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Since 1995, more than 160 extrasolar planets have been discovered. The recent rapid development of
extrasolar planets allows us to expect existence of Earth-like planets in extrasolar planetary systems.

In

this session, present status and future perspective of observation of extrasolar planets and development of
planet formation theory are reviewed. In particular, extrasolar terrestrial planets and possibility of
extrasolar life are focused. More than 10 percent of solar type stars in our galaxy may harbor Earth-like
planets having ocean on their surface. Near future space telescopes will try to detect bio-markers, such as
ozone, in the planetary atmosphere.
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