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第3章　一般相対性理論：重力波，タイムマシン
第4章　原子・素粒子の理論：原子の構造
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　前回，レポート課題（第2回）を出しました．締切：12/26

俳優　チョン・ジュノ

似てると 
言われま
したが？
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朝永振一郎（ノーベル賞　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".

『光子の裁判』(1949) 朝永振一郎 (レポート課題 基礎資料)



【レポート関連】
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量子論の解釈論争



【天文観望】
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https://www.youtube.com/watch?v=HrJya2z6uCk&t=56s

2022年12月1日 火星と地球が最接近

火星と地球は約2年2か月ごとに接近するが、火星の軌道が楕円であるため最接近時の距離は約6000

万kmから約1億kmまで大きく変化する。今回の接近距離は約8100万kmで、中程度の接近。今回より

も近づくのは2033年まで起こらないので、しっかりと見ておこう。

http://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/12359_ph221201



【天文】
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重力レンズで時間差観測、115億光年彼方の超新星
2022/11/14

Hubble Captures 3 Faces of Evolving Supernova

ハッブル望遠鏡の撮影データ（2010年12月）に，同じ超新星爆発の光が時間差で撮影されているものが
発見された．地球から約115億光年の銀河で起こった超新星で、爆発前の恒星が太陽の約500倍の半径を
持つ赤色巨星であったことを突き止めた．遠方の超新星爆発の元の星が分かるのは珍しい． 
3つの像のうち時系列で一番最初のものは、爆発から6時間後という非常に早い段階の超新星をとらえてい
た。2番目は爆発後約2日、3番目は爆発後約8日の姿で、徐々に色が赤くなっている。これは爆発の衝撃
波によって星が膨張して、温度が低下した結果だと解釈できる。この冷却のペースから、爆発前の恒星の
大きさが計算された。

HSTが撮影した銀河団Abell 370（左）と、超新
星を含む銀河の重力レンズ像（右のA～D）。重
力レンズ像には時系列順に1から3までの番号が
振られている。（A）2011年から2016年にかけ
て撮影された画像の重ね合わせ。超新星は暗く
なっていて銀河だけが見える。（B）超新星が
写った2010年12月の画像。（C）BからAを差し
引いて超新星だけを浮かび上がらせた画像。A～
Cは1つの波長だけをとらえたモノクロ画像。
（D）HSTがとらえた3つの波長についてCと同
様の減算処理を施し重ね合わせたカラー画像。
超新星の色が時間とともに変化していることが
わかる。（提供：NASA, ESA, STScI, Wenlei 
Chen (UMN), Patrick Kelly (UMN), Hubble 
Frontier Fields）

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/hubble-captures-3-faces-of-evolving-supernova-in-early-universe/
http://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/12751_supernova
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重力レンズで時間差観測、115億光年彼方の超新星
2022/11/14

Hubble Captures 3 Faces of Evolving Supernova

https://www.youtube.com/watch?v=LUII8bf9jgw

http://www.natureasia.com/ja-jp/phys-sci/research/14282

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05252-5



【天文】
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「一番近いブラックホール」の記録更新 1560光年
2022/11/10

New method finds black hole closest to Earth - A Sun-like star orbiting a black hole

https://doi.org/10.1093/mnras/stac3140

位置天文衛星Gaiaが測定している星
データのうち，17万個がふらつい
ていて連星を形成すると考えられ
た．そのうち6つがブラックホール
と考えられ，地上望遠鏡の追観測に
より，一つがブラックホールを伴う
連星と同定された．GaiaBH-1と命
名された．ブラックホールの質量は
太陽質量の約10倍，距離はこれま
でで最接．周期は185.6日．銀河系
には1億個以上のブラックホールが
あるとされるが，このような発見の
され方は初めて．一番右のブラックホールは想像図

このブラックホールのもとは，太陽質量の約20倍の星で，寿命が数百万年とさ
れるが，この連星系の形成プロセスには新説が必要となるようだ．

http://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/12748_gaia_bh1



前回のミニッツペーパーから
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ブラックホールに興味があったのでさまざまなことを知れてとても面白かったです。
ブラックホールやタイムマシーンの話がいちばん面白かったですが、情報量が多すぎて頭
が着いて行けませんでした。でもワクワクしました。

宇宙検閲官仮設という用語にネーミングセンスを感じました。

皆既月食をスマホで撮るときはピントを合わせて明るさを下げると、
普通に撮るよりもきれいに月が写りますよ！
それでも一眼レフなどを使うに越したことはありませんが、、、

現実でもファンタジーでもブラックホールはあるものとして言われがちであったためブ
ラックホールの撮影が最近できたと知り驚きました。

今回、ぜんぜん分からなくて考えて答えました。すみません
授業を聞いていても完全に内容を理解出来ていないという受講者が私以外にもいた事に安
心しました。難しい内容の授業ですが、興味深くおもしろいので残りも頑張っていこうと
思います。



前回のミニッツペーパーから
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76名中正解者

63名

62名

61名

19名

47名

70名

12名

64名



前回のミニッツペーパーから
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【9-2】（今回の授業から）発見順に並べよ． 
　　(a) M87ブラックホールの直接撮像に成功した．　　　　　　 
　　(b) 天の川ブラックホールの直接撮像に成功した． 
　　(c) ブラックホール連星からの重力波観測に成功した． 
　　(d) 中性子星連星からの重力波観測に成功した．

2019年発表 
2022年発表 
2016年発表 
2017年発表

c → d → a → b   
64名中27名正解



　3.4  相対論の産物：(1) ブラックホールと時空特異点

ブラックホール 
Black-hole

まず，方程式を解いたのは，シュバルツシルドだった． 

アインシュタインは信じなかったが， 
この答えは，ブラックホールを意味していた．

教科書 p92



アインシュタイン方程式の解 
　【シュワルツシルド解】
Schwarzschild (1916)
球対称，真空での方程式の厳密解

困ったことに，…… 
　r=0 で特異点 

　r=2GM/c2　でも特異点 
⇒　今でも困ってる 

⇒　ブラックホールの境界



ブラックホール

ブラックホール 
＝重力が強すぎて，光さえも 
   出られない天体 
＝因果的に隔離される領域　　 
   境界＝地平面 
          （ホライズン）
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ブラックホールの未解決問題：時空特異点をどう解決するのか
時空特異点の問題

 
特異点を含む解が出てきたのは，球対称や軸対称の特殊な仮定をした
からでは？　現実には存在しない？　　 

1965年 ペンローズ，特異点定理
星が重力崩壊すれば，必ず特異点
が形成される．　

特異点

時間

物質

遠方の
観測者

ブラックホール境界面
（イベントホライズン）

1960年代はじめまで
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宇宙検閲仮説（ペンローズ，1969/79年）
特異点が発生すると，物理の議論ができなくなって困る． 
特異点発生は，物理的に禁止されているのではないか？

適切なエネルギー条件をみたす漸近平坦
時空では，重力崩壊によって発生するす
べての特異点は，ブラックホールの事象
の地平面に覆われる．

適切なエネルギー条件をみたす漸近平坦
時空では，裸の特異点は形成されない．

弱い宇宙検閲仮説　 R. Penrose (1969) 

　「裸の特異点は，見えてはならない」 

強い宇宙検閲仮説　 R. Penrose (1979) 

　「裸の特異点は，存在しない」 

r＝０

ブラックホール

cosmic censorship conjecture

裸の特異点 
naked singularity

CENSORED

CENSORED 宇宙 
検閲官

ブラックホールの未解決問題：時空特異点をどう解決するのか
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宇宙検閲官仮説  

一般相対性理論研究における時空特異点をめぐる攻防  

真貝寿明，講談社ブルーバックス（２０２３年２月刊）



資料 p71

www.phdcomics.com 
“gravitational waves explained”

　3.5  相対論の産物：(2) 重力波 教科書 p100

http://www.phdcomics.com


Animation of the inspiral and collision of two black holes consistent with the masses and spins of GW170104. The top part of the movie shows the black hole horizons (surfaces of "no return"). The initial two 
black holes orbit each other, until they merge and form one larger remnant black hole. The shown black holes are spinning, and angular momentum is exchanged among the two black holes and with the orbit. This results 
in a quite dramatic change in the orientation of the orbital plane, clearly visible in the movie. Furthermore, the spin-axes of the black holes change, as visible through the colored patch on each black hole horizon, which 
indicates the north pole. 
The lower part of the movie shows the two distinct gravitational waves (called 'polarizations') that the merger is emitting into the direction of the camera. The modulations of the polarizations depend sensitively on the 
orientation of the orbital plane, and thus encode information about the orientation of the orbital plane and its change during the inspiral. Presently, LIGO can only measure one of the polarizations and therefore obtains 
only limited information about the orientation of the binary. This disadvantage will be remedied with the advent of additional gravitational wave detectors in Italy, Japan and India. 
Finally, the slowed-down replay of the merger at the end of the movie makes it possible to observe the distortion of the newly formed remnant black hole, which decays quickly. Furthermore, the remnant black hole is 
"kicked" by the emitted gravitational waves, and moves upward. (Credit: A. Babul/H. Pfeiffer/CITA/SXS.) - See more at: http://ligo.org/detections/GW170104.php#sthash.NZPaW2LT.dpuf

http://ligo.org/detections/GW170104.php

https://www.black-holes.org/
http://ligo.org/detections/GW170104.php#sthash.NZPaW2LT.dpuf
http://ligo.org/detections/GW170104.php


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



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


observed by LIGO L1, H1
       source type          black hole (BH) binary

date 14 Sept 2015
time 09:50:45 UTC

likely distance  0.75 to 1.9 Gly  
230 to 570 Mpc

redshift 0.054 to 0.136

signal-to-noise ratio 24

false alarm prob. < 1 in 5 million

false alarm rate < 1 in 200,000 yr
 Source Masses            M⊙

total mass 60 to 70
primary BH 32 to 41

secondary BH 25 to 33
remnant BH 58 to 67

mass ratio 0.6 to 1
primary  BH spin < 0.7

secondary BH spin < 0.9

remnant BH spin 0.57 to 0.72
signal arrival time 

delay
arrived in L1 7 ms 

before H1
likely sky position      Southern Hemisphere

likely orientation face-on/off
resolved to ~600 sq. deg.

  duration from 30 Hz ~ 200 ms
  # cycles from 30 Hz ~10

peak GW strain 1 x 10-21

peak displacement of 
interferometers arms

±0.002 fm

frequency/wavelength 
at peak GW strain

150 Hz, 2000 km

peak speed of BHs ~ 0.6 c
peak GW luminosity 3.6 x 1056  erg s-1

radiated GW energy 2.5-3.5 M⊙

remnant ringdown freq.      ~ 250 Hz          .

    remnant damping time         ~ 4 ms          .

 remnant size, area 180 km, 3.5 x 105 km2

consistent with 
general relativity?

passes all tests 
performed

graviton mass bound < 1.2 x 10-22 eV

coalescence rate of 
binary black holes

2 to 400 Gpc-3 yr-1

  online trigger latency ~ 3 min
 # offline analysis pipelines             5

CPU hours consumed ~ 50 million (=20,000 
PCs run for 100 days) 

papers on Feb 11, 2016                13

# researchers ~1000, 80 institutions 
in 15 countries

B A C K G R O U N D  I M A G E S :  T I M E - F R E Q U E N C Y  T R A C E  ( T O P )  A N D  T I M E - S E R I E S  
( B O T T O M )  I N  T H E  T W O  L I G O  D E T E C T O R S ;  S I M U L A T I O N  O F  B L A C K  H O L E  

H O R I Z O N S  ( M I D D L E - T O P ) ,  B E S T  F I T  W A V E F O R M  ( M I D D L E - B O T T O M )

G W 1 5 0 9 1 4 : F A C T S H E E T

first direct detection of  gravitational waves (GW) and first direct observation 
of a black hole binary

Detector noise introduces errors in measurement. Parameter ranges correspond to 90% credible bounds.  
Acronyms: L1=LIGO Livingston, H1=LIGO Hanford; Gly=giga lightyear=9.46 x 1012 km; Mpc=mega 
parsec=3.2 million lightyear, Gpc=103 Mpc, fm=femtometer=10-15 m, M⊙=1 solar mass=2 x 1030 kg



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測

GW170817



【話題】
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これまでの 
BHBH合体 
による重力波

今回のNSNS 
合体による重力波

2017/10/16GW170817
連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測

GW170817

Figure 2. Timeline of the discovery of GW170817, GRB 170817A, SSS17a/AT 2017gfo, and the follow-up observations are shown by messenger and wavelength
relative to the time tc of the gravitational-wave event. Two types of information are shown for each band/messenger. First, the shaded dashes represent the times when
information was reported in a GCN Circular. The names of the relevant instruments, facilities, or observing teams are collected at the beginning of the row. Second,
representative observations (see Table 1) in each band are shown as solid circles with their areas approximately scaled by brightness; the solid lines indicate when the
source was detectable by at least one telescope. Magni!cation insets give a picture of the !rst detections in the gravitational-wave, gamma-ray, optical, X-ray, and
radio bands. They are respectively illustrated by the combined spectrogram of the signals received by LIGO-Hanford and LIGO-Livingston (see Section 2.1), the
Fermi-GBM and INTEGRAL/SPI-ACS lightcurves matched in time resolution and phase (see Section 2.2), 1 5!!!1 5 postage stamps extracted from the initial six
observations of SSS17a/AT 2017gfo and four early spectra taken with the SALT (at tc!+!1.2 days; Buckley et al. 2017; McCully et al. 2017b), ESO-NTT (at
tc!+!1.4 days; Smartt et al. 2017), the SOAR 4 m telescope (at tc!+!1.4 days; Nicholl et al. 2017d), and ESO-VLT-XShooter (at tc!+!2.4 days; Smartt et al. 2017) as
described in Section 2.3, and the !rst X-ray and radio detections of the same source by Chandra (see Section 3.3) and JVLA (see Section 3.4). In order to show
representative spectral energy distributions, each spectrum is normalized to its maximum and shifted arbitrarily along the linear y-axis (no absolute scale). The high
background in the SALT spectrum below !4500!Å prevents the identi!cation of spectral features in this band (for details McCully et al. 2017b).

4

The Astrophysical Journal Letters, 848:L12 (59pp), 2017 October 20 Abbott et al.

波源はNGC4993 (40Mpc先）!



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測

GW170817



【話題】

26

2017/10/16GW170817

アメリカ・欧州の重力波検出グループ
LIGO/Virgo グループは，5例目となる
重力波の検出に成功した，と発表した．
検出日より，この重力波イベントを
GW170817と命名している． 
今回は，初の連星中性子星の合体現象で
生じた重力波であり，重力波の観測時間
は100秒，150サイクル．位置決定精度
は30平方度．世界中の天文台に観測ア
ラート電報が流れ，合体の1.7秒後には
ガンマ線バーストを観測．その後，可視
光・赤外・X線でも3週間にわたり追観
測が行われた． 
記者発表と同日に62本の論文とプレプ
リントが公開された．

observed by H, L, V 
source type binary neutron star (NS) 
date 17 August 2017 
time of merger 12:41:04 UTC 
signal-to-noise ratio 32.4 
false alarm rate < 1 in 80 000 years 

distance 85 to 160 million  
light-years 

total mass  2.73 to 3.29 M⦿ 
primary NS mass 1.36 to 2.26 M⦿ 
secondary NS mass 0.86 to 1.36 M⦿ 
mass ratio 0.4 to 1.0 
radiated GW energy > 0.025 M⦿c2  
radii of NSs  likely ≲ 15 km 

effective spin 
parameter -0.01 to 0.17 

effective precession 
spin parameter unconstrained 

GW speed deviation 
from speed of light < few parts in 1015  

inferred duration from 30 
Hz to 2048 Hz** ~ 60 s 

inferred # of GW cycles 
from 30 Hz to 2048 Hz** ~ 3000 

initial astronomer alert 
latency* 27 min 

HLV sky map alert latency* 5 hrs 14 min 

HLV sky area† 28 deg2 
# of EM observatories that 
followed the trigger ~ 70 

also observed in 
gamma-ray, X-ray, 
ultraviolet, optical, 

infrared, radio 

host galaxy NGC 4993 
source RA, Dec 13h09m48s, -23°22’53" 

sky location in Hydra constellation 
viewing angle  
(without and with host 
galaxy identification) 

≤ 56° and ≤ 28° 

Hubble constant inferred 
from host galaxy 
identification 

62 to 107 km s-1 Mpc-1 

GW170817 FACTSHEET 

Images: time frequency traces (top), GW sky map  
(left, HL = light blue, HLV = dark blue,  

improved HLV = green,  
optical source location = cross-hair) 

 
GW=gravitational wave, EM = electromagnetic, 

M⊙=1 solar mass=2x1030 kg,  
H/L=LIGO Hanford/Livingston, V=Virgo 

 
Parameter ranges are 90% credible intervals.  

*referenced to the time of merger 
**maximum likelihood estimate 

†90% credible region 
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重力波天文学で何がわかる？

ブラックホールの存在する強い重力場

中性子星連星合体のふるまい
一般相対性理論の検証

原子核の状態方程式
イベント頻度・統計

星形成モデル・銀河中心ブラックホール 
宇宙論パラメータ

対応する天体の姿
天体物理学

背景重力波の存在
星形成モデル・宇宙初期モデル



重力波天文学で何がわかる？
とんでもないこと？ 世の中，実は5次元．．とか



可視光
赤外X線

ガンマ線 電波 重力波

重
力
波
天
文
学

は
じ
め
ま
し

マルチ・メッセンジャー天文学の誕生



2021年11月　重力波カタログ３　発表

https://www.ligo.org/science/Publication-O3bCatalog/index.php



2021年11月　重力波カタログ３　発表

2015/9̶2018/6 2019/4̶2019/9 2019/11̶2020/3



2021年11月　重力波カタログ３　発表

2015/9̶2020/3



2021年11月　重力波カタログ３　発表
https://www.ligo.org/science/Publication-O3bCatalog/index.php

LIGO-Virgo-KAGRA Science Summary (2021年 11月 7日)

https://www.ligo.org/science/outreach.php

LIGOとVirgoの第 3観測期間のブラックホールと中性子星の母集団の統計
Introduction

　ブラックホールや中性子星のような，コンパクト天
体で構成される連星の合体による個々の重力波イベン
トからは，固有の重力波源の特性を明らかにすること
ができます．しかし，これらの連星系が宇宙全体でど
のように形成され進化してきたかを明らかにするため
には，多くの重力波イベントを観測して母集団の統計
を明らかにすることが必要です．コンパクト天体の質
量とスピンの分布を測定することは，連星系の形成過
程を明らかにすることにつながるため，私たちは，特
に注目しています．
　科学者たちは，コンパクト天体の連星系が宇宙で形
成される可能性として２つの方法に焦点を当ててきま
した．以下では２つの「チャンネル」と呼ぶことにし
ます．孤立した連星進化チャンネルでは，巨大な恒星
がつくる連星が共に進化し，それぞれが最終的に爆発
して，中性子星またはブラックホールになったコンパ
クトな連星が形成された，と考えます．動的形成チャ
ンネルでは，球状星団や中心核星団のような密集した
環境で，中性子星やブラックホールが結合して連星系
を形成する，と考えます．これらの形成チャンネルは
どちらも，重力波で検出されるコンパクト天体の観測
可能な量に独自の特徴を残します． LIGOによって検
出可能な重力波源は，太陽質量（記号M!で表します）
の 1倍から 100倍の範囲を広くカバーすると予想され
ます．しかし，天体物理学的プロセスが異なると，こ
の質量の範囲全体で，ブラックホールや中性子星が検
出されない領域が生じる可能性があります．たとえば，
X線と重力波による最近のコンパクト天体の観測では，
3～5 M! の範囲に低い質量ギャップが存在し，最も質
量の大きい中性子星と最も質量の小さいブラックホー
ルの間に空白があることが示唆されています．この空
白は，巨大星がどのように死ぬかを支配する物理的メ
カニズムによって説明される可能性があります．また，
脈動対不安定型超新星の理論によって，ブラックホー
ルには，約 50から 120 M!の範囲で，高い質量ギャッ

プがあることが予測されています．この場合，瀕死の
星の外層が放出され，質量の小さいブラックホールが残
るか，残骸がまったく残りません．したがって，これ
らのギャップのどちらかまたは両方が存在すれば，私
たちは，巨大な星がどのように一生を終わらせるかに
ついて学ぶことができます．

図 1: 私たちの論文で統計解析された連星系の母集団．横軸に大きい方の天体の質量，縦軸に小さい方の天体の質量を表す．関心を引く個々のイベントをマークしている．また，連星の質量比と総質量の線も示す． (Credit: LIGO-Virgo-KAGRA
Collaboration / IGFAE / Thomas Dent.)

　コンパクト連星系の形成史を解くもう 1つの重要な
特徴は，構成天体の自転（スピン）軸の公転軌道軸に対
する方向です．たとえば，地球が，太陽の周りの公転
軸に対して，自転軸をわずかに傾けていることが，季節
の原因になっています．孤立して形成されたコンパク
ト連星では，通常自転軸が軌道の公転軸と同じ向きを
向いているのに対し，動的に形成された連星は自転軸
がランダムな方向を向いている可能性があります．重
力波で調べることができる 3番目の重要な観測可能な

1

LIGO-Virgo-KAGRA Science Summary (2021年 11月 7日)

https://www.ligo.org/science/outreach.php

GWTC-3,重力波イベントのカタログ第３版
はじめに
　 GWTC-3 (突発的重力波カタログ，Gravitational-Wave Transient Catalog-3)は，ライゴ (LIGO)，ヴィルゴ (Virgo)，
およびKAGRA（かぐら）から提供される，3番目の突発的重力波カタログです．GWTC-3は，2019年 11月から 2020
年 3月まで続いた第 3期観測期間の後半 (O3b)で検出された重力波イベントをこれまでのカタログに加えて更新し
たものです．その結果として，GWTC-3は，現在までに観測されたイベントをすべて集めた最大の重力波カタログ
です．
　まずは，これまでの重力波カタログの復習からはじめましょう．

• GWTC-1は，第１期と第２期の観測期間（O1と O2）で検出された 11個のイベントを含んだカタログでした．
• GWTC-2は，O1, O2,と第 3期前半（O3a）で得られた全部で 50個のイベントを含んだカタログでした．
• GWTC-2.1は，O3a中に検出されたイベントの定義を見直した結果，新たに 8個のイベントを加え，GWTC-2
の 3個のイベントを除いたカタログでした．ここでは，天体物理学的な信号である確率が 50%より小さなイベ
ント候補を除くことにしました（以下の「重力波の検出」の項を参照してください）．結果として全部で 55個
のイベントを含んだカタログになりました．

• GWTC-3（今回のカタログ）では，O3b中に検出された 35個のイベントを追加し，現在までに観測されてい
る合計 90個ものイベントを含むカタログになりました．（以下の図 3は，膨大に増えてきた検出イベントの質
量分布を示しています．）

　 O3bの最後 (2020年 4月)には，KAGRAが LIGOと Virgoに加わりました．KAGRAは,ドイツにある GEO 600
との共同観測を２週間実施しました．この観測の結果については，別に報告します．
　これまでの私たちの重力波観測はすべて，ブラックホールや中性子星からなる連星の合体を波源とするものです．
これらをコンパクト天体と呼び，私たちは，これらが巨大な星の残骸であると想定しています．重力波のイベント
には，連星ブラックホールの合体，連星中性子星の合体，中性子星-ブラックホールの合体の組み合わせがあります．
私たちの検出器の感度がより上昇するにつれて，重力波イベントの発見効率は劇的に改善されてきました．2015年
に最初の検出を行ってからの，長い道のりの成果です．
　この要約には，データの収集方法，検出方法，連星合体イベントの特徴の推定方法，GWTC-3のハイライト，およ
び将来計画されている観測について書かれています．
重力波検出器
　長年にわたる検出器の改良とデータの質の向上，そし
て解析手法の改善の組み合わせにより，LIGOと Virgo
の感度は向上してきました．重力波検出器の感度を測
定する方法はいくつかあります．1 つは，検出器が典
型的な連星中性子星の合体を検出できるおおよその距
離を推定することです．検出可能な距離が大きいほど，

より遠くの信号を検出できるため，より多くの検出が
期待できます．O3は O3aと O3bの 2つの観測期間に
分かれており，その間の 2019年 10月に 1か月の休止
期間がありました．この１ヶ月の休止期間中に，多く
のアップグレードと修理が行われました．その中には，
LIGOのリヴィングストン (Livingston)検出器での鏡の
クリーニング，LIGOのハンフォード (Hanford)検出器
での真空装置の交換，Virgoでのレーザー強度の増大な

1



https://www.ligo.org/science/outreach.php





教科書 p107　3.6  相対論の産物：(3) ワームホールとタイムマシン

本当にあるのかどうか誰も知らないが， 

もし×××で，さらに×××で，さらに×××で，さらに×××で，
さらに×××で，さらに×××ならば，タイムマシンができる 

現在の，一般相対性理論研究の非中心的問題．
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Schwarzschild Black HoleのPenrose図

この世
あの世



アインシュタイン・ローゼン　ブリッジ 

ワームホール
と呼ぼう

ホイーラー



Physics Today, 2009-4

John A. Wheeler 
 (July 9, 1911 ‒ April 13, 2008)



Wheelerの創った言葉
S-Matrix,  
Sum over histories,  
Planck length,  
Planck time,  
Wormhole,  
Black Hole,  
Geon,  
Quantum foam,  
A BH has no hair,  
law without law,  
it from bit,  ...

Physics Today, 2009-4



ワームホール？ 





通過可能なワームホール？ 





通過できるワームホールは 
不可能ではない 

Morris, Thorne, Am. J. Phys 56 (1988) 395 
「球対称で静的，一般相対性理論，漸近的平坦，潮汐力が
人間に耐えられる大きさ，有限時間に通過可能」なワーム
ホールは，負のエネルギーを考えれば不可能ではない．



通過できるワームホールは 
不可能ではない 



過去へ行くタイムマシンもできる！ 

Morris, Thorne, Yurtserver, PRL 61 (1988) 3182 
片方の出口を光速近くまでに加速することができれば， 
旅行者の時間は遅れるので，過去へ旅することができる．



2017年11月の話









本当に？ 

Morris, Thorne, Am. J. Phys 56 (1988) 395 
「球対称で静的，一般相対性理論，漸近的平坦，潮汐力が
人間に耐えられる大きさ，有限時間に通過可能」なワーム
ホールは，負のエネルギーを考えれば不可能ではない．

タイムマシンはできる！

Morris, Thorne, Yurtserver, PRL 61 (1988) 3182 
片方の出口を光速近くまでに加速することができれば， 
旅行者の時間は遅れるので，過去へ旅することができる．



本当に？ 

もしワームホールが存在して， 
さらにもし負のエネルギーが安定に存在して， 
さらにもしワームホールが通過可能で， 
さらにもし人類が通過可能な技術を持ち， 
さらにもし出口を光速近くで動かすことができるならば， 
さらにもし旅行者が別ルートで同じ場所に戻れれば， 
　　　　タイムマシンに成り得る

タイムマシンはできる！

No！  
時間順序保護仮説を提案



そもそもワームホールは安定なのか？ 





ワームホールは 
ブラックホールか膨張宇宙に変化する！ 



ワームホールを維持しながら通過可能
Travel through a Wormhole  
-- with Maintenance Operations!





Time Machine &
Science of Space-time

(HS, 2011)
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　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論)

光はドップラー効果を起こす 

また，屈折・回折・干渉　の実験から， 

光は波であることは確実である． 

しかし 

光は粒子である，と考える必要が生じた． 

２つは矛盾する．どう考えたらよいか．

レポート課題　「量子論の解釈論争」（12月26日締切） 

●光を波と考えるか粒子と考えるかの論争点は何か． 

●解決策は何か．

第4章　原子・素粒子の理論

キーワード

確率解釈，不確定性原理，シュレーディンガーの猫…



【レポート関連】
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朝永振一郎（ノーベル賞　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".

『光子の裁判』(1949) 朝永振一郎 (レポート課題 基礎資料)



　波のもつ物理的な性質　　---　水・音・光



「写真を撮る」 
「全体図を知る」

「1カ所での動きを見る」

　波のもつ物理的な性質（2）



　干渉  (interference) 教科書 p208

https://www.youtube.com/watch?v=dNx70orCPnA



　波を表す物理量・波の特徴

　屈折　と　回折



　屈折　(refraction)
媒質が異なるところへ進むとき，波は屈折する.

波は素元波の合成である 
（ホイヘンス）

　波を表す物理量・波の特徴



光は横波である



光は横波である　偏光板で確かめよう



http://www.chem.gunma-ct.ac.jp/H19kokaikoza/textbook/gratings.html

光の回折と干渉

狭いスリットを
通ると回折する

2重スリットを
通ると？？

スクリーン

http://www.chem.gunma-ct.ac.jp/H19kokaikoza/textbook/gratings.html


　光は波である　2重スリットによる干渉実験



　光の干渉

干渉縞ができる2重スリットで

単スリットでもできる
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電磁波の分類　光の色=波長である（or 振動数である）
p 207
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「色と温度が関係ありそうだ」 
　温度が上がると赤，さらに上がると白

光のエネルギー
の大きさ

赤い色← →青い色
2.0¥1014 4.0¥1014 6.0¥1014 8.0¥1014 1.0¥1015 1.2¥1015 1.4¥1015

300

周波数[Hz]
波長[nm]1500 750 500 375 250

強
度

T = 5500[K]

T = 5000[K]

T = 4500[K]

T = 4000[K]

T = 3500[K]

教科書 p114

4.1.1　溶鉱炉の温度の問題

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か
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I = �T 4

シュテファン・ボルツマンの法則 
「温度が高いとエネルギーが 
　たくさん放出される」 
　

この式から，太陽表面の温度が6000度である
ことがわかる．

2.0¥1014 4.0¥1014 6.0¥1014 8.0¥1014 1.0¥1015 1.2¥1015 1.4¥1015

300

周波数[Hz]
波長[nm]1500 750 500 375 250

強
度

T = 5500[K]

T = 5000[K]

T = 4500[K]

T = 4000[K]

T = 3500[K]

教科書 p115

4.1.1　溶鉱炉の温度の問題

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か
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2.0¥1014 4.0¥1014 6.0¥1014 8.0¥1014 1.0¥1015 1.2¥1015 1.4¥1015

300

周波数[Hz]
波長[nm]1500 750 500 375 250

強
度

T = 5500[K]

T = 5000[K]

T = 4500[K]

T = 4000[K]

T = 3500[K]

しかし，この式は振動数が小さいときはOK 
                        振動数が大きい時はダメ

レイリー・ジーンズの法則 
「高温になるほど，色が 
　赤から青へ変化する」 
　

教科書 p116

4.1.1　溶鉱炉の温度の問題

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か
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2.0¥1014 4.0¥1014 6.0¥1014 8.0¥1014 1.0¥1015 1.2¥1015 1.4¥1015

300

周波数[Hz]
波長[nm]1500 750 500 375 250

強
度

T = 5500[K]

T = 5000[K]

T = 4500[K]

T = 4000[K]

T = 3500[K]

ヴィーンの遷移則 
「高温になるほど，色が 
　赤から青へ変化する」 
　

しかし，この式は振動数が大きいときはOK 
                        振動数が小さい時はダメ

e = 2.71828 · · ·

教科書 p116

4.1.1　溶鉱炉の温度の問題

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か
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プランクの法則 
「２つの式を合わせるとピタリ」 
　

何か本質が 
隠れていそうだ．

教科書 p116

4.1.1　溶鉱炉の温度の問題

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か
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プランクの法則 
「２つの式を合わせるとピタリ」 
　

何か本質が 
隠れていそうだ．

教科書 p117

4.1.2　プランクの量子仮説

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か



教科書 p118
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光電効果の問題
金属に光を当てると，電子が飛び出すことがある．

「光が波だと考えると不思議．　粒子だと考えよう．」　1905年

ただし，光の振動数がある値から大きいときに限る．
そうであれば，どんなに弱い光でも．

　4.1.3　アインシュタインの光子仮説

教科書 p118　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か



　光は波である　2重スリットによる干渉実験

光が粒子だと考えるならば，
このような干渉縞は生じない．
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トムソン模型 
1903

長岡模型 
1903

ラザフォード模型 
1909

問題点あり 
「加速度をもって飛び回る電子は，電磁波
を放射してエネルギーを失っていくはずな
のに，何故回り続けていられるのか」

長岡半太郎
1865-1950

教科書 p122

4.2.1　原子模型

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.2 原子の構造
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ときどき大きな反射角で散乱する 
　→→　中心に「核」があるにちがいない．

金箔にα粒子（He原子核）を照射

p123教科書 p122

ガイガーとマースデンの実験（ラザフォードの実験）1909

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.2 原子の構造
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トムソン模型 
1903

長岡模型 
1903

ラザフォード模型 
1909

問題点あり 
「加速度をもって飛び回る電子は，電磁波
を放射してエネルギーを失っていくはずな
のに，何故回り続けていられるのか」

やっぱり
問題は残る

Why?

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.2 原子の構造 教科書 p122

4.2.1　　　原子模型



　水素原子から出る輝線
太陽光をプリズムに通すと 
連続スペクトルに分解されるが，．．．

水素原子

気体から発せられる光は 
いくつかの線スペクトルである Why?

教科書p123



　水素原子から出る輝線

バルマー(1885) ライマン(1906)パッシェン(1908)

教科書p124



　水素原子から出る輝線
実験結果を式にすると，

こうなった！

Why?



本日のミニッツペーパー記入項目
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https://forms.gle/cK9r912hXEE3vTpz7

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 29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．

【10-1】マルチメッセンジャー天文学とは何か． 
【10-2】光が波である証拠を複数あげよ． 
【10-3】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） 


