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研究成果の概要（和文）： 
本研究では、超新星爆発、大質量星の終焉期に当たる Wolf Rayet（WR）星の連星活動や、お
よび新星爆発にともなう固体微粒子形成過程に着目し、あかり衛星や８ｍクラスの地上大型望
遠鏡に搭載された中間赤外観測装置を用いた観測データから、その組成の調査やダスト質量の
定量評価を行った。その結果、WR140 については、WR の連星活動によって形成されて生き
残ることのできるダスト量は少なく、初期宇宙の主要なダスト源となる容易ではない事を示し
た。また、本研究は新星 V1280Sco のダスト形成の歴史を明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
This study focuses on the dust formation by evolved massive stars (e.g., supernovae, 
Wolf-Rayet binary activities) and novae. The chemical composition and the temporal 
evolution of mass and temperature of dust formed around them have been examined based 
on observations with AKARI as well as with mid-infrared instruments onbaord 8m class 
ground-based telescopes (Subaru/COMICS and Gemini-S/TReCS).One of the important 
findings of this study is that, at least in the case of WR140, the observed amount of dust 
that survives the harsh circumstellar environment to become the interstellar dust is small 
because of the possible destruction process after the nucleation. This result may suggest 
that WR binary activity may not directly contribute as a major dust budget in the early 
universe. This study also have successfully demonstrated the dust formation history of 
nova V1280Sco over 2000 days from the initial nova outburst. 
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１．研究開始当初の背景 
宇宙空間の固体微粒子は、宇宙の化学進化を
考える上で、重要な役割を演じるが、星周環
境でのダスト形成と初期の進化の様子につ
いて十分な観測的な理解は得られていなか
った。特に、遠方の若い銀河やクウェーサー
に見つかるダスト量、すなわち、初期宇宙の
ダストの起源を説明するためには、進化の時
間スケールが短い大質量星によるダスト形
成が必要であるが、最近の観測からは、その
主要な機会の一つと考えられる超新星爆発
に伴うダスト形成量は、理論的に導かれる必
要量に遙かに満たない事が報告されてきた。
従って、超新星爆発に限らず、大質量星がそ
の進化を通じて星間ダストの供給に演じる
役割の理解は、特に重要な解決すべきテーマ
であった。一方、現在の宇宙、特に、我々の
天の川銀河に存在するダスト量の多くは、年
老いた中小質量星の質量放出活動に伴って
供給されたと考えられているが、そもそも星
周囲でのダスト形成の瞬間を観測的にきち
んと時間を追って捉えた研究は極めて少な
く、その意味で、あかり衛星や、すばる望遠
鏡や Gemini-南望遠鏡に搭載された近赤外、
中間赤外線観測装置を用いて、ダスト形成を
起こす新星のスペクトル変化を継続的に捉
える試みは、極めて革新的な情報をもたらす
事が期待されると考えるに至った。 
 
２．研究の目的 
本研究では、様々な質量の年老いた星が質量
放出を行う過程で経験するダスト形成の過
程、及び、その初期の進化の様子を、観測的
に明らかにすることを狙う。星間空間にただ
よう固体微粒子、即ち星間ダストは、その表
面に置ける化学反応を通じて複雑な化学組
成の分子の合成に寄与したり、様々な星間環
境下での化学的変質過程や、物理進化を経た
りして、宇宙空間の化学進化に大きな役割を
演じる。本研究では、初期宇宙の銀河のダス
トの起源を探るとともに、星周環境に於ける
ダストの形成と初期進化の様子を観測的に
解明することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1) 超新星爆発以前の大質量星によるダス
ト供給の機会として、挙げられるのが、大質
量生の活発な質量放出活動期にあたる天体
Wolf-Rayet 星を主星にもつ大質量連星系で
ある。こうした系では、伴星が、主星の近日
点付近に接近する度に、恒星風衝突領域でダ
スト形成を起こすと考えられている。その周
期は、連星系によって数日から数受年以上に
至るまで様々であるが、中には、WR140 のよ
うに８年程度の周期で、定期的にダスト形成
を見せる天体がある。本研究では、WR140 を
含むいくつかの WR 連星系に着目し、大質量

星が、超新星爆発前に起こし得るダスト形成
の様子を観測的に理解する。 
 
(2) また、新星は、連星系をなす中小質量星 
の進化の終焉の姿であるが、我々の近傍で比
較的高い頻度で起こる現象であるため、詳細
なダスト形成の現場を探るためには、重要な
機会となる。本研究では、近年に発見されダ
スト形成を伴ういくつかの新星について、2
年間にわたる赤外線継続観測によって、形成
されたダストの組成や質量温度の時間進化
を直接追い、ダストの形成過程と初期の進化
の様子を解明する。 
 
４．研究成果 
(1)Wolf Rayet 大質量連星系のうち、約 8 年
周期で伴星が主星の近日点を通過する WR140
について、2009 年の近日点通過のイベントに
際して、赤外線継続観測を行った。その結果、
2001 年の近日点通過時のイベントの際に、恒
星風衝突領域で形成されたダスト雲中に含
まれるダスト質量は、10-8 太陽質量程度で、
形成直後の 2004 時の測定量（文献値）と比
べて一桁近く減少している事がわかった。一
方、2009 年時のダスト形成量は、2011 年時
点で、3x10-8 太陽質量程度であり、2001 年時
のダスト形成史において対応する時期のダ
スト形成量とおおよそ一致することがわか
った。このことから、WR140 の場合、おおよ
そ同規模のダスト形成が、近日点通過の度に
周期的に繰り返されていることが明らかに
なった。仮に、約 10 年周期で繰り返される
近日点通過の度に、作られたダストのうち 10 
-8 程度のダストが生き残り、このWolf Rayet
活動の継続期間(WC 期の継続時間)が 105年程
度であるとすれば、ダストの供給量は 10-4太
陽質量程度になる。この結果、星周環境を離
れて以降のダストの質量捕獲過程を考えな
い限り、このダスト量は、宇宙初期のダスト
量を説明する為に必要な理論値（大質量星 1
個あたり 0.1-1 太陽質量）には、3 桁以上足
りないことが結論できた。（一部、雑誌論文
④に対応、成果を論文に準備中） 
 
(2)新星のうち、2007 年 2 月に日本人アマチ
ュア天文家が発見した V1280 について、爆発
後 2000 日までの長期間にわたって、近赤外-
中間赤外の継続観測を実施した。(一部、学
会発表③④⑧に対応)８ｍ級の望遠鏡に搭載
された中間赤外線による詳細な観測は、これ
までほとんど例がなく、詳しい放射領域の分
析と赤外線分光に基づく組成分析の結果、
V1280Sco 周囲での詳細なダスト形成史とそ
の温度、質量進化を解明した。(成果を論文
に準備中) 
 
新星や Wolf-Rayet 星周囲での固体微粒子の



 

 

形成とその時間進化を観測的に捉えること
は、いわば宇宙空間を大規模な実験場として
宇宙空間の固体微粒子の起源と進化の理解
に、直接的な事実を得ることになる。本研究
結果は、将来的に計画されるロケット内の無
重力環境での固体微粒子の凝縮実験は東北
大学の木村勇気助教らの進める実験(日経新
聞 3月 18 日朝刊掲載)の結果と、直接比較す
る上で、最も適した実際の宇宙での固体微粒
子の生成進化過程の観測的証拠となる。これ
によって、ビッグバン以降、恒星を起源とし
て宇宙空間に供給される重元素を材料に作
られる固体微粒子の物質進化、化学進化の歴
史を解明する上で、国内研究チームによる国
際的に主導的な研究を遂行する事をめざし
ている。 
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