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http://wwwxray.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~hayasida/

の下の“授業”に資料あり

CLEにも同じ資料を置く予定

http://wwwxray.ess.sci.osaka-u.ac.jp/~hayasida/


惑星（木星）

ハッブル望遠鏡に
よる観測

赤班の変化

大きさ25000ｋｍ
 Hubble Heritage Team 

(STScI/AURA/NASA) and Amy 

Simon (Cornell U.). より

http://www.stsci.edu/
http://www.aura-astronomy.org/
http://www.nasa.gov/
http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/29/pr-photos.html


太陽

ひので衛星（日本
の太陽X線観測
用人工衛星）によ
る観測

 X線（レントゲン
線）画像

 国立天文台/JAXA提供



天の川

Steward Observatory and NOAO 撮影Copyright 

©1999 The McGraw-Hill Companies

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instruct

or/graphics/ch15/1501.htmlより

国立天文台提供

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instructor/graphics/ch15/1501.html


球状星団

 球状星団M80

 29万光年の距離

 約１０万個の星の
集団

 年齢150億年程度
と推定されている

 cf 最近測定された
宇宙の年齢～137

億年

写真はSTScI/NASA提供
http://hubblesite.org/gallery/showcase/te

xt.shtml より

http://hubblesite.org/gallery/showcase/text.shtml


暗黒星雲と散光星雲
オリオン座

 馬頭星雲
 オリオン星雲

Image and text © 1980-2002, Anglo-Australian 

Observatory/Royal Obs. Edinburgh.

Photo from UK Schmidt plates by David Malin. 

http://www.aao.gov.au/images/captions/uks001.htmlより

Image and text © 2000-2002, Anglo-Australian 

Observatory, photograph by David Malin.

http://www.aao.gov.au/images/captions/aat019a.htmlより

http://www.davidmalin.co

m/fujii/source/af5-

28_72.htmlより

ＨＩＩ領域

http://www.aao.gov.au/images/captions/uks001.html
http://www.aao.gov.au/images/captions/aat019a.html
http://www.davidmalin.com/fujii/source/af5-28_72.html


 天の川のダークレーン

 暗黒星雲（分子雲）が帯
状に分布している。

 散開星団

 すばる（年齢～１億年）

 星団中のガスが若い星
に照らされて光っている

Image and text © 1990-2002, Anglo-Australian 

Observatory, photograph by David Malin. 

http://www.aao.gov.au/images/captions/aat028.htmlより

Image and text © 1984-2002, Anglo-Australian 

Observatory/Royal Obs. Edinburgh.

Photograph from UK Schmidt plates by David Malin. 

http://www.aao.gov.au/images/captions/uks018.htmlより

http://www.aao.gov.au/images/captions/aat028.html
http://www.aao.gov.au/images/captions/uks018.html


超新星１９８７A

 1987年2月マゼラン星雲
で起こった星の大爆発

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instruct

or/graphics/ch13/1322.htmlより

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instructor/graphics/ch13/1322.html


銀河系外の渦巻き銀河
 M83

photograph by David Malin

http://www.aao.gov.au/images/index.htmlより
Photograph by Bill Miller.

http://www.aao.gov.au/images/index.html より

 M31（アンドロメダ銀河）

http://www.aao.gov.au/images/index.html
http://www.aao.gov.au/images/index.html


銀河団と重力レンズ
CL0024+1654 

 距離：50億光年
 広がり：300万光年
 Credit: W.N. Colley and 

E. Turner (Princeton 
University),
J.A. Tyson (Bell Labs, 
Lucent Technologies) 
and NASA

http://www.princeton.edu/
http://www.att.com/lucent
http://www.nasa.gov/


天体の階層

階層 惑星 恒星 星間雲 星団 銀河 銀河団 宇宙

（例）
地球 太陽 （平均）

球状星
団

渦状銀
河

（地平
線）

大きさ(pc) 10-10 10-8 10 10 104 106 1010

平均間隔(pc) 10-5 1 10 103 106 108 -

質量(M◎) 10-6 1 103 106 1011 1015 1021

平均密度(g/cm3)
1 1 10-23 10-21 10-23 10-26 10-30

平均温度(K) 104 107 102 - - - 3

天文学講義（米山忠興）より、一部変更



電磁波

可視光（目で見える光）、赤外線、紫外線、
電波などを総称して電磁波（波として捉えた
とき）。 粒子としてとらえる場合は光子。

光速をcとすると波長λ(m)、振動数ν(/s)、エ
ネルギーE(J)の間には
 c= λ ν

 E=h ν (h=6.63x10-34 Js プランク定数)

どのような波長（或いは振動数）の光がどれ
だけ出ているか＝電磁波のスペクトル



電磁波（広い意味での光）

人間の目に見える光＝可視光線は波長が
380-780nmの電磁波
図はhttp://spaceboy.nasda.go.jp/spacef/cosmic/materials/advanced/chapter1/1_2/1_2_1_a.html

とhttp://www.universe-t.com/vol3/chapter02/より

波長

http://spaceboy.nasda.go.jp/spacef/cosmic/materials/advanced/chapter1/1_2/1_2_1_a.html
http://www.universe-t.com/vol3/chapter02/


黒体輻射
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•物体は温度に依存した波長分布
（スペクトル）、強度の電磁波を放射
している。
•温度が高いほど波長が短い
•温度が高いほど光の強度が強い

( )peak m ピークの波長



太陽スペクトル

地球大気圏の外
から観測した太
陽のスペクトル
http://www.lot-
oriel.com/pdf_it/all/light_sol
ar_intro.pdfより

人間の目の感度
http://www.cybernet.co.jp/opti
cal/course/optwords/SLE.shtml
より

http://www.lot-oriel.com/pdf_it/all/light_solar_intro.pdf
http://www.cybernet.co.jp/optical/course/optwords/SLE.shtml


赤外線
～常温300K程度の物体が出す電磁波

 サーモグラフィー

 例）SARS対策

 耳式体温計

写真は
http://www.necsan-ei.co.jp/general/th/application/sars/sars_information.pdf

より

http://www.necsan-ei.co.jp/general/th/application/sars/sars_information.pdf


X線
波長の短い(0.01-10nm）電磁波

 1895年 レントゲン（ドイツ）
が発見

正体不明の光線という意味
でX線と名付けられた

強い透過力をもつ



可視光 X線

オリオン座

月

シリウス



今日の太陽

 可視光

http://sohowww.nascom.nasa.gov/より

 紫外線 171nm

http://sohowww.nascom.nasa.gov/


皆既日食

 コロナやプロミネンスが見える

http://www.davidmalin.com/fujii/source/af10-03_72.htmlより

http://www.davidmalin.com/fujii/source/af10-10_72.htmlより

http://www.davidmalin.com/fujii/source/af10-11_72.htmlより

http://www.davidmalin.com/fujii/source/af10-03_72.html
http://www.davidmalin.com/fujii/source/af10-10_72.html
http://www.davidmalin.com/fujii/source/af10-11_72.html


太陽活動と太陽フレア
太陽黒点の数（~太陽活動）の11年周期

http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/images/ssn_yearly.jpgより

マウンダー
極小期

太陽フレア

ようこう衛星によるＸ線
画像

宇宙科学研究所提供
http://solar.physics.montana.edu/YPOP/FilmFes

tival/Flares/flare_highlights.htmlより

http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/images/ssn_yearly.jpg
http://solar.physics.montana.edu/YPOP/FilmFestival/Flares/flare_highlights.html


宇宙天気
予報

http://swc.nict.go.jp
/contents/



夏は冬より暑いのはなぜか？

 大阪の緯度
~35度

 太陽の南中高
度は？（夏至、
冬至、春分と
秋分）

http://www.mhhe.co
m/physsci/astronomy
/arny/instructor/gra
phics/ch04/0422.ht
mlより

太陽光のエネルギーが地球の気候を支配している

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instructor/graphics/ch04/0422.html


なぜ正午ではなく午後２時頃に気
温最高になるのか？

 物体の温度は、入ってくる熱と
出ていく熱のバランスで決まる。

 “入ってくる熱”>”出ていく熱”で
あれば、温度は上昇する。”
入ってくる熱”<“出ていく熱”であ
れば、温度は下降する。

12時14時頃
入ってくる熱=
太陽の輻射熱

出ていく熱=地
面の放射など

なべに水をいれて強火で80度まで温めたあと、弱火にしても温度は下がらず、上昇を続ける

日の出 日の入


