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ΛCDM理論に基づいた宇宙論的N体
シミュレーションが行われてきた。

得られる銀河・銀河団スケールの
DM(ダークマター)ハローはユニバーサルな
密度分布をもつと予言

（Navarro et al. 1996; Fukushige & Makino 1997; 
Moore 1998等）

→内側は理論・観測面から活発に議論され
る (Burkert 1995; Navarro et al. 1996等)

Springel, V et al. (2005)

大規模構造形成の
数値シミュレーション

CDM理論の予言

銀河進化研究会

(Moore et al. 1999)



標準（CDM）理論の予言

銀河のダークマターハローの外縁部の

密度分布が、 と予言

（Navarro et al. 1995; Fukushige & Makino 1997; 

Moore et al. 1998等）

しかし、

銀河外縁部の質量密度分布を観測することは困難
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Springel, V et al. (2005)

宇宙大規模構造の
数値シミュレーション

M31周辺の巨大な構造により、M31中心から
遠方でのダークマターの質量分布を探る

銀河進化研究会



アンドロメダストリーム
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McConnachie et al. (2009)

East シェル
West シェル

アンドロメダ
ストリーム

 M31のハロー領域に巨大な構造
→銀河衝突の痕跡

（Ibata et al. 2001, McConnachie et al. 2009）

アンドロメダストリーム（～100kpc）
東西のシェル状の分布

→約1Gyr前に衝突した矮小銀河の残骸
（N体シミュレーションによる研究）

 衝突した矮小銀河の質量やサイズ、衝突
した軌道が調べられている。

(Fardal et al. 2007, Mori & Rich 2008, Miki et al. 2014)

M31周辺の巨大な構造を用いて、
M31中心から遠方でのダークマター

の質量分布を探る
銀河進化研究会



Simulationの一例

East シェル
West シェル

アンドロメダ
ストリーム

矮小銀河の分布の時間進化
銀河進化研究会 6

McConnachie et al. (2009)



• 矮小銀河は、約25万体Plummer球 全質量

• M31はfixed potential(Exponential disk, Hernquist bulgeを仮定)

• M31ダークマターハローの密度分布を次で定義
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Orbitは、Fardal et al. (2007)
重力計算部分はTree法（θ=0.5）、時間発展はleap-frog法、計算機はT2K-Tsukubaを用いた。

αはダークマターハローの外側の密度を決める値
（α=-3がCDM理論で予言される値）

αをパラメータにした銀河衝突シミュレーション(36model)
→ストリーム・シェルの構造を再現

方法

銀河進化研究会



αを変更すると、分布が存在する領域での
M31DMhaloのEnclosed massに違いが生じ、
Dynamical timeに違いを生み出す。
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壊された矮小銀河の表面密度分布

ストリームの視線速度構造

コントア：シミュレーションデータ

青棒：観測データ
(Ferguson et al. 2004; Kalirai et al. 2006; Gilbert et al. 2009)

いずれのパラメータも観測と矛盾がない

ストリーム

West シェル

密度高

密度低

低

高

α 小(d)大(a)

定量的に評価する

定性的には・・・

（α=-3がCDM理論で予言される値）

West
Shell
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CDM
Prediction
(                )3 r

1σレベル(ν=2)

壊された矮小銀河の分布

観測で得られる構造を再現するのは 0.33.4  

①東西のシェルの形状

②ストリーム・シェルの面密度比

解析の指標

ストリーム / East シェル
West シェル/ East シェル

この2成分のシミュレーションと観測
とのずれを で評価

解析① 解析②

シミュレーション開始からの経過時間[Gyr]

Best
fit



10

M31のDMハローの質量を変更した場合の影響

において、 を0.5倍ー2倍程度
変更した時の、観測される構造の再現性

解析① (shellの形状) 解析② (面密度比)

シミュレーション開始からの経過時間[Gyr]

ハローの質量よりも、質量分布が大事である



まとめ
銀河に付随するDMハロー質量密度プロファイルのUniversality
について、

• M31で検証を行った結果

DMハロー外縁部密度のべき指数パラメータ α について

で観測される構造がうまく再現できる。

Kirihara, Miki & Mori (submitted to PASJ Letter）

)7.3(0.33.4  αα        
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実際の銀河（M31）で検証した結果、CDMモデルで予言される
よりも遠方で密度が急に小さくなる分布であることが分かった。

CDMモデルに何らかの変更が必要か？

銀河進化研究会

Best-fit



CDMの予言と本結果のずれを埋められる可能性
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Discussion

～CDM理論の範疇で～

DMハローの3軸不等性
理論：CDMハローの3軸不等性 (Jing & Suto 2002; Hayashi et al. 2007)

観測：MWハローの3軸不等性 (Deg & Widrow 2013)

M33，MWのTidal effect

矮小銀河モデルの影響
球対称の仮定のもと内部構造を調査 (Miki et al. in prep)

円盤銀河を想定して構造の再現性を調査
(Fardal et al. 2008; Sadoun et al. 2013; Kirihara et al. in prep)

矮小銀河の衝突軌道
Systematicな軌道探査 (Miki et al. 2014)

銀河進化研究会



M31の衛星銀河の位相の揃った分布
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奥

手前

Ibata et al. 2013, Nature

M31の衛星銀河に平面状の分布が存在
＆

角運動量の方向が同じ

似たようなPlane状の衛星銀河の分
布はMWでも示唆されている
（Pawlowski et al. 2012）

この分布と、ストリームを作る矮小銀河との関係

M31とMWの過去の運動との関係

銀河進化研究会

位相の揃った分布の成因・安定性が議論
されているが、決着はついていない。

衛生銀河の固有運動の情報は
安定性を議論する上で極めて有益

Prime Focus Spectrograph (PFS)

2020年へ



HUNTING WANDERING SUPERMASSIVE BLACK HOLES
IN THE M31 HALO HERMITAGE

Miki+, ApJ, 783, 87 (2014) Kawaguchi+, ApJL accepted, (arXiv:1405.7514) 



Bullock & Johnston 2005

HUNTING WANDERING SUPERMASSIVE BLACK HOLES
IN A GALACTIC HALO

Richardson+, 2011

HSC, TMT


