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サンプルの構築

2



AKARI FIS BSC - SDSS sample: (1) region

重なる領域 み考慮する ( )• AKARI-SDSS の重なる領域のみ考慮する (RA=120-250, DEC=0-60)。
• 面積としては 7070 sq.deg (RA, DEC の範囲のみ考慮、一部欠けあり)。

SDSS imaging sky coverage
http://classic.sdss.org/dr7/coverage/stripemap.gif

• 比較：Herschel-ATLAS 探査 (100, 160, 250, 350, 500um) : 
‒ H-ATLAS DR1 : 161 sq.deg (Valiante et al. 2016)

• 190, 185, 37, 47, 51mJy with 5-sigma
100 では AKARI (90 440 J )に比べてすごく深いわけではない‒ 100um では AKARI (90um 440mJy)に比べてすごく深いわけではない。

‒ (最終的には : 600 sq.deg、それでも面積は AKARI の 1/10) 3



Optically-faint: AKARI-FIS-V2 J1010488+100658
(IRAS)-AKARI-WISE-SDSS-(FIRST)
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Optically-faint: AKARI-FIS-V2 J0818211+090218
(IRAS)-AKARI-WISE-SDSS-(FIRST)
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AKARI FIS BSC - SDSS sample: (0) strategy

• IRAS FSC(Faint Source Cat.) のような明るいソースでさえ ID がつ
いていないものもいる 可視対応天体が暗い場合 IRAS の位置決いていないものもいる。可視対応天体が暗い場合、IRAS の位置決
定精度では悪すぎる。

• AKARI の撮像性能を生かせば、IRAS FSC の暗い対応天体の ID を初撮像性能 、 暗 対応天体 初
めてつけることが出来る。

• ただし、AKARI の位置精度だけでは可視対応天体が完全に絞り込め
ないケースもあり さらに WISE による絞り込みが必要ないケースもあり、さらに WISE による絞り込みが必要。

• では IRAS FSC-WISE だけでAKARI FIS BSC 相当のサンプルが作れ相当 作
るかというと、そう単純ではない。WISE は波長域がかなり異なる
ため、IRAS FSC で受かるような明るいソースであっても IRASの位
置決定精度では WISE との対応関係は 1:1 で自明ではない。置決定精度では WISE との対応関係は 1:1 で自明ではない。

• IRAS FSC の深さでも AKARI FIS BSC による位置絞り込みとWISE 
による詳細位置決定で初めて対応天体が決まるケースはかなりある
。 6



AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (2) remove high E(B-V) region

• 可視対応天体が暗いケースは銀河系内のダスト減光の影響を受けて
ダいるケースも見られた。またダスト減光の強い領域ではシラス放射

もあり、シラス放射の影響のある(ややこしそうな)領域は除きたい
。

• R=5’ 以内のE(B-V)最大値が >0.04 のソースは除く
(Dustext1a_remove, Dustext2a_remove)。

• FIS-BSC v2 Main: 9628/7070sq.deg の内 8308 個
• FIS-BSC v2 Suppl: 5761/7070sq.deg の内 7307 個FIS BSC v2 Suppl: 5761/7070sq.deg の内 7307 個

• これで星形成領域に近いソースなども除かれた。
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AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (3) WISE matching
• WISE W3-band (12um) SN>5 のソースとマッチングして、位置精度を上げ

、ソースの信頼性を確認する。
• WISE の検出限界のノミナル値• WISE の検出限界のノミナル値

‒ 3.4um(0.08mJy), 4.6um(0.11mJy), 12um(1.0mJy), 22um(6.0mJy)
‒ W4-band (22um) は浅く、AKARI FIS BSC のソースでも受かっていな

いものの割合が高いいものの割合が高い。
‒ W2-band (4.6um) より短波長側では波長域が異なりすぎて、AKARI で

明るいソースが W2-band で明るいとは限らず、matching の不定性が
大き大きい。

‒ バランスを取って W3-band ソースと 40” 以内でマッチングを取る。
‒ Main: 8308 の内 7818 がマッチ
‒ Supple: 5761 の内 2547

http://speclite.readthedocs.io/en/latest/filters.html 8



AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (3) WISE matching
と チしなか た は信頼 きるか• WISE W3 とマッチしなかったソースは信頼できるか？

• マッチしなかったソースは SN<6 Nc90<=5 が多い。
• Green: WISE W3とマッチしたソース• Green: WISE W3とマッチしたソ ス
• Blue: WISE W3とマッチなしソース

(見やすくするためにNc90 の方向にはランダムに振ってある）
Main (ndet_sn_main.ps) Supplement (ndet_sn_supl.ps) 
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AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (3’) WISE+FIRST matching
と チしなく も は信頼 きるか• WISE  W3とマッチしなくてもソースは信頼できるか？

• FIRST と r=60”のマッチを取る。: 他波長から存在を示唆できないか？
Main (ndet sn main first.ps) Ma ( det_s _ a _ st.ps)

Green: WISE match ‒ FIRST match
Blue: WISE match ‒ no FIRST

Red circle: no WISE ‒ FIRST match
Red dot: no WISE ‒ no FIRST

• WideS:SN>6, No WISE ‒ FIRST match : ほとんどがとても明るい星、
WISE は画像では受かっているが、カタログにないだけ。

• WideS:SN>6 No WISE no FIRST : 半数程度(34/81)は明るい星 残り• WideS:SN>6, No WISE ‒ no FIRST : 半数程度(34/81)は明るい星。残り
は SDSS でも暗い ? 10



AKARI SN>6 - No WISE ‒ No FIRST : SDSS 画像

• Optically-faint か？それともFake source か？
• AKARI 画像を見ると明るい星の周りなどのノイズのようには見える。
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AKARI-FIS-V2 J0832077+480339
(IRAS)-AKARI??-WISE-SDSS-(FIRST)
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AKARI-FIS-V2 J0832077+480339
AKARI??

• マップ上でソースは無いようにみえる。

Wide L: Qflag=3Wide-S: Qflag=1 Wide-L: Qflag=3, 
Bitflag=0000, Nc140=4 ??
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AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (4) SDSS-spec. matching
• WISE W3 band とマッチしたソースについて WISE の位置から• WISE W3-band とマッチしたソースについて WISE の位置から

r=4” で SDSS spectroscopy 天体とマッチング。
• FIS-BSC の銀河の等級は赤方偏移と相関がある：赤外線銀河は比較

的大質量の銀河と対応している。
• Optically-faint (i>20.0mag) sources: at 0.3<z<2.0

FIS-BSC V2 (WISE matched)
Main 7818 : 5947 SDSS spec-z
Supl 2547 : 1524 SDSS spec-ztau=0.5Gyr, 2Zsolar

tau=2.0Gyr, 1Zsolar
t=0.5Gyr, logM=10.5

Supl 2547 : 1524 SDSS spec-zy
t=10.0Gyr, logM=10.5

Red: SDSS QSOs

SDSS main galaxy sample 分光限界

Red: SDSS QSOs
Blue: SDSS galaxies

Green : Kim et al. 1998
IRAS 1Jy sample
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AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (4) SDSS-spec. matching

• 0.5<z の AKARI FIS-BSC ソースの光度は明るい ULIRGs, HyLIRGs
に相当する。

• Optically faint source (i>20 0mag) のフォローアップで中間赤方偏• Optically-faint source (i>20.0mag) のフォローアップで中間赤方偏
移のユニークなULIRGs/HyLIRGs サンプルを構築することが出来る
のではないか？

Red: SDSS QSOs
Blue: SDSS galaxies

z<0.3 では同等の
サンプルは無さそう。

~これまでのIRASサンプル
にはほとんどない

g
にはほとんどない。

(see Hwang et al. 2007)

ここが面白そう

AKARI 検出限界AKARI 検出限界
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AKARI-FIS-V2 J0924563+010545 : i=20.29 z=0.872

[OII]
AKARI-FIS-V2 J0915016+241803 : i=20.13 z=0.849

[NeIII] ライン幅太い[NeIII] ライン幅太い

[OII]
[OIII] ライン幅太い

AKARI-FIS-V2 J1126579+163917 : i=18.03 z=0.458 

AKARI-FIS-V2 J1154587+111447 : i=20.80 z=0.796 16



AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (5) SDSS-phot. matching

天体と チ グしなか た天体 h 天• SDSS spec. 天体とマッチングしなかった天体ついて SDSS phot. 天
体とマッチング。

• 実際は次のページに載せるように明るい銀河の周囲で SDSS の天体実際は次の ジに載せるように明るい銀河の周囲で SDSS の天体
検出が影響を受けている領域が多数あり。

Red: SDSS QSOs
Blue: SDSS galaxies

Main 7818: 1871 no SDSS specMain 7818: 1871 no SDSS spec.
Green: SDSS no spec.

i=20 21 :24/61 が実際 optically faint

i=21-22 :1/24 が実際 optically-faint

i>22 : 1/59 が実際 optically faint

i=20-21 :24/61 が実際 optically-faint

i>22 : 1/59 が実際 optically-faint

noSDSS : 1/215 が実際 optically-faint17



AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (5) SDSS-phot. matching

• 実際に i>20.0mag の対応天体と考えられるのは 27/(144+215) 個。
• i~22-23mag が最も暗い対応天体のようである。

 コンプリ トな 90 選択の分光サンプルを初めて構築できる！ コンプリートな 90um 選択の分光サンプルを初めて構築できる！
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AKARI FIS-BSC ‒ SDSS sample: (6) Subaru spectroscopy

• すばる望遠鏡サービス観測 (4時間) に 8 天体のフォローアップ観測
を提案中。

• Optically faint といっても i=20 0 21 0 は 8 10m であれば15 分程• Optically-faint といっても i=20.0-21.0 は 8-10m であれば15 分程
度で分光できるほど十分に明るい。
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科学的目的
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ULIRGs/HyLIRGs に関する課題

• 大光度 quasars の中で、”red broad-line”/ ”obscured 
narrow-line” quasars が寄与する割合はどれくらいいるのかnarrow line  quasars が寄与する割合はどれくらいいるのか
？大光度quasarでこれまでの探査で見つかっていない種族は
あるのか？

• 赤外線ダスト放射の加熱源は quasar か星形成か？

• Luminous “red” quasar と “blue” quasar のつながりはどう
なっているのか？

同じ種族を違う角度から見 る( f d d l)‒ 同じ種族を違う角度から見ている(AGN unified model)？
‒ 進化経路としてつながる(Sanders scheme)？
‒ 全く異なる種族？‒ 全く異なる種族？

21



Toba & Nagao 2016: ApJ, 820, 46
“Search for Hyperluminous Infrared Dust-obscuredSearch for Hyperluminous Infrared Dust obscured

galaxies selected with WISE and SDSS”

• Dust Obscured Galaxies 選択で HyLIRGs を発見• Dust Obscured Galaxies 選択で HyLIRGs を発見。
• スペクトルは broad-line quasar に似ているが、典型的な quasar 

とは異なる部分もある。
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Banerji et al. 2015: MNRAS, 447, 3368
“Heavily reddened type 1 quasars at z>2”Heavily reddened type 1 quasars at z 2

• UKIDSS-LAS + ESO-VHS + WISE による赤い quasar 探査。
• J K 1 6 and WISE: W1 W2 0 85 (K 18 5 i 22 5)• J-K>1.6 and WISE: W1-W2>0.85   (K~18.5, i~22.5)
• “intrinsic” 光度関数は blue type-1 quasar と匹敵する数密度を持つ

ことを示唆する。

5 2.1<z<2.7 red quasars in 1000 sq.deg
L (L/L ) 14Log(L/Lsun)~14
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Banerji et al. 2016: arXiv:1610.0490
“The discovery of gas rich, dusty starbursts in luminous y g y

reddened quasars at z~2.5 with ALMA” 
• ALMA observations of high-luminosity heavily-reddened broad-

li 2 5line quasars at z~2.5.
• Quasars の LFIR ‒ LCO の相関は LFIR が母銀河の星形成に付随す

ることを示唆？示唆
• ただし、CO は広がっているが、連続波はコンパクト。
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Symeonidis 2016, arXiv:1610.07947
“What produces the far-infrared/submm emission in the p

most luminous QSOs ?”

• 大光度 quasar の SED は「星形成成分を除いた AGN-SED」と似ている大光度 quasar の SED は 星形成成分を除いた AGN SED」と似ている
。低温ダスト放射はAGN で暖められた成分も寄与しているだろう。
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Hamann et al. 2016: arXiv:1609.07241
“Extremely Red Quasars in BOSS”Extremely Red Quasars in BOSS

• BOSS の quasar サンプルで見つかった
赤い quasar (r-W4(22um)>14 mag赤い quasar (r-W4(22um)>14 mag, 
W4<8mag)。

• スペクトルや SED は単純に赤化を受け
た では説明できな (連続光弱た quasar では説明できない(連続光弱
い、NIV強い、UV連続光がフラット)。
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Zakamska et al. 2016: MNRAS, 459, 3144
“Discovery of extreme [OIII] outflows in high-redshift red 

”quasars”
• 赤い quasar では [OIII] ライン幅がとても広い。Outflow か？
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まとめ

• AKARI FIS-BSC V2 の遠赤外線源について、SDSSなどとのマッチングによ
りその性質を調べた。

• Optically-faint な選択によって z>0 5 の HyLIRGs/ULIRGs の統計的なサンOptically faint な選択によって z>0.5 の HyLIRGs/ULIRGs の統計的なサン
プルを構築することが出来る可能性がある。

• 中間赤方偏移のHyLIRGs/ULIRGs のサンプルは、obscured quasar の大光
度 AGN への寄与 ダスト加熱源 blue quasar ‒ red quasar のつながり度 AGN への寄与、ダスト加熱源、blue quasar ‒ red quasar のつながり、
を調べる上で貴重なサンプルとなりうる。

要望：AKARI FISのポストスタンプサ バ (IRSAのWISEのようなもの)を• 要望：AKARI-FISのポストスタンプサーバー(IRSAのWISEのようなもの)を
作ってもらえると助かります。JVO へのリンクがありますが、機能してい
ないように見えました。
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