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研究成果の概要（和文）：銀河団は宇宙最大の天体であり、その中に存在する複雑なガス運動に由来する圧力
が、ダークマターの質量を推定する上で最大の不定性の要因になっている。ひとみ衛星によりペルセウス座銀河
団中心部のガス乱流の直接測定に成功し、それに由来する圧力が小さいことを示した。将来の本格的なＸ線詳細
分光に備えて模擬観測を実施し、ガス運動の場所ごとのばらつきや、ダークマター質量をいかに正確に求められ
るかを検討した。また、すばる望遠鏡のサーベイによって新しく見つかった銀河団のＸ線観測データを系統的に
解析し、天体の形態や温度と光度の関係およびその進化を調査し、既存の単純な理論モデルでは観測結果を説明
できないことを示した。
研究成果の学術的意義や社会的意義
銀河団の質量を正確に測ることは、未知のダークマターやダークエネルギーに満ちた宇宙そのものの進化を理解
することにつながる。その不定性のもととなる銀河団中のガスの乱流運動を測ることはこれまで難しかったが、
ひとみ衛星により初めて直接測定を実現した。また将来のより本格的なＸ線精密分光測定に備え、最新のシミュ
レーションを用いて質量推定の方法を詳細に検討した。また、すばる望遠鏡によって新しく見つかった様々な距
離にある銀河団をＸ線で追観測し、その性質を明らかにした。以上により、今後の大規模な銀河団全天サーベイ
観測や宇宙論研究への応用に役に立つ重要な知見を得た。
研究成果の概要（英文）：Clusters of galaxies are the largest objects in the universe, and the
pressure due to complex gas motions inside them are thought to cause uncertainties in estimating the
mass of dark matter. We succeeded in measuring the turbulent motion at the center of the Perseus
cluster and showed that the pressure due to the gas motion is small. In preparation for the future
high‑resolution spectroscopy, we performed simulations to examine the variety of gas motions and the
accuracy of mass measurement in detail. Furthermore, we systematically studied X‑ray properties of
clusters that were newly discovered by the Subaru telescope to find that the simple theoretical
model cannot explain the observed relationship between the gas temperature and luminosity and the
evolution.

研究分野： X線宇宙物理学
キーワード： X線天文学
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１．研究開始当初の背景
銀河団は自己重力系にある宇宙最大の天体であり、その形成進化はダークマターやダークエネ
ルギーに満ちた宇宙そのものの進化と直接結びついている。そのため、銀河団の質量を正確に
測り質量関数を構築すれば、宇宙マイクロ波背景放射の観測とは独立に宇宙論モデルに制限を
与えることができると期待される(Allen et al. 2011)。しかし、これを実現するには銀河団中
の複雑なガス運動に起因する質量測定の不定性を取り除いておく必要がある。通常、Ｘ線観測
から銀河団のダークマター質量を求めるとき、ガスの熱的圧力と重力が釣り合った静水圧平衡
状態にあるとして扱う。一方、数値シミュレーションからは、銀河団の形成過程で経験する天
体同士の衝突合体により、バルク運動や乱流などの複雑な運動が生じ、非熱的圧力が無視でき
ないことが予言されている。実際、最近のＸ線観測から高速のガス運動の兆候がとらえられつ
つある(Ota 2012)。しかし、従来の検出器では分解能が不足しているためさらなる検証が必要
である。
２．研究の目的
本研究の目的は、(1)超高分解能Ｘ線マイクロカロリメータを用いて銀河団内部のガスの速度構
造を精密に測定し、銀河団ガスの運動状態と形態の相関を明らかにすることである。さらに、
(2)銀河団の質量とＸ線観測量の間の相関関係(スケール則)における、ガス運動や超高温ガスの
存在などに起因する銀河団質量の系統誤差を評価し、将来の精密宇宙論に備えて高精度の銀河
団質量推定法の確立につなげることを目指している。
３．研究の方法
（1）ガス運動はＸ線スペクトルに現れる鉄輝線のドップラーシフトから測定できる。ひとみ衛
星に搭載されたＸ線マイクロカロリメータは、Ｘ線 CCD 検出器より約 30 倍高い 5eV という優れ
たエネルギー分解能を持つ。これを用いて、近傍銀河団中心部の詳細分光からガス運動を直接
測定し、静水圧平衡の仮定を検証する。また、将来のより本格的な分光観測に備え、最先端の
宇宙論シミュレーションを利用した模擬観測から、ガス運動速度のばらつきや質量推定への影
響について定量的に検討する。
（2）(1)の方法が使えるのは、比較的近傍の明るい天体に限られる。そのため、様々な距離の
銀河団について質量を求めるには、Ｘ線光度や温度などの観測量と質量のスケール則に頼る必
要がある。そこで、すばる望遠鏡 Hyper Supreme-Cam による大規模な戦略枠観測プログラム
(HSC-SSP)で見つかった銀河団の系統的なＸ線データ解析から、スケール則や銀河団形態との関
係を調査する。さらに、スケール則の分散の起源の一つと考えるガスのショック加熱現象を探
るため、銀河団衝突合体が顕著な天体に注目して詳細なガス分布の解析を行う。
４．研究成果
(1)「ひとみ」衛星のＸ線マイクロカロリメータで取得した、ペルセウス座銀河団のＸ線
分光データの解析を進めた。銀河団中心のガス乱流の直接測定に初めて成功し、活動銀河核の
付近であってもガス乱流速度が小さいことが明らかになった (Hitomi Collaboration 2017)。
さらに、広域の速度構造を決定するため、ペルセウス座銀河団内の複数領域についてガス
運動を計測した。その結果、天体中心から 100 キロパーセク以内では、速度勾配は 100km/s 程
度であり、非熱的圧力の影響は 10%未満であるという制限を得た (Hitomi collaboration
2018a)。また、分光解析に用いる原子核データベースの比較から、その不定性が無視できない
ことも浮き彫りになった。そのため、主要な元素のイオン化平衡の計算値の比較などを行い、
今後の本格的な詳細分光に向けて改善すべき課題をまとめた (Hitomi collaboration 2018d)。
ひとみ衛星は、残念ながら不具合により短期間で運用を断念せざるを得なかったが、Ｘ線マイ
クロカロリメータが銀河団進化の解明に威力を発揮することは実験的に示された。
そこで、ひとみ衛星代替機 XRISM を念頭に、銀河団ガス乱流マッピングの模擬観測を実施し
た。ここでは、最先端の宇宙論的シミュレーションを利用して、規則型および不規則型という
異なる 2 種類の形態を持つ銀河団についてＸ線マイクロカロリメータの性能を仮定した分光ス
ペクトルを作成し、ガス運動測定と銀河団質量推定方法の検討を行った(Ota et al. 2018)。そ
の結果、規則型銀河団であっても、ガス運動の方位角依存性が無視できず、乱流速度を過小評
価する傾向があることを指摘した。一方、XRISM によってガス乱流とバルク運動両方をマッピ
ング観測することにより、銀河団質量は 5%の精度で正しく再現できる可能性も示した(図 1)。
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図2 すばる望遠鏡 HSC-SSP 領
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20 天体。実線と点線は最適な
巾関数モデル。

これと平行して、過去に観測例がほとんどない高赤方偏移かつ大質量をもつ11 つの
可視銀河団をXMM-Newton衛星で新たに観測した。全ての天体から銀河団由来の空間的に広がっ
たＸ線放射を検出することに成功した。さらに、前述の低赤方偏移銀河団サンプルと比較する
と、自己相似モデルが予言するような顕著な赤方偏移進化は見られないことがわかった。同時
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