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第3章　現代物理学1：相対性理論（1）

　レポート課題締め切り本日23:59　　　　

真貝　寿明 
Hisaaki Shinkai

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


前回のミニッツペーパーから
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今回も楽しかったです。
正直物理は避けて通ってきたので目が回りそうになることもありますが、
宇宙が好きなので頑張れそうです。

高校の時、物理を取っていたので、万有引力や波の干渉について計算をしたことを思
い出して少し懐かしくなりました。
そして、5次元以上が存在することは初めて知ったので興味がわきました。
ですが、素粒子がこの3次元の世界からなくなっただけで、どうして5次元以上の次元
が存在するとわかるのでしょうか。"素粒子が力なしになくなることはない"ということ
は理解できるのですが、他の次元に移動したという証拠があるわけでもないのに存在
すると言えるのかわかりません。

教科書 p178



前回のミニッツペーパーから
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ノイズキャンセリングができる理由がずっと不思議だったので興味深かったです。
ノイズキャンセリング機能のイヤホンの仕組みが分かりワクワクしました。魔法のよ
うな機能は物理的に解説できるものとわかり、物理の分野に苦手意識があったけれど
もっと学びたいと思いました。
ワイヤレスイヤホンのノイズキャンセリング機能は、どのような仕組みで出来ているの
かが普段から疑問であったので、仕組みが知れて面白かったです。

http://www.sony.jp/headphone/select/popup_noise_cancel.html



2007年　NHKニュース (7分)

"Be inspired.  
  Keep an open mind.  
  Be brave and have fun!" 

膜宇宙モデル  
(brane-world cosmology)

【5-2】リサ・ランドールが唱えたパラダイムとは何か．

リサ・ランドールは、万有引力の法則では0.1ミリメートル以下の距離について
はそれが適用されるかどうか確かめられていないということに気づき、その先
の小さい世界では次元の数が変わってくるのではないか？ということを提唱し
た。そして、そのことから私達がいる次元の空間の外に見えない5次元の世界が
広がっているのではないかと考えた。

我々は、4次元しか見えていないけれど、見え
ない方向に5次元があるのではないか。4次元の
膜から出れないようなところにいるのではない
か。
我々は、5次元空間を漂う4次元の膜の上にいる
存在ではないか。ということ。
素粒子の研究の中で、5次元など他の次元が存
在することで説明できることがある。



前回のミニッツペーパーから

5

リサ・ランドールさんは５次元が存在すると提唱していましたが、実際に我々には見えていな
い世界なので想像し、理解するのが難しいと感じました。
もし本当に五次元があって、私たちのすぐそばに存在するというのなら、日本で言う「神隠し」
も証明できるのかなと思いました。以前行方不明になった少女が「ずっとここにいたし、みてた
よ」という発言をしたことがあるらしいのですが、もし5次元があるなら何かの拍子に5次元に
移動してしまって、五次元から3次元の世界に干渉していたのかもしれないですね。すこしホ
ラーっぽい話になりました。

リサ・ランドールの話がとても興味深かったです。超ひも理論というのもこの5次元説
も少し本で読んだことがあったのですが、やはり一見突拍子もないように思えることと
私の思考を超越してしまうので噛み砕くのに時間がかかります。しかし可能性として凄
く面白く感じます。特に、この説で唱えられる5次元の世界に浮かぶ私たち4次元空間と
同じような空間がいくつも5次元空間に浮かんでいるというような説明は、それ自体が
まるで宇宙の構造のようで面白いです。と同時に宇宙の存在や誕生について学ぶ度思
う、それらが存在する空間ってどうして存在するのだろうかという疑問がやはり浮かぶ
のですが、理解し得ないし見に行くことも出来ない世界が私たちを包んでいると思う
と、少し恐ろしい気もしてきます。
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教科書 p58
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1905年　物理学 奇跡の年

3. 現代物理１：
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1905年　物理学 奇跡の年

3. 現代物理１：
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教科書 p52

電磁気学の進展

２. 近代物理学の夜明け >> 2.3 近代物理学の発展
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教科書 p53

電磁気学の完成　（Maxwell, 1864）

２. 近代物理学の夜明け >> 2.3 近代物理学の発展



アインシュタイン

アルベルト・アインシュタイン 
　1879 (明治12)/3/14  
～1955 (昭和30)/4/18 

Time 
1999/12/31!



アインシュタイン

科学の重要性と，自然や 
宇宙に対する真理探究の 
重要性を訴える1年間 

２６歳のアインシュタイン 

国際物理年2005



1905年は奇跡の年　(1)
光電効果の理論 
　A. Einstein, Annalen der Physik (Germany), 17, 132-148 (1905).  

　『光の発生と変換に関する一つの発見的な見地について』 
　（1905年3月18日投稿） 

ブラウン運動の理論 
　A. Einstein, Annalen der Physik (Germany), 17, 549-560 (1905). 
　『熱の分子論から要求される静止液体中の懸濁粒子の運動について』 
　（1905年5月11日投稿） 

（特殊）相対性理論 
　A. Einstein, Annalen der Physik (Germany), 17, 891-921 (1905).  
　『動いている物体の電気力学』 
　（1905年6月30日投稿） 

教科書 p56



1905年は奇跡の年　(2)
光電効果の理論 
　光や電子が「波でもあり，粒子でもある」と考えれば，金属に 
光を当てたときに電子が飛び出す現象が説明できる．　　 

ブラウン運動の理論 
「ブラウン運動をする粒子の運動を測定すれば，原子（分子） 
　の存在が結論づけられる」と予言した． 

（特殊）相対性理論 
　時間の流れが，観測者によって異なることを主張． 
　E=mc2　の公式を得た．原爆・水爆・原子力発電へ応用． 
　 

⇒　「量子力学」の基礎を与えた．

⇒　「確率過程論」の基礎を与えた． 

⇒　「時間と空間の概念」を変えた． 

教科書 p56



ブラウン運動　　

Robert Brown (1773-1858)

教科書 p57



ブラウン運動（＝水分子が微粒子を常に動かす）
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教科書 p603. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

3.2.1　電磁気学で生じた疑問
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電磁波を伝える媒質として 
「エーテル」（ether; 天空をみたす物質） 
が存在するはずだ．

教科書 p603. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

3.2.1　電磁気学で生じた疑問



 　　　電磁波が存在して，光速で伝播する

でも，光速で伝わるって，誰からみた速さ？
真空中でも光は伝わるのは何故？　

宇宙は「エーテル」でみたされていると考えよう
「エーテル」を見つけよう

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論 教科書 p60
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電磁波を伝える媒質としての 
「エーテル」を探す実験

微小距離を測定する干渉計

エーテルがあれば，季節で距離が変わるはず． 
微妙な差でも，干渉計なら測れるはず．

Michelson-Morley experiment　1887

教科書 p613. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

マイケルソン・モーリーの実験
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教科書 p61

微小距離を測定する干渉計

エーテルがあれば，季節で距離が変わるはず． 
微妙な差でも，干渉計なら測れるはず．

Michelson-Morley experiment　1887

→エーテルの検出に「失敗」

3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

マイケルソン・モーリーの実験
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波の干渉

マイケルソン・モーリーの実験を理解しよう
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波の干渉　=　強めあったり弱めあったりする現象

マイケルソン・モーリーの実験を理解しよう



光は横波である

http://www.sanritz-corp.co.jp/henkoban.html



光は横波である　偏光板で確かめよう

http://www.sanritz-corp.co.jp/henkoban.html
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教科書 p61

微小距離を測定する干渉計

エーテルがあれば，季節で距離が変わるはず． 
微妙な差でも，干渉計なら測れるはず．

Michelson-Morley experiment　1887

→エーテルの検出に「失敗」

3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

マイケルソン・モーリーの実験



http://techtv.mit.edu/videos/9823-michelson-interferometer

マイケルソン型干渉計のしくみ

start on click, last half, 1'45"
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1.  重力波観測

2016年2月，LIGOが重力波を初めて検出した， 
と発表    GW150914

2017年10月，ノーベル財団が，重力波検出 
に貢献した３名をノーベル物理学賞として顕彰

2017年10月，LIGO/Virgo 
中性子星連星合体観測を発表 
GW170817



重力波の発生と伝播

レーザー干渉計

ブラックホール連星や 
中性子星連星

LIGO＝Laser Interferometer  
          Gravitational-Wave Observatory



重力波の発生と伝播

レーザー干渉計

ブラックホール連星や 
中性子星連星

LIGO＝Laser Interferometer  
          Gravitational-Wave Observatory



連星中性子星 
連星ブラックホール 

重力波の存在は連星パルサーの発見で，
間接的に確かめられていた．
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重力波の直接観測をしたい！

Inspiral Merger Ringdown



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



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


We need more detectors for better localization !

7

世界の重力波干渉計



KAGRA（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


Kieran Craig
Martynov Denis

Seiji Kawamura
Hisaaki Shinkai



https://www.youtube.com/watch?v=rwOW24ArmFM

重力波望遠鏡 LIGO VIRGO KAGRA 研究協定調印式
2019/10/4
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教科書 p61

微小距離を測定する干渉計

エーテルがあれば，季節で距離が変わるはず． 
微妙な差でも，干渉計なら測れるはず．

Michelson-Morley experiment　1887

→エーテルの検出に「失敗」

3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

マイケルソン・モーリーの実験



（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．



光の速さで動く人が鏡をみると 
自分の顔が映るのを見るのだろうか？

NHK 100分で名著のwebページより． 
http://www.nhk.or.jp/meicho/famousbook/17_einstein/index.html#box01
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特別な座標系 
の存在？

★相対性原理：物理法則は，どのように運動をする人
からみても（どのような座標系から見ても）同じ形
にならなくてはいけない． 
★光速度一定の原理：真空中の光の速度は，どのよう
な座標系から見ても同じである．

❌ 

　　不要である

教科書 p63

3.2.2　アインシュタイン　大胆な原理の導入

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論
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教科書 p63

光速度一定を原理とすると，時間座標も伸縮する

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論
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光速　＋　光速　＝　光速
教科書 p63　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論



特殊相対性理論 【速度の合成】 

速度の足し算（ニュートン力学） 

���������

速度の足し算（特殊相対性理論） 



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」

F = ma

これまでの物理学を否定せず，拡張した理論！



NHK 100分de名著「相対性理論」第2回　(2012年） 
佐藤勝彦『光速を不変とすると，時間は不変ではない』

4:00

相対性理論では，「同時」という言葉は意味を持たない
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光時計の 
思考実験

教科書 p65

動いている人の時間の進み方は，静止している人よりも遅い

高速ロケットの中では時間の進み方が遅い

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論



NHK 100分de名著「相対性理論」第2回　(2012年）2:30'
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動いている人の時間の進み方は，静止している人よりも遅い

教科書 p66

速度vで移動している人の1秒

静止している人の1秒

未来へのタイムトラベルは可能!!

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論



特殊相対性理論 【ウラシマ効果】 

!  動いている人の時間の進み方は，静止している人よりも遅い． 

!  「水の江の浦の島子を詠める一首」（万葉集　巻九　1740-41）
……家ゆ出でて　三歳の間に　垣もなく　家滅せめやと…… 

３年間竜宮城にいる間に，３００年も経っていた． 

竜宮城は光速の99.995%で動いていた． 
未来へ行くタイムマシンは実現可能！ 
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教科書 p68

素粒子の寿命は確かに延びている！

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論



前回のミニッツペーパーから

52

行けるとしたら何年後の未来へ行ってみたいですか？

自分は薬剤師になれていて、その職業に満足できているのかを知りたい。

10年後

6年後

1年後

自分がちゃんと卒業出来てるかが知りたい

だらだらと就活を進めているため、悔いの無い就活を終えるために1年後の
未来を見て自分ムチを打ちたい。

2年後
3年後 3名 大学卒業後の生活を知りたい。

ちゃんと大学卒業してるか知りたい

5年後 社会人になって２，３年経っているころだと思うのでどんな風に過ご
しているのか気になる。

4名

15年後 飲食関係につきたいため、35歳で自分の店を持ちたいから。

大学卒業後の未来。何の仕事についてるかわからないから。



前回のミニッツペーパーから
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10年後 11名 ３０歳になった自分は何に興味があって、どんな仕事をし
て、どんな人といるのか知りたいです
自分がどんな仕事をしているのか気になるからです。

20年後

2名

39歳の自分と日本社会を確認したい。ちゃんと働けているか、どこでどんな
暮らしをしているか、今よりも様々なことに寛容な社会になっているか。
今から20年前と今では全く違う社会になっているのだから、これからの20年
も良い意味で全く変わっていてほしい。

22年後

30年後

3名

3名50年後

60年後 なんとなくそこまで生きていない予感がするから、その予感が的中しているか
確かめに行きたい。

行けるとしたら40年後の未来に行ってみたいです。私たちがおよそ還暦ぐら
いになった時代は、私たちの両親が子供の頃に携帯がなかったり、私たちの
祖父母が幼い頃新幹線がなかったりしたように、今の私たちが想像できない
ようなものがあると思います。

40年後

行けるとしたら何年後の未来へ行ってみたいですか？



前回のミニッツペーパーから

54

100年後
自分が生きてる間に見られないくらいの未来を見たい。

11名

100年後のUSJはどのようなアトラクションがあるのか気になります。
技術が発展して遊園地も進化しているだろうと想像するとワクワクします。

自分が生きていない時代に行きたい。200年後

自分が生きている間の未来はあまり見たくないので、100年後くらい

何年後かわからないが、自分が息を引き取った直後くらいに行ってみたい。

10年後もしくは100年後 少し先の未来かかなり先の未来か極端ですが、今とどれぐらい変わるの
かそれぞれ気になります。

自分が実際に見ることは出来ないが、今の世界と同じ部分もありつつ、進化した世
界を見てみたい。

6名

200という数字にあまり意味は無いのですが、自分が絶対に生きて見る事が出来な
い未来の世界を見てみたいです。
あまりにも遠い未来ではなく、自分が生きている内に見れない近い未来を見てみた
いと思ったため。
自分が生きていない未来は、生きている今とどれくらい違った世界になっている
のか気になるから。何十年の単位ではなく、200年後の未来を見たいのは、想像
のできない世界になってそうと思ったからである。

80年後

行けるとしたら何年後の未来へ行ってみたいですか？

この時代の科学技術を学んで自分の時代でそれを使って成功したいです。



前回のミニッツペーパーから
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1万年後

約3億年後

2000年後

何年後かという明確な年数は分かりませんが、地球が滅亡する直前の未来に行ってみたい。

何年後か予想着きませんが、宇宙が爆発する瞬間に行ってみたいです。
多分爆発する瞬間にはもう生きれてはいないと思いますがすごく気になります。

人がいなくなった時の地球(何年後か分からない)

恐竜たちが住んでいた約2億3000万年前のように約3億年後には何が滅びて
逆にどんな新しい生物が誕生しているのかを知りたいため。

人類はまだ存在しているのか、それとも滅亡しているのか、地球には新たな生物が
誕生しているのか、興味深いです。

鳥の進化をみたいから。この頃にはきっと地球を支配しているはずです。

200万年後 人類が存在しているのかしないのかを未来で見に行ってみたい。

6000年後

1000年後 人間がどんな生活をしているのか見てみたい。5名
500年後

行けるとしたら何年後の未来へ行ってみたいですか？

300年後 今よりも少し所ではなくかなり発達して、全然違う景色が見れそうだから。



国際宇宙ステーションの乗務員の寿命も延びる！

ISSは秒速 7.8km 
1年間乗務すると，．．．

0.01067秒 地表より時間が短くなる



旅客機の乗務員の寿命も延びる！

旅客機は時速900km (秒速 250 m) 
10000時間乗務すると，．．．
0.000012517秒地表より時間が短くなる
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(1) お互いに「相手の時計が遅れている」という 
　　パラドックス

どちらも正しい

教科書 p69

3.2.4  時間の遅れとパラドックス

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論
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教科書 p69

「相手の時計が遅れている」というパラドックス

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論
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(2) 双子のパラドックス

兄の方が若い

教科書 p70

3.2.4  時間の遅れとパラドックス

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論
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教科書 p70

双子のパラドックス
　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論



Pen+『大人のための藤子・F・不二雄』特集号(2012 年 9 月発売) 



不思議の国のトムキンス
教科書 p71



「不思議の国のトムキンス」効果の由来

準光速ロケットからの眺め!
（１）光のドップラー効果 



準光速ロケットからの眺め!
（２）光の横ドップラー効果 

「不思議の国のトムキンス」効果の由来



「不思議の国のトムキンス」効果の由来

準光速ロケットからの眺め!
（３）光行差現象 



準光速ロケットから見える世界(1)

2012年度卒業論文（葭矢景淑君）から



準光速ロケットから見える世界(2)

2012年度卒業論文（葭矢景淑君）から

v＝0

v＝0.8c



準光速ロケットから見える世界(3)

2012年度卒業論文（葭矢景淑君）から

v＝0.8c
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教科書 p72

3.2.5  光円錐と因果律

　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論
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4次元時空としてエネルギー保存則を考えると，．．．

教科書 p73　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

3.2.6  最も有名な物理の公式
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E = mc2
エネルギー 質量x光速x光速

エネルギーは質量と等価である！

質量はエネルギーに変換できる！

4次元時空としてエネルギー保存則を考えると，．．．

教科書 p73　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

3.2.6  最も有名な物理の公式
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教科書 p73　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

3.2.6  最も有名な物理の公式
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E = mc2

教科書 p73　3. 現代物理１：相対性理論 >> 3.2 特殊相対性理論

3.2.6  最も有名な物理の公式



……本の中に数式を１つ入れるたびに，売れ行きは

半減すると教えてくれた人がいる．そこで，数式は

いっさい入れない決心をした．しかし，とうとう一

つだけは入れることになってしまった．アインシュタ

インの有名な式  である．この式が私の本

の潜在的な読者をおびえさせ，半分に減らさない

ことを願っている．……

E = mc2

Someone told me that each equation I included in the book would 
halve the sales. I therefore resolved not to have any equations at 
all.  In the end, however, I did put in one equation, Einstein’s 
famous equation, . I hope that this will not scare off half 
of my potential readers. 

E = mc2



10 Questions to Stephen Hawking

http://content.time.com/time/video/player/0,32068,660287833001_2029571,00.html

Start on Click, first 1'40" part



本日のミニッツペーパー記入項目
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https://forms.gle/VFh6u8V4ZLwdHeu16

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 11月1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．

【6-1】（本日の講義から）光の速さで動く人が鏡を 
              見ると，自分の顔は映る？映らない？ 
【6-2】（本日の講義から）「双子のパラドックス」とは， 
              何がパラドックス（正しそうに思えるが間違っていること）だったのか． 
【6-3】（次回のネタ）おすすめのタイムマシン映画を教えて． 
【6-4】  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）

　レポート課題締め切り本日23:59　　　　


