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第１０回豊田理研懇話会報告

現代の宇宙観とTMT

林　　　正　彦
（自然科学研究機構国立天文台台長）

１．は　じ　め　に
　現代の私たちは，地球が太陽のまわりを公転してお
り，太陽は天の川銀河（「銀河系」とも言う）という星
の大集団の片隅にいることを知っています．また，宇
宙には天の川銀河のように星が1000億個以上もあるよ
うな銀河が，これも1000億個以上も存在することを
知っています．さらに，宇宙は膨張しており，138億
年前にビッグバンによって始まったことも知っていま
す．
　私たちの持つこのような「宇宙観」は，人類が誰かか
ら教わったものではなく，この世界を理解しようとし
て，紆余曲折の果てに自らたどり着いた考えです．
　ただ，ほとんどの人にとっては，このような宇宙観
は誰かから，たぶん先生や教科書などから教わったも
のです．多くの人は，教わった結果は知っていても，
なぜ人類がそういう宇宙観をとらざるを得なかったか，
あまり理解する機会がないのではないでしょうか．た
とえば，なぜ太陽系は銀河系の中心にないと分かった
のか････．
　地球が太陽のまわりを回っていることは，約400年前
にガリレオが望遠鏡で木星を見たころから実証が始まり
ました．上に述べた現代の宇宙観のなかで，それ以外の
ことが分かるようになったのは，実はごく最近のことで
す．ここでは，その概要を紹介しましょう．

２．銀河系の本当の姿
　「天の川」にも「銀河」にも「かわ」という字がつい
ているので，昔の人は天の川が何か流体的なものだと
思っていたのだと思います．実際に天の川を見ると，白
くぼやーっとしていて，私には雲のように見えます．天
の川が流体ではなく，星の集まりだと初めて明らかにし
たのはガリレオでした．望遠鏡で天の川を見たのです．
星からなる天の川が私たちの住む世界だ，という宇宙観
が成立しました．
　では，天の川という宇宙はどうなっているのか．1800

年ころ，ハーシェルという天文学者は，天の川の方向に
はずっと遠くまで星が存在していると仮定して，天の
川，すなわち当時の宇宙のモデルを考えました．天の川
は天球上を一周するようにつながっているので，その方

向には星の分布がずっと遠くまで続いており，それと垂
直な方向では星の分布がすぐに途切れてしまう．レンズ
状の星の分布からなる宇宙です．太陽は，その中心付近
にありました．
　この宇宙モデルは，その後精密化されていきました
が，20世紀に入っても，これが私たちの宇宙観でした．
その中心付近には，太陽がありました．
　銀河系には，「球状星団」という100万個くらいの星
の集団が数十個あります．この星団の中には，「セファ
イド」と呼ばれる変光星が発見されていました．長い周
期，たとえば1か月くらいで明るさが変化するセファイ
ドは本来的に明るく，逆に短い周期，たとえば1日くら
いで明るさの変化するセファイドは，本来的に暗いこと
が分かっていました．この関係を使うと，セファイドま
で，すなわち球状星団までの距離が分かります．
　シャプレーという天文学者は，このような方法を用い
て多くの球状星団までの距離を測りました．その結果，
球状星団の分布がいて座の方向に偏っており，その分布
の中心は太陽系からいて座方向に4万光年ほどのところ
にあると推定しました．1918年のことです．そして，
そこが私たちの天の川銀河の本当の中心ではないかと考
えたのです．
　シャプレーの主張は，その後の観測によって裏付けら
れていき，太陽系は天の川銀河の片隅にあるという宇宙
観が確立したのです．

３．銀　河　の　発　見
　シャプレーが天の川銀河のなかにおける太陽系の位置
を確認しても，あいかわらず天の川銀河が私たちの宇宙
そのものでした．19世紀の中ごろには直径2 m近い大望
遠鏡が建設され，これを用いて「渦巻星雲」が発見され
ます．シャプレーは，渦巻星雲は天の川銀河の中にある
と考えました．
　19世紀後半になると写真技術が発展し，渦巻星雲の
写真も撮影されるようになりました．もっと重要だった
のは，渦巻星雲のスペクトルを撮影して，その速度が測
れるようになったことです．スライファーは，渦巻星雲
のスペクトルが回転運動を示すことを明らかにしまし
た．さらに，多くの渦巻星雲のスペクトルが赤方偏移を
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示すこと，つまり太陽系から遠ざかる運動をしているこ
とを発見します．中には，毎秒1000 kmもの速さで遠ざ
かっている渦巻星雲もありました．そこでカーティスと
いう天文学者は，渦巻星雲は天の川銀河の重力ではつな
ぎとめることができず，その外にあると主張します．
　渦巻星雲が天の川銀河の中にあるのか外にあるのか，
このふたつの説をめぐって，1920年にシャプレーと
カーティスは大論争と呼ばれる議論を行いますが，決着
は着きませんでした．
　1923年，カリフォルニアのウィルソン山に建設され
た直径2.5 mの望遠鏡を使って，ハッブルはアンドロメ
ダ星雲が「雲」のような流体ではなく，星の集まりであ
ることを発見します．さらに，アンドロメダ星雲の中に
セファイドを発見するのです．これを利用して，ハッブ
ルはアンドロメダ星雲までの距離を決定しました．それ
は天の川銀河の大きさをはるかに超えるものだったので
す．これによって，天の川銀河の外にはそれと同じよう
な星の大集団である「銀河」が無数に存在するという宇
宙観が確立するのです．渦巻星雲は，渦巻銀河と呼ばれ
るようになりました．

４．膨張宇宙とビッグバン
　ハッブルは，アンドロメダ星雲までの距離を測定する
方法を使って20個ほどの銀河までの距離を測定します．
そして1929年に，これらの銀河の遠ざかる速度が距離
に比例しているという，有名なハッブルの法則の論文を
発表します（図1）．銀河からなり膨張している宇宙とい
う考えが確立していきます．
　しかし，ハッブルの法則はたいへん困った法則でし
た．なぜなら，時間を遡ると100億年くらい前にはすべ
ての銀河が一点に集まってしまう必要があったからで
す．「宇宙は無限の過去から無限の未来まで，変わるこ
とがない」と多くの天文学者は信じていました．そこ
で，たとえ宇宙が膨張して薄まっても，そこにはまた新

しい物質が生まれ，星や銀河ができ，結果として宇宙の
姿は永遠に変わらないという「定常宇宙論」の考え方が
提案されました．
　これに対して，昔の宇宙では本当に銀河どうしが近づ
きあっていたと考えたのがガモフです．そういう宇宙は
必然的に温度が高くなるので，宇宙の歴史を極限まで遡
ると，星も銀河も無く非常に熱かったというわけです．
　この，いわゆる「ビッグバン宇宙モデル」は，あまり
支持されていなかったようです．しかし，プリンストン
大学のディッケらは，そのような熱い宇宙からの放射
が，現在では短波長の電波となって観測されるはずだと
考え，それを検出しようとします．ところが実際にこれ
を検出したのは，同じニュージャージー州の大西洋岸に
あるベル研究所のペンジアスとウィルソンで，1965年
のことです．彼らは，人工衛星からの電波を効率よく受
信するために電波雑音の研究をしていたのですが，あら
ゆる地球起源の雑音を取り去っても残る雑音があり，そ
れが宇宙起源であると気づいたわけです．この「宇宙マ
イクロ波背景放射」の発見によって，宇宙はビッグバン
でできたという，現在我々のもっている基本的な宇宙観
が確立していきます．
　宇宙マイクロ波背景放射の発見によって，我々に見る
ことのできる宇宙のほとんど果てが見えたことになりま
す．その宇宙，すなわちビッグバン直後の宇宙は，我々
の知っている宇宙とは大きく異なっていました．それは
温度が約3000度でほとんど一様（電波強度の濃淡は
0.1%以下）なガス（プラズマ）でした．

５．銀河宇宙の拡大と宇宙の大規模構造
　そのころ，カリフォルニアのパロマー山に直径5 mの
望遠鏡が完成しましたが，我々が可視光で観測できる最
も遠い銀河は，宇宙の果てまでのわずか1%程度の距離
にあるものでした．
　このころには電波望遠鏡の研究が進み，イギリスのケ
ンブリッジ大学でライルらが開口合成法という，現在の
電波干渉計の基本となる技術を確立しました．ケンブ
リッジ大学は電波源のカタログを出版するようになりま
すが，その中に3C273という電波源がありました．その
位置に可視光では星のように見える（銀河のように広
がってはいない）天体があったのですが，そのスペクト
ルを観測してみると大きな赤方偏移を示していることが
分かりました．秒速5万kmという大きな速度で我々か
ら遠ざかっており，ハッブルの法則によれば約20億光
年の距離にあることを意味します．宇宙の果てまでのう
ち，15%くらいまでが見えたことになります．
　このような大きな赤方偏移を示す星のように見える 

天体は，その後次々に発見されていき，「準星状天体」
（Quasi-Stellar Object）あるいは「準星」（Quasar）と呼
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図１：	ハッブルが1929年の論文で発表した銀河の距離と後退速度
の関係図．
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ばれるようになります．現在では，クエーサーは銀河の
中心核にある超巨大ブラックホールだと考えられていま
す．
　1970年代の後半になると，世界で4 m級の高性能光
学望遠鏡が稼働を初めます．同時に，それまで写真に
頼っていた天体画像やスペクトルの記録方式が，CCD

によるデジタル記録方式へと変わります．CCDは写真
と比べると感度が約100倍良いので，より遠方の銀河や
クエーサーが検出できるようになりました．我々に観測
できる宇宙の果てまでの約80%までが見えるようにな
りました．その結果，重力レンズが発見されたり，宇宙
の大規模構造が発見されたりしたのです（図2）．現在で
は，すばる望遠鏡を使った観測などにより，宇宙の果て
までの約94%が見えています．

　宇宙の大規模構造というのは，銀河の分布が網の目の
ようにつながっている構造を言います．銀河の分布は，
10億光年（宇宙全体の数%程度の距離）というような
極めて大きなスケールで見ると一様ですが，1億光年く
らいのスケールでは大きな濃淡があり，銀河が集中して
いるところとほとんどないところがあるのです．銀河の
集中しているところは互いにつながって，網の目構造を
作っているのです．天の川銀河からアンドロメダ銀河ま
での距離は230万光年ですから，1億光年というのはそ
の40倍程度の距離です．
　宇宙の大規模構造はどうやってできたのか．1990年
ころには，宇宙の年齢は100から200億年程度だと考え
られていたのですが，その間に3000度でほとんど一様
なガスから，星と銀河と宇宙の大規模構造を作らねばな
りません．
　ビッグバンの勢いで広がっていくガスで満ちた初期宇
宙が，もし完璧に一様であったら，宇宙はそのままいつ
まで経っても一様で，天体は形成されません．しかし自
然界ではそのようなことは現実には起こらず，初期宇宙
にはほんのわずかですが密度の濃淡があったはずです．

　最初に密度がわずかに高いと，そこは重力がわずかに
強く，また密度がわずかに低いと，そこは重力がわずか
に弱くなります．そのため時間の経過とともに，初期に
わずかに密度が高かった場所には周囲からガスが引きつ
けられ，ますます密度が高くなっていきます．このよう
にして，宇宙初期のほとんど一様なガスから星や銀河が
作られ，さらに宇宙の大規模構造まで作られていったと
考えられます．
　このシナリオがうまくいくかどうかは，宇宙膨張の速
さと，宇宙全体での重力の強さの微妙なバランスにより
ます．1990年代には，スーパーコンピュータを用いて，
宇宙の大規模構造をつくるシミュレーションが盛んに行
われました．その結果，現在銀河として見えている物質
だけでは重力を十分大きくすることができず，宇宙の大
規模構造ができないことが分かり，以前から存在が言わ
れていた，見えないけれども重力だけ及ぼすダークマ
ターの存在が必要不可欠であることが分かってきまし
た．さらに，宇宙の大規模構造の「種」として，宇宙初
期には10万分の1程度の密度の濃淡が無くてはならない
ことや，宇宙が「平ら」らしいことが分かってきました．

６．平らな宇宙とインフレーション
　宇宙初期のガスに10万分の1程度の濃淡があったこと
は，1990年代前半に打ち上げられたCOBE衛星によっ
て明らかになりました．COBE衛星は，宇宙マイクロ波
背景放射に，10万分の1程度の強弱があることを検出し
たのです．
　続くWMAP衛星の観測により，宇宙マイクロ波背景
放射の強弱は，角度で概ね1度程度の変動が一番大きい
ことが分かりました（図3）．今から10年ほど前のこと
です．詳細は省きますが，これは宇宙が平らであること
の大きな証拠です．宇宙が平らとは，宇宙に大きな三角
形を描いたとしたら，その内角の和が180度になるよう
な宇宙です．
　「そんなことは当たり前」と思われるかもしれません．
しかし，たとえば昔の人は地球は平らだと思っていたの
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図２：	宇宙の大規模構造．
 個々の微小な点が銀河を表す．2dF銀河赤方偏移サーベイに

よる．

図３：	宇宙マイクロ波背景放射の強度分布．
 絶対温度2.73 Kに相当する平均強度成分と，その0.1%程度

の双極子成分を除き，10 μK程度の温度変化に相当する電波
強度の変化のみを示してある．NASA/WMAPによる．
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に，実は球状でした．地球の表面に沿って大きな三角形
を描くと，その内角の和は180度より大きくなります．
ですから，宇宙が平らかどうかは，ちゃんと調べて決め
なくてはならないことなのです．
　私たちに見えている宇宙が全体として平らかどうか
は，見えている宇宙全体のエネルギーに依存すること
が，今から100年前に提案されたアインシュタインの一
般相対論で分かっています．ところが，宇宙にある星や
ガスなど「普通」の物質やダークマターの質量を，E = 

mc2の公式を使ってエネルギーに直して全部足しても，
宇宙を平らにするエネルギーには足らず，4分の1くら
いにしかなりません．残りは何だかわからないのです
が，エネルギーが存在しなければならないことは確かな
ので，これをダークエネルギーと名づけたわけです．
　ところで，宇宙が平らであるというのは，見えている
宇宙全体のエネルギー，あるいは専門的には「宇宙のエ
ネルギー密度」と言いますが，それがある特別な値をと
る場合に限ります．138億年の歴史のなかで，宇宙のエ
ネルギー密度が自動的にその特別な値に近づいて行くな
ら，宇宙は自然に平らになって現在に至ります．しか
し，それが起こるのは宇宙が加速膨張（膨張速度が時間
とともに大きくなる場合）している場合に限られること
が知られています．実は，ダークエネルギーは宇宙を加
速膨張させる働きをもつのですが，70億年前に始まっ
た現在の宇宙の加速膨張は，宇宙を平らにするのに十分
ではなく，マイクロ波背景放射を出す時点（宇宙開闢後
約40万年経過した時点）で宇宙はすでに平らでした．
もし開闢後40万年間，宇宙が減速膨張（膨張速度が時
間とともに減少する場合）してきたとすれば，宇宙が平
らであることはほとんど説明不可能となります（平坦性
問題）．これを解決するのが，国立天文台も所属する自
然科学研究機構の佐藤勝彦機構長が，1980年に提唱さ
れたインフレーション理論です．この理論によれば，宇
宙はできた直後に急激に加速膨張して自動的に平らにな
ります．

７．宇宙における生命，そしてTMTへ
　天文学にとどまらず，暗闇の中を手探りで進むという
研究の面白さに気づいてから，私もすでに30年経ちま
したが，最近，特に「天文学」というのはすごい学問だ
と自画自賛に陥りつつあります．この広大な宇宙のしく
みのごくわずかを知るにつけ，この地球も含めて，宇宙
のすべてが天文学の対象であることが実感できてきまし
た．
　私は，次に天文学が目指すものは，宇宙における生命
だと思っています．1995年に太陽系外の恒星を公転す
る惑星（系外惑星）が検出されてから，すでに2000個
以上の系外惑星が発見されています．これらの惑星に
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は，地球に似たような惑星もあるでしょうし，そこには
生命が存在しているかもしれません．ただひとつ残念な
のは，そこに行って確かめることができないことです．
もっとも，それができるようになると，その分野はもは
や天文学とは呼ばれなくなるのですが････．
　系外惑星は2000個以上発見されていると言っても，
実際にそれらの写真を見た方は少ないのではないでしょ
うか．それは，これらの「発見」が系外惑星そのものを
直接写真撮影したものではなく，惑星が公転している主
星を観察したものだからです．あるものは，惑星が主星
の前を通過するときに，主星がほんのわずか暗くなる現
象（「トランシット」と言う）を捉え，またあるものは，
惑星が主星に及ぼす重力のために，主星の視線速度が変
化するのを検出したものです．
　ところが，今までに6件ほど，系外惑星を直接写真撮
影した例があります．実は，そのうち3例は，すばる望
遠鏡によって撮影されたものです．これらの惑星は，木
星のような巨大なガス惑星だと考えられています（図
4）．今の望遠鏡の性能では，巨大ガス惑星を撮影するの
が精一杯のところです．
　多くの天文学者は，地球のような岩石惑星を直接撮影
したいと思っています．なぜなら，そこには生命が存在

図４：	すばる望遠鏡で撮影した惑星GJ504b．
 中央がコロナグラフマスクで隠した主星で，右上の小さな点

が惑星．惑星の質量は木星の約4倍，表面温度は510 K．

図５：	TMTの想像図．
 背景にすばる望遠鏡と2台のケック望遠鏡が見える．
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する可能性があるからです．たとえば惑星のスペクトル
を撮れば，惑星大気中にオゾンの吸収線が見つかるかも
しれません．あるいは，光合成植物に特有の赤外線反射
スペクトルが見つかるかもしれません．
　地球型の惑星を直接撮影して，宇宙における生命の証
拠を検出したい．そのためには，直径30 m級の大型望

遠鏡が必要になります．国立天文台では，現在アメリ
カ，カナダ，中国，インドと協力して，ハワイ島マウナ
ケア山にTMT（Thirty Meter Telescope）の建設をめざ
しています（図5）．完成はまだ10年ほど先になります
が，人類の大きな夢を糧に，建設を進めていきたいと
思っています．






