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• 12CO, 13CO, C18O (J=2-1) 同時観測
• ビームサイズ: 約2.7分角

• 0.1pc@140pc, 1pc@1-2kpc
• 設置場所：野辺山、Tsys* ~ 200K

特徴

• 巨大分子雲の全域サーベイ
• 高密度分子雲コアの無バイアス探査
• 分子ガス物理量 (密度、温度) の調査
高密度分子雲コア形成、分子雲形成、、、

サイエンスのテーマ
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LTE を仮定して物理量(質量など)
を導出。
分子雲コア領域だけを見ているの
で、高密度かつ、光学的に厚い。

12CO(J=2-1)は典型的に
sub-thermally excited

(Yoda et al. 2010)
à 密度、温度の良いトレーサー

• 分子雲～コアに渡るCO(J=2-1)
の特性の変化

• 分子ガスの、柱密度、密度、温度
• 環境による分子雲物理量の変化
広域観測例が少ない



シーズン 観測期間 観測領域 主なターゲット

2010 年度 1月～5月 237 deg2 Orion, CygnusOB7, 銀河面

2011 年度 1月～5月 152 deg2 Taurus, CygnusX, 銀河面

2012 年度 12月～5月 598 deg2 Auriga, California, 銀河面

様々な環境における分子雲サーベイ観測を推進している



•

Auriga
大崎他 本年会
Q01a

銀河面
澤村他 本年会
P124c

California
山日他 本年会
P120b





• 東西で、周辺環境・ガス物理量が異なる
西側 東側

OB アソシエーションに隣接
大質量星が形成中 (OB1d)
HII 領域が存在
UV; G0~105 (e.g., Tielens & Hollenbach 1985)
高温;  T > 30 K
高密度; n > 103 cm-3 (Sakamoto et al.1994)

星形成は活発
UV; G0 ~ 1-5
低温;  T ~ 15 K
低密度; n ~ 102 cm-3

(Sakamoto et al.1994)
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導出方法
12CO：X-factor

13CO, C18O：LTE



• 使用したライン：13CO(1-0), 13CO(2-1), 12CO(2-1)
• モデル：一様球
• 仮定：X dr/dv = 一定
• 導出したパラメータ：密度 n(H2)、温度 Tkin

R2-1/1-0 R13/12



密度 n(H2)
(cm-3)

温度 Tkin
(K)

• 西側： > 2000 cm-3

• 東側： ~ 1000 cm-3 • 西側： 30ー60 K
• 東側： 10ー30 K

• HII 領域近くの雲の端：
> 100 K



• 密度、温度共に、HII領域
との対応が良い
分子雲内外の OB 型星からの
UV、恒星風の影響を反映か

密度 n(H2)
(cm-3)

温度 Tkin
(K)

カラー：Hα
コントア：12CO(2-
1)

(Gaustad et al. 2001)



• 密度が星形成において重要な
役割を果たす様子が示された

カラー：YSO の個数面密度
(Megeath et al. 2012)

コントア：12CO(2-1)
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• 1.85m電波望遠鏡
o 12CO, 13CO, C18O (J=2-1) 同時観測
o 3 年の運用で、~1000 deg2 のサーベイ観測が完了

• 分子雲の物理量
o Orion 分子雲全域を J=2-1, 1-0 で比較
o 13CO, C18O (J=2-1) の励起状態は雲の物理状態を敏感に反映
o LVG解析を行い、温度、密度分布を得た
o 星形成はガス密度が重要な役割を果たす事が示された



• 開発 (2013年度シーズン)
o 分光計を更新：観測帯域を倍増。銀河中心方向が可能に。

• CO サーベイ装置としての役割
o 銀河面サーベイ：l =10°～30°、l = 90°～250°、 b = ±1
o 分子雲サーベイ：銀河面第二象限

• J=2-1 を用いた分子雲ガス物理量の推定
o LVG 解析を様々な分子雲へ適用し、比較、検証

• 近傍分子雲、銀河面、、、
o 得られたガス密度、温度を、他波長(Spitzer, Akari, など)と比較

徳田ほか V148a,
西村ほか V149c (地上観測機器)


