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ツイートシェア

紹介

重力理論，宇宙線，素粒子・原子核，プラズマ・流体などの広範な分野と深いかかわり
をもち，相対論的宇宙論，ブラックホールや中性子星を中心に発展を遂げてきた宇宙物
理学。近年，電磁波観測からニュートリノ，重力波へとさらなる展開をみせている。そ
の全体像と正確な知識を提供。学部上級以上対象。〔内容〕宇宙物理学の概観／天体の
物理／宇宙論／相対論的天体と高エネルギー宇宙物理学／宇宙の観測／付録（輻射過
程，熱・統計力学，流体・プラズマ，素粒子・原子核）
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　　4.6.1　降着現象　高原文郎
　　4.6.2　標準円盤モデル　大須賀健
　　4.6.3　移流優勢降着流　大須賀健
　　4.6.4　磁化中性子星への降着　高原文郎
　　4.6.5　ブラックホールへの降着　高原文郎
　　4.6.6　粘性の起源　鈴木　建
　　4.6.7　降着円盤の輻射流体力学　大須賀健
　4.7　相対論的ジェット
　　4.7.1　理論モデルの概要　高原文郎
　　4.7.2　相対論的ビーミング効果　高原文郎
　　4.7.3　降着円盤からのジェット形成　高原文郎
　　4.7.4　ブラックホール磁気圏　高原文郎
　　4.7.5　相対論的電磁流体力学風　高原文郎
　4.8　宇宙線の起源と加速機構
　　4.8.1　宇宙線の概要　森　正樹
　　4.8.2　銀河宇宙線の起源と伝播　高原文郎
　　4.8.3　フェルミ加速機構　高原文郎
　　4.8.4　衝撃波統計加速　大平　豊
　　4.8.5　衝撃波加速と磁場増幅機構　大平　豊
　　4.8.6　最高エネルギー宇宙線　荻尾彰一
　　4.8.7　宇宙線電子陽電子と反陽子　郡　和範
　　4.8.8　銀河ガンマ線　森　正樹
　　4.8.9　高エネルギー宇宙ニュートリノ　村瀬孔大
　4.9　重力波天文学
　　4.9.1　一般相対論の正準理論　小玉英雄
　　4.9.2　重力波の基本的性質　小玉英雄



　　4.9.3　ブラックホール時空での電磁波と重力波　小玉英雄
　　4.9.4　重力波天文学　田越秀行
　　4.9.5　重力波放出によるコンパクト連星の進化　田越秀行
　　4.9.6　コンパクト星連星の合体による重力波　柴田　大
　　4.9.7　重力理論の検証　千葉　剛
第5章　宇宙の観測
　　5.0.1　天体からの放射　家　正則
　　5.0.2　大気の影響　家　正則
　5.1　光赤外観測
　　5.1.1　光赤外観測の歴史と概要　家　正則
　　5.1.2　赤外線観測の歴史と概要　松原英雄
　　5.1.3　望遠鏡光学系　本原顕太郞
　　5.1.4　観測モード　本原顕太郞
　　5.1.5　光学素子　本原顕太郞
　　5.1.6　検出器　本原顕太郞
　　5.1.7　補償光学　家　正則
　　5.1.8　光赤外干渉計　小谷隆行
　　5.1.9　代表的地上望遠鏡　家　正則
　　5.1.10　代表的スペース望遠鏡　松原英雄
　　5.1.11　データアーカイブ　本原顕太郞
　5.2　電波観測
　　5.2.1　電波天文学の歴史と概要　齋藤正雄
　　5.2.2　電波望遠鏡　井口　聖
　　5.2.3　受信機　齋藤正雄
　　5.2.4　電波干渉計　齋藤正雄
　　5.2.5　代表的電波望遠鏡　井口　聖
　　5.2.6　電波観測モード　平松正顕
　5.3　X線・ガンマ線観測
　　5.3.1　X線天文学の歴史と概要　高橋忠幸
　　5.3.2　ガンマ線天文学の歴史と概要　高橋忠幸
　　5.3.3　X線・ガンマ線の検出原理　高橋忠幸
　　5.3.4　X線光学系　岡島　崇
　　5.3.5　X線・ガンマ線検出器　高橋忠幸
　　5.3.6　GRB観測　米徳大輔
　　5.3.7　高エネルギー宇宙物理のデータアーカイブ　海老沢研
　5.4　宇宙線観測
　　5.4.1　宇宙線観測の歴史と概要　森　正樹
　　5.4.2　粒子識別とエネルギー決定の原理　森　正樹
　　5.4.3　粒子識別検出装置　鳥居祥二
　　5.4.4　空気シャワー観測の原理　荻尾彰一
　　5.4.5　空気シャワー観測装置　荻尾彰一
　　5.4.6　超高エネルギーガンマ線観測の原理　窪　秀利
　　5.4.7　空気チェレンコフ光によるガンマ線観測装置　窪　秀利
　　5.4.8　ガンマ線の空気シャワー観測　窪　秀利
　　5.4.9　ニュートリノ観測の原理と概要　中畑雅行
　　5.4.10　地下水チェレンコフ装置　中畑雅行
　　5.4.11　超高エネルギーニュートリノ観測装置　吉田　滋
　5.5　重力波観測
　　5.5.1　重力波観測の概要　川村静児
　　5.5.2　レーザー干渉計　川村静児
　　5.5.3　重力波検出解析法　神田展行
　5.6　素粒子原子核の実験宇宙物理
　　5.6.1　暗黒物質直接探査　身内賢太朗
　　5.6.2　暗黒物質の間接的探査　森　正樹
付録A　輻射過程
　A.1　古典電磁気学と量子力学における輻射の放出　高原文郎
　A.2　原子分子のエネルギー準位と輻射放出　高原文郎
　A.3　偏光　高原文郎
　A.4　制動放射　高原文郎
　A.5　コンプトン散乱　高原文郎
　A.6　シンクロトロン放射　高原文郎
　A.7　その他の輻射機構　高原文郎



　A.8　メーザーとコヒーレント放射　河野孝太郎
　A.9　分散測度と回転測度　河野孝太郎
　A.10　重要な原子物理過程　政井邦昭
　A.11　量子電磁気学過程　郡　和範
　A.12　核ガンマ線　寺田幸功
　A.13　高エネルギー陽子の非弾性散乱　鳥居祥二・笠原克昌
　A.14　超高エネルギー宇宙線と光子との非弾性散乱　鳥居祥二・笠原克昌
付録B　熱・統計力学
　B.1　熱力学　小玉英雄
　B.2　統計力学　小玉英雄
　B.3　自由粒子系　小玉英雄
　B.4　化学反応による粒子数変化　小玉英雄
　B.5　熱化学平衡の条件　小玉英雄
　B.6　確率過程　小玉英雄
付録C　流体・プラズマ
　C.1　流体中の不安定性　井上剛志
　C.2　プラズマの記述法　大平　豊
　C.3　波動粒子相互作用　大平　豊
　C.4　磁気流体波動とプラズマ波動　大平　豊
　C.5　電磁流体不安定　井上剛志
　C.6　プラズマ不安定　大平　豊
　C.7　無衝突衝撃波　大平　豊
　C.8　磁気リコネクション　天野孝伸
　C.9　流体乱流　井上剛志
　C.10　磁気乱流　鈴木　健
　C.11　ダイナモ理論　横井喜充
付録D　素粒子・原子核
　D.1　素粒子の標準模型　北野龍一郎
　D.2　標準模型を超える統一理論　北野龍一郎
　D.3　ニュートリノ物理学　安田　修
　D.4　原子核の基本的性質　大西　明
　D.5　高密度核物質の状態方程式　大西　明
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大阪大学名誉教授
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