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Introduction 

• 木星極域の大気上層にはへイズ
が存在する。 

• 成層圏へイズはレイリ―散乱をす
るエアロゾル粒子からなるもやで、
組成の候補はN2H4や多環芳香族
炭化水素 (PAH)と考えられている。 

• 1番強いCH4吸収である889 nmで
観測を行うと, 両極は明るいキャッ
プ状構造がみられる。 

• キャップの端は波構造になり、南
半球では緯度60- 70度で見られる。 

  
ピリカ望遠鏡により撮像
された木星(889 nm) 
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Cassini  ISS  で撮像された木星画像[Barrado-Izagirre at al., 2008] 



HSTとCassini ISSによる観測 

・1994- 1999年のハッブル宇宙望遠
鏡と2000年のカッシーニ Imaging 
Science Subsystem (ISS)による木星
極域の観測。 
・観測波長は主に258 nm,  750 nm,  
890 nm 

木星極域の観測情報 [Barrado-Izagirre at al., 2008]     

Cassini ISS による木星南
極域の画像  

July 1994 Oct. 1995 Sep. 1997 Oct. 1999 Dec. 2000 

波数 12 12 13 14 14 

波の伝搬速度: c (m/s) 2.3±1 10.0±4 0±4 ― 5.0±2 

背景風速度: u (m/s) 16.5±5 37.1±5 16.4±5 ― 37.3±3 

波の位相速度: c-u (m/s) -14.2±5 -27.1±5 -16.4±4 ― -32.3±3 



木星観測の先行研究 

• 木星南極域では,波構造は 100- 750 mbar の高
度に存在する。 

– 258 nm(100 mbar), 750 nm(750 mbar), 890 nm(361 
mbar)の内890 nmでのみ波構造がみられる。 

• 波構造の存在する緯度は60- 70°S ,また波の経
度方向の波数は12-  14 でほぼ一定。 

• 東向きの風速のピークである緯度67度で見られ
る波構造が西向きに伝搬する。 

– 木星極域の波構造はロスビー波だと示唆される。 

 

 



ロスビー波 
l , k, m: 子午,帯状,鉛
直方向の波数 
βe: 帯状平均風速の勾
配 
N: ブランドバイサラ振
動数 
H:スケールハイト 
f: コリオリパラメータ 
 : 背景風速度(m/s) 
 
 
 
 
 
 
 

・ロスビー波の分散関係 

・帯状平均風速の勾配 

・数値を代入することで以下が得られる 
u

以上の式より, l, m,     , c のパラメータを求めることが、波を
ロスビー波だと判断するために必要になる。 

u



研究目的 

• 経度方向に広がる木星極域の波構造の緯
度・鉛直方向の広がり及び伝搬速度を求め、
波構造のロスビー波の判断につなげていく。 

• 波構造の南北極域の非対称性について調べ
る。 
– 特に今まで南極域が研究の中心で北極域に関してはあ
まり調べられていない。 

これらを調べることで、木星極域のダイナミクスの
解明につなげていく。 



ピリカ望遠鏡 & MSI 

• 主鏡口径1.6 mの可視, 赤外望遠鏡。 

• 惑星の観測を主目的とするため優先
してマシンタイムを確保できる。 

• EMCCDと液晶可変フィルター（LCTF）
を用いることにより可視，近赤外波長
域で短時間露光(最短0.031 s)及び短
時間で波長を切り替えながらの撮像
が可能。 
– LCTF VIS-10：400- 720 nm 

– LCTF SNIR-10：650- 1100 nm 

 

 

 名寄ピリカ望遠鏡(上)とMSI(下) 



ピリカ望遠鏡による木星観測 

 
• 観測期間:   
 2011年10, 11月(観測者:濱本昂, 尾崎彰士) 
 2012年8, 9月(観測者: 濱本昂) 
 2013年9‐ 12月(観測者: 合田雄哉) 
 2014年2, 3月(観測者: 合田雄哉) 
• シーイングサイズ: ~1.7- 4 arcsec 
• 木星視直径~40 arcsec 
• 観測波長: 889, 750, 727, 619 nm 
    601- 634, 700- 757, 872- 950 nm (2011/10/20) 



画像処理とデータ解析 
バイアス・フラットの処理にirafを、それ以降の処理にMATLABを使用した。 
1. バイアス･フラット処理 
2. 連続画像の位置補正 

– 観測画像に木星スリット画像を1pixごとにずらして掛けることによって得
られた輝度の積分値が最大になるところから中心位置を決定。 

3. 木星の連続画像の合成 
– 木星のリムを除いた領域のピクセルの標準偏差の大きさ(木星画像の

コントラスト)で画質を決定した。 

合成画像 (左: 画質上位10%の合成, 
 右:画質下位10%の合成) 

木星観測画像(左：750 nm)及び木
星スリット画像 



画像処理とデータ解析 

1. 周辺減光の補正  
– (擬似的な長時間露光画像に対し経度11度で移動平均

フィルタをかけて得られた周辺減光曲線を使用。 

2. 木星経度プロファイルの作成 
3. 経度プロファイルの合成 

– 経度3度ごとに区切り、輝度値の平均をプロットした。 
 

擬似的な木星長時間露光画像(上)
及び木星経度プロファイル(右) 



波構造の時間変化 

2011年の3期間の木星の経度プロファイル(上)とプロットに用いたデータ数(下) 

A→A‘に山が

移動したとす
ると-1 m/s, 
B→B’では 
2 m/sと計算で
きる。 

A 

A’ B 

B’ 



異なる緯度での波構造の変化 

緯度67度

の波形の
広がりが
南北非対
称になっ
ている。 



異なる緯度での波構造の変化 

北緯67度で

見られる波
形の特徴が
が42度付近

まで見られ
る。 



極域ヘイズ波動の鉛直構造 

• 赤―木星スペクトル(ESO
による観測) 

• 緑―LCTF VIS-10を通した
木星スペクトル 

• 青―LCTF SNIR-10を通し
た木星スペクトル 

• 黒―左から727 nm, 889 
nm, 906 nm, 950 nmの位
置を示す 

• 黄―727 nm及び906 nm
の反射率を示す 

 

木星のスペクトルとLFCTで透過された場合の木
星スペクトル[濱本昂 , 2013]  

・木星極域における感度高度は889 nm, 750 nmでそれぞれ361 mbar, 750 mbarと
なる。 
・890から950 nmでは観測波長が長くなると、より低高度を観測していることになる。 



鉛直方向の波構造の変化(67S) 

890 nmで

みられた
波形の振
幅が小さく
なっている。 



鉛直方向の波構造の変化(42N) 

899 nm より

長波長側で
波形の特徴
が維持され
ている。 



議論 

• 2011年10, 11月の波構造の伝搬速度が2, -1 m/s 
となっている。 
– これは先行研究で示された範囲(10.0±4 
から0±4 m/s)に含まれる。 

• 極域の波と同じ波形が見られる木星緯度帯の範
囲は南北非対称。 
– 特に北半球では極域で見られる波はより低緯度

(42°N)まで広がって見える。 

• 42°Nでは899‐  950 nmの観測波長で同じような
波形がみられる。 
– これはヘイズ層とは別の高度361 mbarより下層(雲
層)の大気の動きを示している可能性がある。 



まとめ 
-Summary 

     2011年に見られる木星極地域の波構造の解析を行っ
た。 

• 木星南北極域での波構造の非対称性がわかった。 

• 波の移動速度を求め, 鉛直方向の広がり,  緯度方向
の広がりを確認することができた。 

 

- Future work 

• 2011年以来行われていないメタンバンドスキャンも含め
継続的に木星観測を行う。 

• ロスビー波の判断に必要な背景風速度に関しても観測
を通じて求めていく。 
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