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究で、天体核物理学において後世に残
る数々の貢献を果たしてきたことを評
価されました。授賞式は、4月13日か

会の様子は、Kavli IPMU 研究棟の大講
義室でも同時中継されました。

ら16日にデンバーで開催予定のアメリ
カ物理学会の年会で行われる予定です。

Kavli IPMU 事 務 職 員らのチーム、
2018年度東京大学業務改革特別賞受賞

Kavli IPMU機構長の交代

IPMU 創設以来、Kavli IPMU への名
称変更を経て11年間に渡り在任した
村山 斉機構長が 2018年10月15日を
もって退任し、創設以来主任研究員
を務めた大栗博司 Caltech（カリフォ
ルニア工科大学）教授が第 2代機構長

Kavli IPMU 事務部門総務係の田村利
恵子特任専門職員を代表とする事務職
員らからなるチームが、柏キャンパス
までの交通案内、研究棟内のナビゲー
ション、日々のセミナーやビジターに
関するリアルタイム情報、事務スタッ
フの情報等を一元的に提供する「スマ
ホアプリ開発・リリースによる情報提
供と研究環境のスマート化」の成果に
より、2018年度東京大学業務改革特
別賞を受賞しました。

に就任しました。なお、大栗機構長は

Caltech 教授を兼務し、村山さんは機
構長退任後も主任研究員として Kavli
IPMU に在籍し、カリフォルニア大学
バークレー校教授と兼務します。
野本憲一上級科学研究員、ハンス・ベー
テ賞を受賞

Kavli IPMU大講義室で同時中継された野村泰紀主任研
究員の特別講演。

Kavli IPMU独自の企画としては、大
講義室で、初日に河野俊丈主任研究
員の講演「数学で読み解く宇宙のか
たち」
、村山 斉主任研究員が出演した

NHK BSプレミアム「コズミックフロ
ント☆NEXT」の後編「村山 斉の宇宙
をめぐる大冒険～宇宙に終わりはある
のか～」の上映会、2日目に「サイエ
ンス温泉 数学×物理」と題した博士
研究員の池田曉志さんと竹内道久さん
の対談が行われました。

写真4

表彰されるKavli IPMU事務職員のスマホアプリ開発チーム。

アメリカ物理学会は
2018年10月24日（ 現 地
時間では10月23日）
、野
本憲一 Kavli IPMU 上級科
学研究員の2019年ハン
ス・ベーテ賞受賞を発表 野本憲一さん
しました。この賞は、天
体物理と核物理の両分野で数々の優れ
た業績を挙げ1967年にノーベル物理
学賞を受賞したハンス・ベーテ博士を
称え、アメリカ物理学会が設立したも
ので、毎年、天体物理学、核物理学、
天体核物理学、もしくは関連分野での
理論、実験、観測において優れた業績
を挙げた研究者1名に賞と賞金1万ド
ルが授与されます。
野本さんは、恒星進化や元素合成、
重力崩壊型超新星や熱核反応型超新
星、ガンマ線バーストのメカニズムに
関する理論に代表されるこれまでの研

表彰式は2018年12月19日に東京大
学本郷キャンパスの安田講堂で行わ
れ、Kavli IPMU のチームを含む 9 グル
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ープが東京大学総長、理事から表彰さ
れました。

2018年度柏キャンパス一般公開
例年通り、10月最後の金曜日と土曜
日の 2 日間（今年は26日と27日）柏
キャンパス一般公開が実施されました。

Kavli IPMU では単独の企画に加え、毎
年キャンパス内各機関の持ち回りで行
なわれている 2 日目の土曜日の一般公
開特別講演会を今年は宇宙線研究所、情
報基盤センターと共に担当し、Kavli

IPMU からの講師としては野村泰紀主
任研究員が「宇宙は沢山あるのか?!」
と題して講演しました。新領域環境棟
の FS ホールで行われたこの特別講演

河野俊丈主任研究員の講演風景。

その他、例年通りの 2 日間の企画に
加え、新しい企画として、
「Kavli IPMU
実験室 B をのぞいてみよう!」
、宇宙
や Kavli IPMU の画像で手作り栞を作
るワークショップ「しおりを作ろう!」
（26日のみ）
、元 Kavli IPMU 博士研究
員で現在は清華大学助教授の William

Donovan さんが講師を務めるシャボ
ン玉を用いた数学ワークショップ（27
日のみ）
、Kavli IPMU の研究者が提供
した宇宙初期から現在までのシミュレ
ーションデータを元に、音楽家の松本
昭彦さんが仕上げた音作品「宇宙のは
じまりから現在までを音で聞こう」が
実施されました。
キャンパス全体の来場者数は2日間
で11,000名 を 数 え、Kavli IPMU に は
2,900名以上が訪れました。

Kavli IPMU と ICRR の第19 回合同一般

高校生・大学生と若手研究者交流イベン
ト ｢Meet the Scientists!｣ 開催

回が、2018年12月27日に名古屋大学
豊田講堂において「トランスフォーム

2018年11月11日に、今回で19回目
となる Kavli IPMUと東京大学宇宙線研
究所共催の一般講演会が東京大学本郷

2018年12月4日の夜、東京大学柏
キャンパスの柏図書館メディアホー

東海地域の高校生を中心に約900名が

ルを会場として、高校生、大学生を

来場しました。今年の運営は名古屋大

キャンパスの安田講堂で開催され、中
高生を含む約280名が参加しました。

対象とした若手研究者との交流イベ
ント「Meet the Scientists!」が開催さ

学トランスフォーマティブ生命分子
研究所（ITbM）が担当しました。Kavli

はじめに宇宙線研究所准教授の﨏
（さこ）隆志さんが「
『ハドロン反応』
でつながる加速器実験と高エネルギー
宇宙」と題し、続いて Kavli IPMU 助教

れました。このイベントには、Kavli
IPMU の 研 究 者 に 加 え、12月3日 か
ら7日まで並行して行われていた研

IPMU は WPI の他の12拠点と合同でブ
ース展示を行い、1分での機構紹介プ
レゼンテーションにも参加しました。
Kavli IPMU のブースには、Kavli IPMU
主任研究員を兼務する杉山 直名古屋
大学教授も一役買って出て、高校生に
対して説明を行いました。

講演会開催

の吉田豊さんが「数理物理としての超
弦理論」と題して講演しました。その
後、
「粒子、宇宙現象または数学世界」
と題する対談が行われ、講師が互いに
質問したり、参加者が付箋に書いた質
問を取り上げて答えるなどしました。

究 会「Stellar Archaeology as a Time
（49 ペ ー
Machine to the First Stars」
ジ参照）に出席していた若手研究者も
多数参加しました。

するサイエンス」と題して開催され、

Kavli IPMU 博士研究員の石垣美歩さ
んと Shing-Chi Leung さんによる日本
語と英語を交えながらの「宇宙の始ま
りから天の川銀河へのタイムトラベ
ル：星の考古学入門」と題する講演で
始まり、その後、世界各国13名の若
手研究者が「研究プレゼンテーション

写真3
壇上で吉田さん（左）と﨏さん（右）が対談。

第3回「やっぱり物理が好き! ―物理に進
んだ女子学生・院生のキャリア―」開催

2018年11月17日、Kavli IPMUと 東
京大学物性研究所、東京大学宇宙線研
究所の主催により、物理を学ぶ女子学
部生・大学院生のキャリア支援を目的
とした第 3 回「やっぱり物理が好き!
―物理に進んだ女子学生・院生のキャ

13連発」と題し、宇宙論・天文学研
究の最前線を英語で紹介する中に1つ
だけ偽の発表が紛れており、それを当
てるという形式のトークが行われまし
た。続いて、研究者と参加者混合のチ
ーム対抗クイズ大会や、若手研究者と
高校生・大学生を主とする交流会が行
われ、将来の進路について研究者から
アドバイスをもらう高校生の姿などが
見られました。

リア―」が Kavli IPMU で開催されまし
た。参加者は13名で、Kavli IPMU博士
研究員の森井友子さんを含む企業や研
究所勤務の講師 4 名がそれぞれのキャ
リアについて講演しました。講演の合
間には、Kavli IPMUと物性研究所、宇
宙線研究所の施設見学と交流会が行わ
れ、お茶やお菓子を片手に和やかな雰
囲気の中で、講師へ積極的に質問する
姿や参加者同士での交流がみられまし
た。

写真5

チーム対抗クイズ大会風景。

第7回 WPI サイエンスシンポジウム開催

次世代を担う高校生を主な対象に
最先端の科学とその魅力を伝えるため
世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（WPI）拠点が合同で毎年行ってい
るWPI サイエンスシンポジウムの第 7

Kavli IPMUのブースで説明する杉山 直さん。

人事異動

次の方々が転出しました。
［括弧内
はKavl iIPMU 在任期間です。
］
西道啓博さん［東京大学特別研究
員（日本学術振興会特別研究員）とし
て 2010 年 4 月1日－ 2013 年 3月31日、

Kavli IPMU 助教として2015年4月1日
－ 2018 年 12 月 31 日 ］
、Kavli IPMU 助
教から京都大学基礎物理学研究所特定
准教授へ。
下農淳司さん［学術支援専門職員と
して 2011年9月1日－2015年7月31日、
そ の 後 2018年10月31日 ま で 現 職 ］
、

Kavli IPMU博士研究員から慶応大学大
学院政策・メディア研究科特任講師へ。
Jin Mann Wong さん［2017年10月
1日－2018年10月11日］、Kavli IPMU
博 士 研 究 員 か ら Fetch.AI の Research
Scientist へ。
Tilman Hartwig さ ん［2017 年10月
21日－2018年11月30日］、東京大学
特別研究員（日本学術振興会外国人特
別研究員）から東京大学大学院理学系
研究科助教へ。

Kavli IPMU研究棟藤原ホールでの交流会。
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