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～私たちは宇宙をどこまで理解したのか～



宇宙論の黄金時代
• 宇宙の初期の姿を、直接観測できる時代が来た

• 「天文学者ってやつは、まるで見て来たように
宇宙のことを語る…」

• はい、実際に見て、見たままに語っております 

• 今日お話する話は、「ほぼ」すべて、観測と、
確かな物理法則にもとづいた、実話です

• ６０分間、安心しておつきあいください



宇宙の始まりを見る？
• 遠くを見れば、昔が見える

• 光は、届くのに時間がかかる。たとえば、太陽の光は、
地球に届くのに８分かかる 

• 太陽の次に地球に近い星までは、４年かかる 

• 天の川銀河のとなりの銀河までは、２３０万年かかる 

• そうやって、ずーーーーっと遠くまで見ていたら、宇宙
が灼熱の火の玉だった時代まで見えてしまった





宇宙マイクロ波背景放射 
Cosmic Microwave Background 

(CMB)

• ビッグバンの残光！
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確かな測定事実

• ビッグバン当時の光は、まだ我々と共にいる！

• １立方センチメートルあたり、なんと410個



たとえば、テレビの雑音のうち、1%は
宇宙マイクロ波背景放射によるもの

ヒラーニヤ・パイリス Hiranya Peiris
（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン）



可視光で見た夜空（~500nm）



マイクロ波で見た空（~1mm）



宇宙を一様に埋め尽くす 
ビッグバンの残光 

宇宙マイクロ波背景放射

マイクロ波で見た空（~1mm）



–270.5°C
絶対温度で2.7 K

宇宙マイクロ波背景放射の温度



１９６５





ドイツ博物館（ミュンヘン）にある 
CMBの発見に使用された受信機システム

アーノ・ペンジアス博士寄贈 

（ペンジアス氏はミュンヘン出身）
Arno 

Penzias



記録装置

アンプ

液体ヘリウムで 

5Kに冷却された 

較正装置

空の光を導入する
導波管



1964年5月20日 

CMB“発見”

20



宇宙背景放射の輝度
と波長の関係

4K 黒体放射
2.725K 黒体放射
2K 黒体放射
ロケット実験 (COBRA)
衛星実験 (COBE/FIRAS)
シアノ分子CNの回転励起状態
地上実験
気球実験
衛星実験 (COBE/DMR)

波長 3mm 0.3mm30cm3m

輝
度



ビッグバン理論の証明
• 観測された「黒体放射のスペクトル（プランク・
スペクトル）」は、放射と物質が熱平衡状態（光
と物質が頻繁にエネルギーをやりとりする状
態）でないと得られない

• 昔の宇宙が火の玉宇宙であった確たる証拠！



CMBの起源は？
• 宇宙が3000K以上の高温状態にあるとき、宇宙空間
の物質は完全電離状態にあり、それはまるでスープ
のように振る舞う。このスープは

• 陽子、電子、ヘリウム原子核

• 光子、ニュートリノ

• 暗黒物質

• から成る。暗黒物質は重力を与える（スープを支え
るお皿のような役目）
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時間
かんじ

38万年（温度は3000K）



２００１



WMAPサイエンスチーム
• WMAP: ２００１年６月打ち上げ 

•２０１０年８月まで運用；２０人くらいでやってました





WMAPWMAP Spacecraft Spacecraft

MAP990422

thermally isolated
instrument cylinder

secondary
reflectors

focal plane assembly
feed horns

back to back
Gregorian optics,

1.4 x 1.6 m primaries

upper omni antenna

line of sight

deployed solar array w/ web shielding

medium gain antennae

passive thermal radiator

warm spacecraft with:
- instrument electronics
- attitude control/propulsion
- command/data handling
- battery and power control

60K

90K

300K

冷凍機は使わず、放射冷却のみで冷やす設計





Outstanding Questions
• Where does anisotropy in CMB temperature come 

from? 

• This is the origin of galaxies, stars, planets, and 
everything else we see around us, including 
ourselves 

• The leading idea: quantum fluctuations in 
vacuum, stretched to cosmological length scales 
by a rapid exponential expansion of the universe 
called “cosmic inflation” in the very early universe



私たちの起源
• WMAPが教えてくれたこと。
それは、銀河、星、惑星、
そして私たちの起源は、宇宙
の始まりの時期に、すでに
刻印されていたこと



宇宙味噌汁
• 宇宙が3000K以上の高温状態にあるとき、宇宙空間
の物質は完全電離状態にあり、それはまるで味噌
汁のように振る舞う

• 味噌汁に、お豆腐を投げ入れたり、味噌の濃さを
変えてみたりしてみよう

• そして、味噌汁にたつさざ波を観測する（姿を想
像してみよう）





Outstanding Questions
• Where does anisotropy in CMB temperature come 

from? 

• This is the origin of galaxies, stars, planets, and 
everything else we see around us, including 
ourselves 

• The leading idea: quantum fluctuations in 
vacuum, stretched to cosmological length scales 
by a rapid exponential expansion of the universe 
called “cosmic inflation” in the very early universe



データ解析
•天球の場所ごとの温度の違い
を、様々な波長を持つ波に分
解して、 

•それぞれの波長の振幅を図に
してみます



長い波長の波 短い波長の波

180度/(天球上の見込み角度)
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波形を用いて水素・ヘリウムを測る

水素・ヘリウムの存在量

5%
10%

1%
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“Cosmic Pie Chart”

• WMAPにより、宇宙の
組成が決められた

• その結果、我々は宇宙
の95%を理解できてい
ない事がわかってし
まった．．．

水素とヘリウム 暗黒物質
暗黒エネルギー



宇宙の組成

物質
暗黒エネルギー

宇宙の73パーセントは、 

物質ですらない 

不可思議なエネルギーで 

満ちている！



物質と宇宙膨張

•物質のない、空っぽの宇宙はどのように膨張する？ 

–答：膨らむ速さが一定のまま膨張する。 

•物質のある宇宙はどのように膨張する？ 

–答：物質の重力に引っ張られ、速さはだんだん遅くなる。 

• 物質のありすぎる宇宙は、いずれつぶれてしまう。 

–火の玉宇宙に逆戻り！

ビッグバン ビッグクランチ

Big Bang Big Crunch



加速膨張する宇宙

•物質のある宇宙はどのように膨張する？ 

–答：物質の重力に引っ張られ、速さはだんだん遅くなる。 

• しかし、観測は宇宙膨張がどんどん速くなっていると示している。 

–その原因は、物質ではあり得ない。 

–“暗黒エネルギー”の存在？

ビッグバン

Big Bang
44



リンゴを投げ上げる事
を想像してみよう







大問題
• 宇宙の加速膨張が何で引き起こされているか、
まだ全くわかっていない

• わかっているのは、「物質では不可能」とい
うことだけ

• 天文学・物理学最大の難問といわれている



暗黒「エネルギー」？
• 暗黒エネルギーと物質の違いは、その圧力にある。

• 宇宙膨張を加速するには、圧力がエネルギー密度と
同じくらいの大きさであり、なおかつ負でなくては
ならない。 

•負の圧力！それが暗黒エネルギー。どれくらい
負かと言うと、W＝（圧力）／（エネルギー密度）
と書いた時、W～−１。



ビッグ 

リップ
(Big)
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暗黒エネルギーで
引き起こされる
（かもしれない）
宇宙の破滅的未来



Big Rip
• Wが決める宇宙の未来

• W=–1: 単位体積中にある暗黒エネルギー
の量は時間に関して一定

• W<–1: 単位体積中にある暗黒エネルギー
の量は時間とともに増大。いずれは、あ
らゆる場所において暗黒エネルギーの効
果が無視できなくなる





より初期宇宙へ
• 宇宙マイクロ波背景放射は、宇宙の温度が

3000K（年齢にして38万歳）の時の物理状
態を正確に保存している。

• それより以前に行けないか？



揺らぎの起源

• 何が初期揺らぎを作ったのか？ 

• 観測される揺らぎの性質を用いれば、その
揺らぎの起源、すなわち原始宇宙の物理の
解明へ！



原始宇宙へ
• 現在、原始宇宙を記述する理論として最も有望な
のがインフレーション理論。この理論によれば：

• 宇宙膨張は、宇宙誕生まもなく加速膨張を始め
た。

• 加速膨張により、空間が急激に伸ばされた

• 10–36秒程度の間に原子核のサイズ(~10–15m)が、
天文学的なサイズ(1AU~1011m)に伸ばされる！



•現在の考え 

–ビッグバン以前の宇宙は、冷たかった。 

•WMAPの結果により、宇宙は誕生まもなく急激な加速膨張（＝
インフレーション）を起こした事が、明らかになりつつある。 

–急激な膨張は、宇宙の急激な冷却を意味する 

•インフレーションが終わる頃、膨張のエネルギーが解放され、
宇宙は火の玉状態（＝ビッグバン）となった。 

•ビッグバンは宇宙の始まりではない。 

•しかし、観測的にどう証明すれば良いのか？

宇宙創成に迫る



原始宇宙へ
• 現在、原始宇宙を記述する理論として最も有望な
のがインフレーション理論。この理論によれば：

• 極微の世界の物理が、天文学的なスケールに現れる

• 極微の世界の物理 ＝ 量子場の物理

• 揺らぎの起源は、量子場の揺らぎである 

• つまり、私たちの起源もまた、量子場の揺らぎ



マイクロ波背景放射のフロンティア

• 原始重力波



重力波がやってきた！

•重力波は空間を引き延ばして
粒子を動かす



重力波の２つのモード

•これからどのように温度揺らぎが生じるか？

“+” モード “X” モード



重力波から温度へ

電子



温度低下
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重力波から温度へ



光の偏光

光の波はいろんな方向に振動するが、 
ある方向が卓越する波は「偏光した光」という



例：海面による光の反射

海面に反射された光は、海面に平行な方向に偏光するため、 
垂直な方向のみを通す偏光サングラスを使えば、まぶしくない



例：車のフロントガラス

垂直な方向のみを通す偏光サングラスを使えば、 
車内が透けて見える



例：宇宙マイクロ波背景放射

光は、電子によって散乱され、様々な方向に偏光する



偏光

• 光が散乱（や反射）される
と、偏光が生じる



温度から偏光へ



３月１７日：原始重力波起源の
偏光が発見された？！





３月３１日：Webナショジオ







LiteBIRD（ライトバード）
宇宙マイクロ波背景放射の偏光を用いて 

原始重力波を発見する！ 
（２０２２年打ち上げを目指します）



より詳しく知りたい方に： 
明後日、夜１０時の 
コズミックフロント



まとめ
• 宇宙マイクロ波背景放射の観測により、宇宙はかつて
灼熱の火の玉であったことが証明された 

• 現在の宇宙は、３割が物質で、７割は暗黒エネルギー 

• なぜ宇宙は加速膨張するのか？物理学の大問題 

• より初期宇宙へ：CMBの偏光で重力波を探せ！ 

• 「ライトバード」に乞うご期待


