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概要

現代の天文学では、人間の目に見える光、可視光以外
の様々な波長の光を通して宇宙を観測しています。

この授業では、まず、様々な種類の光が、波長の異なる
電磁波であること、その中でもX線は特に波長が短いこ
とを説明します。もうひとつ、物体からはその温度に応じ
た光（電磁波）が放射されることを、黒体輻射とよばれる
概念とともに紹介します。

以上の簡単な準備のあと、X線天文学の対象となる天体
の話をします。現在ではほぼ全ての天体がX線天文学
の対象ですが、ブラックホールをとりあげる予定です。最
後に、大阪大学でも開発しているX線天文用観測装置、
人工衛星の紹介をして終わります。



これは何座？

 写真：MPE提供



同じ星座です

写真：MPE提供



可視光 X線

オリオン座

月

シリウス



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𝑐𝑐とすると波長𝜆𝜆(m)、周波数𝜈𝜈 (/s)、エ
ネルギー𝐸𝐸(J)の間には
 𝑐𝑐 = 𝜆𝜆𝜈𝜈
 𝐸𝐸 = ℎ𝜈𝜈 (ℎ =6.63x10-34 Js プランク定数)

 どのような波長（或いは周波数）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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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


恒星の出す電磁波～主に可視光

裳華房 宇宙スペクトル博物館
http://www.shokabo.co.jp/sp_opt/star/list/csp.htmより

温度高い

青白い

温度低い

赤い

太陽の表面温度は6000度
ピークの波長は？

http://www.shokabo.co.jp/sp_opt/star/list/csp.htm
http://www.shokabo.co.jp/sp_opt/star/list/csp.jpg
http://www.shokabo.co.jp/sp_opt/star/list/csp.jpg


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



X線で明るい天体の特徴

 100万度-1億度のガスがX線を発生する

中性子星やブラックホールに落ちてくるガス

超新星爆発したあとの残骸

銀河の集団を包み込むガス

中性子星やブラックホールの場合、天体の大
きさは10-100km。 短い時間で激しく強度が
変動する。

 X線天文学＝宇宙の特に活動的側面を探る



星の一生
http://galaxy.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/cd-rom/star/evolve/evolve+.htm

福江純氏作成

左から

Ehta Carina, 
SN1987A,  
Ring Nebula

提供STScI/NASA



脱出速度(第二宇宙速度）
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いろいろな天体の脱出速度

M (kg) R (km) vesc (km/s)

月 7.4x1022 1.7x103 2.4

地球 6.0x1024 6.4x103 11

太陽 2.0x1030 7.0x105 620

白色矮星 ~ 1030 ~ 5x103 ~5000

中性子星 ~ 3x1030 ~ 10 ~200000

ブラックホール >3x1030 300000

2
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GMv
R

=



事象の地平線とシュバルツシルド半径

 重力ポテンシャルが極端に強くなると、脱出速度は
光速に達する。

 脱出速度が光速に達するような天体＝ブラックホー
ル (ニュートン力学で解釈すると）

 脱出速度が光速cに等しくなるような半径＝シュバル
ツシルド半径2GM/c2

 ここでMはシュバルツシルド半径の内側に含まれる質量で
あることに注意

 シュバルツシルド半径で囲まれる面が事象の地平線



ブラックホール周辺の時空
時間の遅れ

福江純氏作成
http://quasar.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/~fukue/POPULAR/00ce/bh/bh.htm

*) 時空の奇妙な振る舞いは

あくまでブラックホール近傍
でのこと。 ブラックホール
から離れたら同じ質量の質
点がつくる重力場と区別が
つかない



ブラックホール周辺での光線の軌跡

 直進しない
（空間のゆが
み）

 光の振動数
は低い方に
ずれる（赤方
変移）

福江純氏作成
http://quasar.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/~fukue/POPULAR/00ce/bh/bh.htm



ブラックホール連星系
中性子星連星系

上のシミュレーションの図 原口圭 （神戸大）作成
http://www.planet.kobe-u.ac.jp/~kei/astronomy.htmlより

 ブラックホールや中
性子星などの“コン
パクト”な星と普通の
恒星との連星

 コンパクトな星に降
り積もるガスが１千
万度以上に加熱さ
れX線を放射する

http://www.planet.kobe-u.ac.jp/%7Ekei/astronomy.html


ムービー Credit: NASA/Honeywell Max-Q Digital Group/Dana Berry
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/movies/spinning_blackhole.htmlより

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/movies/spinning_blackhole.html


もう一種類のブラックホール
（銀河中心核の超巨大ブラックホール）

 多くの銀河の中心核には太
陽の10万ー100億倍の質量

をもつ超巨大ブラックホール
が存在する。

 成因はまだ謎

 強いX線を発している

NGC7742

NGC4261
の中心部に
発見された
円盤構造

STScI/NASA提供

右のムービーはＮＡＳＡ
/GSFC作成

http://imagine.gsfc.nasa.go
v/docs/science/know_l1/bla

ck_holes.htmlより

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/black_holes.html


全天で数万個のＸ線源がみつかっ
ている。

http://wgacat.gsfc.nasa.gov/wgacat/wgacat.htmlより

http://wgacat.gsfc.nasa.gov/wgacat/wgacat.html


X線で光っている天体の大半が銀河系の外の
銀河の中心にある巨大ブラックホール

 チャンドラ衛星
による1/4度ｘ
1/4度の領域の
Ｘ線観測

 写っている天体
の大半は巨大
ブラックホール
と考えられてい
る。

Ｃｒｅｄｉｔ：NASA/JHU/AUI/R.Giacconi et al. 



注意：現時点で黒い穴が撮影されているわけではありません！

現在より百万倍以上分解能（視力）がいいX
線望遠鏡で観測したブラックホールの想像図

http://imagine.gsfc.nasa.gov/YBA/bh_bh-sim.html
http://imagine.gsfc.nasa.gov/YBA/bh_bh-sim.html


星の最後の超新星爆発
 かに星雲

 1054年に起こった超新
星爆発の残骸

 真ん中には中性子星

 カシオペアA
 数百年前に起こったと
推定される超新星爆発
の残骸

写真はhttp://chandra.harvard.edu/photo/category/snr.htmlより

http://chandra.harvard.edu/photo/category/snr.html


銀河の集団を数千万度のガスが包み込んでいる
ガスの10倍の質量の“暗黒物質”が必要

 うみへび座銀河団

http://chandra.harvard.edu/photo/0087/index.htmlより

可視光 X線

http://chandra.harvard.edu/photo/0087/index.html


様々な波長の電磁波と観測手段

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instructor/graphics/ch05/0518.htmlより

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instructor/graphics/ch05/0518.html


可視光、Ｘ線、電波の観測機器
すばる望遠鏡 国立天
文台提供
http://subarutelescope.
org/photo/dome_tele2.
jpgより

ハッブル宇宙望遠鏡
STScI/NASA提供

http://hubblesite.or
g/gallery/showcase
/telescope/t4.shtml
より

野辺山45m電波
望遠鏡
国立天文台提供
http://www.nro.na
o.ac.jp/~nro45mr
t/NEW45M/IMG/i
ndex.htmlより

すざく衛星

宇宙科学研究所
提供

http://subarutelescope.org/photo/dome_tele2.jpg
http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/astroe_lc/images/astro_e1_med.jpg
http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/astroe_lc/images/astro_e1_med.jpg
http://hubblesite.org/gallery/showcase/telescope/t4.shtml
http://www.nro.nao.ac.jp/%7Enro45mrt/NEW45M/IMG/index.html




すざく衛星(2005年7月10日打ち上げ）
 日本５番目のＸ線天文衛星
 高いエネルギー分解能と大きな

有効面積が特徴

 ブラックホール、中性子星、超
新星残骸、活動銀河核、銀河団

 ブラックホール周辺の強い重力
場、高温プラズマの運動
（100km/s）や元素組成の測定

 大阪大学ではX線CCDカメラの
開発、較正を担当

全長5m
重さ1.6t



可視光の望遠鏡
 屈折望遠鏡  反射望遠鏡

SUBARU 
telescope 
at Hawaii
8.2m
http://subarutelescope.
org/Introduction/j_teles
cope.htmlImages from 

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instructor/ch05imagebank.html

ヤーキス天文台
口径1m

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/instructor/ch05imagebank.html


X線の望遠鏡：斜入射反射鏡

 X線を全反射させるため
には1~2度の浅い角度で
入射させる必要がある。

 焦点距離は3m-12m. 

すざく衛星搭載のX線反射鏡

*) 注
可視光と異なり、X線の
反射率は多くの物質で1
より小さい。

完全反射は空気中（ある
いは真空中）から物質に
入射するときにおきる。



1段ロケット噴射口



ロケット管制室（地下）

最近打ちあげられたイプシロンロケットはパソコン2台だけしか
使わないそうです。





2005/7/10 12:30JST



衛星管制室(34mアンテナの下）
 １周目まち  １周目受信成功；ＱＬ画面



8年たった2013年現在も毎日観測を続けています。

阪大大学院出身
現在京大ポスドク



平行して2015年打ち上げのASTRO-H衛星を開発しています。



将来、宇宙あるいは物理を研究したければ。。。
（私の個人的感想）

 物理学と数学
 筋道を立てて考える力

 公式を暗記するだけではダメ(入試はパスするけど。。。）

 コンピュータも必須

 特技があったら強み

 国語と英語
 研究結果は人に伝えることができて初めて意味がある

 国内外の多くの人と協力・議論する必要がある

 文献論文は全て英語

 好奇心と洞察力
 どんな分野でもたぶん重要



宇宙ロマン

 Δv後、パドル展開、三軸制御、ＥＯＢ進展の順番の
予定がパドル展開、ＥＯＢ進展、三軸制御、Δｖの順
番になった。（既に近地点>530km/s)

 XISのバルブopen/closeは既に実行済。昨日バル
ブopenは失敗。Cold Plateの温度を-35degCに上
げることで、本日成功。

 XISのDE-on 7/25, AE/TCE-on 7/27の予定。8/5-6
にDoor Open

 (林田は7/27-7/28 SSOC, 7/31-8/4SPIE, 8/5-
8/6USCに出張予定）

©寺田幸功（理研）
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