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【レポート関連】
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最終　まとめ確認レポート

成績30点分

前回プリント配布



前回のミニッツペーパーから
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サンタの追跡を真面目に公表してるNORADが
ユーモア満載で面白かったです。

ふたご座流星群を家族で見ました。初めて肉眼で流れ星を見ることができて嬉しかっ
たです。来年のふたご座流星群も条件が良いとのことで、今から楽しみです。

ベランダからふたご座流星群を見ることが出来ま
した。人生で初めて見たこともあり、とても感動
しました。 
父親が幼少期に三日月から雫が落ちるのを見たと
言っているのですが、流れ星ではなかったそうで
す。そんなおとぎ話のような現象はあるのでしょ
うか。

【天文】
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http://www.noradsanta.org/

北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)　今年もサンタを追跡

1月4日朝のしぶんぎ座流星群は見えましたか？京都は曇りでした．



前回のミニッツペーパーから
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一般相対性理論や光の二重性などの話は難しくて理解が追いつかなかったですが今回
のレポート課題で自分でまとめてみると少し分かるようになってきました。また宇宙
論は難しいけど考えれば考えるほど面白くて、嫌なことあっても宇宙のことを考えれ
ばちっぽけに思えてくるので宇宙のことについて考えるのは結構好きです。
レポート頑張ります。

今回も難しいながらも面白かったです。 
某お金持ちの方が宇宙に行って帰って来ましたが、私もいつか行ってみたいなと思っ
ています。修学旅行で月に行くくらいの身近さになるといいな、と思います。 
最先端の技術で地球上でも宇宙の研究はされていますが、宇宙にいるときしか出来な
い研究などがあれば知りたいです。また、先生は宇宙に行ってみたいと思いますか？
行ったならどんな研究や実験をしたいか教えてください！

提出5点＋「光子の裁判」5点＋論争の解決法 5点＋感想5点 
　の20点満点で採点終了しております．

三十年前，宇宙飛行士に応募したことがあります．視力が2.0必要とされてました． 
メガネをかけた写真で，書類審査で落ちました．

難しすぎました。。もう一度視聴します
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宇宙マイクロ波背景輻射の発見
Discovery of CMB

教科書 p162　5．宇宙論　>>　5.2 ビッグバン標準宇宙論

Arno A. Penzias (1933–)  
Robert W. Wilson (1936–) 

ベル研究所，電波通信の実験 
「どうしても取り除けないノイズがある」 
「昼夜によらず，季節によらず，方向によらないノイ
ズがある」

1978年，ノーベル物理学賞受賞

3.5K

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進できるように 
なる．その時の温度（約3000K）が放射されて残っているはず．

 　　宇宙膨張で温度下がって　　　５〜７K　（-268°〜 -266°）位
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WMAP衛星によるCMBの測定
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, 2002

教科書 p162　5．宇宙論　>>　5.2 ビッグバン標準宇宙論

37万９000年 宇宙の年齢は137±1億年，と報告

3.5K

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進できるように 
なる．その時の温度（約3000K）が放射されて残っているはず．

 　　宇宙膨張で温度下がって　　　５〜７K　 2.73 K 2.725K



標準ビッグバン宇宙論は正しい

標準ビッグバンモデル：まとめ
　5．宇宙論　>>　5.2 ビッグバン標準宇宙論 教科書 p169
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教科書 p164



9

ビッグバン宇宙モデルの問題点

教科書 p170　5．宇宙論　>>　5.3 インフレーション宇宙モデル



10

インフレーション宇宙モデル

宇宙の初期に急激な膨張があった，と考える 

（インフレーション宇宙モデル　1981年）

初期の宇宙は 

指数関数的膨張 

（佐藤勝彦） 

インフレーション宇宙 

（A. Guth） 

教科書 p172　5．宇宙論　>>　5.3 インフレーション宇宙モデル
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教科書 p167

重力 

電磁気力 

強い力　（原子核内の陽子と中性子をつなぐ力） 

弱い力　（ニュートリノをつなぐ力）

５．宇宙論   >>  5.2 ビッグバン標準宇宙論　　>>  5.2.5 力の分化

宇宙初期の力の相転移

物質の状態が変化すること
例）温度が下がると，水→氷

相転移 

＝物質の状態が変化すること 

例）温度が下がると，水→氷

水の状態 氷の状態
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冷蔵庫にいれていたペットボトルの水を出すと，一瞬で凍った．

＝　過冷却現象

相転移現象

固体から液体へ＝相転移現象
phase transition

氷水

横軸 φ は，状態を表す変数
縦軸 V(φ) は，エネルギー．
　（下へ行くほど安定な坂道）

気体（気相）

液体（液相）

固体（固体相）



インフレーション宇宙モデル

偽真空 真の真空

インフレーション膨張



インフレーションは 
偽真空の泡の衝突で終わる．

偽真空

超高温超高密度の 
ビッグバンのはじまり



前回のミニッツペーパーから
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【13-1】インフレーション宇宙モデルは，標準ビッグバン宇宙モデルの何を 
               解決したのか？（2つ以上）． 

観測される宇宙が極めて平坦であること（平坦性問題） 
因果律的に結び付きを持たないほど大きなスケールにわたって宇宙が
極めて一様であること（地平線問題） 
多くの大統一理論 (GUT) のモデルで存在が予言されている空間の位相
欠陥が全く観測されないこと（モノポール問題）
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インフレーション宇宙モデル

教科書 p173　5．宇宙論　>>　5.3 インフレーション宇宙モデル

universe× multiverse

宇宙は我々の宇宙だけではなかった



前回のミニッツペーパーから

17

【13-2】「宇宙は1つではない．」　証拠はないし，観測できる可能性もない． 
　           しかし，科学者が，そう信じる理由は？

理論的には自然だから

一つ相転移が起きた後に同様な相転移が起きれば宇宙が複数生成されていても
おかしくはないから
インフレーション膨張したときの衝突で宇宙が誕生したと考えると、他にも衝
突などあったのではないかと考えられるから。

インフレーション宇宙モデルは、１つの小さな量子的なゆらぎから宇宙ができた
としているので、宇宙初期にはこのようなゆらぎがたくさん存在したであろうこ
とから、１つの宇宙からたくさんの宇宙が生まれていると考えられるため。
私たちが住んでいる宇宙だけでなく、似たようなものがいくつかあってその中の
ひとつがたまたま私たちが住んでいる宇宙というのがごく自然な考えだから。

インフレーション膨張により我々の宇宙が出来たと考えのであれば、それが起
こったのが一つだけとは考えがたいため。



前回のミニッツペーパーから
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宇宙が、一つではないということは、考えたことがなかったので、その考え方に1番
驚きました。面白かったです。
宇宙は1つしか存在しないと思っていましたが、今回の講義で多元宇宙論の話を聞い
た時、確かにある1つの物質が急膨張して宇宙ができたのなら、宇宙が複数できても不
思議ではないなと考えが変わりました。

宇宙はuniverseだと習ってきましたが、マルチバースという違う考え方があるという
ことを知り、興味を持ちました。

81

インフレーション宇宙モデル

教科書 p173　5．宇宙論　>>　5.3 インフレーション宇宙モデル

universe× multiverse

宇宙は我々の宇宙だけではなかった



2018 versionhttp://www.nao.ac.jp/study/uchuzu2018/
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教科書 p168５．宇宙論   >>  5.2 ビッグバン標準宇宙論    >>   5.2.6

宇宙図
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教科書 p169５．宇宙論   >>  5.2 ビッグバン標準宇宙論    >>   5.2.6

宇宙の大きさ

宇宙空間の直径が分かっている＝宇宙には果てがあると認識して良いのでしょうか。
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• その前は？

混沌とした量子時空の世界？  or else?

• ビッグバン宇宙の始まり 
＝インフレーション膨張した 
　偽の真空泡の衝突

　5．宇宙論　>>　5.４ 宇宙のはじまり 教科書 p175
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　5．宇宙論　>>　5.４ 宇宙のはじまり 教科書 p177

• 超ひも理論（超弦理論 superstring theory） 
　＝11次元時空で構成された量子重力理論の候補
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膜宇宙論　（Brane-world cosmology） 

L. Randall & R. Sundrum (1999)

教科書 p178　5．宇宙論　>>　5.４ 宇宙のはじまり

私たちは高次元中の4次元時空にtrapされている． 
小さなスケールでは高次元かもしれない． 
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５．宇宙論   >>  5.2 ビッグバン標準宇宙論　　>>  5.2.４

宇宙の熱史

教科書 p1６７
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ダークエイジ　　　dark age
ダークマター　　　dark matter
ダークエネルギー　dark energy

未知の問題

p164
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教科書p180　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果

5.5.1 　　ダークマター：見えていない質量

Vera C Rubin (1928--2016)

ミッシングマス問題  
渦巻銀河の回転速度は， 
「光る星の6倍以上の質量が
存在する」ことを示す．
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教科書p180　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果

5.5.1 　　ダークマター：見えていない質量



教科書p182

重力レンズによるダークマターの検出

　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果
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素粒子論からのダークマターの候補 
ニュートリノ　　　○微小な質量を持つことがわかっている 

　　　　　　　　　　×宇宙全体では量が不足，銀河形成モデルとも合致せず 
　ニュートラリーノ　○超対称性理論を仮定すれば自然に登場する粒子 
　　　　　　　　　　×未発見． 
　アキシオン　　　　温度ゼロの仮想の粒子　×未発見． 

天体物理学からのダークマターの候補 
　ブラックホール・白色矮星・中性子星　 
　　　　　恒星進化の最後の姿だが，どの位存在するのかが未知． 
　褐色矮星・惑星　　恒星へなれなかった小さな星．これも存在量が未知． 

結局，不明のまま．　 
未知の素粒子は何か，に期待が高まっている

教科書p182　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果

ダークマターの候補
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未知の素粒子検出を目指す． 
岐阜県神岡鉱山跡に，液体キセノン（約-100℃）タンクを設置． 

1トンの液体キセノンが
642本の光電子増倍管で囲まれている

直径10ｍ、高さ10ｍの水タンク
中央に１トン液体キセノン検出器を設置する

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/xmass/

ダークマター探査実験：XMASS
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未知の素粒子検出を目指す． 
岐阜県神岡鉱山跡に，液体キセノン（約-100℃）タンクを設置． 

1トンの液体キセノンが
642本の光電子増倍管で囲まれている

直径10ｍ、高さ10ｍの水タンク
中央に１トン液体キセノン検出器を設置する

2011年より実験開始．13-19年データ取得．http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/xmass/

ダークマター探査実験：XMASS



33

ダークマター　発見か？
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陽電子フラックスの観測データと理論モデルの比較 
(出所: AMS Collaboration)

http://news.mynavi.jp/news/2016/12/13/047/
https://home.cern/about/experiments/ams

国際宇宙ステーションISSにヨーロッパの研究グループが設置した
AMS（アルファ磁気検出器）が反陽子・陽電子を捉えたが，これまでの
モデルでは説明できず，ダークマター由来のモデルだと合致する．
　　（2016年12月8日発表）

諸説紹介ダークマター　発見か？

http://news.mynavi.jp/news/2016/12/13/047/
https://home.cern/about/experiments/ams


35

http://news.mynavi.jp/news/2016/12/28/189/

http://news.mynavi.jp/news/2016/12/22/230/

アムステルダム大学の研究チームは，天文観測衛星
「フェルミガンマ線宇宙望遠鏡」が収集した宇宙ガ
ンマ線背景放射のデータを精密解析した結果，ダー
クマター粒子の存在証拠は見つからなかったと発表
した．（2016年12月28日発表）

全天観測から得られた銀河系外の宇宙ガンマ線背景放射分析データ． 
銀河中心面を除いている．(出所: アムステルダム大学)

ダークマター　不要

ライデン天文台の研究チームは，宇宙における
重力分布の測定データを分析し，「エントロ
ピック重力理論(ヴァーリンデ理論)」と一致す
る結果を得たと報告した．ダークマターの質量
を仮定しなくても，重力レンズ効果が説明でき
るという．（2016年12月22日発表）

諸説紹介

諸説紹介ダークマター　発見できず

http://news.mynavi.jp/news/2016/12/28/189/
http://news.mynavi.jp/news/2016/12/22/230/
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SN1987Aの2007年の画像

超新星爆発 
＝燃え尽きた星の 
　最後の爆発

5.5.2  超新星による加速膨張の観測・ダークエネルギー？

　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果 教科書 p183
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超新星爆発＝スタンダードキャンドル

爆発のメカニズムは物理的に決まっている．どの超新星爆発もほぼ同じ質量の星が
爆発するので，放出されるエネルギーも同じ． 

爆発後の減光のしかたも同じ．超新星爆発ではカルシウムや鉄，ニッケルなど，重
い元素がどんどん作られるが，その変化のしかたも同じになる．スペクトルから元
素の構成比を観測することで，爆発後のどの時期に相当するのかもわかる． 

観測される明るさから 
　距離が正確に判定できる

　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果 教科書 p183
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Nobel Prize

for the discovery of the accelerating 
expansion of the Universe through 
observations of distant supernovae. 
2011年ノーベル物理学賞受賞

超新星爆発を用いた，宇宙の加速膨張の発見



膨張宇宙モデル p156

加速膨張？
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ビッグクランチ 
どこかで加速膨張が終わり，やがて重力
が強くなって最期には再び収縮する．
ビッグバンの逆戻りとなって，すべてが再
び融合する. 

ビッグフリーズ，ビッグチリ 
現在のまま宇宙は永遠に膨張を続け,すべ
ての銀河が孤立し，やがて星は燃え尽き
て温度ゼロ状態の「熱的な死」へ. 

ビッグリップ 
今後もますます加速膨張をつづけ，やが
ては時空自体が引き裂かれ，銀河も星も
何も構造が残らない. 

教科書p184

宇宙の最期

　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果



【天文】

41



42

重力場の方程式 （一般相対性理論）
空間の曲がりがモノの運動を決める ⇔モノがあると空間が曲がる

＜空間の歪み＞ ＜モノの分布＞

②アインシュタイン
の理論を修正する

①斥力を及ぼす特殊
な物質を考える．

⓪観測結果を疑う③フリードマン宇宙モデルの前
提となった「宇宙原理」を疑う

ダークエネルギー

膨張宇宙の解

ビッグバンモデル

加速膨張の発見

修正重力理論

我々は特殊な位置

教科書p185

宇宙が加速膨張している原因は何か？？？
　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果
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Cosmic Microwave Background (CMB)

宇宙誕生後，38万年のとき，温度の低下によって物質が形成されはじめ，光が直進できる
ようになった．このときの光が，宇宙全体を満たしており，CMBと呼ばれる．

現在では，温度 2.7K に相当する完璧な
Planck分布の電磁波であることが知られ
ていて，そのスペクトルのゆらぎなどから，
宇宙論パラメータのフィッティングが行われ
ている．

WMAP衛星の９年目のデータが， 
2012年12月にリリースされた． 
Planck衛星のデータにもとづく論文が 
2013年3月に発表された．

教科書p186　第5章　標準宇宙論　>> 5.5 宇宙論のモデルを決める最近の観測結果

5.5.3 　宇宙マイクロ波背景輻射(CMB)の観測



【宇宙物理】
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2012/12/21WMAP has reMned its measurements with a Mnal 2 years of data.

http://map.gsfc.nasa.gov/news/

http://jp.arxiv.org/abs/1212.5225, http://jp.arxiv.org/abs/1212.5226

2012年12月21日に宇宙背景放射を観測しているWMAP衛星の9年間のデータの最終結果がリリースされ

た．その結果は， 

★宇宙背景放射（宇宙の晴れ上がり）は，宇宙誕生後 37万5000年 の光である． 

★宇宙の年齢は，137.4 ± 1.1億年．ハッブル定数は，H0=70.0 ± 2.2 [km/s/Mpc]． 

（2年前のデータでは，CMBは宇宙誕生後37万9000年の光で，宇宙年齢は137.5± 1.2億年だった．） 

そして，宇宙の膨張モデルを当てはめると，現在の宇宙の構成要素は， 

✴71.4% が正体不明の（宇宙を加速膨張させる要因の）ダークエネルギー， 

✴24% が正体不明の（物質として存在しているはずの）ダークマター， 

✴残りの4.6%が既知の物質 

である．つまり，宇宙全体の95.4%は正体不明の物質であることがわかった． 

WMAP衛星による宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の観測結果（2012年12月リリース）． 
（左）CMBのゆらぎを全天で示したもの．（中）CMBが放射されたときの 
宇宙の構成要素の割合．（右）現在の宇宙の構成要素の割合．

WMAP衛星　宇宙背景放射９年目データを発表

http://map.gsfc.nasa.gov/news/
http://jp.arxiv.org/abs/1212.5225
http://jp.arxiv.org/abs/1212.5226(
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2013/3/20

Planck project announces the Irst result of Cosmic Microwave Background

宇宙誕生後，光が初めて直進できるようになった時期の名残である「宇宙背景輻射」(CMB)の
最新の観測結果が公表された．2009年に打ち上げられた Planck 衛星による，15ヶ月分の観
測データをまとめたもの．CMBの観測は，これまでにCOBE衛星，WMAP衛星の結果がある
が，それらをはるかに上回る精細なデータで，宇宙論のパラメータが詳しく決定されるために待
ち望まれていた． 

宇宙全天のCMBのゆらぎを表す観測データ．
銀河面が赤道となるように描かれている． 

http://jp.arxiv.org/abs/1303.5062
http://www.rssd.esa.int/index.php?project=Planck

Planck衛星． 

プランク衛星，宇宙背景輻射の観測結果公開 (1)
【宇宙物理】

http://jp.arxiv.org/abs/1303.5062
http://jp.arxiv.org/abs/1303.5062
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ゆらぎの角度相関．Planck衛星の結果のみをプロットし
たもの．実線は，宇宙項のあるCDM宇宙モデルの場合に
予想される値．7つのピークを含めて，小角度でよく一致
している． 
たった６つのパラメータで，宇宙モデルをきちんと再現
できることは驚き！

左と同じデータを，他の観測結果も含めて表示した
もの． 

http://jp.arxiv.org/abs/1303.5062

2013/3/20【宇宙物理】

Planck project announces the Irst result of Cosmic Microwave Background

プランク衛星，宇宙背景輻射の観測結果公開 (2)

http://jp.arxiv.org/abs/1303.5062
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宇宙年齢は， 
137.98億年±3700万年 

正体不明のダークエ
ネルギーは，69.2％ 

http://jp.arxiv.org/abs/1303.5062

2013/3/20【宇宙物理】

Planck project announces the Irst result of Cosmic Microwave Background

プランク衛星，宇宙背景輻射の観測結果公開 (3)

http://jp.arxiv.org/abs/1303.5062
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宇宙年齢は， 
137.98億年±3700万年 

正体不明のダークエ
ネルギーは，69.2％ 

https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2016/10/aa27101-15.pdf

2015/8/１１【宇宙物理】

Planck project announces the Irst result of Cosmic Microwave Background

プランク衛星，宇宙背景輻射の観測結果公開 (4)



より遠くまで　より広範囲に　より詳細に　より広いエネルギー幅で

Finale　これからの宇宙論研究



Finale　これからの宇宙論研究

より遠くまで　より広範囲に　より詳細に　より広いエネルギー幅で

可視光
赤外X線

ガンマ線 電波 重力波
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教科書p211

大気の窓



52より遠くまで　より広範囲に　より詳細に　より広いエネルギー幅で

教科書p210

　F.1 さまざまな望遠鏡

　これからの宇宙研究



53
http://edu.jaxa.jp/materialDB/html/materials/advanced/chapter1/1_2/1_2_1_a.html

左列、上から順に、可視光（光球）、紫外線（低温コロナ）、X線（高温コロナ）。
右列、上から順に、光球面磁場、水素輝線（彩層）、コロナグラフ写真。
（BBSO、NASA、宇宙航空研究開発機構提供）

http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ste-www1/naze/sun/sun52.html

いろいろな波長で見た太陽

http://edu.jaxa.jp/materialDB/html/materials/advanced/chapter1/1_2/1_2_1_a.html


ハワイにある日本の 
すばる望遠鏡



すばる（昴）
プレアデス星団



星は 
　すばる。ひこぼし。ゆふづゝ。 
　よばひほし、すこしおかし、 
　おだになからましかば、まいて

枕草子　229段

星はすばるがいいわよね．彦星も．宵の明星も． 
流れ星も少し趣があってオススメ． 
尾を引かなければもっと良いのに（笑）

寒昴　季語
【寒昴】（かんすばる）　冬昴　六連星（むつらぼし）  
おうし座プレアデス星団の和名「昴」は1月24日深夜に南中する
ので「寒昴」と呼ばれ冬の季語．肉眼では六星と見えるので「六
連星」ともいわれる． 

『寒昴 天のいちばん上の座に』山口誓子



　すばる望遠鏡 (SUBARU telescope)

ハワイのマウナケア山 
(4200m)  
主反射鏡の口径が 8.2m 
（一枚鏡で厚さ20cm，重さ 
22.8 トン）． 



　すばる望遠鏡 (SUBARU telescope)

SUMIRE (Subaru Measurement of Images and Redshifts)プロジェクトが
進行中．宇宙の詳細な3次元マップを作成し，宇宙膨張やダークマターの分布
などを明らかにする． 
9億ピクセル・重量約4トンのカメラと，同時に数千の遠方銀河を観測できる分
光器を製作・取り付け，数十億光年離れた銀河を観測して宇宙の起源に迫る． 



すばる望遠鏡，新型の超広視野カメラがファーストライト
2013/7/30

【天文】

Subaru telescope revised.  First Light of HSC.

http://www.naoj.org/Topics/2013/07/30/j_index.html

超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (ハイパー・シュプリーム・カム, HSC) がファーストライト． 
満月９個分の広さの天域を一度に撮影できる世界最高性能の超広視野カメラ． 
独自に開発した 116 個の CCD 素子を配置し，計８億7000万画素を持つ巨大なデジタルカメラ． 
アンドロメダ銀河のほぼ全体を１視野で捉えることに成功．すばる望遠鏡に当初から搭載されている 
Suprime-Cam (シュプリーム・カム) では，アンドロメダ銀河の一部 (満月よりやや広い視野) をシャープに
撮影できていましたが，HSC の登場により観測の効率がさらに大きく高まった．

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia17171.html


すばる望遠鏡，新型の超広視野カメラがファーストライト
2013/7/30

【天文】

Subaru telescope revised.  First Light of HSC.

すばる望遠鏡に搭載された HSC がとら
えたアンドロメダ銀河 M31 の姿。g r, i 
バンドの画像が青、緑、赤色に対応し、
それぞれ 10 分積分 (露出) です。(クレ
ジット：HSC Project / 国立天文台)  

http://www.naoj.org/Topics/2013/07/30/j_index.html

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia17171.html


30m望遠鏡  
Thirty Meter Telescope (TMT) 

 
 

 
⼝径30m 
0.31-28um 
⽇日本・アメリカ・カ
ナダ・NSF・中国・
インドの国際協⼒力力 
ハワイ・マウナケア 
総予算1500億円 
2021年年末観測開始 

 

2013年12月理論天文学・宇宙物理学懇談会シンポジウム，柏川氏のスライドから



Segment Size 

 

492枚の鏡を敷き詰める。１枚の直径1.44m 

2013年12月理論天文学・宇宙物理学懇談会シンポジウム，柏川氏のスライドから



2013年12月理論天文学・宇宙物理学懇談会シンポジウム，柏川氏のスライドから

鏡の裏からロボットで⽀支える。 
重⼒力力による変形を瞬時に補正。 



2013年12月理論天文学・宇宙物理学懇談会シンポジウム，柏川氏のスライドから

11 

世界の次世代超⼤大型望遠鏡計画 

計画 TMT GMT E-ELT 
直径 30m 22m(8.4mｘ７） 39m 
建設地 
 (標⾼高） 

ハワイ：マウナケア
(4050m) 北北の宇宙 

チリ：ラスカンパナス
（2550m）南の宇宙 

チリ：セロアマゾネス
（3060m）南の宇宙 

予算規模 1500億円 1100億円？（推定額） 2000億円？(推定額） 

建設期間 
(完成予定) 

９年年(2022年年） 7年年（2020年年代？） 11年年(2024年年？） 

メンバー ⽇日本、⽶米国(カリフォル
ニア⼤大ほか）、カナダ、
中国、インド 

⽶米国（カーネギー天⽂
台、ほか）、韓国、
オーストラリア 

欧州南天天⽂台 
 (15ヶ国） 



https://www.lsst.org

アメリカの22の大学・研究機関の共同プロジェクト． 
チリの標高2660mの高さに建設．2024年観測開始予定．口径 8.4 m 
当初はLarge Synoptic Survey Telescope（LSST）という望遠鏡名で
呼ばれていたが、2020年に名称決定

https://www.youtube.com/watch?v=9aQY6f1Bcpk

Vera C Rubin  
(1928‒2016)



遠くの宇宙を見る　＝　過去の姿を見る



宇宙にある 
ハッブル望遠鏡



　ハッブル宇宙望遠鏡 Hubble Space Telescope (HST)

アメリカが1990年，宇宙空間に打ち上げた望遠鏡． 
衛星は長さ 13.1m の筒型，重さは 11トン  
反射望遠鏡の主鏡直径は 2.4 m ． 
宇宙空間にあるため，大気の影響を受けず，鮮明な画像が得られる．



　ハッブル宇宙望遠鏡 Hubble Space Telescope (HST)



　ハッブル宇宙望遠鏡 Hubble Space Telescope (HST)



http://apod.nasa.gov/



James Webbは1960年代のNASA長官．アポロ計画を推進した

https://www.jwst.nasa.gov

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 2021年12月25日打ち上げ成功

James Webb Space Telescope



ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 2021年12月25日打ち上げ成功

James Webb Space Telescope

https://www.youtube.com/watch?v=69uT90tEJdE

on click, 1’27”



2022/7/12

https://www.nasa.gov/webbfirstimages

Stephan’s Quintet, a visual grouping of five 
galaxies, is best known for being 
prominently featured in the holiday classic 
film, “It’s a Wonderful Life.” Today, NASA’s 
James Webb Space Telescope reveals 
Stephan’s Quintet in a new light. This 
enormous mosaic is Webb’s largest image 
to date, covering about one-fifth of the 
Moon’s diameter. It contains over 150 
million pixels and is constructed from 
almost 1,000 separate image files. The 
information from Webb provides new 
insights into how galactic interactions may 
have driven galaxy evolution in the early 
universe.

James Webb Space Telescope

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡　　First Image



2022/7/12

https://www.nasa.gov/webbfirstimages

NASA’s James Webb Space Telescope has 
produced the deepest and sharpest 
infrared image of the distant universe to 
date. Known as Webb’s First Deep Field, 
this image of galaxy cluster SMACS 0723 is 
overflowing with detail.

Thousands of galaxies – including the 
faintest objects ever observed in the 
infrared – have appeared in Webb’s view for 
the first time. This slice of the vast universe 
covers a patch of sky approximately the 
size of a grain of sand held at arm’s length 
by someone on the ground.

James Webb Space Telescope

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡　　First Image



2022/7/12

https://www.nasa.gov/webbfirstimages

NASA’s James Webb Space Telescope has 
produced the deepest and sharpest 
infrared image of the distant universe to 
date. Known as Webb’s First Deep Field, 
this image of galaxy cluster SMACS 0723 is 
overflowing with detail.

Thousands of galaxies – including the 
faintest objects ever observed in the 
infrared – have appeared in Webb’s view for 
the first time. This slice of the vast universe 
covers a patch of sky approximately the 
size of a grain of sand held at arm’s length 
by someone on the ground.

James Webb Space Telescope

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡　　First Image



2022/7/12

https://www.nasa.gov/webbfirstimages

This landscape of “mountains” and “valleys” speckled with glittering stars is actually the edge of a nearby, young, star-forming region called 
NGC 3324 in the Carina Nebula（カリーナ星雲，りゅうこつ座）. 　Captured in infrared light by NASA’s new James Webb Space Telescope, this 
image reveals for the first time previously invisible areas of star birth.

James Webb Space Telescope

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡　　First Image



電波望遠鏡　口径が大きいほど集光力高い，分解能高い

http://www.mitsubishielectric.co.jp/me/dspace/column/c1805_2.html

野辺山45ｍ望遠鏡

分解能＝波長/口径



パラボラ（parabolla）=　放物線

Click on Start, 3min

http://www2.nhk.or.jp/school/list/clip_freeword.cgi?kw=みんなここに集まってくる

NHK「大科学実験」
みんなここに集まってくる



アレシボ電波望遠鏡　 305メートル球面電波望遠鏡（1963ー2020） 
（Arecibo Observatory，プエルトリコ）

1964　水星の自転周期55日の発見 
1968　かにパルサー中心に中性子星発見 
1974   連星中性子星発見 
1989   小惑星カスタリア直接観測 
1992　パルサーを公転する太陽系外惑星発見

アレシボ・メッセージ (1974) 
SETI (1999̶)

2020年 11月　集光部分落下，終了



http://japanese.china.org.cn/business/txt/2016-07/04/content_38806293.htm

中国「天眼（FAST）」 500メートル球面電波望遠鏡（2016ー） 
（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope: FAST）

中国南西部の貴州省，185億円，天頂から40度の範囲を観測可能， 
１万人強制移住，半径５km以内携帯電話禁止



http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/system/index.html

VERA = VLBI Exploration of Radio Astrometry



http://alma.mtk.nao.ac.jp/

日本が，欧米と共同で，チリのアタカマに建設した電波望遠鏡  

全66台のアンテナが設置され，日本は16台を担当．「いざよい」と命名． 
標高5000m地点に設置されている． 

直径12メートルのアンテナを50台組み合わせるアンテナ群と，直径12メートルのア
ンテナ4台と直径7メートルアンテナ12台からなる．最大18.5キロメートルまでアン
テナ間隔を広げることができ，最大の空間分解能は，0.05 マイクロラジアン． 

「大阪にある一円玉を東京から見分
けられるほどの高い解像度」

　アルマ望遠鏡 Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array

http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/multimedia/messenger_orbit_image20120615_1.html


アルマ望遠鏡、「視力2000」を達成！
【天文】 2014/11/06

 First Resolved Image of a Long-Period Comet's Nucleus

アルマ望遠鏡が観測したおうし座HL星と、ハッブル宇宙望遠鏡で撮影したその
周囲の様子。大量のガスがおうし座HL星の周囲を取り囲んでいるため、ハッブ
ル宇宙望遠鏡ではその中を観測することができないが、アルマ望遠鏡はそのガス
の奥深くに埋もれた星のすぐ近くの様子を詳しく観測することができた． 
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/NASA/ESA

サイディングスプリング彗星（C/2013 A1）が，10
月20日（日本時間），火星から14万kmの距離を通
過した．天文学的にはニアミスともいえる大接近
で，火星で活動中の周回機や探査車が観測を行っ
た． 

NASAの探査機「マーズ・リコナサンス・オービター」
（MRO）に搭載された高解像度カメラ「HiRISE」
は，最接近時の彗星を1ピクセルあたり138mでとら
えた．画像では，彗星核が2，3ピクセルの大きさで
写っている．太陽系の果てのオールト雲から初めて太
陽系中心部にやってきた彗星の核がはっきりと撮像
されたのはこれが初めてのこと．核の大きさはおよ
そ1kmと思われていたが，実際にはその半分以下で
あることがこの観測から判明した． 

MROなど火星上空の周回機は，彗星から放出された
塵によるダメージを避けるため，リスクの高い時間帯
に火星の裏側に回る軌道を取っていた．その後，探
査機は全て正常な状態であることが確認されてい
る．

http://www.astroarts.co.jp/news/2014/10/21sidingspring/index-j.shtml
http://alma.mtk.nao.ac.jp/j/news/pressrelease/201411067466.html

http://www.astroarts.co.jp/news/2014/10/21sidingspring/index-j.shtml
http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA18618


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

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」
最近のニュースから



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



https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20200923

M87 ブラックホールのリング像は揺れ動いていた
最近のニュースから 2020/9/23

ブラックホールを取り囲む非対称なリング構造が8年間にわたり定常的に存在する一方で、
リングの明るい部分の向きが揺れ動いていた．（過去の試験データを解析）



https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20210324

M87 ブラックホール近傍の偏波画像．（周辺の磁場の向きを表す）
最近のニュースから 2021/3/24

M87は最も代表的な活動銀河ジェット天体の１つ

2017年データを再解析．電波の偏光の画像を得た． 

→ ブラックホール周囲の磁場について，初めての情報となった



https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20210520

M87 ブラックホールの画像で，相対性理論の検証
最近のニュースから 2021/5/20

理論によって，ブラックホール・シャドウ
の大きさは異なる．

→ M87の観測データは、一般相対性理論と見事に一致し、 

　 超ひも理論に基づく重力理論ともある程度一致
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天の川銀河中心のブラックホールを直接観測成功!

最近のニュースから 2022/5/12
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天の川銀河中心のブラックホールを直接観測成功!

最近のニュースから 2022/5/12
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天の川銀河中心のブラックホールを直接観測成功!

最近のニュースから 2022/5/12

Sgr A* M87

400万太陽質量 65億太陽質量

8 kpc 16.8 Mpc

3桁大きなBHが 
3桁遠くにいるので， 
同じ位の大きさに見える

https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20220512
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将来的には，動画（時間変化）撮影が期待される

最近のニュースから 2022/5/12

https://www.nao.ac.jp/news/sp/20220512-eht/videos.html

いて座A*の理論モデル画像（クレジット: Abhishek Joshi, University of Illinois at Urbana-Champaign）

見込み角の違いによるいて座A*の理論モデル画像の変化 

（クレジット：Vedant Dhruv, University of Illinois at 

Urbana-Champaign）
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https://www.nationalacademies.org/our-work/decadal-survey-on-astronomy-and-astrophysics-2020-astro2020

（ⅰ）Pathways to Habitable Worlds　　地球外生命体はいるのか． 
　　　太陽系外惑星をその環境を決める中心星の性質と合わせて統一的に理解することを目指す。 
（ⅱ）New Windows on the Dynamic Universe　新しい「眼」で宇宙を観測する 
　　　従来の電磁波（可視光、赤外線、電波、Ｘ線、ガンマ線）に加えて、超高エネルギー宇宙線、 
　　　ニュートリノ、重力波という新たな観測手法を用いて、未知の物理学の開拓を目指す。 
（ⅲ）Drivers of Galaxy Growth　銀河進化を生態系として理解する 
　　　天体は、その化学的・力学的進化の最期に再び宇宙空間に戻って次世代の天体を形成する。 
　　　その基礎過程を解明する．

Astro2020 （アメリカの10年計画，2021年11月発表）

第6章　これからの宇宙論研究
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https://www.nationalacademies.org/our-work/decadal-survey-on-astronomy-and-astrophysics-2020-astro2020

Astro2020の将来計画予定年表

Astro2020 （アメリカの10年計画，2021年11月発表）

第6章　これからの宇宙論研究
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https://www.nationalacademies.org/our-work/decadal-survey-on-astronomy-and-astrophysics-2020-astro2020

Astro2020プログラム実現のための道筋と構造

Astro2020 （アメリカの10年計画，2021年11月発表）

第6章　これからの宇宙論研究
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https://webronza.asahi.com/science/articles/2021111500004.html

　それにしても、コミュニティーが膨大な時間をかけて、これだけの詳細な将来計画に対する展望を完
成させる米国科学の層の厚さと底力には脱帽せざるを得ない。巨大化した科学プロジェクトはもはや一
国では実現不可能であり、国際共同研究が不可欠だ。そしてその枠組みにおいても、経済力、つまると
ころ人口は本質的なファクターとなる。ヨーロッパにおいてすでにEU諸国を中心として大型計画が共
同で進められる体制が確立している理由もそこにある。米国の3分の1の人口しかない日本が、これらの
プロジェクトすべてを主導することはおろか、網羅的に参加することも賢い選択とは言えまい。 

　日本学術会議では3年ごとに推進すべき学術プロジェクトを選定しマスタープランとして公表してい
る。天文学・宇宙物理学分野でもその作業が現在進行中であり、今回のAsro2020は大きな影響を与え
る。日本がどのような体制で、世界と共同して今後の天文学に貢献していくべきなのかを検討し、その
結果を実現するためには、日本学術会議が文部科学省、さらには政府と密接に協力して、人材育成と研
究体制構築を確実に進めていくことが不可欠だ。それなしには、すでに顕在化しつつある日本の地盤沈
下を食い止めることは不可能である

Astro2020 （アメリカの10年計画，2021年11月発表）

第6章　これからの宇宙論研究



本日のミニッツペーパー記入項目
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https://forms.gle/q4ZihoZ2Eib7n1g27

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 1月17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．

【14-1】宇宙を構成する物質を多い順に並べよ． 

               普通の物質，ダークマター，ダークエネルギー 

【14-2】次の波を，波長の短い順（エネルギーの大きい順）に並べよ． 

              重力波，X線，可視光線，赤外線，紫外線，電波 

【14-3】通信欄．（講義はあと1回．どうしても聞いておきたい話は？ 

                       連絡事項など、何かあれば） 

　　残りの講義　1/23；最後のレポート締め切り　1/30(月) 23:59


