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　2009 年 10 月 31 日、京都大学百周年時計台記念館大ホールにおい

て、京都大学グローバル COE「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」

主催の第２回市民講座「宇宙と物質の謎に迫る」が行われました。こ

れは物理学における最先

端の成果を広く一般市民

の方々に知って頂くこと

を目的としており、今回

は川上則雄教授（物理学

第一教室、凝縮系理論）、

嶺重慎教授（宇宙物理学

教室、理論宇宙物理学）、

今井憲一教授（物理学第

二教室、原子核・ハドロ

ン物理学）のお三方に、「宇

宙と物質の謎に迫る」最

新の研究成果やその意義

を分かり易く講演して頂

きました。

　当日は天候にも恵まれ、

会場は 330 名もの参加者

で賑わいました。その中

には、中学生や高校生といった若い方や女性の方も多く、幅広い層の

方が物理に興味を持って下さっていることが分かりました。2010 年 2月 1日 発行 NO.6
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図１：市民講座当日の京都大学百周年時計台記念館

第２回 市民講座

          「宇宙と物質の謎に迫る」

京都大学大学院理学研究科

宇宙物理学教室 M1

1.　「宇宙と物質の謎に迫る」

京大グローバル COE「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」

蔵本哲也

図２：会場受付の様子

市民講座報告
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　講演に先立ち、今回司会を務められた柴田一成教授

（附属天文台、太陽宇宙プラズマ物理学）からご挨拶

があり、この市民講座の趣旨や講演の進行予定につい

て説明がありました。

　次いで、グローバル COE リーダーの川合光教授（物

理学第二教室、素粒子論）が、京都大学グローバル

COE の「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」と

いうテーマについて説明されました。このテーマを理

解するには、まず「創発」という言葉について説明す

る必要があると思います。「創発」とは、「基本法則か

らは容易に演繹できない新しい現象の発現」を表す言

葉です。もっと分かり易く言うと、我々には予想もで

きないような多様で新しい現象が現れることを意味し

ています。このような現象は、一度見つかってしまえ

ば基本方程式を用いて説明することが出来ますが、逆

に基本方程式から現象を予想することは極めて難しい

のです。そのため、自然界では我々がまだ知らないよ

うな無限に多様な現象が創発していると考えられま

す。次に「普遍性」についてですが、これは素粒子か

ら宇宙に至るまでの全ての階層に共通して成り立つ基

本法則や、いろいろな系について広く成り立つ法則を

探求していこうというものです。この「普遍性」と「創

発性」は互いに独立なものではなく、一方の発展が他

方の発展を促すという形で人類の自然認識を進歩させ

てきました。一例を挙げれば、ノーベル賞を受賞され

た南部陽一郎先生の「自発的対称性の破れ」も、物性

分野で創発した超伝導の考え方を素粒子分野に応用す

ることによって理解されたものです。このような「普

　川上則雄教授は、グローバル COE の「普遍性と創

発性から紡ぐ次世代物理学」というテーマにちなみ、

特に創発性に関係する話題として、超伝導についてお

話下さいました。

   

　1911 年、オランダのカマリン・オネスは、水銀の

電気抵抗が 4.2K 以下でゼロになることを発見しまし

た。これが超伝導の発見です。超伝導には永久電流

や完全反磁性といった特異な性質があり、これらは

リニア新幹線や医療機器などの様々な分野に応用さ

れています。また、超伝導に関する多くの研究に対

してノーベル賞が授与されてきたことからも、超伝

導が物性科学の「スーパースター」であるというこ

とが分かります。

遍性」と「創発性」の関係を物理学の本質としてとら

え、それを通じて次世代の物理学を積極的に開拓して

いくことが本グローバル COE の目的なのです。

2.　司会・グローバル COE リーダーあいさつ

図 3：講演の進行予定を説明する柴田教授

図 4：京都大学グローバル COE のテーマについて説明する川合教授

３．「超伝導のふしぎ～マクロな量子現象～」
                                     　 　川上則雄教授

図 5：超伝導について講演する川上教授
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状態になります。ところが、ボーズ粒子の場合は、一

つのエネルギー準位にいくつでも入ることができるの

で、極低温下ではほとんどの粒子がエネルギーの最も

低い準位に集中することになります。これはボーズ粒

子に特有の現象であり、ボーズ・アインシュタイン凝

縮と呼ばれます。またこの時、各粒子の波動が足並み

を揃えることによってマクロな波動が生じます。この

状態を超流動と呼び、物質が粘性無しに流れるなどの

特異な性質を示します。

　ここで、固体中の電子について考えてみましょう。

電子はフェルミ粒子ですので、単純に考えるとボーズ・

アインシュタイン凝縮は起こらないように思えます。

しかし、電子には上向きのスピンを持ったものと下向

きのスピンを持ったものの二つがあり、これらの間に

引力相互作用が働くことで電子のペアが出来ます。こ

うして出来た電子ペアはボーズ粒子として振る舞うの

で、ボーズ・アインシュタイン凝縮を起こし、超流動

性を示します。実は、これこそが超伝導なのです。

   

　以上のように理解されている超伝導ですが、もちろ

ん全てが分かっているわけではありません。それまで

知られていた温度よりも高温で超伝導を起こす物質が

次々に発見されていますし、新しいメカニズムの予

言・検証、最先端技術への応用も行われています。ま

た、南部陽一郎先生が超伝導の考え方を素粒子分野に

応用することで「自発的対称性の破れ」を発見された

ことに象徴されるように、超伝導の研究は従来の分野

の境界を越えてどんどん広がっています。まさに、超

伝導はグローバル COE のテーマである「普遍性と創

発性から紡ぐ次世代物理学」の典型例であると言える

でしょう。

　超伝導は、物質が波動性を持つという量子力学的な

現象が、マクロなスケールで現れた現象だと言えます。

そのため、これを理解するには量子力学だけでは不十

分で、ミクロな粒子がたくさん集まった時にどのよう

な振る舞いをするのかを知っておく必要があります。

私たちの世界に存在する粒子は、その性質によって

ボーズ粒子とフェルミ粒子の二種類に分類されます。

ボーズ粒子は互いに引き付け合うような性質を持ち、

一つのエネルギー準位にいくつでも入ることができま

す。これに対して、フェルミ粒子は互いに反発するよ

うな性質を持ち、一つのエネルギー準位には一つの粒

子しか入ることが出来ません。このミクロな粒子の性

質の違いが、マクロな物質の性質の違いとして現れて

くることになります。  

その一例が、ボーズ・アインシュタイン凝縮という現

象です。フェルミ粒子は一つのエネルギー準位に一つ

しか入ることが出来ないので、極低温下においてはエ

ネルギーの低い準位から順に粒子を積み上げたような

図 6：ボーズ粒子とフェルミ粒子

図 8：電子ペアによる超伝導の説明

図 7：ボーズ・アインシュタイン凝縮
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　ブラックホールは SF などの題材にされることも多

く、多くの人が興味を持っている天体ではないでしょ

うか。現在では、ブラックホールは単なる空想ではな

く確かに存在すると考えられており、宇宙の進化につ

いて研究するうえで欠くことのできないものになって

います。そこで今回は、ブラックホールやその周辺の

極限的環境の理論研究を専門にされている嶺重慎教授

に、ブラックホールと宇宙の進化について話していた

だきました。

　ブラックホール

という言葉が作ら

れたのは比較的最

近のことですが、

その考え方自体

は 18 世紀にまで

遡ります。天体の

重力に逆らってそ

の天体から脱出す

るには、大きな運

動エネルギーが必

要です。例えば、地球から脱出するためには 11km/s、

太陽から脱出するには 600km/s もの初速度が必要に

なります。天体の重力による位置エネルギーは天体の

半径に反比例するため、天体の質量を一定に保ったまま

半径を小さくしていくと、やがて光速でも脱出できない

ほど重力の強い天体が出来るとことになります。これが

ブラックホールです。どの程度まで小さくすればいい

かというと、太陽であれば 3km(20 万分の 1)、地球な

ら 1cm(6 億分の 1) まで圧縮しなければなりません。

　このようにして考え出され、その後も理論的研究が

進められたブラックホールですが、それが実在するの

かについてはなかなか信じられませんでした。しかし、

1960 年代に誕生した X 線天文学によって、大きく状

況が変わることになります。多くのブラックホール候

補天体が発見されるようになったのです。その最初の

例が、小田稔先生が研究されたはくちょう座 X-1 と

いう天体です。こうして、ブラックホールの存在は理

論と観測の両面から支持されるようになり、多くの人

に受け入れられるようになったのです。

　ここで、ブラックホールの「見え方」について考え

てみたいと思います。ブラックホールは、光速でも脱

出できないほど重力の強い天体ということでした。で

は、どうやってブラックホールを観測しているので

しょうか。実は、観測しているのはブラックホールそ

のものではなく、ブラックホールに落ち込んでいる周

辺のガスだったのです。ブラックホールは非常に重力

が強く、周辺のガスは非常に大きい位置エネルギーを

持っていることになります。この重力による位置エネ

ルギーは、ガスが落ち込んでいくにつれ、運動エネル

ギーに変換されていきます。これだけならガスの速度

が上がるだけで、ガスが明るく輝くことはないのです

が、この時に摩擦が働くことによりガスの持つエネル

ギーの一部が熱エネルギーに変換されます。そして、

この熱エネルギーが放射エネルギーに変換されること

で、ガスは輝いているのです。この時、ガスは一千万

度以上の高温になっているので、放射される電磁波は

X 線を中心としたものになります。このため、ブラッ

クホールを観測するには X 線観測が非常に重要になっ

てくるのです。（もちろん、ガスからは電波や赤外線

などの X 線以外の電磁波も放射されており、それぞ

れが重要な知見を与えてくれます。）

　最後に、ブラックホールが宇宙の進化に及ぼす影響

について考えてみましょう。ブラックホールは強い重

力で周囲の物質を何でも吸い込んでしまう天体です。

これは正しいのですが、実は同時に莫大なエネルギー

の供給源でもあるのです。ブラックホールに吸い込ま

れた物質やエネルギーの約一割は、電磁波や高速ガス

４．「ブラックホールと宇宙の進化」
　　　　　　　　　　　　　　　  嶺重慎教授

図 9：ブラックホールについて講演する
               嶺重教授

          図 10：近傍銀河の X 線画像
（光っているものはほとんどブラックホール）
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流として放出されていることが知られています。この

ガス流はジェットと呼ばれ、光の速さに近いほどの

高速で噴出しています。その長さは、長いものでは数

百万光年にわたって伸びており、銀河間空間に強い影

響を及ぼしていると考えられます。また、こうして宇

宙空間にばらまかれた物質は、やがて新しい星を形成

していくことになります。このように、ブラックホー

ルは単なる「破壊者」ではなく、銀河形成において非

常に重要な役割を果たしているのです。

　宇宙にはダークマターと呼ばれる目に見えない物質

が、見える物質の何倍も存在していると考えられてい

ます。しかし、ダークマターの正体はまだ分かっておら

ず、その正体を突き止めるべく世界中で研究が進められ

ています。今

回、今井憲一

教授はダーク

マター探索の

現状と今後に

ついてお話下

さいました。 

　まず、なぜ

ダークマター

などという不

思議 な 物 質

の 存 在 が 考

えられているのかについて考えてみましょう。我々

の住む銀河系は回転運動をしていることが知られて

います。銀河系内の天体には、この回転による遠心

力と銀河系中心方向に向かう重力の二つの力が働い

ていると考えられます。この時、二つの力の釣り合

いを考えると、天体の回転速度は、銀河系中心から

の距離の 1/2 乗に反比例していることになります。

つまり、銀河系中心から離れたところにある天体ほ

ど、回転速度が遅くなっているはずなのです。しか

し、実際の回転速度を調べてみると、銀河系中心か

ら離れた所でも、回転速度がほぼ一定になっていま

す。これは明らかに矛盾しています。この理論と観

測のズレを埋めるには、銀河系の質量が銀河系中心

からの距離に比例して増加しているという仮定を導

入しなければなりません。しかし、星や星間ガスな

どの目に見える物質は銀河系の外にいくにつれてだ

んだんと減少していくので、これだけで仮定を満た

すことはできません。そのため、銀河系の等速回転

を説明するためには、何か目に見えない物質の存在

を仮定しなければならないのです。この話は、我々

の銀河系だけに限った話ではなく、他の多くの銀河

にも当てはまります。そのため、このことは宇宙に

多量のダークマターが存在していることの証拠の一

つと考えられています。

　それでは、ダークマターの正体とは一体何なので

しょうか。現在、候補としては惑星やブラックホー

ルなどの「見えない星」と素粒子理論から予言され

る「未知の素粒子」の二つが考えられています。まず、

「見えない星」について考えてみましょう。アメリ

図 11：ブラックホールから噴き出すジェット

５．「宇宙暗黒物質の謎と未知の素粒子」
　　　　　　　　　　　　　　今井憲一教授

図 12：ダークマターについて講演する今井教授

図 13：銀河の回転速度
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アクシオンですが、これは Strong CP 問題から予

想されている素粒子です。現在の標準理論に従う

と強い相互作用において CP 対称性（粒子と反粒子、

左と右の対称性）が破れることが予想されるので

すが、実際に実験を行ってみると CP 対称性は厳密

に成り立っています。これを Strong CP 問題といい、

この問題を説明するために考え出されたのがアク

シオンという粒子です。

　京都大学でも、これらの粒子を検出するための

実験が行われています。例えば、神岡鉱山の地下

に設置したガス検出器でダークマターの「風」の

検出を目指す NEWAGE という実験があります。こ

れは主に重いニュートラリーノを対象とした実験

です。また、Rydberg 原子という高励起状態の原

子を用いたアクシオンの探索実験も行われていま

す。どちらの実験もまだダークマターを捉えるに

は至っていませんが、今後の展開に注目が集まっ

ています。もしダークマターが見つかればノーベ

ル賞級の大発見ですし、仮に見つからなかったと

しても、かつてエーテルという実際には存在しな

い仮想的物質を探す過程で相対性理論が生み出さ

れたように、物理学の革命的発展につながるかも

しれません。存在していてもいなくても、今後の

物理学の進展を大きく左右する物質、それがダー

クマターなのです。

カの WMAP 衛星による精密観測の結果、宇宙背

景放射にわずかなゆらぎがあることが分かりまし

た。宇宙背景放射とは、ビッグバンの数十万年後

に宇宙が晴れ上がった時の光で、宇宙初期の情報

を知るための重要な観測手段です。WMAP 衛星が

捉えたゆらぎを詳しく調べた結果、宇宙の全エネ

ルギーの 72%はダークエネルギー、24%はダーク

マター、4%が通常の物質であると分かりました。

宇宙背景放射が生じた宇宙初期にはまだ星は形成

されていません。その時期からダークマターが存

在していることを考えると、ダークマターの正体

が「見えない星」である可能性は低いといえるで

しょう。

 　次に、「未知の素粒子」について考えてみましょ

う。これについてもいくつかの候補が考えられて

いますが、その中でも特に有力なのがニュートラ

リーノとアクシオンです。ニュートラリーノとい

うのは、超対称性理論から存在が予言されている

素粒子のことです。超対称性理論によると、宇宙

の初期には全ての粒子に対して超対称粒子（フェ

ルミ粒子に対してボーズ粒子、ボーズ粒子に対し

てフェルミ粒子）が存在していたと考えられます。

それらは時間とともに崩壊していくのですが、そ

の中で最も安定な粒子は現在でも残っていると考

えられます。それがニュートラリーノです。次に

図 14：WMAP 衛星が捉えた宇宙背景放射のゆらぎ
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　それぞれの分野についての講演が終了した後、講師

の先生方にグローバル COE リーダーの川合教授を加え

た、四人の先生方によるパネルディスカッションが行

われました。このパネルディスカッションは、参加者

からの質問に講師が回答・議論するという形式で進め

られました。「超伝導において電子ペアが出来るメカニ

ズムはどうなっているのか」、「ブラックホールの中は

どうなっているのか」、「加速器でより高いエネルギー

図 16：パネルディスカッションの様子

を得るにはどういう方法があるのか」など様々な質問

が出され、先生方もそれぞれに丁寧に回答されていま

した。どの質問からも参加者の意識の高さが感じられ、

非常に有意義な時間になったと思います。

  

　パネルディスカッション終了後は、希望者と講師の先

生方による茶話会が行われました。和やかな雰囲気の中、

講演の内容や最新の物理学についての質問・議論が行わ

れ、会は大いに盛り上がりました。

図 17：茶話会の様子

図 15：アクシオン探索実験の装置概念図

６．パネルディスカッション・茶話会
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　小林氏は大学院時代とその後の研究についての講演を

行い、京都大学での生活を「基本的に物理をやっていれ

ばいいという生活で楽しかった」と語りました。講演後

には質問が多数挙がり、「学生時代にしたことで後に物

理学者として役に立ったことは何でしょうか？」という

質問に対しては「自由な雰囲気で突っ込んだ議論ができ

たこと」と答えました。また、物理の面白さに関する質

問では、「理論が現実に正されるそのプロセスが面白い」

と語りました。

 

　次の益川氏の講演は、アドリブ形式で行われました。

小学校時代、グループ学習のために行った図書館で本を

取り出したとき、震えるような緊張を感じたこと、卒業

理学研究科物理学・宇宙物理学教室はこれま
で京大で研究を行ったノーベル物理学受賞者、
湯川秀樹氏、朝永振一郎氏の写真を飾ってき
ましたが、一昨年の小林誠・高エネルギー加
速器研究機構名誉教授と益川敏英・京都大学
名誉教授のノーベル物理学賞受賞を受け、両
氏の写真がこのたびここに加えられることに
なりました。

　これを祝って昨年１０月５日、同教室は両氏を招き、本学理学部
六号館にて「受賞記念写真除幕式及び講演会」を開催しました。
　受賞直後に行われた講演会では、全学から人が殺到し物理を学ぶ学
生が入ることができない事態が発生しました。そこで、今回の記念講
演会は理学部で物理学を学ぶ学部生、院生を対象に行われました。　
講演中、京都大学時代の両氏の写真がステージに投影されました。 

小林誠先生・益川敏英先生ノーベル物理学賞
受賞記念写真序幕式及び講演会

小林誠先生・益川敏英先生ノーベル物理学賞
受賞記念写真序幕式及び講演会

短報
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文集で「星の進化」の読書感想文を書いたことなどのエ

ピソードから始まり、大学で厳密な数学に出会った時の

カルチャーショックや、数学の問題が書かれた決闘書が

授業中に同じクラスの人から送られた話などを話して

いると、大学院に入る話にたどり着くまでに講演終了

予定時間を過ぎてしまいました。そこから三十分ほど

講演は延長し、ノーベル賞受賞の功績となった小林氏

との共同研究の話まで進みました。そして益川氏が一ヶ

月かかって書いた論文の下書きを小林氏に半分まで削

られてしまったことなどのエピソードを語ったところ

で話は終了しました。

 

　講演後、再び学生から多く質問が挙げられ、「十年先

の物理をどう見つめていますか？」との質問に対して

は、「過去の事例から考えて、（理論で予言されている）

超対称性やヒッグス粒子は出てくると思うが、ただ見つかるだけでなく人間が想定していなかった

ものも付随しながらこの世に現れるだろう」と益川氏は語りました。

　講演終了後、写真除幕式が行われ、両氏の手により幕が下ろされ、式典に集まった教官と学生達

に写真が披露されました。

 　式典後、北部生協二階にて懇親会が行われ、物理学教室の院生らが両氏を囲んで歓談し、この

日の行事は終了しました。

平田朋義
京都大学大学院理学研究科物理学第二教室
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１. 銀河系の中心、超巨大ブラックホールの爆発現象

　天の川銀河の中心には、質量が太陽の約 400 万倍もある超巨大ブラックホール「いて座 A スター」

があります。銀河系の中心には、星やガス、塵などが集中し、非常に混み合った場所でもあります。そ

の中からブラックホールだけを取り出すためには、世界最大級の望遠鏡が必要です。また塵に邪魔さ

れずブラックホールを見るためには、可視光ではなく赤外線や X 線などで観測をしなければなりませ

ん。さらに星のまたたきの原因である、地球大気のゆらぎの影響を消すような技術が必要です。そこで、

8.2m の口径をもつすばる望遠鏡と近赤外線カメラ CIAO、さらに大気ゆらぎを補正する補償光学システ

宇宙物理学教室　銀河・観測装置グループ
スタッフ
教授　   長田哲也、太田耕司
准教授   岩室史英　　
助教　   菅井肇、冨田良雄

研究室紹介

宇宙物理学教室、銀河・観測装置グループでは、銀河や星間物質、銀河における星形成、クエーサー等
の活動銀河核、等の観測的研究を行っています。同時にこれらの観測のための望遠鏡や観測装置の開発
も行っています。グループのメンバーはそれぞれ独立に活動していますが、互いに協力しあっている部
分もあり、ゆるい連携のもとで研究を推進しています。以下に本グループで行っている研究や装置開発
についていくつか簡単に紹介します。

図１（左）銀河系の中心領域の近赤外線 (2.2 μ m) 画像（右）左図中央の拡大図。中心の丸の中にブラックホールがある。
上はブラックホールが暗いとき、下は輝いているとき。
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ムAO36を使い、非常にシャープな画像を取得、混み合った領域でのいて座Aスターの観測を行いました。

　2008 年 5 月 28 日には、一晩のうちに 3 回の爆発 ( フレア ) 現象が観測されました。まず観測開始直後、

最初のフレア現象が起きました。これは比較的暗く、継続時間の長いフレアです。2 番目のフレアは最

も強く、40分程度の継続時間でした。最後のフレアは最も短い時間(6.5分)での増光/減光を示しました。

6.5 分の変動は、この現象が「いて座 A スター」の半径（シュバルツシルト半径）の約 10 倍という、ブラッ

クホールのごく近傍で起こっていることを示しています。

　フレアの明るさと偏光度の時間変化をモデル計算と比較すると、フレアを起こしている現象を解

明するヒントが得られます。観測された時間変化の特徴は、“ 高温ガスの塊がブラックホールのす

ぐ近くを高速で回転している ” というモデルで予想されるものとよく似ています。このモデル計算

では、ブラックホールによる重力レンズ効果と、ガスが高速回転することによるドップラー効果と

が明るさ、偏光度の時間変化の主な要因であるとされています。これらの推測が正しければ、ブラッ

クホール近傍で起きている相対論的な現象が、「いて座 A スター」のフレアを起こしているという

ことになります。

２. 銀河系中心部での磁場構造

　銀河系の中心部で星間ガスがどのようなふるまいをして、星が誕生していくのか、そのエネルギー

をつかさどるものの一つが磁場だと考えられます。ところが、私たちの銀河系のような渦巻銀河の中

心部で磁場がどちらの方向を向いているのか、実は良くわかっていません。一方では、銀河系の中心

部にはシンクロトロン放射をしているプラズマの雲が電波で多数観測されており、その形状や偏光の

観測から、銀河系の渦巻の面に垂直な成分の磁場があるとされてきました。他方、やや低温の雲の中

にはいびつな形の固体微粒子が散在し、磁場の中で、ある一方向にそろっていて、偏光した熱放射を

している様子が検出されています。それらによると、銀河系の渦巻の面に沿った成分の磁場が卓越し

ているというのです。

　そこで、私たちは南アフリカに設置した口径 1.4m の赤外線望遠鏡に近赤外線の偏光撮像装置を

取り付けて、小口径望遠鏡ならではの広い視野にわたって高精度の偏光観測を行いました。通常の

星から発した光や赤外線はほとんど偏光していませんが、前述の固体微粒子が吸収散乱して、その

際に、微粒子の向きがある特定の方向にそろっている場合には偏光が生じます。ここでは固体微粒

子からの放射ではないので、「やや低温」の雲でなく「きわめて低温（熱放射はほとんど出さない）」

の雲から「かなり高温」の雲まですべてが偏光発生に寄与します。こうして、銀河系中心部の背景

にある星の偏光を使って、銀河系中心部の磁場の全体構造を探ったところ、プラズマの雲が存在す

る場所では乱れていて渦巻の面から垂直成分があるものの、おおむね面に水平な磁場が描き出され

ました。ところどころ乱れた磁場の中で、ガスが星になっていっているのが私たちの銀河系中心部

の姿なのかも知れません。

３. 銀河衝突による星形成を京都三次元分光器でとらえる

　京都三次元分光器第２号機 (Kyoto3DII) は多機能を備えた装置で、現在は、ハワイにあるすばる望遠

鏡に取り付けられています。この装置はフィルターを用いた撮像、スリット分光、といった標準的な機

能を装備した上で、さらに二つの大きな機能を持っています。一つはファブリペロ分光撮像機能です。
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これは２枚の平行反射面間の干渉条件を満たす色 ( 波長 ) の光だけを選択して天体像を得る事ができる

というものです。さらに反射面間の距離を自由に調節することにより、目的の波長に合わせた観測が行

えます。もう一つが面分光機能です。これは読んで字のごとく、面全体を一度に分光してしまうのです。

ここではファブリぺロ観測の例を紹介します。

　銀河同士が衝突するということを想像したことがありますか？実は、銀河同士の衝突は全く珍しい

ことではありません。私達の住む天の川銀河と、お隣のアンドロメダ銀河は約 30 億年後に衝突し、

大きな楕円銀河となる可能性があると考えられています。また大、小マゼラン雲は天の川銀河からの

潮汐力で形が大きく崩れており、まさに我々の銀河へ落ち込もうとしています。このように銀河の衝

突、相互作用は宇宙では頻繁に起こっている現象です。これらの現象を観測的に調べることは、どの

ように銀河が進化をしているかを調べる上で非常に有用な手段となり得るのです。

　私たちは Kyoto3DII をハワイ大学の 2.2m 望遠鏡にとりつけて、不規則銀河 Mrk297 の姿を捉える

ことに成功しました。図２に示さされる Mrk297 はとても変わった姿をしています。このような奇

妙な姿の説明として Mrk297 は異なる二つの銀河同士の衝突の結果として出来たのではないかとい

うことが考えられています。

　Mrk297 の特徴的な構造として沢山のクランプ ( こぶ ) 構造が見てとれます。その一つ一つは星形成

領域で、そこではたくさんの星が産声をあげています。クランプはそこで誕生した高温度星により電離

された水素ガス ( 星の材料 ) の姿なのです。また、Mrk297 はそのサイズが天の川銀河よりも小さいな

がら、天の川銀河より活発に星を作っています。これは銀河の合体により水素ガスが急激に圧縮され、

星形成が急速に促進されたためだと考えられています。このように星形成が盛んな銀河はスターバース

ト ( 爆発的星形成 ) 銀河と呼ばれており、銀河の合体、相互作用はその引き金になることが観測的研究

で確かめられてきています。このようにスターバースト銀河は我々に宇宙のダイナミックな活動性を悠

然と見せつけているのです。

図 2　Mrk297 の電離水素領域 (H α :6563Å ) での姿。色の違いは光の強さの違い ( 青→赤→黄の
順に強くなる ) を表している。観測はハワイ大学 2.2m 望遠鏡にて行われた。
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　銀河がいつどのようにして形成され、どのようにして現在見られるような銀河へと進化したかを理

解することは銀河天文学の最も重要な課題の一つとなっています。この問題を解決するために、遠方

にある（すなわち昔の宇宙にある）銀河を大量に探査し、それらの性質を探る事が不可欠です。 私

たちのグループでは、今からおよそ 120 億年以上前の宇宙にある言わば「生まれたて」の銀河を探

査し、その性質を探る研究を行っています。

　私たちは、すばる望遠鏡を用い、ライマンブレイク法と呼ばれる、銀河間にある中性水素ガス

の吸収が作り出す特徴的なスペクトルの形（ライマンブレイク）を、広帯域フィルターを用いて

とらえる方法により、赤方偏移が 5 付近 ( 宇宙が始まっておよそ 10 億年後の時代 ) にある銀河

を大量にサンプルすることに成功しました。また、Spitzer 宇宙望遠鏡を用いた中間赤外線領域

の観測データも用い、これらの銀河の詳細な性質を調べる研究を行っているところです。それに

よると、これらの銀河が持つ平均的な星質量は 109 太陽質量と現在の銀河と比べるとかなり小さ

い事が分かってきました。さらに、これらの銀河の年齢は数千万年程度と比較的若く、活発な星

形成活動を行なっている銀河であることも分かってきました。図３に例として赤方偏移 4.7 にあ

る銀河の各フィルターでのイメージを挙げます。この銀河の星質量は約 1010 太陽質量と同世代

の中では重たい方ですが、現在の「大人」のような銀河に比べると 10 倍程度小さな質量です。

成長は急激で、１年に 400 太陽質量もの星を作り続けています。しっぽのような構造が見られ

ますが、前節に紹介があったように銀河相互作用によって活発な星形成が起こっているのだろう

と推測されます。サイズも現在の銀河の数分の１です。つまり、人間でい言えば、まさに急成長

している赤ん坊といったところです。しかし、この赤ん坊がどのような青年期を経て大人の銀河

になっていくかはまだ謎のままです。

　もっと若い銀河を探すことも重要ですが、非常に観測が難しくなってきます。そこで、ガンマ

線バーストと呼ばれる極めて明るい天体現象を用いてより昔の宇宙を探り、天体形成がいつ始

まったかを追究しようという研究も行っています。ガンマ線バースト（の１タイプ）は、重い星

の最期の爆発に伴うと考えられており、宇宙が始まって２億年の時代に出現したとしても地上で

観測可能と予想されています。もしこのような天体を検出することができれば、その時代にはす

でに天体が存在していたことが立証されることになります。この光を地上の近赤外線でとらえよ

うというプロジェクトを国内に配置した中小口径望遠鏡群でとらえようという野心的な試みを

行っています。

図３　宇宙年齢１２億年頃の銀河。左から V, Ic, z’, 3.6µm, 4.5µm バンドで見た姿

４. 生まれたての銀河を探す
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　岡山 3.8m 新技術光学赤外線望遠鏡計画は、国立天文台岡山天体物理観測所内 ( 岡山県浅口市 ) に、

新技術を用いた口径 3.8m の光学赤外線望遠鏡（以下、3.8m 望遠鏡。図４）を建設し、次世代望遠鏡

の建設に必要な技術開発を行なうとともに、上記ガンマ線バーストなどを含む突発天体現象や星・惑星

形成の現場等の観測を通して、日本における天文学研究を大学間連携により一層推進するものです。京

都大学大学院理学研究科宇宙物理学教室・附属天文台、国立天文台岡山天体物理観測所、名古屋大学Ｚ

研、( 株 ) ナノオプトニクス・エナジーが協力して計画を進めており、2012 年のファーストライトを目

指しています。

　3.8m 望遠鏡の研究課題は、大きく分けて 2 つあります。第 1 は、3.8m 望遠鏡の建設を通じ

た技術的課題の開発研究です。将来の超大型望遠鏡製作に向けた基礎的な実験開発を推進し、

同時に新しい観測装置や観測方法を開発することを狙っています。第 2 は、アクセスの良い国

図４　3.8m 新技術望遠鏡完成予想図

５. 岡山 3.8 ｍ新技術望遠鏡の開発製作
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内の専有望遠鏡（「ホームテレスコープ」として活用する）という利便性を活かした天文学課題

の研究です。中口径望遠鏡の機動性と、専有性を活かした世界で最先端の研究を行うことを狙っ

ています。

　口径は 3.8m と中口径ですが、国内初の分割式望遠鏡 ( 複数の小さい鏡を組合せて 1 枚の鏡とする望

遠鏡 ) を採用し、次世代超大型望遠鏡のプロトタイプとして、1) 研削による反射鏡の製作、2) 分割鏡の

支持・制御、3) 軽量架台などの技術の開拓を目指しています。これらの 3 つの技術は今後の大型望遠

鏡の建設に必要であり極めて重要なものです。望遠鏡に用いる反射鏡は従来、研磨 ( パッドを回転させ

ながら加工面にあて、圧力をかけて磨く方式 ) で製作されていましたが、大量の鏡を製作するには時間

とコストがかかります。これに対して研削とは回転する砥石の位置を精密制御することで加工面を削る

方式です。研磨よりも効率よく加工できますが、加工面の精度は研磨の方が優れていました。しかし現

在、砥石の位置を精密に制御する技術が高まった為、3.8m 望遠鏡では世界で初めて研削方式を採用し、

新方式で製作された鏡の性能を、望遠鏡を通して実証します。また、分割鏡を 1 枚の鏡として機能させ

る為には、それぞれの鏡の位置を 50nm 程度で制御する技術が必要になってきます。更に、次世代超大

型望遠鏡では従来の望遠鏡よりも強くて軽い架台が必要で、3.8m 望遠鏡ではそのプロトタイプとなる

軽量トラス架台を用います。

　ところで、現在、日本を中心とした地球の半球の中には、口径 3m を超える光学赤外線望遠鏡は

あまり存在しません。その為、3.8m 望遠鏡が完成すると、この地理的条件を利用して、ガンマ線バー

ストやブラックホール天体などの突発天体現象 ( 現象の継続時間が短く、また頻度も少ない現象で、

国際的観測が不可欠となる ) を、有利な条件で分光・偏光観測できる可能性が期待されます。また、

ホームテレスコープとして、独自に系外惑星探査を進めること、超高分散分光観測により星・惑星

系形成領域の物理を極めることなどにより、天文学の最先端を切り開くことを目指してします。

　3.8 ｍ望遠鏡は、国内最大の光学赤外線観測天文学の研究拠点として、国立天文台、産業界との

密接な連携の下、大学連携で共同運用するものです。中口径の望遠鏡ならではの機動性と専有性、

また国内からのアクセスの良さを活かした研究プロジェクトを大学間連携等の仕組みを使って行

なっていくことで、各大学の天文学研究を活性化し、人材育成に大きな効果をあげることが期待さ

れています。

６. ファイバー多天体分光器（FMOS）

　私達のグループでは、すばる望遠鏡用の Fibre Multi-Object Spectrograph (FMOS) というユニークな観

測装置も開発しています。400 本もの光ファイバーをすばる望遠鏡の主焦点に設置して、400 もの天

体の同時分光観測が可能になるという装置です。この装置の紹介は、つい最近の理学部弘報（188 号　

2009 年２月発行）で行いましたので、是非ご覧ください。私たちはこの装置を用いて銀河形成進化に

おいて激動の時代といわれる赤方偏移 2 付近（宇宙年齢 30 億年の時代）にある銀河を系統的に分光観

測する研究を行ないたいと考えています。これによって、赤方偏移 5 の時代にあった赤ん坊銀河が赤方

偏移 2 の時代にどのような青年期の銀河になるのだろうかという疑問に迫ることも可能になるだろうと

期待しています。
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編集後記

　私 （鶴） は �1COE では広報委員会に所属しておりました。 今

回の GCOE でもアウトリーチとホームページ委員会に掛け持ちで参

加しております。 �1COE ではホームページもニュースレターも我々

の手で直接作っていました。 それはそれでとても味がありました

が、 色々な意味でプロに任せた方が良いと判断しました。 そこで本

GCOE ではホームページの殻を業者に作ってもらい、 専任のアル

バイトにニュースレターの編集作業を行っていただいています。 お

かげさまで、 委員はコンテンツの方に重点を置けるようになりまし

た。いずれもグレードアップできたのではないかと自負しております。

GCOE を運営する各委員会の間には、 重要度の差も優劣もありま

せん。 ただ私にとってうれしいのはアウトリーチ委員会の仕事が「攻

める」 ことだということです。 つまり、 新しいアイディアで新たな企

画を自ら始めることができるということです。 GCOE も３年目に突入

します。 何か新たな企画が提案できないかと考えております。

　さて、 企画のバックグラウンドには理念 ・ 方針が必要。 最近、 複

数のワークショップで 「研究者からどのように情報発信をしていくか」

というテーマの議論に参加しました。 そこでよくわかったことが一つあ

りました。 あえて誤解を恐れず書きますと 「すでに興味を持っていた

だいた人はもうほっておいてもいいんだ、 まだ興味を持ってもらって

いない人をどうするか、 それが本当の問題なのだ」 ということでした。

1 を 10 にする活動は大切だが、0 を 1 にすることはさらに重要である、

ということです。 これは ... 「XXX 講座を開きま〜す、来てねー」 と言っ

て、 待っていてもだめですね。 こちらから出かけていかなければな

りません。 これはなかなか難物です。 中学 ・ 高校で授業をするの

がすぐ思いつく方法で、 たしかにそれを行っているプロジェクトもあ

ります。 でも出張授業はなかなか大変な仕事です。 仕事量を変えず

に大きな効果を出すのが私たちの仕事です。 宣伝効果が大きい何か

と組み合わせることが良い方法だろうと思うのですが、 どうでしょうか？

 

　さらにもう一つ。 市民講座のアンケート結果がホームページに載せ

ましたので、 ぜひご覧ください。 参加した人の年齢構成を見ると、 �0

歳以下および �0 歳以上は多いのに、 その中間である �0 〜 �0 歳

の参加が少ないことがわかります。 これは 「向学心」 の差が原因、

というわけではないと思います。 サンプルがたった１つ （つまり私で

すが ...） で恐縮ですが、 この年代は公的な生活はもとより、 私生活

の忙しさが大きな原因だろうと思います。 ちょうど子育て世代なので

す。 京都大学では本 GCOE をはじめ多くの公開講座があります。 い

つ何がどこで行われているかは京大全体のホームページに載って

います。 行けば絶対面白いのはわかっているのですが、 なかなか

行けない。 子供がこういう講座の内容がわかるようになれば、 連れ

て行けば良いのですが、 年齢がそれに満たない場合はなかなかそ

うも行かない。 さて、 こういう人にはどうしたら良いのでしょうか？本

GCOE アウトリーチ委員会としては、 この二つに対して答えが出せる

と良いと思っております。 もしも何か良いアイディアがありましたら、

ぜひインプットをよろしくお願いします。                       　　　（鶴剛）    

１頁　市民講座報告   
          第 2 回  市民講座「宇宙と物質の謎に迫る」        

蔵本  哲也  （くらもと　てつや）

宇宙物理学教室　M1

専攻：恒星物理学

8 頁   短報　 
　　 「小林誠先生・益川敏英先生
           ノーベル物理学賞受賞記念写真序幕式及び講演会」

平田  朋義  （ひらた  ともよし）

物理学第二教室　

素粒子論研究室　博士後期課程

専攻：素粒子論

記者紹介




