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第1章　宇宙の階層構造（1）
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Google  Classroom

http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/mukogawa
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真貝　寿明 
Hisaaki Shinkai

★ ふだんは大阪工業大（枚方），後期月曜だけ武庫川女子大 
武庫女の非常勤10年目 

★ 専門は理論物理（相対性理論，ブラックホール・重力波） 



『ブラックホール・膨張宇宙・重力波 
一般相対性理論の100年と展開』

2015年10月刊2011年2月刊
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光文社新書 
2015年9月刊

丸善，2016年12月刊（翻訳）
2019年8月号

2021年11月号
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◀　2018年9月刊

▼　2019年11月刊

◀ 2020年6月刊
朝倉書店『相対性理論と宇宙の事典』
３章とりまとめ

▼　2022年3月刊

　▼ 2021年12月刊

宇宙論の章執筆
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2022年7月刊2022年7月

http://hotozero.com/knowledge/baton_1_timemachine/
ほとんど0円大学

2020年3月26日号

NHK サイエンスZERO (2017/11)

2021年8月号



6読売新聞　2021/8/27

読売新聞　 
2021/8/13
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共立出版，2018年9月刊

この講義の教科書です． 
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2015年9月16日発売
344ページ，図版54点，900円+税



9文部科学省　一家に一枚　宇宙図 2018



文部科学省　一家に一枚　宇宙図 2013 10
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　　　近代物理学　　
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現代物理学へ

Albert Einstein



【天文観望】
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星座盤



【天文観望】
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11月8日，皆既月食



【天文観望】
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プリント

図は「天文年鑑2022」（誠文堂新光社）より

水金地火ケレス木土天海冥・ハウメア・マケマケ・エリス

惑星の動き　2022年



【天文観望】
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流星群　2022年



【天文観望】
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12月1日，最接近

火星大接近　2022年

逆行



【天文観望】
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木星

土星

金星

金星・木星・土星の動き　2022年

逆行

逆行
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1朔望月＝29.53日 

毎日，月の出の時刻は 
50分づつ遅くなる



月の呼び名

20『月々に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月』（よみ人知らず）

教科書p6

十五夜 
じゅうごや 

十六夜 
いざよい 

立待月 
たちまちづき 

居待月 
いまちづき 

寝待月 
ねまちづき 

更待月 
ふけまちづき 
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半径　6378km

半径　3474km

距離　388400km
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月探査機かぐや(2007-2009)による月面撮影
http://wms2.wms.selene.darts.isas.jaxa.jp/ 
http://www.kaguya.jaxa.jp

教科書p8

http://wms2.wms.selene.darts.isas.jaxa.jp
http://www.kaguya.jaxa.jp
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http://www.kaguya.jaxa.jp

月の裏側はでこぼこ．「海」がない．

教科書p8
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量目 3.75g ＝ 1匁  
　=> 1000枚で1貫 
直径 22mm  
孔径 5mm

教科書p7教科書p７　1. 宇宙の階層構造  >> 1.1  地球・月・太陽

月の見かけの大きさ
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量目 3.75g ＝ 1匁  
　=> 1000枚で1貫 
直径 22mm  
孔径 5mm

教科書p10　1. 宇宙の階層構造  >> 1.1  地球・月・太陽

太陽の見かけの大きさ
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1度＝60分 
1分＝60秒

minute 
second minute

角度の単位【数学】
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教科書p９



　1. 宇宙の階層構造

National Geographic Universe Reference Map 28



図1.4 

教科書p3

図1.3
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2021/2022 年の場合, 
秋分の日(9/23)から春分の日(3/21)までは 179 日 
春分の日(3/21)から秋分の日(9/23)までは 186 日 

1. 宇宙の階層構造  >> 1.1 地球・月・太陽 >> 1.1.1 地球

　地球の公転軌道は楕円である
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太陽の南中高度は？
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教科書p3　1. 宇宙の階層構造  >> 1.1 地球・月・太陽 >> 1.1.1 地球

　季節が生じるのは地球の自転軸の傾き



夏至の頃（6月22日頃） 冬至の頃（12月22日頃）

南中高度 
北緯35度では78.5度　

南中高度 
北緯35度では31.6度　
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http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0320a/start.html

 (B.C.275ーB.C.194)
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教科書p4　1. 宇宙の階層構造  >> 1.1 地球・月・太陽 >> 1.1.2 地球の大きさ

　地球の大きさの測定：エラトステネス

http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0320a/start.html


 (B.C.275ーB.C.194)

当時の世界地図 
19th century reconstruction of Eratosthenes' 
map of the known world
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教科書p4　1. 宇宙の階層構造  >> 1.1 地球・月・太陽 >> 1.1.2 地球の大きさ

　地球の大きさの測定：エラトステネス



10進数　大きさを表す接頭語 教科書 
表紙見返し

34



原子核　
10�15 m

原子の大きさ
10�10 m

10 cm とすると，

10⇥ 105 = 106 cm = 104 m = 10 km

原子核と原子のサイズ

35



Powers of Ten

36

教科書p27



Powers of Ten (1977)   9min 37



ヘルツシュプルング・ラッセル図　(HR図）教科書 p79

38
太陽は標準的な星である．
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https://swc.nict.go.jp
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https://swc.nict.go.jp

太陽黒点は「日食グラス」で見る 
ことができます．絶対に裸眼で 
太陽を見てはいけません．



【天文】
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Sun Flare Class X9.3, the largest over 11 years 2017/9/8

この影響で，地球周辺の宇宙
環境や電離圏，地磁気が乱れ
る可能性があり，通信衛星，
放送衛星などの人工衛星の障
害やGPSを用いた高精度測位
の誤差の増大，短波通信障害
や急激な地磁気変動に伴う送
電線への影響などが生じる恐
れがあり，注意が必要，と報
道された． 

http://swnews.jp/2017/swnews_1709071006.html

日本時間2017年9月6日に，2回の大型の太陽フレア現象の発生が
確認された．最大X線強度は，通常の1000倍以上に及ぶ大型のも
の．高温のコロナガスが地球方向に噴出し，高エネルギーのプロ
トン粒子の増加が確認された．

NASA SOD衛星撮影

通常の1000倍の太陽フレアが発生

http://swnews.jp/2017/swnews_1709071006.html


【天文】
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Sun Flare made Aurora

http://swnews.jp/2017/swnews_1709081100.html

9月6日のX9.3クラスに続き，9月11日にはX8.2のフレアが発生した．巨大な太陽フレア
由来と考えられるオーロラが，低緯度地帯でも観測された．

←南極　昭和基地　　↓ニュージーランド

巨大な太陽フレアで各地にオーロラ発生
2017/9/11

http://swnews.jp/2017/swnews_1709081100.html


地球磁場とオーロラ

43



地球磁場とオーロラ

44



The Aurora 
http://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk 1:55 45

http://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk


カナダ 
Yellowknife

米アラスカ 
Fairbanks

N64.8度

N62.4度
N67.5度

スウェーデン 
Kiruna

オーロラが見られることで有名な場所

46



地球磁場とオーロラ

p211

47

教科書 p12



地球磁場とオーロラ

48



【天文】
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Sun Flare Class X9.3, the largest over 11 years 2017/9/8

1859年の太陽フレアでは，欧米で電信機など
の火花放電による火災が多発した． 
1989年には，カナダのケベック州で９時間に
及ぶ大停電が起き，600万人に影響した． 

電気に頼る現在だと，１兆～２兆ドルの損害が
生じ，修復に4～10年かかるとの試算もあると
いう． 朝日新聞 2017/9/8

2012年5月に京都大学柴田一成氏のグループ
が発表した研究結果． 
　銀河系の中にある太陽と温度や大きさがほぼ同じ8万個の星
について、光の強さを3か月観測した。 
　その結果、太陽フレアと呼ばれる太陽表面の爆発現象よりも
100倍から1000倍、規模の大きな「スーパーフレア」という爆
発現象が114個の星で合わせて365回観測された 

スーパーフレア，「太陽は例外」ではなかった



【天文】
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2022/6/21総務省の表記検討会が報告書を発表

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/space_weather/index.html

ᏱᐂኳẼணሗ䛾㧗ᗘ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ ሗ࿌᭩䠄ᴫせ䠅
䡚䛂ᩥ㐍ᆺ䛾⅏ᐖ䛃䛻ᑐᛂ䛧䛯Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛺♫⤒῭䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䡚

ᚋ䛾ほ 䞉ศᯒ䞉ணሗ䛾ᅾ䜚᪉

z ከᆅⅬ䛾ほ 䝕䞊䝍䛾☜ಖ䚸Ᏹᐂ✵㛫䜈䛾ほ 䝉䞁䝃䞊タ⨨
z ᏱᐂኳẼணሗ䛾ศᯒ䛾⮬ື䞉㧗⢭ᗘ䞉▱⬟

㆙ሗ䛻㛵䛩䜛యไᙉ

z ♫䜲䞁䝣䝷䛾䝸䝇䜽䠄⿕ᐖ䠅䜢⪃៖䛧䛯᪂䛯䛺㆙ሗᇶ‽䚸NICT䛻䜘䜛☜ᐇ䛺㆙ሗఏ㐩

♫䜲䞁䝣䝷䜈䛾ᙳ㡪䛸ຠᯝⓗ䛺ᑐฎ

z 㛵ಀᴗ䛻䜘䜛ᑐฎ䠄㏻ಙ䞉ᨺ㏦䚸⾨ 䚸⾨㐠⏝䚸⯟✵㐠⏝䚸㟁ຊ䚸ேయ⿕䜀䛟䠅
z ඹ㏻ⓗᑐ⟇䛾ᑟධ䠄ᴗྥ䛡䛾ᶆ‽ⓗ䜺䜲䝗䝷䜲䞁 ➼䠅
z ⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ䛻ᇶ䛵䛟ᴟ➃䛺ᏱᐂኳẼ䛜䜒䛯䜙䛩⅏ᐖ䜈䛾ᑐฎ

Ꮫ⾡◊✲䛾ᙉ䚸ேᮦ䛸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ᙉ䚸ᅜ㝿㐃ᦠ䛾ᙉ

z ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䞉⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻䜘䜛◊✲᥎㐍䚸ண ᢏ⾡䛾ᐇ⌧䚸㧗ᗘேᮦ➼䛾⫱ᡂ䞉ฎ㐝
z ࿘▱ၨⓎ䜢ᢸ䛖䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂ䚸ᏱᐂኳẼ䛻㛵䛩䜛䜰䜴䝖䝸䞊䝏άື
z 䛂ᏱᐂኳẼணሗኈ䛃ไᗘ䛾ᐇ⌧

ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ䠄NICT䠅䛻ᮇᚅ䛥䜜䜛ᙺ

z ୡ⏺䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛾◊✲ᣐⅬᙧᡂ䚸ᴗ䛜ᢪ䛘䜛ㄢ㢟䛾ゎỴᨭ
z ᅜ㝿㐃ᦠᙉ䚸ேᮦ⫱ᡂ䛸䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂ䚸䝕䞊䝍䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ᵓ⠏䠄䜸䞊䝥䞁䝕䞊䝍䠅
z ᏱᐂኳẼணሗ䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊䠄௬⛠䠅䛾タ

䕿 ኴ㝧䝣䝺䜰⇿Ⓨ➼䛾ᴟ➃䛺ᏱᐂኳẼ⌧㇟䛻䜘䛳䛶䚸㏻ಙ䞉ᨺ㏦䞉 䚸ேᕤ⾨䚸⯟✵↓⥺䚸㟁ຊ➼䛾♫䜲䞁䝣䝷䛻␗ᖖ䜢Ⓨ⏕䛥
䛫䚸♫⤒῭άື䛻ከ䛺ᙳ㡪䜢䛘䜛䛚䛭䜜䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᡃ䛜ᅜึ䛸䛺䜛䛂ᴟ➃䛺ᏱᐂኳẼ⌧㇟䛜䜒䛯䜙䛩᭱ᝏ䝅䝘䝸䜸䛃䜢⟇ᐃ

䕿 ᏱᐂኳẼ⌧㇟䜢⌧ᐇ䛾䝸䝇䜽䛸䛧䛶ᤊ䛘䚸ᅜᐙయ䛸䛧䛶䛾༴ᶵ⟶⌮䛾ᚲせᛶ䜢ᥦゝ

ᴟ➃䛺ᏱᐂኳẼ⌧㇟䛜䜒䛯䜙䛩᭱ᝏ䝅䝘䝸䜸䠄100ᖺ䛻1ᅇ䜎䛯䛿䛭䜜௨ୗ䛾㢖ᗘ䛷Ⓨ⏕䚸ᢤ⢋䠅

¾ ㏻ಙ䞉ᨺ㏦䛜2㐌㛫᩿⥆ⓗ䛻㏵⤯䛧䚸♫⤒῭䛻ΰ䚹ᦠᖏ㟁ヰ䜒୍㒊䛷䝃䞊䝡䝇Ṇ
¾ ⾨ 䛾⢭ᗘ䛻᭱ᩘ༑䝯䞊䝖䝹䛾ㄗᕪ䠄䛪䜜䠅䛜Ⓨ⏕䚹䝗䝻䞊䞁➼䛾⾪✺ᨾ䛜Ⓨ⏕
¾ ከ䛟䛾⾨䛻㞀ᐖ䛜Ⓨ⏕䚹䛭䛾䛖䛱┦ᙜᩘ䛾⾨䛜႙ኻ䚹⾨䜢⏝䛔䛯䝃䞊䝡䝇䛜Ṇ
¾ ⯟✵ᶵ䜔⯪⯧䛿ୡ⏺ⓗ䛻㐠⯟ぢྜ䜟䛫䛜Ⓨ⏕䚹㐠⾜䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜔ィ⏬䛻ᖜ䛺䜜
¾ ⪏ᛶ䛾䛺䛔㟁ຊ䜲䞁䝣䝷䛻䛚䛔䛶ᗈᇦ㟁䛜Ⓨ⏕

ᅗ ᏱᐂኳẼ䝸䝇䜽䛾䝷䞁䝗䝇䜿䞊䝥䠄ಠ▔ᅗ䠅

ᅜᐙ䝺䝧䝹䛾༴ᶵ⟶⌮䛻ྥ䛡䛯ᥦゝ䠄㦵Ꮚ䠅

䠍

ᅗ ᏱᐂኳẼ⌧㇟䛾✀㢮䛸Ⓨ⏕䛩䜛㞀ᐖ

䛆ู⣬䠎䛇

宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会
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https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/space_weather/index.html

ۑ ᏱᐂኳẼணሗࡢ┠ⓗࢻ࣮ࢨࣁࠊࡣᢕᥱ࣭ண ࡇࡍ♫ࣥ
ࠋࡇࡍ㍍ῶࢡࢫࣜࡉࡓࣛࣇ

ۑ 㟈ᗘ࣭ὠἼ㆙ࠕࠖࢻ࣮ࣗࢳࢽࢢࠕࡅ࠾ᆅ㟈࣭ὠἼࠊࡓࡢࡇ
ሗࠖࡢ㛵ಀྠᵝࠊᏱᐂኳẼࡢ㇟⌧⌮≀ࡢつᶍ㛵ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡢࡍ
♫ࢡࢫࣜࡢࣛࣇࣥ㸦⿕ᐖ㸧ࡓࡋ┠╔ணሗ࣭㆙ሗᚲせࠋ

ۑ ணሗ࣭࡞ࡓ᪂ࡓࡋ៖⪄ⓗᙳ㡪♫ࡍࡓࡀ㇟⌧ᏱᐂኳẼࠊࡓࡢࡇ
㆙ሗࡢ✀㢮ཬࡧ㜈᳨್ウࡢࡑࠋ⤖ᯝ5ࠊศ㔝࡛ィ17✀㢮ࡢணሗ࣭㆙ሗ
ࠋᐃ⟇㜈್ࡢ‽ᇶࡣ࡚࠸ࡘ㢮✀12ࡕ࠺ࠊࡋタᐃࣜࢦࢸࡢ

⌧ᅾ

ᚋ

䠎♫ⓗᙳ㡪⪃៖ࡓࡋ᪂࡞ࡓணሗ࣭㆙ሗᇶ‽ࡢᑟධ

ۑ ⾜࡞ィ⏬ⓗࠊ༠ຊ┦ࡢᏛᐁ⏘ࠊࡓࡍᑐᛂ⅏ᐖࠖࡢ㐍ᆺᩥࠕ
ࠋࡁࡓ࠶⌮⟶༴ᶵ࡚ࡋᅜᐙయࠊ࡚ࡗᙉࡢᑐฎ⬟ຊࠊື

ۑ Ᏹࠊ⏺ᴗ✵⯟ࠊ⏺㟁ຊᴗࠊᒁචチே⥺↓ࠊ⏺ᨺ㏦ᴗࠊ⏺㏻ಙᴗࠊ≉
ᐂ࣭⾨ࢸࢫࢩᴗ⏺ࠊ⾨ 㛵㐃ᴗ⏺ࡢ㛵ಀᴗࠊࡣᴗࢺ௨
ୗࢡࢫࣜࡀⓗ☜ㄆ㆑ື⾜㏿ࠊࡋ╔ᡭࡀࡇࡍᚲせࠋ

ۑ ࡞➃ᴟ୰ࡢ⅏ᐖᑐ⟇ἲไࡃᇶ࡙⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲࠊࡣᚋࠊࡓࡢࡇ
ᏱᐂኳẼ⌧㇟⅏ᐖ⤌㎸ࠊࡇᡃࡀᅜయ࡚ࡋ☜ᐇ
ࠋᚲせࡃ࠸࡚ࡋᑐᛂࢡࢫࣜ

ۑ ᏱᐂኳẼ⌧㇟ࢻ࣮ࢨࣁࡢ㸦㸻⿕ᐖᘬࡁ㉳ࡍࡇ༴ᐖせᅉ㸧ࡢࡢࡑప
ῶࡣࡇࡍᅔ㞴࡛ࠊࡇ࠶♫ࣛࣇࣥഃࡢ⬤ᙅᛶపῶࡍ
ࠋᚲせ㸦ୗᅗཧ↷㸧ࡀࢳ࣮ࣟࡍᑠ᭱㸦⿕ᐖ㸧ࢡࢫࣜࡇ

࠙♫ࣛࣇࣥ㛵࡚ࡋᐇࡁࡉඹ㏻ⓗᑐ⟇ࠚ㸦ᢤ⢋㸧

 ᑓ㛛⤌⧊ࡢタ⨨ࠊᑓ㛛ேᮦࡢ㓄⨨ࠊ♫ෆࡢ⌮ゎቑ㐍

 ⿕ᐖⓎ⏕ࡢ๓ᐃࡢࣛࣇࣥࠊ⬤ᙅᛶホ౯ࢡࢫࣜࠊホ౯

 ホ౯㋃ࡓ࠼๓ᑐ⟇ࡢᐇࠊ⪏ᛶࡢᙉࠊ௦᭰ᡭẁࡢ☜ಖ

 ⿕ᐖⓎ⏕ࡢᑐᛂࠊࣝࣗࢽᡤ⟶┬ᗇࡢ⿕ᐖሗ࿌ᡭ㡰➼ᩚࡢഛ

 ᐃᮇⓗ࡞カ⦎࣭₇⩦ࡢᐇࠊカ⦎ᚋࡢ㏉

 ᏱᐂኳẼணሗ➼ࡢᑓ㛛ࡢࢫࣅ࣮ࢧά⏝

 ⏝άࡢ㸦ᦆᐖಖ㝤➼㸧ࢫࣥࢼࣇࢡࢫࣜ

ᅗ ᏱᐂኳẼ⌧㇟ࡢᑐฎ࡚࠸࠾┠ᣦࡁࡍ᪉ྥᛶ

ᅜᐙయ࡚ࡋ༴ᶵ⟶⌮ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢᑐ⟇

2022/6/21総務省の表記検討会が報告書を発表
宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会



太陽黒点 (sunspot)
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黒点でみる太陽の自転(1990)　　　スケッチ　鈴木美好
50秒
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太陽黒点の数は11年周期で増減

1790 ～1820 
ダルトン極小期

1615 ～1715 
マウンダー極小期
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London Bridge Frost Fair 1814Frost Fair 1694

1790 ～1820 
ダルトン極小期

1615 ～1715 
マウンダー極小期

小氷河期

かつて，テムズ川はよく凍り付き，人々はスケートをして楽しんだ．

http://janeaustensworld.wordpress.com/2009/01/
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http://janeaustensworld.wordpress.com/2009/01/


太陽黒点の数は11年周期で増減

1790 ～1820 
ダルトン極小期

1615 ～1715 
マウンダー極小期

天明の大飢饉（1782年）
天保の大飢饉（1833年）

享保の大飢饉（1732年）
寛永の大飢饉（1642年）

2008 年8 月は
100 年ぶりに 
「黒点ゼロ」
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　1. 宇宙の階層構造  >> 1.2 宇宙の階層構造
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いままで見つかっている星で最大のものは， 
どの位の大きさ？ 59
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Star Size Comparison　4min61



VY Canis Majoris 
おおいぬ座VY星
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本日のミニッツペーパー記入項目
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【1-1】この講義を選択した動機など，お願いします． 
【1-2】最近耳にした宇宙に関するニュースで，興味をもったものを１つ２つ． 
【1-3】（宇宙や天文や自然について）いま疑問に思うこと，この 
　　　　講義に期待することを書いてください． 
【1-4】（本日の講義から）「Powers of Ten」の映画で描かれた 
　　　　一番大きなスケールと一番小さなスケールは，結局何桁 
　　　　あったでしょうか．

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 20日(火)23:59 
受け取ったかどうかはすぐにはGoogle Classroomには反映されません．週末までにcheckします．

手書きのものを写真にして添付するのでもよい．
https://forms.gle/ee86BzskJ4zwczW29


