
SKA-Japanシンポジウム2019 
- 宇宙磁場グループからの報告 -

出口真輔（ラドバウド大） 
+ SKAJP宇宙磁場グループ

 /1

内容 
1. 磁場の重要性と観測法 
2. SKA、SKAJP、SKA中継機 
3. サイエンス 
4. まとめ



磁場の重要性と観測法
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© K. Takahashi

磁場の重要性

様々なスケールの天体の磁場を包括的に理解する
種磁場、EoR前景、宇宙線の起源・伝播
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Synchrotron radiation / Faraday rotation

O’sullivan et al. (2012)
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Faraday tomography

O’sullivan et al. (2012)
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Faraday tomography

O’sullivan et al. (2012)
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天の川

背景

IGMF 
↓

RM: 2次元の情報 
FDF: 視線方向を含めた3次元の情報



Depolarization
Low frequency provides good resolution in φ space, 
but is suffered from depolarization.

E. Lenc @ASKAP2016

Integration

x

Magnetic field

Rotation

Arshakian & Beck (2011)

NVSS (1400 GHz) MWA (154 MHz)
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なぜSKA?

低周波・広帯域高感度

VLA

©S.A. Mao

高精度・高密度RM grid

Taylor et al. (2009)
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SKA, SKAJP, SKA中継機
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SKA宇宙磁場グループ

・キーワード： “RM Grid” 
・サイエンスブック(19論文) 
・SKA magnetism paper執筆予定

メンバー (https://astronomers.skatelescope.org/science-working-groups/magnetism/) 
・co-chair: Ann Mao (MPIfR) & George Heald (CSIRO) 
・core: 20名　赤堀 
・associate: 56名　高橋、出口 
・Office contact: 2名

©S.A. Mao



SKAJP宇宙磁場グループ
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1. メンバー28名（学生5名） 
2. 毎月の定例会（127回）。論文・研究紹介。その他（ユースケース検討、etc…） 
3. (ほぼ)年一回の研究会（6回）。 
　　- 個々の研究紹介、招待講師を招き知識の裾野を広げる、トモグラフィー検討会、講習会 
　　- 特に、前回の国際研究会でSKA中継機との接点が広がり、共同研究などの可能性が広がった 
4. 今年度はSKA中継機のプロポーザル申請の準備を目指した研究会を11月に開催予定 
5. サイエンスブック(2015)、PASJレビュー(2018)



SKAJP宇宙磁場グループ
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1. メンバー28名（学生4名） 
2. 毎月の定例会（127回）。論文・研究紹介。その他（ユースケース検討、etc…） 
3. (ほぼ)年一回の研究会（6回）。 
　　- 個々の研究紹介、招待講師を招き知識の裾野を広げる、トモグラフィー検討会、講習会 
　　- 特に、前回の国際研究会でSKA中継機との接点が広がり、共同研究などの可能性が広がった 
4. 今年度はSKA中継機のプロポーザル申請の準備を目指した研究会を11月に開催予定 
5. サイエンスブック(2015)、PASJレビュー(2018)

キーワード： 
偏波解消とファラデートモグラフィー 
（視線方向を含めた三次元情報）
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国際的な状況 - ASKAP

活動 

・6つの“Survey Group”(SG)で活動 
・月一のPOSSUM exec telecon 
　- それぞれのSGからの進捗報告 
・不定期のSG telecon 
　- それぞれのSG内での進捗報告 
・The Canadian Initiative for Radio Astronomy Data Analysis (CIRADA) 
　- SKAに向けたデータセンター・データ処理パイプライン開発 
・実際に観測が開始されデータが得られ始めており、非常に活発になりつつある

近況 

・今年(2019年)の始めから5月にかけてCommissioning観測 
　- 3C138, SN1006, Rapid ASKAP Continuum Survey (RACS) 
・5月の終わりにBusy Week 
　- 主にRACSデータの偏波解析を20人ほどで行う。 
・今後(~9月?)、pilot surveyが予定されている 
　- 各サイエンスグループが100時間の観測を行える 
　- POSSUMのサーベイ計画は議論中 
　- その前に新たなBusy Week（9月16-20日）出口、宮下が参加予定

RM map of 
SN1006 field

ASKAP磁場グループ：POSSUM
(POlarisation Sky Survey of the Universe Magnetism)

高橋、赤堀、出口、宮下 
がメンバー
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国際的な状況 - LOFAR

活動 & 近況 

・4つのsubWGで活動 
・年一のミーティング 
　- LOFARデータを用いた個々の結果報告 & Busy days 
　- 次回は9月23-27日　町田、出口、宮下、酒見、鈴木が参加予定 
・不定期のsubWG telecon 
　- それぞれのsubWGからの進捗報告 
・MKSP全体のプロジェクト 
　- RM Grid Task Force (LoTSS DR2データを用いたRM map作成) 出口、宮下 
　　-- 頻繁にBusy days(数日間集中してデータの解析を行う) 
　- GOODS-North (GOODS-Nフィールド観測データの解析) 
　　- - データ初期処理中。このデータで何をするか議論。 
・新たなデータ処理法(? 勉強中) 
・LoTSS DR1データを用いた結果が今年2月に 
　A&A special issueとしてまとめられた (27編) 
・LoTSS DR2データを用いたプロジェクトが活発。 
　- 今年～来年にかけて、多数の論文投稿？

LOFAR磁場グループ：MKSP
(Magnetism Key Science Project)

・Milky Way 
・Nearby Galaxies 
・Radio Galaxies 
・Intergalactic Medium (IGM)

高橋、出口、宮下 
がメンバー



サイエンス
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トモグラフィーの開発・基礎研究
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基礎研究

・FDFが得られたとして、 
　そこから何がわかる？

・ソフトウェア：P(λ2) -> F(φ)の自動化 
・トモグラフィー手法の性能評価

宮下さんトーク 鈴木さんトーク

F(φ)

銀河モデル(Akahori+13)から 
計算される現実的なFDF (SI+14b)

SI+14b, SI+17, Eguchi+ sumitted, Miyashita+ in prep., Suzuki+ in prep.
Kumazaki+14, Miyashita+16, Miyashita+18, Akiyama+ submitted
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星間現象

ターミナルショック らせん構造
Sakemi et al. (2018a;b) 
・マイクロクエーサーSS433 
・ジェット先端領域の解析 
・ATCAによる観測 
・ファラデートモグラフィーを適用 
・視線成分の分解

酒見さんトーク
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天の川
Taylor et al. (2009)

・天の川磁場モデル(←) 
・観測された二次元RM map(↑)から 
　モデル制限を行おうとする試み 
　が活発 
・奥行き方向を含めた情報を使うと 
　より面白そう。



 /19

天の川

©Yik Ki Ma

Ma et al. (2019a)

・Taylorカタログの偏波源を 
　広帯域のデータで再解析 
・32/87個がnπ ambiguity 
・広帯域の重要性
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系外銀河
Kierdorf et al. (2018)

Machida et al. (2018b)

・高周波：ディスク 
・低周波：手前のハロー

・M51の観測 
・どの偏波解消モデルと合うか？

P(λ)
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系外銀河

藏原さんポスター

・近傍銀河の大局的磁場構造
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銀河団
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銀河団

滝沢さんポスター

・衝突銀河団のX線・電波観測
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大規模構造

💧Milky Way

💧
AGN

F(φ)

φ

lobe

Milky Way

Milky Way + IGMF

IGMF

lobe

non-zero RM w/o emission 0

Simulation study: Application 
of RM synthesis to study  
IGMF with various telescopes

low-frequency: sensitive to small structure 
high-frequency: sensitive to diffuse structure

Akahori et al. (2014)

赤堀さんトーク

数rad/m2

See also SI+14a, Akahori+18
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磁場の情報: 2-D ⇒ 3-D 
宇宙磁場研究の新たな手法：Faraday tomographyが必須になりつつある 
低周波、広帯域：SKA, SKA中継機 

SKA宇宙磁場グループ 
全天で、40,000偏波源 (VLA) ➡ 10,000,000偏波源 (SKA1) 
キーワード：高精度・高密度 RM grid (2次元) 
necessary to study FDFs of various objects using simulated results 

SKAJP宇宙磁場グループ 
キーワード：偏波解消とFaraday tomography (3次元) 
ASKAP, LOFARなどのSKA中継機が非常に活発。日本からも寄与。

まとめ


