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近傍宇宙の超大質量ブラックホール質量関数

Aller and Richstone 2002,  ApJ, 124, 3035



最近の X 線光度関数の観測結果

• それぞれ ~数1000個のサンプル(オーバーラップ有)を用いた結果。

Aird et al. 2015, arXiv:1503.01120



ブラックホールの降着成長史

• 単位共動体積当たりの AGN ボロメトリック光度密度とそれを
積分したブラックホール質量密度の赤方偏移進化

定の放射効率 ( L/ ^2 ブラックホ ルスピンと相関)• 一定の放射効率 ( L/macc c^2: ブラックホールスピンと相関) 
を仮定。

Ueda et al. 2014



エディントン比と放射効率への制限

• 降着史から予想されるブラックホール質量関数と近傍宇宙のブラッ
クホール質量関数の比較からブラックホールの平均エディントン比(
ボロメトリック光度/エディントン臨界光度)と放射効率に制限ボロメトリック光度/エディントン臨界光度)と放射効率に制限。

Marconi et al. 2004, MNRAS, 351, 169



AGN 光度関数から予想される
ブラックホール質量関数の進化ブラックホ ル質量関数の進化

• 一定の放射効率と赤方偏移によらないエディントン比分布を仮定し
て求めた結果て求めた結果。

z=

0, 1, 2, 3, 4, 5

Ueda et al. 2014



スペクトルを用いた
ブラックホール質量とエディントン比の推定

Black hole mass estimation from Vestergaard & Osmer (2009) with FWHM of MgII
broad-emission line and 3000A monochromatic luminosity

ブラックホ ル質量とエディントン比の推定

broad emission line and 3000A monochromatic luminosity.



観測量から求めた実際のエディントン比分布関数
• Subaru XMM-Newton Deep Survey サンプルを用いて求めた z=1.2-

1.7 における type-1 AGN のエディントン比分布関数と赤方偏移 0 で
のエディントン比分布関数(破線)の比較。の ディントン比分布関数(破線)の比較。

Nobuta, MA, et al, 2012, ApJ, 761, 143 



Type-1 AGN の
ブラックホール質量関数とエディントン比分布関数ブラックホ ル質量関数と ディントン比分布関数

• Recent update on type-1 AGN BHMF and ERDF

Schulze et al. 2015, MNRAS, 447, 2085

Nobuta, MA, et al, 2012, ApJ, 761, 143 との比較



ブラックホール質量推定の不定性の影響
• 光度とライン幅から求めるブラックホール質量には推定がそもそも持つ「散

らばり」があり、その影響のため、大質量側では数密度を過大評価すること
が起こる。「散らばり」を考慮したフィットを行う必要がある。

Kelly 2012



赤方偏移 1-2 の X 線選択の AGN

• 隠された type-2 AGN も多数存在する。これらも「含めて」AGNブ
ラックホール質量関数を見積もる必要がある。

Nobuta, MA, et al, 2012, ApJ, 761, 143 



隠された type-2 AGN の寄与

• Type-1 AGN として検出される割合を X 線光度と赤方偏移の関数と
して与える。
‒ X 線光度と赤方偏移の関数として NH 分布関数
‒ NH と光度の関数として Type-1:Type-2 の比

Ueda et al. 2003Ueda et al. 2014



X 線 AGN 種族全体としてのブラックホール質量関数
• 赤方偏移 0.6-2.0 のサンプルについての結果。
• ブラックホール質量推定の「散らばり」をフィッテイングにおいて考慮

する。する。
• 隠された type-2 AGN の寄与を考慮する。
• ブラックホール質量関数 エディントン比分布関数 = 光度関数
ブラックホール質量関数

Scheheter
エディントン比分布関数

Log-Normal 光度関数

は隠された type-2 AGN に対応する。



バルジ質量と超大質量ブラックホール質量の相関

McConnell et al. 2011



超大質量ブラックホール降着史と銀河星形成史

Ueda 2015

AGN accretion
Ueda MA et al 2014Ueda, MA, et al, 2014, 
ApJ, 786, 104

SFR density
Madau&Dickinson 2014Madau&Dickinson 2014
ARAA, 52, 415



銀河の進化とブラックホール成長の結び付け
• これまではフリーにブラックホール質量関数を考えてきた。
• 銀河の星質量関数からスタートしてブラックホール質量関数を経て

と AGN 光度関数を再現する AGN の割合 エディントン比分布と AGN 光度関数を再現する AGN の割合、エディントン比分布、
MBH/MS の関係を探す。

• どういう銀河の中のブラックホールが成長しているのか？

(観測量) 観測量

l lCaplar et al. 2014, arXiv:1411.3719

他にも Veale et al. 2014, MNRAS, 445, 1144



銀河の星質量関数から
AGN ブラックホール質量関数を再現する。ブラックホ ル質量関数を再現する。

• 星質量関数をブラックホール質
量関数に変換する量関数に変換する。
‒ MS ‒ MBH 関係をフィットす

る。
z=0.6

z=1 3

散らばりも考慮する

z=1.3

z=2.0

‒ 散らばりも考慮する。

• 活動銀河核として見えるブラッ
クホールの割合を

とする。Ilbert et al. 2013, A&A, 556, A55



銀河星質量関数から出発した
AGN ブラックホール質量関数ブラックホ ル質量関数

ブラ クホ ル質量関数 エディントン比分布関数 光度関数ブラックホール質量関数 エディントン比分布関数 光度関数

は隠された type-2 AGN に対応する。



MS ‒ MBH 関係の進化

• C の係数の赤方偏移依存性を求めると beta=1.5  (破線）

• MBH/MS 関係の進化：MBH が大きくなる、を示唆する。
T 2 AGN の母銀河の質量(青 緑 赤点)も同様の傾向を示唆する• Type-2 AGN の母銀河の質量(青、緑、赤点)も同様の傾向を示唆する。

Nobuta et al. 2012



ただし、現状のサンプルは小さい
赤方偏移範囲も z<2 程度赤方偏移範囲も 程度

• X 線源選択のみを用いる：隠された type-2 AGN を含めて扱うため。
• コンプリートネスの高い X 線源サンプルンプリ トネスの高 線源サンプル

‒ z=0.6-2.0 において 26 (ASCA)+206 (SXDS)
‒ 他に a few 100 (COSMOS), (ECDF) など。



Wide wavelength coverage is critical in MBH estimation

• 複数のラインを用いたブラックホール質量測定が可能になる。
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Black hole mass determination and spectro-flux calibration

• Spectro-flux calibration is important ! (at leaset overall shape of a 
spectrum)

3000A continuum to “L”

Nobuta, MA, et al, 2012, ApJ, 761, 143 



AGN accretion history vs. SF in the universe
前半 後半

Establishment GrowthQuenching

前半 後半

Ueda 2015

AGN accretion
Ueda MA et al 2014Ueda, MA, et al, 2014, 
ApJ, 786, 104

SFR density
Madau&Dickinson 2014Madau&Dickinson 2014
ARAA, 52, 415



QSO clustering ~ MDH 
• Luminosity and redshift dependence ? z~4 ?

~less-luminous AGNs

AGN auto correlation analysis with 300 AGNs at z 2 7 :
Shen et al. 2009, ApJ, 697, 1656

AGN auto-correlation analysis with ~300 AGNs at z=2-7 : 
Allevato et al. 2014, ApJ, 796, 4 

c.f. AGN-galaxy cross-correlation analysis : Ikeda et al. 



• z~1-2 “complete” AGN candidates: 
‒ BHMF + ERDF + obscuration
‒ 10,000 AGNs down to i<23, 30 sq.deg. = HSC-Deep
‒ AGN-preselection with 

• X-ray + Radio + IR (KX-method, Spitzer-IRAC)
• U-band deep

(X ray 情報は全面に渡っては available ではない)• (X-ray 情報は全面に渡っては available ではない)
+ 銀河分光サンプル

• z~4 AGN candidates:
‒ BHMF + ERDF (+ clustering analysis) 
‒ 1,000 AGNs down to i<23, 100 sq.deg. = HSC-Deep/Wide
‒ Pre-selection with HSC photometric dataset 



SXDS results: magnitude distribution of z<2 AGNs

• SXDS の分光赤方偏移(左）測光赤方偏移(右)の AGN サンプル

Akiyama et al.  2015, PASJ



HSC results: z~4 AGN candidates
• “Complete” approach is not effective for high-z AGN survey, pre-

selection is necessary. 
‒ 9 1 / degree2 i<23 0mag‒ 9.1 / degree i<23.0mag
‒ 90 / degree2 i<24.0mag : fraction of contamination needs to be 

evaluated.





Type-1 AGN の割合 (隠された type-2 AGN の割合)
• 近傍宇宙のサンプルについて SDSS の結果。
• 銀河サンプルの分光結果と組み合わせて検討することが可能。
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Oh et al. 2015, arXiv:1504.07247

MBH from sigma (?)



SDSS との比較 @ z~1.4


