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宇宙生命学特論／宇宙環境生物学特論	
	

恒星内での元素合成と	
星間空間への拡散	

今井　裕	
（鹿児島大学学術研究院理工学域理学系物理・宇宙専攻）	

講義の全容	
生命の構築や維持に必要な元素の起源	
v 講義第一部	

– これら元素の種類（生命体内、触媒内）	
– これら元素の組成（地球上、星間空間）	
– 元素の合成（宇宙初期・恒星内部）	
– 合成された元素の星間空間への解放	

v 講義第二部	
– 宇宙での物質の輪廻	
– 宇宙での星形成史→宇宙元素組成の進化	
– 宇宙での物質循環過程	
	参考文献：　 

シリーズ現代の天文学　（３巻：宇宙論II ―宇宙の進化　４巻：銀河I ー銀河と　　
宇宙の階層構造　　５巻：銀河II―銀河系　　６巻：星間物質と星形成　７巻：恒星） 
理科年表、　山村一誠氏講義資料（2016年度物理科学特別講義）、ほか　 
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講義第一部の内容：　元素合成	
v 生命の構築や維持に必要な元素	

Ø 生命（＝自己再生する組織）の材料とエネルギー源	
Ø 生命維持（＝物質循環媒体）の材料	

分子を構築する原子（元素）に焦点を当てる	
v これら元素の組成	

Ø 地球上：　重力により集積したもの	(〜0.01	pc※1	以内）	
Ø 星間空間：　宇宙初期の合成物＋恒星からの供給物	

v 元素の合成	
Ø 宇宙初期	(H,	He,	Liのみ）	
Ø 恒星内部：　恒星の質量に依る様々な過程	

v 合成された元素の星間空間への解放（その１）	
Ø 超新星爆発（M*>10Msun)	※1	

Ø 恒星風（dM*/dt=10-8	–	10-3	Msun/year)		

※11 pc ≃ 3.26光年≈ 1013 km  ※21 Msun ≃ 2×1030 kg 

生命の構築や維持に必要な元素	

•  生命体→非金属元素の組み合わせ	
•  生命維持のための触媒àアルカリ・アルカリ土類金属＋非金属元素＋遷移元素	
•  温度と圧力による相（気相・液相・固相）の変化・電気的性質	à利用の可否	

液体の水(H2O)の代わりにメタン(CH4)を利用する生物も可能？	

http://www.ptable.com/?lang=ja	
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地球全体の元素組成	

•  地殻・マントル・核	
–  O,	Fe,	Si,	Mg,	…	

•  海洋・地表（少量）	
–  O,	H,	Cl,	Na,	Mg,	S,	...		

•  大気（微量）	
–  N,	O,	C,	…	

地球地殻の元素組成	

気体になりやすい元素が少ない（宇宙空間へ抜けてしまった）	
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現在宇宙の元素組成に見られる特徴	

恒星内部元素合成履歴を物語っている	

H	

He	

C	
N	
O	

Fe	

•  H: Heが圧倒的に多い 
à宇宙初期起源 

•  原子番号間隔が２の 
のこぎり状相対値分布 

à恒星内部のα過程 
•  Feが多い	

à大質量星起源 

理科年表より	

宇宙における元素組成	
H	

He	

C	
N	
O	

Fe	

太陽系近傍における元素組成の決定 
 
歴史的経緯:   
何時生命誕生に必要な元素組成に達する？ 
地理的経緯：　宇宙のどこでー以下同文ー？ 
 

宇宙元素組成≠太陽（系）元素組成（宇宙年代と銀河の中の場所に依存） 
≠地球元素組成（惑星形成機構に依存） 

理科年表より	
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元素合成=核融合反応	

•  ３個のクォーク（素粒子）の結合		
àバリオン（原子核）	

•  同じ符号の電荷を持つ粒子同士の合体	
➡️超高温が必要(T>3×106	K)	

•  宇宙の年齢と温度の関係à膨張・断熱冷却	

€ 

T K[ ] ≈ 1.52
g*
1 4 t [sec]( )1 2

×1010 g*: 粒子の 
内部自由度	

初期宇宙と恒星中心部における	
元素合成過程の違い	

初期宇宙	 恒星中心部	

時間尺度	 分	 億年	

温度	 ≦109	K	
（時間と共に急速低下）	

≧107	K	
（時間と共にゆっくり上昇）	

密度	 ≦10-5	g	cm-3	

（バリオン形成後）	

≧102	g	cm-3	

（重力平衡状態）	

生成元素	 軽元素まで	
(H,	D,	T,	He,	Li,	Be)	

重元素まで	
(C,	O,	Si,	Fe,	Pb,	etc.)	
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宇宙の「化学進化」	
＝「元素組成進化」＋「物質相進化」	

•  宇宙初期の元素合成と相転移（電離／中性／分子ガス）	
–  H,	He,	Li	のみ(質量比	70:28:2)	
–  高温プラズマ	(>108K)⇒中性ガス（「宇宙の晴れ上がり」）⇒分子ガス（「宇宙の

暗黒時代」）⇒初代星の形成（「宇宙の再電離」） 	⇒ガス塊中での銀河形成	

•  それ以降の元素合成と物質の流れ：恒星の振舞いに依存	
–  合成される元素は恒星質量に依存	

(0.08Msun<M*<	2Msun;	2Msun<M*<	10Msun;	10Msun<M*)	
–  銀河の形成à星団の形成	
　　　　　　　　à物質循環のはじまり	
–  物質循環に寄与しない天体の出現	

•  ブラックホール（宇宙初期に多数発生？）、中性子星、白色矮星	
•  褐色矮星（宇宙の歴史の中で比較的最近出現した天体）	

生命体に欠かせない 
元素の合成 
C, N, O, Na, Mg, P, ….	

宇宙における物質輪廻	
生命構築に必要な基本的材料が	
宇宙の最初からあった訳ではない	

•  星形成（＋惑星形成＋生命誕生）	
–  場所、時間尺度、恒星質量関数	

•  恒星進化	
–  質量の違い	
à進化の時間的尺度と	

	合成元素組成の違い	

•  恒星からの物質放出	
–  質量の違い	
–  放出物質の質量と組成の違い	
–  物質拡散範囲の違い	

•  物質の再集積	
–  銀河の中での物質の動きや相に依る	
（固体微粒子、電離・中性・分子ガス）	

http://www.astromuseum.jp/star/livestar/	
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星形成	
•  恒星が生まれるとそれに付随して惑星もほぼ確実に生まれる	
•  どの程度の質量の恒星がどの程度の割合で生まれてくるの？		

初期質量関数（場所に依らず共通らしい）	
•  発見された質量関数を決める要因を探るヒント：　	

どの星形成領域を見ても	太さ0.1	pcのガスフィラメントが見られる	

おうし座分子ガス雲からの赤外線放射（Palmeirim	et	al.	2013)	

恒星の質量関数	

オリオン分子雲における分子ガスコア質量関数と 
初期質量関数 (Ikeda et al. 2007)	

ガス塊の質量関数と	
恒星の質量関数は似ている	

Mass 
cutoff	 € 

dN M( )
dM

∝Mα
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恒星内部の熱核反応:	水素からヘリウムへ	

•  p-p	chain　（太陽）	
@1.5×107	K	

•  CNO	cycle		
（大質量星、第二世代以降）	
@3x107	K	
	

恒星進化と元素合成	

Stellar evolution in HR diagram (Herwig 2005) 

•  進化末期の中心温度上昇		
àより重い元素の合成が可能となる	

•  より重い恒星	
ほど中心部の	
温度上昇が進む	
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恒星内部の熱核反応:	生命材料の生成	

•  α過程:	ヘリウム原子核（α粒子）との核融合	(T>108	K	）	
–  中心温度が高いほどより重い核子を合成	
–  大質量星(M*>10Msun)では鉄 (Fe)まで合成	
	T〜1010	K、Fe合成期間は1日程度	
–  s(slow)過程：　中性子捕獲＋β崩壊	
　　　　（中質量星にて）	

•  重力崩壊と重元素の合成	
–  電子捕獲（吸熱反応）⇒重力崩壊へ	

–  「爆縮」⇒衝撃波⇒超新星爆発	
–  r(rapid)過程：中性子捕獲どんどん進む	
–  中心の芯：　中性子星orブラックホール	

Wikipediaより 
(スケールに注意）	

恒星の主系列星時代の質量と内部元素組成	

Herwig	(2005)	質量関数：　軽い恒星ほど多数生まれる 
褐色矮星 (M*<0.08 Msun ): 低温過ぎて核融合反応が起こらない 	
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恒星中心部からの表面への元素運搬	

•  質量放出対流層の発達	
–  CNO	cycleのエネルギー発生率：　温度の15乗	
–  中心から外側に向けた非常に大きな温度勾配	
放射よりも物質移動（対流）の方がエネルギー運搬効率が高い	

•  水平分枝星の誕生：　He	３個が合体して炭素(C)に変換	
•  ３度に渡る大規模な「くみ上げ」(dredge-up)	

–  炭素(C)による核融合が急に進む	(熱パルス）	
–  漸近巨星枝(AGB)星の誕生：　寿命は105年程度	
–  酸素(O)の合成と外層への運搬	

•  中質量星(2Msun<M*<10Msun)の場合	
–  むき出しになった中心部の芯が残る à惑星状星雲を光らせる	

恒星進化と質量放出	

•  星の進化段階と質量放出率	(M*~2Msun	の場合）	

主系列星	
10-12	Msun/yr		
（太陽の場合）	

赤色巨星枝星	
10-8	Msun/yr	
漸近巨星枝星	
10-6	Msun/yr	
	
光度の増加	
+大気の膨張/	
　温度低下/塵形成	
	=	放射圧の増加	 Stellar evolution in HR diagram (Herwig 2005) 
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恒星表面からの物質放出	

•  温度低下：　原子 à分子・固体粒子（塵）	
•  猛烈な放射（L>>1000	Lsun）による放射圧	

星（赤色巨星）付近には留まることができない	
•  恒星質量による塵組成の違い：　C/O	比が１つの指標	

CとOが真っ先に結合しCOを形成	
–  小質量星：　C/O	>	1,	Oが欠乏、Cが豊富	
炭素質：　graphite,	amorphous,	 	 	 	 	 	 	 		

	polycyclic	aromadc	hydrocarbons	(PHAs)	
星の中で作られた炭素からそのまま形成される	
中小質量星から大量に放出される	
–  大質量星：　C/O	<1,	Oが豊富、H2OなどOを含む分子を生成	
珪素質：　silicate	(SiO2),	pyroxenes	
金属量の高い環境でしか作られない	
酸素過多星（比較的重い中質量星）で主に形成	

放射圧による星周塵の加速の仕組み	

•  炭素質塵（黒っぽい）は光子を効率よく吸収à効率良く加速される	
–  炭素過多の環境（比較的小質量の進化末期星）	

•  大きな酸素質塵（透明）は光子を効率よく散乱à効率良く加速される	
–  酸素過多の環境（比較的大質量の進化末期星）	

Höfner (2011)	

星周塵への星からの放射（光子） 
（可視光線・赤外線）の照射	

 
星周塵による光子の吸収、 
再放射または散乱	

星周塵が光子から 
受けた運動量が 
ガス粒子との衝突 
に伴って移動 

ガス粒子同士の 
衝突による 
運動量の再配分　　　　　　　 　　　　　　　　　 
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超新星爆発	
•  重力崩壊型（大質量星:	M*>10Msun）  II型超新星	

重力崩壊の反動： 中性子星／ブラックホールが残る	
Fe,	Pu,	U	(r-過程元素）などがまき散らされる	

•  熱核反応型（白色矮星を伴う連星系）　　I型超新星	
チャンドラセカール限界質量での	
炭素核融合反応の暴走	/	恒星の消滅	
Ne,	Na,	Mg,	Si,	Ni	などが 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	まき散らされる	
•  まき散らされる範囲が広範に及ぶ	
※超新星爆発が起きる星と起きない星 	 	 	 	 	 	 	 	

	との境目の質量は研究課題	

SN1987A (II型）	

太陽は惑星状星雲を作らないらしい	

激しく物質を放出する前に	
白色矮星になってしまうらしい。	
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宇宙生命学特論／宇宙環境生物学特論	
	

宇宙での物質輪廻	

今井　裕	
（鹿児島大学学術研究院理工学域理学系物理・宇宙専攻）	

講義第二部の内容：　物質循環	
（観測手法含む）	

v 合成された元素の星間空間への解放（その２）	
Ø 放出物質組成に依る物質放出量の違い	
Ø 放出された物質の行方は？	

Ø 惑星状星雲から読み取る	
Ø 物質の再集積：　淡い星間ガス中の分子	

v 宇宙における物質循環	
Ø 宇宙での星形成史→宇宙元素組成の進化	
Ø 星間空間・銀河間空間での物質相	
Ø 星間空間・銀河間空間での物質循環過程	

→銀河ハビタブルゾーン	
v 宇宙生命発生と関連付けた今後の研究課題	

Ø 実際の研究手法	
Ø 今後の研究課題	
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恒星からの質量放出と放出物質の変成	

•  星形成時の質量放出　　　元素組成の変成を伴わない	
–  誕生する星への物質降着流の一部が放出	

角運動量保存の法則による説明：　双極流／ジェット	
–  大質量星の点火：　電離(HII)領域の形成と膨張	

周辺ガスを吹き飛ばす	
•  原始星周辺高温領域(100—1000	K)における化学反応	

–  もともと星間ガス中に存在していた重元素が材料	
–  生成された分子などは惑星中へ取り込まれるはず	

•  進化末期星からの質量放出流　　　元素組成の変成	
–  高温な恒星表面から低温の星周領域へ移動	
塵の合成＋豊富な元素種に基づく化学反応	
恒星質量によって生成物の種類が異なる（酸素/炭素過多）	
生成された塵・分子ガスは次世代の星々の材料へ	

宇宙の元素組成進化と星形成	
•  宇宙初期に形成されるのは超大質量星	

–  ガス雲収縮時に冷却が利かないので、小質量星はできない	
–  超新星爆発による重元素の拡散と増加	

•  宇宙早期における銀河形成・銀河衝突	
–  	爆発的星形成（＝スターバースト）が活発	
–  	大質量星が多く作られる	
–  	宇宙早期はFeなどの重い重元素の比率が大きかった	

•  星間塵、分子で汚染された星間ガスの形成	
–  冷却が効くようになる、ガス収縮がし易くなる	
–  比較的軽い星も形成できるようになってくる	
–  大質量星と共に中小質量星も多数形成されるようになる	
–  	C,	Oなどが大量に放出されるようになる	…	太陽系組成の原型	
–  直近ではOよりもCが増えてくる	…小質量星による汚染	
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観測によって明らかになってきた	
宇宙の重元素汚染の歴史と新たな研究課題	

•  銀河中心ほど重元素組成比（金属量）が高い	
–  銀河中心での活発な大質量星形成	

•  衛星銀河では金属量が低い	e.g.	大小マゼラン雲	
–  塵に対するガスの比が母銀河よりも高い	
–  現在でも活発な星形成：　	 	 	 	 	 	 	 	 	

	母銀河／衛星銀河との重力相互作用？	

•  太陽系近傍にある太陽より金属量が高い星々	
–  銀河ハローから銀河系中心物質が降り積もって来た？	

•  恒星から放出された物質の拡散・集積過程	
–  星間・銀河間空間における密度・圧力・紫外線／宇宙線環境

に依存	

実際の観測／研究手法	

•  可視光線／赤外線の測光・分光:　輝線／吸収線：
	 	 	元素組成の解明	

•  電波分光：　星形成、恒星物質放出	
•  測量／超長基線電波干渉法(VLBI)：　星／物質分布	
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電磁波の分光：	
宇宙空間物質組成の把握	

•  エネルギー準位の遷移：　電子、分子振動、分子回転	
–  遷移の種類は温度で決まる	
–  エネルギー供給源：　外部光源、運動エネルギー	
–  高温光源の手前で吸収線、低温光源では輝線が発生	
–  塵（多数原子・分子の集合体	or	金属）の場合：

	 	 	 	 	 	 	　線スペクトルの広がり（実験室で確認）	
•  波長（周波数）毎の電磁波分光	

–  高エネルギー光子：　回折を利用（回折格子、プリズム）	
–  低いエネルギー電磁波：　電磁波波形のフーリエ変換（計算機）	

フラウンホーファー線 
(Wikipediaより）	

銀河中の	
元素組成の偏在化	

大マゼラン銀河全体のC型星/M型星比の分布	(Cioni	et	al.	2003)	

現在宇宙の平均的元素 
組成は酸素過多 
 
大マゼラン銀河 
南へ行くほど炭素過多 
の組成へと変化していく	
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銀河系内での現在での重元素合成	

銀河系では100年に２個程度の頻度で超新星爆発	
(Diehl	et	al.	2006)	
–  26Al	の半減期：　7.2	×	105	年	
–  ガンマ線衛星	INTEGRALで輝線分布観測	
–  現存する26Al	の総質量：　	3太陽質量程度	

銀河系の 
　総質量 
1012太陽質量 
　程度	

冷却された後の塵殻	
からの遠赤外線放射	
	
１―３太陽質量	
~20	K	
	
Matsuura	et	al.	(2011)	

超新星残骸中で
生成される塵(1/2)	
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超新星残骸中で生成される塵(2/2)	

Matsuura	et	al.	(2011)	

電波分光による暗黒星雲	
方向の星間物質探査	

野辺山45m電波望遠鏡	

Kaifu  
et al.  
2004	

CS, SO, HCS, SO, NH3, CnH, CnS, CnO 
H2CO, H2CS, HCnN, CH3OH, …..	

100種類以上の 
分子の確認 
 
どこでも同じ 
比率という 
訳ではない	



2017/01/22	

19	

電波分光による星周縁内の星間物質探査	

ハーシェル宇宙遠赤外線望遠鏡 
 
（地球背景放射を避けて観測可能）	

Decin et al. 2010	

珪素質星間塵形成の現場	

CO, HCN,  CS, SiO,  
SiS, C3, …. 

惑星状星雲からのC60、C70の検出	

スピッツァー宇宙赤外線望遠鏡による惑星上星雲Tc1の中間赤外線分光観測 
(Cami et al. 2010)	

Polycyclic aromatic hydrocarbon (多環芳香族炭化水素, PAH) 
Fullerene （フラーレン）	

C60 
C70	
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恒星からの異常な電波強度比を持つ高速ガス流の検出	

H2O (Likkel+ 92) 

CO J=3-2 emission from IRAS 16342-3814  (Imai et al. 2012) 

OH (Sahai+ 99) 

温度は100K程度 
12C/13C存在比~1.5 
 
太陽近傍では~70	

ALMA	(Atacama	Large	Millimeter-and-submillimeter	Array)	
による星間分子・塵形成現場の探査	

• 南米チリ アンデス山脈 アタカマ高地 (~5000 m) 
• 口径１2m鏡50台+7m鏡12台 
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超新星残骸中での塵形成	

Mdust	>0.2	Msun	(Indebetouw	et	al.	2014)	

星周縁に見られる気相のTiO2	

星周領域での塵形成には時間が掛かる	
とても小さい塵しかできない	

(@VY	CMa,	De	Beck	et	al.	2015)	
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背景クェーサー方向に見られる天の川銀河起源の吸収線	

12C-bared line  13C-beard line (x30) 
  

ALMA (Band-3)で検出されたクェーサー J1717-337 方向に見られる 
天の川中星間ガスからの分子吸収線 (Ando et al. 2015)	

日本のVERA+韓国KVN	
=VERA	and	KVN	Array	(KaVA)	
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漸近巨星枝(AGB)星を取り囲む宇宙メーザー放射のVLBI観測	

SiO masers around TX Cam  
(Gonidakis et al. 2014) 星のサイズ	

VLBI=超長基線電波干渉法  
VERAなど 

メーザー放射塊 
　　　　　　=分子ガスの塊 
• SiOメーザー 
星半径の1ー2倍の範囲 

•  H2Oメーザー 
星半径の数倍ー数10倍 
 
•  OH(1612MHz)メーザー 
星半径の数100倍の範囲	

ALMA及びVLBIの角分解能とミラ型変光星	

●  
ALMA Band 10 

角度分解能	

星のサイズ 

SiO メーザー (Imai et al. 2010)	

W Hya: 距離 ~80pc	

ALMA 
(Atacama Large Millimeter-

Submillimeter Array) 
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恒星からの物質放出と脈動変光	1/2	

SiO masers and Al2O3 
dust grain emission 
around a pulsating star  
S Ori 
 
(Wittkowski et al. 2007)	

恒星寿命の末期で巨大化 
太陽表面の数万 

太陽光度の数1000倍 
恒星表面は力学的に 
　不安定：　脈動のはじまり 
浮き上がった物質から 
　分子／塵形成 

恒星からの物質放出と脈動変光	2/2	

H2O maser motions  
(Nakagawa et al. 2014)  
and  
infrared image of  
T Leporis   
(Le Bouquin et al. 2009)	

塵が形成されると　　
放射圧を受け易くなる 
→放出物質の加速、
星間空間への拡散 
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Square	
Kilometer	Array	

(SKA)	
プロジェクト	

•  総額約2,000億円、長波長電波(10m~1cm)の受信	
•  2,000—3,000台の口径12mパラボラアンテナ（南アフリカ北部）	

+	
数100万台の特殊デザインのダイポールアンテナ（豪州西部）	
•  多彩かつ本質的に重要な研究課題	

–  精密時空計測：　パルサー、重力波	
–  宇宙の構造／歴史：　再電離、銀河形成	
–  生命の発生：　分子合成、宇宙人探査	

宇宙における物質輪廻を総合的に解明する	

•  正確な物質（HI+H2＋塵＋星）の分布の把握	
•  正確な金属量の分布の把握	
•  物質相転移現場の把握：　 	 	 	 	 	 	 	

	 	高感度銀河面広域電波マップの重要性	

ASKAP	
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星間物質はどこまでまき散らされる？	

宇宙空間を移動する赤色巨星ミラから3万年間にまき散ら
された物質が作り出す帯	(Mardn	et	al.	2007)	

離角で２度 
（2000天文単位)	

元素合成と惑星系探査	
恒星中のLiの破壊	

•  惑星を伴わない恒星にはLiが多
く、伴う恒星ではLiが減っている	

•  Li	組成は表面温度、年齢、自転
速度、金属量には依存せず	
	 	 	(Israelian	et	al.	2009)	

•  星形成時の原始惑星円盤との　
角運動量のやりとりによって恒星
内部対流層の深さが変わる？	

•  新しい惑星（特に地球　程度の　
質量を持つ惑星）探しに有効な
手法	
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重元素が少ない星系で見つかった巨大惑星	

•  鉄の組成比は太陽
のものの1/100	

•  球状星団中の水平
分枝星の周りを回る	

•  木星質量の約1.25倍	
•  惑星本体は見えない

が、主星の視線速度
の周期的変化が手
掛かり	

Setiawan et al. 2010	

まとめ	

•  宇宙生命発生に関する別の着目点	
– 宇宙での元素合成	
– 恒星からの質量放出	
– 宇宙での物質相転移（元素合成、高分子合成）	

•  現在の主なアプローチ：　電波分光、VLBI	
– 物質の分布と運動	
– 恒星物質放出の直接検出	

まき散らされた元素が天の川銀河の中のどのような場所
で生命が発生／維持し易い環境を作るの？	


