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Abstract Data: NRO-GPS project
分子雲においてフィラメント構造は普遍的に観測されており、分子雲コア
の形成メカニズムを解明する上で重要な構造である。しかし、大質量星形
成領域においては分子雲フィラメントは観測例が少ない。我々は NRO 銀
河面 CO サーベイプロジェクトで得られたデータを用いて大質量星形成領
域におけるフィラメント探査を実施した。本研究では CO の分子輝線を用
いるため、視線方向上の異なる速度成分のフィラメントを分離することが
できる。M17 領域において、29 本のフィラメントを同定した。Cloud A に
おいて同定したフィラメントの物理的性質と YSOs 分布を比較すると、フィ
ラメントでは星形成は進行していたが M17 クラスターの形成を説明でき
るほど活発で集中的な星形成の兆候は見られなかった。同定した CO フィ
ラメントの速度構造と、IRDC フィラメントとの対応関係から、Vlsr ~23 
km/s の高速度雲が、Vlsr ~ 20 km/s の Cloud A、M17 SW を突き抜いた描
像が得られ、この衝突が M17 クラスターの形成要因となった可能性があ
る。

NRO 銀河面サーベイプロジェクトは、新たに野辺山 45m 鏡に搭載されたマルチビーム
受信機 FOREST を用いた、広域の CO(1-0) 探査である。12CO, 13CO, C18O (1-0) を同時観
測している。観測は 2014 年 3 月よりスタートし、2017 年夏までに銀河面を 160 平方度
カバーする予定である。

M17 complex は距離 2.1 kpc に位置する大質量星形成領域である。付随する GMC は、Cloud A と 
M17 SW に大分される。M17 SW は PDR であり、大質量星からのフィードバックを激しく受け、非
常に明るいため観測例も多いのに対して、Cloud A はこれまであまり観測されてこなかった。我々の
データから、12CO, 13CO(1-0) を用いて LTE 質量を求めたところ、SW: 7.2 ×104 Mo、A: 3.7×104 Mo 
であった。

CO の輝線強度を見ると、Cloud A は明らかに複数のフィラメントから構成されている（図２）。
また、channel map （図３） を見ると、異なる速度に複数のフィラメントが存在していること、
M17 SW も中心に向かっていくつかのフィラメントが存在することが分かる。フィラメント
の特徴について定量的に調べるために、フィラメントの特定を行った。

M17 全体で 29 本のフィラメントを同定した。Cloud A に付随するフィラメ
ントの多くが検出できたのに対し、SW はフィラメントが孤立しておらず、
分離できなかったため検出できた個数は少なかった。以下、主に Cloud A の
フィラメントについて特徴を述べる。フィラメントは向きが揃っており、
5pc 程度で振動するような緩やかなカーブを持っている。また、何箇所かで
フィラメントの交差が見られている。

質量は M17 に近づくほど大きい。また、フィラメント内で局所的に質量が大
きくなるようなムラが頻繁に見られる。フィラメントの交差点で、特に質量
が増大していたり、速度分散が増加しているような傾向は顕著では無かった。
フィラメントの幅はフィラメントごとの個体差が大きい。

フィラメントの半値幅は 0.3 - 1.0pc 程度であり、フィラメント毎
の個体差が大きいことがわかる。12CO では、近隣のフィラメント
や放射が強く半値幅を定義することが困難な場所が多いが、そう
いった部分を外すと、13CO に比べて 20-50% ほど太かった。
線質量も領域毎の個体差が大きい。しかし、いずれの領域におい
ても、critical line mass ~16 Mo/pc を超える場所が数多く存在して
いる。従って、ほとんどのフィラメントで星形成を起こす可能性
がある。

図 7 に、Povich+13 でカタログされた YSO の分布を示
す。Cloud A において、YSO の大半がフィラメントに
付随していることが分かる。一方で、大質量星の形成
を見ると、M17 付近に極端に偏っている（図８）。こ
の事は、Cloud A で進行中の星形成は M17 クラスター
形成とは直接関係しない事を示唆している。

Cloud A は星形成は活発ではあるものの、大質量星を含む星団を形成するほどでは無いように思われる。M17 クラスターの起源
としては、M17 SW のフィラメントによる星形成機構が可能性として残されているが、今回の観測からは M17 SW のフィラメント
を詳細に分離できなかったために、さらなる議論を展開するために、今後、高密度トレーサーなどを用いた追観測を待たねばな
らない。ここでは、M17 クラスター形成起源のもう一つの可能性として、GMC 同士の衝突について検証する。

図 11 に Spitzer による IRDC と、CO フィラメントとの比較図を示す。左
図のコントアは、Vlsr=20 km/s の 13CO channel map である。この速度
帯では、特に、Cloud A のフィラメントが、IRDC のフィラメントと対応
が 良 い。一 方 で、右 図 は、Vlsr=23 km/s の 13CO channel map で あ る。
HII 領域の中、OB 型星の近くに付随するクランプ ( 以後、高速度クランプ )
が確認できる。このクランプに対応する IRDC は無い。
従って、Cloud A フィラメントは HII 領域よりも手前、高速度クランプは
HII 領域の奥に位置すると考えられる。高速度クランプは、OB 型星に面
して周囲のガスが剥ぎ取られたような彗星状の形状をしていることから

（図３参照）、HII 領域と接していると考えられ、すなわち、OB 型星を形
成した分子雲の残りだと思われる。
以上より、高速度クランプを含む分子雲が、Cloud A を含む分子雲を手
前から突き抜け、その衝突に起因して M17 クラスターが形成されたと考
えると、矛盾はない。

Step.1： channel map から、目視でフィラメントを検出
Step.2： 検出したフィラメントの速度 channel を切り出し、その積分強

度図上にフィラメントをトレースする曲線を書く（図 4: 上 )
Step.3： 曲線に垂直方向にデータを切り出し、半値幅を良く定義できな

いものを除外する（図 4: 下）

NRO-GPS では観測シーズン終了後、一年ごとにデータを整理し
内部リリースしている。本講演では、IR 1.3 を用いた （図１, 表１）。
データはサーベイ完了後１年での一般公開を予定している。

図 1. IR 1.3 のうち Region A の 3 色合成図。R: 12CO, G: 13CO, B: C18O.

表 1. Internal Release 1.3 の詳細

図 2. M17 領域の CO 輝線のピーク強度図。(a) 12CO, (b) 13CO, (c) C18O.

図 3. channel map （上） 12CO, （下） 13CO
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図 4. 同定したフィラメント候補の例

図 5. 
結果

図 6. フィラメント物理量のヒストグラム ( カラーは index)

図 7. YSOs の分布 (Povich+13)

図 8. OB 型星の分布 (simbad より )

図 9. CO フィラ
メントの M17 
に面した側に存
在する 8μm の
bright rim 構造

図 10. Berne+10 より。
Orion における HII 領
域周辺の KH 不安定性。図 11. Spitzer IRDC と CO フィラメン

トとの位置関係
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Cloud A のフィラメントの特徴は、
・向きが揃っており、並走するフィラメントの間隔は ~2pc
・5pc 程度で振動するような曲線
である。また、図 9 に示すように、M17 から 10pc ほど離れた
場所においても、分子ガスのうち HII 領域の側で 8μm が bright 
rim 状に輝いており、UV が相互作用している事が示唆される。
このように、Cloud A 全体に渡って M17 からの影響を受けてお
り、Kelvin‒Helmholtz instability によるフィラメント形成の可
能性も考えられる (Berne+10; 図 10)。
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