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原始銀河団とその重要性
z=0
・銀河団形成はいつ始まり、
どのように進むのか？
・高密度領域での銀河進化は？

z=5.7

・大規模構造との関連は？
これらの問題の解決のため近傍の銀
河団のみならず、構造形成・銀河形

z=18.3

成のまさに現場である遠方における
銀河団の形成初期の原始銀河団を研
究することは重要である。
Springel et al. (2005)
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銀河団は数密度が低く、原始銀河団はさらに稀な天体である。
電波銀河/QSOのような大質量銀河は高密度領域に存在するはず
→ほとんどの原始銀河団は電波銀河/QSOをプローブとして発見

of declination are degrees, arcminutes, and arcseconds.

hifts are estimated with a preset upper limit of z ¼ 7:0.

834
(1998) and applied 0.1 and 0.07 to i775- and z850-band magni-

(radio galaxy field;
Venemans et al. 2007)

B. P. Venemans et al.: Protoclusters associated with z > 2 radio galaxies. I.

z~2-3の原始銀河団が電波銀河/QSOのまわりで
見つかっている(e.g., Pentericci et al. 1997)
さらに遠方(z>3)の原始銀河団も発見される。
（e.g., Venemans et al. 2007）
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tudes, respectively.
We used SExtractor (Bertin & Arnouts 1996) to find and
parameterize sources from the science images and their rms counterparts. We first used the z850 band as the detection image and
then reran the task in a dual mode, namely to use the profile
information in the z850 band to link and constrain the parameter
counterparts in the i775-band image. The limiting magnitudes are
similar to those of the GOODS fields, 26.5 mag in the z850 band,
for a 10 ! detection of a source of 0B2 in diameter. As shown
in Table 1, we selected objects with a color i775 " z850 > 1:3
(MAG _ ISO) . Only sources with a star-galaxy index of <0.8

z>6においても原始銀河団候補が
見つかっている

RG

ΔRA

Fig. 7. Same as Fig. 4, but for the velocity distribution (left, the median redshift of the emitters (z = 2.9201) is used as zeropoint) and
distribution (right) of the emitters near MRC 0943–242.

Lyα emitters at z ! 3.1 was measured by Hayashino et al.
Subaru Deep Field. They estimate a
space density of nfield = 3.5 × 10−4 Mpc−3 for Lyα emitters

(QSO field; Zheng(2004)
et al.
in 2006)
the 0.17 deg2

Fig. 1.—Composite HST ACS image of the field of the quasar SDSS
J0836+0054. The field size is approximately 30 (#1.1 Mpc of proper distance).
The quasar (Q) and the candidates are marked with open circles.

問題点
電波銀河/QSO領域は必ずしも高密度領域とは限らない。
銀河の分布と電波銀河/QSOの位置が異なる場合がある。
Fig. 10. Same as Fig. 4, but for the velocity distribution (left, the median redshift of the emitters (z = 3.1528) is used as zeropoint) and spatial
distribution (right) of the emitters near TN J2009–3040.

→電波銀河/QSOを中心に銀河団形成が進むとは限らない。
1542

TN N.
J2009−3040
is consistent
A. Hatch
et al.with the field density at that redshift, the clustering both on the sky and in velocity space of the
表面数密度
emitters could points to a structure of galaxies. More observations are needed to determine the reality of this clustering.
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MRC 2104−242 are at least 1σ overdense in both
JHK galaxies. The other three fields show
RGno signifi
in either population.
3.8. TN J1338–1942, z = 4.11
The surface overdensity of the JHK and ALL-JH
This radio galaxy has a redshift of 4.1 (De Breuck et al. 1999,
also measured beyond 3 arcmin of the HzRGs (see
2001) and is one of the brightest known in Lyα (De Breuck
Fig. 5). There are no significant overdensities in the
et al. 1999, 2001). Because no narrow-band filter is available
at the VLT that is centred on the wavelength of a Lyα line at
any field, so the overdensities near the radio galaxi
z = 4.1, we used a custom narrow-band filter with an effective
by zero-point errors or inadequate subtraction of s
wavelength of 6199 Å and a FWHM of 59 Å. Narrow-band and
MRC 0406−244 has a slight overdensity in JHK
R-band imaging and follow-up spectroscopy with the VLT of
1.8 arcmin and a 1σ underdensity in the outer regio
the field of TN J1338−1942 revealed 20 Lyα emitters within
a projected distance of 1.3 Mpc and 600 km s−1 of the radio
1.8-arcmin cell around the radio galaxy is signific
galaxy (Venemans et al. 2002). The structure is overdense in
in comparison to its local surroundings suggesting
Lyα emitters by a factor of 4−15 and could be the ancestor
may have several nearby companions.
of a rich cluster of galaxies. Multi-color imaging with the
Advanced Camera for Surveys (ACS) on board the Hubble
The spatial distribution of JHK and ALL-JHK
Space Telescope (HST) revealed an anomalously large number
six radio galaxy fields are shown in Fig. 6. A v
６つの電波銀領域での研究
Hatch
al. (2011)
of LBGs near the radio galaxy, confirming
theet
presence
of a
of these maps confirms that the fields containing
protocluster at z = 4.1 (Miley et al. 2004; Overzier et al. 2006a).
Fig. 11. Spatial
distribution ofVenemans
the
confirmed
and
Lyα
emit- sig
et candidate
al. (2007)
MG
2308+0336
and
MRC
2104−242
contain
ters near TN J1338–1942. Symbols and their sizes are the same as in

問題点
電波銀河/QSOを用いた原始銀河団探査は
バイアスのかかった選出をしている危険性がある。
・銀河団形成の一般的な理解を得るために
・大質量銀河の形成とその環境の関係を理解するために
プローブ無しに原始銀河団を見つけ出す必要がある。

初期宇宙から原始銀河団を発見するためには
広視野かつ深い観測が必要となる。

広視野観測による探査
Subaru/SprimeCamによって遠方宇宙から
原始銀河団、大規模構造が発見されている。
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Shimasaku et al. 2003: z=4.9 (SDF)

Ouchi et al. 2005: z=5.7 (SXDS)

z~6 LBGの原始銀河団
-10

SDFでの258天体の空間分布
カラーマップは数密度を示す
下側に高密度領域(赤領域)
・個数密度のピークは5倍
・~6ʹ′×6ʹ′(14×14Mpc2)
・30天体が含まれている
・2倍程度の領域は
左上に伸びてる
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z~6 LBGの原始銀河団
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原始銀河団銀河(二重丸)は中心を外すように分布。
何らかの内部構造を持っていることを示唆する。
分光確認できなかったLBG(白丸)の位置が
実際にはどこにあるかで解釈は異なる。
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さらに遠方の原始銀河団候補
Trenti et al. (2012)によりHST/WFC3の23視野の観測から
1つの領域がz~8の銀河5天体を含む高密度領域であると発見された。
→宇宙年齢が~6.5億年においてすでに集団化は始まっている。
The Astrophysical Journal, 746:55 (12pp), 2012 February 10
Trenti et al.

z~8の高密度領域

z~8銀河の個数のヒストグラム
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Figure 3. Left panel: J125 image of field BoRG58, with Y098 -dropouts indicated by blue circ

現在までの状況
✓ z=2-6の原始銀河団はいくつか発見されている
✓ そのほとんどは電波銀河/QSOを
プローブとして用いて発見されている。

✓ 銀河団形成のより一般的な理解のためにも
プローブを用いない方法での発見は不可欠。

✓ 広視野観測からプローブなしに発見されている
✓ z=6で原始銀河団は既に存在しており、
z~8の原始銀河団候補も一つ見つかっている。

WISHによる原始銀河団探査
WISHによって原始銀河団探査は

•より遠方(z>7)へと進めることができる。
•プローブを用いずに発見が可能。

銀河の集団化の最初の段階を捉える。
銀河形成と環境の関連。
再電離と宇宙の構造形成の関連。

uncertainty of the more traditional semi-analytic approaches based
on Monte Carlo realizations of merger trees. Our technique provides
accurate positions and peculiar velocities for all the model galaxies. It
also enables us to follow the evolutionary history of individual
objects and thus to investigate the relationship between populations
seen at different epochs. It is the ability to establish such evolutionary
connections that makes this kind of modelling so powerful for
interpreting observational data.

WISHによる原始銀河団探査

The fate of the first quasars
・発見される原始銀河団の個数の期待値の見積り
Quasars are among the most luminous objects in the Universe and

1) 原始銀河団のdark matter
halo質量を推測する。
2) その質量をもとにhalo
number density (Springel
+05) から発見される個
数を見積もる。

can be detected at huge cosmological distances. Their luminosity is
thought to be powered by accretion onto a central, supermassive
black hole. Bright quasars have now been discovered as far back
as redshift z ¼ 6.43 (ref. 24), and are believed to harbour central

halo number density (Springel et al. 2005)

z=8-9原始銀河団探査
・Ultra-Deep Survey (~100deg2; 28 AB mag)
z~6, 8での観測例(Trenti+12, Ouchi+05, Toshikawa+12)から、
z~8での原始銀河団のdark matter halo質量は

Mh~1012Msunと予想できる。
この質量のhaloの数密度は~3×10-8Mpc-3。
UDSの観測体積(~100deg2, Δz~2)は~1.5×109Mpc3。

Filter 0-dropout galaxyの原始銀河団はUDS全体から

〜50個の発見が期待できる。

z=8-9原始銀河団探査
・Ultra-Wide Survey (~1000deg2; 25 AB mag)の場合
z~8の原始銀河団に含まれるほとんどの銀河は26 mag以下。
最も明るい原始銀河団銀河でも等級は25.0 magは超えない。

限界等級の制限から、たとえ原始銀河団が存在しても
その中の1個程度の銀河しか検出できない。
UWSからの原始銀河団の発見は難しい。
UWSから見つかったQSOに対して追観測し環境を調べ、
プローブを用いない方法との比較は不可欠。

z>10原始銀河団探査
・Ultra-Deep Survey (~100deg2; 28 AB mag)
観測領域の制限からMh~1012Msunのhaloを
見つける期待値は1個以下。
Mh~1011Msunのhaloは発見可能。
銀河形成へ高密度領域からの影響は
・形成される銀河の個数？
・形成される銀河の質量？
個数に対して強く影響が出るならば
原始銀河団のような領域が
見つかるかも。

Springel et al. (2005)

再電離期の原始銀河団探査
再電離が完了する前のLBGと

z=9

z=8

z=7

z=6

LAEの分布の比較をしたい。
銀河の数密度が高い領域は
より早く電離が進み、
LAEが検出しやすくなる。
観測的にLAEの疎密はより
強調される。

再電離の空間的な非一様性に
ついて示唆を得られる。

電離水素ガスの密度変化 (Trac & Cen 2007)

他の計画との関連
Euclid, WFIRSTでは観測が浅いため、
JWSTでは観測面積が狭いため原始銀河団の発見は難しい。

z>8の原始銀河団探査はWISHにしかできない。
＊プローブを用いる方法ではJWSTでも発見できる。
HSCの観測領域と合わせれば
y-dorpout (z~7)原始銀河団の探査も可能になる。

まとめ
✓ z>7原始銀河団探査は広視野かつ深い観測を行
うWISHにしかできない研究である。

✓ z=8-9の原始銀河団をプローブを用いない
方法で数十個の発見が期待できる。

✓ 銀河形成と高密度領域の関係を議論できる。
✓ 再電離と構造形成についても議論できる。

