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似てると 
言われま
したが？
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前回のミニッツペーパーから

授業に全く関係ないのですが、斎藤工に似てるって言われたことありませ
んか…？？ずっと似てるなあ…と思いながら授業を受けてました（笑）

バタフライエフェクトの話を聞いて、前回書こうと思って忘れていたのですがTRPGのシナリオの
中に、過去にタイムスリップして現実に戻ったらバタフライエフェクトの影響で状況が悪化してい
たので過去に戻って過去を変えた後に現実に戻り、その時のバタフライエフェクトの影響から状
況を推理するというのを繰り返し続けて望む未来を手に入れるというものがあったのを思い出し
ました。

カオス力学系で生まれた言葉で，極めて小さな初期条件の差が，やがては無視できない
大きな差となる現象のこと． 
In chaos theory, the butterfly effect is the sensitive dependence on initial 
conditions, where a small change at one place in a deterministic nonlinear 
system can result in large differences to a later state.

　バタフライ効果　butterfly effect　

http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

「北京で蝶が羽ばたくと、ニューヨークで
嵐が起こる」 

「アマゾンを舞う1匹の蝶の羽ばたきが、
遠く離れたシカゴに大雨を降らせる」

Edward Norton Lorenz  
(1917-2008)

教科書 p105



前回のミニッツペーパーから
すこし話がずれますが、戦争は色んなことに影響を与えているということを再認識しました。戦
争がなかったら生まれていた発見や技術なども沢山あったんじゃないかなと思いました。

元素の化合物の周期表なんてものがつくられているのは初めて見たの
で驚きました。なんだか化石みたいで確かに美しいような気がしま
す。 
中国語の周期表は圧巻でした。 
中高ですいへーりーべー、と唱えて暗記していたのが懐かしいです。 

ベテルギウスといえば、オリオン座だなあと思います。冬の空は見上
げるとすぐに見つけられて好きです。 

周期表 (periodic table)

http://periodictable.com

周期表 (periodic table)

http://www.akatsukinishisu.net/kanji/genso/table.html



ニュートン力学

特殊相対性理論 
光の速さに近い場合の力学 

　「時間の進み方は観測者によって異なる」

一般相対性理論 
　強い重力場での時空の力学 

　「空間が歪むのが重力の正体である」

F = ma



前回のミニッツペーパーから

もしもエレベーターが落下したら、どうすれば助かりますか？　エレベータが落下しきる
瞬間にジャンプすればいいと聞いたことがあるのですが本当ですか？
一般相対性理論の話から、普通のエレベーターがもし乗っている時に落下したら、着地す
る時にジャンプするといいと時々耳にするのですが、そもそも無重力空間のようになって
飛び跳ねられないのかなと思いました。

２日から３日も興奮で我を忘れてしまう、などの体験をしたことがないのでいつかそれぐらい興奮
できるような発見や体験をしてみたいです。

一般相対性理論【等価原理】
★ 特殊相対性理論は，加速運動する座標
系を取り扱うことはできなかった． 

★ 加速度とは何か？

「重力加速度は，自由落下しているエレベータでは
相殺されてしまう」 
＝加速度は局所的に消去可能（等価原理）

「生涯で最もすばらしいアイデア」

エレベータの思考実験

教科書 p81

無重力空間でも飛び跳ねることはできます．
壁に力を加えると，作用反作用の法則で自分に
逆向きの力が加わるからです．
ですが，ジャンプすることで，落下の衝突を避
けることはできません．運動量保存則でエレ
ベータ全体が落下に向かっているので，避けら
れません．

アインシュタインの相対性理論は有名だけれど2種類あるということは知りませんでした。



前回のミニッツペーパーから
段々難しくなってきて、ついていけるのか怪しくなってきました。頑張りたいです...。

授業を受けていてずっと思うのが、法則や理論を見つけ出す、見つけ出そうとする研究者は
すごいなと思うと同時に、地球や宇宙の法則はとても美しいと思います。すべてがその法則
通りにはいっていないかもしれないけれど、私が生きている間にまた新しい法則が発見され
たり、アインシュタインの説がひとつ証明されたら夢があるなと思います。

一般相対性理論とリーマン幾何学のように、物理の分野
が決められているわけではなく、様々な研究が関連して
新しい発見ができているんだなと思いました。

時空は非科学的な存在というか物理学とは関係のないものだと思っていたので面白いと思いまし
た。物理学は意外とファンタジーなところや夢があって理解できたら楽しそうだと思います。

一般相対性理論【計量 metric】
曲がった時空の幾何学＝リーマン幾何学

４次元距離を一般化した「計量(metric)」．

平らな時空(flat spacetime)では，

教科書 p84



前回のミニッツペーパーから
アインシュタインはブラックホールの存在を信じなかったのに、一般相対性理論によってブラック
ホールの存在が予言されたのは不思議だなと思いました。一般相対性理論は現在はほとんど正し
い、といえるような状態なのでしょうか。

これからの授業でもお話しますが，アインシュタインは，ブラックホールの存
在を信じず，宇宙が膨張することも信じず，重力波が実在しないという論文も
書きました（この論文は，受理されなかった）．

アインシュタインはどこまで正しい？ 
検証が進む相対性理論

http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/
2021/7/18 第11回高校生天文活動発表会

真貝寿明（しんかい ひさあき） 
　大阪工業大学 情報科学部 教授 
　武庫川女子大学 非常勤講師 
　理化学研究所 客員研究員 
　重力波干渉計KAGRAプロジェクト科学部門委員長

１．ニュートンの力学（1687年） 
２．２つの相対性理論（1905年，1915年） 
３．ブラックホールの観測 
４．重力波の検出 
５．時計を使った相対性理論の検証

Time 
1999/12/31!

相対性理論が「どこまで正しいか」が，
まさに研究のテーマです．

http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/Viewgraphs/20210718_HSAstro.pdf



前回のミニッツペーパー記入項目

8

【8-1】（本日の講義から） 
              特殊相対性理論は，(a)　　　　　　　　　　の理論． 
             一般相対性理論は，(b)　　　　　　　　　　の理論． 
             どちらも1ー2行で要約せよ． 

特殊相対性理論は，光の速さに近い場合の力学 
一般相対性理論は，強い重力場での時空の力学

(a)光の速さに近い場合の力で、時間の進み方は観測者によって異なること 
(b)強い重力場での時空の力学で、空間が歪むのが重力の正体であること

a 慣性運動する観測者が電磁気学的現象および力学的現象をどのように観測するかを記
述する、物理学上の理論 
b 任意の座標系において物理法則は同形でなければならないという一般相対性原理と，
慣性質量と重力質量とは等価であるという等価原理とに基づいた時空の理論

特殊相対性理論は等速直線運動での理論で、一般相対性理論は加速度運動も含めた
理論ということですか。
そうです．加速度を考え始めたら，重力の理論になりました． 
加速度を含めた理論として特殊相対性理論を拡張するものになりました．



（特殊）相対性理論(1905年）
発端： 
電磁気学の式に出てくる「光速c」は誰から測った速さ
なのか．光は真空でも伝わるのか．

当時の考え： 
光はエーテル中を伝わる．「光速c」は座標系によって
変化するはずだ．ただし，エーテルは未発見．．．．

アインシュタインの考え： 
光速度は誰から見ても一定，光は真空でも伝わり，物理
法則は座標系によらず不変のものでなければならない．



発端： 
相対性理論の考えにより，運動法則をどの座標から見て
も同じ形になるように書き換えると登場した．

意味するもの： 
質量とエネルギーは同じ． 原子核反応により，世の中
から質量がわずかでもなくなれば，莫大なエネルギーが
得られる．
応用： 
核融合反応：星の輝く原理，水素爆弾 
核分裂反応：原子爆弾，原子力発電 

E = mc2



一般相対性理論 (1915年）
発端： 
1905年の相対性理論では，加速度を扱えなかった． 
加速度の正体は何だろうか？ 
加速度を生じさせる重力とは何だろうか？ 
ブレークスルー： 
エレベータの自由落下で重力が消せる！ 
だけど，地球の大きさのエレベータでは消せない． 

アインシュタインの結論： 
重力の正体は時空の歪みである． 



一般相対性理論【等価原理】
★ 特殊相対性理論は，加速運動する座標
系を取り扱うことはできなかった． 

★ 加速度とは何か？

「重力加速度は，自由落下しているエレベータでは
相殺されてしまう」 
＝加速度は局所的に消去可能（等価原理）

「生涯で最もすばらしいアイデア」

エレベータの思考実験

教科書 p81



一般相対性理論【重力の正体】
「重力加速度は，自由落下しているエレベータでは相殺する」 
＝加速度は局所的に消去可能（等価原理）

＝重力は，大局的には消去できない． 
＝重力の正体は，時空のもつ曲がり具合である．
曲がった時空の幾何学＝「一般相対性理論」

教科書 p82



一般相対性理論【計量 metric】
曲がった時空の幾何学＝リーマン幾何学

４次元距離を一般化した「計量(metric)」．

平らな時空(flat spacetime)では，

教科書 p84



一般相対性理論【計量 metric】
曲がった時空の幾何学＝リーマン幾何学

４次元距離を一般化した「計量(metric)」．

平らな時空(flat spacetime)では，

物理学者は，リーマン
幾何学に深入りしない
ほうがいいよ．�

Marcel Grossmann

教科書 p84



一般相対性理論【Einstein方程式】

重力場の方程式 (1916)
空間の曲がりがモノの運動を決める ⇔モノがあると空間が曲がる

アインシュタイン曲率テンソル 
＜空間の歪み＞

エネルギー運動量テンソル 
＜モノの分布＞

教科書 p86



http://www.youtube.com/watch?v=a_zMKF66tzo

Gravity Ink. - Einstein's Gravity (Episode 1)

Start on click, 3 minLISAcommunity　http://support.elisascience.org 
Hand: Pavel Gurov　Voice: Heather Audley 
Concept: Oliver Gerberding, Simon Barke, Heather Audley, Benjamin Knispel



 最小作用の原理（フェルマーの原理）

a

b
c

A

C

(0,-a)

b

(b,c)

A

C

x
B

O
H

1

2

x

y

最短時間で到達する経路 
＝光の経路と同じ



一般相対性理論の予言【光の曲がり】

光は時空を直進するが，重い天体の周りでは， 
時空の歪みにより，曲がって進むことになる．

1919年，エディントンが， 
皆既日食を利用して，光の 
曲がりを確認（0.875秒角）

一般相対性理論は正しい

教科書 p88





Taken from the 22 November 1919 edition  
of the Illustrated London News. 

Coverage in the (more excitable)  
New York Times.

教科書 p89



前回のミニッツペーパー記入項目

22

【8-2】（本日の講義関連） 
             皆既日食の観測によって，(a)　　　　　　　が確認されたこと 
             により，一般相対性理論の予言する(b)　　　　　　　が確認された． 

(a)恒星からの光が太陽の近傍で曲げられること 
(b)光は太陽の重力によって曲げられるということ

(a) 太陽に近いほど星の位置が普段から見えてる位置と違うこと 
(b) 光も重力によって曲げられる

a:太陽の近くの星の位置が通常の星の位置と違うこと 
b:大きな質量を持つ物質の周りの空間が歪むことにより光の経路が曲がること

(a) 太陽の近くを通る星の位置が通常とずれること 
(b) 重い物体の周囲では空間がゆがむこと



前回のミニッツペーパーから
自分も小学生の頃に皆既日食を家のベランダから見たのを思い出しまし
た。紹介されていた360度夕日のような写真が凄く奇麗でした。
小学生の頃に部分日食や金環日食を見たことがありましたが皆既日食は
まだ見たことがないのでいつか見てみたいです。
皆既日食を見るためのツアーに100万円も出す人がいるのかと驚きました。 
今回の講義とても難しかったでが、日食の写真とても綺麗で、2035年見てみたいと思い
ました。



一般相対性理論の予言【水星の軌道】
近日点移動

水星の近日点移動の問題（ルベリエ，1854） 
　100年で574秒ずれる．2250世紀で完全な「ばら模様」． 
　→→金星の影響で277秒，木星で153秒，地球で90秒， 
　　　その他の惑星で10秒分の説明が可能． 

　残りの43秒は？？？
　 1915年，アインシュタインが，できた
ばかりの一般相対性理論を適用すると，
「43秒の歳差運動」が出てきた． 

　「２-３日間，興奮のため，我を忘れて
しまった」

一般相対性理論は正しい

教科書 p88



一般相対性理論は正しいか？
時空のゆがみ 
水星の近日点移動が説明できた 
地球重力の検証では理論に反しない 

光の曲がり 
重力レンズ効果，皆既日食でも．銀河レンズでも． 
GPS衛星からの電波の修正項 



2009年7月22日の皆既日食は、私も部分日食として見ていたことを覚えています。ちょうどそ
の時間に夏休み初日のプールがあったのですが、当時は夏休みの水泳の際は代表の親がプール
サイドで見守りをしていました。その日は私の父が見守り役の日だったのですが、日食が起
こってきたときにプールサイドから遮光版を渡され、プールの中で遮光版を通して欠けていく
太陽を見ていました！ 
また、この年に犬を飼い始めたのですが、犬の名前は日食関係のコロナにしました（笑）





一般相対性理論の予言【光の曲がり】
重力レンズ

教科書 p88



一般相対性理論の予言【GPS】

一般相対性理論は正しい

正確な位置と時刻の情報を含んだ電波で， 
３角測量→精度±15m 
高速飛行の特殊相対論効果と 
地球重力の一般相対論効果 
　⇒１日につき，38x10-6秒ずつ衛星の 
　　時計を遅らせる必要あり

教科書 p90



一般相対性理論は正しいか？
時空のゆがみ 
水星の近日点移動が説明できた 
地球重力の検証では理論に反しない 

光の曲がり 
重力レンズ効果，皆既日食でも．銀河レンズでも． 
GPS衛星からの電波の修正項 

強い重力の影響 
ブラックホール　　存在は確認，直接観測はまだ． 
宇宙論　　　　　　理論どおり　(ただし．．．) 
重力波　　　　　　2015年9月に直接観測．



　3.4  相対論の産物：(1) ブラックホールと時空特異点

ブラックホール 
Black-hole

まず，方程式を解いたのは，シュバルツシルドだった． 

アインシュタインは信じなかったが， 
この答えは，ブラックホールを意味していた．

教科書 p92



　3. 相対性理論 >> 3.3 ブラックホールと時空特異点 教科書 p92



ボールを速く投げ上げると， 
高くまで飛ぶ

地球からの脱出速度 
秒速 12 km

光は当然 
脱出できる

秒速  
30万 km



とてつもなく重くて小さな天体では

光も 
脱出できない

秒速  
30万 km



アインシュタイン方程式の解 
　【シュワルツシルド解】
Schwarzschild (1916)
球対称，真空での方程式の厳密解

困ったことに，…… 
　r=0 で特異点 

　r=2GM/c2　でも特異点 
⇒　今でも困ってる 

⇒　ブラックホールの境界



ブラックホール

ブラックホール 
＝重力が強すぎて，光さえも 
   出られない天体 
＝因果的に隔離される領域　　 
   境界＝地平面 
          （ホライズン）



　3.4  相対論の産物：(1) ブラックホールと時空特異点

本当に，このような天体は存在するのか． 

資料 p65

1920年代，星の燃える理由が，核融合による 
E=mc2　の式で説明できることがわかった．

ヘルツシュプルング・ラッセ
ル図で，主系列な星が，星の
一生の経路と理解された．

教科書 p79

暗い星「白色矮星white dwarf」 
が発見される．燃え尽きた星が 
電子の縮退圧で支えられている 
星だと考えられた．

教科書 p95



1930年代はじめ，チャンドラセカールは，白色矮星の質量に 
上限（1.4x太陽質量）があることを発見する．

これより重い星は永久につぶれてしまう？？　大論争がおきる

　3.4  相対論の産物：(1) ブラックホールと時空特異点 資料 p65教科書 p95

本当に，このような天体は存在するのか． 
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112    The life and death of a star The life and death of a star    113   

星の輪廻 
星（恒星）の一生を決めるのは，どれだけの質量
があるか，そしてどのように燃えていくかの２つ
の要素だ．巨大な星は，核燃料の消費もはやく，
数万年くらいの寿命しかないが，小さな星は現
在の宇宙年齢の数倍も燃焼し続ける可能性が
ある．
褐色矮星*はよく「星のなりそこない」と呼ばれる．
水素の核融合反応に点火するほどの質量を持てな
かった星の残骸だからだ．これらの星は，まわりの空
間に熱を放出して，ゆっくりと死んでゆき，やがて消
えてゆく．巨大なガス惑星と同じなので，「できすぎ
た惑星」と考えてもよいかもしれない．>ି؟ᰝయ
@৵औऩయधःअਔमكGZDUIق

赤色矮星は小さいけれども水素の核融合を起こす
ことのできる星だ．低い温度で燃えるために，宇宙が
今の何倍の年齢になったとしても薄暗く輝き続ける
ことができる．宇宙にある多くの星は -- 全体のおよ
そ75パーセントの星は -- 赤色矮星である．
太陽型恒星（あるいは黄色矮星）は，水素とヘリウム
の両方の核融合反応に点火できる十分な質量を持
つ星だ．これらの星がヘリウムを失ったあとは赤色巨
星になり，周囲のガス層を照らして惑星ガス雲とし，
そしてやがて白色矮星となる．100億年以上の時間
をかけて（もし宇宙がそれだけ長く続くならば，だが）
，これらの星はゆっくりと冷却して，黒色矮星になっ
てゆく．
超巨星や極超巨星は，星の仲間たちからみても病的
に肥満している星である．太陽の10倍から数百倍の
大きさの質量のものは，燃料の消費も大きく，数十万
年程度の寿命である．
宇宙におけるすべての重元素の合成主の星たちは，そ
の星のコアでひとたび鉄が合成されると，超新星とし
て爆発する．
痩せている星は中性子星やパルサーとなって生き延
びるが，肥満している星は，自分の巨大な体重で押し
つぶされてブラックホールに変貌する．
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多くの恒星は主系列星と呼ばれる種類に分類
される．すべての星の一生のうちにたどる経路
で，燃料を安定に燃やして安定して光り輝く時
期である．主系列星の時期を終えると，星は冷
却し，赤色巨星として膨張する．

白色矮星

褐色矮星

黒色矮星

黒色矮星

中性子星

ブラックホール

赤色巨星
赤色超巨星

惑星状星雲 白色矮星

赤色極超巨星

超新星残骸
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宇宙のつくり方（ギリランド著，真貝・鳥居訳，丸善出版，2016年12月刊）

重い星が燃え尽きるとブラックホールに



はくちょう座 X-1はブラックホール

6000光年先



http://calgary.rasc.ca/blackholes.htm

http://calgary.rasc.ca/blackholes.htm


S2 orbit around Sgr A*

 
http://www.extinctionshift.com/SignificantFindings08.htm 
http://www.brighthub.com/science/space/articles/13435.aspx#

http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_026461_2080
http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_026461_2080


ブラックホールの存在はどうしてわかるのか？

周りの星の激しい運動から 
強い重力源であることがわかる

落下していくガスが 
高い温度で輝く 
（降着円盤 accretion disk） 想像図

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/black-hole-spews-atoms/



ブラックホールの存在はどうしてわかるのか？

http://www2.astro.psu.edu/users/rbc/a1/lec26n.html

銀河中心からジェットが吹き出す 
（活動銀河核 active galactic nuclei）

想像図





中心にあるブラックホールへ落ちていく宇宙ロケットが， 
同じ間隔でパルス光信号を周囲に放つときの光信号の伝播 
（光が次第にブラックホール近くから出てくるのに時間がかかる） 



ブラックホールで 
　未来へ行く(1) 

以前Newtonでブラックホールに吸い込まれる
とパスタの麺のように体が引き延ばされると
いう話を見たことがありました。引き延ばさ
れた後どうなってしまうのかということがと
ても気になります。



ブラックホールで 
　未来へ行く(2) 



ブラックホールで 
　未来へ行く(3) 



Interstellar (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo

Executive Producer:  Kip  Thorne

https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo


Interstellar (2014) Executive Producer:  Kip  Thorne
https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo

https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo


Interstellar (2014) Executive Producer:  Kip  Thorne
https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo

https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo


2019年4月10日，国立天文台グループ「ブラックホールの直接撮像に初めて成功」

地球から5500万光年 https://alma-telescope.jp/news/press/eht-201904

最近のニュースから



電波望遠鏡　口径が大きいほど集光力高い，分解能高い

http://www.mitsubishielectric.co.jp/me/dspace/column/c1805_2.html

野辺山45ｍ望遠鏡

分解能＝波長/口径



アレシボ電波望遠鏡　 305メートル球面電波望遠鏡（1963ー）
（Arecibo Observatory，プエルトリコ）

1964　水星の自転周期55日の発見
1968　かにパルサー中心に中性子星発見
1974   連星中性子星発見
1989   小惑星カスタリア直接観測
1992　パルサーを公転する太陽系外惑星発見

アレシボ・メッセージ (1974)
SETI (1999—)



http://alma.mtk.nao.ac.jp/

日本が，欧米と共同で，チリのアタカマに建設した電波望遠鏡 

全66台のアンテナが設置され，日本は16台を担当．「いざよい」と命名．
標高5000m地点に設置されている．

直径12メートルのアンテナを50台組み合わせるアンテナ群と，直径12メートルのアン
テナ4台と直径7メートルアンテナ12台からなる．最大18.5キロメートルまでアンテナ
間隔を広げることができ，最大の空間分解能は，0.05 マイクロラジアン．

「大阪にある一円玉を東京から見分けられるほどの
高い解像度」

　アルマ望遠鏡 Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array

http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/multimedia/messenger_orbit_image20120615_1.html


http://japanese.china.org.cn/business/txt/2016-07/04/content_38806293.htm

中国「天眼（FAST）」 500メートル球面電波望遠鏡（2016ー）
（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope: FAST）

中国南西部の貴州省，185億円，天頂から40度の範囲を観測可能，
１万人強制移住，半径５km以内携帯電話禁止



http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/system/index.html

VLBI = Very Long Baseline Interferometer 
VERA = VLBI Exploration of Radio Astrometry

電波干渉計



https://www.nao.ac.jp/news/science/2019/20190410-eht.html





https://www.nao.ac.jp/news/sp/20190410-eht/videos.html 0’58”

ブラックホールシャドウのメカニズム解説映像
最近のニュースから



質量　M 
電荷　Q 
角運動量　J

ブラックホール脱毛定理 
black-hole no-hair theorem

p99



ブラックホール脱毛定理 
black-hole no-hair theorem

ブラックホールにさまざま
な情報が落ち込んでも， 
観測できる量は３つだけ

p99



ブラックホール
1960年代はじめまで 
ブラックホールの解が出てきたのは，球対称や軸対称の特殊な仮定を
したからでは？　現実には存在しない？　　 

1965年 ペンローズ，特異点定理
星が重力崩壊すれば，必ず特異点
が形成される．　

特異点

時間

物質

遠方の
観測者

ブラックホール境界面
（イベントホライズン）



特異点定理 
singularity theorem

http://iopscience.iop.org/1475-7516/2005/10/017

教科書 p97



Steven Hawking

筋委縮性側索硬化症　(ALS）



裸の特異点 と 宇宙検閲官仮説 
naked singularity vs cosmic censorship conjecture

弱い宇宙検閲仮説　 R. Penrose (1969) 

「漸近的に平坦な時空で，物理的に適当な初期条件から出
発し，物理的に適当な物質および輻射の重力崩壊によって
発生するすべての特異点は，ブラックホールの中に隠さ
れ，遠方の観測者はそれを見ることができない．」 
「裸の特異点は，見えてはならない」 

強い宇宙検閲仮説　 R. Penrose (1979) 
「物理的にもっともらしいすべての時空には，初期特異点
以外に観測可能な特異点は存在しない．」 
「特異点は，遠方の観測者のみならず，ブラックホールに
落ちた観測者からも，見えてはならない」 
「裸の特異点は，存在しない」 

r＝０CENSORED

CENSORED

p98



ホーキングとソーンの賭け 

ホーキング 
「裸の特異点は物理法則によって
禁止されている」 

ソーン，プレスキル 
「あり得る」 

敗者は裸体を覆う着物を勝者に
与えること 

1991年９月24日 

p99



Apparent Horizon 
appears

No AH 
= naked singularity





ホーキングとソーンの賭け　２ 

ホーキング 
「一般的な初期条件では，裸の
特異点は発生しない」 

ソーン，プレスキル 
「あり得る」 

敗者は裸体を覆う着物を勝者に
与え，その着物には敗北を認め
る文章を入れること． 

1997年2月5日 

p99



資料 p71

www.phdcomics.com 
“gravitational waves explained”

　3.5  相対論の産物：(2) 重力波 p100

http://www.phdcomics.com


p100　3.5  相対論の産物：(2) 重力波

2015年9月，アメリカLIGOグループ，重力波を初検出 
　2016年2月に記者発表，連星ブラックホールの合体 
　2017年にノーベル物理学賞

1916年，アインシュタインは 
「時空のゆがみを伝える波（重力波）が存在する」と発表 

1960年代おわり，ウェーバー，幻の検出 

1974年，連星パルサーの発見，重力波存在の間接的な証拠 
　　　　　ハルスとテイラー，93年にノーベル物理学賞

2017年10月，5例めの重力波，連星中性子星の合体 



ノーベル物理学賞，重力波発見のLIGOグループへ【受賞報道】

LIGO researchers receive Nobel Prize 2017

2017/10/03

ノーベル財団は，今年の物理学賞受賞者を，重力波の初観測に成功したアメリカの重力波
検出グループLIGO（ライゴ，Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory)の
３名と発表した． 
 

贈賞理由は，"for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of 
gravitational waves"（LIGO検出器開発への貢献と重力波の観測）．



重力波の発生と伝播

レーザー干渉計



重力波の発生と伝播



Gravity Ink. - The Future of Astronomy (Episode 2)

http://www.youtube.com/watch?v=8KeIu5_Kks4

Start on click, 3 minLISAcommunity　http://support.elisascience.org 
Hand: Pavel Gurov　Voice: Heather Audley 
Concept: Oliver Gerberding, Simon Barke, Heather Audley, Benjamin Knispel



重力波　幻の発見 (1968/70)

Joseph Weber (pictured), a physicist at the University of Maryland in 
College Park, believed that gravitational waves were real. In 1969, he 
announced that he had found them with a detector of his own invention: an 
aluminium cylinder, about 2 metres long and 1 metre in diameter, that ‘rang’ 
when it was struck by such a wave2. His result was never replicated, and 
was eventually rejected by nearly everyone except Weber himself. 
Nonetheless, his work drew many other researchers into the gravitational 
wave field.

Joseph Weber

68年に「２台の装置で同時に重力波信号を検出」 

70年に「重力波信号はおよそ一日に三回の頻度で
検出され、検出装置が銀河の中心に対して垂直方向
に向いているときに検出率が高い」 

と発表したが，他のグループで追試されず．

ウェーバー



連星中性子星の発見 (1974)

パルサー＝中性子星 
半径 10km位 
質量 1.4x太陽
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1993/illpres/discovery.html

Arecibo, Puerto Rico

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1993/illpres/discovery.html


一般相対性理論の予言【連星パルサー】

1974年 
パルスの間隔から，連星であるこ
とがわかった．

Russell A. Hulse      Joseph H. Taylor Jr. 



重力波を放出してエネルギーを失うの
で，星が近づいてゆく．

重力波の存在が間接的に確かめられた．

連星中性子星の発見 (1974)



連星中性子星の発見 (1974)

"for the discovery of a new type of pulsar, a 
discovery that has opened up new 
possibilities for the study of gravitation"

重力波の存在が間接的に確かめられた．

"重力についての新しい研究を開いた，新種の
パルサーの発見に対して"



連星中性子星 
連星ブラックホール 
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重力波の直接観測をしたい！



連星中性子星 
連星ブラックホール 

重力波の存在が間接的に確かめられた．
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重力波の直接観測をしたい！



https://mediaassets.caltech.edu/gwave

Laser Interferemeter Gravitational-Wave Observatory　（1992年予算承認)

LIGO（ライゴ：レーザー干渉計重力波天文台）

https://mediaassets.caltech.edu/gwave




朝日新聞　2015/11/5



干渉計のしくみ

朝日新聞　2015/11/5

光の重ね合わせで強めあったり 
弱めあったりする現象（干渉） 
を利用して，微小な長さを測る



We need more detectors for better localization !

7

世界の重力波干渉計



KAGRA（かぐら：大型低温重力波望遠鏡）

http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/history

Kamioka Gravitational wave detector, (Large-scale Cryogenic Gravitational wave Telescope) 

望遠鏡の大きさ：基線長 3km  

望遠鏡を神岡鉱山内に建設  
地面振動が小さい岐阜県飛騨市に
ある神岡鉱山 

鏡をマイナス250度（20K）まで
冷却  
熱雑音を小さくするため 

鏡の材質としてサファイア 
光学特性に優れ、低温に冷却する
と熱伝導や機械的損失が少なくな
る

http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/history


スーパー・カミオカンデ（ニュートリノ観測装置）
Super-Kamiokande http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/

岐阜県・神岡の鉱山跡の空洞に巨大な水槽をつくり， 
宇宙から飛来するニュートリノを観測する．

直径40m 
高さ40m

梶田隆章（2015年）

小柴昌俊（2002年）

ノーベル物理学賞を受賞



92

KAGRA（かぐら：大型低温重力波望遠鏡）



2016年4月

KAGRA（かぐら：大型低温重力波望遠鏡）



2019年10月，アメリカ・ヨーロッパとの研究協定に調印

KAGRA（かぐら：大型低温重力波望遠鏡）





重力波の波源
sources of gravitational wave

http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/

予測が難しい

重力波は弱いのであらかじめ，波形の予測が必要 
ノイズにまみれたデータに，予測した波形があるか探す

振幅が小さい 振幅が小さい
連星合体を 
ターゲットに

http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp


ブラックホールの合体シミュレーション

２つのブラックホールの合体と重力波放出 
　（90年代，NCSAグループ）



ブラックホールの合体シミュレーション

NCSA-AEI group (1998)



連星中性子星 
連星ブラックホール 

重力波の存在が間接的に確かめられた．
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重力波の直接観測をしたい！



LIGO（レーザー干渉計重力波天文台）

https://mediaassets.caltech.edu/gwave

Laser Interferemeter Gravitational-Wave Observatory　（1992年予算承認)

2015/9/16--2016/1/15  
Observation run 1

https://mediaassets.caltech.edu/gwave


https://www.youtube.com/watch?v=aEPIwEJmZyE

重力波初検出を発表するライツィLIGO所長  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年2月11日

“We had detected gravitational waves.　We did it. ”
“我々は，重力波を検出した.　やり遂げたのだ. ”

https://www.youtube.com/watch?v=aEPIwEJmZyE


2015年9月14日



https://mediaassets.caltech.edu/gwave

重力波波形を音にすると．．．

始め2回は実周波数，後の2回は聞えやすいように+400Hz

https://mediaassets.caltech.edu/gwave




著者1010人 
PRL 16ページ



13億光年先 

太陽の36倍と29倍のブラッ
クホールが合体して， 
太陽の62倍のブラックホール
になった． 

3倍の質量が消失
E = mc2

2015年9月14日



h(t)

freq

time

GW150914



Animation of the inspiral and collision of two black holes consistent with the masses and spins of GW170104. The top part of the movie shows the black hole horizons (surfaces of "no return"). The initial two 
black holes orbit each other, until they merge and form one larger remnant black hole. The shown black holes are spinning, and angular momentum is exchanged among the two black holes and with the orbit. This results 
in a quite dramatic change in the orientation of the orbital plane, clearly visible in the movie. Furthermore, the spin-axes of the black holes change, as visible through the colored patch on each black hole horizon, which 
indicates the north pole. 
The lower part of the movie shows the two distinct gravitational waves (called 'polarizations') that the merger is emitting into the direction of the camera. The modulations of the polarizations depend sensitively on the 
orientation of the orbital plane, and thus encode information about the orientation of the orbital plane and its change during the inspiral. Presently, LIGO can only measure one of the polarizations and therefore obtains 
only limited information about the orientation of the binary. This disadvantage will be remedied with the advent of additional gravitational wave detectors in Italy, Japan and India. 
Finally, the slowed-down replay of the merger at the end of the movie makes it possible to observe the distortion of the newly formed remnant black hole, which decays quickly. Furthermore, the remnant black hole is 
"kicked" by the emitted gravitational waves, and moves upward. (Credit: A. Babul/H. Pfeiffer/CITA/SXS.) - See more at: http://ligo.org/detections/GW170104.php#sthash.NZPaW2LT.dpuf

http://ligo.org/detections/GW170104.php

https://www.black-holes.org/
http://ligo.org/detections/GW170104.php#sthash.NZPaW2LT.dpuf
http://ligo.org/detections/GW170104.php


observed by LIGO L1, H1
       source type          black hole (BH) binary

date 14 Sept 2015
time 09:50:45 UTC

likely distance  0.75 to 1.9 Gly  
230 to 570 Mpc

redshift 0.054 to 0.136

signal-to-noise ratio 24

false alarm prob. < 1 in 5 million

false alarm rate < 1 in 200,000 yr
 Source Masses            M⊙

total mass 60 to 70
primary BH 32 to 41

secondary BH 25 to 33
remnant BH 58 to 67

mass ratio 0.6 to 1
primary  BH spin < 0.7

secondary BH spin < 0.9

remnant BH spin 0.57 to 0.72
signal arrival time 

delay
arrived in L1 7 ms 

before H1
likely sky position      Southern Hemisphere

likely orientation face-on/off
resolved to ~600 sq. deg.

  duration from 30 Hz ~ 200 ms
  # cycles from 30 Hz ~10

peak GW strain 1 x 10-21

peak displacement of 
interferometers arms

±0.002 fm

frequency/wavelength 
at peak GW strain

150 Hz, 2000 km

peak speed of BHs ~ 0.6 c
peak GW luminosity 3.6 x 1056  erg s-1

radiated GW energy 2.5-3.5 M⊙

remnant ringdown freq.      ~ 250 Hz          .

    remnant damping time         ~ 4 ms          .

 remnant size, area 180 km, 3.5 x 105 km2

consistent with 
general relativity?

passes all tests 
performed

graviton mass bound < 1.2 x 10-22 eV

coalescence rate of 
binary black holes

2 to 400 Gpc-3 yr-1

  online trigger latency ~ 3 min
 # offline analysis pipelines             5

CPU hours consumed ~ 50 million (=20,000 
PCs run for 100 days) 
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first direct detection of  gravitational waves (GW) and first direct observation 
of a black hole binary

Detector noise introduces errors in measurement. Parameter ranges correspond to 90% credible bounds.  
Acronyms: L1=LIGO Livingston, H1=LIGO Hanford; Gly=giga lightyear=9.46 x 1012 km; Mpc=mega 
parsec=3.2 million lightyear, Gpc=103 Mpc, fm=femtometer=10-15 m, M⊙=1 solar mass=2 x 1030 kg
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13億光年先 
（400±170 Mpc） 
（z=0.054̶0.136） 

36Msun + 29 Msun 
のBHが合体して 62 Msun 
（3 Msun分の質量が消失） 

重力波が検出された！ 
重力波が検出できた！ 
BHが存在した！ 
BH連星が存在した！ 
相対論が第0近似として正しい！



毎日新聞 2016/2/13

東京新聞 2016/2/12

重力波が検出された！ 
重力波が検出できた！ 
ブラックホールが存在した！ 
ブラックホール連星が存在した！ 
相対性理論，正しかった！



2016年7月20日発売 
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連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測
2017/10/16

GW170817

これまでの 
BHBH合体 
による重力波

今回のNSNS 
合体による重力波



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測
GW170817



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測
GW170817

Figure 2. Timeline of the discovery of GW170817, GRB 170817A, SSS17a/AT 2017gfo, and the follow-up observations are shown by messenger and wavelength
relative to the time tc of the gravitational-wave event. Two types of information are shown for each band/messenger. First, the shaded dashes represent the times when
information was reported in a GCN Circular. The names of the relevant instruments, facilities, or observing teams are collected at the beginning of the row. Second,
representative observations (see Table 1) in each band are shown as solid circles with their areas approximately scaled by brightness; the solid lines indicate when the
source was detectable by at least one telescope. Magni!cation insets give a picture of the !rst detections in the gravitational-wave, gamma-ray, optical, X-ray, and
radio bands. They are respectively illustrated by the combined spectrogram of the signals received by LIGO-Hanford and LIGO-Livingston (see Section 2.1), the
Fermi-GBM and INTEGRAL/SPI-ACS lightcurves matched in time resolution and phase (see Section 2.2), 1 5!!!1 5 postage stamps extracted from the initial six
observations of SSS17a/AT 2017gfo and four early spectra taken with the SALT (at tc!+!1.2 days; Buckley et al. 2017; McCully et al. 2017b), ESO-NTT (at
tc!+!1.4 days; Smartt et al. 2017), the SOAR 4 m telescope (at tc!+!1.4 days; Nicholl et al. 2017d), and ESO-VLT-XShooter (at tc!+!2.4 days; Smartt et al. 2017) as
described in Section 2.3, and the !rst X-ray and radio detections of the same source by Chandra (see Section 3.3) and JVLA (see Section 3.4). In order to show
representative spectral energy distributions, each spectrum is normalized to its maximum and shifted arbitrarily along the linear y-axis (no absolute scale). The high
background in the SALT spectrum below !4500!Å prevents the identi!cation of spectral features in this band (for details McCully et al. 2017b).

4

The Astrophysical Journal Letters, 848:L12 (59pp), 2017 October 20 Abbott et al.

波源はNGC4993 (40Mpc先）!



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測
GW170817

今回もブラックホール連星合体の波形と考え
られる．太陽質量の35倍と，25倍のブラック
ホールが合体して，53.2倍のブラックホール
が形成された．距離は，18億光年先． 



重力波天文学で何がわかる？

ブラックホールの存在する強い重力場

中性子星連星合体のふるまい
一般相対性理論の検証

原子核の状態方程式
イベント頻度・統計

星形成モデル・銀河中心ブラックホール 
宇宙論パラメータ

対応する天体の姿
天体物理学

背景重力波の存在
星形成モデル・宇宙初期モデル



重力波天文学で何がわかる？
とんでもないこと？ 世の中，実は5次元．．とか



重力波が検出された！ 
重力波が検出できた！ 
ブラックホールが存在した！ 
ブラックホール連星が存在した！ 
相対性理論，正しかった！

2016年　重力波天文学の幕開け

光学天文学の幕開け 
ガリレイ　1609年

100年もかかったのか．
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2021年11月　重力波カタログ３　発表

2015/9̶2020/3



2021年11月　重力波カタログ３　発表
https://www.ligo.org/science/Publication-O3bCatalog/index.php

LIGO-Virgo-KAGRA Science Summary (2021年 11月 7日)
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LIGOとVirgoの第 3観測期間のブラックホールと中性子星の母集団の統計
Introduction

　ブラックホールや中性子星のような，コンパクト天
体で構成される連星の合体による個々の重力波イベン
トからは，固有の重力波源の特性を明らかにすること
ができます．しかし，これらの連星系が宇宙全体でど
のように形成され進化してきたかを明らかにするため
には，多くの重力波イベントを観測して母集団の統計
を明らかにすることが必要です．コンパクト天体の質
量とスピンの分布を測定することは，連星系の形成過
程を明らかにすることにつながるため，私たちは，特
に注目しています．
　科学者たちは，コンパクト天体の連星系が宇宙で形
成される可能性として２つの方法に焦点を当ててきま
した．以下では２つの「チャンネル」と呼ぶことにし
ます．孤立した連星進化チャンネルでは，巨大な恒星
がつくる連星が共に進化し，それぞれが最終的に爆発
して，中性子星またはブラックホールになったコンパ
クトな連星が形成された，と考えます．動的形成チャ
ンネルでは，球状星団や中心核星団のような密集した
環境で，中性子星やブラックホールが結合して連星系
を形成する，と考えます．これらの形成チャンネルは
どちらも，重力波で検出されるコンパクト天体の観測
可能な量に独自の特徴を残します． LIGOによって検
出可能な重力波源は，太陽質量（記号M!で表します）
の 1倍から 100倍の範囲を広くカバーすると予想され
ます．しかし，天体物理学的プロセスが異なると，こ
の質量の範囲全体で，ブラックホールや中性子星が検
出されない領域が生じる可能性があります．たとえば，
X線と重力波による最近のコンパクト天体の観測では，
3～5 M! の範囲に低い質量ギャップが存在し，最も質
量の大きい中性子星と最も質量の小さいブラックホー
ルの間に空白があることが示唆されています．この空
白は，巨大星がどのように死ぬかを支配する物理的メ
カニズムによって説明される可能性があります．また，
脈動対不安定型超新星の理論によって，ブラックホー
ルには，約 50から 120 M!の範囲で，高い質量ギャッ

プがあることが予測されています．この場合，瀕死の
星の外層が放出され，質量の小さいブラックホールが残
るか，残骸がまったく残りません．したがって，これ
らのギャップのどちらかまたは両方が存在すれば，私
たちは，巨大な星がどのように一生を終わらせるかに
ついて学ぶことができます．

図 1: 私たちの論文で統計解析された連星系の母集団．横軸に大きい方の天体の質量，縦軸に小さい方の天体の質量を表す．関心を引く個々のイベントをマークしている．また，連星の質量比と総質量の線も示す． (Credit: LIGO-Virgo-KAGRA
Collaboration / IGFAE / Thomas Dent.)

　コンパクト連星系の形成史を解くもう 1つの重要な
特徴は，構成天体の自転（スピン）軸の公転軌道軸に対
する方向です．たとえば，地球が，太陽の周りの公転
軸に対して，自転軸をわずかに傾けていることが，季節
の原因になっています．孤立して形成されたコンパク
ト連星では，通常自転軸が軌道の公転軸と同じ向きを
向いているのに対し，動的に形成された連星は自転軸
がランダムな方向を向いている可能性があります．重
力波で調べることができる 3番目の重要な観測可能な
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GWTC-3,重力波イベントのカタログ第３版
はじめに
　 GWTC-3 (突発的重力波カタログ，Gravitational-Wave Transient Catalog-3)は，ライゴ (LIGO)，ヴィルゴ (Virgo)，
およびKAGRA（かぐら）から提供される，3番目の突発的重力波カタログです．GWTC-3は，2019年 11月から 2020
年 3月まで続いた第 3期観測期間の後半 (O3b)で検出された重力波イベントをこれまでのカタログに加えて更新し
たものです．その結果として，GWTC-3は，現在までに観測されたイベントをすべて集めた最大の重力波カタログ
です．
　まずは，これまでの重力波カタログの復習からはじめましょう．

• GWTC-1は，第１期と第２期の観測期間（O1と O2）で検出された 11個のイベントを含んだカタログでした．
• GWTC-2は，O1, O2,と第 3期前半（O3a）で得られた全部で 50個のイベントを含んだカタログでした．
• GWTC-2.1は，O3a中に検出されたイベントの定義を見直した結果，新たに 8個のイベントを加え，GWTC-2
の 3個のイベントを除いたカタログでした．ここでは，天体物理学的な信号である確率が 50%より小さなイベ
ント候補を除くことにしました（以下の「重力波の検出」の項を参照してください）．結果として全部で 55個
のイベントを含んだカタログになりました．

• GWTC-3（今回のカタログ）では，O3b中に検出された 35個のイベントを追加し，現在までに観測されてい
る合計 90個ものイベントを含むカタログになりました．（以下の図 3は，膨大に増えてきた検出イベントの質
量分布を示しています．）

　 O3bの最後 (2020年 4月)には，KAGRAが LIGOと Virgoに加わりました．KAGRAは,ドイツにある GEO 600
との共同観測を２週間実施しました．この観測の結果については，別に報告します．
　これまでの私たちの重力波観測はすべて，ブラックホールや中性子星からなる連星の合体を波源とするものです．
これらをコンパクト天体と呼び，私たちは，これらが巨大な星の残骸であると想定しています．重力波のイベント
には，連星ブラックホールの合体，連星中性子星の合体，中性子星-ブラックホールの合体の組み合わせがあります．
私たちの検出器の感度がより上昇するにつれて，重力波イベントの発見効率は劇的に改善されてきました．2015年
に最初の検出を行ってからの，長い道のりの成果です．
　この要約には，データの収集方法，検出方法，連星合体イベントの特徴の推定方法，GWTC-3のハイライト，およ
び将来計画されている観測について書かれています．
重力波検出器
　長年にわたる検出器の改良とデータの質の向上，そし
て解析手法の改善の組み合わせにより，LIGOと Virgo
の感度は向上してきました．重力波検出器の感度を測
定する方法はいくつかあります．1 つは，検出器が典
型的な連星中性子星の合体を検出できるおおよその距
離を推定することです．検出可能な距離が大きいほど，

より遠くの信号を検出できるため，より多くの検出が
期待できます．O3は O3aと O3bの 2つの観測期間に
分かれており，その間の 2019年 10月に 1か月の休止
期間がありました．この１ヶ月の休止期間中に，多く
のアップグレードと修理が行われました．その中には，
LIGOのリヴィングストン (Livingston)検出器での鏡の
クリーニング，LIGOのハンフォード (Hanford)検出器
での真空装置の交換，Virgoでのレーザー強度の増大な

1
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『光子の裁判』(1949) 朝永振一郎 (レポート課題 基礎資料)
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朝永振一郎（ノーベル賞　1965） 
「超多時間理論」と「くりこみ理論」，
量子電磁力学分野の基礎的研究 
jointly to Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger and Richard P. 
Feynman "for their fundamental work in quantum 
electrodynamics, with deep-ploughing consequences for the 
physics of elementary particles".



本日のミニッツペーパー記入項目
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https://forms.gle/xPvnYAK8tiKfKiDy8

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 24日(水) 23:59　

手書きのものを写真にして添付するのでもよい．

【9-1】（ここまでの復習） 
   　特殊相対性理論で説明できるものに， 
　　一般相対性理論で説明できるものにマークせよ． 
　　(両方当てはまるもの，当てはまらないものもある) 
　　(a) 双子のパラドックス，(b) ブラックホール，(c) 光の湾曲 
　　(d) 未来に行くタイムマシン，(e) 核反応の原理，(f) 重力波 
　　(g) ドップラー効果，(h) 水星の近日点移動 
【9-2】（次回から「量子論」）「シュレーディンガーの猫」とは何でしょうか？ 
【9-3】通信欄．（講義で取り上げて欲しい疑問・要望・連絡事項など、何かあれば） 


