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中学高校時代は友人と天文＆ＳＦ三昧
月面惑星研究会・宇宙気流（ＳＦ同好会）

•電子工学専攻
• クラブ活動・自然科学部天文班
•大学天文連盟設立に参画
•東大地震研闘争

•元東大地震研・地震予知観測情報セ
ンター

•地磁気移動班 文部科学技官（技術屋）5



事故紹介
怖がらないで下さい。

ターミネーター？

サイボーグ ？でもなく

ゴエモンです。

筋金入り 001号です
6



一見壊れたサ
イボーグのよう
に

見えますが脳
みそは茨城産
の生みそです
（1943年もの）

脳のＭＲＩ ＮＭ
Ｒ 001
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お仕事

地震計測、核実験の記録検索

地磁気地電流観測、井戸の水位観測。

外回り専門、ただし人間相手ではありません。
地震なまずの多い所、噴火している火山。
大島、三宅島、淡路島。
伊豆半島、房総半島、三浦半島
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プロトンとは２５年付き合いました。
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核磁気共鳴の原理

• 多くの原子核はそれぞれ固有の角速度で回
転（スピン）している。原子核は電荷をもって
おり、スピンはその軸のまわりを流れる電流
と同じ効果を持つ。これはコイルに電流が流
れる現象と同じで、等価的に棒磁石のような
性質をもつ
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騒々しいＭＲＩ
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地磁気の強さを全磁力と呼んでおり、プロ
トン磁力計があります。簡単に正確に測定
できます。

測定器の原理は非常に簡単でコイルに電
流を流し強い磁場を作り、急激に消失させ
ると、液体中のプロトン（陽子）が地球磁場
の方向に戻ろうとし、こまのようにぐるぐる
と回転します。

回転周波数は地磁気の強さに正確に比
例し、周波数を測ると全磁力が分ります。
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プロトン磁力計の仕組み
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我が名はプロトン
25年間プロトン磁力計測定
屋でした。

教授からミスタープロトン呼
ばれました。

測定場所ですぐ信号が出ま
せん。プロトンのプロの仕事

電磁気的環境 点によって
違ってきます。
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現在は北から７度西です、伊能忠敬
が地図を作製した200年前は北を向き
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観測点はノイズの少ない、お○○
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東電の墓が無い・はかない最期！
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周期律表・異聞？

• 一般に周期表は1869年にロシアの化学者ド
ミトリ・メンデレーエフに提案されたと言われて
いるが1864年、ドイツのロータル・マイヤーは
既知49種類の元素を原子容（原子体積）に着
目し16列にわけた周期表を考案した。これは
電子価が同じ元素が近似した性質を持つこと
を表した。

• メンデレーエフ発表の５年前である。

27

https://ja.wikipedia.org/wiki/1869%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/1864%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%95
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人工元素
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原子番号ゼロとは？が無い
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「原子番号＝陽子の数」「原子の質量≒陽子の数＋中性子の
数」であるという事実を証明して、原子番号と原子量の間に隠さ

れた謎が完全に解明されました。

33



原子番号は陽子の数

• 原子番号（げんしばんごう）とは、原子に
おいて、その原子核の中にある陽子の
個数を表した番号である。 電荷をもたな
い原子においては、原子中の電子の数
に等しい。 量記号はZで表すことがある
が、これはドイツ語のZahlの頭文字で
数・番号という意味である。 現在、元素
の正式名称が決定している最大の原子
番号は118である。
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元素、原子の発見史
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19〜20c初め 物質の構成要素である原子の発見。
1897年：電子の発見(J.J.Thomson)
1905年：特殊相対論(A.Einstein) 前期量子論
(M.Planck, N.Bohr)
1911年：原子の構造＝原子核＋電子(E.Rutherford)
1913年：一般相対論(A.Einstein)
1913年：陽子の発見(E.Rutherford) 量子力学
(W.Heisenberg, E.Schrodinger, P.Dirac)
1932年：中性子の発見(J.Chadwick)

素粒子物理学の歴史 1900 1950 〜BC4c. 「物質はす
べて均質で不可分のA-TOM〔原子〕からできている。」
古代ギリシャ自然哲学者デモクリトス

36



18世紀に酸素や窒素、水素等はじめ
多くの元素が発見し命名。

「近代化学の父」

フランスの天才化
学者ラヴォアジェ
により33種類の既

知の元素を分類
し元素表を作成
作。
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元素は原子と言う粒子

ドルトン（イギリス）
が原子説を提唱。

同じ元素の原子は、
同じ大きさ、質量、
性質。

化合物は、異なる
原子が一定の割合
で結合。 38
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左： トムソンの原子模型が正しいなら、すべてのアル
ファ粒子はほとんど散乱されずに箔を通り抜ける。40
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第８回ノーベル化学賞ラザフォード
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放射能ベル賞と検索
1901年から2006年までの放射線にかかわる主なノーベ
ル賞受賞者62名、レントゲン、ベクレル、キュリー夫妻、ラ

ザフォード、ラウェ、ブラッグ父子、プランク、アインシュタイン、
ソディ、ボーア、コンプトン、ウィルソン、ド・ブロイ、ハイゼン
ベルク、シュレーディンガー、ディラック、ユーリー、チャド
ウィック、ジョリオ・キュリー夫妻、ヘス、アンダーソン、デバイ、
ダヴィソンとトムソン、フェルミ、ローレンス、ヘヴェシ、ハーン、
マラー、ブラケット、湯川、マクミランとシーボーグ、ブロッホと
パーセル、ボルン、チェレンコフら3人、リビー、カルヴィン、
ワトソン・クリックら3人、ホジキン、ベーテ、ヤロー、コーマッ

クとハウンスフィールド、ハウプトマンとカール、ルスカ、ダイ
センホーファーら3人、ブロックハウスとシャルおよびロータ

バーとマンスフィールド。 43

https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_1242.html


最近では400年ぶりの現象でノーベル賞
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超新星1987Aは、大マゼラン雲16万光年の中
のタランチュラ星雲の端っこに400年ぶりに出現

1987年2月23日

• 1987年の最初に発見された人類が高度な観

測技術を持ってお初の肉眼で見える超新星、
爆発その後の経緯を初めて詳細に観測でき
た。

• 超新星爆発は年老いた赤色巨星だと言われ
れていたが、1987Aの爆発前の写真から、爆
発した星を特定、太陽の20倍ほどの質量が
あり、青く輝いていた、これは何故か
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カミオカンデの「ンデ」は、「核子崩壊
実験(Nucleon Decay Experiment)」

• 超新星1987Aからのニュートリノを検出したカミオカ
ンデには、予算も増。

• 水タンクの容量を5万トンに増、光センサーも1万
3000本に増量したスーパーカミオカンデが1996年
に稼働を開始。

• 略が「ニュートリノ検出実験(Neutrino 
Detection Experiment)」が付け加えられました。

•最初の目的は陽子崩壊
46



陽子は壊れることなく安定？
• 物質に働く4種類の力のうち、3つの力（電磁気力、

弱い力、強い力）を統一的に説明する大統一理論
は、陽子が他の種類（中間子や電子の仲間）のよ
り軽い粒子へ壊れることを予言しています。

• 最も有力な壊れ方の候補は、陽子がパイ0中間

子と陽電子（電子の反粒子）に壊れるモードです。
パイ０中間子は２つの光子にすぐ壊れるので、
スーパーカミオカンデでは3つの電子型のリング
が観測されます（図1）
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心配無用！陽子の寿命は1034年以上

• 陽子が壊れるとすると、宇宙の中の物質はい
つかバラバラに壊れてしまうことになります。
しかし、心配はいりません。予言される陽子
の寿命は宇宙の年齢よりもはるかに長いの
でスーパーカミオカンデは1996年に運転を開
始して以来、10年以上も観測を継続していま

すが、陽子が壊れた証拠はまだ得られていま
せん。陽子が壊れなかったという観測結果か
ら、（宇宙の年齢が1010年くらい）
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2006年12月にHSTの高性能カメラ
（ACS）が撮影した、SN 1987Aのリング

50



爆発後はガスリングの箇所に1つ、２つ、と真珠玉に輝く光点が現れ、次々増えていき、光の
1/10程の速度で拡がった爆風（衝撃波）が、リングへの到達順にガスを熱して輝きだし、2003
年に真珠のネックレス。
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超新星爆発後の星
の運命はさらに質
量によってさらに分
かれます。

星の質量が太陽質
量の40倍以下の時

は、超新星残骸の
中に

“中性子星（パル
サー）”が残り、そ
れ以上の質量では
光も脱出不可能な
“ブラックホール”が
残ります。
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地球：クーロン力(電子のマイナスとマイナスの反発
力)で支えている。
太陽：核融合で出る高温で支えている。

白色矮星
シリウスの伴星の話
電子の縮退圧で重力を支えている。

白色矮星・恒星が進化の終末期の一つ。質量は太
陽と同程度から数分の1程度と大きいが、直径は地

球と同程度かやや大きいくらいに縮小しており、非
常に高密度の天体である。シリウスの伴星ン等数
百個が知られている
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重い星の一生
太陽3倍以下：白色矮星(電子の縮退圧)

太陽3-8倍：超新星爆発(水爆核融合)

太陽8-30倍：中性子星になる。(中性子の
縮退圧)

太陽の30倍以上：ブラックホールになる。
中性子も潰される(重力)
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太陽の3-8倍の星の一生
赤色巨星
炭素の核融合が暴走して爆発。
こっぱみじんになって何も残らない。

c. 太陽の8-30倍の星の一生
たまねぎ構造外から見ると赤色超巨星
鉄のコアが重力崩壊。
超新星1987A 今
爆発の瞬間のニュートリノがノーベル賞

中性子星が残る
カニ星雲は1054年の超新星の残骸。中心にパルサー
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http://cosmic.riken.go.jp/mihara/uchu1/2006/4kaime/SNexplosion.jpg
http://cosmic.riken.go.jp/mihara/uchu1/2006/4kaime/sn1987aexpl72.jpg
http://cosmic.riken.go.jp/mihara/uchu1/2006/4kaime/sn1987a72.jpg
http://cosmic.riken.go.jp/mihara/uchu1/2006/4kaime/sn1987aneutrino96.jpg
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太陽はへ（Ｈe）まで！
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出典spaceinfo.jaxa.jp
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http://spaceinfo.jaxa.jp/
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ベテルギウスの星の寿命は終わりに近づいており、非常に近い将来に爆発し、その際に銀河
系の半分はおよそ2週間にわたって強烈な閃光に貫かれる。地球から見ると空には真っ赤に
燃える球体が２つ浮かんで見えることになる。

71



天文学者は、地球はベテルギウスから427光年離れている

ことから、爆発が生じても地球は何の危険性もない。ベテル
ギウスは爆発しているが、遠距離で地球にその閃光が届か
ず、地球からは見えないかも。
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恒星のリサイクル

74



天体物理学も男社会
• ◆ジョスリン・ベル・バーネル
（Jocelyn Bell Burnell）

1943年、北アイルランドに生まれる。
パルサーを発見した1967年当時は、

イギリスのケンブリッジ大学で学ぶ
電波天文学の大学院生だった。

パルサーとは、超新星爆発を起こ
した大質量星の残骸である。パル
サーの存在により、超新星爆発で恒
星がすべて吹き飛ぶのではなく、高
速回転する高密度の小さな中性子
星が残ることが明らかとなった。

この業績に対して、1974年にノー

ベル物理学賞が付与された。しかし、
受賞者はベル・バーネルの指導教
官アントニー・ヒューイッシュと、ケン
ブリッジ大学の電波天文学者マー
ティン・ライルだけだった。
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◆ジョスリン・ベル・バーネル（Jocelyn Bell Burnell）

1943年、北アイルランドに生まれる。パルサーを発見した
1967年当時は、イギリスのケンブリッジ大学で学ぶ電波天文
学の大学院生だった。

パルサーとは、超新星爆発を起こした大質量星の残骸であ
る。パルサーの存在により、超新星爆発で恒星がすべて吹き
飛ぶのではなく、高速回転する高密度の小さな中性子星が
残ることが明らかとなった。

この業績に対して、1974年にノーベル物理学賞が付与され

た。しかし、受賞者はベル・バーネルの指導教官アントニー・
ヒューイッシュと、ケンブリッジ大学の電波天文学者マーティ
ン・ライルだけだった。
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55年ぶりの女性受賞者ノーベル物理学賞

カナダ・ウォータールー大
学のドナ・ストリックランド
博士（59）は、1903年のマ
リー・キュリー氏、1963年
のマリア・ゲッパート＝マイ
ヤー氏に続き、同賞を受賞
した3人目の女性となった。
ストリックランド氏は、米ベ
ル研究所出身のアー
サー・アシュキン博士（96）
および米ミシガン大学の
ジェラール・ムル博士（74）
と共に、レーザー物理学分
野での功績が認められた。
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中性子星の驚異の重さ・大きさ・密度

中性子星は太陽質量
の10-20倍程度の恒星

が超新星爆発を起こし、
芯の部分に残り主に
中性子からなる天体で
す。

表面温度が極めて高
いので青い恒星のよう
だが実際の中性子星
は不明

78



79https://www.youtube.com/watch?v=sina7Z
wvnT4



中性子星のその重さはスプーン一杯１㎤、
10億トン、そんなスプーンある？

２千億Ｇ

地球は１Ｇ

光速の1/3   11万キロ

地球 11、2キロ

光速24％ 秒速700回

地球 日速1回

• 中性子星重力

2千億倍

脱出速度

11万倍

自転速度

8万6千400倍
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異例の超新星「iPTF14hls」は、爆発したあとも輝くことをやめず、何度も妖し
く明滅を繰り返しながら、通常の10倍という長い時間をかけて暗くなっていっ
た。しかも驚くことにiPTF14hlsは、過去に一度“死んで”いた──それがまるで
「ゾンビ」のように復活し、生ける屍のごとく二度目の死を迎えていたのだ。
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中性子星およびガスをはぎ取られる恒星から
なる連星の想像図。（提供：NASA/Dana Berry）
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• XTE J1739-285の正体は、中性子星（解

説参照）がほかの恒星の周りを回ってい
る連星らしい。中性子星はとなりの恒星
からゆっくりとガスを引き寄せるが、それ
が表面に5～10mほど積もると、爆発的

な熱核反応が始まり、数秒から数分に
わたってばく大なエネルギーが解放され
る。このとき、X線バーストが観測される
のである。

星を食い尽すゾンビ中性子星

83

https://www.astroarts.co.jp/news/2007/02/21fast_neutron_star/index-j.shtml#supplement


同じ原理でX線バーストを行う連星系（X線連星）はい
くつか見つかっているが、放たれるX線の強さが規則

的に変動しているという特徴がある。その周期は中
性子星の自転によって作り出されている可能性が高
い。過去に観測された同種のX線連星では、1秒あた
り270～619回の変動が観測されている。つまり、そこ
に存在する中性子星は1秒で270～619回転している

のだ。恒星として輝く間はゆっくり自転していても、極
端な収縮を起こして中性子星となる間に回転速度は
大幅に上がる。ちょうど、フィギュアスケートの選手が
伸ばした腕を縮めると回転が速まるのと同じ原理だ。

星を食い尽すゾンビ中性子星２
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• 中性子星の専門家は1秒あたり760回転が限界と
推測し、

中性子星の物理を解明。回転による遠心力が中性
子星を引き裂くには、はるかに速い回転が必要であ
る。遠心力以外にも回転を抑制する何らかの要因が
働いている

• ところが、XTE J1739-285からのX線で観測された変

動の周期は、1秒あたり1,122回。遠心力によ
る破壊の限界に近い。それまでの仮説は吹き飛ば
されてしまいそうだ。もちろん、このデータを裏付け
るためにはXTE J1739-285のX線バーストを再び観
測する必要がある。また、ほかのX線連星を捜索す
る必要性も一層高まったと言えるだろう。 85



共食いする"毒蜘蛛"中性子星を発見

共食いする"毒蜘蛛"中性子星を発見
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日米欧が開発したフェルミ衛星は、強いガンマ線
を放射するにも関わらず、他の波長では全く知ら
れていない謎の天体を発見した。結果4.63時間の
周期で明るさが40倍も変化する激しい強度変動を
得た。電波で対応する天体は相変わらず発見され
ていない。周期は中性子星が連星系であり、伴星
の質量は太陽の1/10程度と軽い中性子から吹き出
す強力な風で伴星が溶かされ、今まさに蒸発しつ
つある。電波で検出されてない事実と併せ、新種

のパルサー天体を発見した可能性が高い。

共食いする“毒蜘蛛”中性子星を発見２
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中性子星は大質量の恒星が超新星爆発
を起こしたによりゾンビ星の誕生したのだ。

89

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%98%9F


超新星爆発では、恒星自身で重力によって崩壊し。恒星の重力の内
向きの力により恒星の中心では原子核と粒子はかき混ぜられた状態。

90

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%8A%9B%E5%B4%A9%E5%A3%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%92%E5%AD%90


かき混ぜた電子は陽子に押し込まれ
中性子に変化。
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粒子は原子の内側を完全に満たし、粒子同士は反発力に
よって互いにぶされないように反発し続けます。
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粒子が重力に完全に押し潰されたら恒星はブラックホールと
なり、原子の反発力が勝った場合は恒星は中性子星になる。
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中性子星は径２０キロで太陽の質量がある。
太陽は１４０万キロ
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中性子星の中心部に宇宙で最も危険
な物質「ストレンジ物質」がある
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ストレンジ物質は宇宙の法則を歪曲、他
星や物質に感染して、破壊する物質

97



• 約3500人が関わった大規模観測の物語

• アルベルト・アインシュタインが1916年に予言した重

力波とは、宇宙で発生した時空に生じるよじれやゆ
がみだ。 約70カ所にのぼる天文台が、100基あま

りで重力波の観測、その発生源を詳細に調べて初
めて成功した。

• 「人類がこれまで一度も見たことのない、まったく新
しい現象です」

• ブラックホールの合体とは異なり、中性子星の衝
突からは放射線を帯びた金属性の破片が放出され
る。望遠鏡で観測可能だ。

2017.10.18
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中性子星合体GW170817の画像

すばる望遠鏡で撮られた可視光画像を青に、IRSF望

遠鏡で撮られた赤外線画像を擬似的にカラー合成
した。キロノバは時間とともに「赤く」なり、赤外線で
長く輝いた。(C)国立天文台、名古屋大学 99



中性子星の合体、合体から 8 ミリ秒後,物質中の中性
子の割合（%） を表す。黄色オレンジの渦状部分で金

やウラン、青、水色銀やレアアースなどがつくられる。
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中性子星は1～10 億年後に合体する

• 中性子星合体 2 つの中性子星が互いの重心

のまわりを公転する連星系は、重力波を放出
する事により公転周期が短くなり、やがて合
体する。太陽の約 8～20 倍の質量の連星の
両方が超新星爆発を起こした後に形成され
る。現在、10 例程度の中性子星連星が観測
されている。
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ウランなどの重元素が作られる
中性子星は太陽の1.5倍ぐらいの質量
（3×1030kg）をもちながら、半径が10km程度し
かない、超高密度な天体です。宇宙では2つの

中性子星がお互いの周りを回っていて、天体は
じわじわと近づいていき、合体。中性子星が合
体する瞬間には強い重力波が放たれるだけで
なく、中性子星の物質の一部が宇宙空間に激
しく飛び出す。飛び出した物質は中性子を豊富
なため、「速い中性子捕獲反応」により重元素
ウラン等出来る。その起源は長年の問題となっ
ており、中性子星合体は元素の起源として注目。103



中性子星衝突・合体により合成

104



2つの中性子星同士が衝突して「キロノバ」と呼ばれる爆発を起
こした瞬間の図。天文学者は2017年10月16日、爆発によって引き起こ
された「重力波」を初めて観測したと発表した。（ILLUSTRATION BY 
ROBIN DIENEL; COURTESY THE CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE）
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太陽の５,７００億倍のエネルギー

超新星から生まれたゾンビ
中性子星

106



ウランは起源は世にも恐ろしい天体
現象で爆発的に大量生産された悪魔

• ウランは中性子星の悪
夢より生まれた禁断の
物質である抉じ開けて
はならない。
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３分で創られる宇宙
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ゴエモン消滅

•ゴエモン •反ゴエモン

114



115



？

反
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治療で被曝した線量

• 治療用Ｘ線

• ２グレイ×３８日 ７６グレイ

• 全身に照射したら１０回 死にます。

• 位置決めＣＴ

• ５，３ミリシーベルト×３８日 ２１４ミリシーベ
ルト

• 年間１ミリシーベルト基準で ２１４年分

119



360度の全方位から放射線を照射。照射口の回転と人
体移動によって、複数のがん病巣への照射が可能。

120



従来の放射線治療装置とは異
なり、幅の細いX線ビームで治
療を行います。

図のようにX線の照射口を連続

的に回転させたまま、寝台を移
動させて放射線をあてることで、
3Dプリンターで立体を描くように
治療が行われます

121



。

• トモセラピーは、CT装置の原理を応用し
たIMRTを行うための専用装置。

• 放射線治療用の高エネルギーX線でCT
撮影が行えます。

• 病気の診断目的で行うCT撮影とは異な
り、トモセラピーのCT撮影は放射線治療
の位置合わせの目的で行います。

• 毎回、放射線治療の直前にCT撮影する

ことで、放射線をあてる場所の正確な位
置合わせができます。
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トモセラピー
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私の放射線治療

• ２０１７年６月前立腺マーカー ＰＳＡ５から１０

• 細胞診を拒否（逃げる）

• ８月下がらず、ＰＳＡ １０ 細胞診

• ９月グリソンスコア 悪性度９ １０が上限

• 膀胱に転移すれば３ヵ月と脅かされる。

• 東大病院より有明癌研へセカンドＯＰ

• グリソンスコア ９から７へ格下げ。

• 治療は駒込病院へ
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中性子によるシリコンの被曝障害
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宇宙放射線は、銀河宇宙線、太陽粒子線、補
足粒子線に 3 分類される。銀河宇宙線は非常
に大きいエネルギーが特徴である。10 GeV 以
上の高エネルギー粒子成分は 90 ％が陽子、
10 ％弱が α線、 1 ％程度が重粒子である。太
陽粒子線は、ほとんどが陽子と電子で数％の
α線と微量の重粒子である。

126



宇宙の歴史(イメージ図) 画像提供：NASA / WMAP Science
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