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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 27 年 7  月  22  日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局   神戸大学・大学院理学研究科  

（ふりがな）                   たかはしよしゆき 

職・氏 名  准教授・高橋芳幸       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フランス ）とのセミナー（振興会対応機関： CNRS ） 

 

 

2． セミナー名   日仏連携による惑星大気モデル研究                                    

 

 

3． 期   間  平成 27 年 5 月 11 日 ～ 平成 27 年 5 月 15 日（ 5 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  神戸市  神戸大学統合研究拠点 惑星科学研究センター                          

 

5． 参加者数   日本側      39 名（うち、滞在費等本会負担 14 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    4 名（うち、滞在費等本会負担 0 名） 
 

その他の国  0 名 
 

参加者  計 43 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

林祥介 

*倉本圭 

*竹広真一 

*はしもとじょーじ 

*石渡正樹 

*今村剛 

*小郷原一智 

*小高正嗣 

大西将徳 

西澤誠也 

*荻原弘尭 

*中島健介 

*杉山耕一朗 

*石岡圭一 

*乙部直人 

*伊藤純至 

黒田剛史 

竹見哲也 

山本勝 

堀之内武 

野口克行 

前澤裕之 

高木征弘 

安藤紘基 

河合佑太 

石崎渓 

西岡友樹 

坂東あいこ 

松田幸樹 

関華奈子 

藤田和央 

西田侑治 

原口大輝 

前島康光 

森川和宣 

Huixin Liu 

神戸大学・大学院理学研究科・教授 

北海道大学・大学院理学研究院・教授 

京都大学・数理解析研究所・准教授 

岡山大学・大学院自然科学研究科・准教授 

北海道大学・大学院理学研究院・准教授 

宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・准教授 

滋賀県立大学・工学部・助教 

北海道大学・大学院理学研究院・助教 

神戸大学・大学院理学研究科・研究員 

理化学研究所・計算科学研究機構・研究員 

北海道大学・大学院理学院・大学院生 

九州大学・大学院理学府・助教 

宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・研究員 

京都大学・大学院理学研究科・准教授 

福岡大学・理学部・助教 

気象庁・気象研究所・研究官 

東北大学・大学院理学研究科・助教 

京都大学・防災研究所・准教授 

九州大学・応用力学研究所・准教授 

北海道大学・地球環境研究所・准教授 

奈良女子大学・理学部・助教 

大阪府立大学・理学部・准教授 

京都産業大学・理学部・准教授 

宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・研究員 

神戸大学・大学院理学研究科・大学院生 

神戸大学・理学部・学部生 

神戸大学・理学部・学部生 

神戸大学・理学部・学部生 

神戸大学・理学部・学部生 

名古屋大学・太陽地球環境研究所・准教授 

宇宙航空研究開発機構・研究開発本部・主任研究員 

大阪府立大学・理学部・学部生 

大阪府立大学・理学部・学部生 

理化学研究所・計算科学研究機構・研究員 

大阪府立大学・理学部・大学院生 

九州大学・大学院理学研究院・准教授 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Dynamic Meteorology Laboratory・CNRS Research Engineer・Ehouarn Millour  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Francois Forget 

Sebastien Lebonnois 

Aymeric Spiga 

Dynamic Meteorology Laboratory ・Research Scientist 

Dynamic Meteorology Laboratory ・Research Scientist 

Dynamic Meteorology Laboratory ・Assistant Professor 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

地球を含む太陽系内の惑星は, 惑星半径, 自転角速度, 太陽からの距離, 大気組成, 大気量といったパラ

メータが異なり, その表層環境や大気運動は多様である. また惑星大気中の循環は, 惑星規模（水平スケー

ル O(10000 km)）から局所的なもの (水平スケール O(1 m)) まで様々な水平スケールの運動によって構成さ

れ, それらの相互作用の結果として各惑星の気候が維持されている. これらの惑星については, 近年, 各国

によって探査計画が実行され, 詳細なデータが蓄積されつつある. 同時に, 地上および宇宙望遠鏡を用いた

観測によって, 太陽系外に既に千以上の惑星が発見されており, その表層環境が議論されるようになってい

る. 他方, 日本が誇る大型計算機は, 多スケールの現象を陽に表現した大規模計算や多数のパラメータ計算

を可能にしようとしている. 詳細な惑星観測の結果と, 計算を高速に実行できる計算機を手にしつつある現

在は, 惑星の気候や大気循環構造の理解を進める好機である. そこで本セミナーでは, 太陽系内外の惑星の

大気について, 日本とフランスのグループそれぞれで構築している惑星大気の数値モデル群を持ち寄り, 現

状と課題, そして観測計画も含めた今後の展望について議論することを目指した.  

本セミナーは, 2015 年 5 月 11-15 日に, 神戸大学統合研究拠点 惑星科学研究センター (Center for 

Planetary Science; CPS) にて実施した. フランス側研究者 4 名の参加に加え, 日本側研究者・学生は国内

各所から 39 名が参加した.  

本セミナーでは, 惑星大気モデルの構築から, それを用いた様々な惑星の大気のシミュレーション, そし

て観測計画について, 現状と今後の展望についてじっくり議論した. 参加した日本, フランス両グループで

は, それぞれ独自に惑星大気モデルを構築し, 様々な惑星に適用してモデル計算を実施してきた. しかし, 

今後の展望に対する共通認識として, 個々の惑星に特化したモデルだけでなく, 一般化した理解を目指して, 

多様な惑星に汎用的に適用できるモデルの構築とそれを用いた研究の必要性が挙げられた. また, 今後のモ

デル研究が目指す大きな方針の一つが, 高い解像度でのシミュレーションであることも本セミナーにおいて

鮮明になった. 日本, フランス両グループの研究者がそれぞれ独自に試みている高解像度でのシミュレーシ

ョンにより, 例えば火星大気中の小規模擾乱, 乱流の構造や, 金星大気中の大気波動による運動量輸送, そ

して木星型惑星における擾乱や東西風形成メカニズムについて新しい知見が得られつつあることが示された. 

また, 系外惑星のような, 観測で情報が得られない惑星の表層環境についても, モデル計算によって様々な

情報が推定できる可能性が示された. 例えば, 現在の我々の知識に基づいて構築された惑星大気モデルに基

づいて, 系外惑星において液体の水が存在できる表層環境となる条件（恒星－惑星間距離や大気組成等）等

について議論が行われた.  

2015年 12月には, 日本の金星探査機「あかつき」が金星軌道再投入を予定している. また, 国内では, 次

の惑星探査計画が活発に議論されている. 本セミナーで議論された成果基づいて, 惑星大気モデルとそれを

用いた研究の質を向上させることで, 探査結果の詳細な解釈や今後の探査の最適化にも繋がっていくものと

期待される. 

なお, 本セミナーでの講演・議論の様子は CPS 動画アーカイブ*にて公開している. 

*http://wtk.gfd-dennou.org/2015-05-11/index.htm 


