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ポイント

• 米国ＮＡＳＡの惑星探査機パイオニア１０号・１１号が１９７０
年代、火星－木星軌道間を飛行中に取得した天文観測デー
タを基に、火星以遠における空の明るさの分析を行った。

• 目に見える光（可視光）の波長帯で、宇宙空間の真の明るさ
を表す「宇宙可視光背景放射」の計測に世界で初めて成功
した。

• 宇宙に満ちている可視光の起源、言い換えれば 「私たちの
目に見える宇宙」 を、人類はほぼ全て解き明かしてしまった

と結論することができる。このことはまた、暗黒物質の存在を
あらためて裏付けるものである。



宇宙に満ちる光

天の川銀河を越えた宇宙に満ちる光 「宇宙可視光背景放射」

この宇宙の成り立ちを解き明かす

都会で見える星々田舎で見える星々大望遠鏡で見える星々背後にひしめく無数の天体１つ１つは見えなくても、暗い無数の星や銀河が宇宙を照らし、
「宇宙空間の明るさ」を作り出している。
⇒ その測定から、闇に潜む光放射天体の総量が分かる。
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⇒ その測定から、闇に潜む光放射天体の総量が分かる。天の川銀河の内部でも

星々が光っているが…
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地球大気の放射や黄道光（「背景放射」に対して
「前景放射」と呼ぶ）が明るすぎて、微弱な宇宙空
間の明るさを捉えられない。
⇒ 地球や太陽から遠く離れて観測を行う必要
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パイオニア
１０・１１号

空から全ての邪魔な光を取り除き、天の川銀河外側の明るさ
（他の銀河たちは含む）を測る

地球大気の放射・黄道光… 放射領域を脱出
天の川銀河の星々と星間塵…後述の方法で除去

「もし宇宙のこの場所に、天の川銀河も太陽系もなかったら？」



パイオニア１０・１１号

パイオニア１０・１１号
米国ＮＡＳＡの惑星探査機（姉妹機）

・１９７２年と１９７３年に打ち上げ。
・木星探査などを経て、太陽系

脱出軌道を飛び去った。
・両機ともすでに冥王星を越えた

位置にあると推定される。

・宇宙人へのメッセージ金属板

・火星－木星軌道間を飛行中、
搭載の可視光観測装置によって
黄道光領域外の空を観測。
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火星以遠で見た空

天の川銀河面

北の空

南の空北の空 南の空

正確には、太陽からの距離 3.3 – 5.2 AU
での測定（火星は1.5 AU）。
※ 3.3 – 5.2 AUの場所の明るさの測定ではない。

3.3 – 5.2 AUの場所で見た、空の明るさの測定。

※ AU … 太陽－地球間の距離



火星以遠で見た空

天の川銀河面

北の空

南の空北の空 南の空

※ AU … 太陽－地球間の距離

火星以遠でぼんやりと空を光らせているのは、
・ 天の川銀河の星々（> 80%）
・ 天の川銀河の星間塵（< 20%）
・ より外側の宇宙空間の明るさ（数%）



天の川銀河の光を取り除く

・星々の光… カタログを基に１つ１つ取り除く。
・星間塵からの光… 以下のような方法を用いる。

星間塵の分布イメージ



天の川銀河の光を取り除く

（遠赤外線観測で得られる）天の川銀河に漂う星間塵のエネルギー
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天の川銀河に漂う
星間塵からの光

宇宙空間の真の明るさ

・星々の光… カタログを基に１つ１つ取り除く。
・星間塵からの光… 以下のような方法を用いる。

天の川銀河の光を全て
取り去った空の明るさ



宇宙の真の明るさを解明

宇宙の真の明るさを表す 「宇宙可視光背景放射」の検出に成功
⇒ 宇宙の「闇の明るさ」を、世界で初めて解明

“真っ暗な東京ディズニーランドを、
ろうそく３本で照らした程度の明るさ“

8 nW/m2/sr



宇宙の真の明るさを解明

宇宙の真の明るさを表す 「宇宙可視光背景放射」の検出に成功
⇒ 宇宙の「闇の明るさ」を、世界で初めて解明

宇宙の闇には、可視光を放つ天体が
どれだけ潜んでいるだろうか？

8 nW/m2/sr



未知天体の存在を探る

測定された宇宙の明るさ
ハッブル宇宙望遠鏡による超高精度観測で
見つかった、全ての銀河からの光の総和

比較

⇒ 宇宙の闇に、強い可視光を放つ未知天体が潜む
可能性は小さい。宇宙に満ちる可視光の起源を、人類は
すでにほぼ全て解き明かしてしまった。

両者の明るさは、ほぼ（誤差の範囲内で）等しいことが判明
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⇒ 宇宙の闇に、強い可視光を放つ未知天体が潜む
可能性は小さい。宇宙に満ちる可視光の起源を、人類は
すでにほぼ全て解き明かしてしまった。

両者の明るさは、ほぼ（誤差の範囲内で）等しいことが判明“＝”
宇宙の明るさは、既知の銀河で全て説明できる

“＞”
宇宙の明るさに、未知の天体が寄与している

副次的な結論：
「暗黒物質」と呼ばれる謎の物質が宇宙には大量に存在する。
これらは微弱な発光もしておらず、宇宙には真に「暗黒物質」と

呼ぶべき物質が存在する可能性が高い。（※厳密には、他波長あるい
は観測誤差の範囲内での光放射を否定するものではない）
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研究成果のポイント

• 惑星探査機パイオニア１０号・１１号のデータから、火星以遠
における空の明るさを再現。

• 「宇宙可視光背景放射」の検出に、世界初成功。

• 目に見える宇宙空間の真の明るさを、世界で初めて解明。
（“真っ暗な東京ディズニーランドをろうそく３本で照らしたくら
いの明るさ” 8 nW/m2/sr）

• 宇宙に満ちる可視光の起源、言い換えれば 「私たちの目に
見える宇宙」 を、人類はほぼ全て解き明かしてしまった。

• 「暗黒物質」と呼ばれる謎の物質は微弱な発光もしておらず、
真に「暗黒物質」と呼ぶべき物質が宇宙に存在する可能性
が高い。
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• 宇宙に満ちる可視光の起源、言い換えれば 「私たちの目に
見える宇宙」 を、人類はほぼ全て解き明かしてしまった。

• 「暗黒物質」と呼ばれる謎の物質は微弱な発光もしておらず、
真に「暗黒物質」と呼ぶべき物質が宇宙に存在する可能性
が高い。

銀河と暗黒物質を含む宇宙全体の成り立ち

• 宇宙は誕生以来、どのような天体形成の歴史を経て、現在
の姿に至ったのか？

• 存在する天体の種類、個数と進化の様子について、様々な
仮定を基にした数多くの理論的研究（数値シミュレーションな
ど）が行われている。

• その中で、宇宙に存在する光放射天体の予測総量が今回の
結果に一致することを大前提とし、かつ観測される様々な天
体現象を説明できるものこそが、正しい宇宙の姿を与える。



補足情報

• 本研究成果は、平成23年7月14日付（米国東部時間）米国
科学誌アストロフィジカル・ジャーナル電子版に掲載されます。

• 報道解禁日は、７月７日（七夕）の午前０時です。

• 本資料および先ほど配布しました発表文は、インターネット
からダウンロード可能です。

http://www.a.phys.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/public.html

使用した外部取得画像の情報は、次ページに記載してあり

ます。これら以外の図（パイオニア探査機の想像図を含む）
は発表者による制作ですので、画像提供元を「松岡良樹（名
古屋大学）」と明記の上で、報道資料としてのみ自由に使用
していただいて構いません。

• その他お問い合わせは、松岡までお願いします。

http://www.a.phys.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/public.html�


画像について

パイオニアのメッセージ金属板（p.8）
• クレジット： NASA
• 取得元：

http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2001/01images/Pioneer1
0/pioneer10.html

ハッブル・ディープ・フィールドの天体画像 (p.3,4,6,15,16,17)
• クレジット： R. Williams (STScI), the Hubble Deep Field Team and 

NASA
• 取得元：

http://hubblesite.org/gallery/album/pr1996001c/hires/true/index.html

星間塵の分布画像 (p.11)
• クレジット： NASA/JPL-Caltech
• 取得元：

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/image_galleries/legacy/msx_cirrus/index
.html

http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2001/01images/Pioneer10/pioneer10.html�
http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2001/01images/Pioneer10/pioneer10.html�
http://hubblesite.org/gallery/album/pr1996001c/hires/true/index.html�
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/image_galleries/legacy/msx_cirrus/index.html�
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/image_galleries/legacy/msx_cirrus/index.html�
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