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内　容	

・X線偏光観測 
・GEMSミッション 
　- 衛星 
　- 偏光計(+ASTRO-H SGD) 
　- 検出感度／ターゲット 
　- サイエンス 
・ブラックホールとＸ線偏光	
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2. （2.6/5.2 keV 19% 152°）	



Ｘ線偏光で探る物理	!"#$Ｘ線偏光で探る物理$
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散乱$ 磁場$ 強重力場$

!" 撮像されるよりもはるかに小さな構造を探る#
$Ｘ線は中性子星のどこから放射されているのか？$
$ブラックホールはどのような降着円盤を持つのか？$

超新星残骸のシェルからのシンクロトロン放射は強く偏光$
強い磁場が存在すると、真空があたかも偏光板のように働く$
ブラックホールの近傍の強重力場、スピンでＸ線は曲げられる$

$" 光子の放出、輸送プロセスを探る#

Ｘ線偏光観測＝極限状態天体から物理を引き出すツール#

偏光面：磁力線に垂直	
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!33:年#!月：;<(<$('&=プログラム提案$
!335年8月：$>?@A-B<$採択$0C6D8課題4$
!331年C月：$>?@A-BE$採択$0!6C課題4$
現在$>?@A-BF$への移行審査中$

（ミラー＋偏光計）×2台 
光軸周りに0.1 rpmで回転 
Pegasus XL（575 km, 軌道傾斜角28.5°） 

9ヶ月で30 ターゲット (0.1~1Ms exposure) 

2年間の運用! （15か月のGO） 

X線偏光計（理研・JAXA） 
ミラー熱シールド（名大） 
シミュレーション（理研） 
キャリブレーション、解析 

"#$#%&#'#!()#!*+),-!理研.!
'/0ターゲット選定!

全データへのアクセス権!

Nov.	



GEMS	  メンバー	

メンバー（国内）!
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Two	  X-‐ray	  telescopes	  with	  X-‐ray	  grazing	  incidence	  mirrors	  and	  focal	  
plane	  gas	  polarimeters	  

“Coilable”	  boom	  extends	  mirrors	  for	  focal	  length	  of	  4.5	  m	  

PoinGng	  90±25	  degrees	  from	  sun	  

Two	  star	  trackers	  used	  for	  aNtude	  control	  and	  knowledge	  

RotaGon	  about	  solar	  array	  boom	  	  1/10	  minutes,	  ~	  100/observaGon	  

GEMS	  衛星	  
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光電子追跡型Ｘ線偏光計	
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先週、PDR(事前設計審査）を通過、フライトモデル製作の準備中	
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・偏光検出性能（モジュレーションファクター）	  
　-‐	  無偏光Ｘ線源　0.6	  +/-‐	  1.0	  %	  @	  5.9	  keV	  
　-‐	  １００％Ｘ線源　43	  +/-‐	  1.0	  %	  @	  4.5	  keV	  
・Ｘ線検出効率	  
　-‐	  20	  %	  ?@	  2	  keV	  (Be	  100	  µm?)	  
　-‐	  60	  %	  @	  3	  keV	  
　-‐	  20	  %	  @	  6	  keV	  (190	  torr	  DME	  31	  cm)	  



BRP(Bragg	  reflec8on	  polarimeter)	  	  

・多層膜反射鏡（薄膜基板）	  
　　（アイオワ大学生製作）	  
・＋比例計数管	  
・0.5	  keV	  Ｘ線の偏光検出	  
・降着円盤傾斜角・BH回転に観測
的制限	  



Astro-‐H	  SGD	  （軟ガンマ線検出器）による偏光観測	  



GEMS	  偏光検出感度	!"#$%&'($)*+),-,.,-/$0+1$)23*145*$
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= modulation for 100%  
polarized X-rays 
r = source rage (c/s) 
b = background rate (c/s) 
T = observation time 
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・~３０ターゲット（PV:large）*	  
・~３０ターゲット(GO:small)	  



GEMS	  で探るサイエンス	!"#$%&'()&($*'+,$-./%$
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%+(;;<@AB<??$:C?：回転しているか？エネルギー解放機構は？$
%D1(@B<??'E($:C?$')$%(FG(@+?$<)H$ID<?<@?：エネルギー解放機構？$
:;<J(@?：ジェット・Ｘ線放射機構？$
-<;<&+'&$K()+(@：昔は明るかった？（%L@$:2）$

M(D+@>)$%+<@?$
/<L)(+<@?：エネルギー解放機構$
N>+<+'>)A1>*(@(H$OD;?<@?：Ｘ線放射射場所$
P&&@(+'>)A1>*(@(H$OD;?<@?：磁場構造$

%D1(@)>E<$N(B)<)+?$
%MN?：衝撃波面の磁場構造$
OD;?<@$*')H$)(QD;<(：磁場構造$



ブラックホールの回転	

Scnittman and Krolik 2009	

BRP : 0.5 keV 
XPI  :  2 – 10 keV 

Thermal disk of stellar 
mass BH 
Direct radiation only 

偏光度、偏光角の 
エネルギー依存性 

　Kerr BH > 
Schwarzschild BH	

!"!"#$%&からのＸ線偏光$
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降着円盤からのＸ線偏光! CD効果とコロナによる散乱$

'(EA6377F<6G+.#./$



ブラックホールからのＸ線偏光	!"!"#$%&からのＸ線偏光$
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降着円盤からのＸ線偏光! CD効果とコロナによる散乱$

'(EA6377F<6G+.#./$        Schnittman +2010 	

一般相対論効果 

Returning radiation  
　　　　　　⇩ 
Disk に垂直な偏光角	



Summary	

!"#$衛星が%&'(年に打ち上がる)
世界初の本格的なＸ線偏光観測（%*'&)+,-）)
エンジニアリングモデルの試験が進んでおり、
偏光計としてのパフォーマンスを確認)
./01ロケット実験（%&'%年'%月予定）で偏光
計の宇宙でのテストが行われるとともに、世界
初の)0234)567832)の位相分け偏光観測を実施)
極限状態天体から物理を引き出すツール)
多波長連携の重要性)

9:)$6;;32<)

多波長偏光 測研究 )=$,>:%?@)%&''A) B%C'')

•  GEMS 衛星：２０１４年１１月に打上予定 
•  世界初の本格的なＸ線偏光観測(2-10 keV) 
•  エンジニアリングモデルの製作が済み偏光計としての性
能を確認、フライトモデル製作への移行準備中 

•  PV期総数で約３０のAGN, Pulsar, SNRを観測予定 
•  GO（一般公募観測）期もほぼ同数を観測予定 
•  1 % までの偏光度が検出可能と期待 
•  ブラックホール降着円盤・ジェットのジオメトリー・回転・磁
場・X線放射機構解明に期待 


