
QUICK TIPS 
(--THIS SECTION DOES NOT PRINT--) 

 
This PowerPoint template requires basic PowerPoint 
(version 2007 or newer) skills. Below is a list of 
commonly asked questions specific to this template.  
If you are using an older version of PowerPoint some 
template features may not work properly. 
 

Using the template 
 

Verifying the quality of your graphics 
Go to the VIEW menu and click on ZOOM to set your 
preferred magnification. This template is at 100% the 
size of the final poster. All text and graphics will be 
printed at 100% their size. To see what your poster will 
look like when printed, set the zoom to 100% and 
evaluate the quality of all your graphics before you 
submit your poster for printing. 
 
Using the placeholders 
To add text to this template click inside a placeholder 
and type in or paste your text. To move a placeholder, 
click on it once (to select it), place your cursor on its 
frame and your cursor will change to this symbol:         
Then, click once and drag it to its new location where 
you can resize it as needed. Additional placeholders can 
be found on the left side of this template. 
 
Modifying the layout 
This template has four different  
column layouts.   Right-click your  
mouse on the background and  
click on “Layout” to see the 
 layout options.  The columns in  
the provided layouts are fixed and  cannot be moved but 
advanced users can modify any layout by going to VIEW 
and then SLIDE MASTER. 
 
Importing text and graphics from external sources 
TEXT: Paste or type your text into a pre-existing 
placeholder or drag in a new placeholder from the left 
side of the template. Move it anywhere as needed. 
PHOTOS: Drag in a picture placeholder, size it first, click 
in it and insert a photo from the menu. 
TABLES: You can copy and paste a table from an 
external document onto this poster template. To adjust  
the way the text fits within the cells of a table that has 
been pasted, right-click on the table, click FORMAT 
SHAPE  then click on TEXT BOX and change the INTERNAL 
MARGIN values to 0.25 
 
Modifying the color scheme 
To change the color scheme of this template go to the 
“Design” menu and click on “Colors”. You can choose 
from the provide color combinations or you can create 
your own. 
 
 
 
 

 
 

 

QUICK DESIGN GUIDE 
(--THIS SECTION DOES NOT PRINT--) 

 
This PowerPoint 2007 template produces an A0 size 
professional  poster. It will save you valuable time 
placing titles, subtitles, text, and graphics.  
 
Use it to create your presentation. Then send it to 
PosterPresentations.com for premium quality, same day 
affordable printing. 
 
We provide a series of online tutorials that will guide 
you through the poster design process and answer your 
poster production questions.  
 
View our online tutorials at: 
 http://bit.ly/Poster_creation_help  
(copy and paste the link into your web browser). 
 
For assistance and to order your printed poster call 
PosterPresentations.com at 1.866.649.3004 
 
 

Object Placeholders 
 

Use the placeholders provided below to add new 
elements to your poster: Drag a placeholder onto the 
poster area, size it, and click it to edit. 
 
Section Header placeholder 
Move this preformatted section header placeholder to 
the poster area to add another section header. Use 
section headers to separate topics or concepts within 
your presentation.  
 
 
 
Text placeholder 
Move this preformatted text placeholder to the poster to 
add a new body of text. 
 
 
 
Picture placeholder 
Move this graphic placeholder onto your poster, size it 
first, and then click it to add a picture to the poster. 
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JUICE	  =	  Jupiter	  ICy	  moon	  Explorer	  

なぜ、ガニメデか？	  

JUICE観測機器開発への参加	  
　ヨーロッパ宇宙機構(ESA) の木星系探査ミッションJUICEが2012年5月に選定された．エウロ
パ、カリストのフライバイ観測、木星観測の後、ガニメデ周回観測を行う．当初は、ヨーロッパと
日本のコミュニティから議論を開始した国際共同計画LAPLACEにはじまり、アメリカが加わり
EJSMという形を経て、木星系探査計画の議論を、５年以上続けてきた．アメリカはエウロパ周
回機、日本は磁気圏探査機を提供する計画であったが、実現にいたらず、ESAのガニメデ周
回機が、エウロパフライバイ、高緯度観測のシナリオを加える形で、プロジェクトとして承認さ
れた．これがJUICEである． 
　　ESA側の機器開発候補グループからの誘いがあり、ESAの観測機器公募を経て、モデルペ
イロードに含まれる、以下の4機器の開発への参加が決定した．この他に、春山純一(ISAS)、
高橋幸弘(北大)がカメラ(JANUS)のCo-Iに、松岡彩子(ISAS)が磁力計のCo-Iに選ばれている．
これらを含めて、JUICE-JAPANとして、ISASの小規模プロジェクトに応募予定である． 
 
開発参加予定機器	

＜固体惑星科学分野＞	

○レーザー高度計 Ganymede Laser Altimeter (GALA) 
　潮汐変形、回転変動計測によるガニメデ地下海検出、表層地形の生成機構　 	

　[日本側代表者] 並木則之 千葉工大 nori.namiki@perc.it-chiba.ac.jp  
　[全体代表者]【ドイツ】Hauke Hussmann, DLR 
＜惑星大気科学分野＞	

○サブミリ波観測器 Submillimetre Wave Instrument (SWI) 
　氷衛星希薄大気の生成機構、直接風速観測による木星大気大循環構造の解明	

　[日本側代表者] 笠井康子 NiCT  ykasai@nict.go.jp 
　[全体代表者]【ドイツ】Paul Hartogh, MPI-Solar System Science 
＜磁気圏科学分野＞	

○中性粒子観測器 PEP/JNA 
　木星磁気圏内の物質輸送において衛星が果たす役割、ガニメデ磁気圏構造	

　[日本側代表者] 浅村 和史 ISAS/JAXA  asamura@stp.isas.jaxa.jp 
　[全体代表者]【スウェーデン】Stas Barabash, IRF 
○プラズマ波動観測器 RPWI 
　木星磁気圏の高エネルギー粒子加速機構、磁気圏へのエネルギー供給	

　[日本側代表者] 笠羽康正 東北大理  kasaba@pat.gp.tohoku.ac.jp 
　[全体代表者]【スウェーデン】 Jan Erik Wahlund, IRF 

 
	

 

JUICEへの日本チームの参加は、日本の惑星科学の広いコミュニティに支えられることが無け
れば成功しません．興味ある方々、特に若い方々の参加を期待します．興味ある方は、日本
側代表者・関係者にコンタクトをお願いします． 

巨大氷天体で内部が分化　　系外氷惑星のモデル 
内部海の存在　　　　　　　　　アストロバイオロジーの場 
自励磁場の存在　　　　　　　　　　　 
	

　ガニメデは太陽系で最大の衛星であり，水星よりも大きい．しかし質量は水星の半分以下で，
平均密度も1940 kg/m3と小さいことから，衛星の約半分をH2Oが占めている予想される． H2O
主体の氷からなる表面は，衝突クレーターで飽和したかなり古い年代を持つ暗い領域と，比較
的クレーターが少なく無数の溝が縦横に走った明るい領域とに二分される．明るい領域は，高
さ数十～数百ｍの細い起伏が帯状に束になり，幾重にも重なり合うことで全体として皺が寄っ
たような外見を作り出している．溝地形が古いクレーターを引き裂いている構造も見られること
から，これらの地形を形成したのは表面の伸張応力であると解釈されている．プレートテクトニ
クスがないガニメデでは内部の温度変化や液体水の固化に伴う体積膨張，内部氷の上昇な
ど，応力源に関する様々な仮説が提案されている が，いまだ結論は出ていない．	

　またガニメデは，固有磁場を持つ唯一の衛星である．この磁場は表面で750 nTの強度（赤
道表面の強度で地球の約40～80分の1）を持ち自転軸から約10度傾いた双極子磁場である．
その起源は地球と同じく金属核内部での対流運動（ダイナモ運動）だと考えられている．ガニメ
デの内部構造は，ガリレオ探査機の重力場測定にもとづき，厚さ約1,000 kmのH2O層の下に
岩石質のマントルがあり，中心の金属核は半径600～1200 kmと推定される．エウロパと同様，
地下海の存在を示唆する誘導電流の徴候も捉えられている．H2O層が非常に厚く，地下海が
あるとすれば深さ約150 kmの付近にあり，海上部の氷地殻と下部の高圧氷層に挟まれる． 	

　地下海の存在が示唆されて生命存在可能天体と位置づけられるガニメデに対し，JUICEは
最終的にガニメデの周回極軌道に投入されて、全球的な調査が行う．地下海は表面下深部に
存在するとの予想からレーダーでの地殻透過探査は困難だが，潮汐にともなう重力変化およ
び変形、回転変動、さらに誘導磁場の精密な測定によってその存在を確定させたい． 	

   ガニメデ磁気圏の詳細な構造の把握
やその時間変化を調査することによっ
て，金属核の組成や核内部の構造，
活動度，ダイナミクスに関する情報が
得られるだけでなく，金属核でのダイ
ナモ運動を起源とする磁場成分と地下
海での誘導電流を起源とする磁場成
分とを明確に分離することで，地下海
の存在領域や電気伝導度に関する知
見の獲得が期待される．こうした観測
は，なぜ衛星の中でガニメデだけが磁
場を持つに至ったか，という問題にと
どまらず，ガニメデより大きいにも関わ
らず現在は磁場を持たない火星との
対比といった比較惑星磁場学ともいう
べき新たな分野を拓く．  
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JUICEミッションの科学目的	  

木星　　Voyager,	  Galileo,	  JUNO探査	  
Galileo探査は通信制約・機器トラブルのため成果は限定的	  
衛星周回探査は行われていない．（地下海は未検出）	  
	  
JUICE	  	  	  	  　以前の探査結果に加え、内部生命圏（地球の熱水鉱床の生態系の発見）、
系外惑星の発見を踏まえつつ、将来の宇宙生命学の発展を展望する、「人類として
実施すべきミッション」である．日本の積極的な参加は、次世代を見据えれば、惑星
科学分野のみならず重要である．	  

•  ＥＳＡが２０１２年５月初旬に選定したＬクラス計画	  

•  木星系、および、ガニメデ周回観測が目的：	  
　　-‐	  系外惑星を意識した、巨大ガス惑星の世界の理解	  
　　-‐	  アストロ・バイオロジーを意識した、氷衛星の探査　　　　　　　　　	  
　　　　　　　　　　　　　　（ガニメデ、エウロパ、カリスト）	  
•  ２０２２年打ち上げ、２０３０年木星系到着	  
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高度計GALA	

PEP	

P2-‐	  138	

まだ木星系には未知の謎が多い	  

エウロパでH2Oのプリュームを観測	
ハッブル宇宙望遠鏡の紫外観測により、エウロパの
南極地域から水蒸気の噴出が確認された。	  
Roth	  et	  al.	  (2013)	  Science	  	  
　土星の衛星エンセラダスに続き、なぜ南極地域か
らかは大きな謎。	  
　水蒸気の大きな雲は約200kmの高さまで立ち上っ
ていて、水の噴出量は毎秒3000kgにも上る。2012年
12月には観測されているが、11月には確認されてい
ないことから、断続的な噴出と考えられている。	

エウロパ表面のカオス地形（氷山ブロックが分裂、
回転、移動、傾斜した地形）は、浅い内部湖の存在
を示唆。プリューム源の可能性がある。	  

木星と衛星を結ぶ磁力線	
ハッブル宇宙望遠鏡の紫外線観測では、木星の極域のオーロラに、
衛星のフットプリントがきれいに捉えられている。衛星（周囲）からの
プラズマが磁力線に沿って流れてきていると考えられている。	  
水以外の氷成分は？	
土星系以遠では、H2O以外に、NH3,	  CH4,	  COなどの氷成分が、	  
含まれていて、低温環境で形成された氷が原材料だと考えられる。木
星の衛星でも、CO2が氷として加わっている可能性はある。氷成分の
同定は、木星系の形成場所、円盤の状態などを制約する。	  
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