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い う新 しい分野 を切 り開 いたか らです。
野本先生 は、それ まで超新星爆 発 の理論的研究 をされ
て来 られ ましたが、大 マ ゼラン雲の超新星 が 出現 します
と、す ぐに この超新星 について理論的アタックを始 めま
した。 そして、超新星 の可視光、 X線 、 γ線、 な どの明
るさおよびスペ ク トルの時間変化 (光 度 曲線 )に ついて
理論計算 を実行 し、 この超新星の観測的特徴 を説明す る
ことに世界 に先駆 けて成功 しました。この超新星の場合、
全天で一番明 るい星 の仲間 に入 るほ ど明 る くなるだろう
当天文学教室 の野本憲 一教授 は、東大教養学部 の杉本
一
人 郎教授 とともに「星 の進化 と超新星 の理論的研究」
に対す る功績 により1995年 度の学士院賞 を受賞 され まし
た。私たち天文学教室の スタ ッフー同に とって も この上
もない喜 びであ り、心か らお祝 い 申 し上 げます。
野本先生 は、昭和 44年 東京大学理学部天文学科 を卒業、
引 く続 き大 学院 に進 学 され ました。大学院 では、 ち ょう
ど教養学部 に助教授 として着任 され た杉本大 一郎先生 の
東大 における最初 の弟子 として星 の内部構造 と進化の理
論 について研究 され、博士の学位 を得 られ ました。 その

と予想 されていたのですが、実際 には予想 に反 して最初
の10日 ほ どは4.5等 、 その後 も最大光度 で も 3等 にしか
な りませんで した。 その原 因 として、超新星 について こ
れ まで考 えられて いた赤色超 巨星が爆発す るとい うシナ
リオではな く、 この超新星の場合 には、 より半径 の小 さ
い青色超 巨星が爆発 した ものであった ことを、野本先生
は明 らかにしたので した。 こ うして、野本先生 は、青色
超 巨星の爆発 とい う新 しい超新星の理論 モ デル を作 るこ
とによって、 この超新星爆発の際 に放射性同位元素 ニ ッ
ケル56が 作 られ、放射性元素 の崩壊 で鉄 が作 られ る こと

後、茨城大学助手、東京大学教養学部助手、助教授 を経
て、平成元年理学部天文学科助教授、平成 5年 教授 に昇

を初 めて直接的 に証拠 づ ける ことに成功 したので した。
また、先生 は、 X線 観測 の分析 か ら爆発の際に星の中で

任 され ました。

大規模 な物質の混合 が起 こってい ることを指摘 され、 2
次元の数値 シ ミュ レー ションを実行 し、観演l事 実 の基 本

学士院賞受賞の功績 にあ ります ように、野本先生 は、
星 の進化、特 に超 新星爆発の理論 に関 しては世界的 に見
て も第一人 者 であ ります。今 か ら 9年 前 の1987年 2月 に、
お隣 りの銀河である大 マゼ ラン雲 に超新星 が 出現 し、世
界 の天文 の コ ミュニ テ ィーは大 フ ィーバ ー しま したが、

的特徴 を説明す ることに成功 され ました。
その後、 1993年 と1994年 に、それぞれ比較的近 くにあ
るM81、 M51と 呼 ばれ る銀河で超新星爆発 が あ り、 これ
らの超 新星の理論 で も野本先生 は世界 を リー ドす る研 究

その際の野本先生 の活躍 は目覚 ましい ものがあ りました。
超新星 は、星 の一生の最後 をかざる大爆 発 で、その爆

をなされ ました。 ここでは紙数 の関係 もあ り詳 しくは述
べ ませんが、野本先生 は、超新星の研究だ けでな く、そ

発 は約 1千 億個の星 か らなる銀河全体 に匹敵す る明 るさ
にまで到達す るほ どです。 しか し、超新星爆発 は 1つ の

れに関連 した分野である宇宙 における元素 の合成、新星
や X線 バ ース ト、中性子星 の冷却過程、銀河の化学進化

銀河 で100年 に 1回 か 2回 程度 しか起 こ りません。 さ ら
にまた、私 たちの銀河系 自身 の場合 には、銀河円盤 内の

な ど広 い範囲の分野で精力的に仕事 をされ、 それぞれの

星 と星 との間 にただ よう塵 により光 が さえぎられてしま
うので、た とえ銀河系内の遠 くの方で超新星爆発が起 こっ
た として も、見 る事がで きません。その結果、1605年 の
ケプラーの超新星以来 ここ400年 ほ どは肉眼で見 えるほ
ど近 くで超新星が 出現 す るこ とはあ りませ んで した。
1987年 に大 マゼラン雲 に出現 した超新星 は、望遠鏡 によ

分野 で優れた業績 を挙 げ られて い ます。
野本 先生 の御研究 は、 国内外 に広 く知 られ てお り、
1989年 には日本物理学会 の仁科記念賞 を大 マ ゼラン雲の
超新星 の研究 によって受賞 されてお ります。 また、野本
先生 の御活躍 の舞台 は真 に国際的 で、欧米の天文学 の コ
ミュニ テ ィーで も Ken Nomotoと い えば、知 らない人
はいないほどで あ り、世界 中 に沢山の友人、共 同研究者

る天体観測 が始 まって以 来最初 に我 々の近 くで起 こった
世紀 の大イベ ン トであり、天文学の観演l、 理論両方にとっ

を持 ってお り、たぶん 日本人天文学者 としては世界的 に
最 もよく知 られた 一ヽ ではないか と、私 は思ってお ります。

て貴重 な超 新星 だったわ けです。 また、 この超新星 は当
理学部 に とって も因縁 の深い星です。当時、理学部 の素

野本 先生が今回学 士 院賞 を受賞 された ことか ら、先生
につ いて長老の教授のイメージ を持たれ る方 もい るか と

粒子国際 センターの施設 であ りました岐阜 県神岡 にある
「カ ミオカンデJと 呼 ばれ る装置 で、 この超新星爆発 に
伴 うニ ュー トリノを観測 し、「ニ ュー トリノ天文 学」 と

思 い ますが、実 は野本先生 はまだ40代 の若 さです。野本
先生 が これか らも世界 を リー ドする研究 を続 けられ るこ
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とと、私たち天文学教室 一 同期待 してお ります。

