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（サイエンス・ダイアログ事業 実施報告書） 

 
- Fellow’s name （講師氏名）:                               （ID No.  17802   ）      
Pierre MARCHAND 
 
- Participating school （学校名）: Takamatsu Sakurai High School                                             
 
- Date （実施日時）:                                  （Date/Month/Year:日/月/年） 
10/06/2019 
 
- Lecture title （講義題目）: Magnetic field in star formation                                                   
 
- Name and title of the accompanying person （講義補助者の職・氏名） 
TANAKA Kei, postdoc at Osaka University                                                                
 
- Lecture format （講義形式）: Powerpoint presentation 
  �Lecture time （講義時間）   60   min （分）, Q&A time （質疑応答時間）   30  min （分） 
  �Lecture style（ex.: used projector, conducted experiments） 

（講義方法 （例：プロジェクター使用による講義、実験・実習の有無など）） 

     Used projector                                                                    
 
- Lecture summary （講義概要）: Please summarize your lecture from 200-500 words. 
Star form from rotating clouds of gas. This rotation is at the origin of protoplanetary disks, 
structures in which planets can form. However, it is observed that the angular momentum, 
the ”quantity” of rotation, is not conserved during the star formation process and decreases. It can 
be explained by binary star formation (the gas is rotating so fast that a fragment is ejected and 
form another star), or by magnetic fields. The magnetic field can slow the rotation. 
To describe star formation with magnetic field, we need magnetohydrodynamics (MHD), which 
are the equations of a gas in a magnetic field. Ideal MHD assumes that the magnetic field and 
the gas are perfectly coupled, which is more simple for the studies and the simulations. However, 
in this case, the rotation of the cloud decreases too much and no disk (and no planet) can be 
formed. We have to use non-ideal MHD, that describes more precisely the physics of the gas in 
a magnetic field, to study star formation. The problem is that it is much more complicated to use. 
 
  �Other noteworthy information （その他特筆すべき事項）:  
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- Impressions and comments from the accompanying person （講義補助者の方から、本事業に対する

意見・感想等がありましたら、お願いいたします。）: 
 
講師 Pierre Marchand さんは導入から本題まで図やアニメーションを使いながら、最先端

の研究内容を丁寧に説明されていて、大変参考になりました。 
隕石研究のご経験をお持ちの校長先生をはじめとする諸先生方も、ご自身の好奇心をキラキラ

させながら、それによって生徒さんの気持ちを盛り上げるような質問をされていて、とても感

銘を受けました。普段から良い学びの場があることを感じ取れました。 
生徒さんたちにとっては、最先端の理論宇宙物理学の研究内容ですので完全に理解するのは難

しかったと思います。しかし、皆さん一生懸命、本筋についていこうと必死になっていて大変

よかったです。実際の研究も、よく分からない難しいモノの中でもがいて道を作る作業の繰り

返しですし、生徒さんたちにはその疑似体験をしてもらえていればと思います。また質問時間

には、恐る恐るではありましたが、多くの生徒さんが英語で質問をする姿勢がみられました。

今後も広く言語や研究内容にとらわれず、多くのことを積極的に学んで成長してくれることで

しょう。 
 
私自身、普段感じられない無限の可能性をひめた高校生たちの前向きな姿勢に多くの刺激を感

じました。ありがとうございました。 
 

 
 

 


