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本年度，当グループスタッフは，FIRSTプロジェクトを推し進めると共に，これを用いた  

宇宙第一一日：代天体および銀河形成の研究を行った。また，宇宙の電離史と銀河形成，銀河進化，  

銀河中心核，並びに星・惑星系形成の研究を展開した。   

【1】FIRSTプロジェクト   

（1）概要   

文部科学省科学研究費補助金特別推進研究「融合型並列計算機による宇宙第一世代天体の起  

源の解明」（平成16年度～平成19年度，代表 梅村雅之）に基づき，宇宙第一世代天体形成に  

関する大規模なシミュレーションを実行するプロジェクト（FIRSTプロジェクト）を推進した。  

（2）宇宙シミュレータFIRST   

宇宙第一世代天体の形成過程について大規模な柘射流体力学シミュレーションを行うために  

は，物質と光の作用および重力相互作用を極めて高速に計算する必要がある。目的とするシミュ  

レーションのためには，物質・光の計算性能が数丁鮎ps，重力計算性能が数10T月．opsの計算機  

を必要とする。我々は，これを実現するために，PCクラスタに新規開発したサーバ組み込み型  

の重力計算専用ボードBlade－GRAPEを埋め込んだ宇宙シミュレータFIRSTを完成させた。   

FIRSでは，256の計算ノード，2つの管理ノ｝ド，2つのファイルサーバ，およびG払rmファ  

イルシステムからなる。計算ノードのうち，16ノードは32ビット型Blade－GRAPEを有し，  

224ノードは64ビット型Blade～GRAPEX64を有する。ファイルサーバは2台で合計4．5TB  

の容量をもつ。G払rmファイルシステムは，ネットワーク共有ファイルシステムであり，分散  

したローカルディスクから一つの共有ファイルシステムをつくる機構である。これにより，総  

計22TBの共有ファイルシステムが構築されている。FIRSTの総演算性能は，36．1TFLOPSで  

あり，内ホスト部分3．1TFLOPS，Blade－GRAPE部分33TFLOPSである。また，主記憶容量  

は総計1．6TBである。   

（3）FIRSTによる第一世代天体形成シミュレーション   

宇宙で最初に生まれた天体（宇宙第一世代天体）は宇宙晴れ上がりの時点に存在したわずかな  

密度揺らぎが重力不安定によって成長することで生まれたと考えられており、水素とヘリウム  

以外の重元素をまったく含まない点を特徴とする。そのため、われわれの銀河系やその近傍で起  

きる星形成では重要な役割を果たす重元素による輯射冷却が効かず、第－－一世代天体内部で生ま  

れる星（第一世代星）は大質量星であると考えられてきた。また、数値計算を用いて宇宙論的な  

初期条件から重元素を含まないガスの進化を解き100～数100叫∋程度の大質量星が形成される  
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という研究結果ふ報苫されている（Abel，Bryan，＆Norman2002；Yoshidaetal．2006，0－shea  

＆NorIIlal12007）。しかしながら、従来の計算ではダークマターの小スケールの揺らぎについて  

あまり注意が払われていなかったといえる。例えば、0’sllea＆Norほ1aIl（2007）の研究では、計  

算の初期には粗い解像度であった領域を計算の進捗にあわせて密度の高い箇所のみを細かなメッ  

シュに切りなおすことで流体計静の解像度を段階的に挙げる手法を採用している。もL、計算  

初期には解像度以下であったような小スケールの揺らぎが第一一世代天体の形成過程に影響を及  

ぼしているとすれば、この効果は彼らの計終には反映されていないことになる。   

そこで、本研究では計算領域の全体を可能な限り高解像度にした宇宙論的な構造形成シミュ  

レーションを行い、第一・・・・′ノー世代天体の形成と進化を調べることにした。具体的な手法としては、  

Particle－Particle－ParticIc－Mesh（P：iM）怯を剛、たN体計算とSmoothedParticleHydrody－  

11alllics（SPH）法を用いた流体計算を組み合わせて、ダークマター粒了一の質数分解能として、一  

粒子あたり0」きAん，程度の計鼻を打った。ここで特に強調するべきことは、計第領域の全体が高  

解像度であるため、阻・世代天体の形成に小スケールの揺らぎが及ばす影響を取り込むことが  

できた点である。   

その結果、第・世代星び）磐数に対して小スケーールの揺らぎが影響を与えている可能性がある  

ことがわかってきた拍 ダ帥クマターが威力的に威紳されることで形成されるダークハローは、そ  

の中心附こカスプと呼ばれる構造を持つことがN体計第の結果わかっている。カスプは中心に  

向かりて密度が半径れ1．5乗程度に比例する構造であり、これは密度が半径の－1乗以Fに比例  

していることから、中心部で蚤力の大きさが発散する。このような状況では、そのダークハロー  

中心近くに存在するバリオン物質が強く【や心部に引かれるため、中心部近くの′トスケールで密  

度が速く 卜好するか N体計静の結果形成されるカスプはダークハロい中心で密度▼一定のコアを  

作り、架際には嫁度が発散することはない。このコアのサイズはわれわれが計算した範囲では  

N体計駆の解像腰をあげる捉、より小さくなる傾向にあり、小スケールの密度が成長する速度  

を早くす虻ことになったり このため、計静の解像度としては主削こ第叫・世代星そのものを分解す  

るだけでは不足であり、ダMクハローのカスプを正しく扱えるスケールまで分解できなくては  

ならないことが言える。また、従来考えられてきた梯像においては、第叫世代馴まそのジーン  

ズ質勘10妬転程度）に達するまでは収縮を起こさず、そのために初期の小スケールの棉造はな  

らされてしまっているとされてきたが、今回の計算結果は中心にカスプを持つダークハローの  

中においてはこの摘優に見直しが必要であることを示唆している。   

ダークハローの密度構造をどのスケールまで分解する必要があるのか、カスプ・コア構造の  

形成がどのような物理機構で生まれるのか、を明らかにすることは今後の電要な課題として残  

されている。   

く4）ライマンアルファ輝線天体の新たな措像   

SSA22領域（zニニう．1）で発見されたLyαenlitter（LAEs）の大規模構造は，現在標準的な構  

造形成論となっているCD九重理論では6ロのゆらぎに相当し，宇宙全体での期待値が10－2し  

かないこと，また高密度領域内においてCD丸ヰ理論で予言される角度相関が見られないことな  

ど，単純なCD丸i構造形成論とは相容れない性質を持っている（H町鮎binoetal．2004）。   

そこで，ニれまで標準的な銀河形成モデルでは考慮されていなかったLAEsの寿命を現象論  

的に考激する番で，観測を上手く説明できることを示した（Shimizuetal・2007）。このモデル  

によるとLAEsの寿命は～10軸▼r程度で，さらにLAEsは銀河形成の極初期のフェーズの天体で  

ある事が分かった夢   

L－かLながらこれまでの議論は，Zel■dovich近似を馴、た構造解析であり宇宙構造形成の計算  
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を行って妥当性を検証する必要があった。そこで，宇宙論的N体計算を行い，さらに銀河内の  

各サブストラクチャーの星形成史・化学進化をevolutionaryspectralsynthesiscode，PEGASE，  

を用いて独立に扱う事により，銀河の力学進化と化学進化をより現実的に扱った。計算の結鼠  

LAEsになりうる天体として非常に若いbalo（haloA）の他に，すでに形成しているhaloに降  

着してくる粒子が星形成を始めてそこからLyα輝線を放出する（haloB）という2つの場合が  

あることがわかった。前者は観測のLAEの空間分布と同様の分布をもつが，後者は観測されて  

いるLAEの分布とは異なるものである。さらにhaloBがLAEsとして観測されていないとす  

ると，降着していくガスがLyα輝線を放出しないような何らかのフィードバックが必要なこと  

が示唆される。そこで，フィードバックとして化学進化に伴うダストによる吸収の効果をさら  

に採り入れた結果，baloBのLyα輝線が弱まり仁観測の空間分布を説明できる事が分かった。  

これは，先行研究で得たLAEのほとんどが非常に若い天体であるという結論を支持するもので  

ある。  

（5）球状星団の形成と力学進化   

球状星団は低質量星の非常に高密度な天体として知られているが，その形成過程は未解明で  

ある。また，近年のWMAP観測と球状星団の年齢分布の比較によれば，多くの球状星団が宇  

宙再電離期以降に形成された事が示唆されている。これまでの研究では，低質曇天体では紫外  

線による電離と光加熱により，その形成が常に阻害されると考えられてきた。本論文では，低  

質畳のガス雲が紫外線で電離された場合であっても，ガス雲の落下速度が電離ガスの音速を超  

えている場合には，ガス雲は収縮を続け，最終的には紫外線に対して光学的に厚くなることに  

より天体形成が起こるのではないかという可能性に着日している。実際にそのような天体形成  

が起こった場合，ガスが中心付近まで収縮し紫外線に対して遮蔽された後に星が形成されるた  

め，エネルギー散逸が大きくなる。その結果，高密度な天体が形成されることが予想される。   

そこで，一次元球対称で，紫外線の輯射輸送と，原子・分子冷却過程を採り入れた帝射流体  

シミュレーションを行う事で上記のような形成過程で低質蔑星の高密度な天体が形成されるか  

を検証した。その結果，紫外線が強い場合には，実際に超音速落下によって天体が形成される  

事と形成される天体が非常に高密度になれる事も示した。   

さらに，形成された天体と観測される球状星団との直接比較を行うため，上記の過程で形成  

された天体の力学進化をN体計算によってシミュレートした。この際，球状星団が受けるであ  

ろう母銀河との潮汐相互作用も考慮した。力学進化の間，星団のコア半径や表面輝度は二体緩  

和によって刻々と変化する。また，潮汐力によるはぎ取りによって星団の質量は減少していく。  

シミュレーションの結果，得られたコア半径，表面輝度，速度分散，明るさは観測される球状  

星団の特徴をよく再現できる事がわかった。   

（6）衝突銀河団における重元素の電離状態と電子・イオン温度の研究   

銀河団の銀河は銀河団が銀河や銀河群の度重なる衝突合体で成長するときに力学的・熱的影  

響を強く受け形成・形態進化を遂げ、その過程で銀河団ガスに重元素を供給してきたであろう。  

重元素の量と分布はこれらの形成進化をひもとく鍵であり、それは数千万度の温度にある銀河  

団ガスから放射されるⅩ線を分光し、輝線を調べることで分かる。これまでに多くの銀河団で  

重元素の組成や量、空間分布がⅩ線観測の研究によって調べられてきた。これらの研究におい  

ては重元素は衝突電離平衡にあり電子・イオンは温度平衡にあると仮定されるが、これは銀河  

団中心部ではこれらの平衡状態に達する時間スケールが十分短いと考えられるだけガスの密度  

が高いからである。しかしながら、どリアル半径にせまる希薄な周縁領域や衝突加熱領域では  

平衡状態に達していない可能性を我々は注目している。もしそうであれば、平衡を仮定した解  

－40－   



折紙果は掛〕た董元素螢を推定しかねない。そこで我々はFIRSTシミュレータを用いて鉄など  

の主要な姦元素の衝突電離平衡と電子・イオンの温度平衡を仮定せず時間進化を解くダークマ  

ターとガスを含めた衝突銀河団の3次元数値実験を世界で初めて行った。その結果、最近すぎく  

衛星で観測されたAt）e11399／401連銀河団の連結領域においては、24角牢電離鉄の割合が平衡値  

より10一一2し）％多いことや竃子温度がガスの平均温度より数％低いことを明らかにした。また観  

測されるⅩ線のスペクトルを計算し、鉄のK輝線の強度が数％増強されていることも示した。  

（7）StreamingSIMDExtensionを用いたSPH法の高速化   

宇宙物理学で広く剛、られている粒子法に基づく流体計算手法であるSmootIledParticleHy－  

drodyllalIlics（SPIi）法は，大きなダイナミックレンジを必要とする宇宙シミュレーションに適  

したものであるが，計算時間がメッシュ陰に基づく計算方法と比較して非常に長いのが欠点と  

なっている．我々は，Intel社やAMD杜が製造しているⅩ86系のプロセッサに描赦されてい  

るStrealIli哨SIれ‡DExteI－SioIl（SSE）と呼ばれる拡張命令セットを用いて，SPH法の高速化を  

実現した・SSEは，4偶の単精度浮動小数点演算を1サイクルで計算することができるSirlgle  

‡11絨r11Cti…1れI111t∫iData（SIMD）型の並列演算を実行可能であるが，通常のコンパイラではSSE  

で並列化可能なループを検出する能力に欠けているためSSEを効率よく利用することは望めな  

い．そこで，我々はアセンブリ言語を用いて直接SSEを利用することによってSP王・Ⅰ法の高速化  

を達成し．・た，現在のところ，SSEを使うことによって，3仙4倍程度の高速化が実現できている．   

【2】宇宙論・銀河形成   

（1）星間ダスト進化モデルの検証   

銀河の進化は、足形成活動により、星の集合体としての銀河がどのように成長してきたかで特  

徴付けられる。鼻形成活動は、星の材料である星間ガスの物理状態に支配されるが、Iiirasllita．  

＆｝王11‡1t（2004）の理論研究等により、星間ダスト（塵）が、紫外線吸収や分子形成等を適して星  

間ガスの物理状態に大きな影響を及ぼすことが示されている。本年度は、星間ダストの性質を、  

観測的に検証する研究を行った。   

まず、今年度から解析が可能となった「あかり」データの解析を進めた。「あかり」は遠方の  

原始銀河を直接的に観測することはできない。そこで、近傍銀河のうちで原始銀河に最も近い  

種族である嬢小銀河、特にbluecompactdwarfgalaxies（BCD）と呼ばれる種族のデータを用  

いた¢ これらは、実際に低量元素率の下で激しい星形成を行っているといった原始銀河に典型  

的な特徴を持つ。「あかり」遠赤外データの解析の結果、BCDには高温（40K程度）のダスト  

が存在することが明らかになった。これは、集中して激しい星形成を行っていることを示して  

おり、それはまさに我々のモデル（Hirashita＆Hunt2004等）で予言されたものである。また、  

遠赤外放射の特性も我々が構築したダスト放射モデル（Hirashitaetal．2007）と矛盾しないこと  

も明らかになった。   

他にも、重力レンズ天体を利用した遠方銀河のダスト探査（Ybnehara，Hiraぬita＆Richter  

2008）や、遠方銀河のダスト形成モデルの観測的検証（HiraBhitaetal．2008）から、高赤方偏棒  

銀河のダストの吸収・放射特性を明らかにし、理論モデルの多角的検証を行った。  

（2）爆発的星形成－AGN関係を生み出す物理機構の観測的示唆   

近年の観測によって，活動銀河中心核（AGN）とその周囲の爆発的星形成活動には，何らか  

の物理的関連があることが示唆されている。我々は，爆発的星形成とAGNの物理的関連の原  

因機構を明らかにするために，爆発的星形成に起因する強力な編射場が，その内側のガスに及  

ぼす醇射流体力学的効果を観測データから検証した。観測データとしては，爆発的星形成領域  
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の半径や光度，爆発的星形成領域より内側の力学的質量，ガス円盤のサイズが必要であり，こ  

れらのデータが得られている7天体；セイファート銀河（NGC7469，NGClO97，NGC6951，  

Circinusgalaxy），ライナー（NGC4314），nOn－AGN銀河（NGC2903，NGC3351）を用いた。  

その結果，爆発的星形成領域の内側に分布するガス円盤のサイズは，輪射流体力学的モデルに  

基づく理論予測と一致することが分かった。さらに，稀射圧によって強く仕縮されたガス円盤  

をもつ銀抑ま，中JL、核の活動性が高い（AGNを持つ）傾向が得られた。これらの結果は，爆発  

的星形成活動に起因する額射圧が，ガス分布に影響を与え，中心核の活動性を誘起することを  

示唆している。   

さらに、地上観測による、1秒角程度のアバーチヤーを用いた3．3u汀1PAH（芳香族炭化水素）  

輝線観測により、銀河中心から100pc以内の領域で爆発的星形成活動（nuclearstarburst）の存  

在が明らかになっており、AGNの光度とnuclearstarburstの光度には統計的な正の相関があ  

ることがImanishi＆Wada（2004）により示唆されている。この結果は、nuClearstarburstが  

AGNの活動性に寄与していることを意味している。また、さらに外側（AGNから数100pc～  

kpcの領域）で起こる爆発的星形成活動（circumnuclearstarburst）は、rluClearstarburstよ  

りも1桁程度明るいため、赤外線衛星によって測定された銀河全体の6．2，7．7，11．3PAH輝線  

をcircumnuclearstarburstの指標とすることができる。我々は、これらnuclearstarburstと  

Circumnuclearstarburstの両方に注目し、Imanishi＆Wada（2004）のサンプルに対してブラッ  

クホールの質量を求め、エディントン光度で規格化したAGNの光度と様々な領域で起こる爆  

発的星形成領域の光度の関係を調べた。結果、nuClear starburstだけでなく、Circumnuclear  

starburstの光度もAGNの光度と統計的に正の相関を持つことが明らかになった。さらに、AGN  

エディントン光度で規格化したAGNの光度は、Circumnuclearstarburstの光度よりも、nuCleaJ  

starburstの光度と、統計的に強い相関を持つことが分かった。これは、AGNにより近い領域  

で起こる爆発的星形成ほど、AGNへの質量降着と強く相関することを意味する。  

（3）中間赤外スペクトルで探るサブミリ銀河中の活動銀河中心核の活動性   

近年見つかり始めている、サブミリで明るい銀河（Sub－mi11imetergalaxy‥SMG）は、主に  

赤方偏移ト3付近に分布する。SMGsの遠赤外光度は1012太陽光度以上にもなり、そのエネル  

ギー源として、銀河全体で起こる爆発的星形成活動や活動銀河中心核（AGN）が考えられてい  

る。これらSMGsは、比較的重い楕円銀河や超大質量ブラックホール、AGNの形成初期段階  

と結びついていると考えられているため、SMGsのエネルギー源を明らかにすることは、AGN  

や銀河形成の理解にも重要なものと狩り得る。SMGs中のエネルギー源を解明するために、中  

間赤外スペクトルは、比較的低い不定性で、AGN（AGNに照らされたダストからの連続波）と  

爆発的星形成活動（強い分子輝線）を切り分けることができる。そこで、スピッツァ一宇宙望遠  

鏡のアーカイブデータを用いて、SMGs中のAGNと爆発的星形成活動の寄与を定量的に見積  

もった。その結果、より高赤方編移のSMGsは、より低赤方偏移のSMGsと比較して、AGN  

の活動性が高い、もしくは銀河中心の超大質量ブラックホールの質量が高い傾向を得ることが  

できた。これは、AGNの活動性や銀河中心の超大質量ブラックホールの進化史を探る辛がかり  

となり得る結果である。  

（4）柘射輸送計算による1ymanα光子の脱出確率   

高赤方偏移宇宙で見つかっているライマンアルファ輝線天体におけるライマンアルファ光子  

の脱出確率を求めるために，輝線プロファイルを考慮した栢射輸送計算を行った。結果として，  

光学的に厚い系においては，部分再分配の場合には，完全再分配の近似をした場合に比べ，2  

桁以上脱出確率が上がることがわかった。また，部分再分配の場合においても，光学的厚みが  
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大きい系では，脱出確率が10％程度にしかならないことを明らかにした。  

（5）相対論的変動エディントン因子の柘射輸送計算   

コンパクト天体の降着円盤における柘射力の寄与を明らかにするために，相対論的稿射輸送  

方程式を解いて，エディントン因子の計算を行ったものである。実験室系から共動系へのロー  

レンツ変換を行った幅射輸送の正確な計算により，エディントン因子は速度の増加と共に単調  

増加するのではなく，－一旦等方的な場合の値（＝1／3）よりも低下した衡 自由流極限の値（＝  

1）に向かって増加することが明らかになった。これは，これまで用いられてきた等方の値と自  

由流極限を結んだ内挿式が物理的に正しくないことを示すものであり，結果として稀射力はこ  

れまでの評価よりも大きくなることが分かった。   

【3】星・惑星系形成過程の研究  

（1）宇宙塵の3次元形状一地球大気中で溶融したダスト粒子の変形一   

字宙塵は様々な変形度をもつことが観測的に分かっているが，形状を決めるメカニズムはま  

だ解明されていない。宇宙塵の形状の起源を調べるために，地球大気に突入したダスト粒子に  

ついて，溶融から再固化までの過程について，ガス動圧や遠心力効果，および蒸発の効果を採  

り入れて運動方程式とエネルギー方程式を数値的に解いた。結果として，変形度の上限値は0．1  

程度になることがわかった。これは，観測的に得られている値（0～0．3）の内，変形度の小さな  

ものに対応し，大きなものを説明するためには，新たな物理過程が必要となることがわかった。  
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Tllr（炬Dinl（一IISioIlalSh叩eSOfCosmicsphcrules：DcfbrnlaもioIlOfDu雨PartielcsMoltenin   

t加Ea出1AtIIl〔｝Spllere  

：与9thAn11ualLullarandPlanctaryScienccCon董もrence（March10－14，2008，恥uston，USA）   

＜依頼セミナー講演等＞   

1，梅村雅之   
「宇宙のなりたち」   

茨城県南等学校文化連盟天文科学部講演会（2007年12月1日，プラトーさとみ，常陸太田   
市，茨城）   

2．梅村雅之   

「F王RSTプロジェクトと宇宙第一世代天体形成」   

京都大学，宇宙物理学教室談話会（2007年12月1日，京都）  

3．梅村雅之   

「宇宙の旅をして宇宙の大きさを知ろう」   

竹園東小学校講演会（2007年12月13日，竹園東小学校，茨城）   

＜講演＞  

1．保田誠司，三浦均，中本奉史   

「三次元熱流体計算コードの開発：高速ガス流中でのダスト溶融・分裂現象」   

地球惑星科学関連学会合同大会（2007年5月20－24勘 幕張メッセ．千葉）  

2．土居政雄，中本泰史   

「プロレート宇宙塵の形成」   

地球惑星科学関連学会合同大会（2007年5月19日～24日，幕張メッセ，千葉）  

3．平下博之，日比康詞，芝井広   

「銀河系と近傍銀河に共通する遠赤外輯射の特徴」   

「サブミリ波の宇宙」第3回大研究会（2007年6月7日～8日，名古屋）  

4．秋月 千鶴，福江純  
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「相対論的ジェットは幅射圧で加速できるのか？」   

天文天体物理若手の会夏の学校 （2007年7月30日～2007年8月2日）  

5．梅村雅之   

「融合型並列計算機FIRSTによる計算宇宙物理学の展開」   

第3回「計算科学による新たな知の発見・統合・創出」シンポジウムPACS＿CSシステムと   

計算科学（2007年9月3日～9月4日，筑波大学計算科学研究センター，つくば）  

6．吉川耕司   

「天文シミュレーションにおけるHighPer丘）rmanCeComputing」第3回「計算科学による   

新たな知の発見・統合・創出」シンポジウムPACS－CSシステムと計算科学（2007年9月3   

日～9月4日，筑波大学計算科学研究センター，つくば）  

7．保田誠司，三浦均，中本泰史   

「衝撃波加熱モデルによる複合コンドリュール形成：溶融ダスト分裂の三次元流体シミュレー   

ション」   

日本惑星科学会秋季講演会（2007年9月25日～27日，高知大学，高知）  

8．土居政雄，中本泰史   

「プロレート宇宙塵の形成」   

日本惑星科学会秋季講演会（2007年9月25日～27日，高知大学，高知）  

9．梅村雅之   

「初代天体形成理論」（招待講演）   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26～28日，岐阜大学，岐阜）  

10．吉川耕司，似鳥啓吾   

「Ⅹ86プロセッサのSIMD拡張命令を用いたSPHの高速化」   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26～28日，岐阜大学，岐阜）  

11．平下博之，野沢貴也，小笹隆司，竹内努   

「減光曲線から探る高赤方偏移銀河進化」   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26～28日，岐阜大学，岐阜）  

12．諏訪多聞，梅村雅之，佐藤大介，須佐元，他FIRSTプロジェクトチーム   

FIRSTによる第一世代星形成の超高分解能シミュレーション   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26日～29日岐阜大学，岐阜）  

13．長谷川 賢二，梅村 雅之，他FIRSTプロジェクトチーム   

「FIRSTを用いた球状星団の力学進化の計算ⅠI」   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26日～28日，岐阜大学，岐阜）  

14．清水－・絃，梅村雅之   

「SSA22領域におけるLAEs形成モデルの検証」日本天文学会秋季年会（2007年9月26日   

～28軋 岐阜大学，岐阜）  

15．佐藤大介，梅村雅之，諏訪多聞，須佐元，他FIRSTプロジェクトチーム   

「第一世代天体における梅射性フィードバックの宇宙論的計算」   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26日～28日，岐阜大学，岐阜）  
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16，佐久間健，須佐元   

「第【W・世代星の超新星爆発による誘発的屋形成」   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26日～28日，岐阜大学，岐阜）  

17．保田誠司，三浦均，中本泰史   

「衝撃波加熱モデルによる複合コンドリュール形成の可能性」   

日本犬文学会秋季年金（2007年9月26日～28日，岐阜大学，岐阜）  

1乱矢島秀伸，梅村雅之，森正夫，中本泰史   

「原始銀河の非一様ガス構造における電離光子脱出確率」   

日本天文学会秋季年会（2007年9月26日～28日，岐阜大学，岐阜）  

19，秋月 千鶴，梅村雅之，加藤成果   

「相対論的ジェットの輪射特性」日本天文学会秋季年会（2007年9月26～28日，岐阜大学，   

岐阜）   

20．小泉緻之，梅村雅之  

r’相対論的変動エディントン因子の輪射輸送計静」   

臣材天文学愈秋季年会（2007年9月26～28日，岐阜大学，岐阜）  

21．上屠政雄，中本泰史   

「プロレート宇宙塵の形成」   

軒本天文学会秋季年会（2007年9月26日～28日，岐阜大学，岐阜）  

22．加藤成施   

「磁気流体降瀞円盤とジェットの輔射輸送計算」   

針本天文学会プラズマ合同セッション（2007年9月28日，岐阜大学，岐阜）  

23．諏紡多聞，梅村雅之，佐藤大介，須佐元，他FIRSTプロジェクトチーム   

融合型並列計算機FユRSTによる宇宙第…世代屋形成の高分解能シミュレーション   

次世代スーパーコンビューティングシンポジウム 2007（2007年10月3日～4日MYPLAZA   

ホ…ル，千代田区丸の内、東京）  

24．赤堀卓也，吉川耕司   

「銀河群衝突における2温度プラズマ形成と電離非平衡の数値実験」   

マクロでミクロな銀河団（2007年10月24日～26日，たかみや瑠璃倶楽リゾート，山形）  

25．Watabe，Y．：Risaliti，G．；Nardini，E．；Sani，E．；Salvati，M．   

Mid－Inh・aredSpectraofSub－mi11imeterGalaxies：Starburstvs．AGN   

FbllowsDays（October8，2007，ArcetriObservatory，Italy）  

26．平卜博之，AndreaFbrrara，和田桂一，PhilippRichter   

r水素分子から探るDampedLyα雲の星形成とダスト形成」   

クエーサー吸収線研究の展望（2007年11月9日～11日，箱根）  

27．梅村雅之  
r未来の宇宙シミュレーション」   

シンポジウム「未来の素粒子・原子核数値シミュレれション」（2007年12月19日～20日，   

エポカルつくば，つくば）  
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28．赤堀卓也，吉川耕司   

銀河群衝突における2温度プラズマ形成と電離非平衡の数値実験   

研究会「マクロでミクロな銀河団」（2007年10月24日～26日，たかみや瑠璃倶楽リゾート，   

山形）   

29．平下博之，野沢貴也，小笹隆司，竹内努   

「減光曲線から探る遠方銀河の重元素合成」   

第2回銀河のダスト研究会（2007年10月26日～27日，名古屋）  

30．土居政雄，中本泰史，中村智樹，山内祐司   

「宇宙塵の3次元形状について一地球大気中で溶融したダスト粒子の変形」   

地球外起源固体微粒子に関する総合研究（2007年12月14日，東京大学，柏）  

31．渡部靖之，川勝望，今西昌俊   

「様々な領域で起こる爆発的星形成と活動銀河中心核への質量降着の関係」   

第20回理論懇シンポジウム「宇宙物理学の未解決問題」（2007年12月25～27日，京都大   

学基礎物理研究所，京都）  

32．赤堀卓也，吉川耕司   

r銀河群衝突における2温度プラズマ形成と電離非平衡の数値実験」   

第20回理論懇シンポジウム「宇宙物理学の未解決問題」（2007年12月25～27日，京都大   

学基礎物理研究所，京都）  

33．長谷川賢二，梅村雅之   

「紫外線輯射場内での球状星団形成について」   

第20回理論懇シンポジウム「宇宙物理学の未解決問題」（2007年12月25～27日，京都大   

学基礎物理研究所，京都）  

34．欠島秀伸，梅村雅之，森正夫，中本泰史   

「原始銀河の初期進化段階における電離光子脱出確率」   

第20回理論懇シンポジウム「宇宙物理学の未解決問題」（2007年12月25～27日，京都大   

学基礎物理研究所，京都）  

35．加藤成晃   

「Broadba・ndEmissionsinMagnetohydrodynamicAccretionFlowsintheGalacticCenter」   

第20回理論懇シンポジウム 「宇宙物理学の未解決問題」（2007年12月25～27日，京都大   

学基礎物理研究所，京都）  

36．秋月千鶴，梅村雅之，加藤成晃   
「相対論的ジェットの幅射特性」   

第20回理論懇シンポジウム「宇宙物理学の未解決問題」（2007年12月25～27日，京都大   

学基礎物理研究所，京都）  

37．平下博之，野沢貴也，小笹隆司，竹内努   

「ExtinctionCurvesasaProbeofHigh－RedshiftMetalEnrichment」   
銀河形成研究の最前線（2008年2月13日～15日，三鷹）  

38．加藤成晃   

「降着円盤とジェットの磁気流体研究と柘射輸送研究」  
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幅射輸送計算による数値天文学最前線研究会（2008年2月12～14日，北海道大学，札幌）  

39．梅村雅之，他FIRSTプロジェクトチーム   

「宇宙シミュレータFIRST最終構成機」   

日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，東京）  

40．渡部靖之，川勝望，今西昌俊   

「様々な領域で起こる爆発的星形成とAGNへの質量降着の関係」   

日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，東京）   

41・Watabe，Y．；Risaliti，G．；Salvati，M．；Nardini，E．；Sani，E．   

「Di鮎rentAGNscontributionstoSMGsandULIRGsatHighRedshiftsJ   
日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，東京）   

42．赤堀卓也，吉川耕司   

「衝突銀河団における非平衡電離・2温度プラズマの3次元流体数値実験」   

日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，東京）   

43．長谷川賢二，梅村雅之，須佐元，他FIRSTプロジェクトチーム   

「第一世代星紫外線フィードバックの星質量依存性」   

日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，東京）   

44．保田誠司，中本泰史   

「複合コンドリエール形成のための衝突条件」   

日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，東京）  

45．矢島秀伸，梅村雅之，森正夫，中本泰史   

「原始銀河の電離光子脱出過程：衝突電離とダストの効果」   

日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，東京）   

46．土居政雄，中本泰史，中村智樹，山内祐司   

「宇宙塵の3次元形状一地球大気中で溶融したダスト粒子の変形」   

日本天文学会春季年会（2008年3月24日～27日，国立オリンピック記念青少年総合セン   

ター，束京）  
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