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XC30 での今年度の成果
● 1024 ~ 4096 コア ( 主に昨年度までに行ったシミュレーションの解析 )

● Ishiyama et al. 2016, ApJ, 826, 9  ( 昨年度の話 )
● 今回の話
● Ogiya, Nagai, Ishiyama, 2016, MNRAS, 461, 3385

● シミュレーションデータの公開
● Some halo/subhalo catalogs are available on

– http://hpc.imit.chiba-u.jp/~nngc/ 
● Mock galaxy/AGN catalogs are avaiable on 

– http://cdsarc.u-strasbg.fr/cgi-bin/VizieR?-source=J/PASJ/68/25

● Oogi+, 2016, MNRAS, 456, L30
– Clustering analysis of quasars

● Shirakata+ 2016, MNRAS, 461, 4389

– Effect of the seed black hole mass on the black hole mass—bulge mass relation



  

Structures of dark matter halos
● Central Cusp

● Einasto profile
● NFW profile

● Numerous subhalo
● dn/dm ~ m-(1.8-2)

● Triaxial
● Non Universality

● Weak dependence on the halo mass
● halo to halo variation

– reflect halo formation epoch 

Impact on the galaxy formation,
Dark matter detection experiment

Ishiyama+ 2013



  

● Free streaming motion of dark matter particle→cutoff on matter power spectrum→Steeper cusps emerge

Anderhalden and Diemand 2013, 
Angulo+ 2016 give similar results

Free streaming damping

Structures near the smallest scale

Ishiyama+ 2010, ApJL

100 Gev neutralino as dark 
matter particle
cutoff scale : ～ 10-6 Msun

w/o cutoff



  

Free streaming damping

cutoff scale

Ishiyama, 2014, ApJ, 788, 27

古典的な推定 ( 全スケールのハ
ローに NFW を仮定 ) したとき
と比べ、銀河系ハローのダーク
マター対消滅ガンマ線シグナル
を 12-67% 増大させる

Smallest scale



  

● Driving the central density slope to approach the universal form characterized by the NFW
● Density profile with the steeper cusp is more susceptible to a merging process compared to that of  galactic halos (NFW)

α=1.5

α=1.0 (NFW)

Ogiya, Nagai, Ishiyama, 
MNRAS, 461, 3385
(arXiv: 1604.02866)

Controlled (non-cosmological) simulations of consecutive major mergers



  

本研究
● Free streaming scale 付近のハローの構造は OK

● Ishiyama, 2014, ApJ, 788, 27

● これらハローの中のサブハローはどうなっているか ?
● subhalo mass function
● サブハローの構造

→ ダークマター検出実験へのインパクト
● 大規模シミュレーションを用いてのみ調べることができる



  

N = 40963 =
68,719,476,736

L = 400 pc
m = 3.4 x 10-11 Msun

Analyze 
10-6 ~ 10-2 Msun halos

#halos > 5000    

Subhalos idenified by 
Rockstar 
(Behroozi+13)

z=32

Cosmological N-body simulations

Ishiyama, 2014, ApJ, 788, 27

N=81923
L=800 pc
w cutoff
on K computer 
も一部使用



  

Subhalo mass function (z=32)

● 各質量範囲のハローでスタックしている

実線
Cutoff あり
N=81923 
800pc box
破線
Cutoff なし
N=40963 
400pc box



  

Subhalo mass function (z=32)

● カットオフありは、大きいサブハローをやや多めに持つが、 free streaming scale 付近から減少していく -> negative effect on annihilation signal

実線
Cutoff あり
N=81923 
800pc box
破線
Cutoff なし
N=40963 
400pc box



  

Subhalo mass function (z=32)

● カットオフなしは典型的な single power law になっている (log-z と consistent)
● カットオフありも途中から single power law になる (-> artificial fragmentation)

実線
Cutoff あり
N=81923 
800pc box
破線
Cutoff なし
N=40963 
400pc box



  

Correction function

● Best fit  f(Msub) = 0.5 ( 1 + 1.3e-6/Msub)-1 ( 1+erf(log(Msub/1e-8)))
を、 z=0 の銀河スケールハローの高分解能シミュレーションで得られた subhalo mass function とかけあわせる

cutoff ありなしの mass function の比



  

サブハローの構造 ( カットオフあり、 z=32)

● コンセントレーションは 1.5 倍程度となっている。
● 中心の冪 α は、 10-5 Msun 付近から減少

● 分布も広がっている
● ハローより早く NFW に漸近 ?

Cutoff あり 
N=40963 400pc box



  

サブハローの構造 ( カットオフなし、 z=32)

● コンセントレーションは 2~3 倍程度となっているが、中心の冪 α は ?
● もう少し大きいサブハローを調べたいところ

Cutoff なし 
N=20483 200pc box



  

Impact on indirect detection
● Gamma-ray luminosity of a halo by neutralino self-annihilation seen from a distant observer

● The steeper inner cusps of halos near the free streaming scale enhance the annihilation 
luminosity of a Milky Way sized halo between 42 to 107% (12 to 67)

Halo Mass (Msun)

Boost factor
Subhalo mass function

●NFW case (green)
●Based on this work

● Subhalo model (red)
● mass function correction
● subhalo profile

● Halo model (blue)
● halo profile



  

まとめ
● 大規模高分解能シミュレーションに基づき、最小スケール付近のハローの中に存在するサブハローの分布、構造を調べた
● サブハローの数はカットオフの影響が明確

● カットオフ長より小さいスケールで数が優位に減少
● 一方、やや大きいスケールでは数が微増 ?

● サブハローの構造 ( 同じ質量スケールのハローと比較したとき )
● 密度プロファイルの中心の冪はゆるく (NFW よりは急 )
● 中心集中度は 1.5 倍程度上昇

● 銀河系ハローのダークマター対消滅ガンマ線シグナルを、古典的な見積りに比べ 42 ～ 107% 程度増大させ得る


