精密 X 線分光観測による銀河団の進化と暗黒物質の探査
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We have developed a new X-ray astronomical observatory, ASTRO-H/Hitomi, and launched in 2016 February, under
international collaboration lead by JAXA. I study nature of the Universe by collaborating with Prof. Fabian and other
scientists in Europe. He has led the obsevatory science observation planning. In his institute, we used ASTRO-H
observation data to realize the following goals.
(1) Cluster dynamics: We reveal the interplay between the thermal energy of the intracluster medium and the kinetic
energy of sub-clusters, to measure the non-thermal energy and chemical composition, and to directly trace the
dynamical evolution of galaxy clusters. We investigated the Perseus core observation and developed the best analysis
method.
(2) X-ray dark matter search: The high-energy resolution and wide-band energy coverage of Hitomi also provided a
chance to resolve a signal from dark matter candidate particles. There are a number of reports of candidate X-ray signals
possibly originated from dark matter. We tested these possibilities and further searched for a true dark matter signal
using deep observations of clusters and galaxies. The high-energy resolution along with accurate plasma emission
modeling and understanding instrumental background and calibrations are crucial to perform the dark matter search.
研究目的
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研究経過
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度のエネルギー分解能を持つ「ひとみ」衛星のカロ
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その上限値は，過去の検出値を 99%以上の信頼度で

が周りのガスにジェットによってエネルギーを注入

棄却する。3.5 keV ラインの起源として，硫黄イオン

し，相対論的な粒子に満たされた泡状の構造(巨大バ

の電荷交換反応によるという提案 (Gu et al. 2015)も

ブル)を作り出している。この巨大バブルによって，

ある。これらの起源の判別についても議論をおこな
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それによって，放射冷却による暴走的なガス収縮が
抑えられていると考えられている。これは，宇宙に

(3) 発展研究

おける最大規模の「銀河フィードバック」と呼ばれ
ている。この銀河団を「ひとみ」衛星によって X 線

以上の成果を発展させる形で，以下のような詳し
いデータ解析を実施している。

観測した。その結果，中心から半径 30-60 kpc の領域
では，ガス運動の視線方向での速度分散が，160 km/s

(a) 最近の検出器較正情報やすべてのデータを用
いたガス運動の測定。

程度であることを測定した。すなわち，中心部のガ
スが予想外に「静かな」環境であった。加えて，同

(b) 高精度のライン X 線分光を用いた温度構造の
調査。

じ領域での，ガス運動のドップラー速度には，150
km/s

程度の分布(バルクな運動)を持っていること

(c) 鉄に加え，これまで測定が難しかったケイ素，
硫黄，クロム，マンガンなどの元素量の測定。

を測定した。速度分散の測定から，ガスの乱流によ
る圧力が，熱的な圧力の数%しかないことがわかる。

研究の発表

これに，バルクなガス運動の分を加えても，二倍程
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度にしかならない。この結果は，少なくともこの銀

1.

「ひとみ」によるペルセウス銀河団からの

河団の中心部では，乱流が小さく静水圧平衡から決

3.5keV ライン X 線の探査，日本天文学会年会，

まる重力質量の推定には，誤差が無視できることを

九州大学，2017 年 3 月

示している。
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