
(C)	NASA/HST

田中 雅臣
（国立天文台）

恒星物理学特論II	
「超新星爆発の理論と観測」



(5秒で絵が変わります)間違い探し



正解



超新星爆発
星が一生の最期に 
起こす大爆発

- 宇宙における元素の起源
- 極限的な物理状況
- 多くの謎：現代天文学の研究対象



•物理学を使って宇宙の爆発天体に挑む
•星はなぜ爆発するのかを理解する
• 星の構造と星の進化（復習）
• 超新星の爆発メカニズム

•超新星爆発の観測量を理解する
• 電磁波放射のメカニズム
• 観測量から物理を引き出す

•宇宙の元素の起源を理解する
•突発天体天文学を味わう

恒星物理学特論II「超新星爆発の理論と観測」



• 2/13	(月)	2,3,4限	(3回)		
• 全体の概論	

• 星の構造と進化	

• 2/14	(火)	2,3	限	(2回)	+	談話会		
• 超新星爆発のメカニズム	

• 元素の起源	

• 談話会:	重力波天体からの電磁波放射	

• 2/15	(水)	2,3,4限	(3回)		
• 超新星からの電磁波放射	

• 超新星の観測	

• 突発天体探査

予定

成績 • 出席、質問	

• レポート
資料 h0p://th.nao.ac.jp/MEMBER/tanaka/tohoku2017



SecCon	1.	
超新星爆発と元素の起源	概論

1.1	超新星爆発とは	

1.2	星の一生と超新星爆発	

1.3	元素の起源



実は「新しい星」ではなく、星の最期の姿

なぜそんなことが分かったのか？

超新星爆発



100610541181

冷泉家時雨亭叢書

客星古現例 藤原定家 
(1162-1241)

明月記

フェリス女学院大学蔵
『新三十六歌仙画帖』

一条院	寛弘3年4月2日	

(西暦1006年5月1日)の夜以降、 
火星のように非常に明るい客星が現れる



“Astronomie+Populaire”++
by+Camille+Flammarion+(Paris,+1884)�

1572年	

ティコ・ブラーエ
“Stella	Nova”

1604年	

ヨハネス・ケプラー



歴史的な新星/客星の記録（一部）
名前 西暦 明るさ(等級)
SN	185 185年 -8?
SN	1006 1006年 -9?
かに星雲 1054年 -4?
SN	1181 1181年 0
ティコ 1572年 -4
ケプラー 1604年 -3
SN	1987A 1987年 3



1900年以前：	

いくつかの新星（客星）の記録	
そもそも「超新星」という存在が確立していなかった

超新星爆発とは：歴史編



NASA/HST

かに星雲 = M1	(メシエ天体1)



メシエ天体



「超新星」の確立	(1/3)	1921年
かに星雲 = M1	(メシエ天体1、もやっとした天体)
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外側に向かって動いている！
=> 膨張する現象が原因

John	Duncan	(1921)

巻き戻すとおよそ500年で 
1点に集まる！	

=>	500年前に何かがあった



「超新星」の確立まで	(2/3)	1928年
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かに星雲が今の大きさになるのに約900年かかる	

この場所で過去に記録がある”nova”は一つしかない	

中国の記録にある1054年の客星である！ 
（当時は名月記の記載が知られていなかった）



1920年代：「銀河系」と銀河宇宙の確立

太陽系

R. Hurt

銀河の大きさ	
約30	kpc

銀河系の外には	
銀河系のような銀河が	
たくさんいる



メシエ天体 1885年に「新星」が見つかっていた



「超新星」の確立まで	(3/3)	1934年

ASTRONOMY: BAADE AND ZWICKY

be a minor one. In Gloeocapsa montana there occurs nothing of the
nature of complementary chromatic adaptation.

* The glow-tubes were furnished through the courtesy of the Electrical Products
Corporation, Los Angeles.
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ON SUPER-NOVAE
BY W. BAADE AND F. ZWICKY

MOUNT WILSON OBSERVATORY, CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON AND CALI-
FORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PASADENA

Communicated March 19, 1934

A. Common Novae.-The extensive investigations of extragalactic
systems during recent years have brought to light the remarkable fact
that- there exist two well-defined types of new stars or novae which might
be distinguished as common novae and super-novae. No intermediate
objects have so far been observed.
Common novae seem to be a rather frequent phenomenon in certain

stellar systems. Thus, according to Bailey,' ten to twenty novae flash up
every year in our own Milky Way. A similar frequency (30 per year) has
been found by Hubble in the well-known Andromeda nebula. A char-
acteristic feature of these common novae is their absolute brightness
(M) at maximum, which in the mean is -5.8 with a range of perhaps 3 to 4
mags. The maximum corresponds to 20,000 times the radiation of the sun.
During maximum light the common novae therefore belong to the abso-
lutely brightest stars in stellar systems. This is in full agreement with
the fact that we have been able to discover this type of novae in other
stellar systems near enough for us to reach stars of absolute magnitude
-5 with our present optical equipment
B. Super-Novae.-The novae of the second group (super-novae) pre-

sented for a while a very curious puzzle because this type of new star was
found, not only in the nearer systems, but apparently all over the accessible
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２つのタイプの「新星」が存在する	
通常の「新星」(nova)	と「超新星」(super-nova)

バーデとツヴィッキー



決め手は距離と「真の明るさ」

見かけの明るさ
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「真の明るさ」	
10	pcに置いたときの明るさ
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わし座新星

アンドロメダ新星

ティコ・ケプラーの新星
（シリウス）

（太陽）

新星

超新星

アンドロメダ(M31)は	

銀河系外！



等級

絶対等級

=3

m = �2.5 log(F/F0) + m0

例えば、ベガ(0等級)を基準にする

その星を、10	パーセク	(32.6光年)の距離	
に置いたときの明るさ

(例)	太陽：みかけの等級	-27	等	
　　　　				絶対等級	+4.8等

問題：	超新星	(絶対等級-19等)は太陽の何倍明るいか？　　				



1920年代：	

かに星雲と1054年の新星（客星）が「出合う」	

銀河宇宙像の確立	

1930年代：	

新星とは異なる「超新星」の存在が確立

1900年以前：	

いくつかの新星（客星）の記録	
そもそも「超新星」という存在が確立していなかった

超新星爆発とは：歴史編



私たちの住む銀河系

太陽系

(C)	R.	Hurt

太陽系の大きさ	
約100	AU
~1013	cm

一番近い恒星 
までの距離	
約1.3	pc  

~3	x	1018	cm

数千億の星

銀河の大きさ	
約30	kpc
~1023	cm



歴史的な「超新星」の記録 （一部）
名前 場所 西暦 明るさ(等級)
SN	185 銀河系内 185年 -8?
SN	1006 銀河系内 1006年 -9?
かに星雲 銀河系内 1054年 -4?
SN	1181 銀河系内 1181年 0
ティコ 銀河系内 1572年 -4
ケプラー 銀河系内 1604年 -3
SN	1987A マゼラン雲 1987年 3

およそ100-200年に1回





超新星を見つけるには、	
いくつの銀河を見れば良いか？

• 1銀河:	100年に約1個（1年あたり0.01個）	

• 100銀河:	1年に約1個	

• 30,000銀河:	1年に約300個	=>	1日に約1個！

超新星探査の最新の話題は3日目の講義で



B. J. Fulton





SDSS



超新星の分類：分光学
C: NASA/HST
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超新星：４つのタイプ
水素

II型

I型 なし あり

Ia型
Ib型 Ic型

ケイ素
あり

なし

ヘリウム
あり なし



超新星：４つのタイプ
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銀河系外の超新星爆発

歴史上の超新星爆発
•銀河系内の肉眼で見えた超新星 

100年に1回ぐらいの頻度	

•その残骸が今でも見える

• 多数の銀河を望遠鏡で監視して、 
年間500天体以上が発見されている	

• 元素によってタイプに分かれる

超新星爆発とは



SecCon	1.	
超新星爆発と元素の起源	概論

1.1	超新星爆発とは	

1.2	星の一生と超新星爆発	

1.3	元素の起源



(C: Essay Web)

星の一生
軽い星 赤色巨星

惑星状星雲
白色矮星

星間空間

重い星
赤色超巨星 超新星爆発

中性子星

ブラックホール図の大きさは天体の大きさと一致していません



(C: Essay Web)

軽い星 赤色巨星
惑星状星雲

白色矮星

星間空間

重い星
赤色超巨星 超新星爆発

中性子星

ブラックホール図の大きさは天体の大きさと一致していません

1.	重い星の場合

約1千万年

*	太陽の10倍以上



水素 ヘリウム

約1千万年

図の大きさは天体の大きさと一致していません

炭素
酸素

ネオン
マグネシウム

ケイ素鉄



星の中

元素の周期表
~25%ビッグバン



中性子星「重力崩壊」

超新星爆発！
（なぜ爆発するかは、明日の講義）



超新星：４つのタイプ
水素

ケイ素

ヘリウム

II型

I型 なし あり

あり

Ia型
Ib型 Ic型

あり

なし

なし

「重力崩壊型」超新星

鉄
水素



II型

「重力崩壊型」超新星のタイプと母天体

鉄

水素

Ib型

ヘリウム

Ic型

炭素

爆発前に「星風」が吹くと、、、



超新星：４つのタイプ
水素

ケイ素

ヘリウム

II型

I型 なし あり

あり

Ia型
Ib型 Ic型

あり

なし

なし

「重力崩壊型」
超新星

「重力崩壊型」超新星「重力崩壊型」超新星
？



(C: Essay Web)

軽い星

白色矮星

星間空間

重い星
赤色超巨星 超新星爆発

中性子星

ブラックホール図の大きさは天体の大きさと一致していません

　　　赤色巨星

*	太陽の10倍以下

惑星状星雲

2.	軽い星の場合

約10-100億年



水素 ヘリウム

約10-100億年

図の大きさは天体の大きさと一致していません

炭素
酸素

酸素
炭素

白色矮星

何も起きない



対になって 
存在する星

白色矮星

David A. Hardy



酸素炭素
鉄
ケイ素

「核爆発」

超新星爆発！
（なぜ爆発するかは、明日の講義）



超新星：４つのタイプ
水素

ケイ素

ヘリウム

II型

I型 なし あり

あり

Ia型
Ib型 Ic型

あり

なし

なし「核爆発型」
超新星

「重力崩壊型」
超新星

「重力崩壊型」超新星「重力崩壊型」超新星



星の一生と超新星爆発

私たちの身の回りの元素は
星の中や超新星爆発で作られる

大質量星
「重力崩壊型」超新星

小質量星（の一部）
「核爆発型」超新星



1572年にティコブラーエが観測した	

Ia型超新星爆発の残骸

問題：超新星爆発が 
広がる速度は？

約1019	cm（約10光年	~3	pc）

超新星の規模を実感する



速度 = 距離／時間
距離：1019	cm

時間：約400年

速度	=	1019	/	(400	x	3	x	107)		

										~	109	cm/s	~	10,000	km/s

秒速	10,000km！

10光年	=	光が10年かかる距離	

超新星は400年かかった	

超新星の速度	=	光速の40分の1	=	(300,000	km/秒)	/	40



約10,000	km



E =
1

2
Mv2問題:	超新星爆発の「エネルギー」は？

運動エネルギー＝1/2	x	質量	x	速度2

＝1/2	x	(2	x	1033	g)	x	(109	cm/s)2	

~	1051	erg

太陽が100億年で放つエネルギー	E	~	1051	erg	

-	太陽の明るさ	4	x	1033	erg/s	

-	太陽の寿命	100億年	=	1010	yr	=	3	x	1017	s

太陽の質量	=	2	x	1033	g	
超新星の質量	~	太陽の質量



星の一生と超新星爆発：まとめ

• 星の中では元素が作られている	

• 星は「進化する」	

• 超新星のタイプ	

• 「重力崩壊型」超新星	

• 「核爆発型」超新星	

• 超新星の膨張速度	~	10,000	km/s	

• 超新星のエネルギー	~1051	erg	(1044	J)



SecCon	1.	
超新星爆発と元素の起源	概論

1.1	超新星爆発とは	

1.2	星の一生と超新星爆発	

1.3	元素の起源



空気
身近な元素

窒素	(N2)	

76%

酸素	(O2)	

23%

アルゴン	(Ar)	1.3	%	

二酸化炭素	(CO2)	0.05	%	

ネオン	(Ne)	0.001	%

* 国際標準大気
（乾燥大気）質量比



人間の体

水素	(H)	

10%

酸素	(O)	

65%

炭素	(C)	

18%

*	桜井	弘	(化学と教育	48,	459-463,	2000)	質量比

窒素	(N)	3%

カルシウム	(Ca)	1.5% リン	(P)	1% 硫黄	(S)	0.25%	

カリウム(K)	0.20%	

ナトリウム	(Na)	0.15%	

塩素	(Cl)	0.15	%	

マグネシウム	(Mg)	0.05	%



地球（地殻）

アルミニウム	(Al)	

8%

酸素	(O)	

48%

ケイ素	(Si)	

30%

*	理科年表	上部大陸地殻の平均	質量比

鉄	(Fe)	4%

カルシウム	(Ca)	3%

ナトリウム	(Na)	2% カリウム(K)	2%

マグネシウム	(Mg)	1.5%



宇宙

ヘリウム	(He)	

25%

水素	(H)	

73%

「重元素」他	2% 酸素	(O)	0.6%	

炭素(C)	0.2%	

ネオン	(Ne)	0.1%	

鉄	(Fe)	0.1	%

*質量比
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C:	Rhys	Taylor,	Cardiff	University 
	(Planck	mission)

宇宙の始まり 現在

138億年水素・ヘリウム



元素の周期表
~25%ビッグバン



「重力崩壊型」超新星 「核爆発型」超新星

親星 大質量星
短寿命

小・中質量星（連星）
長寿命

放出元素 主に親星の元素
(O,	Mg,	Caなど)

爆発時に合成する元素
(Si,	Ca,	Feなど)



時間

重元素量 Fe

重力崩壊型 核爆発型

時間

重元素量 Mg

重力崩壊型

最近生まれた星の方がMg/Fe比が低い

宇宙の「化学」進化



銀河系の星の元素量

(Busso et al. 1999) and helium burning in massive stars (the
weak s-process), which only contributes material with A< 90
and hence elements lighter than or up to Zr (e.g., Prantzos
et al. 1990; Raiteri et al. 1992).

In the Galaxy, interpretations of the metal-poor stellar
abundances suggest that s-process contributions do not occur
until ½Fe=H"#$2 and are not significant until near ½Fe=H"#$1
(e.g., Travaglio et al. 1999, 2004). Qian & Wasserburg (2001)
developed a phenomenological model that interprets all heavy
element abundances in Galactic stars in terms of pure r-process

contributions up to ½Fe=H" ¼ $1:0. However, it is not clear
that the s- and r-process abundance ratios in the dwarf galaxies
need to coincide with those in the Galaxy as a function of time
or [Fe/H]. The lower star formation efficiency in the dwarf
galaxies (Tolstoy et al. 2003; Matteucci 2003) means that
metals will build up more slowly with time than in the Galaxy,
and thus we might expect contributions from more metal-poor
stars (e.g., metal-poor AGB stars) at a given time or metallicity.
Coupled with the fact that stellar yields are often metallicity
dependent, the s- and r-process ratios in stars in dwarf galaxies
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(Busso et al. 1999) and helium burning in massive stars (the
weak s-process), which only contributes material with A< 90
and hence elements lighter than or up to Zr (e.g., Prantzos
et al. 1990; Raiteri et al. 1992).
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abundances suggest that s-process contributions do not occur
until ½Fe=H"#$2 and are not significant until near ½Fe=H"#$1
(e.g., Travaglio et al. 1999, 2004). Qian & Wasserburg (2001)
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or [Fe/H]. The lower star formation efficiency in the dwarf
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時間
Venn+14

□	矮小銀河の星（化学進化の歴史が異なる）



星の中・超新星爆発

~25%ビッグバン
元素の周期表

鉄より重い元素は？	=>	明日の談話会



元素の起源：まとめ

• 身の回りの元素のほとんどは星の中で合成された	

• 「重力崩壊型」超新星	

• 主に酸素やマグネシウムなどの起源	

• 「核爆発型」超新星	

• 主に鉄族元素の起源	

• 銀河系内の星の観測による検証が可能	



様々な疑問を物理を使って理解しよう
•なぜ星は爆発するのか？
•そもそもなぜ普通の星は爆発しないのか？
•なぜ星は進化するのか？
•なぜ質量で運命が変わるのか？
•なぜ星はつぶれるのか？
•超新星の膨大なエネルギーはどこからきたのか？
• ...



• 2/13	(月)	2,3,4限	(3回)		
• 全体の概論	

• 星の構造と進化	

• 2/14	(火)	2,3	限	(2回)	+	談話会		
• 超新星爆発のメカニズム	

• 元素の起源	

• 談話会:	重力波天体からの電磁波放射	

• 2/15	(水)	2,3,4限	(3回)		
• 超新星からの電磁波放射	

• 超新星の観測	

• 突発天体探査

予定

成績 • 出席、質問	

• レポート
資料 h0p://th.nao.ac.jp/MEMBER/tanaka/tohoku2017


