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0プロローグ: 論争, あるいは歴史の一場面

「今から行われる発表の内容はすべて間違っている!!」

ある研究会において, Allan Sandageが銀河を用いた宇宙論パラ
メータ推定の発表をする直前に立ち上がったBeatrice Tinsleyが
叫んだ言葉. 

物理学の知識を用いて, (入れ物である)宇宙の進化と
ともに銀河の誕生と進化を解明することが, 1970年代
からの銀河の研究者の長年の目標であり続けている. 

銀河は進化する



1 局所宇宙の力学 (1990年代中盤: 学部)

宇宙の大規模構造探査は1980年代のCfAサーベイを皮切りに, 

現在まで隆盛を極めている. 

銀河の固有速度場(peculiar velocity field)の測定はこのような
探査の重要な目的の一つ. 

1.1 The Seven Samurai
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観測的にはこのような研究は70年代初頭から行われていた
(Rubin, V. C., et al. 1973, 1976: Rubin-Ford effect). 
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1 局所宇宙の力学 (1990年代中盤: 学部)

宇宙の大規模構造探査は1980年代のCfAサーベイを皮切りに, 

現在まで隆盛を極めている. 

銀河の固有速度場(peculiar velocity field)の測定はこのような
探査の重要な目的の一つ. 

大きな問題を投げかけたのはLynden-Bellらによる, 局所銀河群
がある方向に引き寄せられているという一連の研究であった
(e.g., Lynden-Bell et al. 1988). 

1.1 The Seven Samurai



このような現象を起こすには, 通常の銀河団の約10倍の質量が
必要である. 

グレートアトラクター(Great Attractor)問題

そのインパクトから, 彼らは7人の侍(the Seven Samurai)と呼ば
れるようになった. 

※CMB双極成分とも違う方向である. 

1.1 The Seven Samurai



1.2グレートアトラクター検証の観測的困難

この検証には, 実際に銀河の分布を観測するのが最も直接的. 

しかし, グレートアトラクターによる運動は, 銀河系のダスト吸収
が最も強い銀河面(銀河探査の禁止領域Zone of Avoidance)に
ある. 

⇒ 直接検証が非常に難しい. 
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この検証には, 実際に銀河の分布を観測するのが最も直接的. 

しかし, グレートアトラクターによる運動は, 銀河系のダスト吸収
が最も強い銀河面(銀河探査の禁止領域Zone of Avoidance)に
ある. 

⇒ 直接検証が非常に難しい. 

IRASによる全天探査で発見された遠赤外線銀河をサンプルと
して用いれば, 減光の影響が小さく観測効率がよい(Saunders et 

al. 1991; Yamada et al. 1993). 



赤外銀河の発見

1970年代には既に銀河が赤外線を放射することは知られて
いた. 

1980年代後半, 赤外線天文衛星IRASによる全天赤外線探
査によって, 赤外線で明るい銀河が近傍宇宙で非常に一般
的であることが発見された. この発見は銀河物理学にセン
セーションを巻き起こすこととなった. 

IRAS 

1983年1月打ち上げの, アメリカ・イギリス・
オランダの国際協力による世界初の遠赤
外線全天探査天文衛星. 赤外銀河の発見
など, 天文学に与えた影響は計り知れない.



2.2グレートアトラクター検証の観測的困難

最初の本格的研究となった私の卒業研究は, 銀河面にある数万
のオーダーのIRAS点源を写真乾板上で拡大鏡で見て銀河かど
うか判定し, 岡山天体物理学研究所188 cm反射望遠鏡で一つ一
つ分光して大規模構造を調べるというテーマであった. 

今考えるととんでもなくブラックな作業である…
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最初の本格的研究となった私の卒業研究は, 銀河面にある数万
のオーダーのIRAS点源を写真乾板上で拡大鏡で見て銀河かど
うか判定し, 岡山天体物理学研究所188 cm反射望遠鏡で一つ一
つ分光して大規模構造を調べるというテーマであった. 

銀河系中心方向にはLocal Voidという
ボイドが存在するといわれていたが, こ
れが一つの巨大なボイドではなく, いく
つかの小ボイドからなることを発見し
た. ボイドは力学的には斥力源のよう
に働くので, 反対方向にある超銀河団
との相乗効果によって局所銀河群の
大きな運動速度が生じていると結論し
た. 

Nakanishi et al. (1997a)



2.2グレートアトラクター検証の観測的困難

(大きく視力を落とすことになったものの)この研究は学術論文とし
て公表されることとなり, 中西康一郎氏(現国立天文台)とともに学
部から研究のプロセスを全て経験できる貴重な機会となった. 



2.3その後の着想へのヒント

この研究では, IRAS銀河は単に遠赤外線で明るく減光の影響
を受けにくいという理由で採用されたにすぎなかったが, 私自身
はこれによって, 赤外線銀河そのもの, そして星形成銀河への興
味を持つようになっていった. 



2 星形成銀河の進化 (1990年代中盤～: 修士以降)

2.1 大規模構造内での紫外超過銀河の分布

大学院浪人が決定して勉強しかすることがなかった半年, 院試準
備に疲れると貪るように宇宙物理学の専門書を読み漁っていた. 
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大学院浪人が決定して勉強しかすることがなかった半年, 院試準
備に疲れると貪るように宇宙物理学の専門書を読み漁っていた. 

卒業研究の影響もあり, 大規模構造と銀河の星形成の関係に興
味を持つようになった. 

⇒ 進学決定後, 先輩であった富田晃彦氏(現和歌山大)が近い
研究をしていたこともあり, 彼の研究を手伝いつつ, 大学院最初
の自分のテーマを紫外超過銀河の空間分布とした. 



この頃の紫外線銀河のデータベースは写真乾板を元にした
Markarian galaxiesや木曾紫外超過銀河(Kiso Ultraviolet-

Excess Galaxies: KUG)であった. 

(定量性に問題があることは当時から認識されていたものの, 半
ば強引に)数で有利なKUGを活発な星形成によって紫外線で明
るくなった銀河のサンプルとして用い, 大規模構造内での空間分
布を調べた. 

2.1 大規模構造内での紫外超過銀河の分布



2.1 大規模構造内での紫外超過銀河の分布

1. 銀河の星形成への環境効果
2. 星形成銀河と静穏(quiescent)銀河の相対バイアス

を合わせた野心的研究ではあったが, 当時は宇宙論的道具に十
分に精通しておらず, またテーマが大きすぎて現象論以上の議
論はできなかった(Takeuchi et al. 1999a). 

※木曾観測所発の最後の銀河物理の論文であるらしい. 



2.1 大規模構造内での紫外超過銀河の分布

1. 銀河の星形成への環境効果
2. 星形成銀河と静穏(quiescent)銀河の相対バイアス

を合わせた野心的研究ではあったが, 当時は宇宙論的道具に
十分に精通しておらず, またテーマが大きすぎて現象論以上の
議論はできなかった(Takeuchi et al. 1999a). 

紫外銀河への興味は後に紫外線衛星GALEXプロジェクトに参
加し, GALEX全天探査を用いた研究として結実する. 

また相対バイアスについては近代的方法論を用いた形で, 現在
あかり, GALEXなどを用いて研究を進めている. 



2.2 赤外線銀河の急激な進化とそのモデル化

残念ながら, 紫外銀河分布の研究が暗礁に乗り上げることは
M1の段階で気づいていた. 
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2.2 赤外線銀河の急激な進化とそのモデル化

残念ながら, 紫外銀河分布の研究が暗礁に乗り上げることは
M1の段階で気づいていた. 

その頃, 芝井広氏(現大阪大)のあかり衛星とスペース赤外線天
文学についての集中講義を受ける機会に恵まれ, パイオニア的
であった赤外銀河の進化に興味を持った. 

当時得られていた最新データはESA主導の赤外線スペース天
文台ISOによるLockman Hole Surveyである. 

⇒ Lockman Hole Surveyなどで遠赤外線での銀河の進化を制
限し, 中間赤外線から電波までの銀河計数(galaxy number 

counts)を説明する現象論的モデル構築に着手した. 

この時からあかりプロジェクトに正式に参加. 

これはまた観測屋からモデラーへの転換でもあった. 



銀河進化と赤外線銀河

星は重元素を形成し, 宇宙に細かい塵の粒子(ダスト)を供給
するので, 銀河が星を作っていれば必ずダストも存在する. 

紫外線 遠赤外線

ダスト

紫外線のような波長の短い電磁波はダストのような小さな粒子
によって容易に散乱吸収される. これを減光とよぶ. 吸収された
電磁波のエネルギーは主に遠赤外線(波長30-200mm)となって
再放射される. 



2.2 赤外線銀河の急激な進化とそのモデル化

銀河のみかけの明るさと天球面
上単位立体角あたりの銀河の数
の関係. X線天文学などの分野で
はlog N-log Sと呼ばれる. 

銀河計数

銀河計数のモデルは

1. 宇宙論
2. スペクトルエネルギー分布(SED)

3. 光度関数

によって構築される. 



赤外銀河計数・赤外線背景放射モデル

Takeuchi et al. (2001a)



可視光での銀河計数はスペクトル進化モデルに基づく精密な
理論モデル(Arimoto & Yoshii, Bruzual & Charlotなど)が存
在していた. 

一方, ISO Lockman Holeのデータなどは赤外銀河の進化が
予想外に強いことを示唆しており, 可視での進化と一見整合的
ではなかった. 

⇒ 理論的構築はひとまず置いておいて, 現象論的に観測を
再現する解を探す方法を取った. 

2.2 赤外線銀河の急激な進化とそのモデル化



経験的銀河計数・背景放射モデルにより, 観測された赤外線
銀河計数を再現するには, 可視光銀河よりもはるかに強い進
化が要求されることを明確に示した. 

Takeuchi et al. (2001a)

2.2 赤外線銀河の急激な進化とそのモデル化



経験的銀河計数・背景放射モデルにより, 観測された赤外線
銀河計数を再現するには, 可視光銀河よりもはるかに強い進
化が要求されることを明確に示した. 

この結果は赤外線銀河進化の研究に強いインパクトを与え, 

その後の赤外銀河モデルに大きな影響を与えることになった. 

⇒初めてのヒット作(2016年7月現在56回引用)

この研究のおかげで国外の研究者にも名前が知られるように
なり, その後国際共同研究や海外でのPD経験を積むことがで
きた. 

2.2 赤外線銀河の急激な進化とそのモデル化



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

Hubble Deep Fieldのデータが公開となったのは1996年のこと. 

桁外れの銀河データにより, 銀河進化の研究は爆発的に進み
始めた. 

測光的赤方偏移推定法(photo-z)により, 分光観測なしでもある
程度の精度で銀河までの距離が求められるようになったのがこ
の時期である. 



Hubble Deep Field



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

銀河進化研究者にとって垂涎のデータを使わない手はなかった. 

それまでも(当時の)ディープサーベイを用いて銀河の光度関数
の進化を議論した論文は多々あったが(e.g., Lilly et al. 1996; 

Ellis et al. 1996; Gwyn & Hartwick 1996; Sawicki et al. 1997), 

全く議論が収束していなかった. 

問題
進化するのはbright endかfaint endか?

光度進化か密度進化か, あるいは両方か?

Schechter関数は常に適用可能か?

光度関数の誤差(不定性)は?

etc., etc… 

Cimatti et al. (2004)



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

光度関数を求めている論文を片っ端から精査してみたところ, ほ
とんどの著者が光度関数の統計的推定法を理解していないこと
が分かった. これでは議論が収束するはずもなかった. 



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

光度関数を求めている論文を片っ端から精査してみたところ, ほ
とんどの著者が光度関数の統計的推定法を理解していないこと
が分かった. これでは議論が収束するはずもなかった. 

⇒ 統計的方法自体を数学的に整理・体系化したうえで光度関
数の進化を評価し, 適切な不定性評価のもとで何が言えるかを
考察. 

1. 1/Vmax法(Schmidt 1968; Eales 1993) 

2. Efstathiou-Ellis-Peterson法(Efstathiou et al. 1988)

3. Chołoniweski法(Chołoniweski 1986)

4. (拡張)Lynden-Bell法(Lynden-Bell 1971; Chołoniweski 

1987; Caditz & Petrosian 1993)



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

1/Vmax法の限界

Clusterがあると

Input Output

Takeuchi et al. (2000)
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Clusterがあると

Input Output
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2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

光度関数推定法を整理し, その限
界を理解したうえでHDFの銀河に
適用

可視での光度関数の進化が明確に
示された. 

1. 光度も密度も進化する. 

2. (当時のデータでは)faint endの
議論は不可能

3. 誤差は皆が思っているより大き
い(field-to-field variationの影
響)

4. Fitting parameterのみでの議論
は危険(不定性が大きすぎる)

Takeuchi et al. (2000)



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

積分光度密度についても信頼でき
る結論を得た. 

1. 光度密度にして議論すれば解
は安定する. 

2. B-bandでの進化はかなり顕著
であるが, 当時Sawicki et al. 

(1997)が主張したz=2.5の急な
進化はない. 

3. 波長が長くなると進化の影響
は小さくなる. 

Takeuchi et al. (2000)

※宇宙の星形成史自体を議論しな
かったのは, ダスト減光の問題が
深刻なことが気になっていたから. 



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

正直, 自分ではこの研究は大変マニアックだと考えており, まった
く受けると思っていなかった(おまけに長い). 

トリビア: 研究者業界では「受ける」論文のことをsexyと表現する. 



2.3 多波長光度関数を用いた銀河進化

正直, 自分ではこの研究は大変マニアックだと考えており, まった
く受けると思っていなかった(おまけに長い). 

確かに出版してすぐは光度関数自体を研究している「プロ」以外
からの反応は薄かった. しかし, その後3年ほどで様々なディープ
サーベイ全盛期が始まり, この論文はいきなり脚光を浴びること
となった(2016年7月現在54回引用). 出版しさえすれば意外とみ
んな読んでくれているものだという教訓である. 

ここまでの研究で, 可視光(および紫外)で見える星形成史と遠赤
外線で見える星形成史が大きく異なるという確信を持つように
なっていた. しかし, 当時は国際会議などで発表しても信じる人
は誰もいなかった. 



3 間奏曲: 天文統計学
(1990年代後半～: 博士以降)

3.1 天文学・宇宙物理学と統計解析

観測データ解析を用いた研究を進めていて, あることが非常に
気になり始めた…
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観測データ解析を用いた研究を進めていて, あることが非常に
気になり始めた…

統計的手法を使っている人は多いが, 光度関数研究でも顕著に
みられたように, 理解しているとはとても思えない言及があまり
にも多いのである. 



3 間奏曲: 天文統計学
(1990年代後半～: 博士以降)

3.1 天文学・宇宙物理学と統計解析

観測データ解析を用いた研究を進めていて, あることが非常に
気になり始めた…

統計的手法を使っている人は多いが, 光度関数研究でも顕著に
みられたように, 理解しているとはとても思えない言及があまり
にも多いのである. 

⇒ 宇宙物理学と並行して, 天文統計学(astrostatistics)と呼ば
れる統計的方法論を極めてみることにした. 

「自分だけの武器を持ちなさい」という, 我が師斎藤衛から賜った
(唯一)指導教員らしい言葉を実践したのである. 



「統計なんて結論を主張するために統計学者が好き勝手に設
定してるだけ」 (Saitō 1996, priv. comm.)

「統計学は数学ではないのである. 」 (Press et al. 1988, 

Numerical Recipes in C, 1st ed.)

よくある言及

「…必然的に, 他の全ての推定量がそうであるように主観的で
ある. 」 (Hogg 1998)

3.2 統計学は恣意的か?



「統計なんて結論を主張するために統計学者が好き勝手に設
定してるだけ」 (Saitō 1996, priv. comm.)

「統計学は数学ではないのである. 」 (Press et al. 1988, 

Numerical Recipes in C, 1st ed.)

よくある言及

「…必然的に, 他の全ての推定量がそうであるように主観的で
ある. 」 (Hogg 1998)

夜神月(Death Note ©大場つぐみ, 小畑健)

3.2 統計学は恣意的か?



数学としての統計学, 方法としての統計学

1. 数学からの立場
統計学的方法はその性格上, 経験的に構成されることが
多い. しかし現代統計学では経験則のままになっている方
法はなく, 確率論的証明が与えられている. (また通常我々
物理屋には直接のご利益はないが, 純粋数学としての独
自の発展もある. )

2. 方法論, ツールとしての立場
統計学は現実の問題への応用なしには意味をなさない. 

現実のデータの性質, データ取得のプロセス(観測), ある
いは統計的な量の発生メカニズム(理論)に応じて, 適用す
る方法も柔軟に対応させる必要がある. この意味で「純粋
数学ではない」というのは正しい. しかし, それは恣意的で
あることを意味しない. 



3.3天文統計学的研究の例

1. モデル選択(model selection)の宇宙物理学への導入と応用
Takeuchi (2000), Takeuchi et al. (2000), Nishihara et al. 

(2016;本夏の学校)

2. 相関のある確率場と点場の理論を用いた天体のコンフュー
ジョン問題の完全な定式化
Takeuchi & Ishii (2004)

3. コピュラ(結合関数)による多変数分布関数のパラメトリック構
築法の構成と光度関数, 宇宙論への応用
Takeuchi (2010), Takeuchi et al. (2013), Sato et al. (2010,

2011)

4. 機械学習による自動天体分類と赤外銀河進化への応用
Solarz et al. (2012a, b, 2015), Małek et al. (2010, 2013, 2015)



4. 生存時間解析(survival analysis)の拡張による光度関数推定
法の一般化

5. スパースモデリング(sparse modeling)の応用

3.3天文統計学的研究の例

重要な点:

単に統計学の新しい手法を使って既存の解析をしなおすだけ
では面白くない(= not a sexy paper)うえ, 発展も見こめない. 

宇宙物理学にとって本質的な新しい結果が出せるかどうかが
肝心!



4. 生存時間解析(survival analysis)の拡張による光度関数推定
法の一般化

5. スパースモデリング(sparse modeling)の応用

3.3天文統計学的研究の例

重要な点:

単に統計学の新しい手法を使って既存の解析をしなおすだけ
では面白くない(= not a sexy paper)うえ, 発展も見こめない. 

宇宙物理学にとって本質的な新しい結果が出せるかどうかが
肝心!

しかし, 統計的方法論の本格的研究は院生の間はあまり
お勧めしません. ポジションが安定してからサイドワーク的
に行うのがベターです. 



4赤外と紫外でみる銀河進化
(2000年代～: PD以降)

4.1 紫外線探査衛星GALEX

2003年4月28日打ち上げのNASAの
紫外線天文衛星.  1530Åと2300Åの
2つの波長で全天を探査した. また
特定の空の領域について, 非常に
深い探査も行った. 

現在データは全て公開.  

MAST: http://galex.stsci.edu/GR6/



転機
1996年以降ずっとあかりプロジェクトに関わる研究を発表して
いたことで, マルセイユ天体物理学研究所の研究者からあかり
およびGALEXを用いた共同研究のオファーが来る. 

4.2赤外線と紫外線でみる銀河進化



転機
1996年以降ずっとあかりプロジェクトに関わる研究を発表して
いたことで, マルセイユ天体物理学研究所の研究者からあかり
およびGALEXを用いた共同研究のオファーが来る. 

4.2赤外線と紫外線でみる銀河進化

そして2003年, Spitzer打ち上げ. 機は熟した. 

Spitzer Space Telescope 

2003年8月打ち上げのNASAの赤外線
天文台. 全天探査は行わないものの, 

いくつかの領域で広く非常に深い観測
を行った.



4.2赤外線と紫外線でみる銀河進化

マルセイユ天体物理学研究所はGALEXの研究開発拠点であ
り, 世界的にもあまり多くない紫外線観測天文学の中心の一つ. 

ここから, 後に世界的に知られるようになる, 赤外-紫外を中心と
する多波長銀河進化の研究が始まった. 

IRAS + GALEX

IRAS + Spitzer + GALEX

IRAS + Spitzer + AKARI + GALEX

IRAS + Spitzer + AKARI + Herschel + GALEX …

紫外線のデータが(古くはIUE, FUSEがあるものの)GALEXし
かないことから, 研究も寡占状態. 
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Buat et al. (2007)

星形成史における赤外銀河の重要性

一般に赤外銀河の星形成
率は光で見える銀河よりも
何桁も大きい.

これは, 星形成率が大きく
なると, ダストで隠された
星形成の割合が急激に増
加するため.



隠れた星形成
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現在 76億年前

銀河進化における赤外銀河の重要性

直接見える星形成

紫外線で見える銀河の進化
と赤外線のそれとでは, どち
らが重要なのか?

IRAS, Spitzer, GALEXの
データを用い, 赤方偏移1(宇
宙年齢61億歳)の宇宙では, 

銀河で作られる星の9割以
上がダストで隠されていて, 

紫外線では見えないことを
発見した. 

Takeuchi et al. (2005)



宇
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その後, Herschel宇宙望遠鏡や地上望遠鏡による深探査
により, この「隠された星形成の時代」がさらに昔(宇宙年
齢が30億年の頃) まで遡ることが確かめられた. 

Burgarella et al. (2013)

星形成史における赤外銀河の重要性



つまり, 銀河進化はダストで覆われた銀河が主役である. 

4.3隠れた星形成の時代



4.3隠れた星形成の時代

つまり, 銀河進化はダストで覆われた銀河が主役である. 

宇宙の星形成史がピークを迎える時代, 銀河の星形成はほぼ
遠赤外線でしか見えない. 院生時代に着想したこの仮説は正し
かったのである. 



4.3隠れた星形成の時代

つまり, 銀河進化はダストで覆われた銀河が主役である. 

宇宙の星形成史がピークを迎える時代, 銀河の星形成はほぼ
遠赤外線でしか見えない. 院生時代に着想したこの仮説は正し
かったのである. 

当然ながら, この強い結論はこれまで紫外線によって銀河の
星形成を研究していた研究者コミュニティから非常に強い抵
抗を受けた. この論文も1度めはリジェクトされ, 結局別のレ
フェリーによって受理された. また出版後も, 共同研究者以外
のGALEXチームメンバーからすら引用されることはなかった. 

教訓: 科学も人の営みであり, 心理的障壁を超えて自分たちの
気に入らない結論を受け入れるのは非常に難しい. 



4.3隠れた星形成の時代

つまり, 銀河進化はダストで覆われた銀河が主役である. 

だが, この描像はほどなくして赤外線の分野を中心に定着し, 

現在では定説となっている(2016年7月現在94回引用, 自己最
高). これで諦めかけた日本への帰国が叶うことになる. 

ラピュタは本当にあったんだ!



5 ダストの進化理論
(2000年代～: PD－研究室主催以降)

5.1 ダストの進化

ダストが進化する観測的証拠は十分すぎるほど揃っていた. 

次の当然の疑問は, それをどう理論的に説明するかである. 



5 ダストの進化理論
(2000年代～: PD－研究室主催以降)

5.1 ダストの進化

ダストが進化する観測的証拠は十分すぎるほど揃っていた. 

次の当然の疑問は, それをどう理論的に説明するかである. 

だがこの頃, Lyman-breakの方法を
提唱したSteidel一派とフォロワー達
はまだ「LBGのような原始銀河にダ
ストなどないのだから考えなくてよ
い」と強弁していた. 



5 ダストの進化理論
(2000年代～: PD－研究室主催以降)

5.1 ダストの進化

ダストが進化する観測的証拠は十分すぎるほど揃っていた. 

次の当然の疑問は, それをどう理論的に説明するかである. 

だがこの頃, Lyman-breakの方法を
提唱したSteidel一派とフォロワー達
はまだ「LBGのような原始銀河にダ
ストなどないのだから考えなくてよ
い」と強弁していた. 

⇒ 今考えると噴飯もののデタラメ
な主張である. 

神山&林田(魁!!クロマティ高校©野中英次)



5 ダストの進化理論
(2000年代～: PD－研究室主催以降)

5.1 ダストの進化

ダストが進化する観測的証拠は十分すぎるほど揃っていた. 

次の当然の疑問は, それをどう理論的に説明するかである. 

(Steidel一味がいい加減観念して)LBGなど遠方銀河のダス
トを考えるのがスタンダードになった後も, 銀河系やLMC, 

SMCダストの性質をz > 3に(何の正当化もなく)適用されて
いるのが現状である. 

⇒ ダストの総質量, 粒子サイズ分布, 組成および輻射を銀
河の化学進化と統一的に扱う理論的枠組みが必要. 



InfraredOptical

赤外線のみで見える巨
大な星形成領域

Plante et al. (2002)

5.2 原始銀河もどきSBS 0335-052とダスト輻射モデル

その頃, 近傍宇宙で最も金属量が低く(1/50 Z☉), 高温かつ
強烈なダスト輻射を持つ銀河SBS 0335-052が発見された. 



5.2 原始銀河もどきSBS 0335-052とダスト輻射モデル

その頃, 近傍宇宙で最も金属量が低く(1/50 Z☉), 高温かつ
強烈なダスト輻射を持つ銀河SBS 0335-052が発見された. 

銀河系などのダストの性質をどう外挿しても, この銀河の減
光とダストSEDは説明できなかった. 

Blue compact dwarf (BCD)

距離: d ~ 54 Mpc

金属量 : Z ~ 1/41 Z☉ (1/50 Z☉)

SFR ~ 3 M☉ yr-1

若い星種( t <10 Myr)が卓越
高温ダスト輻射: Tdust > 80 K

強い減光: AV = 12-30 mag

⇒ 原始銀河そのもの



5.2 原始銀河もどきSBS 0335-052とダスト輻射モデル

これを思い切って原始銀河と仮定し, 当時出始めたばかりの
SN IIダスト生成モデル(Nozawa et al. 2003, 2007)を用いてダ
ストSEDをモデル化した. 

1. 化学進化と整合的にダスト供給量と組成を計算
2. 室内実験で得られたダスト粒子の光学特性(単純化なし)

3. SN IIモデルが予言するサイズ分布から熱容量を計算し, 

非平衡ダスト輻射を計算

⇒ 初の第1原理型原始銀河ダスト輻射モデル



5.2 原始銀河もどきSBS 0335-052とダスト輻射モデル

このフリーパラメータをほとんど含まない理論モデルは, SBS 

0335-052の観測的性質をほぼすべて再現し, 広く知られるよう
になった…

Takeuchi et al. (2005)



5.2 原始銀河もどきSBS 0335-052とダスト輻射モデル

このフリーパラメータをほとんど含まない理論モデルは, SBS 

0335-052の観測的性質をほぼすべて再現し, 広く知られるよう
になった…

のだが, 何が気に入らなかったのかCaltechを中心とする
Spitzerグループの悪質なネガキャンを受けることになった. 

データを提供した憶えのないグループ(Houck et al. 2004)に初
期の結果を悪意のある形で(みかけ上)否定する論文を出版さ
れたうえ, 国際会議で(形式上は招待講演者として呼ばれたの
だが)公開処刑のような雰囲気で発表させられたこともある. 

Houck et al. (2004)

対数表示が習慣の赤外SEDをわざわざ
線型で描いている. 



5.2 原始銀河もどきSBS 0335-052とダスト輻射モデル

このフリーパラメータをほとんど含まない理論モデルは, SBS 

0335-052の観測的性質をほぼすべて再現し, 広く知られるよう
になった…

のだが, 何が気に入らなかったのかCaltechを中心とする
Spitzerグループの悪質なネガキャンを受けることになった. 

だが, 英語になると非常に攻撃的なこの私がその程度でおと
なしくなると思ったのは連中の誤算である. 反撃を喰らったとき
の彼らの顔は今でも覚えている. 

これらのネガキャンのため数年は不当な低評価を受けたが, 

最近引用が回復してきている(現在Takeuchi et al. 2003: 35

回; Takeuchi et al. 2005: 31回). 

教訓: NASAだろうがCaltechだろうが偉くない. 



5.2ダスト粒子進化モデル(Asano model)

Nozawa dust modelはSN IIがどのような組成のダスト粒子をど
のくらいの量, どのようなサイズ分布で星間空間に供給するか
を予言する. 

銀河の星形成が進み, SN II以外のダスト供給源が加わるとサ
イズ分布や組成も進化してゆく. 

⇒ 銀河年齢全体で使えるダスト粒子の進化モデルが必要!



AGB stars, SNe II

dust

atoms, 

molecules

astration

destruction

(SN shocks)
grain 

growth

shattering

coagulation

5.2ダスト粒子進化モデル(Asano model)

ダスト供給
SN II

AGB stars

Grain growth

ダスト破壊
SN shocks

Astration

ダストサイズ変化
破砕(shattering)

合体(coagulation)

※総質量は不変



5.2ダスト粒子進化モデル(Asano model)

銀河の化学進化を基礎にダスト粒子の総質量, 組成, サイズ分
布を予言するモデルの試みは1980年代まで遡る(e.g., Dwek

1980). しかしその複雑さから長い間整合的に解かれないままで
あった. 

研究室発足2年目から, 化学進化に興味を持っていた当時の院
生浅野良輔氏がこの問題に5年かけて取り組み, その枠組みを
完成するに至った. 

1. 全ダスト質量の進化
2. ダストサイズ分布の進化
3. 減光曲線の進化

が今や全て一つの枠組みで扱える. 



銀河内の全星質量をM* , ISM質量MISM, 金属質量MZ, ダスト質
量Mdとすると, 以下の発展方程式が得られる. 

・Injection/ejection from stars

・Destruction by SN shocks

・Grain growth in the ISM

ダスト総質量の進化(Asano et al. 2013a)



Nozawa et al. (2015)

ダスト総質量の進化(Asano et al. 2013a)



Rémy-Ruyer et al. (2014)

Herschelによる近傍銀河の観測



Md (a, t) = m(a)f(a, t)da : 銀河年齢tの時の半径[a, a+da]の
ダスト質量とすると, この発展方程式は以下のようになる. 

),()(SFR d taYt 

ダストサイズ分布の進化(Asano et al. 2013b)

Stellar effects

Destruction 

by SN shocks

Grain growth

Shattering

Coagulation



[mm]

ダストサイズ分布の進化(Asano et al. 2013b)



光学定数: graphite and astronomical silicate 

(Mg1. Fe0.9 SiO4 ) (Draine & Lee 1984). 

ダストサイズ分布の進化: Asano et al. (2013b)

λ: wavelength

a : radius of a grain

j : grain species

Aλ = 1.086 Σ τj,λ
j

ダストの減光とは, 吸収と散乱の合計の効果を指す. 波長lでの
減光Aλは光学的厚さtを用いて次のように書ける. 

ここで

減光曲線の進化(Asano et al. 2014; Nozawa et al. 2015)



Evolution of the extinction curve in galaxies



5.2ダスト粒子進化モデル(Asano model)

Asano modelにより, 高赤方偏移QSOから銀河系まで, あらゆる
進化段階のダストが一つの枠組みで説明できるようになった. 

詳細な素過程の検証, あるいは大規模シミュレーションへの応
用など, 考えるべき問題はまだまだ多いが, 一つの問題に決着
をつけることができたのは非常に幸いであった. 



5.2ダスト粒子進化モデル(Asano model)

Asano modelにより, 高赤方偏移QSOから銀河系まで, あらゆる
進化段階のダストが一つの枠組みで説明できるようになった. 

詳細な素過程の検証, あるいは大規模シミュレーションへの応
用など, 考えるべき問題はまだまだ多いが, 一つの問題に決着
をつけることができたのは非常に幸いであった. 

そろそろ皆さんも予想されていると思うが, この研究も苦難の道
をたどった. 第1論文は意味不明のリジェクトを4回受け, 結局メ
ジャー誌に掲載されることはなかった. その後惑星系のダストの
雑誌に無事出版され, 掲載直後から爆発的な評価を受ける(出
版2年半で39回引用). そのおかげか, 後第2論文以降はスムー
ズに掲載された. 

※今では剽窃論文まで出る始末である. 



5.2ダスト粒子進化モデル(Asano model)

Asano modelにより, 高赤方偏移QSOから銀河系まで, あらゆる
進化段階のダストが一つの枠組みで説明できるようになった. 

詳細な素過程の検証, あるいは大規模シミュレーションへの応
用など, 考えるべき問題はまだまだ多いが, 一つの問題に決着
をつけることができたのは非常に幸いであった. 

教訓: 内容に確信を持っている限り, レフェリーレポートが
いかに否定的でも絶対に諦めてはいけない. 悪いのは見
識のないレフェリーである. 



5.3銀河のダスト輻射進化モデルへ

Asano modelの与えるダストの量・組成・サイズ分布を元に
すれば, 銀河進化初期にしか適用できなかった第1原理輻射
モデルを銀河年齢全体に拡張できる. これは現在進行中で
あり, 永田拓磨氏の発表を参照されたい. 

Nagata et al. 2016, 本夏の学校ポスター
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6 銀河進化のこれから: SKAの話題を中心に

6.1 宇宙の星形成史



中性水素で解き明かす宇宙史

従来の銀河進化研究で注目されてきた物理量: 星形成率

星形成率の観測的指標
• OB星の電離紫外線光子
•電離領域からの水素再結合線
•電離領域からの禁制線
•非電離紫外線光子
•ダストの赤外線再放射
•光解離領域からのPAHバンド放射
•シンクロトロン放射
•連星起源のX線, etc.

これらは星形成率についての情報は与えるものの, 銀河形
成進化において本質的なガスから星への転換について何も
語らない ⇒ SKAの重要性!



中性水素で解き明かす宇宙史

銀河研究はdirty business!

データが増えれば精密になる宇宙論などの分野とは逆に, 

データが増えれば謎が増えてゆく. 

現時点では, 銀河のグローバルな研究はすべて現象論. 

一足飛びに第一原理的な理論を構築するのは困難. 



中性水素で解き明かす宇宙史

銀河研究はdirty business!

データが増えれば精密になる宇宙論などの分野とは逆に, 

データが増えれば謎が増えてゆく. 

現時点では, 銀河のグローバルな研究はすべて現象論. 

一足飛びに第一原理的な理論を構築するのは困難. 

現象論⇒有効理論⇒第一原理的理論

というステップを追うことになる. SKA1が有効理論のド
ライブとなり, SKA2で理論への流れとなるのが理想的. 



6.2 Square Kilometre Array (SKA)

• アンテナ開口面積の合計が1 km2に達する巨大な電波干渉計

– 10か国が正式参加, 20か国以上が興味を示している. 

– 周波数: 0. 1GHz - 10GHz (lower than ALMA)

• アンテナ数: 15m antennas × 3000

• 最長基線長: 3000 km

• 建設地: Australia (SKA-low),  South Africa (SKA-mid)

• 特長: 高周波数分解能, 高角度分解能, 広視野, 広観測周波数
範囲

⇒ 究極の大陸電波干渉計!

Phase 1 (SKA1): フルスペックの10%

Phase 2 (SKA2): フルスペック



SKA-low: artist’s view



SKA-low: location



SKA-mid: artists’ view



SKA-mid: location



SKAと他の装置の感度比較



SKAと他の装置のサーベイスピード比較



6.3 予想赤方偏移分布

HIの赤方偏移分布はSKA1

でz ~ 0.4に, SKA2でz ~ 0.6くら
いにピークを持つ. 

SKA2では検出されるソース
は大部分がz < 2.

予想HI赤方偏移分布



(Blake et al. 2007)

Radio continuumの赤方
偏移分布はHIよりも
high-z tailがずっと長く伸
びている. 

予想電波連続波源赤方偏移分布

6.3 予想赤方偏移分布

N.B. しかし, この予想は銀
河進化自体を仮定して計算
されており, それ自体が検
証の対象である. より物理
的なモデルとしては
Mancuso et al. (2015)など. 



現在, 銀河のHIによるサーベイは浅く(> mJy), 角分解能も悪い. 

NRAO VLA Sky Survey (NVSS)

Sydney University Molonglo Sky Survey (SUMSS)

Faint Images of the Radio Sky at Twenty-cm (FIRST)

Westerbork Northern Sky Survey (WENSS)

The HI Parkes All Sky Survey (HIPASS)

The HI Jodrell All Sky Survey (HIJASS) 

The Arecibo Legacy Fast ALFA Survey (ALFALFA) 

etc.

< z > ~ 0.01-0.06

⇒統計的に議論できるのは近傍銀河のみで, 進化の議論は
難しい. 

6.4 SKAの波長帯での銀河進化研究

現存するHI探査



NVSSと6dFGRSによる
1.4GHz連続波での銀河
の光度関数. 

電波光度関数は, 可視, 

NIR,あるいはUVで見ら
れるようなSchechter関数
では近似できない. 

またFIRのように冪型関
数でもフィットしない. 

(Mauch & Sadler 2007)

1.4 GHz連続波光度関数



星形成銀河とAGN(電波
銀河)それぞれの光度関
数を描くと, 冪関数型(赤外
銀河に近い)の2成分があ
ることが分かる(Machalski

& Godłowski 2000; 

Mauch & Sadler 2007)

⇒この割合, あるいはそれ
ぞれの成分は進化したか?

Mauch & Sadler (2007)

1.4 GHz連続波光度関数



銀河計数からは, 星形成銀河と
AGNの電波での進化は異なって
いることが示唆される.

Takeuchi et al. (2001a)

星形成銀河の銀河計数モデル

観測される銀河計数: 明るい
fluxのカウントはAGN (電波銀
河)の発達したローブが支配的

電波銀河計数からみる1.4 GHz銀河進化



星質量範囲

HI質量関数

銀河形成進化の理論に重要な制限を与える!

HI質量関数 (GASS)

(Lemonias et al. 2013)



McGaugh et al. (2000)

HI massを考慮して, バリオン質量でTully-Fisher関係を評価す
ると, 線型性が回復する(McGaugh et al. 2000). 
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スケーリング則: Baryonic Tully-Fisher (BTF) relation 



McGaugh et al. (2010)

Toward lower HI masses!

拡張されたBTFでは, 矮小楕円体銀河, 

通常銀河, 銀河団の順に速度-バリオ
ン質量関係のスロープが浅くなる
(clusters:  violet symbols, giant 

galaxies: blue symbols, and dwarf 

spheroidals: red symbols). 

⇒ Feedbackの効果?

しかし, 現状ではガスリッチな矮小銀河
がサンプルから漏れている. 

スケーリング則: the “extended” BTF

⇒ SKA1で十分可能. 



銀河進化の観点からは星形成率が最も興味ある物理量であ
り, 星形成率の関係するスケーリング則を検証したい. 

星質量-SSFR平面上で, 非
常に顕著な星形成銀河の系
列がみられる: 星形成主系
列銀河 (star-formation 

main sequence).

cf. 古典的な色-等級図ではブ
ルークラウドに対応する. 

Specific star formation rate (SSFR)

Schiminovich et al. (2007)

スケーリング則: 星形成主系列銀河



Secularな進化をしている(合体銀河等ではない)星形成銀河
の系列. 

爆発的星形成銀河(ULIRGな
ど)はこれから大きく外れる(e.g., 

Buat et al. 2007). 

Buat et al. (2007)

スケーリング則: 星形成主系列銀河



Secularな進化をしている(合体銀河等ではない)星形成銀河
の系列. 

様々な物理量への依存性が
活発に検証されている(ダスト
温度, クランピネスなど). 

特に, 分子ガスとの関連が注
目されている(Genzel et al. 

2012; Magnelli et al. 2012). 

COの観測は1 < z < 2に届きつ
つあるが, サーベイと呼べる段
階ではない. 

HIはまだ全く届かない. 

Genzel et al. (2012)

スケーリング則: 星形成主系列銀河



スケーリング則: Schmidt-Kennicutt law

銀河のサイズを考慮することにより, 単位面積当たりのガス
密度と星形成率密度の関係を議論することができる. この関
係がSchmidt-Kennicutt lawとして知られる.

古典的なSchmidt-Kennicutt lawは
星形成率とガスの面密度の間の関
係.

幅広いガス面密度範囲にわたり, 単
一冪の関係が見られるが, その傾き
については現在も議論が収束して
いない. 

Kennicutt & Evans (2012)



Kennicutt & Evans (2012)

S-K lawが示すのは, 全ガス質量(HI + H2)とSFRの密度の相関.

この関係の進化を議論する
ためには, HIの観測もCO観
測と同様, 1 < z < 2まで届く必
要がある. 

⇒ SKA1からSKA2

分子観測とのsynergyも重要!

スケーリング則: Schmidt-Kennicutt law



✴2原子分子による共役反応

✴3原子分子による衝突反応

✴ダストを触媒として生成
⇒銀河中では最も効率がよい

生成 解離

水素原子

(1)付着 (2)拡散 (3)反応 (4)離脱

(高橋 2000)

✴UV光子による光解離
高密度, 含ダストの分子雲では

自己遮蔽により影響を受けな
い

✴宇宙線による解離
分子雲中の水素分子を電離

✴原子や分子による衝突解離高
温, 高密度なISM中で生じる
解離の寄与としては小さい

(e.g. Gould & Salpeter 1963; 

Draine & Bertoldi 1996)

銀河における水素分子は生成と解離のバランスで決まる. 

HI から H2への遷移



✴遷移柱密度は金属量で決まる(Gnedin et al. 2009). 

低金属量の分子雲ではダストが少ない
⇒自己遮蔽が効く NHIが高くなる. 

HI から H2への遷移

(Gnedin et al. 2009)

Z☉ 0.3 Z☉ 0.1 Z☉



可視光では, 銀河になっていないガス, あるいはガスの多い若
い銀河の有効な検出方法として, QSO吸収線系の観測が知ら
れている. 

Quasar Observer

吸収線観測による銀河形成期の検証



可視光では, 銀河になっていないガス, あるいはガスの多い若
い銀河の有効な検出方法として, QSO吸収線系の観測が知ら
れている. 

Quasar Observer

特に水素の柱密度が高いものはdamped Lyman a systems 

(DLAs)として観測され, 現在の巨大銀河の祖先と考えられて
いる.

吸収線観測による銀河形成期の検証



Quasar Observer

観測から, これらの系はガスリッチで, 低金属量であることが知
られている(e.g., Ledoux et al. 2003).

また, DLAは小さいスケールでの宇宙の大規模構造のパワー
スペクトルを検証するプローブでもある.

しかし, optical/UVベースでの観測には本質的な問題がある.  

吸収線観測による銀河形成期の検証



Quasar Observer

我々は吸収線系を検出したいのだが, 非常に高い柱密度のシ
ステムは, 背景クェーサーからの放射を非常に強く減光してし
まい, そもそも最初のセレクションから漏れてしまう(Vladilo & 

Péroux 2005).

このような高い柱密度の系は最初の爆発的星形成が生じる
直前である可能性が高い, つまりまさに我々が観測したい系
であり, 宇宙の星形成史を理解するために本質的に重要. 

このような選択バイアスは致命的である!

吸収線観測による銀河形成期の検証



Quasar Observer

クェーサーの連続波を電波でセレクトし, 吸収線系を21cm線で
探査すればよい: SKA2のサイエンスとして最適. 

可視/UV吸収線系の観測に比べて有利な点:

1. 電波ではダストによる減光が無視できる. 

2. 断面積が小さいので, 非常に柱密度の高い系まで観測が
可能. 

この問題をどう解決するか?

吸収線観測による銀河形成期の検証



Quasar Observer

(York et al. 2007)

吸収線観測による銀河形成期の検証



Damped Lyman α雲 (DLAs)に予想 される21 cm optical depth

分布: NH > 2×1020 cm–2 (Tee & Hirashita; 下記文献に掲載). 

Takeuchi et al. (2015)

HI吸収線系の統計



DLA無バイアス検出への要求:

1. 典型的なQSO(100 mJyを仮定)でτ ~ 0.001を検出するために
は rms ~ 33 nJyが必要. 

2. 周波数のダイナミックレンジは連続波に対しノイズレベルが
1/3000を要求するため, 35 dBが必要. 

3. 指向観測: τ ~ 0.001検出を達成するにはSKA-LOWによる
DLA 1個あたり~ 10 hrの指向観測が理想的. 

HI吸収線系の統計

⇒ SKA2の性能を最大限に使う観測. 



7 エピローグ

「我々は第4コーナーにさしかかっている. 」

1995年, ドイツのハイデルベルクにて, 銀河についての国際会議
が開催された. その研究会の冒頭において, とある「大御所」研
究者が次のような発言をした. 



7 エピローグ

この「第4コーナー」発言に対し , 多くの銀河・観測的宇宙論研究
者は意外にも共感し, 悲観的な言葉がよく聞かれるようになった. 



この「第4コーナー」発言に対し , 多くの銀河・観測的宇宙論研究
者は意外にも共感し, 悲観的な言葉がよく聞かれるようになった. 

さて2016年, 銀河研究は過去の遺物となっているだろうか?

7 エピローグ



7 エピローグ

ペルシアのハルパゴス(ヒストリエ©岩明均)

この「第4コーナー」発言に対し , 多くの銀河・観測的宇宙論研究
者は意外にも共感し, 悲観的な言葉がよく聞かれるようになった. 
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この「第4コーナー」発言に対し , 多くの銀河・観測的宇宙論研究
者は意外にも共感し, 悲観的な言葉がよく聞かれるようになった. 

世紀末には, このような「科学の終末論」
がよく現れる. 

19世紀末, Kelvin卿は「原理的な問題は
すべて解決してしまい, いまや物理学は, 

地平線上に小さな雲が二つ見られるほ
かは, きれいに晴れわたった青空にも比
せられる… 」と講演した. 



7 エピローグ

世紀末には, このような「科学の終末論」
がよく現れる. 

19世紀末, Kelvin卿は「原理的な問題は
すべて解決してしまい, いまや物理学は, 

地平線上に小さな雲が二つ見られるほ
かは, きれいに晴れわたった青空にも比
せられる… 」と講演した. 

これが全くの間違いであったことは言を
俟たない. 

この「第4コーナー」発言に対し , 多くの銀河・観測的宇宙論研究
者は意外にも共感し, 悲観的な言葉がよく聞かれるようになった. 



7 エピローグ

お偉いさんの繰り言には耳を貸さず, みなさんは純粋に自分の
研究の未来を信じて, 興味深い問題を見つけていきましょう! 

前田慶次(花の慶次©隆慶一郎・原哲夫)





おまけ

1996年銀河銀河団分科会座長

1995年 銀河銀河団分科会初発表
1996年 銀河銀河団分科会座長(当時初のM2座長)



1997年天文・天体物理若手夏の学校校長

1997年 夏の学校校長
1999年 銀河銀河団分科会一般参加
2000年 銀河銀河団分科会招待講演(初)


