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大型望遠鏡：重力波とらえろ！ その名は「かぐら」
アインシュタインが予言した重力波の検出を目指す大型望遠鏡「ＬＣＧＴ」の愛称が決ま
り、２８日、東京大宇宙線研究所が公表した。設置場所の岐阜県神岡町（Ｋａｍｉｏｋａ＝現
飛騨市）と、重力波（Ｇｒａｖｉｔａｔｉｏｎａｌ Ｗａｖｅ）を合わせた「かぐら（ＫＡＧＲＡ）」。命名委員会
の委員長を務めた作家の小川洋子さんは「名前が付くということは魂が吹き込まれるとい
うこと。世界の秘密を解き明かす役目を果たしてほしい」と話した。
愛称は、神岡鉱山地下の宇宙線研の施設を見学したことがある小川さんが、毎日新聞
夕刊のコラムに「早く相応（ふさわ）しい名前をつけてあげてほしい」と書いたのがきっかけ

トピックス
震災議事録作成 指針作り

で、公募された。全国から６６６件（名称数３５８）の応募があり、６人で構成する命名委員

「比例80減で連用制」検討

会が「日本の望遠鏡らしく、世界にも通用する名前」と選んだ。

42日滞在無銭宿泊 68歳逮
捕

東大柏キャンパス（千葉県柏市）で開かれた愛称公表式には「かぐら（ＫＡＧＲＡ）」を提
案した４人が招待され、望遠鏡をかたどった記念品が手渡された。

散歩中女性の愛犬を強奪

スタイル抜群

レバ刺しそっくりこんにゃく
インフル 茨城で２人死亡

「ＫＡＧＲＡ」は地下２００メートルに建設、１５年秋の観測開始をめざす。ブラックホール
の誕生や超新星爆発の際に出る重力波をとらえることができれば、物理学や天文学に新
たな窓が開かれる。検出は国際競争となっている。

菊池桃子さん 西川選手と離婚
池の平ホテルにプリキュア部屋
おすすめ情報

冬こそ体臭に要注意って？

梶田隆章・宇宙線研所長は「ＫＡＧＲＡの愛称が研究成果によって広く知ってもらえるこ

実は冬こそ要注意の中高年の体臭。

とが、応募してくれた方々への恩返しだと思う」と、遠い宇宙から来るかすかな波の検出に

対策を怠りがちな冬に！サントリー

意欲を燃やしている。【青野由利】

今ならかんぽ生命で
抽せんで10,000名さまに

毎日新聞 2012年1月28日 19時12分（最終更新 1月28日 21時41分）

グルメ商品の詰合せが当たる！

＜重力波望遠鏡＞「ＬＣＧＴ」の着工式行われる 岐阜・飛騨

社説

＜ヒッグス粒子＞「質量の起源」存在確認に手がかり

除染工程表 生活再建の指針を早く

＜新宇宙開発ビジョン＞「日本人を火星に」古川担当相公表へ

米ゼロ金利延長 危機の種まかぬよ
うに

＜質問なるほドリ＞相対性理論って何？
＜粒子＞新種発見 質量、陽子の１１倍－－高エネ研など
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東日本大震災：茨城県沖、ひずみエネルギー蓄積の可能性 (22時19分)
南極探検：白瀬中尉の大和雪原到達から１００年

(19時53分)

スマホ：京大とＮＴＴ、リウマチ症状計測のアプリを開発

原発冷温停止：仏研究機関所長が批判 首相宣言「不正確」 (12時43分)
連動型巨大地震：痕跡発見 紀伊半島沖の南海トラフで
スギ・ヒノキ花粉：飛散量は例年より少なめ 環境省第２報

(11時51分)
(11時06分)
(0時17分)
サイエンス アーカイブ一覧

PR

語る」
学生時代の思い出から今の日本の課題まで

(17時09分)

平野復興相：１８歳以下医療費無料断念 福島知事と会談

東海大学：山下副学長「柔道家として教育を

縦横に語ってもらった。

大学入試センター試験 解答速報中！
Ｓカレ2011 商品化検討作品決定！
毎日新聞140年記念「嗜好と文化」
大手７社から選ぶ新築マンション特集
高校生小論文コンテスト受賞者発表！
～進めよう、安心できる街づくり～
田舎に行こう！
ご当地クイズで地域の魅力を再発見！
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強盗事件：散歩中の女性から愛犬強奪
3 …
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…
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毎日ｊｐ共同企画
【毎日教育ｅタウン】
ビジネスに役立つ資格情報満載！
「資格」「ビジネス」「セミナー」等
各種講座動画を無料配信中！
【毎日キレイ】
お正月太り解消
～なまったからだに喝！～
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社会がわかる、ジブンになる。シンブン、よんど
く！ 日本新聞協会
Twitter、Facebookなどソーシャルアカウント一
覧

感動した！勇気がわいた！笑顔になれた！
HAPPY NEWS 2011 募集中

iPhoneアプリ 毎日ニュースぺー☆パー
【MAINICHI WEDDING】挙式、結婚式場特集
気軽に読める電子書籍【ＷＥＢ新書】
シカクいアタマをマルくする。日能
研監修の書籍「論理アタマトレーニ
ング８１問」10名様にプレゼント！
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