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物の「見え方」が違う
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日本のＸ線天文衛星「すざく」
JAXA/内之浦宇宙空間観測所

Suzaku
@550km
Launched on
2005/7/10

京大が開発したＸ線CCDカメラで観測

宇宙は灼熱の世界：超高温のガスで充満している
銀河の集団（銀河団）

銀河

R:Spitzer
Y:HST
G: CXO 0.3-1.4keV
B: CXO 4-6keV

超新星残骸

銀河の中心

星の死は生命の源：私たちは宇宙と繋がっている
3〜4%が中間元素

超新星が作った元素から

カルシウム，ナトリ
S143

人間が生まれる
Suzaku Observation of SN 1006

No. S1]

As shown in figure 2, we found clear K-shell (K˛) lines
from Ar, Ca, and Fe, for the first time. With a power-law plus
Gaussian-line fit, we determined the line center energy of the
Fe-K˛ to be ! 6.43 keV. This energy constrains the Fe ionization state to be approximately Ne-like.
3.3. Iron Line Map
We show in figure 3a an image in a relatively narrow band
(6.33–6.53 keV) that contains the Fe-K˛ line. This image was
generated by subtracting the continuum flux at energies of 6.1–
6.3 keV. (The image in this band is shown in figure 3b.)
We can see that the Fe-K˛ flux is enhanced at the
southern part of the remnant (outlined in red with a ellipse),

超新星が元素を作る

ウム，マグネシウ
except for the NE and SW quadrants where
the nonthermal emission is dominant. The mean surface brightness at 6.33–6.55 keV within the elliptical ム，カリウム，イオ
region is 8.5
#9
#2 #1
#2
(˙0.5) " 10 photons cm s arcmin , while that outside
ウ，リン，塩素
it (only in the SE and NW quadrants) is 4.6 (˙0.3)
" 10#9
photons cm#2 s#1 arcmin#2 . In order to study the thin-thermal
spectrum with the best S/N ratio for Fe-K line, we extracted the
0.02%が微量元素
X-ray spectrum from within the elliptical region, excluding
the
corner of the calibration sources. The background subtraction
鉄，亜鉛，銅，マン
was made in the same way as that of the full-field
spectrum.
The results are given in figure 8. Hereafter, all detailed analガン，セレン，コバ
yses are made using this spectrum.
3.4. Energy and Width of the Emission Lines

ルト，クロム，ヨウ

In order to study the line features, we fitted the spectra
96.6%が
素，ニッケル，フッ
extracted from the
elliptical region with a phenomenological
model; a power-law for the continuum and Gaussians for the
emission lines. 炭素
The best-fit center energies and 素，バナジウム，ス
widths for the
emission lines are shown in table
４ 1. Since the absolute energy
窒素
calibration error is ˙0.2% above 1 keV (Koyama
et al. 2007),
ズ，ケイ素，チタ
Table 1.

Line
Mg-K˛
Si-K˛
S-K˛
Ar-K˛
Ca-K˛

の元
水素
ン，モリブデン，ス
The center energies素
and widths of the emission
lines.
酸素
!
トロンチウム，ゲル
Center energy$ (eV)
Width
(eV)
1338 (1337–1340)
1815 (1813–1816)
2361 (2355–2365)
3010 (2991–3023)
3692 (3668–3724)

< 5.4
マニウム
40 (38–42)
60 (54–65)
< 50
< 57

宇宙のジェットエンジン：超巨大ブラックホール
白鳥座A
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超巨大ブラックホールの場所

•太陽の質量の100万倍〜10億倍
•太陽系くらいの大きさ
•銀河を地球の大きさに例えると，ブラックホールは1mm〜1m
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