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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 

  近年の宇宙論の観測の発展に伴い、より精密な宇宙論的観測データが得られるようになってきた。これらの精

密なデータにより、宇宙の進化の過程、および現在の宇宙の姿が明らかになってきた。特に、現在の宇宙の約２

５％は暗黒物質、７０％は暗黒エネルギーと呼ばれる成分で占められていることが分かってきた。これらの暗黒成

分を解明することは現代の科学における大きな課題である。本研究ではこの課題に対して様々なアプローチによ

って研究を進めてきた。 

 暗黒エネルギーの正体を明らかにしていく上で、暗黒エネルギーの性質を観測データから調べていくのは重要

である。このような研究はこれまでも多くなされてきたが、特に我々は暗黒エネルギーの性質を調べる際の他の

宇宙論的パラメタの影響について研究を行った。暗黒エネルギーの性質を表すためによく使われるのは状態方

程式などがあるが、これらに対する制限を観測データを用いて求めることによって、暗黒エネルギーの性質を知

ることができる。ただし、これら暗黒エネルギーの性質についての情報を引き出す際に、他の宇宙論パラメタが影

響しうる。また、逆に他の宇宙論パラメタを決定する際にも、暗黒エネルギーの性質が影響する。例えば、ニュー

トリノ質量や初期密度揺らぎのスケール依存性などは、特に、宇宙背景放射の観測から制限を求める際にパラメ

タ間の縮退をもたらす。我々は WMAP などの観測データを用いてこのことについて詳細に調べた。 

 また、暗黒物質に関して、その揺らぎからの情報を用いて性質を探る研究も行った。暗黒物質に関する研究は

これまでの様々なものがなされているが、我々は特に暗黒物質の等曲率揺らぎの非ガウシアン性について調べ

た。非ガウシアン性は特に近年、初期揺らぎの性質を研究する上で注目されているものである。我々は暗黒物質

の等曲率揺らぎについてバイスペクトルを計算し、さらに、現在の WMAPの観測から暗黒物質の等曲率揺らぎに対

する制限を得た。特に、暗黒物質からの等曲率揺らぎにおいて揺らぎの２次の項が支配的になるような模型で

は、非ガウシアン性からの制限はパワースペクトルからの制限と同程度に厳しい制限を与えることを示した。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
 Recent cosmological observations are so precise to give us a lot of information on the evolution 

and the present state of the Universe. Current observational data indicate that the Universe 

consists of about 25 % dark matter and 70 % dark energy. Elucidating the nature of these dark 

components is one of the most important issues in science today.   

 In this study, we have investigated the effects of other cosmological parameters on the 

determination of the nature of dark energy, and vice versa. It has been discussed that other aspects 

of cosmology such as the neutrino mass and the spectral index of primordial power spectrum affect 

the limits on dark energy equation of state with each other since these parameters are degenerate, 

particularly, in the analysis of CMB data. We have studied this issue in detail and shown that 

in some cases, for example, depending on the nature of dark energy, the constraints on primordial 

power spectrum can be affected by O(10)%. 

 We have also studied the nature of dark matter through fluctuations generated by them. We focused 

on non-Gaussianity from isocurvature fluctuations of dark matter component. We have calculated 

bispectrum of dark matter isocurvature fluctuations and obtained the limit for such fluctuations 

from non-Gaussianity in temperature anisotropy of cosmic microwave background. We have shown that 

in models where the leading contribution to isocurvature fluctuations comes form the second order, 

the limits on the isocurvature fluctuations is almost comparable to that obtained from power 

spectrum. Since observations of non-Gaussinaity will be more precise in the near future, the 

information from non-Gaussianity may give an interesting insight on the nature of dark matter. 

 


