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内容 

初代星の形成と初期質量関数（ＩＭＦ） 
  輻射フィードバック 
  連星形成 
  間欠的降着と巨星化  
 
初代ＢＨ形成 
  初代星ＢＨからの降着成長 
  ダイレクト・コラプス シナリオ 
  高密度星団中での星の合体成長 
 
観測的性質 



初代天体の誕生   

Yoshida, Abel, Hernquist & Sugiyama (2003) 

600h-1kpc 

ΛCDMモデル 
密度揺らぎから初代天体の形成まで 
シミュレーション 

初代天体 
＝ミニハロー 

• ミニハロー 
Tvir=103-104K  Ｈ２分子冷却  
~106Msun, z=20-30ごろ形成 
 

•原子冷却ハロー 
Tvir > 104K  原子冷却  
~108Msun z=10-20ごろ形成 
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原始星が誕生 

•水素分子冷却により 
数密度~104cm-3で、 
質量~1000Msun 

の高密度コアが形成。 
•その中で~1021cm-3の 
原始星が誕生。 
•初期質量~10-2Msun 
 

吉田、大向、  
Hernquist  2008 

~1000Msun 

高密度 
コア 

~1/100Msun 

原始星 

温度進化 

ここまでは大方解明済み 



HII region 

Hosokawa, KO, Yoshida, Yorke 2011, 2012 

Mass of First Stars is set by  
the UV feedback 
(McKee & Tan 08, Hosokawa+11/12,  
Stacy+12, Hirano +14, Susa + 2014) 
 

Accretion stops at 40Msun 
Not enough for high-z SMBH seed  
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How massive were the first stars? 

contour: density,  color: temperature 



3Dでも同様の結果 

green: no feedback 
red: with feedback 

輻射流体シミュレーション 
＋星の進化 
ＨＩＩ領域は分解できていない 
Ｈ２光解離によるフィードバックが重要 
 星の質量<60Msun 

初期条件はＢＥ球@104㎝‐3     光解離領域の拡大 
Susa (2013) 



統計的研究：ＩＭＦへ 
３Ｄ宇宙論シミュレーション 
＋２Ｄ輻射流体 
星形成シミュレーション 

Hirano et al. (+KO)  
2014, 2015 
studied 
>100-1000 halos 



2014 

Pop III IMF 

Flat distribution in a 
wide mass range:  
a few 10-100 Msun 

 

Even 1000Msun first 
stars can be formed 

2015 

最近は大質量でもＯＫという 
雰囲気 



３ＤでＨＩＩ領域まで分解しした計算 

 

細川ほか（２０１５） 



円盤分裂と間欠的降着 

 



間欠的降着による星の巨星化 

 



巨星化によるフィードバック抑制 

 



初代星も連星として
形成 

初期条件として103cm-3で 
ほぼ平衡状態の球 
(Bonner-Ebert球x1.01) 
＋回転＆bar-modeゆらぎ） 

回転パラメータ b0 

ゆらぎ bar (m=2) Af + m=3  

少しでも回転しているコア 
は分裂 
（現在の星形成の場合以上に 
連星形成しやすい） 
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非軸対称性揺らぎの大きさ 

町田、大向、松本、 犬塚（２００８） 



宇宙論的シミュレーションでも連星形成 
２００９－ 

宇宙論的な計算で
も、連星/小星団形

成がおこることが確
認されている。 
 

おそらく大質量（数
10Msun）連星 

ＧＲＢ親星、重力
波源 

 

一部は小質量
(<1Msun)のまま放出 
銀河ハロー中に
今でも見つかるか
も！ 
 

Greif et al. 2011 

Turk et al. 2009 

Clark et al. 2011 

Stacy et al. 2010 



全ての星の数 
ハロー：2.5 × 109 
バルジ：5.5 × 1010 

現在までのsurveyで、Mmin > 0.65M⊙ が95% confidenceで得られて
いる 
現在のハロー中に種族III星が存在しない (Mmin > 0.8M⊙)と結論す
るためには 2×107 個以上のハロー星の観測が必要  

現在生き残っている 
種族ＩＩＩ星数 
（Mminを変動させた時） 

サーベイ 詳細に分光 <0.6Msunの星は 
現在のところ、 
十分見えていない 

低質量種族ＩＩＩ星は本当にあったのか？ 
Hartwig + 2015 



初代ＢＨ形成 



巨大ブラックホール 

銀河中心に普遍的
に存在 

ＢＨ質量はバルジ
質量と相関 

いわば銀河の本尊といえる 



35年以上たった現在も 

標準シナリオが存在せず。 

Rees chart (1978) 

質量増加は 
 
降着 か 合体 

ラドロー男爵 
リース卿 

ダイレクト・コラプス 

本尊は 
来歴不明 

星の合体 



Several z >6.5 SMBHs found  
   (Mortlock+ 2011, Venemans +2013)  

  e.g., ULAS J1120+0641  
        MBH=2x109Msun  at z= 7.085 (0.77Gyr) 
 
Either very massive seed or  
very rapid growth is required! 
 
BUT 
Growth by accretion/merging was probably 

inefficient  due to radiative feedback/recoil 
by GW kick. 

 

 So we want massive seeds. 
 
 
 

Why we want massive seeds? 

Mortlock + 2011 



種BH形成シナリオ 

Volonteri 2012 

１）星質量BH 

２）direct collapse 

３）星の合体 



１）星質量の種ＢＨからの形成 

Volonteri 2012 

１）星質量BH 

２）direct collapse 

３）星の合体 

1000Msun first stars can end up with SMBHs at z=7  
as long as the Eddington-limited accretion is 
sustained all the time. 



超臨界降着？ 

Trapping radius 内では輻射は降着流にtrapされたまま、内向きに流れ、 
外には抜け出せなくなる。 
Eddington 降着率以上では、photon trapping が起こる。 



原始銀河中でのＢｏｎｄｉ降着 

z方向：thermal support 

r方向：rotation support 

n0 

Md 

Volonteri & Rees 2005 

原始銀河内の密度の見積もり 

このときBondi降着率 

なので、Bondi降着率とEddington降着率の比は 

BHフィードバックを考えていないが、 
高密度環境が存在すると、超臨界降着が 
実現される。 

他に最近同じような論文が３つほど 



超臨界降着によるＢＨ成長 

Volonteri  
& Rees 2005 

降着率 ＢＨ質量 

超臨界Bondi降着ののち、 
Eddington限界降着で成長 

ずっとEddington限界 
降着で成長 

Bondi降着ではＢＨ質量は有限時間で発散 



２）direct collapseによる大質量BH形成 

Volonteri 2012 

１）星質量BH 

２）direct collapse 

３）星の合体 



Omukai 01 

If FUV radiation is more intense 
than the critical value Jcrit,  
the cloud cools solely by atomic 
cooling.  
 
• No rapid  cooling phase   
  monolithic collapse 
 
•high temperature (at ~8000K) 
during the collapse  
high accretion rate in 
protostellar phase 
 
dM*/dt ~cs

3/G 
~ 0.06Msun/yr (T/104K)3/2  

 

Direct collapse scenario 

H2 molecular 
cooling 

J<Jcrit 

H atomic cooling 

J>Jcrit 

Super-massive stars (>105Msun) will form 



photodissociation  

isothermal collapse  
at 〜8000K 

by atomic cooling 

protostar growth  
by rapid accretion  

~1M
8

/yr 

Collapse by GR instability 
      →105M

8
 BH 

1.How much radiation  
needed? 

2.Monolithic collapse  
or fragmentation? 

3.Accretion continues  
or halted? 

Long way to supermassive stars 



Jcrit : intensity at LW wavelenths (12.4eV)  
      needed for atomic cooling. 

1. How much radiation needed? 

Jcrit increases with radiation temperature  
                            (i.e., hardness) 

Sugimura, KO, Inoue 2014 

Radiation (color) temperature 

hard soft 

Pop III 

Pop II 

H2 photodissociation 



Jcrit for Starburst Galaxies 

time after starburst 

Salpeter IMF 1-100Msun 

z=20 z=10 

age of the universe 

  Jcrit is very high (~1000)  
  even for PopII galaxies (unless >several 100Myr) 



Inayoshi, Omukai & Tasker (2014 ) 

2. Protostellar Collapse: 
Monolithic Collapse or fragmentation? 

No major eposode of fragmentation 
small protostar (~0.1Msun) is formed  

e.g., Bromm & Loeb 2003, Latif +, Regan +  



Disk fragmentation in accretion phase  

• Direct collapseによるSMS形成の際にも星周円盤は分裂す
るようだ 

• それでも中心星への降着が支配的→ SMSへ成長か？ 

Becerra + 2015 



How many seeds? 

•Large discrepancies in estimate for JLW distribution 
 
•Direct collapse occurs only in very rare environments 
but may still account for high-z SMBH. 

Jcrit~1000 from our result 
Dijkstra et al. (2014) Agarwal et al. (2012) 



3. Accretion evolution to supermassive stars 

End product of the collapse phase：  
protostar of 0.1 Msun  

surrounded by gas envelope of 105-6 Msun, 
accreting with 1Msun/yr 

Does the star becomes super-massive?  

Accretion rate  

or  

Does the stellar feedback terminate its growth? 



Super-giant protostar 

stellar mass ( M
8

 ) 

With rapid mass 
accretion   
(> 0.01 Msun/yr),  
protostar does not 
reach the main 
sequence, with its 
radius inflating 
enormously to 
~10AU. 

. 
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Hosokawa, Yorke, KO (2012) 



Super-giant protostar on HR diagram  
Hosokawa et al. (+KO) (2013) 

 low effective temperature  
at several 103K 
(looks like a red-giant 
star ) 
 
negligible UV luminosity 

       and feedback 
 
accretion continues 

unhindered and the star 
becomes supermassive 

Note: Accretion can be episodic.  
For its effect on the stellar feedback, see Yuya Sakurai’s poster. 



General relativistic stability 

• 105Msun supergiant protostar is still GR stable. 

• But already close and approaching to instability.  
 It will probably collapse soon after >105Msun is 
reached.  

3x104Msun 105Msun 
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Hosokawa +(KO)  
2013 



３）高密度星団中での星の合体 

Volonteri 2012 

１）星質量BH 

２）direct collapse 

３）星の合体 



少し重元素がある時 

•[M/H] > ~-5では、 ダスト冷却により分裂 
•高密度星団が形成するものと思われる。 

KO, Schneider, Haiman 2008 

この時の密度、 
ジーンズ質量に 
対応する星団が 
出来ると予想 

(ndrop,Tdrop) 



高密度星団の進化 

• 高密度星団内での星の合体はIMBH
（MBH~数百Msun）の起源として、調べられ
てきた。 

• Dynamical friction time <4Myrだと暴走的
合体が起こる。 

Portegies Zwart et al. 2004 

暴走的合体の条件 

スターバースト銀河M82の 
明るいX線源と星団 

暴走的合体が起こる時の 
中心星の質量 

中
心
集
中
度

 

dynamical friction time 



宇宙論的ハロー中での高密度星団 

ペアになっているハロー 
を選び出す 

中心領域のクランプを 
星団におきかえる 
→ Ｎ体計算 

高密度星団の中心で 
星が合体して成長する。 

Katz, Sijacki & Haehnelt 2015 

•合体により形成される星は、せいぜい初代星程度(~1000Msun) 
•重元素を持つので星風により質量損失する可能性もある。 



観測的性質 



Supergiant protostar detectable by JWST 

Accreting supermassive stars are above the threshold    

だけど個数は少ないかも 



種族III主系列星の特徴 

有効温度が高い 10万度ほど 
 非常に大きなHII領域が形成、Heも電離 

Ezer & Cameron 1965 

種族ＩＩＩ星 
種族Ｉ星 



種族III星団の特徴 

線の違いはＩＭＦの違い 
黒：Salpeter 1-100Msun 
緑：1-500Msun 
水色：50-500Msun 

非常に強いH Lyα、HeII 1640Å輝線 
Schaerer2000,2008 
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種族ＩＩＩ銀河候補天体 ＣＲ７ 
z=6.6のLAE (z>6のものとしては一番明るい) 
HeII λ1640輝線も検出 → 種族ＩＩＩ星！？ 
 
連続波からはnormal enriched populationを示唆 
(質量はこちらの方が多い) 

Sobral + 2015 



ＨＳＴによる観測 
3つの成分に分解 AはPop III星団 

B+C  enrichedとしてフィットできる 



ＣＲ７の正体は？ 

“PopIII wave” 
Or direct collapse BH? 

中心から重元素汚染が進む 
周囲にPop III 星形成領域 

先行する星形成領域からのＵＶに 
照らされた始原ガス中でdirect collapse  
BH形成し、その後、降着により成長 

Pallottini + 2015 



まとめ 

 初代星の質量は輻射フィードバックで決まると思われる。 

 最近の研究では、これまでより大質量のものがあってもよい
雰囲気。 

 

 High-z ＳＭＢＨの発見により重い種ＢＨシナリオが好まれてい
る。 

 初代星の質量が大きくなってきているので、星質量ＢＨ（＋
すこし超臨界降着）でＯＫかもしれない。 

 単純なダイレクトコラプスが必要とするJcrit は~1000と大き
い。でも理想的ではない環境（もっと低いJや重元素が少し
ある場合）でもうまくいく可能性を模索すべきかもしれない。 

 高密度星団中の合体シナリオではそんなに大質量の種は
できないのではなかろうか。 

 


