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第 4 回 市民講座
「宇宙と物質の神秘に迫る～物理科学最前線～」
2006 年 11 月 11 日、京都大学百周年時計
台記念館にて本 21 世紀 COE 主催による第
4 回市民講座が行われました。今回のテー
マは「非平衡の世界」。非平衡が作り出す
「動」的な物理の不思議さ、面白さを、本
学の 3 人の研究者が講演しました。
1. 特集テーマ「非平衡の世界」

第 17 号の内容

2006 年 11 月 11 日、 京 都 大 学 百 周 年
時計台記念館大ホールにおいて、第 4 回
市民講座「宇宙と物質の神秘に迫る～物
理科学最前線～」が行われました。今回
は「非平衡の世界」というテーマのも
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登教授（物理学第二教室、高エネルギー

た。当日はあいにくの悪天候でしたが、
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図 1：会場受付の様子

図 2：講演開始前の会場の様子
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2.「非平衡が創り出す時空間パターン」
（吉川研一教授）
多くの場合、科学的研究は理解しやす
い「平衡状態」を考えることから始まり
ます。しかし、現実は「非平衡」です。
「非
平衡」を考えることは、新たな研究の切
り口になります。吉川先生は、
「生物の
リズム現象」という「非平衡」現象から
生物を捉えることで、従来の分子化学的

第 4 回市民講座 :
「宇宙と物質の神秘に迫る

～物理科学最前線～」

な方法とはまったく違った見地から生命
を研究しておられます。

図 3：ペットボトル振動子を使った「リズム現象」
の実験の様子

落ちていきます。ところが、適当な太さ
のチューブのときにだけ、水が一定のリ
ズムで規則正しく落ちるという現象が起

こります。これがペットボトル振動子で
す。チューブの太さを連続的に変えるこ
とで、水の落ち方が「落ちない→規則正
しく落ちる→連続的に落ちる」と不連続
に変化します。また、異なるリズムで水
が落ちているペットボトル同士を連結す
ると、両者は同じリズムを刻みだします。
[ 講演中の吉川教授 ]
ペットボトル振動子に見られたような
「生命のリズム現象」とは、発生時の
「不連続な変化」や「同調現象」
、さらに
卵割や心臓の拍動などに見られる現象
心臓の駆動や自発呼吸に見られる「リズ
で、1) リズムは安定、2) 状態が不連続
ムの安定（外乱があっても元にもどる）
」
に変化する、3) 2 つ以上のものの間でリ が起こるのは、その現象が非線形だから
ズムの同期現象が起こる、といった特徴
です。非線形の式は解析的には解くこと
を持っています。たとえば、馬の「早足」 ができませんが、数値シミュレーション
と「疾走」です。馬は早足で歩いている
は可能です。吉川先生は、最新の研究成
ときも、疾走しているときも、リズムよ
果として、心臓細胞を培養シート状で培
く足を動かしています。しかし、
「早足」 養したときにできる模様や体節形成の様
と「疾走」では、馬の足の動かし方が異
子を数値シミュレーションで再現するこ
なっています。「早足」から「疾走」へ
状態が不連続に変化しているのです。

とに成功した例を挙げられました（図 4）
。

こういった「リズム現象」は生命のよ
うな複雑な系だけではなく、もっとシン
プルな系でも見られます。吉川先生は簡
単に「リズム現象」を実験できる例とし
て、「ペットボトル振動子」の実験を見
せてくださいました（図 3）
。水を入れた
ペットボトルの口に適当な太さのチュー
ブをつけてさかさまにします。チューブ
が細ければ水は落ちてきません。一方、
チューブが太ければ水はスムーズに流れ
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図 4：体節形成の様子をコンピューターシミュレー
ションで再現

今までの生物学は個々の分子、たとえ
ば DNA、を詳細に研究することによって
進められてきました。しかし、
コンピュー
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ターが動く理由がコンピューターの全て
の部品を詳しく調べてもわからないよう

磁石です。そして、この黒点のすぐそば
で、磁気エネルギーの解放にともなう大
爆発、太陽フレアが起ります。このフレ
アで開放される全エネルギーは 1029‐1032
erg にもなります。太陽フレアが起こる

に、それだけでは生命を理解することは
できません。部品同士のかかわりあいの

とあらゆる電磁波の強度が突然増加しま
す。エネルギーの高い電磁波である X 線

観点から、すなわちシステム論的立場か
ら生命を研究することが 21 世紀の生物

もフレア時には増加します。そのため、
「ようこう」衛星によって取られた太陽

学には求められています。それには、現
象を数理モデル化して考える物理的手法
が適しています。吉川先生は、油滴のラ

の X 線画像のムービーでも、たくさんの
フレアが起こっていることが確認できま
す。

ンダムウォークから分子機械の動作原理
を探る研究をされています（図 5）
。こ
の生命への新たな研究視点から、あっと
驚く生命の秘密が解き明かされていくで

では、この太陽フレアはどのようなメ
カニズムで起きているのでしょうか。そ
の秘密に迫る鍵は、
「ようこう」衛星が
撮影した太陽フレアの形状にありまし

しょう。

た。その独特の形状が
「磁気リコネクショ
ンモデル」が予想する形状そっくりだっ
たのです。磁気リコネクションとは磁場

のつなぎかえのことで、これによって磁
場のエネルギーを短時間のうちにプラズ
マの熱エネルギーや運動エネルギーに変
換することができます。この現象は太陽
表面でだけではなく、地球磁気圏や土星
（オーロラとして観測される）などでも
起きています。
フレアに伴って 10 億から 100 億トン
図 5：自発的に段差を這い上がる油滴
ものプラズマが速度 100‐1000km/sec で
飛び出すことがあります。これをコロ
3.「爆発だらけの宇宙」（柴田一成教授） ナ質量放出といいます。これが地球に向
かって飛んでくると、地球に大きな影響
19 世紀ごろまで、宇宙は永遠不変で
を与えます。オーロラが見られるといっ
静かなものだと信じられてきました。し
た良い影響もありますが、電離層が乱さ
かし、20 世紀に入り電波、X 線、赤外線
れて通信が途絶えたり、人工衛星搭載機
での観測が進むにつれ、宇宙は爆発や
ジェットだらけの極めて活動的なものだ
ということがわかってきました。柴田先
生は、この宇宙のもっとも活動的な現象
であるフレアやジェットを、電磁流体理
論を用いて研究していらっしゃいます。
我々にとってもっとも身近な恒星が
太陽です。太陽を可視光で見ると明るい
光球面の中にいくつかの黒点があるのが
観測されます。この黒点の正体は巨大な
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[ 講演中の柴田教授 ]

ことを示しました。
この活動的な宇宙への挑戦はまだまだ
続いています。2006 年 9 月にはコロナの
加熱機構の解明を目的とした日本の太陽
観測衛星「ひので (Solar-B)」が打ちあ
がり、10 月 31 日に無事ファーストライ
トを迎えました。これから続々と新たな
観測成果が上がってくるでしょう。また
京都大学では、ブラックホール天体爆発
現象や星惑星形成の解明を目指して口径
図 6：太陽活動が地球に与える影響
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器が故障したり、宇宙飛行士が被爆した
りといった悪影響もたくさん起こりま

3.8m の次世代望遠鏡の建設計画を進めて
います。こちらは 5 年後に完成する予定
です。

す。そこで、柴田先生らのグループでは、
太陽活動を予言することでこれらの悪影
響を最小限に抑える「宇宙天気予報」の
実現に向けた研究を行っています。
フレアとならぶ宇宙の激しい現象とし
て、宇宙ジェットがあります。ジェット
は活動銀河核、近接連星系、星生成領域
（原始星）など、さまざまな天体から放
出されていますが、それらは全て「降着
円盤から噴出している」という点が共通
しています。
これらジェットはどのようなメカニ
ズムで作られているのでしょうか。ヒン
トはまたしても太陽にありました。柴田
先生らは「ようこう」衛星が取得した太
陽の X 線画像中にジェット状の構造を発
見しました。さらに、その形状を磁気リ
コネクションモデルを用いたシミュレー
ションで再現することに成功しました。
これは、ジェットの生成に磁場が深く関
わっているということを示唆していま
す。
宇宙ジェット発生の最大の謎は、中心

図 7：日本の新しい太陽観測衛星「ひので」

4.「宇宙の反物質と時間の矢」
（笹尾登
教授）
地球上の物質はさまざまな種類の素粒
子から構成されています。そして、全て
の素粒子は粒子と反粒子があります。た
とえば、電子と陽電子がそうです。粒子
と反粒子は衝突すると対消滅を起こし、
光エネルギーへと変わります。PET（陽

の星またはブラックホールに降着してき
た物質のもつ重力エネルギーをいかにし
てジェットの運動エネルギーに変換して
いるか、です。柴田先生らは降着円盤の
回転によってねじられバネ状になった磁
場による磁気圧でジェットが加速される
というモデルを提唱し、シミュレーショ
ンによって確かにジェットが生成される
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[ 講演中の笹尾教授 ]

電子断層撮影）と呼ばれる画像撮影装置
は、この陽電子・電子の消滅を利用した
医療用画像撮影装置で、癌細胞の位置検

非平衡、です。バリオンとは核子（陽子・
中性子）を含む一群の重粒子のことで、
核子はバリオン数 +1、反核子はバリオン

第 4 回市民講座 :
「宇宙と物質の神秘に迫る

～物理科学最前線～」

出などに用いられています。このように、 数 -1 です。もし、宇宙に物質と反物質
我々の生活にも溶け込みつつある反物質
が同じだけあれば、宇宙のバリオン数は
ですが、その数は宇宙規模で見ると物質
にくらべ圧倒的に少ないことがわかって

ゼロになります。すなわち、誕生したて
の宇宙のバリオン数はゼロです。現在の

います。我々の宇宙は「物質優位」な宇
宙なのです。では、なぜこの宇宙は「物

宇宙は「物質優位」ですので、巨大な正
のバリオン数を持っていることになり、

質優勢」なのでしょうか。
現在の宇宙像（ビックバン宇宙論）に

宇宙進化の過程でバリオン数を生み出す
ような機構が必要だということになりま

従えば、我々の宇宙は時とともに姿を変
え、進化してきたと考えられています（図

す。これが（１）の条件です。
（２）の
条件はより本質的な条件で、
「時間の矢」

8）。宇宙は大爆発（ビックバン）から始
と関係しています。最後の条件は、熱平
まり、まず超高温の火の玉が作られます。 衡ならばそれを打ち消すようなプロセス
も同時に存在してしまうので、これを阻
止するための条件です。
（２）の条件についてもう少し考えて
みます。物理学の世界では 3 つの非常に
重要な対称性が存在します。左右の対
称性（P）
、荷電の対称性（C）
、時間の対
称性（T）です。左右の対称性は鏡像と
実像の対称性と言い換えることもできま
す。また、時間の対称性は時間の流れる
方向（時間の矢）を反転したときの対称
図 8： 宇 宙 進 化 と 物 質 成 立 の 図。（Particle
Data Group による "History of the Universe"
のポスターをもとに製作された図）

その後、その火の玉が膨張し温度が下が
るにつれてさまざまな粒子が生まれ、星
が生まれ、そして生命が生まれたので
す。このビックバン宇宙論は、ハッブル

性です。荷電の対称性は粒子と半粒子を
入れ替えるような操作での対称性のこと
です。日常生活においては、これらの対
称性が成り立っていないことは一目瞭然
です。鏡に写した像と実像や、実際の映
像と時間を逆回しにした映像は明らかに

の膨張則、３K 背景放射の存在、宇宙に
おける軽元素の合成などをよく説明する
ので、現在では正しいと信じられていま

区別できます。しかし長い間、物理学者
は日常生活での常識に反して、これらの
対称性は全て成り立つと信じていたので

す。これを信じるのであれば、高温状態

す。P 対称性と C 対称性が破れているこ

では物質・反物質が対等であるので、現
在の「物質優位」の宇宙は宇宙誕生のと

とが確立されたのは 1957 年、さらに CP
対称性が破れていることがわかったのは

きではなく、宇宙進化の過程で生まれて

1964 年のことです。CP 対称性の破れは、

きたと考えるのが自然です。
1967 年サハロフは宇宙進化の過程で物
質と反物質の間に差が生まれるための条

非常に基本的な定理（CPT 定理）により、
T 対称性が破れていることも示します。
これによって、
「物質優位」な宇宙を説

件を定式化しました。それによると必要
な条件は（１）バリオン（核子）数の非

明するために本質的な（２）の条件が満
たされることが判明したのです。

保存、（２）C および CP 非対称性、
（３）

「物質優位」の宇宙を説明するのに必
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要な（２）および（３）の条件は満たさ
れることが判明しました。
（１）
の条件は、

5. 茶話会

たとえば大統一理論とよばれるような模

講演会終了後、希望者の中から先着順

型（仮定）をおけば満足します。しかし、 で選ばれた 20 名程度の参加者と講師の
（１）の条件が成り立つことは実験的に
先生方との茶話会が行われました。参加
は確認されていません。

者の皆さんは、大学教授と直接話すこと
ができるこの機会を逃すまいと講師の周
りに集まり、講演内容や物理一般につい
て積極的に質問をしていました。また、
手伝いに集まった大学院生と参加者、あ
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るいは参加者同士も談笑し、サイエンス
の楽しさを分かち合いました。

図 9：極微の世界と巨大宇宙の統一を表した図

CP 対称性の破れに関する研究は、K 中
間子から B 中間子にまで舞台が広がりま
した。日本では J-Parc 加速器を建設中
ですが、ここでは K 中間子のみならず、
ニュートリノの振動を使って CP 対称性
の実験的研究を行おうとしています。笹
尾先生らはこれらの最新の実験施設を
使ってもっとも小さな素粒子を研究する
ことで、巨大な「物質優位」の宇宙がな
ぜできたかという疑問にチャレンジし続
けています（図 9）。
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図 10：茶話会の様子
( 宇宙物理学教室 久保田香織 )

研究会報告

「スピン物理国際会議 SPIN2006」
“SPIN” … そ れ は 2 年 に 一 度 開 か れ る、 ス ピ ン 物 理 に 関 す る 国 際 会 議。 そ の
SPIN2006 が、2006 年 10 月 2 日～ 7 日の 6 日間、京都大学時計台記念館において催さ
れた。今回は私個人にとっても SPIN 国際会議の初デビューであり、思い出深い物と
なった。が、前回はイタリアで開催されたもので、前回参加できた人は羨ましい・・・
という本音はひた隠しにして、とりあえず京都開催を喜びたい。世界的なスピン物理
学業界への貢献という意味では、京都大学の存在は決して小さな物ではなく、特に米
国ブルックヘブン国立研究所 (BNL) ですすめられている RHIC・スピンプロジェクト
を推進してきた大きな勢力の一つである。その存在を、会議を主催するという形でも
アピールできることに意味があろう。国内外より約 400 人が参加、222 の口頭発表、
23 のポスター発表が行われた。以下は、その報告である。

研究会報告 :

スピン物理国際会議 SPIN2006

プレナリ、パラレルセッション
SPIN2006 は、午前の plenary session（全員参加のプログラム）で始まり、午
後からは細かい分野に分かれた parallel sessions で構成される。スピン物理の
理論的権威であり、「Ellis-Jaffe の和則」提唱者で知られる John Ellis 氏による
overview talk で SPIN2006 は幕を開けた。
スピンが物理学に果たした役割、そしてこ
れから果たすべき役割について議論が行わ
れた。続いては世界初の陽子陽子衝突加速
器実験を成功させた BNL 加速器グループの
一人、Mei Bai 氏によるトークが続く。こ
の分野を代表する方々が話題を提供、最新
の成果発表と活発な議論が交わされた。
こ の 分 野 の 大 き な テ ー マ と し て「 核
講演をする John Ellis 氏

子 ス ピ ン 構 造 」 が あ り、 核 子 ス ピ ン 構
造セッションはトーク数も本会議で最も多かった。核子スピン構造への興味は、
EMC(European Muon Collaboration) によって行われた深非弾性散乱実験 (1988 年 )
の結果発見された「陽子スピンの危機」に端を発している。核子のスピン (1/2) はク
ォークスピンによって担われているというナイーブな期待が裏切られ、クォークスピ
ンの寄与はわずか 30% であることが明らかとなった。現在では核子スピンはクォーク
スピン・グルーオンスピン・そしてクォークやグルーオンの角運動量の和と考えら
れているが、スピンの危機以降、核子スピン構造を理解するために理論・実験双方
からの研究が活発に行われている。このセッションでは、米国ブルックヘブン国立
研究所における世界初の偏極陽子陽子衝突型加速器 RHIC を用いた PHENIX 実験 ( 京都
大学参加実験 )・STAR 実験、偏極レプトン深非弾性散乱実験であるスイス CERN 研究
所における COMPASS 実験、ドイツ DESY 研究所の HERMES 実験、米国 Jefferson 研究所
(JLAB) における実験が最新の結果を競い合い、活発な議論が行われた。
陽 子 ス ピ ン 構 造 は、 偏 極 パ ー ト ン 分 布 関 数 (PDF: Parton Distribution

CDUP News Letter
No.17



Function) で表現される（後述の「予備知識」参照）
。陽子スピン構造は主に、偏極
レプトン深非弾性散乱実験によって研究された (COMPASS、HERMES 発表など )。偏極
レプトンビームを水素 ( 陽子 ) 標的、重水素標的 ( 水素標的の結果を引けば、中性子
標的になる ) にぶつけて、陽子・中性子の構造を調べる。ビームやターゲットの偏極
方向の違いによって反応がどう変わるのか調べれば、陽子や中性子のスピン構造が見
えてくる。ただしこの反応はレプトンを用いていることから分かるとおり、クォーク
とは直接反応するが、電荷のないグルーオンとは直接反応しない。また、クォークの
フレーバー (u,d,s 又はその反粒子 ) を区別することも出来ない。従って情報が十分
でなく、グルーオン偏極に対しても間接的にしかアクセス出来ない。また固定ターゲ
ットで行なうため運動学的領域が限られる。深非弾性散乱の終状態ハドロンを同定す
ることでフレーバーを分ける試み (HERMES 発表の準深非弾性散乱 ) や、偏極陽子・陽
子衝突のハドロン及びジェット生成を使うことによってグルーオンに直接アクセスす
る ( 陽子・陽子衝突におけるハドロン及びジェット生成は、クォークとグルーオンの

研究会報告 :
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反応でおこる為、グルーオンの情報が直接に得られる ) 実験 (PHENIX、STAR 発表 )、
低いエネルギーのビームを用いて高い Bjorken-x のパートンを調べる実験 (JLAB) 等、
世界中の核子構造解明のための試みが一堂に会した。それらを付き合わせた結果、グ
ルーオンスピンの寄与は小さいらしい事がわかり、さらに角運動量を測定する試みが
始まっている。
PHENIX 実験の Abhay Deschpande 氏 は
RHIC・スピンプログラムのまとめトーク
を行い、その締めくくりで、彼の祖国・
インドの寓話を紹介された。盲人と象の
話である。数人の盲人が巨大な物体に出
会った。実はそれは象なのだが、盲人達
にはそれが何なのか、正体がさっぱりつ
かめない。目の見えない彼らは、触って
正体を確かめようとした。鼻に触った盲
休憩時間。コーヒーを手に活発な議論が続く
人は「これは蛇だ。」というし、尻尾に触
った人は「細い綱だな」というし、足にさわったひとは、
「とんでもない、これはも
っと太い、木の幹だ」という。核子スピンの研究をする我々は、前述の通り様々な実
験グループが様々なプローブを使って核子スピンのデータを提供し、それらを総合す
ることによって、徐々に核子スピンを明らかにしている。正に象を調べる盲人のよう
であり、それぞれ持ち寄る情報を総合することによって全体像 ( 象全体？）を明らか
にしており、それが徐々に実を結びつつある様子をこの会議で見てとることができた。
最近、横 (transverse: ビーム方向に垂直 ) 偏極単スピン非対称性 (AN) が注目され、
実験・理論の双方から研究が活発に行われている。AN とは、横偏極粒子と無偏極粒
子散乱において生成される粒子の、偏極方向に対して左右への生成率の違いである。
これは摂動の第一項ではゼロであり、米国フェルミ研究所 (FNAL) の E704 実験で発見
された前方パイオン生成の大きな AN(1991 年 ) は驚きを持って迎えられた。その後、
このメカニズムを解明するための理論的研究として、①初期状態 (PDF) における横運
動量のスピン依存性によるもの (Siverse 効果：前述の陽子スピン構造の軌道角運動
量に関係する効果である。)、②終状態パートンの破砕の際に、スピンに依存する横
運動量を持つ事によるもの (Collins 効果 )、③ Twist-3 クォークグルーオン相関に
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された。また、実験側からの結果として、RHIC における BRAHMS 実験による前方荷電
ハドロン ( π、K、陽子、反陽子 ) の AN 測定が発表された。以前の発表に比べ、より
広い xF( 生成粒子の縦 (longitudinal: ビーム方向に平行 ) 運動量÷反応前偏極粒子
の縦運動量 ) 領域をカバーしており、理論へのインプットとして非常に重要である。
また、STAR は、前方中性パイオンの AN や、 二つのジェット (di-jet) を終状態とす
る AN の測定結果を報告し、HERMES の準深非弾性散乱における AN を説明する Siverse
効果では説明できないという結果を得た。これら実験からの、xF、pT( 横運動量 )、
エネルギー依存性、終状態依存性 ( 例えば、終状態がジェットならば、Collins 効果
が効かない ) の報告は、理論屋を刺激し、この分野をすすめる原動力になるであろう。

ポスターセッション
５日午後は poster session であった。発表者がポスターを用意し、内容を説明
するというもの。トークと違って、発表者と一対一の会話が出来る事が特徴である。

研究会報告 :
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私は、Valon 模型の偏極パートン分布関数へ
の応用について、発表者と議論する事がで
きた。次は是非我々のデータ (PHENIX 実験
の中性パイオンスピン二重非対称度測定 )
を入れて下さいと言ってみたが、その発表
者は我々のデータについて知らなかったら
しく、「次はこれを入れよう！いい研究テー
マが出来た！」と喜び勇んで帰っていった。
このような相互作用が容易にできるのもポ
スターの特徴だろう。

ポスターセッションの様子

ソーシャルイベント
SPIN2006 は物理のプログラムだけでなく、息抜きも用意されている。海外からお
越しいただいたお客様をおもてなしする企画として、水曜の午後は Excursion の時間
がとられ、保津川下りなどのプログラムが
実施された。また、木曜の夜に行われたバ
ンケットでは舞台が設置され、様々な和の
文化が紹介された。舞楽、そして和楽器の
演奏をバックにした芸妓の舞い。舞妓さん
は舞台のあとにお酌してまわってくれたの
で、外国人勢は大喜びであった。また我が
研究室の新入生による居合道も見応えがあ
った。武道の様々な型を披露し、舞台を降
バンケットの一幕。雅楽、居合道など和の文化
が紹介された。

りてからも撮影会が続いた。

メモリアルセッション
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反 陽 子 の 発 見 で、1959 年 に ノ ー ベ ル 賞 を 受 賞 し た Owen Chamberlain 氏 が、



2006 年 ２ 月 亡 く な ら れ た。 彼 の 功 績 を 称 え、Memorial session が 設 け ら れ た。
Chamberlain 氏は後に偏極ターゲットの製作に携わり、またそれを用いた実験を精力
的に行うなど、SPIN 物理に欠かせない人物であった。また、急逝された小平治郎氏
の Memorial session も急遽持たれる事になり、参加者による黙祷が捧げられた。こ
の方は理論方面から SPIN 物理に大きな貢献をされた方である。改めてお二方のご冥
福をお祈りする。

閉幕
最終日には、将来のプロジェクトについての講演が行なわれた。BNL における次
のスピン物理実験として、さらなる高エネルギー (500/650GeV) で大強度のビームを
目指す RHIC-II、電子ビームラインを新たに建設する事で、e-p 衝突加速器を実現す
る eRHIC などが紹介され、また、日本で現在建設中の大強度加速器 J-PARC について

研究会報告 :
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発表された。最後は、RHIC における世界初の陽子・陽子衝突を実現させるために多
大なる貢献をした Thomas Roser 氏による挨拶で締めくくられ、6 日間の国際会議は
幕を閉じた。次回は二年後、アメリカ・バージニア州にて開催される事になった。次
回には、この分野においてどんなエキサイティングな進展があるのであろうか。今か
ら楽しみであり、またその進展を作る一員として、私自身も努力する所存である。
プログラム及び発表スライドは http://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/SPIN2006/
から閲覧できる。興味を持たれた方は、参照されたい。私の体が一つしかなく、自身
も発表・会議の仕事があり、報告が偏ってしまっていることをお詫びします。

( 物理学第二教室 青木 和也 )

（予備知識）
高エネルギーの陽子・電子散乱は、陽子中のパートンと電子の散乱と見なすこと
ができる。( ノーベル物理学賞受賞者である Richard P. Feynman 氏が提唱した、パ
ートン模型である。) パートンとは、簡単に言えば陽子の構成要素といってもよく、
クォークやグルーオンである。陽子の構造といった場合、パートン分布関数（Parton
Distribution Function = PDF と略す。パートンの種類の数だけ存在する）のことを
指し、Bjorken-x ( パートンの運動量÷陽子の運動量。) の関数で表される。PDF とは、
運動量割合 x をもつパートンの存在確率のようなものである。高エネルギー陽子・陽
子散乱の場合は、それぞれの陽子中のパートン同士の散乱とみなされる。偏極 PDF と
は、陽子と同じスピン方向をもつパートンの分布関数から、反対方向スピンをもつパ
ートンの分布関数をひいた物である。パートンが親の陽子にたいしてどれだけ偏極し
ているのかを表す。
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研究室紹介

物理学第一教室

不規則系物理学

スタッフ
教授：八尾

誠

助教：大政

義典

助教：永谷

清信

１．はじめに
宇宙創生をはじめとして、自然界には「量子に始まり非平衡に到る」興味深い現
象がたくさんあります。しかし、これらを包括的に理解することは極めて困難であり
ます。その理由の一つとして、これらの諸現象が自然界における種々の階層を縦断す

研究室紹介 :

不規則系物理学

るものであるのに対し、従来の物理学は主として各階層内で展開されてきたことが挙
げられます。階層は時間的・空間的尺度と関係しており、例えば、巨視的な物質→原
子→原子核（＋電子）→素粒子のような一連の系列は、階層構造を形成しています。
不規則系物理学研究室の目標は、実験室で階層縦断型の現象を実現し、それを詳
細に調べることによって、階層縦断型現象のプロトタイプを見出すことであります。
そこでまず、「なぜ不規則系が階層縦断の研究対象なのか？」という疑問をもたれる
方も多いと思いますが、実は不規則系の代表である液体は、それ自身に階層構造を内
在しています。水を例にとると、ミクロには H2O 分子の集合、即ち粒子描像が成り立
ちますが、マクロには流体、即ち連続体描像で記述されます。中間スケールでは、複
数の水分子が水素結合で結ばれ、ネットワークを形成していると見なせます。階層構
造がさらに顕著に発達しているものが、ソフトマターと呼ばれている物質群です。従
来は、高分子、液晶など物質ごとに個別の分野で研究されてきましたが、非平衡・非
線形特性やエントロピー最大原理に由来する有効相互作用などに注目して、ソフトマ
ターとして、広くかつ統一的に研究する機運が 1990 年ごろから盛り上がってきてい
ます。ソフトマターと呼ばれる所以は、外部からの力を受けて容易に変形するからで
す。
不規則系では、原子の階層の下にある電子にも注目します。不規則系物理学は、
歴史的には固体物理の素朴な疑問から始まりました。即ち、バンドギャップなど固体
物理学の基本概念は、原子（またはイオン）が規則正しく配列していること（即ち、
並進対称性を満たしていること）を前提に導かれていますが、
「もしもイオン配列が
不規則ならば、電子の振る舞いはどのようになるのか？」という問題がその発端です。
「仮に不規則であってもバンドギャップは出現しうる。
」というのがその答えです。さ
らに、1977 年のノーベル賞の対象となったアンダーソン局在、即ち「電子の感じる
ポテンシャルの乱れが大きくなれば、
電子の波動関数が空間的に広がらなくなる現象」
は、初期の不規則系物理学の最大の成果です。上述のソフトマターとの対比から、固
体をハードマターと呼ぶこともありますので、結局、不規則系はソフトマターとハー
ドマターの両側面を持ち合わせていると言えます。
最近、ナノテクノロジーあるいはナノサイエンスという言葉に触れることが多く
なり、ナノメートルサイズの試料を、
「ナノ構造体」と総称しています。試料がナノ
スケールになれば、たとえ局所的には結晶のような規則配列を有していても、その繰
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り返しが不十分であるため、並進対称性を満たしているとは言えなくなります。すな
わち、ナノ構造体には不規則系と類似の問題が生じます。さらにナノ構造体では、体
積あたりの表面積が大きいので、表面エネルギーを低下させるために原子の再配列が
起こり、結局は元の結晶性が失われることもしばしば起こります。このような理由か
ら、不規則系物理学研究室では、液体の他に、ナノ構造体の代表格である少数個原子
集団（以後、クラスターと呼ぶ）も重要な研究対象として取り上げています。
本稿では、(1) 金属－非金属転移に起因するスローダイナミクス、(2) 濡れの相
転移・臨界現象とダイナミクス、(3) 内殻励起クラスターの解離ダイナミクスを取り
上げます。これらはいずれも、電子状態の変化が、原子または原子集団の特異なダイ
ナミクスを引き起こすもので、
その意味で冒頭に述べた、
「量子に始まり非平衡に到る」
ものであります。なお、研究室紹介ということですので、参考文献は我々のものに限
定させていただきます。

研究室紹介 :

不規則系物理学

２．金属－非金属転移に起因するスローダイナミクス
まず、金属結晶を頭に浮かべ、次に
それが風船のように膨らむと想定しまし
ょう。このとき、各原子に由来する電子
の波動関数間の重なりが小さくなり、次
第に電子が隣接原子の軌道に移動する
ことが困難になり、ついには金属から非
金属に転移します（金属－非金属転移）
。
現実に結晶を単体のまま膨らませること
は至難ですが、液体ならば、液体－気体
臨界点付近まで熱膨張させることにより
実現できます［図１参照］
。金属元素の
中で最も臨界温度が低い水銀では、金属 図１ 温度－圧力平面上の相図。金属元素では、気化（青
線①）に伴い、金属から非金属に転移する。金属－非
－非金属転移に関する膨大な研究がなさ 金属転移は、気液超臨界領域を経由しても（赤線②）
れており、臨界密度の 1.5 倍程度の密度 起こる。破線は水銀での金属－非金属転移領域。
領域で金属－非金属転移が起こることが、電気伝導度や光吸収スペクトルなどの実験
で確認されています。
この金属－非金属転移が、液体とし
てのダイナミクスにも影響を及ぼすこと
が、我々の超音波吸収測定によって初め
て明らかになりました。具体的には、金
属－非金属転移領域で、気体－液体臨界
現象とは別の巨大な超音波減衰を観測
し、その周波数依存性から緩和時間がナ
ノ秒程度であると見積りました［図２参
照］[1]。通常、原子の個別運動がピコ
秒またはサブピコ秒の時間スケールで

図２ 流体水銀の物性の密度依存性。破線は光学ギャッ
プ、点線はナイトシフト。金属－非金属転移領域では、
巨大音波吸収が現れる（実線）。但し、気液臨界異常の あることと比較すると、この緩和現象は
寄与は差し引いてある。
スローダイナミクスと呼ぶにふさわし
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いものです。ところで、液体のスローダイナミクスには先例があり、良く知られた気
液臨界現象の他に、過冷却液体がガラス化する際にも出現し、しかも普遍的に起こる
と考えられています。そこで、
「金属－非金属転移に伴うスローダイナミクスも普遍
的か？」という観点から、やはり液相で金属－非金属転移するカルコゲン系（セレン
など周期律表の６族元素）についても超音波吸収測定を行ない、水銀と同様の結果を
得ています [2,3]。 細かく言えば、カルコゲン液体が鎖状の分子で構成されている
ためなのでしょうか、単原子液体である水銀より、少し長い緩和時間が得られていま
す。目下、微視的観点から、これらの系におけるスローダイナミクスの様相を調べる
ために、中性子を用いた小角散乱実験やスピンエコー実験などを進めています。
最後に、このスローダイナミクス研究の地球惑星科学への波及効果について触れ
ておきます。地球の内部構造は地震波伝播を利用して調べられていますが、木星や土
星の内部構造を木震や土震を用いて研究する際、次のような注意が必要になるかも知
れません。即ち、これらの巨大惑星は水素が主成分で、この水素は惑星表面では非金
属ですが、内部では金属的性質をもち、さらにその金属と非金属の界面は明確なもの
ではなく、両者が混合していると考えられています。よって、その界面で仮に水銀な
どと同様のことが起こるとすれば、音波が巨大減衰するため、地震波伝播とは別の見
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方が必要になるでしょう [4]。

３．濡れの相転移・臨界現象とダイナミクス
「濡れ」は液体が固体基板上に広がる巨視的な現象です。熱力学的にもう少し丁
寧に言えば、「濡れ」は、液体と固体基板、さらにその液体と平衡状態にある気体の
３相共存です。「濡れ」の度合いは接触角によって表され、接触角は液体－気体、液
体－固体、気体－固体の３種の界面での界面張力によって記述されます［図３参照］
。
３相共存をキーワードにす
ると「濡れ」の概念は容易
に拡張され、例えば、２種
類の液体と固体基板、２種
類の液体と平衡混合気体、
３種類の液体、さらには固
体の表面融解（固体＋表面
液体＋周辺の平衡気体）も
濡れ現象として取り扱わ
れます。一方、「濡れ易さ
(wettability)」は、濡れ
に関与している３相の微視
的物性に支配されます。特
に、量子論的な電荷のゆら

図３ 濡れの度合いは接触角θで特徴づけられる。θ =0 のときは完全
濡れ、θ >0 のときは部分濡れと分類される。挿入の Young の式は、接
触角と界面張力との関係を表す。

ぎが、濡れ層の形成を助ける長距離引力を生み出すと考えられています。濡れ層が厚
くなれば、遅延効果、即ち光速が有限である効果も取り入れなければなりません。こ
のように「濡れ」は、ミクロからマクロまで種々の階層を縦断する現象であります。
1977 年に、「濡れ」が相転移として起こり、
「気液臨界点では必然的に濡れ
る」（臨界点濡れ現象＝ critical point wetting）という理論的な予想（Cahn’s
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prediction）が為され、濡れの物理がさらに面白くなりました。臨界点近傍での接触
角の漸近的振舞を、臨界指数を用いて議論することにより、臨界点に近づけば接触角
がゼロになる、即ち、部分濡れの状態から完全濡れの状態に遷移することが導かれま
す。この臨界点濡れ現象の実験的検証は、セシウム基板上の液体ヘリウムにおいて
初めて行なわれ、次いで我々がサファイア基板上の水銀で同様の観察をしています
[5]。いずれの場合にも、バルク流体の飽和蒸気圧曲線より低圧力側で、濡れ層の平
均厚みが不連続に変化する、即ち１次相転移することが観測されました。この相転移
は前駆濡れ転移（＝ prewetting transition）と呼ばれ、その臨界点も確認されまし
た［図４参照］[6]。更に水
銀の場合には、その臨界ゆら
ぎの観測にも成功していま
す [7]。なお、前駆濡れ転移
は２次元の気液相転移と見
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なすことができ、その臨界
現象は２次元 Ising クラスに
属すると考えられています
[8]。
ところが最近我々は、石
図４ 温度－圧力平面上の前駆濡れ転移相図と、基板への濡れの模式
英基板に接触しているセレ 図。前駆濡れ転移は、濡れ層厚みの不連続な変化である。前駆濡れ
ン－タリウム（Se-Tl）混合 転移線 (prewetting line) は、濡れ温度（Tw）で飽和蒸気圧曲線か
ら分岐し、濡れ転移固有の臨界点 (CPW) で終端する。CPW 近傍では、
系において、臨界点濡れ現象
濡れ層厚みの揺らぎが顕著になる（青い点線）。
とは“逆の”現象を見つけて
しまいました [9]。Se-Tl 系は２液相分離を呈し、その液体－液体臨界点から十分に
低い温度域では、石英内壁がセレン過剰相で覆われ（濡れ）ますが、臨界温度近傍ま
で昇温すると濡れ層が消失しました［図５参照］
。これは critical point dewetting
として以前から予測されていたことですが、系統的な実験的で調べられたのはこれが
初めてです。正式な日本語訳もないよう
ですので、この場を借りて、
「臨界点脱濡
れ現象」と命名します。やはり八尾命名
の前駆濡れ転移と同様、可愛がって下さ
い。さて、物理に戻って、臨界点濡れ現
象が普遍性の高いものであることに照ら
すと、臨界点脱濡れ現象はとても不思議
なことですが、矛盾しているわけではあ
りません。まず、臨界点濡れは、液体を
構成する粒子と内壁との相互作用が短距
離力のときには成立しますが、長距離力
が加わればその限りではありません。今
図５ セレン・タリウム混合系（平均組成：82%Se）
の石英内壁に対する濡れ転移相図。横軸は試料内部 回、Se-Tl 系で脱濡れ現象がきれいに見え
温度（Tc は液体－液体臨界温度）、縦軸は試料の表 たのは、この系が狭いバンドギャップを
面温度と内部温度との差。青い実線が濡れと非濡れ
もつ半導体であるため比較的大きな誘電
の境界。白丸で示す温度設定から、黒丸で示す温度
へ急降下させると、一時的に完全濡れが出現する 率をもち、しかもその組成依存性が大き
（図６参照）。
いために、長距離相互作用が主役を演じ

ていることが一因です [9]。これに加えて、
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相分離で分かれる２液相（Se 過剰相と Tl 過剰相）の密度が大幅に異なっているため、
重力の効果が顕著に効いたということもあります [9]。
過去に臨界点脱濡れ現象ではないかと考えられてきた実験例はいくつかあります
が、真の平衡状態に達していないという理由で、一般には受け入れられていないよう
です。我々の場合には、わざと非平衡性を付加して何が起こるのかを、詳細に観察す
ることにより、このような懸念を払拭しました。まず、濡れを観測している表面とバ
ルク液体の内部に温度差 DT をつけて、
濡れ特性に及ぼす効果を調べました
［図５参照］
[9]。その結果、平衡状態（DT）で観測された、
臨界温度近傍での「濡れ」から「非濡れ」
への転移は、 DT が正でかなり大きくならない限り、安定に出現することが分かりま
した。
我々はさらに非平衡度を増すために、系全体の温度を急に降下させて、その際の
濡れ特性の時間変化を追跡しました。その結果、DT>0 の非濡れの状態でも、温度の
急変後には濡れの状態になり、しばらく時間が経って元の非濡れに戻りました［図６
参照］[10]。この現象は最近、高分子液体などで見出されている transient wetting
（とりあえず、日本語訳は「一時的濡れ」
）です。濡れ層形成は温度急降下後直ちに起
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こりますが、消失過程は穏やかで、特に低温で粘性の増大すると緩和時間も長くなる
ことが、実験結果として得られています [10]。

図６ セレン・タリウム混合系の石英内壁に対する一時的な濡れ現象。濡れ層はセレン過剰相で、暗く
見える方である。温度降下の仕方については図５参照。

４．内殻励起クラスターの解離ダイナミクス
クラスターは原子・分子と凝縮系の中間相として注目され、これまでの研究の関
心は、主として、物性や構造のクラスター・サイズ（即ち、クラスターを構成する原
子数）依存性に向けられてきました。ところが最近、X 線吸収を利用する内殻励起分
光によって、クラスターの表面と内部の区別など、着目する原子がクラスター内のど
の場所（即ち、サイト）にあるのかを特定して、物性研究を行なうことが可能になっ
てきました。
Ｘ線を吸収すると、原子の内殻
（特にＫ殻＝原子の 1s 軌道）
に正孔が生成されます。
この内殻正孔はエネルギー的に不安定であるため、オージェ過程等を経て緩和し、そ
の際、多数の正孔が増殖されます。この緩和過程は基本的には、Ｘ線を吸収した原子
内で起こりますが、正孔が価電子軌道に到達すると電荷は周辺原子に広がります。そ
して電荷が複数の原子に分配されると、蓄積された著しいクーロン・エネルギーを解
放するために「クーロン爆発」と呼ばれるクラスター解離が起こります。この一連の
過程は、冒頭で述べた「量子に始まり非平衡に到る」典型的な過程です。我々は特に、
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る」ことに着目しています。クラスターが“金属的”ならば、電荷は容易に広がるで
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しょうし、“絶縁性”ならば局在性が強いと推測されます。図７はそれぞれについて、
Ｘ線吸収からクーロン爆発に到るまでの一連の過程を模式的に示したものです。

図７ X 線を吸収したクラスターにおける電荷拡散とクーロン爆発（模式図）。上段が絶縁性、下段が
伝導性クラスター。

我々は、まず局在性の強い希ガス・クラスターについて、内殻励起後の解離ダイ
ナミクスの研究を精力的に進めています。これまでの実験結果で一番驚いたことは、
正孔がクラスター表面に生成されると強く局在するが、クラスター内部では、特に中
心付近では非局在の傾向が強まること、即ち、電荷の局在特性にサイト依存性で見ら
れることです [11,12,13]。最初のこれに気づいたのは、クリプトン・クラスターに
ついて、内殻励起に伴って生成される光電子と光イオンの同時計数スペクトルを測定
し、クーロン爆発で生じる子イオンの分布が極めて特異なサイズ依存性を示すことを
見出したときです［図８参照］[11]。しかし、この実験結果は、電荷局在のサイト依
存性の直接的な証拠ではありませんので、我々はさらに、クーロン爆発で生じる子イ
オンについて、爆発後の運動量を実験的に決定することにより、電荷局在のサイト依

図８ X 線を吸収したクリプトン・クラスターが
解離する際の分岐比。子イオンとして、多価イ
オン（Z=2-11）、１価の原子状イオン、２量体、
３量体が観測される。<N> は親クラスターの平
均サイズ。記号は実験結果、実線はそのガイド。
点線は、正 20 面体を仮定したときの、外側から
第ｎ殻に存在する原子の割合。多価イオンはク
ラスターの最外殻、大きな１価イオンはクラス
ターの内側で生成されると仮定すると、分岐比
の <N> 依存性が見事に説明される。
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存性を確信するに到りました［図９参照］ [12]。さらに、クラスター・サイズの増
大に伴い、非局在性が増すこと、希ガス・クラスター間で比較すると重元素ほど局在
性が強いことなどが、初めて明らかになりました [13]。
図９ クリプトン・クラスターがクーロン爆発
する際に生成される子イオンの２次元検出器
上の積分イメージ。広い分布は大きな運動量に
対応する。爆発直前の電荷数が多くなれば、同
時検出されるイオン個数 Ncoin も増大する。電
荷数が増えれば爆発前に蓄積されるクーロン
エネルギーが増大するため、爆発後の運動量が
大きくなると期待されるが、実際には２量体や
３量体では Ncoin と共に運動量が小さくなる。
これは、２、３量体がクラスター中心部で生成
されるので、それらが受けるクーロン力が電荷
分布の対称性により相殺されるためである。こ
の結果は、図 8 の結果から推測された生成イオ
ン種のサイト依存性を裏付けている。
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クラスターや分子のクーロン爆発の観察はこれまでも、超強力レーザー光の照射
や多価イオンの衝突などを利用して研究されてきましたが、そもそも励起の際に、ど
れだけのエネルギーを注入したのかということですら、
不明瞭でした。これに対して、
X 線吸収を利用する場合には、1 光子吸収が基本ですから、注入されるエネルギーが
一意的に決定できるだけではなく、元素ごとに異なる X 線吸収端を利用することによ
り、どの原子サイトに正孔が発生したか、ということまで特定することができます。
今、ナノサイエンスのホットな話題に、分子デバイスの伝導特性を如何に調べる
かという問題があります。もう少し具体的には、極微小のデバイスに巨視的な電極を
如何に取り付けるか、後世の人が聞けば笑い転げるようなことが大問題になっていま
す。一方、我々の方法を適用すれば、非接触で伝導特性を調べることができ、実際パ
イ電子系有機分子の研究にも着手しています。
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書籍紹介

「量子の世界」
この本は京都大学 21COE「物理学の多様性と普遍
性の探求拠点」が主催した第二回市民講座「宇宙と物
質の神秘に迫る～物理科学最前線～」での講演をまと
めたものである。講演自体は本のタイトルにもなって
いる「量子の世界」をテーマにして、三人の科学者が
それぞれの専門とする分野の進展を量子論との関わり
も交えながら、解説したものである。本もそれに対応
して、三章から構成されている。
量子論の考え方はなかなか難しいが、この本を読めば、量子論とはどういうもの
か、そして量子論の考え方が如何に現代物理学に必要不可欠なものかが分かるだろう。
それぞれの章で最先端の研究状況及び今後の展望が説明されているが、導入から分か
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りやすく解説されているため、
意外とすんなり読めるようになっている。特に高校生、
大学生に薦めたい本である。以下各章ごとに個別に紹介する。

第一章「超ひも理論 究極の自然法則が見つかった？」川合光教授
まず前半では、コップの中の水から始まり、ものを細かく見ていくと結局クォー
ク、レプトンやゲージ粒子に行きつくことが説明されている。これらの粒子の振る舞
いは場の量子論で記述されることが、素粒子物理学の発展の歴史に沿って説明されて
おり、二十世紀の素粒子物理学の流れをつかむことができるだろう。重力は繰り込み
できないため、点粒子の描像が成り立たないことが丁寧に説明されており、これを読
むと超ひも理論の導入はもはや必然という気にさせられる。
後半では、超ひも理論の基本的な性質と今後の展望が述べられている。超ひも理
論では、光子や電子といった異なる粒子が単にひもの振動状態の違いとして解釈でき
ること、場の量子論で現れた発散の問題がなく「究極」の理論の有望な候補であるこ
とを説明している。また超ひも理論は未完成であり、電子等の各素粒子の質量や相互
作用の結合定数など、この世の全ての現象を説明するためには、ひもの非摂動効果を
含んだ定式化が必要であることが力説されている。
「究極の理論が完成するのはそう
先ではなく、研究を始めるには非常にいい時期にいる」という著者の見解は、若者に
は印象的な文章であろう。

第二章「宇宙はどうやって始まったか？」佐々木節教授
まず一般相対論と量子力学が、現代物理学を支える非常に重要な二つの柱であり、
宇宙論のあらゆる場面でも重要な役割を果たすことが強調されている。量子力学に比
べると、日常生活において一般相対論との関わりを感じることはほとんどないが、実
はカーナビは一般相対論なくして成り立たないという事実は初めて聞く者にとって非
常に新鮮ではないだろうか。この例を挙げて、基礎理論でも 100 年後には必ず役に立
つと確信しているという著者の見解はなかなか興味深い。宇宙に始まりがあったこと
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状態だったため、初期宇宙の状態さらには宇宙の誕生を記述するには、そのような非
常に高エネルギーにも適用できる究極の理論が必要となる。しかし究極の理論を知ら
なくても、ある程度は初期宇宙で何が起こったかを予想できるという立場に立って、
現在予想されている初期宇宙像について説明している。宇宙は急激な加速膨張をした
とするインフレーション宇宙論、無の状態からトンネル効果によって宇宙は生まれた
という説、我々の宇宙は高次元の中に浮かぶ膜にいるとする膜宇宙論など近年の初期
宇宙のシナリオについて分かりやすい説明がなされている。展望として透過性に優れ
た重力波を使えば、インフレーション説を直接検証できると述べており、今後さらに
初期宇宙の理解が進むことが期待される。

第三章「超伝導の不思議」前野悦輝教授
実験家である著者が、最初の超伝導の発見からその発生メカニズム高温超伝導、
自身が発見したスピン三重項超伝導に至るまで、さらに今後の超伝導研究に関する展
望をいきいきと述べている。まず超伝導の説明に入る前に、自然界には小さいスケー
ル順に素粒子から原子そして宇宙へと階層があり、
素粒子の基本法則を知っていれば、
それぞれの階層での現象を理解できるわけではない。したがって基本法則の探求と同
じくらい、それぞれの階層ごとの現象を理解するための法則・概念の探求にも価値が
あることを強調している。超伝導研究は後者に当たるが、この説明で物理学全体の中
での超伝導研究の位置付けが分かるだろう。
超伝導とは金属の電気抵抗がある温度以下でゼロになる現象である。フェルミオ
ンである電子が、格子を介して組を作ることでボーズ粒子となり、ボーズ・アインシ
ュタイン凝縮状態となるのが超伝導発生のメカニズムであるが、量子論でないと全く
理解できないこの現象を分かりやすく説明している。高温超伝導やスピン三重項超伝
導など新しい性質を備えた超伝導物質が近年続々と発見されており、この分野の発展
が窺える。最後に超伝導基礎研究の展望として、まず十年以内に高温超伝導のメカニ
ズムが解明されると予想しているのが印象深い。また未だ発見されていない室温超伝
導は、理論的には禁止されておらず、明日にも発見される可能性があるという説明に
は、多くの人がワクワクするのではないか。

( 物理学第二教室 須山 輝明 )
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記者紹介
久保田 香織 (Kaori Kubota) 宇宙物理学教室 D1
専攻 : 恒星物理学 ( 降着円盤を伴う系の観測的研究 )
青木 和也 (Kazuya Aoki) 物理学第二教室 原子核・ハドロン研究室 D3
専攻 : 原子核物理学（核子スピン構造）
須山 輝明 (Teruaki Suyama) 物理学第二教室 天体核研究室 D3 (2006 年度卒 )
専攻 : 天体核物理学（相対論的宇宙論・重力レンズの研究等）

編集後記
このニュースレターも数えること 17 号になりました。本 COE 発足以来の季
節の数と同じペースです。今年度は本 21COE の最終年度でもありますし、この
調子で 20 号のキリ番までの発刊を目指しましょう、と広報委員一同、考えてお
ります。原稿を執筆いただくのに存外な時間がかかったり、慣れない編集作業
に苦労したりなどで遅れがちになっておりますが、よい話題をよいタイミング
で提供できますようがんばっていきたいと思いますので、構成員の皆さんにも
ご協力をお願いします。
ニュースレターは広報の一環であると同時に、拠点メンバーの日頃の研究
活動を文書としてまとめて紹介する絶好の機会になっていると思います。毎号
10 ～ 20 ページの冊子を作成しておりますので、このまま綴じただけでも 300
ページほどの立派な拠点活動報告です。その上、通常の報告書とは異なり、分
野外の読者を意識したものとなっているはずです。21COE という機会を得て始
められたニュースレターではありますが、このように教育拠点、研究拠点とし
ての活動を分野内外に情報発信していく機会が根付いていくとよいと思います。
( 編集委員 野村正 )
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