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Q: これはなに？

ALMA望遠鏡にて観測



A:  実は、星と周辺のガスなんです（酸化ケイ素が放つ電波をしめしたもの）

中心部が「 影 」になっているからといって、BH影 とは限りません。 

見た目に騙されてはダメです！



EHT2019

EHT (2017)  
サブミリ波 VLBI 観測による『 ブラックホール影 』



Q: ブラックホール とは？

ブラックホールとは、超強重力場により時空が歪め　
られ、我々の宇宙から切り離された時空領域　　
（我々の宇宙との因果関係が失われている） 

時空の歪みは、膨大な質量・エネルギーの集中に依る 

ブラックホール（事象の地平面）は 観測不可能！ 

物差しは短くなり、時計の進みは遅くなる

A: 私たちが見ているものは、ブラックホール周辺のガスの輝きです。 
　 ブラックホールが位置するところが、暗い影に観えています。



本日の予定

ブラックホールの予言と観測 

M87銀河（ブラックホール影）ってどこにあるの？ 

ブラックホール影と宇宙ジェット 

ブラックホール影の形とは？



ブラックホールの予言１
１８世紀後半：ピエール＝シモン・ラプラス　　　　　
光の粒子説とニュートン力学より、十分に質量と密度の
大きな天体があれば、その重力は光の速度でも抜け出せ
ないほどになるに違いない、と推測した 

１９１５年：アルベルト・アインシュアイン　　　　　
一般相対論。カール・シュバルツシルドがアインシュタ
イン方程式の厳密解の一つ（ブラックホール解）を解い
た。あくまで数学的なもの、と考えられていた



ブラックホールの予言２
１９３０年：スブラマニアン・チャンドラセカール　　　
白色矮星の質量には上限があることを理論的に導き出
し、質量の大きな恒星は重力により押しつぶされて　　　
無限に潰れていくことを初めて理論的に指摘 

１９６７年：ジョン・ホイラー　　　　　　　　　
ニューヨークで開かれた会議において「ブラックホール」
（black hole）という言葉を採用（聴衆のつぶやきをホイ
ラーが宣伝）。



ブラックホールの観測１
１９７１年：小田 稔　1970年リカルド・ジャッコーニ
らが世界初のX線天文衛星「ウフル」を打ち上げ。この
衛星による「はくちょう座X1」の観測により　　　
「ブラックホールかもしれない」と指摘した。 

１９９５年：三好 真：コンパクト重力源を発見　　
M106銀河の中心にあるブラックホール（候補天体）を電波
干渉法による水メーザー観測した。中心部に大きな質量
が集中していることを発見。＝＞ブラックホールかも？



ブラックホールの観測２
１９９５年：田中 靖朗　　　　　　セイファート銀河
MCG -6-30-15 を X 線天文衛星「あすか」で観測。ス
ペクトル線中に広がった鉄輝線を発見。その特徴的な
構造よりブラックホール時空からのX線であるとされ
た。他の観測的解釈も存在し、真偽の程は未確定。 


２０１５年９月１４日：LIGOチーム（米国）　　　　
重力波検出器LIGOがブラックホールの合体から発生す
る重力波の直接検出に成功



本日の予定

ブラックホールの予言と観測 

M87銀河（ブラックホール影）ってどこにあるの？ 

ブラックホール影と宇宙ジェット 

ブラックホール影の形とは？





M87：宇宙の広がり（１）

１０ 万光年



M87：宇宙の広がり（２）

M31

１００ 万光年



M87：宇宙の広がり（３）

１０００万光年

M31

+

M87方面



M87：宇宙の広がり（４）

M87

１億光年

+１０００万光年



M87  は比較的近くに位置する巨大 AGN

D � 16.8± 0.8 Mpc
<latexit sha1_base64="PkO65+YfHtLbtOaml2m903fmE8w=">AAAChXichVG/SxxBFP7cxKiniWdsBEMYFEOKZHmry3lrEzEp0gQ89VTw5NjdjDq4v9jdO9DDUov8AxZWCiGEpE2wt/EfsPBPEEsDaSzyds8gFiZvmHlvvve+N9/MOJGnkpTovEN78LDzUVd3T6G37/GT/uLA08UkbMSurLqhF8bLjp1ITwWymqrUk8tRLG3f8eSSs/k2yy81ZZyoMFhItyK56tvrgVpTrp0yVC+Kd6KWKF8YJb0sapEvKPOvRKsW++JD5O7Ui6OkW6Y5bpQ4Z5UNi7LAtCYssyQMnXIbnX52XLncfX48Gxa/oIaPCOGiAR8SAVKOPdhIeKzAACFibBUtxmKOVJ6X2EGBuQ2uklxhM7rJ6zrvVm7QgPdZzyRnu3yKxzNmpsAYndFXuqJT+kYXdH1vr1beI9Oyxd5pc2VU7/80NP/7vyyffYqNW9Y/NadYQznXqlh7lCPZLdw2v7m9fzU/NTfWekFHdMn6D+mcTvgGQfOX+7ki5w5Q4A/4+8ri/mBxXDcmdKrwT8ygbd0Yxghe8ntPYhrvMYsqn7uH7/iBn1qX9loztVK7VOu44Qzijmlv/gBk2pcv</latexit>

中心にM87楕円銀河

→ M87 :  BH Shadow が大きく見える天体



BH ?
宇宙ジェット 
非常に細いビーム流 
光速近い速度 
膨大なエネルギーを輸送 

�� � 10
<latexit sha1_base64="R99X+c804Vn9kYSqVakGTzZmU+A=">AAACfHichVHPSxtBGH1ZbWujrakeWrDIolWE0vCthmh6Er30aNQYwUjY3U7Swf3F7iQQg8de+g948NSWIqX27r0X/wEP/gmSYwQvpfTbTUR6sH7DzLx5871v3sxYgSMjRXSR0gYGHzx8NPQ4PTzy5Olo5tnYVuQ3QluUbN/xw23LjIQjPVFSUjliOwiF6VqOKFt7q/F+uSnCSPrepmoFYtc1656sSdtUTFUzzyt103XNakV6NdXSK5F0dYN0vZqZpmwhl5s38jqDJaNAMcgVFgq5vG5kKYnp5Zenxc7HydM1P3OMCt7Dh40GXAh4UIwdmIi47cAAIWBuF23mQkYy2Rc4QJq1Dc4SnGEyu8djnVc7fdbjdVwzStQ2n+JwD1mpY4bO6Tt16Yx+0CX9vrNWO6kRe2nxbPW0IqiOfnqxcX2vyuVZ4cOt6r+eFWpYSrxK9h4kTHwLu6dv7h92N96uz7Rn6Qt12P9nuqBffAOveWV/K4r1I6T5A25eWb8bbM1njYUsFfknVtCLIUxgCnP83otYxjusoZSc+xUn+Jn6o73SXmtveqlaqq8Zxz+h5f8CJcaWXg==</latexit>

M87銀河



BHどこにあるの？

Map of sky locations of black hole candidates: stellar-mass black holes in red, 
intermediate-mass black holes in purple, supermassive black holes in blue. 

Base image: Tycho sky map from JPL's Solar System Simulator. 
天
の
川

中間質量ブラックホール

恒星質量ブラックホール

大質量ブラックホール

ただし候補天体です。 
じつは…存在が証明されたBHは 
M87-BHが初めて（重力波観測を除いて）



他の ブラックホール影 は見えないの？

M87銀河は、比較的近くの活動銀河核であるとはいえ、かなり
遠い天体である。 

それでも観測できた理由は、超巨大ブラックホールであり、　
見かけの影サイズが大きいから。 

もっと近くにもブラックホール候補天体は、多数ある！ 

ただし質量が小さく（影サイズが小さく）、現状の観測技術で
はその形を撮像できない。 

天の川銀河のブラックホール影なら、サイズ的には観測可能！



本日の予定

ブラックホールの予言と観測 

M87銀河（ブラックホール影）ってどこにあるの？ 

ブラックホール影と宇宙ジェット 

ブラックホール影の形とは？



速報：M87ブラックホール影の撮像初成功！

M87中心ブラックホールと東アジアVLBIネットワークによるジェットの詳細観測図

2019年4月10日

ブラックホールに落下するガス 
（ブラックホールはその中心に影として見える）

宇宙ジェット

宇宙ジェット

M87活動銀河核

Inclination angle ～ 17°

Jet not visible 
Gas is only the innermost



D � 16.8± 0.8 Mpc
<latexit sha1_base64="PkO65+YfHtLbtOaml2m903fmE8w=">AAAChXichVG/SxxBFP7cxKiniWdsBEMYFEOKZHmry3lrEzEp0gQ89VTw5NjdjDq4v9jdO9DDUov8AxZWCiGEpE2wt/EfsPBPEEsDaSzyds8gFiZvmHlvvve+N9/MOJGnkpTovEN78LDzUVd3T6G37/GT/uLA08UkbMSurLqhF8bLjp1ITwWymqrUk8tRLG3f8eSSs/k2yy81ZZyoMFhItyK56tvrgVpTrp0yVC+Kd6KWKF8YJb0sapEvKPOvRKsW++JD5O7Ui6OkW6Y5bpQ4Z5UNi7LAtCYssyQMnXIbnX52XLncfX48Gxa/oIaPCOGiAR8SAVKOPdhIeKzAACFibBUtxmKOVJ6X2EGBuQ2uklxhM7rJ6zrvVm7QgPdZzyRnu3yKxzNmpsAYndFXuqJT+kYXdH1vr1beI9Oyxd5pc2VU7/80NP/7vyyffYqNW9Y/NadYQznXqlh7lCPZLdw2v7m9fzU/NTfWekFHdMn6D+mcTvgGQfOX+7ki5w5Q4A/4+8ri/mBxXDcmdKrwT8ygbd0Yxghe8ntPYhrvMYsqn7uH7/iBn1qX9loztVK7VOu44Qzijmlv/gBk2pcv</latexit>

Inclination angle � 17�
<latexit sha1_base64="pC5YMIL4c4xu8R+iIMxUBn2ySjo=">AAACi3ichVHPSxtBGH1ZrbWxatRLoVIWJeIpfGtCYkIP0iK0N6NGBWPD7jimg/uL3U0gDfbWS+m9B08KpZTeehL05sV/wIN/gnhU6KWHfruxlB6s3zAzb95875s3M5ZvqzAiukhpff0PBh4OPkoPPR4eGc2Mja+FXisQsiY82ws2LDOUtnJlLVKRLTf8QJqOZct1a/dlvL/elkGoPHc16vhyyzGbrtpRwoyYamRmuvXA0V+7ggsk1HvddJu23NProXJ0o/SmLlQgGplpypULhTmjqDOYN8oUg0I5Xy4UdSNHSUwvTB5Vrz48O1ryMl9RxzY8CLTgQMJFxNiGiZDbJgwQfOa20GUuYKSSfYk9pFnb4izJGSazuzw2ebV5y7q8jmuGiVrwKTb3gJU6snRO3+iazug7XdKvO2t1kxqxlw7PVk8r/cboxycrP+9VOTxHePtX9V/PEXYwn3hV7N1PmPgWoqdvv/t8vVJZznZn6JCu2P8BXdAp38Bt34gvVbm8jzR/wJ9X1u8Ga3M5I5+jKv/EC/RiEE8xhVl+7xIW8ApLqPG5n/ADxzjRhrW8VtGe91K11K1mAv+EtvgbfAmcQw==</latexit>

MBH(stars) � 6.2� 109M�
<latexit sha1_base64="v8VKtTFUcCk9w/iZti2yBpnqo4Q=">AAAClXichVHLShxBFL22iZpJoqMuEsimUBRFaG6Pw2gHAoMJwY3ER0YFW5vuttTCftFVMzBp5geyDrrIKoKEkF9wJwn5gSzmE8SlgWyy8HaPQVyot6iqU6fuuXWqyo19IRViu0vrfvCwp7fvUeHxk6f9A8XBoVUZ1ROP17zIj5J115HcFyGvKaF8vh4n3Alcn6+5+6+z/bUGT6SIwveqGfPNwNkNxY7wHEWUXcQFO52bb02kVhIwqZxEtiaZJUXAKnqJWUoEXDIDt0y2YFvRdqTs4ijqZrlcMiqMwKxhYgbK5rRZrjBDxzxGqyPW1Kd2tbkYFb+CBdsQgQd1CIBDCIqwDw5IahtgAEJM3CakxCWERL7PoQUF0tYpi1OGQ+w+jbu02rhiQ1pnNWWu9ugUn3pCSgZj+Bu/4QX+wu94hv9urZXmNTIvTZrdjpbH9sDH5yt/71UFNCvYu1bd6VnBDszmXgV5j3Mmu4XX0Tc+HF6svFweS8fxCM/J/xds4yndIGz88Y6X+PJnKNAH/H9ldjtYLenGtI5L9BNz0Ik+eAEjMEHvPQNVmIdFqNG5B3ACP+Cn9kx7pb3R3nZSta4rzTDcCO3dJTrgngE=</latexit>

MBH(gas) � 3.5� 109M�
<latexit sha1_base64="BVXPW5GrFFuOdP3QaDYyEHgWwBY=">AAAClXichVHLShxBFL22MdGJiRNdKLgpFIMSaG47E7UFYdAQ3IivjAq2Nt1tOSnsF101A2MzfkDWIVlklUAIIb+QXYjkB7KYTxCXCm6yyO0eg2RhcouqOnXqnlunqtzYF1Ihtru07js9d+/19hXu9z94OFB8NLglo3ri8aoX+VGy4zqS+yLkVSWUz3fihDuB6/Nt92gp299u8ESKKHyhmjHfC5xaKA6F5yii7CKu2OnicmsytZKA1RzZmjo5YZYUASvpT5mlRMAlM3DfZCu2FR1Eyi6Oo26Wy9PGDCMwZ5iYgbJZMsszzNAxj/HKmPXkdbvSXIuKn8CCA4jAgzoEwCEERdgHByS1XTAAISZuD1LiEkIi3+fQggJp65TFKcMh9ojGGq12r9mQ1llNmas9OsWnnpCSwQT+xM94gT/wC57hr1trpXmNzEuTZrej5bE98Gpk8+q/qoBmBS9vVP/0rOAQ5nKvgrzHOZPdwuvoG8dvLzbnNybSx/gBz8n/e2zjN7pB2Lj0Pq7zjXdQoA/488rsdrA1rRslHdfpJxahE70wCmMwSe89CxVYhjWo0rlv4Ct8h1NtWFvQnmnPO6la17VmCP4KbfU3TyueCw==</latexit>

MBH � (6.5± 0.7)� 109M�
<latexit sha1_base64="qALAnVzhiy2iEb636FDAdDh77tM=">AAACk3ichVHLahRBFD1pX3F8ZKIIgpsiIRIRmtvJZJI2m2F0kc1AXpME0rHp7lRikX7RXTMwDvkB14EsXCmIiH/gNi78ARfzCeIyghsXud0TERfRW1TdW6fuufdUlZ+GKtdEgxHj0uUrV6+NXq/cuHnr9lh1/M5GnnSyQLaDJEyyLd/LZahi2dZKh3IrzaQX+aHc9A+eFuebXZnlKonXdS+VO5G3H6s9FXiaIbdqttx+c+lQOLmKxLSom3PCSSNB5vwj4WgVyVxY9NwWLddJdhPtVifJtGu1GavOOfaCZVMR1OxZu1YXlkmlTTYmnMdHg0ZvOam+h4NdJAjQQQSJGJrjEB5yHtuwQEgZ20GfsYwjVZ5LHKLC3A5nSc7wGD3gdZ932+dozPuiZl6yA+4S8syYKTBFX+kDndIX+kjf6NeFtfpljUJLj70/5MrUHXt1f+3nf1kRe40Xf1j/1Kyxh4VSq2LtaYkUtwiG/O7L49O1J6tT/Yf0lr6z/jc0oBO+Qdz9EbxbkauvUeEP+P3K4uJgY8a0Zk1a4Z9oYmijeIAJTPN7z6OBJSyjzX2P8Akn+GzcMxaNpvFsmGqMnHPu4i8zWmf+W5ue</latexit>

Ring diameter � 42± 3 µas
<latexit sha1_base64="S1/yvygT9Omo3peRQE4Q7xlaMZA=">AAAClnichVFNaxNBGH66ftX40aiXgiKDpeIpvJsstfFQSkX0mKSmLXRL2N1O06E7u8vuJFBDeuvFP9BDTwoi4h/oxZPQ+gc89CdIjxW8ePDdTUU8VN9hZp555n3eeWbGT0KVGaLjMevCxUuXr4xfLV27fuPmRPnW7aUs7qWBbAdxGKcrvpfJUEWybZQJ5UqSSk/7oVz2t57m+8t9mWYqjl6a7USuaa8bqQ0VeIapTtkeuKkWLRV1d8S68rQ0Mh0K4WZKC6cq3ESLmtgpklzdE1427JSnqFJ3nKo9IxjM2nXKgVOv1Z0ZYVeoiKn5ewfNk937B424/B4u1hEjQA8aEhEM4xAeMm6rsEFImFvDgLmUkSr2JYYosbbHWZIzPGa3eOzyavWMjXid18wKdcCnhNxTVgpM01f6QKf0hT7SN/p5bq1BUSP3ss2zP9LKpDPxenLxx39VmmeDzT+qf3o22MBs4VWx96Rg8lsEI33/1d7p4pPW9OAhvaUT9v+Gjukz3yDqfw/eNWVrHyX+gN+vLM4HS9WKXatQk39iAaMYx108wCN+78eYxws00OZz9/AJhziyJq0565n1fJRqjZ1p7uCvsBq/AI29n58=</latexit>

Tb � 6� 109 K
<latexit sha1_base64="x+Kj+2tej8GPHKH3MCJQiRnDfUQ=">AAAChnichVG/TxRBGH0sKsehcmBCSGwGCcZq8y0cB2t1gYaEhgMOSDi87K4DTthf2Z27BC7YmvAPUFhpYgghtPgHaOE/QEFDbywxsbHw2z2MsUC/ycy8efO9b97MuLGvUk102WP03rl7r6/QXxy4/+DhYGloeC2NWokn617kR8mG66TSV6Gsa6V9uREn0glcX667u/PZ/npbJqmKwlW9F8utwNkJ1bbyHM1UszS22nRFI1WBqIiGVoFMhUUvbPFadBpJIBYPRLM0TqZdLk9aFcFg1rIpA2V7yi5XhGVSHuPVkdqVOpv7vBSVjtHAS0Tw0EIAiRCasQ8HKbdNWCDEzG2hw1zCSOX7EgcosrbFWZIzHGZ3edzh1eYNG/I6q5nmao9P8bknrBSYoAs6oWv6Qqf0lX7eWquT18i87PHsdrUybg4ejq78+K8q4Fnj1R/VPz1rbGM296rYe5wz2S28rr69f3S98nx5ovOU3tM39v+OLukT3yBsf/c+1OTyWxT5A36/srgdrE2a1pRJNf6JOXSjgMd4gmf83jOoYgFLqPO5b3CGc3w0CoZpTBsz3VSj50bzCH+FUf0F3SWYUQ==</latexit>

M87銀河のブラックホール領域は、太陽系と同じ程度！



0 . 0３光年
43GHz VLBA  :  Kino et al.  2014

0.01光年

230GHz EHT 2019

Inclination angle ～ 17°

ジェットの付け根に迫ると…



M87 BH-Jet  3D-structure 

BH spin：away from Earth  
Accreting gas (bottom part)  :  moving toward the observer

Inclination angle ～ 17°

数値シミュレーションを参考に、 
観測されたBH影を再現する状況を調べた



a� = �0.94
<latexit sha1_base64="QUnYQW/BtQdjGEE3CAbsHhhhU+E=">AAACcXicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxSXGxyQWlyjYKuga6FmaxAsogygTI0MzBSDDwtDSAMQwsTS2NDFTMNQzAANlB7HAe5lrnY4E5AssZ4hhSGHIZ0hmKGXIZUhlyGMoAbJzGBIZioEwmsGQwYChACgWy1ANFCsCsjLB8qkMtQxcQL2lQFWpQBWJQNFsIJkO5EVDRfOAfJCZxWDdyUBbcoC4CKhTgUHV4KrBSoPPBicMVhu8NPiD06xqsBkgt1QC6SSI3tSCeP4uieDvBHXlAukShgyELrxuLmFIY7AAuzUT6PYCsAjIF8kQ/WVV0z8HWwWpVqsZLDJ4DXT/QoObBoeBPsgr+5K8NDA1aDYDFzACYKGsgJsRZqRnaKxnEAiMCScGCOBgkGZQYtAAhrc5gwODB0MAQyjQ3iKGGQwLGRYxfmaSZFJgUoIoZWKE6hFmQAFM2gATuZHY</latexit>

a� = 0.94
<latexit sha1_base64="EDeW/34li0AlKY5KKDuP/6rjybA=">AAACcHichVFBLyRBFP6msRh2Z5ZEJA4aIeIwec0EI5EIF0fDDhImk+5WqOjp7u2umYSJP+APOLggERHxKzjsH9iDi/tmb0vi4uB1D5E94FWq3ntfve/VV1WW78hQEd0mtIbGpi/NLa3Jtvav31Lp7x3LoVcJbFGwPccLVi0zFI50RUFJ5YhVPxBm2XLEirUzF+2vVEUQSs/9oXZ9USybW67clLapGCqapXUzVPq0TplctpQeiFx21BiP8kkjR1GQzY3lsuO6kaHYBma68nfyavZmwUufYx0b8GCjgjIEXCiOHZgIeazBAMFnrIgaYwFHMt4X2EeSuRWuElxhMrrD6xZnay+oy3nUM4zZNp/i8AyYqWOQftMF3dMvuqQ/9PRur1rcI9Kyy96qc4VfSh10Lz1+yiqzV9h+Y32oWWETk7FWydr9GIluYdf51b3D+6WpxcHaEJ3SX9Z/Qrd0zTdwqw/2WV4sHiHJH/D6yvr7wfJoxhjLUJ5/YhZ1a0EP+jHM7z2BGcxjAQU+9ycOcYyTxD+tW+vV+uqlWuKF04n/TBt5BpCdkaE=</latexit>

a� = 0
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weakly magnetized weakly magnetizedstrongly magnetized

数値シミュレーションを参考に、 
観測されたBH影を再現する状況を調べた計算例 
どれが似ているでしょうか？



Event Horizon Telescope

電波望遠鏡の地球規模ネットワーク。 
望遠鏡間の距離が長いと分解能が向上する（良い視力）。 
台数が多い方が良い画質となる。様々な距離間隔の望遠鏡群がベスト。



BH Shadow

モデル化 観測 撮像イメージ

EHT :   The Event Horizon Telescope

数値シミュレーション

Simulation Library Synthetic Image Library



Figure 1. EHT images of M87 on four different observing nights. In each panel, the white circle
shows the resolution of the EHT. All four images are dominated by a bright ring with enhanced
emission in the south. From Paper IV (Figure 15).

Focus on the First Event Horizon Telescope
Results
Shep Doeleman (EHT Director) on behalf of the EHT Collaboration

April 2019

We report the first image of a black hole.

This Focus Issue shows ultra-high angular resolution images of radio emission from the
supermassive black hole believed to lie at the heart of galaxy M87 (Figure 1). A defining
feature of the images is an irregular but clear bright ring, whose size and shape agree
closely with the expected lensed photon orbit of a 6.5 billion solar mass black hole.
Soon after Einstein introduced general relativity, theorists derived the full analytic form
of the photon orbit, and first simulated its lensed appearance in the 1970s. By the
2000s, it was possible to sketch the "shadow" formed in the image when synchrotron
emission from an optically thin accretion flow is lensed in the black hole's gravity.
During this time, observational evidence began to build for the existence of black holes
at the centers of active galaxies, and in our own Milky Way. In particular, a steady
progression in radio astronomy enabled very long baseline interferometry (VLBI)
observations at ever-shorter wavelengths, targeting supermassive black holes with the
largest apparent event horizons: M87, and Sgr A* in the Galactic Center. The compact
sizes of these two sources were confirmed by studies at 1.3mm, first exploiting
baselines that ran from Hawai'i to the mainland US, then with increased resolution on
baselines to Spain and Chile.

Over the past decade, the EHT extended these first measurements of size to mount the
more ambitious campaign of imaging the shadow itself. During 5-11 April 2017, the

This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies. To
find out more, see our Privacy and Cookies policy. !

Focus on the First Event Horizon Telescope Results -... https://iopscience.iop.org/journal/2041-8205/page/Fo...
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６日間でほとんど時間変動なし 
　　→  動的現象は？：　もっと長期間みてみたい

実際の撮像観測の結果



ジェットが観えていない？

230GHz (1.3mm) サブミリ波（電波）の単色で観測 

放射機構は、磁場中の電子によるシンクロトロン放射 

薄い降着ガスが取巻いている、BH近くで輝度が上昇 

ジェット形成領域：磁場が卓越、低密度

→  BH半径の10 - 100 倍の距離までにプラズマ加速、 
　　　乱流・衝撃波によりジェットが輝くようになるはず！



本日の予定

ブラックホールの予言と観測 

M87銀河（ブラックホール影）ってどこにあるの？ 

ブラックホール影と宇宙ジェット 

ブラックホール影の形とは？



闇夜のカラス

闇夜のカラスは見つからないのか？



背後から照らせば…

https://doudesyo.blog.so-net.ne.jp/2015-12-29 （著作権に注意）



RIAF model による BH影 
密度が薄く、幾何学的に厚いガス降着流輻射非優勢降着流：

理想的にはこの輪郭が見えるはず !?



時空が曲がっている !?

質量・エネルギーは 
時間と空間を歪める 

（これが重力の正体） 

　　　

星の近くを通る光線は 
曲げられる 

重力レンズ効果

本来Aの方向にある星が、、　　 
Bの方向に見えることになる

★ ★

時空の歪み





重力レンズ効果（背景の星座位置が歪む）

（数値計算）



光が曲がる理由

強重力により時空が歪められる　＝＞



光が曲がる理由

強重力場中では光速は遅くなる。 
重力が強いほど光速は遅くなり、 
左図のように大きな角度で曲がる。 

円軌道（光子球）も可能！　 
これより内側に侵入するとBHに落下！



地球の観測者

ブラックホール 
（時空を歪める）

　☆A～☆F ：遠くの星々 
　（全方位の星々が見えることになる）

＜理屈としては＞ 
自分自身を見ることもできる！

ブラックホールに近い光線ほど 
曲がる角度大きい

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

X



ブラックホールの周りは 
　　　明るい！？　　

狭い範囲に 
いろいろな方向からの 
星が集まって見える 黒い影

歪んで見える

遠方の観測者

ブラックホールに近い光線ほど 
曲がる角度大きい

円軌道も可能

（BH影の数値計算）



光の円軌道 と 光子球 
＝ ３次元的な光の軌道 ＝



光の円軌道 と 光子球 
＝ ３次元的な光の軌道 ＝

光子球：半径一定の光線の軌道
原点にブラックホールがる

光子球の輪郭が 
ブラックホール影となる
（BH影の数値計算）



Photon’s circular orbitso

Non-rotating BH
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自転するブラックホールの赤道面での 
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光の円軌道



Photonsphere

カーブラックホール	

イメージ図
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ブラックホールを取巻く光の軌道が可能！
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Photonsphere から外側に外れた光線が遠方に届く。 

各半径の Photosphere の包絡線が BH Shadow の輪郭を決める。

光子球
２つの円軌道の 
間に存在する



ブラックホール周りの円軌道が存在

少し内側にずれるとBHに落下。 
少し外側にずれると遠方に逃げる。

光子球
上から見た図： 
複雑な軌道になっている



光子球 ブラックホール周りに 
様々な半径の光子球が存在可能

光子球の光線： 
少し内側にずれるとBHに落下。 
少し外側にずれると遠方に逃げる。 

たまたま地球方向を向いた光線を 
観測することになる



ブラックホールの周りが 
　　明るく強調される！　　

光線が集まり 
明るくなる

黒い影
遠方の観測者

ブラックホールに 
落下するガス

（BH影の数値計算）

ブラックホール影： 
周りのガスからの光を見ている 
（遠方の星ではなくて…）

光子球



EHT2019

EHT (2017)の観測画像  
サブミリ波 VLBI 観測による『 ブラックホール影 』



まとめ
M87銀河の ブラックホール影 の観測成功 

宇宙ジェットの不思議（ジェットの超光速運動） 

ブラックホール影の形（光子球）

BH撮像の最初の試みとしては大成功！ 
もっとシャープな画像も観たい！ 
重力が強い環境でも一般相対論が成立しているか？



e n d



Appendix



宇宙ジェット の物理



http://www.nationalgeographic.co.jp/news/
news_article.php?file_id=2012120305

Hercules A (3C348)



ケンタウルス座A (NGC5128)



（左）電波銀河NGC 4261の電波像 (南北に延びるジェット) と可視光像 (中心部分の楕円銀河)。どちらも、地上の観測装置によって得ら
れた画像。（中）NASAのハッブル宇宙望遠鏡によるこの銀河の中心部分の様子。密集する恒星の光（黄色）を円盤状の塵（ちり）が隠
し「影絵」を作っています。塵円盤の中心からは、中心核とジェットの光が北側に漏れ出しています。（右）VSOPによる最高解像度の電
波写真。中心の明るい部分の南（下）側にくびれた部分があり、プラズマ円盤がジェットを隠しています。 
http://www.isas.jaxa.jp/j/snews/2005/1018_halca.shtml

地上観測装置による 
電波像＋可視光線像

ハッブル宇宙望遠鏡で撮影した 
中心領域（可視光線）

VSOPで撮影した巨大ブラック 
ホールを取り巻く円盤とジェット

https://alma-intweb.mtk.nao.ac.jp/~iguchi/jgalaxy.html



活動銀河中心核
１。通常銀河の100倍から１万倍と異常に明るい中心核をもつ。 
２。黒体放射とは異なり、電波～X線まで幅広い波長域にわたる 
　　非熱的スペクトルをもつ。 
３。数10日から数百日のタイムスケールで急激に変光する。 
　　とくに波長が短いほど短いタイムスケール変動を示す。 

４。幅広い輝線スペクトルを示す。 
５。しばしば宇宙ジェットが観測される。

宇宙ジェット
１。ほぼ光速の双方向プラズマ流。 
　　　超光速現象など相対論的な現象を示す。 

２。銀河スケールをはるかに超えるビーム流 
　　　約1000倍のスケールで相似的。 

３。付け根付近は磁気的優勢領域。



ジェットのエンジンは？ ブラックホール

＋


降着ガス円盤

＋


磁気圏

エネルギー源は… 

１。ブラックホールに落下する 
　　ガスが解放する重力エネルギー 

２。自転するブラックホールの 
　　回転エネルギー： 
　　磁場との相互作用で回転エネルギー 
　　が引き抜ける。

このエネルギーは、高エネルギー放射、 
宇宙ジェットの運動エネルギーに転換される





ハッブル宇宙望遠鏡画像: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)、KaVA画像: 国立天文台



M87 ジェットの運動


の不思議？

光速を超えている！

実は見かけ上の運動なのだか、 

なぜ、そう見える？

光速度が最速のはず！



M87 Jet     by  other VLBI Obs.







The Very Large Array near Socorro, New Mexico, USA.

Very Long Baseline Interferometry 

干渉計の技術により、複数の電波望遠鏡の観測データを合成して一つの観測データとして扱う手法。 
例えば、1km離れた望遠鏡が協力すると、直径（口径）1kmの望遠鏡に相当する性能が得られる。

望遠鏡群は、直径25mのパラボラアンテナ27機からなり、 
一辺が21kmの「Yの字」状に敷設された線路の上を移動させて 
配置し、観測を行う。 

電波望遠鏡のデータ合成


電波干渉の技術 
超高解像度の画像が得られる



An aerial view of the Very Large Array shows its wye formation on the plains of San Agustin in New Mexico. 
At over 7,000-feet elevation, this ancient lakebed provides the space needed to lay 40 miles of double-track 
rails required to extend the VLA’s Y-shape to give us its highest resolution capability. 

Credit: NRAO/AUI/NSF VLA



The Very Large Array (VLA) is a collection of 27 antennas forming one of the most widely used radio telescopes in the world. 
The VLA, located in a remote area of New Mexico, was dedicated #OTD in 1980 and began its work of peering out into the 
universe. Photo from @TheNRAO

VLA



Sgr A* BH : 
        S2 の最新観測結果

VLT : 近赤外線干渉計  (４台の望遠鏡 )
Subaru & Keck : 近赤外線（位置、視線速度）



銀河系中心領域 と S２

https://www.youtube.com/watch?v=36xZsgZ0oSo



近日点移動

Fg 6= �GMm

r2

ニュートン重力からのズレがあると…
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ブラックホール周りの場合

（近星点） 水星

銀河系中心 
ブラックホール

恒星 一般相対論効果で 
近星点移動する

楕円軌道からずれる
！楕円の長軸が回転して

いく



Fg 6= �GMm

r2

ニュートン重力からのズレがあると…
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一般相対論効果で 
近星点移動する

ブラックホール周りの場合

水星

銀河系中心 
ブラックホール

恒星

楕円の長軸が回転して
いく

近星点移動
約16年 の公転周期 
120AUまで接近 
（BH半径の1400倍）

数回周回する様子を観測すれば


楕円軌道からずれていく様子が


わかるはず！

ブラックホール時空 
が分かる！



Subaru Telescope 口径8.2m光学赤外望遠鏡

マウナケア山の頂上



スリット

比較星とS２星 
のスペクトル

このデータから 
S２の視線速度を求める 
→ 軌道がわかる 
→ ブラックホールの情報が含まれるはず 



運動する物体からの光りの色(波長) は変化する 
「ドップラー効果」について（１）

• 天体の運動速度（視線方向）、星からの光の「ドップラー効果」から求まる 

• 天体からの光に含まれる「輝線／暗線」に着目、ずれを調べる 

• 輝線や暗線の存在は、その天体に含まれる「元素」の種類や量を反映している 

連続スペクトル

輝線　　　

暗線（吸収線）



運動する物体からの光りの色(波長) は変化する 
「ドップラー効果」について（２）

地球

天体が遠ざかる場合 光波の波長がのびる

太陽のスペクトル

遠方の超銀河団
のスペクトル

http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Redshift.png



　計算で推定した軌道を３軸回転して、近赤外線の観測データと比較する。 

　　　　　　　　　　　　　　→  未知の理論モデル・パラメータ を決定！

「観測データ」と「理論モデル」の擦り合わせ：

巨大ブラックホールの 質量 は？ 

ケプラー軌道（ニュートン力学） 
からの ズレ は検出できるか？ 

         →  特殊相対論効果 ? 

         →  一般相対論効果 ?観測量は限定的： 
　位置の観測量は、天球に射影した量。 
　視線速度は天球に垂直方向成分のみ。

ケプラー方程式、あるいは 
相対論的数値計算で得られる軌道



X

ｙｙ

X

視線速度

B

A

C

D

A
B

C

D

A
B

C

D

A

B

C

D

A. Nishiwaki 2019

スペクトル観測で得られる



1995年～　大望遠鏡(8-10mの鏡)の観測開始

VLT 8m望遠鏡  
(Very Large Telescope,ヨーロッパ、@チリ)

大望遠鏡の時代

ゆらぎ対策1.	スペックル



GRAVITY による最近の観測
近赤外線干渉計（４台の望遠鏡）＠VLT

高精度の位置測定が可能となってきた

S２軌道


(近点付近)

S２視線速度

S２軌道(全体)



GRAVITY による最近の観測
近赤外線干渉計（４台の望遠鏡）＠VLT

ケプラー軌道 からの ズレ が見えている！

観測データはケプラー軌道からの


ズレ が生じていることを示す。


赤線は 一般相対論 に基づく理論モデル

S２が近点に近く辺りで、 
ズレの値が大きくなっている。 

これは一般相対論効果といえるか？ 
（もう少し詳しい解析が必要な段階…）



重力波とブラックホール

2015-09-14 ：重力波が初検出された！
35.4 M☉のブラックホールと29.8 M☉のブラックホールの合体 



Two Black Holes Merge Into One 

https://youtu.be/HOeGVrm8ZFECaltech



ブラックホール合体と重力波の波形



重力波 ＝ 時空の歪みの時間変動

＋モードに偏極した重
力波のリング状にある
粒子に及ぼす影響

Xモードに偏極した重
力波のリング状にある
粒子に及ぼす影響

https://twitter.com/yukiRPM

振動の仕方（２つのモード）



波形から「波源」が分かる！

波源には、 
固有な振動の仕方がある

いくつかの純音（サイン波）が 
重なって、それぞれの特徴的な 
音色 (ねいろ) を生み出す 

音には、三つの要素がある： 
「高さ」「大きさ」「音色」
振動数、　 振幅、 　　　波形

Wikipediaより



なぜ BH の合体とわかる？
• BH の固有振動の理論予測 (数値シミュレーション) 

• 観測される波形

太鼓やピアノ、バイオリンの音色は様々… 
ブラックホールも個性を持つ！

比較して 
同じパターンを探す

２ヶ所で観測された 
理論予測と比較してBH質量を推定



重力波発生の仕組み

• 爆発、合体、衝突 

• 超新星爆発 

• 中性子星と中性子星の合体 

• ブラックホールとブラックホールの合体

重力(時空)が大きく 
変動するのは、 
どうゆう状況のとき…？



日本経済新聞


