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The Next Generation of Physics, Spun from Universality and Emergence
京都大学 GCOE 普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学 - フロンティア開拓のための自立的人材養成 -

GCOE 発足の挨拶
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多様性に対する認識を、 単に自然界にはいろいろな現象があるのだとい
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う受身の立場からもう一歩進めたのが創発という概念です。 原理的には、
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どんなに複雑な現象も単純な基本法則から生じているはずです。 しかしな
がら、 たとえ基本法則がわかったとしても、 自然界には予想もできない多
様で新しい現象がおきています。 これらは、 一旦認識されてしまえば基本
法則から説明することはできますが、 少なくとも歴史的には、 基本法則か
らの演繹によって得られたものではありません。 すなわち、 自然界におい
ては無限に多くの多様な現象が創発しているというわけです。

このように考えますと、 なぜ物理学にとって普遍性と多様性の両方が重要
であるかがわかりやすくなります。 すなわち、 ある現象の創発が発見された
とする。 そうすると、 まったく違った系に対しても同様の現象がおきる可能
性があり、 新しい創発が予想される。 それが確認されると、 それらの現象が
創発するメカニズムが一つの普遍法則として得られる。 その新しい法則性
はもっともミクロなレベルでも現れる可能性があり、 基本法則の探求が進む。
といった具合です。

本拠点は、 このような普遍性と創発性のからみあいを物理学の本質とと
2008 年 12 月 1 日 発行
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らえ、次世代の物理学を積極的に開拓していこうというものです。 それには、
物理学を細かい分野に分けてしまうのではなく、 全体を見渡せるようにする
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のが大切です。 そのため、 本拠点は京都大学理学研究

外国からの訪問も多く、 また、 基礎物理学研究所は国際

科の物理学 ・ 宇宙物理学専攻が一体となり運営していま

会議や研究会の開催を業務とする共同利用研究所とし

す。 具体的には、 物理学第一、 物理学第二、 宇宙物理

て、 世界の同様な研究所の先駆けとなってきました。 本

学の三教室からなる基幹講座に基礎物理学研究所をはじ

拠点ではこうした実績を背景にして、 京都大学が次世代

めとする協力講座が加わり、 京都大学の物理学を結集し

の物理学を発信する世界的な基地として、 また、 自立し

た組織になっています。

てフロンティアを開拓できる人材を養成する国際的な拠点

京都大学は長い歴史をもつ定評のある研究機関として

として発展していくことを目指しています。

GCOE の事業紹介
京都大学理学研究科

前野

物理学・宇宙物理学専攻

悦輝

教授

京大物理の GCOE －普遍性と創発性から紡ぐ－

した。 この普遍性と創発性の相補的共存はまた、 新しい

京都大学の物理を結集した組織

分野の創生の原動力でもあります。

京大物理のグローバル COE （Global Center of Excellence ：

京都大学では物理学の最先端フロンティア研究を一層

国際的に卓越した教育研究拠点） プログラムは、 京都大

推し進めて自然現象の普遍性を探求すると同時に、 新た

学理学研究科の物理学 ・ 宇宙物理学専攻が一体となり

に創発性を強く意識した融合フロンティア研究を推進しま

取り組んでいます。 すなわち、物理学第一、物理学第二、

す。 本プログラムの目的は、 普遍性と創発性が紡ぐ次世

宇宙物理学の三分野 （教室） からなる基幹講座に、 基

代物理学を構築するとともに、 フロンティアを自立して開

礎物理学研究所をはじめとして理学研究科付属天文台、

拓しうる有用な人材を養成するための国際的に卓越した

化学研究所、 低温物質科学研究センターなどの協力講

教育研究拠点を形成することにあります。

座が加わり、 京都大学の物理学分野の活動の中核を結
集した組織で運営することができるようになりました。 この

本拠点のロゴ

組織には約 120 名の教員および約 150 名の博士後期課

本拠点のロゴは禅の 「円

程大学院生が含まれます。 2003 － 2007 年度の 21 世紀

相」 を基にしたもので、 大

COE プログラムで成功した運営形態をもとに、 さらに専攻

徳寺の元管長である小田雪

の運営との連結を強化する 5 年にわたる GCOE 事業が
2008 年 7 月にスタートしました。

理念：「普遍性と創発性から紡ぐ」とは？
本拠点が研究の対象とする自然は極小の素粒子 ・ 原子

窓老師の書をデザイン化し
たものです。 円相は 「無一
物中無尽蔵 （むいちもつ
ちゅうむじんぞう）」、 すなわ
ち、 何もないと思える中に実
は限りなくたくさんのものが

核から、 生命や地球を含むマクロ物質、 そして極大の宇

詰まっている、 ということを表現しています。 ロゴの黒い円はギ

宙など多様な階層から成り立っています。 そして、 構成

リシアの 「ウロボロスの蛇」 にも通じる自然観、 普遍性を表し、

粒子の数や時間空間のスケールの違いが、 質的に異な

一方、 カラーの輪は創発性を表現しています。 「創発」 とは、

る階層として多様な現象と法則性を生み出しており、 それ

既知の基本法則からの演繹的推論だけでは予想もできない多

ぞれが独自の概念と方法論を持った研究分野となってい

様で新しい現象が現れることをさします。 3 つのカラーの輪は、

ます。 人類の自然認識は、 このような現象のもとになって

普遍性で結びついた物理の三分野も表現しています。

いる基本法則や、 多様な現象に共通する普遍性を追求
する一方で、 演繹的推論だけでは予想もできない多様で
新しい現象の 「創発」 を探求することにより発展してきま
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独自の新制度を導入した人材養成プログラム
教育面における目標は 「フロンティア開拓のための自立

的人材養成」 です。 すなわち、 単に既存の学問分野を

特別な教育カリキュラムを創設する計画です。 また、 一般

深化発展させる人材だけではなく、 既存の学問分野を乗

のカリキュラムについても、 専門分野以外の講義の履修

り越えて境界分野や新しい学問体系を開拓できる人材の

を義務付けるとともに、 産業界、 教育界、 科学政策分野

養成を目標としています。 そのために、 自由な発想や自

等の異分野の専門家の講演を積極的に取り入れ、 視野

主性を尊び、 国際性豊かで刺激的な教育研究環境を強

の広い自立的研究者を養成します。 さらに大学院生の科

化するための、 以下のようにいくつもの独自の制度を導入

学英語能力を強化するため、 英語を母国語とする物理学

しています。

者を特任准教授として任用し、 科学論文執筆の指導に加
え、 発表や議論の指導も行います。

BIEP（Bilateral International Exchange
Program, 双方向国際交流プログラム）

キャリアパス支援

物理学の進展にとって国際協力は必須であり、 若手研

京都大学キャリアサポートセンターや京都府 ・ 市教育委

究者養成においても、 国際的な教育研究環境の重要性

員会と連携して、 若手研究者のキャリアパス拡大 ・ 支援

が増しています。 このため３ヶ月程度を単位として、 大学

に取り組みます。

院生の海外派遣および国際招聘による双方向の滞在型
国際交流制度を設けました。 この制度によって、 京大の

次世代物理学を育む研究プログラム

大学院生に国際会議出席以上の海外体験をしてもらうと

研究面においては、 各階層の最先端分野の研究を一

同時に、 京大の研究室にいながらでも、 海外からの若手

層推し進め、 多様な現象に横たわる普遍性を追求すると

と共に研究する環境を作り出そうとする狙いです。 海外の

ともに、 多様な階層の連結、 さらには、 創発性豊かな境

若手研究者に 「京大の物理」 を体験してもらう機会にも

界・融合分野の開拓を意識的に追求します。具体的には、

なります。 おかげさまで、 BIEP にはすでに当初計画をは

以下に示すように最先端領域と融合領域両面で研究プロ

るかに超えた応募があります。

グラムを推進・発展させるとともに、特別研究ユニットによっ
て新分野を開拓します。

TRA(Teaching-Research Assistant) 制度
TA 業務は、 学部での良質な少人数教育の実現はもと

最先端フロンティアの開拓

より、 大学院生自身の物理学の正確で深い理解に繋がり

先 a) ニュートリノ振動から大統一理論 ・ 究極理論へ

ます。 また学部生との交流が人間的な成長の契機となり、

先 b) クォーク多体系の新しい存在形態の探求

高い社会的見識を有する多様な人材輩出の芽となります。

先 c) 極限天体 ・ 最遠方天体の探査研究と新しい宇宙像の構築

本拠点ではわが国の大学院教育に適合した新しい制度と

先 d) 新量子凝縮相の物理

して、 独自の 「TRA 制度」 を創設しました。 これは、 院
生が基礎力を高め実践力を身につけながら経済的にも自

融合フロンティアの開拓

立して研究に邁進できるためのもので、 TA 業務を必須とし

融 e) 非平衡開放系のダイナミクス

同時に RA としての役割も担えます。 また京大の自学自習
の伝統である 「学部学生自主ゼミ」 のチューターを TA 業
務の対象範囲として認めています。 今後は大学院生組織
としての TRA 連絡会などの運営も支援する計画です。

（宇宙プラズマ現象から生命現象までを網羅する）
融 f ) 量子線ビームによるイメージング科学の開拓
（素粒子実験技術で物質･生命現象を捉える）
融 g) 原子を用いた量子情報、 基礎物理の探求
（光･原子実験と素粒子対称性理論との融合）

カリキュラム改革

融 h) 特別研究ユニットによる新分野の開拓

物理学･宇宙物理学専攻の大学院教育委員会との密接
な連携の下にカリキュラム改革を進めています。 国内外

特別研究ユニット

の大学から多様な人材が博士後期課程へ編入してくるの

境界 ・ 融合分野および階層連結の新手法の開発に焦

を奨励するため、 後期課程編入試験を整備し、 他分野

点を絞って強力に研究を推進するために、 特別研究ユ

の出身者が戸惑うことなく学習 ・ 研究を始められるように、

ニットを設置します。 具体的には若手登用を念頭に、 国
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際公募により特任教員 （任期５年程度の准教授と助教を

行にあたります。 この制度は 21 世紀 COE において機能

あわせて４～５名） を採用します。

性と有効性が実証された方式を発展させたもので、 組織
や専門分野を越えて、 若手を含む多数の教員が GCOE

委員会活動を軸にした運営組織
本拠点の目指す教育と研究を強力かつ円滑に推進する

の運営に自主的に関与するとともに、 活発に人的交流･
連携する機会が大いに増えます。

ための運営組織として、 拠点リーダーとサブリーダー５名
から構成される拠点ヘッドクォーターを中心に、 実務を担
う委員長会議を設けて活動しています。

本拠点のホームページは、 採択後の早い段階から暫定
的なサイトを公開していました。 それと平行して、 ホーム
ページ委員会を中心に、 (1) 本 GCOE のコンセプトが反

ヘッドクォーター

映されたデザイン、(2) 学外の研究者や一般社会にアピー

拠点ヘッドクォーターは日常的に連絡を取り合い、研究・

ルできるような分かりやすいサイト、(3) GCOE 内部メンバー

運営戦略を練ると共に、 委員長会議を通じて拠点全体の

にとっても使いやすく、 事務作業などがはかどるようなサ

活動を掌握し、 拠点事務局に事務運営を指示します。 サ

イト、 を目指して基本構造デザインから取り組み、 10 月

ブリーダーは 5 つに分けた関連委員会の掌握も担当しま

に本格的なサイトへと更新しました。

す。 また物理学･宇宙物理学専攻の運営組織と密接な連
携を図り効率的に運営します。

http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/gcoe/
皆さん、 是非このサイトにアクセスして、 最新の活動情

委員長会議と委員会

報についてご覧ください。

ヘッドクォーター ・ 委員長からなる委員長会議を毎月 2
回程度開き、 本拠点の目的を実現するための具体的活

最後になりましたが 2009 年 2 月 16 日 ( 月 ) － 18 日 ( 水 )

動を企画立案するとともに、 各委員会に活動実施を指令

に開催される 「GCOE オープニングシンポジウム ― 普遍

し、 また各委員会の活動状況を的確に把握する機能を担

性と創発性から紡ぐ次世代物理学」 について簡単にご紹

います。

介します。 今回のシンポジウムでは 「普遍性と創発性」
を強く意識して、 おもに本 GCOE のメンバーによる研究

各委員会は以下の通り、 拠点運営の実務を効果的に推

紹介を行なうとともに、 多彩なゲストをお招きし、 また教育

進できるように組織されています。 専攻各分野の教員が

関連の特別セッションも設けるプログラムになっています。

多数参加し、 委員会ごとの予算計画も任されて実務の遂

皆さん奮ってご参加ください。

本拠点の運営組織
リーダーと直属のヘッドクォーター、 および
各委員会を代表する委員長会議を中心に運営を
行なっています。
(1) 運営関連委員会 ： 1. 経理 2. 点検 ・ 評価
(2) 教育関連委員会 ： 3. 双方向国際交流 4.TRA
5. カリキュラム改革 6. キャリアパス支援
(3) 研究関連委員会 ： 7. 国際会議開催 ・ 外国人招へい
8. 国内ビジター 9.PD 10. 研究支援
(4) 特別研究ユニット ： 11. 特別研究ユニット
(5) 広報関連委員会 ： 12. アウトリーチ 13. ホームページ
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ニュース

小林誠・益川敏英博士のノーベル賞受賞
九後

基礎物理学研究所

太一

教授

現在の素粒子論では、 自然界の基本粒子は、 クォーク
とレプトンです。 原子核を構成する陽子や中性子などや、
湯川の予言したパイ中間子などの 「強い相互作用をする
素粒子」 は、 数百種類も存在し、 実は真の 「素」 粒子
益川敏英博士 ( 左) と筆者 ( 賞発表翌日、 基礎物理学研究所にて）

ではなく、 より下の階層の基本粒子である 「クォーク」 か

2008 年のノーベル物理学賞は、南部陽一郎博士、益

ら出来ている複合状態です。 強い相互作用をしない電子

川敏英博士、小林誠博士の 3 名揃って日本人の素粒

やそのニュートリノ相棒などはレプトンと呼ばれています。

子論研究者に贈られることになりました。3 博士と
も、本 GCOE 研究拠点である理学部物理学教室や基

当時最新の弱 ・ 電磁統一ゲージ理論は、 未だ電子や

礎物理学研究所とは深い関係のある先生方で、我々に

ニュートリノなどのレプトンの理論として提出されたばかり

とっても大変うれしく、
誇らしいニュースです。特に、

で、 強い相互作用をするクォークは含まれていませんで

小林・益川両博士の今回の授賞対象となった業績は、

した。 小林 ・ 益川理論は、 先ずクォークをどのように入

両博士が本学理学部物理学教室の素粒子論研究室 ( 旧

れるかを明らかにしたうえで、 CP 対称性の破れを説明

湯川研 ) に共に助手として在籍されていた時になされ

する新しいメカニズムを考案しました。 基本的なアイデ

た仕事です。その業績を少しご紹介します。

アは、 クォークに対して、 弱い相互作用の選ぶ粒子軸
と質量固有状態の粒子軸がずれているということで、 そ

小林 ・ 益川両博士の理論は、 CP 対称性と呼ばれる自

のずれを表すユニタリ回転は今日 Cabibbo-Kobayashi-

然界における粒子と反粒子の間の対称性が、 何故、 どの

Maskawa(CKM) 行列と呼ばれています。 このメカニズム

ように破れているのかを説明する理論を提唱したもので、

が働くためには、当時 3 種類 ( 注 1 ) しか知られていなかっ

現在の素粒子の標準理論の骨格をなしています。

たクォークが、 少なくとも 6 種類 ( 3 世代 ) 存在しなければ
ならない、 ということを予言したのです。

ビッグバンによる宇宙の創成時には、 物質の粒子と反粒
子は対生成され全く同数存在します。 もし CP 対称性が

この予言がこの業績のインパクトの大きいところですが、

あれば、 宇宙が冷えて来たとき、 逆に対消滅で全ての物

これ故にこそ、 1972 年 9 月に、 出来たばかりのこの仕事

質が消えて無くなり、 現在の我々の世界は存在しなかっ

を素粒子論研究室のセミナーで小林博士が発表したのを

たことになります。 現在の物質の世界が存在するのは、

聞いた筆者や研究室のメンバーは、 「この話は方法論的

CP 対称性が完全でなく少しだけ破れているおかげです。

にはおもしろいが、 先ず本当ではないだろう」 と思ったも

このわずかな CP 対称性の破れは、 地上の素粒子実験

のです。ところが、その後の実験では新しいクォークが次々

でも 1964 年に発見されました。

と見つかり、 1995 年のトップクォークの発見に至って 6 種
類全てが確認されたのです。 また筑波の高エネルギー加

小林 ・ 益川両博士は、 1972 年当時最新の電磁力と弱

速器研究機構の Belle やスタンフォード線形加速器セン

い相互作用の統一ゲージ理論－ワインバーグ ・ サラム理

ターの BaBar の B 中間子を使った実験でも、 2001、 2 年

論－の中で、 その CP 対称性の破れが説明できるかとい

までに精密に測定され、 CP の破れが小林 ・ 益川の機構

う問題を取り上げました。

で矛盾無く説明できることが確かめられました。
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今回のお二人の受賞は、 単に京都大学大学院理学研

同時に、その当時には必ずしも信頼されていなかった 「場

究科や物理教室や基礎物理学研究所にとって大変喜ば

の理論」 の論理性を突きつめる点において朝永の伝統を

しいというだけではなく、 広く、 日本の理論物理学にとっ

引き継ぎ、 新しい種類のクォークを予言する大胆さにおい

て大きな励ましであり朗報です。 といいますのも、 小林 ・

て湯川の後継である、 と言えるからです。

益川理論は、 日本の今日の基礎物理学の基礎を築いた、

---------------------------------------

湯川秀樹、 朝永振一郎、 坂田昌一という三巨人の研究

( 注 1) 1970 年には、 実は名古屋の丹生潔博士の実験グルー

の正統的な伝統の上になされたものだと言えるからです。

プが宇宙線中に第 4 番目のクォークを発見しており、 すでに

実際、 お二人は名古屋大学の坂田研究室の出身で、 小

名古屋大学では 4 種類のクォークの存在が信じられていたこと

林 ・ 益川理論は、 先ず、 クォーク模型などの素粒子の

が、 名古屋大学出身の小林 ・ 益川に 6 種類を提唱することの

複合模型を考える坂田学派の伝統に直結した仕事です。

心理的バリアーを下げる重要な要因だったと思われます。

短報

京都大学総合博物館春季企画展「京の宇宙学」での現場レポート

—宇宙学アウトリーチの現状と今後—
京都大学理学研究科

物理学・宇宙物理学専攻

宇宙物理学教室

渡邉 皓子

大学院生 (M2)

今年の 4 月から約 4 ヶ月余りにわたり、京都大学総合博物館春季企画展
として、「京の宇宙学—千年の伝統と京大が拓く探査の未来—」というイ
ベントが行なわれました。“ 京大の宇宙学のすべてを詳しく紹介 ” という
趣旨にあるように、宇宙物理学教室、天文台、物理学第二教室、基礎物理
学研究所だけでなく、地球物理学教室、地磁気世界資料解析センター、工
学研究科、生存圏研究所、人間環境学研究科と文字通り京大の宇宙学すべ
ての頭脳を集結した、これまでにない展示内容となりました。また期間中
の週末には、院生や学部生を中心として、展示パネル解説と 4 次元デジ
タル宇宙シアターの解説が行なわれました。解説員として「京の宇宙学」
に携わった経験をもとに、宇宙学アウトリーチの現状と今後を、アンケー
ト結果に基づいて紹介します。
図１ ： 「京の宇宙学」 ポスター



春季企画展 「京の宇宙学」 は、 6 つのブースに分か

シアターでは、国立天文台の 4 次元デジタル宇宙プロジェ

れた展示パネルと、 4 次元デジタル宇宙シアターのコー

クト提供の Mitaka の上映に加え、 課題演習で作成した太

ナー、 その他宇宙に関連する様々な展示物や実験コー

陽観測衛星 「ひので」 X 線望遠鏡の世界初の立体ムー

ナーで構成されています。 土日の多い時には入館者が

ビーをわかりやすい解説つきで上映しました。

300 人を超えるという期待以上の人気を博しました。 期間

ところで 「京の宇宙学—千年の伝統と京大が拓く探査の

中の週末には、１日 3 回の企画展示解説（有志学生 1 名）

未来—」 っていう題だけど、 千年の伝統って何？という質

と、1 日 10 回の 4 次元デジタル宇宙シアター（有志生 2 名）

問に答えられる人はどのくらいいるでしょうか。 私もこの企

の上映が実施されました。 企画展示解説では、 地球 ・ 太

画展に参加して初めて知りました。 答え 「2006 年に京大

陽 ・ 太陽系、 恒星 ・ 銀河 ・ 宇宙、 電波 ・ 赤外線 ・ 可視光、

のグループが X 線衛星すざくを用いて観測した超新星

紫外線・X 線・ガンマ線、 宇宙開発、 コンピュータ・シミュ

SN1006。 その姿は直径 50 光年という火の玉であった。 さ

レーションという 6 つのブースそれぞれの展示パネルを丁

てこの超新星はいつ爆発したのか？その答えは明月記に

寧に解説し、 質問にも対応します。 4 次元デジタル宇宙

あった！有名な陰陽師、 安倍晴明の息子である安倍吉
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図２ ： （左 / 中央） ４次元シアター解説の様子

（右） 展示パネル解説の様子

昌が観測し、 藤原定家が明月記に記録したように、 1006

A 磁力線、磁気リコネクション（ 展示・学部・男 ）

年 5 月 1 日深夜、京の空に史上もっとも明るい星が輝いた。

磁力線とは、 「棒磁石のまわりに砂鉄をまいたときに見える

これが超新星 SN1006。 つまり京都の宇宙学は、 千年の時

アレ」。 そして 「磁力線はゴムのようなはたらきをして、 つ

を超えてつながっているのである !!」。 ご存知でしたか？

なぎかわると粒子を加速する！」 と言われても…。

現場の学生が感じる第一印象。 それは 「京大ってこん

A エネルギー（シアター・博士・女）

なこともやってたのか」 だと思います。 次に感じるのは 「物

「エネルギーが解放される」 と説明すると、 「熱が出るの？

理を簡単な言葉で説明するのって難しいな」。 あと 「天文

光が出るの？」 などと聞かれる。 確かにエネルギーってイ

に興味をもってくれている人は意外と多い」 という事実に

メージしづらい対象ですね。

驚きます。 私自身、 解説員をすることで宇宙学アウトリー

A 宇宙の果て（シアター・修士・男 ）

チ （ここでの対象は市民だけではない、 研究者も含めて）

「137 億光年より先の宇宙はあるの？ないの？」 と良く聞

に対して多く考えました。 そこで、 解説員をしている学生

かれるが、 「あったとしても、 我々は決して見ることができ

たちに簡単なアンケートを取ってみましたので、 その結果

ないんですよ。」 という説明が上手く伝わらない…。

を紹介します。 括弧内の “シアター” はシアター解説員、

A ダークマター、ダークエネルギー（シアター・修士・男）

“展示” は企画展示解説員、 “どちらも” は両方の解説

これらに興味のある人は多い。 が、 本当に、 良くわかって

員を行なっていた学生です。

いないんです。 見つかってないし。

Q 「京大ってこんなこともやってたのか。知らなかっ

Q「この質問には驚いた、困った。」という質問は？
（ 展示・学部・男 ）
A 「宇宙って何ですか」

A 磁気セイル（どちらも・修士・女 ）

一瞬言葉につまりますね。 あなたならどう説明しますか？

た。
」という展示は？

宇宙機周辺にごく小規模な磁気圏を作り ( ！ ) 太陽風を推

（どちらも・学部・男）
A「アポロは本当に月に行ったのですか」

進力にして ( ！ ) 進む。磁気セイルに限らず、工学部の作っ

アメリカ政府に問い合わせてください。

ている宇宙開発機器に関して、 理学部生は結構無知。

（どちらも・学部・男)
A 「月は太陽より大きいと思ってた」

A 宇宙太陽光発電（どちらも・学部・男 ）

地球から見たらほぼ同じサイズですね。

太陽電池パネルを宇宙に設置し、 マイクロ波で電力を地球
に送信する。 実現すれば、 エネルギー問題は解決する !?

A 「ウチの子どもは宇宙に興味を持っているが、もし

研究者になったとして地道に研究していれば、いつか

A 宮本正太郎先生に NASA から贈られた「アームス

は報われるんですか！？」（ 展示・学部・男）

トロング船長の足跡のレプリカの灰皿」
（展示・学部・男）

はい。 と答えていいんでしょうか。 先生教えてください。

当時の花山天文台での観測や宮本正太郎先生の研究が、

Q 言われて嬉しかった言葉は？
A 4 次元シアターが見たくて休みを取って東京から来た

宇宙学の最前線だったことを物語っている。

Q「これをどう簡単な言葉で説明したらいいんだろう。」
と悩んだことは？

んです！（ シアター・修士・男 ）

本当に日本各地からたくさんの人が見に来てくださいまし
た。 ネット上でも評判になっていたみたいです。
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、
「わかりやすかった」
A 解説終了後の「おもしろかった」

れだけでなく、 自分の専門以外の分野に対する知識の少

などの言葉も嬉しかったのですが、それよりも解説中の「へ

なさにも気づかされます。 今回実感したのは、 「研究者以

え、なるほど」
、
「そうなんですか」
、
「知らなかった」など

外だけでなく、 研究者間でのアウトリーチ」 を推し進める

の言葉のほうが嬉しかったです。
（どちらも・学部・男 ）

必要性です。 これから先、 宇宙学は少しずつ、 あらゆる

これは解説をした誰もが感じたことではないでしょうか。 興

研究を統合して理解を確立する、 というフェーズに入って

味を持って聞いてくれると、 解説する側の気合いも違いま

いくと期待しています。 だから我々は、 自分の研究分野

す。 ついついノリすぎて、 話が長くなってしまうことも…。

だけに視野を狭めてはならず、 いつも外に向けて発信し、

A 言葉ではないが、拍手（シアター・学部・男 ）

相互理解をしていかなくてはなりません。 最後に、 こんな

自信のない説明、 事務的すぎる説明、 どちらも人の心は

感想を残してくれた人がいますので、 その感想を読みな

つかめません。 たとえ拙くても、 一生懸命に伝えようと頑

がら、 締めくくりたいと思います。

張ると、自然と拍手が起こります。 本当に嬉しかったです。

「解説を通して、 自分たちの住む世界について自分自
身の理解がひどく曖昧なんだということを思い知った気がし

全体として、 皆さん研究者でない人たちに向けてアウト
リーチを行なうことに対して、 意識が高まったようです。 そ

ます。今回、 展示解説をする事ができたのはとても有益で、
貴重な体験だったと思います。」 ありがとうございました。

編集後記
新しいグローバル COE が始まり、 再び広報活動にたずさわるこ

できるだけ多くの 「本物」 に接してもらおうというのが目的です。 まだ

とになりました。 今度は、 アウトリーチ委員会とカタカナ語ですが、

会員も資金も少なく、 運営は容易ではありませんが、 NPO 主催の観

21COE の広報委員会と基本は同じです。 ただ、 以前の５年の経験を

望会、 見学会、 講演会に参加される市民の方々や子供たちの喜ぶ

ふまえて、 広報 （アウトリーチ） 活動をさらに発展させたいと思って

姿を見るにつけ、 NPO をたちあげて良かったとつくづく思います。 何

います。 ちまたでは、 理科嫌い、 物理離れが言われて久しく、 危機

よりも、 我々がおもしろいと思うことを一緒におもしろいと思ってもらえ

感がまん延していますが、私見では、これは「学校の先生の理科嫌い、

たときは嬉しいものです。 京大総合博物館で開催された企画展示「京

物理離れ」 を表しているにすぎないと思っています。 理科嫌いの先

の宇宙学」 もそういう精神で世話人代表を引き受けました。 本ニュー

生から教わったら、 理科を好きになるはずがないでしょう。

スレターにも報告されているように、 この展示では、 展示を見た人だ

ではなぜ先生は理科が嫌いなのか？ おそらく、 それは 「本物」
に接したことがないからだと思います。 教科書に書かれていることだ

けでなく、 一緒に手伝ってくれた学生や院生諸君までも、 エンジョイし
てくれたようで、 大変嬉しいことでした。

け見ても、自然のおもしろさ、物理のおもしろさは決してわかりません。

本ニュースレターの発行やGCOE 主催の市民講座を通して、できる

自然に接し、 実験や観測を行ない、 自分で計算し、 自分の頭で考え

だけ多くの人々に「本物のおもしろさ」 を伝えて行きたいと思っていま

て（教科書に書いてあることはわからんと、 アホな質問をいっぱいし

すので、今後とも皆さまのご支援ご協力を、よろしくお願い申し上げます。

て）、 ようやく 「おもしろさがわかる」 ようになるのだと思います。

本ニュースレターの発行が間近になったとき、南部先生、益川先生、

そういう意味では、 我々のように毎日 「本物」 に接して人生をエン

小林先生のノーベル賞受賞の嬉しいニュースがありました。 益川先

ジョイしている人種の責任はきわめて大きいと思います。 そういう反省

生、 小林先生は本物理教室で教員をされていたこともあり、 お弟子

も込めて、 私自身は数年前、 花山天文台周辺の市民の皆さんの助

さんの九後先生が、 これぞ 「本物」 という興味深いエピソードを書い

けを得て、 NPO 花山星空ネットワークという活動を始めました。 花山

てくださいました。 益川 ・ 小林両先生にお祝い申し上げますとともに、

天文台の天体望遠鏡や施設などを使って観望会や見学会、 講演会

九後先生にはタイムリーな執筆を、 ありがとうございました。
（柴田一成）

などを開き、 宇宙科学、 自然科学の普及活動を行なうのが目的です。
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