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太陽のこと 
 太陽、知っていますか？もちろん知っていますよね。毎
日見ていると思います（ ：直接見てはダメですよ。目を
痛めます）。では、私たちは、普段、どれくらい太陽の恩恵
に与っているのでしょうか？太陽がいないと寒くなります
ね。日の光がなければ植物は光合成ができずに育ちません。
最近だと太陽光発電をしている家庭も増えました。これら
はみんな、太陽のあふれ出るエネルギーが日光を通して地
球に降り注ぎ、それを利用しているのです。太陽のおかげ
で私たちは、地球に生まれ、日々、生活できています。で
も、太陽のありがたみって、実はそれだけではありません。
私たち人類・生命のルーツは宇宙年齢まで紐解けば、太陽
（恒星）に辿りつくのです。 
 
生命のルーツ : ヒトの材料 
 私たちは、いったいどこから来たのでし
ょうか？そのルーツを探るためには、そも
そも私たちは何者であるのかを知る必要
があるでしょう。ここでは、物理学的に私
たちが何者であるのかを考えてみましょ
う。物理学という学問は、複雑で大きな問
題は、ともかくまずはバラバラに小さく分
解し、物事の本質を見極めようと試みます。
それでは、ヒトの本質とはなんでしょう
か？ヒトの構成要素をバラバラにしてみましょう。ヒトの体の 60% は水でできています。あと
は肉（筋肉、脂肪など）が 35% で、残りは骨などです。さぁ、もっともっと細かく見ていきま
しょう！！水は、水分子でできています。水分子を作っているのは２つの水素原子 H と１つの
酸素原子 O です（ですので化学式では H2O と書きますね）。肉はどうでしょう？肉はタンパク
質からできています。タンパク質はアミノ酸という複雑な分子からできており、アミノ酸は炭

恒星の一生。それは、ガスから静かに始まります。ゆっくりと質量をかき集め、ひとたび、
核融合の火がつけば、煌々と燃え続け、最期には華々しく散っていく。ですが、最近の研究
によると、最初のガスの状態から火をつけるためには、ガスの塊同士が激しくぶつからない
といけないのではないか、ということが分かってきました。この講演では、恒星の一生が、
実は生命のルーツや、宇宙の歴史と関係していることからスタートし、今、分かっている大
質量星の形成について、最先端の理解まで紹介したいと思います。 
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素 C、酸素 O、窒素 N、水素 Hなどの原子が材料です。骨は、カルシウム Caやリン P、酸素 O
の原子でできています。詰まるところ、ヒトは様々な原子からできているのです。ですから、
ヒトのルーツを探るということは、原子のルーツを探ることに他なりません。 
 
生命のルーツ : 元素の起源 
 ヒトを構成する様々な元素たち。これらの元素は 45 億年前に地球ができた時にはすでに存在
していました。地球が太陽と共に生まれた時、すでに私たちを形作る材料は揃っていたのです！
（材料が揃っていたとはいえ、生命がここまで進化を遂げるのにはずいぶん時間が必要でした
が）。では、これらの多様な元素は、いつ、どのようにしてできたのでしょう。宇宙が 138 億年
前にビッグバンにより始まった時から、これらの元素はあったのでしょうか？答えは NO です。
ビッグバン理論によれば初期宇宙では、水素 Hとヘリウム Heしか生成されません。生命を形作
る上で重要な炭素 Cや酸素 Oなどは初期宇宙にはありませんでした。138 億年前に宇宙が誕生
し、45 億年前に太陽/地球ができるまでの 93 億年の間に、宇宙ではいったい何が起きていたの
でしょうか。 
 宇宙ができた時、そこには水素 Hとヘリウム Heしかありませんでした。原子はガスとなり初
期宇宙全体を満たしていました。ビッグバンの量子力学的な名残により、それらガスの分布に
は斑

むら
がありました。斑

むら
によってガスが多くある場所は重力が強くなり、よりたくさんのガスを

引きつけます。このようにして初期宇宙のいたるところに生じたガスの塊は、数千万年をかけ
て周辺のガスを寄せ集め、ゆくゆくは恒星が形成されていったと考えられています。さらには
数億年をかけて、無数の恒星が出来上がり、恒星の集団が重力により集まって、宇宙の各地で
銀河が形成していきます。銀河ができたのち、恒星やガスは余生を銀河の中で過ごすことにな
ります。私たちの太陽系が属する天の川銀河（銀河系）は 132 億年前にはもうあったことが分
かっていて、宇宙の中でも古めの銀河です。このように、ビッグバンにより華々しくスタート
した私たちの宇宙は、ガスから恒星が生まれ、恒星が集まり銀河となりました。そして銀河が
できて以降は、銀河の中で恒星が生まれ、そして死んでいく、またそれらを繰り返しながら今
日に至ります。 
 

図３：ビッグバンから現在に至るまで（出典: NASA, 一部改変） 



生命のルーツ : 宇宙の元素工場 
 そんな宇宙の歴史の中で重元素1をせっせと作ってきたのは恒星です。恒星は温度がとても高
く（太陽の表面温度は約 5500℃）、そのため明るく輝いています。この高い温度を維持するため
のエネルギー源が核融合反応です。核融合反応では小さな原子同士が合体し大きな原子を作り
ます。合体することで、原子の質量がわずかに減り、その分の膨大なエネルギーが放出される
のです。太陽では今は水素が融合しヘリウムが作られていますが、将来的には水素は燃え尽き
てヘリウムの融合が始まり、最終的には酸素くらいまでの元素が合成されると考えられていま
す。核融合反応がどこまで進むのかは恒星の質量で決まり、恒星が大きいほど大きな元素が合
成されます。太陽のように質量の小さな小質量星の場合は、100 億年ほどかけてゆっくりと核融
合反応が進んだ後、晩年には、ガスを宇宙空間に放出して惑星状星雲を形成し、静かに宇宙の
闇へと消えていきます。 
 一方で、核融合反応には限界もあり、鉄 Fe 以上の原子を合成することはできません。鉄 Fe
よりも大きな原子は、かえって合成後の原子の方が質量が大きくなり核融合反応が進まないの
です。鉄 Feよりも大きな元素には、例えば、人体に欠かせない亜鉛 Zn、ヒ素 As、ヨウ素 Iや、
貴金属の金 Au、銀 Ag、プラチナ Ptがあります。これらの元素は、超新星爆発とともに生成さ
れることになります。超新星爆発は太陽の８倍以上の質量を持つ大質量星が、その最期に起こ
す大爆発です。大質量星の核融合反応が進んで、中心に鉄の核ができると、核融合反応が停止

                                            
1. 宇宙物理学では初期宇宙に存在しなかった元素のことを重元素と呼びます。水素 H、ヘリウム He以外
の全ての元素です。私たちの体には重元素が欠かせません。 

図４：恒星の一生（福井康雄著「大宇宙の誕生」より一部改変） 



します。そうすると、エネルギー源を失った大質量星は自らの重力を支えることができなくな
り、瞬く間につぶれて大爆発を起こすのです。この時に、鉄より重い元素は合成され、合成さ
れた元素たちは、爆発とともに宇宙空間へ放出されます。 
 このように、小質量星と大質量星とで違いはありますが、恒星の中で重元素は合成され、恒
星の最期にガスは宇宙空間へと放出されます。そして、のちに生まれる恒星や惑星の材料とな
るのです。私たちの体を形作っている元素たちも、ビッグバンで生み出された水素やヘリウム
が 90 億年の間に、少なくとも１度以上は恒星の一生を経験してきたのですね。 
 
星の生まれるところ 
 宇宙が原子のガスから始まり、ガスから恒星ができて、やがて恒星が集まり銀河となって、
銀河の中での恒星の輪廻を通して私たちを形作る重元素が作られてきました。また、私たちは
日々、太陽からのエネルギーを享受しながら生活しています。しかし、私は、とても大事なこ
とを、まだ皆さんにお話していません。それは、ガスからどのようにして恒星ができるのか、
実はまだよく分かっていない、ということです。１つの星を作るのにどれくらいのガスが材料
として必要なのか、星を作るにはどれくらいの時間がかかるのか、大質量星と小質量星はどの
ようにして産み分けられるのか、というような、とても初歩的な事ですら、まだ解明されてい
ません。太陽系は宇宙ができてから 93 億年後にできたため、今日の私たちは多くの重元素に囲
まれて過ごせています。私たち生命が芽生えるために、93 億年は必要な準備期間だったのでし
ょうか？それとも、もっともっと早くに生まれた恒星系にも生命が生まれるに足りる十分な量
の重元素はあったのでしょうか？その答えは、残念ながら星形成の全貌が解明されるのを待つ
必要がありそうです。ここでは、今までに分かってきた範囲で星形成についてお話しします。 
 宇宙空間は真空ですが、至る所に、希薄なガスの塊が漂っています。これが恒星の材料とな
るガス雲です。ガス雲は密度が低いところでは原子ガスでできており、原子雲と呼ばれます。
大きな原子雲は、時間が経つと、重心部分に重力の引力でガスが落ちこんできて集まり、密度
が上がります。すると分子を形成しはじめます。このような、密度が高くなって分子が検出さ
れるようなガス雲のことを分子雲と呼びます。分子雲の中で、ガスがもっとたくさん集まって、
中心部分が十分に濃くなると原始星が誕生し、中心温度が 1000 万度を超えると核融合反応を起
こして輝きはじめます。ですので、恒星は、ガスがたくさん集まって密度が高くなり、その結
果作られるのです。恒星の形成を解明するためには、このようなガスの変化を調べます。なか
でも分子雲は、密度が高く、星形成の直前の状態ですので、特に注目を集めてこれまで研究さ
れてきました。 
 分子雲はとても冷たく（-260℃程度）、光りません。むしろ、分子雲に含まれるチリが背後で
輝く恒星の光を遮ることで、星空に漂う黒いモヤモヤとして目では見えるので、古くは暗黒星
雲という名前で知られていました。分子雲は目では見えませんが、赤外線や電波で観測すると
明るくみえます。赤外線や電波は、可視光に比べて波長が長く、エネルギーが小さいので、分
子雲のような極低温の物質でもかすかに輝くのです。とりわけ電波は分子雲を調査するうえで
とても有力です。電波で分子輝線を観測することで、ドップラー効果の分析により、分子雲が
どのように動いているかが分かるのです。ガスがどのように集まって星が作られていくのかを
調べるうえで、電波の観測は欠かせないものとなっています。 
 



星が生まれない？！ 
 分子雲の観測調査は戦後に始まった、比較的新しい天文学です。冷たい分子雲から発せられ
る微弱な信号を検出するために、非常に高性能な検出器が必要とされます。今も世界の天文台
や大学でより良い装置の開発を目指して、切磋琢磨、競い合っているのです。 

 これまでに、数々の新しい望遠鏡、新しい装置が作られ、そして分子雲が観測され、様々な
ことが分かってきました。太陽系の周りにはどこに分子雲が漂っているのか、天の川銀河の中
での分子雲の広がり、お隣の銀河の分子雲、すごく遠く宇宙の初期の方の銀河の分子雲、など
など。太陽系から最も近い分子雲は、おひつじ座の方向、距離 250 光年にある MBM16 で、太
陽の 300 倍の重さ（300 太陽質量と言います）があり、星は作っていません。太陽系から最も
近い星形成領域は、おうし座の方向 450 光年にあるおうし座分子雲です。２万太陽質量のガス
があり、100 個ほどの生まれたての若い小質量星がいます。大質量星はとなると、オリオン座の
方向 1300 光年にある 11 万太陽質量のオリオン巨大分子雲になります。ここでは、10 個以上の
若い大質量星と、3500 個ほどの若い小質量星が今まさに作られているのです。 

 

 このように、数々の星形成の現場が発見され、特徴が調べられてきました。ガスはどれくら
いの量があるのか？どのような大きさの星が生まれているのか？などなど。しかし、調べれば
調べるほど、星形成が解明されるどころか、ある謎が浮き出てきました。それは、星の材料と
なるガスはたくさんあるのに、思ったより星が生まれていない、ということです。ガスの量に
比べて、星になるのはわずか数％だけなのです。それに星が作られるペースも遅すぎます。ガ
スが重力の引力で縮まるだけなのであれば、もっとたくさんの星がもっと速くできていないと
おかしいのです。その後の調査により、ガスに加わる力は、重力の引力だけでないことが分か
りました。ガスの中の磁場や乱流といった成分が、ガスが集まるのを妨げる力として働くので
す。そのせいで、ガスは全てが星にはなりません。そして、星はゆっくりとできるのです。 
 しかし、まだ謎は残ります。大質量星の形成問題です。大質量星は速く作らないといけませ
ん。なぜなら、大質量星はひとたび核融合が始まり輝きだすと、莫大な紫外線を放射し、周り
のガスを吹き飛ばしてしまうのです。大質量星からの放射に打ち勝つには、とても速く、大量
のガスを届けないといけません。もう一つ問題があります。それは雲がちぎれてしまう問題で
す。１つの分子雲があっても、そこから星が１つだけできるわけではありません。分子雲が縮
んでいく途中で、いくつか分裂してしまい、分子雲はポコポコちぎれてしまいます。その結果、
１つの分子雲からはたくさんの星が生まれます。大質量星を作るためには、分子雲がちぎれす
ぎないようにする仕組みが必要なのです。 

 図５：電波望遠鏡と観測装置 
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最後の突破口：分子雲衝突で星ができるか 
 大質量星がどうやって作られたのか分からない。これは大問題です。私たちの体の中の重元
素は星で作られました。それに、星は宇宙のもっとも基本的な要素です。その作り方を知らな
いなんて、宇宙について何も知らないようなものです。これまでたくさんの天文学者がこの問
題に取り組んで来ました。しかし、なかなか理解が進まない。みんな、大質量星形成領域の巨
大分子雲を調べていました。まさか、そこに盲点が潜んでいるとは気づかずに。 
 2009 年、名古屋大学の電波天文グループが行った発表があ
ります。彼らは大質量星が分子雲と分子雲の衝突でできた現
場を発見したのです。もし、分子雲がぶつかれば、衝突した
部分で２つの分子雲のガスが急激に押しつぶされ、一気に密
度が上がります。そうすれば、大質量星の形成も自然と説明
できるというのです。その後のコンピュータ・シミュレーシ
ョンによる検証により、確かに、分子雲がぶつかれば、大質
量星が作られることが分かりました。衝突モデルでは特別な
仮定は何もありません。ただ、分子雲がぶつかればいいので
す。他に考えられていた、仮定が必要なモデルに比べて、合
理的に思えます。そう、分子雲さえぶつかれば。 
 当時、世界中は、１つの分子雲にだけ着目していました。ある分子雲の中だけで、どうすれ
ば、大質量星を作ることができるのかを考えていたのです。そこに突然出てきた衝突モデルで
は、分子雲を２つ使って大質量星の形成を説明します。これが盲点でした。しかし、このアイ
ディアは世界の反発を買うことになります。分子雲がぶつかるなんて、そんな偶然、滅多に起
こりっこない。もし衝突すれば大質量星ができるかもしれないが、宇宙の全ての星が衝突して
できたなんて思えない。みんな、そう考えたのです。 
 果たして、大質量星は、分子雲衝突でないと作られないのでしょうか？それとも、衝突でも
できるが大半は衝突以外の原因でできたのでしょうか？かくして、宇宙にある若い大質量星を、
片っ端から検証していく長い長い仕事が始まりました。この検証は困難を伴いました。なぜな
ら、大質量星は周りの分子雲を破壊するので、時間が経ってしまうと、衝突の証拠がかき消さ
れてしまうのです。突破口となったのはシミュレーションです。コンピュータ上で分子雲衝突
を再現し、どのように観測可能かを検証したのです。これにより、2014 年には分子雲衝突を観
測的に立証するツールが揃いました。それを用いることで、これまでに 20 を超える天の川銀河
の天体で、大質量星が分子雲衝突によってできたであろうことが分かってきています。いよい
よ、分子雲衝突が、普遍的であることが現実味を帯びてきました。とはいえ油断はできません。
衝突した後にどのように星ができるのか？衝突現象は宇宙初期から今までの、全宇宙で普遍的
なのか？など、次に解決するべき問題は、まだまだたくさん残っています。ですが、私は感じ
ています。私たちは、きっと、分子雲衝突を通して大質量星になり、そして今に至ったのだと。 

図７：Westerlund2 で発見された
分子雲衝突の痕跡。速度の異なる
分子雲がぶつかっている。 

図８：分子雲衝突モデルによる大質量星形成の模式図 
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