
物質を生成する星 
 

元素を造り宇宙にばらまく 
星の生涯 

１．宇宙の構造 
２．星の一生と元素合成 
３．望遠鏡で見る星の一生 



１．宇宙の構造 

•宇宙には様々な種類の天体が存在する。 

•生物において、細胞が組織を作り、組織が集
まって器官を作り、様々な器官の集まりとして
1つの個体としての生命体が作られているよ
うに、星（恒星）が細胞のような基本単位とし
て、宇宙の階層構造が作り出されている。 

•宇宙に存在する各種の天体を眺めてみよう。 



多様な天体群 

恒星 

銀河 

銀河団 

大規模構造 



恒星 銀河 銀河団 

超銀河団 

  泡状 
大規模構造 

１０ 個 
11 

１０   個 
2～3 

１０   個 
2～3 

例：太陽 

質量  M ～2×10   g 
33 

光度 L ～4×10 erg/sec 

33 

密度  ρ  ～1 g/cc 

    ρ～10    g/cc 

-25 
    ρ～10    g/cc 

-28 
    ρ～10    g/cc 

30 

10    ～ 
   10    cm 

 6 

 14 
10   ～10   cm 

 25  22 

～10    cm 
 28 

宇宙の階層構造 



天体の構造成長の要因 I 

重力による引力 様々な原因による反発力 

物質の重力中心への集積と 
天体の収縮を促進 

重力中心へ落下してくる物質を 
支え、天体の収縮を抑制 

2つの要因のせめぎ合いの中で天体は進化していく 



天体の構造成長の要因 II 

重力中心からの距離 

重力ポテンシャル 

重力の存在下では、物質は 
落下することにより、減少した 
重力エネルギー分だけの 
運動エネルギーを獲得 

運動エネルギー 
の増加 

更なる落下を抑える圧力の 
発生により、重力収縮の停止 

エネルギーを外部に放出しない限り 
構造成長は継続しない 

冷却機構が重要となる 



２．星の一生 

•宇宙の基本構成要素の恒星は宇宙空間に散
在する原子・分子が、重力によりひきつけられ
ることにより誕生する。 

•恒星が生まれ、成長していく背後にある物理
の詳細はどのようなものなのだろうか。 

•恒星は宇宙に存在する多様な元素の生成工
場となっている。 

•恒星は成長を続けた後、どのような最後を迎
えるのだろうか？ 



星形成と進化の一般的性質 

星の材料となる原子・分子の重力中心への落下 

原子・分子の運動エネルギーの増加 
ガス圧の増加と重力収縮の停止 
 原子・分子の励起エネルギーを 

放射エネルギーとして系外へ放出 

温度低下によるガス圧の減少と重力収縮の再開 

重力エネルギーを放射エネルギーに転化、外部へ 
放出を繰り返すことにより、星は形成され進化する 

重力エネルギー⇒運動エネルギー 



星の誕生 I 

重力による収縮力 ＞ 熱や磁場の圧力勾配による力 

重力による収縮       原子星誕生 

低温・高密度の分子雲状態のガス 

星間分子や星間塵 

エネルギーを電磁波 
として放出(放射冷却) 

衝突等による原子・分子の 
エネルギー励起 

① ② 

① 

② 

自身の重力を、ガス圧や放射圧などの圧力 
勾配により生み出される力で支えている系 

原子・分子のエネルギー遷移 



重力収縮によるガス密度の上昇 

放射による外部へのエネルギー放出の 
停止      断熱収縮 

中心部の温度上昇 
   （ガスの運動エネルギーの増大） 

星の誕生 II 

•外層部のガスが吹き飛ばされ、中心部に 
  高温・高密度の芯が残る            星 

•中心部での核融合反応開始 

ガス・チリの落下 

ガスによる 
熱の溜め込み 



星内部での元素合成 I 
核融合反応 

A B A+B 

核反応の発生には高い温度（運動エネルギー）が必要 

＋ 

A 

B 

クーロンポテンシャル障壁 

A,B間の距離 

原子核Aの質量＋原子核Bの質量 
   ＞合成核A＋Bの質量 

これが満たされる場合に、起こりうる 

原子核間には、電気的反発力（クーロン力）が存在 

トンネル効果 

軽い原子核の合成の進行 



星内部での元素合成 II 

•核反応の停止と重力収縮の再開 

•温度上昇により、核反応の再開 星内部の元素分布 
玉ねぎ状の層構造 

水素から順次重い元素の合成 

重い原子核の合成にはより高い温度が必要 

Fe 
He 

重い原子核間ほど大きなクーロン斥力が作用 

最も安定な原子核Feの合成で終了 
さらに重い原子核は？ 



星の進化 I 

構造変化は表面からの 
放射エネルギーの放出に 
より、ゆっくり進行 

• 星中心部でのHの核融合 
  反応によりエネルギー生成 
• 伝導、対流、放射によって 
  星表面へ運ばれ、星表面から 
   エネルギー放出 

エネルギー収支が釣り合った安定
な状態。恒星は多くの時間をこ
の状態で過ごす 

主系列星（太陽は典型例） 

エネルギーの 
流れ 

Hが燃焼しHeへ 

HR図 表面温度に対応 高 

明
る
い 



星の進化 II 

• 中心部のHが燃え尽き、Heの 
  中心核の生成 
• He中心部の重力収縮による 
  外層部の加熱による外層部での 
  Hの核融合の促進と温度上昇 
• 外層部の膨張 
 

赤色巨星 

He 

H 

Hの燃焼 

外層部の膨張 

同様の現象が 
Heより重い原子核に 
ついて繰り返される 

Fe 
Si 
O 
Ne 
C 
He 
H 

赤色超巨星の断面 



星の死 I 
原子核はほぼ同数の陽子と 
中性子から構成 n 

n 
p 

p 
n p 

限界まで圧縮された原子核内 

エネルギー的に有利 

• 原子核は消滅し、中性子化 
• 生じたエネルギーはニュートリノが 
 持ち出す 

n 
n 

n 
n 
n n 

n 

n 

p 

n 



星の死 II （超新星爆発） 
• 赤色巨星中では、Feより重い原子核への核融合反応
は 
  進まず、星は冷却し、重力収縮は継続 
• 星の中心核Fe層での中性子化の発生 
• 核力のハードコアによる反発力による重力収縮の停止 

超新星爆発 

• 外層部の物質を吹き飛ばし、中心部に 
  中性子星やブラックホールが取り残される 
• ニュートリノとして99%のエネルギーを 
  放出する 
• Feより重い元素の合成する 

超新星爆発で吹き飛ばされた物質は、塵やガスとして 
次の星生成の材料となる 



星の一生と星の質量 

星がどのような進化をし、最終的に 
どのような終末期を迎えるのかは 
星の質量によって決定される。 
基準を太陽質量に採る。 

       星間ガス 

原始星 

主系列星 

赤色巨星 

超新星爆発 

ブラックホール 中性子星 白色矮星 

30倍以上 8倍～30倍 1倍～3倍 

すべて飛び散る 

3倍～8倍 

物質の流れ 



膨張宇宙における星の誕生 

•放射優勢宇宙から物質優勢宇宙へと移り変わり、
宇宙年齢が37万年の時期に物質の電離状態が失
われ（宇宙の晴れ上がり）、中性化した宇宙空間を
光が自由に飛びまわることになる。 

•中性化した宇宙空間に生まれた原子銀河中に散在
する分子ガスの密度分布の揺らぎを種に星が形成
されていく。 

•宇宙背景放射の観測結果の解析をもとに、最初の
星の誕生は宇宙年齢が2億年ぐらいの時期といわれ
ている。 



３．望遠鏡で見る星の一生 

•恒星は様々な銀河の中の星雲やガス雲の中
で、現在も活発に誕生し続けている。 

•宇宙が始まって以来、最初の恒星が生まれて
から以降、星の誕生から死に至る過程が繰り
返されてきた。我々は、その姿をHubble望遠
鏡やすばる望遠鏡で直接見ることができる。 

 

 



星誕生 I 
星は超新星爆発によってばら撒かれた様々な元素を 
含むチリやガスを含む星雲やガス雲のなかで生まれる。 

わし星雲の一部 
突起状の部分で星が誕生している 

Henize206星雲 
数千にも及ぶ星が1000万年 
かけて形成されてきたガスと 
塵の巨大な雲 



星の誕生 II 

馬頭星雲 

オリオン大星雲 

干潟星雲 

星の揺りかご 
星雲 

銀河の衝突は大量の星を生み出す 

触覚銀河 



星の進化 I 

プレアデスの恒星を包む塵の雲 

末期の恒星から円錐状に 
噴出したガスと塵 

超高温の星WR124の周りで 
輝くガス 



星の進化 II 

赤色超巨星V838Mon 

J0806連星系の白色矮星 

天の川銀河の白色矮星 



星の死 I 

はくちょう座ループの超新星 大マゼラン銀河超新星1987Aの 
残骸のリング 

大マゼラン銀河超新星N63Aの残骸 カシオペア座Aの超新星残骸 



星の死 II 

増光する中性子星の予想図 大マゼラン銀河の超新星1987Aの残
骸 

ブラックホールから噴出されるX線 
       （観測データをもとに再現した図） ブラックホールから噴出す高温ガス 


