
SgrA*のVLBA４３GHzにおける像 

細分化して各部分の強度の時間変化 

を調べてみよう(2004年暮れ）。。。。 
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Sum up of 209 rectangulars 

Left (0.1 mas east) 

Center 

Right (0.1 mas west) 

Time variations of flux densities in the central 3 rectangulars, & sum-up 

Noise level 

この観測データ、なんか短期変動してるぞ！(2005年1月見つける) 



SMI(Ndiv=8) 

P=16.8min 

ｍ＝１ 

 

P=22.2min 

ｍ＝１ 

（反対回り） 
 
 

P=31.35min 

ｍ＝３ 

(3本腕） 
 

 

P=56.35min 

中心部分が
明滅 

幾つかの周期では 
変動模様に 
特徴がある。 
 
 
周期 
は整数比に 
3:4:6:10 
 

円盤振動の観測成
功！(2006年暮れ) 
 
400万質量 
spin0.5くらい。 
 
円盤を横から見ている 

各周期の変動パターン 



① Peak at right side 

③ Peak at left side 

④ Peak at left side  

⑥ Peak at center 

② Peak at center side 

⑤ Peak at left side  

⑦ Peak at right side 

⑧ Peak at right  side 

P=16.8min 

The peak position 

seems to move with 

the period. 

This can be explained 

with one arm structure 

pattern rotating with 

the period.  

And we observe it 

from edge-on . 

Periodic Structure 

 change pattern 

 of the P=16.8 min  
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Peak is the cross in 

the figure.  

Peak position moves  

along east-west 

direction 

 with the period. 

 

This become clearer 

 at P=16.8 min case. 

Periodic Structure 

 change pattern 

 of the P=22.2 min  



① 2 peaks 

③ 2 peaks 

④ 2 peaks  

⑥ 2 peaks 

② 1 peak 

⑤ 1 peak 

⑦ 1 peak 

⑧ 1 peak 

Opposite 

Opposite 

Opposite 

Opposite 

Periodic Structure 

 change pattern 

 of the P=31.35 min  

All Phase maps show different opposite peak number 

 with the corresponding map half periods apart. 



① 2 peaks 

③ 2 peaks 

④ 2 peaks  

⑥ 2 peaks 

② 1 peaks 

⑤ 1 peak 

⑦ 1 peak 

⑧ 1 peak 

Opposite 

Opposite 

Opposite 

Opposite 

Periodic Structure 

 change pattern of 

 the P=31.35 min  

This can be explained 

with 3 bright arms model. 

We observe the pattern 

motion from edge-on 

angle.  Far side is unseen.   



① 1 peak 

③ 2 peaks 

④ 2 peaks  

⑥ 1 peak 

② 2 peaks 

⑤ 2 peaks 

⑦ 1 peak 

⑧ 1 peak 

2 peaks appear 

 during the half period. 

1 peak appears during  

the other half period. 

Periodic Structure 

 change pattern 

 of the  P=56.35 min  



① 1 peak 

③ 2 peaks 

④ 2 peaks  

⑥ 1 peak 

② 2 peaks 

⑤ 2 peaks 

⑦ 1 peak 

⑧ 1 peak 

Periodic Structure 

 change pattern 

 of the  P=56.35 min  

This seems as if the 

central intensity of the 

period is larger than those 

of  next outer  radii. 

  We observe the change 

with edge-on angle. 



ところが。 

某雑誌投稿時(2009年頃)の 

レフリコメント： 

The results reported in this paper are 

of great importance and deserve 

publication if they are correct. 



従来のSgrA*のVLBIデータ解析 

１）SNR<7以下を最初に捨てる。（20年前の教科書に従う方法） 
すると、43GHzの観測の場合、 

基線長＜2000kmのデータしか残らない。 

λ/D～0.7mas…SｇｒA*の大きさとほぼ同じ分解能。 

２）（大気位相乱れを受けたSgrA*の）データの較正は良くできない。 

  仕方が無いのでクロージャ位相（較正不要の量）から形状を推定 

←結局、「ガウス型輝度分布」とヒトが仮定して、分解能より小さいサイ
ズ(0.74*0.4mas)を計測している。（既に超解像の領域なのだが、妥当
なのかの議論があまりない） 
 

この状況を克服するため、ここで、したこと。 

分解能を上げる＞長基線からのデータを使う。 

SNRの小さいデータは本来有用 
例：分子線探査＠45m望遠鏡。SNR＜＜１のデータを何時間分も積分して検出する。 

データの較正が成功するなら（仮定）、SNR～小のデータを活かして、 

分解能を上げられるはず。 

従来のデータ較正・解析には疑問が(でも、みんな信じてるらしい) 



従来のSgrA*のVLBIデータ解析 

１）SNR<7以下を最初に捨てる。（20年前の教科書に従う方法） 
すると、43GHzの観測の場合、 

基線長＜2000kmのデータしか残らない。 

λ/D～0.7mas…SｇｒA*の大きさとほぼ同じ分解能。 

２）（大気中の位相乱れを受けた）データの較正が良くできない。 

   仕方が無いのでクロージャ位相（較正不要の量）から形状を推定 

  ←結局、ガウス型輝度分布と構造を勝手に仮定して、 

   分解能より小さいサイズ(0.74*0.4mas)を計測している。 

 

この状況を克服するため、したこと。 

分解能を上げる＞長基線からのデータを使う。 

SNR～小さい、データは本来有用 

データの較正が成功するなら（仮定）、SNR～小のデータを活かして、 

分解能を上げられるはず。 

従来のデータ較正・解析には疑問が(でも、みんな信じてるらしい) 

 しかし、従来のやり方と異なる方法をとると、 

「そんなことをするから、変な結果が出るんだ」
と思うのが普通。 
 較正の妥当性を示すなにか、があれば… 



較正した（つもりの）visibility 
• 天体構造が未知である場合、観測uv点における正しいvisibility
（振幅・位相）の値はだれも知らない。 
 

  [正しく較正されたvisibility] 
＝[天体構造（のフーリエ変換が示す）visibility]＋[熱雑音] 
 

熱雑音：装置性能・観測環境に因る。その振る舞いは良く判って
いる（TMSの6,9章あたり） 
 
[較正visibility]から[天体構造visibility]を消去して、 
［visibility残差］の振る舞いが熱雑音で説明できるか、どうか？ 
を見れば較正妥当性の判断ができるはず。 



振幅 
 
 
 
位相 （注）TMSでは 

信号Vの向きを 
X軸と定義している。 

観測されるvisibilityデータの振る舞いについては理論的に判っている。 



天体からの本来の信号（ノイズゼロ） 



天体からの本来の信号（ノイズゼロ） 

熱雑音 



観測される（系統誤差のない）visibility 
＝天体からの本来の信号（ノイズゼロ）＋熱雑音 

天体信号 

熱雑音 

観測visibility 



[較正visibility]から[天体構造visibility]を
消去、［visibility残差］の振る舞いを見る。 

 消去法１： 

 得られた画像から天体像部分を切り出し、その
visibilityを作り、較正visibilityから引く。 

 

消去法２： 

 同一時刻・同一基線の異なるIFのvisibilityの差を作

る。（この場合、天体構造に仮定を持ち込まずに済
む） 

 

天体構造は既知ではない！得られた天体像を正しいと 
最初から決めつけて、調べることになる。 



[較正visibility]から[天体構造visibility]を
消去、［visibility残差］の振る舞いを見る。 

 消去法１： 

 得られた画像から天体像部分を切り出し、その
visibilityを作り、較正visibilityから引く。 

 

消去法２： 

 同一時刻・同一基線の異なるIFのvisibilityの差を作

る。（この場合、天体構造に仮定を持ち込まずに済
む） 



異なるIFのVisibilityの位相差、振幅差

の分布が熱雑音による確率分布に
従っているかどうかを調べる。 



天体からの本来の信号（ノイズゼロ） 



天体からの本来の信号（ノイズゼロ） 

熱雑音 



観測される（系統誤差のない）visibility 
＝天体からの本来の信号（ノイズゼロ）＋熱雑音 

天体信号 

熱雑音 

観測visibility 



較正の妥当性を調べる方法： 
CH間のvisibilityの分布をみる。 

天体信号 

熱雑音－１ 

観測visibility－１ 

観測visibility－2 

熱雑音－２ 

「熱雑音の差」の分布関数ならば、性質がわかるので、判断ができる。 



Visibility位相の差の確率密度関数（下式はマチガイ） 

MATHEMATICAで2週間走らせてもらったが、終わらない。 

Miyoshi他（2011）に記載した上式は誤りである。引用してはならない。 
2013年秋に気がついて、改めて“確率密度分布の差“を定義から計算 
したが（＊）、解析解を得ず。 
（この後の解析では、数値積分によって数値解（数表）を作って、用いる。） 



Visibility振幅の差の確率密度関数：ｔ＝振幅差、sは熱ノイズ 
差をとる前の振幅分布はs共通である、と仮定。 
｜｜は絶対値。 

Visibility振幅の差の確率密度関数 

P(t)= 



位相差分布 



位相差分布 



振幅差分布 



振幅差分布 



差分布に対するχ二乗検定の結果： 
 このBS131Bのデータ（10局45基線、８IFで観測。（MK局を結ぶデータ
は極めて少数なので差の分布をとれず、） 9局72期線、８IF間で
9*8/2**8*7/2=1008のデータセットの分布を調べた。 
 
振幅差分布： 
10ppデータでのヒストグラム、 
信頼度95%でχ二乗検定：９３３／１００８、全体の９２．５６％が 
「熱雑音に支配された振幅差分布をしていないとは言えない」結果に。  
 
位相差分布： 
10ppデータでのヒストグラム、 
信頼度95%でχ二乗検定：８７９／１００８、全体の８７．２０％が 
「熱雑音に支配された振幅差分布をしていないとは言えない」結果に。  
 
ほとんどのデータセットは熱雑音に支配された振る舞いをしている。 
 非熱的な誤差はあまり含まれていない＝データ較正は妥当。うまくいっているようだ。 



位相差分布 

Χ二乗がでかい。 
Binningが不十分
な例 



振幅差分布 

Χ二乗は小さいのだ

が、なにか無理な印
象がある例。 



「まあ、だいたい問題ないようである。」 

しかし、熱雑音分布から外れたデータがあるのは確か。 
そこで、各データセットに於いて、３σを超える大きなdeviationを示す
データを外して、マッピングすることにした。 
（差において3sigmaを超えるデータ、位相・振幅の大きい方のIFの
データ点を外す。） 
 それでも、先の特徴的な変動が見えるか見えないか？？ 
 やはり見える：変動はリアル。 
 見えなくなる：変動は不十分な較正が 
          引き起こしたもの。 
       
元データ     37951384   
振幅flag後 35986556  (0.948, 5.2%を除外) 
位相flag後 37722304  (0.993, 0.6%を除外) 
両方flag後 35785748  (0.942, 5.7%を除外) 
 



P=16.80min 



P=22.20min 



P=31.35min 

1 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 

1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 



P=56.35min 

前半 
二つ目 
後半 
一つ目 



というわけで、データ較正は妥当であり、観測結果はリア
ルと考えざるを得ない。 

（3倍分解能が上がれば、これくらい見える） 
(SgrA*は短期の構造変動している：だから干渉計

における合成像が収束しない：先行研究者たちは
それを、データ較正が不十分だと勘違いした。）  

従来の解析で使われた 

uvカバー 





もと 
Amp 
Pha 
Both 
All time 


