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前回のミニッツペーパーから
18日に地球に最接近する小惑星7482について聞きたいです。地球は危ないので
しょうか？

1kmほどの大きさの小惑星が
地球から190万kmのところを通過する．
月の5倍遠くのところなので問題ない．

地球近傍天体とは地球から4800万キロ
以内に接近する小惑星や彗星



◀地球に再接近した小惑星
（2020年8月，距離3000km）

▼小惑星の軌道を変える実験DART，
Double Asteroid Redirection Test
（2021年11月打ち上げ，22年9月実験）

https://www.nasa.gov/planetarydefense/dart



前回のミニッツペーパーから
ゲームで暗黒物質という名前の謎い物体が
あったのですが、現実でも謎のままなんだ
と思いました。

授業の中で色々な波長で見た太陽というス
ライドが面白かったです。個人的には紫外
線で見た太陽がかっこよくて好きだなと思
いました（笑）

ダークマターの候補
素粒子論からのダークマターの候補 
ニュートリノ　　　○微小な質量を持つことがわかっている 
　　　　　　　　　　×宇宙全体では量が不足，銀河形成モデルとも合致せず 
　ニュートラリーノ　○超対称性理論を仮定すれば自然に登場する粒子 
　　　　　　　　　　×未発見． 
　アキシオン　　　　温度ゼロの仮想の粒子　×未発見． 

天体物理学からのダークマターの候補 
　ブラックホール・白色矮星・中性子星　 
　　　　　恒星進化の最後の姿だが，どの位存在するのかが未知． 
　褐色矮星・惑星　　恒星へなれなかった小さな星．これも存在量が未知． 

結局，不明のまま．　 
未知の素粒子は何か，に期待が高まっている

p181

物理学の分野で今後明らかになっていくと思われることはありますか？



前回のミニッツペーパーから
宇宙ビジネスは将来性があると言いますが、先生の見解を知りたいです

私は3回生なのですが、就職活動をする中で、全然自分の将来像が見えず悩んでい
ます。真貝先生はなぜ今の仕事を選ばれたのですか？講義と関係なくなってしまい
申し訳ありません。

先生は、もし宇宙で生活できるようになったらどんなことがしたいですか。私は
宇宙で食べ物を作ってみたいです。

天体物理学の話を調べていて、マルチバースとか、4次元の世界5次元の世界は存在
するのかとか、色々目にしますが先生自身はマルチバースや4次元以降の世界に関
してどう考えていらっしゃいますか？

おおいに将来性がありますが，まだ一般に普及するには時間がかかります．

物理を究めようと大学院に進みました．研究者になろうとしがみつきました．
ポスドクで11年すごしてようやく職につけました．
夢を見つけたらあきらめないことが大事と思います．

無重力の世界で3次元的に自由に動ける生活を満喫したい．

マルチバースはもっともらしい．
高次元膜宇宙論は面白いけど１つのパラダイムにすぎない．



前回のミニッツペーパーから

大変興味深い講義をありがとうございました！

はじめは難しい授業を取ってしまったと焦りましたが、先生の丁寧な説明のおかげ
でとてもわかりやすく、難しい内容でも理解しようと頑張れました。私は来年度か
ら小学校教員として働きます。子どもたちの疑問や関心に沿って物事を一緒に考える
ことのできる教師になりたいと思います。この授業と生活の中の物理学でも学んだ
ことを活かしていきたいです。ありがとうございました！

宇宙について歴史の面から現代まで学んで、まだまだ知らないこと、謎が沢山ある
のだと知ることができました。とても面白かったです。最初は何がなんだが難し
かったけれど、毎回の授業を重ねるごとに少しづつ理解できてきたと思いました。
ありがとうございました。

難しいながらも楽しい授業ありがとうございました。最後のレポートも頑張ります。

4月からも武庫川女子大学で講義して頂けますか？

ラスト一回頑張ります



前回のミニッツペーパー記入項目

7

【14-1】宇宙を構成する物質を多い順に並べよ． 
               普通の物質，ダークマター，ダークエネルギー 

教科書p187



★この授業のまとめを

物理的な側面
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歴史的な側面



★この授業のまとめを

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

特殊相対性理論 

一般相対性理論

ニュートン力学

量子力学

F = ma

量子場の理論
究極の理論 
未完成

物理的な側面



★この授業のまとめを

天動説 vs 地動説

アインシュタイン vs ボーア

定常宇宙論 vs ビッグバン宇宙論

古典物理学 vs 現代物理学歴史的な側面

地動説

Nicolaus Copernicus
(1473-1543)

天体観測
惑星運動の法則

コペルニクス Tycho Brahe
(1546-1601)

ブラーエ Johannes Kepler
(1571-1630)

ケプラー Galileo Galilei
(1564-1642)

ガリレイ

慣性・自由落下運動 
地動説の物理的根拠

ニュートン
Isaac Newton
(1642-1727)

運動の法則 
万有引力

　1. ケプラーの惑星運動の法則：物理学史上の意義

近代物理学をつくりあげた登場人物たち

アインシュタイン ボーア 
（コペンハーゲン解釈）

光がどちらかのスリットを通過し
たのか，は測定できるはずだ．

神はサイコロを振ったりしない．

 確率でしか測定できない． 
　波動関数は確率を表すのだ．

不確定性原理を認める量子力学は誤っている
EPRパラドックスを提案

物理的実在が存在し，我々はそれを観測する

実在は重要ではなく，観測する現象を説明するのが物理学
ベルの不等式の破れが確認され，こちらが正しい

1962年没（77歳）1955年没（76歳）

　アインシュタイン・ボーア論争　まとめ (３)

火の玉宇宙論　vs　定常宇宙論

「宇宙に始まりも終わりもない」

ガモフ

「宇宙には始まりがあった」

ホイル

宇宙膨張をしていても新たに物質が 
生成していれば大丈夫

ビッグバン，いい名前だ． 
ビッグバン宇宙論，と呼ぶことにしよう

彼らは宇宙が大きな爆発(ビッグバン)  
から始まったと言っている

ビッグバン宇宙論

宇宙誕生後，３分で軽元素の合成が 
された

教科書 p160
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ダークエイジ　　　dark age
ダークマター　　　dark matter
ダークエネルギー　dark energy

未知の問題

p164



より遠くまで　より広範囲に　より詳細に　より広いエネルギー幅で

Finale　これからの宇宙論研究



　これからの宇宙研究

　Astro2020 （アメリカの10年計画，2021年11月発表）
https://www.nationalacademies.org/our-work/decadal-survey-on-astronomy-and-astrophysics-2020-astro2020

（ⅰ）Pathways to Habitable Worlds　　地球外生命体はいるのか． 
　　　太陽系外惑星をその環境を決める中心星の性質と合わせて統一的に理解することを目指す。 
（ⅱ）New Windows on the Dynamic Universe　新しい「眼」で宇宙を観測する 
　　　従来の電磁波（可視光、赤外線、電波、Ｘ線、ガンマ線）に加えて、超高エネルギー宇宙線、 
　　　ニュートリノ、重力波という新たな観測手法を用いて、未知の物理学の開拓を目指す。 
（ⅲ）Drivers of Galaxy Growth　銀河進化を生態系として理解する 
　　　天体は、その化学的・力学的進化の最期に再び宇宙空間に戻って次世代の天体を形成する。 
　　　その基礎過程を解明する．



　これからの宇宙研究

　Astro2020 （アメリカの10年計画，2021年11月発表）
https://www.nationalacademies.org/our-work/decadal-survey-on-astronomy-and-astrophysics-2020-astro2020

Astro2020の将来計画予定年表



前回のミニッツペーパー

教科書p210

▶▶重力波

【14-2】次の波を，波長の短い順（エネルギーの大きい順）に並べよ． 
              重力波，X線，可視光線，赤外線，紫外線，電波 



　大気の窓 教科書p211



　いろいろな波長で見た太陽 

http://edu.jaxa.jp/materialDB/html/materials/advanced/chapter1/1_2/1_2_1_a.html

左列、上から順に、可視光（光球）、紫外線（低温コロナ）、X線（高温コロナ）。
右列、上から順に、光球面磁場、水素輝線（彩層）、コロナグラフ写真。
（BBSO、NASA、宇宙航空研究開発機構提供）

http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ste-www1/naze/sun/sun52.html

http://edu.jaxa.jp/materialDB/html/materials/advanced/chapter1/1_2/1_2_1_a.html


ハワイにある日本の 
すばる望遠鏡



すばる望遠鏡，新型の超広視野カメラがファーストライト
2013/7/30

【天文】

Subaru telescope revised.  First Light of HSC.

http://www.naoj.org/Topics/2013/07/30/j_index.html

超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (ハイパー・シュプリーム・カム, HSC) がファーストライト． 
満月９個分の広さの天域を一度に撮影できる世界最高性能の超広視野カメラ． 
独自に開発した 116 個の CCD 素子を配置し，計８億7000万画素を持つ巨大なデジタルカメラ． 
アンドロメダ銀河のほぼ全体を１視野で捉えることに成功．すばる望遠鏡に当初から搭載されている 
Suprime-Cam (シュプリーム・カム) では，アンドロメダ銀河の一部 (満月よりやや広い視野) をシャープに
撮影できていましたが，HSC の登場により観測の効率がさらに大きく高まった．

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia17171.html


30m望遠鏡  
Thirty Meter Telescope (TMT) 

 
 

 
⼝径30m 
0.31-28um 
⽇日本・アメリカ・カ
ナダ・NSF・中国・
インドの国際協⼒力力 
ハワイ・マウナケア 
総予算1500億円 
2021年年末観測開始 

 

2013年12月理論天文学・宇宙物理学懇談会シンポジウム，柏川氏のスライドから



https://www.lsst.org

アメリカの22の大学・研究機関の共同プロジェクト． 
チリの標高2660mの高さに建設．2022年観測開始予定．口径 8.4 m 
当初はLarge Synoptic Survey Telescope（LSST）という望遠鏡名で
呼ばれていたが、2020年に名称決定

https://www.youtube.com/watch?v=9aQY6f1Bcpk

Vera C Rubin  
(1928‒2016)



宇宙にある 
ハッブル望遠鏡



　ハッブル宇宙望遠鏡 Hubble Space Telescope (HST)

アメリカが1990年，宇宙空間に打ち上げた望遠鏡． 
衛星は長さ 13.1m の筒型，重さは 11トン  
反射望遠鏡の主鏡直径は 2.4 m ． 
宇宙空間にあるため，大気の影響を受けず，鮮明な画像が得られる．



ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 2021年12月25日打ち上げ成功
James Webb Space Telescope

James Webbは1960年代のNASA長官．アポロ計画を推進した

https://www.jwst.nasa.gov



ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 2021年12月25日打ち上げ成功
James Webb Space Telescope

https://www.youtube.com/watch?v=69uT90tEJdE

on click, 1’27”



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



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



https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20200923

M87 ブラックホールのリング像は揺れ動いていた
最近のニュースから 2020/9/23

ブラックホールを取り囲む非対称なリング構造が8年間にわたり定常的に存在する一方で、
リングの明るい部分の向きが揺れ動いていた．（過去の試験データを解析）



https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20210324

M87 ブラックホール近傍の偏波画像．（周辺の磁場の向きを表す）
最近のニュースから 2021/3/24

M87は最も代表的な活動銀河ジェット天体の１つ

2017年データを再解析．電波の偏光の画像を得た． 

→ ブラックホール周囲の磁場について，初めての情報となった



https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20210520

M87 ブラックホールの画像で，相対性理論の検証
最近のニュースから 2021/5/20

理論によって，ブラックホール・シャドウ
の大きさは異なる．

→ M87の観測データは、一般相対性理論と見事に一致し、 

　 超ひも理論に基づく重力理論ともある程度一致



　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか

　太陽系惑星探査：NASAによる月・火星探査

1960年代半ばから1970年代半ばにかけて、65回の月面着陸 
初めての月面着陸は1969年7月20日で、アポロ11号のNeil Armstrong（1930-2012）と
Buzz Aldrin (1930-)． 
最後に月面を歩いたのは、1972年12月に月に到着したアポロ17号のEugene Cernan　
（1934-2017）とHarrison Schmitt（1935-）.

p189



　That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind.
I'm, ah... at the foot of the ladder. The LM 
footpads are only, ah... ah... depressed in the 
surface about, ah.... 1 or 2 inches, although 
the surface appears to be, ah... very, very fine 
grained, as you get close to it. It's almost like 
a powder. (The) ground mass, ah... is very 
fine. 
いま着陸船の脚の上に立っている。脚は月面に1イ
ンチか2インチほど沈んでいるが、月の表面は近づ
いて見るとかなり…、かなりなめらかだ。ほとん
ど粉のように見える。月面ははっきりと見えてい
る。 
I'm going to step off the LM now. 
これより着陸船から足を踏み降ろす。 
That's one small step for (a) man, one 
giant leap for mankind. 
これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人
類にとっては偉大な飛躍である。

初めての月面着陸1969年7月20日で、アポロ11号のNeil Armstrong



　第1章　宇宙論の階層構造　>> 1.2.2　惑星探査

　太陽系惑星探査：NASAによる火星探査

キュリオシティが着陸直後に撮影した火星表面のパノラマ写真. 
2012 年 8 月 13 日 NASA

p18



斜面上を約 100m の長さにわたって伸びる暗い筋模様が液体の水の存在 を示している． 
山の斜面と上空からの写真． 

火星には過去に液体の水が存在した (2004年発表) 
極地方では現在も水が存在している可能性 (2015年9月29日発表)  
火星の大気は太陽から吹き出したプラズマ流(太陽風)によって剥ぎ取られた

　第1章　宇宙論の階層構造　>> 1.2.2　惑星探査

　太陽系惑星探査：NASAによる火星探査 p18



N = R� � fp � ne � f� � fi � fc � L

1960年にアメリカの天文学者ドレークが発表した 
「地球外文明の数を推定する式」

　ドレークの式 教科書 p195

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか



ハビタブルゾーン(habitable zone，生命居住可能ゾーン)  
宇宙の中で生命が誕生するのに適した環境となる領域 
条件１：水が液体として存在できる位置に惑星があること 
　　　　＝ゴルディロックスゾーン(Goldilocks zone) 
　　　　180 K < Equilibrium (T) < 310 K 
条件２：岩石惑星であること 
　　　（ガス惑星ではないこと） 

地球外に生命体が存在するかどうか
　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか



系外惑星の探査方法
★直接観測 
　惑星からの光を直接観測する方法．（2008年から発見） 

★位置天文学法（Astrometry法） 
　巨大な惑星によって恒星がふらつく様子を位置天文学的手法により精密観測 
　する方法．（2009年から発見） 
★視線速度法 (Doppler法) 
　惑星によって恒星が視線方向にふらついた時に起こるドップラー効果による 
　スペクトル変化を調べる方法．（2009年までは最多） 
★食検出法（transit法） 
　惑星が恒星の前を横切る時の明るさの変化によって惑星を探す方法． 
（2011年よりKepler衛星が大量発見中） 
★重力レンズ法 (micro lensing法) 
　惑星による背後の天体からの光の集光現象を利用する方法．（2005年から発見） 

★パルサー・タイミング法 
　周期的に電磁波を放出するパルサーに惑星が存在する場合，パルスに周期的なズレが見ら
れることを利用する方法．（初めて発見された系外惑星）

http://ja.wikipedia.org/wiki/太陽系外惑星

p189

http://certificate.ulo.ucl.ac.uk/modules/year_one/NASA_Kepler/character.html


ドップラー法による系外惑星探査 p189



1995年，太陽系外惑星を発見

太陽系外惑星としては初めて発見された 
ペガスス座51番星b（想像図）

1995年10月6日 
ジュネーブ天文台の 
マイヨール(Michel Mayor)と 
ケロー (Didier Queloz)  

ペガスス座51番星 (51 Pegasi)  
＝地球から50光年先 
木星クラスの質量を持った惑星の存在を確認 
ドップラー法 

主星から0.05天文単位 
　（太陽-水星の距離の1/6） 
4.2日で公転 
質量は木星の半分 
表面は1000℃

「ホット・ジュピター」（熱い木星）
James Peebles, Michel Mayor, Didier Queloz

2019年のノーベル物理学賞

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%82%B9%E5%BA%A751%E7%95%AA%E6%98%9Fb


トランジット法による系外惑星探査

http://certificate.ulo.ucl.ac.uk/modules/year_one/NASA_Kepler/character.html

公転周期 P(yr) 公転長半径 a 
(AU)

トランジット時間
(hr)

トランジット深度
(%)

幾何学的確率(%) 発生見込み角度
(deg)

orbital period semi-major axis transit duration transit depth geometric probabilityinclination invariant plane
 Mercury 0.241 0.39 8.1 0.0012 1.19 6.33
 Venus 0.615 0.72 11.0 0.0076 0.65 2.16
 Earth 1.00 1.00 13.0 0.0084 0.47 1.65
 Mars 1.88 1.52 16.0 0.0024 0.31 1.71
 Jupiter 11.86 5.20 29.6 1.01 0.089 0.39
 Saturn 29.5 9.5 40.1 0.75 0.049 0.87
 Uranus 84.0 19.2 57.0 0.135 0.024 1.09
 Neptune 164.8 30.1 71.3 0.127 0.015 0.72

p189
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Kepler 探査機
NASA 
地球型の太陽系外惑星探査 
2009年3月９日打ち上げ 
太陽周回軌道，主鏡口径1.4m 

はくちょう座の方向， 
常時15万個の恒星観測

トランジット法 
主星を隠す時に生じる周期的な明るさ
の変動を検出すること

http://kepler.nasa.gov/Mission/QuickGuide/

p190

http://kepler.nasa.gov/Mission/QuickGuide/


The figure shows what we believe to be 
the local structure of our Galaxy, the 
Milky Way. The stars sampled are 
similar to the immediate solar 
neighborhood. Young stellar clusters, 
ionized hydrogen (HII) regions and the 
neutral hydrogen (HI) distribution 
define the arms of the Galaxy.

1 kpc = 326 光年 
          = 2 x 10^8 AU

Kepler 衛星の探査領域 p190



Kepler mission press releases
2010年1月４日



Kepler 衛星による系外惑星の発見

The figure shows what we believe to be 
the local structure of our Galaxy, the 
Milky Way. The stars sampled are 
similar to the immediate solar 
neighborhood. Young stellar clusters, 
ionized hydrogen (HII) regions and the 
neutral hydrogen (HI) distribution 
define the arms of the Galaxy.2013年12月理論天文学宇宙物理学懇談会

田村氏のスライドより



Kepler-22b   
     Comfortably Circling within the Habitable 

http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/kepler-22b-diagram.html

This diagram compares our own 
solar system to Kepler-22, a star 
system containing the first 
"habitable zone" planet discovered 
by NASA's Kepler mission. The 
habitable zone is the sweet spot 
around a star where temperatures 
are right for water to exist in its 
liquid form. Liquid water is 
essential for life on Earth. 
 
Kepler-22's star is a bit smaller than 
our sun, so its habitable zone is 
slightly closer in. The diagram 
shows an artist's rendering of the 
planet comfortably orbiting within 
the habitable zone, similar to where 
Earth circles the sun. Kepler-22b 
has a yearly orbit of 289 days. The 
planet is the smallest known to orbit 
in the middle of the habitable zone 
of a sun-like star. It's about 2.4 times 
the size of Earth. 
 
Image credit: NASA/Ames/JPL-
Caltech

http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/kepler-22b-diagram.html


TESS 探査機
NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) 
地球型の太陽系外惑星探査
2018年4月18日打ち上げ

Keplar, K2 よりも400倍広い領域で
30ー100倍明るい星を探査する

トランジット法
主星を隠す時に生じる周期的な明るさ
の変動を検出すること

https://www.nasa.gov/content/about-tess

https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-survey-satellite


太陽系外惑星 発見数

http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
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太陽系外惑星 発見数

http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
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太陽系外惑星 発見数

http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
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2021年1月16日現在
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太陽系外惑星 発見数 p190

2022年1月16日現在



https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/

2020年1月25日現在　4100個以上． 
恒星の 1/3 には惑星が発見されている．

太陽系外惑星 　発見数（累積）

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/


https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/

2021年1月16日現在　4100個以上． 
恒星の 42% には惑星が発見されている．

太陽系外惑星 　発見数（累積）

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/


https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/

2022年1月16日現在　4900個以上． 
恒星の 42% には惑星が発見されている．

太陽系外惑星 　発見数（累積）

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/


太陽系外惑星 　公転周期と質量分布

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/

2021年1月16日現在　4100個以上． 
恒星の 42% には惑星が発見されている．

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/


太陽系外惑星 　公転周期と質量分布

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/

2022年1月16日現在　4900個以上． 
恒星の 42% には惑星が発見されている．

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/


太陽系から一番近い星に系外惑星を発見
2012/10/17

【天文】

Planet Found in Nearest Star System to Earth

http://www.eso.org/public/news/eso1241/ 
http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/news/kepler-ph1.html 

リギルケンタウルスは南半球ではよく 
見える明るい星（想像図）

　太陽系にもっとも近い4.3光年先の恒星系リギルケンタウルス
（アルファケンタウリ）に，地球と同じくらいの質量の惑星が見つ
かった．また，4連星の中にある惑星の発見も発表されている． 
　リギルケンタウルスに惑星が存在するかどうかは19世紀から議
論されてきたが，最近まで確認できなかった．今回初めて，チリに
あるラシーヤ天文台のHARPS（高精度視線速度系外惑星探査装
置）と3.6m望遠鏡を用いた観測で，リギルケンタウルスBの周り
を回る惑星が発見された．この惑星は，主星からは600万km程度
離れていて，3.2日の周期で公転している．太陽系で言えば，水星
よりも内側の軌道を回っていて，生命が存在するには熱すぎると
考えられる． 
　視線速度法（ドップラーシフト法）によって観測されたものだ
が，今回は，秒速51cm（時速1.8km）という極めて小さい動きを
検出したもので，視線速度観測としては史上最高精度の観測． 

http://jp.arxiv.org/abs/1210.3612 

Planet Hunters: A Transiting Circumbinary Planet in a Quadruple Star System
Megan E. Schwamb, Jerome A. Orosz, Joshua A. Carter, William F. Welsh, Debra A. Fischer, Guillermo Torres, Andrew W. Howard, Justin R. Crepp, William C. Keel, Chris J. Lintott, Nathan A. Kaib, 
Dirk Terrell, Robert Gagliano, Kian J. Jek, Michael Parrish, Arfon M. Smith, Stuart Lynn, Robert J. Simpson, Matthew J. Giguere, Kevin Schawinski
(Submitted on 12 Oct 2012)
We report the discovery and confirmation of a transiting circumbinary planet (PH1) around KIC 4862625, an eclipsing binary in the Kepler field. The planet was discovered by volunteers searching the 
first six Quarters of publicly available Kepler data as part of the Planet Hunters citizen science project. Transits of the planet across the larger and brighter of the eclipsing stars are detectable by visual 
inspection every ~137 days, with seven transits identified in Quarters 1-11. The physical and orbital parameters of both the host stars and planet were obtained via a photometric-dynamical model, 
simultaneously fitting both the measured radial velocities and the Kepler light curve of KIC 4862625.The 6.18 $\pm$ 0.17 Earth radii planet orbits outside the 20-day orbit of an eclipsing binary 
consisting of an F dwarf (1.734 +/- 0.044 Solar radii, 1.528 +/- 0.087 Solar masses) and M dwarf (0.378 +/0 0.023 Solar radii, 0.408 +/- 0.024 solar masses). For the planet, we find an upper mass limit 
of 169 Earth masses(0.531 Jupiter masses) at the 99.7& confidence level. With a radius and mass less than that of Jupiter, PH1 is well within the planetary regime. Outside the planet's orbit, at ~1000 
AU, a previously unknown visual binary has been identified that is bound to the planetary system, making this the first known case of a quadruple star system with a transiting planet.

http://www.nasa.gov/topics/history/features/astp07.html
http://www.nasa.gov/topics/history/features/astp07.html
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Schwamb_M/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Orosz_J/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Carter_J/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Welsh_W/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Fischer_D/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Torres_G/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Howard_A/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Crepp_J/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Keel_W/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Lintott_C/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Kaib_N/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Terrell_D/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Gagliano_R/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Jek_K/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Parrish_M/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Smith_A/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Lynn_S/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Simpson_R/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Giguere_M/0/1/0/all/0/1
http://jp.arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Schawinski_K/0/1/0/all/0/1


太陽系から一番近い星　アルファ・ケンタウリ
2017/1/9

【天文】

http://www.eso.org/public/images/eso1702b/

4.39光年

4.25光年



太陽系から一番近い星にハビタブル惑星を発見　2016/8/24

http://www.eso.org/public/news/eso1629/

At a distance of 1.295 parsecs, the red dwarf Proxima Centauri (α Centauri C, GL 551, HIP 70890 or simply Proxima) is the Sun’s closest stellar neighbour and one of the 
best-studied low-mass stars. It has an effective temperature of only around 3,050 kelvin, a luminosity of 0.15 per cent of that of the Sun, a measured radius of 14 per cent of 
the radius of the Sun and a mass of about 12 per cent of the mass of the Sun. Although Proxima is considered a moderately active star, its rotation period is about 83 days 
(ref. 3) and its quiescent activity levels and X-ray luminosity are comparable to those of the Sun. Here we report observations that reveal the presence of a small planet with a 
minimum mass of about 1.3 Earth masses orbiting Proxima with a period of approximately 11.2 days at a semi-major-axis distance of around 0.05 astronomical units. Its 
equilibrium temperature is within the range where water could be liquid on its surface.　　　Nature, 2016, vol. 536, p. 437-440

プロキシマ・ケンタウリ 
4.25光年 

プロキシマ・ケンタウリb 
0.05 au（約750万 km）の距離 
を11.2日で公転 
地球質量の1.3倍 
ハビタブルゾーン内 
液体の水を有する可能性

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%B2%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4


TESS衛星，ハビタブルゾーンの地球型惑星を発見　
2020/1/6

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2020-002&rst=7569

TOI 700
かじき座 13等級
100光年先

NASA Planet Hunter Finds Earth-Size Habitable-Zone World

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=QU0qsIGS6MQ



人類が電波を使い始めて100年 

100光年以内の恒星は75個，そのうち
ハビタブルゾーンにある惑星は29個
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1960年にアメリカの天文学者ドレークが発表した 
「地球外文明の数を推定する式」

？？？

　ドレークの式 教科書 p195

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか
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1960年にアメリカの天文学者ドレークが発表した 
「地球外文明の数を推定する式」

　ドレークの式 教科書 p195

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか



　生命をつくる材料は宇宙から？
隕石中に有機物の存在が確認される． 
DNAを構成する塩基の一部と地球上で天然に作られることのない生命
に関連した有機物（2011年NASA）

星形成領域に有機物の存在が確認される． 
タンパク質の構成要素であるアミノ酸は普
通に存在する（2014年国立天文台）

http://www.astroarts.co.jp/news/2011/08/22meteorite/index-j.shtml

http://www.nro.nao.ac.jp/news/2014/pr0910/0910-preglycine.html
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http://www.astroarts.co.jp/news/2011/08/22meteorite/index-j.shtml
http://www.nro.nao.ac.jp/news/2014/pr0910/0910-preglycine.html


　生命をつくる材料は宇宙から？

生命発生に関する仮説として、分子雲中に含まれていた生命材料物質の一部は彗星や隕石
によって運搬されて惑星に降り積もり、さらに複雑な化学進化を経て最初の生命に至った
という考えがある．

http://www.nro.nao.ac.jp/news/2014/pr0910/0910-preglycine.html

http://www.nro.nao.ac.jp/news/2014/pr0910/0910-preglycine.html


　生命の起源はどこか？　（1）熱水噴出孔説

原始地球ではメタン，硫化水素，アンモニア，水素などの還元的物質が豊富に存
在し，それらが高温・高圧下で反応して生体分子がつくられ，鉱物表面で重合し
て高分子化し，紫外線が遮断された環境で細胞化した．地球生命は熱水噴出孔で
生まれた．

p194
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　宇宙に熱水噴出孔はあるか？
海と火山活動があればよい．
原始火星には大量の水と熱水活動があった．

木星の第２衛星エウロパ (Europa) は，表面を覆う厚い氷殻の下に，海と熱水噴出孔が
存在する可能性が高い．

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか



　Europa ミッション　2018年衛星打ち上げへ

http://news.discovery.com/space/private-spaceflight/europa-mission-wins-big-in-new-nasa-budget-141226.htm

http://www.sciencemag.org/content/343/6167/171.figures-only

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか

http://news.discovery.com/space/private-spaceflight/europa-mission-wins-big-in-new-nasa-budget-141226.htm
http://www.sciencemag.org/content/343/6167/171.figures-only


　Europa ミッション　2023年衛星打ち上げへ

http://news.discovery.com/space/private-spaceflight/europa-mission-wins-big-in-new-nasa-budget-141226.htm

http://www.sciencemag.org/content/343/6167/171.figures-only

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか

http://news.discovery.com/space/private-spaceflight/europa-mission-wins-big-in-new-nasa-budget-141226.htm
http://www.sciencemag.org/content/343/6167/171.figures-only


　生命の起源はどこか？　（2）月の潮汐力説

月の重力が引き起こす絶え間ない潮の流れによって，生命体が出現した，という説．
原始の月は今より地球に近く月の潮汐力はとても大きく，初期の地球は今の1000倍の
高さの潮の干満が発生していた．
かつての地球の自転ははやく１日は６時間．３時間ごとに巨大な津波が押し寄せたり
引いたりしていた．こうして陸地の水たまりで水が濃縮され，強い太陽光が化学反応
を促進し，脂肪酸（炭素・酸素・水素原子の鎖）やタンパク質のようなこれまでにな
かった複雑な有機化合物を作り出した．

http://www.ipmu.jp/en/node/1974

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか

http://www.ipmu.jp/en/node/1974


• 地球の自転軸の傾きはかなり不安定になる 
現在，地球の自転軸の傾きは平均23.34度に保たれている（変動
は5度以下）．もし、月がなければ自転軸の傾きはかなり不安定に
なり、地球の気候は極端に変動する． 

• 潮汐力によって，生命の創造に必要な化学物質の混合がおきたと
考えられるので，月がなければ大気の構成は変わるだろう． 

• 地球の自転は速く，1日が8時間になる 
月の潮汐力は，地球の自転速度を抑えるようにはたらく．月がな
ければ地球の自転速度が速まり，大気の流れが速く，生命環境に
は過酷になる．

もし月がなかったら？

http://www.ganshodo.co.jp/mag/moon/files/m_c302.html



N = R� � fp � ne � f� � fi � fc � L

1960年にアメリカの天文学者ドレークが発表した 
「地球外文明の数を推定する式」

地球外生命体はあるだろう．
地球外知的生命体がいるかどうかはわからない．
　我々の近くにいなくても，宇宙全体にはいるはずだ．

　ドレークの式 教科書 p195

　第5章　宇宙論　>> 5.6　第2の地球はあるのか



STARSHOT計画

http://breakthroughinitiatives.org/Initiative/3

20年後 
数cm角の小さな衛星を 
アルファ・ケンタウリ(4.3光年先） 
に向けて光速の20%で飛ばす 

20年かけて到達 
映像取得 
4年後，地球に映像届く

https://www.youtube.com

http://breakthroughinitiatives.org/Initiative/3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=wMkWGN1G6Kg


移住するとしたら火星までが候補．放射線被曝の問題は未解決．
スペースコロニー構想も夢の段階．



   Finale 
遠くの宇宙を見る　＝　過去の姿を見る
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ダークエイジ　　　dark age
ダークマター　　　dark matter
ダークエネルギー　dark energy

未知の問題

p164



Cosmology simulation by Volker Springel in PASCOS 2011 Conference, Cambridge, July 2011.
2:54



Λ-dominated Cold Dark Matter Model  
http://4d2u.nao.ac.jp/t/var/download/lss.html 2:30

http://4d2u.nao.ac.jp/t/var/download/lss.html


～500 Mpc までの銀河分布（SDSS観測データ）　　　　松原隆彦氏提供画像



～500 Mpc までの銀河分布（SDSS観測データ）　　　　松原隆彦氏提供画像



可視光
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マルチ・メッセンジャー天文学の誕生



83https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/constellations/

2018/10 
Fermi衛星チーム，ガンマ線バースト天体
カタログで21星座を命名

Black Widow Spider 
Fermi Bubbles 
Colosseum 
Eiffel Tower 
Einstein 
Fermi Satellite 
Godzilla 
Golden Gate 
Hulk 
The Little Prince 
Mjolnir 
Mount Fuji 
Castle 
Obelisk 
Pharos 
Radio Telescope 
Saturn V Rocket 
Schrödinger's Cat 
Starship Enterprise 
TARDIS 
Vasa
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http://www.virgo-gw.eu/skymap.html

202x/xx 
LIGO/Virgo/KAGRAチーム， 
重力波天体カタログで108星座を命名 

重力波源が特定されたのは，まだ１つ． 

しかし 
2019年の観測がはじまって， 

週に１回，BH-BH 

宇宙空間での観測がはじまれば， 
1日に10回，BH-BH  ??



観測スケジュール （Observation 1/2/3a/3b）      
重力波観測の現状

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

O1LIGO
Sep12        Jan19         Nov30       Aug25                                                        Apr1̶Sep 30    Nov1̶ Mar27

O2 O3a O3b

Virgo

60-80 Mpc                     60-100 Mpc                                                           120 - 130  Mpc

O2
 Aug 1-25                                                     Apr1̶Sep 30    Nov1̶ Mar27

O3a O3b
30 Mpc                                                                    50  Mpc

KAGRA
1 Mpc  

新型コロナで 
観測中断

O4

O4

O4

GWTC-1
2018/12/3 GWTC-2

2020/10/28
GWTC-2.1
2021/8/2

GWTC-3
2021/11/5

重力波のデータカタログ公開
Gravitational Wave Transient Catalog

https://www.gw-openscience.org

2022年12月 
O4開始
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https://media.ligo.northwestern.edu/gallery/mass-plot

O1 (2015/9/12 - 2016/1/19)       

GW150914: the first ever detection of gravitational waves from the merger of two black holes more than a billion light years away

3 BHBH 

重力波観測の現状

https://www.ligo.org/detections/GW150914.php
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https://media.ligo.northwestern.edu/gallery/mass-plot

O2 (2016/11/30 - 2017/8/25)           After O2：GWTC1 (2018/12/3 released)

• GW170814: the first GW signal measured by the three-detector network, also from a binary black hole 
(BBH) merger; 

• GW170817: the first GW signal measured from a binary neutron star (BNS) merger — and also the first 
event observed in light, by dozens of telescopes across the entire electromagnetic spectrum.

10 BHBH 
1 NSNS

重力波観測の現状

https://www.ligo.org/detections/GW170814.php
https://www.ligo.org/detections/GW170817.php
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O3a (2019/4/1 - 2019/9/30)           After O3a：GWTC2 (2020/10/28 released)

• GW190412: the first BBH with definitively asymmetric component masses, which also shows evidence for higher 
harmonics 

• GW190425: the second gravitational-wave event consistent with a BNS, following GW170817 
• GW190426_152155: a low-mass event consistent with either an NSBH or BBH 
• GW190514_065416: a BBH with the smallest effective aligned spin of all O3a events 
• GW190517_055101: a BBH with the largest effective aligned spin of all O3a events 
• GW190521: a BBH with total mass over 150 times the mass of the Sun 
• GW190814: a highly asymmetric system of ambiguous nature, corresponding to the merger of a 23 solar mass 

black hole with a 2.6 solar mass compact object, making the latter either the lightest black hole or heaviest 
neutron star observed in a compact binary 

• GW190924_021846: likely the lowest-mass BBH, with both black holes exceeding 3 solar masses

46 BHBH 
2 NSNS 
2 BH+?

重力波観測の現状

https://www.ligo.org/science/Publication-GW190412/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190412/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190412/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190425/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW170817BNS/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190521/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190814/
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ॏྗͷੜߏػɹҰൠ૬ରੑཧʹΑΕɼେ࣭ྔͰίϯύΫτͳఱମ͕Ճӡಈ
͢Δ͜ͱʹΑΓɼॏྗ͕ൃੜ͢Δɽॏྗݯͱͯ͠࿈ͷ߹ମ৽രൃɼඇٿରশ
ͳͷߴճసɼӉॳݯىʹظΛͭॏྗ͕ӉۭؒΛ͍ͯ͠Δͱ͑ߟΒΕΔɽ
͜ΕΒͷ͏ͪɼσʔλͱͷ૬ؔղੳΛՄʹ͢Δܗ༧ଌ͕Ͱ͖Δͷɼ࿈߹ମ͔Βͷॏ
ྗͰ͋Δɽेʹ߹ମલχϡʔτϯྗֶʹ૬ରิਖ਼ΛՃ͑ͨϙετɾχϡʔτϯల։
ʹΑΓɼ߹ମલޙγϛϡϨʔγϣϯʹΑΓɼ߹ମޙϒϥοΫϗʔϧ͕ੜ͡Δ߹ʹ
ϒϥοΫϗʔϧۭͷઁಈʹΑͬͯܗϞσϧ͕ಘΒΕΔɻ͜ΕΒͷϞσϧͱॏྗ
ͰಘΒΕΔ৴߸ͷ૬ؔΛͱΔ͜ͱͰɼ࿈ϒϥοΫϗʔϧʢҎԼܭবׯ BBHʣ࿈தੑ
ࢠ (BNS)ɼ͓ΑͼதੑࢠɾϒϥοΫϗʔϧ࿈ (NSBH)ͷ߹ମݱʹΑΔॏྗͷݕ
ग़ɺ͓Αͼɺύϥϝʔλਪఆ͕ 2015ҎདྷՄʹͳͬͨɽ
ॏྗͷ؍ଌɹ͜Ε·ͰʹɼถԤͷϨʔβʔׯবܭ LIGO, VirgoʹΑͬͯɼO3aͱݺ

ΕΔ؍ଌؒظऴྃ·ͰʹɼBBHʹΑΔॏྗ͕ 46ྫɼBNSʹΑΔॏྗ͕ 2ྫใ͞ࠂΕ
͍ͯΔɽຊͷ KAGRAʢ͔͙Βʣ O3b ଌʹೖͬͨɽO3b؍ಉڞʹޙ࠷ͷؒظଌ؍ ظ
ͷॏྗΠϕϯτ 2021 7݄ͰະൃදͰ͋Δɽࡏݱɼ֤ׯবܭͷ؍ଌؒظ O4
ʢ2022Ն͔Β 1ؒͷ༧ఆʣʹ؍͚ͯଌײΛ্͛ΔͨΊɼׯবܭͷվྑதͰ͋Δɽ
ॏྗΠϕϯτɼ؍ଌ͞Ε݄ͨΛ༻͍ͯɼGW150914ͷܗͰ໋໊͞ΕΔɽO3aظ

ΑΓɼඵΛՃ໊͑ͨশ͕ਖ਼ࣜͱͳͬͨɽॏྗΠϕϯτใମ੍͕औΒΕɼଟ
ి࣓؍ଌ͕Մʹͳ͍ͬͯΔ͕ɼ͜Ε·Ͱʹ͕ݯಛఆ͞Εͨͷ GW170817ͷΈͰ
͋Δɽ

ද 1: ॏྗϨʔβʔׯবܭͷҐஔͱͷ͖ʢྫ͑ N 36! Wɼ͔Βํ

ʹ 36! ͷ͖Λ͢ࢦɽʣ

ܭবׯ  (km) Ң ܦ X- Y-

LIGO Hanford ถࠃ 4 46!27"19"" N 119!24"28"" W N 36! W W 36! S
LIGO Livingston ถࠃ 4 30 33 46 N 90 46 27 W N 18! S S 18! E
Virgo Ԥभ 3 43 37 53 N 10 30 16 E N 19! E W 19! N
KAGRA ຊ 3 36 24 36 N 137 18 36 E E 28.3! N N 28.3! W

ද 2: աڈͷ؍ଌؒظ

ظଌ؍ Advanced LIGO Advanced Virgo KAGRA

 ݄   ݄   ݄   ݄   ݄   ݄ 
O1 2015 9 12 –2016 1 19 – –
O2 2016 11 30 –2017 8 25 2017 8 1 –2017 8 25 –
O3a 2019 4 1 –2019 9 30 ಉࠨ –
O3b 2019 11 1 –2020 3 27 ಉࠨ

O3GK – – 2020 4 7 –2020 4 21

ଌ͞ΕͨதͰಛච͖͢ΠϕϯτɹಥൃతॏྗΧλϩά؍ 2(GWTC2)ͱͯ͠ 2020
10݄ʹൃද͞Εͨͷ͕ 2021 7݄Ͱ࠷৽Ͱ͋Δɽ

GW150914ɹ࠷ॳʹใ͞ࠂΕͨॏྗ؍ଌΠϕϯτɽBBHͷଘࡏΛ໌Β͔ʹ͠ɼଠཅ
࣭ ʢྔM#ʣͷ 30ഒҎ্ͷBHͷଘࡏΛॳΊͯ֬ͨ͠ɽใ͞ࠂΕͨBBHͷΠϕϯτͷதͰ
࠷γάφϧɾϊΠζൺ (SNR)͕͍ߴɽGW170817ɹ࠷ॳʹใ͞ࠂΕͨ BNSΠϕϯτɽ
ޙʹଟ͘ͷ؍ଌ͕ͳ͞ΕɼϚϧνɾϝοηϯδϟʔఱจֶͷॳΊͯͷޭྫͱͳͬͨɽॏ
ྗ͔ܗΒಘΒΕͨதੑࢠͷঢ়ଶํఔࣜʹର͢Δ੍ݶ֩ີ !nuc = 2.8!1014g/cm3

ͷ 2ഒͷີʹ͓͚Δѹྗͱͯ͠ (2!nuc) = 3.5+2.7
ʵ 1.7

! 1034dyn/cm2(90% ৴པ۠ؒ)Ͱ͋
ΔɽΨϯϚઢͱॏྗͷ౸ணࠁͷࠩ 1.7 ඵ͔ΒಘΒΕͨॏྗͷޫ͔Βͷͣ

1

Εͷׂ߹ʹର͢Δ੍ݶ 1 ! 10!15 ҎԼͰ͋Δɽ·ͨɼՄࢹɾ֎ʹ͓͚Δ؍ଌ͔Βమ
Ҏ্ͷॏݩૉ߹ͷܗ͕ݟΒΕɼr-աఔݩૉ߹ͷॏཁͳνϟϯωϧʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱΛ
͍ࣔࠦͯ͠ΔɽGW190412ɹ໌Β͔ʹ࣭ྔൺͷҟͳΔ BBH ͔ΒͷॏྗͰɼॏྗͷߴ
Ϟʔυͷݕग़͕ͳ͞ΕͨɽGW190425ɹ 2൪ʹൃ͞ݟΕͨ BNSɽGW190521 ૯࣭ྔ
େͷ࠷͕ BBHͰɼ߹ମޙͷ࣭ྔ͕ 150M" Λ͑Δͷͱ͑ߟΒΕΔɽ͍ΘΏΔத࣭ؒྔ
BHͷྖҬͷީิఱମͷॳͷൃݟͱͳͬͨɽBBHͷ߹ମͷୈ̎ੈͷ߹ମͱ͑ߟΒΕͯ
͍ΔɽGW190814 ܗͷγφϦΦͰෆՄͱ͞ΕΔ 2–5M" ͷ࣭ྔྖҬͷίϯύΫτ
ఱମ͔Βͷॏྗͱ͑ߟΒΕΔɽGW190924: খ࣭ྔͷ࠷ͰͰ·ࡏݱ BBHɽGW200105,
GW200115: ͡Ί࣮ͯ֬ͳͷͱใ͞ࠂΕͨ NS-BH࿈ܥ߹ମɽ

ද 3: ใ͞ࠂΕͨओͳॏྗʢ2021  7 ʣɽ࿈ͷ࣭ྔΛࡏݱ݄ M1,M2 ͱͨ͠ͱ͖ͷɼ
νϟʔϓ࣭ྔMc = (M1M2)

3/5/(M1 +M2)
1/5, ࣭ྔൺʢதԝͷൺʣM2/M1ɼ༗ޮεϐ

ϯ !e!ɼ࠷ऴతʹܗ͞Εͨ BHͷ࣭ྔMfinal(NSΛؚΉ߹શ࣭ྔMશ = M1 +M2)ɼ

ಛఆਫ਼ʢฏํʣ(!")2ɼγάφϧɾϊΠζൺΛࣔ͢ɽ෯ͷ͋Δྔݯɼڑ 90% ͷ
৴པ۠ؒɽ(छྨ͝ͱʹॱɽBBHʹ͍ͭͯɼSNR͕ 13.1ΑΓେ͖͍ͷͷΈɽ)
Πϕϯτ (BBH) Mc(M") ࣭ྔൺ !e! Mfinal(M") ڑ (Mpc) (!")2 SNR

GW150914 28.6+1.7
!1.5 0.86 -0.01+0.12

!0.13 63.1+3.4
!3.0 440+150

!170 179 24.4

GW170608 7.9+0.2
!0.2 0.69 0.03+0.19

!0.07 17.8+3.4
!0.7 320+120

!110 392 14.9

GW170814 24.1+1.4
!1.1 0.82 0.07+0.12

!0.12 53.2+3.2
!2.4 600+150

!220 87 15.9

GW190408 181802 18.3+1.9
!1.2 0.75 0-.03+0.14

!0.19 41.1+3.9
!2.8 1550+400

!600 – 14.67

GW190412 13.3+0.4
!0.3 0.28 0.25+0.08

!0.11 37.3+3.9
!3.8 740+140

!170 21 18.86

GW190521 69.2+17.0
!10.6 0.72 0.03+0.32

!0.39 156.3+36.8
!22.4 3920+2190

!1950 940 14.38

GW190521 074359 32.1+3.2
!2.5 0.78 0.09+0.1

!0.13 71.0+6.5
!4.4 1240+400

!570 500 24.38

GW190630 185205 24.9+2.1
!2.1 0.68 0.1+0.12

!0.13 56.4+4.4
!4.6 890+560

!370 – 15.64

GW190728 064510 8.6+0.5
!0.3 0.66 0.12+0.2

!0.07 19.6+4.7
!1.3 870+260

!370 – 13.64

GW190814 6.09+0.06
!0.06 0.11 0+0.06

!0.06 25.6+1.1
!0.9 240+40

!50 19 22.18

GW190828 063405 25.0+3.4
!2.1 0.82 0.19+0.15

!0.16 54.9+7.2
!4.3 2130+660

!930 520 16.04

GW190910 112807 34.3+4.1
!4.1 0.81 0.02+0.18

!0.18 75.8+8.5
!8.6 1460+1030

!580 – 13.42

GW190924 021846 5.8+0.2
!0.2 0.56 0.03+0.3

!0.09 13.3+5.2
!1.0 570+220

!220 380 13.16

Πϕϯτ (BNS) Mc(M") ࣭ྔൺ !e! Mશ(M") ڑ (Mpc) (!")2 SNR

GW170817 1.186+0.001
!0.001 0.87 0+0.02

!0.01 – 40+7.0
!15.0 39 33

GW190425 1.44+0.02
!0.02 0.70 0.06+0.11

!0.05 3.4+0.3
!0.1 160+70

!70 9900 13.03

Πϕϯτ (NSBH) Mc(M") ࣭ྔൺ !e! Mશ(M") ڑ (Mpc) (!")2 SNR

GW200105 162426 3.41+0.08
!0.07 0.21 -0.01+0.11

!0.15 10.9+1.1
!1.2 280+110

!110 7700 13.9

GW200115 042309 2.42+0.05
!0.07 0.26 -0.19+0.23

!0.35 7.1+1.5
!1.4 300+150

!100 900 11.6

ಘΒΕͨՊֶతՌɹ࿈ܥʹ͍ͭͯɼͦͷ߹ମසʹ͍ͭͯɼBBH ɼ23.8+14.0
!8.7

/Gpc3/yrɼBNSɼ561+834
!413 /Gpc3/yrɼNSBHɼ45+73

!33 /Gpc3/yrͱੵݟΒΕ͍ͯ
Δɽ͜ͷ΄͔ɼഎܠॏྗʹରͯ͠ɼӉுʹରͯ͠ॏྗͷΤωϧΪʔ͕د༩͢Δׂ
߹ͱͯ͠ʢฏୱͳΤωϧΪʔεϖΫτϧΛԾఆ্ͨ͠Ͱʣ"GW < 6.0 ! 10!8 ͷ্͕ݶಘ
ΒΕ͍ͯΔɽ࿈ଓॏྗͷॏྗৼ෯ʹରͯ͠ɼ͓͓Αͦ 1! 10!25 ఔʢ200 Hz·Θ
Γʣͷ্͕ݶಘΒΕ͍ͯΔɽ·ͨɼطͷύϧαʔ͔Βͷ࿈ଓॏྗʹରͯ͠ݸʑʹ্ݶ
͕ಘΒΕ͍ͯΔɽ
Ұൠ૬ରੑཧͷূݕߦΘΕɼ͋Δςετͯ͢ͰɼҰൠ૬ରੑཧ͔ΒಘΒΕΔ༧

͕૿͢ʹͭΕͯݟɼൃޙࠓଌ͞Ε͍ͯΔॏྗ৴߸ͱͷؒʹໃ६ੜ͍ͯ͡ͳ͍ɽ؍ͱݴ
࿈ܥͷܗγφϦΦ͕໌Β͔ʹͳΔ͜ͱ͕ظ͞ΕΔɼকདྷతʹɼۜՏܗܥγφϦΦ
ॳظӉͷใͳͲʹɼॏྗ؍ଌ͔Βଟ͘ͷ͕ݟͨΒ͞ΕΔͰ͋Ζ͏ɽ

2

GWTC-2
2020/10/28

GWTC-3
2021/11/5

GWTC-2.1
2021/8/2

➡ 50 events in total ➡ 55 total ➡ 90 total
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O3b (2019/11/1 - 2020/3/27)           After O3b：GWTC3 (2021/11/7 released)

重力波観測の現状
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O3b (2019/11/1 - 2020/3/27)           After O3b：GWTC3 (2021/11/7 released)

重力波観測の現状
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O3b (2019/11/1 - 2020/3/27)           After O3b：GWTC3 (2021/11/7 released)

重力波観測の現状

O1 O2 O3a O3b
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O3b (2019/11/1 - 2020/3/27)           After O3b：GWTC3 (2021/11/7 released)

重力波観測の現状
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質量ギャップ帯 3‒5 Msun  
この天体の正体は？

重い中性子星 ?   
軽いBH? 

   Exotic Object?

ブラックホールの未解決問題：ブラックホールの質量分布
この現状をどう説明する？

35 Msun のBH 
が最も多い

90 Msun が上限 
ではなかった

150 Msun 超 
も存在

想定よりも連星中性子星が少ない

BHの形成過程？ 連星BHの形成過程？

連星中性子星の形成過程？

中性子星の最大質量？ 原子核の状態方程式？



Hisaaki Shinkai (Osaka Institute of Technology)  JGRG30 (online)   December 8, 2021 49

Next 10 years
★ The 3rd generation GW detectors, Cosmic Explorer (US) and  
 Einstein Telescope (Europe), will observe the entire Universe. 

Einstein TelescopeCosmic Explorer
40km L-shape 10km Triangle

Evan	Hall,	MIT

EM	counterparts		
(certain)	

1

NS+NS 
1.4+1.4M

BH+BH 
30+30M

★ Space mission, LISA and with other proposed missions 
 projects (DECIGO, BBO, ALIA, TianQin, …) will 
 explore new GW phenomena in low frequency. 

Gravitational Wave Physics & Astronomy :  Outlook (3)



   Finale 

宇宙の始まりを知る　＝　素粒子論的な物理が必要

重力
電磁気力
強い力　（原子核内の陽子と中性子をつなぐ力）
弱い力　（ニュートリノをつなぐ力）

教科書 p167



ウロボロス＝尾を飲み込む



   Finale 



特殊相対性理論 

一般相対性理論

ニュートン力学

量子力学

F = ma

量子場の理論
究極の理論 
未完成



物理学の分野で今後明らかになっていくと思われることはありますか？

アインシュタインの理論はどこまで正しいのか？

アインシュタインが相対性理論をつくって，100年． 
相対性理論は，アインシュタインの想像をも越えた現象を予言してきた

相対性理論は，これまで数々の検証実験・検証観測に耐えてきた． 
他の重力理論は，どんどん棄却されている．

相対性理論は，他の重力理論よりもシンプルだ． 
シンプルな理論が生き残るのは，物理学の深遠さを感じる．

だけど，どこかで相対性理論の破れが見つからないと， 
宇宙の始まりを議論できる次の理論へたどり着けない．．．

アインシュタインが正しくて，嬉しいような，残念なような．．．

ほらね！



The important thing is not to stop 
questioning. Curiosity has its own 
reason for existing. One cannot 
help but be in awe when he 
contemplates the mysteries of 
eternity, of life, of the marvelous 
structure of reality. It is enough if 
one tries merely to comprehend a 
little of this mystery every day. 
Never lose a holy curiosity. 

大切なのは，疑問を持つことを止め
ないこと．好奇心は、それ自身に存
在の意味を持っている．



Education is what remains after 
one has forgotten what one has 
learned in school. 

教育とは，学校で学んだことをすべて
忘れたその後に残っているものだ．

自然は美しい． 
長い計算のあとの美しい結果はたぶん正しい．

少数の法則による自然現象の理解 
論理的な説明 
原理や理由に対する疑問をもつこと



本日のミニッツペーパー記入項目

103

https://forms.gle/uSbChHa6DifkgWNZA

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 1月18日(火) 23:59　

手書きのものを写真にして添付するのでもよい．

【15-1】この講義を受けた感想をお願いします． 
（いちばん印象深かったこと，講義を受けて人生何か変わったこと，など） 

【15-2】授業を進めるにあたって，改善した方がよい点があれば，お願いします． 
（来年度の講義の参考とさせていただきます） 

 レポート締め切り　1/24 (月) 23:59　（第13回の講義時に課題プリント配布）


