，永井大樹：新世代ヒートパイプ Loop Heat Pipe：第５回宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：

(２００５)

上野史郎：新世代ヒートパイプ：RISE研究会：(２００５)

上野史郎：全天 X線観測装置（MAXI）の特徴：過去および進行中の計画との対比：「Astro−E２」でひらく X線分

光天文学研究会：(２００５)

片山晴善，冨田 洋，松岡 勝，常深 博，宮田恵美：全天 X線監視装置（MAXI）搭載用 CCDカメラ開発の現

状：第５回 宇宙科学シンポジウム：宇宙科学研究本部：(２００５)

片山晴善他：全天 X線監視装置（MAXI）の開発：次世代天文学 ――大型観測装置とサイエンス―― シンポジ

ウム：(２００４)
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