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z > 0.3のM★-Z関係
z ≲ 0.3のM★-Z関係はSDSSの~ 53,000銀河でよく決
まっている。 
それ以遠は z ~ 1 でもまだまだ困難が残る。 

多くの可視分光器で[NII]6584が取れない（DEEP2, 
zCOSMOS） 
近赤外はサンプル数を増やしにくい 

輝線比と金属量の関係は赤方偏移依存？

Tremonti+ (2004) Perez-Montero+ (2012) 

Yabe+ (2014) 
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M★-SFR-Z関係
Metallicity (Z) of star forming 
galaxies correlates with M★ and 
also SFR (Ellison+ 2008) 
Galaxies at wide variety of 
redshifts agree with one relation 
(Mannucci+ 2010; Lara-López+ 
2010). 

Fundamental Metallicity 
Relation (FMR)?
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M★-SFR-Z関係は無進化？
M★-SFR-Z関係が赤方偏移進化しない
なら銀河進化の理論に対して強い制限
（Lilly+ 2013, Forbes+ 2014） 
多くの銀河分光サーベイでM★-SFR-Z
関係が調べられる。 

M10と合う 
M10と合わない 
金属量は合うが傾きは違う 

異なる赤方偏移の金属量測定は
consistentか？サンプル選択？

Yabe+ (2014) 



銀河進化以外の研究にも重要
SFRと金属量は色々
な天体にとって重要
なパラメータ。 
e.g. ガンマ線バース
ト（GRB）と母銀河 

GRB母銀河が程金
属なのはGRBの性
質か？星生成率と
の相関か？

Kocevski & West (2011)



M★-SFR-Z進化トラック
銀河の質量・SFR・金属量は赤方偏移と
共に進化 

進化の軌跡はM★-SFR-Zの三次元パ
ラメータ空間に曲面を描く 
SFR-Zに相関がなくてもこの曲面は
存在  

各赤方偏移の銀河がこの曲面にのるかど
うかだけを見たのでは不十分。 
M★-SFR-Z関係の赤方偏移進化を調べる
ためには、異なる赤方偏移で独立にM★
ごとのSFRとZの関係を出す必要が有る
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SDSS銀河の赤方偏移進化
SDSS銀河の赤方偏移範囲をさらに細分化（Niino 2012） 

SDSSサンプル内で同じM★, SFRのを持つ銀河でも高
赤方偏移のものは金属量が低い（進化アリ？） 

高赤方偏移側の銀河の方がspecific SFRが高いため見
かけ上のSFR-Z相関が作られる 

狭い赤方偏移スライスの中にもSFR-Z相関が見える
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調べられる赤方偏移が狭く赤方
偏移進化は微小 

観測効果による説明は難しそう 

ファイバー効果 

Malmquistバイアス 

赤方偏移によるS/Nの違い



Fiber Aperture Effect
Spectroscopic fiber may cover 
larger area at higher redshift.  
Outskirt of a galaxy is metal 
poor than its center.  

Larger covering fraction 
may result in low-Z.  

In reality, galaxies with larger 
covering fraction show higher-Z.  

possibly due to the reff-Z 
relation (Ellison+ 2008)  
The gradient effect looks 
weaker than the reff effect (~ 
the redshift effect).
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Mag Limit Effect
The limiting magnitude of the SDSS 
spectroscopic sample (r < 17.77) may 
play a role.  

The Hα S/N requirement doesn’t 
affect the high SFR population.  

Separate z=0.08 sample into bright/
faint subsamples at Mr = -21.5. 

The bright and faint samples at 
z=0.08 are consistent to each 
other (PKS=0.31).  
The bright sample @ z=0.08 is 
inconsistent to z=0.14 sample 
(PKS=0.037). 

Mr

log LHα

12+log(O/H)



Galaxies with similar M★ and SFR would 
have lower S/N at higher redshifts.  

Compose average spectra to obtain 
very high S/N. 

continuum S/N ≳ 100  
R23 and [NII]/Hα of the average spectra 
evolves in a consistent manner.
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Discussion
銀河の金属量はM★、SFR、赤方偏移
の全てに依存すると考えられる 

M★, SFR, 赤方偏移は互いに縮退 

現在考えられているSFR-Z相関
の一部にはz-Z相関の効果が混入 

パラメータ間の縮退を解いて、M★-
SFR-Z関係の赤方偏移進化を検証す
るには、各赤方偏移で独立にM★-
SFR-Z関係を決める必要がある。
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Requirements
[OII]3727から[NII]6584までをカバー 

複数の金属量指標から系統誤差を調べる。 
PFSは z ≲ 0.9 で可能 

大きな銀河サンプル数 
赤方偏移範囲は狭く区切る 
各質量ごとにSFRと金属量の関係を決める 

M★ = 1010M⊙でmain sequence +/- 0.3 dexをカ
バーするには a few × 10 deg2が必要。 

Hβ, [NII] ≳ 10-16 [erg s-1 cm-2] 
~ 20-30分露光程度

広さが重要

波長範囲が重要

Salmi+ (2012)



PFS Galaxy Meeting in ホノルル

PFS銀河サイエンスグルー
プミーティング 

8月7-8日 in Honolulu 
（IAU総会期間中） 

お近くにお越しの方、参加
しませんか？



End of the Talk



Is it significant?
The systematic difference 
of Z in different redshift 
bins is tiny.  

~ 0.05 dex 
Thanks to large sample of 
SDSS galaxies we can 
detect the evolution with 
high significance.  

PKS < 0.002
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