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１．はじめに

1.1 氷衛星とは

氷は，太陽系天体にとって岩石やガスと並ぶ極めて重

要な構成物質のひとつである．太陽系誕生時，太陽から

約4AU以上離れた領域ではH Oが固体の氷として凝

縮できたと考えられている ．実際に現在，木星やそれ以

遠の領域にある天体の多くは氷を主要な構成成分のひと

つとしており，氷は惑星本体やその衛星，彗星，リング

粒子などの様々な形態で存在している．この中で木星や

土星などの巨大惑星に従う衛星のほぼ全ては，地球の月

とは異なる非常に高い氷存在度を持っており，〝氷衛星"

としてグループ化されて惑星科学分野における大きな研

究カテゴリを成している．

氷衛星研究の歴史は，17世紀にイタリアの科学者ガリ

レオ・ガリレイが自作の望遠鏡で木星の４大衛星を発見

したことに端を発する．エウロパやガニメデなどのいわ

ゆる〝ガリレオ衛星"の発見を皮切りに，外惑星領域に

は次々と衛星が発見されていった．20世紀に入り赤外線

天文学が発達すると，これらの衛星の表面があまねく

H O主体の氷で覆われていることが明らかになったの

である．

現在，太陽系の衛星は名前が付くものだけでも100個

を超える数が存在する．その中には，木星の衛星ガニメ

デや土星の衛星タイタンといった，惑星に匹敵する大き

さを持つものから，半径数km以下でいびつな形状をし

たものまであり，実に幅広いサイズ分布を示す．逆に，

衛星の中で氷をまとっていないのは地球の月と火星の２

つの小衛星，そして木星の衛星イオだけである．このよ

うに，氷衛星はわざわざ氷の名を冠して特別扱いするべ

きものではなく，むしろ太陽系にごくありふれた存在で

あると言える．

1.2 氷衛星の探査

氷衛星を含む外惑星系の直接探査は，地球から遠いた

めに時間的経済的リスクが高く，軌道制御や電源確保な

どにも大きな困難があるため，月や火星などに対して行

われた探査の数に比べると圧倒的に少ない．しかしそれ

でも，1970年代に木星を訪れたパイオニア探査機にはじ

まり，現在土星系を調査中のカッシーニ探査機に至るま

で，氷衛星は常に惑星科学の重要な調査ターゲットであ

り続けている．

氷衛星の本格的な探査は，1970年代後半に実施された

ボイジャー計画から始まった．今からもう30年近くも

前，1977年に打ち上げられた２機のボイジャー探査機

は，２年後の1979年に木星へ接近し，今や氷衛星の代表

的存在となっているエウロパやガニメデなどの表面の様

子を初めて捉えた．２機は1980年と1981年に土星へ到

達した後に行く手を分かれ，ボイジャー２号は天王星，

海王星への接近を果たし，氷衛星が見せる多彩な表情を

白日の下に晒しだしたのである．

ボイジャーの調査を通して，一躍惑星科学の主要な調

査対象のひとつとなった氷衛星には，その後次々と探査

機が送り込まれていく．ボイジャー２号が海王星を通過

した翌年には，木星系を専門に調査する探査機ガリレオ

が打ち上げられた．1995年に木星へ到達して以降８年間

もの長期にわたって観測を続けたガリレオ探査機は，ガ

リレオ・ガリレイが発見した４大衛星を詳しく調査し，

表面には極めて大規模な地質活動の痕跡が残されている

ことや，H O以外にも様々な種類の物質が存在するこ

と，さらに内部構造に関する情報などを新たに獲得した

のである．

ガリレオ探査機が任務を果たし終えた翌年の2004年

からは，探査機カッシーニが土星系の観測を開始し，現

在も順調に貴重なデータを獲得し続けている．
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太陽系の外惑星領域にある衛星は，そのほとんどがH O主体の氷で覆われた〝氷衛星"である．これ

らは数の多さや多様なサイズを持つが，最も注目すべき点は大規模な地質活動の跡が見られることで

ある．地球の月とは異なるその外見は，氷衛星を覆う氷の存在とその特徴的な物性が作り出している

と思われる．本稿では代表例として木星の衛星エウロパに見られる地溝帯と土星の衛星エンセラダス

で発見された氷噴出現象に着目し，これらの現象の原因を探る．そこには，液体水が固化する際に体

積が増加するという氷特有の物性が大きく関わっている可能性がある．
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1.3 氷衛星の多彩な表層状態

以上のような探査を通して分かった氷衛星の最大の特

徴は，その外見的・地質学的な多彩さである．氷衛星の

中には断層や亀裂などの大規模な表層活動の跡を示すも

のが多く，地形の数や規模は地球の月に見られるものよ

りも有意に大きい．代表的な例として木星の衛星である

エウロパ（半径1,565km）には，図１に示されるような

大規模な亀裂や地溝帯が表面全体に広がっている ．ま

た土星の衛星であるエンセラダス（半径252km）では，

南極付近からH O氷の粒子や水蒸気が激しく噴出して

いることが分かった（図２) ．一方で，地質活動の痕跡

が全く見られず衝突クレータが覆い尽くしているだけの

衛星もあり，その違いが何によってもたらされるのかに

ついて多くの研究者が解明に取り組んでいる．

表面温度が零下150度以下という極限的な環境にもか

かわらずこれほど大きな地質活動を持つ衛星がいくつも

見つかったことは，大きな興味を抱かせるとともに重大

な謎を提起した．一般的に惑星や衛星の進化は形成後の

冷却過程に伴って起きるため，サイズの小さい天体ほど

冷却されやすく，形成後の比較的初期の段階で進化が終

焉すると考えられる．にもかかわらず，半径が500kmに

も満たないような比較的小さな衛星においても大規模な

地質活動が認められたことは，上に述べたような直感的

な理解とは相容れない．なぜ地球の月よりも小さい天体

で，月よりも大規模な地質活動が生じるのだろうか．そ

こには衛星全体を覆っている氷の存在が重要な役割を果

たしている可能性がある．すなわち，岩石に比べて高い

流動性や揮発性を示す氷特有の物性が，氷衛星の進化や

表層活動などをコントロールしていると考えられる．

本稿では，氷衛星における地質活動の代表例として，

エウロパに見られる地溝帯構造とエンセラダスにおける

氷衛星の地質活動

図１：ガリレオ探査機が木星の衛星エウロパから40,973km
の距離で撮影した可視光画像．太陽光は左から射している．左
上から右下方向に走る２本の黒い帯状地形や，幾重にも縦横
に走る細い筋状の亀裂が見える．右端の黒い筋はデータの欠
損部．暗帯部は，表面の開裂部を内部の氷が埋めてできたと考
えられている．この領域を取り除き周囲の地形を復元するこ
とで見い出される表面の増加量は，この画像の範囲において
は約15％に達する ．

図２：カッシーニ探査機が撮影した土星の衛星エンセラダス．左画像では，衛星の左下方に向かって表面から物質が激しく噴出し
ている様子が見える．右は，エンセラダスの南極中心画像．南極点の周辺には左上から右下に走る４本の地溝帯があり，〝Tiger

 
Stripes"と呼ばれている．激しい物質噴出はこの地溝帯から生じていることが確認されている．
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氷噴出現象の２つを採り上げ，はじめに探査結果に基づ

く地質学的特徴を概観する．そしてこれらの活動の原因

が，氷が持つ特徴的な物性に大きく関係しているという

我々の研究結果を交え，氷衛星の表層状態がいかにして

形成されたかについてのシナリオを提示する．なお，こ

こで議論する氷とは固体のH Oを指す．

２．地質活動の要因と氷の物性

2.1 エウロパの地質活動と内部構造

図１は探査機ガリレオが1996年に撮影したエウロパ

表面の様子である．ここでは，暗灰色の帯状地形がいく

つも走っているのがまず目を惹く．これらは帯の両縁の

形状が類似しているのが特徴で，その両縁を合わせるこ

とによって周囲の地形を繫ぎ合わせて復元できる場合が

多い ．また暗帯部には多数の小さな溝が平行に走って

おり，さらに中央には明瞭なトラフ（谷）を持つものが

多い．これらの特徴から，この種の地形は表面が引っ張

りの力を受けたことによって開裂し，内部から上昇して

きた物質（柔らかい氷）がその間を埋めてできたと考え

られている．言い換えれば，こうした領域は地球海洋底

の中央海嶺に類似したメカニズムで形成した，いわゆる

表面の発散域にあたるとも言える ．

また図１には細長い筋状の地形も多く見られ，これら

もやはり引っ張りの力によって生じた亀裂だと考えられ

ている ．このように表面には引っ張り力起源の地形が

卓越している一方で，表面の拡大を補償するような収束

域や，圧縮によって形成されたと認定される地形は現在

のところほとんど確認されていない．このことから，氷

衛星では氷殻（地球の地殻に相当する固体層）が形成し

た後に，内部の体積増加を引き起こすような何らかの現

象が発生したことを示唆している．同じような表面の特

徴を持つ衛星はエウロパの他にも数多く確認されており

（図３），それらの天体間には何らかの共通するプロセス

が存在すると考えられる．

エウロパの内部構造は，探査機による重力場データを

解析することで導かれる慣性能率に基づく，大まかな制

約条件が得られている．それによると，中心部には半径

500km程度の鉄や硫化鉄の金属核があり，次に厚さ約

1000kmのシリケイト岩石のマントル，最も外側をH O

の層が厚さ約150kmにわたって覆っている３層構造

か，あるいは金属核と岩石マントルが混合した２層構造

だと考えられている ．

2.2 エンセラダスの地質活動と内部構造

現在，土星系の調査を進めているカッシーニ探査機は，

氷衛星の活動性を如実に示す衝撃的な現象を捉えた．図

２は2005年にカッシーニ探査機によって撮影された衛

星エンセラダスである．エンセラダスは半径約250km

程度の小型の衛星だが，南極域にある〝Tiger Stripes"

と呼ばれている４本の地溝帯から，H Oを主成分とする

噴煙を放出していることが発見された ．また，エンセラ

ダス表面の平均温度が約75Kなのに対して，この噴出

図３：左は土星の衛星ディオネ（半径562km，カッシーニ探査機撮影）．右は天王星の衛星アリエル（半径579km，ボイジャー
２号探査機撮影）．いずれの衛星にも，非常に規模の大きい地溝帯が広がっている（Courtesy NASA/JPL-Caltech）．
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域は約145Kかそれ以上の高温であることも分かって

いる ．

この現象の説明のひとつとして，表面下に液体の水が

マグマ溜まりのように貯えられており，それが噴出する

という考え方がある ．しかし地球のシリケイトマグマ

とは異なり，固体の氷よりも密度の高い液体水がどのよ

うに氷殻中を上昇して表出するのか（どのようにして

Tiger Stripesを作るか）という問題など，議論の余地が

まだ残されている．

エンセラダスの内部は，中心にある半径約160kmの

岩石質の核を厚さ約90kmのH O主体の層が覆ってい

ることが，カッシーニ探査機の重力場データから推測さ

れている ．エウロパのようにH O層の一部が液体の海

として存在していることを示唆する観測結果は，今のと

ころ得られていない．

2.3 地質活動の応力源

このように，多くの氷衛星の表面には沢山の亀裂や地

溝帯を見ることができるが，これらの力の源が何である

かという疑問は，氷衛星の大きな謎として長年にわたり

多くの研究者を悩ませてきた．これまでに出された様々

な仮説としては，氷殻内部に生じる対流運動や，母惑星

との潮汐作用がある．前者は固体氷の対流に伴う上昇プ

ルームが表面を押し広げることで引っ張りの力をもたら

すもの，後者は潮汐力によって衛星全体が周期的に変形

することで応力が発生する過程である．実際にこれらの

力で表層の氷を変形・破壊させることができるかどうか

の評価は，最も単純には引っ張り力に対する氷の強度（実

験的に約１～10MPaとされる ）との比較で行われる．

しかしこれらの力を定量的に評価した過去の研究によれ

ば，いずれの過程で生じる応力も氷の強度より１桁以上

小さいとされ ，表面破壊に対する応力の不足とい

う問題が長年にわたって解決されずにいた．

2.4 水氷の相変化と体積変化

しかし事実として，多くの氷衛星には岩石のみからな

る地球の月のような衛星よりもはるかに大規模な地殻変

動の跡が存在している．H Oの氷が持つ特徴的な物性に

原因があるのではないかと考えた時，無視できない応力

を生み出し得る過程が存在する．それは，相変化（状態

変化）である．端的に言えば，冬場に凍結した水道管や，

冷凍庫に入れたペットボトルが破裂するのと同じ現象

が，衛星規模で起こっている可能性がある．

先にも述べたように，惑星や衛星の進化は冷却の歴史

である．形成直後の氷衛星はその集積エネルギーによっ

て衛星全体を液体水の海が覆ったと考えられており ，

その後の衛星の冷却と共に海は表面から次第に固化し，

氷殻が成長していったはずである．液体の水が固体氷へ

と状態変化する時，その体積は大きく変化する．固体氷

は圧力条件によって様々な相が存在するが，衛星の表層

を構成する低圧相の氷へと固化する場合には，約10％の

体積増加が生じる（これは我々が日常的に体感する状態

変化である．逆に，シリケイトマグマが固化する場合に

は体積が減少する）．固化する際に生じる大きな体積増加

は，氷殻下に残された海（内部海）に過剰圧を生じさせ，

それを支える氷殻表面に周応力が働くことになる．こう

した一連の過程は，氷衛星における地質活動の要因のひ

とつとして長い間重要視されてきたが，海の固化が衛星

全体の熱史に強く依存する複雑さなどから，その定量的

な評価は行われてこなかった．我々はこれまでの研究に

おいて，数値シミュレーションを用いた具体的な評価を

行ってきた．エウロパの断層運動とエンセラダスの噴出

現象のように一見異なると思える現象でも，その原因を

液体水の固化と体積変化という共通項で括ることができ

ると考えている．

以下では，エウロパの断層運動とエンセラダスの氷噴

出現象の原因に関して我々が行った研究結果を紹介す

る．

３．液体水の固化と応力発生

3.1 エウロパ内部海の固化

エウロパの形成直後に表面を覆った液体水の海が，そ

の後の冷却によって体積の増加を伴いながら固化してい

く中で，成長する氷殻に応力が発生する．この一連の過

程は衛星の冷却のタイムスケールに律速された極めて長

いタイムスパンを持つため，氷殻応力の蓄積速度と長期

間にわたる応力の粘性緩和という２つの競合するメカニ

ズムを扱う必要がある．そのためには，はじめに海の固

化速度（氷殻の成長速度）を見い出さなければならない．

そこで我々は，衛星全体の熱収支と，H O層の固化・

融解による内部構造の変化を取り扱う数値モデルを構築

し，衛星の形成から現在に至るまでの熱史・構造進化シ

ミュレーションを行った．初期状態では，衛星内部を岩

石質の中心核とそれを覆う海の２層に分け，後の冷却に

伴って表層に氷殻が形成し海が固化していく様子を追跡

した（数値モデルや物性パラメタの詳細は文献16を参

照）．これから示す計算結果は，エウロパのH O・岩石体

積比を与えた場合である．熱源として岩石成分中の長寿

命放射性核種と氷殻での潮汐発熱（衛星の周期的な変形

によって生じる摩擦熱）を与え，熱輸送は岩石核・海お

よび氷殻での対流と熱伝導を考慮した．
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図４は，氷殻と内部海との境界面の位置の時間変化を

示した結果である．中心の岩石核に含まれる放射性核種

壊変熱の熱流量も同時に示してある．形成直後から約

0.15Gyrまでは，海は表面から急速に凍り始め，氷地殻

の熱輸送率と核からの熱流量とが釣り合うところまで固

化が進む．その後，放射性熱源を持つ核が次第に発熱し

始め，温度が上昇する．核を取り巻く内部海には対流が

発生し，核からの熱を氷殻に効率よく輸送する．氷殻は

それまで続けていた成長が下部からの熱供給によって妨

げられ，内部海の固化が停止する．核内での発熱がさら

に進むと氷殻は融解に転じ，このステージは約2.5Gyr

まで続く．やがて核内の放射性熱源が枯渇してくると，

衛星は全体的な冷却段階に入る．内部海は再びゆっくり

と固化し始め，現在に至る．

最終的に，内部海は最近15～20億年の間にゆっくりと

固化が進み，現在も数十kmの厚さの氷殻下に保持され

ていることが分かった．ガリレオ探査機が得たエウロパ

周辺の木星磁場のデータによると，エウロパの内部には

電気伝導性を持った流体，すなわち地球の海水に似た層

が存在することが強く示唆されている ．ここでの計算

結果はその観測事実に調和する構造と言える．

このシミュレーション結果に対する物理的説明は以下

の通りである．内部海の固化が比較的ゆっくりと進むの

は，主要な熱源である岩石核と内部海が直接接している

ために海が効率的に加熱されることと，氷殻を構成する

低圧相氷の融解曲線が負の勾配を持つことから，固化が

比較的ゆっくりと進行するという特徴を持っているため

である．

3.2 氷殻の応力史

さて衛星がこのような固化史をたどる時，氷殻にはど

のくらいの応力が蓄積するのだろうか．この定量的評価

に対しては，まず単位時間あたりの氷殻の成長量とそれ

に伴う体積変化量から内部に生じる過剰圧を計算し，固

液境界面での圧力平衡に基づいて氷殻応力の完全弾性解

を求める．この解に線形粘弾性問題との関係を保証する

対応原理を適用することによって粘弾性体の解を導き，

逐次的に地殻成長量を与えることで地殻応力場の時間発

展を見出すことができる ．

ここで，エウロパ表面の年齢は数千万～数億年と非常

に若いと考えられている ことから，衛星史の初期にお

ける変化は，現状には何ら寄与していないと考えて良い

だろう．従ってここでの応力計算では，最近20億年間に

ゆっくりと固化が進行するステージのみを取り出すこと

にした．

図５はエウロパ表面における引っ張り応力の時間変化

である．繰り返しになるが，海の固化に伴う氷殻への応

力蓄積と粘性緩和の競合を扱うことが重要であるため，

表面応力はそこでの氷の粘性率に強く依存する．本研究

では，衝突クレータの形状緩和から示唆される粘性率の

10 Pas を典型値とし，５桁変化させてその依存性を

調べた．粘性率が低い場合，内部海の固化が進み過剰圧

が増加するに従って氷殻にはクリープが発生し，応力の

緩和の効果が大きくなる．引っ張り応力に対する氷の破

壊強度が10Pa程度であることと比較すると，典型的な

粘性率においては表面の破壊に十分寄与する応力が生じ

図４：衛星エウロパのH O・岩石比を仮定した熱史シミュ
レーションによって得られた，氷殻と内部海の境界面位置の
時間変化．表面半径は1,565km，岩石コアの半径は1,400km
に固定している．点線は岩石核からの熱流量の時間変化．

図５：図４における2.5Gyr以降の固化速度に基づいて計算
された，エウロパ表面に生じる接線（引っ張り）応力の時間変
化．それぞれの曲線は，表面で予想される氷の粘性率を５桁変
化させたもの．点線は氷殻を完全弾性体とした場合．引っ張り
力に対する氷の強度は約10Pa．
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ることが分かる．この過程は内部海が完全に固化しない

限り生じるものであり，ここでの10m/Myr程度の非常

にゆっくりした固化であっても，表面の地殻変動に対し

有効に働くことが示された．

ただしこの固化速度では氷殻の歪み速度が極めて小さ

いため，この過程だけが表面の引っ張り亀裂を形成する

要因になるとは考えにくい．歪み速度がより大きい別の

変形過程（潮汐変形など）が重ね合わさることによって，

実際の地形形成が起こると考えるのが適切だろう．

3.3 エンセラダス水リザバーの固化と応力

これまでに示した液体水の固化という現象は，エンセ

ラダスの氷噴出現象にも共通の原因として寄与し得ると

我々は考えている．簡単な予察を得るために，エンセラ

ダスの氷殻内に球形の液体水リザバーが形成した状況を

仮定し，それが固化する際にリザバー周囲の固体氷領域

に生じる応力を見積もる．初期のリザバー半径は10km

とし，その５倍のサイズの固体氷の球殻が周囲を覆って

いるとして，エンセラダス氷殻中に液体水リザバーが存

在する状況を模擬する（図６）．リザバーは周囲の固体氷

から冷却されて固化が進み，残った液体リザバー内に過

剰圧が発生して外側に応力をもたらす．計算に用いる基

本的な定式は前項と同じである（数値モデルや物性パラ

メタの詳細は文献20を参照）．

図７は，初期温度273Kの液体水リザバーが，それを

取り囲む145K（噴出口であるTiger Stripes領域の温

度）の固体氷領域から冷やされ固化する様子をシミュ

レーションしたものである．初期半径10kmのリザバー

は約100万年の時間スケールで完全に固化することが分

かった．

この固化速度を用いて，リザバーを囲む固体氷領域の

底面（固液境界面）に発生する応力の時間変化を示した

のが図８である．エウロパの時と同様に，エンセラダス

表面で予想されている氷の粘性率を中心に数桁の変化を

与えた．水リザバーが固化するとともに固体氷領域には

応力が蓄積されて行く様子が分かる．当然ながら，固体

氷の粘性率が低い場合は応力緩和が大きく，蓄積する応

力は小さい．また粘性率が10 Pas以上になると完全弾

性体としての振る舞いとほぼ一致し，応力の緩和がほと

んど起こらない．引っ張り応力に対する氷の強度は約

図７：左の図は，エンセラダス氷殻内の液体水リザバー（初期半径10km，周囲の温度145K）が固化する際の，リザバーサイズ
の時間変化．右の図は，初期状態からリザバーが完全に固化するまでの温度場の時間変化．

図６：エンセラダス氷殻内にある液体水リザバーの固化に関
する計算設定の模式図．本稿では，初期のリザバー半径を10

km，T ＝145Kとした．
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10Paであるから，固体氷領域の粘性率が10 Pas程度

の大きさを持っていれば，その強度に匹敵する応力が生

じることが示された．

エンセラダスは重力がエウロパの10分の１，地球の

100分の１しかないため氷殻内の圧力が非常に低く，氷

の強度を超える引っ張り応力が発生した場合，破壊はリ

ザバーとの境界部分から生じる（エウロパの場合は氷殻

内の静水圧が大きいため，破壊は表面から進む）．いった

ん破壊が発生すれば亀裂の先端には応力集中が起こるた

め，破壊の伝播は比較的容易に進むと思われる．最終的

に破壊は表面に達し，Tiger Stripesのような地溝帯を作

り出すとともにそこから液体水が固化あるいは昇華して

宇宙空間へと噴出していくと考えられる．

４．氷衛星の地質活動の理解

前章までに，引っ張り応力による亀裂や地溝帯によっ

て特徴づけられる氷衛星の地質活動には，内部にある液

体水の固化とそれに伴う体積増加が大きな要因になって

いるという議論を行った．しかしこれだけで氷衛星に見

られる全ての地質活動を説明できるほど，原因は単純で

はない．

2.3節では，引っ張り応力の起源としてこれまでに

様々な過程が提示されていると述べた．特に潮汐変形に

よって生じる表面応力は，理論的な見積もりによってそ

の大きさや表面分布が細かく予想されており，実際にエ

ウロパの表面で見られる亀裂の分布と調和的な傾向も示

唆されている ．しかし一方で，潮汐変形による応力だけ

では大きさが足りないという問題があることも先に述べ

た通りである．これらの議論を総合すると，エウロパの

ような全球規模の地質活動に対しては，液体水の固化（氷

殻の成長）によって発生する応力が潮汐変形や氷殻内対

流によって生じる応力の不足分を補う役割を持ち，その

上に潮汐変形などによる応力が活動の引き金として重ね

合わさることによって，実際の表面状態が作り出されて

いると考えるのが妥当であろう．

またエンセラダスでの氷噴出現象の原因に関しても，

本稿で提示した液体水リザバーの固化だけで結論づける

ことはできない．本研究のモデルでは，リザバーの大き

さや深さ等に関する幅広いパラメタスタディに基づいた

さらなる妥当性の評価が必要なだけでなく，そもそもリ

ザバーがどのように形成するのかも明らかではない．エ

ウロパと同じような潮汐作用に解決を求める議論もある

が，現在のエンセラダスの軌道状態では潮汐のエネル

ギーが小さすぎるという研究もある上 ，潮汐作用は衛

星が形成して以来の長期間にわたる軌道進化に深く関わ

るため，考察が非常に難しい．

ただ少なくとも，多くの氷衛星に見られる地質活動が

引っ張り力起源であるという共通の傾向を示すことに対

しては，本稿で述べた液体水の固化と体積変化が共通の

要因として寄与していると考えて良かろう．その上で，

各天体での活動を細かく特徴づけている固有の因子（潮

汐や氷殻内対流運動，または非H O氷の存在による熱

的性質の違いなど）を重ね合わせていくアプローチをと

ることによって，より現実的な地質活動の発生過程が理

解できると考えている．

５．考察とまとめ

本稿では，太陽系外部領域における衛星の一般的な姿

である氷衛星という種別について概観し，その最大の特

徴である大規模な地質活動について，内部の液体水の固

化がその原因として大きく寄与し得ることを確かめた．

活動の可否については，発生した応力とそれに対する氷

の強度とを比較するという，至って単純な基準を用いた

が，これまでの研究において定量的な評価自体が行われ

てこなかったことや，これ以上の詳細な解析に堪える地

質学的データが得られていない現状を鑑みると，妥当な

アプローチと言えよう．

また，氷衛星の地質活動の原因を明らかにすることは，

表面の年代を知ることにも繫がる．表面が氷で覆われて

図８：エンセラダス表面下にある水リザバーが，その固化と
共にリザバー周囲に生み出す引っ張り応力の時間変化．それ
ぞれの曲線は，リザバー周囲の固体氷に対して与えた粘性率
を示す．初期リザバー半径は10km，周囲の固体氷の温度を
145Kとした．リザバー内部の水が噴出するかどうかの指標
として，引っ張り応力に対する固体氷の強度は約10Paであ
る．
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いる以上，たとえサンプルを持ち帰ることができたとし

ても放射性同位体を用いた絶対年代の測定はできない．

現状では地形の層序に基づく年代の前後関係しか分かっ

ておらず，地形間の明確な時代間隔も見出されていない．

地球ではプレートテクトニクスが駆動する表面の更新や

物質の循環が存在しているが，氷衛星ではどのようなメ

カニズムが表層の進化を支配しているのだろうか．氷衛

星地質学とも言える本稿の論点は，氷衛星の進化を解明

する上での根幹となる課題である．

現在，土星系ではカッシーニ探査機による調査が行わ

れており，計画の延長が認められれば今後さらに２年間

は探査が続けられる予定である．また2010年代後半に再

び木星系を探査する計画も議論されている．やっと個々

の衛星が詳しく調査される時代に入ったとは言え，表面

撮像のカバー率や解像度は，地質学的解析を進めるには

まだまだ不十分である．今後の探査によってそれが大き

く向上し，表面全体の平均年齢やより局所的な地形年代

などに強い制約を与える観測結果が得られれば，太陽系

天体の一大カテゴリである氷衛星の理解に大きなブレイ

クスルーがもたらされるものと期待している．
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Tectonics on the icy satellites and dynamics of
 

the icy shell
 

Jun Kimura
 

Japan Aerospace Exploration Agency
 

abstract:

Most eminent feature of tectonic activity on the icy satel-

lites is extensional signatures,which have been formed by
 

tensional stress. The example is narrow ridges and band-

shaped terrain on Europa,and parallel,periodically spaced
 

fractures called by Tiger Stripes on Enceladus. These
 

features suggest a possibility that the surface have been
 

fractured and extended due to tensional stress. We have
 

focused on the solidification of the liquid water and the
 

accompanying volume change as one of the dominant
 

sources for such stresses. To estimate the stress state in
 

the solid ice region surrounding the water region,we first
 

performed numerical simulations of the thermal history.

Based on the resulting structural evolution,we calculated
 

stresses in the viscoelastic ice region due to the solidifica-

tion of the liquid water. Europa’s liquid layer solidifies
 

slowly and may partially survive at present,and its solidi-

fication induces sufficient tensional stress to drive exten-

sional tectonic activity. Moreover, we investigated the
 

possibility that solidification of subsurface water reservoir
 

in Enceladus can attain enough excess pressure to explain
 

the geysering. If the viscosity of the surrounding ice is
 

viscous enough to inhibit relaxation,as high as 10 Pa
 

s, sufficient excess pressure can be accumulated and the
 

crack will be created to drive the internal water to the
 

surface.
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