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「高エネルギー天体現象」の研究をしています

・可視光よりも「高エネルギー」の電磁波

・電磁波を出す粒子（電子や陽子）が「高エネルギー（超相対論的）」

・超新星爆発、ジェットといった爆発的現象に伴うアウトフローの
　運動エネルギーが「高エネルギー」。

　もしくは、Super-Eddington kinetic luminosity。
　　=> (Ultra-)Relativistic outflow.

何が「高エネルギー」なのか？
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最近の観測で発見された現象たちー
2000年に入ってからも新種の現象、新たなメッセンジャーでの発見が続いている。

(H.E.S.S.) TeVガンマ線未同定天体 (2005-)
   ・Dark accelerators?　新種の宇宙線加速器？

(radio) Fast radio bursts (2007-)
   ・超高頻度( ~103events/day/sky ! )。最大1043erg/sとかなり明るい。パルサー起源？
   ・short GRBとの関連は？

(Fermi) 天の川銀河中心の活動 (2010-)
　・GeVガンマ線の超過：  DM起源か、pulsarなどの天体起源か？
　・Fermi bubble:   銀河中心BHの活動性を示唆か、周囲の活発な星形成示唆か？

(IceCube) 太陽系外ニュートリノ (2013-)
   ・GRB, AGN, star-burst銀河などが起源？  
   ・超高エネルギー宇宙線(UHECRs)の起源天体との関連は？

(LIGO) 重力波（2016-）
　・BH存在、連星BH（２個のBHの連星）の存在証明。
　・連星BHの衝突の直接観測。一般相対論の予言と無矛盾（強重力場中のテスト）。



ガンマ線バーストの発見
は意外なところから

1967年 Vela 衛星打ち上げ
(大気圏外核実験禁止条約)

核実験が行われていないか監
視する目的だったが、、

©NASA 

地球の外からやってくる
ガンマ線を発見。

GRB 670702



Light curve of GRB 

ガンマ線の全天マップ

時間変動（light curve）



(From BATSE 4Br GRB catalog)

Light curves of GRBs 



Short GRB
Long GRB

継続時間（秒）

継続時間の分布 



GRBの到来方向は等方
的 
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光子エネルギー(MeV)

GRB 910601

GRBのスペクトルは非熱
的

mec2～MeV 以上の光子が来ている。



初期のGRB研究(1997年まで)の大半は「GRBまでの距離」につい
てであった。

地球上での「みかけの明るさ」がわかっていても、
距離が決まらなければ本当の放射エネルギーがわからないので、
正体が全くわからない!!!

GRBの距離についての、1990年代はじめの諸説と評価

Ruderman (1975) :  “more theories than bursts”



「光度」と「みかけの明るさ」の間の関係式：

光度＝（本当の）明るさ： L  [W] = [J/sec]
　　　単位時間当たりに放出されるエネルギー のこと。
        正体を探るうえで、これを知りたい。

みかけの明るさ： F  [W/m2] = [J/sec/m2]
        観測者のところで、単位時間・単位面積当たりに
        通過する放射エネルギーのこと。
　　　実際に観測される量。

天体までの距離：　D [m]
        （天文学においては、天体までの距離を測るのは大変。）

L  = 4D2 F

　　　F は観測により測定できる。
L を知るには D を知る必要がある。



例：「太陽」と「電球」は、「月とスッポン」だが、、

・太陽が 1pc (=3光年) 離れているとき、
1033 erg/s

4(pc)2見かけの明るさ ～　                  ～ 10-5 erg s-1 cm-2

・電球が 30km 離れているとき、
100 W

4(30km)2見かけの明るさ ～　                  ～ 10-5 erg s-1 cm-2

d ～ 1 pc         =>  E ～ 1032 erg ,   L ～ 1031 erg/s
d ～ 1 kpc       =>  E ～ 1038 erg ,   L ～ 1037 erg/s
d ～ 1 Mpc      =>  E ～ 1044 erg ,   L ～ 1043 erg/s
d ～ 10 Gpc    =>  E ～ 1052 erg ,   L ～ 1051 erg/s

例： Fluence ～ 10-6 erg/cm2 ,  duration ～ 10 sec  のとき、

太陽（可視光）： ～1033 erg/s,    銀河（可視光）: ～1044 erg/s,   
超新星爆発 : ～1053 erg　（うち1051ergが運動エネルギー）

距離の
差は12桁

距離の
差は１０桁



Target photon 数密度 : ntarget～ [ Etarget/mec
2 ] / Re

3

⇒τ～ n σT Re ～ 1014  (δT/10msec)-2  (Etarget /1050ergs)

GRB は cosmological ではありえな
い !?

対生成反応：γγ→ e＋ eー に対する optical depth は？

Compactness Problem :
GRBからは、mec

2 ～ MeV 以上の photon きている。

ガンマ線出てこれないはず！！　矛盾！

(Optical depth = photonが放射領域を出るまでに散乱される回数。)

d ～ 10 Gpc とすると、
Etarget ～ 4πStarget d

 2 ～ 1050 erg (d/10Gpc)2

(Fluence としては、全てのうち 1% 程度)

δT～ 10 msec 程度の時間変動があることから、
      放射領域の大きさは、 Re ～ c δT ～ 3000 km 



τ～ 1014  (δT/10msec)-2  [ Etarget/1050erg ]

=> d ～ 10 Gpc がまずい !!!

Etarget ～ 4πStarget d
 2 ～ 1050 erg (d/10Gpc)2

つまり、
cosmological説（d～10Gpc）を否定する論理が、自然に、
galactic disk説 (d～kpc) を支持する論理となっていた。

どこが悪かったのか？　　

でも、d ～ kpc なら 
      Etarget ～1036erg  =>  τ～ 1 となりOK!!! 

=> Etarget ～ 1050erg がまずい。



            １９９５年　D.Q. Lamb  v.s. B. Paczynski 
     == GRBまでの距離に関する論争の国際会議 ==



1995年のD.Q.Lambの論文
「銀河系内」説「宇宙の果て」説

この論争当時は、D.Q.Lambの論理のおかげで、ほとんど全ての
研究者たちはガンマ線バーストは銀河系内で起こると信じていた。



B.Paczynski の主張： cosmological model

近くの銀河　　　　　　　　遠くの電波銀河

近くの星　　　　　　　　　　惑星状星雲

空間分布が等方なのは、ものすごく近く(~100pc)か、
ものすごく遠く(>10Gpc)のものだけである！！

非一様空間分布から近傍ではない => cosmological !



• Ginga衛星の発見したX線はその後も
放射を続けていることを発見

　（残光：Afterglowの発見)
• X線望遠鏡が使える。分解能は角度で

４分程度
• 対応天体を探せるようになった。つま

り始めて天文学が使えるようになっ
た。

• 光学望遠鏡を向ける。
• 可視光でのAfterglowもあった。
• HOST　Galaxy の発見
• Spectrumをとる
• 赤方偏移していることが分かった。 

1997年：BeppoSAX衛星打ち上げ



波長（Angstroms）
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GRB 970508の光学残光のスペクトル

z = 0.768   0.835

GRB

GRB は cosmological だっ
た !!! 



距離がわかると本当の明るさがわかる

光度距離 ； 数十億～数百億光年

見かけの明るさから本当の明るさがわかる

L(GRB)～ 1052 erg  s
-1

L(銀河)～ 1044 erg  s
-1

L(太陽)～ 1033 erg  s
-1

ちなみに

( C5/G～ 1059 erg  s
-1 )



どの程度明るい現象なのか？

GRB990123 は数分間、可視光(R band)で
みかけの明るさ９等級で輝いていた。



もしも GRB990123 が
オリオン星雲 (距離は
1500光年) の中で起こ

ったら、、、

見かけの明るさは　
　-28 等級 (R 
band) !!!

太陽 :  -27 等級

満月 :  -13 等級



photon 数密度 : n(>MeV) ～ [ E(>MeV)/mec
2 ] / Re

3

⇒τ～ n σT Re ～ 1014  (δT/10msec)-2  (E/1050ergs)

GRB は cosmological ではありえな
い !?

対生成反応：γγ→ e＋ eー に対する optical deapth は？

Compactness Problem :
GRBからは、mec

2 ～ MeV 以上の photon きている。

ガンマ線出てこれないはず！！　矛盾！

(Optical depth = photonが放射領域を出るまでに散乱される回数。)

d ～ 10 Gpc とすると、
E(>MeV) ～ 4πS(>MeV) d 2 ～ 1050 erg (d/10Gpc)2

(Fluence としては、全てのうち 1% 程度。つまり、S(>MeV)～10-8 erg cm-2 )

δT～ 10 msec 程度の時間変動があることから、
      放射領域の大きさは、 Re ～ c δT ～ 3000 km 



Solution to the compactness problem
放射体が観測者の方に向かって超相対論的な運動を
していればOK!!

⇒ τ～ 1013/2 -2β 

⇒ β～ -2.3 より、γ> 100 なら τ<1 !!!

(1) 見かけの時間間隔が短くなる

爆発 観測者


δT ～ Re /(c2)　⇒　Re = c δT 2

(2) 放射体静止系で光子エネルギーはγ-1倍

Re



「見かけの時間間隔が短くなる」とは？

爆発 観測者

１

c

dL

1で出た光が観測者に届く時間： T1 = dL/c

２

Re

2で出た光が観測者に届く時間： T2 = Re/(βc) +(dL-Re)/c

⇒ δT  =  T2 - T1   =  (1-β) Re / (βc)

⇒ δT ～ Re / (2βcγ2)

 ⇒ 1-β ～ 1/(2γ2)

T=0で1を光がでる。

c



エネルギーの移り変わり (Energetics) 

Optically thin region

Kinetic energy 
　　　　↓

Thermal energy 
　　　　↓

(Non-thermal) radiation energy

Shock dissipation

Source energy
　　　　↓？

Particle acceleration

Optically thick region

M87SN1006

GRB



Jetted Afterglow 

Light curve breaks at γ-1 ～ θ0 due to shock 

deceleration caused by sideway expansion.

θ0 ∝ Tjet
3/8 n1/8 E-1/8  

～ 

～ 

Break 
time

GRB 990510

Harrison et al. (1999)





Central Engine : BH/Accretion disk

Inner activity timescale: δT ～ msec

2 timescales (δT, Tdur ) 

  ⇒ BH/accretion disk
Accretion time ～ Tdur

G MBHMdisk
 

                 ～1053 ergs ,   

     for MBH～10M  ,  Mdisk～0.1M

R

Gravitational binding energy :

重力エネルギーの10%程度が
ジェットの運動エネルギーに変換されて
ガンマ線放射をする（~1052erg）とすれば、

⇒ エンジンの大きさ: 
    R ～ c x δT ～ 107cm

δT

Tdur



ガンマ線バーストの正体は？

どうやって BH - accretion disk (AD) を作るのか？

1. Merger of binary systems
    ・NS-NS, NS-BH binaries:
           合体するのに時間がかかる
            ⇒ 周りの環境がきれい。
            ⇒ ADは小さくなる (c.f. WD-BH,  He star-BH)。
    ・Rate of NS-NS merger ～ 10-6 (10-4) events/yr/galaxy
2. Collapse of a Massive Star : 特殊な超新星爆発
    ・Collapsars 
         Type Ib/Ic Energetic SNe  
　　    (He/CO star progenitor)
    ・Supranova
         2段階爆発：baryon load問題を解決  
    ・ Rate of SNe～ 10-3 events/yr/galaxy 



Short GRB は NS-NS merger ?

T90 duration

T90 duration 分布は bimodal
　　⇒ long と short は別起源？

・Massive star collapse 起源のBH/AD :
     周囲に降着物質豊富。
　　　⇒ ADに長い時間物質を供給。
　　　⇒ Long GRB

・NS-NS merger 起源のBH/AD:
     周囲に物質ない。
　　　⇒ ADに供給するものない。
　　　⇒ Short GRB

T90 duration
h

a
rd

n
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ss

BATSE 4B



Hjorth et al.
(2003)

Long GRB - SN association

eg.  GRB030329 / SN2003dh 
       GRB980425 / SN1998bw
others   GRB 980326,
             GRB 021211   etc.

Della Valle et al.(2003)

GRB021211



Light curves of GRB supernovae

Kann+2016



宇宙で最初にできた天体の爆発＝ガンマ線バースト？

宇宙で初めてできた天体は重い星で、
それは宇宙誕生から１～２億年後くらい
にできるのではないかと考えられている。

一般に、重い星の寿命は短く、太陽の
１００倍重い星の寿命は１００万年程度。

宇宙で初めてできた天体はできてすぐに
寿命を迎え、ガンマ線バーストを起こした
のではないか？

遠くのガンマ線バーストをみることで
宇宙で最初にできた天体を探ることに
つながる！

３つの異なる天体である、ガンマ線
バースト、銀河、クェーサーの観測に
よる、最遠方（最古）天体記録更新の
歴史。横軸は西暦。　
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1.8億年 (z=20)

4.9億年 (z=10)

クェーサー

銀河

ガンマ線
バースト



Supernovaには、GRBに付随するものもあれば、
GRBは同時には起こっていないが明るいもの(Super-Luminous SN)
もある。これらは関係あるのか？普通のIb/Ic SNと何が違うのか？
爆発前の親星がどう違うのか？

Kann+2016



一般相対性理論にもとづいてアインシュタインが予言した
　　　　　　　重力場（時空の歪み）のさざ波

連星中性子星や連星ブラックホールの合体は
　　　　　　　　　重力波の強力な源
　　　　　重力波を検出すればノーベル賞！
 → ついに検出された！（報告は今年２月）

ー　重力波　ー

NASA



SDSS

GRB 050509b: short GRB from the elliptical galaxy?
                                      => likely from NS-NS merger?
                                      => Gravitational wave detection
                                            will be a smoking gun.



Prochaska+ (‘05)

Short GRBの母銀河
   楕円銀河（古い）
   もある。
long GRBの母銀河
　すべて若い銀河 楕円銀河

楕円銀河 銀河団？

比較的若い銀河

NS-NSの合体？

Short GRB の母銀河 (Host galaxy)



B.F. Schutz

2015年に Adv. LIGO/VIRGO, KAGRAが動き出す。
（最終的には200MpcまでのNS-NS mergerの検出目指す）



NS-NS merger eventの電磁波カウンターパートは？

Metzger & Berger 2012



Kilonova detection ?

Kilonova prediction by
Tanaka & Hotokezaka

Tanvir +2013 

GRB 130603B



いずれにしても、ブラックホール＋降着円盤から
放出される相対論的ジェットがガンマ線等を放射
していると考えられている。

ガンマ線

地球



アンドロメダ銀河から 
GRB ?Short GRB 070201 = Soft gamma-ray repeater のgiant flare?

（重力波はうからなかったのでNS-NS mergerではない）

UV and localized 
region



ガンマ線バースト本体の放射の
直後から、じわじわと光る「残光」
が色々な波長で観測される。

「残光」の時間変動から、　ガン
マ線バーストのジェットについて
の情報が得られる。

バースト発生からの経過時間 (対数)

明るさ ガンマ線

  1分      　1時間         1日 　　  10日       

可視光

Ｘ線

電波

ガンマ線バースト本体とその「残
光」



log [Rest-frame Time (s)]

In the Pre-Swift era



log [Rest-frame Time (s)]

Chincarini et al. (2005)

   In the Swift era



Mangano et al. (’07)



“Canonical” behavior of X-ray Afterglow
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T-1
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Expectation: Simple T-1 decay 

unlike optical afterglow
   (absorption, reverse shock,
     density fluctuation, SN,…)
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Nousek et al. ‘05

Chincarini et al. ‘05

“Canonical” behavior of X-ray Afterglow
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Nousek et al. ‘05

Chincarini et al. ‘05

“Canonical” behavior of X-ray Afterglow



Prompt emission tail: initial steep decay
X
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Time

Steep decay

Shallow decay

T-5～-2

GRB
T-0.5

T-1

T=102-3 s
T=103-4 s

X-ray flare



「やったことの後悔よりも、やってないことを後悔する
のは健康に良くない。」　

Swift打ち上げ前に、prompt emissionのtail部分を見れば
ジェットの構造が探れるのではないかと考えていた。

しかし、X線残光があるから、tailなんて見えないと思ってしまい、
論文を書かなかった。X線残光の予言はかなりロバストなもので、
絶対に残光によってtailは隠されてしまうと思ってしまった。

ところが、予想に反して、X線残光が暗く、tailが見えてしまった！

こうなると後の祭りで、後からジェットの構造を探ろうという論文を
書いてみたものの、たいして注目は集めなかった。

思ったことはなんでも論文に書きましょう。
　　後からしまったとおもってズルズルと後悔を引きずるくらいなら、
　　可能性が低くても論文を書いて待ち構えておきましょう。
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T=102-3 s
T=103-4 s

X-ray flare

Shallow decay : most mysterious part…

・Delayed energy injection

・Time-dependent 
    microphysics

・others…

               Point 
   あるはずのものがない。
=> 理論に「引き算」を要請。
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X-ray Flare

Nousek et al. ‘05
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Steep decay

Shallow decay

T-5～-2

GRB
T-0.5

T-1

T=102-3 s
T=103-4 s

X-ray flare

Cannot explained by
     density radial fluctuation
          (∵ F  n∝ 0  for X-ray),
     density angular fluctuation
          (∵ kinematics).    

x 500

Likely Long-acting engine !!



T-1  decaying X-ray afterglow                            Steep/shallow decaying X-rays

             ******                                                                  X-ray flares

      Bright optical flashes?                                       Many optically dark events 
(coming from reverse shock)                           (no evidence for the reverse shock?)

             ******                                                      Prompt optical/IR emissions

    Achromatic jet breaks                                 No jet breaks for a fraction of events
      (Ghirlanda relation)                                              (Ghirlanda outliers)
                                                                           Achromatic/Chromatic jet breaks

  Pre-Swift (prediction)                                  Swift era                    
       (T>~0.1-1day)                                      (T>~100sec)

Swift 時代の残光観測の結果のまとめ

期待を裏切ってめちゃくちゃな状況になってしまった。
理論家にとって多くの課題が残されている。



超高エネルギーガンマ線(Fermi, CTA,…)
　MeV以下のガンマ線放射機構の同定に寄与？

宇宙線(Auger, TA,…)：
　ＵＨＥＣＲにどのくらい寄与するのか？

ニュートリノ(IceCube…)：
　未検出(上限値)。UHECRには寄与していない？

重力波(Adv.LIGO/VIRGO, KAGRA…)：
　GRBからは未検出。上限値が議論されはじめた。
   上限値が意味をもつ場合もあった。

Multi-Messenger observations



GRB research in the Fermi era

GRBのGeV ガンマ線帯域の観測により次が明らかとなる？
   (1) ジェットの
   (2) GRB (~MeV以下)の放射機構 (synchrotron or SSC?)
   (3) GRBでの陽子加速？－超高エネルギー宇宙線の起源？
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Fermi LAT detection of GRB 080916C

First  “GeV”  detection of 
 a GRB with known redshift.

* High-z, bright event:
       z  = 4.35±0.15
       Eiso (10keV-10GeV) 
                = 8.8x1055erg
                ~ 5 Msunc2

    => Jet collimation

* GeV photons avoiding
   pair-creation annihilation
    => Relativistic motion:
      890±20 (bin “b”)

Fermi LAT collaboration (2009)



090217A

090926A

090902B Fermi/LATによって、
GeV帯域で超過成分のあるもの、
カットオフのあるもの等が受かって
いるが、いまのところ
放射機構を特定するには
至っていない。



1. Vela (“Watchman”) (1967～1979) :  GRB 発見(1969)

2.   GINGA (1987～1991) :  X-ray counterpart 発見
                ⇒ GRB～ (galactic) X-ray burst ?

3. BATSE (1991～2000) :  非一様等方分布
                ⇒ Galactic origin models の棄却 !!!

4. BeppoSAX (1996～2002) :  X-ray (optical) afterglow 発見
                ⇒ cosmological distance !!!

5. HETE-2 (2000～2005) :  long GRB/SN association の確認

6. Swift (2004～)　 
　　　      ⇒ 残光の標準シナリオの崩壊!!!
                   GRB分類の崩壊!!! 
7.   Multi messanger の時代 (Fermi 2008~, GW 2016~)
　　　      ⇒ short GRB の正体の解明？

まとめと今後



　　　　　　　　　　まとめ

「ガンマ線バースト」とは、
宇宙の果てで起こる、
ブラックホール誕生の瞬間に伴う、
宇宙でもっとも激しい爆発現象である。
たぶん相対論的ジェットの放射であろう。
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