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http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/mukogawa

第1章　宇宙の階層構造（3）

http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/mukogawa


【話題】
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地球防衛の実験機ダート、小惑星への衝突に成功

DART’s Final Images Prior to Impact

2022/9/27

NASA惑星防衛実験探査機「ダート（DART, Double Asteroid Redirection Test ）」は天体を動かす目的の実験
に成功した． 
昨年11月に打ち上げられたダートDARTは，9月27日，小惑星ディモルフォス（Dimorphos）に時速2万km以上の
速度で衝突することに成功した．直径160mのディモルフォスは，直径780mの小惑星ディディモス（(65803) 
Didymos）の周りを回る衛星．重量570kgの探査機が衝突したことにより，ディモルフォスの公転周期は約1%，
時間にして10分程度短くなると見積もられている．

https://www.nasa.gov/feature/dart-s-final-images-prior-to-impact
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/12692_dart
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https://www.nobelprize.org

3日（月）Physiology or Medicine 
4日（火）Physics 
5日（水）Chemistry 

 6日（木）Literature 
 7日（金）Peace 
10日（月）Economic science 
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Nobel Prize

Nobel Laureates in Physics: Japanese Laureates 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/

湯川秀樹（1949） 
陽子と中性子との間に作用する核力を媒介するものとして，中間子の存在を予言 
for his prediction of the existence of mesons on the basis of theoretical work on nuclear forces

朝永振一郎（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".

江崎玲於奈（1973） 
半導体・超電導体トンネル効果の研究，エサキダイ
オードの開発 
jointly to Leo Esaki and Ivar Giaever "for their experimental discoveries regarding 
tunneling phenomena in semiconductors and superconductors, respectively" and the 
other half to Brian David Josephson "for his theoretical predictions of the properties of 
a supercurrent through a tunnel barrier, in particular those phenomena which are 
generally known as the Josephson effects".

小柴昌俊（2002） 
ニュートリノ天文学の
先駆的な貢献に対して 
jointly to Raymond Davis Jr. and 
Masatoshi Koshiba "for pioneering 
contributions to astrophysics, in 
particular for the detection of cosmic 
neutrinos" and the other half to 
Riccardo Giacconi "for pioneering 
contributions to astrophysics, which 
have led to the discovery of cosmic X-
ray sources".

日本人のノーベル物理学賞　受賞者　(1)

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html
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Nobel Prize

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/

南部陽一郎（米国籍）　（2008） 
素粒子物理学と核物理学における自発的対称性の破れの発見 

小林誠　　　           益川敏英　　（2008） 
クォークの世代数を予言する対称性の破れの起源の発見 
one half awarded to Yoichiro Nambu "for the discovery of the mechanism of spontaneous broken symmetry in subatomic 
physics", the other half jointly to Makoto Kobayashi and Toshihide Maskawa "for the discovery of the origin of the broken 
symmetry which predicts the existence of at least three families of quarks in nature".

日本人のノーベル物理学賞　受賞者　(2)
Nobel Laureates in Physics: Japanese Laureates 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/


7

Nobel Prize

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/

赤崎勇　　　　　　天野浩　　　　　　　　中村修二　（2014） 
高輝度でエネルギー効率のよい白色光を実現する青色発光ダイオードの開発 

The Nobel Prize in Physics 2014 was awarded jointly to Isamu Akasaki, Hiroshi 
Amano and Shuji Nakamura "for the invention of efficient blue light-emitting diodes 
which has enabled bright and energy-saving white light sources". 　　　　梶田隆章（2015） 

ニュートリノに質量があることを示
したニュートリノ振動の発見

The Nobel Prize in Physics 2015 was awarded 
jointly to Takaaki Kajita and Arthur B. McDonald 
"for the discovery of neutrino oscillations, which 
shows that neutrinos have mass"

日本人のノーベル物理学賞　受賞者　(2)
Nobel Laureates in Physics: Japanese Laureates 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/
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Nobel Prize

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/

　梶田隆章　　　　　　　　　　Arthur B. McDonald 
ニュートリノに質量があることを示したニュートリノ振動の発見 

The Nobel Prize in Physics 2015 was awarded 
jointly to Takaaki Kajita and Arthur B. McDonald 
"for the discovery of neutrino oscillations, which 
shows that neutrinos have mass"

ノーベル物理学賞受賞者 2015年
Nobel Laureates in Physics   2015

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/


【背景となる話】

9http://higgstan.com/2012/08/16/86

素粒子（基本粒子）

http://higgstan.com/2012/08/16/86


【背景となる話】
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スーパーカミオカンデ（Super-Kamiokande、Super-K）

岐阜県神岡鉱山跡



【背景となる話】

11http://higgstan.com/2015/10/06/617

ニュートリノ振動

http://higgstan.com/2015/10/06/617


【背景となる話】

12http://higgstan.com/2015/10/06/617

ニュートリノ振動

http://higgstan.com/2015/10/06/617
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Nobel Prize

物理学賞

Arthur Ashkin　　Gérard Mourou　　Donna Strickland

"for their method of generating high-intensity, 
ultra-short optical pulses."

高強度，超短パルス光を生み出す方法に対して

レーザー光を使った「光ピンセット」

超短パルスレーザー光を使った「レーシック手術」

ノーベル物理学賞受賞者 2018年
Nobel Laureates in Physics   2018
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Nobel Prize

http://www.nobelprize.org/

物理学賞

"for contributions to our understanding of the evolution of 
the universe and Earth’s place in the cosmos."

宇宙の進化，宇宙における地球の位置づけについて 
理解を改めた貢献

James Peebles, Michel Mayor, Didier Queloz

マイヨールとケロー，ペガスス座51番星のドップラー効果から，
太陽系外惑星を初めて発見．

ピーブルズ

ビッグバン宇宙論の基礎理論の確立に大きな貢献をした．
宇宙マイクロ波背景輻射(CMB)の温度非等方性を定量的に計算
する方法論、宇宙誕生約3分後に形成されたヘリウムの存在
量、約38万年後に起こった宇宙の再結合（電離水素が中性化
する過程）、膨張宇宙における密度揺らぎの線型成長とその
後の非線形成長モデル、相関関数を用いた銀河分布の統計的
記述などなど．

ノーベル物理学賞受賞者 2019年
Nobel Laureates in Physics   2019

http://www.nobelprize.org/


15

Nobel Prize

http://www.nobelprize.org/

Roger Penrose “for the discovery that black hole formation 
is a robust prediction of the general theory of relativity"  
Reinhard Genzel and Andrea Ghez "for the discovery of a 
supermassive compact object at the centre of our galaxy". 

“ブラックホール”

ロジャー・ペンローズ（89）英オックスフォード大 
「ブラックホール形成が一般相対性理論におけるごく自然な帰
結となることの発見に対して」 

ラインハルト・ゲンツェル（68）独マックスプランク研究所 
アンドレア・ゲズ（55）　米カリフォルニア大ロサンゼルス校 
「天の川銀河の中心に超大質量なコンパクト天体を発見したこと
に対して」 

ノーベル物理学賞受賞者 2020年
Nobel Laureates in Physics   2020

http://www.nobelprize.org/
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Nobel Prize

https://webronza.asahi.com/science/articles/2020101000005.html

ノーベル物理学賞受賞者 2020年
Nobel Laureates in Physics   2020
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Nobel Prize

http://www.nobelprize.org/
2021年のノーベル物理学賞　受賞者　

This year’s Nobel Prize in Physics is awarded with 
one half jointly to Syukuro Manabe, Klaus 
Hasselmann and the other half to Giorgio Parisi. 
They have laid the foundation of our knowledge of 
the Earth’s climate and how humanity influences it, 
as well as revolutionized the theory of disordered 
materials and random processes.

“複雑系システムの理解へのブレークスルー”

真鍋淑郎（90）米プリンストン大 
クラウス・ハッセルマン（90）独マックスプランク研究所 
「地球の気候変動の物理的なモデル化，変動の見積もり，地球温暖化の確たる予言に対して」 
Prize motivation: "for the physical modelling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global 
warming.”

ジョージオ・パリージ（73）　伊ローマ・サピエンザ大学 
「原子から惑星スケールにおよぶ物理系における非秩序と揺らぎの関係を発見したことに対して」 
Prize motivation: "for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to 
planetary scales."

http://www.nobelprize.org/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/manabe/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/hasselmann/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/hasselmann/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/parisi/facts/
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Nobel Prize

報道ステーション 2021/10/7　2’34” https://www.youtube.com/watch?v=N-fmGcj_b-c

2021年ノーベル物理学賞

真鍋淑郎氏 なぜ国籍をアメリカに変えたのか
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https://www.nobelprize.org

3日（月）Physiology or Medicine 
4日（火）Physics 
5日（水）Chemistry 

 6日（木）Literature 
 7日（金）Peace 
10日（月）Economic science 



【天文観望】

20

https://lookup.kibo.space

国際宇宙ステーション(ISS)が見える！

◀神戸でのデータ

2022/10



【天文観望】

21

https://lookup.kibo.space

国際宇宙ステーション(ISS)が見える！ 2022/10

◀神戸でのデータ



【天文観望】
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https://lookup.kibo.space

国際宇宙ステーション(ISS)が見える！ 2022/10

◀神戸でのデータ



前回のミニッツペーパーから
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販売されている物で月や星が鮮明に見える望遠鏡はありますか？
それはどれくらい綺麗に見えますか？

望遠鏡はピンキリ．
5万円，10万円の望遠鏡． 
　 50倍，100倍の倍率 = 月のクレーター，土星の輪が見える， 
　 　　　　　　　　　　  木星の模様が見える
20万円以上の望遠鏡　=  星や銀河の写真が撮れる

初心者は双眼鏡のほうがよい． 
　7倍-10倍．できれば天体観測用．三脚固定ができると楽．

これは簡易すぎ▶



前回のミニッツペーパーから
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今日授業で星についての解説を聞いて思ったのですが、 
今宇宙に星・星座というのはいくつあるのですか。

木星や土星がガス惑星ということに驚きましたが、氷惑星という言葉を
初めて聞いたので気になりました。どういった惑星なのかは、その星に
近づいて初めて分かるのでしょうか？

星座は88． 
星は，星の数ほどあります．

いい点に気付きましたね．太陽系の星は直接観測してわかりますが， 
太陽系以外の惑星は，どうやって調べるのかが，いま，研究上の 
大問題です．

音割れが多く声が聞き取りずらいです。

録画ファイルは，googleが作成しているのですが， 
容量節約のため，だいぶ画質・音質が落ちているようです． 
できればリアルタイムで受講してください．



前回のミニッツペーパーから
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もし人間がブラックホールに飲み込まれたらどうなるのか知りたいです

強い重力によって，引き伸ばされます． 

頭より足元の方が重力がつよいので，足から入ると 
足が引き伸ばされます． 
ほぼ一瞬で潰されてしまうでしょう． 

結論：近づかない方がよい． 



前回のミニッツペーパーから
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http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/

今回の授業で三鷹が提供しているプラネタリウムで宇宙を見て 
私たちの住んでいる地球や太陽系，さらにそれがある 
天の川銀河がどれほど小さく，宇宙は広いのかが改めて 
実感でき，すごいなと感じた．

http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/
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水，金，地，火，　木，土，天，海，冥
エリスケレス ハウメア

マケマケ
惑星 
planet

準惑星 
dwarf planet
太陽系外縁天体(TNO)

【2006年】

冥王星は，なぜ惑星から外されたか？



前回のミニッツペーパーから
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ディズニーのプルートの話が面白かったです。

もし人間がブラックホールに飲み込まれたらどうなるのか知りたいです

音割れが多く声が聞き取りずらいです。

651928年 1930年

教科書 p16【2006年】

冥王星の降格に反対したアメリカ
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教科書 p16

太陽系小天体
　1. 宇宙の階層構造  >> 1.2 太陽系
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イトカワ　　竜宮

小惑星帯 (火星と木星の間)
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太陽系 (100天文単位)
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教科書 p201

教科書 見返し

天文学で使う距離の単位：AU, 光年，パーセク
付録A.1.5　



【背景となる話】

33

1度＝60分 
1分＝60秒

minute 
second minute

１度より小さい角度は　分と秒角度の単位
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天の川銀河 (our Galaxy)
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天の川銀河 (our Galaxy)
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銀河群
　1. 宇宙の階層構造  >> 1.3.2 銀河系以上のスケール



【天文】
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When galaxies collide

NASA's Hubble Shows Milky Way is Destined for Head-On Collision 
05.31.12 
  

NASA astronomers announced Thursday they can now predict with certainty the next major 
cosmic event to affect our galaxy, sun, and solar system: the titanic collision of our Milky Way 
galaxy with the neighboring Andromeda galaxy. 

The Milky Way is destined to get a major makeover during the encounter, which is predicted to 
happen four billion years from now. It is likely the sun will be flung into a new region of our 
galaxy, but our Earth and solar system are in no danger of being destroyed. 

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html

2012/6/1

我々の銀河と，230万光年先にあるアンドロメ
ダ銀河は，互いの重力で近づきつつあります．
ハッブル宇宙望遠鏡の詳細な観測から，40億年
後の衝突の様子をシミュレーションした結果
が，公開されました．

アンドロメダと40億年後に衝突

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html


宇宙にある 
ハッブル望遠鏡



【天文】

39https://www.youtube.com/watch?v=qnYCpQyRp-4

Milky Way Versus Andromeda As Seen from Earth (3:53)

When galaxies collide

2012/6/1アンドロメダと40億年後に衝突



ハワイにある日本の 
すばる望遠鏡



【天文】
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現在 20億年後

37.5億年後 38.5億年後

When galaxies collide

2012/6/1アンドロメダと40億年後に衝突



【天文】
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40億年後

51億年後 70億年後

銀河が衝突しても，星どうしが衝突することはほとんどありません．星と星の間の距
離が長く，銀河系内は「疎」なのです．70億年後には合体して1つの銀河になるようで

When galaxies collide

2012/6/1アンドロメダと40億年後に衝突
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銀河団
　1. 宇宙の階層構造  >> 1.3.2 銀河系以上のスケール



441027個の銀河分布を観測 (1989)
Margaret Geller

Great  Wall 
（万里の長城） 
@128Mpc

void（泡）

教科書 p25

銀河団 (cluster)，宇宙の大規模構造
　1. 宇宙の階層構造  >> 1.3.2 銀河系以上のスケール
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教科書 p26

65万個の銀河分布を観測 (2006)

（Sloan Digital Sky Survey, SDSS）

銀河団 (cluster)，宇宙の大規模構造
　1. 宇宙の階層構造  >> 1.3.2 銀河系以上のスケール
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赤方偏移 z

角
度
方
向

　　　　　　距離　　　

1611.07049

教科書 p26

銀河団 (cluster)，宇宙の大規模構造
　1. 宇宙の階層構造  >> 1.3.2 銀河系以上のスケール





前回のミニッツペーパーから
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銀河系が泡のよう，ではなくて
銀河の分布が泡のようなのです．



【レポート関連】

49

宇宙人はいるのか？　　各自の考えを述べよ
「地球外生命体・地球外知的生命体の存在について」

レポート課題



【レポート関連】
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教科書  p195ドレークによる地球外文明の推定

2022/9/2 没



【レポート関連】
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風がふくと桶屋が儲かる



【レポート関連】
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課題（次のうちから2つ以上調べる）



【レポート関連】

53

参考　映画「コンタクト」



http://www.youtube.com/watch?v=SRoj3jK37Vc

"Contact" Theatrical Trailer (1997)

(2:27)

http://www.youtube.com/watch?v=SRoj3jK37Vc
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1929年　宇宙膨張の発見

光の「ドップラー効果（赤方偏移）」から

教科書 p157

「ハッブル・ルメートルの法則」と呼ぶことに，2019年，国際天文学連合（IAU）が議決しました．

本日のテーマ

宇宙が膨張していることはどうしてわかったのか？
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教科書  p206

水・音・光　　波に共通する特徴
　付録 A.  >> A.3 波のもつ性質
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「写真を撮る」 
「全体図を知る」

「1カ所での動きを見る」

【水，音，光】

波を表す物理量
教科書  p207
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【水，音，光】

波を表す物理量
教科書  p207
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【音波】

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-10

-5

5

10

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-10

-5

5

10

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-10

-5

5

10

http://www.widexjp.co.jp/hearing/various_sounds/

音の大きさ=振幅

音の3要素　（1）大きさ

http://www.widexjp.co.jp/hearing/various_sounds/
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【音波】

人間が聞く事ができる音は 20Hz から 20,000Hz 
　 
人間が聞くことが出来る音より 
　　遅い振動は低周波音 
　　速い振動は超音波

http://www.tajima-d.jp/music/basic/01.html

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-10

-5

5

10

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-10

-5

5

10

音の高低=振動数

音の3要素　（2）高低

http://www.tajima-d.jp/music/basic/01.html
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【音波】

http://www.widexjp.co.jp/hearing/various_sounds/

音色=波形
音の3要素　（3）音色

http://www.widexjp.co.jp/hearing/various_sounds/
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教科書  p209

近づくとき 
　高い音 

遠ざかるとき 
　低い音

ドップラー効果
【物理法則】
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近づくとき 
　高い音 
　大きい音に 

遠ざかるとき 
　低い音 
　小さい音に

ドップラー効果
【物理法則】
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音源と観測者が相対的に近づく 
　　＝音が高くなる 
音源と観測者が相対的に遠ざかる 
　　＝音が低くなる

教科書  p209

ドップラー効果
【物理法則】
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【光】

光の色=振動数

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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教科書  p210

光の色=振動数
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【光】

光の色=振動数
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音源と観測者が相対的に近づく 
　　＝音が高くなる　　　　　　　 
音源と観測者が相対的に遠ざかる 
　　＝音が低くなる

　　＝色が青くなる　　　　　　　 

　　＝色が赤くなる

光のドップラー効果



宇宙にある 
ハッブル望遠鏡



http://www.youtube.com/watch?v=Kg9F5pN5tlI

The Doppler Effect (2:00)

http://www.youtube.com/watch?v=Kg9F5pN5tlI
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1929年　宇宙膨張の発見

光の「ドップラー効果（赤方偏移）」から

教科書 p157

「ハッブル・ルメートルの法則」と呼ぶことに，2019年，国際天文学連合（IAU）が議決しました．

本日のテーマ

宇宙が膨張していることはどうしてわかったのか？
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光の「赤方偏移」

赤方偏移パラメータ

教科書 p157, 210本日のテーマ

宇宙が膨張していることはどうしてわかったのか？



遠方の銀河ほど速く遠ざかる，だが我々は宇宙の中心ではない
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Nicolaus Copernicus
(1473-1543)

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
ニュートン
Isaac Newton
(1642-1727)

　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか

登場人物たち
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2.1 コペルニクス以前の宇宙観

Claudius Ptolemaeus
83年頃 - 168年頃

地動説地球中心説（天動説）

　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか
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2.1 コペルニクス以降の宇宙観

Claudius Ptolemaeus
83年頃 - 168年頃

天動説 太陽中心説

　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか
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■アリストテレス的宇宙（紀元前４世紀）： 
天動説（地球中心説）＋四元素説（地，水，火，空気） 
→プトレマイオス（２世紀）以後1000年以上、 
　世界の「常識」となった。 

■アリスタルコス（紀元前３世紀）： 
古代の地動説（太陽中心説） 
太陽は月よりもはるかに大きく、地球よりも大きい。 
そんな太陽が地球の周りを動くはずがない。 

教科書 p30

2.1 コペルニクス以前の宇宙観
　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか



地球中心説 
プトレマイオス(2c)



地球中心説 
プトレマイオス(2c)
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教科書 p30

2.1 コペルニクス以前の宇宙観
　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか



惑星の動き　2021年 プリント

図は「天文年鑑2021」（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



金星・木星・土星の動き　2021年
木星

土星

金星

逆行

逆行

逆行

逆行



天動説 
プトレマイオス(2c)



天動説 天動説＋周天円
Claudius Ptolemaeus　 
克劳狄斯 托勒密
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地動説  (heliocentric theory)  
　コペルニクス(16c)

教科書 p32

2.1.2  コペルニクス『天体の回転について』(1543)
　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか
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地動説  (heliocentric theory)  
　コペルニクス(16c)

教科書 p32

『この仮説は真実でなくても構わない．　
観測に一致する計算結果が得られるという
その一点で十分なのだ．』 

この序文は友人が勝手に書いたそうだ．

2.1.2  コペルニクス『天体の回転について』(1543)
　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか



地動説天動説＋周天円
Nicolaus Copernicus　 

尼古拉 哥白尼
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■コペルニクス（1473-1543） 
「天体の回転について」(1543) 
　哲学的理想論「天は完全であり美しい」 
　→太陽中心説を提唱 

■ジョルダノ・ブルーノ(1548-1600)： 
キリスト教との対立→焚刑 
コペルニクス説を伝道 
「恒星＝宇宙に浮かぶ無数の太陽」 

コペルニクス以降の宇宙観
　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか
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精密で膨大な天体観測記録を残す
1572　超新星を発見 
（SN1572，通称「ティコの新星」）

ティコ・ブラーエ

教科書 p34

図2.8

観測的権威だが地球中心説支持 
「太陽は地球の周りを回り、 
　惑星は太陽の周りを巡る」

　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか

　2.2.1　ティコ・ブラーエと超新星の発見



【天文観望】
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教科書 p36
超新星は，数百年に一度，肉眼で観測されている．





「明月記」の天文現象について書かれた部分 

藤原定家(1162-1241)は，陰陽師（天文博士）に調べさせた報告文を 
そのまま切り貼りした．



「明月記」の天文現象について書かれた部分 

!安倍清明の息子，安倍吉昌がSN1006を観測
"清明の子孫（詳細不明）がSN1054を観測

#清明の子孫（詳細不明）がSN1181を観測 
藤原定家本人も見ている可能性あり



!安倍清明の息子，安倍吉昌がSN1006を観測

SN 1006 
7200光年．記録に残されている限り、歴史上で最も視等級が明るくなった天
体（太陽と月を除く、-7.5等[1]）． 
1006年4月30日から5月1日の夜におおかみ座領域に初めて出現したこの「客
星」は、スイス、エジプト、イラク、中国、日本、そして恐らくは北アメリカ
の観察者たちにより記録されている． 



Image credit: Chandra, Hubble, and NRAO teams,  
retrieved from heasarc.gsfc.nasa.gov.

SN 1006 
Supernova Remnant

http://heasarc.gsfc.nasa.gov


"清明の子孫（詳細不明）がSN1054を観測

かに星雲（Crab Nebula， M1, NGC1952） 
おうし座にある超新星残骸，距離は7000光年． 
超新星の出現当時は金星ぐらいの明るさになり，23日間にわたり昼間
でも肉眼で見えた．夜間は後2年間も見えていた． 



かに星雲（Crab Nebula， M1, NGC1952） 
中心にある星は，パルサー（中性子星）で，1969年発見. 
直径は約10km．光度は16等級．1秒間に30回という高速回転をしており，
33msの周期で電波やX線を出し，また可視光線で星雲全体を照らしている．



#清明の子孫（詳細不明）がSN1181を観測 
藤原定家本人も見ている可能性あり

SN 1181 
1181年8月4日から8月6日の間にカシオペヤ座で観測され始め，約185日間に渡って夜
空に見えた．中国と日本の天文学者により8つの独立した文献に記録された． 
12世紀のイギリスの科学者アレクサンダー・ネッカムがこの超新星に気づき，『Liber 
Ymaginum Deorum』に記したといわれている．日本においては，吾妻鏡に「治承五
年六月廿五日（1181年8月7日）庚午．戌尅．客星見艮方．鎭星色靑赤有芒角．是寛弘
三年出見之後無例云々．」とあり，他にも明月記や宋史などの史料に記録されている． 



SN 1181 
電波源 3C 58 は超新星SN1181の残骸だと考えられている．この星は1秒間に約15
回転し，クォーク星と推測された最初の天体の1つで，また，形成時と同じ速さで回
転し続けていると考えられている．



2分角（1度の 1/30）までの観測能力

　 ティコ・ブラーエは地動説を信じなかった

5m離れて，視角1分を視認できる 
= 7.272mmの輪の1.454mmの欠損  
= 視力 1.0

5m離れて，視角2分を視認できる 
= 視力 0.5

もっとも近いケンタウルス座alpha 
でも年周視差0.76秒角

年周視差が確認できなかったから



チコ・ブラーエの説
Tycho Brahe　 
第谷 布拉赫

1583 Tychonian planetary model





リッチョーリ (Giovanni B. Riccioli, 1598-1671) 
『新アルマゲスト』にある太陽系モデル の比較.



本日のミニッツペーパー記入項目
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【3-1】レポート課題のトピック，何を調べようと考えましたか？　（第一印象で） 
【3-2】波の速度をv [m/s], 波長をλ[m]，振動数をf[Hz]とすると，[A] の関係が成り
立つ． 
【3-3】ドップラー効果によると観測者と音源が相対的に動くと音の [B] が変化する．
互いに近づくと音の [B] は [C] となる．光も波であり，音と同様にドップラー効果を
受ける．光源が遠ざかると，光の [B] は [D] となるので，本来の色より [E] となる． 
　　Bの選択肢：振幅，振動数，波長，速度 
　　C,Dの選択肢：大きく，小さく，高く，低く，長く，短く 
　　Eの選択肢：赤っぽく，青っぽく

https://forms.gle/mtwGij3f2No4fnS8A

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 4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．


