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【レポート関連】
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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

レポートの文字の大きさの
指定はありますか？

ありません



【レポート関連】

3

課題（次のうちから2つ以上調べる）

印象調査 
22人 

34人 

51人 

40人



【レポート関連】
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参考　映画「コンタクト」
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Nobel Prize

http://www.nobelprize.org/

2022年のノーベル物理学賞　受賞者　

The Nobel Prize in Physics 2022 was awarded to Alain 
Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger “for 
experiments with entangled photons, establishing the 
violation of Bell inequalities and pioneering quantum 
information science”.

Their results have cleared the way for new technology 
based upon quantum information.

“量子もつれの実験，Bell不等式の破れの確認による量子情報科学の創始”

アラン・アスペ（75）仏パリ・サクレー大 
ジョン・クラウザー（79）米 
アントン・ツァイリンガー（77）　オーストリア・ウィーン大 

http://www.nobelprize.org/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/aspect/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/aspect/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/clauser/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/zeilinger/facts/


物理とは何か
数学を使って自然を解明しようとする学問

Newtonの運動方程式
エネルギー保存則， 
運動量保存則，角運動量保存則

相対性理論

量子論（量子力学）
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1927年時　48歳 1927年時　45歳
孤高のスーパースター 原子物理学のゴッドファーザー
1921年ノーベル物理学賞
「光電効果の解明」

1922年ノーベル物理学賞
「原子構造の解明」

アインシュタインは量子論を認めなかった

量子論の解釈をめぐる論争(１９２0年代後半から）



2重スリット実験　（波ならば干渉縞が生じる）

A 

B

単スリットの場合 2重スリットの場合

A 

強さのグラフは山型

強さのグラフは山型
2つの重ね合わせ

実際には波の干渉縞
になる!!

波だから当然！

スリット（細い穴）から波（光・水）を入射すると，干渉縞が生じる
しかし，光の正体は，光子といわれる粒子．粒子であるはずの電子を入射しても干渉縞．
なぜ粒子を入射して干渉縞ができるのか？？ 粒子の位置はA/B特定できない，と考える
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アインシュタインは量子論を認めなかった

量子論の考え（確率解釈）： 

　粒子の位置はA/B特定できない，と考える 

　確率しかわからない，とする．

量子論の考え（不確定性原理）： 

　A/Bどちらを通ったか分かってしまえば干渉縞は 

　生じない．

A

B

確率でしかわからない 
なんておかしな物理だ． 
　因果律はどうするんだ？ 
　位置や速度は確定できるはず

量子論の解釈をめぐる論争(１９２0年代後半から）
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1935年EPR論文

我々は他方を乱すことなく測定ができる．だから，はじめから系は

「物理的な実在」を持っており，測定する以前から位置や運動量は確定

していた，といえる．これらを不確定とする量子力学は不完全だ．

���

���

��

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

アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのパラドクス

量子論の解釈をめぐる論争(１９２0年代後半から）

Phys.Rev.47(1935)777

Phys.Rev.48(1935)696
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量子論の解釈をめぐる論争(１９２0年代後半から）

John S. Bell 
(1928-1990)

1964年「EPRは実験で確かめられる」

EPRが仮定した，物理量の局所性と実在性
の２つを認めた場合，2つの粒子のスピンの
相関に上限が存在する．（ベル不等式）

EPR論争の決着：量子力学は正しかった

1990年 
実験結果「ベル不等式は破れている」

Alain Aspect 
(1947--)
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Nobel Prize

量子もつれ (quantum entanglement)
「粒子の状態は観測して初めて判明する」と主張する量子力学に反対するアインシュタイン
がとなえたパラドックス（EPRパラドックス）

https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/popular-physicsprize2022.pdf

物理には保存則があるから，一方で粒
子の状態がわかれば，他方の状態もわ
かる．物理的実在が存在し，我々はそ
れを観測する．これを認めない量子力
学は不完全だ．

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

Einstein

Bohr

たとえ遠方でも量子状態は絡み合っている．
= 量子もつれ 
たとえ遠方でも量子状態は絡み合っている． 
　　　   = 量子もつれ
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Nobel Prize

1998
1997

1980s

1969

アントン・ツァイリンガー　オーストリア・ウィーン大

ジョン・クラウザー　米

アラン・アスペ　仏パリ・サクレー大

https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/popular-physicsprize2022.pdf

EPR論争の決着：量子力学は正しかった



アインシュタイン「月は君が眺めている間だけ実在しているなどということを，　 　　　　　
本当に信じているのか？」



アインシュタインは友人パイスに向かって尋ねた． 
「月は君が眺めている間だけ実在している，などということを，
本当に信じているのか」 

ベルの不等式の破れは，その通りで， 
「月は誰も眺めていないとき，そこに実在していない」 
ことを結論する． 



前回のミニッツペーパーから
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アンドロメダが衝突した際に地球に及ぼすことは何かあるのでしょうか。
【天文】

37

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

木星はガス惑星だと聞きましたが、ガスが集まるには重力がいると思います。ど
こから重力が発生しているんでしょうか？核みたいなものがあるんですか？

ガスそのものの質量で，重力が発生しています． 

星と星の距離は大きくて，銀河どうしが合体しても 
星と星が衝突することはほとんどありません． 
見かけの星空がかなり変わることになるでしょう． 
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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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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】



前回のミニッツペーパーから
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【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， 
            [v=fλ] 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 振動数] が変
化する．互いに近づくと音の [B] は [C 高く] 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 低く] となるので，本来の色
より [E 赤っぽく] 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

私が間違っていたら大変申し訳ないのですが、上の
問題で、もしBが振動数であれば、CDは多い少ない
で表すのが適切でないのかと疑問に思いました。

振動数　大きい・小さい　or    高い・低い　が普通ですね
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【光】

光の色=振動数
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教科書  p210

光の色=振動数



【光】

光のドップラー効果

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

光の色=振動数
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教科書  p209



前回のミニッツペーパーから
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ドップラー効果について知れておもしろかったです。昔から救急車のサイレンの音が変わることを
不思議に思っていました。一方で、光にもドップラー効果があることを初めて知りました。

救急車の音の高低は自分との距離だと勝手に勘違いしていて、いつも「自分との位置ならなんで自
分の前を過ぎた瞬間に音がどんどん低くなるんだろう？！？？？」とずっっと疑問に思っていまし
た。説明していただきありがとうございます(  ࿀᷇  ᷆)

光にもドップラー効果なるものがあるなんて知りませんでした。

救急車の音がなぜ変わるのか不思議に思ったことがあったので、ドップラー効果が関わっていたと
学び、今までの謎が解けました。

夕方の空が赤いのもドップラー効果が原因ですか。

朝焼け・夕焼け　なぜ赤い？
太陽光はすべての色が混ざってい
るが，空気中で，まず青色が散乱
する．（昼の空が青い理由） 
朝や夕は，空気を長く通過する光
なので青色が失われ，赤い光にな
る．
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光の「赤方偏移」

赤方偏移パラメータ

教科書 p157, 210前回のテーマ

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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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，2018年，国際天文学連合（IAU）が議決しました．

前回のテーマ

宇宙が膨張していることはどうしてわかったのか？



25

教科書 p158

「ハッブル・ルメートルの法則」と呼ぶことに，2018年，国際天文学連合（IAU）が議決しました．
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国際天文学連合 

2018年10月 
Hubble law 

「ハッブル・ルメートルの法則」と呼ぶことに，2018年，国際天文学連合（IAU）が議決しました．



「ハッブル・ルメートルの法則」と呼ぶことに，2018年，国際天文学連合（IAU）が議決しました．



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



前回のミニッツペーパーから

29

青い星は赤い星よりも地球からは遠いのでしょうか？
ドップラー効果は，本来の光の色が 
    （遠ざかるときは）赤っぽく，（近づくときは）青っぽく 
変化することを言います． 
星本来の色が赤いか青いかは，星の年齢によって決まります．

教科書 p79



前回のミニッツペーパーから
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ドップラー効果は、救急車の音など身近に感じられる現象も多い分音の現象のことを
指している言葉だと思っていたため、光のドップラー効果も存在しまた、宇宙の膨張と
いうとても重要なことの発見にかかわっていたことが驚きました。 
以前から抱いていた単純な疑問ですが、宇宙の遠方の銀河程速く遠ざかっているという
のは、地球からは確認しようもないはるか遠くの銀河において、確認できる範囲の銀
河がそうであるからといってどうやって確からしさを証明しているのだろうと疑問に思
います。その法則にゆがみが発生したりというのはありえないことなのでしょうか？

物理（または科学全体）に対する根本的な問題を提起してくれてありがとう． 
実験や観測によって得られた事実を「法則」として見出し，その背景にある理論 
を探っていくのが科学です． 
当然，新たな発見によって，法則が修正されることもあるし，理論が拡張すること 
もあります． 
ニュートンがつくった力学(1687)が，アインシュタインによって相対性理論(1905)へ 
と拡張されました．最先端の物理学では，相対性理論を拡張できるかどうかが議論 
されています．将来的に法則は変更されるかもしれませんが，究極の理論を求めて 
科学者は努力しているのです．
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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

近代物理学をつくりあげた登場人物たち

地動説 天体観測
惑星運動の法則

慣性・自由落下運動 
地動説の物理的根拠

運動の法則 
万有引力
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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



Aristarchus of Samos 
アリスタルコス（BC310?--BC230?）

古代の地動説（太陽中心説）

10世紀ごろにアラビア語に翻訳 
15世紀ごろにラテン語訳が刊行 
1700年ごろギリシア語のテキスト出版 
1800年ごろ仏語訳および独語訳が出版

Claudius Ptolemaeus 
プトレマイオス（83--168）

地球中心説
Aristotle  
アリストテレス（BC384--BC322）

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。



Claudius Ptolemaeus (83–168) 

天動説
Geocentric system
Ptolemaic theory

+周天円



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



【天文観望】

40

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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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



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



48

■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



以前のミニッツペーパー記入項目

「コペルニクス的てんかい」 
(a) 漢字で表記すると？ 
(b) 意味は？

コペルニクス的転回　 
物事の見方が180度変わってしまうこと 
　　　（正解32％）

ガッツ石松
ボクシングで人生が380度変わった
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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】

51

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 

1⃣安倍清明の息子，安倍吉昌がSN1006を観測

2⃣清明の子孫（詳細不明）がSN1054を観測

3⃣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



1⃣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


2⃣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．



3⃣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.



 『宇宙の神秘』(1596 年) に描かれた 
ケプラーによる初期の多面体太陽系モデル

ヨハネス・ケプラー

　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか

　2.2.2　ケプラーによる惑星の運動法則の発見
教科書 p37



Kepler's Platonic solid model of the Solar system  
from Mysterium Cosmographicum (1600)



Kepler's Platonic solid model of the Solar system  
from Mysterium Cosmographicum (1600)





ティコ・ブラーエ ヨハネス・ケプラー

君は火星の担当





-1.0 -0.5 0.5 1.0
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-0.5

0.5

1.0

-1.0 -0.5 0.5 1.0

-1.0

-0.5

0.5

1.0

-1.0 -0.5 0.5 1.0

-1.0

-0.5

0.5
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円 離心率0.09の円（火星）

重ね合わせ





ティコ・ブラーエ ヨハネス・ケプラー



『アレクサンドリア』（2009） 
（原題: Ágora）

Hypatia 
ヒュパティア（350-70?--415）



わし座

いて座
さそり座

へびつかい座はくちょう座 こと座

銀河中心



天の川銀河 (our Galaxy)

http://shop.nationalgeographic.com/ngs/product/maps/wall-maps/space-maps/the-milky-way-map%2C-laminated 
http://ernstgraphics.wordpress.com/page/2/

http://shop.nationalgeographic.com/ngs/product/maps/wall-maps/space-maps/the-milky-way-map%2C-laminated
http://shop.nationalgeographic.com/ngs/product/maps/wall-maps/space-maps/the-milky-way-map%2C-laminated
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Nobel Prize

「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」

レーザーでつくったガイド星

大気のゆらぎを記録

大気のゆらぎを打ち消すように
他の星のデータを処理　　　　　　　

ラインハルト・ゲンツェル　　　アンドレア・ゲズ

補償光学

https://ja.wikipedia.org/wiki/ヨーロッパ南天天文台

https://www.quantamagazine.org/

2020年ノーベル物理学賞

https://www.quantamagazine.org/physics-nobel-awarded-for-black-hole-breakthroughs-20201006


78

Nobel Prize

 
http://www.youtube.com/watch?v=XhHUNvEKUY8  (1:15)

Zooming in on the centre of the Milky Way

銀河系の中心には巨大ブラックホールがある

https://www.youtube.com/watch?v=XhHUNvEKUY8
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Nobel Prize

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

教科書 p37S2 orbit around Sgr A*

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

Reinhard Genzel and Andrea Ghez independently tracked the activity around the supermassive black hole at the Milky Way’s center over a period of decades.

https://www.quantamagazine.org/physics-nobel-awarded-for-black-hole-breakthroughs-20201006

2020年ノーベル物理学賞

天の川銀河　中心付近の星の動き（アニメーション）



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



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





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



ケプラーの3法則から
万有引力の法則へ

数物教材ビデオ（10分）





宇宙の調和 (Kepler, 1619)

p424

On The Shoulders of Giants, ed. by S. Hawking 
(Running Press, 2003) p648
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ガリレオ・ガリレイ
望遠鏡をつかって天体観測 
自由落下の法則を発見 
振り子の周期の法則を発見 
地動説に関する本を出版

教科書 p41

2.2.3　ガリレイによる地動説の支持

　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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力を加えなければ， 
物体はそのままの運動状態を保つ

慣性の法則　 
　＝　ニュートンの運動第１法則

教科書 p41

2.2.3　ガリレイ　慣性の法則の発見

　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか



前回のミニッツペーパーから

92

以前の
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地球が運動していたとしても， 
慣性の法則により，我々は気づかない． 
=> 地動説は否定できない．

地動説への批判 
『地球が動いていたら，人間は気がつくはずだ』に対して

教科書 p42

2.2.3　ガリレイ　地動説の擁護

　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか



NHK 100分de名著　(2012年）



NHK 100分de名著　(2012年）
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教科書 p42

周期 [s]

長さ [m]

重力加速度 
9.8 [m/s^2]

T = 2�

�
⇥

g

ガリレイ：　振り子の周期は，ひもの長さで決まる
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T = 2�

�
⇥

g
⇥ =

gT 2

4�2

T = 1[s] � = 0.248[m]
T = 2[s] � = 0.994[m]
T = 10[s] � = 24.8[m]

教科書 p42

ガリレイ：　振り子の周期は，ひもの長さで決まる
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倍率20--30倍

教科書 p42　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか

ガリレイ ：　天体望遠鏡による天体観測
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=> 月は地球と同じくでこぼこ 
=> 「神が造った」はｘ

　ガリレイ ：　「月の表面はでこぼこ」の発見

教科書 p43　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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=> 太陽系もこんな形 

http://www.astron.pref.gunma.jp/kyozai01/tendou/chidou1.html

イオ 
エウロパ 
ガニメデ 
カリスト

現在79個

　ガリレイ ：　「木星には衛星が４つ」発見

教科書 p43　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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=> 太陽を中心に惑星がまわる証拠 

http://www.astron.pref.gunma.jp/flash/venus2.html

教科書 p43　２. 近代物理学の夜明け：宇宙はどう理解されてきたのか

　ガリレイ ：　「金星の満ち欠け」発見



教科書 p44
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アイザック・ニュートン
運動の基本法則を確立 
万有引力の法則で惑星運動を説明 
微分・積分の計算を発明

2.2.4　 ニュートンによる運動法則の確立

教科書 p45　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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http://hikingartist.com/

　ニュートン　：　リンゴはなぜ落ちる？

教科書 p45　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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http://hikingartist.com/

すべてのものは，引力で引き合う
万有引力の法則　

ニュートン　：　万有引力の法則

教科書 p45　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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ニュートン　：　運動の基本法則

教科書 p47　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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万有引力を考えると，すべての物体は近づいてゆくように思える．
地球と月も万有引力で引っ張り合っているのにも関わらず，なぜ
月が地球に落下してこないのだろうか.

なぜ月は地球に落下してこないのか



https://ara50yourname.blogspot.jp/2016/10/blog-post_88.html

2016年の 
コメント

https://ara50yourname.blogspot.jp/2016/10/blog-post_88.html


2017年度　1級問題不採択，問題集には採択



本日のミニッツペーパー記入項目
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【4-2】2005年は国際物理年でした．その理由は？ 
【4-3】2009年は国際天文年でした．その理由は？ 
【4-4】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）

https://forms.gle/GFMhbZ5GJwvSWv176

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 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．

【4-1】万有引力がはたらく2つの天体が描く軌道は，楕円（円を含む），放物線，双曲線の3種類のい
ずれかになる．いま，太陽に彗星が接近してきたとする．図に示す４つのうち，力学的にありえない軌
道はどれか．



【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



すいせい

彗星の通ったところは 
ちり・石がたくさん残る

地球が通ると， 
流れ星になる



10月21日から22日にかけて極大

オリオン座流星群

★2022年は条件　良 
★1時間に15個 

もとは，ハレー彗星

https://planetarium.konicaminolta.jp/stariumnavi/starguide/hoshizora/20171021.html


