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お品書き

研究プロジェクト
柴田
梅林
坂井
滝沢

Public Outreach
Publications
学会発表など

教育＆運営

外部資金など



研究プロジェクト（柴田）



研究プロジェクト（梅林）



研究プロジェクト（坂井）



研究プロジェクト（坂井）（２）



研究プロジェクト（滝沢）：
コンピューターシミュレーション
銀河団内サブストラクチャー周囲の流体シミュレーション
(Takizawa 2005a)

高精度高空間分解能流体シミュレーションにより、高空間分解能
Ｘ線イメージとの詳細な比較や、新たな乱流発生シナリオを提唱
（８ヶ月で６件の引用）

N体＋流体シミュレーションによる衝突銀河団のシミュ
レーション (with 門間君）

高精度流体解法と多体問題のハイブリッド並列コードを新たに
開発(国立天文台のスパコン上に実装）

質量決定の不定性の評価、重力レンズのシミュレーションで
宇宙での物質分布に迫る（門間修論予定）
衝撃波や乱流構造を解明して、高エネルギー現象のエンジン
部分を明らかに。
観測グループ（すざく衛星、すばる望遠鏡）との迅速な情報交換

ALMAによるSZ効果観測のイメージングシミュレーション
with 山田（東邦大）、北山（東邦大）、堤（国立天文台）他

宇宙論的高温ガスの新たな観測手段として注目されているSunyaev-
Zedovich効果のＡＬＭＡ(チリに建設中の日米欧協力の巨大電波干渉
計)での観測可能性の評価。

等高線：Ｘ線表面輝度
カラー：温度

等高線：質量分布
カラー：Ｘ線表面輝度



研究プロジェクト（滝沢）：「すざく」衛星によるＸ線観測
with 中沢（ＩＳＡＳ）、藤田（阪大）、岡部（東北大）、Sarazin(Univ. of Virginia) 他

すざく (2005年7月---) 2004.12 （最初の）AO1で２件採択 （倍率５倍くらいだったらしい）
2005.7 すざく打ち上げ成功
2005.8 X線分光器で致命的なトラブル発生 AO1はすべてキャンセルに
2006.1 AO1再募集
2006.3 （再募集の）AO1で４件採択 （倍率３倍くらいだったらしい）

X線観測の分野で我々がcompetitiveであることをとりあえず示せたと思う。

A2319 (PI 滝沢）

巨大電波ハロー銀河団
プラズマ中での乱流加速
の実験場？

A3667 (PI  中沢）

５月第一週観測予定
典型的な電波レリック銀河団
衝撃波加速？？乱流加速？？？

A399 & A401 (PI 藤田）
missing baryon 探査



Public Outreach



Public outreach(2)
滝沢

宇宙の不思議を覗いてみよう：
(宇宙に満ちている暗黒物質)
サイエンス・サマースクール in 
やまがた (２００５年８月９日)
宇宙の不思議を覗いてみよう：
(日本のX線望遠鏡「すざく」でな
にがみえるか？)
山形大学理学部物理学科体験
入学(２００５年８月６日)
日本のX線望遠鏡「すざく」でな
にがみえるか？
やまがた天文台講話(２００５年
７月１６日)

坂井
「相対性理論入門 ～未来への
タイムマシーン～ 」 やさしい宇
宙講座特別編 (２００６年１月２
７日) （教育学部４年渡辺雅浩
君による、指導実習を兼ねた一
般向け講座）

柴田
（たくさんあって書ききれないので
概要だけでご容赦ください）

講演５件
出前授業６件
ＮＨＫ山形の自然 １１回放送
山形天文台一般公開（毎週土
曜）
４次元宇宙シアターの開設
一般公開９回

火星観察会＠山形天文台
やさしい宇宙講座 １７回



Publications（査読あり）
Hydrodynamic Simulations of A Moving Substructure in A Cluster of Galaxies: Cold Fronts 
and Turbulence Generation 

Motokazu Takizawa
The Astrophysical Journal, 2005 August 20, 629, 791 

Turbulence Generation by Substructure Motion in Clusters of Galaxies
Motokazu Takizawa
Advances in Space Research, 2005, Volume 36, Issue 4, 626
Discovery of a Featureless X-ray Spectrum in the Supernova Remnant Shell of G330.2+1.0 

Torii K., Uchida H., Hasuike K., Tsunemi H., Yamaguchi Y., Shibata S. 2005 PASJ 58 L11 L14 
Subaru optical observations of the two middle-aged pulsars PSR B0656+14 and Geminga

Shibanov Y. A., Zharikov S. V., Komarova V. N., Kawai N., Urata Y., Koptsevich A. B., Sokolov
V. V., Shibata S., Noriaki Shibazaki

2005 AA 448 313 326 
A two-dimensional electrodynamical outer gap model for gamma-ray pulsars: Gamma-ray 
spectrum 
J.Takata, S.Shibata, K.Hirotani, H.-K.Chang

2005 Mon. Not. R. astron. Soc. 366 1310 1328  
Is it possible to create a universe out of a monpole in the laboratory? 
Nobuyuki Sakai, Ken'ichi Nakao, Hideki Ishihara, Makoto Kobayashi
Physical Review D, submitted 
高校物理の光電効果
立沢尚史、坂井伸之、野々山信二
大学の物理教育, 2005, 11, 70-71 
Optimal Supply against Fluctuating Demand 
Nobuyuki Sakai, Hisanori Kudoh
山形大学紀要（社会科学), 2006, 36, 107-110 

「ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ教材に関する授業アンケートの統計解析」
梅林
パーソナルコンピュータユーザ利用技術協会論文誌 Ｎｏ．１６，Ｎｏ．３（２００６），３９－４６．



Publications（その他諸々）
Proceedings

Can we create a universe in the laboratory? 
Nobuyuki Sakai, Ken'ichi Nakao, Hideki Ishihara, Makoto Kobayashi
Proc. 15th Workshop on General Relativity and Gravitation in 

Japan, 320-323 
解説記事

余空間
坂井伸之
別冊・数理科学『相対論の歩み アインシュタインの奇跡の年から百年の
今』 (サイエンス社), 2005 

著書
宇宙旅行ガイド ---140億年の旅---
発行：丸善株式会社 発行日：2005.12.25 ISB
柴田晋平（執筆分担9章) 著者；パリティ編集委員会編 (福江 純 責任編
集) 

特許
月と星の早見盤 特許第3723813号 2005 9 22 登録確定
柴田晋平(発明者)
特許権者：社団法人日本天文学会、株式会社三省堂



学会、研究会発表

国内 １６件

うち、招待講演３件

うち、国際学会２件

うち、大学院生によるもの２件

海外 １件

月に１．４回以上の割合で誰かの発表がど
こかで行われている。



教育、運営など（学内）
講義など（学部）

物理学科２年前期 力学演習 （滝沢）
物理学科２年後期 力学演習 （滝沢）
前期 教養セミナー（柴田）
物理学科２年前期 力学 （柴田）
物理学科３年前期 計算物理学 （柴田）
後期 教養セミナー （柴田）
物理学科３年後期 現代天文学入門 （柴田）
教養 １年前期 情報処理（発展） （梅林）
教養 １年後期 情報処理（一般） （梅林）
教養 電磁現象の物理（物理学Ｃ） （梅林）
物理学科２年前期 電磁気学Ａ （梅林）
物理学科２年後期 電磁気学Ａ （梅林）

地域教育文化学部１年前期 探求の基礎セ
ミナー（数理科学） （坂井）
教育学部２年前期 情報数学CI （坂井）
教育学部２・３年前期 現代物理学Ａ／原
子物理学 （坂井）

教育学部２年後期 電磁気学／物理学概
論B （坂井）
教育学部２年後期 理科実験 （坂井）

講義など（大学院）
宇宙物理学(柴田)
物理学特別講義（柴田）
物理学特別演習（柴田）
天体物理学（梅林）
物理学特別演習Ⅱ（梅林）
物理学特別演習Ⅳ （梅林）

相対論的宇宙論（坂井）

学内委員など
情報処理委員 （滝沢）
物理学科web&mailサーバー管理者 （滝沢）

学科長（柴田）
仕様策定委員会委員長 「山形大学（小白
川）電話交換機更新」（梅林）
ＩＴ戦略会議セキュリティポリシーＷＧ委員
（梅林）
技術審査員「ＬＡＮ保守点検業務」 （梅林）

全学：出版委員会（坂井）
地域教育文化学部：財務委員会、教育学部
専門委員会 （坂井）



教育、運営など（学外）

研究会の主催
理論天文学懇談会シンポジウム 「高エネルギー天
体物理学の最前線」, 京大基研、(2005.12.25—27)
SOC（滝沢、柴田）

学会などでの委員など
日本天文学会内地留学奨学金選考委員 2005.1.1-
2006.12.31（柴田）
石垣島天文台運営協議会委員 2005.3-（柴田）
NPO法人小さな天文学者の会理事長 2005.4-
2006.3 （柴田）



外部資金

科研費(若手B)、滝沢
高空間分解能数値シミュレーションによる銀河団ガスの運動状態の研究
900,000円
国立天文台天文学データ解析計算センター論文出版費補助 、滝沢

79,704円
科研費基盤Ｃ（２）、 柴田

かに星雲の新しい描像の確立
1,000,000円
１学部部門・１プロジェクト(学長裁量経費) 、柴田
サイエンス＠(アット)サイトプロジェクト 理学部として 2,000,000(2005年
度分) 内、天文台運営経費60万円)
科研費(若手B)、坂井
パルサーのパルス発生過程を解明するための一般相対論的研究
800,000円
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