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神戸大学 14501 

 

平成２１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 ２０ 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   (60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－ 

ｵｵﾂｷ   ｹｲｼﾞ 
大 槻  圭 史   (47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・小天体起源の理論・数値的研究国際連携ＣＧ

ｱｲｶﾜ   ﾕﾘ 
相 川  祐 理   (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） 

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   (40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      (64歳) 神戸大学・名誉教授 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  (62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  (58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  (45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・博士 
（理学） 

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  (60歳) 

神戸大学理学研究科惑星科学研究セ
ンター協力研究員／北海道大学低温
科学研究所雪氷新領域部門・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  (51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  (43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 

ｾﾄ ﾕｳｽｹ 
瀬戸 雄介     (32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   (54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  (60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    (49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ー・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   (51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    (62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 

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｹﾞﾄ 
渡 部  重 十    (56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        (43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 

ﾀﾅｶ    ﾋﾃﾞｶｽﾞ 
田 中  秀 和    (43歳) 

北海道大学 
低温科学研究所雪氷新領域部門・准教
授 

惑星科学・博士 
(理学) 

惑星系始原物質進化の理論的研究 

 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） 

          236,119 

①                （千円）

            181,630 

②                   （千円）

                54,489 

（拠点大学：神戸大学）  

          130,884 

 

            100,680 

 

                30,204 

（北海道大学）  

          105,235 

 

             80,950  

 

                24,285 

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％  

（％）

55.4         

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） 

99,044,100  

②                （円）

0  

③                      （円）

99,044,100  

④                   （円）

80,950,000  
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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 コミュニティーにおける人 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 コミュニティーに開 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ーにおける様 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 コミュニティーによる協 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 ：我 々は「惑 星 および惑 星 系 の起 源 ・進 化 ・多

様性の整合的全体像」あるいはその把握の仕方の提案を「汎惑星系モデル」と定義している。

当 然 、「汎 惑 星 系 モデル」と称 されるべき成 文 的 記 述 をただちに得 ることが本 事 業 での目 的 で

はない。CPSが提 供 するスクール、研 究 会 、実 習 等 の教 育 研 究 プログラムの実 行 を介 して、惑

星 系 の起 源 ・進 化 ・多 様 性 の全 体 を俯 瞰 する活 動 を促 進 し、最 先 端 の知 見 の集 積 とその総

合 化 に努 めるのが目 的 である。同 時 に、我 々もまた個 々の活 動 を担 う一 員 としてそこに提 供 さ

れるべき質の良い知見を生み出していく。 

本年度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事業専門委員会」の設置：惑星科学コミュニティーの共同利用

センターとしてＣＰＳを実質的に機能させるために昨年度設立した「惑星科学研究センター共

同利用委員会」を、神戸大学の組織内において正式に位置づけるため、センター設置要項

を改定し、同委員会を再定義した。結果として平成22年4月に「惑星科学研究センター共同

事業専門委員会」がＣＰＳに設置されることとなった。 

 評価の実施：平成21年10月に理学研究科によるCPSの評価を受けた。結果、本事業期間中

のCPSの設置継続が認められた。また平成22年1月に開催した国際プラネタリスクールに招聘

した講師陣による助言や評価を受けた。加えて、惑星科学研究センター共同事業専門委員

会の外部委員からは常時、助言、評価を得ている。 

 各種CG活動の本格展開： 5つのCGがその活動の本格的展開を開始した。以下特筆すべき

活動をあげる。各CG活動の詳細は後述。 

 基盤整備：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

導入と改善・ネットワークサーバシステムの開発と活用を開始した。ＣＰＳとして必要となる機動



 

 

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を進めつつある。 

 教育実習プログラムの展開：教育研究CGの活動の一環として、今年度は国際プラネタリスク

ール”Planetary Atmospheres – Sisters, relatives and ancestors of our own”を平成22年1

月に神戸において開催した。各種スクールプログラム・実習プログラムを実施した（詳細は後

述）。 

 国際連携プログラムの展開：海外の研究教育機関との人材交流を通じて惑星科学の中・長

期的展望にたった活動への支援をより充実させるべく、国際連携CGは3つのプログラムを実

施し計10件の企画を支援した。 

なお、これらのＣＰＳの活動に関してはホームページhttp://www.cps-jp.org/に詳述している。 

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、今年度は以下のような改善・整備

等がなされた。 

 研究拠点体制の整備 

神戸大学理学研究科惑星科学研究センター設置要項を改正し、昨年度設立した「惑星科

学研究センター共同利用委員会」を「惑星科学研究センター共同事業専門委員会」として再

定義し、神戸大学の制度上に正式に位置づけた。当該委員会は、惑星科学コミュニティーに

開かれた運営体制をＣＰＳに実現し、コミュニティーの共同利用センターとしてＣＰＳを実質的

に機能させるために存在する。共同事業専門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かつ常時的な諮問活動および評

価活動を担保している。PDならびに特命（特任）教員の人事はこの共同事業専門委員会の

下に人事委員会を組織して行っている。 

 さらに昨年度に引き続き、関連分野の指導的な立場にある委員や識者との懇談会を開催

し、CPSの理念や活動の理解を図ることを通じて、当該コミュニティー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CPSの

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。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の今 年 度 の活 動 に関しては以下で詳述する。CPSのような組織の在り方を

研究すること、それに必要となる情報基盤や事務支援基盤を検討しあるいは研究すること、そ

してそれが行える人材を育成することも本事業の重要な目的であり、各ＣＧの活動としてこれを

実行しつつある。 

 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、今年度は神戸大から学長裁量ポストして新たに特命（特

任）助教１の提供を受け、PD１名を昇進させた。また、昨年度に雇用した北大の特命（特任）

准教授１は東京工業大学に転出した。平成22年度予算に余裕がないため補充は見合わせ、

北大PDの1名を特命（特任）助教に昇格させた。その結果、現在のPD数は、神戸大２名、北



 

 

大２名となっている。 

 人材育成 

今年度もRAを公募し、神戸大12名、北大10名を採用した。RAは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教育研究基盤の構築や惑星科学を展開する上での多

様な専門性への導入を実地訓練（OJT）として行っている。 

 国際化等の改善・整備状況 

昨年に引き続き国際プラネタリスクールを開催した。今年度は惑星大気をテーマにとり、

”Planetary Atmospheres – Sisters, relatives and ancestors of our own”を平成22年1月に

神戸において開催した。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。さら

に海外の教育研究機関との人材交流を推進するエクスチェンジプログラムを今年度は計6件

実行した。加えて、滞在型海外研究者招聘プログラム、および短期招聘プログラムを推進し

た。この際、招聘者も参加する国際研究集会をあわせて開催した。詳細は後述の「国際連携

CG」の項を参照。 

 基盤CG 

基盤 CG では, CPS の全ての活動の支援および活動成果の蓄積・公開のための情報基盤

整備を行う。以下に、平成21年度に行った基盤 CG の各事業について概略を述べる。 

1. CPS サーバ（http://www.cps-jp.org/）の運用 

平成20年度に導入した CPS 基盤サーバのサーバソフトウエア群の開発を継続して行

い、平成21年度より CPS 基盤サーバを本グローバル COE プログラムの拠点形成およ

び運営活動をサポートするものとして運用を開始した。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、のこりの2台をバックアップサ

ーバならびに開発サーバとし、非常時にも対応できる体制とすることを目指した。しかし、

運用開始後、基盤サーバのハードウェアとＯＳに予期されていなかった障害が発生し、運

用体制の再考察とハードウェア・ソフトウェアの再設計が余儀なくされた。現在は応急シス

テムを構築し、日常運用に支障のないようにしているが、本格的な展開を可能とする安

定運用のためのシステム設計およびその設計に基づく修正は、もともと計画されていた、

本事業期間全般にわたる基盤サーバ環境の開発計画（ＣＰＳのような共同利用センター

が必要とする情報基盤の考察）に組み込み、次年度に行う。 

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構築 

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、平成20年度に導入した講演撮影システム

p4web に基づく撮影システムの構築を行った。このシステムにより、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った。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。しかしながら、現状のシ

ステムでは収録には過大な労力が必要となってしまうことが問題点として残された。そこ



 

 

で、平成22 年度以降は、他研究所（ニュートン研究所等）のシステムの長所を取り入れ

るなどにより、より効率的に、より利用価値の高いコンテンツが作成できるシステムを設計・

構築し、より多くのセミナー等の収録を可能にする予定である。 

3. 教育計算機環境を用いた情報リテラシー教育 

平成20年度に導入した、教育用パーソナルコンピュータ群およびストレージサーバを活

用した大学院生向けの情報リテラシー教育を推進した。またストレージサーバは、数値モ

デルの開発・数値実験の実行・データ解析などの研究面における使用に加え、上記項

目1で記述したCPS基盤サーバの障害の問題解明作業にも活用された。これによりサー

バ管理技術の実地教育も施されることにもなった。平成22年度以降も、今後のCPSサー

バの維持と発展のために必要とされる、高水準の情報技術レベルを有する人材育成を

目指して、情報リテラシー教育を継続する予定である。 

 国際連携CG 

国際連携CGでは、海外の研究教育機関との人材交流を通じて惑星科学の中・長期的展望

にたった活動への支援をより充実させるべく、本CGが進める3つのプログラムに沿って計10件

の企画を支援することで、CPSと国際研究拠点間ネットワークを強化した。以下に各プログラム

の活動をまとめる。 

1. エクスチェンジプログラム 

6件の企画を支援し、個々の研究交流を通じてCPS と海外研究機関との連携を強化し

た。フリードリッヒ・シラー大（Friedrich-Schiller-University, ドイツ・イエナ）から院生が3ヶ

月、フランス・ミディピレネー天文台から院生が1ヶ月、ハーバード大学から研究者と院生

が1週間、それぞれ主にCPSへ滞在し、また南アフリカへ神戸大院生を半年間、台湾国

立中央大学へCPS研究者を6週間派遣した。また、ウッズホール海洋研究所(Woods 

Hole Oceanographic Institution, WHOI)の夏のＧＦＤプログラム（10週間）へ１名の大学

院生を、全国公募・WHOI選考委員会による選考の上、派遣した。 

2. 滞在型海外研究者招聘プログラム 

2件の企画を支援し、CPSを国際研究ネットワークのハブとしての機能強化を進めた。オラ

ンダ・香港から1ヶ月前後招聘・滞在した2名の研究者と国内関連研究者が集中的に原

始惑星系円盤中の磁気回転不安定性について議論を行うとともに、滞在期間中に研究

会を開催した。また、ドイツから研究者を1ヶ月招聘し、ユーロプラネットに関する情報提供

を受けるとともに、宇宙塵その場観測装置開発に関する技術交換、水戸の重照射研究

設備(HIT)で微粒子加速実験への参加、CPS宇宙塵研究会への参加などを行った。 

3. 短期招聘派遣プログラム 

2件の企画を支援し、CPS研究者の海外での活動を支援した。アジア太平洋天文学キャ

ンプ（Asia-Pacific Astronomy Camp）の講師としてCPSの研究者を1人派遣した。アジア

オセアニア地球科学会議（AOGS, Asia Oceania Geosciences Society）2009で招待講

演となった神戸大院生を派遣した。 

 将来構想CG 

国内の惑星科学およびその関連分野の有識者との懇談会を行い、CPSの理念と活動を紹介

し、助言を得る機会を数回にわたって継続してきた。また国際的には、CPSと同様な理念のも

とに活動しているISSI(International Space Science Institute、ベルン)とニュートン研究所(I. 



 

 

Newton Institute for Mathematical Sciences、ケンブリッジ)を訪問し、両研究所所長を始

め、研究所スタッフにCPSの理念と活動を紹介し、CPSの今後の展開についての議論を通じて

評価と助言を得た。また、個別的な知見集積を試みている例として、ワシントン大学のＧＦＤ研

究室（the Geophysical Fluid Dynamics Laboratory of the University of Washington、シア

トル）を訪問し、主として地球流体力学を対象に、流体実験に関する知見集積とその公開、

教育研究環境の維持などについて意見交換を行った。 

 社会交流CG 

社会交流ＣＧでは、将来構想ＣＧの活動と連携し、ＣＰＳの理念を広く科学コミュニティーに訴

え、その必要を社会に問うていくべく、さまざまな交流活動を行うことを目指している。同時に

若手研究者の多様なキャリアパスを開拓するべく人脈の形成をもくろんでいる。本年度は企

業や他機関への広報を念頭においた基本資料(パンフレット等)の整備を進め、企業人との交

流を実施した。また、一般向けの広報活動や科学技術コミュニケーションのノウハウの紹介に

も協力した。 

1. 企業の人との交流会 

ＣＰＳと企業との連携の可能性に関する意見交換を行った。 

2. 一般向け広報活動への協力と科学コミュニケーション技術の紹介 

神戸大学サイエンスカフェ、神戸市火星パネル展示会（DLR、ドイツ航空宇宙センター提

供）などの一般向けの広報活動に参画するとともに、科学技術コミュニケーションに関する

セミナーと勉強会（早稲田大学政治学研究科との共催）も実施した。また、科学文章の

書き方に関する実習を実施した。 

3. キャリアパス紹介 

理学系の専門的訓練を受けた後社会の様々な分野で活躍する人々の例として、今年度

はマスメディアの方によるセミナーを実施し、狭い意味での学術領域に閉じないキャリアパ

スの可能性を紹介した。 

 教育研究ＣＧ 

大型国際スクールプログラムであるプラネタリスクールをはじめ、様々な実験実習やスクールを

10件開催した。また国内外研究者との研究会・セミナー企画を公募し、それらを調整のうえ９

件の企画について主催あるいは支援を行い、個々の研究活動を活性化する環境の提供と汎

惑星系モデルへの知見情報のアーカイブを進めた。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 

惑星科学の次代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、現在の惑

星科学分野において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が主体



 

 

的に参加し、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、これらをオンデマンド教材として整備して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構築に供した。 

【研究等によって得られた新たな知見】 

 原始星から噴出するジェット 

英国赤外線望遠鏡やNASA IRTF望遠鏡を用いて、おうし座分子雲の原始星を赤外線で分

光観測した。電波観測によって、これらの天体からは分子流が出ていることが既にわかってい

る。観測の結果、多くの原始星から水素分子輝線を検出した。一方で、古典的Tタウリ型星で

頻繁に検出される鉄の禁制線は、ほとんどの天体から検出できなかった。このことから、分子

流の駆動源は高速で低密度のジェットではなく、低速で比較的高密度のアウトフローであるこ

とが判明した。 

 連星系に付随する周連星系円盤の探査 

すばる望遠鏡のステラーコロナグラフを用いて、おうし座分子雲に属する若い連星系を観測し

た。その結果FS Tauに複雑な形状をした星周構造を発見した。今までの探査観測から、周連

星系円盤が近赤外線で検出できる天体は、中間赤外域の連続光の強度が長波長に向かい

増大する天体であることが明らかとなった。この観測結果を理解するための理論構築が今後

必要である。 

 宇宙黎明期の恒星の研究と宇宙開闢史の解明 

宇宙初期の超金属欠乏星について、低・中質量星のヘリウム核燃焼段階で発生するヘリウム

・フラッシュの対流層への水素混合とそれに伴う中性子捕獲反応による核種合成を系統的に

調べた。あわせて、階層的構造形成理論に基づくmergingtree の計算コードを開発、超金属

欠乏星から求めた特性を適用して、銀河系ハローの恒星の誕生と化学進化を調べ、銀河系

形成の新たなモデルを提唱した。また、観測面では、一昨年公開した金属欠乏星データベー

スを整備するとともに、宇宙の初代星や宇宙黎明期の恒星探査ためのすばる望遠鏡の集約

プロジェクト（PI国立天文台青木和光助教）を推進した。 

 原始惑星系円盤内縁部においてガス降着が及ぼす化学構造への影響 

ダストの氷マントル蒸発に伴って引き起こされる気相化学反応で生成されるメタノール分子に

注目し、その存在度や輝線放射・プロフに及ぼすガス降着の影響を明らかにした。そして、メ

タノールはALMA観測において円盤内縁部領域のガス降着を調べるのによい指標となること

を示した。 

 衝突破壊を考慮した原始惑星系円盤におけるダスト進化 

原始惑星系円盤におけるダストの成長と輸送に、ダストの衝突破壊過程が及ぼす影響を調

べた。その結果、コンドリュールの典型的サイズが前駆体ダストの衝突破壊により自然に説明



 

 

されることを示した。また、円盤内のダスト分布について、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分布となる一方、内側領域で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分布となることが分かった。 

 破壊を考慮した、原始惑星系円盤のダスト層の構造 

原始惑星系円盤の赤道面に形成されるダスト層の構造を、ダストの沈殿・合体・破壊を考慮

して求めた。ダストがcmサイズに成長し破壊が始まると、ダストのそれ以上の成長は阻害される

こと、衝突破壊でできたμｍサイズのダストが、赤道面に集中した構造をとること、を明らかにし

た。また、ダストの破壊モデルによって、最終的なダストサイズ分布がどのように依存するかを調

べ、カタストロフィック破壊が始まるエネルギーには、ほとんどよらないが、破片の最大サイズ、

破片分布のべきを変えると、ダストサイズ分布は変わることが分かった。 

 原始惑星系円盤における固体成分の再配置 

数値計算コードを用いて円盤内の固体成分分布の進化をシミュレートした。原始惑星系円盤

の天文観測、始原的隕石の酸素同位体組成の進化、現在の太陽系惑星の質量配置と整

合的な固体成分の面密度分布は、円盤形成の開始からおよそ百万年～２百万年後に得ら

れることが分かった。これは今後進展の期待される、より空間分解能の高い原始惑星系円盤

の天文観測に理論予測を与えるものである。 

 低質量YSO周囲の星間氷組成 

赤外線衛星AKARIで観測したedge-on YSO(Young Stellar Object)のスペクトルを解析した。

H2O,CO,CO2バンドについては、国際会議集録論文にまとめた。より弱い吸収バンドである

13CO2, OCN-, OCSおよびCO gasの吸収バンドも同定し、柱密度を評価した。OCN-は従来

の観測でも例があるが、本研究で得られたスペクトルは従来よりもかなり強く、YSO周囲での紫

外線による反応が大きく寄与していると考えられる。OCSのバンドは、観測波長域の端近くな

ので慎重に議論必要があるが、今までに観測されていないバンドであり、本研究が初検出の

可能性がある。これらの結果はH2Oなどの解析とともに、現在、学術論文にまとめている。 

 ダスト合体成長による微惑星形成 

サブミクロン氷粒子からなるダストアグリゲイトは数10m/s の高速衝突でも成長可能であること

が我々の研究成果で示されたことにより、微惑星形成のダスト直接合体成長説は有力なもの

となった。そのため、ダスト直接合体成長による微惑星形成モデルの再検討を行った。原始惑

星系円盤において中心星から10AU以上離れた領域では、ダストの急速な落下のため微惑星

はつくられない。それに対し、木星軌道以内では落下よりも成長が卓越し微惑星が形成され

る。これらの結果から、大量のダストが外側領域から落下し内側領域で微惑星になるため、原

始惑星系円盤内の固体成分は木星軌道以内で桁で増加することが明かになった。従来の

惑星形成の標準モデルではガス成分と固体成分の質量比は宇宙存在度のまま一定と仮定

されていたが、本研究で示された固体成分の大幅な増加は微惑星形成後の惑星形成過程

の描像を大きく変更する可能性がある。 

 原始惑星系円盤ダストの合体成長に対するダスト帯電の効果 

原始惑星系円盤は宇宙線などによって弱電離状態にあり、ダストも電荷を持つことが知られて

いる。本研究では原始惑星系円盤ダストの合体成長に対するダスト帯電の効果を調べた。原

始惑星系円盤ではダストは負の電荷をもつため、ダスト同士の静電反発効果により合体成長

は著しく阻害される。この阻害効果は原始惑星系円盤の数十AU以内の領域でダスト成長初



 

 

期に重要とであることを示した。一方、１００AU以遠である程度成長したダストが内側に移動し

た場合には静電反発効果は効かない。このため、ダスト帯電効果は「円盤外側領域から大量

のダストが内側に移動し惑星の固体材料物質となる」というシナリオを補強するものとなってい

る。 

 タイプI惑星移動と円盤構造との関係 

原始惑星系円盤中にある惑星の軌道角運動量は、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。本研究ではより現実的な円盤構造を考え、エントロピ

ーの非対称性の効果の他に輻射輸送によるタイプ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、惑星の落下速度が遅くなることが示唆された。 

 分子雲での炭素同位体分別 

電波観測では分子雲の高密度領域を観測する際に13Cなどの同位体を含む分子をよく用い

る。星間空間において炭素の元素同位体存在比12C/13Cは約60である。しかし炭素を含む

分子の同位体存在比12CX/13CXは60からずれることがある。これを同位体分別という。さらに

最近C13CH/13CCHなどの異性体の存在比が1より高いことも観測的に分かってきた。そこで

炭素同位体を含む同位体分子や異性体を含む反応ネットワークを構築し、同位体と異性体

の時間進化および分別過程を理論的に調べた。その結果、分子雲程度の低温(10K)領域で

はCO以外の分子では12CX/13CXが60よりも高くなることを示した。また水素原子を介した交

換反応を考慮すると、観測されているC13CH/13CCH, C13CS/13CCSの異性体比を説明で

きることが分かった。 

 星形成コアにおける重水素分別 

星 間 空 間 において水 素 の元 素 同 位 体 存 在 比 D/Hは10-5である。しかし分 子 の同 位 体 存 在

比 (XD/XH)は10K程 度 の低 温 下 では交 換 反 応 によって10-2程 度 にまで高 まることが観 測 的

にも理 論 的 にも知 られている。これを重 水 素 濃 縮 といい、低 温 なコアの進 化 段 階 を探 る観 測

的指標にもなっている。本研究では、低温な星なしコアにおいて重水素濃縮が進行したのち、

星形成にともなう加熱によって濃縮度が下がっていく過程を数値計算によって求めた。 

 原始惑星系円盤における暴走的低温結晶化の理論の実証実験のモデリング 

宇宙ダストの暴走的低温結晶化の理論の実証実験のモデリングを完成した．最近，著者らが

提唱した，従来のアニーリングによる結晶化の常識を覆す室温程度で起こる新しい結晶化メ

カニズムの墻内らによる実証実験をモデル化し，暴走的低温結晶化の物理的描像を明らか

にした． 

 原始惑星系円盤における微惑星衝撃波による粒子形成 

東北大，東工大グループと共同で，原始惑星系円盤における衝撃波による隕石や惑星間塵

中の微小結晶粒子の起源について論じた．円盤ガス中を運動する微惑星の前面に生じる衝

撃波による加熱によって蒸発したダストの再凝縮で生じた粒子は隕石や惑星間塵中の微小

結晶粒子の特性をよく再現することを見出した．またコンドルール形成シナリオとの整合性に

ついても論じた． 



 

 

 ダスト集合体の光学 

ダストアグリゲートの光散乱・吸収 の計算方法の一つである DDA (discretedipole 

approximation)の適用範囲に関する研究，およびアグリゲートによる光散乱と吸収に関する研

究を行った． 

 系外惑星デブリ円盤および太陽系ダストの力学 

惑星系が存在すると考えられる主系列星周りのダスト円盤の力学進化の解析的モデルを完

成するとともに，これを太陽系の惑星間氷ダストの集積に適用した． 

 画架座β星における系外惑星系の存在予言 

画架座β星の測光/偏光赤外観測データの精密解析から，画架座β星はその惑星軌道が

太陽系のそれと相似形である惑星系が存在することを予言した． 

 水星の熱史 

水星マントル対流の流体力学計算に向けて、表面境界条件の検討を進め、日射の時間・緯

度変化に加えて熱伝導率の温度依存性を考慮した表面の熱収支モデルを構築し、これを数

値的に解くことによって水星表面の長時間平均温度分布を求めた。 

 水素を主成分とする惑星大気放射対流平衡計算コードの構築 

水素を主成分とする惑星大気の放射対流平衡構造を求める数値コードの開発を行い、現在

の木星大気の温度プロファイルと対流強度の決定機構、集積期の地球型惑星の大気構造と

マグマオーシャンの発生条件について知見を得た。 

 階層的数値モデル群および入出力ライブラリの整備 

地球流体力学的観点での地球および惑星大気の運動の理解を目指して,階層的モデル群と

称する 1-3 次元の様々な方程式系に基づく数値モデル, およびそれらのモデルのための入

出力ライブラリを整備している.モデルの開発としては, 大気大循環モデル, 対流解像モデル

の開発を進め, 入出力ライブラリに関しては入出力設定の簡素化および並列化対応を行っ

た. 

 大気大循環モデルを用いた惑星大気の数値計算 

開発中の大気大循環モデルを用いて, 陸と海のある惑星や, 自転周期と公転周期が等しい

惑星 (以下, 同期回転惑星と呼ぶ) の大気循環の計算を行った. 陸と海のある惑星の計算

においては, 海陸分布のある地球と, 海がなく半径の小さな火星を念頭に, 湿潤過程や惑

星半径が子午面循環構造に及ぼす影響を調べつつある. 同期回転惑星の計算においては, 

どのような循環が形成されるかについて調べつつある. 

 高解像度モデルを用いた火星大気大循環計算 

これまでに一般に用いられてきたよりも高い解像度で, 火星大気大循環の計算を行った. こ

の計算により, これまでにモデルでは表現されていなかった, 水平スケール 40-200 km の中

小規模擾乱が表現された. また, 計算結果の解析により, これらの中小規模擾乱の生成に

日変化が重要な役割を果たしていることが示唆された. 

 木星大気の雲対流の直接数値計算 

昨年度行った H2O、NH3、NH4SH の凝結を考慮した雲対流の数値実験の結果の解析を

行った. これまでの数値実験では, 対流強度は準周期的に変動し, その周期は水の存在量

に依存することが示されていた. エネルギー収支解析により,対流強度の変動の周期は, 湿



 

 

潤有効位置エネルギーの振幅と放射冷却率によって記述可能であることが示された. 

 大気大循環モデルを用いた水惑星国際比較実験 

全球表面が海に覆われた水惑星という理想化された条件での大気循環を大気大循環モデ

ルを用いて調べる国際プロジェクトに参加し,実験結果の解析を進めた. プロジェクトに参加し

た多数のモデルの結果に基づき, 東西一様条件での熱帯降水活動の時空間構造や赤道上

の暖水域に対する降水分布の応答や熱帯域降水構造の解像度依存性について比較検討

を進めている. 

 「あかつき」による金星探査 

日本が開発を進める金星探査機(Planet-C)の理学観測機器として5台のカメラが搭載される

が，このうち，紫外イメージャ(UVI)，中間赤外カメラ(LIR)，および雷・大気光カメラ(LAC)の3台

のカメラの開発責任を北海道大学が担っている．これらの搭載理学観測機器のフライトモデ

ルの製作が完了し全ての環境試験・機能試験を無事に終了した．衛星本体への統合と総合

試験も完了し，現在衛星はH-IIAロケットに組み付けられ，種子島の射場から打ち上げにむけ

カウントダウンを進めている．2010年12月には金星に到達し，観測を開始する予定である． 

 北海道大学附属天文台の建設 

惑星観測専用の大口径1.6m光学望遠鏡を，北海道大学大学院理学院附属天文台(名寄

市)に建設中である．この望遠鏡計画は，北海道大学と北海道名寄市との連携事業として進

められており，北大は望遠鏡の製作に，名寄市は望遠鏡ドームの建設にそれぞれ責任を負っ

ている．現在まで，望遠鏡の光学パラメタを決める基礎設計が完了し，残す経緯台や焦点面

の詳細設計に入っている．2010年12月の完成を目指しており，科学成果を最大限に引き出す

ため，5月18日打上げ・2010年末に金星到達予定のPlanet-Cとの同時観測を実現させる予定

である．このための望遠鏡に搭載する赤外分光計や可視CCDカメラなどの開発も急ピッチで進

めている．  

 地球の気候における海陸共存の意義に関する研究 

インドネシア「海大陸」観測網を維持し、国際協同赤道気象・海洋学研究施設（仮称「海大

陸COE」）を構築するための5ケ年計画の予算を大部分外務省 （JICA）から獲得することに成

功した。これを機に過去の観測・研究の総括と新たな課題発掘に着手し、特に赤道域表面の

海陸混在（熱容量コントラスト）の惑星の気候・大循環への意義、年周期モンスーンと日周期

海陸風の相似性（自転・公転速度比との関係）、大循環と台風の相似性などについて理論

面を含めた研究を開始した。気象衛星11年連続毎時観測データの周波数スペクトル解析に

よる準2年・年・季節内・日変化の地域依存性に関する研究も継続し、これと数値大循環モデ

ルとの比較も計画している。 以上を背景に、インドネシアのバンドン工科大学（京大科振

費）、ウダヤナ大学、（JAXA-CRESOS講座）、BMKG（気象地球物理庁）、LAPAN（航空宇宙

庁）、ベトナムのVNHMS（水文気象局）、台湾NCU（URSI（国際電波科学連合）国際レーダー

学校などで集中講義を行い、その中で当GCOEの活動にも触れて、ともすれば実用研究に傾

きがちなアジア諸国でも、将来発展を考えれば基礎研究が重要であることを力説した。うち

LAPANからは2名がPlanetary Schoolに参加した。  

 回転球殻 MHD ダイナモにおける初期磁場及び力学的境界条件の影響に関する考察 

回転球殻ブシネスク磁気流体モデルを用いてダイナモ解の構造を数値的に調べた. 上下境

界ともに滑り無し条件を課した場合には, 初期に与える磁場エネルギーの大きさによらず, 従



 

 

来の研究で良く知られた α^2 ダイナモ解が得られた.  これに対して, 上端に応力無し条件

を課した場合には, 初期に与える磁場エネルギーが運動エネルギーに比して小さいと, これま

でには知られていなかった弱磁場ダイナモ解が得られることが示された. 

 2次元非一様楕円渦の軸対称化過程に関する研究 

非一様な渦度分布を持つ2次元楕円渦の軸対称化過程に対するフィラメントの影響を, 数値

実験によって定量的に調べた. その結果, フィラメントは初期に大きく軸対称化に寄与し, ま

た, ほぼ全ての時刻について軸対称化を促進するセンスに寄与することが分かった. このこと

は, 過去の研究で定性的に説明されていたフィラメントの役割と整合的である. 数値実験の

結果は初期には渦度場の鏡像非対称の度合いが大きいこと, またコアの回転に比べてフィラ

メントは遅れて回転することによって解釈できる. 

 一般化された2次元流体に関する理論的研究 

地球流体力学で知られた複数の2次元流体系を統一的に記述できる方程式系としての，一

般化された2次元流体系に関して，系のグリーン関数を調べた．グリーン関数は，特定のパラ

メターを除いて，Rieszポテンシャルで与えられる．グリーン関数を用いて，この系の持ついくつ

かの基本的特徴について議論した．移流される物理量の小スケールでの振る舞いが，系に含

まれるパラメターαの値が2を境にして転移すること，物理的に理にかなった系は，αが3以下

であることなどを導いた． 

 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、人口粘性などを入れないと数値解が不安定になり非

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。さらに、このコードを

GPGPUで計算できるコード開発を現在行っている。 

 地球照の偏光撮像観測 

表面が海で覆われている系外惑星反射光の偏光度は、土・砂漠・雪の場合に比べて、大きく

なることが計算により予想されている。したがって、系外惑星の偏光観測は、海の探査に使え

る可能性がある。この可能性を検証するために、地球照の偏光撮像観測を行った。神戸大学

理学研究科太陽系科学研究室が独自に開発した同時偏光撮像分光装置に集光系を導入

し、試験的な観測を行い、地球照の偏光度を導出できることを確認した。今後、西はりま天文

台60cm望遠鏡を用い、さらなる観測を行う予定である。 

 衛星イアペタスのアルベド二分性とその時間変化 

土星の衛星イアペタスには，半球間の明瞭なアルベド二分性が存在する．これは暗い物質が

進行側半球を覆っているためであるが，その起源は分かっていない．カッシーニ探査機による

観測からは，暗い物質の存在に伴う温度上昇とそれによる氷の昇華によって，表面のアルベ

ド分布が変化する可能性が示唆されている．そこで本研究では，イアペタス上での日射の変

化と表面温度の変化に伴う氷の昇華量を見積もり，長期的なアルベドとその分布の変化を数

値シミュレーションによって調べた．その結果，現在のアルベド分布には氷の昇華が本質的な

寄与を果たしているとともに，初期のイアペタスが持っていたアルベド分布が現在と全く異なる



 

 

可能性があることを示した． 

 衛星ガニメデにおける固有磁場の生成と内部構造・熱史 

木星の衛星にして太陽系最大の衛星であるガニメデは，衛星で唯一の大規模な固有磁場を

持っている．しかし従来の理解では，磁場発生機構の詳細はおろか内部層構造の理解も不

十分であり，特に金属核についてはその存在の有無さえ決定できていない．そこで本研究で

は，内部構造自体をパラメタとした内部熱史の数値シミュレーションを行い，現在のガニメデが

固有磁場を持つために必要な内部構造の範囲を，従来よりも狭い範囲で制約した，また現在

の磁場は，最近数億年間の内に発生した可能性も示唆された． 

 氷衛星が持つ地下海の化学組成や物理過程に関するレビュー 

探査機ボイジャー，ガリレオ，そしてカッシーニと続いた巨大惑星系探査は，巨大惑星が従え

る多くの衛星が多様な個性を持つことを明らかにした．中でも特に多くの衛星の表層や内部

でその存在が強く推測された液体の海「内部海」は，惑星科学に新たな視点を与える重要な

発見であった．これを受け，内部海の存在が天体の進化に与える物理的・化学的寄与につ

いて最近の研究成果のレビューを海外の研究者と共同で行い，他のレビュー論文とともに教

科書"Moons of the Outer Solar System: Exchange Processes Involving the Interiors"とし

て出版した． 

 月裏側北半球領域の火成活動史 

月の海玄武岩の年代決定は，月の熱史の理解に本質的に重要である．そこで，月探査機

SELENE（かぐや）搭載の地形カメラを用いて裏側北半球の海玄武岩における衝突クレータの

サイズ頻度分布を調査した．その結果，当該領域の海玄武岩の推定年代は35-27億年前で

あり，この領域の海を形成した火成活動は39-26億年前の期間において継続していたことが

分かった．この年代は南極エイトケン盆地の推定年代と同程度であることから，この領域での

火成活動が南極エイトケン盆地を形成した巨大衝突によって引き起こされたという従来の仮

説は，積極的に支持できるものではないことも分かった． 

 月裏側モスクワの海における火成活動 

月裏側にあるモスクワの海は，表側に比べて数少ない裏側の海のひとつであり，月の火成活

動史を読み解く上で重要なサイトである．月探査機SELENE（かぐや）搭載の地形カメラを用い

て，海の玄武岩年代とその厚さを推定したところ，少なくとも15億年前まで火成活動が継続し

ており，海玄武岩の厚さは600m以上あることが分かった．この火成活動の長期性と溶岩噴出

の多量さは，モスクワの海下部の地殻厚さが他の裏側の海に比べて極めて薄いことに起因し

ていると考えられる．また，モスクワの海と同サイズの表側海とで噴出溶岩の体積を比較した結

果，裏側でのマグマ生成率は表側の約3.1倍小さいことが見い出された． 

 月ジョルダーノブルーノクレータの形成年代 

月面裏側に存在する衝突クレータ「ジョルダーノ・ブルーノ」は，その新しさや古文書の記述も

あって，歴史時代にその衝突が目撃された唯一のクレータと言われてきた．しかし，月探査機

SELENE（かぐや）搭載の地形カメラが得た画像からその年代を改めて精査した結果，このクレ

ータの形成年代は100-1000万年前であることが分かり，古文書にある1178年の衝突はこのク

レータの形成と関係ないことが判明した． 

 非線形次元削減法による非線形システムにおける確率分布およびレジームの検出 

複数の非線形次元削減法により、非線形システムである気候システムの状態空間における確



 

 

率密度分布および気候レジームの検出を行っている。局所線形埋込,Isomap, Laplacian 

Eigenmap,および主成分分析のそれぞれについて、多様体を埋め込んだ人工的な低次元理

想化データを用いてそれぞれの手法の特徴を調べた。また、それぞれの手法を冬季極域成

層圏気温データに適用し、極夜ジェット振動の抽出を行った。それぞれ抽出された多様体の

構造や多様体上の時間発展をしらべ、非線形手法では、変動の正負の偏差に対応する領

域での違いが抽出可能であることを示した。 

 天体上のレイの起源 

太陽系の固体天体の上には印象的なレイ・光条を持つクレーターが多く見られる．レイの形成

条件や形状パターンとの関係を明らかにするため，粉体への衝突実験を行った．形成条件や

パターンは，衝突速度には依らず，粉体のサイズやバルク空隙率に依存することがわかった． 

 両義図形のラフセット誘導束を用いた図地解析 

図地分離は、イメージ知覚の全てにおいて、基本的役割を果たしている。ただしエッジの検出

や肌理のグルーピングなど、図の抽出についての研究は多々あるものの、得られた図と地の関

係については殆ど議論されない。我々は、両義図形が、図地の補完関係を二重に持つことに

注目し、この場合の図地関係を解析した。実際、図形を二通りの解釈に従って分割し、これを

用い、我々が考案したラフセット誘導束によってその論理構造を抽出、解析した。その結果両

義図形において、他に見られない論理構造を見出した。 

 彗星塵による光散乱のモデル化 

原始太陽系円盤内でサブミクロンの塵（ダスト）が付着成長することによって形成された微惑

星の生き残りである彗星の形成・進化を理解するために、サブミクロン粒子凝集体ダストの光

散乱特性を決定した。T-matrix法を用いて凝集体ダストの構成粒子であるサブミクロン粒子

同士の相互作用が偏光特性に及ぼす影響を調べ、偏光度の波長依存性と凝集体ダストの

空隙率との関連性を明らかにした。彗星ダストの空隙率は母天体である彗星の変成度と関係

があることから、偏光観測することによって彗星の進化・変成に関する情報が得られることがわ

かった。 

 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、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、惑星周りにかつて存在していた円盤（周惑星円盤）から形成されたと

考えられている。しかし、衛星の材料物質である固体成分が周惑星円盤へどのように供給さ

れたかは分かっていない。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。 

 Neptune Trojansの起源と力学進化の研究 

海王星と太陽が作るラグランジュ点に局在する太陽系外縁天体（Neptune Trojans）が発見さ

れ、その数は小惑星帯の小惑星数を上回ると予想されている。数値シミュレーションに基づい

て、海王星形成時にラグランジュ点に取り残 された外縁天体は、海王星の惑星移動時に消

滅し、現在観測されているものは、 惑星移動時に円盤領域から捕獲されたものである事を示

した。また、木星以遠の ガス惑星の起源と軌道進化が、Neptune Trojansの形成に大きな影

響を与える事 も明らかにした。 

 衝突破壊による小惑星自転進化 

小惑星は様々な自転速度を持っており、光度変化の観測より自転速度のサイズ依存性など



 

 

が求められている。小惑星の自転の起源を明らかにすることは、その形成史の解明に繋がる。

我々は小惑星を多数の粒子の集合体と近似して衝突過程のN体シミュレーションを行ない、

自転角速度変化を調べた。その結果、多くの場合に衝突破壊により自転角速度が減速され

ることを明らかにした。 

 土星リング力学理論に関するレビュー 

土星リングの力学理論に関するレビュー論文を執筆した。2004年の土星到着後、現在も土星

周回軌道で探査を続ける探査機カッシーニによる最新のデータや数値シミュレーションの進

歩により、土星リングの起源や力学進化に関する理解は大きく進展した。これに関してリング

力学理論の最近の研究成果のレビューを海外の研究者と共著で執筆し、他のレビュー論文

とともに教科書”Saturn after Cassini-Huygens”として出版された。 

 惑星集積率における原始大気の効果 

惑星形成過程における、大気をもった原始惑星への微惑星衝突確率を軌道数値計算により

調べた。得られた衝突確率の表式を用いて原始惑星成長の簡単な数値計算も行なった。そ

の結果、微惑星サイズが1km以下で原始惑星質量が地球質量程度以上の場合、大気により

微惑星を捕獲する効果により、惑星成長時間が大幅に短縮され得ることが明らかになった。 

 ラブルパイル構造をもつ氷小天体模擬物体のバルク強度とネックサイズの関係 

小惑星や氷小天体、彗星核はラブルパイル構造をもつと考えられている。氷小天 体や彗星

核は多量の氷を含むため、太陽系内を漂う間に焼結する可能性がある。 焼結のが起こると、

ラブルパイル構造をもつ氷小天体は接し合う小塊間が結合 し、バルク強度が強くなると考え

られる。そこで、ガラスビーズを用いてラブル パイル氷小天体を模擬した多粒子集合体を焼

結させ、焼結体を作成した。多粒子 焼結体のバルク強度を測定し、2粒子焼結体のネック破

壊に必要な引張力と比較 した。その結果、多粒子焼結体の1ネック当たりにかかる引張力は

2粒子焼結体の 破壊に必要な引張力とほぼ等しいことが確認された。 

 流紋岩質マグマ水蒸気爆発の発生プロセス 

第四紀姫島火山群の流紋岩質マグマ水蒸気爆発噴出物の野外地質調査を行い、マグマ水

蒸気爆発の発生プロセスを検討した。噴出物中には泥岩で満たされた不規則な割れ目を持

つ本質岩片が確認され、マグマ貫入により流動化した未固結状態の母岩が火道中のマグマ

を水圧破砕しながら侵入したことが示唆された。このようなマグマと未固結堆積物の混合様式

は高粘性マグマによるマグマ水蒸気爆発発生の原因のひとつとして考えられる。 

 流紋岩質溶岩にみられる破砕構造の成因 

第四紀姫島火山群の流紋岩質溶岩流中の黒曜岩質部にみられる脆性破壊と延性変形の

両方の特徴を持つ破砕組織の成因を検討した。その結果、それらが溶岩流と基盤岩との間

に生じた剪断応力によって形成されたこと、その産状がガラス転移点付近でのマグマの破壊

様式を示すことを明らかにした。 

 テクストにおける図地情報認識の解析 

ゲシュタルト心理学では、人が対象を捉える際の認知モデルとして、図と地の関係を中核の一

つとしている。この研究で提案するのは文学における登場人物間の図地関係である。登場人

物間の図地関係は、束の補元で表現される。補元は図と地を合わせると全体が構築できるこ

とを表すのに適している。各場面に適応した束を得るために、テクストの登場人物の主語とそ

れらの属性（動詞、形容詞、名詞等の同値類）をラフセット理論で捉える。結果がブール束の

場合は図地の関係が明確に表れる。一つの束に複数の図地関係を含むことができる。分配



 

 

束では分配性が保たれ、図地関係は存在するが、ブール束の様に全ての可能な図地関係を

含有しているわけではない。排除される図地関係が出てくるのである。 
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