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概要 

• 重力波発生源としてNS-NS合体が有力視 

• 重力波天体の電磁波対応現象が重要 

• NS-NS合体で予測される有力なEM放射 

–ショートGRB 

– Kilonova 

• GRB130603B：バースト9日後に近赤外超過
を検出  kilonova？ 





Next generation, advanced gravitational wave  
detectors will come soon ! 

GW sources by the distance of 200 Mpc 
are expected to be detected!  





Searching for EM 
counter part is crucial 
for understanding the  
nature of GW sources  

The most promising GW 
sources  NS-NS merger 

Metzger & Berger 2012 

Radio-active decay of r-process 
elements  in ejecta from merger 
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GRBの分類 FermiによるGRBの継続時間と 

スペクトル形状 （Zhang+ 2012) 

Long soft GRB 
  Hypernovaeとの相関 
  SFホストの存在 
   core-collapse SN 
 
Short hard GRB 
  energy 小 
  残光暗い 
  SFと逆相関 
   NS-NS合体？ 



GRB 130603B 

• 2013/6/3 15:49:14UT  Swift BAT 

• T90 = 0.18±0.02s  in 15-350 keV 

• Optical afterglow : バースト5.8時間後、WHT
が検出 r = 20.9 mag  

• ホスト銀河： z = 0.356 

 



HST imaging of GRB 130603B 

• フィルター：F606W（0.6μm）、F160W（1.6μm） 

• バースト後、9日目（epoch１） 

• バースト後、30日目（epoch２） 

• epoch1からepoch2を差し引きしてPSF測光 

  R606,AB > 28.25 mag 

           H160,AB = 25.73±0.20 mag 

• 測光不定性の評価 

– 銀河と同じバックグラウンドレベルでPSF測光を繰り返
して測光値のバラ付きをみた 

  Hバンド測光値が最大でも0.3mag増加するだけ 
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HST imaging of the location of GRB130603B. 
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Optical, NIR and X-ray light curves of GRB130603B. 

Kilonova models 

ejecta mass 
10-1 M

 

10-2 M
 



Hバンド超過の評価 

• Rバンドの減光の様子 

– Broken power-law with α～2.7 （F ∝t-α） 

– Hバンドは明らかにはずれている 

• R-Hカラー 

– R–H ～1.7mag at 14h 

– R–H ～2.5mag at 9d 

• Kilonova光度曲線モデルと、時間変化、明る
さともにコンシステント 

標準的な外部衝撃波モデル 
ではほとんど時間変化しない 



Figure 3 from Progenitor Models of the Electromagnetic Transient Associated with the Short Gamma Ray Burst 130603B 
Kenta Hotokezaka et al. 2013 ApJ 778 L16 doi:10.1088/2041-8205/778/1/L16 

Kilonova model (Hotokezaka et al. 2013) 

NS-NS 
merger 

NS-BH 
merger 

Mej ～ 0.02 – 0.05 M

 のモデルとコンシステント 



SGRBとkilonova 

• これまでにz<0.12のSGRBは発見されていない
（Swift運用の8.5年間にわたって） 

– compact binary merger (NS-NS, NS-BH)の発生率
は極めて低いのか？ 

– ほとんどのmergerはbright SGRBとして観測され
ないのか？ ← ジェットが非常に細い？ 

• Kilonovaイベントは、compact binary merger、
ひいてはGW transients検出のカギとなる 



まとめ 

• 重力波発生源としてNS-NS合体が有力視 

• 重力波天体の電磁波対応現象が重要 

• NS-NS合体で予測される有力なEM放射 

–ショートGRB 

– Kilonova 

• GRB130603B：バースト9日後に近赤外超過
を検出  kilonovaと思われる証拠を初め
て検出した 


