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ヘリウム新星 V445 Puppis の可視近赤外線観測から推測される
星周構造と時間発展

V445 Puppis は2000年12月に増光が発見された古典新星で、発見後のスペクトル観測において水素の輝線が検出されず、ヘリウム新星と同定された唯一の天体である。加藤ら(2008)はヘリウム過多の新星風の理論モデルで観測された
光度曲線が再現されること、およびヘリウム新星が将来Ia型超新星になり得ることを示した。我々は、V445 Pupの光球の幾何構造と星周物質の進化を探るため、爆発当時に国立天文台岡山天体物理観測所 0.91m 鏡と HBS を用いた可視
低分散偏光分光モニターを行ったほか、2012 年にすばる望遠鏡と FOCAS を用いた可視測光・分光観測を、2012 年以降、広島大学 1.5m かなた望遠鏡と HOWPol, HONIR を用いた可視・近赤外線測光モニターを実施している。
2012-2019 年の測光モニターから、可視近赤外ともに爆発前に比べ ∼ 3 等級以上暗いものの、近年は可視光域では増光傾向、Ks バンドでは横ばいにあることが分かった。そして、爆発前後の等級差から可視域と近赤外線の減光量が
最近は同程度になったこともわかった。減光量が波長に依存しないことから典型的なダスト雲の単純な晴れ上がりでは説明しづらい。ダストのサイズが光の波長に比べてずっと大きい、あるいはダスト雲が光学的に非常に厚く雲の端での
散乱光のみが届いている可能性がある。また、典型的なダスト新星として知られているV705 Cassiopeiaeと同じ進化段階と考えられる時期でのSED比較から、V445 Pup爆発後のダスト構造や進化がV705 Casとは傾向が異なっている。

V445 Puppisの概要
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V445 Puppis の画像 爆発直後の減光期に取得された中分散スペクトル[1]

発見から約8か月後
急激な減光

（ダスト雲による遮蔽）

まとめと今後

まとめ
・長期間の光度曲線において、可視光では増光が見られるが近赤外線は増減光は見られない
・爆発前の光度と最近の光度との差は可視と近赤外でほぼ同程度

=>曲線から単純なダストの晴れ上がりでは説明できないと推測し、ダスト雲の端で散乱が起こり観測されていると考えた
・V445 PupとV705 Casではダストの進化や性質が異なる可能性を示唆した

今後
・現在のダストの構造を知るために偏光観測を行う
・晴れ上がり後、ヘリウム伴星の有無を確認する。

そして、爆発前の等級・カラーが本当にヘリウム星起源だったかを調べる

・静穏期の観測から放射の由来の推定と連星系の物理パラメータを明らかにする
・減光の原因と考えられているダストの性質を明らかにする

(かなた望遠鏡HOWPolで取得)

長期間光度変化と
その波長依存性の考察

(図)爆発後~7000日までの光度変化
4000日以前のデータについてはVバンドデータはAAVSO[5]より

JHKsバンドデータはP.A.Woudt et al(2009)[4]
4000日以降はかなた望遠鏡のHOWPol,HONIRで取得したデータを使用した

(図11)  各波長の(爆発後mag) - (爆発前mag)を引いたときの時間変化

爆発前後の等級差比較
=>新星爆発によって生成されたダストによる減光量がわかる
=>ヘリウム新星のダストの性質がわかる

左のグラフより2つのことがわかる
・近年では可視光域での増光が見られ、

近赤外線帯域は極端な増減光が見られていない

・可視光域の減光量と近赤外線域の減光量が同程度
=>ダストの生成があり、
かつ古典新星の連星系が爆発前と変化していない場合には
通常のダスト雲の単純な晴れ上がりで中心星が
見えていきているモデルでは説明ができない。
=>左図のようなモデルを考えた。

・可視光域・・・(4000~7000日)増光傾向が見られる
・近赤外線・・・(1000~2000日)増光傾向

=>可視光の急減光と時期が一致
=>ダストの生成が示唆
(2000日~)減光し、そこから増減光は見られない

・全ての波長で爆発前よりも暗い状態続いている
(V band :14.5 mag(爆発前)  => 18.15 mag(2019/11/01) )

それぞれの天体ではダスト生成が
原因考えられている急減光の時期が
報告されている。
V705 Casでは爆発後100日程度
V445 Pupでは爆発後200日程度
と2倍の時間がかかっている。
そのため星周ダストの進化も
2倍程度かかると仮定して比較を行なった。

グラフより
同じような進化段階と考えられる時期ではV445 Pupの近赤外線(特にKs)での
減光量が大きいように見える。
=>ダストによる減光が大きく効いていると考えられる
=>ダストの生成量が多かった可能性やダストの生成物質が異なる可能性が推察される

V445 Pupと V705 CasのSEDの比較
同時期と2倍,3倍の時期の比較(V705 Cas 905 daysの時)
グラフはVバンドの等級で規格化を行っている

爆発後の静穏期における観測

波長ごとの爆発前後等級との比較

水素の輝線が全く検出されず
Heが多く検出された
=>ヘリウム新星と考えられている

(古典新星では前例がない)
=>しかし、まだ観測によって主星が

ヘリウム星であることは
確認されていない

また、時間変化によって可視光が増光しているように見えるのは、
ダスト雲が外側から薄くなっていき、濃い部分が時間変化とともに、
星の中心方向に収縮しているように見えるからではないかと
考えている。
(散乱は短波長側の方が起こりやすいため)

(図)
(左)観測者から見たダスト雲と
連星系のイメージ図

=>ダストの端で散乱が起こっていると考えると、
偏光観測を行うことによって偏光が見える可能性がある

爆発期の偏光分光観測の結果

典型的な偏光方位角は約160°
(34日目,93日目は90°異なっていた)
=>新星固有の偏光情報と

星間偏光の情報が混在している

(左図)星間偏光に用いた輝線
(赤：5500-6000Å)
(緑: 6200-6800Å)
(青: 6900-7500Å)
(右図)73日目のQU平面

星間偏光度0.6%
偏光方位角θ=160°

と見積もった
=>周辺の星間偏光と同程度

①

②

②

①古典新星からの直接光はダスト雲の濃い部分で遮られる
②ダスト雲の端の薄い部分を通る光は散乱されて観測者に届く

=>可視光・近赤外線が同程度の減光量になる

(図13)爆発後~2000日までのVバンドの光度変化
(VバンドのデータはAAVSO[5]より)

ダストが生成されたと考えられている他の新星と比較を行った
V705 Cassiopeaeという1991年に爆発したSlow Novaと比較した

(右)観測者への連星系からの
光の届きかたのイメージ

2012年〜2019年にかなた望遠鏡HOWPol,HONIRを用いて
測光観測を行った

岡山天体物理観測所(OAO)の0.91m望遠鏡と1.88m望遠鏡に
可視低分散偏光分光装置(HBS)を搭載して行なった

また、新星の偏光を見積もると 0.7%, θ=160となった。
=>新星の擬似光球からの偏光=散乱光
=>擬似光球は北からθ=70°の方向に偏平した形状を示唆

(Woudtら(2009)[4]と一致)

爆発時は非等方的であると考えられている
=>偏光撮像を行うことによって、ダストの散乱光での偏光を見ることができる
=>偏光度が大きい場合には、ダスト端によって偏光された光が観測されていると考えられる

(中心部分は厚いダスト雲があるために散乱光による偏光はなまされる)

他のダスト新星との比較

V R J H Ks

爆発前と爆発後のライトカーブ[2]

目的

静穏期の分光観測

爆発前
約14.5等

2000年12月に
発見（8.5等）

約8か月で約3等という
比較的遅い減光(Slow Nova)

すばる望遠鏡FOCUSで行われた分光観測
酸素の禁制線やヘリウムの輝線は卓越しているが、
水素は見られない
吸収線も見られない
=>連星系が低密度で高温の領域になっていることを示唆


