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♣オーラルアワード（コンパクト分科会）

順位 講演者 所属 学
年

講演タイトル

1位 川名好史
朗

東京大学 M1 中間質量ブラックホールによる白色
矮星の潮汐破壊現象の数値流体シミュ
レーション

2位 早川朝康 京都大学 M2 ガンマ線バースト付随超新星の爆発
モ デリング

3位 鈴木遼 早稲田大
学

M1 パルサーを中心とする少数多体系の
相 対論的軌道長期安定性

3位 大内竜馬 京都大学 M1 IIb型超新星爆発の親星の多様性の起
源 京都大学
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♠ポスターアワード（全分科会）

順位 分科会
名

講演者 所属 学
年

講演タイトル

1位 銀河 道山知成 国立天文
台

D1 ALMA を用いた衝突後期段階銀河
NGC3256 の分子輝線探査

2位 星惑 森昇志 東京工業
大学

D1 電子加熱による原始惑星系円盤中の
磁 気乱流の抑制

3位 重宇 竹内太一 名古屋大
学

M1 X 線銀河団を用いた重力レンズ効果
の総 合的な解析

3位 太恒 横澤謙介 名古屋大
学

M1 太陽フレアループ内のエネルギー輸
送 に対する電子-イオン 2流体効果

他の分科会の受賞者の集録は、その分科会の集録集を参照ください。
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質量ブラックホールの起源
c2 近藤さらな お茶の水女子

大学
D1 SMBHのダウンサイジングと合体成長説

c3 川瀬智史 日本大学 M1 MAXI GSC のデータを用いたパワースペクトル解析
によるブラックホール候補天体の X線短時間変動の
系統的解析

c4 小川拓未 京都大学 D1 ULSと ULXの統合モデル
c5 岩佐真生 京都大学 D2 軌道収縮する大質量ブラックホール連星における

Kozai-Lidov mechanism

c6 松本紘熙 名古屋大学 M1 特殊相対論的流体力学を記述する高精度衝撃波捕獲数
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銀河中心領域における巨大ブラックホールの合体シミュレーション

石川 徹 (筑波大学大学院 宇宙物理理論研究室)

Abstract

銀河中心には、普遍的に巨大ブラックホールが存在する。しかし、その巨大ブラックホールの質量の獲得過

程や形成過程は現在でもはっきり解明されていない。巨大ブラックホールの成長の可能性として有力なのが、

ブラックホールの合体である。系の中心に巨大ブラックホールが存在する場合、ガス中を別のブラックホー

ルが動くと、そのブラックホールは減速する。この力学的摩擦によって徐々に系の中心に向かい、バイナリー

形成を起こす。そして最終的に重力波放射が支配的になるほど軌道が縮み、やがて合体に至る。Tagawa et

al. 2015で、ガスが豊富な原始銀河中では複数のブラックホールが合体可能であることがわかっている。

我々の研究において、銀河の中心領域を想定したガス回転円盤の中心に質量 108 M⊙ の巨大ブラックホール

が存在していると想定し、その周辺を円運動しているブラックホール 1体の重力波放射のタイムスケールが

経過時刻を下回ったときに合体したとみなすことで、ガス回転円盤中で宇宙年齢以内に合体できるのかを検

証した。その結果、質量 105 − 106 M⊙ の周辺のブラックホールが、ガスの数密度が 107 − 109 cm−3 のガス

回転円盤中においてほとんど宇宙年齢以内に合体可能であることがわかった。また、ブラックホールの質量

が大きくなるほど合体時間が短くなることがわかり、もし 3体以上のブラックホールを想定した場合に、合

体によってブラックホールの質量が増えていけば、さらに合体が起こりやすくなると言える。

今後、3体以上のブラックホールの合体を考えて数値シミュレーションをしていこうと考えている。その場合、

ガスの力学的摩擦の他に、3体相互作用、近日点移動、重力波放射の効果を取り入れて計算を行う必要があ

る。その計算を行うには、我々の研究で用いた Leap-frog法では精度が足りなくなってしまうため、Hermite

積分法を用いる必要がある。また、相対論効果を入れるために post-Newtonian近似 (Kupi et al. 2006)を

取り入れて計算を行っていこうと考えている。

1 Introduction

銀河中心には、普遍的に巨大ブラックホール (MBH)

が存在すると言われている。それがどのような過程

で形成されていったのかは、未だに謎に包まれてい

る。そのMBHの形成の可能性の一つに、BH同士の

合体が考えられている。

Tanikawa & Umemura 2011 では、複数の星と

MBHで構成されている原始銀河においてMBH同士

が合体できるのか、また Tagawa et al. 2015では、

星のないガスの豊富な原始銀河中でMBHが合体で

きるのかを検証しており、星による摩擦よりもガス

による摩擦の方がより強く合体に寄与することがわ

かっている。

Barnard et al. 2013, 2014では、アンドロメダ銀

河の中心領域には 50個のBH候補の天体が観測され

ている。それを踏まえ、私の研究では、ガスが高密

度でガス回転している銀河中心領域でMBHが合体

できるのかを検証していく。

BHは、次のような原理で合体していく。

1. ガスの力学的摩擦

　ガス中を動く BHの重力によって、まわりの

ガス粒子が動くBHの後ろに集まる。その集まっ

たガス粒子の自己重力によってBHが後ろに引っ

張られて速度が遅くなる。これによって BHは

角運動量を失い、系の中心に BHが近づく。

2. 3体相互作用

　バイナリーを形成している 2体の BHに 3体

目の BHが近づいて、バイナリーから角運動量

を引き抜くことで、バイナリー BHの軌道を収

縮させる。Tagawa et al. 2016では、最近観測

された重力波 GW150914の BHバイナリーは、

この 3体相互作用によってバイナリー距離の収
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縮が進んだ可能性が高いと結論付けている。

3. 重力波放射

　バイナリー距離が十分小さくなったところで、

この重力波放射が効いていき、エネルギーと角

運動量を持ち去りバイナリー距離をさらに縮め

ていく。これがBHの合体の最終段階であり、や

がて合体する。

Tagawa et al. 2015では、30 M⊙と 104 M⊙の等

質量 BH10個を原始銀河に設定しており、比較的ガ

スが高密度なときにガスの力学的摩擦の効果で、低

密度だと 3体相互作用による効果で 1つの BHに合

体すると結論づけている。

さらに、Tagawa et al. 2016では、30 M⊙の等質

量 BH10個の原始銀河において、周囲のガス降着に

よる BHの成長の効果も考えており、独立した BH

がガス降着により質量を大きくしていき、他の BH

と合体していく過程も追加している。

2 Methods

図 1: 半径 1 pcのガス回転円盤中の中心 BHと周回

BH等の状況設定

図1のようなガス回転円盤の中心に質量MのMBH

が存在するとする。その周辺に存在する質量mBHの

BHの運動方程式は、万有引力定数を Gとして、

d2r

dt2
= −GM

r2
· r
r
+ agas

DF (1)

となる。ここで、agas
DFはガスの力学的摩擦の効果 (Os-

triker 1999; Tanaka & Haiman 2009)であり、

agas
DF = −4πG2mHmBHngas

v − vgas
φ

v3
(2)

である。ここで、mHは水素原子の質量、ngasはガス

の数密度、vgasφ =
√
GM/rはガス粒子の速さである。

我々の研究では、まず重力波放射や近日点移動の

ような相対論的効果は無視している。また、中心の

BHと周回する BHの 2体の合体のみを考えるので、

3 体相互作用も考えない。この状況下で、周回 BH

の初速度（ここでは、ガス回転の向きに対して逆行

し、等速円運動になる初速度のみを示す。）、周回

BH の質量 mBH = 105 − 106 M⊙、ガスの数密度

ngas = 107 − 109 cm−3 でパラメータサーベイして

いき、宇宙年齢 1010 yr以内に BHが合体できるの

かを検証した。なお、この研究の計算手法としては

Leap-frog法を用いている。

ここでは、重力波放射が効くタイムスケールが経

過時刻と一致したところで BHが合体したとみなし

ている。その重力波放射が効くタイムスケールは、計

算により、光速度を cとして

τG =
c5r4

10G3mBHM2
(3)

となるため、これを利用して合体条件を満たすか、経

過時刻が宇宙年齢 1010 yr経ったところで計算を終

了させる。

3 Results

図 2のグラフは、横軸で周回BHの質量 [M⊙]、縦軸

で合体したときの重力波放射のタイムスケール（合

体時間）[yr] を表しており、3 種類のガスの数密度

[cm−3]について調べている。これによると、ガスの

数密度が大きいほど、また周回 BHの質量が大きい

ほど合体時間が短くなっていることがわかる。
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図 2: 3種類のガス密度における周回 BHと合体時間

の依存性

4 Discussion

(2) 式から周回 BH が中心 BH に落ちるタイムス

ケールを評価すると、

τDF =
M3/2

24πr
3/2
0 G1/2mHmBHngas

(4)

となる。ただし、r0は初期の中心 BHと周回 BHと

の距離である。このタイムスケールより、ガスの数

密度が大きいほど、また周回 BHの質量が大きいほ

ど合体時間が短くなるという依存性が結果と合って

いることがわかる。

また、周回 BHの質量が大きいほど合体時間が短

くなるということは、3体以上の BHを考えたとき、

合体によって BH質量が増えた場合、さらに BHが

合体しやすくなるということがわかる。

もしクエーサーの中心にある BH を考えた場合、

経過時刻の上限を 108 yrにする必要がある。その場

合、上の結果から、ガスの数密度が ngas = 107 cm−3

だと 108 yrまでに合体できず、ngas = 108 cm−3 で

も周回 BH質量が 3× 105 M⊙ 以下だと 108 yrまで

に合体できない。

5 Future plans

我々の研究では中心BHと周回BHの 2体の合体を

考えたが、今後は 3体以上のBHの合体を考えていこ

うと思っている。その際、2次精度である Leap-frog

法では精度が足りなくなってしまうため、4次精度

である Hermite積分法で数値計算をしていく必要が

ある。

また、我々の研究で無視した相対論的効果（重力波

放射、近日点移動）も加えて計算していこうと考え

ている。この相対論的効果を入れるためには、post-

Newtonian近似 (Kupi et al. 2006)による補正項を、

BHの運動方程式に加えればよい。例えば、重力波放

射の効果を入れる場合には、

a2.5PN,ij =
4

5

G2mimj

r3ij
[(vi − vj)[−(vi − vj)

2

+2

(
Gmi

rij

)
− 8

(
Gmj

rij

)]
+

rij
r2ij

(rij · vi − rij · vj)[
3(vi − vj)

2 − 6

(
Gmi

rij

)
+
52

3

(
Gmj

rij

)]]
(5)

として、c−5a2.5PN,ij を (1)式に加えればよい。ここ

で、mi,mj は i 番目、j 番目の BH の質量、rij =

ri − rj は j番目の BHに対する i番目の BHの相対

位置ベクトル、vi,vj は i番目、j番目の BHの速度

ベクトルである。
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狭輝線1型セイファート銀河 NGC 4051 のX線スペクトル解析

清野 愛海 (東京大学大学院 理学系研究科)

Abstract

セイファート 1型活動銀河核（Sy1）では、その X線スペクトルにベキ関数型（PL）の 1次成分が複数存
在し、光度に応じてそれぞれの成分の強度比が変わることが、時間変動解析によって明らかになってきた。
これは巨大ブラックホール（BH）の周りに、複数種類の高温コロナが存在することを意味する。そこで本
研究では、Sy1よりも質量が小さく、エディントン比が高いとされる狭輝線 1型セイファート銀河（NLS1）
の NGC 4051でも同じ描像が成り立つかどうか検証した。X線衛星「すざく」による複数回の観測でスペク
トルの差分をとった結果、その変動は光子指数 Γ ∼ 2.3の単一の PL成分が担っていると解釈できた。これ
を元にして Γ = 2.3で固定した PL成分と、反射成分の 2成分のみで時間平均スペクトルを再現しようとし
たが、これだけでは説明できず、残差として鉄の吸収エッジと硬 X線帯域のハンプ構造が見られた。そこで
新たに、吸収を受けた独立の PL成分を加え、3成分でフィットすると、時間平均スペクトルをよく再現でき
た。この成分は、水素柱密度 NH = (3.4± 0.8)× 1023 cm−2 と吸収が強く鉄エッジをもち、変動する PL成
分に比べて Γ = 1.6+0.1

−0.2 とハードであった。すなわち、NLS1の X線スペクトルが 2種の 1次成分を含み、
NLS1の BH周囲にも、Sy1と同様に複数のコロナが存在することが強く示唆された。

1 Introduction

ブラックホール（BH）近傍では、降着物質が高温・
高エネルギーになるため、放射される X線を観測す
ることでその状態を知ることができる。活動銀河核
（Active Galactic Nucleus; AGN）の X線スペクト
ルは、光子指数 Γ ∼ 2のベキ関数型（PL）成分や鉄
輝線を伴う反射成分などで構成されることが知られ
ている (Fabian & Miniutti 2005)。PL成分は、降着
円盤からの紫外線などが BHの近傍にある高温のコ
ロナで逆コンプトン散乱されている 1次成分である
と考えられている。反射成分は、降着円盤や光学的
に厚く冷たい分子雲トーラスでコンプトン散乱した
2次成分で、高エネルギー光子によって励起された中
性鉄の Kα輝線を伴う。ただ、この 2成分だけでは
時間平均スペクトルは説明できず、第 3の成分とし
て、いくつかのモデルが提唱されている。
野田ら（e.g. 2013, 2014）は、カラーカラーダイ
アグラムを用いた独自の時間変動解析を行い、セイ
ファート 1型活動銀河核（Sy1）にコロナが複数存在
することを観測的に明らかにした。そこで本研究で
は、Sy1よりもBH質量が小さく、降着率のエディン
トン比が高いと考えられている狭輝線 1型セイファー

ト銀河（Narrow Line Seyfert 1; NLS1）でも、この
描像が成り立つかを検証した。合わせて、しばしば
用いられる部分吸収や相対論的反射のモデルも検討
した。部分吸収は、ひとつのコロナの一部が吸収を
受けているというものである。相対論的反射は、BH

の回転による相対論的な効果を受けた光が反射され
ると考えるモデルである。
NGC 4051 は、赤方偏移 0.0024 (Brinkmann et

al. 1995)、質量 1.73× 106M⊙ (Denney et al. 2009)

の NLS1 である。2–10 keV のフラックスが ∼ 2 ×
10−11 erg cm−2 s−1（2008年）と明るく、観測間で
の変動も 2–3倍と大きいため、時間変動解析に適し
ている。このフラックスと質量から求まるエディン
トン比は ∼ 0.01であり、NLS1の中では小さい。

表 1: 「すざく」における NGC 4051の観測情報

ID 積分時間 観測開始日時
Obs.1 119.6 ks 2005/11/10 17:14:14

Obs.2 274.5 ks 2008/11/06 07:39:03

Obs.3 78.4 ks 2008/11/23 16:48:00
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2 Observation

表 1にあるように、X線衛星「すざく」によるNGC

4051の観測は、2005年に 1回、2008年に 2回の計 3

回行われている。観測日時が早い順にObs.1、Obs.2、
Obs.3と呼ぶことにする。今回用いた検出器はX-ray

Imaging Spectrometer（XIS）とHard X-ray Detec-

torの PIN型半導体検出器 （HXD-PIN）である。
軟 X線帯域は表面照射型（FI）の XIS （XIS0と

XIS3）を足し合わせて使用した。Obs.2では、ソー
スイベントは点源の座標を中心とする半径 3′.3の円
から抜き出し、バックグラウンドは内径 5′.9と外径
8′.4の円環領域からとった。レスポンスファイルは
xisrmfgenと xissimarfgenを使って作成した。
HXD-PINのバックグラウンドのうち、Non X-ray

Backgroundは「すざく」のHXDチームが提供して
いるデータを用いてソースデータから差し引いた。
Cosmic X-ray BackgroundはBoldt (1987)の数値を
もとに、HXDの視野を考慮してモデル化し、引いた。

図 1: バックグラウンドを引いてデッドタイム補正し
た NGC4051のライトカーブ。黒が 2–10 keV（XIS

FI）、赤が 15–45 keV（HXD-PIN）である。ビンは
3 ksごとにまとめてある。

図 2: NGC 4051の、バックグラウンドを引いた時
間平均スペクトル。黒が Obs.1、赤が Obs.2、緑が
Obs.3である。光子指数 Γ = 2.0、ノーマリゼーショ
ンを 1（photons keV−1 cm−2 s−1 at 1 keV）とし
た PLとの比を示してある。10 keV以下が XIS FI、
15 keV以上が HXD-PIN。

3 Results

3.1 Light Curves

図 1に全観測の 2–10 keV（XIS FI）と 15–45 keV

（HXD-PIN）のライトカーブを示す。Obs.2とObs.3

の 2–10 keVでのカウントレートは、Obs.1と比較し
て 2–3倍大きくなっている。また、Obs.2ではカウン
トレートが徐々に低くなっているように見え、観測
終了後 11日経ったObs.3では、さらに若干暗くなっ
ている。HXD-PINの方がXIS FIより観測中の時間
変動が小さく、観測間での変化も小さい。

3.2 Time-averaged Spectra

図 2は、NGC 4051の 0.5–45 keVにおける 3観
測それぞれの時間平均スペクトルである。∼ 6.4 keV

に Fe Kα線が見えている。Obs.2とObs.3のスペク
トルは形が似ており、その強度比は ∼ 1.4倍であっ
た。Obs.2では連続成分がよりハードになっている。
0.6 keV付近には NLS1にしばしば見られる軟 X

線超過成分が見られるが、その起源は電離吸収など諸
説あり、一意に決まっていない。本研究では硬 X線
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図 3: NGC 4051の 2–45 keVでの差分スペクトル。
黒がObs.2−Obs.1、緑がObs.2−Obs.3である。光
子指数 Γ = 2.0、ノーマリゼーションを 1とした PL

との比を示してある。

帯域での連続成分に着目するため、今後は 2–45 keV

に対してのみモデルフィットを考えることにする。

3.3 Difference Spectra

図 3は、観測間で差分をとったスペクトルである。
こうすることで、2観測の間に変動した成分だけを
抽出することができる。Obs.2 − Obs.1では、ほぼ
PL に近いスペクトルとなっているが、顕著な鉄輝
線が見えている。観測が 2 年ほどあいているので、
BHから離れたトーラスからの反射成分も変動した
ためと解釈できる。今回は、短い時間変動をする成
分のみを抽出するため、観測間が 2週間程度である
Obs.2−Obs.3の差分スペクトルに着目した。
この差分スペクトルを、太陽組成の星間ガスで吸収
を受けた PL成分（phabs1 * powerlaw1）でフィッ
トした結果が図 4で、Γ = 2.3±0.1となった。そこで、
Γ = 2.3で固定した PL成分を変動成分と考え、反射
成分 pexmon (Nandra et al. 2007)を加えた phabs1

* (powerlaw1 + pexmon1)の 2成分で Obs.2の時
間平均スペクトルの再現を試みた。すると、モデル
の鉄輝線強度が大きくなりすぎて、スペクトルを説
明できなかった。ここで、反射成分のアバンダンス
は太陽組成、傾斜角は 45度に固定した。反射成分は

図 4: NGC 4051の差分スペクトルObs.2−Obs.1を、
吸収を受けた PLモデルでフィットした。

鉄輝線を再現するはずであると考え、pexmonを鉄輝
線に合わせて調整すると、残差として鉄の吸収エッ
ジと、硬 X線帯域にハンプ構造が見られた。
そこで第 3の成分として、吸収を受けた独立の PL

成分を加えた（phabs1 * (powerlaw1 + pexmon1

+ phabs2 * powerlaw2)）。すると、χ2/d.o.f =

669/541 = 1.24となり、フィットが改善された。さ
らに、H-like（∼ 7.1 keV）, He-like（∼ 6.8 keV）の
鉄の吸収線を加えると、χ2/d.o.f = 597/536 = 1.11

と、時間平均スペクトルをよく再現できた。図 5は
このときの結果であり、得られたパラメータは表 2

に示してある。第 3成分にかかる吸収は、水素柱密
度 NH = (3.4± 0.8)× 1023 cm−2 と強く、そのため
∼ 7.1 keVに鉄の吸収エッジが見られる。この新たな
PL成分は、変動する PL成分に比べて Γ = 1.6+0.1

−0.2

とハードであった。

4 Discussion and Conclusion

今回、「すざく」によって得られた NGC 4051の
スペクトルを、時間変動に着目して解析した。差分
スペクトル法により、NGC 4051の時間平均スペク
トルには、変動する Γ ∼ 2.3の PL成分と、強い吸
収を受けた、Γ ∼ 1.6のよりハードな PL成分の 2種
類の 1次成分があることが強く示唆された。つまり、
NGC 4051には少なくとも 2種のコロナが存在して
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図 5: Obs.2の時間平均スペクトルのフィット。点線
は、Γ = 2.3に固定した変動する PL成分（緑）、反
射成分（青）、新たに加えた第 3 のハード PL 成分
（マゼンタ）。

おり、ソフト（Γ ∼ 2.3）な方は BHのごく近傍にあ
るため短期間で変動が観測され、もうひとつはそれ
ほど変動がなく吸収体に覆われているという描像が
考えられる。
一方で、Γ = 2.3で固定した場合に残る時間変動
の小さい成分をモデル化するにあたって、ハードで
吸収の強い PL成分以外の他のモデルでも評価した。
powerlaw2 の光子指数を Γ2 = Γ1 とし、PL 成分
の一部が部分吸収を受けていると解釈した場合には
χ2/d.o.f = 642.03/537 = 1.20、ドップラーで広がっ
た相対論的な反射成分kdblur (Laor 1991) * pexmon

で置き換えた場合は χ2/d.o.f = 627/537 = 1.17と
なり、どちらも有意水準 1%で棄却された。
以上の簡単な評価では、Sy1で明らかとなった第 2

のコロナがあるという描像で、NLS1のスペクトルを
再現できることを確認し、他のモデルでは説明でき
ないことを示せた。しかし、変動 PL成分を Γ = 2.3

に固定せず、統計誤差 Γ = 2.3± 0.1の範囲で振った
場合は、必ずしもすべてのモデルが棄却できなかっ
た。さらに、Γ = 2.0–2.5に範囲を広げると、相対論
的反射の方が有意になる場合があった。今後は、さ
らに詳しく解析を進め、モデルの仮定の妥当性を検
証をしていく。
図 4の差分スペクトルの硬X線側（> 20 keV）に

表 2: NGC 4051の時間平均スペクトルObs.2をフィッ
トして得られたパラメータ。

モデル パラメータ 数値
phabs1 NH1

a 0.44± 0.05

powerlaw1 Γ1 2.3（fix）
NormPL1

b 1.37± 0.02

pexmon1 Γref = Γ1

Solid Angle (1.3+0.2
−0.1)π

Normref = NormPL1

phabs2 NH2
a 34± 8

powerlaw2 Γ2 1.6+0.1
−0.2

NormPL2
b 0.18+0.07

−0.10
a phabs1 と phabs2 の水素柱密度の単位は
1022 cm−2 である。

b powerlaw1 と powerlaw2 のノーマリゼーション
で、単位は 10−2 photons keV−1 cm−2 s−1 at
1 keV である。

確認できる残差についても、統計的には無視できる
が、考慮する必要があるので、変動成分についての
解釈も改めて検討する必要がある。野田らの手法で
あるカラーカラーダイアグラムを用いる変動解析も
行い、その特徴をさらに詳しく分析していく。
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େ࣭ྔόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧͷྟք߱ண

൧ౡ Ұਅ େֶେֶӃژ) ཧֶڀݚՊ M1)

Abstract

ଟ͘ͷۜՏͷத৺ʹେ࣭ྔϒϥοΫϗʔϧ (SMBH)͕ଘ͍ͯ͠ࡏΔ͜ͱ͕ΒΕɺͦͷ࣭ྔͱۜՏ

ͷ࣭ྔͱͷ͍ڧ૬ؔɺͭ·ΓڞਐԽͷଘࡏΘ͔͖ͬͯͨɻߋʹɺۜՏͷিಥͷաఔͰɺۜՏத৺ͷେ

࣭ྔϒϥοΫϗʔϧಉͷ࿈ܥɺ͢ͳΘͪόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧ (BBH)ͷੜظ͞ΕΔɻͦͷΑ

͏ͳόΠφϦʔܥͰɺۜՏத৺ͷଟྔͷΨε͕߱ணԁ൫Λ࡞Γɺߋʹ͔ͦ͜Β֤ϒϥοΫϗʔϧʹ࣭ྔ߱

ணΛ͜͢͜ىͱͰɺ߹ܭ 3ͭͷ߱ணԁ൫͕ੜ͞ΕΔ͜ͱ͕γϛϡϨʔγϣϯͰ໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔɻຊൃ

දͰհ͢ΔจɺBrian et al. 2014Ͱɺ࣭ྔൺΛม͑ͨҟͳΔόΠφϦʔܥʹ͍ͭͯɺ֎ଆͷԁ൫Λؚ

Ήͯ͢ͷྖҬͰҰʹܭΛ͍ߦɺ3ͭͷԁ൫͕Ͳͷ࣭ྔൺͰܗ͞ΕΔ͜ͱɺͦͯͦ͠ͷ࣭ྔ߱ண

ʹप͕͋ੑظΔ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻͦͯ͠զʑͷڀݚͰɺߋʹɺྟք߱ண͍ͯ͠Δ SMBHͷ BBH

ͱ͍͏ঢ়گΛ༩͑ɺΞτϑϩʔͷੜΛ͑ߟɺ؍ଌతͳࣔࠦΛҾ͖ग़ͦ͏ͱ͍ͯ͠Δɻຊൃදͷޙ࠷ʹɺ

զʑͷڀݚͷ్தܦաΛใ͢ࠂΔɻ

1 Introduction

ۜՏͷத৺ʹ 106 ͔Β 109 ଠཅ࣭ྔ΄Ͳͷେ

࣭ྔϒϥοΫϗʔϧ͕ଘ͢ࡏΔ͜ͱ͕؍ଌతʹ໌Β

͔ʹͳ͍ͬͯΔ (Kormendy et al. 1995)ɻ·ͨɺͦ

ͷେ࣭ྔϒϥοΫϗʔϧͱۜՏͷؒʹɺ࣭ྔͷ

૬͕ؔ͋Δ͜ͱΒΕ͓ͯΓ͍ڧ (Maggorian et

al.1998)ɺ͜ΕڞਐԽͱͯ͘͠͞Ε͍ͯΔࣄ

࣮Ͱ͋Δɻ

ͦͯ͠ɺۜՏಉ͕িಥ͢Δͱɺিಥͨۜ͠ՏͦΕ

ͧΕͷத৺ʹଘ͢ࡏΔେ࣭ྔϒϥοΫϗʔϧ͕ॏ

ྗతʹଋറ͞Εͯɺ͍ޓͷॏྗͰҾ͖߹͍ͳ͕Βճ

స͢ΔόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧΛܗ͢Δ͜ͱ͕

༧͞ΕΔɻߋʹɺۜՏͷத৺෦Ψε͕๛Ͱ͋

Γɺ͜ͷόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧΛऔΓғΉΑ͏ͳ

߱ணԁ൫Λܗ͢Δ͜ͱ͕ཧతʹ͑ߟΒΕΔɻ͜

ͷ߹ɺ;ͨͭͷϒϥοΫϗʔϧʹΑΔைࣚτϧΫ

ͱԁ൫ͷ೪ੑτϧΫͱ͍͏፰͢߅ΔτϧΫʹΑͬͯ

ԁ൫ͷԑܾ͕ܘ·Δɻͦͯ͜͠ͷ֎ଆԁ൫͔Βɺ

ͦΕͧΕͷϒϥοΫϗʔϧʹ࣭ྔ߱ணͯ͠Ͱ͖ͨ

ଆ 2ͭͷ߱ணԁ൫ͱ߹Θͤͯɺ߹ܭ 3ͭͷ߱ணԁ൫

͕όΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧʹܗ͞ΕΔɻ(ਤ 1

র Hayasaki et al.2007)

ਤ 1: όΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧͷ 3ͭͷ߱ணԁ൫

͜ͷΑ͏ͳۜՏத৺ʹଘ͢ࡏΔͱظ͞ΕΔେ

࣭ྔόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧʹؔͯ͠ଟ͘ͷγ

ϛϡϨʔγϣϯ͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ͜͜Ͱɺ֎ଆͷ߱

ணԁ൫·Ͱͯ͢ͷྖҬΛɺҰʹҰͭͷྖܭҬ

ͰγϛϡϨʔγϣϯΛͨͬߦจ (Brian D. Farris

et al. 2014)Λհ͢Δɻ

զʑ্هͷΑ͏ͳେ࣭ྔόΠφϦʔϒϥοΫ

ϗʔϧʹߋʹʮྟք߱ணʯͱ͍͏ΩʔϫʔυΛؚ

ΊͯڀݚΛ͍ͯͬߦΔɻͳͥͳΒɺۜՏத৺ʹଘࡏ

͢Δେ࣭ྔόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧͷ֎ଆͷԁ

൫ʹྟք߱ணΛ͢͜ىͷʹेͳྔͷΨε͕ଘ

ΒΕΔ͔ΒͰ͋Δɻͦͷྟք߱͑ߟΔͱ͍ͯ͠ࡏ

ண͔ΒಘΒΕΔॏཁͳ݁ؼͱͯ͠ɺΞτϑϩʔͷ

ଘ͛ڍ͕ࡏΒΕΔɻ͜ͷΞτϑϩʔͱɺ߱ணԁ

൫͔ΒͷࣹྗΛड͚ͯɺΨε͕Ճ͞ΕߴͰ
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͖ग़͢ݱͷ͜ͱͰ͋ΔɻͦͷΑ͏ͳΞτϑϩʔ

ʹΑΔɺϒϥοΫϗʔϧͷؒతͳ؍ଌΛࢹʹ

ೖΕͯɺզʑೋݩͷྲྀମγϛϡϨʔγϣϯίʔ

υΛ༻͍ͯɺྟք߱ண͍ͯ͠Δେ࣭ྔϒϥοΫ

ϗʔϧ͔ΒͷΞτϑϩʔͷੜΛ͍ͯ͠ڀݚΔɻ

2 Methods

ҎԼɺຊൃදͰհ͢Δจʹ͍ͭͯड़ΔɻزԿ

ֶతʹബ͍߱ணԁ൫͔Βͷ֤େ࣭ྔϒϥοΫϗʔ

ϧͷ࣭ྔ߱ணΛ͑ߟΔͨΊʹɺ͜͜ͰɺҎԼͷ

ͷφϏΤετʔΫεํఔࣜΛղ͘ɻݩ2

∂tΣ+
1

r
∂r(rΣvr) +

1

r
∂φ(Σvφ) = 0 (1)

∂t(Σvr) +
1

r
∂r(r(Σv

2
r + P )) +

1

r
∂φ(Σvrvφ)

=
Σv2φ + P

r
+ F vis

r + FGrav
r

(2)

∂t(rΣvphi) +
1

r
∂r(r

2(Σvrvφ)) +
1

r
∂φ(r(Σvφ

2 + P ))

= r(F vis
φ + FGrav

φ )
(3)

ͨͩ͠ɺӈลͷ F visͱ F gravͦΕͧΕ೪ੑʹΑΔ

ྗͱɺϒϥοΫϗʔϧͷϙςϯγϟϧΛχϡʔτϯϙ

ςϯγϟϧͰॻ͍ͨͷॏྗͰ͋Δɻ·ͨɺ;ͨͭ

ͷϒϥοΫϗʔϧेΕ͍ͯΔͷͱͯ͠ɺܭ

ಓͷมԽͳ͍ͷͱ͢Δɻ·ͨɺ೪يதͷؒ

ੑͱͯ͠ α೪ੑΛԾఆ͠ɺॳظ݅ͱͯ͠ɺ֎ଆ

ͷԁ൫ͷ໘ີΛɺΨγΞϯͰ༩͑Δɻ

3 Results

͜ͷจͰಘΒΕͨॏཁͳ݁ͷҰͭʹɺܭΛ

ͯͷ࣭ྔൺͰɺ3ͭͷ߱ணԁ൫͕ੜ͞Εͨͬ͢ߦ

Δ͜ͱ͕֬͞Εͨ͜ͱ͕͋Δɻਤ 2্ԼͲͪΒ

ɺ;ͨͭͷϒϥοΫϗʔϧͷؒͷڑͰ֨نԽ͞

Εͨɺ;ͨͭͷϒϥοΫϗʔϧͷॏ৺Λݪͱͨ͠

ͷೋ࠲ݩඪʹ͓͚Δ໘ີͷίϯτΞʔΛද͠

͍ͯΔɻ·ͨɺ͜͜ͰϒϥοΫϗʔϧͷެస

ʹΑΔճస࠲ඪܥΛ༻͍͍ͯΔɻ্ͱԼͷਤͷҧ͍

ɺ্͕ΑΓҬͰͨݟਤʹͳ͓ͬͯΓɺ֎ଆͷ߱

ணԁ൫ͷ༷͕ࢠΑ͘Θ͔Δ͜ͱͰ͋ΓɺԼΑΓڱ

͍ྖҬͰ͓ͯݟΓɺ֤ϒϥοΫϗʔϧʹܗ͞ΕΔ

;ͨͭͷ߱ணԁ൫ͷ༷ͯݟ͕ࢠऔΕΔ͜ͱͰ͋Δɻ

ਤ 2: ҟͳΔ࣭ྔൺͰͷ໘ີίϯτΞʔ

·ͨɺਤͷ 3ɺ࣭ྔ߱ணͷؒมԽΛදͨ͠ά

ϥϑͰ͋ΔɻͦΕͧΕͷਤͷɺ্ͷάϥϑͷ੨ͷઢ

ͱͷઢɺͦΕͧΕ࣭ྔͷॏ͍ํͷϒϥοΫϗʔ

ϧͱ͍ܰํͷϒϥοΫϗʔϧͷ࣭ྔ߱ணͷؒ

มԽΛද͠ɺԼͷάϥϑͷ͍ઢ߹ܭͷ࣭ྔ߱ண

ͷύϫʔεϖΫτϥϜͰ͋Δɻͳ͓ɺԼͷਤͰͷ

ύϫʔεϖΫτϥϜͷपόΠφϦʔϒϥοΫ

ϗʔϧͷपظͷप ωbin Ͱ֨نԽ͍ͯ͠Δɻ

ਤ 3: ࣭ྔ߱ணͷؒґଘ
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4 Discussion

·ͣਤͷ 2ΛݟΔͱɺશͯͷ࣭ྔൺʹ͓͍ͯ 3ͭ

ͷԁ൫͕ܗ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕͔Δɻ·ͨɺΑΓ

Δͱɺ֎ଆͷԁ൫ʹີͷೱ͍ྖҬݟҬͷਤΛ

͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Δɻ͜Εɺ͡Ί߱ܗ͕

ணԁ൫ͷΨε͕ԁيಓͰӡಈ͍ͯͯ͠ɺͦͷ͏ͪ

ͷ͋Δ෦͕ઢํҎ֎ͷΛͭͱɺί

ϦΦϦྗʹΑͬͯͦͷ෦पΓͱஶ͘͠ҟͳΔӡ

ಈΛΊɺͦΕʹΑͬͯԁ൫ͷܗԁঢ়Ͱͳ͘ɺΏ

͕ΜͩܗΛͭɻͦͷͨΊɺ֎ଆͷ߱ணԁ൫ʹɺີ

ͷҧ͍͕ΈΒΕΔͱ͑ߟΒΕΔɻ

ʹਤͷ 3ʹ͕ؔͯͩ͠ɺਤ 3ͷԼͷਤΛݟΔͱɺ

Ͳͷ࣭ྔൺͰಛఆͷपʹϐʔΫ͕ݟΒΕΔ͜

ͱ͕͔Δɻྫ͑ɺq = 0.11 Ͱ ω = ωbin ͱ

ω = 2ωbinʹϐʔΫ͕ଘ͍ͯ͠ࡏΔɻ͜Ε্هͷɺ

ԁ൫ͷଆʹͰ͖Δີͷೱ͍ྖҬͷۙ͘Λ֤ϒϥο

Ϋϗʔϧ͕௨ͬͨʹɺΑΓଟ͘ͷ࣭ྔ͕߱ண͢Δ

ͨΊͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

·ͨɺq = 0.43ΑΓ࣭ྔൺͷେ͖͍߹Ͱɺω ∼
0.2ωbinͰϐʔΫ͕ݟΒΕΔɻ͜Εີͷೱ͍ྖҬ

ࣗମ͕όΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧͱҟͳΔͰճ

స͍ͯ͠ΔͨΊɺͦͷެసपظΛө͍ͯ͠Δͷ

ͱࢥΘΕΔɻ·ͨɺͲͷ࣭ྔൺʹؔͯ͠ɺ࣭ྔͷ

͍ܰ΄͏ͷ࣭ྔ߱ணͷํ͕ɺॏ͍΄͏ͷ࣭ྔ߱

ணΛ্ճ͓ͬͯΓɺ͜Ε͍ܰϒϥοΫϗʔϧͷํ

͕ɺ֎ଆͷԁ൫ʹΑΓ͍ۙͱ͜ΖͰެస͍ͯ͠Δͨ

Ίͩͱ͑ߟΒΕΔɻ

5 Summary

ຊจͰɺҟͳΔ࣭ྔൺΛ༩͑ͨόΠφϦʔܥ

ʹ͓͍ͯɺ3ͭͷԁ൫ͱ;ͨͭͷϒϥοΫϗʔϧͷ͢

ͯΛྖܭҬʹೖΕͯܭΛͨͬߦɻಘΒΕͨ

݁ͱͯ͠·ͣୈҰʹɺͨ͠ܭͲͷ࣭ྔൺͰ֎

ଆͷԁ൫͔Β࣭ྔ߱ண͕͖ͯىɺଆʹ 2ͭͷԁ൫

߱ྔ࣭ʹ͞Εͨ͜ͱ͕͔ͬͨɻ·ͨɺୈೋܗ͕

ணʹप͕ੑظଘ͢ࡏΔ͜ͱ͔֬ΊΒΕͨɻ͜Ε

ɺϒϥοΫϗʔϧͷެసपظ֎ଆԁ൫ͷີͷ

ೱ͍ྖҬͷެసपظʹΑ͍ͬͯΔͱ͑ߟΒΕΔɻͦ

ɺ࣭ྔͷ͍ܰϒϥοΫϗʔϧͷํ͕ɺ࣭ʹޙ࠷ͯ͠

ྔͷॏ͍ϒϥοΫϗʔϧΑΓ࣭ྔ߱ண͕ଟ͍ͱ͍

͏͜ͱ͕ಘΒΕɺ͜ΕઌڀݚߦͰ͋ΔɺHayasaki

et al.2007ͳͲͱҰக͢Δ݁ՌͰ͋ͬͨɻ

6 Present & Future work

Ҏ্ɺόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧͷ߱ணԁ൫ͷܗ

ͱɺ࣭ྔ߱ணͷ༷ࢠʹ্͍ͭͯͰ͖ͨͯݟɻ͜

ͷ߲Ͱɺ۩ମతʹզʑ͕͏͓ߦͱ͍ͯ͠Δڀݚʹ

͍ͭͯ؆୯ʹ৮Ε͓ͯ͘ɻզʑͷతɺྟք߱

ணΛ͍ͯ͜͠ىΔେ࣭ྔόΠφϦʔϒϥοΫϗʔ

ϧͷڀݚͰ͋Δɻ͔ͦ͜ΒಘΒΕΔॏཁͳݱͷҰ

ͭͱͯ͠ɺΞτϑϩʔΛͨ͛ڍɻ·ͣɺୈҰͷ

ඪͱͯ͠ɺόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧͷ໘ີͷ

ؒมԽΛڞͨ͠ܭಉऀڀݚͷܭσʔλ͔Βɺ

ࣹྗΛٻΊɺ߱ணԁ൫͔ΒిࢠཚʹΑͬͯྗΛड

͚ɺΨε͕ۦಈ͞ΕΔ༷ࢠΛ͠ܭΑ͏ͱͯ͠

͍Δɻਤͷ 4ɺͨͬߦ͕ࢲςετܭͰ͋Δɻ͜͜

Ͱɺ߱ணԁ൫ͱͯ͠ɺԑ͕ܘγϡόϧπγϧ

τܘ rsΛ༻͍ͯɺ3rsɺ֎ԑ͕ܘ 1000rsͷඪ४

ԁ൫ (Shakura & Sunyaev 1973)ΛԾఆ͠ɺ߱ணԁ൫

ʹରͯ͠ਨͳ࣠Λॎ࣠ɺͦͷ࣠ʹަ͢Δɺ߱ண

ԁ൫্ʹऔͬͨ࣠Λԣ࣠ͱͯͨ͠͠ܭࣹྗͷϕ

ΫτϧͷਤͰ͋Δɻͨͩ͠ɺ͜͜Ͱԣ࣠ɺॎ࣠ͦ

ΕͧΕγϡόϧπγϧτܘͰ֨نԽ͍ͯ͠Δɻ·

ͨɺҹͷେ͖͞ɺਨ͖ɺਫฏ͖ͷࣹྗ

Λ߹ͨ͠ϕΫτϧͷେ͖͞Ͱ͋Γɺਤʹ͢ΔͨΊɺ

߹ࣹͨ͠ྗͷେ͖͞Λదͳେ͖͞ʹॖখͯ͠
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ͱ͋ΒΘ͞ΕΔɻͨͩ͠ɺMத৺ͷϒϥοΫϗʔ

ϧͷ࣭ྔͰɺṀ ࣭ྔ߱ணͰ͋Δɻ·ͨɺrin 

ԁ൫ͷԑܘͰ͋Δɻ͜ͷ͔ࣜΒɺ࠷ intensity

ͷ͍ڧԑܘۙͰࣹ͘ڧɺ֎ԑํʹ

Εͯɺࣹྗऑ͘ͳΔ͜ͱ͕͔Δɻͭ͜ʹ͘ߦ

Εਤͷࣹͷେ͖͞ͱҰக͍ͯ͠Δɻ·ͨɺਤ

Ͱɺܥͷରশੑ͔Β࣠ۙͰਨ͖ͷࣹ

͕ӽ͠ɺਨํʹΨεਧ্͖͛ΒΕΔ͜ͱ͕

औΕΔɻͯݟ

Λɺ࣮ݯճඪ४ԁ൫ΛԾఆͨ͠ޫࠓɺʹߋޙࠓ

ݩͷόΠφϦʔϒϥοΫϗʔϧͷ߱ணԁ൫ͷೋࡍ

ͷγϛϡϨʔγϣϯσʔλͱͯ͠ɺ͔ͦ͜Βड͚Δ

ࣹΛ࠷͠ܭऴతʹྟք߱ண͍ͯ͠ΔόΠφ

ϦʔϒϥοΫϗʔϧ͔ΒͲͷΑ͏ͳΨεͷਧ͖ग़͠
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アウトフローで探るブラックホールの超臨界降着

北木 孝明 (京都大学大学院 理学研究科)

Abstract

超高光度 X線源と呼ばれる X線で明るい天体が、多数発見されている。典型的な光度は 1039∼41[erg/s]で、

太陽質量のエディントン光度を超えている。この天体現象を説明する立場として、恒星質量ブラックホール

(20太陽質量程度以下)に超臨界降着 (超エディントン降着)が起こっているという考えがある。超エディン

トン光度を持つ天体の周りでは、輻射圧が卓越するために外向きのガスの流れ (アウトフロー)が生じるはず

である。実際に超臨界降着のシミュレーションでは、光速の 10分の 1のアウトフローが生じることがわかっ

ている。これが観測できれば超臨界降着の有力な証拠となる。アウトフローはドップラー効果によって、輝

線や吸収線に大きな影響を及ぼす。現在の観測装置のエネルギー分解能では、超高光度 X線源のスペクトル

にこれらを検出することができず、アウトフローを確かめることができなかった。しかし次世代の観測装置

ならば、鉄の輝線が見えるのではないかと指摘されている。また理論的にも、超臨界降着を利用した輝線の

シミュレーションが未だなされていない。そこで、アウトフローの効果を検証するために、私は簡単化した

モデルで輻射輸送の 3次元シミュレーションを行った。このモデルではモンテカルロ法を用いて、光子とア

ウトフローの相互作用を計算した。その結果、鉄の輝線は出ているが、アウトフローの構造に強く依存した

ドップラー効果で、輝線の幅が大きく広がることがわかった。今後はより詳細な超臨界降着を反映した大規

模シミュレーションに取り組む予定である。本講演では私の行った 3次元シミュレーションの結果を中心に、

超高光度 X線源について紹介する。

1 Introduction

超高光度 X線源と呼ばれる X線で明るい天体が、

多数発見されている。典型的な光度は 1039∼41[erg/s]

であるが、この天体は系外銀河の中心から離れた位

置にあるため、AGN(活動銀河核)ではない。また光

度は太陽質量のエディントン光度を超えているため、

どのような物理過程でこの高光度を実現しているか

が問題となっている。

これを説明する立場として主に次の 2つがある。1

つは恒星質量ブラックホール (20太陽質量程度以下)

に超臨界降着 (エディントン降着を超える降着)が起

こっているという立場で、もう 1つは中間質量ブラッ

クホール (100∼1000太陽質量程度)に亜臨界降着 (エ

ディントン降着を下回る降着)が起こっているという

立場である。この 2つの立場を区別するキーワード

はアウトフローである。エディントン光度は重力と輻

射圧の釣り合いで導かれるため、これを超える光度

を持つ天体の周りでは輻射圧が卓越し、外向きの流

れ (アウトフロー)が生じる。実際、恒星質量ブラッ

クホールへの超臨界降着のシミュレーションでもア

ウトフローが生じることがわかっており、さらにコ

ンプトン散乱の効果も入れると超高光度 X線源のス

ペクトルを良く再現することも近年明らかとなった。

現在観測されているスペクトルには著しい輝線や

吸収線が見受けられない。これはアウトフローが高

温でほとんどの元素が完全電離しているからだと考

えられる。しかしまだ完全電離していない鉄からの

輝線はあるのではないかと指摘されている。

連続光からだけでは超臨界降着に関する物理量を

得るのは難しいが、輝線や吸収線を利用すると系の

温度や密度を見積もることができる。ULXsや超臨

界降着といった現象の解明のためにも、鉄の輝線や

吸収線について調べることは非常に重要である。

2 Methods

シミュレーションにはMONACO(Odaka+)を利用

した。これはガスプラズマの温度場や密度場といっ
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たデータを元に、モンテカルロ法を利用して輻射輸

送を解くフレームワークである。自由電子によるコ

ンプトン散乱だけでなく、光電吸収や光電離、光励

起といった輝線や吸収線への効果も考慮されている。

今回は、アウトフローをトーラスのような簡単な構

造として仮定した。アウトフローは、一様な密度:1.0×
10−8[g/cm3]、一様な温度:8.6[KeV]とし、元素に関

しては太陽組成を用い、電離度は衝突電離を仮定し

て、熱乱流の効果も考慮した。また、アウトフローに

は速度:0.1cを与えた。ここで cは光速である。系の

サイズとしてはシュバルツシルト半径:rg を用いて、

3rg ∼ 100rgである。ただし、ブラックホール質量は

M = 10M⊙とした。光源は原点に点光源を置いた。
これはコロナからの放射を想定している。入射光源

は冪乗則:N(E) ∝ E−2 に従うよう設定した。

3 Results

energy:E[KeV]
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ν
 Fν 
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図 1: シミュレーション結果,赤;vr = 0.1c,青;vr = 0

図 1は inclination angleが 50 ∼ 51[deg]のときの

スペクトルである。

この図を見るとアウトフローの速度をゼロとした

とき (赤色の線)は鉄の輝線 (6.6 ∼ 6.7[KeV])が生じ

るが、速度を 0.1cとすると (青色の線)、鉄の輝線幅

が大きく広がって、連続光と区別つかないほどになっ

てしまうことがわかる。

また鉄のエッジ (∼ 9.3[KeV]あたりの凹み)や、他

の元素の輝線 (4[KeV]以下)も見受けられる。
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図 2: シミュレーション結果,赤;vr = 0.1c,青;vr = 0,

一部拡大

図 2は、図 1の鉄の輝線あたりを拡大した図であ

る。これを見ると元々の輝線は 6.6 ∼ 6.7[KeV]だが、

それが 6 ∼ 7[KeV]ぐらいまで広がっていることがわ

かる。実際、等価幅を計算したところ、赤線の等価

幅:0.117[KeV],青線の等価幅:0.115[KeV]となったた

め、なんらかの理由で輝線が広がったことが考えら

れる。

ここで速度を与えるか否かで、輝線幅の結果が変

わるということは、ドップラー効果の影響が考えら

れる。具体的には

Eobs

Erest
=

√
1− β2

1− β cos θ
(1)

がドップラーの公式である。ここでアウトフローの

速度は β = 0.1で場所によらず一定であるため、輝

線幅を広げるのは cos θの部分となる (θはアウトフ

ローの速度方向と、光子の飛んでいく方向のなす角)。

これはつまり、アウトフローの幾何学的、光学的構

造に依存して輝線幅は広がっている可能性があると

いうことである。

鉄輝線の発生位置を調べたところ、アウトフロー

の表面からでていることがわかった。これは今回設

定したアウトフローの構造では、コンプトン散乱に

よる光学的厚みが大きいためである。具体的に、赤

道面上の動径方向へは τcompton ∼ 10で、赤道面から

z軸方向へは τcompton ∼ 1である。

アウトフローの表面から inclination angle= 50 ∼
51[deg]の方向へ光子が放出されたとして、鉄輝線の
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ドップラー効果を見積もったところ、ラインの広がり

具合は図 2の青線での広がりと consistentとなった。

つまりこのモデルでは、ドップラー効果で鉄の輝

線が広がっているということがわかる。

4 Conclusion

今回の簡単なモデルでは輝線は出ているが、アウ

トフローの構造に強く依存したドップラー効果で輝

線幅が広がることがわかった。今後は超臨界降着の

シミュレーション結果を利用して、鉄輝線に関して

調べていく予定である。
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中間質量ブラックホールによる白色矮星の潮汐破壊現象の
数値流体シミュレーション

川名 好史朗 (東京大学大学院 理学系研究科)

Abstract

中間質量ブラックホール (IMBH)はその存在は確認されつつあるものの、その形成過程や数密度など多くの
謎を残している。IMBHの性質を探求するのに有用な現象の一つに、IMBHによる白色矮星 (WD)の潮汐
破壊現象 (TDE)がある。この現象は、IMBHの近傍をWDが通過する際、強力な潮汐力によってWDが
破壊されるというもので、特に IMBHに近い軌道を通る場合、圧縮・破壊されたWDが核反応を起こし、I

型超新星爆発のような爆発を起こすという興味深い特徴がある。この現象の event rateを観測から制限でき
れば、未知の IMBHの数密度を見積もることができる。核反応の有無は観測されるスペクトルから判別でき
るため、IMBH-WDの TDEのうちどれだけの割合が核反応を起こすかを知ることができれば、event rate

算出の新たな手段を得られる。そこで本研究では、IMBH-WDの TDEに関する数値流体シミュレーション
を行い、TDEに伴う核反応の、IMBHとWDの質量、軌道に対する依存性を調べた。

1 Introduction

ブラックホール (BH)のごく近傍を星が通過する
と、BH の潮汐力によって星が破壊されて、超新星
爆発に相当する量のエネルギーが突発的に解放され
る場合がある。この際、破壊された星の一部は運動
エネルギーを得て非束縛軌道を辿る一方で、一部の
星の残骸は BHに束縛されて、BHに降着しながら
フレアを生じる (Rees 1988)。過去 40年ほどの研究
で、様々な種類のBH、星に対してこの潮汐破壊現象
(Tidal Disruption Event: TDE)の研究が進められ
てきた。その中でも、白色矮星 (WD)が破壊される
現象に関しては、潮汐力によって軌道面に垂直な方
向に収縮したWDが十分高温・高圧になると、原子
核反応を起こして I型超新星爆発に似た現象として観
測されるという興味深い特徴を持つ (図 1)(Rosswog

et al. 2008, 2009)。
　 BH-WDにおける TDEを表す際の基本的な物理
量として、BH、WDの質量MBH、MWD、WDの半
径 RWD をとる。BHとWDの距離が d ≫ RWD の
とき、WDの最外層に働く潮汐力による加速度 atは

at ≃ 2G
MBHRWD

d3
(1)

で表される。ここで、Gは重力定数である。潮汐力
は、BHとWDを結ぶ方向にはWD中心から外向き

に働き、それに直交する面ではWD中心に向かう方
向に働く。WDが破壊されるのは、潮汐力がWDの
自己重力を上回った時となる。この時の dと同程度
のオーダーの値として、潮汐半径 Rt を以下で定義
する。　

　 Rt :=

!
MBH

MWD

"1/3

RWD　　 (2)

式 1より、潮汐力が最も強く働くのはWDが軌道上の
近日点にあるときであるから、Newtonian重力で軌道
を考えた場合の近日点距離をRpとすれば、Rp ≷ Rt

によって、WDが潮汐破壊されるかの判定を行うこ
とができる。そこで、β を次のように定義する。

β :=
Rt

Rp
(3)

β が 1より小さければ潮汐破壊が起こらずに、観測
可能なほどのエネルギーが解放されない。一方で、
β が大きすぎれば、WDが BHのシュバルツシルト
半径 (Rs) 内に入ってしまって観測不可能となって
しまう (Luminet & Pitchon 1989)。図 2 はその制
限を表したもので、WDが破壊される TDEの場合、
MBH ≃ 100−5M⊙ に限定される。一方で、主系列星
などのより低密度な天体が TDEにより破壊される
場合ではMBH > 106M⊙の超大質量ブラックホール
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図 1: IMBH-WDの TDEの概略。(MacLeod et al.

2016)より引用。

によっても天体は破壊されうる。この点から、WD

が破壊される TDEはMBH ≃ 102−5M⊙の中間質量
ブラックホール (Intermidiate Mass BH: IMBH)を
探求する良い指標となっている。
　 IMBHは近年その存在が確認されつつあるが、未
だに多くの点で謎を残しており、その数密度分布に
ついても未知の部分が大きい。IMBH-WDの TDE

が多く観測され、その event rate が制限されれば、
IMBHの密度分布を見積もることに繋がる。これま
でにも IMBH-WDの TDEと思われる現象も観測さ
れており (Shcherbakov et al. 2013)、次世代の突発
的現象観測 (the Zwicky Transient Facility や the

Large Synoptic Surveyなど)により、さらに多くの
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図 2: BH-WDの TDEが起こる領域。赤、緑、青色
の線はそれぞれMWD = 0.2, 0.6, 1.2M⊙ の場合の、
TDEの起こる領域の境界線を示している。

IMBH-WDのTDEの観測が期待される。IMBH-WD

の TDEの中でも、核反応を伴うものと伴わないも
のがあるが、その有無によって放射源の化学組成が
変わるため、観測されるスペクトルによってこれら
を判別することが出来る。よって、TDEのうちどれ
だけの割合が核反応を起こすのかが分かれば、核反
応が有る場合と無い場合の、それぞれの観測頻度か
ら event rateを見積もることができ、event rate算
出の新たな手段を得られる。
　そこで本研究では、MWD、MBH、βをパラメータ
として動かしつつ、IMBH-WDの TDEの数値流体
シミュレーションを行い、核反応の有無のこれらのパ
ラメータに対する依存性を調べた。同様のパラメー
タサーベイを行った研究もあるものの (Rosswog et

al. 2009)、そこでのパラメータの刻み幅は荒く、具
体的にどれだけの割合のWDが核反応を起こすのか
を見積もることは不可能である。本研究では先行研
究よりもパラメータの刻み幅を細かく取り、核反応
の有無を調べた。　　　　

2 Methods

本研究では Smoothed Particle Hydrodynamics

(SPH)法を用いて、IMBH-WDのTDEの数値流体シ
ミュレーションを行った。WDを 49152体の SPH粒
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子で表し、IMBHは原点に固定された重力ポテンシャ
ルとして扱った。IMBHの重力ポテンシャルはmod-

ified Paczyński-Wittaポテンシャルによって評価し
(Paczyńsky &Witta 1980; Rosswog 2005)、相対論的
な効果を考慮した。WDの状態方程式にはHelmholtz

　 Equation of State (EOS)を採用した (Timmes &

Swesty 2000)。核反応の計算には、13種の原子核の
α-chain reaction networkを考慮した Aprox13を用
いた (Timmes et al. 2000)。Helmholtz EOSと核反応
の計算には the Center for Astrophysical Thermonu-

clear Flashes at the University of Chicagoで開発さ
れた FLASHのモジュール を利用した。また、計算
のフレームワークとして FDPSを用い、計算の並列
化、最適化を行った (Iwasawa et al. 2015, 2016)。
　WDの位置、速度の初期条件については、Newto-

nian重力で考えた場合で放物線軌道となるようにし、
初期の IMBH-WD中心間の距離を 2Rt として与え
た。計算の終了時刻は、WDが最初に潮汐破壊を受け
たことによる核反応が収束するまでとし、束縛された
WDの残骸が再び IMBHに接近し降着する前に計算
を終えた。この条件の下で、MWD、MBH、βをパラ
メータとしてパラメータサーベイを行った。MWDに
ついては 0.2, 0.6, 1.2M⊙ の 3通りを取り、それぞれ
の場合について、WDの化学組成を 4He 100%、12C

50% 16O 50%、16O 60% 20Ne 35% 24Mg 5%とし
た。これらの 3 通りの場合において、1 ≤ β ≤ 5、
101.0 ≤ MBH[M⊙] ≤ 105.5 の範囲で β とMBH を変
化させてシミュレーションを行った。核反応によっ
て生じたエネルギーEnucを計算し、核反応の有無を
調べた。

3 Results & Discussion

計算結果を図 3に示す。以下に、得られた結果に
ついての考察を記す。
　まず、MBH が大きい側において、Rs = Rt の境
界線よりも内側にあるにも関わらず、WDが完全に
IMBHに吸い込まれているという結果が得られた。こ
の理由としては、図中のRs = Rtの線はNewtonian

重力で評価して得られる線であり、一方で今回のシ
ミュレーションではmodified Paczyńsky-Wittaポテ
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図 3: 各パラメータにおける、IMBHに吸い込まれ
たWDの質量と Enucのプロット。Enucのグラフに
おける×の点は、WDが完全に BHに吸い込まれて
しまったことを表している。実線は図 1の、TDEの
起こる領域の境界線に相当する。

ンシャルによる相対論的重力を考えていることが挙
げられる。相対論的重力はNewtonain重力よりも強
く作用するため、WDが IMBHに吸い込まれやすく
なり、このような結果になったと考えられる。
　また、βとMBHについては、いずれのMWDにお
いても、核反応の有無は概ね βに強く依存し、MBH

に対する依存性は弱くなっている。これは、式 (1-3)

よりNewtionian重力で考えた場合の、近日点におけ
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る潮汐力の β とMBH に対する依存性が、

at ∝ MBHRWDR
−3
p (4)

= β3 MWD

R 2
WD

(5)

となっていることから説明できる。しかし、式 5では
完全にMBHに対する依存性がないにも関わらず、計
算結果ではMBH ≃ 102−2.5において、核反応に必要
な βの値が大きくなっている。これについては、現在
は相対論的な重力でシミュレーションを行っており、
Rsに近づけば IMBHによる重力が Newtonianに比
べて大きくなり、それに伴い潮汐力も大きくなってい
るためと考えられる。βを固定し、MBHを動かして
考えると、MBH ≃ 102−2.5の外側の領域に行くほど、
WDは IMBHの Rsに近づき、より強い潮汐力を受
けて圧縮されるため、核反応が起きやすくなり、上
述の結果になったと説明できる。また、Rp ≫ RWD

が成りたない場合では式 1の近似は有効でなく、式
1による評価よりも、実際の潮汐力が大きくなるこ
とも影響すると考えられる。
　MWDに対する依存性を考察すると、軽いWDの
方が核反応が起きにくくなっているのがわかる。こ
れは、WDではMWD が小さいと RWD が大きくな
り、式 5から潮汐力が小さくなることに起因すると
考えられる。また、軽いWDでは中心密度、中心温
度が小さいため、強い圧縮を受けなければ核反応が
起こらないことも、影響として挙げられる。

4 Conclusion

今回は 3通りのMWD について TDEに伴う核反
応の有無を調べたが、今後はMWD についてもより
細かい刻み幅でパラメータとして動かし、将来の観
測に向けた、より詳細な IMBH-WD TDEのテンプ
レートを作成する。また、現在は IMBHの重力ポテ
ンシャルをmodified Paczyńsky-Wittaポテンシャル
で評価しているが、WDが Rs に接触する領域を考
えていることから、より正確な相対論的重力を用い
て評価することにより、シミュレーションを改善す
る予定である。
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X線新星V404 Cygのアウトバーストにおける規則的な可視短時間変動
の発見

木邑 真理子 (京都大学大学院 理学研究科)

Abstract

2015年 6月中旬から 7月初旬にかけて、ブラックホール X線新星 V404 Cygはおよそ 26年ぶりにアウト
バーストを起こした。私達は、このアウトバーストの VSNET(国際変光星ネットワーク)を通じた国際共同
可視測光観測を行った。その結果を報告する。可視データの解析の結果、V404 Cygの激しい短時間変動 (振
幅: 0.1−2.5 mag,周期: 5 min−2.5 hours)が、他のブラックホール連星 GRS 1915+105でエディントン光
度 (LEdd)近くに達している時期に見られる、規則的な X線短時間変動の形とよく似ていることを発見した。
これは、今まで X線でしか観測できないと思われていた、ブラックホール近傍の放射エネルギーの振動現象
を可視光で初めて捉えたことを意味する。また、X線の同時観測データの解析により、このような規則的な
短時間変動は光度がおよそ 0.01LEdd でも起こっていたことがわかった。これは、GRS 1915+105に見受け
られるのと同種の変動は光度が高いときに起こるという従来の定説を覆すものである。今回の観測結果から、
降着円盤を持つ天体に広く作用する、未知の円盤不安定性の存在が示唆される。

1 Introduction

X線新星は、主星がブラックホールまたは中性子
星、伴星が晩期型星である近接連星系の一種であり、
X線や可視領域で不定期にアウトバーストと呼ばれ
る急激な増光現象を示す。アウトバーストが起こる
と、最初の 10日程でX線光度が静穏時の 100倍以上
も上昇し、その後数十日から数百日かけて減光し、静
穏時の明るさに戻る。アウトバーストが起こる間隔
は数年から数十年と様々である (Tanaka & Shibazaki

1996)。このような間欠的なアウトバーストは、水素
の部分電離に伴う熱不安定性により降着円盤の状態
が変化し、円盤にガスが溜まる暗い状態と、ガスが主
星に降着する明るい状態を交互に繰り返すために起
こると考えられている (see e.g., Kato et al. 2008)。
V404 Cygは、地球からおよそ 7800光年離れたと
ころにある、主星に 9M⊙のブラックホールを持つX

線新星である (Khargharia et al. 2010; Miller-Jones

et al. 2009)。この天体は 1938年に新星として発見さ
れ、その後 1989年に日本の衛星「ぎんが」によって
X線新星と同定された (Makino 1989)。過去の観測
から、X線で激しい変動を示すことが知られている
(Życki et al. 1999)。2015年 6月 15日、Swift/BAT

(Burst Alert Telescope)によって V404 Cygからの
ガンマ線が観測され (Barthelmy et al. 2015)、そのお
よそ 3分後にTaiwanese-American Occultation Sur-

vey(TAOS) によって可視光での増光が確認された
(Chen et al. 2015)。V404 Cygのアウトバーストは
およそ 26年ぶりであり、CCDの発明以後では初と
なるものであった。6月 16日から、私達は、私達の
研究グループが主導する組織である VSNETを通じ
た可視連続測光観測を行った。

2 Observations and Analysis

本研究では、VSNET collaboration teamとTAOS

team, ロシア宇宙科学研究所の協力によって世
界 26 カ所で行われた可視測光観測のデータを使
用した。また、American Asociation of Variable

Star Observers(AAVSO) の可視観測データ 1 も使
用した。X 線データ解析には、Swift 衛星の Burst

Alert Telescope(BAT) の 15–50[keV], X-ray Tele-

scope(XRT)の 0.5–10[keV], INTEGRAL衛星の Im-

ager on Board the Integral Satellite(IBIS)/CdTe ar-

1< http : //www.aavso.org/data/download/ >.
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ray(ISGRI)の 25–60[keV]のデータ 2 を使用した。

3 Results

3.1 Optical Light Curves

V404 Cygの 2016年 6–7月のアウトバースト全体
の光度曲線を図 1(上)に示す。期間はおよそ 18日と
短く、ゆっくりとした増光と急激な減光が特徴であっ
た。アウトバースト全体を通じて激しい変動が観測
され、その変動は Swift/BATの γ線アラートの 2分
30秒後から始まっていた (図 1(下))。
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図 1: (上)V404 Cygのアウトバースト全体の V バ
ンドの光度曲線。白丸は 1日ごとの平均等級を表す。
横軸はアウトバースト開始からの時間である。(下)

アウトバースト発生から 2分 30秒後の変動。赤、黄
色の点はそれぞれ、RCバンド、clear filterの連続測
光観測を示す。

2http://www.isdc.unige.ch/integral/analysis#QLAsources

3.2 Large-amplitude and Short-term

Optical Variations

図 1の光度曲線を詳細に調査したところ、規則的
なパターンを持つ可視短時間変動が発見できた。変
動は、(1)30–150分程度の周期、2–2.5 magの振幅の
大きい変動、(2)5分程度の周期、0.5 mag程の振幅
の小さい変動の二種類に大まかに分けることができ
た。代表例を図 2に示す。これらの変動は、タイム
スケールは 5倍程大きいものの、他のブラックホー
ル連星GRS 1915+105や IGR J17091−3624で見ら
れる規則的な変動と非常によく似ている。
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図 2: V404 Cygのアウトバースト中の短時間変動。
(上)周期: ∼30–150分、振幅：∼1–2.5 magの激しい
変動の一例、(下)周期: ∼5分、振幅：∼0.1 magの細
かい変動。ピンク色の点と緑色の点は、それぞれ IC

バンド、V バンドの可視連続測光観測データである。
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3.3 Correlation between Optical and

X-ray Variations

可視、X線同時観測データ光度曲線を比較したも
のが図 3である。X線変動の方が振幅は大きいもの
の、両者の激しい短時間変動に良い相関があること
が見てとれる。
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図 3: V404 Cygのアウトバースト中の X線と可視
光の同時観測データ。紺色、ピンク色、緑色の点はそ
れぞれ、INTEGRAL IBIS/ISGRIの X線観測デー
タ、ICバンド、V バンドの可視連続測光観測データ
である。

3.4 Bolometric Luminosity

今回のアウトバースト中の激しい可視光変動は、
アウトバーストのごく初期から最後まで観測され
た。X線の光度曲線から全放射光度を求め、図にし
たものが図 4である。この図を見ると、アウトバー
ストの初期や終わりかけの光度が低い時期にも規則
的な可視短時間変動が起こっていたと分かる。実際
に、BJD 2457191.35–2457191.60, BJD 2457192.34–

2457192.70, BJD 2457200.60–2457200.76 という短
時間変動が観測されていた時期の平均の全放射光度
はそれぞれ、∼0.015LEdd, ∼0.07LEdd, ∼0.06LEddで
あった。
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図 4: X線の光度曲線から求めた、V404 Cygのアウ
トバースト中の全放射光度。黒色と赤色はそれぞれ、
Swift/BAT, INTEGRAL IBIS/ISGRI の X 線観測
データから求めた光度を表している。カラーバーは、
可視短時間変動が観測されていた時期を示している。

4 Discussion

3.1章で示したように、2015年 6–7月のV404 Cyg

のアウトバーストの持続期間は、典型的な X 線新
星のアウトバーストの数十日から数百日よりもかな
り短く、光度曲線も典型的な FRED(Fast Rise and

Exponencial Decay)型 (Chen et al. 1997)とは異なっ
ていた。全体の光度曲線が緩やかに増光していたこ
とから、今回のアウトバーストは円盤の内側でアウト
バーストの引き金がかかり、それが円盤外側に徐々に
伝わるという inside-out型 (Osaki 1996 for a review)

であったことが分かった。
今回のアウトバースト中に観測された変動 (3.2章

参照)は、他のブラックホール連星 GRS 1915+105

で観測されている X線変動 (Fender & Belloni 2004

for a review)と非常に良く似た規則的なパターンを
持つ可視短時間変動であった。X線連星における規
則的な可視光変動の発見は世界初である。これらの
変動は、3.3章で述べたように同時観測のX線変動と
良い相関があり、可視光でも X線で観測しているブ
ラックホール近傍の活動現象を捉えていたことが明
らかになった。また、X線同時観測データから全放射
光度を求めることで、今回のアウトバースト中の規
則的な可視光変動は、エディントン光度の 100分の



36

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

1程度の低光度でも起こっていることが分かった。今
まで他のX線連星で観測されていた規則的なX線光
度変動 (see e.g., Belloni et al. 2000; Altamirano et

al. 2011; Bagnoli & in’t Zand 2015)は、エディント
ン光度近くの高光度でしか発現していなかった。さ
らに、その規則的な変動を説明する理論として、降
着円盤の内側の温度が 107[K]程度になるとき、内側
の円盤が放射圧優勢となり、タイムスケールが数十
秒程度のリミットサイクル不安定性を起こすという
ものが現時点で広く受け入れられている (Janiuk &

Czerny 2011)。この円盤不安定性は光度がエディン
トン光度近くでなければ発現せず、エディントン光度
が X線連星における短時間変動を引き起こす重要な
パラメータであると考えられていた。しかし、V404

Cygの可視短時間変動は光度が低いところでも発見
されたため、このような既存の理論を覆す結果となっ
た。加えて、X線変動に対する可視光変動の遅れと
多波長 SED解析により、可視光の起源は、円盤内縁
部から放射された X線の、円盤外側の低温領域での
吸収・再放射であると分かった (詳細は Kimura et

al. 2016参照)。このような変動がなぜ起こるのかは
未だ明らかになっていない。しかし、X線や可視領
域で激しい短時間変動が見られる天体は全て軌道周
期が長いため、軌道周期が長く降着円盤が大きくな
りやすい天体に特有の円盤構造が関わっているので
はないかと示唆される。

5 Conclusion

2015年 6–7月に起こった 404 Cygのアウトバース
トについて、私達は以下の 2つの新規性を持つ光度
変動を発見した。

• X線連星では世界初の発見となる、規則的なパ
ターンを持つ可視光変動

• エディントン光度の 100分の 1程度の低い光度
での変動

このような光度変動から、コンパクト天体周囲に
降着円盤を持つ天体に広く作用する可能性のある、未
知の円盤不安定性の存在が示唆される。
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フェルミガンマ線宇宙望遠鏡によるCygnus X-3の解析
林　直志 (立教大学大学院 理学研究科)

Abstract

Cygnus X-3はマイクロクエーサーと呼ばれる天体の１つであり、相対論的なジェットを放出する。Cygnus

X-3はジェットが放出されているとされる時期にガンマ線が観測されている。ガンマ線放射機構の候補とし
て逆コンプトン散乱か π0 崩壊によるものではないかと考えられているものの、明らかになっていない。本研
究ではフェルミガンマ線宇宙望遠鏡を用いて Cygnus X-3の解析を行った。相対論的なジェットを放出して
いると考えられるフレア期間のみにしぼりエネルギースペクトルを調べたところ、逆コンプトン散乱のスペ
クトルの特徴である Power Lawになり、π0 崩壊の特徴である数 100 MeVでの折れ曲がりは存在しなかっ
た。このことから Cygnus X-3のガンマ線放射機構は逆コンプトン散乱によるものだと明らかになってきた。
また、フレア期間のみガンマ線が観測されると考えられてきたが、Cygnus X-3から 0.48°の位置に存在す
る PSR J2032+4126の影響を抑える off-pulse解析をしたことによりフレア期間以外にも Cyg X-3からと
思われるガンマ線が観測された。

1 Introduction

マイクロクエーサーはブラックホールまたは中性
子星のコンパクト天体と恒星の連星であり、恒星か
らコンパクト天体に質量降着して降着円盤を形成し
ている。マイクロクエーサーの大きな特徴は相対論
的なジェットを放出することである。同じく相対論的
なジェットが放出される活動銀河核のクエーサーと
比べ中心天体の質量が 7-8桁以上も違うにもかかわ
らず、ジェットや降着円盤など様々な特徴が一致して
いることから、同様のメカニズムでジェットが放出さ
れていると考えられている。マイクロクエーサーは
クエーサーに比べジェットの時間スケールが短いた
めジェットのメカニズムを探るのに適している。
Cygnus X-3 は白鳥座領域に存在するマイクロク
エーサーの１つであり、コンパクト天体（ブラック
ホールか中性子星か議論中）と青色巨星のWolf-Rayet

星からなる連星である。公転周期が 4.8hと大変短い
周期で公転している。Cygnus X-3からのガンマ線は
Fermi衛星によって初めて観測された。ガンマ線を含
む様々な波長帯で観測、研究をされている。Cygnus

X-3はマイクロクエーサーでガンマ線が観測される
数少ない貴重な天体である。

2 Observations & Analysis

Fermi衛星は 2008年 6月に打ち上げられた。軌道
周期は約 90分、LATと GBMの 2種類のガンマ線
検出器を搭載している。LATは入射してきたガンマ
線を電子陽電子対生成させ生成された電子、陽電子
の飛跡、エネルギーを計測することによって入射ガ
ンマ線の到来方向、エネルギーを測定する。20MeV-

300GeVのエネルギー帯、全天の 20%を常に観測し
ており、2周期（3時間）で全天を観測する。GBM

は LATよりも広い範囲を観測しており突発的な現象
を素早く感知する。本研究では LATによるデータを
用いた。　
今 回 解 析 に 用 い た デ ー タ は LAT の

2008/08/05(MJD54683) - 2016/06/21(MJD57560)

の期間のエネルギー 100MeV-10GeV、Cygnus X-3

から半径 20°までのデータを用いた。解析には
NASAの Fermiチームの開発した Science Toolsを
用いた。ガンマ線は X線と比べて光子の到来数が少
ないため解析法として最尤法を用いる。最尤法では
有意度として Test Statistic(TS) を用いる。TS は√
TS ≃ σと近似することができる。
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図 1: Cygnus X-3の 1daybin light curve (MJD54683-57560), 青の期間はフレア期間 (表 1), 上段:100MeV-

10GeVでの Flux [10−6photons cm−2s−1],下段:TS 点線は TS=9

3 Results

まず Cygnus X-3からのガンマ線を観測できる期
間を調べるために 1日ごとの Cygnus X-3からのガ
ンマ線の Fluxを調べ Light Curveを作成した。
作成した Light Curveを図 1に示す。図 1の上段
が Cygnus X-3からの Flux、下段が TSを示してお
り、点線は TS = 9で 3σの有意度に相当する。
図 1より、Cygnus X-3の Fluxが長期間にわたっ
て上昇しているフレア期間が 4期間あることがわか
る（表 1）。

表 1: 図 1の青で示したフレア期間
期間

2008/10/16 - 2008/12/16 (MJD 54755-54806)

2009/06/13 - 2009/07/31 (MJD 54995-55043)

2011/01/25 - 2011/02/16 (MJD 55586-55608)

2016/01/13 - 2016/01/27 (MJD 57400-57414)

また、TS > 9を観測した binは 4期間以外も含め
て 85bin存在した。
TS > 9を観測した binのみを用いて図 2の Cygnus

X-3のエネルギースペクトルを作成した。
図 2よりCygnus X-3のフレア時のエネルギースペ
クトルは Photon Index = 2.66± 0.05 の Power Law

であることが明らかになった。このPhoton Indexは
(Abdo et al. 2009)の結果と一致している。

図 2: TS > 9を観測した 85binでの 100MeV-10GeV

のエネルギースペクトル

Cygnus X-3 の周囲には非常に明るいパルサーが
3つ存在する。中でも最も近い PSR J2032+4126は
Cygnus X-3 から 0.48°の場所に位置しているため
Cygnus X-3を見えづらくしている。パルサーは自転
することで磁極が見え隠れし、2つのパルスが 1phase

ごとに現れる。TEMPO2というソフトを用いてイベ
ントから PSR J2032+4126の pulse部分の時間を抜
く off-pulse解析をすることによって全イベントの 8

割を残したまま、PSR J2032+4126を取り除くこと
ができる。
off-pulse解析ができる期間は PSR J2032+4126の



40

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

図 3: off-pulse 後の Cygnus X-3 の 1daybin light curve (MJD54690-56912), 青の期間はフレアの起きて
いない期間 (MJD55622-56912), 上段:100MeV-10GeVでの Flux [10−6photons cm−2s−1], 下段:TS 点線は
TS=9

図 4: PSR J2032+4126の off-pulse前後でのカウン
トマップ (6°× 6°, 100MeV-10GeV), 中心はCygnus

X-3の位置, 左:off-pulse前, 右:off-pulse後

周期などの情報が調べられているMJD54690-56912

の期間となる。
off-pulse をしたイベントを用いて作成した Light

Curveを図 3に off-pulseをする前とした後のカウン
トマップを図 4に示す。図 4より Cygnus X-3の左
上に存在する PSR J2032+4126 が off-pulse 後消え
ていることが確認出来る。
図 1と図 3を比較してみると図 3ではパルサーの影
響が小さくなったためTSが全体的に向上し、フレア
期間以外でも TS > 9を超える binが多く見られた。
このTSの上昇がCygnus X-3によるものであればフ
レア期間以外でも頻繁にガンマ線を放射しているこ
ととなる。Cygnus X-3からのガンマ線は伴星によっ

て主星が見え隠れすることによって公転周期の 4.8h

で強度変化を起こす (abdo et al. 2008)。フレア期
間でないと考えられる図 3の青の期間 (MJD55622-

56912) で TS > 9 を観測した bin(43bin) に対して
4.8hの phase分けを行い、Cygnus X-3からのガン
マ線が強い期間 (phase < 0.08 ∥ phase > 0.63)と弱
い期間 (0.08 < phase < 0.63)の 2つに分けた。そ
れぞれのイベントを用いて作成した TSマップを図
5に示す。TSマップとはピクセルごとに最尤法を行
い TSを求めた有意度マップである。

図 5: フレア期間以外 (図 3 の青の期間) での TS

マップ (3°× 3°, 100MeV-10GeV), 左:Cygnus X-3

からのガンマ線が弱い期間 (0.08 < phase < 0.63),

右:Cygnus X-3からのガンマ線が強い期間 (phase <

0.08 ∥ phase > 0.63)

図 5で中心の Cygnus X-3の位置の TSは弱い期間
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は 62、強い期間は 82で違いが現れた。

4 Discussion & Conclusion

ガンマ線は加速された電子、陽子によって生成さ
れる。Cygnus X-3の場合ジェットによって電子、陽
子が加速されていると考えられており、電子起源の
場合は逆コンプトン散乱、陽子起源の場合は π0崩壊
によってガンマ線が生成されていると考えられてい
る。しかしながらどちらが起源であるか明らかになっ
ていない。
電子起源の場合には加速された電子がWolf-Rayet

星か降着円盤からのエネルギーの低い光子と逆コン
プトン散乱を起こし、光子がエネルギーを受け取っ
てガンマ線になる。陽子起源の場合には加速された
陽子がWolf-Rayet星の星風と衝突し π0を生成、生
成された π0がすぐに崩壊し２つのガンマ線を生成す
ると考えられている。
本研究により Cygnus X-3のエネルギースペクト
ルが Power Lawになっていることが明らかとなった
（図 2）。逆コンプトン散乱によるガンマ線放射の場合
エネルギースペクトルはPower Lawとなり、π0崩壊
によるガンマ線放射の場合には数 100MeVに折れ曲
りをもつエネルギースペクトルとなる。図 2には数
100MeVの折れ曲りは存在せず、Power Lawとなっ
ている。したがって Cygnus X-3のガンマ線放射機
構が π0崩壊ではなく逆コンプトン散乱で、電子起源
であることが示唆される。
Cygnus X-3はフレア期間以外では周りのパルサー
などの明るい天体によって隠されており観測できて
いなかった。今回 off-pulse解析したことで最も近く
に存在するパルサー (PSR J2032+4126)の影響が小
さくなりフレア期間以外でも Cygnus X-3の TSの
上昇が確認された（図 3）。さらに、このフレア期間
以外の放射を Cygnus X-3の公転周期である 4.8hの
周期的解析をして違いが現れたことから TSの上昇
が Cygnus X-3のガンマ線放射による影響だという
ことが示唆される。このことから Cygnus X-3はフ
レア期間以外にも頻繁にガンマ線を放射している可
能性があることがわかった。今後この点に関してよ
り詳細に検討を行う予定である。

Reference
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強磁場中性子星マグネターにおけるナノフレア加熱モデル

竹重　聡史 (京都大学大学院理学研究科 宇宙物理学教室）

Abstract

近年観測技術の発展から、一般的な中性子星 (∼ 1012G)よりも非常に強い磁場をもつ中性子星 (∼ 1015G)

としてマグネターという天体が発見されている。マグネターの一部は巨大なフレア現象 (∼ 1042−46erg)を起

こすことで発見され、このフレアはその豊富な磁気エネルギーによって駆動されると考えられている。また

観測によって、マグネターからの定常的な放射から得られる有効温度 (∼0.4 keV)は一般的な中性子星の温

度 (∼0.08 keV)よりも高いことが知られている (Vogel et al. 2013)。本研究ではこの温度の違いが定常的な

磁気エネルギーの解放による加熱の結果と考えた。天体表面における定常的な磁気エネルギーの解放過程と

して、本研究では太陽コロナにおけるナノフレアモデルを応用することを試みた (Parker 1988)。このモデ

ルでは、太陽コロナ下層のスケールハイト程度の大きさの磁気ループに、表面運動によってエネルギーを注

入する。この磁気エネルギーは磁気リコネクション過程を通して観測を説明出来るような短いタイムスケー

ルで変換される。太陽フレアの標準モデルでは、解放されたエネルギーが電子による熱伝導によって大気下

層に運ばれることで高温の磁気ループが形成され、このプラズマが放射冷却で冷えることによってフレアの

光度曲線が指数関数的に減衰していくと考えられる。そこで本研究では注入されたエネルギーが閾値を越え

るとエネルギー解放が起きると仮定し、この閾値をパラメータとして磁気リコネクションによる加熱とエネ

ルギー輸送、表面で加熱されるプラズマからの放射で定常放射を説明することを試みた。過去の理論的な研

究から、マグネターのフレアではエネルギー輸送過程として、電子による熱伝導よりも光子による放射が有

効であることが示唆されている (Masada et al. 2010)。本研究ではこれを考慮して加熱と冷却のバランスを

考えることでモデルを構築し、ナノフレアの起こるタイムスケールやその頻度、また光度曲線の減衰するタ

イムスケールの物理量依存性を調べた。

1 Introduction

マグネターは一般的な中性子星 (B ∼ 1011−13G)よ

りも強い磁場をもつ (B ∼ 1014−15G)の強磁場をもつ

中性子星である。マグネターは SGRs(Soft Gamma-

ray Repeater)と AXPs(Anomalous X-ray Pulsars)

の二種類の天体として観測されてきた。SGRs は γ

線で、1044 ∼ 1046ergのエネルギーを 10ms のオー

ダで放出するフレア現象を起こす天体として発見さ

れ、AXPs は通常のパルサーよりも X 線で明るく

輝く天体として分類されるが、近年は二つの種族は

同様の天体の別の活動性を観測しているとも考えら

れている。観測されるマグネターはいずれも孤立中

性子星であり、これらの活動性は質量降着による重

力エネルギーの開放では説明できず、また単位時間

あたりの自転エネルギーの減少量よりも定常的な放

射光度が大きい天体が複数観測されている。そのた

め、マグネターはその磁気圏および内部に豊富に蓄

えられた磁気エネルギーを何らかの物理機構を通し

て解放していると考えられる。マグネターの定常的

な X線放射は (1034 ∼ 1035erg/cm2 · s)は一般的な
中性子星の放射よりも明るいことが知られており、

その有効温度を比較すると、マグネターの表面温度

(Teff,mag ∼ 7 × 106K)は一般的な中性子星よりも高

い。本研究ではマグネター表面での定常的な磁気エ

ネルギーの開放による表面加熱によって、定常放射

の違いを説明できる理論モデルの提案を行う。

マグネター表面を加熱するモデルとして、過去の理

論的な研究では天体の内部から波動としてエネルギー

を注入し、その表面での散逸で加熱するモデルが考え

られている (Beloborodov & Li 2016)。Beloborodov

& Li (2016)ではいくつかのエネルギー輸送過程およ

びその散逸過程を仮定し、表面温度を説明できるモ
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デルが存在することを示しているが、この研究では

天体の大気表面でのフレアによる加熱が重要である

可能性が示唆されている。マグネターにおけるフレ

ア現象は過去にも複数観測されており、 SGR にお

ける巨大フレア、 trangient なマグネターにおける

intermidiate flareなどが観測されている。これらの

フレアを駆動する物理過程の候補として、過去の理

論的な研究では磁気リコネクションによるフレアモ

デルや表面構造の急激な崩壊によるグリッチモデル

が考えられている。しかし、マグネターの定常的な光

度曲線ではフレア現象は直接観測されていないため、

定常的な加熱を説明できるようなフレアは非常に短

いタイムスケールでのフレアであることが考えられ

る。本研究ではマグネター同様に、磁気エネルギー

の定常的な開放によって加熱されている太陽コロナ

でのナノフレア加熱モデルに注目し、磁気リコネク

ションによる加熱と放射冷却を考えることで、定常

的な放射を説明できる理論モデルの構築を試みた。

2 Nanoflares on a surface of

magnetars

まず太陽コロナにおける定常的な加熱モデル

(Parker 1988) をマグネターに適用する。このモデ

ルでは天体表面の磁気ループに表面運動を通してポ

インティングフラックスとしてエネルギーを注入し、

これを磁気リコネクションによって解放することで

天体表面の加熱を説明することを試みる。図 1のよ

うにシアー速度 vsによってポインティングフラック

スが注入されるとき、空間スケール L程度の初期磁

場 B0 に垂直な方向の磁場強度 B⊥ は

B⊥ =
vst

L
B0, (1)

と表すことが出来る。このとき、パラメータ Crec ≡
B⊥/B0が閾値を越えると磁気リコネクションによっ

てエネルギーが解放されると仮定すると、フレアが

起こるために必要なエネルギーを貯めるのに必要な

タイムスケール τnf は

τnf = Crec
L

vs
, (2)

と表される。表面温度を定常に保つためには、注入

されるポインティングフラックスと表面放射が同程

度である必要があるので、

1

4π
(vsB⊥)B0 ∼ σT 4

∗ ∼ L∗

4πR2
∗

(3)

が成り立つ。ここで T∗ はマグネターの表面温度、

L∗ は表面光度、R∗ は半径を表す。観測から L∗ ∼
1035erg/s、R∗ ∼ 106cmとし、いま Crecを 0.5と仮

定すると

vs ∼ 2× 10−7

(
Crec

0.5

)−1 (
B0

1015G

)−2

cm/s, (4)

が得られる。またこのときの τnf は

τnf ∼ 2× 107
(
Crec

0.5

)2 (
B0

1015G

)2 (
L

10cm

)
s, (5)

であり、長さ L 程度の磁気ループは星表面に

4πR2
∗/L

2程度存在すると仮定すると、単位時間当た

りのナノフレアの回数 fnf は

fnf =
Nloop

τnf

∼ 104
(
Crec

0.5

)−2 (
B0

1015G

)−2 (
L

10cm

)
s−1,

(6)

として表される。また、一度のナノフレアで解放さ

れるエネルギー Enf は

Enf =
1

4π
B2

⊥L
2vsτnf

∼ 1031
(
Crec

0.5

)3 (
B0

1015G

)2 (
L

10cm

)3

erg (7)

として与えられる。

3 Discussion

ナノフレア過程で解放されたエネルギーがどのよ

うにマグネター表面を加熱するかを考える。太陽フレ

アでは、磁気リコネクションで解放されたエネルギー

の一部は電子による熱エネルギーによって太陽表面

へ運ばれる。マグネターにおけるナノフレアでは、エ

ネルギー輸送を担うのが電子でなく光子による放射

およびアルフベン波が有効であることが過去の研究
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で示唆されている (Masada et al. 2010; Beloborodov

& Li 2016)。ここではどのようにナノフレアによる

エネルギー輸送が起こるかを議論する。

まず図 2のように、磁気リコネクションに伴って

発生するアルフベン波によってマグネター表面へエ

ネルギーが輸送される。これによって熱化されたプ

ラズマが蒸発することで磁力線に沿って高温のフレ

アループが形成される。このフレアループからの放

射が等方的であると仮定すると、十分小さなループ

を考えているとき加熱される面積 ABB は

ABB ∼ πL2
BB

∼ π(R∗ + L)2 −R2
∗

∼ 2πR∗L ∼ 6× 107
(

L

10cm

)
cm2. (8)

で与えられる。放射された光子はマグネター表面の

ある深さで熱化するが、この深さ lBB をエネルギー

から見積もる。Masada et al. (2010)によるとマグネ

ターの表面の密度を ncr とすると、核子あたりのエ

ネルギーは

εtot ∼ εlat + εin

∼ 10−18n
1
3
cr + 10−10, (9)

で与えられる。この第一項が光子のエネルギーと同

程度になるということから

erad ∼
∫ lBB

0

4πncr(z)εlatdz (10)

によって

lBB ∼ 40cm (11)

が得られる。この高密なプラズマが蒸発して T∗ で

放射をおこなうと考えると、冷却のタイムスケール

τcool が

τcool ∼
nkBT∗

σT 4
∗ /L

∼ 0.1s (12)

と得られる。この結果は観測されているマグネター

表面のホットスポットの面積と光度の関係をよく説

明する。

図 1: マグネター表面でのナノフレアの模式図。

4 Conclusion

本研究では、強磁場中性子星マグネターの表面が

加熱される機構について、マグネター同様に磁気エ

ネルギーを定常的に解放しているとされる太陽コロ

ナにおけるナノフレアモデルを応用した理論モデル

構築を試みた。本研究では注入された磁気エネルギー

が磁気リコネクションによって解放されることを仮

定することで、放射されるエネルギーについてはよ

く説明出来ることを示した。このモデルではどのよ

うに磁気リコネクションが起こるかはパラメータと

してしか扱っていないため、マグネターの表面にお

いてどのように磁気リコネクションが起きるか数値

シミュレーションを含めた理論的な研究を行うこと

は今後の課題である。
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図 2: ナノフレアによるエネルギー解放によるフレア

ループ形成の模式図。
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パルサーを中心とする少数多体系の相対論的軌道長期安定性

鈴木 遼 (早稲田大学大学院 先進理工学研究科)

Abstract

1990 年代以降の観測技術の目覚しい発展により，2016 年 5 月現在で 3000 以上もの系外惑星の存在が確認

されており，太陽系とはかけ離れた性質を示すものも数多く観測されている．本研究では，特徴的な系外惑

星のひとつであるパルサー・プラネットに着目し，その軌道が長期的にどのように進化していくのかを調べ

た．パルサーの運動は相対論的であると予想されるため，運動方程式として，一次のポストニュートン近似

によって相対論の効果を含めた Einstein-Infeld-Hoffmann方程式 (EIH方程式)を採用し，これを数値積分

することで相対論的な軌道の進化を追った．PSR B1257+12や PSRJ0337+1715といった実際に観測され

たパルサー・プラネットの軌道の長期的進化を調べ，ニュートン力学で得られた結果と本研究において相対

論を考慮して得られた結果を比較したほか，系を構成する軌道要素を様々に変化させた上で同様の計算を行

い，軌道の長期進化が初期値としての軌道要素によってどのように変化するのかを調べた．

1 Introduction

1990 年代以降の観測技術の目覚しい発展により，

2016 年 5 月現在で 3000 以上もの系外惑星の存在が

確認されている．系外惑星を構成する天体は様々で，

太陽系の天体とはかけ離れた性質を示すものも観測

されている．本研究では，特徴的な系外惑星のひと

つであるパルサー・プラネットという惑星系に着目

した．パルサー・プラネットとは，パルサーを中心天

体とする系外惑星のことである．パルサーは周期的

な電波を放出する中性子星で，超新星爆発のあとに

できる天体であると考えられている．そのため，パ

ルサー・プラネットの軌道や形成過程は超新星爆発

についても新たな情報を提供する可能性があり，天

体物理学者の興味の対象となっている．

パルサー・プラネットの例として，パルサーを中心に

小惑星 3つが公転しているPSR B1257+12 (Konacki

& Wollszczan 2003)，パルサーの周りを 2つの白色矮

星が公転している PSR J0337+1715(Ransom et al.

2014) などが挙げられる．これらの系において，中

心のパルサーは太陽程度の質量を持ち，また，パル

サーと内側の惑星との距離は太陽-水星間の距離より

も近い．水星は一般相対論の効果によって近日点移

動を示すことがよく知られており，水星軌道との類

推からパルサー・プラネットの軌道計算においても

相対論的効果を無視することはできないと考えられ

る．そこで本研究では，パルサー・プラネットの軌

道要素の時間変化を相対論的効果を考慮に入れて調

べるため，1次のポストニュートン近似による運動方

程式を数値積分するという手法をとった．

上記 2つの観測されたパルサー・プラネットについ

て，軌道要素の時間変化を計算し，系の長期的な安定

性を確かめたほか，相対論の効果を入れたときと入れ

ないときでの軌道進化の比較を行い，相対論の効果が

どこに現れてくるのかを調べた．さらに，系を構成す

る軌道要素を様々に変化させた上で同様の計算を行

い，軌道の長期進化が初期値としての軌道要素によっ

てどのように変化するのかを調べた．パルサー・プラ

ネットに限らず，多体系の軌道計算では，初期値とし

て与える軌道要素に応じて軌道の進化の様子が大き

く変化する現象があることが知られており，その内の

１つに古在機構（Kozai-Lidov Mechanism）がある

(Kozai 1962)(Lidov 1962)．古在機構は内側の惑星の

質量が極限的に小さいような階層的 3体系で観測さ

れる現象で，初期値としての軌道傾斜角が大きいと

き，Θ =
√
1− e2 cos I という量が保存するというも

のである．ここで，eは離心率，I は軌道傾斜角を表

す．Θの保存により，eと Iの値は互いに交換しなが

ら振動するように時間変化する．PSR J0337+1715

の軌道傾斜角を測定値から変化させて軌道要素の時

間変化を計算したところ，離心率と軌道傾斜角の時
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間進化が古在機構のように振動するようなものがあっ

た．しかし，このとき，Θ =
√
1− e2 cos I は保存せ

ず振動し，理想的な古在機構とは異なる振る舞いを

見せた．本研究では，パルサー・プラネットの軌道要

素の時間変化において上記のような振る舞いが観測

されるようなパラメータ領域を調査し，さらに，理

想的な古在機構との違いを調べた．

2 Methods

本研究では，多体系の相対論的な運動を評価す

るため，運動方程式として一次のポストニュートン

近似によって相対論の効果を含めた Einstein-Infeld-

Hoffmann方程式 (EIH方程式)(式 (1))を採用し，こ

れを 3段の Implicit Runge-Kutta法 (Butcher 1964)

を用いて数値積分するという手法を取った．ニュー

トンの運動方程式でも同様の計算を行い，相対論を

考慮した場合としなかった場合で結果がどのように

変化するのか比較した．

dvk

dt
= −G

∑
n̸=k

mn
xk − xn

|xk − xn|3

1− 4G
∑
n′ ̸=k

mn′

|xk − xn′ |

−G
∑
n′ ̸=n

mn′

|xn − xn′ |

{
1−

(xk − xn) · (xn − xn′ )

2|xn − xn′ |2

}

+v2k + 2v2n − 4vk · vn −
3

2

{
(xk − xn) · vn

|xk − xn|

}2
]

−G
∑
n̸=k

mn(vk − vn)

|xk − xn|3
(xk − xn) · (3vn − 4vk)

−
7

2
G2

∑
n̸=k

mn

|xk − xn|
∑
n′ ̸=n

mn′ (xn − xn′ )

|xn − xn′ |
　 (1)

PSR B1257+12 と PSR J0337+1715 の軌道計算

の際には，初期値としてそれぞれの軌道要素の観測

データ (Konacki & Wollszczan 2003)(Ransom et al.

2014)をデカルト座標に変換して使用し，計算結果は

再び軌道要素の形に変換して出力した．

3 Results and Discussion

3.1 PSR B1257+12

PSR B1257+12の軌道要素の時間変化を，0.4日

刻みで 1億年分計算したところ，軌道は長期的に安

定であることがわかった．軌道長半径の時間変化を

図 1に示す．
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図 1: PSR B1257+12軌道長半径

この系の軌道要素の時間変化においてニュートン

力学による計算と EIH方程式による計算の違いは見

えず，得られた結果はニュートン力学で軌道の長期

進化を計算した先行研究 (Gozdziewski et al. 2005)

と一致していた．したがって，この系は相対論的で

ないと考えられる．

3.2 PSR J0337+1715

PSR J0337+1715の軌道要素の時間変化を，0.2日

刻みで 1000万年分計算したところ，軌道は長期的に

安定であることがわかった．軌道要素の時間変化の

ニュートン力学による計算結果と EIH方程式による

計算結果を比較したところ，内側軌道の離心率の時

間変化において，ニュートン力学による計算と相対

論を考慮した計算の結果に違いがあることがわかっ

た．内側軌道の離心率の時間変化を図 2に示す．
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図 2: PSR J0337+1715内側軌道の離心率

EIH方程式で内側軌道の離心率を計算した結果（図

2b）は，別の手法で相対論的効果を含めて計算した

先行研究 (Rafikov 2014)(Luan & Goldreich 2014)の

結果と一致した．図 2より，この系は相対論的で，相

対論的効果は内側軌道の離心率に顕著に現れている

ことがわかった．

3.3 パルサーを含む 3体系での古在機構

PSR J0337+1715の軌道要素において，初期値と

しての軌道傾斜角の差を様々に変化させ，それぞれ

の場合について軌道の時間変化を調べたところ，内

側惑星の離心率の進化に変化があった．結果を図 3

に示す．

図 3より，離心率の進化は軌道傾斜角差 40 °を境

に大きく変化していることがわかる．この境目は階

層的な 3体系において古在機構が生じる条件と同じ

であり，図 3において軌道傾斜角の差が 40 °より大

きいとき，古在機構が生じていることが予想される．

古在機構が生じているかどうか確かめるため，離
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図 3: I を変えたときの内側軌道の離心率の時間変化

の違い

心率 e，軌道傾斜角の差 I，古在機構における保存量

Θ =
√
1− e2 cos I の時間変化を調べた．初期値とし

ての軌道傾斜角の差が 60◦の場合の結果を図 4aに示

す．緑の線が離心率 e，赤い線が軌道傾斜角の差 I，

青い線が保存量Θを表している．図 4aより，I = 60◦

において，軌道傾斜角と離心率の周期的な交換が見

られたものの，Θの値は完全な保存量ではなく振動

していることがわかった．

I = 60◦ の場合において，Θの値が完全な保存量

にならなかった理由を考えるため，理論的に古在機

構が観測できる階層的 3体系のモデルと今回用いた

系を比較し，差異を探してみると，理想の古在モデ

ルでは内側の惑星の質量が中心天体に比べ無視でき

るほど小さい極限的な状況を想定しているのに対し，

今回用いた系では内側の白色矮星の質量は中心天体

の 1
7 倍程度と，質量比があまり大きくないことがわ

かった．そこで，今度は，内側の白色矮星の質量を

小さくしていき，古在機構が観測できるかどうか確

かめていった．内側の白色矮星の質量を元の系から
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10−1倍，10−2倍としたときの古在機構の検証を，図

4に示す．
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図 4: I = 60◦で内側白色矮星の質量を小さくしたと

きの e，I，Θ

図 4より，内側白色矮星の質量が小さくなってい

くにつれてΘの値の振動の幅が小さくなり，理想的

な古在機構に近づいていることがわかった．また，古

在機構での eと iの値の周期的な交換のタイムスケー

ル TKLは，次の式で概算できることがわかっている

(Antognini 2015)．

TKL ∼ 15

16

√
m1 +m2

Gm2
3

a′
3

a
3
2

(
1− e′

2
) 3

2

　 (2)

式（2）を用いて，この系での古在機構のタイムスケー

ルを概算してみたところ，約 900年となり，得られ

た結果によく合ったので，このことからも，理想的

な古在機構に近いものが得られたことがわかる．

4 Conclusion

PSR B1257+12，PSR J0337+1715 というパル

サー・プラネットの軌道の時間変化を相対論を考慮

に入れて計算したところ，長期的に安定であるとい

う結果が得られた．ニュートンの運動方程式を解い

た結果と比較したところ，PSR J0337+1715の内側

軌道の離心率の時間変化において相対論的効果が顕

著に現れていることがわかった．

PSR J0337+1715の軌道傾斜角の差を変化させて

軌道の長期進化がどう変わるかを調べたところ，軌

道傾斜角の差が 40◦ より大きいとき，内側軌道の離

心率の時間変化に違いが生じた．軌道傾斜角の差が

40◦ より大きいときに古在機構が起きているかを調

べたところ，軌道傾斜角と離心率の周期的な値の交

換は確認できたが，古在機構において保存量である

はずの量Θは完全には保存しておらず，振動してい

ることがわかった．内側の白色矮星の質量を小さく

したところ，Θの振動の幅は小さくなり，理想的な

古在機構に近づいた．
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Ia型超新星の特異な減光則と星周ダストによる多重散乱の効果

長尾 崇史 (京都大学大学院 理学研究科)

Abstract

Ia型超新星は絶対光度と光度の減衰率に関係があり、距離測定の指標として使われている（Riess et al. 1998;

Perlmutter et al. 1999）。しかし、Ia型超新星は銀河系などでの一般的な減光に比べ、より赤くなるという
ような特異な減光（小さな RV）を受けることが知られており、距離測定における最大の不定性となってい
る（Nordin et al. 2008）。この特異な減光を説明する有力なモデルとして、星周ダストによる多重散乱で説
明する研究がある（多重散乱モデル、Wang 2005; Goobar 2008）。光源周りに少しでもダストがあれば、何
度か散乱をして視線方向に入ってきた光が足される為、実効的に減光が変化するというモデルである。一方、
星周ダストによる多重散乱が減光に与える影響は、ダストの光学特性に大きく依存する。しかし、過去の研
究では二つのダストモデルしか用いておらず、多重散乱モデルが一般的に Ia型超新星の特異な減光の解決に
なるかどうかは分かっていない。本研究では、多重散乱モデルにおいて、Ia型超新星の特異な減光を再現で
きるようなダストの光学特性を特定することを目的とした。様々な値の散乱係数、吸収係数を持つダスト定
常光源の周りに一様に置き、実効的な減光を計算した。その結果、可視光域で波長が短いほど反射率が小さ
く、かつ質量減光係数が大きい場合のみ、Ia型超新星の減光を再現できることが分かった。またこのような
光学特性を持つダストとしては、小さなケイ酸塩ダスト、あるいは多環芳香族炭化水素を含むダストである
ことを明らかにした。つまり、多重散乱の効果は普遍的なものではなく、ダストの種類やサイズに依存する
こと、また Ia型超新星に対して測定された RV から親星進化の過程で生成・放出するダストに制限をつけ
られることを明らかにした。この内容は、nagao et al. (2016)として出版済みである。

1 イントロダクション
Ia型超新星は絶対光度と光度の減衰率 (∆m15)の
間に phillips関係と呼ばれる関係があり、宇宙の距
離測定の指標として使われている (Riess et al. 1998;

Perlmutter et al. 1999)。その際、Ia型超新星の明
るさの見積もりに含まれる一番大きな不定性の一つ
はダストによる減光の補正から生じる (Nordin et al.

2008)。その為、精密宇宙論にはダストの減光を正確
に理解する必要がある。また、ダストによる減光の
理解は、そのダストの情報を引き出す上でも重要で
ある。しかし、Ia型超新星の減光は特異な減光を示
すことが知られており、その原因はわかっていない。
例えば、銀河系の RV が∼ 3に対し、Ia型超新星は
観測から RV は ! 2 という事が知られている (e.g.

Nobili & Goobar 2008)。
一つの有力なモデルとして、これらの特異な減光
曲線を星周ダストによる多重散乱で再現できるとい
う研究がある (Wang 2005; Goobar 2008)。何回か散

乱をし、視線方向へ戻ってきた光が足されることに
より実効的に減光が変化するというものである。よ
り波長の短い光はより多く散乱を受けて進む距離が
伸び、吸収される確率が大きくなる。その為、多重
散乱で足される光は相対的に赤く (小さなRV に)な
るという主張である。実際、観測的に星周物質の存
在が示唆されている Ia型超新星もある。
しかし、この議論はダストの詳細に大きく依って

いるはずである。そこで、本研究ではどういう光学
特性 (質量散乱係数、質量吸収係数)を持つダストで
あれば星周ダストによる多重散乱で小さな RV を再
現できるかということを明らかにし、またそのよう
な光学特性を持つダストが一般的なダストから作る
ことができるのかを議論する。
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2 方法
星周ダストによる減光の場合は、星間ダストによ
る減光の場合と違って、光学的に薄い場合でも多重
散乱の効果を考えなければいけない。光源の周りを
ダストが囲んでいる為である。星周ダストによる減
光を多重散乱まで含めて輻射輸送方程式を書くと以
下のように書ける (Chandrasekhar 1960)。ソース項
に散乱によって視線方向に入ってくる項が付け加え
られている。

µ
∂I

∂r
+

1− µ2

r

∂I

∂µ

= −κρ

!
I(r, µ)− 1

2
ω0

" +1

−1
I(r, µ

′
)dµ

′
#

しかし、この方程式は解析的には解くことができな
い。そこで本研究では、モンテカルロ法を用いた輻
射輸送計算を行い、星周ダストの多重散乱の効果を
調べた。ただし、Ia型超新星は定常光源ではないが、
星周ダストによる減光における多重散乱の効果を見
るために、定常光源周りの星周ダスト内での輻射輸
送計算を行った。具体的には、Goobar (2008)の方
法を使用した。この方法では、ダストによる Bバン
ド、V バンドへの再放射を無視している。これは、ダ
ストの昇華温度が 2000K程度であることを考えると
妥当な仮定である。
定常光源周りに半径RCSの球状に分布した星周ダ
ストを考えた。まず、B バンド、V バンドの光子を
それぞれ n0(B)、n0(V )個用意した。これらの光子
を星周ダストの中心から星周ダストを抜けるか吸収
されるまで輻射輸送計算を行った。一度も吸収され
ずに星周ダストを抜けてきた光子の個数をそれぞれ
n1(B)、n1(V )とすると、定常光源での多重散乱を含
めた実効的な RV（Rm

V）は、

Rm
V =

AV

E(B − V )

=
log(n1(V )/n0(V ))

log(n1(B)/n0(B))− log(n1(V )/n0(V ))

と書ける。

3 結果
様々な値の rκext,rω,ω(B)を持つダストを用いて

モンテカルロ計算を行った。その結果を図 1に示す。
星周ダストの質量は、0.2 < E(B − V ) < 2.0となる
ように決めた。散乱角分布は等方散乱とした。図か
ら Rm

V がダストの詳細 (rκext,rω)に大きく依存する
ことがわかる。rκextが大きく、rωが小さい時、Rm

V

が小さくなる。

図 1: 星周ダストの場合の rκext と rω に対する Rm
V

の値。ω(B) = 0.7

4 議論
この節では、ダストの種類やサイズとRm

V の関係に
ついて議論する。ダストモデルとしてMathis et al.

(1977)と Pei (1992)のモデルを使う。これらのモデ
ルは、-3.5乗のべきのサイズ分布を持つ astronomical

silicateと graphiteを混ぜ合わせMWダストやLMC

ダストを再現するようなモデルである。最大サイズ
が 0.25 µ mであり、最小サイズは 0.005 µmである。
図 2に、silicateと graphiteの質量比を変えたダス

トの rκextと rωの値を示す。またサイズ分布のべき
を変えたダストの点もプロットしてある。ダストの
サイズ分布が急（相対的に小さいダストが多い）なダ
ストや silicateが多いダストでは Rm

V は小さくなる。
また、他のパラメータを固定し、ダストの最大サ

イズだけを変化させたダストの rκextと rωの値を計
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図 2: 色々なシリケイトとグラファイトの質量比とサ
イズ分布のべきを持つダストモデルでの rκextと rω

の値。紫色の十字、緑色の四角、水色の丸がそれぞ
れサイズ分布のべきが −3.0、−3.5、−4.0に対応し
ている。べきの値を固定すると、シリケイトダスト
を増やすと rκextがより大きくなる。破線は多重散乱
を考慮した時のRV の値 (ω(B) = 0.6)である。また
赤線は多重散乱を考慮しない場合のRV の値を示す。

算した（図 3）。Rm
V は最大サイズが∼ 7.0× 10−2µm

　で最小をとる。同様の計算を最小サイズについて
も行ったが、Rm

V はほとんど変化しなかった。次に、
graphiteの一部を 10 ÅのPAH(Polycyclic Aromatic

Hydrocarbon) にして様々な silicate 質量での rκext

と rω の値を図 4 に示す。PAH の光学特性は Li &

Draine (2001)の値を用いた。PAHを加えた場合も、
Rm

V を小さく (< 2)できることが分かる。

5 結論
様々なダストを用いて定常光源の星周ダスト内で
の輻射輸送計算を行うことにより、減光における多重
散乱の効果を網羅的に調べた。その結果星周ダスト
による多重散乱を用いて Ia型超新星の特異な減光を
説明する為には、サイズの小さなダスト、シリケイト
リッチなダスト、PAHを含むようなダストが必要で
あることがわかった。さらにMWや LMCのような
一般的なダスト (single scatteringの場合にRV ∼ 3)

に限れば、PAHを含んでいることが必要になる。逆
に言えば、PAHを含む一般的なダストが少しでも Ia

型超新星の周りに普遍的に存在していれば、特異な
減光を星周ダストによる多重散乱で説明できること

図 3: 様々な最大サイズを持つダストモデルでの rκext

と rωの値。ダストの他のパラメータをMathis et al.

(1977)のMWモデルの値に固定し、最大サイズだけ
を 5.0× 10−3µm から 1.0× 101µmまで変化させた。
破線と赤線は図 2と同じである。

図 4: PAHを含めた様々なシリケイトとグラファイト
の質量比を持つダストモデルでの rκext と rω の値。
PAHの量は質量比でグラファイトの 1/6(水色アスタ
リスク)、1/4(オレンジ四角)、1/2(黄色四角)、同量
(青丸)のモデルで計算した。紫のクロスは PAHを
含まないモデルである。破線と赤線は図 2と同じで
ある。

になる。また、実際は Ia型超新星は時間進化してお
り、その時間進化がこの多重散乱の効果にどの程度
寄与するのか定量的に考察する必要がある。
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IIb型超新星の親星の多様性の起源

大内　竜馬 京都大学大学院理学研究科

Abstract

超新星爆発は大質量星や白色矮星が進化の最期に起こす爆発現象であり、未だ解明されていないことも多い。

特に爆発前の星 (親星) の姿は爆発が起こった後には直接観測することができないため、不明な点が多い。超

新星はスペクトルや光度曲線に応じて、観測的にいくつかのタイプに分類されている。IIb型超新星は、爆

発直後には水素の吸収線が見えるが、徐々に水素の吸収線が弱くなりヘリウムの吸収線が卓越するスペクト

ル進化を示すタイプの超新星である。IIb 型超新星を起こす親星は少量の水素外層 (¡ 1M) を持つ大質量星と

考えられているが、このような親星に至る恒星進化シナリオに関しては決着がついていない。単独大質量星

が強い恒星風によって水素外層の大半を放出する単独星進化と、連星系をなす星が伴星へ水素外層の大半を

輸送する連星進化の２つが考えられている。近年では様々な状況証拠から連星系のシナリオがより支持され

つつある。IIb 型超新星の爆発直前の親星は候補を含めこれまでに 4 例が観測されている。それらの親星は

HR 図上で青色超巨星から黄色超巨星に至るまで多様性を示すことが知られている。しかしその多様性の起

源はまだ分かっていない。そこで本研究では、連星進化の立場からその多様性を説明できるか、またできた

場合どのような要因が多様性を生み出しているかを調べた。連星系の進化計算にはMESA を用い、ゼロ歳

主系列星から主星の爆発直前に至るまでの両方の星の内部構造や光度などの時間進化を、質量輸送も考慮し

て同時に計算した。本発表では得られた結果を発表する。

1 導入

重力崩壊型超新星爆発とは、大質量星（≳ 8M⊙）

がその進化の最後に起こす、大規模かつ突発的な爆

発現象である。それらは、スペクトルや光度曲線に応

じて分類分けがなされている。スペクトルに水素の

吸収線を伴うものを II型と呼び、そうでないものを

I型と呼ぶ。さらに I型の中でも Heの吸収線を持つ

ものを特に Ib型と呼び、ケイ素線もヘリウム線も伴

わないものを Ic型と呼ぶ。我々が本研究で焦点を当

てたのは IIb型と呼ばれる超新星であり、それは初期

のスペクトルには水素線が見られるが次第にそれが

弱まり、代わりにヘリウム線が卓越するようなスペ

クトル進化を示すことで特徴付けられる (Flippenko

1997)。その名前は、スペクトルが II型と Ib型の遷

移型に対応することに因んでいる。

これら各タイプの超新星の親星としてはそれぞれ

次のようなモデルが考えられている。すなわち II型

超新星は十分な量の水素外層を持った赤色超巨星が、

また IIb 型、Ib 型はそれぞれ水素外層の大部分を、

またはそのほぼ全てを失った大質量星が、そして Ic

型は水素外層のみならずヘリウム外層までをも失っ

た大質量星が爆発したものとして理解されている。

そのような水素外層の大部分を失った IIb型の親

星が生じるシナリオとしては主に 2つ、すなわち大

質量単独星 (≳ 25M⊙)がその強い恒星風によって外

層を吹き飛ばすか、あるいは連星系をなす星がその

伴星へ質量を輸送することによってできると考えら

れている。これらの内いずれが優勢なシナリオであ

るかについての議論には決着がついていないが、現

在 IIb型に関しては連星系シナリオの方がより支持

されつつある。その理由としては、1.いくつかの IIb

型超新星に伴星が観測されているから。2.初期の光

度曲線から推定される親星のヘリウムコアの質量が、

単独星シナリオでは説明できないことが多いためな

どが挙げられる。

さて、IIb型超新星に関してはこれまでに 1993J、

2008ax、2011dh、2013df の 4 つの親星が観測され

ている (ただし、2013dfは候補)。これらの観測的性

質をまとめたのが表 1 である (Folatelli et al.2015、

Maund et al.2004、Maund et al.2011、Van Dyk et
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al.2014)。表 1を見て注目すべきはそれらの示す多様

性である。これら親星は HR図上で青色超巨星から

黄色超巨星に至るまでの多様性を示し、半径も数十

R⊙ から数百 R⊙ にわたっていることが分かる。

これらの IIb型超新星の親星が HR図上で示す多

様性がどういった要因によって生み出されているの

かを明らかにした先行研究はこれまでのところ存在

していない。そこで本研究ではとりわけ外層を剥が

す機構として連星シナリオを考え、そもそもどのよ

うなパラメータ範囲を持つ連星系をなす星が IIb型

超新星を起こすか、また多様性が連星系シナリオの

もとで説明できるかなどを調べることを目的にした。

表 1: これまでに観測されている IIb型超新星の親星

4つの光度と有効温度
超新星の名前 logTeff lgL

1993J 3.63 ± 0.05 5.1 ± 0.3

2008ax 3.9～4.3 4.4～5.25

2011df 3.76～3.80 4.92 ± 0.20

2013df 3.62～3.64 4.94 ± 0.06

2 計算の手法

星の進化計算には MESA(Modules for Experi-

ments in Stellar Astrophysics) コードを用いて (詳

しくは Paxton et al. 2011, 2013,2015)、2星の内部

構造や光度などの時間進化を同時に計算した。

初期重元素比は Z=0.02とした。また今回の計算

では対流に伴うオーバーシューティングや星の自転

は考慮しなかった。

対流はHenyey et al.(1965)の混合距離理論に従い、

混合距離を 1.5×HP として計算した (HP はスケー

ルハイト)。半対流は Langer et al.(1983)に従って拡

散的なプロセスとして扱い、その効率を決める係数

を αsc = 1とした。また、サーモハラインの計算は

Kippenhahn et al.(1980)に従いその効率を定める係

数を 1とした。

各星の恒星風にはその光球温度に応じて 2種のもの

を用い、光球における温度が 1.0× 104Kより高い時

はKudritzki(1989)によるものを、低い時は de Jager

et al.(1988)に従って計算した。また主星がロッシュ

ローブを満たしたときの質量輸送の計算には Ritter

のスキーム (Rittter 1988)を用いた。ただし非保存

な質量輸送の場合 (すなわち輸送した質量のうち一部

が系外に出て行く場合)に、系外に放出される物質が

持ち去る単位質量あたりの軌道角運動量は、主星の

それと伴星のそれとの平均の値であると仮定した。

進化計算は２つの星がともに ZAMS(ゼロ歳主系列

星)の状態から開始し、主星 (初期の質量が大きい方

の星)がネオン燃焼を開始したときに終了した。この

段階から爆発にいたるまでの時間は十分短いのでこ

こから爆発に至るまで、主星の HR図上での位置は

ほとんど変化しないと考えられる。またこれらのモデ

ルのうち、最終的な水素外層の質量が 0.01～0.5M⊙

の範囲にあるものが IIb型の超新星爆発を起こすと仮

定した。またこれより水素外層が少ないものは Ib,Ic

型の超新星となり、これより水素外層の多いものは

II型の超新星爆発を起こすと考えられる。また 2星

が同時にロッシュローブを満たしたとき、あるいは質

量輸送が主星の力学的な時間スケールで起こったと

きには計算を終了した。なぜならこのような系はお

そらく共通外層を形成すると考えられるが、その進

化過程の詳細はまだあまり分かっておらず、MESA

でもこのフェーズを計算することができないためで

ある。

動かしたパラメータは 3つ、すなわち 2星の初期

質量比、初期公転周期と質量輸送効率である。ここ

に質量輸送効率 fとは、主星が失った質量のうち、ど

れだけの割合が伴星に降着したかを表すものである。

主星の質量に関しては 16M⊙ で固定した。これは、

星の最終的な光度は主にゼロ歳主系列星時の質量で

決まると考えられるので、最終的な光度が観測され

ている IIb型超新星の親星のそれと大体一致するよ

うに選んだものである。またこの主星質量に対して

質量比 q = M2/M1 は 0.8,0.9,0.95 の範囲を考えた。

また連星系の初期公転周期は 5～1250日の範囲で動

かした。

3 Results

まず質量降着率効率 fが 1の場合と 0.1の場合の

それぞれのモデルにおいて、共通外層を形成するか
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どうかを示したものが図 1と図 2である。十字マー

クはそのモデルが共通外層を形成して計算を終了し

たことを表し、×マークのモデルは共通外層を形成

することなくネオン燃焼まで計算が進んだことを表

す。また図 2の×と＋が合わさったマークはそのモ

デルの計算途中で解が収束しなかったため、それ以

上計算が進まなくなったことを表す。
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図 1: 質量輸送効率が 1の場合の共通外層を形成す

るパラメータ領域
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図 2: 質量輸送効率が 0.1の場合の共通外層を形成す

るパラメータ領域

これより、f=1の場合では考えたほとんど全ての

パラメータ領域で共通外層を形成することが分かる。

一方質量輸送効率を 0.1としたモデル群では共通外

層を形成するモデル数は減少し、さらに比較的初期

周期が大きいものが共通外層を形成しやすい傾向が

見て取れる。

これらの結果は次のように解釈される。まず、初

期公転周期が大きいほど初期の主星のロッシュロー

ブ半径は大きいため、主星はより進化の後半におい

て、すなわち主星が十分に膨張してはじめて質量輸

送を開始することになる。

初期公転周期が比較的短い系 (≲ 350日)では星が

ヘルツシュプルングギャップを横切って膨張している

時に、すなわち外層が放射平衡の状態にあるときに

ロッシュローブ半径を満たして質量輸送を開始する。

ゆえにこのときの質量輸送はおおよそ主星の熱的時

間スケールで進行する。これによる伴星への質量降

着の時間スケールと伴星の熱的時間スケールを比較

し、後者が前者に比して遅い場合、伴星は降着する

質量に対応しきれずに伴星の半径が膨れて、伴星も

ロッシュローブ半径を超えることになり、やがて共

通外層を形成すると考えられる。

他方、比較的初期公転周期の長い系では、主星が

ヘルツシュプルングギャップを横切り終えて対流外層

を持ったのちにはじめてロッシュローブ半径を満た

して質量輸送を開始することになる。この場合質量

輸送は極めて短い主星の力学的な時間スケールで起

こり、伴星はこれに熱的に対応しきれずに膨張して

共通外層を形成するであろう。

したがって質量輸送効率の値を小さくすることで、

で熱的時間スケールで起こる輸送に関しては伴星も

対応できるようになりうるが、輸送が力学的時間ス

ケールで起こるようなパラメータ領域 (≳ 350日)で

は少し効率を下げた程度では共通外層の形成を避け

られないということである。

さてすでに述べたようにMESAを用いて共通外層

期を計算することは不可能であるため、以下では共

通外層を形成しなかった 8つのモデルについてのみ

を考える。これらのモデルの各種物理量をまとめた

ものが表 2である。

これらのモデルの最終的な水素外層の質量に着目

するとそれらは全て、2節で述べた IIb型の条件を満

たしているため、これらの 8つのモデルは全て IIb型

の超新星爆発を起こすと考えられる。

4 結論

表 1、表 2を見て分かるように、これらの 8モデ

ルだけでは観測されている IIb型超新星の親星の多

様性を再現することは不可能である。これより本研

究の結論として次のことが言える。

1.今回考えたパラメータ範囲の連星系のうち、か

なりのものが共通外層を形成すると考えられる。
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2.共通外層を形成しないであろうモデル群のみで

は、観測されている IIb型超新星の親星の多様性は

再現できない。

3.観測されている親星の多様性を連星シナリオで

説明できるかどうかを調べるには、共通外層期につ

いての何らかの計算や見積もりをすることが必須で

ある。

5 今後の展望

今後の展望は以下のようである。

1.より広範なパラメータ範囲を調べる。

2.共通外層を形成するモデルについて、共通外層

期においてどのような進化をするかまたその後どの

ような星が残るかなどを大まかに見積もる。

3.伴星がロッシュローブ半径を超えないように質

量降着を制限した場合 (すなわち伴星への質量降着の

時間スケール ≳ 伴星の熱的時間スケールとなるよう
に質量輸送効率を十分小さくした場合)に、どういう

結果が得られるかを見る。
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ブラックホール中性子星連星合体からのKilonova/Macronova

川口　恭平 (京都大学　基礎物理学研究所)

Abstract

ブラックホール中性子星連星合体は有望な重力波源として地上重力波干渉計のメインターゲットのひとつとさ

れており、今後数年以内にはその重力波が検出されると期待されている。ブラックホール中性子星連星合体の

電磁波対応天体として注目されているものにKilonova/Macronovaという可視光から近赤外領域で明るく光る

突発天体が理論的に考えられてきた。近年の数値相対論シミュレーションと輻射輸送シミュレーションにより、

Kilonova/Macronovaの光度曲線の理論的予測が行われ、その理解が進んでいる。一方、Kilonova/Macronova

の光度曲線は放出される物質の形状、質量、速度分布を通して連星合体のパラメータ、連星の質量やスピン、

中性子星の半径に依存するが、こうした連星合体のパラメータに対する Kilonova/Macronovaまでの一貫し

た系統的依存性についての理解は十分ではなかった。本研究では最新のブラックホール中性子星連星合体の

数値相対論シミュレーションを元に、放出される物質の性質の連星合体のパラメータ依存性をフィティング

モデルを構築し、これと先行研究の輻射輸送計算による光度曲線をよく再現する Kilonova/Macronova の

光度曲線モデルと組み合わせることで、Kilonova/Macronovaの光度曲線の連星合体のパラメータに対する

系統的依存性を明らかにした。本講演ではこのモデルが与える Kilonova/Macronova観測戦略への示唆や、

Kilonova/Macronova観測からのパラメータ制限可能性について議論する。

1 Introduction

ブラックホール中性子星連星合体は有望な重力波

源として地上重力波干渉計のメインターゲットのひ

とつとされており、今後数年以内にはその重力波が

検出されると期待されている。また、ブラックホー

ル中性子星連星は中性子星を含む事から、多様な突

発的電磁波対応天体の源となるとも考えられている。

こうした電磁波対応天体は重力波検出をより確かな

ものとするとともに、その科学的成果を最大化あう

る上で重要な役割を果たす。ブラックホール中性子星

連星合体の電磁波対応天体として注目されているも

のに Kilonova/Macronovaという可視光から近赤外

領域で明るく光る突発天体が理論的に考えられてき

た。これは連星合体時に中性子過剰物質が放出され、

その内部で合成される放射性重元素の崩壊熱によっ

て光る現象である。Kilonova/Macronovaは合体後数

日から十数日の時間スケールで準等方的に光ると考

えられ、連星合体の電磁波対応天体として観測的に

有望視されている。　近年の数値相対論シミュレー

ション (e.g., Kyutoku, K. 2015; Kawaguchi, K. et

al. 2015)と輻射輸送シミュレーション (e.g., Tanaka,

M. et al. 2014)により、Kilonova/Macronovaの光度

曲線の理論的予測が行われ、その理解が進んでいる。

一方、Kilonova/Macronovaの光度曲線は放出される

物質の形状、質量、速度分布を通して連星合体のパ

ラメータ、連星の質量やスピン、中性子星の半径に

依存するが、こうした連星合体のパラメータに対す

る Kilonova/Macronovaまでの一貫した系統的依存

性についての理解は十分ではなかった。そこで本研究

では最新のブラックホール中性子星連星合体の数値

相対論シミュレーションを元に、放出される物質の性

質の連星合体のパラメータ依存性をフィティングモデ

ルを構築した。これと先行研究の輻射輸送計算によ

る光度曲線をよく再現する Kilonova/Macronovaの

光度曲線モデルと組み合わせ、Kilonova/Macronova

の光度曲線の連星合体のパラメータに対する系統的

依存性を明らかにした。以下ページ数の都合上本研

究の概要のみをまとめる。式の構成や導出について

はKawaguchi, K. et al. (2016)を参考願いたい。ま

た、cは光速、Gは万有引力定数である。また等級は

すべて AB等級である。
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2 Ejecta Fitting Model

Kilonova/Macronovaの光度曲線はブラックホール

中性子星連星が合体するときに放出される物質の質

量や速度に依存する事が知られている。また、これら

の放出物質 (Ejecta)の性質は合体するブラックホー

ルや中性子星の質量、スピン、中性子星の状態方程式

などの連星パラメータに依存する。そこで本研究で

はまず連星パラメータと Ejectaの質量と速度を最新

のブラックホール中性子星連星合体の数値相対論シ

ミュレーション (Kyutoku, K. 2015; Kawaguchi, K.

et al. 2015)の結果を元に定量的に関係付けた。具

体的には、ブラックホールのADM質量MBHとその

スピン SBHとその傾き itilt、中性子星の ADM質量

MNS とバリオン質量MNS,∗ およびにその半径 RNS

の関数として、Ejectaの質量Mejと平均速度 vaveを

与えるフィッティング式を与えた。

　本研究で得られたフィッティング式は質量比

Q = MBH/MNS = 3–7、スピンパラメータ χeff =

cSBH/GM2
BHcositilt = 0–0.75、中性子星のコンパク

トネス C = GMNS/c
2RNS = 0.138–0.180の範囲の

シミュレーション結果を、質量について 20–40%の

誤差で、速度について 10%の誤差で再現できた。

3 Kilonova/Macronova

Lightcurve Model

　Ejectaの質量Mejと平均速度 vaveをパラメータ

とする Kilonova/Macronovaの光度曲線の現象論的

なモデルを、輻射輸送シミュレーション (Tanaka, M.

et al. 2014)によって得られた結果と比較しながら導

出した。特に、ブラックホール中性子星連星合体から

の Ejectaは非等方的に放出されるというシミュレー

ション結果を考慮して、その形状の効果を取り入れて

いる。　　　輻射輸送の拡散近似と不透明度の灰色

近似をもとで、以下のような bolometric Luminosity

のモデルを導出した。　

L(t) = (1 + θej) ϵthϵ̇0Mej

×


t

tc

(
t

day

)−α

t ≤ tc,(
t

day

)−α

t > tc.

(1)

ここで θej は Ejecta の厚み、ϵ̇0 = 1.58 ×
1010erg g−1 s−1は放射性元素崩壊に伴う加熱率,α =

1.2は加熱率の時間発展を特徴付けるベキで ϵth ≈ 0.5

は崩壊エネルギーの熱光子への変換効率を表す。tcは

Ejecta中の光子の拡散の時間スケールである。この

現象論的な blometric luminosityのモデルは輻射輸

送シミュレーション (Tanaka, M. et al. 2014)を 40%

以内で再現できた。　　　この結果を元にさらに各

bandでの等級の時間変化をモデル化を行った。輻射

輸送シミュレーション (Tanaka, M. et al. 2014)の結

果を解析したところ、以下で定義される Bolometric

correction (X = u, g , r , i , z , J ,H ,K band) 　

∆MX(t) := Mbol (L(t))−MX(t), (2)

が t′ = t/M
1/n
ej , n ≈ 3.2–4.4という時間のリスケー

リングに対してに相似則を近似的に示すことが分かっ

た。すなわちこれは、あるMejについてのBolomet-

ric correctionの時間発展が分かれば、この性質を用

いて他のMejのKilonova/MacronovaのBolometric

correctionの発展が得られることを意味している。本

研究ではこれをもとに半解析的なモデル化を行い、各

bandでの等級の時間発展を与えるモデルを構築した。

4 Results

　 Ejecta Fitting Model と Kilonova/Macronova

Lightcurve Modelを組み合わせる事で、与えられた

ブラックホール中性子星連星合体の連星パラメータ

からそれに付随する Kilonova/Macronovaの光度曲

線を予測するモデルが得られる。　

図.1 は本研究で得られたモデルによる光度曲線

と、輻射輸送シミュレーションKawaguchi, K. et al.

(2016)で得られた光度曲線の比較である。この他の

連星パラメータの結果についても、すべての band
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rate may be sources of error in the lightcurve model and the
radiation-transfer simulations, as we discuss in Section 5.

3. IMPLICATIONS FOR OBSERVING STRATEGIES

Once the detection of gravitational waves from a compact
binary merger is achieved, the chirp mass

[ ( )]% � �Q Q M1chirp
3 1 5

NS, the symmetric mass ratio

( )O � �Q Q1 2, and the effective spin parameter
χeff = χ cos itilt of the binary will be estimated (e.g.,
O’Shaughnessy et al. 2014a, 2014b). Assuming a BH–NS
merger event, the analytic model we constructed in this paper
predicts the brightness and the duration of the kilonova/
macronova for detected events. Tanaka et al. (2014) pointed
out that observations in the i-band filter of wide-field 8 m class

Table 3
The Bolometric Corrections for ugrizJHK-band Magnitudes Calculated from the Results of the Model APR4Q3a75 in Tanaka et al. (2014)

Rescaled Time Bolometric Correction ΔMX (mag) (X: Band Filter)

( )( ) :t M
Mday

0.01 1 3.2

ej X = u g r i z J H K

1.5 −0.28 −0.45 −0.47 −0.71 −0.97 −1.61 −2.37 −4.55
2.0 −0.19 −0.57 −0.59 −0.32 −0.48 −0.07 1.18 0.41
2.5 0.25 −0.13 −0.20 0.05 −0.28 −1.50 0.86 2.22
3.0 0.93 0.93 0.60 0.56 0.37 −1.98 −4.29 −3.78
3.5 0.47 1.25 1.36 1.26 1.04 −1.38 −4.65 −6.36
4.0 −0.34 1.29 1.20 1.60 1.44 −0.74 −3.31 −6.12
4.5 0.03 0.74 1.15 1.51 1.65 −0.29 −2.33 −5.25
5.0 −0.39 0.37 0.89 0.99 1.76 0.42 −1.73 −4.10
5.5 −0.69 0.68 0.74 0.44 1.13 0.94 −0.69 −3.57
6.0 −1.21 0.41 0.74 0.50 1.15 1.05 −0.66 −3.55
6.5 −3.65 −0.58 1.05 0.94 1.28 1.66 −0.67 −3.76
7.0 −4.40 −0.87 −0.16 1.04 1.82 1.46 −0.07 −3.68
7.5 −1.74 −2.55 0.14 1.30 2.09 1.39 0.01 −3.24
8.0 −1.36 −2.87 0.15 1.31 2.11 1.38 0.04 −3.11
8.5 −3.75 −1.90 −0.35 1.16 2.26 1.53 0.15 −2.40
9.0 −4.70 −1.57 −0.57 1.08 2.29 1.59 0.21 −2.10
9.5 −3.93 −0.36 0.62 1.24 2.50 2.31 0.31 −1.34
10.0 −4.00 −0.44 0.56 1.20 2.47 2.29 0.32 −1.30
10.5 3.18 −0.52 0.84 1.34 2.74 2.43 0.30 −1.11
11.0 L −0.60 1.97 1.92 3.79 2.93 0.20 −0.54
11.5 L −0.68 1.89 1.87 3.73 2.90 0.21 −0.51
12.0 L 0.29 1.59 2.14 3.74 2.93 0.43 0.33
12.5 L 0.53 1.44 2.18 3.70 2.91 0.50 0.61
13.0 L 0.43 1.36 2.12 3.64 2.89 0.51 0.63
13.5 L L 2.05 3.59 3.00 3.00 1.27 1.04
14.0 L L 2.19 3.97 2.77 3.02 1.49 1.17

Figure 6. Comparison of the ugriz-band (left) and the JHK-band (right) AB magnitudes of the results obtained in Tanaka et al. (2014) (dashed lines) and the lightcurve
models that are derived from the ejecta mass model and the bolometric correction model (solid lines) for H4Q3a75.
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図 1: 本研究で得られたモデルと輻射輸送シミュレーション Kawaguchi, K. et al. (2016)の比較

フィルターついて ∼ 1magほどの誤差で結果を再現

できた。

　本研究で得られたモデルは今後の Kilo-

nova/Macronova の観測戦略に対する指針を与える

（詳細については Kawaguchi, K. et al. (2016) 参

考）。また、それだけでなく、Kilonova/Macronova

が発見されたときに、その光度曲線から元となった

連星合体の連星パラメータを制限する上でも有用で

ある。

図.2はその例として Kilonova/Macronovaの候補

天体のひとつであるGRB130603Bに付随する突発天

体に関して、本モデルと比較を行ったものである。各

プロットは違う中性子星の状態方程式を用いた場合

で、APR4<ALF2<H4<MS1の順に中性子星の半径

が大きくなる。GRB130603Bに付随する増光と１等

級（２等級）で consistentな領域を青（薄青）で示し

ている。この図からGRB130603Bの増光がブラック

ホール中性子星連星合体に伴うKilonova/Macronova

であったならば、中性子星の半径は比較的大きなも

のが好まれる事がわかる。このように本研究で得ら

れたモデルは Kilonova/Macronovaの光度曲線から

連星合体の連星パラメータに関する情報を与える。

5 Discussion

本研究で得られたモデルはいくつかの誤差要因を

含んでいる。今回モデルを構築するベースとして用

いた輻射輸送シミュレーションは限られた連星パラ

メータの場合のみについての結果しか存在しない。そ

のため、輻射輸送シミュレーションで調べられてい

る連星パラメータから大きく外れたパラメータ領域

についての本モデルの有効性は定かではない。また、

本現象論的モデルと輻射輸送シミュレーションで用

いられている不透明度や加熱率の不定性に起因する
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Telescope (HST) in the H-band (Berger et al. 2013; Tanvir et al.
2013). According to their discussion, the redshift of the host
galaxy is z = 0.356, and the near-infrared emission corresponds
to an emission with a J-band absolute magnitude

� �M 15.7 magJ,abs at ≈7 day after the prompt emission in
the gamma-ray burst rest frame.

We calculate the J-band magnitudes at 7 day after the merger
using the analytic model, MJ,model, and plot the difference
between these magnitudes and the observed magnitude
% � �M M MJ J J,model ,abs as a function of %chirp and χeff in
Figure 9. The magnitudes and the chirp masses are calculated

assuming MNS = 1.35Me. Four different cases employing
APR4, ALF2, H4, and MS1 EOS are shown. The magnitude
obtained by the analytic model is always larger than the
observed magnitude. We note that our models tend to be fainter
than the results of the radiation-transfer simulations, as we see
Figure 6, and thus this comparison may be conservative.
The blue and light-blue regions in Figure 9 show the regions

where the differences of the J-band magnitude between the
prediction and the observation are within 1 and 2 mag,
respectively. Supposing that the error of the analytic model is
within 1 mag, the binary parameters are constrained to this blue

Figure 9. Allowed parameter region for explaining the observation of GRB 130603B. The results for four EOSs are shown. The blue and light-blue regions show the
parameter space in which the differences in the J-band magnitude between the prediction and the observation of GRB 130603B obtained by HST are within 1 mag and
2 mag, respectively.
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図 2: GRB130603Bと consistentな連星パラメータの領域

誤差も無視できない。これらを鑑見るに本モデルは

最低限 2等級程度の誤差があってしかるべきと考え

られる。

また、ブラックホール中性子星連星合体の際には、

今回取り扱った中性子星の潮汐破壊に伴う物質放出

の他、合体後形成されるブラックホール降着円盤由

来の放出物質の寄与があると考えられる。したがっ

て本研究で得られた光度曲線は光度曲線の下限とし

て捉えられるべきで、こうした別成分の電磁波放射

の重ね合わせにより実際にはより明るい電磁波対応

天体が見える可能性がある事に留意する必要がある。

こうした追加成分の電磁波放射に関するモデル化が

今後の課題である。
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連星中性子星合体における short GRB のニュートリノ駆動モデルの

検証

藤林 翔 (京都大学大学院 理学研究科)

Abstract

継続時間の短いガンマ線バースト (short GRB) の母天体が何か、そして相対論的ジェットの駆動メカニズ

ムが何かは未だ確立していない問題である。我々は、連星中性子星の合体後に形成される、大質量中性子星

と降着円盤から成る系でのニュートリノの対消滅によるジェット駆動メカニズムの検証を、連星中性子星合

体の数値相対論シミュレーション結果を初期条件とした、数値相対論軸対称シミュレーションによる現実的

なセットアップの基で、ニュートリノの対消滅による加熱率を評価することで行った。本講演ではその概要

について説明する。

1 Introduction

ガンマ線バースト (GRB)とは、その名の通りガン

マ線の帯域で光子が突発的にバースト的に到来する

現象である。等方放射を仮定したガンマ線の光度は

1051erg s−1にも上り、正に宇宙最大の爆発現象とい

える。GRBはその継続時間の短長で二種族に分類で

きるとされている。そのうち継続時間の長い種族の

GRB（long GRBと呼ばれる）については、Ib/c型

超新星に付随するものが存在することから、少なく

とも long GRBの一部は、質量の大きな星の重力崩

壊が関わっている事が分かっている。しかし、継続

時間が短い種族のGRB（short GRBと呼ばれる）に

ついては母天体が知られていない。

また、GRBは高エネルギーかつ激しく変動する非

熱的な光子の放射である。これは、相対的に加速さ

れた物質から放射が出ていることを示唆する。また、

GRBの残光の観測から、GRBは細く絞られたジェッ

ト状の爆発であることも示唆される。しかし、その

ような相対的ジェットを放出する機構 (中心エンジン)

も未だ理論的に解明されていない。

中性子星を含むようなコンパクト連星（中性子星–

中性子星または中性子星–ブラックホールから成る連

星）の合体は、図 1のようなコンパクト天体－降着円

盤系を通して効率よく重力エネルギーを解放出来る

可能性があることから、short GRBの母天体として

有力であるが、未だ決定的な観測的証拠は無い。中

心エンジンについては、ニュートリノと反ニュート

リノの対消滅による加熱で相対論的ジェットを駆動

するモデル（ニュートリノ対消滅モデル）が提唱さ

れているが、これまでの研究では流体の配位が簡単

なモデルや、一般相対論的効果を考慮していないコ

ンパクト連星合体の結果が用いられており、現実的

セットアップの下でのGRBのニュートリノ対消滅モ

デルの理論的検証はなされていない。

過去の研究においては、連星中性子星の合体での

ニュートリノ駆動の short GRBの検証は中心のコン

パクト天体としてブラックホールを想定したものが

ほとんどであり、中心に中性子星が存在する場合は

殆ど行われていない。また、一般相対論を考慮しな

がらの計算も過去に行われていない。我々は、連星

中性子星合体の数値相対論シミュレーション結果を

考慮した現実的な初期条件を用いることで、ニュー

トリノ対消滅モデルの検証を行った。

2 Methods

連星中性子星の合体の後に形成される、コンパク

ト天体–降着円盤系は軸対称が良い近似となる。その

ため、系の長時間発展を追跡するために軸対称 2次

元計算を用いる。計算には数値相対論を用いて一般

相対論を考慮した。また、ニュートリノの取り扱いに

ついては Leakage法を用いて冷却率を見積もり、ま

たニュートリノについて光学的に薄い領域について
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図 1: 中性子星が関与するコンパクト連星の合体の描

像。(a)において連星は重力波を放出しながら公転の

エネルギーと角運動量を失い徐々に近づいていき、遂

には合体に至る (b)。その後は、コンパクト天体を中

心とし、その周りを降着円盤が取り囲む系が形成さ

れる (c)。中性子星–ブラックホール連星の合体であ

れば中心となるものはブラックホールであるが、連

星中性子星の場合には、核物質の状態方程式に寄っ

ては重い中性子星が一時形成される場合がある。

はモーメントを用いた定式化を用いてニュートリノ

の輻射輸送を取り扱う (Sekiguchi 2010; Sekiguchi

& Shibata 2011)。そうすることで、ニュートリノ

の対消滅を局所的に求めることが出来る。

2.1 Initial Condition

我々は初期条件として、数値相対論を用いて計算さ

れた、連星中性子星の合体計算 (Wanajo et al. 2014)

を用いる。後 50ミリ秒経ち、重い中性子星–降着円

盤系の軸対称性が良くなった時刻に、系の重心の周

りに全物理量を角度平均したものを用いた。核物質

の状態方程式（EOS）については、DD2パラメータ

を用いたもの (Banik et al. 2014)を用いた。

3 Results

現在は数値計算の解析中であるが、以下では連星

中性子星合体の大まかな描像と、初期条件における

流体配位の解析において分かることを中心に述べる。

3.1 Evolution of Neutrino Luminosi-

ties and Emissivity Distribution

ニュートリノ光度の時間発展を示したのが図 2で

ある。これを見ると分かるように、電子ニュートリ

ノと反電子ニュートリノの光度が非常に大きく、そ

の他のフレーバーの光度はそれらに比べると小さい

ことがわかる。では、この大きなニュートリノ光度を
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図 2: 電子ニュートリノ（赤線）、反電子ニュートリ

ノ（緑線）、他のフレーバーのニュートリノ（青線）

の光度。

供給している領域はどこであろうか。図 3は、ニュー

トリノの emissivityを示している。ここから分かる

ように、電子型のニュートリノの emissivityは降着

円盤の最も内側で最大となっている。これに対して、

熱的な対生成課程のみで生成される他のフレーバー

のニュートリノの emissivityは高密度・高温の中性子

星表面で大きいことがわかる。この違いにより、電

子型ニュートリノの光度は他のフレーバーのニュー

トリノのものにくらべて大きい。

3.2 Ray-tracing法を用いた対消滅率

シミュレーションに用いたモーメント法によるニ

ュートリノの輻射輸送計算はM1クロージャーを用い

て式を閉じている。そのため、ニュートリノのビーム

同士のなす角度の情報が正しく取り扱えていない可

能性があり、結果としてニュートリノの対消滅率に

よる加熱率が正しく計算されていない可能性がある。

我々は (Ruffert et al. 1997)に従って、初期条件の流

体配位において Ray-tracing法によりニュートリノ
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図 3: 各フレーバーのニュートリノの emissivityを x–z面で描いたもの。ただし、流体配位は初期条件のものを

用い、2πRを掛けることで、各Rの体積の違いを考慮している。黒実線は、等密度線である（1014-108g cm−3

まで、対数で等間隔になるようにしている）。

の対消滅による加熱率を計算した。図 4は、z軸上で

のニュートリノ対消滅による加熱率を、z座標の関数

として描いたものである。同時に、ニュートリノ放出

による冷却率も描いている。z > 10 kmでは、ニュー

トリノ対消滅による加熱率が冷却率を上回っている

ため、軸付近の低密度領域は基本的に加熱領域となっ

ている。また、z ∼ 30 km付近で 1032erg s−1cm−3

程度の加熱率が有ることがわかる。大雑把な見積も

りでは、この領域での全加熱率はこれに体積 V を掛

けることで得られ、

Qtot
νν̄ ∼ qνν̄V

∼ 1050erg s−1

(
qνν̄

1032erg s−1cm−3

)(
V

1018cm3

)
(1)

と見積もれる。これは、short GRB にに必要とさ

れる光度（ジェットの開き角を 10 度として 1048–

1050erg s−1）を説明できる。

ニュートリノの源としては中性子星と円盤の 2成

分に分けられる。対消滅加熱に寄与する成分はどち

らであろうか。図 4の点線、ダッシュ線、ダッシュ点

線はそれぞれ、円盤からのニュートリノのみ、中性

子星からのニュートリノのみ、一方は円盤から、他

方は中性子星からのニュートリノのみで計算された

対消滅率である。これを見て分かるように、対消滅

加熱には円盤からのニュートリノの寄与が最も大き

い。これは、そもそもニュートリノの放射の殆どを

円盤が担っていることと、ニュートリノの放射領域

が広がることで大角度での衝突の割合が増えること

が原因だと考えられる。
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図 4: 初期条件での流体配位におけるニュートリノ

の対消滅による加熱率（赤実線）と、ニュートリノ

放出による冷却率（青実線）。加熱率の内訳（中性子

星–中性子星、中性子星–円盤、円盤–円盤）をそれぞ

れダッシュ線、ダッシュ点線、点線で描いている。

4 Discussion

では、これまで広く調べられてきたブラックホー

ル–円盤系とこの系はどのように違うのであろうか。

最も大きな違いはもちろん中心に中性子星が存在す

るか否かである。もし、中心がブラックホールであ

れば、最内安定円軌道の半径は（2.6M⊙のブラック

ホールで）20 km程度となるため、最もニュートリノ

の放射及び対消滅加熱への寄与が大きい領域である、

円盤の最内部が存在しない。よって、ニュートリノ
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の光度と対消滅加熱率は大幅に落ちると考えられる。

よって、中心に重い中性子星が残る場合に、ニュー

トリノの対消滅加熱によって short GRBを説明出来

るだけのエネルギーが供給できると考えられる。

今回の計算においては、粘性としては数値的なも

のが存在するのみである。近年、数値相対論の枠組

みで粘性を取り入れる手法が開発されている。降着

円盤の長時間発展は、粘性による角運動量輸送が重

要な役割を果すため、今後はこの手法を取り入れて

粘性を考慮した降着円盤の発展を追うことが必要で

ある。

軸対称 2次元の計算に於いては、初期条件で非軸

対称性を完全になくしてしまうために、3次元的効

果を逃している可能性がある。よって、今後は 3次

元計算にニュートリノの対消滅加熱の効果を取り入

れてニュートリノ対消滅シナリオの検証を行うこと

が必要となる。また、今回は特定の EOSのみでの計

算のみを行ったが、核物質の EOSには大きな不定性

が存在するため、他の EOSを採用した場合にどうな

るのかを検証していきたい。

5 Conclusion

我々は、数値相対論によって一般相対論を考慮した

連星中性子星合体の数値計算を初期条件として、重

い中性子星–降着円盤系の時間発展を、ニュートリノ

の輻射輸送を考慮しながら追うことで、ニュートリノ

対消滅加熱によって short GRBを説明できるかを考

察した。その結果、今回用いたDD2 EOSの場合は、

円盤からのニュートリノの放射によって short GRB

のエネルギーを説明できるだけの対消滅加熱が起こ

ることが分かった。
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Suzaku/WAMデータアーカイブを用いたガンマ線バーストの系統的な

解析

西山 楽 (埼玉大学大学院 理工学研究科)

Abstract

ガンマ線バースト（Gamma Ray Burst: GRB）は宇宙でガンマ線が突発的に大量放出される現象である。

超新星爆発や相対論的天体の合体に付随する現象だと考えられているが、いまだに解明されていない部分も

多い。X 線天文衛星「すざく」に搭載された広帯域全天モニタ（Wide-band All-sky Monitor: WAM）は

50-5000 keVの観測帯域をもち、全天のほぼ半分という広い視野と硬 X線帯域で大きな有効面積があること

を利用して、GRBなどの突発現象を検出することができる。しかしながらWAMには撮像機能がなく、こ

れまでに天体の位置決定と硬 X 線の入射方向の位置決定、それを用いた正確なスペクトル解析が行われた

GRBは、他衛星との同期観測によって方向が求められたものに限られ、全体の 15%にすぎなかった。未解

析の GRBは 1000あまりにもなる。そこで、藤沼（2016）は、Geant4ツールキットを用いて衛星全体を再

構成したマスモデルにモンテカルロシミュレーションを施し、入射角ごとのWAMの応答を調べ、実際の観

測結果と比較することによりWAM単独で GRBの位置決定をする方法を考案した。このシミュレーション

による到来方向の精度は、冷媒タンクがある方向を除けば方位角方向の差分の平均が約 7°である。これに

より、他衛星との同期観測のない GRBの解析が可能となった。本研究では、WAM単独で GRBの位置決

定を行う手法を用いて実際に未解析の GRBのスペクトル解析を系統的におこなうために、位置決定誤差を

様々なパラメータと比較し、その結果を報告する。

1 イントロダクション

ガンマ線バースト (Gamma Ray Burst: GRB)は、

ガンマ線が突発的に大量放出される宇宙最大規模の

爆発現象であり、１日に１回程度の割合で宇宙遠方

から等方的に発生している。GRBは継続時間によっ

て分類することができ、2秒未満を ShortGRB、そ

れより長いものを LongGRBと呼ぶ。このうち long-

GRBについては、超大質量星が起こす超新星爆発を

起源とすると考えられている。GRBは全天のどこで

発生するか予想できないため、X線やガンマ線光子

に対し大きな有効面積を持ち、なおかつ広い視野を

持つ検出器が観測に適している。X線天文衛星「す

ざく」(Mitsuda et al. 2007)に搭載されている広帯

域全天モニタ (Wide-band All-sky Monitor: WAM:

(Yamaoka et al. 2009))はそのうちのひとつである。

WAMは硬X線検出器 (Hard X-ray Detector: HXD:

(Takahashi et al. 2007))を取り囲む反同時計数用シ

ンチレーションカウンターであるが、50-5000 keV

という広い観測帯域と約 2π strの広い視野、そして

100 keVの光子に対し 800cm2 という大きな有効面

積を持つという特徴を生かし、GRB や太陽フレア

などの突発現象を検出するのに有効である。WAM

は HXDの周囲を囲む４面で構成されており、それ

ぞれWAM0,WAM1,WAM2,WAM3と呼ばれる。模

式図を図１に示す。WAMは単独で入射光子の到来

方向を決定する機能を持たない。しかし、スペクト

ル解析をする際に必要なWAMの応答関数は光子の

入射角度に大きく依存し、天体の位置情報が不可欠

である。従ってWAM単独では観測された硬X線ス

ペクトルを解析をすることはできず、今までに解析

された GRBは Swift/BAT(Gehrels et al. 2004)や

Fermi/GBM(Meegan et al. 2009)などの衛星によっ

て同期観測され、それらによって位置決定されたも

のに限られ、その割合は検出されたGRBらしきイベ

ント全体の 1割ほどであった。そこで、藤沼 (2016)

は、４面で独立に計測される計数率を比較すること

で、WAM単独でGRBの位置決定をする方法を考案
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した (Fujinuma 2016)。

図 1: WAMの模式図。左:上から見た図。右:横から

見た断面図。

2 位置決定方法

位置決定は、WAM各面のカウント比を実測値と

モンテカルロシミュレーションにより得られた値で

比較することで行われる。しかし、WAMは衛星内

部に搭載されているので、硬 X線はすべて衛星構体

とWAM周辺の機器による吸収・散乱を受けている。

そのためカウント比も到来方向によって複雑に変化

するので正確なシミュレーションと比較することが

不可欠である。そこで、まず衛星全体を構成するマ

スモデルを再構築し、モンテカルロシミュレーショ

ンを行うことでWAMとWANTI（HXDの主検出部

である井戸型フォスィッチ検出器WELのアクティ

ブシールド部）の入射角度ごとのエネルギー応答を詳

細に調査する。光子を天球上の一点から衛星全体に

向かって入射させる。これを全球について行うこと

で、入射角度ごとに各光子がどの面で検出されるか確

率分布を調べ、角度応答のデータベースを構築する。

図２、図３，図４，図５はWAMの各面の入射角度に

対する相対検出効率である。WAM0の検出効率でス

ケールされている。図６はWANTIの相対検出効率

である。 これらの図より検出効率の入射角度依存性

が確認できる。ここで、HXDの上面を θ = 0◦、底面

を θ = 180◦、WAM0、WAM1、WAM2、WAM3の正

面をそれぞれ ϕ = 90◦、ϕ = 0◦、ϕ = 270◦、Φ = 180◦

とする（図１）。シミュレーションによって得られた

カウント比とGRBの実測値が一致する入射角度をそ

図 2: WAM0の相対検出効率

図 3: WAM1の相対検出効率

図 4: WAM2の相対検出効率

図 5: WAM3の相対検出効率

のGRBの方向とし、χ2が最小となる角度 (θ, ϕ)を求

めて評価する。χ2については、まずWAMの１番目

に明るい面と２番目に明るい面のカウント比、WAM

の１番明るい面とWANTIのカウント比について計
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図 6: WANTIの相対検出効率

算する。χ2 の計算は以下の式で表される。

χ2(θ, ϕ) =

(
ratioObs − ratioSim(θ, ϕ)

σObs

)2

(1)

ここで、ratioObsは実測値のカウント比、ratioSim(θ, ϕ)

はシミュレーションの角度 (θ, ϕ)のカウント比、σObs

は実測カウント比の統計誤差である。そして、それぞ

れの χ2(θ, ϕ)の和が最小となる角度をその GRBの

位置とする。この方法において、GRBの推定位置を

θの正負２方向に絞り込むことができる。

3 位置決定精度の評価

この方法を用いて藤沼 (2016)は 2009年から 2014

年の間に観測された 32 の GRB について位置決定

を行い、精度を検証した。対象は The Gamma-ray

Coodinates Network(GCN)に投稿された中で少なく

ともWAMの２つの面で検出されていて、なおかつ

他衛星によって位置決定されているGRBである。図

７に推定値と他衛星によって位置決定された実際の

値の差分の分布を示す。表１は推定した位置と実際

図 7: 他衛星決定位置との θ 方向と ϕ方向の差分の

分布

の位置の差分の平均である。仮に他衛星で決定され

表 1: 32GRBにおける推定値と実際の入射角の差分

の平均。左は正解に近い角度、右は遠い角度を表す。
最も明るい面 θの差分の平均 ϕの差分の平均

WAM0(10GRB) 13.05◦/68.36◦ 6.61◦/6.92◦

WAM1(8GRB) 16.00◦/51.61◦ 10.70◦/10.48◦

WAM2(8GRB) 11.64◦/87.00◦ 26.03◦/23.37◦

WAM3(6GRB) 12.19◦/62.87◦ 6.09◦/7.13◦

32GRB 13.28◦/67.81◦ 12.39◦/11.96◦

た方向を「正解」とすると、θ方向は、正解に近い方

向を選択できれば約 13◦、ϕ方向はWAM2を除くと

約 7◦の精度で位置決定できることが分かる。WAM2

の精度が悪い原因としてはWAM2の正面にある X

線分光器 (X-Ray Spectrometer: XRS: (Kelley et al.

2007))の冷媒タンクのマスモデルの再現性が不十分

であることがあげられる。

今回は、この結果を正しく評価するために、それ

ぞれの角度の差分を他のパラメータと比較し、相関

性があるか調べた。まず、GRBの明るさと差分の関

係について調べた。図８，図９に fluenceとそれぞれ

の角度の差分の関係を示す。 θ方向、ϕ方向ともに

図 8: flueceと θの差分の関係

図 9: flueceと ϕの差分の関係

flueceが低いと精度が落ちているようにみえる。これ
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は fluenceが低くなることでWAMの各面とWANTI

のカウント数が落ちてしまい、それが原因になって

いると考えられるが、今後、統計数を増やし定量的

に検証していく必要がある。次に他衛星決定位置に

対する θと ϕのそれぞれの差分を調べた。その結果

を図９，図１０、図１１，図１２に示す。 やはり

図 10: 他衛星決定位置 θと θの差分の関係

図 11: 他衛星決定位置 θと ϕの差分の関係

図 12: 他衛星決定位置 ϕと θの差分の関係

WAM2が正対し、大きな光電吸収要因となる XRS

デュワーがある、ϕ = 270◦付近での精度が θ, ϕとも

に低くなっているのが分かる。θに対しては、４面に

対称に入射する 90◦ 付近で θの精度が落ちているこ

とがわかった。

図 13: 他衛星決定位置 ϕと ϕの差分の関係

4 まとめ

2009年から 2014年にかけて観測された 32のGRB

について、fluenceと精度の相関関係、決定位置 θ, ϕ

と精度の相関関係を調べた。その結果、暗いGRBほ

ど精度が下がっているように見えることが分かった。

しかし、今後統計数を増やし定量的な検証をしてい

く必要がある。また、θ = 90◦付近で θの精度が下が

ることが分かった。また、WAM2の位置に相当する

ϕ = 270◦近辺で θ, ϕそれぞれの精度が下がっている

ことが確認できた。アーカイブデータから未解析の

GRBを系統的に解析する際は、これらの誤差の結果

に注意する必要がある。
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ඇํͳີ༳Β͗ΛͭϓϥζϚதͰͷϫΠϕϧෆ҆ఆੑ

ాɹࠫཏ (੨ֶӃେֶେֶӃ ཧڀݚֶՊ)

Abstract

Ѝઢόʔετ (GRB) ͷݟʹޙΒΕΔޫɺి͔Β X ઢͱ͍͏෯ ͍ΤωϧΪʔଳҬͰɺ͔Β

ً͔͚͖ͯɺඇతཻࢠͷଘࡏΛࣔ ͢ɻGRBத৺ఱମ૬ରతԻͷΞτϑϩʔΛ์ग़͠ɺͦͷ

ӡಈ ΤωϧΪʔ૬ରతແিಥিܸʹΑͬͯҳ͞ΕΔɻैͬͯඇత ੜ͕͡ޫΛࣔ͢ࡏͷଘࢠཻ

ΔաఔʹɺΤωϧΪʔҳɺ࣓ੜͦ ଌʹΑΔͱɺ૬ରతিܸ؍ͷޫՃ͕ॏཁͱͳΔɻࢠཻͯ͠

Լྲྀͷྖࣹ์͍ҬͰɺۭؒ ؒͷ࣓Λѹॖ͔ͨ͠Β 100 ഒʹ࣓Λ૿෯͢Δඞཁ͕͋Δͱࣔ

ࠦ͞Ε͍ͯΔɻͦͷ࣓ͷ૿෯ߏػະղ໌Ͱ͋ΔɻϫΠϕϧෆ҆ఆੑ ɺԹඇํͳΛͭແ

িಥϓϥζϚܥʹ͓͍࣓ͯ༳Β͗ Λྭ͢ىΔݱͰ͋Γɺ૬ରతແিಥিܸͰͷ࣓ੜʹ͓͍ͯॏ

ཁͰ͋Δͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻઌڀݚߦͰɺҰ༷ϓϥζϚຢɺҰ༷ϓϥ ζϚதΛ͢ΔিܸͰͷϫΠ

ϕϧෆ҆ఆੑͷ Particle- in- cell (PIC) γϛϡϨʔγϣϯ͕ߦΘΕ͖ͯͨɻ͜ΕΑΓϫΠϕϧෆ҆ఆੑʹΑ

Δ࣓ ͙͢ʹݮਰ͠ɺ؍ଌ͔Βظ͞ΕΔΑ͏ͳྖࣹ์͍ҬΛΊΔ͜ ͱ͕ग़དྷͳ͍͜ͱ͕͔ͬͯ

͖ͨɻ͔࣮͠͠ݱͷ࣭ؒʹີ༳Β͕͗͋ΔͣͰ͋ΔɻিܸԼྲྀ Ͱɺ૬ରతিܸͷൖํ

ѹॖ͞Εɺඇํ͘ڧ༳Β͕͗ີʹ తͳີ༳Β͕͗ੜ͞ΕΔͱظ͞ΕΔɻͦ͜ͰຊڀݚɺඇҰ

༷ഔ ࣭தͰͷϫΠϕϧ ෆ҆ఆੑͷඇઢൃܗలΛௐΔͨΊʹɺ2 ݩ PICγ ϛϡϨʔγϣϯΛͨͬߦɻͦ

ͷ݁Ռɺઌڀݚߦͷ݁ՌΑΓɺϫΠϕϧෆ҆ఆੑʹΑΔ࣓Λ ؒҡͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ͜Εɺ

ۭؒతʹඇํͳີ༳Β͗ɺඇ ํͳΛ࡞Γग़ͨ͜͠ͱͰɺ2ʹΓϫΠϕϧෆ҆ఆੑʹΑΔ

࣓͕ੜ͞ΕͨͨΊͰ͋Δɻ͞Βʹɺ2ʹੜ͞Ε࣓ͨ༳Β͕͗ ҡ͞ΕΔؒɺີ༳Β͗ε

έʔϧʹൺྫ͢Δ͜ͱ͔Βɺ؍ଌΛઆ ໌ग़དྷΔͱظ͞ΕΔ݁ՌΛಘͨɻ

1 Introduction

ϫΠϕϧෆ҆ఆੑԹඇํͳΛͭ

ແিಥϓϥζϚதͰ࣓༳Β͗Λྭ͢ىΔݱͰ͋

Γ (Weibel 1959)ɺ૬ରతແিಥিܸͰͷ࣓ੜ

ཻࢠՃʹ͓͍ͯॏཁͩͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔ (Spi-

tokovsky 2008b)ɻ

ɹۙ࠷ͷΨϯϚઢόʔετʢGRBʣͷޫͷ؍ଌʹ

ΑΔͱɺ࣓ͷΤωϧΪʔີͱিܸͷӡಈΤω

ϧΪʔີͷൺ ϵB ɺ10−8 ∼ 10−3 ͱ෯͍Λ

ͪɺฏۉͰ 10−5ͱࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ (Santana et al.

2014)ɻ͜Εɺ֎෦িܸͷ͍ԼྲྀྖҬʹ͓͍ͯɺ

࣓͕িܸѹॖʹΑΔΑΓɺฏͯ͠ۉ 100

ഒʹ૿෯͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛҙຯ͢Δɻ·ͨɺ͕ޫ

์ࣹ͞ΕΔλΠϜεέʔϧɺരൃͷݮؒͱ

ͳΔͨΊɺԼྲྀ੩ܥࢭͰɺҎԼͷΑ͏ʹ༩͑ΒΕΔ

(Sironi & Goodman 2007)ɻ

tdecωpp = 7.4× 107E1/3
iso,53n

1/6
0 γ−5/3

2 (1)

͜͜Ͱɺωpp ཅࢠͷϓϥζϚৼಈɺ Eiso =

1053Eiso,53 ergGRBͷํతͰྔͳΤωϧΪʔɺ

n = 100n0cm −3 ্ྲྀ੩ܥࢭͰͷ্ྲྀͷີɺ

γ2 = 102γ രൃͷϩʔϨϯπҼࢠͰ͋Δͱ͜Ζ

͕ɺ͜Ε·ͰʹߦΘΕ͖ͯͨɺҰ༷ͳిࢠཅిࢠϓ

ϥζϚதʹ͓͚Δ૬ରతিܸͷ particle-in-sell

ʢPICʣγϛϡϨʔγϣϯʹΑΔͱɺϫΠϕϧෆ҆ఆ

ੑʹΑͬͯੜ͞ΕΔ࣓ɺ͙͢ʹݮਰ͢ΔͨΊ

ԼྲྀྖҬΛΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏݁Ռ͍ʹ

Λ͍ࣔͯ͠Δ (Chang et al. 2008)ɻैͬͯɺϫΠϕ

ϧෆ҆ఆੑʹΑͬͯੜ͞ΕΔ࣓͕ɺGRBޫͷ

ଌΛઆ໌Ͱ͖Δͷ͔Ͳ͏͔ɺະղܾͰ͋Δɻ؍

ɹ͔͠͠ɺ࣮ࡍʹۭؒؒप࣭ʹɺີ

༳Β͕͗ଘ͢ࡏΔͣͰ͋Δɻͦͷ߹ɺ૬ରత

িܸԼྲྀͰɺ্ྲྀͷํతͳີ༳Β͕͗ɺি
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ܸํ͘ڧѹॖ͞ΕΔͨΊɺѹॖ͞Εͨີ

ߏۭؒతʹେ͖͘ඇํͱͳΔɻͦͯ͠ɺߴ

ີྖҬͷཻࢠඇํతʹಀ͍͛ͯͨ͘ΊɺԹ

ඇํੑ͕ੜ͞ΕɺϫΠϕϧෆ҆ఆੑ͕ߴɾີ

ྖҬͰɺෆ҆ఆͳঢ়گʹͳ͍ͬͯΔͱظ͞ΕΔɻ

ͦ͜ͰຊڀݚͰɺඇҰ༷ഔ࣭தΛ͢Δ૬ର

తিܸͷԼྲྀΛͨ͠ݱ࠶ɺඇҰ༷͔ۭͭؒతʹඇ

ํͳີߏΛͭϓϥζϚதʹ͓͚ΔɺϫΠϕ

ϧෆ҆ఆੑͷඇઢൃܗలΛௐΔɻ

2 Թඇํੑͷੜ

ਤ 1: ԹඇํੑͷੜϝΧχζϜ

͜ͷষͰɺিܸԼྲྀͰԹඇํੑ͕ੜ͞

ΕΔաఔΛৄ͘͠આ໌͢Δɻਤ 1ɺີߴͳϓϥ

ζϚͷݻ·Γ (ҎԼɺີߴ clump)ͷߏͱɺͦ͜

ͰͷΛࣔͨ͠ΠϥετͰ͋ΔɻͲͷΠϥε

τہॴܥੑ׳Ͱඳ͔Ε͓ͯΓɺিܸͷํ

 xํͰ͋Δɻি্ܸྲྀ͕ํͰ

ͭԹͩͱ͢Δɻࠓɺ্ྲྀ੩ܥࢭͰΈͯɺ্ྲྀʹଘ

ີߴΔۭؒతʹํతͳ͢ࡏ clumpͷൃలΛ͑ߟ

Δ ີߴɻ(ଆࠨ) clumpɺিܸ໘Λ௨աͨ͠ޙ

(ਅΜத)ɺԼྲྀ੩ܥࢭͰ xํ γd/(γr)ʹ·Ͱڧ

͘ѹॖ͞ΕΔ (r,γd ͦΕͧΕѹॖൺɺিܸ੩ࢭ

ɻ࣓Խ͞Ε͍ͯͳ(ࢠͷͷԼྲྀͰͷϩʔϨϯπҼܥ

͍িܸͷ߹ɺϫΠϕϧෆ҆ఆੑ࣓Λੜ͠ɺ

্ྲྀ͔ΒͷϑϩʔΛԼྲྀͰҳͤ͞Δ͜ͱͰɺিܸ

ભҠ૬ۙͰɺ΅΄ํతʹͳΔɻͦ

ͷޙɺԼྲྀͰͷϓϥζϚେ͖ͳΛͭͨ

ΊɺཻࢠিܸԼྲྀͰີߴ clump͔Βಀ͍͛ͯ

͘ (ӈଆ)ɻ͍·ɺີߴ clumpিܸํ

γd/(rγ)ഒʹ Lorentzऩॖ͞ΕͨͨΊɺૣ͍ vx

Λཻͭࢠɺ·ͣີߴ clump͔Β xํಀ͛

͍͖ͯɺিܸํʹਨͳํಀ͛Δʹɺ

ΑΓ͍͕͔͔ؒΔͨΊɺ݁Ռͱͯ͠ɺԹඇ

ํੑ͕ԼྲྀྖҬͰͷີߴ clumpͰݱΕΔɻͨͩ͠ɺ

ԹඇํੑͷੜؒɺԻͰີߴྖҬΛ௨

ա͢Δؒͱ΄΅ಉͩ͡ͱ͑ߟΒΕΔɻ͜ͷͱ͖ߴ

ີྖҬͰɺিܸํͷԹ͕ɺিܸ໘

ʹฏํߦͷԹΑΓ͘ͳΓɺҰํີྖҬ

Ͱɺૣ͍ vxΛཻ͕ͭࢠಀ͛ͯ͘ΔͷͰɺٯ

ͷ͜ͱ͕͖ىΔɻैͬͯɺ্ྲྀͷີ༳Β͗ɺি

ܸԼྲྀͰԹඇํੑΛͭ͘Δͱ͑ߟΒΕΔɻɹ

3 γϛϡϨʔγϣϯηοτΞοϓ

ඇҰ༷ϓϥζϚதͰͷϫΠϕϧෆ҆ఆੑͷඇઢܗ

ൃలΛௐΔͨΊʹɺpCANSͷެ։ίʔυɺ2ݩ

ͷి࣓ϓϥζϚཻࢠ (Particl-in-sell,PIC)γϛϡϨʔ

γϣϯΛ༻͍ͨɻ྆ํʹपڥظք݅Λ՝ͨ͠ x-y

ฏ໘ʹɺ2ݩγϛϡϨʔγϣϯ boxΛઃఆ͠ɺཻ

ͷࢠ 3ɺ࣓ͦͯ͠ిΛղ͖ɺܭΛਐ

ΊΔɻ

ɹ·ͣɺ̎ͭରྲྀͯ͠ΕΔɺ࣓Խ͞Ε͍ͯͳ͍ిࢠ

ཅిࢠϓϥζϚΛ༻ҙ͢ΔɻυϦϑτ 0.5c(c

ޫ)ɺରྲྀͷํ yํͱ͢Δɻిࢠɾཅి

ϓϥζϚͷີ͘͠ɺࢠ 0.1cͱ͢Δɻ

͜ͷॳظͷɺϫΠϕϧෆ҆ఆੑʹͱͬͯ

ෆ҆ఆͳঢ়ଶͰ͋Δɻ·࣮ͨࡍʹ GRBͷΞτϑ

ϩʔɺిࢠཅࢠϓϥζϚͷߏͩͱ͑ߟΒΕ͍ͯ

Δ͕ɺ૬ରతিܸͷԼྲྀͰɺిࢠͷԹཅࢠ

ͷԹͱ΄΅ಉ͡ʹͳΔͨΊ (Spitokovsky 2008a)ɺ

ϓϥζϚͱͯ͠ѻ͏ࢠཅࢠϓϥζϚΛిࢠཅిࢠి

͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻຊڀݚͰɺܭίετ͕͍ిࢠ

ཅిࢠͷ߹ΛୈҰεςοϓͱͨ͠ɻ

ɹ GRBఱମपลʹ͍ͭͯະղ໌͕ͩɺԼྲྀͷ

ີΛҎԼͷΑ͏ʹ؆୯ͳີߏ n(x, y)ͱ͠

ͯԾఆͨ͠ɻ

n(x, y) = n0 (2)

n(x, y) = n0{1 + 0.5 sin(2πx/Lx)}ɹɹɹɹ(3)
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ࣜ (2)Ұఆີn0ͷҰ༷ີΛࣔ͢ɻࣜ (3)

xํͷΈʹґଘ͢ΔɺۭؒతʹඇํͳີͰ

͋ΔɻLx xํͷγϛϡϨʔγϣϯ boxαΠζͰ

͋Δ (i.e. γϛϡϨʔγϣϯ boxʹ 1ͷີ༳Β

͕͗͋Δ)ɻ·ͨɺ࣓ੜͷີ༳Β͗ґଘੑ

ΛௐΔͨΊʹɺۭؒతʹඇํͳີͷ߹

Ͱɺ3ͭͷܭ Lx = Ly = 120, 240, 480c/ωpeΛͬߦ

ͨɻωpeϓϥζϚৼಈͰɺిࢠཅిࢠͷฏີۉ

n0Ͱܾ·Δɻ·ͨɺηϧαΠζ δx = δy = 0.1c/ωpe

ɺִؒؒδt = 0.05ω−1
pe ͱͨ͠ɻ

4 Results

10-4

10-3

10-2

10-1

101 102 103

ε B

t ωpe

ਤ 2: ࣓ͷΤωϧΪʔີͷؒൃల

ਤ 2ɺ࣓ 3Ͱฏ࣓ͨ͠ۉΤωϧΪʔີ

ΛɺॳظͷӡಈΤωϧΪʔີͰ֨نԽͨ͠ɺϵB

ͷؒൃలΛද͢ɻҰ༷ͷ߹ ɺ·ͣϫΠ(ઢࠇ)

ϕϧෆ҆ఆੑͷઢܗղੳͷ༧ݴ௨Γɺ࣓ࢦവ

తʹ͢ΔɻανϡϨʔγϣϯޙ (t ∼ 10ω−1
pe )ɺ

࣓୯ௐʹݮਰ͍͖ͯ͠ɺେ͖͘ͳΔɻ

͜͜ͰɺຊγϛϡϨʔγϣϯʹΑΔϊΠζϨϕϧ͕ɺ

ϵB ∼ 5×10−4Ͱ͋Δ͜ͱ͔ΒɺϵBͷؒൃల৴

པͰ͖ͳ͍͜ͱΛҙ͓ͯ͘͠ɻҰํඇํͳີ

ͷ߹ (ɺɺ੨ɺͦΕͧΕ 120, 240, 480c/ωpe)ɺ

ୈ̍ανϡϨʔγϣϯޙ (t ∼ 10ωpe−1)ɺ࣓ t ∼
102ω−1

pe ͔Β࠶ͼ͠Ίɺୈ 2ανϡϨʔγϣϯ

ਰͨ͠ɻ࣓ͷୈݮɺ࣓Ώͬ͘Γޙ 2ؒ

ɺີߴྖҬΛԻͰ௨ա͢Δؒͱಉ͘͡Β͍

ʹͳΔͨΊɺີ༳Β͗ͷ͕େ͖͘ͳΔʹͭΕ

ͯɺ࣓ͷୈ 2͕ؒ͘ͳΔɻ͜Ε 2ষͰ

ड़ͨΑ͏ʹɺຊڀݚͷظͱҰக͍ͯ͠Δ͜ͱ͕

Θ͔ΔɻैͬͯɺҰ༷ͷ߹ͱॳظͷӡಈΤω

ϧΪʔ͕ಉ͡ʹؔΘΒͣɺ࣓ඇํతͳີ

ͷํ͕ɺΑΓ͍ؒੜ͞ΕΔ͜ͱ͕͔ͬ

ͨɻ
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T y
 / 

T x
 - 

1

t ωpe

ਤ 3: Թඇํੑͷؒൃల

ʹɺ࣓ͷୈ 2ͷݯىΛཧղ͢ΔͨΊʹɺԹ

ඇํੑͷؒൃలΛࣔ͢ʢਤ 3ʣɻ͍·Թඇ

ํੑΛA = Ty/Tx−1ͱఆٛ͠ɺີߴྖҬ (ઢ)ɺ

ີྖҬ (੨ઢ)ɺͦͯ͠Ұ༷ີ ͷͦ(ઢࠇ)

ΕͧΕʹ͓͍͍ͯͯ͘ݟɻҰ༷ີ Ͱɺ(ઢࠇ)

ԹඇํੑؒʹͭΕͯ୯ௐʹݮগ͠ɺ0ʹۙ

͍͍ͮͯ͘ɻҰํɺີߴྖҬͷ߹ɺԹඇํ

ੑ t ∼ 102ω−1
pe Ͱ A ∼ 0.25ͱͳΓɺҰ༷ີ

ͷ߹ΑΓେ͖͘ͳͬͨɻ͜Εɺxํಈཻ͘

গͨͨ͠ݮͷԹ͕ີྖҬಀ͛ɺxํ͕ࢠ

ΊͰ͋Δɻ͞ΒʹɺີྖҬͰɺxํಈཻ͘

ΔͨΊɺt·ू͕ࢠ ∼ 10−2ω−1
pe ͰɺີྖҬͰͷ

xํͷԹؒʹͭΕͯ૿Ճ͢Δɻt ∼ 10−2ω−1
pe

ਰ͠ͳ͕ΒԻͰͷݮɺԹඇํੑɺৼ෯͕ޙ

௨աؒͱͱʹৼಈ͢Δɻ

ɺୈʹޙ࠷ 2ανϡϨʔγϣϯ t ∼ 200ω−1
pe Ͱͷ

ඇํͳີߏʹ͓͚ΔɺϵBͷۭؒΛࣔ͢ (ਤ

4)ɻ࣓ ɺߴ ີ (x ∼ Lx/4)ͱີ (x ∼ 3Lx/4)

ྖҬͰޮՌతʹੜ͞Ε͓ͯΓɺϕΫτϧɺߴ

ີྖҬͰ xํʹฏߦͰɺີྖҬͰ yํʹ

ฏߦͱͳ͍ͬͯΔͷ͕Θ͔Δɻ·࣓ͨ༳Β͗ͷ

యܕతʹɺ 20c/ω−1
pe Ͱ͋Δɻ

ɹҎ্ͷ݁ՌΑΓɺୈ 2ανϡϨʔγϣϯͰ A =

0.25ɺ k ≈ 0.3ωpe/cͱಘΒΕɺઢܗղੳΑΓɺ

ϫΠϕϧෆ҆ఆੑͷ࠷େ γmax ≈ 10−2ωpe ͕
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ਤ 4: ࣓ͷΤωϧΪʔີͷۭؒ

ಘΒΕΔɻ͜ΕΒɺຊγϛϡϨʔγϣϯ݁ՌͱҰ

க͍ͯ͠Δɻैͬͯɺ࣓ͷୈ 2ɺϫΠϕϧෆ

҆ఆੑʹΑΔͷͰ͋Δ͜ͱ͕͔Γɺୈ 1ανϡ

ϨʔγϣϯޙͷԹඇํੑɺཻࢠͷඇํͳಀ

ʹΑͬͯੜ͞Εͨͱ͚݁ΒΕΔɻ

5 Discussion

ଌʹΑΔͱ؍ͷޫՌͱGRB݁ڀݚɺຊʹޙ࠷

ൺֱΛ͢Δɻ͔͠͠ࡏݱͷεʔύʔίϯϐϡʔλʔͰ

ɺ؍ଌͱൺֱͰ͖Δ͘Β͍େ͖ͳεέʔϧ (Lx ∼
107c/ωppɺt ∼ ω−1

pp )ΛɺγϛϡϨʔγϣϯ͢Δ͜ͱ

ෆՄͰ͋Δɻͦ͜Ͱ̏छͷີ༳Β͗εέʔϧ

ͷ߹ͰಘΒΕͨɺͦΕͧΕͷ࣓ͷୈ̎ϐʔΫ

̏ΛͱͬͯɺεέʔϦϯάΛ͏ߦͱɺҎԼͷΑ͏

ʹ༩͑ΒΕΔ (ਤ 2ͷഁઢ)ɻ

ϵB ≈ 0.08(tωpe)
−0.6 (4)

͠ 107c/ωppͷεέʔϧΛͭඇํͳີΛ

Ծఆ͢Δͱɺࣜ (4)ɺλΠϜεέʔϧ t ∼ 107ω−1
pp

ͷͰɺ࣓͕ ϵB ∼ 10−5ʹ·Ͱੜ͞ΕΔͱࣔ

ࠦ͢Δɻ͜Ε GRB ଌͱҰக͢Δɻैͬ؍ͷޫ

ͯɺGRBޫͷ؍ଌ͕ࣔࠦ͢ΔɺিܸԼྲྀͷ͍

ྖҬͰ૿෯͞ΕΔ࣓ɺিܸѹॖʹΑͬͯग़དྷ

ͨɺඇํͳີߏͰۦಈ͞ΕΔɺϫΠϕϧෆ҆

ఆੑʹΑͬͯੜ͍ͯ͡Δͱظ͞ΕΔɻ͜ͷεέʔ

ϦϯάΛ͔֬ΊΔͨΊʹɺզʑΑΓେ͖ͳεέʔ

ϧͷγϛϡϨʔγϣϯΛ͏ߦඞཁ͕͋Δɻ͞ΒʹඇҰ

༷ഔ࣭தΛ͢ΔແিಥিܸͷγϛϡϨʔγϣ

ϯΛͯ͠ɺຊ݁ڀݚՌΛ͔֬ΊΔඞཁ͕͋ΓɺͦΕ

ܭࡏݱըதͰ͋Δɻ

6 Conclusion

ຊڀݚͰɺແিಥϓϥζϚܥͰඇํͳີߏ

͕ԹඇํੑΛੜͨ͜͠ͱΑΓɺ࣓͕ϫΠ

ϕϧෆ҆ఆੑʹΑͬͯੜ͞ΕΔͱ͍͏݁ՌΛಘͨɻ

ͦͷΑ͏ͳঢ়گɺ্ྲྀҬͰͷํతͰඇҰ༷ͳີ

ߏ͕ɺԼྲྀҬͰඇํతʹিܸѹॖ͞ΕΔ͜

ͱ͔ΒɺඇҰ༷ϓϥζϚதΛ͢Δ૬ରతিܸ

ͷԼྲྀҬͰظ͞ΕΔɻ͜ͷϝΧχζϜʹΑͬͯɺ

ϫΠϕϧෆ҆ఆੑʹΑΓੜ͞Ε࣓ͨɺઌڀݚߦ

ΑΓ͍ԼྲྀҬͰଘ͢ࡏΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺGRBͷ

ޫ์ཻࣹࢠՃʹ͓͍ͯɺॏཁͱͳΓ͏ΔͩΖ͏ɻ
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相対論的流体場における電子 ·光子温度遷移過程を考慮した
GRB 放射モデルの検討

鍋島 史花　 (東北大学大学院 工学研究科)

Abstract

ガンマ線バースト（GRB）の放射スペクトルは Band 関数と呼ばれる特徴的な構造を持っている．GRB の

放射構造を解明しようとこれまで様々な議論がされてきたが，観測スペクトルを再現するモデルは未だ提案

されていない．GRB の形成シナリオとして，大質量星が一生の最後に重力崩壊を起こした後，中心から相

対論的ジェットが噴き出し，光のエネルギーがガンマ線まで上昇することが考えられている．相対論的ジェッ

ト内には衝撃波が幾つか存在することが知られているが，光子が衝撃波をまたぎ温度の高い電子と出会い平

衡状態へ遷移する過程で非熱的なスペクトルが形成される可能性がある．GRB 放射スペクトルの非熱的構

造が電子 ·光子の平衡遷移過程で得られる可能性を検証するためには，輻射輸送計算において相対論的な電
子分布を適切に与えることや相対論的電子と光子の間のエネルギー交換を正確に表現することが重要である．

本研究では，輻射輸送計算手法としてモンテカルロ法を用い，GRB 放射スペクトルを再現するモデルを構

築することを目標に，電子と光子のエネルギー変化を正確に追尾する計算コードを開発してきた．衝撃波に

より電子のみが急激に高温になる状況を想定し，3 次元モンテカルロ計算を行った．初期分布としてそれぞ

れ Wien 分布および Maxwell - Jüttner 分布を考え，散乱過程としてトムソン散乱およびコンプトン散乱を

考え，散乱優位な流体場を仮定して計算を行った．その結果，相対論的な電子と光子の衝突により逆コンプ

トン散乱が起こり高エネルギー光子が生成される過程を再現できること，平衡状態へ遷移する過程で非熱的

なスペクトルが得られることがわかった．また，観測結果と近いスペクトルを得るために必要な光学的厚さ

や電子 ·光子の初期温度について検討した．

1 はじめに

ガンマ線バースト (GRB)はビックバンを除き，宇

宙で最大の爆発現象といわれており，太陽が一生か

けて放出するようなエネルギーをガンマ線としてわ

ずか数十秒の間に放出する (P. Meszaros 2006)．ガ

ンマ線放出の持続時間により，Short GRB と Long

GRB に分類されるが，中でも Long GRB は通常の

超新星爆発と比べて放出するエネルギーが非常に大

きいため，通常の超新星爆発とは別のシナリオで形

成されると考えられている．現在最も有力なシナリオ

は，大質量星が一生の最後に重力崩壊を起こし中心に

ブラックホールを形成する際に，物質が高速のジェッ

ト（相対論的ジェット）として噴き出し，指向性のあ

る爆発を起こすというものである (S. E. Woosley et

al. 2006)．この相対論的ジェット内を光が進むことに

より，エネルギーがガンマ線まで上昇すると考えら

れている．

Long GRB のもう一つの特徴として，観測スペク

トルが Band 関数という非熱的な構造を持つことが

挙げられる (Band et al. 1993)．べき型のスペクトル

構造を再現するモデルについて様々な議論がなされ

ているが，未だに観測を完璧に再現するような放射

モデルは提案されていない．非熱的なスペクトルを形

成する一要因として，相対論的ジェット内に存在する

幾つかの衝撃波により，光子が高温電子と衝突し温度

平衡になるまでの過程が考えられている (Chootray

et al. 2015)．電子と光子の間の対生成 ·対消滅およ
びコンプトン散乱を考慮すると，Band関数をピーク

付近の 2 から 3 オーダーの範囲にわたって再現する

ことができるという．しかしながら，低エネルギー

側と高エネルギー側のべきの端は再現できておらず，

課題が残っている．

本研究では相対論的ジェットにおける衝撃波によ
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り高温となった電子と比較的温度の低い光子との間

の温度平衡過程に注目し，GRB の観測スペクトルを

再現できるような非熱的な構造を得ることを目標に

掲げる．光子と相対論的な電子の散乱過程を追尾で

きる 3 次元輻射輸送計算を開発し，非熱的なスペク

トルが形成される条件について検討する．

2 数値計算法

本研究では輻射輸送計算手法としてモンテカルロ

法を用いる．モンテカルロ法を用いた輻射輸送計算

では，バックグラウンドの流体場中に多数の光子を

放射し，光子のエネルギー，方向ベクトル，反応断

面積などを各分布に基づいて確率的に決定すること

で，輻射場の発展を追跡する．

2.1 輻射輸送方程式

散乱を考慮に入れた輻射輸送を評価する際には式

(1)の輻射輸送方程式を解く必要がある．(1
c

∂

∂t
+Ω · ∇

)
I(r,Ω, ν, t) = j(ν, T ) +

ρ(r, t)

4π
×∫ ∫

σ(ν)I(r,Ω′, ν′, t)ϕ(Ω′,Ω, ν′, ν)dν′dΩ′

−[k(ν) + σ(ν)]ρ(r, t)I(r,Ω, ν, t)．

(1)

ここで，c は光速，t は時刻，r は位置，Ω は光の進

む方向の単位ベクトル，ν は光の振動数，I は光の

強度，j は単位時間単位体積あたりの放出率，T は

温度，ρ は密度，σ は散乱断面積，k は吸収断面積，

ϕ(Ω′,Ω, ν′, ν) は Ω′ 方向から Ω 方向への散乱カー

ネルである．本研究では，過去に石井らにより開発

された 0 温度電子における 3 次元並列モンテカルロ

コードを用いる (A. Ishi et al. 2013)．

2.2 電子分布の更新

光子の衝突相手として温度を持つ電子を想定する

ため，新たに電子温度分布より散乱相手を決定する

ようコードを改変する．電子は配列として与え，散

乱断面積を決定する際に配列要素からランダムに選

択することで衝突相手の電子エネルギーを決定する．

以下の順序でローレンツ変換および電子速度の更新

を行う．

1. 電子と光子はそれぞれ流体静止系で等方に分布

すると考え，ランダムに選択した電子速度を用

いて光子の散乱断面積を決定する．

2. 衝突前電子速度を用いて衝突前光子エネルギー

を衝突前電子静止系へローレンツ変換する．

3. 散乱断面積より散乱イベントが起こるか起こら

ないかを判断する．散乱が起こる場合は衝突後の

光子散乱角，光子エネルギー，電子速度を Klein-

Nishina の式およびエネルギー保存則，運動量

保存則より決定する．

4. 3 で求めた値を衝突前電子速度を用いてローレ

ンツ逆変換し，元の系へ戻る．

電子静止系から流体静止系へのローレンツ逆変換は

以下の式 (2), (3)を用いる．
E/c

px

py

pz

 = L(β)


E′/c

p′x

p′y

p′z

 , (2)

L(β) =


γ γβx γβy γβz

γβx 1 +
(γ−1)β2

x

β2

(γ−1)βxβy

β2

(γ−1)βxβz

β2

γβy
(γ−1)βxβy

β2 1 +
(γ−1)β2

y

β2

(γ−1)βyβz

β2

γβz
(γ−1)βxβz

β2

(γ−1)βyβz

β2 1 +
(γ−1)β2

z

β2

 .

(3)

ここで，E は電子の衝突後エネルギー，px, py, pz は

衝突後電子の x , y, z 方向運動量を表しており，ダッ

シュ付きは電子静止系における値，ダッシュなしは

流体静止系での値を意味する．また，電子静止系に

おけるエネルギー保存および運動量保存は以下の式

(4)，(5)で表される (G. B. Rybicki et al. 1985)．

hνi +mec
2 = hνf + E, (4)

hνi
c

ni =
hνf
c

nf + p. (5)

ここで，me は電子の静止質量，ni，nf は衝突前お

よび衝突後の光子方向ベクトル，νi，νf は衝突前お

よび衝突後の光子の振動数，p は電子の衝突後の運

動量ベクトルを表す．
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3 シミュレーション条件

衝撃波により電子温度のみが急激に上昇するよう

な状況を想定する．散乱優位な流体場を仮定し，散

乱過程としてトムソン散乱およびコンプトン散乱を

考える．初期電子と初期光子は平衡状態にあると考

え，それぞれ式 (6)，(7)のような Maxwell - Jüttner

分布，Wien 分布で与える．

f(γ)d ln γ =
γ3

θ

√
1− 1

γ2
exp

(
−γ

θ

)
d ln γ, (6)

IWν (T ) =
2hν3

c2
exp

(−hν

kT

)
. (7)

ここで，γ は電子速度のローレンツ因子，θ (=

mec
2/kT ) は relativistic coldness, k はボルツマン

定数を表す．

初期時刻に温度および密度一様な球状の計算領域

の中心から光子を等方に放出し，電子と衝突を繰り

返し，一定時間経過した後の光子エネルギーと電子

運動エネルギーよりスペクトルを作成する．計算時

間内に領域外へ脱出する光子が無いように，領域の

光学的厚さを十分に大きく設定する．ここで，全衝

突回数を全光子数で割った値を平均衝突回数として

定義する．

4 結果

初期電子温度を 1 MeV，初期光子温度を 0.1 keV

として 3 次元モンテカルロ計算を行った．初期時刻

および一定時間経過後の光子スペクトルと電子の運

動エネルギー分布を図 1，図 2に示す．電子の配列

数および光子の粒子数を 10 万とし，時間刻み幅を

∆t = 0.01 s として計算を行った．

4.1 放射スペクトルおよび電子運動エネル
ギースペクトル

まず光子スペクトルを見ると，はじめ 0.1 keV で

あった光子は 1 MeV の電子との衝突により，逆コン

プトン散乱を起こしている様子が確認できる．時刻

t = 0.01 sの時には，まだ光子の一部しか電子と衝突

をしていないため，スペクトルは 0.1 keV のピーク
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図 1: 一定時間経過後の光子スペクトル.
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図 2: 一定時間経過後の電子運動エネルギー分布.

と高エネルギー側のなだらかな広がりの二つの部分

から構成されている．その後，徐々に光子スペクト

ルのピークが高エネルギー側へと移動していき，最

終的には 0.1 keV と 1 MeV の間の温度で平衡へと

達している．特に，時刻 t = 0.01 s および t = 0.1 s

の時は広い振動数領域にわたって非熱的な構造が見

られる．次に電子運動エネルギー分布を見ると，衝

突を繰り返すうちに電子温度が下がっている様子が

確認できる．t = 10 s の時点で光子と電子は温度が

ほぼ等しくなっており，平衡状態に近づいているこ

とがわかる．

表 1に各時刻における光子の平均衝突回数を示し

た．これより，衝突回数が数回程度の時に非熱的な

構造が顕著に見られることが確認できる．観測スペ

クトルに見られるような幅広い振動数領域にわたる

非熱的な構造を再現するためには，平均衝突回数が

1 程度の時に注目して見ることが必要である．
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表 1: 各時刻における平均衝突回数.

時刻 [s] 平均衝突回数 [回]

t = 0.01 0.4664

t = 0.1 2.403

t = 1 8.270

t = 10 53.58

4.2 時間刻み幅のスペクトルへの影響

本計算では背景場の物理量を一定としており，セ

ルをまたぐ際の物理量のジャンプがないため，計算

を行う際にタイムステップを細かく切る必要がない

と考えていた．しかし，図 3に示すように，タイム

ステップを切る場合と切らない場合でスペクトルに

大きな差が出てしまった．これは，電子を粒子では

なく配列として与えており，時間刻み幅が大きいと

電子分布が細かく更新されないためである．コード

の構造上，一つ目の光子に対してタイムステップ内

に発生するイベントを全て計算し終わった後，次の

光子のイベントを計算するという仕様になっている．

このため，時間刻み幅が大きいと一つ目の光子との

衝突により電子分布が大きく更新されてしまい，次

の光子を取扱う際に電子分布が全く違うものとなっ

てしまう．電子と光子の平衡過程に注目して計算を

する際には両方の分布を時事刻々と更新するべきで

あるので，タイムステップを細かく刻むことが必要

である．
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図 3: 時間刻み幅を変えた時の光子スペクトル.

5 まとめと今後の展望

本研究では，GRB観測スペクトルに見られる Band

関数を再現することを目標に，相対論的電子と光子

のエネルギー交換を追尾できる輻射輸送モンテカル

ロコードを開発した．また，相対論的ジェット中に存

在する衝撃波により電子温度のみが急激に上昇する

状況を想定し，3 次元輻射輸送計算を行った．散乱

優位な流体場を過程し，電子および光子の初期分布

としてそれぞれWien 分布およびMaxwell - Jüttner

分布を用いた．

その結果，光子と電子の散乱回数が 1 回以下の際

に，一部の光子が高温電子との衝突により逆コンプ

トン散乱を起こし高エネルギーになり，幅広い振動

数領域にわたり非熱的な光子スペクトルが形成され

ることが確認できた．また，平均衝突回数が 50 回を

超える程度まで衝突を繰り返すことにより，最終的

には電子と光子が温度平衡へと近づくことも確認し

た．今後は，観測スペクトルに近いべき型のスペク

トル構造を得るため，電子と光子の初期温度による

スペクトルへの影響や平均衝突回数が 1 回程度の状

況についてより詳細に検討をしていく．また，背景

場に流速を与え，視線方向によるスペクトルの変化

についても調べる予定である．
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ガンマ線バースト付随超新星の爆発モデリング

早川朝康 (京都大学大学院理学研究科 宇宙物理学教室), 前田啓一 (京都大学)

Abstract

宇宙で最も明るい現象の一つとして、超新星爆発やガンマ線バースト (GRB)と呼ばれる爆発現象が知

られている。これらの現象は別々に観測されきたが、1998年以降、同時に起こる GRB付随超新星という現

象が観測されてきた。GRB付随超新星は、一般的な超新星よりも明るく、GRBのエネルギーや継続時間に

多様性があることも知られている。しかしながら、どのようにしてこの多様性を説明するのかは分かってお

らず、そもそも爆発メカニズムも分かっていない。

現在、collapsar モデルと呼ばれる大質量星の崩壊モデルが提案されている。このモデルでは、中心にブ

ラックホール、その周りに降着円盤を作る系が考えられており、円盤からの降着によって開放された重力エ

ネルギーがジェットとなり GRBになると考えられている。また、ジェット以外に円盤からは円盤風が吹き、

この円盤風が外層を吹き飛ばすことで超新星になると理論から予想されている。

先行研究では、collapsarの詳細な計算が、大質量星のコアでされているが、実際には外層に囲まれてい

るため、コアの議論だけでは不十分である。そこで本研究では、collasparモデルを単純な系として時間進化

を計算し、GRBと超新星が同時に起こり得るのかを調べた。その結果、円盤風は必ずしも外層を押し返し

超新星になるとは限らず、球対称な爆発は起こせないことがわかった。逆に、双極的な爆発を考慮に入れる

と、観測されている GRB付随超新星の一部を説明できることもわかった。

1 Introduction

宇宙の進化の歴史を追うためには、恒星の進化を

知ることが重要である。恒星は内部で元素合成を行

い、鉄までの元素を作る。そして、星の進化の最終

段階では、超新星爆発と呼ばれる大爆発現象で、鉄

より重い元素を作ることが知られている。超新星は

明るい現象で、より遠くの宇宙の情報が得られるた

めに、この現象の理解が、直接宇宙の化学進化の理

解につながる。

超新星爆発には、白色矮星と主系列などの星から

なる連星系による、核暴走燃焼型超新星と、大質量

星が進化の最終段階で、重力崩壊を起こす、重力崩

壊型超新星の 2種類が存在する。超新星は、可視光

で明るく輝くために、多くの可視光観測が地上や衛

星によって行われてきた。また可視光以外にも明る

く輝く現象であるため、広い波長域で観測が行われ、

高分散分光観測も行われいる。これにより、爆発し

た際の状態がわかりつつあるものの、爆発メカニズ

ムは未だによくわかっていない。

そして、超新星とは別にガンマ線バースト (GRB)

と呼ばれるガンマ線で一気に光り輝く高エネルギー

爆発現象が、別の現象として観測されてきた (Piran

(2004),Mészáros (2006),Woosley & Bloom (2006))。

GRB は初めて観測されて以来、全天で毎日 1 発ほ

ど観測されているが、継続時間やエネルギーに多様

性があることが観測から分かっており、謎を深めて

いる。

さらにGRBの中には、超新星が付随して起こって

いるものも 1998年以降 10数例ほど見つかってきて

いる (Iwamoto et al. (1998),Galama et al. (1998))。

この GRB付随超新星は、普通の超新星よりも爆発

のエネルギーが大きく、より明るく光ることが観測

から分かっている。しかし、GRBと超新星の関係性

は未だによくわかっておらず、GRB付随超新星の爆

発メカニズムもよくわかっていない。また GRB付

随超新星にも多様性があり、これをどのように説明

するかも未解決問題である。

GRB付随超新星を説明するモデルとして、collap-

sarモデルと呼ばれる高速回転する大質量星の重力崩

壊モデルが提案されている (MacFadyen & Woosley
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(1999),Popham et al. (1999)など)。このモデルでは、

大質量星の重力崩壊後に中心にブラックッホール、そ

して周りに降着円盤を作ると考えられている。円盤

からはブラッックホールにガスが降着し、降着する際

に開放された重力エネルギーがジェットと呼ばれる超

相対論的な速度を持つガスを放出する。このジェット

がまだ降着していない星の外層を突き抜けることで、

GRBになると考えられている。そして、円盤からは

ジェットとは別に、円盤風と呼ばれる別のアウトフ

ローが噴出することが理論から予測されており、こ

の円盤風が外層を吹き飛ばすことで超新星になると

示唆されてきた (Kohri et al. (2005),MacFadyen &

Woosley (1999),Kumar et al. (2008))。

しかし、これまでの計算では、円盤とブラックホー

ルの計算を以って、GRB付随超新星を説明できると

されてきたが、実際にジェットが外層を貫き、また

円盤風が外層を吹き飛ばし超新星になるかはわから

ない。そして、GRB付随超新星の多様性をどのよう

に説明するかもわかっていない。そこで、本研究で

は、collapsarモデルを円盤、ブラックホール、外層

からなる系と考え、簡単なモデリングをし、それぞ

れの中での物質のやりとりを計算して、ジェットの

エネルギーや超新星のエネルギーを見積もった。ま

た、多様性を説明するために、親星の性質に着目し

て、様々な親星での計算を行った。

2 Method

今回の計算では、詳細な流体計算は行わず、円盤

とブラックホールの時間進化を、外層からの効果も

考慮に入れながら行う。Kumar et al. (2008),Maeda

& Tominaga (2009)を参考に、外層から円盤への降

着率、円盤からブラックホールへの降着率を求める。

また角運動量の進化を解いていく。例えば、円盤、ブ

ラックホールの質量の進化は、外層から降着してく

るガスを考慮に入れて、

Ṁdisk(t) = Ṁff(t)− Ṁacc(t)

ṀBH(t) = Ṁacc(t)− Ṁwind(t) (1)

のように書ける (詳しい計算方法は、Kumar et al.

(2008))。ここで、円盤風はどのようにして放出され

るかは詳しくわかっていない。そこで、円盤風は、降

着の一部が放出されるとし、0 ≤ s ≤ 1 を満たすパ

ラメーター sを与え見積もった。

Ṁwind(t) = Ṁacc(t)×
(
rinner(t)

rdisk(t)

)s

(2)

ここで、rinner, rdiskは円盤の内縁、外縁半径である。

それぞれ、円盤に供給された角運動量と、ブラック

ホールの回転により決まる。

この進化を解いていく中で、ジェットと円盤風のエ

ネルギーを見積もる。ジェットは、ブラックホールへ

の降着率と回転によるとして、

Ljet(t) = ηjet(a)ṀBH(t)c
2 (3)

ηjet = 0.07

(
a

1 +
√
1− a2

)5

円盤風は、円盤から脱出速度を持って噴出するとし、

Ėwind =
0.1s

2(1− s)

Ṁaccc
2

(rdisk/rs)s

[(rs
r

)1−s
]rs
rdisk

(4)

ここで、rs はシュワルツシルト半径である。また、

(3),(4) からそれぞれの圧力を求め、外層からの圧

力を自由落下してくる層の圧力として、Pjet ≥
Penvelope, Pwind ≥ Penvelopeとなった時を、それぞれ

GRBと超新星の成功条件とし、その時のエネルギー

を求めた。ジェットと円盤風の圧力は、絞り角がどの

程度あるかによって決まるため、ジェットは 5◦、円

盤風は球対称な場合と 30◦ の場合を考えた。

また初期条件として、Woosley & Heger (2006)の

16TIモデルを用い、角運動量の絶対量を変えた複数

モデルでの計算を行った。

3 Result

3.1 球対称な円盤風を考慮した時

円盤風を球対称とした時の結果を示す。

図 1は、圧力の時間進化を示してる。s = 0.5とし、

円盤風を球対称と仮定すると、円盤風はほとんどの

ものが降着する最終段階まで、外装を吹き飛ばせず

超新星になりえないことがわかった。一方でジェット

は、絞り角が小さく、圧力が大きくなりやすいため
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図 1: 球対称な円盤風を仮定した時の外層からの圧力

(紫)、円盤風 (緑)、ジェットの圧力の時間進化 (青)。
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図 2: 圧力の比較。破線:円盤風の圧力、実線:外層か

らの圧力。色の違いは角運動量の違い。紫を基準に、

緑は 5.5倍したもの、水色は 1/3にしたもの。

に、外層を貫くことができ、GRBとして成功しうる

ことがわかった。

また、円盤風のエネルギーを得やすい角運動量を

変えたモデルを計算した結果を図 2に示す。角運動

量を大きくしたとしても、外層を吹き飛ばすことは

できず、球対称な円盤風では超新星を起こせないこ

とがわかった。

3.2 絞り角を 30◦としたモデル

円盤風の圧力は絞り角を変えることにより高まり、

外層を吹き飛ばせることがわかった。この時、吹き
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図 3: 吹き飛ばされた外層質量と円盤風によって吹き

飛んだ質量、円盤風のエネルギー。赤色の点が観測

されているGRB付随超新星の特徴。カラーは初期に

与えた角運動量の違いを示している (1050g ·cm2 · s−1

で規格化)。

飛ばせなかった外層は絶えず円盤に降着するために、

降着と円盤風が同時に起こる系が考えられる。この

場合、円盤風は長い間エネルギーを稼ぐことができ

ることがわかった。

この時の吹き飛ばされた質量や、超新星のエネル

ギーを観測と比較した結果が図 3である。この状況を

考えた時のみ観測を説明できる結果を得られた。し

かし、外層からの降着が続かないとすると、観測を

説明できないことも同時にわかった。また、角運動

量が大きくないと爆発しても、観測を説明できない

ことも新たにわかった。

GRBエネルギーについても親星の角運動量に着目

し、超新星のエネルギーと比較した結果が図 4であ

る。角運動量の大きいモデルで、降着が同時に起き

ている場合を考えれば、一部の観測を説明できるこ

とがわかった。また GRBのエネルギーの幅は角運

動量の違いで説明でき、必ずしも超新星が付随する

とは限らないという結果を得た。

4 Conclusion

外層を含めた collapsarモデルの計算をすることで

GRB付随超新星が本当に起きるのかを調べた。その
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図 4: ジェットのエネルギーと超新星のエネルギー。

それぞれ 1050ergで規格化している。赤点は観測点。

色の違いが角運動量の違いを示している。

結果、球対称な円盤風では外層を飛ばせず超新星にな

りえないことがわかった。また観測されているGRB

付随超新星を説明するためには、円盤風は絞られて

放出され、また吹き飛ばせなかった外層からは絶え

ず円盤への降着している状況が必要ということが新

たにわかった。さらにGRBのエネルギーの違いは、

親星の角運動量の違いで説明できたが、GRB付随超

新星の多様性の全ては説明がつかなかった。

この結果は、先行研究で指摘されていた結果と矛盾

のないこともわかった (Maeda & Tominaga (2009))。

しかしながら、観測されているGRB付随超新星は、

双極的な爆発よりかは球対称的な爆発をしているこ

とが観測から分かっているMaeda et al. (2008)。そ

のため、観測を説明できるという結論になったもの

の、まだ課題は残る。

実際には、円盤風やジェットは外層中で大きく広が

り、単純に外層を飛ばしたり、貫いたりするとは限ら

ない。外層とジェットと外層の相互作用が重要になっ

てくるため、外層の詳細な計算が必要である。ジェッ

トのエネルギーを超新星のエネルギーに転化させる

ことができれば、同じ親星で、球対称的な円盤風を

仮定しても、GRB付随超新星を説明出来る可能性が

ある。

また違う解決策としては、今回中心天体をブラック

ホールとしていたが、magnetar と呼ばれる磁場の強

い中性子星を考えたモデルがあげられる。このモデ

ルでは、magnetar の回転エネルギーと円盤風のエネ

ルギーが合算することで、超新星を起こせるかもし

れない。超新星残骸の中にmagnetarが見つかった例

Kouveliotou et al. (1998)も報告されており、このモ

デルも否定できない。これらは今後の課題になる。
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銀河系中心核Sgr A*の43 GHz帯における準周期的振動の検出

岩田 悠平 (慶應義塾大学大学院 理工学研究科)

Abstract

銀河系の中心核は、Sgr A*と呼ばれる強烈な点状電波天体として認識され、M ∼ 4 × 106 M⊙ の超大質
量ブラックホールを内包していると考えられている。しかしながら Sgr A*は、未だ一般相対論が予言する
ブラックホールの「候補天体」に過ぎない。一般にブラックホール候補天体は、その光度に準周期的振動
(quasi-periodic oscillation; QPO)と呼ばれる特有の変動現象を伴う事が知られている。これは、一般相対
論的効果を受けた降着円盤内の軌道運動とエピサイクリック運動との共鳴に起因する現象と解釈されており、
ブラックホールの有力な存在証拠の一つと考えられている。Sgr A*もまた、近赤外線および X線フレア中に
QPOを呈しているとの報告があり、電波領域でも VLBA, 43 GHz帯にて Sgr A*の構造変化を用いた QPO

の検出が報告されている。我々は、この 43 GHz帯のデータを使用して、光度曲線を用いた強度変動の詳細
な周期解析を行った。2004年 3月 8日のデータを解析した結果、Sgr A*は 43 GHzにおいて 13%変動し、
少なくとも 14.6分、32.1分に有意な周期的振動を示すことが分かった。これらの周期を降着円盤の共鳴振
動モデルでフィットするならば、Sgr A*のスピンパラメータ a∗ は a∗ = 0.56± 0.15と求められる。この a∗

の値は、質量降着による Sgr A*の自転角運動量の上昇過程以外に、何らかの角運動量の抜き取り過程がある
ことを示唆している。

1 Introduction

強烈な点状電波源である銀河系中心核 Sgr A*は
その質量が M ∼ 4 × 106 M⊙ と見積もられてお
り (Ghez et al. 2008)(Gillessen et al. 2009)、最も
確度の高い超大質量ブラックホール (supermassive

black hole; SMBH)の候補天体である。Sgr A*の質
量は周囲の恒星の運動から正確に測定されているが、
BHの基本的な物理量の一つである自転角運動量は
未だ議論の渦中である。Sgr A*は広帯域な連続波を
放射し、ミリ波から X線においてフレアが観測され
る (Baganoff et al. 2001)(Genzel et al. 2003)(Yusef-

Zadeh et al. 2006)。BH候補天体は、その光度に準
周期的振動 (quasi-periodic oscillation; QPO)と呼ば
れる特有の変動現象を伴う事が知られているが、Sgr

A*もまた、近赤外線およびX線フレア中にQPOの
暫定的報告がされている (Genzel et al. 2003)(Yusef-

Zadeh et al. 2006)(Bélanger et al. 2006)(Hamaus et

al. 2009)。
Sgr A*から検出されているQPOの周期は、降着円
盤の最内安定円軌道 (Innermost stable circular orbit;

ISCO)での回転周期に近い。このことから QPOの

発生モデルの一つとして、降着円盤中の ISCO付近
で一般相対論的効果を受けたケプラー振動数 ΩK と
エピサイクリック振動数 κがΩK = 2κとなる半径で
共鳴を起こすという共鳴円盤振動モデルが考えられ
ている (Kato & Fukue 2006)(Kato et al. 2010)。こ
のモデルでは、観測される QPOの振動数は整数m

を用いて、mΩK ± κと表され、それぞれの振動数は
共鳴半径、BH質量、BHの自転角運動量を表すスピ
ンパラメータ a∗ (a∗ は −1 ≤ a∗ ≤ 1の範囲をとる)

を用いて求めることができる。
電波帯での QPO は、Very Long Baseline Ar-

ray (VLBA) による 43 GHz データから、Sgr

A*の空間構造の時間変化を解析することによって
16.8, 22.2, 31.4, 56.4 分の周期が報告されている
(Miyoshi et al. 2011)。我々はこのデータについて、
空間構造を限定した上で光度曲線を作成し周期解析
を行い、より信頼度の高いQPOの検出を目指した。
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2 Observations and Analysis

今回解析を行ったデータは、2004年 3月 8日 9:30 -

16:30 (UT)に観測されたVLBAの 43 GHzデータで
ある。この前日にはNobeyama Millimeter Array に
てSgr A*のミリ波フレアが観測されていた (Miyazaki

et al. 2006)。
解析には、Astronomical Image Processing System

(AIPS) を用いた。このデータの全時間を用いて作成
した Sgr A*のイメージを図 1に示す。AIPSのタス
ク UVFITを用いて、Sgr A*の構造を楕円のガウシ
アン (712 µas × 407 µas,PA = 79◦· 8, Bower et al.

2004)に固定し、ピーク強度をフリーパラメータと
してビジビリティデータのフィッティングを行った。
フィッティングはデータに対し 15秒間隔で行い、合
計で 756点のフラックス密度が得られた。
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図 1: Sgr A*のVLBA 43 GHz イメージ 。合成ビー
ムを左下に示している。

3 Results

図 2にフィッティングより得られたフラックス密度
の光度曲線を示す。光度曲線は最初の 30分のデータ
のクオリティが悪かったため、これを除いた 702点
をプロットしている。光度曲線の変動の有無を調べ
るため、フラックス密度が図 2の平均値 1.02 Jyとな
る一定のモデルに対し、χ2を自由度で割った χ2

redを

計算した。χ2
red = 61と 1より十分大きい値を示し、

この光度曲線は変動を示すことが分かった。変動の
相対的な大きさは、図 2の標準偏差 0.14 Jyであった
ことから 0.14 Jy/1.04 Jy ≃ 13%と求められた。

図 2: 得られた光度曲線。エラーバーはフィッティン
グ誤差を示している。

得られた光度曲線に特徴的な周期が含まれている
か調べるため、周期解析を行った。光度曲線の時間
間隔は等間隔ではないため、等間隔でないデータに
ついても周期解析を行うことができる Lomb-Scargle

Periodogram (L-Sピリオドグラム)(Scargle 1982)と
いう手法を用いた。図 3に L-Sピリオドグラムを示
す。図 3で見られる強いピーク 3つについて、ガウシ
アンフィットでピーク位置を求めると、10.2± 0.1 分
、14.6± 0.2 分、32.1± 0.8 分と求められた。また、
ピークの高さの信頼性を示す False Alarm Probabil-

ity (FAP) (Horne & Baliunas 1986)を求めると、3

つのピークは全て FAP = 0.01%を上回った。した
がって、3つの周期が本物の信号によるものである可
能性が高いことが示された。
特徴的な周期が光度曲線の時間間隔によるもので

はないか調べるため、ガウシアンノイズと図 2と同じ
時間 tj を用いて光度曲線を作成し、周期解析を行っ
た。得られた L-Sピリオドグラムからは、強められ
るような特徴的な周期は見られなかった。また、ガ
ウシアンノイズに cos波を加えた光度曲線に対して
も周期解析を行った。図 4に 32.1分の周期の cos波
を加えた時の L-Sピリオドグラムを示す。10.2分の
周期を入れた場合にも同様の図となり、このことか
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ら 10.2分と 32.1分の周期の信号どちらかが入った場
合、もう一方の周期を誘起する可能性があることが
わかった。

図 4: ガウシアンノイズに 32.1分の cos波を加えた
ときの L-Sピリオドグラム。

4 Discussion

図 3に見られた 10.2, 14.6, 32.1分の周期について
考える。擬似信号を入れた数値シミュレーションか
ら、10.2分と 32.1分の周期はどちらかの影響によっ
て誘起された可能性があることがわかった。したがっ
て、10.2, 32.1分のどちらかの周期と 14.6分の周期が
本研究で観測された QPOの周期と考えることが出
来る。10.2分と 32.1分の周期に関してはどちらが本

物の周期であるか結論付けるのは難しいが、過去の
観測例で 10分に近い周期は見つかっていないことか
ら、32.1分の周期の方がより信憑性が高いように思わ
れる。したがって、本研究では少なくとも 14.6, 32.1

分の 2つの QPO周期を検出した可能性がある。
14.6, 32.1分の周期について、降着円盤の共鳴円盤

振動モデルで a∗ についてフィッティングを行った。
今回得られた 3つの周期とフィッティングの最適値
a∗ = 0.56のとき理論的に予想される周期を図 5に
示す。なお BH質量は (4.31± 0.66)× 106 M⊙ とし
た (Gillessen et al. 2009)。フィッティング結果とモ
ンテカルロシミュレーションから、a∗ = 0.56± 0.15

と求められた。

図 5: 観測された周期と a∗ = 0.56のときの共鳴円盤
振動モデルによる計算結果。直線は理論的に予想さ
れる各モードでの QPO周期を示している。

BHは質量降着によって成長する際に、角運動量も
受け取るためスピンパラメータは大きくなる (a∗ ∼ 1)

と考えられる。しかしながら本研究の結果は a∗ =

0.56という 1よりも明らかに小さい結果となり、BH

から何らかの角運動量の抜き取り過程が存在するこ
とを示唆している。理論的には、適度に降着が起こ
るようなBHのモデルによる結果 (a∗ ! 0.5)(King &

Pringle 2006)や、BH周りの磁場の影響を考慮した
統計的な平衡解 (a∗ ∼ 0.6)(Chashkina & Abolmasov

2015)によって、本研究で求めたスピンパラメータと
近い値が報告されている。
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5 Conclusion

本研究では Miyoshi et al. (2011) のデータを用
いて、Sgr A*からの放射を楕円のガウシアンでフ
ィットする手法により光度曲線を得た。光度曲線に
ついて L-Sピリオドグラムを用いて周期解析を行う
と、10.2, 14.6, 32.1分の特徴的な周期が検出された。
本論文では、このうち 14.6, 32.1分の周期について
QPOを観測した可能性があると結論付ける。得られ
た QPOの周期から銀河系中心核 BHのスピンパラ
メータを求めると、a∗ = 0.56± 0.15という値が求め
られた。このような 1よりも明らかに小さいスピン
パラメータの値は、BHから何らかの角運動量の抜
き取り過程が存在することを示唆している。
電波帯での QPOの存在をより確固たるものにす
るためには、検出例を増やすことが必要である。更な
る QPOの検出報告のため、我々は Atacama Large

Millimeter/Submillimeter Array による Sgr A*の観
測を計画している。

Reference
Ghez, A. M., Salim, S., Weinberg, N. N., et al. 2008,

ApJ, 689, 1044-1062

Gillessen, S., Eisenhauer, F., Trippe, S., et al. 2009,
ApJ, 692, 1075

Baganoff, F. K., Bautz, M. W., Brandt, W. N., et al.
2001, Nature, 413, 45
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VLAの電波観測に基づくマイクロクエーサーSS 433の

ジェットの偏波解析

酒見 はる香 (九州大学 宇宙物理理論研究室)

Abstract

宇宙ジェットの研究は多くなされており、その形成や構造については多くのことが解明されてきている。特

にマイクロクエーサー SS 433 は比較的近傍に存在するため、多くの観測が行われており、その構造につい

て活発に調べられている。しかし、未だにわかっていない点も存在する。

宇宙ジェットを理解することは、宇宙の構造・形成を理解するために欠かせないものである。また、SS 433

のジェットの研究が進むことで、AGNなどの他の宇宙ジェットの理解も深まると考えられる。

ジェットの研究の手法の一つとして、偏波解析が挙げられる。偏波解析では、天体から届く電磁波の電場の

振動の偏りがどの方向にどの程度あるのかを調べることで、天体の電場ないし磁場の構造を調べる。本公演

では SS 433 の偏波解析の現状の理解を深めるべく、David et al.(2008)のレビューを行う。

David et al.(2008)では、ジェット上で偏波の程度に偏りが生じている様子が見られた。ジェットの周辺領域

ではジェットよりもかなり大きい偏波が見られ、このことから SS 433 とそのジェットを取り巻く物質が大局

的な磁場を持っていることがわかった。ジェットと、それを取り巻く物質との相互作用が、ジェットの形態と

磁場を決定するのに重要な役割を果たしているであろうと考えられる。このようなジェットの周辺領域の偏

波の影響やファラデー偏波解消、ジェットの運動の影響を考慮すると、ジェットの磁場がジェットのらせん構

造に沿っていることが確認された。

1 Introduction

SS 433 は、超新星残骸W50内に存在するマイク

ロクエーサーである。周期 13.1日の近接連星系を成

し、主星は恒星質量ブラックホールもしくは中性子星

であり (1)、伴星は通常の恒星である。主星からは二

つのジェットが噴き出しており、その速度は約 0.26c

である。また、ジェットが歳差運動をしており、その

周期は 162日、歳差軸からの傾きは 20 °である (2)。

そのため、ジェットはらせん構造をしている。

VLAを用いた周波数 5 GHzの観測から、ジェット

が数十パーセントの直線偏波をしており、その偏波の

構造は、ジェット上での位置と、歳差運動の位相で変

わることが確認された (3)。また、ジェットの磁場は、

ジェットに沿ってらせん構造をしていると考えられ

ている (4)。本公演では、VLA（Very Large Array）

による SS 433 の電波観測のデータを用いて偏波解

析を行った論文、David et al.(2008)(5)のレビューを

行う。

2 Observation

and Data Reduction

今回は VLAで 1998年 3月 5日から 7日にかけて

3～4時間おきに観測したデータを用いている。周波

数は 3月 5日では 1.415, 1.665, 4.800, 14.94 GHz の

ものを、3 月 6 日と 7 日では、1.415, 1.465, 4.800,

14.94 GHzのものを用いている。解析にはAIPS（電

波干渉計データ解析用ソフトウェア）を、画像作成

にはDIFMAPを用いた。各日付で、各周波数の画像

を作成し、最終的に同じ周波数のものについて、主

星の位置で重ね合わせ、平均を取った画像を作成し

た。

3 Result

図１は、14.94 GHz で観測した SS 433 のジェット

のデータについて、上に述べたような処理を行った
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結果の画像である。画像のうち、上段は全電波強度

の等高線、中段は偏波強度の等高線と電場のポジショ

ンアングル、下段は全電波強度の等高線（上段のも

のより本数を減らしている）と、グレースケールで

偏波率を表している。ここで偏波率とは、全電波強

度のうち偏波強度の占める割合であり、より色が濃

いものが偏波率が高いということを表している。ま

た、各画像に、Hjellming & Johnston(1981b)(6) の

ジェットの運動力学モデルを重ねている。この運動力

学モデルは、ジェットの速度の赤経・赤緯方向の成分

から、ジェット物質の時刻ごとの位置を表しているも

のである (Appendix 参照)。画像に重ね合わせてい

るモデルでは、5日ごとに放出されたジェット物質の

位置を示している。+は我々の方向に向かっているも

の、・は我々から遠ざかっているものを表す。

また今回、地球から SS 433 までの距離は d = 5.5

kpc、ジェットの速度は 0.29cを採用している。

図 1: 14.94 GHz のデータの処理後の画像

図２は、14.94 GHz の周波数で観測された SS

433 のジェットの磁場の方向を示したものである。こ

の磁場の方向は、観測で得られたストークスパラメー

タから電場のポジションアングルを求め、それに対

し直交しているとして決められている。等高線の尾

根の部分がジェットであるとみなし、ジェット上の特

に明るく輝く領域（E1, E2, E3, W1, W2, W3）、主

星の位置を表す core(C)、ジェット、ジェットの周辺

領域（off-jet）に着目して、以下の結果を見ていく。

1. E1とW1の近くでは、SN値が低いことと、ジェッ

トが急激に曲がっていることから、磁場の方向の決

定が難しい。

2. E1-E2-E3、W1-W2-W3の領域では、磁場の方向

が等高線の尾根に沿っている様子が見られる。

3. E3-C-W3の領域では、ジェットの方向と磁場の方

向が直交している様子が見られる。これは、電波が

ファラデー回転を受けている影響によるものだと考

えられる。

4. off-jet、特に E3の北側やW3の南側では、偏波

率が高く、磁場が一定の方向を向いている様子が見

られる。このことから、SS 433 を取り巻く物質が数

千 AUのスケールの大局磁場を持っていることがわ

かる。また、一つの可能性として、ジェットとそれら

の構造との間に相互作用が働き、ジェットの端の部分

ではガスの大規模な運動が引き起こされると考えら

れる。

5. 図１の下段に示されている通り、ジェットの偏波

は、off-jet の偏波よりも低くなっており、off-jet の

偏波に隠されてわかりにくくなっている。しかし、

ジェットの全領域で偏波率が最小となる部分をジェッ

トとみなすと、ジェットの磁場はジェットに沿ってら

せん構造になっていることがわかる。

6. 図１の下段に示されている通り、特に明るく輝く

領域（E1, E2, E3, W1, W2, W3）とそれらの間の

領域（例えば E1と E2の間の領域や、E2と E3の間

の領域）では、前者の方が、偏波率が低い。特に明

るく輝く領域がどのようにして作られるのかはまだ

わかっていない。しかし、一つの考えうるプロセス

として coreでなんらかの衝撃波が発生し、それによ

り圧縮された部分が、ジェット上で特に明るく輝いて

見えるというものがある。このプロセスで考えると、

圧縮された部分では磁場の構造が複雑になり、部分

的にジェットの進行方向に直交するような磁場も生

じる。この影響で、特に明るく輝く領域では偏波率

が低くなると考えられる。
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図 2: 磁場の方向

4 Summary

and Future work

今回レビューした論文から、SS 433 のジェットの

磁場、また、ジェットの周辺領域の磁場の特徴が分

かった。現段階では、ジェットと、その周りに存在す

る物質との相互作用の詳細や、ジェット内で特に明る

く輝くような領域がどのように発生するのかという

ことがわかっていない。

今後の研究では、SS 433 のジェットの端やコクー

ンの偏波解析を行っていき、ジェットと周りの物質と

の境界の磁場構造を調べたいと考えている。
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Appendix

ここでは、Hjellming & Johnston(1981b) の運動

力学モデルについて説明する。まず、SS 433の静止

系の軸を考える。主星の位置を原点とし、ジェット

の速度ベクトル v⃗が角度 ψ、角速度 Ωで回転してい

るような軸を z’ 軸、z’ 軸に直交し、空の面の方向の

軸を y’ 軸、y’ 軸と z’ 軸の両方に直交している軸を

x’ 軸とする（右手系をとる）。また、ここで二つのパ

ラメータ srotと sjetを定義する。srotについては Ω

=srot2π/ Pが成り立ち、srot=+1は右ねじの方向を

表す。また、Pはジェットの歳差運動の周期である。

sjet=+1は、ジェットが我々に向かっている状態を表

す。

ここで、観測者の系を考える。主星の位置を原点

として、観測者の方向に x 軸、y’ 軸と同じように y

軸、x 軸と y 軸に直交するように z 軸をとる。ここ

で、z’ 軸と x 軸の成す角を i とする (図３ (A))。こ

の時、ジェットの速度ベクトル v⃗ は SS 433 の静止

系で、

v⃗ = sjetv[sinψ cosΩ(t0−tref ), sinψ sinΩ(t0−tref ), cosψ]
(1)

となる。ここで、t0 は速度を測った時刻、tref は t0

より前のある基準となる時刻を表す。このジェットの

速度ベクトルを観測者の系で表すと、

v⃗ · ⃗̂x = sjetv[sinψ sin i cosΩ(t0 − tref ) + cosψ cos i]

(2)

v⃗ · ⃗̂y = sjetv[sinψ sinΩ(t0 − tref )] (3)

v⃗ · ⃗̂z = sjetv[sin i cosψ − cos i sinψ cosΩ(t0 − tref )]

(4)

となる。

さらに観測者の系の y 軸と z 軸を χだけ回転させ

た、北の方向を指す∆δ軸、東の方向を指す∆α軸を

新たな軸に取り直す (図３ (B))。ここで、δは赤緯、

αは赤経を表している。この時、∆α方向、∆δ方向

のジェットの速度成分は (3)と (4)を用いて、

vα = (sinχ)v⃗ · ⃗̂y + (cosχ)v⃗ · ⃗̂z (5)

vδ = (cosχ)v⃗ · ⃗̂y − (sinχ)v⃗ · ⃗̂z (6)
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で表される。ここでジェットのある部分が coreから

放出された時間を teject とすると、その固有運動は

µα =
vα(t0 − teject/ cos δ)

d(1− v⃗ · ⃗̂x/c)
(7)

µδ =
vδ(t0 − teject)

d(1− v⃗ · ⃗̂x/c)
(8)

となる。これらの式に v、P、ψ、i 、χ、d(地球から

SS 433までの距離)、c(光速)、srot、sjetの値を代入

し、ジェット物質の位置を求めたものが、運動力学モ

デルである。

図 3: (A)SS 433 の静止系と観測者の系 (B)観測者

の系と∆δ軸・∆α軸
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ニ温度化による放射冷却を取り入れたブラックホール降着円盤

大村 匠 (九州大学 理学府物理学専攻)

Abstract

ブラックホールなどのコンパクト天体には, その強い重力によって落ち込むガスによって降着円盤が形成さ

れ,X線を放射する。X線連星で観測される X線スペクトル状態は,ハード状態とソフト状態の 2種類に大別

される.ソフト状態は,光学的に厚く、幾何学的に薄いとした標準円盤モデル (SSD)に対応していると考えれ

ており、ハード状態は、光学的に薄く、幾何学的に厚い放射が非効率な高温降着流を持つ円盤モデル (RIAF)

を用いて説明される。X線観測では、ハード状態からソフト状態への遷移状態も観測されているが、その遷

移状態の理論的モデルはまだ解明されていない。ハード状態は,放射を出す効率が極端に悪いため,重力エネ

ルギーの解放により生じた熱エネルギーを外に排出することできない.そのため,円盤内部は高温となり,温

度が電子の静止質量エネルギーを超え 2温度分布が形成される.ハード状態では,高エネルギー電子による制

動放射,シンクロトロン放射,逆コンプトン散乱が基本的な放射機構となる.電子の温度を考慮した円盤モデ

ルを考えた流体力学シミュレーションを行うことで、質量降着率がある臨界点に達すると放射冷却によって

ハード状態からソフト状態への遷移状態へと遷移することがわかった。

1 Introduction

ブラックホール X 線連星 (BHBs) や活動銀河核

(AGNs) は、ジェットやフレア等の激しい活動性を

示すことが知られている。この激しい活動性の起源

は、中心天体の大きな重力エネルギーが中心天体の

周りを回転しながら落下するガス円盤 (降着円盤)の

中で開放されるためであると考えられている。X線

連星により X線連星に関する観測が行われている。

その結果、大まかに分けて 2つの X線スペクトル状

態はあることがわかっている。一つは、軟 X線が比

較的に強く、X線スペクトルがおおよそ 1KeVの黒

体放射とパワーロウの重ね合わせで説明できるソフ

ト状態である。ソフト状態は黒体放射の重ね合わせ

で説明できることから、光学的に厚く幾何学的に薄

い標準円盤モデルであると考えれている。もう一方

の X線スペクトル状態はスペクトル全体がパワーロ

ウをを持ち、ソフト状態では見られない 100KeV付

近でのカットオフが見られるハード状態である。ハー

ド状態は、光学的に薄く、幾何学的に厚い放射が非効

率な高温降着流を持つ円盤モデル (RIAF)を用いて

説明される。近年では、X線連星のアウトバースト

時に、この 2つのスペクトル状態を行き来する状態

遷移が観測されている。最近の観測からアウトバー

スト前半のハード状態からソフト状態の遷移間では、

光学的に薄く非常に明るい状態があることが発見さ

れた。このハード状態からソフト状態への状態遷移

の円盤モデルはまだ解明されていない点が多い。

ハード状態は、放射が非効率であると考えられて

いるため、放射の冷却効果が効かずガスが高温とな

る。高温になると、粘性が大きくなり角運動量の輸

送効率が高まる。重力エネルギーの開放によって生

じた熱は、この高速ガス流にのって、中心天体へと

運ばれるため、円盤の中心ほど温度が高くなる。ガ

スの温度はブラックホール近傍で 1012Kに達する。

そのため、温度が電子の静止質量エネルギーを超え、

2温度分布が形成される。そのため、ハード状態にお

ける基本的な放射機構は、(1)高エネルギー電子から

の制動放射,(2)磁場と高エネルギー電子によるシン

クロトロン放射,(3)制動放射やシンクロトロン放射

によって生成された光子の、高エネルギー電子によ

る逆コンプトン散乱である。この放射機構を取り入

れた円盤の流体シミュレーションは、ほとんど行わ

ていない。

そのため、降着円盤のハード状態からソフト状態

への状態遷移の理解には、放射冷却を取り入れた数

値実験が重要である。そこで、高温降着流内のガス温
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度から電子温度を近似的に与えることによって、放

射冷却を取り入れた 2次元の降着円盤の流体シュミ

レーションを行った。

2 Methods

極座標系 (R, θ, ϕ)において、基礎流体力学方程式

は以下のように与えられる。

dρ

dt
+ ρ∇ · v = 0　 (1)

ρ
dv

dt
= −∇Ptot − ρ∇ϕ+∇ · T (2)

ρ
d(e/ρ)

dt
= −Pgas∇ · v + T 2/µ−Q−

rad (3)

ρは質量密度,v はガスの速度、Q−
rad は放射冷却率、

全圧力Ptot ≡ Pgas+Pmagは、ガス圧と磁気圧の和で

表せる。T は応力テンソルで、eは内部エネルギー,ϕ

は重力ポテンシャルで、今回は近似的な重力として

Pseudo-Newtonian重力 ϕ = −GMBH/(R − Rs)を

採用している。Rsはシュバルツシュルト半径である。

また、降着円盤の粘性の起源は磁気回転不安定性で

あると考えれているが、慣習的に用いられる α粘性

を採用する。磁場は、プラズマパラメータ β(ガス圧

と磁気圧の比)を用いて与え,簡単のため定数である

と仮定した。

高温降着流内での電子とイオンのニ温度を考える。

ガスは円盤内部ほど高温状態になり、高温になるほ

ど電子温度 Te がイオン温度 Ti より低くなることか

ら、電子温度を以下のように仮定する。

Te =
Ti

(R/R0)−k + 2.0
(4)

ここで、k > 0はチューニングパラメータで、R0は、

初期円盤の最もガス密度が高い点までの半径である。

電子温度を考慮することで、放射冷却率Q−
radを計算

でき、円盤の時間変化を追うことができる。

高温降着流内での放射機構は、制動放射、シンク

ロトロン放射、逆コンプトン散乱である。放射冷却

率は

Q−
rad = Q−

brem +Q−
syn +Q−

syn,C (5)

で表される。制動放射は、電子-電子衝突と電子-イオ

ン衝突の両方を考慮している。

図 1: 電子温度とイオン温度の変化の様子。イオン温

度は RunAにおいての放射冷却が行われる前の状態

の値である。

表 1: シミュレーションの各種パラメータ値
Run ρmax/ρ β k tstop Ṁ/ṀRdd

A 1.0 10 1.0 9.0 0.06

A1 0.5 10 1.0 8.0 0.03

A2 0.1 10 1.0 5.0 0.006

B 1.0 100 1.0 5.0 0.06

B1 1.0 1 1.0 5.0 0.06

E 0.5 10 0.5 5.0 0.03

E1 0.5 10 −(a) 5.0 0.03

　　　

(a)は Te = Ti

シミュレーションにおける、初期条件としてブラッ

クホール MBH = 10M⊙ のまわりに、ドーナツ型
のトーラス状のガス円盤を仮定した。円盤は中心か

ら距離 100Rsのところでガス密度が最大であるとし

た。最大ガス密度は、円盤の質量降着率 Ṁ を決定

する。計算領域は、1.3Rs から 400Rs までとし、外

からの質量降着はないものとした。粘性パラメータ

α = 0.01で固定し、表 1に示すようにパラメータを

変えながら、円盤の時間発展を調べた。
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図 2: RunAにおける円盤のガス密度 (上)とイオン温度 (下)の変化の様子。左から t = 1.7, 2.0, 4.0, 8.0の

様子である。

図 3: RunAにおける、赤道面での半径に対するH/R

の変化の様子。黒線、赤線、青破線、緑破線はそれ

ぞれ t = 1.4, 2.0, 4.0, 8.0の様子を示している。

3 Results

RunA を基準シミュレーシュンとした。図 2 に

RunA においての円盤のガス密度 (上) とイオン温

度 (下)の時間変化（左から t = 1.4, 2.0, 4.0, 8.0）を

示す。t = 1.4のとき、幾何学的に厚く高温な降着流

が見らる。t = 2.0では、放射冷却の効果によって、

冷やされ赤道面に冷たく、密度の高い、幾何学的に

薄い円盤が形成されているのがわかる。その後の 2

枚の写真では、薄い円盤が乱流状態になっているが、

これは外側からの質量降着をなしとしているからで

ある。次に、RunAにおいての赤道面での半径に対す

るスケール長と半径の比のグラフを図 3に示す。ス

ケール長はH ≡ cs/Ωk とし、ここで csは音速、Ωk

はケプラー角運動量である。H/R > 0.1のところは

高温降着流と考えられ、H/R < 0.01では、冷たい円

盤であると考えられる。t = 1.4では、高温で幾何学

的に厚いディスクがR = 100Rsまで形成されている

ことがわかる。対して、t = 2.0では、R ≈ 10Rs を

境に、内側では高温な降着流が、外側では冷たい円

盤が形成されていることがわかる。結果として、高

温降着流で放射冷却の効果を取り入れることでハー

ド状態からソフト状態への状態遷移を確認すること
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ができた。

質量降着率を変化させて計算を行った。その結果、

ハード状態からソフト状態への状態遷移への臨界質

量降着率が見つかった。質量降着率が臨界質量降着

率より小さいと放射冷却が効かず高温降着流が冷や

されず状態遷移しないことがわかった。

電子温度のチューニングパラメータ kを変化させ

て計算を行った場合、臨界質量降着率が変化するこ

とが確認された。これは、電子温度が高くなるにつ

れて、放射冷却の効果が大きくなるからである。

4 Discussion&Conclusion

本稿では、数値実験によって、臨界質量降着率に

達すると円盤がハード状態からソフト状態への状態

遷移することを示した。放射冷却によって高温降着

流内にいくつかの冷たい塊状の構造ができる。質量

降着率の増加に伴い、この塊状の構造が大きく成長・

結合し、赤道面に冷たい薄い円盤を形成することが

確認できた。この塊状の構造ができることの観測的

事実はブラックホール連星においては直接的な証拠

は得られていない。しかし、活動銀河核においては、

その存在を示す根拠と成りうる観測事例がいくつか

見つかっている。

今回のシミュレーションでは、電子温度を近似を

用いてガス円盤内の半径から仮定していることや電

磁気の方程式を用いず、プラズマパラメータのみで

与えているなどの課題がある。また、ソフト状態で

は、今回は考慮していない熱伝導なども重要になっ

ていくると考えられる。今回の論文レビューを踏ま

えて私は、電子の温度を近似的に与えるのではなく、

二温度プラズマの電磁流体方程式を数値的に解くこ

とによって求めたいと考えている。その結果、より

正確な円盤の状態遷移の様子をシミュレーションで

きると考えられる。最終的には、観測的事実と比較

していきたい。

Reference

Mao-chun Wu,Fu-Guo Xie,Ye-Fei Yuan,Zhaoming
Gan,astro-ph 1604.02283v1 (2016)
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超新星残骸におけるRT不安定性の1Dモデル

長野 源生 (九州大学大学院理学府物理学専攻　宇宙物理理論研究室)

Abstract

この研究では 1Dの流体方程式に修正を加えることで、RT不安定性の多次元の効果を近似する方法を示す。

このモデルでは、RT不安定な流れを 2D軸対称の数値計算で行った結果と比べることによって決めること

ができる無次元のパラメータを導入する。そして、1Dモデルが多次元の効果を再現することができるまで

拡張されたことを示すために、いくつかのテストを行う。

1 Introduction

RT不安定性は流体の間の接触不連続面で起きる。

超新星の場合には、イジェクタと CSMの衝突で衝

撃波が作り出され、それによって接触不連続面がで

き、これが減速されることで生じる慣性力が引き金

となってRT不安定性が起きる。RTによって起こる

密度ジャンプやイジェクタとCSMの混合といった多

次元の効果は、多くの数値計算によって長年研究され

てきた。2D数値計算は最初に Chevalier と Klein　

によって行われ、彼らは SNeの構造形成を研究した。

まだ、超新星の力学についての多くの研究が 1D

で実行されている。したがって、1D流体力学コード

を用いて行われる超新星の研究で使うことができる

1Dモデルの発展が期待される。驚くべきことに、1D

流体コードに簡単に導入できる唯一の方法がGullに

よって 40年前に作り出された。この研究では、この

Gullの方法を用いる。Gullの考えに従って、普通の

流体変数とともにスカラー量 κを組み込む。この κ

はRTの乱流変動の大きさを表す。κは流れのRT不

安定な領域での成長割合を示し、全ての保存される

変数の混合を引き起こす局所的な拡散定数 ηを計算

するために用いられる。この簡単な処方で本当の多

次元の RT計算と一致する力学を作り出すことがで

きる。

2 Model description

まずは、保存則形式で球対称の 1D流体方程式を

書き下す。

∂t (ρ) + r−2(r2(ρν))′ = 0 (1)

∂t(ρν) + r−2(r2(ρν2 + P ))′ =
2P

r
(2)

∂t(ϵtot) + r−2(r2(ϵtot + P )ν)′ = 0 (3)

さらに、イジェクタとCSMの間の混合を測定するた

めに使われるパッシブスカラーX を用いて、保存則

を作る。

∂t(ρX) + r−2(r2(ρXν))′ = 0 (4)

このパッシブスカラー X はイジェクタで X = 1、

CSMでX = 0である。

多次元の効果を考慮するために、スカラー量κを組

み込む。κは乱流変動の相対的な強さを表している。

スカラー量 κは、バックグラウンド平均について

の乱流変動の速度 δuと局所的な音速 cs を用いて書

き表せる。

κ　 =
⟨δu2⟩
c2s

(5)

流れの安定的な領域で、κはパッシブスカラーとし

て組み込まれる。

∂t(ρκ) + r−2(r2(ρκν))′ = 0 (6)

目標は 1Dの方程式 (1)-(3)を乱流の効果を補足す

る項を追加して拡張させることである。そこで乱流
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における速度変動と密度変動を導入する。全ての量の

拡散の支配的なソースはこれらの変動で十分である。

例えば、質量の連続方程式は、

∂tρ+∇ · (ρν) = 0 (7)

である。質量フラックス ρνは平均の項と変動量で書

き直せる。

Fρ = ⟨ρν⟩ = ⟨ρaνgνaνg + δρνaνg + ρaνgδu⟩ (8)

二番目の項と三番目の項は全体の平均をとるとゼロ

になる。最後の項

δFρ = ⟨δρδu⟩ (9)

は密度変動と速度変動に相関性があるならゼロでは

ない。実際にそれらには相関性があり、密度の変動は

流体要素が相関時間の間にどれだけ動いたかによっ

て与えられる。

δρ ∼ −τδu ·∇ρ (10)

τ は相関時間であり、この仮定によって質量フラック

スは書き直すことができる。

Fρ = ρν − τ⟨δu2⟩ρ′ = ρν − ηρ′ (11)

ここで η = τ⟨δu2⟩は拡散定数である。同様にして、
全ての保存方程式に対して拡散フラックスを導入で

きる。まだ乱流の成長と崩壊の項は組み込んでいな

いが、まとめると以下のようになる。

∂t(ρ) + r−2(r2(ρν − ηρ′))′ = 0 (12)

∂t(ρν) + r−2(r2(ρν2 + P − η(ρν)′))′ =
2P

r
= 0 (13)

∂t(ϵtot) + r−2(r2((ϵtot + P )ν − ηϵ′tot))
′ = 0 (14)

∂t(ρX) + r−2(r2(ρXν − η(ρX)′))′ = 0 (15)

∂t(ρκ) + r−2(r2(ρκν − η(ρκ)′))′ = 0 (16)

ここで、η = τ⟨δu2⟩ = λ⟨|δu|⟩ = λ
√
κcs で、λは相

関長である。

λは、バックグラウンドフローの中の二つの流体

要素の距離であり、その二つの要素の膨張による相

対速度は乱流速度のオーダーである。

λ∇· ∼ δu (17)

バックグラウンドフローが音速のオーダーで動径

方向に膨張しているなら、速度変動は以下のように

書ける。

∇ · ν ∼ cs
r
, δu ∼

√
κcs (18)

これによって乱流の the largest coherent scaleで

の推測ができる。

λ ∼
√
κr (19)

RTの非線形な成長割合は密度 ρ1と ρ2を持つ二つ

の流体の間の密度ジャンプがある混合層を考えるこ

とで決められる。一定の加速度 gの下で、混合層の

幅は hで表される。

h(t) = αgAt2 (20)

ここで A = (ρ1−ρ2)
(ρ1+ρ2)

は Atwood数、g は混合層にか

かる加速度で、αは定数である。このとき混合層の

成長割合は、

ΓRT =
ḣ

h
=

2

t
= 2

√
αgA

h
(21)

密度変化が線形であると考えれば、混合層の成長

割合は以下のように書ける。

ΓRT ∼

√
−ρ′P ′

ρ2
(22)

定数は落としているが、密度と圧力勾配が逆の符号

であるときにのみ RTが成長するので負の符号は大

事である。この成長割合を κの方程式にソース項と

して組み込む。

S+
κ = (A+Bκ)ΓRT ρ = (A+Bκ)

√
−P ′ρ′ (23)

ここでAとBは任意の無次元の定数であり、ソース

項は圧力と密度の勾配が逆の符号を持つ領域でのみ

加えられる。

実際には、ソース項に乱流の崩壊を考慮した項を

加える必要があるが、現在の研究では結果は 2Dの

乱流と比較するだけであり、重要な崩壊を示さない

ので乱流の崩壊の項は無視する。結局 κは力学的拡

散定数 ηを計算するために使われる。この拡散係数

は η ∼ |δu|λであるので、ある λで

η = C(κcsr) (24)
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ここで、C はもう一つの無次元の定数である。

λの選択は重要であり、ここでは λ =
√
κrと仮定

している。より正確なモデルでは λのよりよい仮定

ができるかもしれない。しかし、今の λ =
√
κrの仮

定では、A = 1.18 × 10−5, B = 1.2, C = 0.102とす

ることで 2DRTに非常に正確に近づけることができ

る。次の章ではそれを確かめていく。

3 Numerical tests

この研究での数値テストは似た方法で全て実行す

る。それぞれのテストで RTモデルがない 1D計算、

本当の乱流を取り入れた 2D軸対称計算、RTモデル

を取り入れた 1D計算の３つの計算を実行する。最

初のテストで、2D計算と比較することによって定数

A、B、Cの値を決めるために”Idealized Supernova”

を用いる。ここで決められた値を使って他の４つの

超新星モデルでテストをする。

3.1 The Idealized Supernova

これは最も簡単な RT不安定な超新星モデルであ

る。初期条件は以下で与えられる。

ρ =

 3
4πR3 (r < R)

1 (r > R)
(25)

ν =

νmax

(
r
R

)
r < R

0 r > R
(26)

圧力は無視できる。

初期条件はイジェクタが全質量 M = 1、エネル

ギー E = 0を持ち、一様な密度 ρCSM = 1の CSM

と衝突するように選んだ。解はイジェクタとCSMの

質量が匹敵してRT不安定性が顕著になる時間 t = 1

で計算されている。

図は、３つの計算で得られた全ての量の半径を横

軸としたグラフである。一番下のグラフには κによっ

て表される乱流速度がプロットされており、この量が

2Dの計算と直接比較される。定数A、B、Cはκのプ

ロファイルが 2Dの結果になるべく合うように調節さ

れている。これによって決められたA = 1.18×10−5、

B = 1.2、C = 0.102が他のテストで用いられる。

図 1: 時間 t = 1.0 での理想的な超新星の 1D プロ

ファイル

3.2 The Soft Explosion

これはより弱い衝撃波を生成する滑らかな初期条

件を用いる。初期条件は以下で与えられる。

ρ(r) = ρej(r) + ρCSM (r) (27)

P (r) = 2.5ρ(r) (28)

X(r) =
ρej(r)

ρ(r)
(29)

ν(r) =

(
r

R0

)
X(r) (30)
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ここで R0 であり、

ρej(r) =
exp(−(r/R0)

2)

R3
0

(31)

ρCSM (r) = 1 (32)

である。

従って、初期条件は滑らかな関数によって記述さ

れており、無視できない圧力は衝撃波を弱くし、よ

り簡単に解くことができる。

3.3 The Persistent Engine

このモデルは、エネルギーが無視できないタイム

スケールで系にインプットされており、絶え間ない

エンジンをモデル化している。これによってイジェ

クタ構造をずっと複雑にし、よりやっかいなテスト

となっている。しかし、内部の圧力によって他のテ

ストに比べて乱雑なRT不安定性を引き起こすので、

重要である。

初期条件は安定な流体の一定の圧力によって与え

られる。

P = 0.1 (33)

ν = 0 (34)

ρ = 1 +
tanh((R− r)/a)

2R3
(35)

エネルギーは熱的に系に燃料を与えていて、単位

体積当たりの力は以下で表される。

Sϵ =
3

4πR3
ET

r < RE かつ t < T (36)

これはエネルギー供給が終わったときに全エネルギー

E = 1を流出するようになっている。

3.4 The Brief Encounter

これはより複雑な初期条件を持っている。　イジェ

クタは broken power law で与えられ、イジェクタ

の質量のほとんどが半径 R1以内に含まれているが、

RTは早い時間で見られる。さらに、衝突は永遠には

続かず、これは超新星が衝突する有限なガス殻を表

している。初期条件は以下で与えられる。

ρ =



ρc(R1/Rc)
−10(r/R1)

−1 r < R1

ρc(r/Rc)
−10 R1 < r < Rc

ρCSM Rc < r < R2

10−4ρCSM r > R2

　(37)

ν =

r/t0 r < Rc

0 r > Rc

(38)

この問題では、温度を無視している。

3.5 The W7 Model

W7は普通詳細な元素合成を用いて計算される型

超新星のイジェクタモデルで使われる。データが公

に利用できるので、複雑な超新星イジェクタモデル

で理想的なテストを行うことができる。この例では、

イジェクタは以下の密度であるウィンドの中に膨張

していくことを考える。

ρwind(r) =
K

r2
(39)

このウィンドは質量損失が 10−4太陽質量であり、そ

の速度は 1000km/sである。

4 Summary

超新星モデルと観測を繋げるにはパラメータ空間

の広い研究が必要であり、それは特にこれらの超新

星が full radiation hydrodynamics を含んでいると

きには 1Dでのみ可能であるかもしれない。ここで

示されたモデルはこれらのパラメータ空間を調査す

るのに有用なツールを供給している。しかし、この

モデルは十分時間が経った後の乱流の崩壊をまだ考

慮していない。従って、将来的には流体の偏微分方

程式にその崩壊の項を組み込む。また、無次元のパ

ラメータを 2D数値計算の結果を用いて定めている

が、3D計算の方が正確である。そして、最終的には

相対論的な効果を考慮するまで拡張する。

Reference

Paul C.Duffell 2016, ASJ
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2次元輻射流体計算から迫る、 宇宙初期における超巨大ブラッ クホールの

起源

竹尾　英俊　（ 京都大学大学院　理学研究科　宇宙物理学教室）

Abstract

宇宙初期 (赤方偏移 z ∼ 6− 7、 宇宙年齢 ∼ 1Gyr) において、 超巨大ブラックホール (> 109M⊙)が観測さ

れている (Mortlock et al. 2011)が、 その形成過程は不明である。 一説として、 宇宙初期 (z ∼ 20、 宇宙年齢

∼ 0.2Gyr) にできた初代星由来のブラックホール (∼ 101−3
M⊙)が、 ガス降着で急成長したとするものがあ

る。 この説に従う と 、 エディ ント ン限界を上回る、 超臨界降着による成長が不可避である。 なぜなら 、 この

ブラックホールがエディ ント ン限界で降着し続けても、 観測された時期までに、 > 109M⊙ へと成長できな

いためだ。 しかし 、 球対称的な輻射場を仮定する限り 、 超臨界降着は困難である。 降着に伴って、 中心部か

ら輻射が生じ、 ガスを電離加熱する。 ガスは高温・ 高圧になり 、 ガスを押し返し、 降着が抑制されるためだ。

そこで、 2次元 (非球対称)効果を考慮すれば、 超臨界降着が可能かもしれない。 我々は特に、 中心部からの

輻射が、 降着円盤由来で非等方性を有する (回転軸方向に強く 、 赤道面方向に弱い)点に着目した。 我々は、

原始ガス (水素・ ヘリ ウム)内での電離・ 再結合を考慮した、 2次元輻射流体計算 (HLL法) を行った。 なお、

輻射により 周囲のガスを温める効果を取り 入れた。 結果、 非等方な輻射によって、 2次元的なガスの運動が

生じることがわかった。 回転軸付近で、 アウト フローが発生する一方、 それ以外の部分のガスは、 赤道面に

集まり 、 赤道面付近でインフローが増大する。 ただし、 アウト フローとインフローの双方が促進されるため、

この 2次元的なガスの振る舞いが、 超臨界をもたらすか否かは、 今後の課題である。

1 Introduction

超巨大ブラックホールは、 宇宙進化に多大な影響

を与えたとされるが、 その進化の過程は、 未だ謎に

包まれている。 一方、 観測によれば、 宇宙初期 (赤方

偏移 z ∼ 6 − 7、 宇宙年齢 ∼ 0.8 − 1.0Gyr) に質量

が > 109M⊙ にものぼる超巨大ブラックホールが存

在するとされている。 この事実は、 超巨大ブラック

ホールがごく 短期間に、 急成長したことを意味する

が、 その具体的なプロセスは不明である。

ひとつの説として、 z ∼ 20(宇宙年齢 0.2Gyr)に

できた初代星由来の種ブラックホール (∼ 101−3M⊙)

が、 ガス降着により急成長したというものがある。 こ

の説に従うと、 エディント ン限界 (ṀEdd ≡ LEdd/c
2、

LEdd はエディ ント ン限界) を上回る降着 (超臨界降

着)が不可欠である。 なぜなら 、 仮に、 エディント ン

限界でガスが降着し続けても、 ∼ 0.9Gyr かかり 、 観

測された巨大ブラックホールの形成 (許される時間は

∼ 0.6Gyr)に間に合わないからだ。

図 1: ガス降着によるブラックホールの成長

ブラックホールへの超臨界降着は可能なのか。 少

なく とも、 ブラッ クホール近傍 (∼ 102−3RS、 RS は
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シュバルツシルト 半径)まで、 十分な量のガスが供給

されれば、 超臨界降着が実現することがわかってい

る (Ohsuga et al. 2005。 図 2)。

図 2: 降着円盤を通した、 ブラックホールへの超臨界

降着（ 密度分布）

では、 ブラックホール近傍へのガス供給は可能なの

か？　まず、 ガス供給率は、 ボンディ半径 (RBondi ≡

GMBH/c
2
s、 csは音速。 この半径より内部では、 ブラッ

クホール重力が圧力勾配力を圧倒する。 )の大きさと、

その場所の密度によって決まる (Ṁ ∝ R2
Bondiρ∞ ∝

T−3/2ρ∞)。 ブラックホールへのガス供給率を見積も

るには、 ボンディ半径 (∼ 109RS)を含む遠方領域を

考慮しなければならない。

しかし 、 ブラッ クホールのいる中心部へのガス供

給は、 困難が伴う 。 ブラッ クホールへ落下するガス

は、 わずかでも角運動量を持っている。 そのため、 中

心付近で降着円盤が形成される。 粘性加熱を通した

重力エネルギーの解放により 、 円盤は発熱し 、 輻射

を放出する。 この時、 ボンディ スケールへ到達する

輻射場が、 等方であると仮定すると 、 超臨界でのガ

ス降着は難しいことが知られている。 なぜなら 、 中

心部からの輻射は、 周囲のガスを電離・ 加熱し 、 電

離領域を形成する。 そして、 電離領域は高温・ 高圧

であるため、 周囲のガスを押し返してしまう からだ

(Park & Ricotti 2011)。

一方、 Inayoshi et al. (2016) は、 化学反応 (電離・

再結合)を考慮した 1次元輻射流体計算により 、 球対

称な系でも超臨界でガス供給が可能な場合があるこ

とを示した。 具体的には、 電離半径＜ボンディ 半径

となるとき、 電離面は中性ガスによって押しつぶさ

れ、 輻射による降着ガスの押し返しは効かなく なる。

上記の数値計算によれば、 この時、 定常な超臨界降

着が実現する。

しかし 、 実際に数値をあたってみると 、 球対称を

仮定する限り 、 小質量ブラックホール (∼ 101−3M⊙

程度)への超臨界降着は困難であるとわかる。 実際、

電離半径とボンディ 半径は、 ブラッ クホール質量の

1/3乗と 1乗に比例している。 したがって、 小質量

ブラックホールに関しては、 電離半径＞ボンディ 半

径となり 、 超臨界は実現しない。

そこで、 2次元効果を考慮すれば、 超臨界でのガ

ス供給が可能かもしれない。 特に我々は、 中心から

の輻射場が非等方性を有する可能性に着目した。 上

述の通り 、 中心からの輻射は、 降着円盤由来である。

赤道面 (円盤面)方向は高密度で、 輻射が通りにく く 、

一方、 回転軸方向は、 低密度なため輻射が通り やす

い。 そのため、 輻射場は回転軸方向に強く 、 赤道面

方向には弱い。 輻射場は、 ガスによる散乱で、 次第

に等方化していく が、 どの半径でどのよう な角度依

存性を持つかは明らかにされていない。 したがって、

ボンディ スケールで等方な輻射場を考えることは自

明ではない。 輻射が非等方で、 回転軸方向に強く 抜

けるならば、 逆に赤道面方向ではガス供給が阻害さ

れにく く なるかもしれない。

図 3: 非等方な輻射のもとで、 予想される降着の様

子。 降着優勢領域と輻射優勢領域のすみ分けが期待

される。
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したがって、 我々の当面の目標は、 非等方な輻射

場の元で、 ガスの振る舞いを知ることにある。

2 Methods/Instruments

and Observations

我々は、 非等方な輻射の効果を知るため、 2次元

輻射流体計算 (HLL法)を実行した。 また、 原始ガス

(H,H+,He,He+,He++, e−、 金属なし )の電離・ 再結

合を考慮し 、 加熱・ 冷却も取り 入れた。 加熱は、 電

離加熱を取り 入れた。 冷却は、 H,He,He+ の衝突に

伴う冷却と 、 free-free emission を考慮した。 初期条

件として、 一様な温度・ 密度のガスが静止した状態

を置いた。 外部境界では、 密度は初期値のまま一定

であるとした (したがって、 外部境界では密度に角度

依存性がない)。

内部からの輻射は、 Lν ∝ ν−1.5 (L ≡
∫
Lνdν) なる

スペクト ルを仮定した。 また、 今回は、 簡単のため、

光度は時間によらず一定(L ≡ 10−3LEdd)とした。 な

お、 輻射輸送は動径方向のみ解いた。 さらに、 light

crossing timescaleは dynamical timescaleや sound

crossing timescaleより も十分短いため、 輻射輸送方

程式は定常を仮定した。

計算領域は、 先述通り 、 ボンディ 半径を含むよう

にとった (10−2RBondi ≤ r ≤ 10RBondi)。 (輻射源で

ある降着円盤は、 ボンディ 半径と比較して、 スケー

ルが極めて小さく 、 分解できないため、 計算には含

めていない。 )

3 Results and Discussion

図 4は、 非等方な輻射のもと 、 ガス降着を再現し

た場合の密度分布である。

回転軸方向に、 より 強い輻射が出るため、 電離面

は軸方向に伸び、 赤道面方向にはひしゃげた形状を

なしている。 電離面は、 図の状態で拡大を止めた。

ガスの運動は、 電離面の外部と内部とで大きく 異

なる。 電離面の外では、 遠方から中性なガスが等方

的に落下してく るが、 電離面に接近するに連れて、 赤

道面にガスが集まっていく 。 そのため、 赤道面付近で

は、 等方な輻射を与えた場合と比べて、 インフロー

図 4: 非等方な輻射のもとでの降着

が増大している。 一方、 電離面内部へ進入したガス

は、 回転軸方向へ拡散し 、 軸付近の強い輻射によっ

て、 アウト フロート として、 外部へ放出されていく 。

このよう な、 相反する 2つの作用が同時に起こった

ため、 ト ータルの降着率は、 等方な輻射の場合と比

べ、 僅かな増加を見ただけであった。

ただし 、 今回のシミ ュレーショ ンでは、 中心の光

度は、 降着率によらず一定という 、 簡単化を行って

いる。 実際には、 光度は降着率によって変化し、 一般

には、 降着率が減少すれば、 光度も減少する。 した

がって、 電離面の形成によって、 降着が抑制される

ことで、 電離面は、 一旦縮小すると予想される。 そ

れによって、 赤道面の密な領域がブラックホールに

引き寄せられ、 より 重力の影響が強い領域へ近づく

ことで、 インフローが促進されるかもしれない。
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超巨大ブラックホールのダウンサイジング現象に対する考察

近藤　さらな (お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科)

Abstract

ほぼすべての銀河中心には、超巨大ブラックホール（SMBH）が存在する。SMBHの形成には、銀河同士

の合体により、中心のブラックホールが合体し成長するというマージャー説がある。一方 SMBHには、大き

いものほど昔にできたというダウンサイジング現象がみられている。マージャー説によるとブラックホール

は現在に近くなるにつれて合体により大きくなるはずであるので、マージャー説とダウンサイジング現象は

矛盾しているように思われる。

今回、マージャー説を仮定したうえで、ダウンサイジング現象を説明できるか考察してみた。

1 Introduction

ほぼすべての銀河中心には、太陽の 100 万～数

十億倍の質量を持つ超巨大ブラックホール（Super

Massive Black Hole, SMBH）が存在する。そして、

SMBHと、それを有する銀河とは共進化してきたと

考えられている。例えば、SMBHと Classical Bulge

の質量が比例関係にある、球状星団の数と SMBHの

質量との間には、比例関係があることからそのよう

に考えられている。SMBHの形成過程にはさまざま

な説があるが、今回は銀河の合体により SMBHを含

む活動銀河核が生成されたとするマージャー説を仮

定したうえで、ダウンサイジング現象について考察

してみた。

マージャーはメジャー・マージャーとマイナー・マー

ジャーの 2つに分類できるという説がある。マージ

ャー説が考え出された由来は、超高光度赤外線銀河

（ULIRG）が発見されたことにある。エネルギー源

は星（スターバースト）、明るさはクエーサーと同

じように太陽光度の 1兆倍を超えていた。ULIRGは

合体銀河であり、光度的にクエーサーと同程度だと

いうことで、クエーサーについての起源が提唱され

た。銀河の合体によりスターバーストが起き、それ

らが寿命を迎え超新星バーストが起き、合体銀河に

残っていたガス雲が銀河風により吹き飛ばされ、中

心に SMBHを含むAGNがみられればクエーサーで

ある、というものである。

SMBHにはダウンサイジング現象がみられる。ダウ

ンサイジング現象とは、質量の大きなブラックホー

ルほど昔にでき、質量の小さいブラックホールは最

近できたという現象である。明るいクエーサーほど

の空間密度のピークが赤方偏移の高いほうにあるこ

とが観測的に判明していることから、そのようにそ

のように考えられている。

マージャー説をとるならば、SMBHは合体により

後年になるにつれて質量は大きくなるはずである。こ

こに、マージャー説とダウンサイジング現象の矛盾

が生じる。

図 1: ダウンサイジング現象

2

初代星が寿命を迎え、その結果できた現在のブラッ

クホールに比べ大質量のブラックほーーるを種ブラッ

クホールとし、その後マージャーにより合体成長を

したとかんがえると、過去のブラックホールのほう

が初代星の質量は太陽の 1000倍くらいであると考え

られている。分子ガス雲は、電波を放射してエネル

ギーを外界に運び温度が下がり、重力収縮して星と
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なる。現在の分子雲には重元素が含まれているため、

COやCS分子があり、それらが電磁波を放射して分

子ガス雲のエネルギーを外界に運び、分子ガス雲の

温度が下がる。しかし初代星のもととなる分子ガス

雲は、ビッグバンで生成された水素とヘリウムしか

含んでいない。そのため、ガス雲が冷えることが難

しく、重力収縮するのに多くのガスが必要となり、そ

の結果初代星は大きくなる。一方、最近できた星は

初期の星に比べて質量が小さく、それらからできた

ブラックホールも小さい。このブラックホールを種

ブラックホールとした場合、合体してできたブラッ

クホールは初期のものに比べて小さい。よって、赤

方偏移が大きい SMBHほど質量が大きいダウンサイ

ジング現象がみられるのではないかと考えた。

図 2: 宇宙初期と現在の星がブラックホールになる概

念図

3

概念だけでなく、定量的に議論するためにはもっと

多くの資料や議論を参照することが必要である。そ

のうえで、数式を用いて表すことが今後の課題であ

る。スモルコフスキー合体方程式を用いて表すこと

を考えている。
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MAXI GSC のデータを用いたパワースペクトル解析による

ブラックホール候補天体の X 線短時間変動の系統的解析

川瀬 智史 (日本大学大学院 理工学研究科)

Abstract

　全天 X 線監視装置 MAXI は、国際宇宙ステーション（ISS）の日本実験棟「きぼう」に取り付けられてお

り、約 92 分で地球を一周する ISS の周回運動に合わせて全天のスキャン観測を行っている。比例計数管を

用いた MAXI の GSC (Gas Slit Camera) 検出器は 2-20 keV のエネルギー領域に感度を持ち、50 µs の時

間分解能を持っている。また、ブラックホール候補天体には hard state や soft state などの状態が存在し、

状態によって異なる強度変動を示す。それらを判別する方法の一つにパワースペクトルを用いた時系列解析

がある。天体からの X線が MAXI の視野に入ってから出るまでの 1 スキャンデータ (観測時間 ∼40-200 s)

を用いたパワースペクトルから、明るいブラックホール候補天体や中性子星連星の状態遷移や準周期的振動

(QPO) の検出が期待される。

　MAXI のデータを用いる理由は二つ挙げられる。明るい突発現象が発生した際に、MAXI は全天をスキャ

ン観測しているので突発現象を捉えられる可能性が高いためと、多くの X線望遠鏡がサチュレーションを起

こしてしまうほどの明るい現象でも、X線を集光するミラーを持たない MAXI では観測できるためである。

　ところが、MAXI のデータを用いて作成したパワースペクトルは、スキャン観測による点源に対する有効

面積の時間的変化（三角形の窓関数）の影響を受けて変形しているので、そのままでは正しいスペクトルの

形状がわからない。そこで、先行研究者である鈴木和彦がこの問題に取り組み、正しいパワースペクトルを

作成して解析する方法を確立した。

　今後は、MAXI で検出されたブラックホール候補天体及び中性子星連星について、新しい解析方法を用い

てパワースペクトル作成とフィッティングを行う。そしてこれらの天体のパワースペクトルと X線強度との

関係を系統的に調査する。また、この解析方法を研究手法として確立するために、解析の自動化にも取り組

む。

1 目的

X 線を集光して観測する X 線望遠鏡は, 検出器が

サチュレーションを起こしてしまう恐れから, 非常に

明るい天体を観測することはできない. しかし全天

X 線監視装置 MAXI は X 線を集光せずに観測する

ため, 明るい天体でもサチュレーションを起こさずに

観測することができる. さらに全天をスキャン観測

しているという MAXI の性質から, 突発現象を発見

できる可能性が高い. そのため, 非常に明るい突発天

体が発見された時には MAXI の観測データが重要に

なることが考えられる.

　 MAXI がスキャン観測を行っていることから,

MAXI のデータを用いて天体のパワースペクトルを

作成する際には観測データを補正する必要がある. こ

の補正方法は先行研究者である鈴木和彦によって確

立された.

　本研究は, 鈴木による補正方法を用いて実際にブ

ラックホール候補天体及び中性子星連星のパワース

ペクトルを作成し, それぞれの天体のパワースペクト

ルと X 線強度との関係について系統的に調査するこ

とを目指している. 同時に, パワースペクトル作成の

手順を自動的に行うプログラムを作成し, 効率よくパ

ワースペクトル解析を行うことができる環境を整備

する.
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2 観測装置

2.1 MAXI

全天 X 線監視装置 MAXI は 国際宇宙ステーショ

ン (ISS)の日本実験棟『きぼう』に取り付けられてお

り, ISSの 92分ごとの地球周回運動に合わせて全天を

スキャン観測している. MAXIには 2-20 keVのエネ

ルギー帯域に感度を持った GSC (Gas Slit Camera)

と, 0.7-7.0 keVに感度を持った SSC (Solid-state Slit

Camera) が搭載されている. MAXI のデータを解析

する際には, 観測している視野の広さと帯域から一般

的に GSC のデータが用いられる. GSC には比例計

数管が用いられており, 時間分解能は 50 µ秒である.

検出器の上にはコリメーターと呼ばれる板を 128 枚

設置しており, X 線光子の飛来方向に制限を持たせ

ている. これによって, スキャン方向における X 線

源の位置を判断している.

図 1: 左: GSC 検出器, 右: GSC の上部にコリメー

ターが設置されている様子. [1]

2.2 有効面積の時間変化

明るさが一定の点源を GSC で観測すると, 一回の

スキャン中に一度増光し, その後減光しているかのよ

うにみえてしまう. これは GSC のデータから位置

情報を得る方法としてコリメーターを用いている影

響で, GSC の有効面積が一回のスキャンの間に時間

変化しているからである.

　GSC が天体を捉え始める時は, コリメーターと光

子の飛来方向との角度が大きく, 光子の多くがコリ

メーターに遮蔽されてしまうため, 検出器まで届き

カウントされる光子数は非常に少ない. スキャンが

進むにつれてコリメーターと光子の飛来方向との角

度は平行に近づいていくと X 線のカウント数は増加

し, 点源が検出器の正面に来たときにカウント数は最

大になる. その後, 光子はまたコリメーターに遮蔽さ

れるようになるためカウント数が減少し, 検出器の視

野から外れる直前に最小になる. その結果, 明るさが

一定の天体を観測しているのにも関わらず, 一回のス

キャン中に天体が光度変動を起こしているように見

えるのである.

　このデータをそのまま用いてパワースペクトルを

作成すると, 有効面積の時間変化が影響してスペクト

ルが歪んでしまい, 正しい評価をすることができな

い. そのため, 有効面積の時間変化を表す関数 (三角

形の窓関数) を作成し光度変動データに反映させる

ことで, 正しいパワースペクトルを作成することがで

きる.

図 2: スキャン観測による有効面積の変化の様子. あ

る点源由来の光子のうち, コリメーターを通過できる

光子の量 (黄色矢印) は検出器の向きにより異なる.

[2]

3 対象天体及び現象

3.1 ブラックホール候補天体

ブラックホールはコンパクト星の一種であり, 単体

では光を発しないため観測することができない. と

ころが, ブラックホールが他の恒星などのガスを吸い

込む際に形成される降着円盤は, 重力エネルギーを解
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放して輝いてるため, X 線で観測することができる.

　ブラックホールの周りに発生する降着円盤のエネ

ルギースペクトルとパワースペクトルを調べると, ブ

ラックホールの降着円盤には大きくわけて soft state

と hard stateの二つの状態があることがわかる. soft

state では数 keV 以下で軟 X 線の強度が強く, スペ

クトルは 数千万 K ほどの熱放射に近い. この軟 X

線成分は降着円盤の内部領域の黒体放射で説明でき

る. それに対して hard state は 100 keV 程度の硬

X 線まで伸びる冪関数で表される. この放射の由来

は降着円盤本体ではなく, その上部にあると考えられ

る高温プラズマガスによるものとされている. これ

らの状態はブラックホールに落ち込んでいくガスの

量 (質量降着率) に依存し, 質量降着率が大きければ

soft state , 小さければ hard state になる. よって降

着円盤の状態は, 質量降着率の変化に伴い遷移すると

考えられている.

図 3: RXTE 衛星によって観測されたブラックホー

ル候補天体 Cyg X-1 の hard state (黒, 緑) と soft

state (赤) のパワースペクトル. エネルギー帯域は

6-13keV. [3]

3.2 QPO

QPO (Quasi-Periodic Oscillation) とは準周期的

振動を意味し, ブラックホール候補天体や中性子星連

星のパワースペクトル上で観測される. パルサーの

周期的なパルスは鋭いピークを示すが, QPO はピー

クを中心に幅を持った形になる. QPO は hard state

から soft state へ状態遷移する際に観測されること

が多いとされているが, その起源の詳細は明らかに

なっていない.

4 パワースペクトル解析

4.1 パワースペクトル

時間変動する信号のフーリエ変換とその複素共役

を掛け合わせたものがパワースペクトルであり, 周波

数ごとの振幅の二乗を意味する. 例えば, 周期的な光

度変動を示す天体の場合は, 各周波数における光の強

度を示すパワースペクトル上でピークが観測できる.

4.2 解析方法

主に XSELECT 1 と XSPEC 2 を用いて解析を行

う.

　まず, 取得した任意の期間のイベントデータと

MAXI の姿勢データを XSELECT 上で照らし合わ

せ, 対象天体が十分に観測されているスキャンデータ

だけを抽出し, ライトカーブを作成する. そのライト

カーブを一度各スキャンごとに分割し, フーリエ変換

から各スキャンごとのパワースペクトルを作成する.

その後全スキャン分のデータを加算平均し, 観測期間

全体のパワースペクトルを作成する.

　また, 各スキャンの実際の有効面積の時間変化を

すべてプロットし, 平均二乗検定を用いてフィッティ

ングし, 三角形の窓関数を作成する. この三角形の窓

関数からレスポンスファイルを作成し, XSPEC でパ

ワースペクトルのファイルとともに読み込む. フィッ

ティングには Lorentzian と Gaussian を用いた.

5 結果

以下の解析結果は, プログラムを手動で実行した結

果である. 実際に多くの天体について解析する際に
1https://heasarc.gsfc.nasa.gov/ftools/xselect/
2https://heasarc.gsfc.nasa.gov/xanadu/xspec/
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は, 解析手順が自動化されたものを使用する.

5.1 Cyg X-1

Cyg X-1 (はくちょう座 X-1) は 1962 年に始めて

発見されたブラックホール候補天体で, O型青色超巨

星と連星系を成している. Cyg X-1 は X 線光度変動

の様子から, MJD 55360 付近で hard state から soft

state に状態遷移している. この遷移前後のブラック

ホールの状態の違い, はパワースペクトルにも現れ

る. hard state を示す MJD 55237-55243 のパワー

スペクトルと, soft state を示す MJD 55500-55506

のパワースペクトルを作成し比較する.

図 4: Cyg X-1 (hard state) のパワースペクトル (2-

20 keV, MJD = 55237-55243) [2]

図 5: Cyg X-1 (soft state)のパワースペクトル (2-20

keV, MJD = 55500-55506) [2]

hard state のスペクトルには折れ曲がりが確認で

き, soft state のスペクトルは冪で減少している. こ

れは, 前述の RXTE の観測結果 (図 3) に近い解析

結果である.

6 今後の課題

現段階では, 鈴木の作成したプログラムを自動化す

ることができていないため, 対象一つを解析するのに

多くの時間がかかってしまう. そのため, 複数の天体

を様々な観測時間で解析しようとすると一層時間が

かかり, 現在の方法では効率的に研究を行うことがで

きない. 今後はプログラムの自動化を行い, 解析にか

かる時間を短縮する必要がある.

　その後, MAXI で観測されているブラックホール

候補天体について順次解析を行っていく.
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軌道収縮する大質量ブラックホール連星における
Kozai-Lidov mechanism

岩佐 真生 (京都大学大学院 理学研究科)

Abstract

我々は幾何学的手法を用いて、軌道収縮する大質量ブラックホール連星周りの星における Kozai-Lidov

mechanismの影響を調べた。その結果、相対論的効果及び星団が形成するポテンシャルにより誘起される特
徴的な分岐により、星の軌道は非常に離心率が高い状態に遷移することがわかった。この遷移は初期に離心
率が小さかったものに関しても起こる。

1 Introduction

大質量ブラックホール (Massive Black Hole: 以下
MBHと略記)連星は重力波を放出しながら合体する
と考えられており、計画中の宇宙重力波干渉計 eLISA

の重要な観測対象となっている [1]。近年MBH連星
の合体に伴い、MBHに落下する星の割合が増加する
ことが示唆されている [2]。これらの星はMBHへ落
下する際、重力波や電磁波を放出する可能性があり、
宇宙物理学的及び基礎物理学的情報を提供するので
重要である。
星がMBHへと落下する際には離心率が 1程度に近
づかなければならない。MBH連星においてはKozai-

Lidov (KL) mechanism[3]が重要な役割を果たす可
能性がある。KL mechanismは階層的 3体において、
内軌道の離心率と、外軌道となす角 (軌道傾斜角)が
振動する現象である。これは外軌道と内軌道が角運
動量を交換することで生じる。
今回我々は軌道収縮するMBH連星と片方のMBH

の周りを運動する星で構成される階層的 3体につい
て、以下の条件のもと進化を計算し解析した。(1)KL

mechanismが初期に内軌道の近点移動により抑制さ
れているが、(2)MBH 連星の軌道収縮に伴い、KL

mechanismが有効的に働くようになる。
我々は、永年摂動論に基づき上記の系の進化を考察
した。具体的には永年摂動論で書き下される Hamil-

tonianの位相空間の構造を固定点の安定性を調べる
ことで解析した。また、断熱不変量を用いて位相空間
内の個々の軌道の進化を解析した。その結果、MBH

連星の軌道収縮に伴う特徴的な分岐により、内連星
の離心率は非常に大きくなることがわかった。これ
は初期に内連星の離心率が非常に小さくても生じる。

2 相対論的な系における KL

mechanism

我々は階層的三体系 (m0-m1)-m2 の間に相対論的
効果のみを考え、直接三体計算による数値実験を行
なった (m0, m2:MBH, m1:太陽程度の大きさの星)。
初期条件は 1)重力波放出により摂動天体m2の軌道
が収縮している, 2)内連星の相対論的近点移動により
KL mechanismが抑制されている状況に設定する。
以後我々は幾何単位系 c = G = m0+m1+m2 = 1

を使用し、内・外の軌道要素に関して j=1, 2とラベ
ルし、aj :軌道長半径, ej :離心率, gj :近点引数と表し、
また 2つの軌道面のなす角を I と表す。この時内軌
道の全角運動量 G1 と外軌道に垂直な角運動量成分
J1 は

G1 ≡
√
1− e21 (1)

J1 ≡ G1 cos I (2)

また議論を簡単にするため質量を m0 = 0.3,m1 =

0.3× 10−6, m2 ≃ 0.7と固定する。

2.1 直接数値計算
我々は三体の運動を直接追跡するために、2.5

次の Post Newton(PN) 項まで考慮した ADM
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図 1: 内軌道の離心率 e1 と g1 の進化を a2 の関数と
して記述。Panel1A: s-I(赤色の点)と s-II(緑色の点)

の結果を表す。Panel1B:s-III(青色の点)の結果と、解
析的な手法から得られた結果 (青色の点)を示す。

HamiltonianHADM = HN + H1PN + H2PN +

H2.5PN より得られる運動方程式を用いた。ここで
HN,H1PN,H2PNはそれぞれニュートン, 1次の PN,

2次の PN項である。H2.5PNは重力波放出による最
低次の散逸項である。
数値積分を行なう上で我々は adaptive time-step

controlを用いて 4次のRunge-Kutta法を適用した。
今回我々はm0-m1間の瞬間的な距離が 10m0となっ
た時に計算を終えている。
我々は次の 3つの系 s-I, s-II, s-IIIの進化を追った。
それぞれの初期条件は、s-I [ e1,i = 0.001, a2,i =

6300, e2,i = 0.0001], s-II [ e1,i = 0.001, a2,i =

6300, e2,i = 0.3], s-III [ e1,i = 0.3, a2,i = 5700, e2,i =

0.0001]とした. またその他の軌道要素は a1,i = 400,

g1,i=π/2, g2,i = 0 と共通して設定し、初期の軌
道傾斜角 Ii は内連星の z 軸方向の角運動量 J1,i ≡√
1− e21,i cos I = 0.150 となるように決めた (i ∼

80◦). 我々の主な関心は内側の離心率 e1 の異なっ
た 2つの系 s-I, s-IIIであり s-IIは外側の離心率 e2の
影響を見るために取り上げた
Fig 2に直接計算の結果を示す。MBH連星の軌道
収縮に伴い、どの系においても内連星の離心率が非
常に大きくなることがわかった。

2.2 永年摂動論に基づく解析
次に我々は直接数値計算の結果を解析した。我々

は階層的 3体の長期的な進化に興味があるため、3体
のHamiltonianを内・外の軌道周期で軌道平均した。
適当にスケール変換後、我々は次の Hamiltonianを
得る。

HT,1PN = Hqp +H1PN (3)

ここで

Hqp ≡ −3G2
1 − 15

J2
1

G2
1

− 15(1−G2
1)

(
1− J2

1

G2
1

)
cos 2g1,

(4)

H1PN ≡ − 3γ

G1
. (5)

である。Hqp は内軌道に対する外軌道の潮汐力の 4

重極項を表し、H1PN は内軌道の近点移動を引き起
こす相対論的効果を表す。
この Hamiltonian における自由度は正準共役量

(g1, G1)だけである。またパラメータ γ はMBH連
星の軌道収縮に伴い現象する変数であり、

γ ≡ 16(m0 +m1)
2a32

m2a41
(6)

で定義される。座標 (g1, G1)において、G1 = J1 と
G1 = 1は幾何学的対称性から固定点であることは重
要である。
次に我々は γ の現象に伴い、位相空間がどのよう

に変化するかを調べた。(i)γ > 12− 20J2
1 ≡ γc のと

き (Fig. 2A)、位相空間内を回転する曲線のみ存在
する。
(ii)γ = γc(Fig. 2Aと 2Bの間)の時、固定点G1 =

1が安定な状態から不安定な状態に遷移するピッチ
フォーク分岐が起こる。
(iii)γ < γc のとき、位相空間内を回転する曲線と

秤動する曲線が存在する。分岐線で囲まれる領域は
時間進化とともに大きくなる。
次に我々は、s-IIIの位相空間内の軌道の進化を断

熱不変量 SIII を用いて追跡した。Fig. 2の青色の領
域が SIII に対応する。初期には位相空間内を回転し
ていたが、分岐線で囲まれる領域の面積と断熱不変
量が等しくなった瞬間に秤動する。秤動に遷移後は
固定点 g1 = π/2の進化に沿って離心率の大きな方向
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図 2: J1 = 0.150 としたときの相対論的系における内軌道の位相空間の進化。2A、2B、2C はそれぞれ
γ = 14.88、10.03、7.37に対応する。黒色の実線は HamiltonianHT,1PN の等高線、黒色の点は安定な固定
点、赤色の破線は分岐線、矢印は運動の向きを表す。青色の領域は初期条件から得られる断熱不変量と等し
い領域を表し、青色の点は直接計算の結果を表す。

へ進化する。また、Fig. 2の青色の点は直接数値計
算の結果を表しており、断熱不変量と良く一致して
いることがわかる。

3 星団ポテンシャルによる影響
次に外側の MBH m2 の落下に伴う中心の MBH

m0 周りの星団内の星m1 の進化を考える。m1 の運
動はm0 の重力が支配的だが、1PNの効果が星団の
ポテンシャルの効果よりも小さい場合を考える。

3.1 永年摂動論による解析
星団の密度分布を球対称で ρ(r) = ρ1(r/a1)

−β

(β < 3)と仮定する。このとき適当なスケール変換を
した Hamiltonianは

HT,SP = Hqp +HSP. (7)

で表される。ここで

HSP = ηe21

[
1 + β(−1 + β)

(
e21
16

+O(e41)

)]
, (8)

である。以後簡単のためHSPの ≀e21は無視する。つ
まりHSP = η(1−G2

1)である。またパラメータ ηは
MBH連星の軌道収縮に伴い減少するパラメータで
あり、

η ≡ 16πρ1a
3
2

m2
, (9)

で定義される。この Hamiltonainの位相空間の進化
を相対論的効果の場合と同様に調べる。以下 Fig. 3

に従い説明する。以下簡単のため J1 <
√
3/5とする。

(i’)η > −18 + 30/J2
1 ≡ ηc1 のとき (Fig. 3A)、逆

行する回転軌道のみ存在する。
(ii’)η = ηc1 のとき (Fig.3Aと 3Bの間)、G1 = J1

でピッチフォーク分岐が起こり、新たな安定点 g1 =

π/2が発生。
(iii’)ηc2 ≡ 12 < η < ηc1のとき (Fig. 3B)、分岐線

内部に秤動する領域が現れる。秤動内部の面積は時
間発展とともに増加する。
(iv’)η = ηc2 のとき (Fig.3C)、G1 = J1 と G1 = 1

の安定性が同時に変化し、g1 = 0と g1 = π に固定
点が並ぶ特異な状況が発生。この時、位相空間は秤
動軌道で覆われる。
(v’)ηc3 ≡ −18+30J3

1 < η < ηc2のとき (Fig. 3D)、
再び回転軌道と秤動軌道が存在するようになる。回
転軌道は順行へと遷移している。
次に断熱不変量を用いて個々の軌道の進化を解

析する。今回は次の二つの初期条件を持つ軌道 s-I

V (g1, G1, η) = (0, 0.95, 200) と s-V (g1, G1, η) =

(0, 0.6, 200)を取り上げる。また両方の系で J1 = 0.5

と固定した。Fig. 3の青色 (s-IV)及び緑色 (s-V)の
領域が断熱不変量に対応し進化する。s-IVは特徴的
な状態 (iv’)の瞬間に librationになるが、その直後
に離心率の大きな状態へ一気に遷移することがわか
る。s-Vの場合は (iii’)のときに秤動軌道に遷移する。
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図 3: 星団内の星の軌道進化。J1 = 0.50と固定。3A、3B、3C、3Dはそれぞれ η = 200、20、12、5に対
応する。黒色の実線、黒色の点、赤色の破線、矢印は Fig. 2と同じ意味を表す。青色・緑色の領域は s-IV

と s-Vの断熱不変量を表し、青色・緑色の点は永年摂動論に基づく各々の数値計算の結果を表す。

このとき G1 の最小値 G1 = J1 を通過する。この時
離心率は最大になることがわかる。
またFig.3には永年摂動論から得られる運動方程式

Ġ1 = −∂HT,SP

∂g1
, ġ1 =

∂HT,SP

∂G1
(10)

を η̇ = −10−3のもと解いた計算結果を掲載している
(青・緑色の点)。断熱不変量が有用であることがわ
かる。

4 Conclusion

我々は軌道収縮するMBH連星におけるKL mech-

anismについて考察した。永年摂動論に基づくHamil-

tonianの位相空間内の構造を固定点の安定性を調べ
ることで解析した。その結果、MBH連星間距離が短
くなることで位相空間内で分岐が起こり、内連星の
離心率が増加することがわかった。また断熱不変量
がKL mechanismの進化を知る上で有用であること
がわかった。
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特殊相対論的流体力学を記述する高精度衝撃波捕獲数値計算法の開発

松本紘熙 (名古屋大学大学院 理論宇宙物理学研究室)

Abstract

コンパクトオブジェクトの天体現象を解析するには,相対論的な記述が必要になる. また,相対論的速度の流

体の運動では,超音速流による強い衝撃波を扱うことも多くなる. これらを数値シミュレーションによって正

しく記述するためには,新しい数値計算手法を開発する必要がある.

数値シミュレーションの計算法の一つに Smoothed Particle Hydrodynamics法 (以下,SPH法)がある. こ

れはカーネル関数によって表される広がりをもった質量分布の粒子を用いて流体力学を記述する手法である.

標準 SPH法を相対論に拡張した研究は存在する (S.Rosswog2015[1],2010[2])が,この標準 SPH法の弱点と

して強い衝撃波を精度良く記述できないことが挙げられる. これに対して,Inutsuka2002[3]では有限体積法で

確立された Godunov法を応用し, SPH法で強い衝撃波を正しく記述できる計算法 (以下,GodunovSPH法)

を開発した. 本研究では,この GodunovSPH法を特殊相対論を扱えるように拡張する. いくつかの問題に対

してテスト計算を行い,本研究で開発した計算法の有効性について議論する.

1 Introduction

1.1 本研究のモチベーション

GRBは中性子星同士,あるいは中性子星とブラック

ホールのmergerによって起きるとされている. このと

きブラックホールへ質量が降着するが,event horizon

近傍では落下物質の速度が光速 c に近い値になる.

従って,内側で起きる現象の記述には相対論的扱いを

必要とする. また,ジェットなどの超高速流を記述す

るには衝撃波を精度良く記述出来る計算法が必要と

なる. ここではまず特殊相対論の効果を SPH法に取

り入れるため,GodunovSPH法の手法を拡張し,衝撃

波を精度良く記述出来る数値計算法を開発する.

1.2 なぜ SPHなのか？

ブラックホール近傍のみならず天体物理学に現れ

る流体力学的問題において,計算領域内に物質がほと

んど存在しない空隙が多く, またその空隙の形が変形

するような問題を扱うことが多い. このような問題

には,ラグランジュ的な記述をする粒子的計算法が有

利である場合が数多く存在する. また,粒子法では粒

子数が保存している為,自動的に連続の式を満たして

いる. 作用反作用の法則によって角運動量や運動量,

全エネルギーについても厳密に保存しているという

メリットがある.

2 非相対論的GodunovSPH

SPH法ではある場所での密度 ρ(x)を式 (1)で定義

する

ρ(x) =
∑
j

mjW (x− xj , h). (1)

ここで j は j 番目の SPH粒子を表している.すなわ

ち,ある場所での密度はそれぞれの SPH粒子の密度

の足し合わせによって表される. W はカーネル関数

といい,球対称,無限遠で 0,空間で規格化されている

という性質を持つ. hはカーネル関数のパラメータ

で,スムージング長と呼ばれる.スムージング長はだ

いたい平均粒子間隔程度のものを使用するとよい. 式

(1)を見ると,SPH法ではカーネル関数を用いて粒子

に広がりを持たせていることが分かる. 考えられる

カーネル関数の形は様々であるが,最も簡単なものは

ガウシアン型である

W (x, h) =

[
1

h
√
π

]d
e−x2/h2

. (2)

ここで dは空間の次元である.ここではこのガウシア

ンカーネルを使う.カーネル関数は空間で規格化され
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ているという特徴をもつので質量M は

M =

∫
ρ(x)dx =

∑
i

mi (3)

となり,SPH法では連続の式が自動的に満たされるこ

とが分かる. この定式化のもとで運動方程式とエネ

ルギー方程式を離散化すると

ẍi = −
∑
j

mj

∫
P (x)

ρ2(x)

[
∂

∂xi
− ∂

∂xj

]
W (x− xi, h)W (x− xj , h)dx, (4)

u̇i = −
∑
j

mj

∫
P (x)

ρ2(x)
[v − ẋi] ·

[
∂

∂xi
− ∂

∂xj

]
W (x− xi, h)W (x− xj , h)dx.

(5)

ここで uは比内部エネルギー,P は圧力,添字 i, j は

i番目,あるいは j 番目の粒子の物理量であることを

表す.

標準 SPH法ではW (x, h) → δ(x)として積分を評

価しているが,これでは衝撃波を精度良く記述するこ

とが出来ない. GodunovSPH法では,衝撃波管問題

の厳密解を用いることで人工粘性項を導入せずに衝

撃波を精度良く解くことが出来る. 初期の不連続の

左右の物理量 f をそれぞれ fL, fR とし,接触不連続

面の前後の圧力と速度を P∗, v∗,衝撃波の速度をW

とすると

Wi =
√
γPiρi

√
a+

γ + 1

2γ

P∗ − Pi

Pi
(P∗ ≤ Pi)

(6)

Wi =
√
γPiρi

γ − 1

2γ

1− P∗/Pi

1− (P∗/Pi)(γ−1)/2γ
(P∗ ≥ Pi).

(7)

ここで i = L,Rを表す.このWi から

P∗ =
PL/WL + PR/WR + vL − vR

1/WL + 1/WR
, (8)

v∗ =
vLWL + vRWR + PL − PR

WL +WR
(9)

となる.この衝撃波管問題の解 P∗, v∗を用いて定式化

した式 (4),(5)は

ẍi = −2
∑
j

mjP∗V
2
i,j(h)

∂

∂xi
W (xi − xj ,

√
2h),

(10)

u̇i = −2
∑
j

mj([Pv]∗ − P∗ẋ∗,i)V
2
i,j(h) ·

∂

∂xi
W (xi − xj ,

√
2h)

(11)

となる.ただし,

V 2
i,j(h) ≡

1

4
h2

(
V (xi)− V (xj)

|xi − xj |

)2

+

(
V (xi) + V (xj)

2

)2

,

(12)

V (x) =
1

ρ(x)
, (13)

ẋ∗,i = ẋi +
1

2
ẍi∆t. (14)

以上のように GodunovSPH法は定式化される.

3 相対論的GodunovSPH

相対論的な連続の式は

(ρ0V
α);α = 0

⇒ ∂(γρ0)

∂t
+

∂(γρ0v)

∂x
= 0. (15)

ここで γ は Lorentz factor,ρ0 は共動系での密度,V α

は四元速度 (α = 0, 1, 2, 3), vは三次元的な速度であ

る.相対論的な mass flux densityを γρ0v として考

えて

ρ(x) = γρ0(x) =
∑
j

mjW (x− xj , h) (16)

と定義すると,この ρを用いることで自動的に連続の

式を満たすことになる. 特殊相対論的なラグランジ

アン Lは

L = −
∫

TµνVµVνdx

= −
∫

ρ0(1 + u)dx

= −
∫

ρ

γ
(1 + u)dx

= −
∑
j

mj

∫
1 + u

γ
W (x− xj)dx. (17)
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ここで,光速 c = 1,Tµν は stress-energy tensorであ

る. このラグランジアンからラグランジュ方程式

d

dt

(
dL

dẋi

)
− dL

dxi
= 0 (18)

を解くことで相対論的 SPH法を定式化することが出

来る。

4 Results

非相対論的 GodunovSPH 法で衝撃波管問題を解

いた結果が図 1である. 初期条件は

ρL = 1, ρR = 0.5,

PL = 1, PR = 0.2,

vx,L = 0, vx,R = 0. (19)

図 1を見ると衝撃波面の到達していない境界付近の

図 1: GodunovSPHでの衝撃波管問題

密度分布が大きく変化していることが分かる. これ

は各粒子の相互作用を正しく計算出来ていないと考

えられる。現在この非相対論的GodunovSPH法のデ

バッグ作業中である.

5 今後の課題

まずは非相対論的GodunovSPH法の計算コードの

デバッグを行い,解析解と合わせて正しい計算が行わ

れているか確認する. 次に非相対論的GodunovSPH

法を相対論的な計算法に拡張する. 相対論的 Go-

dunovSPH 法でも γ ∼ 1 の極限では非相対論的な

場合の計算結果と一致しなければならない。そこで

まずテスト計算として,非相対論的な衝撃波管問題を

相対論的GodunovSPH法で計算し,その解析解と十

分に一致しているかどうか確かめる. その後,いくつ

か相対論的な場合のテスト計算を行う. これらのテ

スト計算後,潮汐破壊問題について計算する.
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ボルツマン方程式を用いた一般相対論的輻射輸送計算コードの開発

牧野　芳弘 (京都大学大学院　宇宙物理学教室)

Abstract

ブラックホール周囲の降着円盤は、ジェットや強力な電磁波放射など、高エネルギー現象の起源と考えられ

ている。また、降着円盤からの光子や物質のエネルギーと運動量の放出は、周囲の星間ガスに影響を与える

ため、星や銀河の進化にとっても重大な影響である。しかしながら、光子や物質の放出メカニズムについて

は、まだよく分かっていない。そのメカニズムを解明するために、輻射磁気流体計算が行われてきたが、先

行研究ではM1 closure法と呼ばれる近似法を用いて輻射輸送を解いている。M1 closure法は、光学的に厚

い極限で正しいが、薄い状況や、光学的厚みが 1程度の場合に不正確な輻射場を示す場合がある。円盤の冷

却や、円盤表面からのガス噴出を正しく調べるには、光学的厚みが 1かそれ以下の領域での輻射輸送を正し

く解かねばならない。よって、輻射輸送方程式を直接解く、より厳密な輻射輸送計算が必要である。本研究

では、ボルツマン方程式を用いた一般相対論的輻射輸送計算コードの開発を行っているが、その第一歩とし

て移流項の計算コードの開発とテスト計算を行った。

1 Introduction

ブラックホール周囲の降着円盤は、超高速ジェット

や強力な電磁波放射など、高エネルギー現象の起源

と考えられている。また、降着円盤からの光子や物

質のエネルギーと運動量の放出は、周囲の星間ガス

に影響を与えるため、星や銀河の進化にとっても重

大な影響である。しかしながら、光子や物質の放出

降着円盤やジェットのメカニズムは、未だよく分かっ

ていない。

降着円盤の研究は 1970年代に始まり、1次元の解

析モデルを中心に発展してきた。しかし、円盤表面か

らのガス噴出や円盤内部の乱流など、多次元効果が

重要であると共に、輻射場や磁場とガスの相互作用

が問題の本質に関わることが示されてきたため、多

次元の輻射磁気流体計算が行われるようになってき

た。特に、一般相対論を組み込んだ輻射磁気流体計

算は、最先端の研究課題であり、近年になってようや

く実現可能となった。ただし、そこではM1 closure

法と呼ばれる近似法を用いて輻射モーメント式を解

いている。M1 closure法は、光学的に厚い極限で正

しいが、薄い状況や、光学的厚みが１程度の場合に

不正確な輻射場を示す場合がある。円盤の冷却や、円

盤表面からのガス噴出を正しく調べるには、光学的

厚みが１かそれ以下の領域での輻射輸送を正しく解

かねばならない。よって、輻射輸送方程式を直接解

く、より厳密な輻射輸送計算が必要であり、本研究で

は、ボルツマン方程式を用いて、近似なしに一般相

対論的輻射輸送方程式を解くコードの開発をしてい

る。ガスと輻射の相互作用については Nagakura et

al.(2014) によって提唱されている手法を採用する。

この手法は、輻射強度の方向を実験室系に、そして

振動数を流体静止系に合わせて設定するもので、電

子散乱を解く際の数値的な扱いをシンプルにしつつ、

誤差を小さくすることが可能となる。

なお、一般相対論的輻射輸送計算法は、測地線に

沿って輸送方程式を解く方法が既に開発されており、

ブラックホールシャドウの計算などに利用されてい

る。しかし、この手法はグリッドベースの流体計算

と結合するのが難しい。各グリッド点での輻射場が

分からないと、ガスと輻射の相互作用が分からない

からである。そのため、流体計算との結合を将来目

標とする本研究では、グリッドベースでの輻射輸送

計算コードの開発を行っている。
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2 Methods

2.1 Basic equation

測地線に沿ったボルツマン方程式から始める。こ

の節での表式は Shibata et al.(2014)に従う。pa は

光子の運動量ベクトル、f
(
xa, pi

)
(xa = (t, xi))は光

子の分布関数、Sradは輻射と物質の相互作用による

衝突項、τ は光子の軌道に対するアフィンパラメー

ターである。

dxa

dτ

∂f

∂xa

∣∣∣∣
pi

+
dpi

dτ

∂f

∂pi

∣∣∣∣
xµ

= (−paûα)Srad (p
µ, xµ, f)

(1)

数値計算に適した形にするために、保存系に書き直す。

空間座標は極座標を用いて測り、光子の飛ぶ方向は各

点でさらに極座標を貼って測る。r, θ, φは空間座標を

表す。νは局所正規直行系で測られた光子の振動数で

ある。θは各点での鉛直方向、φは各点での東西南北

を表し、光線の飛ぶ方向を示す。ea(µ) (µ = 0, 1, 2, 3)

を局所正規直行系でのテトラッド基底とすると、pa

は次のように書ける。

pa = ν

(
ea(0) +

3∑
i=1

ℓ(i)e
a
(i)

)
(2)

ここで、ℓ(i)は光子の飛ぶ方向であり、θ, φを用いて

次のように表される。

ℓ(1) = cos θ, ℓ(2) = sin θ cosφ, ℓ(3) = sin θ sinφ

これらを用いて、ボルツマン方程式の保存系は以下

のように書ける。

1√
−g

∂
(√

−gν−1pαf
)

∂xα

∣∣∣∣∣
q(i)

+
1

ν2
∂

∂ν

(
−νfpαpβ∇αe

β
(0)

)
+

1

sinθ

∂

∂θ

ν−2sinθf
3∑

j=1

pαpβ∇αe
β
(j)

∂ℓ(j)

∂θ


+

1

sin2θ

∂

∂φ

ν−2f
3∑

j=2

pαpβ∇αe
β
(j)

∂ℓ(j)

∂φ

 = Srad

(3)

ここで、gは計量テンソルの行列式である。

特に、Schwarzschild時空の場合について述べる。

まず、計量は以下のように書ける。

ds2 =−
(
1− 2M

r

)
dt2 +

(
1− 2M

r

)−1

dr2

+ r2
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
(4)

テトラッドを以下のように選ぶ。

ea(0) =

(
1− 2M

r

)−1/2(
∂

∂t

)a

,

ea(1) =

(
1− 2M

r

)1/2(
∂

∂r

)a

.

ea(2) =
1

r

(
∂

∂θ

)a

,

ea(3) =
1

r sin θ

(
∂

∂φ

)a

. (5)

これらを (3)に代入すると以下のように書ける。(
1− 2M

r

)−1/2
∂f

∂t
+

1

r2
∂

∂r

[
fcosθ

(
1− 2M

r

)1/2
]

+
1

rsinθ

∂

∂θ

(
fsinθsinθcosφ

)
+

1

rsinθ

∂

∂φ

(
fsinθsinφ

)
− 1

ν2
∂

∂ν

[
fν3cosθ

M

r2

(
1− 2M

r

)−1/2
]

− 1

sinθ

∂

∂θ

[
fsin2θ

r − 3M

r2

(
1− 2M

r

)−1/2
]

− ∂

∂φ

(
f
cotθ

r
sinθsinφ

)
= Srad (6)

M=0とすると、平坦時空でのボルツマン方程式が得

られる。M≠ 0の時、平坦時空との違いは、t微分、

r微分、ν 微分、θ微分に現れる。ν 微分は重力赤方

偏移を表す。また、θ 微分の項は r=3Mの光円軌道

半径を境に符号を変えることが分かる。

2.2 Numerical calculation method

数値計算法として、離散座標法を用いる。本コー

ドでは、Nagakura et al.(2014)で提唱されているよ
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うに、輻射強度の方向を実験室系で、振動数を流体

静止系で設定することも可能である。この手法によっ

て、電子散乱を解く際の数値的な扱いをシンプルに

しつつ、誤差を小さくすることが可能となる。

3 Results

コード開発の第一歩として、まず、Schwarzschild

時空で、ボルツマン方程式の移流項を解くコードの

開発を行った。移流は陽的に積分している。これに

より、光速でタイムステップを決める必要があるが、

ブラックホール周辺では、そもそも流体の速度が高

速なため、これによる計算速度の低下は大きな問題

とならない。逆に、陰的に解く際に必要な大規模行

列反転が不要となり、並列化効率が向上する。

図１、図２にそれぞれ、Schwarzschild時空と平坦

時空でのテスト計算の結果を示す。赤道面で３ヶ所（

r < 3rg, r = 3rg, r > 3rg(rg = GM/c2 = 1)）から ϕ

方向に t = 0から t = 20rg/cまで定常的に光を入射

した。カラーは log（輻射エネルギー密度）を表す。解

析解と同じように、Schwarzschild時空で r < 3rg か

ら放射した光はブラックホールに落ち込み、r = 3rg

からの光は円軌道を描き、r > 3rgからの光は遠方に

脱出している。当然、平坦時空では３本とも光は直

進している。

4 Conclusion

一般相対論的輻射輸送計算コード開発の第一歩と

して、Schwarzschild時空でボルツマン方程式の移流

項をグリッドベースで解くコードの開発とテスト計

算を行った。現在、衝突項を解くコードの開発を行っ

ている。両方のコードの完成後には、ポストプロセ

スでブラックホール降着円盤の輻射スペクトルを計

算する予定である。（ここで開発するコードは、流体

とカップリングさせて一般相対論的輻射磁気流体計

算コードへと発展させることを見据えているが、そ

れは次年度以降に行う計画である。）過去の研究で

は、降着円盤のスペクトルを多温度黒体輻射で扱う

ことが多かったが、コンプトン散乱や相対論的ビー

ミング効果が効くことで、単純な多温度黒体輻射と

図 1: Schwarzschild時空でのテスト計算の結果。カ

ラーは log(輻射エネルギー密度)を表す。縦軸、横軸

は rg = GM/c2 = 1として規格化している。

図 2: 平坦時空でのテスト計算の結果。図１同様、カ

ラーは log(輻射エネルギー密度)を表し、縦軸、横軸

は rg = GM/c2 = 1として規格化している。

は異なったスペクトルが現れることや、観測角度に

強く依存することが予想される。そこで、既に行わ

れている一般相対論的輻射磁気流体シミュレーショ



138

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

ンのデータをを元に、より現実的な輻射スペクトル

を求め、観測との比較を行う予定である。
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ブラックホール磁気圏における相対論的アウトフローの形成機構

松枝 直紀 (熊本大学大学院 自然科学研究科)

Abstract

磁気とプラズマが相互作用するブラックホールまわりの領域ではブラックホール磁気圏と呼ばれ、さまざま

な激しい現象を引き起こすと考えられている。例えばクエーサーの中心核から放射される相対論的宇宙ジェッ

トはその中心にあるブラックホールのまわりの磁気的活動によって形成されていると考えられている。

本研究では回転するブラックホールまわりで磁気面に沿って流れるプラズマ流の安定性や加速機構を相対論

的電磁流体力学（MHD）数値シミュレーションを用いて調べる。ここでは磁場によるプラズマ流の速度変化

を磁場がない場合と比較する。また、ブラックホール遠方でのプラズマジェットのアウトフローの形成過程

と今後の課題についても報告する。

1 イントロダクション

我々の住む地球のまわりには宇宙放射線や太陽風

を防ぐ役割をもつ磁場が存在する。この磁場によって

磁気圏が形成されているが、磁気圏は地球だけでな

く太陽や星などのさまざまな天体にも付随している

ことが知られている。その中でもブラックホール磁気

圏は宇宙において最も活動的な領域であり、相対論

的速度をもつプラズマの流れが噴出することがある。

このような相対論的ジェットには活動銀河核（AGN）
ジェット、マイクロクエーサー（μQSO）ジェット、
ガンマ線バースト（GRB）ジェットの 3種類がある。
これらはブラックホールまわりの激しい現象により

形成されると考えられているが、その形成機構は具

体的には分かっていない。相対論的ジェットが形成す

るためには、”光速度近くまでプラズマを加速させる
力”と”ジェットの流れを細長く絞り込む機構”を明
らかにする必要があるが、磁気的な力がはたらいて

いるモデルを考えることによってこの二つの条件を

上手く説明することができる。ここではブラックホー

ルまわりの磁場形成のメカニズムとブラックホール

の回転による時空のゆがみの効果の取り扱いを紹介

し、それらをふまえた数値シミュレーションを行っ

た。数値シミュレーションでは回転するブラックホー

ルの赤道面方向で放射状磁場があると仮定し、磁場

がプラズマ流の速度にどのような影響を及ぼすのか

を考察する。

2 磁気形成

ブラックホール自身は磁場を生み出さないことか

ら、ブラックホール磁気圏での磁場はまわりにある

プラズマに流れる電流が担う。ブラックホールのま

わりにガスなどの物質がある場合、それらはブラッ

クホールの重力によりブラックホールに引き寄せら

れる。しかし、ブラックホールとガスの距離はブラッ

クホールの半径よりもはるかに大きいため、ガスが

もつ角運動量は大きくなかなかブラックホールには

近づけない。このときガスはブラックホールの赤道

面のまわりに円盤を形成する。これは降着円盤と呼

ばれ、磁場の生成や維持するはたらきがある。ここ

では赤道面の降着円盤に放射状の磁場を初期条件と

して用いた数値計算を行う。

3 ブラックホールの回転

ブラックホールが速く回転するとき、地平面近く

にはエルゴ領域が存在する。エルゴ領域中ではすべ

ての物質はブラックホールの回転方向にしか運動す

ることができない。したがって、理想MHDプラズ
マに満たされたエルゴ領域中にある磁場はブラック

ホールの回転方向に曲げられることになる。このよ

うな一般相対論的な空間の引きずり効果を考慮する

場合、一般相対論的 MHD（GRMHD）がよく用い
られる。ここではブラックホールの回転パラメータ
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を a=1とした。ブラックホールの赤道面付近のプラ
ズマの流れをGRMHD数値計算によって調べる。こ
こで系の軸対称を仮定して、赤道面に沿った 1次元
の数値計算を行った。

4 数値計算の結果

本研究では最大回転速度に近いブラックホールの

赤道面上で磁場が初期に放射状になっている場合を

考えた。密度 ρ、速度 v、磁場 Bの時間発展を下図
に示す。

図 1: 磁場がない場合（t=7.18）

図 2: 磁場がある場合（t=5.68）

グラフの上が速度と距離の関係、下がプラズマの

密度・圧力・磁場と距離の関係である。磁場の有無

による密度、圧力の変化はほとんど見られなかった。

磁場がない場合（図１）では時間経過によりプラズ

マの落下速度が光速に近づいていきブラックホール

に落ち込むことが読み取れる。一方、磁場がある場

合（図２）は時間経過につれて同様に落下速度が大

きくなっていくが、光速程度には到達しないことが

わかった。これは磁場がプラズマ流を妨げるはたら

きをしていると考えられる。また速度の方位角成分

も磁場による影響がみられた。

5 結論と今後の課題

数値計算の結果より回転するブラックホール中に

磁場がある場合、ブラックホールに落ち込むプラズ

マ流の速度は磁場がないときに比べて小さいことが

分かった。また、半径が大きい領域ではプラズマ流

の速度が正の値になることが予想されるが、これは

ブラックホールから遠ざかる方向へプラズマが移動

するアウトフローであると考えられる。

今回は回転するブラックホールにおけるプラズマ流

の速度変化を磁場がある場合とない場合の 2通りで
調べた。簡単のため磁力線に沿った 1次元の座標を
設定し、磁場のみがプラズマに作用しているとした。

しかし、実際はブラックホールの重力、放射、電気抵

抗などもプラズマのアウトフローやジェットに影響を

及ぼすと考えられている。今後の課題として、この

結果をさらに時間発展させて遠方でのアウトフロー

を確かめることやプラズマ流の 2次元でのふるまい、
さらに磁場以外の外的要因を考慮した新しい解析モ

デルを考えたい。
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定常流を用いたジェットの解析

渡邊　玲央人 (早稲田大学大学院 先進理工学研究科)

Abstract

宇宙には様々なダイナミックな現象があり、その一つとして宇宙ジェットがある。現在、宇宙ジェットは

様々なスケールで重力天体の周辺で発見されいる。中心に大質量ブラックホールを持つ AGNからは、数百

kpcもの長さにわたって銀河間の虚空を貫いていて、光速に近い値で噴出されるプラズマガスが電波として

観測されている。このような宇宙ジェットには未だ解明されていない様々な問題がある。ジェットはどのよう

な機構によって光速に近い値まで加速されているのかという加速機構の問題、なぜジェットが拡散せずに細

いまま進んでいくのかという収束問題、ジェットの構造や安定性問題などが挙げられる。重力天体の成長や

周辺の星間空間を深く知るために、私たちにはこれらの問題を解明していくことが望まれる。

先行研究では数値シミュレーションによってジェットの時間発展の様子を描写した研究が数多くあり、未

解決問題が研究されている。本研究では、少し違ったアプローチを考え時間発展ではなくジェットが定常流

になっていることを使いその形状を求めることを考える。今回は、ジェットの先端に生じるバウショック下流

の流れについて着目し、細かい物理現象やジェットの構造を理解することを目標として定常解を求めること

を試みた。

1 Introduction

電波からガンマ線まであらゆるスケールの電磁波

の観測により宇宙ジェットの存在が確認されている。

星間分子雲の中で生まれたばかりの原始星の場合、原

始星周辺から双方向に毎秒数 10kmのガス流が発見

されている (L1551など)。主な系内ジェットとして

は、SS433があり、SS433から噴出されるジェットは

速度が光速の 26%にも達する。中心に大質量ブラッ

クホールを持つ、クェーサー電波銀河などの活動銀

河では、中心から数百 kpcもの長さにわたって銀河

間の虚空を貫きながら、電波を放射するプラズマガ

スが光速に近い値で飛び出している。このように宇

宙ジェットは様々なスケールで重力天体の周辺で発見

されている。

ジェットはどのような機構によって光速に近い値ま

で加速されているのかという加速機構の問題や、な

ぜジェットが拡散せずに細いまま進んでいくのかと

いう収束問題、ジェットの構造や安定性問題など、未

だに解明されていない問題がたくさんのがある。本

研究では、その中でもジェットの先端で生じるバウ

ショックに着目する。バウショック静止系で見ると下

流が定常流になっていると捉えることができる。そ

の下流では流線はどのようになるのか、密度や圧力

はどのようになるのかということを、定常解を用い

て求めることを試みる。宇宙では衝撃波が発生する

多くの現象が観測されている。この衝撃波の下流の

流れの定常解はジェットに限らず、宇宙の様々な場面

に応用できることが期待される。

2 Methods

本研究では、バウショック静止系に立ちショックの

下流が定常流になっていることを想定する。

円筒座標系を考え、軸対称 2次元、理想気体、φ方

向の速度ゼロを仮定し、円筒座標を図 1のように設

定する。

これらの仮定の下、円筒座標における定常流の流

体の基礎補方程式

1
r

∂
∂r (rρVr) +

∂
∂z (ρVz) = 0

Vr
∂Vr

∂r + Vz
∂Vr

∂z = −(γ − 1) 1ρ
∂ρε
∂r

Vr
∂Vz

∂r + Vz
∂Vz

∂z = −(γ − 1) 1ρ
∂ρϵ
∂z

(Vr
∂
∂r + Vz

∂
∂z )(

1
2V

2 + γε) = 0

(1)
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r方向の速度:Vr z方向の速度:Vz

密度:ρ 内部エネルギー:ε

を用いた。この 4つの物理量の z微分を求めると、
∂Vr

∂z
∂Vz

∂z
∂ρ
∂z
∂ε
∂z

 =
1

detP
AB (2)

A :行列　B :ベクトル

このように表すことができ、中心差分法を用いて z

方向に積分して計算をする。

ここで、バウショックの形状を f(r)で与え、上流

の速度を V0、上流の密度を ρ0 で与える。上流の流

れは衝撃波に対して角度 αで流入することになる。

入射角 αと f(r)の関係は、

tanα =
df(r)

dr
(3)

で表される。ランキンユゴニオの関係より初期条件は

Vr =
2

γ + 1
cosα sinαV0 (4)

Vz = (
γ − 1

γ + 1
cos2 α+ sin2 α)V0 (5)

ρ =
γ + 1

γ − 1
ρ0 (6)

ε =
2 cos2 α

(γ + 1)2
(7)

を用いた。

軸上と外側の境界条件は内側 3つの値を外挿で得

る。

図 1: ジェット先端における座標の取り方

3 Results/Discussion

ジェットのバウショック下流では流線はどのように

なるのか、密度や圧力はどのようになるのかを、上

記の流体シミュレーションを用いて求めた。

今回、初期条件を下記のようにとって計算した結

果を図 2、図 3に示す。
f(r) = 1− r2/10, 1− r2/20

V0 = 7.0

ρ0 = 1.0

(8)

図 2から、速度ベクトルとエントロピー等高線の

傾きが一致していることが確認される。このことか

らエントロピー等高線と流線が一致していることが

伺える。基礎方程式をしっかりと再現した定常解が

求められていると考えられる。

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

r

-0.08
-0.07
-0.06
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01

 0

z

図 2: エントロピー等高線 (赤線）と速度ベクトル

(f(r) = 1− r2/10)

図??は、密度分布と、速度ベクトルを描いた図で

ある。z軸上で zが進んでいくにつれて密度が上昇し

てものが溜まっていくとともに Vz が減衰していた。

これはバウショックを形成しているジェットの先端の

部分が描写されていると考えられる。また、図 3上

と図 3下を比較してみると、バウショックの形状に

よって Vzの速度が減衰し 0に至る距離に違いが生じ

ることが見受けられた。これは、バウショックの形状

とジェット先端の形状に相関関係があるということ
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図 3: 密度分布と速度ベクトル (上:f(r) = 1− r2/10,

下:1− r2/20)

を示唆していると考えられる。これによってジェット

の先端にできるバウショックはどのような形状にな

るのか、またジェットはどのような状況下で安定し、

崩れるのかということを解析していきたいと考える。

4 Conclusion

今回のシミュレーションでは単純な初期条件を与

えたが、衝撃波の形状を考慮したより現実的な初期

条件、境界条件を考えていきたい。また、現在のコー

ドを元に改良を重ねていく必要があると考える。改

良としてまず、座標変換を用いて衝撃波の形状に合

わせた座標を導入することが考えられる。また今回

の計算を用いてバウショックとジェットの先端の関係

を定量的に明らかにしていきたい。この 2つは今後、

領域を広げた計算をし、ジェットのより大きなース

ケールで構造を見るための架け橋となると考える。こ

れらを通じて、ジェットの定常解を正確に求め安定性

解析をしていくことが今後の目標である。

Reference

Christian Fromm 2013, Springer

L.D.Landau & E.M.Lifshitz 1959,ELSEVIER
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ニュートリノ輻射輸送計算によるガンマ線バーストの
ジェット駆動機構の研究

西野　裕基 (京都大学大学院理学研究科)

Abstract

ガンマ線バースト (Gamma-Ray Burst, GRB)は突発的にガンマ線を観測する現象である。光度は太
陽の 1017 倍を超えることもあり、宇宙最大級の爆発現象と呼ばれる。1990年代以降の詳細な即時
放射・残光の観測と理論的研究から、相対論的なジェットが GRBを引き起こすと考えられている
[文献 1, 2]。しかし、相対論的ジェットを駆動する中心エンジンや、そのメカニズムは明らかになっ
ていない。GRBのジェット駆動機構の有力な説として、降着円盤や超大質量中性子星でのニュー
トリノ対消滅ジェット機構 [文献 3]が提案されている。そこで、本稿ではニュートリノ対消滅によ
るエネルギー注入率の計算手法について紹介する。

1 導入
ガンマ線バーストは一秒あたり 1050−52erg（等

方放射の仮定の下）ものエネルギーをガンマ線
として解放する高エネルギー天体現象である。非
常に短い時間スケール（数十ミリ秒以下）で光
度が変動することから、母天体はコンパクト天
体であると推定されている。特に、母天体とし
て大質量星崩壊後&連星合体後に形成しうる、降
着円盤や超大質量中性子星 1 が有力視されてい
る。これらの天体は高温高密度になるので、大
量のニュートリノ・反ニュートリノが放射され、
ニュートリノ対消滅（式 1）によって大量のエネ
ルギーをバリオンの少ない領域にデポジットで
きると考えられている（図 1）。

ν + ν̄ → e− + e+. (1)

このようにして、ファイアボールが形成できれ
ば、衝撃波放射によって GRBの即時放射や残光
を再現できうる。
このシナリオを確かめるために必要であるの

がニュートリノ輻射輸送の問題である。上記の
コンパクト天体の流体シミュレーションおいて、

1熱圧によって一時的に支えられる

図 1: GRBの模式図：ニュートリノ対消滅によっ
てジェットが生成

核子、原子核、電子および陽電子の振る舞いは流
体素片のマクロ変数（素片の速度、密度、温度、
圧力）によって記述可能である。一方で、ニュー
トリノは平均自由行程 lmfp が流体のスケールと
比べて大きいので、マクロ変数では記述できな
い。1MeV程度のニュートリノと核子との散乱断
面積はおよそ σ ∼ 10−43cm2であるので、ニュー
トリノの平均自由行程は、
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lmfp ∼ 100km
(

ρ

1010g/cm3

)−1 (
Eν

1MeV

)−2

(2)

と見積もれる。今、考えているコンパクト天体
は系のスケールが数十、数百 kmであるため、数
十MeVのニュートリノでは、流体とニュートリ
ノ輻射場とを同じように取り扱うことはできな
い。概算からわかるように、ニュートリノは平
均で 100kmも散乱せず自由に飛んでいく。その
ため、ある地点でのニュートリノ輻射場の性質
を調べるために、輻射輸送を系全体で考えなけ
ればならない。一方で、高エネルギーのニュー
トリノが非常に高密度な領域を通る場合を考え
てみると、

lmfp ∼ 1m
(

ρ

1013g/cm3

)−1 (
Eν

10MeV

)−2

(3)

まで小さくなる。考えている系のスケールはこ
れより大きいので、局所的な物理量で輻射場は
記述できる。このように平均自由行程によって、
輻射輸送の様子は全く異なるため、その解法は
非自明である。そこで、我々は近似的に基礎方
程式である Boltzmann方程式を数値計算するこ
とにした。

2 セットアップ
本稿では、[文献 3]の質量 100M⊙、金属量Z =

Z⊙の星の進化計算をもとに重力崩壊の一般相対
論的シミューレーション [文献 4参照]を行った
結果を提供していただいた。そして、形成され
た超大質量中性子星の流体データ（密度、温度、
電子比率など）を用いて、ポストプロセスで輻
射計算した。用いた流体データのうち、参考の
ために密度分布を載せる（図 2）。図 2からわか
るように中心密度は原子核と同程度の高密度天
体である。
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図 2: 超大質量中性子星の密度分布

3 メソッド
先に紹介した流体データの下で輻射輸送計算

するメソッドについて紹介する。ここでは、考え
ている地点での輻射場を計算するために、その
地点からニュートリノの軌跡（ray）をトレース
バックして、各 ray上で独立に輻射輸送計算を行
う（ray-tracing法）。今回は簡単のために平坦時
空と仮定した。微視的反応によるニュートリノの
吸収率Rabsや放出率Remisを用いて、Boltzmann
方程式は(

δf

cδt

)
coll

= −Rabsf +Remis(1− f) (4)

とかける。これを数値的に計算を行った。
輻射輸送計算する際に、以下の微視的反応を

取り入れた（詳細は文献 [6, 7]を参照）。これら
は高温高密度の時に主要な反応である。
電子捕獲、陽電子捕獲 :

ν + n ↔ p+ e−, (5)

ν̄ + p ↔ n+ e+. (6)

対消滅反応:

ν + ν̄ ↔ e− + e+. (7)

制動放射 (以下の Nは p, nを指す):

N +N ↔ N +N + ν + ν̄. (8)
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プラズモン崩壊:

γ̃ ↔ e− + e+. (9)

4 結果
輻射輸送計算を行い、各地点でのニュートリ

ノの分布関数を求めた。各地点で分布関数はエ
ネルギーと方向毎に計算される。分布関数の数
値計算は、エネルギーグリッドNE = 15、方向 2
次元 (Nθ ×Nϕ = 25×10)で計算を行った。こう
して得られた分布関数をもとに、対消滅による
エネルギー注入率Q+(erg/cm3/sec)を計算して
みる。電子の静止質量がニュートリノのエネル
ギーよりも十分に小さいとし、さらに終状態の
電子のブロッキングファクターを無視して電子
と陽電子の運動量空間で積分してしまうと、注
入率の表式は次のようになる。

Q+ =
σ0

4me
2h6

[
2(CV

2 + CA
2)

3

∫
dE

∫
dE′

×(E+E′)E3E′3
∫

dΩ

∫
dΩ′fνfν̄(1−cos θ)2.

(10)

ここで、ニュートリノのエネルギーと運動量の
方向は (E, Ω)、(E’, Ω′)である。上記はV-A理論
の近似の下での計算であるが、今、考えている
エネルギースケールが数MeVから数十MeVな
ので、これは良い近似である。ベクトル及び軸ベ
クトルカレントの係数 CV , CA は、Weinberg角
sin2 θW ≃ 0.23とした時、

2(CV
2 + CA

2)

3
≃ 0.78 (11)

(12)

である。また、対消滅の断面積はフェルミ定数
GF を用いて、

σ0 ≡ 4GF
2m2

π(ℏc)4
∼ 1.76× 10−44 cm2 (13)

で特徴付けられてる。

Energy Deposition Rate(erg/cc/sec)
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図 3: Energy Deposition Rateの図

対 消 滅 に よ る エ ネ ル ギ ー 注 入 率
Q+(erg/cm3/sec) を計算した結果が図 3 で
ある。高温高密度な中心付近で非常に大きく、
大質量中性子星の外でも大きなエネルギー注入
率が期待できる。とはいえ、今回はエネルギー
積分を簡略化するために電子のブロッキングを
無視したので、これは大きく見積もった結果と
考えるべきである。

5 議論
以下に本稿で考慮できなかった課題を 2点述

べる。
今回は、計算上の困難から主要な反応率の一

つであるニュートリノ核子散乱を取り入れなかっ
た。ニュートリノ核子散乱は、分布関数の方向
依存性を大きく変えうるので、衝突角度に大き
く依存している対消滅率の計算に、どの程度影
響するのか見積もる必要がある。
また、中心天体付近は強重力場であるため、輻

射輸送計算にも一般相対論的影響（重力赤方偏
移や測地線など）が考えられるが、今回は取り
入れなかった。これについては現在、取り組ん
でいるところである。
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6 まとめ
本稿では具体的な超大質量中性子星の配位の

下で、微視的反応（電子捕獲・陽電子捕獲・ニュー
トリノ対消滅・核子の制動放射・プラズモン崩
壊）を考慮したニュートリノ輻射輸送計算を行っ
た。そして、ニュートリノ対消滅によるエネル
ギー注入率を見積もる計算手法を確認した。

謝辞
ご協力いただいた基礎物理学研究所の柴田大

教授、California Institute of Technologyの長倉洋
樹研究員には深く感謝を申し上げます。研究に
関して貴重な助言と流体データを提供していた
だいた東邦大学の関口雄一郎講師にも感謝いた
します。
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Short gamma-ray bursts from the merger of two black holes

荻原　大樹 (東北大学大学院 理学研究科)

Abstract

Perna et al. (2016)についてレビューをする。この論文では、ブラックホール同士の連星系で short Gamma-

Ray Burst(sGRB)が起こるモデルを提唱している。sGRBは、二つのコンパクト天体が合体する際に起こ

る現象で、連星系の中に質量を供給する中性子星が少なくとも一つあることが必要とされてきた。しかし、

ブラックホール同士の合体による重力波信号 (GW150904)と同時に、Fermi衛星により sGRBの特徴を持っ

た γ 線の検出が報告された。ブラックホール同士の合体に sGRBが付随していた可能性がある。検出され

た放射エネルギーは 1049erg/sで、 このエネルギーを放射するには 10−5M⊙/sの急激な質量降着が必要で

ある。従来のモデルでは、ブラックホール周辺には十分な量の物質が残らず、合体時にのみ激しい降着が起

こることはない。よって、ブラックホール合体時に質量供給が起こるモデルを考える必要がある。ここでは

以下のようなモデルを考える。連星ブラックホールの親星の一方が、高速回転をしている低金属量の重い星

であれば重力崩壊時に円盤が形成される。円盤は高温で、磁気回転不安定性 (MRI)による乱流の角運動量輸

送により拡散と質量降着が起こる。時間進化に伴い放射冷却により冷えて電気的に中性になると、MRIが効

かなくなり質量降着がとまる。この円盤は合体直前まで残ることができ、合体時に短い時間で落ちることに

より、sGRBに十分な降着率を達成できる。このモデルの妥当性について議論する。

1 Introduction

ブラックホール同士の合体に由来する重力波信号

が LIGOにより検出された (GW150914)(Abbott et

al. 2016)。この信号の持つ情報から、連星をなすブ

ラックホールの質量はそれぞれ 29+4
−4M⊙と 35+5

−4M⊙

であることがわかった。この重力波信号の 0.4秒後に

1秒間の γ線信号を FERMI GBMが検知した (Con-

naughton V. et al. 2016)。この γ 線信号の光度は

1keVから 10MeVの波長帯で 1.8+1.5
−1.0×1049erg/sだっ

た。これは 2つのブラックホールの合計質量に対応

するエディントン光度よりも 9桁大きい値となって

いる。短い時間の強い放射であることやスペクトル

の情報から、γ線バースト (GRB)が原因だと考えら

れる。GRBが放出する大きなエネルギーを供給する

メカニズムとしてBlandford-Znajekメカニズム (BZ

メカニズム)が考えられている (section 2)。BZメカ

ニズムによるエネルギー供給には十分な質量降着率

が必要である。これまで、GRBは連星のうち片方の

天体から他方への質量供給が可能な中性子星-中性子

星連星か中性子星‐ブラックホール連星で起きると

考えられてきた。ブラックホールは形成の際に周辺

の物質を吸い込んでしまい十分な質量が残らないの

で、ブラックホール同士の連星系ではGRBは起こら

ないと考えられてきたのだ (section 3)。しかし、今

回の LIGOと FERMI GBMのデータを踏まえると、

ブラックホール同士の連星合体による GRBを説明

するようなモデルを考える必要がある。Perna et al.

(2016)では”dead diskモデル”を用いることで、ブ

ラックホール形成後も連星合体直前まで吸い込まれ

ずに残る円盤状の構造が存在できると考えた。合体

時にその円盤が急激に質量降着することで、観測さ

れた γ 線強度を説明するだけのエネルギーを作り出

すことができる (section 4)。

2 Blandford-Znajek mecha-

nism

Blandford-Znajek mechanismは、定常軸対象を考

えた時、回転ブラックホールの回転エネルギーが磁場

の働きで軸方向のポインティングベクトルへと変換さ

れるメカニズムである。ブラックホールから等方に伸

びる磁場はプラズマに凍結され一緒に剛体回転をす
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る。回転ブラックホールの地平線近くでは、ブラック

ホールの回転に引きずられる形で磁場が回転方向の

成分を持つ。理想磁性流体を考えると、E+v×B = 0

からE ·B = 0となる。よって、極方向にポインティ

ングベクトルができる。回転軸に垂直な方向には降

着円盤がある。降着によるラム圧によってプラズマ粒

子とともに磁場は極方向に圧縮される。磁気圧と降着

円盤のラム圧のつり合いを考えると、ラム圧∼ ρv2、

磁気圧 ∼ B2/(8π) と質量降着率 Ṁ ∼ ρr2v からエ

ネルギー流速は LBZ = B2/(8π) × 4πr2gc ∼ ηṀc2。

ここで係数を ηとした。このエネルギーフラックス

がプラズマ粒子を加速することにより GRBが起こ

ると考えられている (Toma & Takahara 2014)

3 conventional theory

まず、従来考えられていたようなブラックホール

周辺には星間ガスしか残っていないような状況を考

える。必要な質量降着率は

Ṁ =
LEM

ηc2
∼ 5× 10−5η−1

0.1M⊙/s (1)

と見積もられる。ここで、観測された γ 線放射エネ

ルギーフラックスを LEM、光速を c、η0.1 = 0.1ηと

した。星間物質の質量密度を 10−24g/cm3 とし中心

ブラックホールへの降着をボンディ降着として考え

ると、その質量降着率は ∼ 5× 10−20M⊙/sとなり、

観測値には遠く及ばない (Lyutikov 2016)。合体直

後の短い間の信号だったことを考えると、GRBを起

こすためには星間物質以上の質量を合体直前までは

ブラックホール周辺にとどまりつつ、合体する瞬間

の短い時間で急激に降着が起こるようなモデルが必

要になる。

4 Dead disk model

(Perna et al. 2016) ではブラックホール同士の

連星でも GRBを起こすのに十分な質量降着率を合

体の瞬間にだけ起こすようなモデルが提唱されてい

る。”long-lived dead disk”を用いるモデルである。

質量が ∼ 40M⊙ で金属量が Z ≲ 0.1Z⊙ の星を考え

る。低金属量であるので質量損失が少なく、重力崩

図 1: 重力収縮を始めたときの星表面速度を v0、

v2crit = (1 − L/LEdd)(GM/R)、j を単位質量あた

りの角運動量 (比角運動量)とした。シュバルツシル

トブラックホール (点線)とカーブラックホール (破

線)の場合の各質量での最内安定軌道での比角運動量

を共に示す。

壊後に∼ 30M⊙の大質量ブラックホールを形成でき

る。重力崩壊が始まるときの星表面での比角運動量

が大きい場合、星中心の鉄コアが崩壊する直前 (速度

が 1000km/sを越えた時)の比角運動量を (図 1)に示

す。比角運動量が星の外縁部で非常に大きくなって

いる。比角運動量が、その半径以内の質量でできる

ブラックホールの最内縁安定軌道 (ISCO)での比角

運動量よりも大きな値となっている。その質量の一

部は、星の重力崩壊時にも中心天体に落ちきらずに

半径 R ∼ 109 − 5 × 1010cmで周回軌道を安定に回

ることようになる。このリング状構造を作る質量は

0.5M⊙である。リング状構造は非常に高温で、磁気

回転不安定性 (MRI)による粘性が発生している。そ

の粘性により角運動量を授受することで円盤はしだ

いに拡散していく。そのタイムスケールは α粘性を

考えて、

tvis =
R2

H2αΩk
(2)

∼ 160α−1
−1m

3/2
30 R

3/2
10

(
R

H

)2

s (3)
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である。ここで α−1 = 0.1α、m30 = M/30M⊙、

R10 = R/1010cm、Hは円盤の厚さである。拡散とと

もにリング状構造は円盤構造となり冷却が進む。円

盤ははじめ、高温であるので”sim disk”である。質量

降着率が大きく円盤は厚みを持っていて、円盤は粘

性摩擦により加熱されるが、降着ガスがエネルギー

を持ったまま移流により運びさられブラックホール

に降着することによる冷却もうける。slim diskのと

きは円盤表面からの放射による冷却の寄与は移流に

比べ小さい。移流冷却により円盤の温度は下がるに

つれて、質量降着率も

Ṁd(t) = Ṁd(tvis)

(
t

tvis

)−4/3

(4)

に従って減少する。移流によるエネルギー輸送よりも

輻射による冷却が大きくなると急激に降着率を落とし

標準円盤へと遷移する。遷移が始まるときの質量降着

率は移流によるエネルギー損失と輻射による冷却が釣

り合うところで Ṁturn(R=R10) ∼ 1.9×10−11M⊙/s ∼
8.2 × 102ṀEdd と見積もる。リング状構造が拡散を

初めてからの経過時間は tturn ∼ 2.3× 108 s ∼ 7.3 yr

となる。標準円盤となった後も表面からの輻射で温

度が下がる。この間の円盤面密度は

Σ = Σ0

(
t

tturn

)−15/16

f[( R
R10

)
( t

tturn
)
−3/8

] (5)

f(u) = (28)−3/2u−3/5(1− u7/5)3/2、

質量降着率は

Ṁd(t) = Ṁturn

(
t

tturn

)−3/16

(6)

で減少する (Cannizzo et al. 1990)。slim disk か

ら標準円盤への遷移の際に降着率は急激に下がる

が、ここではその効果を無視して最後に円盤に残る

質量を見積もる。後に無視したの効果について考え

る。さらに温度が下がり ∼ 104K で円盤の電気的

中性化が始まると、MRI による粘性が効かなくな

るので、角運動量輸送とそれによる質量降着がとま

る。こうして軌道上に残される円盤状構造を”long-

lived dead disk”と呼ぶ。MRI が効かなくなる時の

質量降着率は標準円盤の温度との関係から Ṁend ∼
1.1× 1016α

2/3
0.1 m

−5/6
30 R

5/2
10 T

10/3
4 (T4 = T/104K)で、

経過時間は tend ∼ 2.3×1013 sとなる。よって、dead

diskに残る質量は初期質量を 0.5M⊙ として Σ の式

からMend ∼ 5.2 × 10−4M⊙ と見積もることができ

る。slim diskから標準円盤に移る時、降着率は 6桁

程度急激に下がるが、これによる tendの変化は最終

的に残る質量を一桁程度大きくする程度である。こ

の円盤が連星ブラックホールの片方にできると、連

星が接近するまでの長い間、ブラックホールは周り

に質量がある状態を維持できる。

5 Result

非常に遠く離れたブラックホール同士が軌道半径

から重力波によるエネルギー損失で近づいていくタ

イムスケールは

tGW =
5

256

c5

G3

R4

2M3
= 3.7× 107

R4
10

m3
30

s (7)

Hughes (2009)で dead diskの形成時間よりも長い。

1pcの距離から合体するまでに ∼ 1.0 × 1035 年の時

間がかかる。GW150914の検出は宇宙年齢以内に合

体するブラックホールを発見したことにも大きな意

義があるものだった。長い時間をかけて連星間距離

が小さくなるにつれ、円盤への潮汐効果が無視でき

なくなる。円盤での粘性ストレステンソルは

σik = η

(
∂vi
∂xk

+
∂vk
∂xi

− 2

3
δikdivv

)
+ ζδikdivv (8)

で与えられる。η、ζ はそれぞれシア粘性係数、バル

ク粘性係数である。dead diskの間は粘性が働かない

ので σik = 0である。円盤について運動方程式をた

てると、

dv

dt
=

∂v

∂t
+ (v · ∇)v = −∇U − 2ωorb × v. (9)

ここで

U = −GM1

R1
− GM2

R2
− 1

2
(ωorb ×Rg) (10)

円盤が属する星の中心からの距離をR1、もう一方の

星の中心からの距離を R1、連星の回転角速度を ω、

連星の重心からの位置ベクトルをRgとした。これを

dr

dt
= vr ,

dϕ

dt
=

vϕ
r

(11)
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図 2: 点線は非軸対称シア拡散 S、実線はバルク粘

性拡散Bの周回平均をとったもの。連星の質量比を

0.47としている。破線は軸対称なシア粘性拡散、aは

連星間の距離、rは中心星からの距離を示す。

を用いて時間微分を消去し、周期境界条件 R(0) =

R(2π)、vr(R(0),0=R(2π),2π)、vϕ(R(0),0=R(2π),2π) を満た

すような解を数値的に計算すると、ある半径より外

側では解が存在しないことがわかる。この臨界半径を

tidal disruption radius(RTT )と呼ぶ。RTT ∼ 0.3×(

連星間距離)となっている。連星間距離が小さくなる

につれて dead diskの半径も小さくなる。コリオリ

力により速度場にゆらぎが生まれ、安定周回軌道を

回っていたガス粒子が衝突を始める。単位体積あた

りの粘性加熱率は

ρϵν = σik
∂vi
∂xk

= ηS + ζB (12)

S =
1

2

(
∂vi
∂xk

+
∂vk
∂xi

− 2

3
δikdivv

)2

(13)

B = (divv)2 (14)

から各半径においての S と B は (図 2)のようにな

る。R ∼ RTT 付近で粘性加熱が起きている (Ichikawa

& Osaki 1994)。円盤温度が上がり電離が始まると

再びMRIが発生する。しかし、この状況では tidal

truncation rasius付近のみプラズマ化するが内側領

域は冷たいままなのでブラックホールへの質量降着

は起きない。連星間距離が tGW ∼ tvis となるまで

小さくなると収縮した円盤全体が高温状態となりブ

ラックホールとともに降着をする。この時の落下時

間を見積もると、

tcrit = tGW = tvis

= 0.005

(
R

H

)16/5
m30

α
8/5
0.1

s (15)

(R/H) ∼ 10とすると、tcrit ∼ 5sとなり、全円盤質

量がこの間に降着すると考えると、GRBを起こすの

に十分な質量降着率 ∼ 1× 10−4M⊙/sが得られるこ

とになる。

6 Summary

ブラックホール同士の連星合体のときにもGRBが

発生する可能性のあるモデルを考えた。∼ 40M⊙ の

低金属量星が重力崩壊してブラックホールになる際、

星外縁部の比角運動量が大きければ一部の質量がブ

ラックホールに取り込まれずにリング状の構造を作

る。この構造が拡散し、円盤構造を作ると質量降着

とともに円盤は冷えていき、電気的に中性化したと

ころでMRIが効かなくなり質量降着の原因である粘

性がなくなり、円盤は dead diskになる。このときの

円盤に残った質量は ∼ 5× 10−4M⊙である。連星を

なすもう一方のブラックホールが近づいてくると潮

汐効果による粘性加熱が効いて温度が上がり、合体

直前に円盤全体が高温状態になるため急激な質量降

着を起こす。このときの質量降着率は ∼ 10−4M⊙/s

で、FERMI GBMにより観測された γ線強度を満た

すのに十分な GRBのエネルギー源となる。
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Hilbert-Huang変換を用いた重力波解析

渡邊　幸伸 (新潟大学大学院 自然科学研究科)

Abstract

超新星爆発のような理論的予測波形が用意できないバースト的重力波に対しては、これまで短時間フーリエ

変換やウェーブレット変換などのようなフーリエ変換を用いた解析手法が使われてきたが、時間と周波数の

間に存在する不確定性関係のために精度の良い解析が困難であった。フーリエ変換を用いない解析手法であ

る Hilbert-Huang変換 (HHT)はこの不確定性関係に影響されず、これまでよりも詳細な解析が可能となる。

HHTは経験的モード分解 EMDと Hilbert変換を用いるスペクトル解析 HSAから成る。HSAのみでは一

般的なデータから物理的に意味のある結果が得られるとは限らないため、EMDによるモード分解を行って

から HSAを施す。しかし、EMDではひとつのモードの中に複数の周波数成分が混在する mode mixingと

いう現象が問題となっており、これを抑えるために元データに白色ガウス雑音を加えて EMDを適用し、ア

ンサンブル平均を行う Ensemble EMD(EEMD)が使われる。本研究ではこの HHT解析の基本的性質につ

いて議論する。

1 Introduction

超新星爆発は数値シミュレーションによる研究が

活発に行われているが、その爆発メカニズムは未だ

に解明されていない。しかしこの超新星爆発からの

重力波を解析することで、爆発直前の恒星内部の様

子を知ることができ、超新星爆発メカニズムの解明

が飛躍的に進むと考えられる。超新星爆発からの重

力波はバースト的重力波と呼ばれ、理論的予測波形

を用意できないため、時間-周波数空間で雑音と重力

波信号のパワーを比較する手法が適切とされている。

これまでは短時間フーリエ変換やウェーブレット変

換などのフーリエ変換を基礎とする手法が使われて

きたが、時間と周波数の間に不確定性関係が存在す

るために解析の精度が制限されてきた。

今回はフーリエ変換を用いないバースト的重力波の

解析手法であるHilbert-Huang変換 (HHT)について

議論を進める。HHTではまずデータに対して経験的

モード分解 Empirical Mode Decomposition(EMD)

を行い、次に分解した各モードに対して Hilbert変

換を用いたスペクトル解析 Hilbert Spectrum Anal-

ysis(HSA)を適用し、瞬間振幅と瞬間振動数を求め

る。ここでは HSA,EMD の順に基本的性質を説明

し、さらに EMDが抱える問題を軽減する Ensemble

EMD(EEMD)についても紹介する。

2 Hilbert Spectral Analysis

時系列データ h(t)に対して

h(t) = A(t) cosϕ(t) (1)

と分解できて、A(t)が時間的に変動するタイムスケー

ルが、cosϕ(t)の変動するタイムスケールに比べて小

さいとき、A(t)を振幅、ϕ(t)を位相と見なすことが

できる。しかし、一般にこの分解は一意的にできな

い。h(t)が |z| → ∞で十分早く 0に近づく解析関数

F (z)の実軸上の実部であると仮定すると、Hilbert変

換によってその虚部 v(t)が一意的に決めることがで

きる。従って、

F (t) = h(t) + iv(t) = A(t)eiϕ(t) (2)

となり、h(t) の瞬時振幅 (Instantaneous Am-

plitude:IA) と瞬間周波数 (Instantaneous Fre-

quency:IF) が定義できる。ここで、h(t) に対する

Hilbert変換H[h(t)]の定義は以下の通りである。

H[h(t)] =
1

π
P

∫ ∞

−∞

h(τ)

t− τ
dτ (3)

Pは Cauchyの主値積分を表す。

このようにHilbert変換を定義すれば、IAと IFは
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h(t)と v(t) = H[h(t)]を用いて以下のように表せる。

A(t) =
√
h(t)2 + v(t)2　 (4)

f(t) =
1

2π

dθ(t)

dt
(5)

ここで、瞬時位相は

θ(t) = tan−1

{
v(t)

h(t)

}
(6)

となる。

ここで、Hilbert変換を用いることの利点である時

間-周波数の不確定性関係に依らない点について説明

する。短時間フーリエ変換やウェーブレット変換な

どのフーリエ変換を用いる時間-周波数解析は、時間

と周波数に関する不確定性関係

σtσf ≥ 1

4π
(7)

が存在する。ここで、σtと σf は時間と周波数の標準

偏差であり、不確定さを表す。バースト的重力波は

典型的にミリ秒のタイムスケールで周波数が数 10Hz

から数 kHzまで変動する。ここで、時間の不確定さ

を 1msとすると、周波数の不確定さは

σf ≥ 1

4π
· 103 ≈ 102 (8)

となる。この不確定さでは数 10Hzのオーダーでの

周波数を見ることはできない。また、時間の不確定

さをこれよりも更に小さくして詳細に見ることを考

慮すると、バースト的重力波の周波数の不確定さが

更に大きくなってしまう。従って、フーリエ変換を

用いる解析手法はバースト的重力波の解析に対して

あまり適切だとは言えない。よって、フーリエ変換

を用いずHilbert変換を用いるHSAはこの点におい

て有利であると判断できる。

しかし、一般的なデータのHSAから必ずしも物理

的に意味のある結果が得られる訳ではない。例えば、

次のようなデータを考える。

h(t) = α cos(2πft) + β (9)

ここで、αと βは定数である。この関数のHilbert変

換は、

H[h(t)] = v(t) = α sin(2πft) (10)

となり、瞬時振幅 IAと瞬時振動数 IFは、

A(t) = α

√
1 +

β2

α2
+ 2

β

α
cos(2πft) (11)

f(t) =
α2 + αβ cos(2πft)

A(t)2
(12)

となる。h(t)は振幅 α、振動数 f の波を振幅の方向

に β だけ shiftしたデータであり、HSAを施しても

当然振幅は α、振動数は f になるはずである。しか

しHSAによって導かれた振幅と振動数はこちらとは

明らかに異なる形になってしまっている。従って、一

般的なデータに対して HSA が物理的に意味のある

結果を出すとは限らず、実際の重力波の観測データ

にHSAを直接施しても同様のことが起きると考えら

れる。

3 Empirical Mode Decomposi-

ton

一般のデータに対しては、複数の零点の周りを振

動する対称な波と振動しないゆっくりと変動する成

分 (トレンドあるいはDC成分)の重ねあわせである

と見なせれば物理的な解釈がしやすくなる。そこで、

HSAが物理的に有意義な結果を出すような条件を満

たすように、時系列データを単純なモードに分解す

ることを考える。その条件を数学的に表したものが、

Huangらによって示された次の 2点である。

1. 任意の点に対して、極大値をつないだエンベロー

プと極小値をつないだエンベロープの平均が 0

であること。

2. データ全体において、零点との交点と極値の数

の差が 0もしくはせいぜい ±1であること。

この 2つの条件を満たすような時系列データを Intrin-

sic Mode Function(IMF)と呼び、データをモード分

解していくことで IMF を求めることを Empiraical

Mode Decomposition(EMD)という。

ここからは EMDの概略について説明する。EMD

は IMFを求めるために shifting processというデー

タの高周波成分を残す作業を繰り返し適用する。図

1に EMDの概略図を示す。元のデータを x1,1(t)と

すると (図 1左上)、EMDは以下の手順で行われる。
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(1) データ x1,1(t)の極大値と極小値を見つける (図

1右上)。

(2) 見つけた各極大値を通るエンベロープを引く。極

小値についても同様にエンベロープを引く。更

に、引いた２つのエンベロープの平均をとり、こ

れをm1,1(t)とする (図 1左中央)。

(3) 元のデータからエンベロープの平均を引き、こ

れを x1,2(t)とする (図 1右中央)。

x1,1(t)−m1,1(t) = x1,2(t) (13)

この (1)～(3)までの処理を shifting processと

呼ぶ。

(4) x1,2(t) に対して shifting process を繰り返し、

x1,k(t)を求める。(kは自然数)

(5) コーシーの収束条件

N−1∑
j=0

|m1,k(tj)|2

N−1∑
j=0

|x1,k(tj)|2
< ϵ (14)

を適用する。ϵは事前に与えるパラメータであ

る。この条件を満たした時 shifting processを終

了し、その時の x1,k=kmax を c1(t)と表す。これ

が IMF1となる (図 1左下)。

(6) 元のデータから c1(t)を引く (図 1右下)。

x1,1(t)− c1(t) = x2,1(t) (15)

(7) x2,1(t) に対して再び shifting process を行い

c2(t), c3(t),・・・,ci(t),・・・(i は自然数) を作っ

ていく。このようにしてデータを IMFに分解し

ていき、引き去ったデータに極値がなくなった

らループを終える。極値を持たないデータをト

レンド成分 r(t)とすれば、最終的にデータ x(t)

は ci(t)と r(t)を使って次のように分解できる。

x(t) =

imax∑
i=1

ci(t) + r(t) (16)

このとき IMF1 が最も高い周波数成分を持ち、

IMF2,3・・・と番号が大きくなるにつれてより低

い周波数成分を持つことになる。

図 1: EMDの概略図

4 Ensemble EMD

これまでの研究において、EMD によって 1 つ

の IMF の中に複数の周波数成分が混在したり、ま

た同じ周波数帯域の成分が複数の IMF に分散する

mode mixing と呼ばれる現象が見られている。こ

の現象を抑えるために行われているのが Ensemble

EMD(EEMD)である。EEMDは性質の分かる白色

ガウス雑音を用いて IMF の周波数帯域を制御しよ

うという手法である。EEMDの手順は以下の通りで

ある。

(1) 時系列上で、元のデータ x(t)に平均 0,標準偏差

σe の白色ガウス雑音 w(1)(t)を加える。

x(1)(t) = x(t) + w(1)(t) (17)

(2) データ x(1)(t)に EMDを適用し、IMFc
(1)
i (t)と

r(1)(t)に分解する。

(3) 白 色 ガ ウ ス 雑 音 の 乱 数 を 変 え て

w(2)(t), w(3)(t),・・・,w(j)(t),・・・(j は自然

数)を作り、(1)と (2)を Ne 回行う。そして各

IMFc
(j)
i (t)と r(j)(t)のアンサンブルを求める。

(4) 最後に、各 IMFでアンサンブル平均

cfinali (t) =
1

Ne

Ne∑
j=1

c
(j)
i (t) (18)
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をとり、その IMFcfinali について HSAを行う。

EEMDでは解析するデータに白色ガウス雑音を加

えているが、その影響は小さくすることができる。実

際、σfinal をデータ x(t)と
∑

i c
final
i の差で定義した

標準偏差とすると、

σfinal =
σe√
Ne

(19)

となるので、Neを大きくするほど、EEMDで加えた

解析結果に与える影響はほとんど無視できる。この

ような EEMDを実行することにより、mode mixing

を解消できることが示されている。

5 Summary

バースト的重力波の解析においては、フーリエ変換

を用いる解析では時間-周波数の間の不確定性関係の

影響を受け、観測の精度が大きく落ちるため、フーリ

エ変換を用いないHHTによる解析の方がより精度の

高い解析ができると期待できる。HHTでは低周波成

分を抜き取って高周波成分を残す shifting processを

繰り返しモード分解するEMDを行い、その後Hilbert

変換を用いる HSAで瞬時振幅、瞬時振動数を導く。

EMDが抱える問題であるmode mixingは、白色ガ

ウス雑音をデータに足してアンサンブル平均をとる

EEMDを使うことで軽減できる。

Reference

Hilbert-Huang Transform and its Applications edited by
N. Huang et.al.,(World Scientific, Singapore,2005).

H. Takahashi, K. Oohara, M. Kaneyama & J. B. Camp,
Advances in Adaptive Data Analysis 5,1(2013)
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Hillbert-Huang Transform with Gravitational Wave data

analysis

एদ ߶ (৽ׁେֶେֶӃ ࣗવՊֶڀݚՊ)

Abstract

It will begin Gravitational wave Astronomy now.It is the first discover gravitational wave can be

directly detection at advLIGO.The first detected data is when it is detector to regulate in the tecnical

enginering.This discover have a point during operating online pipeline.The final check detected Grav-

itational Wave done by mached filtering tecnechnique. But,before semicheck detected Gravitational

Wave done by time-frequency analysis.This time is BH-BH merger,however,the next time will be NS-

NS merger,because the detector sensitivity will be the same good.

This publication is HILBERT-HUANG TRANSFORM(HHT) with time-frequency analysis.This anal-

ysis have the adovantage of nonlinear data.HHT is made up of Hilbert spectrum analysis(HSAʣand

Empirical mode decomposition(EMD),and how to detect tecnique is empiricaly.This announce mention

to calculation for basic wave by HHT.

1 Introduction

Ұൠ૬ରੑཧͷڀݚ 100ͷྺΛͬͨɻͦ

ͯ͠ɺॏྗͷ؍ଌ·͔ͬͨΓͰ͋ΔɻLIGO

Ͱɺࠓɺॏྗͷॳ؍ଌ͕ൃද͞ΕͨɻຊͰ

KAGRA͕ɺ̏ ӡసΛ։ͨ͠ɻॏྗͷσʔࢼʹ݄

λղੳͷڀݚɺॏྗΛ؍ଌ͢Δ͜ͱʹରͯ͠ɺͦ

ͯ͠ɺॏྗͷܗͷՊֶʹରͯ͠ޮՌ͕͋Δɻ

௨ৗɺܗΛ୳ࠪ͢Δ͜ͱೋछྨͷख๏͕Θ

ΕΔɻॏྗͷ͘ྑ͕ܗ͔͍ͬͯΔͱ͖ʹ༗ޮ

ͳख๏mached filteringͰ͋ΓɺΑ͔͘Βͳ͍

߹ͦͷଞͷख๏͕͑ߟΒΕΔɻͦͷଞͷख๏ͷྫ

ͱͯ͠ɺShort Time Fourier TransformʢSTFT)ͳ

Ͳ͕͑ߟΒΕΔɻGW150914ͰɺऀޙͰٸۓతͳ

ΞϥʔτΛग़ͯ͠ɺલऀͰΑΓਖ਼֬ʹ͔֬ΊΔͱ͍

͜ͱ͕ߦΘΕͨɻ·ͨɺmatched filter͚ͩͰͳ͘ɺ

ؒपϚοϓ্ͰόʔετతͳܗΛ͚ͭݟΔ

algorithmଘ͢ࡏΔɻόʔετతͳܗɺݕग़ث

ͷϊΠζͱͷ۠ผ͕ࠔͰ͋Δɻ

ͦͷଞͷख๏ͱͯ͠ɺ௨ৗϑʔϦΤม͕༻͍Β

Ε͍ͯΔɻϑʔϦΤมɺप͕ؒతʹมಈ

͢ΔΑ͏ͳྻܥσʔλʹ༗ޮͰͳ͍ɻ͜Εɺ

ඇઢܗͰඇఆৗͳ৴߸ɺ୯ʹϑʔϦΤมΛͨ͠

͚ͩͰదͳղੳ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͑Δɻ͞Βʹɺॏ

ྗݕग़͔ثΒͷग़ྗඇઢܗͰඇఆৗͰ͋Δͱߟ

͑ΒΕΔɻͭ·Γɺ୯ʹϑʔϦΤมΛ͢Δ͚ͩͰ

ɺ৴߸ʹ͍ͨͯ͠దʹཉ͍͠ใ͕ಘΒΕͳ͍

ͱ͍͑Δɻ͔͠͠ɺ͜Εʹݴ༿͕Γͳͯ͘ɺप

ͷؒతͳมԽΛ͍ͨݟ߹ʹɺSTFTͱ͍͏

ख๏͕͋Γɺ͋Δఔ༗ޮͰ͋Δͱ͍͑Δɻ͋Δఔ

ͱ͍͏͜ͱɺదͳղੳ͕Ͱ͖ͳ͍߹͕͋Δ

ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻNS-NSͷ inspiralܗνϟʔ

ϓܗͱݺΕ͍ͯΔɻਤ͕̍ NS-NS ͷ߹ମͷΠ

ϝʔδਤͰ͋Δɻͦͯ͠ਤ͕̎ɺνϟʔϓܗͰ͋

Δɻνϟʔϓܗपͱৼ෯͕ঃʑʹ૿େ͢Δ

ܗͰ͋Δɻsignal-noise-ratio͕ྑ͍߹ɺ៉ྷ

ΔͣͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ͜ͷ͑ݟʹ inspiralܗ

पଳ͕ݕग़ثͷ؍ଌՄଳҬͰɺ໘ৼಈʹӅ

Εͯ͠·͍ɺ 10HzҎԼͷपଳҬɺ௨ৗݟ

͑ͳ͍ͱ͑ߟΒΕΔɻ

ͱ͜ΖͰɺ͜͜·ͰϑʔϦΤมΛجຊͱͨ͠

ղੳख๏Ͱ͋ΔɻϑʔϦΤมͰͷղੳख๏ʹ

ؒपʹؔ࿈ͨ͠ෆ֬ఆੑ͕͋Δ͜ͱ͕ΒΕͯ

͍Δɻ͜ΕɺϑʔϦΤมΛ༻͢Δ͜ͱͰආ͚

ΒΕͳ͍͜ͱͰ͋Δɻ·ͨɺϑʔϦΤมҎ֎ͷ

ؒपղੳख๏ wavelet analysis͕͑ߟΒΕΔ
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ਤ 1: NS-NS img

ਤ 2: νϟʔϓܗ

͕ɺ͜Εෆ֬ఆੑؔ͞ݶ੍ʹΕ͍ͯΔɻࠓճ

հΛ͢Δ HHTͷղੳख๏ɺෆ֬ఆੑؔݶ੍ʹ

͞Εͳ͍ɻجຊతͳܗΛղੳͨ݁͠ՌΛߟͯͤݟ

Λ͢Δɻ

2 Methods with HHT

HHT HSAͱ EMD͔Βߏ͞ΕΔɻHSAɺ

IFͱ IAͷ 2छྨͷͰؒपͷมಈΛද͢ɻ

HSA x(t)Λ࣮ࡍͷ৴߸ͱͨ͠ͱ͖ʹɺղੳ৴߸Λ

z(t) = x(t) + iy(t) (1)

ͱ͢Δͱ͖ɺy(t) = H[x(t)] Λ༩͑ͯఆٛΛ͢Δɻ

H[x(t)] ɺx(t) ͷ Hilbert Transeform Ͱ͋Δɻ͜

ͷͱ͖ɺa(t) = |z(t)|,θ(t)ʹ Argz(t)͕ܭͰ͖ͯɺ

a(t)͕ IA, f(t) = dθ/dt͕ IFͰ͋ΔɻEMDHSA

Λͨ͠ܭͱ͖ʹɺIFͷదͳप͕ಘΒΕΔΑ

͏ʹ͢ΔϞʔυղͷख๏Ͱɺܗθϩ·ΘΓͰ

ʹతࣅۙ symmetryͱͳΔੑ࣭ΛͨͤΔɻਤ̏ʹ

EMDΛ࣮ࢠ༷ͨ͠ߦΛࣔ͢ɻ͜ͷਤɺॱʹ̐ͭͷ

աఔΛද͍ͯ͠Δɻ·ͣɺ1ͭۃΛ͚ͭݟΔɻ

ͦͯ͠ɺۃେͱۃখͷۃΛ͚Δɻ2ͭʹɺ

๏ઢΛิۂΕͧΕΛ͚ͦͯͭݟখΛۃେͱۃ

Ͱଓ͢Δɻ̏ͭʹɺ্ݶͷۂઢͱԼݶͷۂઢͱ

ͷฏۉͷۂઢΛ࡞Δɻ̐ͭʹɺͦͷฏۉΛݩͷۂઢ

͔Β͞͠Ҿ͘ɻͦΕͰ৽ͨͳ SignalΛੜ͢Δɻͦ

ΕΛ i൪ͷ IMFͰ͋ΔͱΈͳ͢ɻ͜ΕΛ shifting

processͱݺΕɺ͜ΕΛ͋Δ݅·Ͱ܁Γฦ͢͜ͱ

͕ EMDͰ͋Δɻʹɺ͜ͷΞϧΰϦζϜΛද͢ɻ

• h(t) = h(t)i

• for i = 1 to imax

– hi,1(t) = hi(t)

– for k = 1 to kmax

∗ Identify the local maxima and min-

ima of hi,k(t)

∗ Ui,k(t) = the upper envelop joining

the local maxima using a spline

∗ Li,k(t) = the lower envelop joining

the local maxima using a spline

∗ mi,k(t) = (Ui,k(t) + Li,k(t))/2

∗ hi,k(t)−mi,k(t)

– Exit from the loop k if a certain stoppage

criterion, which will be described below

– IMFi(t) = ci(t) = hi,k(t)

– hi+1(t) = hi(t)− ci(t)

• residual:r(t) = himax+1(t)

ਤ 3: EMD sifting algorithm and schematic example
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͜ͷΑ͏ͳΞϧΰϦζϜͰɺimf1 ∼max·ͰϞʔ

υղ͞ΕΔɻHSA ͱ EMD ͷؔɺҰൠతʹ

HSAͷͨΊʹ EMDΛ࣮͢ߦΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ

͜ͷϓϩηεͰิؒ๏C spline͕ΘΕ͍ͯΔɻ

3 To calculate for basic wave

by HHT

͜ͷηΫγϣϯͰɺجຊతͳܗͰܭΛߦ

͍ɺHHTΛ࣮͢ߦΔɻجຊతͳܗɺSin-Gauss

ܗΛ༻ҙͨ͠ɻ࣮ࡍʹղੳ͢ΔܗͷࣜɺҎԼ

Ͱ͋Δɻ

s(t) = exp(− (t−t0)
2

2×sig2 )×
(a× sin(2πf1× t)

+b× sin(2πf2× t))

(2)

͜͜Ͱɺsig = 0.0007,t0 = 0.005s,f1 =

3810Hz,f2 = 3290Hz,a = 0.4,b = 0.6 Ͱ͋Δɻ͜

ͷܗʹରͯ͠ɺWhite-Gauss-noiseΛࠞೖͨ͠ɻͦ

ΕΛ Signalͱͯ͠ɺHHTΛ࣮ޮͨ͠ɻਤ 4Ͱ͕֬

Ͱ͖ΔɻSignalͱɺEMD͔Βੜ͞Δ̢̛̞̍ ∼ 5

Ͱ͋Δɻsignal͕ IMF4Ͱ͍͔ͯͬͭݟΔ͜ͱ͕Θ

͔Δɻଞͷ IMFʹݱΕ͍ͯΔͷɺϊΠζͷͰ

͋Δɻਤ 5ɺIMF4ͷ IF,IAͰ͋Δɻجຊతʹɺ

͜ͷΑ͏ʹଓ͕͍ؒΑ͏ͳ short signalͰ༗

ޮͰ͋Δɻ

ਤ 4: signal and imf1 ∼ 5

ਤ 5: IMF4 IF and IA

4 To calculate for basic wave

by STFT

ઌ΄Ͳͷ Sin-Gaussܗͱ noiseΛ STFTͰղ

ੳΛͨͬߦɻ૭ؔDirichlet૭ΛͨͬɻΑͬͯ

power͕Ұ෦Ε͍ͯΔɻSTFTҎԼͷΑ͏ͳࣜ

Ͱॻ͖දͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

Sw(f, t) =

!
sw(τ, t)e

−2πifτdτ (3)

ղੳ͍ͨ͠৴߸ʹରͯ͠ɺదͳ૭ؔΛ༻͍ͯɺ

ϑʔϦΤղੳΛ͏ߦɻਤ 6 ͕ղੳΛͨͬߦ time-

frequency-mapͷ݁ՌͰ͋Δɻ

ਤ 6: Time-Frequency map

5 Conclusion

ɻHHTҰൠʹɺؒपͷෆ֬ఆ͏ߦΛߟ

ຊͱͨ͠جΕͳ͍ɻϑʔϦΤղੳΛ͞ݶ੍ʹؔੑ
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ख๏Ͱɺ△t△f ∼ 1
2π ͷ੍͕͋ݶΔɻ͜Ε͔Βɺ

ଓ͕͍ؒܗʹ͓͍ͯ HHTޮՌ͕͋Δͱ

͍͑Δɻ͔͠͠ɺ୯ʹ STFT͕ short signalͰޮՌ

͕ബ͍ͱ͍͏Θ͚Ͱͳ͘ɺSTFTͷ૭෯ΛॏͶֻ

͚Λ͢Δͱ͍͏ख๏͕͑ߟΒΕΔɻ͜ΕʹΑΓɺΑ

Γ͍͔ؒࡉ෯ͰɺपมಈΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

͕ɺͦͷɺڧ͕༨͘ߴʹܭͳͬͯ͠·͏ɻͳͷͰ

parametarization͢Δඞཁ͕͋Δɻࠓճͷ STFTղ

ੳͰ͋Δ͕ɺॏͶֻ͚͍ͯ͠ͳ͍ɻ·ͨɺ૭ؔͰ

۠ͬͨൣғ֎θϩͱͯ͠ɺϑʔϦΤมΛͨͬߦ

ൣғղੳ͍ͨؒ͠ͷͯ͢Λ͍ͯ͠ܭΔɻ૭

ؔͰ۠ͬͨൣғͷΈΛ͢ܭΔ͜ͱ͑ߟΒ

ΕΔɻ·ͨɺpower spectrumͷ normalizeͰ͋Δ͕ɺ

۠ͬͨൣғͷ powerͷ͕ 1ͱͳΔΑ͏ʹܭ

Λͨͬߦɻ௨ৗ powerৼ෯ʹґଘ͢ΔྔͰ͋Δ

ͷͰɺྫ͑ɺҰ൪ৼ෯͕͍ߴΛ normazlize͢Δ

͜ͱɺͯ͢ͷ powerͷΛ normalize͢Δ͜ͱ

ճ·ͩɺͲͷΑ͏ͳࠓΒΕΔɻ͑ߟΘΕΔͱߦ͕

normalize͕ྑ͍͔அ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻ·ͨɺ૭

ؔͰ͋Δ͕ɺDirichlet૭Λͨͬɻ௨ৗ han૭

ΘΕΔɻ͕

6 Summary

·ͱΊΛ͏ߦɻ؆୯ͳجຊతͳܗΛղੳͨ݁͠

ՌΛࣔͨ͠ɻHHTҰൠతʹ short signalͰ༗ޮͰ

͋Δɻ͔͠͠ɺ୯ʹ STFT͕ޮՌ͕ബ͍ͱ͍͏Θ͚

Ͱͳ͘ɺख๏Λվྑ͢Δͱྑ͍݁Ռ͕ಘΒΕΔͱ

Ͱ͖Δɻ·ͨɺHHTظ ͦΕࣗͷղੳख๏

શͱͣ͑ݴɺmode mixingͳͲͷ͕͋Δ͜ͱ

͕Θ͔͍ͬͯΔɻmode mixingͷରԠɺensemble

empirical mode decomposition͕͋ΔɻHHTͷڀݚ

ɺॏྗͷͰ͕ڀݚͳ͞Ε͍ͯͯɺ͍ͭ͘

͔݁Ռ͕Ͱ͍ͯΔɻHHTɺجຊతʹଓ͕ؒ

͍ short signalͰ༗ޮͰ͋Δ͕ɺbinaryͷ ring down

phase όʔετͷܗͰޮՌ͕ظͰ͖ΔͣͰ

͋Δɻbinaryͷ୳ࠪɺ؍ଌՄͳ֬ʹґଘ͢

ΔɻόʔετͷܗɺϊΠζͱͷࣝผ͕ࠔͰ͋

ΔͣͰ͋Δɻόʔετܗͱͯ͑͠ߟΒΕΔݯ

ɺ৽രൃ͑ߟΒΕΔɻॏྗσʔλղੳͷ

͜Ε͔Βͷڀݚʹ͍ͨ͠ɻ
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重力崩壊型超新星内部の流体力学的不安定性と重力波の解析

犬塚 愼之介 (早稲田大学大学院 先進理工学研究科)

Abstract

本研究では、重力崩壊型超新星の爆発過程において生じる流体力学的不安定性を三次元の流体シミュレー

ションを用いて詳細に計算し、原始中性子星付近で発せられる重力波を解析する。重力波の大半が放出され

ると考えられる原始中性子星近傍の高密度領域を計算領域に含め、この領域におけるニュートリノ加熱・冷

却の効果を考慮している点が本研究の特色である。原始中性子星より外側の領域については既に三次元非軸

対称で計算が行われていたが、内側の高密度領域はこれまで計算領域から除外されていた。今回は高密度領

域において計算される物理量に optical depthに依存する補正を行うことでより現実的な計算を行う。まず、

高密度領域を含めた計算において、定常解を数値的に求めた。その定常解を初期条件として、重力崩壊型超

新星内部の衝撃波上流で擾乱を与え、対流不安定性や定在降着衝撃波不安定性 (SASI)などの流体力学的不

安定性を三次元で計算した。これらの不安定性は衝撃波やその内部の流体の非球対称な運動をもたらす。時

間発展に伴う質量降着率とニュートリノ光度の変化に対応させるため、様々な質量降着率とニュートリノ光

度の組み合わせでモデルを多数作成した。コアバウンス後の流体力学的不安定性の変化を観察し、不安定性

の発現パターンをモード解析により特定した。さらに各モデルについて重力波の計算を行い、超新星内部の

流体の不安定性の発現パターンとコア付近で発生する重力波の関係を検討した。

1 序論

重力崩壊型超新星がどのようにして爆発を起こす

のかについてこれまでに様々な理論的研究がなされ

ており、信頼に足る超新星爆発の進化過程のモデル

および爆発のシナリオが提案されている。しかし、超

新星の爆発機構を解明するにあたり、多くの困難が

残されている。その一つは超新星のコア内部で発生

する衝撃波の停滞である。重力崩壊後に発生する衝

撃波が星内部を伝播して外層を吹き飛ばすことがで

きれば、爆発が成功したと見なすことができる。し

かし、これまでの研究から、鉄の光分解反応や電子

捕獲反応で発生するニュートリノにより衝撃波のエ

ネルギーは失われてしまい、衝撃波が停滞するとい

う結果が得られている。この衝撃波を復活させるこ

とが爆発を引き起こすための重要なポイントである。

現在、重力崩壊型超新星が爆発を起こす機構とし

て最も盛んに研究が行われているものは、ニュート

リノ加熱メカニズムである。重力崩壊によって中性

子星に蓄えられた内部エネルギーはニュートリノに

よって持ち出されるが、このニュートリノのエネル

ギーの一部を衝撃波下流の物質に吸収させることに

より衝撃波を再び伝播させようという機構である。

ただし、衝撃波が停滞している領域は、ニュートリ

ノ球の外側なので、ニュートリノの吸収に対し光学

的に厚い領域と薄い領域の中間の領域となる。した

がってその可否はニュートリノ輻射輸送を厳密に解

くことができる詳細な数値計算により検証する必要

があるが、比較的小さな質量の星を除いて、ニュー

トリノ加熱メカニズムは今日まで一次元の計算で爆

発を再現できていない。それ故に、爆発には非球対

称な現象が強く関わっていると考えられている。爆

発に影響を与えることが期待される非球対称な効果

には流体力学的不安定性、回転、磁場などが挙げら

れる。現在、多くのグループでそれぞれの効果がど

のように爆発に影響するのか詳細な研究が行われて

いるが、未だに超新星爆発の全貌を解明するには至っ

ていない。

また、超新星の爆発過程においてはニュートリノ

とともに重力波も放出されると考えられている。重

力波は一般相対論により存在が予言された時空の歪

みの波動であり、天体・天文物理学においては既に

欠かせないものとなっている。2015年にはアメリカ
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の LIGOグループにより連星系からの重力波が初め
て観測され、重力波研究は非常に大きな注目を集め

ている。重力波を理論的に予測することは、一般相

対論を含む重力理論の検証の進展、および宇宙を見

る手段として新たに重力波を用いる「重力波天文学」

の誕生に大きく貢献することが期待される。

このような状況において本研究では、重力崩壊型

超新星の爆発過程において生じる流体力学的不安定

性と原始中性子星付近から発せられる重力波を、三

次元の流体シミュレーションを用いて定量的に解析

することを目的とする。これまで除外されていた原

始中性子星内部の領域を含めたより現実的な計算を

行い、異なる初期条件に対応するモデルの重力波形

を比較することで、流体の不安定性のダイナミクス

と重力波との関係を明らかにする。

2 衝撃波の不安定性の解析

2.1 計算方法

原始中性子星より外側の領域については既に三次

元非軸対称で計算が可能となっているものの、重力

波の放出に重要な影響を与えることが予想される原

子中性子星近傍の高密度領域はこれまで計算領域か

ら除外されていた。今回は高密度領域におけるニュー

トリノ加熱・冷却の効果を考慮したより現実的な計

算を行う (Iwakami 2014a,b)。まず高密度領域を含
めた 1次元計算によって、定常解を数値的に求める
(Yamasaki 2006)。その定常解を初期条件として、重
力崩壊型超新星内部の衝撃波上流で擾乱を与え、対

流不安定性や定在降着衝撃波不安定性 (SASI)などの
流体力学的不安定性を三次元で計算する。これらの

不安定性は衝撃波やその内部の流体の非球対称な運

動をもたらす。

星内部の流体の基礎方程式は三次元圧縮性オイラー

方程式で、自己重力を無視できるとし、ニュートン

の万有引力の法則から重力を求める。また、エネル

ギー方程式のソース項にニュートリノ加熱・冷却項を

与える。ニュートリノ加熱・冷却項の計算方法は以下

のとおりである。まず、原始中性子星表面から時間

に対し一定のフラックスでニュートリノが放出され

ているとする。この原始中性子星の外側の領域は光

学的に薄いと仮定し、輸送方程式を解かずに、ニュー

トリノの分布関数をフェルミ・ディラック関数で近

似し、ニュートリノ加熱・冷却量を計算する。さらに

今回は原子中性子星内部の高密度領域まで計算を行

いその効果を調べたいので、光学的に厚い原子中性

子星内部 (ρ & 1011g/cm3)には optical depthに依存
する補正 (Murphy 2009)を行い、上記の単純化をこ
の領域にも適用する。計算領域は原始中性子星の内

部、ρ ∼ 1013g/cm3となる位置を内部境界とし、中

心から半径約 2000kmの位置を外部境界とする鉄の
コア内部の領域とする。基礎方程式を解く計算コー

ドは、ZEUS-MP/2コード (Hayes 2006)をもとに作
成したものである。離散化方法は有限差分法、計算

格子は球座標系のスタガード格子、衝撃波を捕える

ために人工粘性を使用する。

時間発展に伴う質量降着率とニュートリノ光度の

変化に対応させるため、様々な質量降着率とニュー

トリノ光度の組み合わせでモデルを多数作成し、不

安定性の発現パターンの違いを調べる。

2.2 計算結果

図 1は初期条件として Ṁ = 0.8M�, Lν = 4.5 ×
1052erg と設定したモデルの衝撃波内部のエントロ
ピー分布の断面図である。このモデルは衝撃波内部

の流体がある軸のまわりを回転する、定在降着衝撃

波不安定性 (SASI)が発達していることがわかった。
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図 1: SASIモデルのエントロピー分布
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3 超新星内部で放射される重力波

の評価

3.1 方法

超新星のコア付近では重力波が発生すると考えら

れており、星内部の流体の不安定性が重力波の放射

に影響を与える (Kotake 2007)。様々な初期条件のモ
デルについて超新星内部における物質起源の重力波

の振幅を四重極公式 (1)を用いて計算し、地上で観
測される重力波形を求める。

hTT
ij (t,x) =

2
r

∂2

∂t2
ITT
ij

(
t − r

c

)
(1)

ITT
ij =

G

c4

∫
d3xρ

(
xixj − 1

3
δijr

2

)
(2)

ここで hij は重力波振幅の ij 成分、Iij は質量四重

極モーメントの ij成分、TT は Transverse-Traceless
ゲージを表す。

コアの中心部に形成される原始中性子星の内部と

外部の領域それぞれについて重力波形を計算し、今

回新たに加えた内側の領域が波形にどのように効い

ているかを調べる。さらに重力波形のフーリエ変換

により偏光状態を調べる。

h+ = A+ cos (ωt + φ+) (3)

h× = A× cos (ωt + φ×) (4)

得られた重力波形の偏光状態から、流体の不安定性

の発現パターンと重力波の波形との関係を検討する。

3.2 結果

図 3.2は SASIモデルの重力波を回転軸方向から
観測した場合の波形である。振幅が大きくなる時刻

(∼ 130ms)は SASIの成長が始まる時刻によく一致
しており、この重力波が SASIのスパイラル運動に
由来するものであることがわかる。

図 3は衝撃波内部から放出される重力波 (黒)のう
ち原始中性子星内部 (≥ 1014g/cm3)がどれほど効い
ているかを表す。中性子星外部からの波形 (赤)より
内部からの波形 (青)の振幅が大きく、今回新たに計
算領域に含めた中性子星内部がよく効いていること
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図 3: 重力波形と計算領域の関係

がわかる。図 3.2は重力波振幅に寄与する星内部の物
質の質量四重極モーメントの被積分関数の子午面に

おける分布である。左側のパネルは衝撃波内部、右

側のパネルは中性子星内部に対応させている。原始

中性子星内部の高密度領域が重力波に大きく寄与し

ているが、さらに内側の領域 (密度∼ 1014g/cm3)ま
で計算に含める必要があることがわかる。

図 5は得られた重力波の 2成分+モード、×モー
ドをフーリエ変換して得た振幅の周波数分布である。

この分布で卓越している周波数成分 (∼ 120Hz)は衝
撃波のスパイラル運動の周期に対応している。した

がって、衝撃波のスパイラル運動を放出される重力
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波の偏光状態によって特徴づけることができる。
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図 5: 重力波形のフーリエ振幅

4 Conclusion

本研究では重力崩壊型超新星のコア内部で現れる

流体力学不安定性のパターンと放出される重力波と

の関係を調べた。特に、今回の計算で新たに加えた

高密度の中性子星内部領域が重力波の振幅に大きく

寄与することを示した。SASIの成長が見られたモデ
ルに関しては放出される重力波の卓越する周波数成

分が回転の周波数とよく一致した。今後は内部境界

をさらに内側に設定することで高密度領域の寄与を

さらに詳細に調べ、計算結果から重力波形および偏

光が初期条件の違いによってどのような傾向を示す

かについて解析を行う予定である。
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超新星の多次元ニュートリノ加熱メカニズム

坪根 達之 (福岡大学大学院 理学研究科)

Abstract

太陽の約８倍以上の重さをもつ恒星は元素合成の最終段階において中心部に鉄のコアを形成する。この鉄コ

アが化学反応によりエネルギーを失い重力的に不安定になることから急激に潰れ始め、それによって生じる

爆発が重力崩壊型超新星爆発（超新星）である。この現象は自然界の 4つの相互作用がすべて関与し起こる

稀な現象である。さらに様々な天体現象の謎を解明するにあたって重要であると考えられており、天文学や

高エネルギー宇宙物理分野において最も注目される天体現象の一つである。また爆発後に残される中性子星、

ブラックホールといった最終的な高密度天体の形成過程そのものであり、爆発の際に形成される元素組成は

銀河の化学進化を決め、膨張する衝撃波は宇宙線加速の要因となっている。しかし重力崩壊型超新星爆発が

どのような過程により起こっているのかは長い歴史を持ちつつも未だ解明されていない。そしてこの現象を

解明するにあたってまず内部コアで起こっている現象を理解する必要がある。重力崩壊が進み中心密度が核

密度に達したとき、核物質は互いにくっつきあった状態になる。これにより急激に圧力があがるため外側の

物質をはじき返し、内部コアの表面に衝撃波が形成される。しかし衝撃波はおよそ半径が 100 200kmの地

点で一度失速する。そして外側から落下する物質の運動量とつりあう地点で停止してしまう。その原因とし

て衝撃波の背面での鉄の光分解とニュートリノ冷却によりエネルギーを損失してしまうからである。そして

失速してしまった衝撃波が復活するにあたって重要になるシナリオがニュートリノ加熱メカニズムである。

ニュートリノによって再加熱された衝撃波は復活し再び動き出し星の外まで膨張し超新星が観測される。今

回の夏の学校では超新星はどのようにして起こるのか、そしてニュートリノはどのように衝撃波を再加熱に

復活させたのかについて詳しく議論していきたい。

1 Introduction

重力崩壊型超新星爆発 (超新星)とは大質量の星が

進化の最終段階でもたらす爆発現象であり、天文学

や高エネルギー宇宙物理分野において注目されてい

る天体現象の一つでもある。超新星は中性子星やブ

ラックホールといった高密度天体の形成過程であり

爆発時に合成される元素組成は銀河の化学進化を決

め、爆発時の衝撃波は宇宙線加速の要因になってい

る。今回は超新星が起こる星のコアではどのようなこ

とが起こっているのか多次元的に議論していきたい。

2 Methods/Instruments

and Observations

爆発メカニズムを解き明かすためにはその星の内

部の現象を解明しなければならない。そこでコア内

に着目しながら星の進化について考察していく。

3 Results

約 10太陽質量以上の星は内部に最も安定である鉄

まで元素合成が進む。そして鉄コアは光分解反応と

電子捕獲反応を引き起し、重力崩壊が進んでいく。し

かし重力崩壊により内部コアの中心密度は上昇して

いきニュートリノトラッピングという現象をもたら

し同時にフェルミ縮退をもたらす。この反応によっ

て内部コアでバウンスした衝撃波が外部コアを通過

し、爆発までに至る。

4 Discussion

1930年代から現在まで爆発メカニズムについて多

くの研究や観測などが行われてきたが、未だ完全に
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は解明されてない。爆発メカニズムについてどのよ

うな研究が進んでいるかについて考察していく。

5 Conclusion

重力崩壊型超新星のような自然界の 4つの相互作

用を全て含む物理現象を時間発展的に研究するため

には、コンピュータシミュレーションを用いた数値

シミュレーションが必要不可欠である。
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音響メカニズムによる重力崩壊型超新星爆発の系統的研究 II

原田 了 (東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻)

Abstract

本講演では、音響メカニズムによる重力崩壊型超新星爆発を駆動するためにはどれだけの強度の音波が必要
になるかを報告する。重力崩壊型超新星爆発は大質量星の最期の爆発である。爆発の衝撃波が星表面に到達
すれば光学的に観測されるが、その前に一度エネルギーを 失って停滞してしまう。その復活メカニズムは不
明である。音響メカニズムとは、Burrows et al. (2006) によって提案された衝撃波復活メカニズムの仮説で
ある。具体的には、中心の原始中性子星 (PNS) に gモード振動が励起され、そこから放射される音波が衝
撃波を加熱することで復活するというものである。PNSからどれだけの強度の音波が放射されるかというこ
とを調べた研究はいくつかあるが、統一的な結論は得られていない。そこで、本講演では音波の放射ではな
く、音波の衝撃波への作用に着目した。即ち、一定の質量降着率とニュートリノ光度のもとで停滞衝撃波モ
デルを構築し、それを爆発させるのに必要な音波強度を調べた。この際、1次元球対称の理想化したシミュ
レーション及び 2次元軸対称のより現実的なシミュレーションを行い、それぞれの結果の比較も行った。加
えて、音波の強度を推定するために、ニュートリノ反応を考慮した大振幅音波のエネルギーを定式化する新
しい理論を構築した。その後に、必要な音波強度を元のモデルの質量降着率・ニュートリノ光度の関数とし
て表し、パラメータ空間上の臨界曲面として表した。2次元シミュレーションの結果によると、必要な音波
強度は典型的には ∼ 1051 erg/sであり、これは 1次元シミュレーションのものより小さい。加えて、今回構
成した臨界曲面は、Burrowsらの報告した結果をエネルギーの観点から説明できる。

1 Introduction

重力崩壊型超新星爆発は大質量星の最期の爆発現
象である。大質量星の中心に形成される鉄コアは光
分解などでその圧力を失い、重力を支えきれなくなっ
て崩壊する。重力崩壊が続いて中心が原子核程度の
密度になると、強い核力によってそれ以上潰れるこ
とができなくなる。その結果、尚も降り続ける外部
領域の物質との間にバウンス衝撃波を形成する。こ
のバウンス衝撃波が星表面まで到達すれば爆発とし
て観測されるようになるが、実際には伝搬するにつ
れ原子核の分解等でエネルギーを失い、やがて停滞
する。これを復活させるメカニズムが、長年議論さ
れている (Janka 2012)。
最有力仮説はニュートリノ加熱メカニズムである。
これは、衝撃波形成後中心に残される原始中性子星
からニュートリノが放射され、これが衝撃波にエネル
ギーを与えることで復活するというものである。加
えて、1次元球対称を仮定したシミュレーションでは
衝撃波を復活させられず、近年では多次元的な流体

不安定性がニュートリノ加熱を助けることでやっと
爆発できると考えられている。しかし、現状最先端
のシミュレーションであっても、爆発エネルギーが
観測されている ∼ 1051 erg の 1/10程度しか得られ
ておらず、仮説は確かめられたとはいえない。
その一方で、音響メカニズムという仮説も提案さ

れている。この仮説によると、ニュートリノ加熱に
よる爆発が失敗した後に、流体不安定性によって発
達した乱流が原始中性子に撃力を繰り返し与えて g

モード振動を励起する。そこから放射される音波が
後に二次衝撃波となり、運動エネルギーを熱に散逸
し、もともとの衝撃波を加熱するというのが音響メ
カニズムのシナリオである。これは Burrows et al.

(2006)のシミュレーションによって発見され、最も
支配的なモードの角度インデックス (Legendre展開
した際の次数)は ℓ = 1、周期は ∼ 3msであり、エ
ネルギーは 1050−51 ergであった。また、放射される
音波の強度は ∼ 4× 1051 erg/s程度であった。
音響メカニズムは、Burrows et al. (2006)以外の
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グループは発見していない。これは、ニュートリノ加
熱が失敗したあとさらに長時間シミュレーションを続
けることが困難だったからと Burrows et al. (2006)

は主張している。長時間シミュレーションの代わり
に、Yoshida et al. (2007)とWeinberg & Quataert

(2008)は放射される音波の強度を単純化したモデル
で計算した。その結果、線型解析を用いたYoshida et

al. (2007)は ∼ 1051 erg/s、モード結合計算を用い
たWeinberg & Quataert (2008)は ∼ 1048−49 erg/s

の強度の音波が出るとそれぞれ推定した。Weinberg

& Quataert (2008)の方が非線形効果を入れている
ためより現実的かもしれないが、他のグループの追
試がされていないこともあり、厳密に言えば音波放
射に関する議論はまだ結論が出ていない。
そこで、本講演では音波の発生ではなく、音波が
衝撃波に与える作用を調べた。具体的には、一定の
質量降着率・一定のニュートリノ光度のもとで停滞
衝撃波解をつくり (Burrows & Goshy 1993)、原始
中性子星表面から音波を放射させ、爆発させるのに
必要最低限の音波強度を調べた。これにより、質量
降着率・ニュートリノ光度・音波強度の 3パラメー
タ空間の中で爆発するかどうかを分ける臨界曲面を
描いた。

2 Methods

本講演では、物理的な描像を見やすくするために
理想化した 1次元球対称計算と、よりBurrows et al.

(2006)の計算に近い 2次元軸対称計算を行った。ど
ちらも、Yamasaki & Yamada (2006)と同様の手法
で一定の質量降着率・ニュートリノ光度の下での定
在衝撃波解を構成し、それを初期条件として流体シ
ミュレーションを行った。境界条件としては、原始中
性子星表面に対応する内部境界の密度と速度に、初
期条件の値を中心とする周期 3msの振動を与えた。
2次元計算の場合は、振動のモードは ℓ = 1とした。
外部境界の値は初期条件のもので固定した。流体ソ
ルバーは HLL法を用い、状態方程式は STOS状態
方程式 (Shen et al. 1998)を用いた。ニュートリノ
輸送には Light-bulb法 (Ohnishi et al. 2006)を用
い、その温度は電子ニュートリノで 4MeV、反電子
ニュートリノで 5MeVとした。

各質量降着率・ニュートリノ光度の初期条件に対
し、爆発するかどうかの境界を調べるために、振動
の振幅を様々に変えてシミュレーションを行った。し
かしながら、物理的な描像を得るには振幅よりもエ
ネルギーが便利である。音波のエネルギーは流体が
断熱的かつ線型摂動の範囲でならよく知られた公式
で推定できるが、今回の計算ではニュートリノ反応
を考えているため系は断熱的ではなく、その上振幅
は必ずしも線型ではなかった。そこで、このような
状況でも適用できる音波のエネルギーの公式を、本
講演ではMyers (1991)の理論を拡張することで独
自に導いた：

∂Edis

∂t
+∇·Fdis = −Ddis, (1)

ただし

Edis = ρ

!
H −H0 − T0(s− s0)−

µ0

mu
(Ye − Ye0)

"

− m0·(u− u0)− (P − P0) (2)

Fdis = (m−m0)

!
H −H0 − T0(s− s0)−

µ0

mu
(Ye − Ye0)

"

+ m0((T − T0)(s− s0) +
µ− µ0

mu
(Ye − Ye0)) (3)

Ddis = −(s− s0)m0·∇(T − T0)− (Ye − Ye0)m0·∇
µ− µ0

mu

(m − m0)·(ζ − ζ0 + (s− s0)∇T0 + (Ye − Ye0)∇
µ0

mu
)

− (T − T0)

!
Q

T
− Q0

T0

"
+

µµ0

mu

!
T

µ
− T0

µ0

"!
ρΓ

T
− ρ0Γ0

T0

"
.

(4)

ここで、ρ、T、s、mu、Ye、u、P、Qそして Γは
それぞれ密度、温度、比エントロピー、原子質量単
位、電子比率、速度、圧力、ニュートリノ加熱率、そ
してニュートリノ反応率であり、また eを比内部エ
ネルギーとしてH = u2/2 + e+ P/ρ、m = ρu、そ
して ζ = ∇× uはそれぞれ Bernoulli関数、質量フ
ラックス、そして渦度である。さらに、添字 0は非
摂動状態の量を表し、添字なしは擾乱を加えた状態
の量を表す。本講演では、式 (3)のフラックスを原始
中性子星表面で面積分することで、衝撃波への音波
によるエネルギー注入率、すなわち音波強度を見積
もった。
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3 1D Results

図 1には、球対称シミュレーションで得た臨界曲
面を示す。モデルパラメータが緑の面より上に来れ
ば爆発し、下に来れば爆発しない。これを見ると、爆
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図 1: 球対称シミュレーションで得た臨界曲面

発に必要な音波強度は ∼ 1051−52 erg/sである。
ここで、特に Ṁ = 0.6M⊙/sのモデル群に着目し
よう。臨界曲面上の、爆発するかどうかの境目とな
るモデル達について、エネルギーの内訳を調べた図
を図 2に示す。これを見ると、音波強度が小さいう

図 2: Ṁ = 0.6M⊙/sの場合の臨界モデルにおける、
ニュートリノ加熱率、音波強度、およびそれらの和

ちはニュートリノ加熱率の減少分と音波強度の増加
分は同程度だが、音波強度が大きくなると非常に強
い音波を注入しなければ爆発しなくなる。これは大
強度の音波はエネルギー注入効率が悪いということ
を示唆している。

この原因として、衝撃波で音波が反射してしまう
こと、並びに音波がニュートリノ冷却を促進してし
まうことが考えられる。特に後者については、実際に
図 3にその様子を見ることができる。音波がなけれ
ばこのモデルの冷却領域は半径 80 km (図には示して
いない)までの領域だったが、音波が変化した二次衝
撃波によって半径 90 km付近まで拡大している。こ
れが音波によるニュートリノ冷却の促進である。こ
こから、二次衝撃波で加熱された物質はニュートリ
ノ放射ですぐに冷却されると解釈できる。

図 3: 二次衝撃波がある場合のゲイン領域 (赤い領域)

と冷却領域 (青い領域)。ゲイン領域はニュートリノ
加熱が冷却を上回る領域であり、冷却領域はその逆
である。図の緑の線は速度プロファイルを表し、二
次衝撃波と衝撃波の位置を示す。

4 2D Results

以上の球対称シミュレーションの知見を元に、2次
元軸対称シミュレーションでも同様の調査を行った。
図 4には、この場合に得られた臨界曲面を示す。ここ
で必要な音波強度は ∼ 1051 erg/sとなっており、球
対称な場合より少し小さい。
また、図 5には、軸対称シミュレーションでの臨

界曲面上のモデルにおいて、ニュートリノ加熱率と
音波強度の和がどうなっているかを示した。ただし、
Ṁ = 0.6M⊙/sのものに限り、比較のためにニュー
トリノ加熱率だけの値と図 2の Totalの値も一緒に
描いた。この図によると、軸対称シミュレーション
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図 4: 軸対称シミュレーションで得た臨界曲面

図 5: 軸対称シミュレーション、Ṁ = 0.6M⊙/sの場
合の臨界モデルにおける、ニュートリノ加熱率と音
波強度の和を示した。比較のため、球対称の場合の
値とニュートリノ加熱率のみの値も共に描いた。

の場合も、音波強度を大きくすると全エネルギー注
入率が非常に大きくなり、エネルギー注入効率が悪
いことが見て取れる。この原因となる機構も、球対
称の場合と同じであると考えられる。

5 Discussion and Conclusion

様々な質量降着率とニュートリノ光度の停滞衝撃
波に音波を注入し、爆発させるのに必要な音波強度
を見積もった。特に音響メカニズム爆発としてより
現実的な軸対称のシミュレーションでは、爆発に必
要な最低限の音波強度は ∼ 1051 erg/sであることが
わかった。ただし、大強度の音波はニュートリノ冷

却を促進するため、単にニュートリノ加熱率が減少
した以上の強度の音波を注入する必要がある。
Burrows et al. (2006)の音波強度の見積もりが正

しければ、これは本講演で示した爆発させるのに必要
な音波強度を多くのモデルで上回るので、エネルギー
の観点からは爆発を起こせる。一方で、Yoshida et

al. (2007)の推定が正しければ、初期条件の質量降
着率とニュートリノ光度にもよるが、爆発に必要な音
波強度が実現しない場合がある。さらに、Weinberg

& Quataert (2008)の計算が正しければ、音響メカ
ニズム爆発を起こすことはできない。
今後音響メカニズムの妥当性をさらに確かめるた

めには、やはり放射される音波の強度を別の観点か
ら、もしくはより現実的に、見積もる必要がある。し
かし、これは本講演の目的から外れるので、ここで
は議論しない。
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自己重力流体シミュレーションにおける高速自己重力計算手法

平井 遼介 (早稲田大学大学院 先進理工学研究科)

Abstract

流体数値シミュレーションは、近年の宇宙物理学の数多くの分野で欠かせない研究手法となっている。流体

力学の基礎方程式に加え、輻射輸送、ニュートリノ輸送、自己重力など他の基礎方程式と連立して解く場合

が多い。特に自己重力は星形成をはじめ、様々な天文現象において重要であることが知られている。流体数

値シミュレーションに自己重力を取り入れる場合、（ニュートニアン重力を扱う場合）ポアソン方程式を解く

必要がある。ポアソン方程式は楕円型の偏微分方程式であり、流体の基礎方程式のような双曲型偏微分方程

式と比べ数値計算コストが高いことが知られている。そのため、計算時間の大半を自己重力に費やしている

ケースも少なくない。本研究では、自己重力の数値コストを削減する新たな手法を提案する。具体的にはポ

アソン方程式を波動方程式に書き換え、近似的に解を得る。これをいくつかの問題に適用し、本手法と従来

手法の計算時間を比較した結果、劇的に計算時間が短縮されることがわかった。また、誤差も境界条件の設

定やパラメータに依存するものの、無視できる程度に軽減できることがわかった。

1 Introduction

物理や工学の分野では、現象のメカニズムを探る

ためや今後の発展を予測するための手段として流体

数値シミュレーションが用いられる場合が多い。そ

のため、流体シミュレーションを行うためのスキーム

開発、高速化などは古くから積極的に行われてきた。

宇宙物理学でも天体現象のメカニズムを探るため流

体シミュレーションが活発に用いられているが、流

体力学以外の他の物理過程も取り入れた計算を行っ

ている場合が多い。例えば、輻射や磁場、自己重力、

ニュートリノ輸送などが挙げられる。これらの影響

を取り入れるため、流体力学の基礎方程式とともに

それぞれのプロセスに応じた別の式を連立して解い

ている。

本研究ではその中でも自己重力に着目する。自己

重力は宇宙物理で扱うような大きなスケールの流体

に不可欠であり、多くの場合ポアソン方程式を解くこ

とで再現する。ポアソン方程式は楕円型偏微分方程

式という種類の方程式で、計算コストが非常に高い

ことが知られている。流体力学の基礎方程式である

オイラー方程式は双曲型偏微分方程式であるが、双

曲型には特性速度と呼ばれる固有値が存在する。こ

の特性速度を超えて情報が伝搬することができない

ため、ある一点の物理量を決定するのに近傍の情報

のみが必要である。しかし、楕円型は特性速度が無

限大の極限に対応するため一点の情報を決定するた

めに空間全体の情報が必要となる。そこで、数値計

算上では大量の通信が発生してしまい計算コストが

高くなるのである。一般的な流体シミュレーション

でオイラー方程式とポアソン方程式を連立して解い

ていく場合に、計算時間の 9割程度をポアソン方程

式に割いていることも少なくない。

一方、現在の重力の標準理論である相対性理論で使

われるアインシュタイン方程式は双曲型である。我々

は、このことから着想を得てポアソン方程式の解法

の高速化改良を行った。

2 Method & Model

具体的には、ポアソン方程式を波動方程式に書き

換え、近似解を得ることを考える。(
− 1

c2g

∂2

∂t2
+△

)
ϕ = 4πGρ (1)

このとき、cg は重力の伝搬速度に対応する。本来こ

れは光速に対応するが、今回は計算速度を向上する

ことが目的であるため、音速より速い値を取るとい

う条件のみを課す。cg の値を大きくとるほど近似の

精度は高まるが計算速度が遅くなり、小さくとると精
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度は落ちるが計算速度が劇的に速くなる。本研究で

は cg をそれほど大きな値を取らずとも十分な計算精

度が得られることをいくつかのテスト計算から示す。

以下の数値計算ではHLLCスキームを用いたオイ

ラー的な流体コードを使う。計算はすべて軸対称を

仮定した２次元円筒座標で行う。また、重力の初期

条件は波動方程式では作れないためポアソン方程式

を解くMICCG法を用いた。重力の境界条件では多

重極展開を使って境界値を与えるディリクレ境界条

件と、隣のメッシュの情報のみを使って計算できるロ

ビン境界条件の 2種類を比べる。cg の値は、音速の

5倍とした。一つ目は、星の定常状態を保てるかどう

かのチェックを行った。ポリトロープ球を円筒座標の

原点に置き、星の力学的時間の 5倍の時間放置した

上で星が形状を変えないかを確認した。二つ目のテ

ストとして二つの星の正面衝突をシミュレーション

した。一つ目のテストのときと同じポリトロープ球

を円筒座標の原点から離れたところに置き、赤道面

対称を仮定することで二つの星が衝突する様子を再

現した。

3 Results

一つ目のテスト計算で計算した結果の密度分布が

図 1である。星の力学平衡が保たれていることが見

て取れる。また、星の平衡の指標であるビリアル数

も 0.001以下を振動しており、高い精度で平衡が保た

れていると言える。これが意味するところは、この

計算に用いた計算グリッドの解像度が充分高いとい

うことと、本手法が少なくとも定常な問題に対して

は高い精度で計算できているということである。本

結果は従来手法 (MICCG法)で計算した結果とほぼ

一致しているが、計算時間は約 5分の 1まで削減で

きた。ディリクレ境界条件を用いた場合は計算時間

はそれほど削減されなかったが、ロビン境界条件の

時に顕著に削減された。

二つ目のテスト計算のスナップショットが図 2に

示してある (ロビン境界条件の場合)。概ね結果が一

致するものの、時間などが顕著にずれている。新手

法で得られた重力ポテンシャルと、実際のそのとき

の密度分布に対するポアソン方程式の解を比較する

と、∼ 10%ほど誤差が生じていた。
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右半分が 50000s後の密度分布を表している。
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分は従来手法、下半分が新手法による密度分布を表

している。

この誤差がどこから生じてしまったのかを解析す

るため、いくつか追加のテスト計算を行った。誤差

は次の２つの影響で生まれる：1)境界条件、2)新手

法で付け足した時間微分項。

境界条件の影響を調べるため、ディリクレ境界条

件とロビン境界条件のそれぞれを用いた結果を比較

した。ディリクレ境界条件を用いた場合は計算時間が

長くなるものの、従来手法を用いた結果と ∼ 0.01%

の精度で一致した (図 3)。つまり、誤差はほとんど境

界条件によるものといえる。もう一つのアプローチ

としてロビン境界条件のまま計算領域を広げた計算
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色は計算領域のサイズの違いを表していて、実線と

点線は cg の値の違いを表す。破線はディリクレ境界

条件を用いた場合の結果を表す。

を行った。境界が遠ざかることで計算領域に対する

境界の寄与が減ることと、境界条件から見て物質が

より中心集中しているため点源重力に近くなること

が挙げられる (ロビン境界条件は、点源重力を仮定し

ていることに近い)。この計算を行った結果、計算領

域を広げることでメッシュ数に比例して計算時間が

増えるが、ディリクレ境界条件を課すより短い計算

時間で誤差が減らせることが分かった。

次に、時間微分項の寄与を探るため、cg の値を音

速の 5倍にした場合と 20倍にした場合を比較した。

誤差の振動周期が変化するものの、誤差の大きさ自

体はほぼ変わらなかった。これは、時間微分項によっ

て生まれる誤差がほとんど無視できるぐらい小さく、

境界から流入してくる誤差が支配的であることを示

している。

4 Discussion

本研究ではシミュレーションから読み取れる物理

ではなく、本手法の誤差と計算時間にのみ注目して

いる。今回行ったテスト計算による誤差はほとんど

境界条件の誤差によるものであった。また、これは計

算領域を広げることで減らせることがわかった。二

つ目のテスト計算にかかった計算時間をメッシュ数の

関数としてプロットしたものが図 4である。MICCG

法を用いた場合はメッシュ数の 2乗に比例して計算
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図 4: 二つ目のテスト計算におけるメッシュ数と計算

時間の関係。実線が計算全体にかかった時間、破線

が重力の部分にかかった時間を表している。

時間が長くなるため、計算領域を広げることは現実

的に難しい。本手法を用いた場合は重力パートにか

かる計算時間が流体パートの 10分の 1以下になるた

めより高解像度の計算が容易に行える。

本手法の強みは、重力の計算パートに双曲型の偏

微分方程式を用いることで計算を効率化したことで

ある。これは、通常の楕円型偏微分方程式を解く場

合に問題となるメモリ間の通信が抑制できるため特

に並列計算を要するような大規模なシミュレーショ

ンに有効な手法であると言える。また波動方程式の

性質上、Adaptive Mesh Refinementなどの高度なシ

ミュレーション手法を用いている場合などにも適用

可能である。

境界条件は計算時間を削減する上ではロビン境界

条件が理想的であるが、誤差が大きくなることがあ

るため注意が必要である。周期境界条件を課してい

る場合にはかなり良い精度で計算が可能である。

5 Conclusion

今回提案した流体シミュレーション上で自己重力

を扱うための新手法により、計算時間は劇的に短縮

された。また、従来のポアソン方程式の解法と比べ

非常に簡単に適用できる点が強みである。これによ

り、流体シミュレーションをより高解像度で、大きな

計算領域に広げることが容易になるはずである。本
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手法が近似的な解法であるため誤差が生じるが、ほ

とんど無視できるレベルであった。しかし、適用す

る問題で必要とされる精度に応じてパラメータや境

界条件の選択に注意が必要である。
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Impact of New GT Strengths on Explosive SN Ia

Nucleosynthesis

森 寛治 (国立天文台理論研究部)

Abstract

近年の実験によって、pf 殻核の Gamow-Teller (GT) 遷移強度が従来の計算に比べて小さいことが明らか
になってきている。しかし、最近の殻模型計算により、実験値に近い GT遷移強度が理論的に再現されるよ
うになった。そこで本研究では、新しく計算された電子捕獲率を用いて Ia型超新星における元素合成ネット
ワーク計算を行い、従来の電子捕獲率を使って行われた同様の計算と比較を行う。

1 Introduction

Ia型超新星は、天文学の広い範囲に登場する天体
である。宇宙論においては、宇宙における距離を決定
するための標準光源として用いられている。また宇宙
核物理学の観点からは、宇宙における鉄族元素の供給
源としても重要な天体とされている。その重要性にも
かかわらず Ia型超新星の起源についてコンセンサス
は得られていないが、有力なシナリオとして、single

degenerate (SD)シナリオとdouble degenerate (DD)

シナリオが挙げられる。SDシナリオでは、白色矮星
と縮退していない伴星から成る連星系において、伴
星から白色矮星に質量が降着し、白色矮星の質量が
チャンドラセカール質量∼ 1.4M⊙に達した時点で爆
発が起こるとされる。一方DDシナリオにおいては、
Ia型超新星は白色矮星連星の合体であるとされてい
る (Wang & Han 2012)。
一方、近年の実験によって、pf 殻核の Gamow-

Teller (GT) 遷移強度 B(GT) の実験値が、従来用
いられてきた GT遷移強度に比べて小さいことが明
らかになった (Sasano et al. 2012)。図 1 に、従来
用いられてきた KBF 殻模型 (Caurier et al. 1999)

と、近年提案されたGXPF1J(GXP)殻模型 (Suzuki

et al. 2011)によって計算される GT遷移強度を示
す。図 1上を見ると、励起エネルギー Ex ∼ 4MeV

付近で、GXP模型による B(GT)が実験値と同様の
特徴を示していることが分かる。そこで本研究では、
GXP模型による電子捕獲率を用いて Ia型超新星にお
ける元素合成ネットワーク計算を行い、従来のKBF

模型を使って行われた同様の計算と比較を行う (Mori

et al. in prep.)。

2 Methods

本研究では、電子捕獲率を変更した 2種類のネッ
トワーク計算を行う。まず、原子番号 Z < 60の原
子核に対して、23 ≤ Z ≤ 30の核種についてはGXP

模型を用い、それ以外の核種については KBF模型
を用いる。次に、KBF 模型のみを用いて計算を行
い、両者で得られた最終的な元素存在度を比較する。
ネットワーク計算コードとして libnucnet(Meyer &

Adams 2007) を用い、電子捕獲以外の反応率には
JINA REACLIBデータベースを用いる。Ia型超新
星モデルとしては、1次元爆燃波モデルの一つであ
るW7モデルを用いる (Nomoto et al. 1984)。
ネットワーク計算の初期条件としては、C+O白色

矮星を用いる。すなわち、初期の質量分率を

X(12O) = 0.5

X(16C) = 0.475

X(22Ne) = 0.025

とする。

3 Results and Discussion

GXP模型を用いて得られた元素存在度を図 2に示
す。星の内側Mr ! 0.8M⊙では主に鉄族元素が、外
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図 1: 各殻模型によって計算された GT遷移強度と
実験値の比較。

側Mr " 0.8M⊙では中間質量元素が存在し、再外層
(Mr " 1.3M⊙)では 16O, 12C, 22Neが燃え残ってい
ることが分かる。次に、両模型を用いて得られた存
在度の比を図 3に示す。この図を見ると、2つの存在
度の違いは ! 3%であることが分かる。
図 4に電子分率 Yeを時間の関数として示す。実線
はGXP模型による結果、破線はKBF模型による結
果である。YeはGXP模型によるものの方が、KBF

模型によるものよりわずかに大きいことが読み取れ
る。GXP模型により計算された電子捕獲率は、KBF

模型により計算されたものより小さい (図 1) ので、
この結果は自然である。
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図 3: GXP模型を使って計算された元素存在度と、
KBF模型を使って計算された存在度の比較。

図 5と 6は、電子の Fermi分布関数と 56Ni、54Fe

の GT強度をそれぞれ重ねて表した図である。分布
関数はいくつかの時刻に対して描かれており、特に
点線で表されている分布関数は、それぞれの核種が
最も活発に生成されている時刻に対応している。

56Niの場合、燃焼開始直後では高い値を持ってい
た電子のエネルギーが、56Niが増加する時間になる
頃には小さくなり、GT強度の差が大きいエネルギー
領域 (E ∼2MeV)に電子が存在しないことが分かる。
同様に、54Feの場合、GT強度の差が大きいエネル
ギー領域 (E ∼3MeV)を超えるエネルギーをもつ電
子はほとんど存在しないことが分かる。このことが、
GXP 模型によって計算された元素存在度と、KBF
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模型によって計算された存在度が大きく違わないこ
との理由であると考えられる。
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においても、GXP模型による計算の方が Ye の値が
大きいことが分かる。
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4 Conclusion

本研究では、従来 Ia 型超新星の元素合成計算に
使われていた KBF 殻模型に基づく電子捕獲率を、
GXPF1J模型に基づくより実験値に近い値に変更し
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図 6: Mr = 0.05612M⊙における電子の分布関数 (左
軸)と 54FeのGT遷移強度 (右軸)。B(GT)について
は電子捕獲のQ値−1.21MeVだけエネルギーをずら
して表示している。

て再び元素合成計算を行った。その結果、従来の計
算で得られていた元素存在量と数%程度異なる値を
得た。電子捕獲率の変更が大きな変化をもたらさな
い理由は、電子のエネルギーが小さく、GT遷移強
度が殻模型によってあまり変化しないエネルギー領
域のみが電子捕獲率に寄与することであることが分
かった。
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中性子星放射の偏光に対する磁気圏の効果

矢田部 彰宏 (早稲田大学大学院 先進理工学研究科)

Abstract

中性子星の定常放射の電磁波は星表面から放射されていると考えられて、中性子星大気に存在するイオン化
した水素などのプラズマの影響を受けていると考えられている。また、中性子星は強い磁場を伴うために磁
場の影響を考慮しなくてはならない。磁場が存在する場合、不透明度が電磁波の偏光モードに依存すること
が知られている。そのため、中性子星放射は２つ偏光モードがあるうちの片方の偏光モードがより多く放射
されることになり、その結果放射が強く偏光していることが予想されている。そこで本研究ではＸ線の偏光
に着目して中性子星の定常放射の偏光を予想する。特に中性子星の大気の外側に存在する磁気圏がＸ線の偏
光に関してどのような影響を及ぼすかを扱う。

1 イントロダクション
中性子星は恒星進化での最終段階の姿のひとつで
ある。中性子星は天体の中でも強い磁場を持ってい
て、幅はあるが 1012G程度の磁場を持っている。こ
れほどの磁場を実現することは地上実験では現在の
ところ不可能であるため、中性子星を理解をするこ
とは天文学・宇宙物理学以外の分野においても重要
である。本研究では中性子星の熱的な放射に注目す
る。中性子星の熱的な放射は表面から来ていると考
えられていて、これを理解することは、中性子星の
表面の物理を理解することにつながる。また、放射
は中性子星の周囲の磁気圏を通過して観測されるの
で、磁気圏における物理も反映しているので、磁気
圏を理解することも役立つはずである。現在でも、中
性子星の観測では時間に関して分解する光度曲線や
エネルギーに関して分解するスペクトルなどが得ら
れていて、これらによってももちろん中性子星を理
解するための手がかりが得られるが、現在計画され
ている軟 X線の偏光観測衛星が実現すると、偏光と
いう新しい観測料を得ることになる。そのため、偏
光が観測されると大幅に中性子星に対する理解が深
まるであろう。実際、中性子星はそれに伴う磁場の
影響を受けて、放射が偏光していると考えらている。
しかも、中性子星の周囲の磁気圏の影響によって全
体で強く偏光することが予想されていて、このこと
が観測で検証されると期待できる。
そこで本発表では中性子星の放射の偏光に関して、

磁気圏がどのような影響を及ぼすかを紹介する。2節
では中性子星からの放射の偏光を理解するために必
要な理論的な背景を説明し、3節ではそれに基づい
た行った数値計算とそれによる結果を一部紹介する。

2 中性子星放射の偏光
中性子星の放射の偏光は、表面で放射されたまま

のものを持つわけではなく、磁気圏において偏光の
向きが変わっていくことが予想されている。本節で
は偏光を扱うために必要な理論を説明する。

2.1 偏光の発展

偏光の向きの発展を解くためには、電磁波の電場
に関する方程式

∇× (µ̄ ·∇×E) =
ω2

c2
ϵ ·E (1)

を解けばよい。ただし、cは光速、ω と Eはそれぞ
れ電磁波の周波数と電場で、µ̄と ϵはそれぞれ磁気
圏における透磁率テンソルの逆と誘電率テンソルで
ある。
磁気圏はプラズマで満たされているので、誘電率

はプラズマによる影響を受けるが、それだけではな
く中性子星周辺の強い磁場によって QED効果であ
る真空偏極の影響も受ける。誘電率と透磁率の逆は
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それぞれ

ϵ = 1+∆ϵ(p) +∆ϵ(v) (2)

µ̄ = 1+∆µ̄(v) (3)

と表される (Mészáros & Ventura 1979)。ただし、∆ϵ

と ∆µ̄はそれぞれ誘電率テンソルと透磁率テンソル
の逆の真空のものからのずれを表し、添字の (p) は
プラズマによる効果、(v)は真空偏極による効果を表
す。これらの具体的な表式は以下のようになる。

∆ϵ(p)
B̂=ẑ

=

⎛

⎜⎝
ε ig 0

−ig ε 0

0 0 η

⎞

⎟⎠ , (4)

∆ϵ(v)
B̂=ẑ

=

⎛

⎜⎝
−2δ 0 0

0 −2δ 0

0 0 5δ

⎞

⎟⎠ , (5)

∆µ̄(v)

B̂=ẑ
=

⎛

⎜⎝
−2δ 0 0

0 −2δ 0

0 0 −6δ

⎞

⎟⎠ . (6)

ただし、ε = −v/(1− u), g = vu1/2/(1− u), η = −v

で u = (ωc/ω)2, v = (ωp/ω)2、ωc は電子のサイクロ
トロン周波数、ωp は電子のプラズマ周波数である。
また、δ = (e2/!c)1/45π(B/Bcr)2 で、eは素電荷、
!はプランク定数、Bcr ≃ 4.4× 1013Gは量子臨界磁
場、B ≪ Bcr は磁場の大きさである。これらのテン
ソルは磁場が z 軸方向の場合のもので、任意の方向
の磁場の場合に対しては、これらを変換することに
よって得る。
今回は電磁波の進行方向は z方向であるとし、µ̄や

ϵも一様ではないとすると、電場はE = eik0zAと書
け、Aも zに依存して変化する。

2.2 磁気圏における伝播

中性子星の磁気圏では回転する磁石である中性子
星によって作られる電場によって荷電粒子が加速さ
れる。電場による加速は重力によるそれよりも大き
いため表面から引き離され、結果として中性子星の
周囲の磁気圏は真空ではない。回転によって作られ
た電場を打ち消すためには Goldreich-Julian密度

nGJ ≃ 7× 1010cm−3

(
B

1012G

)(
P

1s

)−1

(7)

が必要であるが、電波パルサーの場合はシミュレー
ションによって磁気圏でのプラズマの数密度は

n = ηnGJ , η = 102 − 105 (8)

であると予想されている。
例えば、自転周期が P = 1s で 1012G の磁場を

持つ中性子星を考えると、磁気圏でのプラズマ密度
は n ! 1016cm−3 であることがわかる。密度が n =

1016cm−3のとき、サイクロトロン周波数 ωcとプラ
ズマ周波数 ωp は

ωc = 1.1× 104eV, ωp = 3.7× 10−3eV (9)

である。誘電率に関するパラメータ uと vは電磁波
のエネルギーが 1keVの場合はそれぞれ、

u = 1.2× 102, v = 1.4× 10−11 (10)

となるため、誘電率テンソルの成分の大きさは ε ∼
10−13, g ∼ 10−12, η ∼ 10−11 である。一方、真空
偏極のパラメータ δは

δ = 2.7× 10−8 (11)

でプラズマの影響による誘電率テンソルなどのずれ
よりも非常に大きいことがわかる。そのため、磁気
圏での偏光の発展にはほとんど真空偏極の影響が効
いていて、プラズマの効果は無視することができる。
プラズマの効果を無視した場合、電磁波の方程式

(1)より z 方向に進行する電磁波の電場 E = eik0zA

の偏光A の発展方程式は

∂Ax

∂z
=

ik0
2µ̄yy

[(
ϵxx − ϵxzϵzx

ϵzz
− µ̄yy

)
Ax

+

(
ϵxy −

ϵxzϵzy
ϵzz

)
Ay

]
(12)

∂Ay

∂z
=

ik0
2µ̄xx

[(
ϵyx − ϵyzϵzx

ϵzz

)
Ax

+

(
ϵyy −

ϵyzϵzy
ϵzz

− µ̄xx

)
Ay

]
(13)

と表すことができる。ただし、添字は成分を表してい
て、偏光Aは z方向に関してのみ変化し、∂2Ai/∂z2

の項は無視した。また、一般の磁場の向きの場合は
通常の真空とは異なり、電磁波の電場が z 方向の縦
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波成分を持つことがあるが今回は横波成分のみに着
目する。
このとき、偏光の方程式は磁場の強さに依存する
係数で表されていて、偏光が変化する距離スケール
は磁場の強さによって変化する。磁場が強いときは
偏光が変化する距離のスケールは小さく、磁場の向
きの変化に対して断熱的に偏光が変化することがで
きる。しかし、磁場が弱くなるにつれて偏光が変化
する距離のスケールが大きくなり、磁場の向きの変
化に追いつけなくなる。それ以降に関しては電磁波
の偏光は変化しなくなる。

2.3 放射される偏光

中性子星の表面はプラズマの大気で覆われている
と考えられていて、表面の放射もその影響を受けて
いるはずである。放射は大気による減衰を受け、大気
の不透明度は電磁波の偏光モードによって異なるこ
とが知られている。磁場のもとでのプラズマ中の電
磁波の偏光は、磁場の向き B̂と電磁波の進行方向 k̂

のなす面に対して水平なものと垂直なものがあり、そ
れぞれO(ordinary)モードとX(Extraordinary)モー
ドと呼ぶ。磁場中のThomson散乱の散乱断面積がO

モードと Xモードでは異なり、Xモードの偏光を持
つ電磁波の散乱断面積が通常のものよりも抑えられ
るために、表面近くでは Xモードの偏光を持つ電磁
波ばかりが放射されると考えられる。
このようなわけで Xモードを持つ電磁波が多く放
射されるかというと必ずしもそうではない (Heyl &

Shaviv 2002)。それは放射された後、大気から磁気
圏に進行する途中で偏光モードが変換することがあ
る。この変換は電磁波の進行に対するプラズマの影
響と真空偏極の影響がつりあう地点で起こり、中性
子星から放射される電磁波の場合は大気のプラズマ
密度が高い領域から磁気圏のプラズマ密度の低い領
域に伝播する過程で起こる。
モード変換が起こる位置によって磁気圏に放射さ
れる電磁波の偏光が異なる。中性子星の表面を電磁
波の光球面によって決めることにすると、偏光モー
ドによって不透明度が異なるために、Oモードと X

モードでは異なる光球面を持ち、Xモードのものの
ほうが内側にある。これら 2つの光球面だけを考え

る場合には、Xモードの電磁波はより内側の温度が
高いところからも放射されるので、Xモードの電磁
波はOモードの電磁波よりも多く放射される。もし
ここで、モード変換が起こる地点がOモード光球面
の内側にあれば、Xモードの電磁波がモード変換地
点でOモードに変換されて外には出ることはできな
い。その場合でもモード変換地点よりも外側で、O

モードの光球面の内側の部分から Xモード電磁波の
放射が起こるので、XモードがOモードよりも多く
放射されるという状況は変わらない。一方で、モー
ド変換が起こる地点がOモード光球面の外側であれ
ば、モード変換の地点では Xモードが卓越している
ため、観測地点も含むモード変換地点の外側では X

モードから変換することによって作られたOモード
の電磁波が多く観測されるはずである。モード変換
地点がOモード光球面の内側にあるか外側にあるか
に関しては大まかに磁場の強さが関わっている。中
性子星の磁場が 7 × 1013Gを境界にしてそれより強
ければモード変換地点が Oモード光球面の内側で、
弱ければOモード光球面の外側である。これにより
通常の中性子星の磁場である 1012Gでは放射される
電磁波のモードは主にOモードであることがわかる。
一方、磁場の強いマグネターと呼ばれる中性子星で
は 1014−15Gを持つものがあり、それらの場合では放
射される電磁波のモードは主に Xモードである。

3 数値計算と結果
本研究では中性子星の表面から出てきた放射がど

のような電場の成分を持つかを計算する。中性子星
を半径 10kmの球とし、視線方向を z方向とする。z

方向に進行する電磁波が観測されるとし、中性子星
の表面の放射が真空偏極の影響を受けてどのように
偏光が発展するかを求める。
ここでは一部の結果を紹介する。図 1は真空偏極

の影響が全くない場合の偏光の成分を表す。放射さ
れる電磁波の偏光モードはすべてOモードであると
仮定した。中性子星の磁場の強さを 1012Gとし、放
射される電磁波は 1017Hz = 0.41keV であるとする。
また、見込む角によって磁場の向きが変化し、電磁
波の偏光が変化するがここでは磁極が z方向から−x
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方向に 30◦ だけ回転した場合を考えた。これらの設
定は (Heyl & Shaviv 2002)のものと等しい。
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図 1: 真空偏極の影響がない場合の電磁波の電場の
強度。上図は x方向の電場の成分を表し、下の図は
y方向の電場の成分を表す。

この結果より、磁気圏の影響がない場合は電場の
向きが電磁波が放射された表面での磁場によってい

るので、電場の向きが放射領域により異なることが
わかる。そのため、磁気圏の真空偏極の影響がない
場合は、中性子星の偏光観測を行ってみても偏光の
向きがそろっていないため、あまり大きな偏光は期
待できない。しかし、磁気圏での真空偏極の影響を
考慮すると、中性子星から離れた磁場の向きによっ
て電磁波の偏光が決定されるので、強い偏光が観測
できることが期待できる。

Reference
P. Mészáros, & J. Ventura, 1979, Phys. Rev. D, 19, 3365.

J. S. Heyl, & N. J. Shaviv, 2002, Phy. Rev. D, 66,
023002.
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Discovery of a keV-X-ray Excess of RX J1956.5-3754

米山 友景 (大阪大学大学院 理学研究科)

Abstract

単独中星子星から放射される数 10万 Kの黒体輻射は、核力モデルを検証する鍵となる中性子星の質量と半

径を測定する上で重要である。単独中星子星のうち地球に最も近く（～120 pc）明るいのが ROSAT衛星で

発見された RX J1856.5-3754（以下 J1856）で、かつて、中性子星よりも更にコンパクトなクォーク星の候

補として話題を呼んだこともある。複数の X線天文衛星で繰り返し観測されており、スペクトルは温度 kT

～32 eVと 64 eVの 2温度黒体輻射モデルで近似されることが知られている。そのスペクトルの明確さから、

X線検出器較正にも用いられてきた。本研究では、すざく衛星、XMM Newton衛星が 2004-2015年の間に

のべ 22回観測した J1856の X線スペクトルを網羅的に解析した。結果として、1keV以上のエネルギーで

2温度黒体輻射では再現できない超過成分があることを発見した。これはレスポンス、バックグランドの評

価ミス、パイルアップ、他の天体の混入などでは説明できないことを検証する。更に、この高エネルギー側

X線超過成分の性質とその起源に関して、空間的に広がった成分である可能性も含めて議論する。

1 Introduction

ROSAT 衛星による観測で、7 つの電波を出さな

い単独中性子星が発見された。これらははいずれも

kT∞ ∼ 50 - 100 eVの黒体輻射様のスペクトルを示

している。星間吸収は小さいことから近傍にあるこ

とが分かり、光度は LX ∼ 1030 - 1032 erg s−1 程度

(e.g. Haberl 2007)である。それゆえ、これらの中性

子星は X-ray dim isolated neutron star (XDINS)と

呼ばれる。

最初に発見されたXDINSはRX J1856.5-3754 (以

下 J1856とする)であり、7つのうちで最も明るい。距

離は視差によって測定されており、120+11
−15 pc(Walter

et al. 2010)である。ROSAT衛星以来、様々な衛星

で繰り返し観測されていて、科学目的のみならず検

出器の較正に用いられてきた。その理由は、J1856の

スペクトルが軟X線 (∼ 0.2-1.0 keV)のみであり、時

間変動しない (と考えられている)からである。現在

では、可視光での観測結果と併せて 2温度の黒体輻射

モデルでスペクトルが説明できるとされており、温

度と放射半径はそれぞれ低温成分が kT∞
s ∼ 32 eV、

R∞
s ∼ 17 km、高温成分が kT∞

h ∼ 64 eV、R∞
h ∼ 17

km (Beuermann et al. 2006)であるとされている。

高温成分の起源は未だ明らかになっていないが、

J1856はX線天文衛星の軟X線検出器較正用のター

ゲットとして最も重要な天体であり、すざく衛星で

もX線撮像分光検出器 (XIS)の較正のため、のべ 17

回観測されている。得られたデータは、特に XISカ

メラのフィルターに蓄積された汚染物質のモデル構

築に用いられた。我々はこれらのデータを解析した

結果、1 keV以上の範囲に 2温度黒体輻射モデルか

らの超過成分があることを発見した。この範囲では、

汚染物質による影響もほぼない。従来の研究では、1

keV以下にのみ焦点が当てられていたため、この成

分が発見されることはなかった。

本研究では、この超過成分が確かなものであるか

を検証する。J1856は較正用点源として用いられてい

るため、較正の不確かさには特に注意を払わなけれ

ばならない。2章では、観測とデータの加工について

記述する。3章では Chandra衛星及び ROSAT衛星

による観測で得られた黒体輻射モデル (Beuermann

et al. 2006)でスペクトルを解析し、1 keV付近から

超過があることを示す。また、このような超過の原

因となりうる検出器や解析方法に由来する要因につ

いて見積もる。4章では超過成分のモデルを構築し、

考えうる起源について考察する。
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2 Data Reduction and Discov-

ery of Hard Excess

まず、10年分のデータからスペクトルを作成する

ため、点源の中心から半径 2.17’の円内にあるイベン

トを抽出した。バックグラウンドも同様に、2.90’ -

5.79’の円環の領域から抽出した。統計性の向上のた

め、得られたスペクトルを全て足し合わせた。

図 1 が得られたスペクトルである。実線は

フィッティングした 2 温度黒体輻射モデル

(wabs*(bbodyrad+bbodyrad)) で あ り、下 パ ネ

ルはモデルとデータの比である。パラメータは

Chandra及び ROSAT両衛星の観測から得られた値

(表 1、Beuermann et al. (2006))に固定した。

10−5

10−4

10−3

0.01

ke
V

2  
(P

ho
to

ns
 c

m
−

2  
s−

1  
ke

V
−

1 )

10.5
0

1

2

3

4

ra
tio

Energy (keV)

図 1: Fit of J1856 spectra with absorbed two BB

表 1: Model parameter of two BB (Beuermann et

al. (2006))

Parameter Value

NH [1019 cm−2] 11.0

kT∞
h [eV] 62.8

R∞
h [km/120 pc] 4.54

kT∞
s [eV] 32.3

R∞
s [km/120 pc] 16.5

χ2
r 1.58

図 1からは、> 0.8 keVの範囲で凡そ 2倍以上モ

デルから超過していることが分かる。

3 Inspetion of significance of

the excess

このような超過は XDINSのスペクトルでは従来

見られなかったものである。そのため、我々はこの

成分が有意なものであるかどうかを検証した。超過

を引き起こしうる原因として考えたのは、較正の不

定性、パイルアップ、そして他の点源の混入である。

更に、他の検出器や衛星でもこの成分が見られるこ

とを確認した。

3.1 Calibration error by ontamina-

tion

軌道上であっても、衛星の機械油などの汚染物質

が CCD面に蓄積され、観測されるスペクトルに影

響することがある。この効果は、主として汚染物質

を構成する元素の吸収端として表れる。無論、検出

器のレスポンスファイルにはこの影響が反映されて

いるが、我々は汚染物質の見積もりが不十分であり、

それが超過の原因である可能性を考えた。

較正を補正するために、汚染物質の主成分と考え

られるH、C、Oの吸収端を計算するモデルを取り入

れた (図 2)。吸収端は < 0.6 keV以下にのみ表れる

ため、超過成分を説明出来ないことが分かった。更

に、もし 1 keV付近で 2倍程度の較正誤差があれば、

他の全ての天体の観測に致命的な影響を及ぼすこと

となるため、汚染物質の蓄積は超過の原因たりえな

いということが言える。
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図 2: Corrected fit, which still shows the excess.
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3.2 Inspecting piling up

XISの CCDは 1フレームで 8秒間露光する。そ

のため、8秒間に 2個以上の光子が 1ピクセルに入

射すると、それらの総和のエネルギーを持つ 1つの

光子として検出される。これをパイルアップと言い、

見かけ上硬い成分があるように見える原因である可

能性を検証した。

まず、スペクトルを < 0.8 keVと > 0.8 keVの 2

つのバンドに分け、それぞれ 1ピクセルあたりのカ

ウントレートを計算した。これにポアソン分布を適

用すると、2個以上の < 0.8 keVの光子がパイルアッ

プして > 0.8 keV の 1光子として検出される確率を

下記のように計算できる。

c = 8{1− (8λs + 1)e−8λs} (1)

ただし、λsは< 0.8 keVのピクセルあたりのカウ

ントレートである。実際のデータでは < 0.8 keVは

4.83× 10−6 cts s−1であった。これから計算すると、

見積もられるパイルアップによるのカウントレート

は c = 9.6×10−10 cts s−1となった。> 0.8 keV以上

の観測値は 11.0× 10−6 cts s−1であり、パイルアッ

プによる概算値とは ∼ 10−3 程度の差があることか

ら、超過成分はパイルアップによるものではないと

考えられる。

3.3 Search for confused sourece with

XMM-Neuton EPIC-MOS

我々はXIS1のソース領域として点源から半径 2.17’

の領域を使用した。この領域の中に > 0.8 keV以上

の硬い成分を放射する他の点源が存在する可能性を、

角度分解能がすざく衛星より高い XMM-Newton衛

星のデータを使用して検証した。Newton衛星搭載

のCCDカメラ、EPIC-MOS2の large-window mode

で観測したデータを調べ、J1856から 2.17’以内に存

在する点源をリストアップした (表 2)。R.Aは 18h

56m、Decは-37◦ を基準としている。表から、継続

的に検出されている点源はなく、ソース領域に有意

に混入しているといえる天体は存在しないと結論付

けられた。

表 2: Source detected within 2.17’ radius source

region by EPIC-MOS 2

Date R.A [s] Dec [’ ”] Angular Count [s−1]

distance [’]

2004-04-17 39.60 54 52.1 0.82 813.4

2007-03-25 - - -

2010-09-28 33.53 55 52.3 1.34 1599.1

2011-03-14 33.94 53 32.1 1.15 3576.1

2011-10-05 36.49 55 40.1 1.06 2705.6

2012-04-13 - - -

2013-03-14 32.05 55 38.6 1.27 1561.1

41.89 54 46.8 1.19 1434.4

2014-03-26 35.10 53 34.0 1.08 1687.1

2015-03-12 - - -

2016-03-11 41.10 55 2.1 1.05 823.3

35.92 53 18.1 1.33 629.4

3.4 Analysing EPIC-pn data

更に我々は、XMM-Newton衛星の CCDカメラ、

EPIC-pnのデータ及びすざく衛星の XIS0及び 3の

データを解析した。前者はソース領域として点源か

ら半径 0.2’の円を、後者は XIS1と同様の領域を用

いた。XIS0及び 3については、背面照射型 (BI)の

XIS1 と異なり、共に前面照射型 (FI) の CCD であ

るため特性を同じくする。そのため、統計性を高め

るためにXIS0とXIS3のデータを足し合わせ、一つ

のスペクトルとした。2章と同様のモデルでフィット

した結果が図 3である。黒が XIS0+3、赤が XIS1、

緑が EPIC-pn である。χ2
r は、XIS に対して 1.77、

EPIC-pnに対して 1.72であった。いずれも∼1 keV

以上に超過が見られる。しかしながら、特に XISと

EPIC-pnで超過成分の量に数倍程度の差があること

が分かる。

4 Fitting the Excess

以上の議論から、超過成分は有意なものであると結

論付けられる。次に、2温度黒体輻射 (パラメータ固

定)に冪関数成分を加え、高温成分モデルフィッティ

ングを行った。XISに対する結果は図 4、表 3であ
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図 3: Fitting result. Black: XIS0+3, Red: XIS1,

Green: EPIC-pn

る。EPIC-pnについては、超過成分をフィッティン

グ出来なかった。主に低エネルギー側で統計が良す

ぎることが原因と考えられる。
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図 4: Fit with 2bb & powerlaw model. Black:

XIS0+3(FI), Red: XIS1(BI)

表 3: Model parameter of powerlaw

Parameter Value

Γ 3.35+0.36
−0.38

Norm [10−6 keV−1 cm−2 s−1] 9.59+1.20
−1.22

χ2
r 1.22

2温度黒体輻射のみの場合と比較すると、χ2
rは 1.77

から 1.22まで減少し、よりよくフィッティング出来

ていると言える。

5 Discussion

3章での議論から、1 keV付近からの超過成分は見

かけ上のものではなく、有意な成分であると結論し

た。しかしながら、すざく、XMM-Newton両衛星で

確認出来たとはいえ、超過成分のカウントレートの

差は数倍あった。この差が領域の取り方によるもの

か、あるいは検出器由来のものであるかは目下検証

中である。

ソース領域として、XIS では 2.17’、EPIC-pn で

は 0.2’を取った。超過の差が領域の取り方の差によ

るものであれば、超過成分は広がったソースからの

放射である可能性が考えられる。その候補としては、

Kerkwijk & Kulkarni (2001)に記述された J1856周

辺の Hα nebula が挙げられる。しかしその大きさは

∼10”であり、∼2’と∼0.2’での差を説明することは

出来ないと考えられる。

また、この成分の起源については、前例がないた

め直ちに推測することは出来ない。∼1 keVの X線

を放射するモデルとして、シンクロトロン放射、逆

コンプトン散乱、あるいはスーパーホットスポット

などが考えられるが、いずれも単純な概算では確か

らしいとは言えなかった。

今後は更に解析方法の検証やモデルの精密化を重

ね、広がったものであるかを含めてこの成分に関す

る議論を深めていく。
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