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国立大学法人神戸大学 
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フ リ ガ ナ  

代表者氏名 

（神戸大学長 ） 

      ﾌｸﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ     

      福田 秀樹   （記名押印又は署名） 

大 学 名  

及 び 機 関 番 号
神戸大学 14501 

 

平成２０年度研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費（機関補助））実績報告書

（ 拠 点 形 成 実 績 報 告 書 ） 

整 理 番 号     G11 開 始 年 度        20    年度 学 問 分 野    数学、物理学、地球科学 

拠点のプログラム名称 

惑星科学国際教育研究拠点の構築 

拠点リーダー名 

中川 義次 

専攻等名（拠点となる大学） 

理学研究科地球惑星科学専攻 

連携先の大学名  北海道大学 

 事業推進担当者   計１９名 

フリガナ 
氏 名（年齢）

 
所  属  部  局  ・  職  名

 
現在の 

専門・学位 
役割分担（本年度の教育研究実施計画における分担事項）等

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾖｼﾂｸﾞ  
中 川  義 次   (59歳) 

 
神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・教授 

 
惑星科学・理学博士

 
総括、運営委員会委員長、社会交流ＣＧリ－ダ－ 

ｱｲｶﾜ   ﾕﾘ 
相 川  祐 理   (38歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・准教授 

天文学・博士 
（理学） 

惑星系の起源に関する化学理論の研究 
スクールプログラムリーダー 

ｲﾄｳ    ﾖｳｲﾁ 
伊 藤  洋 一   (39歳) 神戸大学理学研究科地球惑星科学専

攻・准教授 
天文学・博士 
（理学） 

原始惑星系円盤、系外惑星の観測的研究 
実習プログラム 

ﾑｶｲ    ﾀﾀﾞｼ 
向 井  正      (63歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・教授 

惑星科学・理学博士
惑星系の起源に関する探査・実験的研究 
国際連携ＣＧリーダー 

ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾏｻﾕｷ 
藤 本  正 行  (61歳) 

神戸大学理学研究科惑星科学研究セ
ンタ－協力研究員／北海道大学理学
研究院物理学部門・教授 

宇宙物理学・理学博
士 

惑星系始原物質生成、恒星内元素合成の理論的研究
理論・モデル研究プログラムリーダー 

ﾄﾒｵｶ   ｶｽﾞｼｹﾞ 
留 岡  和 重  (57歳) 神戸大学理学研究科地球惑星科学専

攻・教授 
惑星物質科学・理学
博士 

惑星系始原物質進化の実験的研究 
探査・実験プログラムリーダー 

ﾅｶﾑﾗ   ｱｷｺ 
中 村  昭 子  (44歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・准教授 

惑星科学・理学 
（博士） 

惑星系始原物質進化の探査・実験的研究 
実習プログラムリーダー 

ﾔﾏﾓﾄ   ﾃﾂｵ 
山 本  哲 生  (59歳) 

神戸大学理学研究科惑星科学研究セ
ンタ－協力研究員／北海道大学低温
科学研究所雪氷新領域部門（平成20
年10月1日、低温基礎科学部門から改
組）・教授 

惑星科学・理学博士
惑星系始原物質進化の理論的研究 
将来構想CGリーダー 

ﾊﾔｼ    ﾖｼﾕｷ 
林     祥 介  (50歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・教授 

地球流体力学・理学
博士 

惑星大気多様性の理論・数値的研究 
基盤ＣＧリーダー 

ｲﾜﾔﾏ   ﾀｶﾋﾛ 
岩 山  隆 寛  (42歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・准教授 

地球流体力学・博士
（理学） 

惑星大気多様性の理論的研究 
教育研究ＣＧ 
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ｾﾄ ﾕｳｽｹ 
瀬戸 雄介      (31歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・助教 

惑星物質学・ 

博士（理学） 

惑星系始原物質進化の実験的研究探査・実験プログ
ラム 

ﾔﾏﾅｶ   ﾏﾅﾌﾞ 
山 中  大 学   (53歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・客員教授／海洋研究開発機構・主
任研究員 

大気水圏科学・理学
博士 

惑星大気圏・水圏多様性の観測・理論的研究 
エクスチェンジプログラム 

ｵﾄﾌｼﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 
乙 藤  洋一郎  (59歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・教授 

地球物理学・理学博
士 

惑星固体圏多様性の解析・モデリング研究 
探査・実験プログラム 

ｼﾏ     ﾉﾌﾞｶｽﾞ 
島     伸 和    (48歳) 

神戸大学自然科学系先端融合研究環、
内海域環境教育研究センタ－・准教授

海底物理学・博士 
（理学） 

惑星固体圏多様性の探査・実験的研究 
探査・実験プログラム 

ｸﾞﾝｼﾞ  ﾕｷｵ 
郡 司  幸 夫   (50歳) 

神戸大学理学研究科地球惑星科学専
攻・教授 

理論生命科学・理学
博士 

惑星多様性に関する理論・室内模擬実験 
スクールプログラム 

ｶﾄｳ    ｷﾖｼ 
加 藤  幾 芳    (61歳) 

北海道大学 
理学研究院物理学部門・教授 

 
宇宙核物理学・理学
博士 

 
元素合成の理論的研究、核反応データアーカイブ 
国際連携ＣＧ 

ｺｳｳﾁ   ｱｷﾗ 
香 内  晃        (52歳) 

北海道大学 
低温科学研究所雪氷新領域部門（平成
20年10月1日、低温基礎科学部門から
改組）  

惑星科学・理学博士
惑星系始原物質進化の実験的研究 
教育研究ＣＧリーダー 

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｹﾞﾄ 
渡 部  重 十     (55歳) 

北海道大学 
理学研究院自然史科学部門・教授 

超高層物理学・理学
博士 

惑星大気圏・磁気圏多様性の探査・実験的研究 
エクスチェンジプログラムリーダー 

ｸﾗﾓﾄ   ｷﾖｼ 
倉 本  圭        (42歳) 

北海道大学 
理学研究院自然史科学部門・教授 

惑星科学・博士 
（理学） 

惑星大気圏・固体圏多様性の理論的研究 
教育事業統括リーダー 

 拠  点  全  体  の  補  助  金  交  付  額 

直接経費及び間接経費の合計 直接経費 間接経費 

①＋②             （千円） 

  253,890 

①                  （千円）

      195,300 

②                      （千円）

          58,590 

（拠点大学：神戸大学）  

          130,247 

 

100,190 

 

30,057  

（北海道大学）  

          123,643 

 

             95,110 

 

28,533 

拠点大学の直接経費に占める拠点大学で使用した直接経費の割合 

③  /（①＋④）×100％  

（％）

51.3 

拠点大学の直接経費 連携機関への委託費 拠点大学で使用した直接経費 他の大学の直接経費の総額

①＝②+③    （円）  

100,190,000 

②         （円）

    0 

③           （円）

100,190,000 

④           （円）

95,110,000 
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教育研究拠点形成実績の概要   

本 プログラムでは、神 戸 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 に設 立 された惑 星 科 学 研 究 センター(CPS)を実
質 化 し、企 画 運 営 ・情 報 化 ・国 際 連 携 などへの対 応 力 を持 ち、国 内 外 の惑 星 科 学 研 究 者 やグル
ープによる教 育 研 究 活 動 のネットワーク化 を支 援 するコーディネーションセンターとして確 立 するこ
とを目 的 とする。コーディネーションセンターとしてのCPSは、惑 星 科 学 コミュニティにおける人 材 育
成 や研 究 活 動 の触 媒 となり、惑 星 科 学 の様 々な領 域 から人 々が集い知 見 情 報 が集 積 される場を
形成し、惑星科学の広がりを総合的に捉えるための基盤として機能する。本プログラムではこのよう
な場を形 成 することを介 して惑 星 系 の起 源・進 化・多 様 性 を統 合し普 遍 化した汎 惑 星系モデルの
構築を目指す。 

上記目的を達成するために本プログラムでは以下のような事業を計画した。 

 開かれた運営体制の確立：惑星科学コミュニティに開かれたCPSの運営体制ならびにCPSの
事 業 をささえる業 務 支 援 体 制 の確 立 を行 う。コーディネーション機 能 の形 成 ：惑 星 科 学 コミュ
ニティにおける様 々な教 育 研 究 活 動 のネットワーク化 を多 面 的 に支 援 する５つのコーディネー
ショングループ（CG）、すなわち、教 育 研 究 CG、基 盤 CG、国 際 連 携 CG、社 会 交 流 CG、将 来
構 想 CGを創設する。 

 多 様 な人 材 教 育 ：これらのCGの支 援 とそれを介 しての惑 星 科 学 コミュニティによる協 力 によ
り、スクールプログラム、実 習 プログラム、エクスチェンジプログラムからなる教 育 事 業 を展 開
し、惑 星 科 学 の知 見 情 報 を集 積 提 供 し発 展 させる場 を形 成 する。若 手 研 究 者 ・院 生 はCGの
形 成 ・運 営 に参 画 することによって、研 究 能 力 のみならず惑 星 科 学 の展 開 に必 要 とされる企
画 力 、組 織 力 、運 営 力 、基 盤 構 築 力 などを備 えた人 材 として育 成 される。 
 汎 惑 星 系 モデルの構 築 に向 けた研 究 の推 進 ：研 究 会 等 の開 催 を介 して個 々の研 究 活 動 を

促進すると同時に、最先端の知見の集積とその総合化に努める。 

本年度の目標と計画ならびにその達成状況は以下のようにまとめられる。 

 「惑星科学研究センター共同利用委員会」の設立：全国／海外の惑星科学コミュニティに開

かれた運営体制を構築するべく「惑星科学研究センター共同利用委員会」の設立を計画し、

これを立ち上げた。 

  基盤整備：CPSの今後の展開の基礎となる神戸大-北大連携実務支援体制を確立するととも

に、基盤CGが中心になり情報基盤の設計と構築整備を行うことにした。これらの実現のため

予算の重点的な投資を行い、「連携による相乗効果」の発揮される体制を速やかに実現する

ことを企図した。支援体制の人的配置と基盤CGによる会議システムの導入・講義撮影システ

ムの導入・暫定ネットワークサーバの構築は概ね完了し、機動的な活動を支援するネットワー

クサーバーソフト環境の構築が続けられている。 

 各種CG活動の立ち上げ：必要に応じてワークショップ等を開催するなどして、CG活動の立ち

上げに向けた詳細設計を開始することにした。国内惑星科学関係研究者との連携、海外研

究機関等との連携、企業人との連携などいくつかの試みを開始した。 

 教育実習プログラムの企画と準備：教育研究CGでは、高い評価を得てきた国際プラネタリー

スクールの継承を行うとともに、次年度以後のスクールプログラム・実習プログラムの「ひな形」

を形成するべく複数のコースを立ち上げることにした。特に、実習プログラムの実現に必要とな

る実験実習機材等の構築整備と運用システムの設計構築には予算を重点配備することにし

た。これらは概ね達成され、衝突実験実習は国内関係者の協力を以って実現することができ

た。また、「汎惑星系モデル構築」（惑星系の起源・進化・多様性）へ向けた各種研究会の開

催を企画し、これを実施した。 

これらの達成において本補助金は特に次のような経費として大きな役割を担った。 

 拠点の運営を担う事務運営支援員の雇用とそれにともなう実務運営体制の構築 

 事業推進の主力となる特命教員ならびに若手研究者（PD）の雇用、および研究活動に必要



 

 

な経費の支援（一人当たり准教授1000千円、助教800千円、PD500千円）。 

 優れた研究遂行能力を持つ若手研究者育成のためのＲＡ経費（後期課程大学院生 一人

当たり120千円／月） 

 情報基盤整備、特に、ネットワーク環境の整備、その上に稼働する、講義・セミナーの全国配

信や神戸大-北大の連携運営体制の確立のためのネットワーク会議システム、講義・セミナー

の撮影システム、講義・セミナー資料や運営資料のアーカイブならびに情報交換のためのサ

ーバーシステムの導入 

 実習環境、特に衝突実験実習と観測実習のための機材整備 

 各種スクール、実習、研究会の運営経費 

世界的な観点で見た場合の現状に対する自己評価としては、我々の試みとその動向が内外の識

者から評価されていることがあげられよう。ケンブリッジ大学ニュートン研究所における運営レベル研

究者との対話においては、このような試みがこれまで日本であまりなかったことにむしろ驚きを表明

された。台湾のNCUは我々の試みを重視するとともにアジア域での惑星科学の展開をともにリード

するべく連携提案がなされており、これを進める方向で次年度以降活動を行うことになっている。国

内においても、関連分野の学識経験者との懇談会を実施し、励ましの言葉をいただいている。 

今後事業を遂行していく上での課題･反省点としては、 

 コーディネーション概念の重要性に対する認識はひろがりつつあるが、その浸透は未だ不十

分である。その必要性には賛同と支持が得られているが、積極的なコミットメントを得られるに

は至っていない。人と知見の集積する場を持つことが先進国の科学の基盤であり、そのために

努力する必要があることを理解してもらうにはさらなる努力が必要である。 

 コーディネーション活動を本格的に展開していくためには、CPSが専任教員・職員を擁する共

同利用組織として立ち上がることが必須であり、それが本プログラムの最大の目的である。しか

し、その実現に至る制度的に整備された道は今のところ存在していない。既存の共同利用研

究所群に新たに参入する公開されたルートは整備されておらず、G-COEプログラムにより中

核的センターとして機能する組織に立ち上げたあと、これを共同利用研究所（センター）として

世界から信頼される恒久的な組織にする方策は、現在まだ模索中である。 

 本プログラムの目標を達成する上でさまざま事務障害（制度矛盾）があり、これをきちんと洗い

出して関係各方面に改善を働き掛けていく努力を行う必要がある。 

などがあげられる。 

様式２０－２－２  
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教育研究拠点形成に係る具体的な成果  

【拠点形成へ向けての成果】 

本事業に関連して、世界的な教育研究拠点形成に向けて以下のような改善・整備等がなされた。

 研究拠点体制の整備 

惑星科学コミュニティに開かれた運営体制を構築するべく諮問組織として惑星科学研究セ

ンター共同利用委員会を設立し、広く全国の惑星科学関連分野研究者に委員を委嘱した。

共同利用委員会メールリストならびにネット会議システムの活用により、全国に分散する委員

メンバーによる実質的な諮問活動を担保した。PDならびに特命（特任）教員の人事は共同利

用委員会の下に人事委員会を組織して行った。さらに、関連分野の指導的な立場にある委

員との懇談会を数回開催し、コーディネーションセンターとしてのCPSの説明を行い、そのよう

な理念の当該コミュニティへの普及の方策を検討するとともに、関連分野での同種の理念を

持った活動に関する情報の提供と、今後のコーディネーション活動の展開ならびにCPSの恒

久化へむけての助言と提言をいただいた。 

拠点の運営を担う事務運営支援員の雇用を神戸大ならびに北大にて順次行い、年度末

には体制を概ね完成した。運営支援員には、情報担当・英語担当が含まれており、CPSの機

能にふさわしい国際的展開ならびに知見集積への展開を支援する体制を整えることができ

た。 

CPSの具 体 的 なコーディネーション活 動 を担 うべく創 設 した教 育 研 究 CG、基 盤 CG、国 際

連 携 CG、社 会 交 流 CG、将 来 構 想 CGに関しては以下に詳述する。拠点体制の整備として

は、基盤CGを中心に、ネットワーク環境の整備、その上に稼働する、講義・セミナーの全国配

信や神戸大-北大の連携運営体制の確立のためのネットワーク会議システム、講義・セミナー

の撮影システム、講義・セミナー資料や運営資料のアーカイブならびに情報交換のためのサ

ーバーシステムの導入を行ったことがあげられる。 

 教育研究環境 

教育研究CGを中心に、スクールプログラムの整備、実習プログラムの整備を行い、実際に

プログラムを運営することによって、運営支援体制の構築を進めた。教育研究CGの項に詳述

する。 

 人材確保 

CPSの活動を指揮する教員として特命（特任）教員の雇用を行い、神戸大に准教授１、助

教１、北大に准教授１を配置した。各CGの運営を担当する人員として、PDを神戸大に３名、

北大に３名雇用した。 

 人材育成 

広くRAを公募し、神戸大１２名、北大８名を採用し、日常の個々の研究活動に加えて、CG

活動に参加することにより汎惑星系モデルに至る惑星科学の広がりを実感してもらうとともに

惑星科学を展開する上での多様な専門性への導入をOJTとして行った。 

 国際化等の改善・整備状況 

21COE プログラムにおいて高い評価を得てきた国際プラネタリースクールを強化し、講義

資料および講義のビデオアーカイブをウェブ上で公開した。海外の教育研究期間への院生の

派遣、CPSへの海外の研究者の招聘を展開しつつある。 

各CGの今年度の成果は以下のとおりである： 



 

 

基盤CG 

基盤 CG では以下の情報基盤整備事業に着手した。 

１． CPS サーバの導入・構築 

２． セミナー・研究会・スクールの講演撮影システムの導入 

３． ビデオ会議システムの導入 

４． 教育用計算機環境の整備 

以下に、それぞれについて概略を述べる。 

１． CPS サーバの導入・構築 

情 報 技 術 を用 いた、CPS の全 ての活 動 の支 援 および活 動 成 果 の蓄 積 ・公 開 のために

CPS 基盤サーバを導入し、システムの構築に着手した。CPS 基盤サーバは、情報発信の為

のホームページ、情報共有の為の Wiki ページ、情報交換の為のメーリングリスト、プログラ

ムやドキュメント等の管理の為のバージョン管理システム、会議・セミナー・研究会・スクール

開催の支援 システム、等を提供する。サーバ機 器は、北海道大学に２台、神戸大 学に１台

を導 入 した。北 海 道 大 学 の１台 をマスターサーバ、残 りの２台 をバックアップサーバとし、非

常 時 にも対 応 できる体 制 とした。システムソフトウエアの実 装 は、入 札 を通 じて決 定 した業

者に委託し、CPS 基盤サーバの機能に関する綿密な打ち合わせに基づいて実施した。開

発したシステムソフトウエアは北海道大学に設置したマスターサーバに導入された。 

２． セミナー・研究会・スクールにおける講演撮影システムの導入 

各 種 セミナー・研 究 会・スクールの講 演 内 容 を収 録 し、その講 演 資 料 ・映 像・音 声 コンテン

ツをインターネットを通 して公 開 するために、講 演 撮 影 システム p4web を神 戸 大 学 および

北 海 道 大 学 に一 式 ずつ導 入 した。導 入 したシステムにより、比 較 的 容 易 に講 演 者 の様 子

と講 演 資 料 を同 時 に収 録 することが可 能 となる。これらコンテンツを公 開 することで、セミナ

ー・研 究 会 ・スクールの開 催 後 に参 加 者 が自 由 に復 習 することができ、かつ参 加 していな

い人でも時間と場所を選ばずに内容を視聴することが可能 となる。これにより、最先端の研

究 から若 手 育 成 に至 るまで様 々なレベルで惑 星 科 学 研 究 界 の基 盤 構 築 に貢 献 しつつあ

る。今 後 、本 撮 影 システムは、本 プログラム/CPS が直 接 主 催 あるいは後 援 する講 演 の収

録に限らず、他大 学・機関 所属の研究 者による同様の活 動へも貸与 できるように整備する

ことで、本 プログラムの目 標 である、大 学 間 に開 かれた研 究 基 盤 とそれを介 しての知 見 集

積の場としての CPS に近づくことが期待される。 

３． ネット会議システムの導入 

近年、ネット会議システムを用いた遠隔会議および遠隔セミナーが頻繁に行われるようにな

っている。しかし、これまでは、特に多地点での接続において接続の安定性が低く、遠隔会

議・セミナー開催の障害となっていた。グローバル COE プログラムの連携先である神戸 大

学 と北 海 道 大 学 を含 め、全 国 の惑 星 研 究 者 間 での会 議 とセミナーを容 易 かつ安 定 に開

催・運 営 することを目 指 し、ビデオ会 議システム端 末と多 地 点 接続 装 置 を導 入した。これら

のシステムは、神戸 大 学―北海 道 大学 のグローバル COE プログラム内に閉じることなく、

既に全 国の惑星研 究に関わる会議 ・セミナーに使用されつつあり、本 グローバル COE プ

ログラムを拠点として、惑星科学研究の発展に大きく寄与しつつある。 

４． 教育計算機環境の整備 

上に述べたように、本グローバル COE プログラムでは CPS 基盤サーバを用いて、様々な

活 動 を支 援 し、活 動 成 果 を蓄 積 ・公 開 することで全 国 の惑 星 科 学 研 究 の基 盤 を構 築 して
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いく。このようなサーバを維 持し有効 に運 用していくためには、情 報 技 術レベルを高 水準 で

維 持 することが必 要 不 可 欠 である。このために、グローバル COE における、大 学 院 生 の

情 報 リテラシー教 育 を充 実 させることを目 指 し、パーソナルコンピュータ 12 セットを導 入 し

た。これらのコンピュータは、大学院 生への直接的な情報リテラシー教育に用いるとともに、

学 部 学 生 への初 歩 的 情 報 教 育 におけるティーチングアシスタントを大 学 院 生 に担 ってもら

うことによる間接的な教育にも用いる。これにより、今後の CPS サーバの維持と発展のため

の人材育成の環境を整えることができた。 

また、構 築 惑 星 科 学 研 究 においては、シミュレーションの大 規 模 化 および惑 星 探 査 データ

の大規模化に対応して、効率の良い大規模数値モデルの開発・シミュレーション実験や探

査データの大量 蓄 積・高速 解 析が求められる。そこで、神 戸大 学の教 育研 究 活性 化支 援

経費により導入された若手研究 者 用の研究サーバを利用 し、これらを効率的に行 うための

解 析 ・ストレージサーバの導 入 と構 築 を行 った。本 サーバは、2 台 の解 析 サーバと、約  90 

テラバイト (RAID6 構成時) のストレージで構成される。機器導入後、サーバに OS および

解析 に必 要 なソフトウエアのインストール作業を行った。また、ジョブ管理 システム等 を導入

し、円滑に共同利用するための環境の構築を行い、解析・ストレージサーバとして運用を開

始した。 

 国際連携CG 

海外の拠点機関と若手研究者の交換を行うエクスチェンジプログラムを実施し、ハワイ大学に

神戸大学の大学院生を2ヶ月間派遣、フランスのObservatoire Midi-Pyreneesの研究者を神

戸大学に1週間招聘した。本事業が目指す大学連合のモデルケースの視察を行うため、イン

ド天文学大学連合機関に教員を派遣し、大学連合の在り方について視察、また今後の連携

について協議した。また、本事業は、CPSがハブとなって、国内・国外の研究機関が結びつく

ための場を形成することが目的であるが、その一環として、名大の教員をハーバード大学に派

遣し協議を行い、お互いの教員・院生の交換を行うエクスチェンジプラグラムの実施計画を立

案、また台湾中央大学との院生の交換制度についても協議を始めた。さらに、Woods Hole 

Summer GFD programに今後4年間国内の大学院生を派遣する。また、アジア地域での核デ

ータ・センター構築に向けた交流を行い、モンゴルから大学院生を3ヶ月間北海道大学で受

け入れ、教育・実習訓練を行った。上記のような、国内、国外の若手研究者の養成活動を行

った。 

ハワイ大学、Observatoire Midi-Pyrenees、インド天文学大学連合機関との間に研究者の派

遣、招へいを行い、今後の継続的な交流について打ち合わせた。また、ハーバード大学と名

古屋大学の連携を進めるにあたり、CPSがハブとなって国際連携の場を提供することができ

た。Woods Hole Summer GFD programに今後4年間、国内の院生を派遣することにより、国

内コミュニティの研究者養成、また、台湾中央大学との院生の交換派遣について具体的な協

議を始めたことにより、海外の研究者養成についてもCPSが場を提供できるよう、活動を進め

ている。また、モンゴル原子核研究所の院生の北海道大学への3ヶ月間の受け入れは、研修

に来た学生の北海道大学博士課程への入学、また国立モンゴル大学およびカザフスタンの

原子核研究所と北海道大学との交流協定の締結について具体的に準備を進めるという発展

を見た。 

今年度は、時間的な制約により、研究者の派遣・招へいプログラムについて公募を行うことは
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できなかったが、次年度以降、公募を行い、よりコミュニティに開かれた活動とするための計画

を立案している。 

 将来構想CG 

CPSの将来構想を話し合う討論会を東京工業大学において開催し、日本惑星科学会との協

力体制の在り方について協議した。コミュニティレベルでの研究環境・基盤の構築の重要性、

およびそのために働く人をどう正当に処遇していくかなどについての議論を行った。今後、日

本天文学会、地球電磁気・地球惑星圏学会等と同種の討論会を実施していく予定である。 

 社会連携CG 

博士修了者のキャリアパスを民間企業に広げる可能性を考察するため、民間企業の就職担

当者を招いて懇談会を開催した。社会連携を広範に展開するためにPDを配置し、次年度以

降に向けての事業の設計を行いつつある。 

 教育研究ＣＧ 

本プログラム推進担当者を中心に研究会・スクール・実習の企画を募り、それらを調整のうえ、

19件の企画について主催あるいは支援を行った。それぞれの会の内容や実績については別

資料に示す。以下に全体についてまとめる。 

１． 惑星科学の広範な対象をカバー 

惑星科学は、天文学、地球科学、生命科学と接する総合学問分野である。そこで、惑星

としての地球、惑星形成環境としての宇宙大構造、生命科学なども含め、狭い意味の惑

星科学に限定せずに幅広く先端的対象をカバーし、汎惑星系形成論の確立に向けた研

究の促進を図った。 

２． 手法トレーニングによる人材育成 

今後の惑星科学の発展に必要な手法を身につけた人材養成を図るために、現在人材が

手薄となっている探査、実験、観測、数値実験についての実習プログラムを実施・支援

し、全国から多数の院生・若手研究者の参加を得た。また実習だけでなく、研究会、スク

ールの企画運営について、若手研究者や大学院生に参加してもらい、企画力と運営力

の養成を図った。 

３． アーカイブ 

教育研究環境の整備の一環として、基盤ＣＧが整備を進めている収録・公開システムを

用いて、すべてのスクール企画５件について講義をマルチメディアコンテンツとして収録し、

これらをインターネット上に公開した。 

４． 国際的スクール活動 

国際的に活躍できる人材養成を図るために、外国人講師陣による大型・中型のスクール

をそれぞれ１件ずつ主催・後援した。またそれらの講義録をインターネット上に公開するこ

とにより、わが国からだけでなく世界中から惑星科学を学習できる環境の整備に供した。 

 

【研究等によって得られた新たな知見】 

本プログラムは、惑星系の起源・進化・多様性を統合し普遍化した汎惑星系モデルの構築を目指
し、宇 宙 における太 陽 系 の普 遍 性 と特 殊 性 に関 する考 察 と理 解 を深 めることを目 標 としている。こ
の目標においては、モデルの構成要素たる個々の研究の展開を進めることはもちろんのこと、神戸
大 学 と北 海 道 大 学 の外 側 に広 がる様 々な研 究 活 動 をも推 進 し、それらと連 携 しその成 果 を集 積
する構 造 をつくらねばならない。本 プログラムでは、両 大 学 に閉 じない様 々な活 動 の連 携 やそこか
らもたらされる知 見 の集 積 を可 能 とする国 内 外 に開かれた研 究 活 動 の基 盤 構 築 自 体 を重 要 な研
究 活 動 として位 置 づけている。これによって個 別 研 究 の単 純 和 にとどまらない真 に総 合 的 かつ普
遍的な汎 惑 星系モデルの構築が可 能となるからである。その意味において、この活動は汎惑星 系
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モデルのコア部分を構成すると言える。 

研究基盤の構築に関しては以下のような知見が得られた。 

 CPSをネットワーク上に展開・運営する際に必要となる情報基盤環境の構築 

CPSサーバーの設計に必要となる、惑星科学分野の教育研究活動そのものの情報構造とそ

の大きさを解析し、これを用いてデータスキームの設計、インターフェースの設計につなげた。 

 惑星科学における知見集積 

惑星科学において集積されるべき知識の情報構造を検討した。特に、論文や教科書になっ

ていない、セミナー等で語られるのみの経験知の構造を検討し、動画映像資料の有用性を検

証、効率の良い情報集積への提案と機材の設計調達につなげた。 

 地球惑星科学における科学者集団の構造 

惑星科学の展開とそれに必要となる人材の姿を考察し、コミュニティとして必要な構造を議論

した。これらの考察を人材ネットワークの構築につなげ、惑星科学の将来像を描いていく上で

必要となる準備をすすめた。 

 

一方、汎惑星系モデルの要素研究に関しては以下のような知見が得られた。 

 惑星系円盤ダストの物理素過程 

惑星系円盤ダストの関与する物理素過程の総合的研究を展開し、衝突シミュレーションから

従来想定されていたよりずっと低密度の微惑星が形成されることが示唆されたほか、サブミクロ

ン氷粒子からなるアグリゲイトは、数10m/s の高速衝突でも成長できることが示された。また、

結晶ダストは非晶質ダストが星の近傍などで1000 K以上に加熱された結果、生成されると信

じられてきたが、これに対してずっと低温で結晶化するメカニズムを提唱しそれを実証した。さ

らに、観測から円盤ダストの成長を知るうえで、そのスペクトルの解析が鍵となるが、衝突シミュ

レーションから期待される空隙に富むアグリゲイトを考えるとき、その吸収(または放射) スペクト

ルはコンパクトな球粒子とは大きく異なることを示し、観測の解釈における注意を喚起した。 

 惑星形成最初期のダスト成長とダスト層の形成 

惑星形成最初期のダスト成長と赤道面への沈殿を数値計算によって調べた。ダストは、成長

しながら赤道面に沈澱しダスト層を形成するが、ダスト層の形成時期は、円盤上空のダストの

枯渇によって決定されること、また、ダスト層の構造は、過去に求めた解析解でよく表わされる

ことを示した。ダストの破壊が顕著に起こるときは、マイクロメートルサイズのダストが赤道面に

集中した構造になることを示した。 

 原始惑星系円盤ダスト輸送 

原始惑星系円盤におけるダスト輸送について、高速度衝突時のダストの付着限界を考慮した

グロバールモデルを用いると、円盤外縁部では天文観測と調和的な中心からの距離依存性

の緩やかなダスト分布が得られ、また内側領域については太陽系や系外惑星系の惑星質量

分布から示唆される、より急峻な依存性をもつダスト分布が得られることが分かった。 

 降着円盤内でのタイプI惑星移動 

原始惑星系円盤中にある惑星の軌道角運動量(トルク)は、円盤ガスとの重力相互作用によ

って、一般的に惑星の軌道角運動量が失われると考えられている。この過程はタイプI惑星落

下問題として知られており、惑星系形成に対して重要な問題となっている。しかし、今までこの

問題を扱った多くの研究は、等温の状態方程式を使っていた。最近、断熱円盤と惑星の間

の重力相互作用が調べられ、惑星付近におけるエントロピー分布の非対称性により惑星への

トルクのかかり方が変わることがわかってきた。本研究では、惑星が作られた頃のより現実的な
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状況であると思われる降着円盤を想定して、エントロピーの非対称性の効果の他に粘性進化

によるタイプI惑星落下への影響について調べた。我々の結果によると、降着円盤内では惑星

は落下しない可能性があることが示唆された。 

 衛星系の起源：周惑星円盤への固体物質供給プロセス 

木星・土星など巨大ガス惑星の周りの主な衛星はほぼすべて、軌道が惑星の赤道面付近で

かつ円軌道に集中している事から、惑星周りの円盤（周惑星円盤）から形成されたと考えられ

ている。しかし、その円盤の起源および構造は良くわかっておらず、形成される衛星系の姿を 

理論的に予想できていない。そこで、衛星の材料となる固体物質が周惑星円盤へ供給・捕獲

される軌道を解析的に計算し、固体物質の供給率およびその分布を明らかにした。 

 プレアデス星団に属する原始惑星候補天体の発見 

すばる望遠鏡のステラーコロナグラフを用い、プレアデス星団に属する若い単独星11天体の

周囲を近赤外波長で探査した。その結果、7天体の周囲に10個の暗い点源を発見した。それ

らのKバンド等級は18等から20等で、数木星質量の天体である可能性がある。中でもV1171 

Tauに付随する点源は近赤外から中間赤外域で赤外超過を示し、原始惑星である可能性が

高い。 

 分子雲での低温表面原子反応による分子進化  

分子雲の微粒子表面で起こる酸素分子と水素原子との反応による水分子の生成過程を詳

細に研究し、反応速度の温度依存性、下地（氷）の影響などを測定した。また、生成された氷

はアモルファスであることが明らかになった。アモルファス氷表面での水素原子の挙動を解明

するために、 固体表面の水素原子を直接分析できる実験装置を開発した。アモルファス氷

表面での水素原子の表面拡散、脱離過程に関する知見が得られつつある。 

 AKARIによる星間氷の観測 

赤外線天文衛星「AKARI」を用いて分子雲、原始星エンベロープ、原始惑星系円盤内に存

在する氷の吸収バンド観測を行った。スリットレス分光画面からのスペクトル抽出やスペクトル

型推定などのデータ解析方法を確立し、近赤外波長域(2.5-5ミクロン)でH2O、CO2、COの

バンドを検出し氷柱密度を求めた。 

 原始惑星系円盤におけるメタノール輝線 

原始惑星系円盤の半径10AU以内の領域における化学組成進化を数値計算によって調べ

た。この領域は比較的高温(T>100K)のため、大型有機分子が昇華しホットコア的な分子組

成進化が起こる。メタノールをはじめとするいくつかの有機分子は、昇華後、気相反応により

104年ほどで破壊される。よってメタノール輝線は質量降着率の指標となりうることを示した。 

 TW Hya周りの原始惑星系円盤におけるHCO+、DCO+輝線  

SMAを用いてTWHyaのDCO+、DCN輝線観測を行った。円盤内ではこれら分子の存在比は

一定ではない。そこで、原始惑星系円盤の化学組成分布のモデル計算の結果を参照して存

在度の鉛直分布を簡単な関数で近似し、円盤内での半径方向の分子分布を観測データか

ら求めた。また、CO、DCO+輝線強度から円盤内の電離度の推定を行った。 

 「新惑星仮説」の提案 

1200個を超す太陽系外縁天体が発見され、それらの軌道分布に、既知の惑星の摂動では

説明できない特異性があることが判ってきた。海王星軌道以遠の氷天体の軌道進化を45億

年に渡って数値計算し、これらの特異性を説明するために、地球サイズの「新惑星」が、大きく

傾いた軌道上に存在するという仮説を提唱した。世界51カ国で報道され、一般の関心を惹い

た(P.S.Lykawka and T.Mukai, Astron.J. 135 (Issue 4), 1161-1200, 2008)。 
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 多孔質模擬天体中の圧力減衰率 

天体の衝突破壊強度を決定づける要因のひとつとして、天体内部を衝撃波が伝わる際の圧

力減衰率があげられる。20年度は、固着力を持たないレゴリスの集合体を模擬したガラス粒子

層における圧力減衰率を測定した。粒子どうしが互いに焼結で固着して圧縮強度を数～数

10MPa持つ場合と減衰率が同じであることを見出した。 

 焼結体の引張強度とネックサイズとの関係 

粒子どうしの接触点の物理強度を高める過程として、焼結が考えられる。焼結は、原始惑星

系円盤内で微粒子が付着成長する現場において、粒子集合体の力学物性を変化させる可

能性がある。そこで、まずはガラスビーズ２体を電気炉で焼結させ、焼結部分（ネック）の半径と

引っ張り強度の関係を調べた。ネックの見かけの断面積と強度とが、初期焼結においては比

例しないことが明らかになった。これは初期焼結において、ネック部分に移動してきた物質が

ネック内部に均等に拡がっていないため、と推論される。 

 水星・月の熱進化 

水星および月の熱進化について理論的・数値的な解析を行い、地殻への放射性元素の濃

集とマントル中の揮発性物質の欠乏によって、リソスフェアの急速な冷却が促されることを定量

的に示した。 

 金星地表の放射率分布～カコウ岩地殻の存在を示唆する結果 

Galileo 探査機が1990年に金星フライバイをした際に取得したデータを解析して、金星地表

面の近赤外線(1.18um)での放射率分布を推定した。その結果、金星の高地は放射率が小さ

く低地では放射率の大きい傾向のあることが発見された。放射率が小さく高地を形成する可

能性のある岩石のひとつとしてはカコウ岩が考えられる。カコウ岩を生成するには水(海洋)と沈

み込み(プレート・テクトニクス)が必要と考えられており、この放射率推定の結果は過去の金星

に海洋とプレート・テクトニクスがあったことを示唆している。 

 Planet-C 搭載機器開発と北大光学望遠鏡の設計製作 

来年打ち上げ予定のわが国の金星探査機(Planet-C)に搭載の紫外イメージャ(UVI)の開発

を完成し、現在、JAXA における種々の試験を行いつつある。科学成果を最大限に引き出す

ために、探査機と地上光学望遠鏡群との同時観測を実現させる予定である。その1つの重要

拠点として、北海道大学が名寄天文台に新設する大型光学望遠鏡が挙げられ、現在この望

遠鏡の設計と製作を急ピッチで進めている。 

 汎 惑 星 気 候 モデル（数 値 シミュレーションモデル）の設計と構築 

系 外 惑 星 を含 む惑 星 気 候 の多 様 性 を探 求 するための基 盤 的 ツールとしての惑 星 大 気 シミュ

レーションモデルの設 計 と開 発 に着 手 した。目 標 は、既 存 大 気 計 算 技 術 の汎 用 化 にあり、ソ

フトウェアは対 象 物 理 過 程 を異 にする複 数 のモデルからなる階 層 的 なモデル群 として構 成 さ

れる。開 発 はネットワーク上 の公 開 開 発 として実 施 しており、本 年 度 はソフトウェアコーディン

グルールの策 定 、モデル群 全 体 に共 通 して利 用 されるI/Oライブラリの設 計 と実 装 などを行 っ

た。開 発 状 況 は http://www.gfd-dennou.org/library/dcmodel/ において自 由 に参 照 する

ことができる。 

 生物システムにおける不在の意義 

構造とその機能、「わたし」と「考えるわたし」のような二つのレベルにまたがる現象一般に対

し、特に細胞レベル、人間の意識レベルの二つのレベルで、不在の意義を明らかにした。第

一に、生物の行動では一般的に、探索と搾取のジレンマが認められるが、アメーバでは局所

的領域で最適な形体をみつける計算（搾取）と、未知の領域を広く効率よく探索すること（探
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索）の両義性として、述べられる。我々はオートマトンモデルから、ゆらぎを溜める仕組みが搾

取と探索の間のジレンマ解消に有効に働くことを示し、モデルが実際のアメーバの挙動をよく

説明することを示した。第二に、人間の身体感覚において、二つのレベルは身体の所有感覚

と操作感覚のレベルとして認められる。我々は両者が予め統合されているのではなく、絶えず

調整されており、その際、身体部分の不在感が、調整の一助となることを実験的に示しつつあ

る。 

 

 木星大気の雲対流の直接数値計算 

木星大気において生じ得る流れ場の様相と雲構造を掌握することを目的として、H2O、NH3、

NH4SH の凝結を考慮た雲対流の長時間数値計算を行った。対流の強度と構造は統計的

定常状態には至らず準周期的に変動し、その周期が水の存在量に依存することが示された。

さらに対流活動の準周期変動に合わせて、存在する雲の種類と雲底高度が大きく変化する

ことも示された。以上の結果は熱力学平衡計算から与えられた従来の雲分布の描像を大きく

変えるものである。 

 地球照の偏光分光観測 

Stam(2008)のモデル計算によると、系外惑星反射光の偏光分光観測は酸素大気の存在を

検出する有効な手法となると期待されている。本研究ではこの手法の有効性を確認するため

に、地球照を偏光分光観測した。地球照は月の暗い面に映る地球の光であり、空間分解さ

れない地球類似惑星の光を模擬するものとみなせる。観測の結果、モデルで予想されたよう

に、波長760nmの酸素吸収帯に偏光度の上昇が導出され、偏光分光観測が有効である可

能性が高まった。 

 地球赤道域の循環・対流・雲に関する研究  

インドネシア「海大陸」でのレーダー5点観測網の完成、インドシナ半島（ベトナム等）でのオゾ

ンゾンデ観測等の継続実施、フィリピン観測の基礎調査、各種データ解析などを行った。地

球の赤道域では、熱容量の小さい陸は地球自・公転に伴う日射変化を反映した日・年周期

を大気に強制し、熱容量の大きな海は大気海洋相互作用による季節内・経年変動を生む。

地球赤道域の降雨は日周期対流雲生成源に依存するという「海岸線仮説」、日周期生成に

雲が本質的に関与する「打ち水効果」、モンスーン・季節内変動・日変化の相乗効果による

「コールドサージ豪雨」や「逆転層生成・強化」を示した。また、気象衛星11年連続毎時観測

データを周波数スペクトル解析し、赤道収束帯2年・年周期南北振動の経度依存性、季節内

変動の「海大陸トンネル効果」等を得た。 

 減衰性2次元乱流における渦度の1点確率密度関数の普遍性に関する研究  

減衰性2次元乱流における渦度場の1点確率密度関数（PDF）を数値実験により調べた。

Bartello and Warn（1996）によるとPDFは適当なスケーリングのもとで、vortex scaling theory

と無矛盾な普遍的関数形を持つことが示された。しかしながら、本研究ではアンサンブル平均

によってBW(96)よりも信頼性の高い解析を行った結果、BW(96)の結果は支持されなかった。

むしろ渦度場を秩序領域、非秩序領域に分解したときに、非秩序領域におけるPDFに、

BW(96)で指摘された普遍性が存在することを示した。この結果の力学的な解釈を現在行って

いる。 

 衝撃波を伴う圧縮性流れの数値計算法開発 

一般に圧縮性流れの数値計算法では、適切な数値計算法を用いないと数値解は不安定に

なり非物理的な振動が生じる。特に衝撃波などの解の不連続を含む問題では不安定性が顕
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著に現れるため、衝撃波近傍で人工粘性を加えて解の振動を抑制する工夫が必要である。

本研究では、リーマンソルバー法とTVD (Total Variation Diminishing) 法を組み合わせ、衝

撃波を伴う流れを正確に記述する数値計算コードを構築した。このコードには、惑星重力、粘

性の効果、輻射の効果も考慮されており、多くの物理状況に対応することができる。 
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