
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３２６６０

若手研究(B)

2014～2013

宇宙の元素合成・拡散史解明に向けた高精度Ｘ線分光による銀河団プラズマの探査

Study of the intra-cluster medium in galaxy clusters with a high resolution 
spectroscopy for investigating the chemical evolution in the universe

５０４５３８４０研究者番号：

佐藤　浩介（Sato, Kosuke）

東京理科大学・理学部・助教

研究期間：

２５８００１１２

平成 年 月 日現在２７   ６   １

円     3,000,000

研究成果の概要（和文）：銀河の大集団である銀河団は宇宙で最大の天体であり、宇宙年齢をかけて進化してきたため
、宇宙の力学的、化学的進化をさぐるよいプローブとなる。私は銀河団の観測的研究として、日本のＸ線天文衛星「す
ざく」を用いて、銀河団内に存在する高温ガスの温度や密度から、熱的な進化の指標となるエントロピーを調べ、宇宙
論的数値シミュレーションと比較した。また実験的研究として、将来のＸ線天文衛星搭載を目指し、誘電体マイクロカ
ロリメータ検出器の開発を行った。同時に2015年度打ち上げ予定のＸ線天文衛星「ASTRO-H」搭載のカロリメータ検出
器の試験にも貢献した。

研究成果の概要（英文）：Because galaxy clusters are the largest objects in the universe, the properties 
in the intra-cluster medium give us important clues for investigating the dynamical and chemical 
evolutions in the universe. As a observational study, we studied the entropy profile, which is a good 
indicator of the thermal evolution of galaxy clusters, derived from the ICM temperature and density, with 
the Japan-US astronomical satellite "SUZAKU" and compared our results with that from the cosmological 
numerical simulations. As a experimental study, we developed a dielectric micro calorimeter on board the 
next generation astronomical satellite. I am also a core member of the ASTRO-H SXS team, and have been 
active in the SXS test.

研究分野： Ｘ線天文学

キーワード： Ｘ線天文学　銀河団　カロリメータ
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１．研究開始当初の背景 
銀河の大集団である銀河団は、宇宙で最大の
天体であり宇宙年齢をかけて成長してきた
ため、宇宙の力学的、化学的な進化をみるた
めの「ショーケース」として用いることがで
きる。銀河団の質量推定は宇宙論パラメータ
の決定にも制限をつけることが可能である
が、銀河団は今もなお宇宙の大規模構造から
の質量降着を受け成長しており、銀河団全体
での物理量を押さえることが重要である。ま
た、銀河団はビッグバン以降に生成されたほ
ぼ全ての元素を含んでいると考えられるた
め、どの元素がどのくらいあるのかを知るこ
とで、宇宙の元素生成、供給の過程をも知る
ことができる。銀河団内のガスは高温に加熱
されており、X 線を放射している。しかし、
銀河団の明るい中心部を除く領域は非常に
輝度が暗く、非常に観測が困難であり、日本
の天文衛星「すざく」の登場以前は X 線での
観測は困難であった。一方、可視光での銀河
の重力レンズ効果や、電波帯域でのスニヤエ
フーゼルドビッチ効果を用いた方法でも銀
河団の質量やガスの圧力を求めることが可
能であり、これらは相補的な観測量としても
重要である。 
「すざく」衛星に搭載されている現在主流の
X 線観測装置である CCD 検出器では、宇宙
の化学進化の解明に重要である銀河団や宇
宙の大規模構造に付随していると考えられ
ている酸素の輝線を我々の銀河系内由来の
酸素の輝線と区別することができず、大きな
系統誤差がついてしまっていのが現状であ
る。また銀河団の外縁部は、物質の降着によ
り非平衡プラズマになっていると予想され
ており、元素の輝線の微細構造を調べること
が重要であるが、CCD 検出器では分光能力
が足りずに未解明のままである。この状況に
ブレークスルーをもたらし、宇宙の進化の解
明に決定的な観測をするものこそ、X 線カロ
リメータ検出器である。X 線カロリメータは
分光能力が E /ΔE > 2000 超えるため、~100 
km/s のガスの運動も輝線のドップラーシフ
トから直接観測することが可能となるだけ
でなく、我々の銀河系内からの酸素の放射と
の区別も赤方偏移を用いて区別することが
可能となるため、元素の決定精度が飛躍的に
向上する。現在開発されているカロリメータ
検出器の単素子での分光能力は実用化のた
めの目標値に近づいているものの、銀河団の
ように空間的にも広がった天体の元素分布
などを調べるためには、より広い視野と位置
検出能力を持つ撮像分光性能が必要となる。
よって、超高エネルギー分光性能と撮像性能
を兼ね備えたX線カロリメータの実用投入こ
そが、宇宙の力学的、化学的進化の解明に大
きなインパクトを与えることが期待できる。 
２．研究の目的 
観測的研究としては、宇宙の力学的、及び化
学的進化を解明するために、日本の X 線天文

衛星「すざく」を用いて、自ら観測を提案し
たいくつかの銀河団の質量およびそこに含
まれる元素量を測定し、銀河団の構成銀河質
量(光度)の分布との比較により、銀河から銀
河団にどのように元素が供給されたのかを
探る。また同時に大規模構造からの質量降着
によって銀河団外縁部のガスがどのような
物理状態になっているのかを調べ、ガスとそ
こに含まれる元素にどのような影響がある
のかを明らかにすることを目的とする。 
実験的研究としては、将来の宇宙応用をめざ
して、高エネルギー分光能力と撮像能力を実
現する誘電体カロリメータの開発を行う。カ
ロリメータとは、入射エネルギーを熱に換え、
素子や吸収体の温度変化をみる「温度計」で
ある。現在開発が行われているカロリメータ
は素子の抵抗変化を測る「抵抗温度計」であ
るが、カロリメータは極低温で動作させて初
めて高い分光能力を実現できる。しかし冷凍
機が寿命を制限する宇宙応用に関しては、熱
的には必ずしも最適ではない。そこで、我々
は素子の誘電率の変化を温度変化として捉
える「非抵抗型温度計」である誘電体型カロ
リメータの開発を立ち上げ、性能実証を目的
とする。 
３．研究の方法 
観測的研究としては、Ｘ線天文衛星「すざく」
で観測された銀河団データと地上望遠鏡で
観測された赤外線、及び可視光観測データを
もとに、銀河団の力学的、化学的進化の解明
を目指す。 
実験的研究では、誘電体Ｘ線カロリメータの
性能実証のために、誘電体素子の製作から極
低温環境下での性能実証を行う。 
４．研究成果 
観測的研究 
私は観測をＸ線天文衛星「すざく」に提案し、
採択された天体 Abell 1246 銀河団の詳細な
データ解析を行った(図 1)。 

図 1. Ｘ線天文衛星「すざく」で観測した
Abell 1246 銀河団のＸ線イメージ(主な発表
論文①)。 
 
銀河団内に含まれる高温ガスの温度は中心
で約 7000 万度であり、外側に行くほど低温
になっていくことが確認され、銀河団の勢力



範囲であるビリアル半径での温度は約 3000
万度であった。銀河団は現在もなお宇宙の大
規模構造からの質量降着を受け成長してい
ると考えられているが、銀河団の熱的進化の
指標として、「エントロピーパラメータ(∝温
度×密度-2/3)」を用いて評価することができ
る。宇宙論的な数値シミュレーションでは、
質量降着による重力加熱のみを受けて銀河
団が成長してきたと考えると、「エントロピ
ーパラメータ」は銀河団の中心からの半径の
1.1 乗に比例するはずである。ところが、図
2に示すように、Abell 1246 銀河団では、銀
河団の外側に行くほど、数値シミュレーショ
ンで予測される値よりも小さいことが明ら
かになった。加えて、これまでに「すざく」
衛星で観測された銀河団とも比較すると、観
測されたほぼ全ての銀河団で同様の傾向を
示すことが明らかになった。 

図 2: これまで「すざく」衛星で観測された
各銀河団の高温ガスの「エントロピーパラメ
ータ」と数値シミュレーション予測との比
(主な発表論文①)。 
 
この結果は、銀河団の外縁部では静水圧平衡
が成り立っていないことを示唆する。Ｘ線観
測では、温度と密度から静水圧平衡を仮定し
て銀河団質量を求めるが、弱い重力レンズ効
果を用いた可視光観測からも銀河団質量を
求めることができる(主な論文②)。両者を比
較すると、Ｘ線観測から静水圧平衡を仮定し
て求めた銀河団質量は、弱い重力レンズ効果
を用いて求めた質量よりも銀河団質量を過
小評価することが明らかになった。しかし、
弱い重力レンズから求まる質量と、Ｘ線観測
から直接求めることができる温度とガス密
度を各銀河団で比較したところ、系の大きさ
でスケールするとどの銀河団も同様の傾向
を示すことがわかった。これはどの銀河団も
同じような熱的進化の過程を経て来たこと
を示唆するものである。 
銀河団は宇宙年齢をかけて進化して来たた
め、ビッグバン以降生成された元素の多くを
閉じ込めていると考えられる。もし、銀河単
位質量(光度)あたりに生成される元素量が

同じであれば、質量(光度)で規格化された元
素(鉄)と銀河質量(光度)の比は系の大きさ
によらず一定なはずである。ところが、これ
まで大きな銀河団の方が大きな比を持つと
いう観測事実が知られていた。そこで我々は
規模の違う銀河団の比と熱力学的な進化の
指標である「エントロピーパラメータ」を系
の平均温度で規格化すことにより相関を調
べた。その結果、大きな「エントロピーパラ
メータ」をもつ小規模な銀河団ほど、小さな
元素量-銀河質量比を持つことがわかった。
これは、重力加熱以外の非熱的なエネルギー
の注入により、銀河団に含まれるガスと元素
を銀河団に留めることができなかったこと
が原因と考えられる(主な発表論文③)。 
 
実験的研究 
誘電体カロリメータの性能評価と技術立証
を行った。誘電体素子として極低温における
誘電率の温度依存性が大きいチタン酸スト
ロンチウム(SrTiO3)を用いて素子の製作を行
った。製作した素子の絶対温度 4/2 K におけ
る極低温下での誘電率の測定を行った。ここ
で、冷凍機としては 3He クライオスタットを
用いて、室温から極低温ステージまで超伝導
セミリジッドケーブルを用いて極低温実験
環境を構築した。また、製作した誘電体素子
をマイクロストリップラインに組み込み、
LED 光を照射し性能実証試験を行った。読み
出した信号は極低温ステージにおいたアン
プで増幅し、室温部で IQ ミキサーを通して
共振を検出した。図 3が絶対温度 4/2 K で取
得した共振信号であり、誘電体カロリメータ
がカロリメータシステムとして動作するこ
と実証した。今後はアルファ線、Ｘ線信号の
検出を目指していく。 
 

図 3: 製作した誘電体素子に絶対温度 4/2 K
の環境下でLED光を当てた時に得られた共振
信号。 
 
また、2015 年度に打ち上げ予定のＸ線天文衛
星「ASTRO-H」搭載軟Ｘ線分光器 SXS の中心
メンバーとして飛翔体モデルの性能試験に
参加し、特に冷凍機試験やデータ解析等を中
心に貢献した。 
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