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教育の特色 　—惑星学専攻—

　惑星学専攻では、地球や他の太陽系惑星の誕生と進化について、いろんな研究を行っています。例えばある人は、隙があればフィール

ドへ出かけて石や地層の呟きに耳を傾けています。またある人は、氷や石のかけらたちを只管にぶつけて太陽系創成期に起こった出来事

を想像しています。そしてある人は、計算機の中に惑星の大気を再現しようとしています。なかには、生命が発生する仕組みを分子の運

動から探っている人もいます。こんなことに熱中してしまう原動力は、好奇心以外の何ものでもありません。私たちの専攻には、まるで

少年少女たちのように目を輝かせて研究を楽しむ人たちで溢れています。そして私たちは、この雰囲気こそが面白い研究を生み出してい

るのだと信じているのです。一度こんな「智の楽園」へ足を踏み入れてみてはいかがでしょう？

　
—惑星学専攻—

　博士前期課程では、1年次前期に惑星学要論を開講しま

す。この集中講義形式の授業では、本専攻の一員として是

非とも知っておくべき惑星学の基礎事項を解説します。よ

り専門的な内容については、惑星学詳論Ⅰ～Ⅲを選択する

ことにより学ぶことができます。

　また博士前期課程の惑星学通論、博士後期課程の惑星学

特論では、各分野の最先端の研究を紹介し、自分の専門分

野を惑星学という広い視点で位置付けることができるよう

に配慮しています。

　さらに、特別講義として学外の卓越した研究者の講義を

多く取り入れていることも特色です。

教育の特色 　—惑星学科—

　地球の中心から太陽系の果てまでの現象を連続的に

取り扱う惑星学科では、学生の皆さんに惑星学の幅広

い知識と技能を習得してもらうと同時に、既存の枠組

みにとらわれない広い視野と創造力・独自性を養って

もらいたいと考えています。そのためには、学問的基

盤となる数学、物理学、地学、化学、生物学などを理

解して、その上で野外調査・観測・実験・理論的解析

の手法に親しんで欲しいと思っています。もちろん、

受け身の姿勢ではこれらを身につけることは困難で

す。多彩な顔ぶれの教員を十分に利用して下さい。私

たちは、いつでもドアを開けて待っています。

　
—惑星学科—

　惑星現象の絡繰を知るには、ある程度自然の理（こ

とわり）を身につけなくてはいけません。これが理学、

と呼ばれるものでしょう。ですから、学生の皆さんに

は、当然のように理学全般に及ぶ基礎を学んでいただ

くことになります。同時に、惑星進化の過程で起こる

いろんな現象を実感・体感することも重要だと考えて

います。そのために、野外での観察や観測、室内での

様々な実験、それに計算機の仕組みを熟知して使いこ

なす実習などに力を入れています。こうした必要最低

限の素養を身につけながら、それぞれの好奇心に導か

れて卒業研究を行うことになります。この段階ではま

だ本格的な研究とまでは行きませんが、少なくとも楽

しい研究の雰囲気は味わってほしいものです。

「この星はなぜ地球なのか？」を探求する
　2015年 4月1日に、私たちは新たな一歩を踏み出しました。これまでの、よく見かける
地球惑星科学の名称を改め、講座・研究教育分野も再編しました。新たな名称である「惑星学
（Planetology）」は、地球科学と惑星科学を融合した、より包括的な意味を持ちます。私たちは
断じて「地球」を捨てた訳ではありません。むしろ、「この星はなぜ地球なのか？」—太陽系惑星
の中でなぜ地球にだけ液体の水があり、生命が永続的に存在し、プレートテクトニクスが作動す
るのか？また、その水はどこから来たのか？—	という根源的な問いに答えを出したいのです。そ
して学生諸君には、多様な惑星現象に対する広範な視野とさまざまな手法を用いた解析能力・論
理的思考力、そしてなにより豊かな感性を備えた「惑星人」に育ってほしいと思っています。また、
目先の成果ばかりを追い求めるのではなく、「独創的な研究者」として巣立ってほしいと願ってい
ます。

http://www.planet.sci.kobe-u.ac.jp/

Department  of  Planetology

室内実験の様子

計算機をつかった情報実習

各講座の教員と教育研究分野・所属 （2017年4月1日現在、＊は兼務教員）

基礎惑星学講座
　教授 大槻圭史 惑星宇宙物理学

鈴木桂子＊ 地質学

巽　好幸＊ 岩石学・鉱物学

林　祥介 流体地球物理学

兵頭政幸＊ 地質学

吉岡祥一＊ 固体地球物理学

　准教授 岩山隆寛 流体地球物理学

金子克哉 岩石学・鉱物学

高橋芳幸 流体地球物理学

中村昭子 惑星宇宙物理学

　講師 瀬戸雄介 岩石学・鉱物学

　助教 筧　楽麿 固体地球物理学

　特命助教 臼井文彦＊ 惑星宇宙物理学

樫村博基＊ 流体地球物理学

清杉孝司＊ 岩石学・鉱物学

平田直之 惑星宇宙物理学

新領域惑星学講座
　教授 荒川政彦 実験惑星科学

島　伸和 観測海洋底科学

牧野淳一郎 計算惑星学

　特命教授 上野宗孝＊ 実験惑星科学

　准教授 杉岡裕子 観測海洋底科学

廣瀬　仁＊ 観測海洋底科学

　講師 山崎和仁 計算惑星学

　特命講師 松野哲男＊ 観測海洋底科学

　助教 保井みなみ 実験惑星科学

惑星地球変動史連携講座
　教授 大橋永芳 国立天文台

末次大輔 海洋研究開発機構

　准教授 野崎達生 海洋研究開発機構

応用惑星学連携講座
　教授 毛利英明 気象庁気象研究所

　准教授 川畑拓矢 気象庁気象研究所

惑星学研究センター
　センター長　　観山正見

　副センター長　林　祥介

海洋底探査センター
　センター長　　巽　好幸

前期（1Q，2Q） 後期（3Q，4Q）

1年

◎初年次セミナー
◎惑星学概論Ⅰ
　惑星学基礎Ⅰ
　惑星学基礎Ⅰ演習
　古典力学Ⅰ
　古典力学Ⅱ

◎惑星学概論Ⅱ
　惑星学基礎Ⅱ
　惑星学基礎Ⅱ演習
　古典電磁気学Ⅰ
　古典電磁気学Ⅱ

2年

　惑星学基礎Ⅲ
　惑星学基礎Ⅲ演習
　惑星学基礎Ⅳ
　惑星学基礎Ⅳ演習
　惑星物理学基礎Ⅰ
　地球物質科学
　固体地球科学
　惑星学実習D

　惑星学基礎Ⅴ
　惑星学基礎Ⅴ演習
　惑星物理学基礎Ⅱ
　地球惑星進化学
　惑星学実験実習の
基礎Ⅰ
◎惑星学実験実習の
基礎Ⅱ

3年

　惑星物理学基礎Ⅲ
　惑星学実習A
　惑星学実習C
　地質学Ⅰ
　固体地球物理学Ⅰ
　惑星物質科学

　宇宙惑星科学
　惑星学実習B
　惑星学実習E
　地質学Ⅱ
　固体地球物理学Ⅱ
　惑星流体力学
　大気科学
　惑星物理学

4年
前期・後期 海上観測実習　野外調査実習　特別研究　特別講義

◎は必修科目
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

博
士
課
程
前
期
課
程

先端融合科学特論Ⅰ－Xa 惑星学要論 科学英語

先端融合科学特論Ⅰ－Xb 惑星学詳論Ⅰ 特別講義

惑星学通論 惑星学詳論Ⅱ 論文講究Ⅰ

惑星学詳論Ⅲ 論文講究Ⅱ

特定研究Ⅰ

特定研究Ⅱ

博
士
課
程
後
期
課
程

先端融合科学特論Ⅱ－Xa 惑星学特論 特別講義

先端融合科学特論Ⅱ－Xb 特定研究

□は全専攻共通授業科目、Xは各科目を表す数字

31 32



研究の特色
　惑星学専攻は、基礎惑星学講座（地質学・岩石学鉱物
学・固体地球物理学・流体地球物理学・惑星宇宙物理
学）と新領域惑星学講座（実験惑星科学・計算惑星学・
観測海洋底科学）及び連携講座（惑星地球変動史・応用
惑星学）からなります。私たちは、個別の専門分野にお
ける研究と共に、新しい研究分野を切り開くことに強い
熱意を持っています。そのために、世界的な大型プロ
ジェクトを推進する海洋研究開発機構・国立天文台・気
象庁気象研究所・宇宙航空研究開発機構や海外の研究機
関と連携して研究を進めています。熱い好奇心が集まる
惑星学の「ホットスポット」として、特色のあるフロン
ティア研究を進めて行きたいと考えています。

海域での観測から固体地球のダイナミクスを探る
　地球の表面は、海洋と大陸でおおわれていて、水の存在が惑星地球を特徴づけています。水は、地球の高度差
がある場所として単に海と陸に分けるだけでなく、構成岩石の異なる海洋底と大陸の成因にも大きな役割を果た
しています。海洋底が拡大している海底拡大系では、海洋地殻と共に海洋リソスフェアが形成され、この海洋リ
ソスフェアが、固体地球内部の大循環の主要な部分を担っています。私は、この海洋リソスフェアが引き起こす
固体地球の諸現象と惑星地球を特徴づけている水の役割に注目しています。水は、100ppmレベルの少量でも
マントルに入ると、その水によってマントルの粘性を下げたり、マントル岩が溶ける温度を下げたりすることが、
岩石を使った室内実験により明らかにされています。実験室で示されたこのような性質の水が、実際の地球では、
どういう分布をしていてどのような役割で、海洋リソスフェアの動きに伴って固体地球の諸現象に影響を与えて
いるのかを、地球物理学的な観測事実にもとづいて明らかにすることを目指しています。
　マントル内の水の量は直接測定することができないので、替わりに電気の流れにくさである比抵抗を指標として利用します。マントルに水が
入ると電気が流れやすくなり、比抵抗値が小さくなるからです。海底下のマントルの比抵抗構造を調べるために、開発した観測機器を多点の海
底に設置して数ヶ月～2年の電場と磁場（地磁気）の変動を観測します。このデータを解析することで、海底下の数100kmもの深さまでのマ
ントル比抵抗構造を推定するのです。
　海底拡大系では、マントル岩が部分溶融することにより、海洋地殻を形成します。実際に海底拡大系での電磁場観測データを解析した結果か
ら、海底拡大軸の直下のマントルには、岩石の部分溶融を示すと考えられる極端に低い比抵抗値を示す領域が広がっていること、またその領域
の広がりや状態が海底拡大系により異なっていることを明らかにしてきました。さらに、水を含んでいないと解釈される高い比抵抗値を示す海
洋リソスフェアが形成されている姿もイメージングできました。水は固相から溶融した方に移動する性質があることを考えると、この結果は、
部分溶融を起こす海底拡大系は水がマントルから抜き取られる場所であり、そこで水を含んでいない高い粘性の海洋リソスフェアが形成されて
いること示しています。一方で、海溝では、沈み込んでいく海洋リソスフェアにより水がマントルに輸送されて、約100kmの深さで海洋リソ
スフェア直上のマントルに脱水したと解釈できる低比抵抗領域もイメージングできています。この脱水した水によりマントル岩の溶融を促すこ
とで、島弧火山や背弧の海底拡大系といった活動に影響を与えています。
　昨年より、島弧火山であり巨大カルデラ火山でもある鬼界カルデラの海域調査を始めました。神戸大学の練習船「深江丸」に調査船としての
機能を装備し、航走しながら音波を使って見えなかった海底や海底直下の姿を可視化したり、「SHINDAI-2K」と呼んでいる小型の無人探査機
を送り込んで海底の状態を観察したり、観測機器による海底での長期連続観測を実施したりすることで調査を進めています。さらに、新しい観
測機器を開発することで、これまでにない海底観測を実現していきます。これらの観測から新たな観測事実を得ることで、巨大カルデラ火山の
マグマ形成とその活動プロセスの理解を進める計画です。

火山の進化・多様性のメカニズムを知りたい
　日本には数多くの火山があります。2014年 9月27日の御岳火山噴火は、大きな噴火ではなかったものの、
登山日和の昼間に登山道付近で起こるという最悪の場所とタイミングで発生し、たくさんの犠牲者を生み、社会
に大きな衝撃を与えました。火山は噴火という恐ろしい災害をもたらします。その一方で、火山灰は肥沃な土壌
をもたらし、また、火山は日本の美しい国土を作る重要な役割を担っています。日本の国立公園の7割以上は火
山に関係しています。私はこの火山を理解したいと思い研究を行っています。
　私が火山に関して特に興味を持っていることは、火山が時間とともにどのように進化するのか、様々な火山の
多様性はどのように生まれているのか、それらを支配するメカニズムは何かということです。1つの火山を見た
とき、火山は数十万年から百万年という時間で活動し、発達していきますが、ずっと同じように活動をするわけ
でなく、時間とともに、噴火するマグマの組成や量などが変化していきます。また、いろいろな火山を比べて見
たときに、大きな火山、小さな火山、カルデラ火山など、様々なタイプがあり、個々の火山は、それぞれ異なる
噴火史を持ち、様々な成分のマグマを噴出します。これらの火山の進化や多様性を生じるメカニズムや、それが
起こる必然性は良く理解されていません。
　これらを理解するためのキーの一つは、地殻の中でマグマに何が起こるかということです。マグマが発生してから地表噴出までの間に、地殻
の中を通過します。その時に、地殻により冷やされ、地殻と反応し、マグマの組成や量が変化します。これらの過程の時間的変化が進化であり、
火山ごとの違いが多様性であるということができます。私は、現在特にカルデラ火山に焦点を当てて研究を行っています、火山灰や溶岩の化学
的、岩石学的な分析により、マグマであった時に地殻中で何があったかを読み取り、解釈します。また、それらの解釈が、物理的な観点と調和
的かを調べ、より合理的な地殻内マグマ過程の理解を進めていきたいです。
　現在、神戸大では海洋底探査センターがリードして、日本で最も若いカルデラ火山である鬼界カルデラの総合的な研究が進んでいます。惑星
学専攻にはカルデラ火山に興味を持たれている教員、学生の方も多くおられます。私は、素晴らしい研究環境に身を置くことをできたことを喜
んでおり、皆さんと研究・議論を深め、火山の理解に深めていきたいと考えます。

研究トピックス

研究内容

基礎惑星学講座

地質学：	地層や岩石から、地球環境・生命の歴史、火山
の噴火現象、テクトニクスなどを探る

担当教員：兵頭政幸、鈴木桂子

　地球上の地層や岩石
は、地球の長い歴史の中
で形成されてきたもので
す。そのため、これらを
様々な方法で調べること
で、遠い過去の地球の姿
が明らかになります。そ
こで私たちは、野外調査
に出かけ、地層や岩石の
構造や分布を調べます。
また、試料を採取して研究室に持ち帰り、磁気や化石、鉱物の組
成や化学成分などを、様々な機器を使って分析します。このよう
にして、過去の気候や湖沼・海洋の環境、地球磁場などが変化し
てきた過程と時代、人類の進化、火山噴火の規模や様式を明らか
にすると共に、これらがどのように関係しているかを解析し、複
雑な地球のシステムを解き明かそうとしています。

岩石学・鉱物学：岩石・鉱物から読み解く惑星の過去と未来

担当教員：巽　好幸、金子克哉、瀬戸雄介

　隕石や宇宙の塵は、今から約46億年前、太陽系ができはじめ
たころつくられたものであり、その中には太陽系形成に関する
様々な情報が含まれています。一方、地球の石も地球型惑星のな
りたちや、そこで起こっていることを知る重要な情報源です。私
達はそのような様々な惑星物質を、電子顕微鏡やX線回折装置な
ど最先端の手法を使って調べています。その他にも、隕石母天体
が形成され成長していく過程で起こった現象や、地球深部の高温

高圧条件下で起こっている現象を再現
する実験も行っています。また、高温
高圧下の岩石・鉱物の破壊・流動現象
について、主に微分幾何学の観点から
理論的研究も進めています。

固体地球物理学：地震と地球のダイナミクスの謎に迫る

担当教員：吉岡祥一、筧　楽麿

　固体地球物理学教育研究分野では、地震波・測地・地殻熱流量
データの解析や数値シミュレーションを通して、地震の発生メカ
ニズム、地殻～マントルの構造・ダイナミクスの解明を目指した
研究を行っています。大地震・ゆっくり地震はなぜ起こるのか？
地震が起こったら断層で何
が起こるのか？地殻～マン
トルの構造はどうなってい
るのか？海洋プレートは沈
み込んだらどのように変形
し、その層構造はどうなる
のか？など、地震や地球内
部に関する純粋で、根源的
な疑問を解き明かすべく、
コンピュータを駆使した研
究を進めています。

流体地球物理学：普遍的な惑星表層環境論の構築

担当教員：林　祥介、岩山隆寛、高橋芳幸、樫村博基

　地球には海があって生物が存在しますが、そのお隣の火星と金
星はそれぞれ酷寒と灼熱の環境で海はなく生物も存在していない
ように見えます。こうした惑星表層の顔つき（環境）の違いが
どのようにして生じたのか
を理解するため、私達は理
論（現象の数理物理的な記
述）・数値実験（単純化し
た気候モデルから大気大循
環モデルまで）・観測（惑
星探査機を使った観測計画
の立案と実施）といった手
段を使って、惑星の気象や
気候を支配する理の解明を
目指しています。

惑星宇宙物理学：惑星系および衛星－リング系の起源と進化

担当教員：大槻圭史、中村昭子、平田直之

　近年、太陽系外の惑星系（系外惑星系）が多数発見され、我々
の太陽系だけでなく系外惑星系も含めた、惑星形成過程の解明が
大きな課題となっています。また惑星探査や望遠鏡による観測、
さらには高精度軌道計算等の理論研究により、小惑星や衛星・リ
ングといった天体についての理解が大きく進み、これらの起源と
惑星形成過程を統一的に理解することも重要な課題です。当研究
室では理論研究を中心としてこのような問題の解明に取り組んで
います。また生命システムに関する数理的な研究も行っています。

新領域惑星学講座

実験惑星科学：	太陽系進化のミッシングリンクを探査と
室内実験で探る

担当教員：荒川政彦、上野宗孝、保井みなみ

　太陽系進化の道筋で、これまで最も謎とされてきたのが、原始
太陽系星雲の塵から微惑星、そして現在の惑星へと至る過程で
す。原始太陽系星雲と惑星のミッシングリンクを埋める証拠は、
現在、小惑星帯に無数とも言えるほど数多く存在する小惑星や巨
大惑星を周回する衛星に残されています。我々は、はやぶさ2を
始めとする惑星探査や
室内実験を通して、こ
のミッシングリンクを
繋ぐ鍵を探すために研
究を行っています。

地質学野外実習の様子

隕石中の微粒子、コンドリュール（径は0.3mm）の光学
顕微鏡像。46億年前の原始星雲の中でできたと考えられ
ている。

沈み込んだスラブの上部・下部マントル境界での
滞留（上図）と下部マントルへの崩落（下図）の
数値シミュレーション例

探査機カッシーニが撮影した土星の環と、コンピュータによる環の中
の小衛星への粒子集積の再現例

左上：はやぶさ2インパクター実験、右上：室内クレー
ター形成実験、下：微惑星の衝突破壊シミュレーション

惑星科学研究センター
（CPS）
https://www.cps-jp.org
　太陽系探査や系外惑星科学の進展
によって、惑星科学の研究はいま新
たな発展期を迎えています。本セン
ターは人の交流と学術知見の集積を
促す場として機能している新しいタ
イプのネットワーク型共同利用研究
所です。研究コミュニティーの共有
財産として、国内外の研究所や大学
の研究者との密接な連携のもとに、
惑星科学の基盤
を支える活動を
行っています。

海洋底探査センター
（KOBEC）
http://www.k-obec.kobe-u.ac.jp/
　本センターは、平成27年
10月1日に、理学研究科、工
学研究科及び海事科学研究科
が中心となって設立された分
野融合型の新しい組織です。
海洋底探査に関わる広い範囲
の科学技術を機能的に融合し
た新しい教育研究拠点として
研究を行って
います。

島　伸和	教授
観測海洋底科学教育研究

金子　克哉	准教授
岩石学・鉱物学教育研究
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研究内容

観測海洋底科学：観測で地球のダイナミクスを探る

担当教員：島　伸和、廣瀬　仁、杉岡裕子、松野哲男

　地球の表面は、大陸と海洋でおおわれています。その海洋底で
は、固体地球内部の大循環を担う海洋リソスフェアが作られ、さ
まざまな現象を引き起こしています。私たちは、地球物理学的な
観測事実にもとづいて、海洋底から固体地球のダイナミクスを理
解することを目的とし、惑星地
球を特徴づけている海洋リソス
フェアの活動（形成、変遷、沈
み込み）を中心に研究していま
す。そのために、観測機器の開
発、研究観測船などを利用した
観測、解析手法の開発、データ
解析を一貫して行っています。

計算惑星学：	「惑星・地球の作り方」を計算機でシミュレー
トする

担当教員：牧野淳一郎、山崎和仁

　「我々の住むこの地球はどうやって生まれたのか」という問題
は、古代から人類にとって根源的な謎のひとつでした。「計算惑
星学」研究分野では、天体の形成・進化（宇宙の大規模構造から
銀河形成、星団の形成進化、惑星形成、固体惑星の進化）と地球
のテクトニクス（地球の地殻の変形、岩石の破壊現象）につい
て、理論と計算機を用いたシミュレーションから定量的に明らか
にしようとしていま
す。そのための計算
アルゴリズムの研究
やソフトウェアの開
発、計算機自体の開
発も研究の一環とし
て行なっています。

惑星地球変動史連携講座 （大学院教育）

観測データから惑星地球変動をさぐる

国立天文台・海洋研究開発機構
担当教員：大橋永芳、末次大輔、野崎達生

　惑星系は生まれたばかりの星を取り巻く原始惑星系円盤の中で
形成されます。惑星系の形成過程や多様性を解明する上で、この
円盤の構造や進化の観測が重要です。また地球の形成進化を明ら

かにする上で、地球内部の構造とその変動の理解は必要不可欠で
す。私たちの分野では、若い星の周りの惑星形成領域の観測と地
球の３分の２を占める海洋域における観測に基づいて、惑星系及
び地球の変動史の解明を進めることを目的としています。具体的
には、ALMAやすばるなどの望遠鏡を用いた天体観測と海底地
震計などを用いた海底観測で得られたデータおよび地球深部探査
船「ちきゅう」のコア試料を分析・解析することにより、惑星構
成物質の起源、分布と進化や、現在の地球内部の物質循環や熱循
環の様子、地球史を通じたグローバル表層環境変動と鉱床の成因
を明らかにして、惑星地球の誕生から現在に至るまでの変動・進
化史を解明することを目指しています。

応用惑星学連携講座 （大学院教育）

地球大気の実験的・理論的研究

気象庁気象研究所
担当教員：毛利英明、川畑拓矢

　集中豪雨や竜巻などによる災害が増加し、また地球温暖化が進
行するなかで、大気中の様々な現象を対象とする気象学には、さ
らなる発展が求められています。私達は連携機関である気象庁気
象研究所の大型計算機や実験・観測施設を活用して、社会にも重
要な意義を持ち、様々な発展の可能性を持つ気象学の研究を推進
しています。

卒業・修了後の進路

　惑星学科卒業生の約6割は大学院博士前期（修士）課程へ進み、勉学と研究を
続けます。神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻への進学が最も多く、他大学の
大学院へ進学する人も最近増えています。就職する人は、公務員や教員、システ
ムエンジニア、金融関係などさまざまです。前期（修士）課程修了後は、1～2
割が博士後期課程に進学します。就職先は公共機関やIT関連企業などさまざまで
す。博士課程修了後は、各種教育研究機関のポスドクになる人が多いですが、民
間企業に就職する人もいます。

大学院博士課程前期課程（修士）修了生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院 3

他大学大学院 2

民間企業 48

教員・公務員 3

その他 1

学部卒業生の進路（2014～2016年度）

本学大学院 51

他大学大学院 18

民間企業 21

教員・公務員 8

その他 10

惑星学科・惑星学専攻
ホームページ
http://www.planet.sci.kobe-u.ac.jp/

2015年度から「惑星学科」に変わりましたが、
2014年度までの授業内容とどれくらい変わっ
たのでしょうか。地質学や火山学などの授業は
無くなってしまったのでしょうか？

授業の内容は、既に今回の改組に向けて数年前からカリキュラムを
再編してきましたので、2014年度までとほとんど変わりません。

むしろ、野外実習や観測実習など、実際に地球を体感する授業が増えてい
ます。また、地質学は惑星学の根幹となる分野ですので、火山学を含めて
より充実することはあっても、縮小することはありません。

日本は四方が海で囲まれているため、海は身近な存
在です。神戸大の惑星学科では、海に関わる研究が
行われているのでしょうか？

海の底では、約60,000km（地球1周半の長さ！）にもわたる巨大
山脈があり、地球上の火山活動の約8割が海の中で起こっています。

宇宙から降ってくる隕石や岩石を調べることで、
なぜ太陽系の歴史を知ることができるのでしょ
うか？

実は惑星物質（隕石や岩石）の中には、時間とともに他の元素へと
姿を変える「放射性元素」が含まれています。例えばウランなどが

そうです。約46億年と言われている太陽系の年齢は、惑星物質の中でも
最も古いと考えられている、始原的隕石中の鉱物（あるいはその集合体）
の放射性元素とその「娘核種」を精密に測定する事によって求めることが
できます。このように太古の宇宙や惑星の記憶は惑星物質を構成する化学
元素と同位体の中に今なお残されているのです。

　惑星学科は地球や惑星に興味がある人
にとって、とても魅力的な研究環境だと
思います。研究対象は地球の内部から太
陽系、宇宙まであり、研究の方法も海や
山といったフィールド調査、数値計算に
よるシミュレーション、実験など多岐に
わたります。そのため授業の内容も多岐
にわたり、幅広く知識を得ることができ、
授業を通じて興味のある分野、自分に合
う分野を見つけることができます。私の
場合、最も興味深いと思ったのは「船による海洋底の調査」でし
た。2年間で2か月。これは私が大学院在学中に調査船に乗り、
海の上で過ごした総日数です。船のおもしろいところは、まった
く異なる背景を持つ各分野の専門家たちと交流することができる
ことです。船には神戸大学だけでなく、他の大学・研究所からも
様々な分野の研究者が乗船し、さらには船を動かす船員、調査支
援の技術者も乗船しており、いろんなことに興味を持ち、自ら考
え行動すれば、自分の専門分野以外にも多くの知識や経験を得る
ことができます。大学に入学したときには、船に乗るとはまった
く想像していませんでしたが、船での調査を通じて研究面だけで
なく、人間的にも成長できたと思います。自分の場合は船での調
査でしたが、ほかにも惑星学科にはさまざまな分野に精通したユ
ニークな研究者がたくさんおり、自分の興味を見つける、追求す
るチャンスが多くあるので、自分の世界を広げながら、研究を楽
しんで頂けたらと思います。

岡本　理
（2016年度博士前期課程修了）

現在　パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社

　私は、2007年4月に神戸大学理学部
惑星学科に入学してから、約9年間神戸
大学生として在籍し、学士、修士号の取
得を経て、2016年9月に神戸大学理学
研究科にて博士号を取得し、卒業しまし
た。神戸大学惑星学科の一番の特色は、
大気、海洋、地震、火山などの地球科学
のみだけでなく、星・惑星や宇宙という
惑星・宇宙科学の研究室が存在し、この
ような異なる研究分野の横断が、授業お
よび研究室活動を通して行われている点だと思います。私自身は、
惑星がどのように生まれ進化し、現在の姿になったのかを研究し
てきましたが、近年の観測技術の爆発的な発展に伴い、この宇宙
において、太陽系では見られない異形の惑星の存在が次々と明ら
かにされています。このような時代において、地球は、もはや“星
の数 ”ほどある惑星の一つにすぎません。それゆえに、地球を含
む多様な惑星を包括的に理解するには、自然科学の多角的な視点
が必要になってきます。その意味で神戸大学惑星学科は、非常に
よい環境だと思います。また、改めてこの9年間を振り返ると様々
な経験をしました。学部生の時は、サッカー・フットサル部の活
動にあけくれました。iPhoneアプリの作成・販売や、飲食店の
運営も行いました。また、語学留学（カナダとアメリカ）で1年
間の休学も行い、旅好きなのもあり、現在まで60カ国ほど行く
ことができました。また、研究活動でフランス・パリに約2年間
住み、充実した学生生活となりました。これから学生をされる皆
さんも、それぞれの興味を突き詰め、実りある学生生活を送られ
ることを願っています。

兵頭　龍樹
（2016年度博士後期課程修了（博士（理学）取得））

現在　東京工業大学（学振特別研究員）

野外観測実習（左）、オープンキャンパス（中）、懇親会（右）

ところが、この活動は深海底で起こっているため、人類はその噴火活動を
一度も目にしたことがなく、こうした火山活動が地球システムのなかでど
のような役割を果たしているかなど、まだまだわからないことがたくさん
あります。惑星学科では、このような未知の領域に取り組んでおり、海上
や海底で地球物理的な観測をする研究室や、深海や陸上の堀削を通して最
先端の科学を推進しているグループ、海陸の境界で起こる気候変動を調べ
ている研究室があります。
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