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ニュース

堀内昶京都大学名誉教授の紫綬褒章受章
平成１９年４月２９日、我が国学術
の向上発展のため顕著な功績を挙げた
ことにより、堀内 昶京都大学名誉教
授が紫綬褒章を受章されました。

第 19 号の内容

堀内名誉教授は、永年にわたり、京
都大学の理学部及び大学院理学研究科

1. ニュース
堀内昶京都大学名
誉教授の紫綬褒章

において原子核物理学の理論的研究を

受章

基礎物理学の発展に大きく貢献してき

2. ニュース
嶺重慎教授に井上
学術賞

行い、重要な研究業績を数多く挙げ、

ました。同氏は、また、本２１ＣＯＥ
プログラム「物理学の多様性と普遍性 る過程を、平均場ダイナミクスからク
の探求拠点」へも積極的に取り組まれ、 ラスター形成に至る相関構造の変化と

3. ニュース
戸谷友則准教授が
日本天文学会研究
奨励賞受賞

リーダーである小山勝二教授を支え、 捉え、原子核の構造と反応を統一的に
ＰＤＦや研究員に関する選考委員会の 扱うことが可能なミクロな量子力学的
委員長を担当するなど、その発展に貢 分子動力学理論である『反対称化分子

4. 研究室紹介
附 属 天 文 台（ 花 山
天 文 台、 飛 騨 天 文
台）

献して下さいました。

動力学法』を構築し、原子核物質の性

研究面においては、特に、原子核の 質や多重破砕過程を理論的に解明する
構造および反応機構の解明の面に力 とともに、不安定核を含む様々な原子
を入れ、軽い原子核のクラスター構 核の実験結果の理論的分析を行い、殻
造と反応の分野において多数の先駆的 構造やクラスター構造など、原子核の
で重要な研究を行い、クラスター研究 多様な存在形態を、よりミクロな自由
グループの指導的研究者として活躍し 度から解明するなど、原子核物理学の
てきました。また、ここ２０年ほど 重要で新たな潮流を切り拓いてきまし
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は、分野の新機軸として大型計算によ た。
るシミュレーションを用いた原子核の

堀内名誉教授は、また、数多くの国

研究を展開しています。重イオン衝突 際会議において招待講演や基調講演を
の初期段階からフラグメント生成に至 行い、自らも４回の国際会議を主催し、
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国内では、京都大学基礎物理学研究所、 れ、平成８年に日本物理学会論文賞、同
大阪大学核物理研究センター、理化学 １２年に仁科記念賞を受賞し、このたび
研究所、湯川財団、理論物理学刊行会 紫綬褒章を受章されました。これは京都
の運営に携わるなど、国内外での原子 大学の物理学研究者への良き刺激ともな
核物理分野の発展と基礎科学の発展に る、誠に喜ばしい慶事です。
広く貢献してきました。
これら一連の研究業績が高く評価さ 菅沼秀夫

物理学第二教室

准教授

（原子核理論）

ニュース

嶺重慎教授に井上学術賞
究員、ケンブリッジ大学研究員、茨城
大学理学部助手を経て、１９９２年に
京都大学理学部宇宙物理学教室助手に
着任。同助教授を経て、２００１年に

ニュース：

嶺重慎教授に井上学術賞

基礎物理学研究所教授に着任されまし
た。
１９８３年Ｄ１の時に発表された嶺
重先生の最初の論文は、激変星 ( 白色
矮星と普通の星の連星系 ) の活動性を
降着円盤中の不安定性で説明するもの
でした。当時日本では理論的にも観測
自然科学の基礎的研究で特に顕著

的にもあまりメジャーな分野ではなかっ

な業績を挙げた５０歳未満の研究者に

たのですが、この論文は世界的には大変

贈られる井上学術賞を、基礎物理学

高い評価を受け、１００を超える被引用

研究所の嶺重慎教授が受賞されまし

数が現在でも増えていっています。この

た。受賞研究題目は「ブラックホー

時のアイディアを発展させて、テキサ

ル降着円盤の不安定性理論と観測に

ス大学研究員時代からブラックホール

よる検証」というものです。

Ｘ線連星の研究を開始されました。そこ

嶺重

先生は１９８１年に東京大学を卒業、 での仕事はブラックホールを含む天体の
１９８６年に東京大学大学院博士課程

活動現象を降着円盤によるものとして

を修了されました。その後ドイツの

考える、現在の世界的な潮流に大きな影

マックスプランク天体物理学研究所研

響を与えるものでした。複雑系の研究で

究員、テキサス大学オースティン校研

使われるセルオートマトン・自己組織化
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嶺重慎教授に井上学術賞
ニュース：

の考え方を降着円盤に導入し、見事に

画でも、サイエンス面で協力されて

ブラックホールＸ線連星で観測される

います。

1/f ゆらぎのような変動現象を説明し

一方で教育普及活動にも大変力を

たことも特筆に値します。最近では超

入れておられます。もともと非常に

エディントン降着現象に関する研究等

面倒見がよく、その気さくな人柄も

が注目されています。

相まって多くの学生が師事し、沢山

また嶺重先生は観測にも大変興味を

の優秀な博士を輩出してこられたの

持っておられ、実際に何度か観測にも

ですが、この数年はその対象を一般

出かけられています。筆者も共同研究

の方にも広げておられます。ブラッ

者として参加させて頂いて科研費を

クホール天文学入門 ( 裳華房 )、天文

申請した「高速測光システムで探るブ

学入門 ( 有本淳一さんとの共著；岩

ラックホール短時間変動の起源」( Ｈ

波ジュニア新書 ) などの入門書も著

１６－１８基盤Ｂ )、「高速分光シス

されました。今年ある天文教育に関

テムでとらえるブラックホール粒子加

する研究会でお話した時の「教育っ

速の現場」( Ｈ１９－２１基盤Ｂ ) な

ていうのは自分を見つめなおすこと

どで、世界的には徐々に注目されつつ

だよ。」というお言葉は、非常に印象

も日本ではほとんどなされていない、 に残っています。
可視光での高速観測で新しい観測的研

これからも研究はもとより教育・

究を切り拓こうとされています。京大、 普及面でも、我々後輩を引っ張って
国立天文台、名大と民間のナノオプト

いって頂けるものと期待しています。

ニクス研究所を中心に、産学連携で推
進している岡山 3.8m 新技術望遠鏡計

野上大作

飛騨天文台

助教

（恒星物理学）

ニュース

戸谷友則准教授が日本天文学会研究奨励賞受賞
戸谷友則准教授が、優れた研究
成果を残している若手研究者に
贈られる日本天文学会研究奨励
賞を受賞されました。受賞内容
は、「ガンマ線バーストによる初
期宇宙の探求」です。戸谷友則
准教授は、平成６年東京大学理
学部を卒業後、平成１０年９月
に同大学院博士課程で学位を取
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得、平成１１年１月に国立天文台助 線バースト観測チームの立ち上げ時期か
手に着任し、平成１３年８月よりプ ら主要なメンバーとして活躍され、今回
リンストン大学で客員研究員をつと の最たる受賞理由である、ガンマ線バー
めた後、平成１５年６月より京都大 ストを用いて宇宙の中性度を求めた研究
学大学院理学研究科宇宙物理学准教 につながっています。この研究は、すば
授として、宇宙物理学教室の理論グ る望遠鏡を用いて観測された、これまで
ループの中心となり活躍をされてい で最遠方で起こった GRB050904 と呼ばれ
るガンマ線バーストのスペクトルと、理

ます。

戸谷准教授は、高エネルギー宇宙 論モデルと詳細に比較することから、宇

ニュース：

戸谷友則准教授が日本天文学会研究奨励賞受賞

物理学、観測的宇宙論を中心に、非 宙誕生後約９億年後には、すでに宇宙は
常に幅広い分野で業績を残されてい ほぼ電離状態にあったということを明ら
ますが、今回は、ガンマ線バースト かにし、現在の観測的宇宙論の最重要問
を初期宇宙の解明に用いるという観 題である宇宙の再電離について、全く新
点からの一連の研究が評価され、受 しい制限を与えることになりました。
賞に至りました。戸谷准教授は、博

このガンマ線バーストに関した研究で

士課程在学中に独自にガンマ線バー も見られるように、戸谷准教授は、理論
ストに注目し、日本で最も早くから 的なアプローチを主としながらも、最新
ガンマ線バーストの研究を始めてい の観測結果や観測機器等に常に注目しな
た研究者の一人です。その出発点は、 がら、観測家との連携を非常に強く意識
今回の受賞理由の一つに挙げられて した研究スタイルを信条とし、すばる望
いる、ガンマ線バーストと宇宙の星 遠鏡をもちいた銀河形成の研究、赤外線
形成史との関連についての論文に からガンマ線にかけての背景放射に関す
なっています。この論文は、現在で る研究、暗黒物質起源のγ線検出可能性
は当たり前だと考えられている、ガ の研究等、幅広い分野で多くの業績を残
ンマ線バーストと星形成の間の関係 し、非常に大きな成功を収めています。
を、いち早く指摘した論文で、ガン このスタイルは、世界的にも大きな潮流
マ線バーストの起源すら未解明だっ となってきており、日本における研究者、
た当時としては非常に画期的なアイ 特に我々後輩研究者に非常に大きな影響
ディアであり、戸谷准教授の視野の を与えています。この点も非常に高く評
広さ、そして先見性を証明している 価され、受賞理由にも挙げられており、
と思います。この研究を皮切りに、 今後、さらなる活躍をし、日本の天文学、
その後もガンマ線バーストに関連し 天体物理学を牽引していくことが期待さ
た多くの優れた研究結果を残し、日 れています。
本におけるガンマ線バーストの理論
研究者としての地位を確立しまし 織田岳志

宇宙物理学教室

た。また、すばる望遠鏡でのガンマ （理論宇宙物理学）
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研究室紹介

理学研究科 附属天文台
（花山天文台、飛騨天文台）
スタッフ
台長･教授

柴田一成

准教授

北井礼三郎

助教

上野悟、野上大作、永田伸一

はじめに
附属天文台

附属天文台は、花山天文台（京都市山科区）と飛騨天文台（岐阜県高山市）の
二つの天文台から成ります。花山天文台は 1929 年設立の日本で 2 番目に古い大
学天文台で、日本のアマチュア天文学発祥の地として有名です。かつては月・惑
星の観測で一世を風靡しましたが、現在は京大の学生の教育を中心に、太陽お

研究室紹介：

よび関連する天体活動現象の研究を推進しています。一般市民の皆さんや小中
高生徒への教育普及活動にも力を入れてきましたが、これをさらに発展させる
ために、昨年ＮＰＯ花山星空ネットワーク (http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/
hosizora/) を起ち上げました。一緒に星空を楽しんでもらえる会員を募集中で
す。飛騨天文台（1968 年設立）もかつては惑星観測が中心でしたが、現在は太陽
観測が中心となっており、地上太陽観測所としては世界有数の規模を誇っていま
す。附属天文台として将来的には太陽以外の天体にも観測的研究の前線を広げよ
うと、宇宙物理学教室と共同で岡山 3.8m 望遠鏡計画を進めています。以下では
附属天文台で現在進行している主要な研究課題である、太陽観測、太陽 MHD( 電
磁流体 ) シミュレーション、天体 MHD 理論・シミュレーション、恒星観測のそれ
ぞれについて、順に研究最前線を紹介していきましょう。

太陽観測グループ
太陽は人類にとって一番身近な恒星であり、根源的な興味の対象として有史以
来さまざまな観測がなされてきました。特に 17 世紀の科学革命を機に発展して
きた太陽物理学は、太陽の組成や活動現象のダイナミクスを解明してきました。
そして太陽物理学は、現代においてもなお未解明の問題が残る現代物理学のフロ
ンティアを担っています。また、人類が宇宙に進出するに伴い、その重要性が明
らかになってきた宇宙環境の変化を予測する研究（宇宙天気予報）の観点からも
太陽研究には高い関心が持たれています。
2006 年 9 月 23 日に打ち上げられた太陽観測衛星「ひので」は、これまでにな
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い驚くべき太陽の姿を明らかにしています。その一つの例として、太陽彩層の
いたるところにある微細なジェット状の爆発現象が挙げられます。黒点のまわ
りには図１にみられるようにたくさんの微小なジェットが常時存在し、中でも
アネモネ型ジェットと呼ばれる足元の明るいジェットは、大きなフレアと同じ
く磁気リコネクション機構により発生していることが明らかになりました。こ
の成果は「ひので」衛星の他の成果と共に、米国サイエンス誌に掲載されまし
た（Shibata et al., Science, vol.318, p.1591, 2007。）詳しくは以下の京大
ニュースリリースを参照ください。

研究室紹介：

附属天文台

http://www.kyoto-u.ac.jp/notice/05_news/documents/071207_1.htm

図１ 「ひので」可視光磁場望遠鏡がとらえた太陽像（Ca II H）。太陽表面（光球）の上層大
気である彩層（温度１万度程度）の様子が鮮明に映し出されています (Shibata et al. 2007,
Science, vol. 318 より )。黒点の周りの彩層は微小なジェットだらけであることがわかります。
中でも特に足元が明るいジェットは、アネモネ型と呼ばれ、磁気リコネクション機構によって発
生していることがわかりました（矢印は代表的なジェットの足元を示しています）。図５も参照く
ださい。

「ひので」衛星から驚くべきデー
タ が 得 ら れ る 一 方 で、 京 大 飛 騨
天文台の地上望遠鏡は、「ひので」
衛星と連携し、互いのデータを補
うような観測を行っています。図
２左は、飛騨天文台ドームレス望
遠鏡垂直分光器で取得された太陽
フレアのカルシウム輝線です ( 図
２右は同時刻のＨα像。中央に縦
にスリットの影が写っています。)
分光観測から得られるスペクト
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図２

飛騨天文台ドームレス望遠鏡で撮影した太陽フ

レア。右は H α像、左はカルシウムスペクトル。

ルをもとに、衛星では得られない、温度や密度、速度などの物理量の導出が
可能となります。
太陽活動は、我々の日常生活にも影響を及ぼします。地球近傍の磁気擾
乱は、電離層を乱し電波通信を阻害したり、変電所のトランスを焼き切って
しまったりします。磁気擾乱のほとんどは太陽を起源としており、太陽フレ
アに伴って X 線や高エネルギーの粒子が地球に飛来し、人工衛星を破壊した
り、宇宙飛行士を被爆させたりすることもあります。このような太陽活動の
脅威に備えて、宇宙環境の変化を予測する、宇宙天気予報と呼ばれる研究が
発展しつつあります。図３に示すモートン波と呼ばれる衝撃波は、太陽フレ

研究室紹介：

附属天文台

アから発生したもので、宇宙空間に広がっていく嵐の先端部分を示していま

図３ （左）太陽全面 H α像。光っている領域がフレア。（右）太陽フレアから発した衝撃波 ( モート
ン波 ) の伝播。
（Eto et al. 2002, PASJ 54, 481）

す。注目すべきことに、これまで世界で観測されたモートン波の約半分は飛騨
天文台フレア監視望遠鏡で発見されたものです。さらに、2003 年には飛騨天文
台に新たに太陽磁場活動望遠
鏡 (SMART) が建設され、太陽
全面を常時高空間分解能で観
測することで、太陽の活動現
象を見逃さない体制をとっ
て い ま す。 大 き な 活 動 現 象
の予兆をいち早く発見し、宇
宙天気予報に貢献することが
期待されています。図４は、
SMART で観測されたプロミネ
ンスと呼ばれる太陽上空の

図４

ガスが噴出する現象の一例で

の大きさ。（2005 年 7 月 27 日撮影）

太陽全面像とプロミネンス噴出。左上の白丸は地球

す。（なお、SMART 望遠鏡の詳しい解説は、本ニュースレター 5 号、2004 年 6 月
20 日号に掲載されています。）
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太陽 MHD シミュレーショングループ
前項でも述べたとおり、太陽ではフレア、コロナ質量放出などといった活発
な活動現象が発生しています。太陽での活動現象は強い非線形性を持つ磁場とプ
ラズマの相互作用により発生していますが、そのスケールの大きさから地上で実
験を行うことができません。そこで、コンピュータを用いて、太陽の状況を擬似
的に再現し、磁気流体 (MHD) 方程式などに従って時間発展させることで、太陽プ
ラズマの振る舞いを調べるという、数値シミュレーションによる研究がさかんに
行われています。
また、太陽は我々にもっとも近い恒星であるため、時間・空間ともに高分解能
の観測を行うことができます。フレア、ジェットなど、太陽と類似したプラズマ
活動現象は恒星、原始星、活動銀河核など宇宙のあらゆる天体で見られるため、
太陽を研究することにより確立された普遍的・基本的な物理法則は宇宙の他の天

研究室紹介：

附属天文台

体の現象にも応用できると考えられます。つまり太陽は「プラズマ物理学の実験
場」と言えるでしょう。
ここでは、本グループで行っている太陽 MHD シミュレーションに関連した最近
の研究成果のうち、カルシウムジェットについての研究を紹介します。
2006 年に打ち上げられた「ひので」衛星のカルシウム吸収線 ( 波長 396.8nm) に
よる観測から、多数の小さなジェット（カルシウムジェットと呼ばれる）が見つ
かりました（図１、図５左）。かつて「ようこう」X 線望遠鏡で発見された X 線ジェッ
トと同様に、磁気リコネクションモデルに基づくシミュレーションを行い、カ
ルシウムジェットの再現に成功しました（図５右）。X 線ジェットとカルシウム
ジェットは、ともに太陽内部から浮上してきた磁束管が周囲の磁場と磁気リコネ
クションを起こすことにより発生すると考えられています。しかし、この 2 種類
のジェットは形がよく似てい
るものの、X 線ジェットはコロ
ナで発生し大きさは 10 万 km、
カルシウムジェットは彩層で
発生し大きさは 1000km と、発
生場所・スケールに大きな違
いがあります。このことから、

図５

左は「ひので」衛星により観測されたカルシウム

カルシウムジェットの発見は、 ジェット。右はそれを再現したシミュレーションの結果を
かつての X 線ジェットの発見 示しています。( 中村太平、修士論文 2008 より )
とあわせて、様々な場所・スケールで磁気リコネクションが起こること（ユビ
キタス・リコネクション）の重要な証拠であると考えています。
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天体 MHD シミュレーション・理論グループ
柴田研究室の天体 MHD グループでは、宇宙の様々な天体における磁気流体現
象を理論解析・シミュレーションを駆使して精力的に研究しています。ここでは
我々の研究の 3 本柱についてここで紹介します。
（１） 宇宙ジェット
宇宙ジェットとは、中心天体から双方向に吹き出す、細く絞られたプラズマの噴
流です。宇宙ジェットは宇宙の様々な階層で見つかっており、中心天体の周辺で
生じる激しい磁気的活動現象に伴って形成されると考えられています。
我々のグループでは、原始星や、コンパクト星、活動銀河中心核、ガンマ線バー
スト等で見られるジェットを、統一的に理解するために、多次元非線形磁気流体
シミュレーションを駆使して研究を進めており、世界トップクラスの研究成果を
挙げています。図６は降着円盤から噴出するジェットの 3 次元 MHD シミュレーショ

研究室紹介：

附属天文台

ンによる結果です。
（２） 超新星・ガンマ線バースト
ガンマ線バーストは宇宙で最も明るい爆発現象であり、超新星と密接に関係
していると考えられています。これらは、中性子星やブラックホールなど高密度
天体の起源としてだけではなく、次世代天文学を担うニュートリノや重力波の放
射源としても重要です。しかしながら、恒星核の重力崩壊がトリガーとなって生
じると考えられているこれらの爆発現象の物理は、完全には解明されておらず、
宇宙物理学最大の問題となっています。
我々は、重力崩壊起源の爆発でも磁
場が重要な役割を担っていると考えてお
り、シミュレーションと解析的手法を組
み合わせた幅広い研究を進めています。
近年、我々は、ガンマ線バーストでは、
磁気流体的な不安定性の結果、非定常な
エネルギー解放が起こることを明らかに
しました。磁場の効果をさらに詳しく解
析していくことで、宇宙最大の爆発現象
の謎を解き明かすことが我々のグループ
の最終的な目標です。
（３） 強磁場中性子星 ” マグネター ”
最近の天文学の大きなトピックスの一つ
が、強磁場中性子星 ” マグネター ” か
らの巨大フレアの発見です。この天体は、
通常の中性子星の 1000 倍の磁場強度を 図６ 宇宙ジェットの 3 次元 MHD シミュレー
持つ天体で、理論的には 1992 年に初め シ ョ ン（Kigure and Shibata, 2005, ApJ,
CDUP News Letter
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て Thompson & Duncan によってその存在が予言されました。2004 年には、銀河
内のマグネターから 1046erg ものエネルギーを持つフレアが観測され、大きな話
題となりました。我々のグループでは、このマグネターフレアと太陽フレアと
のアナロジーに注目し、太陽グループとの協力の下、マグネターフレアの新し
い理論モデルを構築しました。両者のエネルギースケールには大きな違いが存
在しますが、驚くべきことに、本質を担う物理機構はほとんど同じであること
がわかってきました。今後は、非線形シミュレーションを駆使して、マグネター
の物理機構をさらに詳しく研究していく予定です（図７：マグネターフレアの

研究室紹介：

附属天文台

概念図）。

図７

マグネターフレアの概念図（Masada et al. 2008 より）

恒星観測グループ
ここまでで「太陽では激
しい爆発現象が起こる！」
ということが述べられてい
ました。さて考えてみると
太陽は非常に近くにあるか
らこれだけ明るくかつ詳細
に見えるだけで、本質的に
は夜空に見える星となんら
変わることはありません。
そして実は、太陽というの
は恒星の中ではむしろ非常
におとなしい部類の星と言
えます。太陽フレアでは最

図８
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Ｘ線連星や激変星の想像図

大でも太陽全体の明るさの１％くらいしか変化が起こりませんが、フレア星と
呼ばれる軽くて暗い星々では、星全体の明るさが 100 倍以上にもなるようなフ
レアが実際に観測されます。しかし、なぜ星自体の明るさに比べてそんなに大
規模な爆発が起こりうるのか全くわかっていません。これらの謎に、太陽研究
での知識を元に、高速分光観測という通常の恒星観測では行われてこなかった
手法で解明に挑んでいます。
また、ブラックホールＸ線連星や
激変星の観測も活発に行っています。
これらの天体はコンパクト星 ( これが
ブラックホールや中性子星の場合はＸ
線連星、白色矮星の場合は激変星 ) と
普通の星がお互いの重力で引かれあっ

研究室紹介：

附属天文台

てお互いの周りを回っている連星系で
す。こういう天体では、普通の星の表
面のガスが剥がされてコンパクト星の 図９ てんびん座 GW の爆発時の光度曲線。
方に流れ込んでいきます。しかしいき 最大で 1000 倍以上も明るくなる期間が 3 ヶ
なりコンパクト星に落ち込むのではなく、一旦コンパクト星の周りで降着円盤
と呼ばれる円盤を形成し、その中で回転しながらゆっくりと落ち込んでいくこ
とになります ( 図８)。この降着円盤中で多様な活動性があり、様々なエネル
ギー規模・タイムスケールで明るさの変化をもたらします。また別ページで扱
われているように、Ｘ線連星では高速のジェットが噴き出します。
図９では、2007 年 4 月に爆発した矮新星 ( 激変星の一種 ) てんびん座 GW と
いう星の明るさの変化を表した図です。緑の線が通常の明るさですが、そこか
ら最大で 9 等ほど、つまり 1000 倍以上も明るくなりました。この爆発の最中
の詳しい観測では、可視光で数秒から数時間のタイムスケールでの光度変化も
観測されています。
他にもガンマ線バースト現象や様々な
原因で起こる活動現象の観測的な研究
を、我々附属天文台・京大理学部宇宙
物理学教室や広島大学宇宙科学セン
ターなどを中心に、プロ・アマチュア
を含む世界中を網羅する連絡ネット
ワーク (VSNET) で連携しながら進めて
います。
また将来の超大型望遠鏡建造を見据 図１０ 3.8m 新技術望遠鏡の完成予想図。
えた分割鏡による日本初の光赤外線望

http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/
~iwamuro/Kyoto3m/index.html より
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遠鏡を、京大宇宙物理学教室、国立天文台、名古屋大学および民間の ( 株 ) ナ
ノオプトニクス研究所と産学連携で岡山に作る計画を進めています ( 図１０)。
この 3.8m 新技術望遠鏡が完成したあかつきには、高速測光・分光観測を武器に、
これらの天体の激しい活動性の究明で新たな地平を切り拓くことになるでしょ
う。

（本稿は、松本琢磨、渡邉皓子、西田圭佑、中村太平、政田洋平、野上大作、浅
野栄治の各氏の協力によるものです。）

編集後記
本号では、完成が危ぶまれていた私の研究室（附属天文台）の研究紹介も院生諸君の頑張
りで完成し、ホッとしています。最近はあまり研究の議論に付き合うことのできていない
院生諸君に深く感謝したいと思います。本号では、他に、堀内先生の紫綬褒章、嶺重さん
の井上学術賞、戸谷さんの天文学会奨励賞の受賞報告の記事もありました。皆さん私と何
らかのつながりがあり、嬉しい限りです。嶺重さん、戸谷さんはともかく、堀内先生と私
とのつながりは一見不思議に思われるかもしれません。実は、堀内先生には 30 年以上も昔、
学部 3 回生のときに量子力学演習を教わったことがあるのです。（おそらく堀内先生はご記
憶にないと思いますが。
）というわけで本号の編集後記を担当することになったのは奇遇と
いうほかなく、私としてはまことに嬉しい限りで、堀内先生、そして嶺重さん、戸谷さんに、
改めて受賞のお祝いを申し上げたいと思います。
さて、いよいよ COE の 5 年間のプロジェクトも終わりに近づき、本ニュースレターの発
行も残すところあと１号のみとなりました。5 年間、広報委員会の委員長として市民講座
開催とこのニュースレター発行に取り組んできましたが、ここまで何とかやってこれたの
も、広報委員会の委員の皆さんの献身的な協力のおかげです。市民講座もニュースレター
も、京大物理・宇宙物理グループの活動の一つとして記録に残るものになったのではない
かと思います。委員の皆さんに深くお礼申し上げます。もちろん、広報委員会をささえて
いただいた事務局の方々、原稿執筆、講演などで協力いただいた COE 構成員の皆様にも改
めて深く感謝します。次のグローバル COE では本広報委員会が残した記録や経験を活かして、
さらにより良い広報活動を展開していただければと願っております。
（附属天文台

■発行■
京都大学 21COE 物理学の
多様性と普遍性の探求拠
点編集委員会
〒 606-8502 京都市左京
区北白川追分町 京都大
学大学院理学研究科 物
理学教室内
TEL: 075-753-3758
FAX: 075-753-3886
e-mail:
21COE@scphys.kyotou.ac.jp

CDUP News Letter
No.19

柴田一成）

21COE 物理学の多様性と普遍性の探求拠点
CDUP NEWS LETTER 編集委員会
柴田一成
犬塚修一郎
国友浩
野村正
太田耕司
田中耕一郎（編集長）

shibata@kwasan.kyoto-u.ac.jp
inutsuka@tap.scphys.kyoto-u.ac.jp
kunitomo@yukawa.kyoto-u.ac.jp
nomurat@scphys.kyoto-u.ac.jp
ohta@kusastro.kyoto-u.ac.jp
kochan@scphys.kyoto-u.ac.jp
12

第 19 号
平成 19 年 12 月 1 日発行

